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平成 31 年（１月〜２月）西暦 2019
日
１月10日
１月10日
１月13日
１月15日
１月17日
１月17日
１月17日
１月18日
１月19日
１月19日
１月20日
１月21日
１月22日
１月24日
１月25日
１月26日
１月26日
１月29日
１月29日
１月31日
２月１日
２月２日
２月３日
２月３日
２月５日
２月６日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

宗政会派明和会、港区AP品川アネックスにて全国宗務所長や僧侶との懇談会を開
催する
（日新Ｈ31.2.10／中外Ｈ31.1.25／仏ﾀｲＨ31.1.24／文時Ｈ31.1.9・1.19）
日蓮宗宗務院、宗務院にて御用始めの儀を行う
（日新Ｈ31.1.20／中外Ｈ31.1.16／仏ﾀｲＨ31.1.24）
総本山身延山久遠寺にて御年頭会が行われる
（日新Ｈ31.2.1／中外Ｈ31.1.23）
立正大学品川キャンパスにて立正大学庵谷行亨教授の最終講義が行われる
（中外Ｈ31.1.23／仏ﾀｲＨ31.2.7）
NPO法人災害危機管理システムアース、 神戸市諏訪山公園にて「阪神淡路大震災
早朝追悼のつどい」を開催する
（日新Ｈ31.2.20／仏ﾀｲＨ31.1.24）
兵庫県東部青年会、神戸市東遊園地にて阪神淡路大震災発生24年の慰霊法要を行う
（日新Ｈ31.2.1）
兵庫県西部青年会・社会教化事業協会、姫路市内にて寒中唱題行脚を行う
（日新Ｈ31.3.1）
高友会、宗務院にて「伝統の高座説教」第23弾を開催する
（日新Ｈ31.3.1）
京都府第一部宗務所、京都市本山本法寺にて第72回京都日蓮宗公開講座を開催する
（文時Ｈ31.1.23）
大本山池上本門寺にて日朗上人第700遠忌先祖代々追善供養を行う （日新Ｈ31.2.10）
大本山池上本門寺にて日朗上人第700遠忌平和祈願祭を行う
（日新Ｈ31.2.10）
大本山池上本門寺にて池上本門寺第二祖日朗菩薩第700遠忌報恩音楽大法要を行う
（日新Ｈ31.2.10）
宗務院にて平成30年度次世代育成講習会が開催される〈〜23〉
（宗報別冊第18号／中外Ｈ31.1.30）
総本山身延山久遠寺にて平成30年度第４回住職担任認証式および講習式が実施され
る〈〜25〉
（宗報別冊第18号）
勧学院、宗務院にて第31回勧学院研修会議を開催する
（日新Ｈ31.3.10／中外Ｈ31.1.30／仏ﾀｲＨ31.2.14）
神奈川県第一部青年会、川崎市宗隆寺にて第７回「寺コン」を開催する
（日新Ｈ31.3.1）
東京都東部修法師会、葛飾区妙源寺にて第50回交通安全祈祷会を開催する
（日新Ｈ31.3.10）
宗務院にて磐田市本山玄妙寺第57世渡邉日祥貫首の住職辞令伝達式が行われる
（日新Ｈ31.2.10）
山梨県第三部檀信徒協議会、南アルプス市桃源文化会館にて総代研修会を開催する
（日新Ｈ31.3.20）
現代宗教研究所、宗務院にて第28回法華経・日蓮聖人・日蓮教団論研究セミナーを
開催する
（宗報別冊第18号／中外Ｈ31.2.8／仏ﾀｲＨ31.2.21／文時Ｈ31.2.6・2.9）
宗務院にて月例金曜講話（加藤彰晃師）が開催される（日新Ｈ31.2.20／仏ﾀｲＨ31.1.24）
東京都東部社会教化事業協会、葛飾区和光幼稚園にてバザーを開催する
（日新Ｈ31.3.20）
大本山池上本門寺にて節分追儺式が行われる
（日新Ｈ31.2.10）
大本山中山法華経寺にて節分追儺式が行われる
（日新Ｈ31.2.20）
京都市日蓮宗尼衆宗学林にて「尼僧を志す人のための特別講座」が開催される〈〜
７〉
（日新Ｈ31.3.10）
日蓮宗世界平和ネットワーク（NIPN）
、宗務院にて「平和連絡協議会」を開催する
（仏ﾀｲＨ31.2.21）
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平成 31 年（２月〜３月）西暦 2019
日
２月７日
２月７日
２月８日
２月10日
２月12日
２月12日
２月13日
２月16日
２月16日
２月16日
２月16日
２月17日
２月18日
２月18日
２月19日
２月19日
２月21日
２月23日
２月23日
２月25日
２月26日
２月26日
２月28日
２月28日
３月２日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

港区ホテルオークラ東京にて身延町本山本遠寺第66世髙佐日瑞貫首の晋山披露宴が
開催される
（仏ﾀｲＨ31.2.21・3.28）
大本山清澄寺にて平成30年度第４回度牒交付式が実施される〈〜８〉（宗務院資料）
埼玉県檀信徒協議会、川越市本応寺にて檀信徒研修会を開催する
（日新Ｈ31.3.1）
大本山中山法華経寺にて成満会が行われる
（日新Ｈ31.2.20／中外Ｈ31.2.15／仏ﾀｲＨ31.2.14）
岡山組寺19ヶ寺、岡山市蓮昌寺にて日蓮聖人降誕800年組寺大会を開催する
（日新Ｈ31.3.10）
身延山大学にて平成30年度第２回普通試験検定が施行される〈〜16〉
（宗報別冊第18号）
勝浦市津慶寺（宇野瑞正住職）導師のもと勝浦市官軍塚にて日米合同黒船ハーマン
号沈没150年慰霊祭が行われる
（日新Ｈ31.4.1）
大本山小湊誕生寺にて第798回日蓮聖人降誕会が行われる
（日新Ｈ31.3.1／中外Ｈ31.2.22）
奈良県宗務所・修法師会、奈良市蓮長寺にて国祷会を開催する
（日新Ｈ31.3.10）
千葉県東部宗務所・檀信徒協議会、多古町文化ホールにて日蓮聖人降誕会を開催す
る
（日新Ｈ31.3.20）
大阪府大阪市宗務所、大阪市妙徳寺にて日蓮聖人ご降誕慶讃法要を行う
（日新Ｈ31.3.20）
滋賀県宗務所、甲賀市忍びの里・プララにて護法統一信行会を開催する
（日新Ｈ31.4.1）
宗務院にて平成30年度後期勧学院講座第３回が開催される
（宗報別冊第18号／中外Ｈ31.2.22）
埼玉県修法師会、嵐山町光照寺にて国祷会を開催する
（日新Ｈ31.3.20）
台東区本山瑞輪寺にて七面大明神例大祭・大荒行成満國祷会が行われる
（日新Ｈ31.3.20／文時Ｈ31.2.13）
大阪府大阪市宗務所、大阪市内にて教師研修会を開催する
（日新Ｈ31.4.1）
京都市大本山本圀寺伝来の『日蓮聖人註画讃』が京都府指定文化財に指定される
（日新Ｒ1.5.1）
京都府第一部宗務所・修法師会、京都市本山立本寺にて大國祷会を開催する
（文時Ｈ31.2.27）
宗務院にて平成30年度檀信徒青年リーダー研修が開催される〈〜24〉
（宗報別冊第18号／日新Ｈ31.3.10）
全国日蓮宗青年会、京都市大本山妙顕寺にて平成30年度行学道場を開催する
（宗務院資料／日新Ｈ31.4.1）
東京都４管区、大田区朗峰会館にて宗政懇談会を開催する
（日新Ｈ31.3.20／中外Ｈ31.3.6／仏ﾀｲＨ31.2.28／文時Ｈ31.3.2）
千葉教区、木更津市ロイヤルヒルズ木更津ビューホテルにて平成30年度第36回教区
教化研究会議を開催する
（日新Ｈ31.4.1）
京浜教区、大田区朗峰会館にて平成30年度第43回教区教化研究会議を開催する
（日新Ｈ31.4.10／中外Ｈ31.3.8／仏ﾀｲＨ31.3.14／文時Ｈ31.3.6）
横浜市日蓮宗横浜結社が妙現寺として宗門に承認され、日蓮宗宗務院にて宗教法人
設立・住職承認辞令伝達式が行われる
（日新Ｈ31.3.20）
大分県宗務所、大分市ホルトホール大分にて檀信徒青年会研修会を開催する
（日新Ｈ31.4.1）
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平成 31 年（３月）西暦 2019
日
３月２日
３月５日
３月５日

３月６日
３月６日
３月６日
３月７日
３月７日
３月７日
３月７日
３月11日
３月11日
３月11日
３月11日
３月13日
３月13日
３月13日
３月15日
３月15日
３月16日
３月16日
３月18日
３月24日
３月24日
３月25日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

大阪府大阪市宗務所、大阪市大阪府社会福祉会館にて平成30年度檀信徒研修会を開
催する
（日新Ｈ31.4.20）
全日本仏教会より日蓮宗へ平成30年７月西日本豪雨災害義援金の感謝状が贈られる
（日新Ｈ31.3.20／中外Ｈ31.3.8）
宗務院にて第115定期宗会が行われる〈〜８〉
（宗報別冊第18号／日新Ｈ31.3.20／中外Ｈ31.3.8・3.13・3.15・3.20・3.27・3.29／
仏ﾀｲＨ31.3.7・3.14・3.21／文時Ｈ31.2.13・3.9・3.13・3.20・3.23・3.27・3.30・4.3）
山梨県第三部檀信徒協議会、南アルプス市妙了寺にて第10回女性信徒研修を開催す
る
（日新Ｈ31.4.10）
千葉県東部社会教化事業協会、匝瑳市円充寺・円成寺にて戦没者追善供養・世界立
正平和法要を行う
（日新Ｈ31.4.10）
北関東教区、戸田市妙顕寺にて平成30年度教区檀信徒研修道場を開催する
（日新Ｈ31.4.20）
宮城県宗務所、白石市妙見寺にて平成30年度第12回管区檀信徒研修道場を開催する
（日新Ｈ31.4.1）
茨城県宗務所災害救援対策支部、筑西市内の宗務所にて災害救援対策支部講習会と
檀信徒協議会研修会を開催する
（日新Ｈ31.4.1）
神奈川県第二部法華和讃会、鎌倉市妙法寺にて結成30周年記念参拝を行う
（日新Ｈ31.4.10）
愛媛県教師の会、今治市高橋地区にて東日本大震災の慰霊・世界平和祈念の行脚を
行う
（日新Ｈ31.4.10）
青森県修法師会、青森市蓮華寺にて東日本大震災・復興祈念結願読経供養法要を行
う
（日新Ｈ31.4.1）
福島県青年会・いわき市妙教結社、同市久之浜海岸にて東日本大震災復興慰霊法要
を行う
（日新Ｈ31.4.1）
神奈川県第三部修法師会、小田原市法授寺にて国祷会を行う
（日新Ｈ31.4.10）
島根県宗務所・教化センター、出雲市光明寺にて「いのちといのりの日〜災害復興
支援法要〜」を行う
（日新Ｈ31.4.20）
総本山身延山久遠寺布教部、山梨県天然記念物に指定された「身延の六老杉」にて
記念登山並びに植樹を行う
（文時Ｈ31.4.3）
大本山中山法華経寺の「大釈迦牟尼仏坐像」が市川市有形文化財に指定される
（日新Ｈ31.4.20／文時Ｈ31.4.24）
島根県布教師会、松江市長満寺にて研修会を行う
（日新Ｒ1.5.10）
大阪府豊能宗務所、能勢町蓮華寺にて第80回一日研修道場を開催する（日新Ｈ31.4.1）
身延山大学にて卒業式が行われる
（日新Ｈ31.4.10）
千葉県西部宗務所、君津市妙長寺・加名盛祖師堂にて「道善御房祥月命日忌第744
遠忌報恩法要」を行う
（日新Ｈ31.4.10）
山梨県第一部宗務所、総本山身延山久遠寺にて日蓮聖人降誕800年慶讃法要を行う
（日新Ｈ31.4.20）
京都市本山妙覺寺の「木造日蓮座像 院興作」と京都市本山本法寺の「紙本金地著
色唐獅子図四曲屏風」が国の重要文化財に指定される
（日新Ｈ31.4.20）
さいたま市ソニックシティホールにて立正大学卒業証書授与式が行われる
（日新Ｈ31.4.10）
大本山清澄寺にて平成30年度第４回僧道林が開設される〈〜28〉（宗報別冊第18号）
北海道北部宗務所、 旭川市妙法寺にて「いのちのシンポジウム〜宗門運動研修会
〜」を開催する
（日新Ｒ1.5.1）
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平成 31 年（３月〜４月）西暦 2019
日
３月26日
３月27日
３月30日
３月30日
３月31日
３月31日
４月１日
４月１日
４月１日
４月１日
４月２日
４月３日
４月３日
４月４日
４月５日
４月６日
４月７日
４月８日
４月９日
４月９日
４月10日
４月10日
４月12日
４月13日
４月14日
４月14日
４月15日
４月16日
４月16日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

北海道西部宗務所、大本山小湊誕生寺などで日蓮聖人降誕800年慶讃団体参拝を行
う〈〜29〉
（日新Ｒ1.5.10）
千代田区東京ガーデンテラス紀尾井町にて日蓮聖人降誕800年慶讃事業「第２回・
全国小中学校 夢さがし作文大賞」の表彰式が開催される
（日新Ｈ31.4.10）
京都府第一部宗務所、京都市本山立本寺にて第５回「いのちに合掌」信行大会を開
催する
（日新Ｒ1.5.1）
福井県中部修法師会、越前市一乗寺にて第20回立正安国・世界平和祈願祭を行う
（日新Ｒ1.5.20）
大阪府三島檀信徒協議会、高槻市本行寺にて研修参拝を開催する
（日新Ｒ1.5.1）
備北組寺、高梁市にて日蓮聖人降誕800年慶讃備北記念大会を開催する
（日新Ｒ1.5.20）
総本山身延山久遠寺、新部署「共栄部」を設置し共栄運動を開始する
（日新Ｒ1.8.1／仏ﾀｲＨ31.3.21／文時Ｈ31.3.16）
宗門運動「立正安国・お題目結縁運動」第４期「結実運動」が始まる（日新Ｈ31.4.1）
身延山大学第10代学長に、持田日勇身延山久遠寺総務が就任する
（中外Ｈ31.4.3）
立正大学熊谷キャンパスにて立正大学入学式が行われる （日新Ｒ1.5.1／中外Ｈ31.4.5）
宗務院にて、中川法政宗務総長と伊藤光福佐渡市市長が佐渡の霊蹟顕彰についての
懇談会を行う
（日新Ｒ1.5.10）
身延山大学にて身延山大学入学式が行われる
（日新Ｒ1.5.1）
大本山清澄寺研修会館にて第１回度牒交付式が実施される〈〜４〉 （宗務院資料）
香川県宗務所、高松市女木島にて日蓮聖人銅像参拝を行う
（日新Ｒ1.5.10）
宗務院にて月例金曜講話（プロ登山家 竹内洋岳氏）が開催される
（日新Ｈ31.4.20／中外Ｈ31.4.12／仏ﾀｲＨ31.3.28）
東京都東部宗務所・伝道センター、葛飾区題経寺にて「いのりんぴっく─花まつり
deえんむすび─」を開催する
（日新Ｒ1.5.20）
日蓮聖人降誕800年・龍口法難750年慶讃実行委員会、藤沢市本山龍口寺にて「龍口
テラス・花まつり」を開催する
（日新Ｒ1.5.10／仏ﾀｲＨ31.3.28／文時Ｈ31.3.30）
大本山中山法華経寺にて釈尊降誕会が行われる
（日新Ｒ1.5.10）
大阪府三島青年会、高槻市内にて立教開宗行脚を行う
（日新Ｒ1.5.10）
宗務院にて前期勧学院講座第１回が開設される
（宗報別冊第19号）
兵庫県北部宗務所、横川定光院にて春季法要を行う
（日新Ｒ1.5.10）
千葉県東部宗務所、多古町宗務所にて管内報恩法要を行う
（日新Ｒ1.6.10）
千葉県東部社会教化事業協会、東金市妙宣寺にて戦没者追善供養・世界立正平和法
要を行う
（日新Ｒ1.6.10）
新潟県法華和讃振興会、柏崎市番神堂にて第２回管区和讃の集いを開催する
（日新Ｒ1.6.1）
九州地区の修法師有志、南阿蘇村立長陽西部小学校跡地にて被災者慰霊・復興祈願
祭を行う
（日新Ｒ1.5.1）
大本山池上本門寺、日朗上人第700遠忌記念『朝夕諷誦日蓮聖人御遺文』を宗立谷
中学寮生と堀之内学寮生へ贈呈する
（日新Ｒ1.5.10）
総本山身延山久遠寺にて第一期信行道場が開設される〈〜５／19〉
（宗報別冊第19号）
四国四県の宗務所、大本山小湊誕生寺にて日蓮聖人降誕800年慶讃行事合同法要を
行う
（日新Ｒ1.6.1／文時Ｈ31.4.3）
日蓮宗家庭児童相談室連絡協議会、宗務院にて総会を開き、「日蓮宗相談事業協会」
に名称変更する
（中外Ｈ31.4.24）
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平成31年・令和元年（４月〜５月）西暦 2019 聖誕 798 祖滅 738
日
４月16日
４月16日
４月18日
４月20日
４月21日
４月21日
４月23日
４月25日
４月26日
４月26日
４月27日
４月27日
４月27日
４月27日
４月28日
４月28日
４月28日
４月29日
４月29日
４月29日
５月１日
５月１日
５月４日

５月６日
５月８日
５月10日
５月11日
５月11日

蓮

宗

伝道部、宗務院にて「いのちの積み木ファシリテーター養成講座」を開催する
（中外Ｈ31.4.24／仏ﾀｲＨ31.4.25）
勝浦市本壽寺にて「上総五十座説法会」が行われる〈〜20〉
（日新Ｒ1.5.20）
総本山身延山久遠寺にて平成31年度第１回住職担任認証式および講習会が実施され
る〈〜19〉
（宗務院資料）
霊断師会、身延町本山本遠寺にて第54回全国結集身延大会を開催し、特別開帳法要
を行う〈〜21〉
（仏ﾀｲＨ31.3.28）
大分県宗務所、大分市本光寺にて日蓮聖人降誕800年記念管区大会を開催する
（日新Ｒ1.6.1）
山梨県第二部宗務所、静岡県静岡市本山海長寺にて護法団体参拝を行う〈〜22〉
（日新Ｒ1.5.10）
鴨川市本山鏡忍寺にて日蓮聖人ご真蹟『富木殿御書』の修理が完了し帰山奉告式が
行われる
（日新Ｒ1.5.20／中外Ｒ1.5.8）
兵庫県西部社会教化事業協会、姫路市特別養護老人ホーム白鳥園にて物故者慰霊法
要を行う
（日新Ｒ1.6.10）
京都日蓮聖人門下連合会、横川定光院にて日蓮聖人立教開宗会を行う （日新Ｒ1.6.1）
福井県中部布教師会、鯖江市妙法寺にて布教月例会を開催する
（日新Ｒ1.6.10）
大本山清澄寺にて第767回立教開宗会が行われる
（日新Ｒ1.5.10／仏ﾀｲＲ1.5.9）
大阪府和泉宗務所、堺市本山妙國寺にて立教開宗会法要を行う
（日新Ｒ1.6.1）
青森県宗務所、八戸市八戸パークホテルにて教師大会を開催する
（日新Ｒ1.6.10）
大本山池上本門寺にて立教開宗慶讃千部会が開催される〈〜29〉
（池上第650号Ｒ1.5.25／文時Ｈ31.4.17）
富山県宗務所、射水市法泉寺にて第767回立教開宗会を行う
（日新Ｒ1.6.1）
津山・作東・作西組寺19ヶ寺、津山市内にて日蓮聖人降誕800年記念岡山県北津山
大会を開催する
（日新Ｒ1.6.10）
和歌山県宗務所・檀信徒協議会、和歌山市養珠寺にて立教開宗会を行う
（日新Ｒ1.7.1）
千葉県西部宗務所、大本山清澄寺にて第25回「いのりの日」を開催する
（日新Ｒ1.6.1）
兵庫県北部宗務所、豊岡市経王寺にて第52回護法大会を開催する
（日新Ｒ1.6.1）
三重県宗務所、桑名市三重祭典法宴会館にて第52回立正平和祈願会を開催する
（日新Ｒ1.7.1）
新元号「令和」年間が始まる
（日新Ｒ1.5.1）
中川法政宗務総長、新元号奉祝文を発表する
（中外Ｒ1.5.8／仏ﾀｲＲ1.5.16）
日蓮宗宗務院・日蓮宗スカウト連絡協議会、大本山誕生寺・夷隅郡妙嚴寺にて日蓮
聖人降誕800年慶讃・ 第３回日蓮宗スカウトキャンポリー (キャンプ大会)を開催す
る〈〜５〉
（日新Ｒ1.6.1）
大阪府豊能宗務所・教化センター、能勢町西能勢地区にて第５回「能勢クエスト」
を開催する
（日新Ｒ1.6.10）
京都市日蓮宗尼衆宗学林にて入学式が行われる
（中外Ｒ1.5.15）
宗務院にて月例金曜講話（大場唯央師）が開催される
（日新Ｒ1.5.20／中外Ｒ1.5.17／仏ﾀｲＨ31.4.25）
千葉県北部宗務所、大本山中山法華経寺にて第11回護法大会「日蓮聖人御降誕800
年記念大会」を開催する
（日新Ｒ1.6.20／仏ﾀｲＲ1.5.16／文時Ｈ31.4.24）
千葉県北部檀信徒協議会、大本山中山法華経寺にて第16回檀信徒協議会総会を開催
する
（日新Ｒ1.7.1）
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令和元年（５月〜６月）西暦 2019
日
５月12日
５月13日
５月13日
５月14日
５月15日
５月15日
５月15日
５月19日
５月21日
５月23日
５月23日
５月26日
５月26日
５月27日
５月27日
５月27日
５月27日
５月27日
５月28日
５月28日
５月29日
６月１日
６月２日
６月２日
６月３日
６月４日
６月４日
６月５日
６月５日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

千葉県南部青年会、鴨川市内にて御降誕800年慶讃行脚を行う
（日新Ｒ1.6.20）
宗務院にて前期勧学院講座第２回が開設される
（宗報別冊第19号）
求道同願会、宗務院にて第１回唱題行指導者養成講習会を開催する
（求道第718号Ｒ2.5.5）
北海道南部檀信徒協議会、神恵内村法華寺などで研修総会を開催する〈〜15〉
（日新Ｒ1.7.1）
飯田市にある大本山池上本門寺第16世長遠院日樹上人墓所にて供養祭が行われる
（日新Ｒ1.6.20）
兵庫県西部修法師会、福崎町交通安全物故者慰霊塔にて交通安全祈願祭・交通事故
物故者慰霊祭を行う
（日新Ｒ1.7.1）
全国日蓮宗青年会、佐渡市にて第57回全国日蓮宗青年僧北陸結集新潟大会を開催す
る〈〜16〉
（日新Ｒ1.6.10／仏ﾀｲＲ1.8.29／文時Ｈ31.4.27）
総本山身延山久遠寺にて第１回教師認証式が実施される
（宗務院資料）
ミトラ・サンガ、宗務院にて公開講座を開催する
（仏ﾀｲＲ1.5.30）
静岡県中部布教師会、富士市交流プラザにて総会・研修会を開催する（日新Ｒ1.7.10）
現代宗教研究所、佐渡島にて日蓮聖人ご霊蹟の現地調査を行う〈〜24〉
（日新Ｒ1.7.1）
秋田県宗務所、能代市能代港・男鹿市加茂青砂海岸にて日本海中部地震第37回忌追
善法要並びに国土安穏祈願法要を行う
（日新Ｒ1.7.1）
兵庫県北部宗務所、豊岡市立光寺にて檀信徒協議会との合同総会と僧侶寺庭婦人檀
信徒合同研修会を開催する
（日新Ｒ1.7.1）
日蓮宗ビハーラ・ネットワーク（NVN)、大田区朗子会館にて総会を開催する
（NVNニュース第24号Ｒ2.3.31）
日蓮宗生命倫理研究会、大田区朗子会館にて第16回「心といのちの講座」を開催す
る
（NVNニュース第24号Ｒ2.3.31）
岡山県宗務所、倉敷市本栄寺にて第31回檀信徒研修道場を開催する （日新Ｒ1.7.1）
宗政会派同心会、港区シェラトン都ホテル東京にて全国宗務所長との懇談会を開催
する〈〜28〉
（日新Ｒ1.6.20／中外Ｒ1.5.31／仏ﾀｲＲ1.5.30／文時Ｒ1.6.5）
総本山身延山久遠寺にて第二期信行道場が開設される〈〜６／30〉
（宗報別冊第19号）
京都市日蓮宗尼衆宗学林にて開校100周年記念法要が行われる
（日新Ｒ1.7.1）
宗務院にて全国宗務所長会議が開催される〈〜30〉
（日新Ｒ1.6.10／中外Ｒ1.6.5・6.7・6.12／仏ﾀｲＲ1.6.13／文時Ｒ1.6.8・6.12・6.15）
総本山身延山久遠寺、境内紹介ビデオ「身延山」を制作し、DVDとブルーレイデ
ィスクを販売開始する
（中外Ｒ1.5.24）
松戸市本山本土寺にて第58回日蓮宗布教研修所が開設される〈〜11／30〉
（宗報別冊第19号／日新Ｒ1.6.20）
静岡県中部青年会和党会、富士市法蔵寺にてプラステラスフジヤマのオープニング
イベント「富寺フェス」を開催する
（日新Ｒ1.7.10／文時Ｒ1.7.10）
兵庫県西部檀信徒協議会、市川町内の宗務所にて総会を開催する
（日新Ｒ1.7.10）
第１回僧道林が京都市大本山本圀寺で開設される〈〜７〉
（宗報別冊第19号）
宗務院にて日蓮宗の学階の授与式が行われる
（日新Ｒ1.7.1）
山梨県第三部檀信徒協議会、南アルプス市桃源文化会館にて総会と講演会を開催す
る
（日新Ｒ1.7.10）
宗務院にて日蓮宗加行所伝師吉澤順将師の辞令伝達式が行われる
（日新Ｒ1.6.20）
北海道布教師会連合会、札幌市パークホテルにて合同研修会を開催する
（日新Ｒ1.7.20）
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令和元年（６月）西暦 2019
日
６月６日
６月６日
６月６日
６月７日
６月７日
６月８日
６月９日
６月９日
６月９日
６月10日
６月10日
６月11日

６月11日
６月11日
６月13日
６月13日
６月15日
６月15日
６月15日
６月16日
６月17日
６月17日
６月18日
６月18日
６月20日
６月20日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

全国檀信徒協議会、宗務院にて第65回総会を開催する
（宗報別冊第19号／日新Ｒ1.7.1／中外Ｒ1.6.14）
㈱日蓮宗新聞社の取締会が開かれ、新代表取締役社長に舘岡壽宣師が就任する
（日新Ｒ1.6.20／仏ﾀｲＲ1.6.20）
全国日蓮宗保護司会、日光市あさやホテルにて第20回総会・北関東教区鬼怒川大会
を開催する〈〜７〉
（宗務院資料／日新Ｒ1.8.10）
立正福祉会、大田区池上会館にて相談員養成講座を行う
（宗報別冊第19号）
宗務院にて月例金曜講話（佐野前明師）が開催される
（日新Ｒ1.6.20）
渋谷区山種美術館にて特別展「生誕125年記念・速水御舟」が開催され、日蓮聖人
を描いた作品が公開される〈〜８／４〉
（中外Ｒ1.7.5）
静岡県東部宗務所、総本山身延山久遠寺にて祖廟輪番奉仕団体参拝を行う
（日新Ｒ1.7.20）
北海道南部宗務所、函館市妙應寺にて第１地区護法統一信行結集大会を開催する
（日新Ｒ1.7.20）
現代宗教研究所、三次市法音寺にて広島県北部寺院調査の結果報告を行う
（日新Ｒ1.8.10）
宗務院にて前期勧学院講座第３回が開設される
（宗報別冊第19号／中外Ｒ1.6.21）
久遠寺参拝団・中川宗務総長、中国西安市大慈恩寺を表敬訪問する （仏ﾀｲＲ1.7.11）
日蓮聖人門下連合会、中国西安市草堂寺にて鳩摩羅什三蔵法師報恩法要・宗祖降誕
800年慶讃法要を行う
（日新Ｒ1.7.10／中外Ｈ31.1.9・Ｒ1.7.5／仏ﾀｲＲ1.6.20・6.27／文時Ｒ1.5.22・6.19）
宗務院にて第55回日蓮宗全国修法師会連合会代表者会議中央大会が開催される〈〜
12〉
（宗務院資料）
全国社会教化事業協会連合会、成田市ホテルマイステイズ プレミア成田にて第60
回総会と研修会を開催する〈〜12〉
（宗務院資料／日新Ｒ1.7.20）
和歌山県修法師会、高野町五坊寂静院にて第41回日蓮聖人高野山ご遊学史跡顕彰法
要を行う
（日新Ｒ1.7.20）
宗務院・大本山池上本門寺にて第31回日蓮宗声明師会連合会代表者会議（理事会）
が開催される〈〜14〉
（宗務院資料）
大阪府豊能宗務所・豊能連合立正婦人会、能勢町内にて第11回能勢門中寺院巡りを
開催する
（日新Ｒ1.8.1）
埼玉県檀信徒協議会、行田市本法寺にて寺檀協議会を開催する
（日新Ｒ1.8.1）
総本山身延山久遠寺にて開闢会が行われる〈〜17〉
（日新Ｒ1.7.10）
岩手県宗務所、北上市さくらホールにて日蓮聖人降誕800年慶讃管区大会を開催す
る
（日新Ｒ1.7.20）
日蓮宗全国和讃連絡協議会、宗務院にて定期総会を開催する
（中外Ｒ1.6.26）
全国布教師会連合会、大本山小湊誕生寺にて第44回代表者会議と日蓮聖人降誕800
年慶讃法要を開催する〈〜18〉
（日新Ｒ1.7.20）
岐阜県宗務所、中津川市長久寺にて寺院総会と管内先師法要を開催する
（日新Ｒ1.7.20）
北海道北部宗務所、千葉県・山梨県内にて日蓮聖人降誕800年記念団体参拝を行う
〈〜21〉
（日新Ｒ1.8.1）
宗務院にて日蓮宗全国仏教讃歌振興団体連絡協議会の定期総会と常任委員会が開催
される
（宗務院資料）
総本山身延山久遠寺にて第２回住職担任認証式および講習会が実施される〈〜21〉
（宗務院資料）
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令和元年（６月〜７月）西暦 2019
日
６月21日
６月21日
６月23日
６月24日
６月25日
６月25日
６月27日
６月28日
６月28日
６月28日
６月29日
６月29日
６月30日
７月３日
７月４日
７月５日
７月５日
７月５日
７月５日
７月６日
７月８日
７月９日
７月９日
７月９日
７月10日
７月15日
７月22日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

福岡県筑後地区青年会、久留米市内にて第47回川施餓鬼法要を行う （日新Ｒ1.8.1）
神奈川県第二部宗務所、鎌倉市本山妙本寺にて檀信徒協議会定例総会を開催する
（日新Ｒ1.8.1）
京都府第二部宗務所・檀信徒協議会、丹後町妙源寺にて第27回宗徒１日研修道場を
開催する
（日新Ｒ1.8.1）
中四国教区、徳島市徳島グランヴィリオホテルにて第43回教区教化研究会議を開催
する〈〜25〉
（日新Ｒ1.8.10）
総合相談所、宗務院にて第１回寺院後継の集いを開催する
（日新Ｒ1.8.10／中外Ｒ1.7.10／仏ﾀｲＲ1.7.4）
横川定光院にて山王権現社落慶法要が行われる
（日新Ｒ1.8.10）
愛知県三河青年会、信州北陸地方にて団体参拝を行う〈〜28〉
（日新Ｒ1.8.10）
松永慈弘総務局長、６月18日に発生した山形県沖地震で被害を受けた寺院へ見舞い
と視察に訪れる
（日新Ｒ1.7.20）
宗務院にて初の外国語での僧道林開設にあたり教職員などに対する辞令交付式が行
われる
（日新Ｒ1.8.10）
京都府第一部布教師会、京都市本昌寺にて「定例輪講〜樹木葬の現状と展望」を開
催する
（日新Ｒ1.8.10）
山梨県第四部峡北地区檀信徒協議会、総本山身延山久遠寺にて輪番奉仕を行う
（日新Ｒ1.8.10）
神奈川県第二部社会事業協会、鎌倉市本山本覺寺にて研修会を開催する
（日新Ｒ1.8.10）
総本山身延山久遠寺にて第２回教師認証式が行われる
（宗務院資料）
日蓮宗教誨師会、山口市湯田中温泉ホテルニュータナカにて第53回日蓮宗教誨師会
総会・山口県大会を開催する〈〜４〉
（宗務院資料／日新Ｒ1.8.10）
栃木県修法師会・茨城県修法師会、日光市慈眼寺にて合同読誦会を開催する
（日新Ｒ1.8.10）
宗務院にて月例金曜講話（谷川寛敬師）が開催される （日新Ｒ1.7.20／仏ﾀｲＲ1.6.27）
宗務院にて京都市本山妙覺寺新貫首宮崎日嚴師と京都市本山頂妙寺新貫首田中日淳
師の住職辞令伝達式が行われる
（日新Ｒ1.8.1／文時Ｒ1.7.20）
神奈川県第一部宗務所、横浜市妙法寺にて檀信徒協議会総代世話人研修会「お寺巡
りと高座の会」を開催する
（日新Ｒ1.8.10）
山口県宗務所、山口市内にて第47回護法統一信行会を開催する
（日新Ｒ1.8.20）
岡山県宗務所、倉敷市本住寺にて西日本豪雨災害物故者慰霊合同一周忌法要並びに
早期復興祈願を行う
（日新Ｒ1.8.10）
山梨県連合布教師会、甲府市ベルクラシック甲府にて総会と研修会を開催する
（日新Ｒ1.8.20）
宮城県青年会、仙台市本山孝勝寺にて立正平和祈願大法要を行う
（日新Ｒ1.8.10）
九州修法師連合会、鹿児島県内にて研修会「修法布教の諸問題〜宗祖の祈りと修法
師の使命」を開催する
（日新Ｒ1.8.20）
近畿教区、京都市リーガロイヤルホテル京都にて近畿教区伝道企画会議と第１回教
区連絡協議会を開催する〈〜10〉
（日新Ｒ1.8.20）
新潟県宗務所、 新潟市ホテルイタリア軒にて檀信徒協議会研修会「ゼロから学ぶ
日蓮聖人」を開催する
（日新Ｒ1.8.10）
宗門史跡柏崎市番神堂にて萬巻会が行われる
（日新Ｒ1.8.20）
宗務院にて岡山県妙興寺修徒岡田文弘師のハーバード大学客員研究員招聘の辞令交
付式が行われる
（日新Ｒ1.9.1）
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令和元年（７月〜８月）西暦 2019
日
７月24日
７月24日
７月25日
７月25日
７月26日
７月26日
７月26日
７月27日
７月27日
７月29日
７月30日
７月30日
７月31日
８月２日
８月３日
８月５日
８月５日
８月10日
８月15日

８月19日
８月19日
８月21日
８月22日
８月25日
８月26日
８月26日
８月26日
８月27日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

京都府第一部宗務所、宗務所にて教化研究会議を開催する
（文時Ｒ1.11.30）
勧学院、宗務院にて中央教学研修会を開催する〈〜26〉
（宗報別冊第19号／中外Ｒ1.8.2／文時Ｒ1.7.17）
港区正伝寺、庫裡を改修し宿坊「Temple Hotel 正伝寺」を開業する
（中外Ｒ1.8.7／仏ﾀｲＲ1.8.1）
近畿教区、京都市本山立本寺にて第69回教区僧風林を開設する〈〜31〉
（宗報別冊第19号／日新Ｒ1.9.1／文時Ｒ1.8.3）
滋賀県宗務所、宗務所（竜王町）にて人権研修会を開催する
（日新Ｒ1.8.20）
米国カリフォルニア州ヘイワード市日蓮宗国際センターにて外国語（英語）僧道林
が開設される〈〜７／30〉（宗報別冊第19号／日新Ｒ1.8.20／中外Ｒ1.9.6／文時Ｒ1.9.7）
京浜教区、大本山池上本門寺にて教区僧風林を開設する〈〜８／１〉
（宗報別冊第19号／日新Ｒ1.9.10）
日蓮宗保育連盟、札幌市定山渓ビューホテルにて第65回保育研修北海道大会を開催
する〈〜28〉
（日新Ｒ1.9.10）
北海道教区、札幌市妙福寺にて教区僧風林を開設する〈〜30〉
（宗報別冊第19号／日新Ｒ1.9.10）
山形県檀信徒協議会、鶴岡市内にて寺院巡りと総会を開催する
（日新Ｒ1.9.10）
米国カリフォルニア州ヘイワード市日蓮宗国際センターにて外国語（英語）信行道
場入場考査が実施される
（宗務院資料）
日蓮宗、ラジオ日本放送でスポットCMを放送する〈〜８／16〉（宗報別冊第19号）
大本山池上本門寺にて大本山清澄寺新別当金子元彦師の辞令伝達式を行う
（仏ﾀｲＲ1.8.8）
宗務院にて月例金曜講話（講談師 一龍斎貞弥氏）が開催される
（日新Ｒ1.8.20）
静岡県中部青年五明会、静岡市田町にて桔梗地蔵法要を行う
（日新Ｒ1.8.20）
大本山清澄寺にて第２回度牒交付式が実施される〈〜６〉
（宗務院資料）
総本山身延山久遠寺にて第三期信行道場が開設される〈〜９／８〉
（宗報別冊第19号）
大本山小湊誕生寺にて流灯海施餓鬼会が行われる
（日新Ｒ1.9.1）
日蓮宗宗務院、千代田区千鳥ヶ淵戦没者墓苑にて千鳥ヶ淵戦没者追善供養と世界立
正平和祈願法要を開催する
（宗報別冊第19号／日新Ｒ1.9.1／中外Ｒ1.8.21／仏ﾀｲＲ1.8.15・8.22）
九州教区、小城市本山光勝寺にて教区僧風林を開設する〈〜21〉（宗報別冊第19号）
大本山池上本門寺朗峰会館にて日蓮宗読経講習会が開催される〈〜22〉
（宗報別冊第19号）
北海道教区、札幌市内にて第89回北海道教区夏期講習会（第35回教区教学研修会・
第43回教区教研会議）を開催する〈〜23〉
（日新Ｒ1.9.20）
日蓮宗宗務院、郡山市郡山ビューホテルアネックスにて第１回寺庭婦人・寺族研修
会を開催する
（宗報別冊第19号）
神奈川県第一部立正和協会、横浜市大岡川旭橋にて第71回大岡川施餓鬼法要流灯会
を行う
（日新Ｒ1.9.20）
島根県檀信徒協議会、出雲市内にて檀信徒協議会評議員会議を開催する
（日新Ｒ1.9.20）
静岡県中部宗務所、裾野市車返結社にてお風入れ法要を行う
（日新Ｒ1.10.1）
宗務院にてファシリテーション集中講座が開催される〈〜27〉
（中外Ｒ1.9.6）
熊本県社会教化事業協会、益城町内にて熊本地震の被災地住民らと交流会を開催す
る
（日新Ｒ1.10.1）
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令和元年（８月〜９月）西暦 2019
日
８月27日
８月28日
８月29日
８月29日
８月30日
９月２日
９月３日
９月４日
９月４日
９月５日
９月５日
９月５日
９月６日
９月６日
９月７日
９月７日
９月８日
９月８日
９月８日
９月８日
９月８日
９月９日
９月９日
９月９日
９月９日
９月10日
９月10日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

九州北部豪雨により、佐賀県内寺院が床下浸水５ヵ寺、水道管破裂１ヵ寺、道路不
通による孤立１ヵ寺の被害を受ける〈〜29〉
（日新Ｒ1.9.10／中外Ｒ1.8.30）
現代宗教研究所、早川町にて寺院調査を行う〈〜29〉
（日新Ｒ1.9.20）
宗務院にて布教伝道基礎研修会が開催される〈〜30〉
（宗報別冊第19号）
日蓮宗宗務院、東京都本山堀之内妙法寺にて第73回日蓮宗布教院を開設する〈〜９
／12〉
（宗報別冊第19号／日新Ｒ1.10.10）
北海道北部宗務所、礼文町妙慶寺にて組寺信行会を開催する
（日新Ｒ1.9.20）
大本山清澄寺にて第２回僧道林が開設される〈〜６〉
（宗報別冊第19号）
日蓮宗宗務院、佐渡市内にて佐渡団体参拝視察会を行う〈〜５〉 （日新Ｒ1.10.10）
大本山池上本門寺にて第51代日蓮宗管長・池上本門寺第82世酒井日慈師の本葬儀が
行われる
（日新Ｒ1.9.20／中外Ｒ1.9.4／仏ﾀｲＲ1.9.12／文時Ｒ1.9.11・9.28）
現代宗教研究所、宗務院にて第52回中央教化研究会議を開催する〈〜５〉
（中外Ｒ1.9.11／仏ﾀｲＲ1.9.12／文時Ｒ1.8.17・9.18・9.21）
青森県立正青年会、中泊町妙法寺にて第71回日蓮宗和讃大会を開催する
（日新Ｒ1.9.20）
静岡県東部宗務所、伊豆の国市内にて檀信徒協議会総会と統一信行を開催する
（日新Ｒ1.10.10）
神奈川県３管区宗務所、箱根町箱根湯本富士屋ホテルにて布教研修会を開催する
（日新Ｒ1.11.1）
宗務院にて月例金曜講話（三木天道師）が開催される （日新Ｒ1.9.20／仏ﾀｲＲ1.8.29）
千葉県東部修法師会、匝瑳市朗生寺にて放生会を行う
（日新Ｒ1.10.10）
東京都東部宗務所、葛飾区題経寺にて九州北部豪雨災害支援金募金活動を行う
（日新Ｒ1.10.1）
総合相談所、浜松市オークラアクトシティホテル浜松にて第12回良縁の集いを開催
する
（日新Ｒ1.10.20）
総本山身延山久遠寺にて第３回教師認証式が行われる
（宗務院資料）
山梨県第三部布教師会、南アルプス市法泉寺にて第１回朝粥会を開催する
（日新Ｒ1.10.10）
宮城県宗務所・檀信徒協議会、大崎市鳴子スポーツセンターにて第33回檀信徒統一
信行会を開催する
（日新Ｒ1.10.20）
北海道南部宗務所、乙部町本昭寺にて第２地区信行結集大会を開催する
（日新Ｒ1.11.1）
島根県檀信徒協議会・教化センター、奥出雲町南枝寺にて第39回檀信徒統一信行講
習会を開催する
（日新Ｒ1.11.1）
宗務院にて後期勧学院講座第１回が開設される
（宗報別冊第19号）
千葉県にて多数の寺院が台風15号により被害を受ける
（日新Ｒ1.10.1／仏ﾀｲＲ1.9.26／文時Ｒ1.10.2）
日蓮宗声明師会連合会、 中国魚山梵唱寺・ 天台山国清寺にて研修旅行を開催する
〈〜15〉
（日新Ｒ1.11.1）
身延町身延山大学にて第１回普通試験検定と講習が施行される〈〜15〉
（宗報別冊第19号）
静岡県中部宗務所、静岡市ホテルアソシアにて教師大会・敬老会を開催する
（日新Ｒ1.11.1）
宗務院にて第３回「やれる ゼロからはじめる超寺子屋入門」 講座が開催される
〈〜11〉
（中外Ｒ1.9.13／文時Ｒ1.7.27）
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令和元年（９月）西暦 2019
日
９月10日
９月10日
９月10日
９月11日
９月11日
９月11日
９月12日
９月12日
９月12日
９月14日
９月15日
９月16日
９月16日
９月18日
９月19日
９月21日
９月24日
９月25日
９月25日
９月25日
９月26日
９月26日
９月27日
９月27日
９月28日
９月29日
９月29日
９月29日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

北海道教区、 小樽市朝里クラッセホテルにて教区檀信徒研修道場を開催する〈〜
11〉
（日新Ｒ1.11.1）
埼玉県布教師会、山梨県身延町にて七面山登詣修行を開催する〈〜11〉
（日新Ｒ1.11.1）
秋田県宗務所・伝道会、佐渡市内にて佐渡団体参拝を開催する〈〜12〉
（日新Ｒ1.10.10）
近畿教区、堺市ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺にて災害対策研修会を開催す
る
（日新Ｒ1.10.1）
大分県青年会、杵築市延隆寺にて第６回大人の寺子屋を開催する （日新Ｒ1.10.10）
藤沢市本山龍口寺にて第749回龍口法難会が行われる〈〜13〉
（日新Ｒ1.9.20）
長野県青年会、NPO法人ホットライン信州へお供物や食料品などを寄付する
（日新Ｒ1.10.20）
名古屋檀信徒協議会、名古屋市法音寺にて半日プチ修行・檀信徒研修会を開催する
（日新Ｒ1.10.20）
福岡県修法師会、福岡市日蓮聖人銅像護持教会にて第749回龍口法難会・読誦祈祷
会を行う
（日新Ｒ1.11.1）
滋賀県檀信徒協議会、近江八幡市内にて第25回檀信徒のつどいを開催する
（日新Ｒ1.10.20）
中信地区同心会、諏訪市高國寺にて統一信行会を開催する
（日新Ｒ1.11.1）
総本山身延山久遠寺にて共栄運動発足式並びに立正安国世界平和祈願会が行われる
（日新Ｒ1.9.1・9.10・10.1／中外Ｒ1.9.25／仏ﾀｲＲ1.9.5・9.26／文時Ｒ1.5.22・8.24・9.21・10.12）
千葉県南部宗務所、大本山小湊誕生寺にて日蓮聖人降誕800年記念第１回唱題行を
行う
（日新Ｒ1.11.1）
大田区本山大坊本行寺にて宗祖池上御入山会が行われ、宝物殿が特別公開される
（中外Ｒ1.9.27・10.2／仏ﾀｲＲ1.10.3）
大阪府豊能宗務所、能勢町七寶寺にて第81回１日研修道場を開催する（日新Ｒ1.11.1）
大田区本山大坊本行寺にて榊山敬代日本画展を開催する〈〜23〉
（仏ﾀｲＲ1.9.19）
松永慈弘総務局長、橋本浩久福祉共済課長などを伴い台風15号で被害を受けた千葉
県内寺院へ見舞いと視察に訪れる
（仏ﾀｲＲ1.10.3）
福井県中部修法師会、南越前町歓喜寺にて読誦会を行う
（日新Ｒ1.11.10）
島根県修法師会、雲南市妙法寺にて一日荒行堂を開設する〈〜26〉 （日新Ｒ1.11.10）
現代宗教研究所、早川町にて集落調査を行う〈〜27〉
（仏ﾀｲＲ1.10.10）
愛媛県教師の会、今治市法華寺にて研修会を開催する
（日新Ｒ1.11.10）
茨城県修法師会、取手市瑞法光寺にて一日荒行堂を開設する〈〜27〉
（日新Ｒ1.11.10）
北海道東部宗務所、湧別町光照寺にて遠紋地区檀信徒研修道場を開催する
（日新Ｒ1.11.1）
愛知県尾張北部寺院教会・北部檀信徒協議会、北名古屋市長栄寺にて曼荼羅供養法
要を行う
（日新Ｒ1.11.10）
兵庫県東部宗務所、明石市本松寺にて宗祖降誕800年伝道大会檀信徒協議会・寺院
合同会議を開催する
（日新Ｒ1.11.1）
全国日蓮宗青年会、仙台市本山孝勝寺にて「寺フェス in 孝勝寺」を開催する
（日新Ｒ1.11.1／中外Ｒ1.8.30）
京都府第二部宗務所・檀信徒協議会、京丹後市妙経寺にて第67回立正安国・お題目
結縁運動宗徒１日研修会を開催する
（日新Ｒ1.11.1）
三重県宗務所、伊勢市シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢にて第32回檀信徒研
修会を開催する
（日新Ｒ1.11.20）
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令和元年（９月〜 10 月）西暦 2019
日
９月29日
９月29日
９月30日
10月１日
10月２日
10月３日
10月３日
10月４日
10月４日
10月４日
10月４日
10月４日
10月４日
10月５日
10月６日
10月６日
10月６日
10月７日
10月９日
10月９日
10月９日
10月９日
10月10日
10月10日
10月10日
10月10日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

新潟県西部宗務所、柏崎市番神堂にて檀信徒研修道場を開催する （日新Ｒ1.11.20）
京都市大本山妙顕寺にて第61回日蓮宗声明師養成講習所が開設される〈〜10／５〉
（宗報別冊第19号／中外Ｒ1.10.9）
全国法華和讃会、藤沢市本山龍口寺にて全国法華和讃大会を開催する
（宗報別冊第19号／日新Ｒ1.11.20／中外Ｒ1.10.9）
日蓮宗全国本山会、千葉県全４管区へ台風15号豪雨被害見舞金を送る
（日新Ｒ1.10.20／中外Ｒ1.10.11／仏ﾀｲＲ1.10.10）
日蓮宗宗務院、宗務院・江東区東京臨海広域防災公園「そなエリア東京」にて実践
社会活動講習会（前期）が開催される〈〜３〉 （宗報別冊第19号／中外Ｒ1.10.16）
大本山清澄寺にて第３回度牒交付式が実施される〈〜４〉
（宗務院資料）
東北教区、山形市大宝寺にて第34回教区檀信徒研修道場を開催する〈〜４〉
（日新Ｒ1.11.20）
宗務院にて月例金曜講話（尾藤宏明師）が開催される （日新Ｒ1.10.20／仏ﾀｲＲ1.9.26）
香川県宗務所、女木島日蓮聖人像参道にて清掃活動を行う
（日新Ｒ1.11.10）
熊本県宗務所、上天草市松島総合センター「アロマ」にて第46回護法大会を開催す
る
（日新Ｒ1.11.10）
長崎県宗務所、長崎市市民会館文化ホールにて第47回護法大会を開催する
（日新Ｒ1.11.10）
京浜教区、山梨県身延町本山本遠寺にて第36回教区檀信徒研修道場を開催する
（日新Ｒ1.11.20）
岡山県備前・東備九組寺、京都市本山立本寺にて日蓮聖人降誕800年慶讃法要を行
う
（日新Ｒ1.12.1）
京都日蓮聖人門下連合会、京都市本山本満寺にてご報恩お会式を行う
（日新Ｒ1.11.20）
兵庫県北部宗務所、新温泉町栄福寺にて但馬信行会を開催する
（日新Ｒ1.11.10）
山梨県第二部宗務所、富士川町本山妙法寺にて宗祖降誕800年管区大会を開催する
（日新Ｒ1.11.20）
奈良県宗務所、総本山身延山久遠寺と静岡県富士市本山實相寺にて団体参拝を行う
〈〜７〉
（日新Ｒ1.11.20）
新潟県東部宗務所、新潟市内にて寺院研修会を開催する
（日新Ｒ1.12.1）
福岡県修法師会、川崎町孝性寺にて一日荒行堂を開設する
（日新Ｒ1.11.10）
熊本県宗務所、合志市菊池恵楓園にてハンセン病物故者慰霊法要を行う
（日新Ｒ1.11.20）
千葉県東部修法師会、大網白里市本山正法寺にて一日荒行平和祈願祭を行う
（日新Ｒ1.11.20）
埼玉県宗務所、 大本山小湊誕生寺にて護法団体参拝・ 統一信行会を開催する〈〜
10〉
（日新Ｒ1.12.1）
常圓寺院主及川眞介師に第29回中村元東方学術賞が贈られる
（仏ﾀｲＲ1.9.19・10.17・10.24）
伊那市遠照寺が日蓮宗最古の法華堂を有する寺院として宗門史跡に指定される
（日新Ｒ1.11.10）
岡山県青年会、香川県坂出市瀬戸大橋工事物故者慰霊碑前にて瀬戸大橋工事物故者
慰霊法要を行う
（日新Ｒ1.11.20）
千葉教区声明師会、大網白里市本國寺にて法式声明研修会を開催する
（日新Ｒ1.11.20）
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令和元年（10 月）西暦 2019
日
10月10日
10月10日
10月11日
10月11日
10月11日
10月12日
10月12日
10月13日
10月15日
10月16日
10月16日
10月16日
10月16日
10月16日
10月17日
10月17日
10月19日
10月20日
10月20日
10月21日
10月21日
10月22日
10月22日
10月22日
10月23日
10月23日
10月23日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

神奈川県第一部宗務所、大本山小湊誕生寺にて日蓮聖人降誕800年記念慶讃報恩団
体参拝を行う
（日新Ｒ1.11.20）
島根県布教師会、出雲市法恩寺にて第69回布教講習会を開催する〈〜11〉
（日新Ｒ1.11.10）
宮・鹿・沖宗務所、宮崎市内にて第29回檀信徒研修道場を開催する （日新Ｒ1.11.10）
大本山池上本門寺にて第738回お会式が行われる〈〜13〉 （日新Ｒ1.10.10・11.10）
岡山県立博物館にて特別展「岡山の日蓮法華」が開催される〈〜11／10〉
（日新Ｒ1.7.20・9.10・11.1・12.10／仏ﾀｲＲ1.10.3／文時Ｒ1.8.21）
全国の多数の寺院が台風19号により被害を受ける
（日新Ｒ1.11.1／仏ﾀｲＲ1.10.17・10.24）
大阪府大阪市宗務所、大阪市法性寺・本要寺・妙光寺にて「日蓮大聖人御入滅報恩
御会式大法要〜いのりの集い！」を開催する
（日新Ｒ1.12.1）
栃木県青年会、台風19号にて被災した宇都宮市３ヵ寺の清掃作業を行う
（中外Ｒ1.10.23・10.30）
茨城県宗務所、大本山小湊誕生寺にて宗祖降誕800年慶讃法要を行う （日新Ｒ1.12.1）
茨城県宗務所、大本山清澄寺にて宗祖降誕800年記念団体参拝を行う （日新Ｒ1.12.1）
青森県修法師会、青森市アップルパレス青森にて研修会を開催する （日新Ｒ1.12.1）
愛知県北部檀信徒協議会、小牧市啓運寺にて宗祖報恩統一信行会を開催する
（日新Ｒ1.12.1）
中四国教区、高松市内の宗務所にて第35回教区檀信徒研修道場を開催する〈〜17〉
（日新Ｒ1.12.1）
日蓮宗布教研修所、本山本土寺にて特別講義（初めて一般の聴講を認める）を開催
する〈〜11／28〉
（仏ﾀｲＲ1.10.10）
近畿教区、京都市大本山妙顕寺にて第36回教区檀信徒研修道場を開催する〈〜18〉
（日新Ｒ1.12.1）
総本山身延山久遠寺にて第３回住職担任認証式および講習会が実施される〈〜18〉
（宗務院資料）
杉並区修行寺にて成瀬正典第６代犬山城主の第200遠忌法要を行う （中外Ｒ1.11.1）
兵庫県西部宗務所、姫路市法華寺にて護法信行会を開催する
（日新Ｒ1.12.1）
日蓮宗宗務院、台風15・19号にて被害を受けた宗門寺院の支援のため、義援金の勧
募を始める〈〜12／24〉
（中外Ｒ1.10.25）
横川定光院護持顕彰会、横川定光院にて秋季法要を行う
（日新Ｒ1.12.1）
岡山県宗務所、吉備中央町妙本寺にて第32回檀信徒研修道場を開催する
（日新Ｒ1.12.1）
京都府第一部青年会有志、京都市阿弥陀ヶ峰にて無名童女50回忌慰霊法要を行う
（日新Ｒ1.12.1）
新潟県三島地区寺院、長岡市本山妙法寺にて日蓮聖人佐渡法難750年報恩法要を行
う
（日新Ｒ1.12.10）
福島県宗務所、石川町経王寺にて龍口・佐渡法難750年慶讃法要を行う
（日新Ｒ1.12.10）
福井県中部修法師会、越前市内にて交通事故死亡現場供養並びに安全祈願祭を行う
（日新Ｒ1.12.1）
埼玉県布教師会、さいたま市埼佛会館にて研修会を開催する
（日新Ｒ1.12.10）
日蓮宗宗務院、総本山身延山信徒研修道場にて中央檀信徒研修道場を開催する〈〜
25〉
（宗報別冊第19号／日新Ｒ1.11.10）

─ 13 ─

平成31年

年表.indd 13

2021/12/20 9:30

令和元年（10 月〜 11 月）西暦 2019
日
10月24日
10月25日
10月25日
10月26日
10月26日
10月26日
10月27日
10月27日
10月27日
10月28日
10月28日
10月29日
10月29日
10月29日
10月29日
10月29日
10月29日
10月30日
10月30日
10月30日
10月31日
10月31日
11月１日
11月１日
11月１日
11月１日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

僧侶手配サービスを行う「よりそう」（旧みんれび）、ネット通販サイトアマゾンへ
の僧侶派遣サービス「お坊さん便」の出品を終了する
（中外Ｒ1.10.25）
現代宗教研究所、宗務院にて第20回日蓮宗教化学研究発表大会を開催する
（中外Ｒ1.11.1／仏ﾀｲＲ1.11.14）
関東・東北地域の多数の寺院が豪雨により被害を受ける
（日新Ｒ1.11.10）
石川県第一部布教師会、金沢市全性寺にて研修会を開催する
（日新Ｒ1.12.1）
北陸教区、佐渡市本山妙宣寺にて第29回教区檀信徒研修道場を開催する
（日新Ｒ1.12.10）
求道同願会、「唱題行全国大会」を大本山清澄寺にて開催する〈〜27〉
（求道第718号Ｒ2.5.5）
身延山・七面山修行走実行委員会、総本山身延山久遠寺にて修行走菩提梯クライム
ランを開催する
（中外Ｒ1.9.4／仏ﾀｲＲ1.9.5）
鳥取県宗務所・檀信徒協議会、鳥取市メモワール・イナバにて檀信徒信行大会を開
催する
（日新Ｒ1.12.10）
能勢町興徳寺にて秋期百部経法要が行われる
（日新Ｒ1.12.20）
磐田市本山玄妙寺にて第57世渡邉日祥貫首の晋山式が行われる
（日新Ｒ1.12.10／中外Ｒ1.11.6／仏ﾀｲＲ1.11.7／文時Ｒ1.11.6）
愛知県名古屋市布教師会、名古屋市情妙寺にて「一日、聞法の集い」を開催する
（日新Ｒ1.12.10）
京都市本山頂妙寺にて第91世田中日淳貫首の晋山式が行われる
（日新Ｒ1.12.20／文時Ｒ1.11.2）
東京都西部宗務所、杉並区本山堀之内妙法寺にて「いのり題目の日」を開催する
（日新Ｒ1.12.10）
岡山県岡北組寺、岡山市岡山市立御津公民館にて日蓮聖人降誕800年慶讃・岡北組
寺大会を開催する
（日新Ｒ1.12.10）
日蓮宗布教研修所、市川市みどり幼稚園にて幼稚園児向けの布教会を開催する
（日新Ｒ1.12.20）
島根県宗務所、出雲市平成スポーツ公園にて檀信徒交流グラウンドゴルフ大会を開
催する
（日新Ｒ1.12.20）
日蓮宗青少年教化ネットワーク（NSN)、宗務院にて総会と研修会を開催する
（宗務院資料）
北海道東部修法師会・青年会、釧路市合掌寺などにて第30回北海道東部交通安全キ
ャンペーンを開催する
（日新Ｒ1.12.1）
奈良県宗務所、奈良市蓮長寺にて日蓮聖人第738遠忌護法大会を開催する
（日新Ｒ1.12.20）
千葉県西部宗務所・檀信徒協議会、総本山身延山久遠寺にて祖山登詣団体参拝を行
う〈〜31〉
（日新Ｒ1.12.20）
宗務院にて災害対策支部連絡会議が開催される
（中外Ｒ1.11.15）
大阪府三島修法師会、高槻市芥川河畔などにて芥川水難事故慰霊祭を開催する
（日新Ｒ1.12.1）
日蓮宗全国本山会、台風19号などによる被害を受けた寺院へ義援金を送る
（日新Ｒ1.11.20／文時Ｒ1.11.2）
宗務院にて月例金曜講話（小松祐嗣師）が開催される
（日新Ｒ1.11.20）
大本山中山法華経寺にて日蓮宗加行所が開設される〈〜２／10〉
（宗報別冊第19号／日新Ｒ1.11.20／中外Ｒ1.11.8／仏ﾀｲＲ1.11.7）
市川市遠壽院にて加行所が開設される〈〜２／10〉
（日新Ｒ1.12.10）
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令和元年（11 月）西暦 2019
日
11月３日
11月４日
11月４日
11月５日
11月６日

11月６日
11月６日
11月６日
11月７日
11月７日
11月８日
11月８日
11月９日
11月９日
11月９日
11月11日

11月13日
11月14日
11月14日
11月15日
11月16日
11月18日
11月19日
11月19日
11月19日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

シンガポール題目寺にて開堂15周年記念法要が営まれる（日新Ｒ1.12.1／文時Ｒ1.11.9）
愛知県尾張社会教化事業協会、一宮市総合大雄会病院にて「こころといのちの講演
会」を開催する
（日新Ｒ1.12.20／文時Ｒ1.10.9）
静岡県西部宗務所・檀信徒協議会、浜松市妙傳寺にて北遠地区信行会を開催する
（日新Ｒ1.12.20）
全日本仏教会、タイ・プーケット島カマラビーチの慰霊之碑にて日蓮宗僧侶出仕の
もと、インド洋津波犠牲者15周年慰霊法要を行う
（日新Ｒ1.12.10／仏ﾀｲＲ1.11.14）
米国サンフランシスコのデジタルガレージDG717にて総本山身延山久遠寺本堂の天
井画「墨龍」（複製）の開眼法要が行われる
（日新Ｒ1.12.20／中外Ｒ1.12.11／仏ﾀｲＲ1.12.5／文時Ｒ1.11.27）
日蓮宗宗務院の木内隆志宗務総長室長、 タイ・ バンコク市内の世界仏教徒連盟
（WFB）を表敬訪問する
（日新Ｒ1.12.10／仏ﾀｲＲ1.11.28）
兵庫県西部布教師会、姫路市御国野町法華寺にて「日蓮宗の法話を聞く会」を開催
する
（日新Ｒ1.12.20）
宗務院にて実践布教研修会が開催される〈〜７〉
（宗報別冊第19号）
大阪府豊能宗務所、能勢町浄るりシアターにて第50回護法大会を開催する
（日新Ｒ2.1.10）
神奈川県第三部宗務所、大本山小湊誕生寺にて団体参拝を開催する （日新Ｒ2.1.10）
近畿教区、大阪市ホテルアウィーナ大阪にて第49回教区教化研究会議を開催する
（日新Ｒ2.2.1／中外Ｒ1.11.15／文時Ｒ1.11.23）
青森県宗務所、五所川原市ホテルサンルート五所川原にて檀信徒研修道場を開催す
る〈〜９〉
（日新Ｒ2.1.10）
青森県宗務所、板柳町長延寺にて唱題行のつどいを開催する
（日新Ｒ2.1.10）
山梨県第三部宗務所・檀信徒協議会、南アルプス市了法寺にて第２回護法統一信行
会を開催する
（日新Ｒ2.1.10）
茂原市本山藻原寺、市内にて災害復興唱題行脚を行う
（日新Ｒ2.1.10）
日蓮宗の京都８本山、伝統美術の振興を目的として「一般社団法人日本文化芸術の
礎」を設立し、京都市京都ブライトンホテルにて設立記念式典を行う
（中外Ｒ1.11.15／仏ﾀｲＲ1.11.21）
山梨県第四部宗務所、大本山小湊誕生寺・本山鏡忍寺にて日蓮聖人降誕800年慶讃
団体参拝を開催する〈〜14〉
（日新Ｒ2.1.10）
尼衆宗学林、京都市本山頂妙寺にて第３回女性のための秋季講座を開催する
（日新Ｒ2.2.1）
山梨県第三部宗務所、大本山小湊誕生寺にて日蓮聖人降誕800年慶讃団体参拝を開
催する〈〜15〉
（日新Ｒ2.1.10）
大本山中山法華経寺にてお会式が行われる〈〜17〉
（日新Ｒ2.1.10）
静岡県西部宗務所・檀信徒協議会、浜松市本誠寺にて浜松南地区信行会を開催する
（日新Ｒ2.1.10）
静岡市ホテルアソシア静岡にて第２回寺庭婦人・寺族研修会が開催される
（宗報別冊第19号）
日蓮宗相談事業協会（NCA)、宗務院にて相談員研修「相談の受け方」を開催する
（宗務院資料）
千葉教区、千葉市オークラ千葉ホテルにて教区布教講習会「仏教 セックス ジェ
ンダー」を開催する
（文時Ｒ2.1.22）
長崎県声明師会、川棚町常在寺にて総会と高祖讃の研修会を開催する （日新Ｒ2.2.1）
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令和元年（11 月〜 12 月）西暦 2019
日
11月19日
11月20日
11月21日
11月23日
11月23日
11月23日
11月23日
11月25日
11月26日
11月26日
11月27日
11月27日
11月27日
11月27日
11月28日
11月28日
11月28日
11月28日
11月29日
11月29日
11月29日
11月30日
11月30日
11月30日
12月２日
12月２日
12月５日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

九州教区、大分市レンブラントホテル大分にて第35回教区檀信徒研修道場を開催す
る〈〜20〉
（日新Ｒ2.1.10）
静岡県中部宗務所、裾野市車返結社にてお会式法要を行う
（日新Ｒ2.1.10）
日蓮宗宗務院、大本山池上本門寺にて第49回宗門先師追悼法要を行う
（宗務院資料／日新Ｒ1.12.20／中外Ｒ1.11.27）
日蓮聖人降誕800年・龍口法難750年慶讃実行委員会、藤沢市本山龍口寺にて寺フェ
ス「龍口テラス」を開催する
（日新Ｒ2.1.10）
和歌山県宗務所・檀信徒協議会、和歌山市JAビルにて護法統一信行「宗徒のつど
い」を開催する
（日新Ｒ2.1.10）
香川県宗務所、丸亀市宗泉寺にて護法統一信行会を開催する
（日新Ｒ2.1.10）
山梨県第二部宗務所・二組檀信徒協議会、総本山身延山久遠寺にて第56回身延山輪
番奉仕を行う
（日新Ｒ2.1.20）
島根県社会教化事業協会、浜田市島根あさひ社会復帰促進センターにて見学研修を
開催する
（日新Ｒ2.2.1）
立正大学、品川キャンパスにて立正大学学園開校150周年プロジェクト発足イベン
トを開催する
（中外Ｒ1.12.6／仏ﾀｲＲ1.12.5）
青森県社会教化事業協会、平川市内にて歳末助け合い唱題行脚を行う（日新Ｒ2.1.20）
日蓮宗教誨師会、宗務院にて特別研修を開催する
（宗務院資料）
静岡県西部宗務所・社会教化事業協会、「一食一円」運動10年目の節目に磐田市の
社会福祉協議会へ10万円を寄付する
（日新Ｒ2.2.1）
大阪府大阪市声明師会、大阪市正法寺にて研修会「葬儀について〜僧侶・寺族・檀
信徒の葬儀の勤め方〜」を開催する
（日新Ｒ2.2.1）
名古屋市名古屋クラウンホテルにて実践社会活動講習会（後期）が開催される〈〜
28〉
（宗報別冊第19号）
求道同願会、練馬区釈迦本寺にて第２回唱題行指導者養成講習会を開催する
（求道第718号Ｒ2.5.5）
茨城県布教師会、城里町内にていのりの日唱題行脚を行う
（日新Ｒ2.1.20）
神奈川県第二部有志僧侶、パラオ共和国ペリリュー島にて第７回太平洋戦争物故者
慰霊法要を行う
（日新Ｒ2.2.1）
近畿教区、大阪市ホテルアウィーナ大阪にて第35回教区教学研修会を開催する〈〜
29〉
（日新Ｒ2.2.1）
日持上人顕彰会、宗務院にて総会・研修会を開催する
（仏ﾀｲＲ2.1.1）
千葉県東部宗務所、多古町香取広域消防本部多古分署にて普通救命講習会を開催す
る
（日新Ｒ2.2.1）
北海道北部布教師会、旭川市妙法寺にて研修会「ペット供養について」「マインド
フルネスについて」を開催する
（日新Ｒ2.2.1）
松戸市本山本土寺にて第58回日蓮宗布教研修所修了式が行われる （日新Ｒ1.12.20）
福井県中部和讃振興会、越前市妙國寺にて第17回和讃講習会を開催する
（日新Ｒ2.1.10）
長崎県青年会、長崎市内にて「第17回信徒青年の集い 長崎地区大会」を開催する
〈〜12／１〉
（日新Ｒ2.1.20）
日蓮宗ビハーラ・ネットワーク（NVN)、宗務院にて講習会を開催する〈〜３〉
（NVNニュース第24号Ｒ2.3.31）
大本山清澄寺にて第３回僧道林が開設される〈〜６〉
（宗報別冊第19号）
宗務院にて宗務役員退任・就任認証式が行われる
（日新Ｒ1.12.20／中外Ｒ1.12.11・12.18／仏ﾀｲＲ1.12.12）
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令和元年（12 月）西暦 2019
日
12月５日
12月５日
12月６日
12月６日
12月６日
12月６日
12月６日
12月６日
12月７日
12月７日
12月７日
12月９日

12月９日
12月12日
12月12日
12月12日
12月13日
12月14日
12月14日
12月14日
12月14日
12月15日
12月17日
12月19日
12月19日
12月21日

蓮

聖誕 798

祖滅 738

宗

千葉県東部宗務所、多古町常盤地区にて歳末助け合い運動・唱題行脚を行う
（日新Ｒ2.1.20）
静岡県中部修法師会、長泉町圓蔵寺にて冬季読誦会を行う
（日新Ｒ2.2.1）
宗務院にて月例金曜講話（山形教亨師）が開催される（日新Ｒ1.12.20／仏ﾀｲＲ1.11.28）
中川法政新宗務総長と新内局、総本山身延山久遠寺にて奉告式を行う（日新Ｒ2.1.10）
栃木県布教師会、宇都宮市内にて歳末助け合い行脚を行う
（日新Ｒ2.1.20）
奈良県宗務所、香芝市内にて歳末助け合い唱題行脚を行う
（日新Ｒ2.1.20）
岩手県宗務所、釜石市内にて歳末助け合い募金行脚を行う
（日新Ｒ2.1.20）
秋田県伝道会、秋田市内の社会福祉法人「松寿会」にて慰問布教を行う
（日新Ｒ2.2.1）
兵庫県北部宗務所、豊岡市内にて歳末助け合い唱題行進を行う
（日新Ｒ2.1.20）
福岡県宗務所、福岡市日蓮聖人銅像護持教会にて檀信徒研修道場を開催する
（日新Ｒ2.2.10）
大阪府豊能宗務所、能勢町清普寺にて豊能連合立正婦人会第12回能勢門中寺院巡り
を開催する
（日新Ｒ2.2.10）
日蓮宗宗務院、米国カリフォルニア州ヘイワード市日蓮宗国際センター（現地時間
８日）・身延町身延山大学にてオンライン面接を含む初の外国語（英語）普通試験
検定を実施する
（宗報別冊第19号／中外Ｒ2.1.8／仏ﾀｲＲ2.1.1）
宗務院にて後期勧学院講座第２回が開設される
（宗報別冊第19号）
全国日蓮宗女性教師の会、宗務院にて公開講座を開催する
（中外Ｒ1.12.20）
千葉県南部宗務所、館山市内にて歳末助け合い募金行脚を行う
（日新Ｒ2.1.20）
山口県檀信徒協議会、山口市内にて研修会「伝える つなげる 響き合う〜現代人
の忘れ物〜」と代表者会議を開催する
（日新Ｒ2.2.10）
立正大学仏教学部、品川キャンパスにて宗祖降誕800年慶讃の仏教文化公開講座と
御会式法要を行う
（宗報別冊第19号）
山梨県第三部宗務所・檀信徒協議会、南アルプス市内にて歳末助け合い唱題行脚を
行う
（日新Ｒ2.1.20）
愛知県三河社会教化事業協会、西尾市憩いの農園にて歳末助け合い募金運動を行う
（日新Ｒ2.1.20）
京都市円成寺にて洛陽十二支妙見会の宝剣引継大祭が行われる
（日新Ｒ2.2.10）
千葉県西部檀信徒青年会、七面山登詣を行う〈〜15〉
（日新Ｒ2.2.20）
兵庫県西部檀信徒協議会、姫路市花の北サービスセンターにて檀信徒リーダー研修
会を開催する
（日新Ｒ2.2.20）
富山県青年会、高岡市内にて歳末助け合い唱題行脚を行う
（日新Ｒ2.1.20）
第十八選挙区で宗会議員補欠選挙が行われる
（宗務院資料）
総本山身延山久遠寺にて日蓮宗全国本山会企画「全国五十七箇本山巡り」第３回満
了証授与式が行われる
（日新Ｒ2.1.10）
千葉県西部青年会、 茂原市本山藻原寺にて台風による水害支援のための「復興広
場」を開催する
（日新Ｒ2.2.1）
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