
東京都宗教法人名簿（令和３年１２月３１日現在）

系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

神道系 神社本庁 3141 稲荷神社 101-0021 千代田区外神田５－４－７ 阿部　明徳 (3831)1488 S28.11.19

神道系 神社本庁 5242 稲荷神社 101-0052 千代田区神田小川町３－９ 鳥居　 繁 (3291)3481 S28.8.20

神道系 神社本庁 5243 太田姫稲荷神社 101-0062
千代田区神田駿河台１－２
－３

柳原  登美子 (3291)8228 S28.11.30

神道系 神社本庁 5245 佐竹稲荷神社 101-0047 千代田区内神田３－１０－１ 清水　祥彦 (3254)0753 S28.9.18

神道系 神社本庁 5411 真徳稲荷神社 101-0048 千代田区神田司町２－６ 清水　祥彦 (3254)0753 S28.9.10

神道系 神社本庁 5539 御宿稲荷神社 101-0047 千代田区内神田１－６－８ 清水　祥彦 (3254)0753 S28.9.28

神道系 神社本庁 5540 東京大神宮 102-0071 千代田区富士見２－４－１ 松山　文彦 (3262)3566 S28.12.21

神道系 神社本庁 5541 平河天満宮 102-0093 千代田区平河町１－７－５ 植田　浩敏 (3264)3365 S28.12.19

神道系 神社本庁 5542 築土神社 102-0073
千代田区九段北１－１４－２
１

多湖　功 (3261)3365 S28.10.27

神道系 神社本庁 5543 柳森神社 101-0041
千代田区神田須田町２－２
５－１

柳原　正秀 (3251)6422 S28.12.19

神道系 神社本庁 5544 三崎稲荷神社 101-0061 千代田区三崎町２－９－１２ 山崎　寛 (3261)1849 S28.12.19

神道系 神社本庁 5550 日枝神社 100-0014 千代田区永田町２－１０－５ 宮西　修治 (3581)2471 S28.9.1

神道系 木曽御嶽本教 6205 木曽御嶽本教鏑木巴教会 102-0081 千代田区四番町４－８ 鏑木　美知子 (3265)3547 S28.6.12

神道系 金光教 1861 金光教東京教会 101-0024 千代田区神田和泉町１ 畑　優 (3866)7497 S27.9.9

神道系 金光教 1873 金光教麹町教会 102-0073 千代田区四番町３－２ 長谷川　兆伸 (3261)1834 S27.9.9

神道系 単立・神道系 2273 靖國神社 102-8246 千代田区九段北３－１－１ 山口　建史 (3261)8326 S27.9.30

   東京都知事が所轄する宗教法人の一覧です。

   ※  都内には、他に文部科学大臣が所轄する法人が
   　あります。（文部科学大臣所轄の宗教法人につい
      ては、文化庁宗務課にお問い合わせください。）

　　文化庁電話番号：03-5253-4111(代表)

東京都知事所轄法人数 5762法人

（令和3年12月31日現在）

※系統別内訳

神道系 1574 仏教系 2861

基督教系 480 諸教系 847

【 凡 例 】

◇ 神道・仏教・キリスト教（基督教)・諸教の系統に大別し、

自治体別、包括団体別に掲載している。

◇ 宗教の系統等については、文化庁編「宗教年鑑」の例による。

◇ 包括団体（教派、宗派、教団等）に属さない宗教法人につい

ては、「単立・○○系」と表示した。

◇ 電話番号で市外局番03は省略した。

◇ 設立登記年月日で先頭が「S」は昭和、「H」は平成、

「R」は令和を表す。

◇ 包括団体が宗教法人ではないものは、(非)と表示した。

◇ 外字等で表示できない文字については、代替文字で表記した。

誤り等お気づきの点は、

東京都生活文化局都民生活部管理法人課宗教法人担当

電話03-5321-1111(代表) 内線29-541～2

までご連絡ください。
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系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

神道系 単立・神道系 6764 金山神社 101-0032 千代田区岩本町２－１－１ 清水　祥彦 S38.8.8

神道系 単立・神道系 6832 幸徳稲荷神社 101-0052
千代田区神田小川町２－１
４－１４

横田　達之 (3292)0089 S41.11.24

仏教系 浄土宗 545 心法寺 102-0083 千代田区麹町６－４－２ 布村　行雄 (3261)2104 S27.9.27

仏教系 浄土宗 1927 神田寺 101-0021 千代田区外神田３－４－１０ 友松　浩志 (3251)8683 S28.3.31

仏教系
日本山妙法寺
大僧伽

3642 日本山妙法寺九段小僧伽 102-0073 千代田区九段北３－２－２３ 浅井　幹雄 (3262)4721 S29.3.30

キリスト教系 日本聖公会 2562
日本聖公会神田キリスト教
会

101-0021 千代田区外神田３－５－１１ 髙橋　顕 (3251)4981 S28.5.20

キリスト教系 日本基督教団 4434 日本基督教団番町教会 102-0081 千代田区六番町７－１２ 柳下　明子 (3261)5602 S27.12.19

キリスト教系 日本基督教団 4501 日本基督教団三崎町教会 101-0061 千代田区三崎町１－３－９ 箕口　雄介 (3295)4471 S28.6.26

キリスト教系 日本基督教団 4564
日本基督教団富士見町教
会

102-0071 千代田区富士見２－１０－１ 藤盛　勇紀 (3261)0633 S29.1.19

キリスト教系 日本基督教団 6754 日本基督教団九段教会 102-0073 千代田区九段北１－１５－１ 田名　尚文 (3265)3463 S38.1.18

キリスト教系
単立・キリスト教
系

4993 御茶の水基督の教会 101-0062 千代田区神田駿河台２－５ 細川　知正 (3291)0478 S29.7.2

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6792
お茶の水クリスチャン・セン
ター

101-0062
千代田区神田駿河台２－１
OCCビル

村上　宣道 (3296)1001 S40.2.17

諸教 天理教 1171 天理教東神長分教会 101-0021 千代田区外神田５－５－３ 山田　長年 (3832)1758 S28.3.18

諸教 天理教 200348 天理教錦江大教会 101-0054 千代田区神田錦町１－１１ 寺門　幸治 (3293)9366 S28.3.17

神道系 神社本庁 3140 住吉神社 104-0051 中央区佃１－１－１４ 平岡　好朋 (3531)3500 S28.8.21

神道系 神社本庁 3147 稲荷神社 103-0012
中央区日本橋堀留町２－４
－１０

清水　祥彦 (3254)0753 S28.9.1

神道系 神社本庁 3148 稲荷神社 103-0006
中央区日本橋富沢町７－１
８

清水　祥彦 (3254)0753 S28.9.1

神道系 神社本庁 3149 白旗稲荷神社 103-0021
中央区日本橋本石町４－５
－１６

清水　祥彦 (3254)0753 S28.8.24

神道系 神社本庁 3152 松島神社 103-0013
中央区日本橋人形町２－１
５－２

柴田　彌榮子 (3669)0479 S28.8.20

神道系 神社本庁 3157 宝田神社 103-0023 中央区日本橋本町３－１０ 清水　祥彦 (3254)0753 S28.8.21

神道系 神社本庁 3200 金刀比羅神社 104-0033 中央区新川２－１５－１４ 佐藤　論 (3642)1315 S28.9.1

神道系 神社本庁 3202 渡海稲荷神社 104-0033 中央区新川１－３１－４ 大沢　理恵 (3642)1315 S28.8.31

神道系 神社本庁 3203 新川大神宮 104-0033 中央区新川１－８－１７ 城野　弦矢 (3642)1315 S28.8.21

神道系 神社本庁 3208 稲荷神社 104-0033 中央区新川１－２－１４ 小林　浩次 (3642)1315 S28.8.21

神道系 神社本庁 3232 三光稲荷神社 103-0012
中央区日本橋堀留町２－１
－１３

中川　文隆 (3661)6445 S28.9.18
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系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

神道系 神社本庁 3233 浜町神社 103-0007
中央区日本橋浜町３－３－
３

中村  善隆 (3666)2829 S28.8.21

神道系 神社本庁 3234 水天宮 103-0026
中央区日本橋蠣殻町２－４
－１

有馬　賴央 (3666)7195 S28.9.1

神道系 神社本庁 3235 笠間稲荷神社 103-0002
中央区日本橋浜町２－１１
－６

塙  東男 (3666)7498 S28.8.21

神道系 神社本庁 3236 小網神社 103-0016
中央区日本橋小綱町１６－
２３

服部　匡記 (3668)1080 S28.8.25

神道系 神社本庁 3237 福徳神社 103-0022
中央区日本橋室町２－４－
１４

真木　千明 (3276)3550 S28.8.24

神道系 神社本庁 3238 末廣神社 103-0013
中央区日本橋人形町２－２
５－２０

服部　全純 (3667)4250 S28.8.20

神道系 神社本庁 3239 稲荷神社 103-0015 中央区日本橋箱崎町4－1 田中  久 (3667)8083 S28.8.31

神道系 神社本庁 5191 鳥居稲荷神社 103-0026 中央区日本橋兜町２０－２ 宮西  修治 (3581)2471 S28.8.24

神道系 神社本庁 5249 於岩稲荷田宮神社 104-0033 中央区新川２－２５－１１ 田宮   均 (3552)1068 S28.8.26

神道系 神社本庁 5250 波除稲荷神社 104-0052 中央区築地６－２０－３７ 鈴木  昭樹 (3541)8451 S28.8.21

神道系 神社本庁 5251 椙森神社 103-0012
中央区日本橋堀留町１－１
０－２

小針　常昌 (3661)5462 S28.8.24

神道系 神社本庁 5545 豊岩稲荷神社 104-0061 中央区銀座７－８－１４ 宮西  修治 (3581)2471 S28.9.1

神道系 神社本庁 5546 天祖神社 104-0032 中央区八丁堀３－６－６ 宮西  修治 (3581)2471 S28.9.1

神道系 神社本庁 5547 今村幸稲荷神社 104-0032 中央区八丁堀３－２４－１１ 宮西  修治 (3581)2471 S28.9.1

神道系 神社本庁 5548 大原稲荷神社 103-0026 中央区日本橋兜町１１－３ 宮西  修治 (3581)2471 S28.9.1

神道系 神社本庁 5549 明徳稲荷神社 103-0025
中央区日本橋茅場町１－６
－３

宮西  修治 (3581)2471 S28.9.25

神道系 神社本庁 5649 常盤稲荷神社 103-0023
中央区日本橋本町１－８－
１１

清水　祥彦 (3254)0753 S28.8.21

神道系 神社本庁 5913 鐵砲洲稲荷神社 104-0043 中央区湊１－６－７ 中川　文隆 (3551)2647 S28.12.19

神道系 神社本庁 6175 朝日稲荷神社 104-0061 中央区銀座３－８－１０ 宮西  修治 (3581)2471 S28.3.30

神道系 神道大教 2407 神道大教銀杏八幡宮 103-0014
中央区日本橋蠣殻町１－７
－７

森田　一 (3669)4658 S28.1.30

神道系 金光教 1865 金光教日本橋教会 103-0022
中央区日本橋室町４－１－
１７

畑　淳 (3241)1979 S27.9.9

神道系 金光教 1872 金光教月島教会 104-0052 中央区月島１－２５－４ 鈴木　肇 (3531)0051 S27.9.9

神道系 金光教 1881 金光教銀座教会 104-0061 中央区銀座２－８－７ 湯川　浩一 (3561)0346 S27.9.9

神道系 単立・神道系 6258 宝珠稲荷神社 104-0061 中央区銀座３－１４－１５ 廣瀬　章 S28.7.17

神道系 単立・神道系 7002 日比谷稲荷神社 104-0032 中央区八丁堀３－２８－１５ 島田　典房 (3552)0024 S51.2.6
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系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

仏教系 天台宗 1649 智泉院 103-0025
中央区日本橋茅場町１－５
－１３

中島  有淳 (5695)0842 S27.10.10

仏教系 高野山真言宗 200209 大安楽寺 103-0001
中央区日本橋小伝馬町３－
５

中山  弘之 (3661)4624 S28.7.9

仏教系 真言宗智山派 4240 薬研堀不動院 103-0004 中央区東日本橋２－６－８ 藤田　隆乗 (3866)6220 S29.5.4

仏教系
浄土真宗本願
寺派

831 圓正寺 104-0045 中央区築地４－１２－９ 倉澤　豊明 (3541)0765 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

833 法重寺 104-0045 中央区築地３－１７－１０ 南條　了瑛 (3541)0947 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

834 稱揚寺 104-0045 中央区築地４－１３－１４ 日野　教正 (3541)1419 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

838 妙泉寺 104-0045 中央区築地４－１４－１８ 楠　義雄 (3541)7591 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

3687 築地本願寺 104-0045 中央区築地３－１５－１ 安永　雄彦 (3541)1131 S28.9.3

仏教系 真宗大谷派 4173 本芳寺 104-0052 中央区月島３－１７－３ 森　芳樹 (3531)1658 S28.1.23

仏教系 曹洞宗 4052 大真寺 103-0013
中央区日本橋人形町２－１
１－２

阿部　祥典 S31.1.21

仏教系 日蓮宗 298 東陽院 104-0054 中央区勝どき４－１２－９ 栗塚　秀行 (3531)1074 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 300 日蓮宗福寿教会 103-0007 中央区日本橋浜町３－３７ 藤井　教瑞 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 4243 清正公寺 103-0007
中央区日本橋浜町２－５９
－２

北山　孝雄 (3666)7477 S28.8.14

仏教系 日蓮宗 4842 身延別院 103-0001
中央区日本橋小伝馬町３－
２

藤井  教公 (3661)3996 S28.8.24

仏教系
日本山妙法寺
大僧伽

3641
日本山妙法寺日本橋小僧
伽

103-0004 中央区東日本橋２－１７－９ 花川　妙子 (3851)8729 S29.3.30

仏教系 （非）聖観音宗 4743 大観音寺 103-0013
中央区日本橋人形町１－１
８－９

関口  真流 (3667)7989 S28.4.23

仏教系 単立・仏教系 3599 玉円寺 104-0032 中央区八丁堀１－８－３ 本多　孝弘 (3551)8511 S28.6.19

仏教系 単立・仏教系 4253 日本橋西河岸地蔵寺教会 103-0028 中央区八重洲１－２－５ 高羽　隆圭 (3271)8177 S28.10.13

仏教系 単立・仏教系 6840 大法義顕照妙真教会 104-0043 中央区湊２－１３－１０ 角澤  正勝 (3551)3059 S42.2.15

キリスト教系 日本基督教団 4436 日本基督教団銀座教会 104-0061 中央区銀座４－２－１ 髙橋　潤 (3561)0236 S29.4.9

キリスト教系 日本基督教団 4563 日本基督教団日本橋教会 103-0007
中央区日本橋浜町２－２１
－４

宍戸　基男 (3661)6382 S28.9.22

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6714 東京中央バプテスト教会 103-0000 中央区日本橋芳町１－８ 横山  武 (3883)7613 S35.7.8

キリスト教系
単立・キリスト教
系

200009 カトリック聖コロンバン会 104-0044
中央区明石町５番２６号カト
リック築地教会内

シューマカ・テレンス・レオ (3427)9427 S28.1.14

諸教 天理教 1177 天理教東月島分教会 104-0052 中央区月島２－１９－２ 澤村　大之 (3531)5537 S28.3.18

諸教 天理教 200332 天理教日京分教会 103-0025
中央区日本橋茅場町２－１
３－６

白鳥　肇 (3666)2918 S28.3.27
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系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

諸教 単立・諸教 7348
生長の家創始者谷口雅春
先生を学ぶ会

103-0004
中央区東日本橋２－２７ー９
初音森ビル１０階

中島　省治 (5829)6410 R2.3.13

神道系 神社本庁 3004 愛宕神社 105-0002 港区愛宕１－５－３ 半田　裕明 (3431)0327 S28.9.9

神道系 神社本庁 3010 櫻田神社 106-0031 港区西麻布３－２－１７ 佐々木　清美 (3405)0868 S28.8.26

神道系 神社本庁 3011 熊野神社 106-0041 港区麻布台２－２－１４ 佐々木　満 (3589)6008 S28.8.26

神道系 神社本庁 3013 氷川神社 106-0046 港区元麻布１－４－２３ 羽倉  信夫 (3446)8796 S28.8.26

神道系 神社本庁 3014 葺城稲荷神社 105-0001 港区虎ノ門４－１－３ 多田  光武 (3436)2765 S28.9.11

神道系 神社本庁 3017 稲荷神社 107-0062 港区南青山３－４－１１ 比留間　広明 (3408)3995 S28.8.26

神道系 神社本庁 3018 氷川神社 107-0052 港区赤坂６－１０－１２ 惠川　義昭 (3583)1935 S28.8.26

神道系 神社本庁 3019 末廣稲荷神社 107-0052 港区赤坂４－１３－１７ 惠川　義昭 (3583)1935 S28.9.10

神道系 神社本庁 3020 丸山神社 108-0074 港区高輪１－２１－１０ 瀧  實 (3441)2719 S28.8.25

神道系 神社本庁 3021 高輪神社 108-0074 港区高輪２－１４－１８ 瀧  實 (3441)2719 S28.8.26

神道系 神社本庁 3022 金刀比羅宮 105-0001 港区虎ノ門１－２－７ 関根　浩次 (3501)9355 S27.11.17

神道系 神社本庁 3025 幸稻荷神社 105-0011 港区芝公園３－５－２７ 平岡　好仁 (3431)8281 S28.8.26

神道系 神社本庁 3026 稲荷神社 108-0074 港区高輪１－１８－１１ 中島　尚子 (3452)5905 S28.8.25

神道系 神社本庁 3027 八幡神社 105-0001 港区虎ノ門５－１０－１４ 多田  光武 (3436)2765 S28.8.26

神道系 神社本庁 3028 稲荷神社 108-0074 港区高輪２－１５－１０ 瀧  實 (3441)2719 S28.8.26

神道系 神社本庁 3031 稲荷神社 108-0073 港区三田４－１４－１８ 中島　尚子 (3452)5905 S28.9.29

神道系 神社本庁 3032 塩竈神社 105-0004 港区新橋５－１９－７ 遠藤　健太郎 (3431)3710 S29.4.6

神道系 神社本庁 3033 神明宮 108-0073 港区三田１－４－７４ 青木　大和 (3451)2493 S28.9.29

神道系 神社本庁 3034 日比谷神社 105-0004 港区東新橋２－１－１ 三宅  徳行 (3433)2034 S28.8.26

神道系 神社本庁 3035 春日神社 108-0073 港区三田２－１３－９ 三笠　光敏 (3451)5420 S28.8.25

神道系 神社本庁 3036 烏森神社 105-0004 港区新橋２－１５－５ 山田　邦夫 (3591)7865 S28.8.26

神道系 神社本庁 3037 朝日神社 106-0032 港区六本木６－７－１４ 綿引　敏 (3401)5790 S28.8.25

神道系 神社本庁 3038 天祖神社 106-0032 港区六本木７－７－７ 青木　大明 (3408)5898 S28.8.26

神道系 神社本庁 3039 久国神社 106-0032 港区六本木２－１－１６ 鈴木　つね子 (3583)2896 S28.8.26
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神道系 神社本庁 3040 柳神社 105-0014 港区芝３－１２－１９ 勝田　博之 (3431)4802 S28.8.26

神道系 神社本庁 3042 稲荷神社 105-0013 港区浜松町２－９－８ 勝田  勇 (3431)4802 S28.8.26

神道系 神社本庁 3052 広尾稲荷神社 106-0047 港区南麻布４－５－６１ 山口  耕司 (3444)3467 S28.8.26

神道系 神社本庁 3053 御田八幡神社 108-0073 港区三田３－７－１６ 水野　明彦 (3451)4687 S28.8.26

神道系 神社本庁 3181 東照宮 105-0011 港区芝公園４－８－１０ 勝田　博之 (3431)9658 S28.8.26

神道系 神社本庁 5157 十番稲荷神社 106-0045 港区麻布十番１－４－６ 針ヶ谷　直仁 (3583)6250 S28.10.2

神道系 神社本庁 5195 高山稲荷神社 108-0074 港区高輪４－１０－２３ 瀧　實 (3441)2719 S28.8.28

神道系 神社本庁 5229 古地老稲荷神社 108-0071 港区白金台１－１－７ 井出  正典 (3441)8842 S28.8.25

神道系 神社本庁 5230 真先稲荷神社 108-0071 港区白金台２－２６－１４ 二藤　泰明 (3441)8842 S28.8.25

神道系 神社本庁 6890 東京都神社庁 107-0051 港区元赤坂２－２－３ 小野　貴嗣 (3404)6525 S44.7.23

神道系 神社本庁 200027 氷川神社 108-0072 港区白金２－１－７ 井出　正敏 (3441)8842 S28.8.25

神道系 神社本庁 200076 芝大神宮 105-0012 港区芝大門１－１２－７ 勝田　博之 (3431)4802 S28.8.26

神道系 神社本庁 200187 御穗神社 108-0014 港区芝４－１５－１ 三笠　智春 (3452)2664 S28.8.26

神道系 神社本庁 308045 乃木神社 107-0052 港区赤坂８－１１－２７ 加藤　司郎 03(3478)3001 S28.8.26

神道系 神道大教 6378 神道大教院 106-0031 港区西麻布４－９－２ 菊池　重敏 (3407)0524 S28.8.31

神道系 出雲大社教 6411 出雲大社東京分祠 106-0032 港区六本木７－１８－５ 千家　活彦 (3401)9301 S30.4.5

神道系 金光教 1862 金光教芝教会 105-0004 港区新橋４－２４－９ 宇都木　あけみ (3431)4086 S27.9.9

神道系 金光教 1864 金光教白金教会 108-0072 港区白金１－１２－１１ 和泉　正一 (3441)3028 S27.9.9

神道系 金光教 1878 金光教御田教会 105-0014 港区芝３－２０－２ 金子　恵 (3451)7166 S27.9.9

神道系 単立・神道系 6064 鹽竃教 105-0004 港区新橋５－１９－７ 遠藤　健太郎 (3431)3710 S29.4.6

神道系 単立・神道系 6645 三河稲荷神社 107-0062 港区南青山２－１８－１８ 竹中　豊治 (3401)0017 S32.8.29

仏教系 天台宗 1055 西藏院 108-0073 港区三田４－１－３４ 鈴木　隆嚴 (3451)6336 S27.10.3

仏教系 天台宗 1056 幸福寺 108-0073 港区三田４－２－１６ 福本　幸雄 (3453)9375 S27.9.29

仏教系 高野山真言宗 3683 髙野山東京別院 108-0074 港区高輪３－１５－１８ 葛西　光義 (3441)3338 S28.5.4

仏教系 高野山真言宗 4804 正光院 106-0046 港区元麻布３－２－２０ 髙橋　隆岱 (3408)4915 S28.6.25
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仏教系 高野山真言宗 4806 不動院 106-0032 港区六本木３－１５－４ 中山　弘之 (3224)1881 S28.7.2

仏教系 真言宗智山派 3319 宝生院 108-0073 港区三田４－１－２９ 小山　龍雅 (3451)6779 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3321 大聖院 108-0073 港区三田４－１－２７ 芙蓉  良英 (3451)3240 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3322 威徳寺 107-0052 港区赤坂４－１－１０ 飯島　宣隆 (3583)1128 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3406 真福寺 105-0002 港区愛宕１－３－８ 芙蓉　良英 (3431)1081 S28.2.21

仏教系 真言宗智山派 3407 延命院 106-0047 港区南麻布３－１０－１５ 渡邉  照敬 (3442)8770 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 4896 光藏院 107-0052 港区赤坂７－６－６８ 小島　久昌 (3588)6247 S28.2.18

仏教系 真言宗豊山派 2585 長延寺 108-0073 港区三田４－１－３１ 小野塚  賢澄 (3451)1655 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 2586 明王院 108-0073 港区三田４－３－９ 市橋　杲潤 (3451)1556 S28.5.16

仏教系
真言宗霊雲寺
派

3657 大雄院 105-0002 港区愛宕１－７－１ 大久保  明義 (3434)0052 S28.5.2

仏教系 真如苑 2583 大乗院 108-0023 港区芝浦３－１３－５ 佐久間　敏夫 (3769)1411 S28.7.28

仏教系 浄土宗 465 威徳院 105-0011 港区芝公園１－３－４ 真野　竜人 (3431)1328 S27.9.27

仏教系 浄土宗 466 天光院 105-0011 港区芝公園１－３－１６ 真野　威人 (3431)1328 S27.9.26

仏教系 浄土宗 467 雲晴院 105-0011 港区芝公園１－５－１５ 小篠　正樹 (3431)7097 S27.9.26

仏教系 浄土宗 470 廣度院 105-0011 港区芝公園１－８－１６ 峰島　唯文 (3431)3760 S27.9.26

仏教系 浄土宗 472 源流院 105-0011 港区芝公園１－８－１３ 島　和裕 (3433)2768 S27.9.26

仏教系 浄土宗 473 常照院 105-0011 港区芝公園１－８－９ 野村　恒道 (3431)4989 S27.10.2

仏教系 浄土宗 475 常行院 105-0011 港区芝公園２－２－２０ 仁科　由心 (3431)8681 S27.10.1

仏教系 浄土宗 477 観智院 105-0011 港区芝公園２－２－１３ 土屋　正道 (3431)1450 S27.11.25

仏教系 浄土宗 478 浄運院 105-0011 港区芝公園２－３－５ 鈴木　昭孝 (3431)4237 S27.10.6

仏教系 浄土宗 479 安養院 105-0011 港区芝公園２－３－２ 千葉　裕定 (3431)4243 S27.9.26

仏教系 浄土宗 482 大眼院 160-0012 港区芝公園４－６－７ 小林　惇道 (3343)2300 S27.10.1

仏教系 浄土宗 483 最勝院 105-0011 港区芝公園２－１１－２５ 村田　洋一 (3434)6611 S27.10.1

仏教系 浄土宗 484 眞乗院 105-0011 港区芝公園２－１１－９ 阿川　和雄 (3434)6066 S27.10.1

仏教系 浄土宗 486 松蓮社 105-0011 港区芝公園３－１－６ 樹下　昌哉 (3431)0474 S28.5.7
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仏教系 浄土宗 487 清光寺 105-0011 港区芝公園２－１２－８ 樹下　昌哉 (3431)0474 S27.9.26

仏教系 浄土宗 488 妙定院 105-0011 港区芝公園４－９－８ 小林　正道 (3433)8888 S27.9.26

仏教系 浄土宗 489 宝珠院 105-0011 港区芝公園４－８－５５ 森　俊人 (3431)0987 S27.10.1

仏教系 浄土宗 490 安蓮社 105-0011 港区芝公園３－１－１３ 福原　秀美 (3431)5930 S27.11.17

仏教系 浄土宗 491 心光院 106-0044 港区東麻布１－１－５ 戸松　義晴 (3583)4766 S27.10.1

仏教系 浄土宗 493 天徳寺 105-0001 港区虎ノ門３－１３－６ 藤本　泰史 (3431)1039 S27.9.22

仏教系 浄土宗 494 栄立院 105-0001 港区虎ノ門３－１１－７ 福西　賢雄 (3431)0257 S27.9.22

仏教系 浄土宗 495 光岳院 105-0001 港区虎ノ門３－１１－５ 成松　明義 (3433)3876 S27.9.22

仏教系 浄土宗 497 攝取院 105-0001 港区虎ノ門３－１５－５ 古橋　幸雄 (3431)3630 S27.9.24

仏教系 浄土宗 498 栄壽寺 105-0001 港区虎ノ門３－１０－１３ 辻　博行 (3432)3084 S27.9.22

仏教系 浄土宗 500 栄閑院 105-0001 港区虎ノ門３－１０－１０ 宮入　正光 (3431)7815 S27.9.22

仏教系 浄土宗 501 興昭院 105-0001 港区虎ノ門３－１０－８ 榊　清純 (3431)4442 S27.9.22

仏教系 浄土宗 502 和合院 105-0001 港区虎ノ門３－１４－８ 服部　大空 (3431)4295 S27.9.22

仏教系 浄土宗 504 長元院 105-0001 港区虎ノ門３－１５－６ 塩竃　大隆 (3433)3084 S27.9.22

仏教系 浄土宗 505 淨善寺 105-0014 港区芝２－２６－１２ 松濤　広道 (3455)3034 S27.9.24

仏教系 浄土宗 506 西應寺 105-0014 港区芝２－２５－６ 北條　雅道 (3451)2276 S27.10.4

仏教系 浄土宗 507 宗光寺 108-0014 港区芝４－６－２１ 宮入　豊道 (3451)7973 S27.9.22

仏教系 浄土宗 508 法音寺 108-0014 港区芝４－６－１７ 佐賀　和章 (3451)0016 S27.9.22

仏教系 浄土宗 511 成覚寺 108-0073 港区三田３－９－９ 山口　泰史 (3451)8005 S27.10.1

仏教系 浄土宗 513 道往寺 108-0074 港区高輪２－１６－１３ 柏　昌宏 (3442)5495 S27.9.24

仏教系 浄土宗 514 願生寺 108-0074 港区高輪２－１６－２２ 遠藤　和成 (3442)7637 S27.9.22

仏教系 浄土宗 515 正覚寺 108-0074 港区高輪２－１４－２５ 津田　徳誠 (3443)0071 S27.9.24

仏教系 浄土宗 516 光福寺 108-0074 港区高輪３－１４－３０ 生野　善應 (3441)4933 S27.9.22

仏教系 浄土宗 517 龍原寺 108-0073 港区三田１－１３－１１ 前田　孝雄 (3451)0765 S27.9.24

仏教系 浄土宗 518 松光寺 108-0074 港区高輪１－２７－１８ 石井　綾月 (3441)3802 S27.9.25
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仏教系 浄土宗 519 清林寺 108-0074 港区高輪２－６－６ 椎尾　法彦 (3441)8828 S27.9.22

仏教系 浄土宗 521 實相寺 108-0073 港区三田４－１２－１５ 中西　眞章 (3451)3107 S27.9.22

仏教系 浄土宗 522 魚籃寺 108-0073 港区三田４－８－３４ 山田　智之 (3451)5677 S27.10.8

仏教系 浄土宗 523 林泉寺 108-0073 港区三田４－３－２０ 豊嶋　清司 (3451)3802 S27.9.22

仏教系 浄土宗 524 随應寺 108-0073 港区三田４－６－２０ 桒山　正進 (3451)0722 S27.9.24

仏教系 浄土宗 526 長松寺 108-0073 港区三田４－７－２９ 西村　實則 (3451)7180 S27.9.22

仏教系 浄土宗 527 大信寺 108-0073 港区三田４－７－２０ 中村　孝之 (3441)0664 S27.9.24

仏教系 浄土宗 528 願海寺 108-0073 港区三田４－２－１０ 森部　照恵 (3451)2859 S27.9.22

仏教系 浄土宗 530 大松寺 108-0073 港区三田４－１－３８ 酒井　亮一 (3451)2494 S27.9.22

仏教系 浄土宗 531 光臺院 108-0074 港区高輪１－２３－３ 金子　光彦 (3441)4925 S27.9.22

仏教系 浄土宗 532 西光寺 108-0072 港区白金４－３－９ 山本　晴雄 (3441)2431 S27.9.26

仏教系 浄土宗 533 法蓮寺 108-0071 港区白金台５－１３－３４ 福田　貴宏 (3441)5484 S27.9.22

仏教系 浄土宗 534 專心寺 108-0072 港区白金２－１－４３ 柴村　至海 (3441)5930 S27.9.24

仏教系 浄土宗 563 淨土寺 107-0052 港区赤坂４－３－５ 阿川　正貫 (3583)3630 S27.10.2

仏教系 浄土宗 564 龍泉寺 107-0062 港区南青山２－８－２５ 加藤　秀哉 (3401)2535 S27.9.20

仏教系 浄土宗 565 梅窓院 107-0062 港区南青山２－２６－３８ 中島　真成 (3404)8447 S28.3.3

仏教系 浄土宗 566 広閑院 107-0062 港区南青山４－１７－２７ 目黒　順導 (3403)4619 S27.10.6

仏教系 浄土宗 567 善光寺 107-0061 港区北青山３－５－１７ 川名　観惠 (3401)3915 S27.10.8

仏教系 浄土宗 568 高德寺 107-0061 港区北青山２－１０－２６ 矢田　修真 (3401)3365 S27.10.1

仏教系 浄土宗 571 大養寺 105-0001 港区虎ノ門５－９－３ 奈良　幸一 (3432)2051 S27.9.22

仏教系 浄土宗 572 善学寺 106-0032 港区六本木３－４－１１ 嶋田　秀光 (3582)3065 S27.12.29

仏教系 浄土宗 573 崇巖寺 106-0032 港区六本木７－１４－１５ 後藤　信之 (3401)9303 S27.9.25

仏教系 浄土宗 575 教善寺 106-0032 港区六本木５－１－９ 佐藤　弘常 (3401)8194 S27.9.24

仏教系 浄土宗 576 光専寺 106-0032 港区六本木７－１４－１２ 後藤　信之 (3401)9303 S27.9.22

仏教系 浄土宗 577 深廣寺 106-0032 港区六本木７－１４－６ 神谷　高義 (3405)4194 S27.10.2
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仏教系 浄土宗 578 教運寺 107-0062 港区南青山１－２６－１ 佐々木　励綱 (3402)2798 S27.12.11

仏教系 浄土宗 579 法庵寺 106-0032 港区六本木７－６－１３ 中山　信隆 (3403)4075 S27.9.22

仏教系 浄土宗 580 長傳寺 106-0046 港区元麻布１－２－２ 香澤　善祐 (3451)4421 S27.9.22

仏教系 浄土宗 581 専称寺 106-0046 港区元麻布３－１－３７ 服部　孝徳 (3408)4810 S27.9.24

仏教系 浄土宗 582 繁成寺 106-0031 港区西麻布４－１１－７ 福井　光文 (3400)0108 S27.9.30

仏教系 浄土宗 583 阿彌陀寺 106-0047 港区南麻布５－５－４ 松濤　誠之 (3473)1440 S27.9.24

仏教系 浄土宗 584 道源寺 106-0032 港区六本木１－３－４５ 中山　典隆 (3583)1344 S27.9.22

仏教系 浄土宗 585 遍照寺 106-0047 港区南麻布３－４－６ 髙坂　雅信 (3444)3393 S27.9.22

仏教系 浄土宗 586 称念寺 106-0047 港区南麻布３－９－１２ 原　　亮順 (3444)6565 S27.9.26

仏教系 浄土宗 826 増上寺 105-0011 港区芝公園４－７－３５ 八木　季生 (3432)1431 S27.9.26

仏教系 浄土宗 827 寳松院 105-0011 港区芝公園２－８－２ 松濤　泰彦 (3431)1483 S27.9.26

仏教系 浄土宗 828 瑞華院 106-0047 港区南麻布５－１－３ 福井　明人 (3442)8750 S27.9.26

仏教系 浄土宗 1118 済海寺 108-0073 港区三田４－１６－２３ 久家　道裕 (3451)1082 S28.1.21

仏教系 浄土宗 1644 花岳院 105-0011 港区芝公園１－７－１５ 吉水  文範 (3431)6779 S28.1.21

仏教系 浄土宗 4830 通元院 105-0011 港区芝公園２－１２－１９ 佐藤　良純 (3436)3646 S31.11.13

仏教系 浄土宗 4831 岳蓮社 105-0011 港区芝公園３－５－３７ 小林　正道 (3431)2629 S28.3.10

仏教系 浄土宗 4833 日新窟 105-0011
港区芝公園２－１１－１－２
０４

吉水　大順 (5401)0566 S27.11.17

仏教系 浄土宗 4834 多聞院 105-0011 港区芝公園２－９－１５ 土屋　正道 (3433)3010 S27.12.29

仏教系 浄土宗 6760 竹叢軒 105-0011 港区芝公園２－１０－７ 鈴木　定光 (3434)6386 S38.6.12

仏教系 浄土宗 200043 鑑蓮社善長寺 105-0011 港区芝公園４－６－５ 佐野　泰士 (3433)4063 S27.9.27

仏教系 浄土宗 200046 天陽院 105-0011 港区芝公園２－２－３ 笠原  大定 (3431)1534 S27.9.26

仏教系
浄土真宗本願
寺派

841 安楽寺 105-0014 港区芝２－２８－４ 橋戸　教道 (3451)0936 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

842 安楽寺 105-0014 港区芝１－１２－１８ 藤澤　克己 (3451)1509 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

844 教誓寺 108-0073 港区三田１－１２－１１ 佐々木　義史 (3451)1229 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

845 常教寺 108-0073 港区三田４－１１－３０ 佐藤　正見 (3451)7094 S27.10.28
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仏教系
浄土真宗本願
寺派

847 寶德寺 108-0073 港区三田４－８－３８ 藤田　祐志 (3441)8774 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

848 當光寺 108-0073 港区三田１－１２－１１ 渡邉　元綱 (3451)3440 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

849 證誠寺 108-0074 港区高輪２－２－１８ 土岐　正信 (3441)4009 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

851 等覚寺 108-0074 港区高輪１－５－２４ 林　達修 (3447)5783 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

852 正源寺 108-0074 港区高輪２－１－４５ 小笠原　正仁 (3473)0257 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

853 善福寺 106-0046 港区元麻布１－６－２１ 麻布　真海 (3451)7402 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

856 善正寺 106-0046 港区元麻布１－６－２１ 小俣　清 (3451)8955 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

857 善光寺 106-0046 港区元麻布１－７－３ 櫻井　慧雄 (3451)8956 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

859 淨廣寺 106-0047 港区南麻布１－６－３３ 田中　英知 (3451)8465 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

860 西福寺 106-0046 港区元麻布１－５－５ 若林　聖紀 (3451)3348 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

863 真福寺 106-0046 港区元麻布１－６－２０ 南川　真樹 (3451)7855 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

864 光善寺 106-0046 港区元麻布１－７－４ 柳川　信行 (3451)3372 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

866 稱名寺 106-0047 港区南麻布１－６－３１ 石川　勝紀 (3452)3510 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

868 金藏寺 106-0046 港区元麻布１－６－１９ 佐々木　了要 (3451)7852 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

869 西光寺 106-0032 港区六本木１－３－４９ 佐々木　玄祐 (3582)2736 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

870 徳正寺 106-0046 港区元麻布１－２－１０ 松本　弘志 (3451)6357 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

871 福泉寺 106-0047 港区南麻布１－６－７ 古川　海洋 (3451)8954 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

872 長玄寺 106-0046 港区元麻布３－５－１６ 山本　靜淳 (3408)5562 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

875 専福寺 107-0052 港区赤坂７－６－１０ 小野　達等 (3583)3115 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

878 立泉寺 107-0061 港区北青山２－１２－３０ 照山　紹 (3401)3494 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2504 経覚寺 105-0014 港区芝１－１２－２０ 野田　説子 (3452)2087 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

200073 善通寺 106-0046 港区元麻布１－７－２ 杖下　隆智 (3451)7341 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

307604 専光寺 106-0046 港区元麻布１－７－１５ 若林　聖紀 (3451)3348 S27.10.28

仏教系 真宗大谷派 3535 明福寺 108-0073 港区三田４－４－１４ 中根　信雄 (5443)1995 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3536 徳玄寺 108-0073 港区三田４－８－３６ 坪内　秀樹 (5484)1232 S28.6.19
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仏教系 真宗大谷派 3538 光圓寺 105-0001 港区虎ノ門３－２３－１０ 櫻田　純 (3431)4346 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3540 勧勝寺 105-0014 港区芝１－９－１１ 黒田　昭雄 (3451)8750 S28.6.30

仏教系 真宗大谷派 3541 了善寺 105-0014 港区芝１－１３－２２ 百々海  真 (3451)5646 S28.6.30

仏教系 真宗大谷派 3542 法圓寺 105-0014 港区芝１－９－１４ 牧田　英顕 (3453)0433 S28.6.30

仏教系 真宗大谷派 3545 報土寺 107-0052 港区赤坂７－６－２０ 朝倉  俊 (3583)5401 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3546 道教寺 107-0052 港区赤坂７－６－５ 須賀　力 (3583)5650 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3547 佑浩寺 106-0047 港区南麻布４－２－３８ 酒井　祐 (3473)1224 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3548 浄専寺 106-0047 港区南麻布２－９－４２ 浪川  明信 (3473)1918 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3549 明稱寺 106-0047 港区南麻布３－２１－１９ 髙坂　善雄 (3473)1829 S28.5.30

仏教系 真宗大谷派 3550 西福寺 106-0047 港区南麻布２－１４－１７ 瀧川　真 (3473)2897 S28.6.30

仏教系 真宗大谷派 4145 法泉寺 105-0014 港区芝２－３０－８ 相馬  純秀 (3451)7145 S28.6.30

仏教系 真宗大谷派 4146 圓林寺 106-0032 港区六本木３－４－９ 早川　義亮 (3583)0859 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 4147 向陽寺 105-0014 港区芝１－９－１０ 池田　亨 (3451)7012 S28.6.19

仏教系 真宗高田派 2372 澄泉寺 107-0052 港区赤坂１－１１－３ 櫻田　親紀 (3583)2473 S27.11.18

仏教系 真宗高田派 2373 正福寺 107-0052 港区赤坂１－１１－３ 英　公悦 (3583)1487 S27.11.29

仏教系 真宗高田派 2374 林誓寺 107-0052 港区赤坂１－１１－３ 森  顕弘 (3583)7679 S27.11.18

仏教系 真宗高田派 2375 常國寺 107-0052 港区赤坂１－１１－４ 浅尾　康行 (3583)0896 S27.11.29

仏教系 時宗 4745 松秀寺 108-0072 港区白金２－３－５ 辻村  恒 (3441)1815 S28.4.17

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3721 曹渓寺 106-0047 港区南麻布２－９－２２ 坂本  承英 (3441)8687 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3722 龍源寺 108-0073 港区三田５－９－２３ 松原　茂樹 (3451)1853 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3723 光林寺 106-0047 港区南麻布４－１１－２５ 菅原　義明 (3473)2621 S28.6.26

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3725 心源院 108-0074 港区高輪３－１８－１１ 神代　紹文 (3473)0242 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3727 春桃院 106-0047 港区南麻布３－１８－８ 金谷  高晶 (3473)0572 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3728 東禅寺 108-0074 港区高輪３－１６－１６ 千代城　博光 (3473)3245 S28.6.26

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3730 興禅寺 108-0072 港区白金６－１４－６ 河出　俊光 (3473)0602 S28.6.30
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仏教系
臨済宗妙心寺
派

3731 正覚院 108-0073 港区三田４－１１－２６ 釋  恵定 (3452)5755 S28.6.30

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3734 重秀寺 108-0072 港区白金２－１－１６ 光定　元開 (3441)3856 S28.6.23

仏教系
臨済宗円覚寺
派

1124 実相寺 107-0061 港区北青山２－１２－９ 鵜飼　碩宗 (3408)2041 S27.12.6

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4900 金地院 105-0011 港区芝公園３－５－４ 松浦  浩道 (3431)1026 S28.8.31

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3624 天現寺 106-0047 港区南麻布４－２－３５ 柴山　義光 (3446)3333 S28.3.14

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3625 天真寺 106-0047 港区南麻布３－１－１５ 豊吉　宗雄 (3473)1563 S28.3.14

仏教系 曹洞宗 3782 玉窓寺 107-0062 港区南青山２－７－１３ 眞川　直巳 (3401)0227 S28.7.23

仏教系 曹洞宗 3786 龍谷寺 107-0062 港区南青山２－８－２７ 松山　大佑 (3408)1075 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3968 俊朝寺 105-0001 港区虎ノ門３－２０－１ 佛子　正彦 (3431)7092 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3969 大安寺 106-0031 港区西麻布２－２４－２３ 久松　孝道 (3407)0860 S28.8.5

仏教系 曹洞宗 3970 青龍寺 105-0001
港区虎ノ門３－２２－７-１０
１

松崎  昭元 (3431)0483 S29.4.9

仏教系 曹洞宗 3971 清岸院 105-0002 港区愛宕２－８－７ 川岸  高眞 (3431)6470 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3972 考壽院 105-0002 港区愛宕２－８－７ 松崎　章林 (3431)5524 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3973 瑠璃光寺 106-0044 港区東麻布１－１－６ 久保　達夫 (3583)8605 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3974 賢崇寺 106-0046 港区元麻布１－２－１２ 藤田　俊英 (3451)2359 S28.9.9

仏教系 曹洞宗 3975 永昌寺 106-0032 港区六本木２－１－２０ 古藤  良道 (3583)3300 S30.11.25

仏教系 曹洞宗 3977 圓澤寺 106-0047 港区南麻布２－１４－１４ 大迫  雄三 (3442)5403 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3978 龍澤寺 106-0046 港区元麻布３－１０－５ 関岡　俊二 (3408)6028 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3979 勢至院 106-0031 港区西麻布２－２５－３０ 名塚  光仙 (3407)1895 S28.8.5

仏教系 曹洞宗 3980 慈眼院 106-0031 港区西麻布２－２４－２２ 高橋  道弘 (3407)0880 S28.9.9

仏教系 曹洞宗 3981 光寶寺 105-0011 港区芝公園３－５－２４ 福井　寛隆 (5472)8808 S28.11.30

仏教系 曹洞宗 3983 陽泉寺 107-0052 港区赤坂１－１１－９ 村瀬　正 (3583)0831 S29.1.23

仏教系 曹洞宗 3985 圓福寺 108-0074 港区高輪３－１４－２２ 福山　憲隆 (3441)5641 S28.8.5

仏教系 曹洞宗 3986 松久寺 108-0074 港区高輪１－２３－３４ 市川　憲章 (3441)1332 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3987 清久寺 108-0073 港区三田４－１１－８ 門馬  祥山 (3451)4093 S28.7.23
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仏教系 曹洞宗 3988 廣岳院 108-0074 港区高輪１－２４－６ 石井　俊成 (3441)4335 S28.7.21

仏教系 曹洞宗 3991 明円寺 108-0073 港区三田４－１３－１７ 花井  克成 (3841)2213 S28.7.23

仏教系 曹洞宗 3992 源昌寺 108-0074 港区高輪１－２３－２８ 佐藤　顯道 (3441)6736 S28.8.5

仏教系 曹洞宗 3995 仙翁寺 108-0073 港区三田４－５－１２ 中野  玄糸 (3451)3264 S28.12.2

仏教系 曹洞宗 3997 玉鳳寺 108-0073 港区三田４－１１－１９ 村山  正己 (3451)7214 S28.8.5

仏教系 曹洞宗 3998 泉岳寺 108-0074 港区高輪２－１１－１ 松根　大地 (3441)5560 S28.8.5

仏教系 曹洞宗 3999 陽壽院 108-0074 港区高輪２－１－２１ 櫻井  英賢 (3442)5574 S28.7.21

仏教系 曹洞宗 4001 正山寺 108-0073 港区三田４－８－２０ 前田　宥全 (3452)3574 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 4002 常林寺 108-0073 港区三田４－５－１４ 林　秀典 (3451)7434 S28.9.21

仏教系 曹洞宗 4003 保安寺 108-0074 港区高輪２－２－２６ 高橋　寛道 (3441)5304 S28.8.21

仏教系 曹洞宗 4004 慈眼寺 108-0073 港区三田４－３－２４ 櫻井　英幸 (3451)0736 S28.7.21

仏教系 曹洞宗 4029 大本山永平寺別院長谷寺 106-0031 港区西麻布２－２１－３４ 南澤　道人 (3400)5232 S29.4.9

仏教系 曹洞宗 4053 南臺寺 108-0073 港区三田４－１１－１４ 大島　康雄 (3451)6306 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 4054 黄梅院 108-0074 港区高輪１－２７－２１ 長谷川　文浩 (3441)8701 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 4124 伝叟院 105-0002 港区愛宕２－３－４ 館寺　俊明 (3433)0030 S29.1.12

仏教系 黄檗宗 1850 海蔵寺 107-0061 港区北青山２－１２－２９ 海野　和之 (3408)4865 S27.10.29

仏教系 日蓮宗 156 安全寺 106-0046 港区元麻布３－１０－１２ 杉原　大介 (3470)1010 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 158 妙善寺 106-0031 港区西麻布３－２－１３ 的場　徳雅 (3470)0070 S28.11.19

仏教系 日蓮宗 159 圓通寺 107-0052 港区赤坂５－２－３９ 中里　勝雄 (3583)4024 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 160 法典寺 106-0032 港区六本木６－７－１８ 三井　栄量 (3401)8175 S27.7.24

仏教系 日蓮宗 161 一乗寺 106-0041 港区麻布台２－３－２２ 金子　和正 (3583)1962 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 162 長耀寺 106-0032 港区六本木６－７－２０ 井上　実直 (3401)9588 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 163 妙像寺 106-0032 港区六本木４－２－１０ 堀　龍壱 (3583)5039 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 164 真浄寺 106-0041 港区麻布台２－３－１８ 大島　久明 (3583)0678 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 166 大法寺 106-0046 港区元麻布１－１－１０ 富田　泰陽 (3451)6039 S27.7.10
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仏教系 日蓮宗 372 長運寺 108-0073 港区三田４－１－９ 岡村　要弦 (3451)1960 S27.7.24

仏教系 日蓮宗 375 承教寺 108-0074 港区高輪２－８－２ 関　勝宣 (3449)3637 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 376 妙福寺 108-0074 港区高輪２－５－３ 富川　大亮 (3443)0448 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 377 圓眞寺 108-0074 港区高輪１－２７－２２ 稲田　海聡 (3443)2762 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 379 本妙寺 108-0072 港区白金４－２－３ 小林　要秀 (3441)6023 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 380 長久寺 108-0073 港区三田１－１１－３１ 渡部　公仁 (3451)3459 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 382 長幸寺 106-0031 港区西麻布３－２－１１ 長　亮行 (3408)5766 S27.8.11

仏教系 日蓮宗 428 妙圓寺 108-0071 港区白金台３－１７－５ 坂輪　宣敬 (3441)3593 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 435 日蓮宗妙栄教会 105-0000 港区芝三田四国町１５ 前田　光佑 (3473)2325 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 4769 蓮乗寺 108-0073 港区三田３－４－７ 大坂  光祐 (3451)1817 S28.9.16

仏教系 日蓮宗 4770 妙経寺 106-0032 港区六本木６－１５－１６ 小山　信正 (3408)6033 S30.9.14

仏教系 日蓮宗 4771 正伝寺 105-0014 港区芝１－１２－１２ 田村　完浩 (3451)1614 S29.3.22

仏教系 日蓮宗 4772 圓珠寺 105-0014 港区芝１－１３－６ 田村  妙真 (3451)1614 S28.9.16

仏教系 日蓮宗 4843 薬王寺 108-0073 港区三田４－１－９ 小林  顕浄 (3451)2805 S28.9.15

仏教系 日蓮宗 4851 覚林寺 108-0071 港区白金台１－１－４７ 平井　良昌 (3441)9379 S30.9.7

仏教系
法華宗（陣門
流）

2520 本光寺 106-0046 港区元麻布２－５－９ 西山　英仁 (3408)5815 S27.10.31

仏教系
法華宗（陣門
流）

2521 持法寺 107-0061 港区北青山２－１２－８ 布施　義高 (3408)3240 S27.11.17

仏教系
法華宗（陣門
流）

2523 立行寺 108-0072 港区白金２－２－６ 鈴木  正嚴 (3441)5708 S27.11.25

仏教系
日蓮宗不受不
施派

3690 若松寺 106-0047 港区南麻布３－１０－７ 庄崎　松男 (3473)1921 S28.10.27

仏教系 本門佛立宗 2276 光隆寺 106-0046 港区元麻布３－９－８ 亀井　信英 (3405)1352 S27.10.20

仏教系 単立・仏教系 16 修験四恩寺 107-0061 港区北青山３－１－２ 鈴木　常則 (3401)1097 S27.5.28

仏教系 単立・仏教系 469 源宝院 105-0012 港区芝大門１－１０－１６ 小林　中道 (3431)0379 S27.9.27

仏教系 単立・仏教系 471 源興院 105-0011 港区芝公園１－８－１５ 小林　中道 (3433)2203 S27.9.26

仏教系 単立・仏教系 496 宝瑞院 105-0001 港区虎ノ門３－８－１４ 杉浦　英雄 (3433)2729 S27.9.22

仏教系 単立・仏教系 520 大増寺 108-0073 港区三田４－１２－６ 秋山　一義 (3451)8464 S27.9.25
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仏教系 単立・仏教系 2204 瑞聖寺 108-0071 港区白金台３－２－１９ 古市  義伸 (3443)5525 S28.3.6

仏教系 単立・仏教系 2561 圓徳寺 108-0073 港区三田１－１１－４８ 佐野　靖夫 (3453)3030 S30.3.9

仏教系 単立・仏教系 3534 荘厳寺 108-0073 港区三田４－１１－３１ 由良　弘明 (3451)5760 S28.6.19

仏教系 単立・仏教系 3539 正念寺 108-0014 港区芝４－５－４ 佐治  眞 (3451)6826　 S28.6.19

仏教系 単立・仏教系 3543 忍願寺 108-0073 港区三田４－７－３０ 田中　篤 (3455)6570 S28.6.27

仏教系 単立・仏教系 3700 種徳寺 107-0052 港区赤坂７－６－２９ 七五三　秀仁 (3583)4607 S27.12.27

仏教系 単立・仏教系 3704 正源寺 108-0072 港区白金２－７－１９ 南澤　博子 (3441)3853 S29.4.23

仏教系 単立・仏教系 4790 弘法寺 108-0073 港区三田２－１２－５ 小林　正武 (6809)5250 S28.6.30

仏教系 単立・仏教系 4987 専光寺 105-0001 港区虎ノ門３－２５－１７ 宇佐美　晃央 (3431)8543 S29.1.20

仏教系 単立・仏教系 6709 美安温閣 107-0052 港区赤坂４－９－１９ 小川　麗子 (3408)3037 S35.5.18

仏教系 単立・仏教系 6772 妙法龍子教会 106-0031
港区西麻布３－２１－２０－
３０９

水本　澄子 (3402)4950 S40.1.20

キリスト教系 日本聖公会 200103 日本聖公会東京教区 105-0011 港区芝公園３－６－１８ 髙橋　宏幸 (3433)0987 S28.5.20

キリスト教系 日本基督教団 4449 日本基督教団高輪教会 108-0074 港区高輪３－１５－１５ 中村　公一 (3441)1004 S28.7.8

キリスト教系 日本基督教団 4460
日本基督教団麻布南部坂
教会

106-0047 港区南麻布４－５－６ 松谷　祐二 (3473)1276 S28.5.21

キリスト教系 日本基督教団 4498 日本基督教団青山教会 107-0062 港区南青山４－９－４ 増田　将平 (3401)6814 S28.6.26

キリスト教系 日本基督教団 4505
日本基督教団安藤記念教
会

106-0046 港区元麻布２－１４－１６ 長山　信夫 (3442)4988 S28.6.26

キリスト教系 日本基督教団 4523 日本基督教団芝教会 105-0001 港区虎ノ門１－２０－１５ 石井　道夫 (3591)4805 S28.9.11

キリスト教系 日本基督教団 4536 日本基督教団鳥居坂教会 106-0032 港区六本木５－６－１５ 野村　稔 (3401)8704 S28.10.8

キリスト教系 日本基督教団 4566 日本基督教団霊南坂教会 107-0052 港区赤坂１－１４－３ 後宮　敬爾 (3583)0403 S28.7.29

キリスト教系 日本基督教団 6665 日本基督教団赤坂教会 107-0052 港区赤坂６－９－６ 姫井　雅夫 (3582)1945 S33.8.4

キリスト教系
日本ルーテル教
団

4862
日本ルーテル教団聖泉
ルーテル教会

106-0032 港区六本木６－１６－４３ ウィリアム・ジェー・ダンカー (3405)9972 S29.4.21

キリスト教系

ｾﾞ･ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ･
ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾐｯｼｮﾝ
（日本同盟基督
教団）

4676
日本同盟基督教団麻布霞
町教会

106-0031 港区西麻布４－１１－１４ 後藤　正樹 (3400)2948 S28.1.28

キリスト教系
キリスト友会日
本年会

2291 キリスト友会東京月会 108-0073 港区三田４－８－１９ 山本　幸子 (3451)7002 S28.3.5

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7259
カトリック・グアダルペ宣教
会

106-0044 港区東麻布２－１３－６ カマチョムニュスアントニオデルカルメン (3583)5182 H14.8.20

16 / 232 ページ



系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

諸教 天理教 1231 天理教本光分教会 108-0072 港区白金３－１１－２２ 宮嶋  三郎 (3442)3787 S28.3.18

諸教 天理教 1235 天理教本芝竹分教会 106-0047 港区南麻布１－１７－１０ 安倍  憲一 (3454)5229 S28.3.17

諸教 天理教 1238 天理教本芝港分教会 108-0072 港区白金１－１５－２７ 山崎  信夫 (3442)3392 S28.3.17

諸教 天理教 1239 天理教新橋分教会 106-0047 港区南麻布３－１４－１２ 志村　雅一 (3473)1760 S28.3.18

諸教 天理教 1240 天理教青山分教会 107-0062 港区南青山１－８－５ 柴山　純德 (3401)2691 S28.3.18

諸教 天理教 5037 天理教東品川分教会 106-0031 港区西麻布３－５－１１ 鈴木  暁美 (3478)4028 S28.3.23

諸教 天理教 6229 天理教本芝浦分教会 105-0014 港区芝２－１７－１４ 大竹  一郎 (3451)0453 S28.9.9

諸教 天理教 200326 天理教南東分教会 106-0047 港区南麻布５－１０－３７ 齋藤　和雄 (3473)1620 S28.3.23

諸教 天理教 200335 天理教本芝大教会 108-0074 港区高輪１－２２－１７ 白木原　嘉彦 (3441)0145 S28.3.23

諸教
（非）阿吽阿教
団

6497 阿吽阿教団本部教会 108-0074 港区高輪２－１－１３ 鈴木　光弥 (3473)0528 S30.3.2

神道系 神社本庁 1131 赤城神社 162-0817 新宿区赤城元町１－１０ 風山　栄雄 (3260)5071 S27.8.28

神道系 神社本庁 5186 稲荷神社 162-0832 新宿区岩戸町１４－２ 斎藤  成蹊 (3260)2701 S28.12.3

神道系 神社本庁 5218 熊野神社 160-0023 新宿区西新宿２－１１－２ 伊藤　綾野 (3343)5521 S28.12.23

神道系 神社本庁 5222 稲荷神社 161-0033 新宿区下落合２－１０－５ 守谷  和穂 (3951)3646 S28.11.28

神道系 神社本庁 5223 氷川神社 161-0033 新宿区下落合２－７－１２ 守谷  和穂 (3951)3646 S28.12.17

神道系 神社本庁 5224 御霊神社 161-0031 新宿区西落合２－１７－１７ 守谷　慶信　 (3951)8512 S28.12.3

神道系 神社本庁 5427 稲荷神社 160-0021 新宿区歌舞伎町２－１７－５ 大久保　直倫 (3200)2904 S28.12.3

神道系 神社本庁 5428 鎧神社 169-0074 新宿区北新宿３－１６－１８ 新井  亮宣 (3371)7324 S28.12.21

神道系 神社本庁 5429 御霊神社 161-0035 新宿区中井２－２９－１６ 磯部　豊三郎 (3950)4138 S28.11.28

神道系 神社本庁 5430 成子天神社 160-0023 新宿区西新宿８－１４－１０ 鎌田　珠理 (3368)6933 S28.12.17

神道系 神社本庁 5434 花園神社 160-0022 新宿区新宿５－１７－３ 片山　裕司 (3209)5265 S28.12.17

神道系 神社本庁 5436 天祖神社 162-0053 新宿区原町１－４２ 斎藤  成蹊 (3260)2701 S28.12.3

神道系 神社本庁 5437 八幡神社 162-0815 新宿区筑土八幡町２－１ 斎藤  成蹊 (3260)2701 S28.11.28

神道系 神社本庁 5441 稲荷神社 162-0053 新宿区原町３－２０ 齋藤  成彰 (3203)7212 S28.11.3

神道系 神社本庁 5442 穴八幡宮 162-0051 新宿区西早稲田２－１－１１ 齋藤　成彰 (3203)7212 S28.12.30
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神道系 神社本庁 5443 池立神社 162-0044 新宿区喜久井町２０ 齋藤  成彰 (3203)7212 S28.12.3

神道系 神社本庁 5444 天祖神社 169-0051
新宿区西早稲田３－17－３
６

齋藤　浩孝 (3200)4621 S28.11.28

神道系 神社本庁 5445 水稲荷神社 169-0051 新宿区西早稲田３－５－４３ 齋藤　浩孝 (3200)4621 S28.12.30

神道系 神社本庁 5446 稲荷神社 162-0806 新宿区榎町５６ 風山  稀史 (3260)5071 S28.11.28

神道系 神社本庁 5447 天祖神社 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町５３０ 風山  稀史 (3260)5071 S28.11.28

神道系 神社本庁 5448 北野神社 162-0808 新宿区天神町７５－１３ 風山  稀史 (3260)5071 S28.12.3

神道系 神社本庁 5449 元赤城神社 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町５６８ 風山  稀史 (3260)5071 S28.11.28

神道系 神社本庁 5507 諏訪神社 169-0075 新宿区高田馬場１－１２－６ 村岡　賢治 (3209)3835 S28.11.28

神道系 神社本庁 5508 皆中稲荷神社 169-0073 新宿区百人町１－１１－１６ 石川　正典 (3361)4398 S28.12.3

神道系 神社本庁 5510 月見岡八幡神社 161-0034 新宿区上落合１－２６－１９ 守谷　世志夫 (3368)3939 S28.12.3

神道系 神社本庁 5511 神樂坂若宮八幡神社 162-0827 新宿区若宮町１８ 若宮　宣久 (3269)7925 S28.12.17

神道系 神社本庁 5512 西向天神社 160-0022 新宿区新宿６－２１－１ 渡辺　生智郎 (3351)5875 S29.1.14

神道系 神社本庁 5513 嚴嶋神社 162-0055 新宿区余丁町８－５ 渡辺　生智郎 (3351)5875 S28.12.17

神道系 神社本庁 5724 多武峯内藤神社 160-0014 新宿区内藤町１ 尾方　靖典 (3351)7023 S29.3.23

神道系 神社本庁 5725 大京神社 160-0015 新宿区大京町６ 尾方　靖典 (3351)7023 S29.3.23

神道系 神社本庁 5726 桝箕稲荷神社 160-0002 新宿区四谷坂町２２ 尾方　靖典 (3351)7023 S29.3.23

神道系 神社本庁 5736 須賀神社 160-0018 新宿区須賀町５ 尾方  靖典 (3351)7023 S29.3.23

神道系 神社本庁 6409 稲荷神社 162-0056 新宿区若松町３１ 齋藤 　成彰 (3203)7212 S29.3.19

神道系 神社本庁 6474 稲荷神社 162-0055 新宿区余丁町１２－１８ 渡辺　生智郎 (3351)5875 S29.11.24

神道系 至誠真柱教 2853 至誠真柱教伏見教会 160-0023 新宿区西新宿８－４－５ 松橋　信之 (3331)0729 S28.4.13

神道系 扶桑教 2473 扶桑教丸藤宮元教会 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町３２ 井田　浅一郎 (3341)7387 S27.12.29

神道系 日之教 6204 日之教関東教区 169-0075
新宿区高田馬場４－２９－３
４

佐久間  一幸 (3371)8870 S28.7.10

神道系 御嶽山大教 2298 御嶽山大教普寛大殿教会 160-0022 新宿区新宿５－２－２ 大塚　光男 (3351)7930 S28.2.12

神道系 金光教 1869 金光教四谷教会 160-0004 新宿区四谷４－２１－１０ 和泉　晃三 (3351)8477 S27.9.9

神道系 金光教 1883 金光教新宿教会 160-0022 新宿区新宿６－２７－１６ 岸井  茂 (3202)0521 S27.9.9
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神道系 金光教 1892 金光教早稲田教会 162-0044 新宿区喜久井町２０ 菊川　幸四郎 (3203)4680 S27.9.9

神道系 単立・神道系 5185 市谷亀岡八幡宮 162-0844 新宿区市谷八幡町１５ 梶    謙二 (3260)1868 S28.12.16

神道系 単立・神道系 6952 夫婦木神社 169-0072 新宿区大久保２－２７－１８ 石川　正典 (3200)0409 S48.8.20

神道系 単立・神道系 6974 秋葉神社 162-0805 新宿区矢来町１－９ 風山  稀史 (3260)5071 S49.8.15

仏教系 天台宗 1006 安養寺 162-0825 新宿区神楽坂６－２ 木村　良広 (3260)2549 S27.9.25

仏教系 天台宗 1007 正藏院 162-0825 新宿区神楽坂６－５４ 松井　秀順 (3267)9624 S27.9.25

仏教系 天台宗 1016 寶泉寺 169-0051 新宿区西早稲田１－１－２ 大塚　亮英 (3203)8383 S27.9.25

仏教系 天台宗 1020 自證院 162-0067 新宿区富久町４－５ 舘　亮衛 (3351)3747 S27.10.3

仏教系 天台宗 1021 安禪寺 160-0005 新宿区愛住町９－３ 中曽根　智晙 (3351)4340 S27.9.25

仏教系 天台寺門宗 4305 大聖院 160-0022 新宿区新宿６－２１－１１ 河瀬  清純 (3352)8964 S28.11.9

仏教系 高野山真言宗 4798 放生寺 162-0051 新宿区西早稲田２－１－１４ 五島　隆章 (3202)5667 S28.6.9

仏教系 高野山真言宗 4807 金鶏山真成院 160-0011 新宿区若葉２－７－８ 織田  隆深 (3351)7281 S28.7.28

仏教系 真言宗智山派 3323 龍泉院 169-0051 新宿区西早稲田１－１－１２ 松澤　豊 (3203)3203 S28.2.18

仏教系 真言宗豊山派 2590 愛染院 160-0011 新宿区若葉２－８－３ 佐々木  純二 (3351)2781 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 2592 顕性寺 160-0018 新宿区須賀町１３－５ 坪井  新光 (3353)2578 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2593 南藏院 162-0833 新宿区箪笥町４２ 小林　秀人 (3260)2427 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 2594 多聞院 162-0851 新宿区弁天町１００ 村瀬  和夫 (3268)7998 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 2597 玄國寺 169-0075
新宿区高田馬場１－１２－１
０

髙山　真行 (3209)2423 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 2598 観音寺 169-0051 新宿区西早稲田１－７－１ 荒川　秀明 (3203)6440 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 2600 最勝寺 161-0034 新宿区上落合３－４－１２ 久保埜  太康 (3360)2624 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 2601 自性院 161-0031 新宿区西落合１－１１－２３ 大沢  永智 (3951)4927 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 2602 薬王院 161-0033 新宿区下落合４－８－２ 鴇  秀紀 (3951)4324 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 4644 圓照寺 169-0074 新宿区北新宿３－２３－２ 篠山　弘樹 (3371)0408 S28.10.21

仏教系 真言宗豊山派 200008 蓮乗院 160-0011 新宿区若葉２－８－６ 岡田  隆賢 (3351)2804 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 200024 光徳寺 161-0034 新宿区上落合１－２３－４ 根岸　信行 (3362)1373 S28.6.24
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仏教系 新義真言宗 4645 東福院 160-0011 新宿区若葉２－２ 妹川  敬弘 (3351)7315 S28.11.4

仏教系 浄土宗 546 法蔵寺 160-0011 新宿区若葉１－１－６ 飯田　元紀 (3351)0069 S27.9.22

仏教系 浄土宗 547 西迎寺 160-0006 新宿区舟町１３－２ 森部　照恵 (3351)3667 S27.9.22

仏教系 浄土宗 548 浄運寺 160-0005 新宿区愛住町１４－３ 藤田　得三 (3353)5954 S27.9.22

仏教系 浄土宗 549 長善寺 160-0004 新宿区四谷４－３３－２ 鈴木　一真 (3351)3349 S27.9.22

仏教系 浄土宗 550 信寿院 160-0011 新宿区若葉２－９－１ 虎岡　良祐 (3351)5905 S27.9.22

仏教系 浄土宗 551 長安寺 160-0016 新宿区信濃町２－８ 石上　俊教 (3351)6669 S27.9.24

仏教系 浄土宗 552 香蓮寺 160-0012 新宿区南元町１０－１ 勝崎　裕彦 (3353)3454 S27.9.20

仏教系 浄土宗 553 一行院 160-0012 新宿区南元町１９－２ 八百谷　匡夫 (3353)4541 S27.9.22

仏教系 浄土宗 554 大養寺 160-0041 新宿区早稲田７４ 伊藤　真成 S27.10.1

仏教系 浄土宗 555 太宗寺 160-0022 新宿区新宿２－９－２ 問川　良元 (3356)7731 S27.9.27

仏教系 浄土宗 556 正受院 160-0022 新宿区新宿２－１５－２０ 原口　信英 (3341)1416 S27.9.20

仏教系 浄土宗 557 成覚寺 160-0022 新宿区新宿２－１５－１８ 石川　秀道 (3341)1053 S27.9.24

仏教系 浄土宗 558 西光庵 160-0022 新宿区新宿６－１５－２ 渡邊　教裕 (3351)6234 S27.10.8

仏教系 浄土宗 559 專念寺 160-0022 新宿区新宿６－２０－６ 布村　伸哉 (3351)7468 S27.9.26

仏教系 浄土宗 829 清源寺 162-0052 新宿区戸山１－１５－２ 大橋　俊史 (3203)8987 S27.9.22

仏教系 浄土宗 1110 宗圓寺 162-0061 新宿区市谷柳町５０ 若林　隆壽 (3268)0504 S27.10.1

仏教系 浄土宗 1111 大願寺 162-0806 新宿区榎町５３ 神保　淳雄 (3268)5733 S27.10.1

仏教系 浄土宗 1112 光照寺 162-0828 新宿区袋町１５ 糸山　真隆 (3260)1025 S27.9.26

仏教系 浄土宗 1113 来迎寺 162-0044 新宿区喜久井町４６ 林  純教 (3203)3215 S27.9.26

仏教系 浄土宗 1114 誓閑寺 162-0044 新宿区喜久井町６１ 井原　法熙 (3203)2302 S27.10.1

仏教系 浄土宗 1115 正定院 162-0831 新宿区横寺町４０ 福島　教照 (3267)2161 S27.9.26

仏教系 浄土宗 1116 大信寺 162-0831 新宿区横寺町４３ 高橋　典之 (3269)2711 S27.10.6

仏教系 浄土宗 1117 西念寺 160-0011 新宿区若葉２－９ 西嶋　晃健 (3351)0662 S27.9.20

仏教系 浄土宗 2571 安養寺 162-0065 新宿区住吉町１０－１０ 三浦  泰信 (3351)0479 S29.4.12

20 / 232 ページ



系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

仏教系 浄土宗 4175 宗源寺 160-0041 新宿区早稲田町８２ 林　冬樹 (3203)7289 S28.5.4

仏教系 浄土宗 4177 法正寺 162-0832 新宿区岩戸町８ 久野  真人 (3260)8635 S28.5.4

仏教系 浄土宗 6489 一燈寺 160-0018 新宿区須賀町１０ 角井  一昭 (3351)0582 S29.12.23

仏教系 浄土宗 200030 專念寺 162-0053 新宿区原町２－５９－１ 守中　高明 (3203)5895 S28.5.4

仏教系
浄土真宗本願
寺派

879 林光寺 160-0012 新宿区南元町１５ 山田　義俊 (3351)5226 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

6781 久遠寺 160-0023 新宿区西新宿５－１２－５ 岩佐　昇道 (3372)4973 S39.8.8

仏教系
浄土真宗本願
寺派

6959 淨音寺 160-0023
新宿区西新宿８－１６－２－
２０１

高山　一正 (3368)3324 S48.12.27

仏教系 真宗大谷派 3517 傳久寺 162-0802 新宿区改代町９ 佐々木　邦之 (3268)6404 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3518 善慶寺 160-0067 新宿区富久町２－１２ 藤井  貞之 (3351)7061 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3520 常敬寺 162-0857 新宿区市谷山伏町１－７ 圓山　千恵 (3268)7408 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3521 長嚴寺 162-0063 新宿区市谷薬王寺町２５ 本多  正弘 (3341)4997 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3522 専行寺 162-0053 新宿区原町３－２６ 平松  正信 (3203)7625 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3523 綠雲寺 162-0053 新宿区原町１－３０ 佐々木  彰 (3203)3307 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3525 真英寺 160-0011 新宿区若葉２－１－３ 三浦　和彦 (3351)5955 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3526 教龍寺 169-0051 新宿区西早稲田２－１８－３ 藤本  龍美 (3203)6357 S28.8.4

仏教系 真宗大谷派 3527 龍善寺 162-0042 新宿区早稲田町７７ 平松　浄心 (3209)4709 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3528 正應寺 160-0005 新宿区愛住町１０－１ 佐々木  誠正 (3351)3684 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3529 法雲寺 160-0005 新宿区愛住町１０－３ 永　孝道　 (3359)7632 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3530 西應寺 160-0018 新宿区須賀町１１－４ 佐々木  真 (3351)4361 S28.7.13

仏教系 真宗大谷派 3531 専福寺 160-0022 新宿区新宿６－２０－９ 二階堂  行壽 (3351)5868 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3533 南春寺 162-0851 新宿区弁天町１０３ 瀧田  隆博 (3268)5025 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3736 松巖寺 160-0018 新宿区須賀町１２－６ 山田　匡広 (3341)3286 S28.6.10

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3775 濟松寺 162-0806 新宿区榎町７７－１０ 岩田　文隆 (3268)7908 S28.5.27

仏教系
臨済宗円覚寺
派

1127 法身寺 162-0053 新宿区原町３－８２ 小菅  哲成 (3202)4876 S27.12.6

仏教系 曹洞宗 3906 勝興寺 160-0018 新宿区須賀町８ 吉川　文隆 (3351)4604 S28.7.14
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仏教系 曹洞宗 3907 全長寺 160-0005 新宿区愛住町２０ 飯田　隆寛 (3351)7762 S28.10.21

仏教系 曹洞宗 3908 養國寺 160-0005 新宿区愛住町２１ 下室　覚道 (3353)5884 S28.10.21

仏教系 曹洞宗 3909 長善寺 160-0004 新宿区四谷４－４ 武村　秀夫 (3351)2389 S28.7.14

仏教系 曹洞宗 3910 永心寺 160-0018 新宿区須賀町１１ 堀内　誠道 (3341)6787 S29.4.22

仏教系 曹洞宗 3911 東長寺 160-0004 新宿区四谷４－３４ 瀧澤　遥介 (3341)9746 S28.10.21

仏教系 曹洞宗 3914 宗福寺 160-0018 新宿区須賀町１０－２ 上杉  嘉一 (3351)4966 S28.10.29

仏教系 曹洞宗 3916 天龍寺 160-0022 新宿区新宿４－３－１９ 平　済慈 (3354)1011 S28.10.28

仏教系 曹洞宗 3919 長光寺 169-0073 新宿区百人町１－５－２ 松倉  太鋭 (3209)5360 S29.2.3

仏教系 曹洞宗 3922 永福寺 160-0022 新宿区新宿７－１１－２ 上杉　孝道 (3203)8910 S28.11.17

仏教系 曹洞宗 3924 観音庵 160-0022 新宿区新宿７－３－１３ 笹川　悦道 (3351)7811 S28.10.21

仏教系 曹洞宗 3925 宗参寺 162-0851 新宿区弁天町１ 西澤  宏道 (3209)8514 S28.10.28

仏教系 曹洞宗 3926 宝祥寺 162-0056 新宿区若松町３８－１ 秋山  英淳 (3202)4053 S28.11.26

仏教系 曹洞宗 3927 大龍寺 162-0053 新宿区原町２－６２ 太田　賢孝 (3203)8394 S28.7.14

仏教系 曹洞宗 3928 龍門寺 162-0831 新宿区横寺町３３ 田中　岩念 (3268)8046 S29.4.14

仏教系 曹洞宗 3929 長源寺 162-0831 新宿区横寺町２０ 大野  孝雄 (3269)0649 S28.7.13

仏教系 曹洞宗 3930 宗清寺 162-0042 新宿区早稲田町７５ 渡邊　雪雄 (3202)5608 S28.7.10

仏教系 曹洞宗 3931 長昌寺 162-0063 新宿区市谷薬王寺町１２ 阪栁　義光 (3341)0997 S28.10.19

仏教系 曹洞宗 3932 長泰寺 162-0846 新宿区市谷左内町１１ 大谷  哲夫 (3269)0413 S28.11.24

仏教系 曹洞宗 4078 田中寺 162-0802 新宿区改代町１１ 秦  博州 (3268)7624 S28.7.13

仏教系 曹洞宗 4130 洞雲寺 162-0844 新宿区市谷八幡町１６ 谷口　正好 (3260)6820 S29.1.27

仏教系 曹洞宗 4303 全勝寺 160-0006 新宿区舟町１１－６ 山本　忠雄 (3351)4455 S29.2.16

仏教系 日蓮宗 179 圓福寺 162-0831 新宿区横寺町１５ 長　亮達 (3260)5634 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 180 正法寺 162-0043 新宿区早稲田南町５５ 今成　元信 (3209)9969 S27.12.20

仏教系 日蓮宗 181 本松寺 162-0044 新宿区喜久井町４２ 山口　壽謙 (3203)4370 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 182 經王寺 162-0053 新宿区原町１－１４ 互井　観章 (3341)1314 S27.7.10
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仏教系 日蓮宗 183 幸國寺 162-0053 新宿区原町２－２０ 矢嶋　泰淳 (3203)2268 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 185 常泉寺 162-0053 新宿区原町２－６３ 久古　教秀 (3202)4330 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 186 瑞光寺 162-0053 新宿区原町２－３４ 星野　顕聡 (3357)0246 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 187 淨輪寺 162-0851 新宿区弁天町９５ 嶋田　教豊 (3260)3434 S27.8.4

仏教系 日蓮宗 188 蓮秀寺 162-0063 新宿区市谷薬王寺町２２ 田邉　壽昌 (3351)9464 S27.7.30

仏教系 日蓮宗 189 常圓寺 160-0023 新宿区西新宿７－１２－５ 及川　玄一 (3371)1797 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 190 常泉院 160-0023 新宿区西新宿７－１２－５ 浅井　憲照 (3371)9951 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 191 法善寺 160-0022 新宿区新宿６－２０－１６ 小泉　玄有 (3351)4080 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 192 亮朝院 169-0051
新宿区西早稲田３－１６－２
４

小西　啓絢 (3203)3669 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 193 法輪寺 169-0051 新宿区西早稲田１－１－１５ 海野　高敬 (3203)5410 S27.8.4

仏教系 日蓮宗 194 善國寺 162-0825 新宿区神楽坂５－３６ 嶋田　尭嗣 (3269)0641 S27.9.18

仏教系 日蓮宗 312 日蓮宗日諦教会 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町５５０ 山口　壽謙 (3203)1020 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 313 清隆寺 162-0817 新宿区赤城元町１－２７ 林　重仁 (3268)4664 S27.8.1

仏教系 日蓮宗 337 圓通寺 160-0018 新宿区須賀町２ 馬場　哲信 (3353)2744 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 338 戒行寺 160-0018 新宿区須賀町９－３ 星　弘明 (3353)8477 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 339 正覺寺 160-0018 新宿区須賀町１４－１ 加藤　正道 (3351)3518 S27.7.30

仏教系 日蓮宗 340 本性寺 160-0018 新宿区須賀町１３－３ 吉田　勝敏 (3351)4877 S27.7.11

仏教系 日蓮宗 341 日宗寺 160-0011 新宿区若葉２－３ 大澤　宥寛 (3341)5326 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 342 本迹寺 160-0012 新宿区南元町１０－６ 貫名　通裕 (3357)6278 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 343 感通寺 162-0044 新宿区喜久井町３９ 新間　正興 (3209)8782 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 344 宗柏寺 162-0806 新宿区榎町５７ 伊藤　順正 (3268)6887 S27.7.30

仏教系 日蓮宗 4841 妙行寺 160-0011 新宿区若葉２－４ 山田  典孝 (3351)4850 S28.8.20

仏教系 日蓮宗 4947 陽運寺 160-0017 新宿区左門町１８ 植松　健郎 (3351)4812 S28.8.15

仏教系 日蓮宗 6505 日蓮宗経王教会 160-0002 新宿区四谷坂町７－１６ 髙崎  陽堂 (3357)2098 S30.4.7

仏教系 日蓮正宗 6937 大願寺 162-0056 新宿区若松町２２－２ 板東　慈潮 (3203)7760 S47.10.12
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仏教系 顕本法華宗 30 長遠山常楽寺 162-0053 新宿区原町２－３０ 二宮　敬一 (3341)7966 S27.6.14

仏教系 本門法華宗 449 浄風寺 160-0023 新宿区西新宿６－１４－３ 別所　勝也　 (3342)6733 S27.8.30

仏教系 単立・仏教系 184 常立寺 162-0053 新宿区原町２－５７ 宮崎　智弘 (3203)7438 S27.7.10

仏教系 単立・仏教系 438 妙泉寺 162-0044 新宿区喜久井町４３ 大坂　眞也 (3209)8715 S27.7.23

仏教系 単立・仏教系 1130 立正浄法会 160-0023 新宿区西新宿５－１３－１６ 大曽根　義信 (3372)6604 S27.10.3

仏教系 単立・仏教系 2424 法恩寺 160-0018 新宿区須賀町１３－１ 吉田  康人 (3351)3723 S29.1.13

仏教系 単立・仏教系 2599 観音寺 169-0075
新宿区高田馬場３－３７－２
６

渡邉　英雅 (5389)7625 S28.5.23

仏教系 単立・仏教系 3519 源慶寺 162-0067 新宿区富久町９－２３ 本多　篤 (3351)5325 S28.6.19

仏教系 単立・仏教系 3524 積徳寺 162-0053 新宿区原町３－２７ 吉村  敏文 (3202)4305 S28.6.19

仏教系 単立・仏教系 3685 祥山寺 160-0011 新宿区若葉１－１－２ 橋本  禎子 (3351)0085 S28.11.6

仏教系 単立・仏教系 4144 真清浄寺 162-0812 新宿区西五軒町１－１２ 吉田　日光 (3260)0972 S29.2.4

仏教系 単立・仏教系 4171 常念寺 162-0833 新宿区箪笥町３ 伊藤　元裕 (3260)7589 S28.8.17

仏教系 単立・仏教系 4274 全龍寺 169-0072 新宿区大久保１－１６－１５ 髙﨑  宗倫 (3200)2737 S28.10.14

仏教系 単立・仏教系 6759 浄栄寺 162-0063 新宿区市谷薬王寺町２７ 香阪  辰也 (3351)1936 S38.6.13

キリスト教系 日本基督教団 4417
日本基督教団東京信愛教
会

162-0056 新宿区若松町８－３ 鈴木　武仁 (3359)9539 S28.3.2

キリスト教系 日本基督教団 4469
日本基督教団牛込払方町
教会

162-0841 新宿区払方町２４ 山ノ下　恭二 (3260)4631 S28.9.7

キリスト教系 日本基督教団 4487 日本基督教団早稲田教會 169-0051 新宿区西早稲田２－３－１ 古賀　　博 (3209)8366 S28.9.11

キリスト教系 日本基督教団 4489 日本基督教団下落合教会 161-0032 新宿区中落合４－３－１ 有住　航 (3951)0767 S28.5.16

キリスト教系 日本基督教団 4508 日本基督教団信濃町教会 160-0016 新宿区信濃町３０ 笠原　義久 (3351)4805 S28.11.13

キリスト教系 日本基督教団 4528 日本基督教団目白教會 161-0033 新宿区下落合３－１４－２５ 古旗　誠 (3951)3260 S28.5.13

キリスト教系 日本基督教団 4540 日本基督教団千代田教会 160-0002 新宿区四谷坂町４－３４ 戒能　信生 (3351)4489 S28.5.13

キリスト教系 日本基督教団 4542 日本基督教団戸山教会 162-0052 新宿区戸山町２－７－２ 西谷　幸介 (3203)6834 S28.5.9

キリスト教系 日本基督教団 4549 日本基督教団シロアム教会 169-0072
新宿区大久保３－１０－１－
２０３

加藤　　誠 (3209)4622 S28.10.23

キリスト教系 日本基督教団 4937
日本基督教団四谷新生教
会

160-0004 新宿区四谷１－１４ 滝澤　貢 (3351)4852 S28.5.12

キリスト教系 日本基督教団 6471 日本基督教団新宿西教会 160-0021
新宿区歌舞伎町２－１９－１
１

深谷　春男 (3200)5559 S29.12.24
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キリスト教系 日本基督教団 7110
日本基督教団高田馬場台
湾教会

169-0075
新宿区高田馬場２－１９－７
ﾀｯｸｲﾚﾌﾞﾝﾋﾞﾙ1106

鍾　昌宏 (3205)1990 S58.3.8

キリスト教系
日本福音ルーテ
ル教会

4682
日本福音ルーテル東京教
会

169-0072 新宿区大久保１－１４－１４ 松本　義宣 (3209)5702 S28.9.30

キリスト教系
日本キリスト改
革派教会

6966
日本キリスト改革派東京教
会

160-0002 新宿区四谷坂町６－１０ 野島　邦夫 (3351)6610 S49.5.14

キリスト教系
日本キリスト教
会

3660 日本キリスト教会柏木教会 169-0074 新宿区北新宿３－１－１８ 冨永　憲司 (3368)2156 S28.6.9

キリスト教系
在日大韓基督
教会

4886
在日大韓基督教会東京教
会

162-0827 新宿区若宮町２４ 金　柄鎬 (3260)8891 S30.7.1

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

4670
日本バプテストキリスト教目
白ヶ丘教会

161-0033 新宿区下落合２－１５－１１ 野口　哲哉 (3950)6372 S29.3.18

キリスト教系
日本ホーリネス
教団

6780
日本ホーリネス教団東京中
央教会

169-0074 新宿区北新宿１－２４－１２ 錦織　寛 (3371)3674 S39.7.11

キリスト教系
日本ホーリネス
教団

7210
日本ホーリネス教団西落合
キリスト教会

161-0031 新宿区西落合４－１５－２１ 安井　聖　　 (3954)1032 H5.9.10

キリスト教系 東洋宣教団 28
東洋宣教団きよめキリスト
教会

169-0073 新宿区百人町２－３－１８ 重田　稔仁 (3232)5505 S27.6.3

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6509 東京若葉キリスト教会 160-0011 新宿区若葉１－１６ 清水　崇 S30.6.23

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6753 余丁町基督教会 162-0056 新宿区若松町１２－１２ 渡會　加乙 (3232)4997 S37.12.22

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7102 東京中央教会 169-0072 新宿区大久保２－１８－８ 三井  康憲 (3208)8491 S57.6.21

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7153 牛込キリスト教会 162-0052 新宿区戸山１－７－１１ 佐藤　順 (3205)3920 S62.4.17

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7268 純福音東京教会 160-0021 新宿区歌舞伎町２－２－１９ 志垣　重政 (3232)0667 H15.2.6

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7312 ぶどうの樹キリスト教会 160-0008
新宿区四谷三栄町６番２６
号

三木　新 (3341)3946 H24.7.10

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7339 中央栄光教会 169-0074 新宿区北新宿３－１０－５ 李　庸揆 (5330)0090 H29.3.31

諸教 天理教 1298 天理教牛込大教会 169-0075 新宿区高田馬場４－４－３２ 尾﨑  治則 (3364)1571 S28.3.30

諸教 天理教 1301 天理教高田馬場分教会 169-0075 新宿区高田馬場２－３－５ 小泉  久江 (3208)0761 S28.3.27

諸教 天理教 1306 天理教津東分教会 160-0017 新宿区左門町８－１ 小松　清郎 (3353)0595 S28.3.27

諸教 天理教 1307 天理教元徳分教会 162-0056 新宿区若松町２８－21 内山  春子 (3202)3765 S28.3.27

諸教 天理教 1310 天理教新東分教会 162-0067 新宿区富久町３－９ 眞田　正勝 (3353)1949 S28.3.25

諸教 天理教 1312 天理教貞鳳分教会 162-0805 新宿区矢来町９ 橋本  博子 (3269)7945 S28.3.25

諸教 天理教 1313 天理教本恵分教会 169-0074 新宿区北新宿４－１７－１１ 沖野　一道 (3362)3253 S28.3.25

諸教 天理教 1314 天理教淀橋分教会 169-0074 新宿区北新宿１－１４－６ 川本  正男 (3362)3351 S28.3.30

諸教 天理教 1315 天理教陽東分教会 161-0034 新宿区上落合２－１３－２３ 石崎　成治 (3368)2774 S28.3.30
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諸教 天理教 1317 天理教錦開分教会 169-0072 新宿区大久保２－２９－７ 古井  一久 (3203)0841 S28.3.27

諸教 天理教 1318 天理教錦都分教会 160-0022 新宿区新宿７－８－５ 中村　一茂 (3202)7725 S28.3.27

諸教 天理教 1319 天理教日總分教会 169-0072 新宿区大久保２－１７－３６ 櫻井　雅夫 (3200)6641 S28.3.25

諸教 天理教 1320 天理教橋永分教会 162-0056 新宿区若松町１１－１３ 坪井  千惠子 (3203)6344 S28.4.8

諸教 天理教 1322 天理教帝城分教会 161-0033 新宿区下落合４－１６－２１ 嶋村  善朗 (3953)7140 S28.3.25

諸教 天理教 1325 天理教大町分教会 161-0032 新宿区中落合４－２６－５ 伊﨑　史郎 (3954)2861 S28.3.30

諸教 天理教 1326 天理教神花分教会 161-0031 新宿区西落合１－３０－２ 金丸　初郎 (3953)5090 S28.3.25

諸教 天理教 1327 天理教多摩崎分教会 161-0031 新宿区西落合４－１５－１８ 秋元　宗司 (3951)6070 S28.3.27

諸教 天理教 1328 天理教南本所分教会 161-0031 新宿区西落合２－２３－１７ 伊藤　正徳 (3953)8557 S28.3.30

諸教 天理教 1330 天理教豊合分教会 161-0031 新宿区西落合３－１５－１０ 田中　とも子 (3953)0827 S28.3.27

諸教 天理教 1508 天理教創祥分教会 161-0032 新宿区中落合４－３２－５ 広瀬　一成 (3950)3833 S28.5.27

諸教 天理教 1917 天理教鶴巻分教会 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町５７０ 中村　初太郎 (3204)2045 S28.3.27

諸教 天理教 1922 天理教本理世大教会 161-0031 新宿区西落合１－９－１ 入江　和徳 (3953)0234 S28.3.30

諸教 天理教 5053 天理教本四谷分教会 160-0016 新宿区信濃町１３ 鈴木　　熙 (3353)2398 S28.3.27

諸教 天理教 5055 天理教日江分教会 169-0074 新宿区北新宿４－２９－６ 梅原　光江 (3361)0227 S28.3.23

諸教 天理教 5093 天理教本淀橋分教会 161-0033 新宿区下落合４－１９－１３ 高橋　静夫 (3953)7117 S28.3.30

諸教 天理教 5108 天理教本久分教会 162-0053 新宿区原町２－４８－１ 保坂  一之 (3202)3068 S28.3.27

諸教 天理教 6569 天理教本芝世分教会 161-0032 新宿区中落合２－３－１１ 石田　誠一 (3953)4296 S31.2.3

諸教 天理教 6663 天理教東実成分教会 161-0033 新宿区下落合４－８－１ 外塚  美雄 (3953)7403 S33.7.12

諸教 天理教 6729 天理教豊箕野分教会 161-0035 新宿区中井２－２７－７ 岸本  敏朗 (3953)1316 S36.6.26

諸教 天理教 200218 天理教東日之宮分教会 160-0023 新宿区西新宿５－１８－４ 堀越  澄男 (3373)0454 S28.3.25

諸教 天理教 200286 天理教愛都分教会 161-0031 新宿区西落合３－２－２ 西　　初信 (3950)6526 S28.3.25

諸教 天理教 200311 天理教中央大教会 160-0023 新宿区西新宿７－２１－１８ 柳井  德彦 (3371)3898 S28.3.25

諸教 単立・諸教 6894 陽気づくめ本常一分教会 169-0074 新宿区北新宿４－２０－１２ 川本　しづ子 (3368)5096 S44.10.13

諸教 単立・諸教 7341 東京媽祖廟 169-0093 新宿区百人町１－２４－１２ 高峰　薫 (5348)5220 H29.10.27
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神道系 神社本庁 5324 稲荷神社 113-0022 文京区千駄木５－２－８ 福田　喜一 (3828)1091 S28.12.24

神道系 神社本庁 5325 富士神社 113-0021 文京区本駒込５－７－２０ 福田　喜一 (3823)7894 S28.12.24

神道系 神社本庁 5326 三河稲荷神社 113-0033 文京区本郷２－２０－５ 横山  増實 (3812)7506 S28.12.24

神道系 神社本庁 5431 櫻木神社 113-0033 文京区本郷４－３－１ 岩﨑　葵 (3811)8535 S28.12.24

神道系 神社本庁 5433 妻恋神社 113-0034 文京区湯島３－２－６ 押見  守康 (3836)0753 S29.2.15

神道系 神社本庁 5438 水神社 112-0032 文京区目白台１－１－９ 菊池    武 (3941)8160 S28.12.24

神道系 神社本庁 5439 正八幡神社 112-0014 文京区関口２－３－２１ 菊池　武 (3941)8990 S29.2.25

神道系 神社本庁 5440 幸神社 112-0014 文京区関口２－６－１ 菊池    武 (3941)8990 S28.12.24

神道系 神社本庁 5566 今宮神社 112-0013 文京区音羽１－４－４ 菊池  健二郎 (3941)4266 S28.12.24

神道系 神社本庁 5676 稲荷神社 112-0011 文京区千石４－２５－１５ 長谷　佳重 (3946)7927 S28.12.24

神道系 神社本庁 5677 稲荷神社 113-0033 文京区本郷１－３３－１７ 春日　規子 (3812)1862 S29.2.15

神道系 神社本庁 5678 諏訪神社 112-0004 文京区後楽２－１８－１８ 春日　規子 (3812)1862 S29.2.15

神道系 神社本庁 5679 北野神社 112-0003 文京区春日１－５－２ 春日　規子 (3812)1862 S28.12.24

神道系 神社本庁 5680 簸川神社 112-0011 文京区千石２－１０－１０ 毛利  雅裕 (3941)6687 S28.12.24

神道系 神社本庁 5681 稲荷神社 112-0015 文京区目白台３－２６－１ 筒井　貴志 (3945)4808 S28.12.24

神道系 神社本庁 5682 小日向神社 112-0006 文京区小日向２－１６－６ 菊池　健二郎 (3941)7894 S28.12.24

神道系 神社本庁 5854 天祖神社 113-0021 文京区本駒込３－４０－１ 福田　喜一 (3821)3470 S28.9.16

神道系 神社本庁 5898 御霊社 113-0034 文京区湯島２－１１－１５ 押見  守康 (3836)0753 S28.12.24

神道系 神社本庁 5901 白山神社 112-0001 文京区白山５－３１－２６ 清水　雅裕 (3811)6568 S29.2.15

神道系 神社本庁 5941 根津神社 113-0031 文京区根津１－２８－９ 内海  一紀 (3822)0753 S29.2.15

神道系 神社本庁 6094 吹上稲荷神社 112-0012 文京区大塚５－２１－１１ 蠣崎  千恵子 (3941)1477 S28.12.24

神道系 神社本庁 6813 小石川大神宮 112-0002 文京区小石川２－５－７ 佐佐木　清有 (3812)4681 S41.3.1

神道系 神道大教 319 神道大教苗場明道會 113-0033 文京区本郷３－１４－１３ 松井　苗子 (3811)6305 S27.7.7

神道系 神道大教 5026 神道大教白鬚神社 113-0034 文京区湯島３－７－８ 品川  幸子 (3832)3590 S28.4.24

神道系 自然社 2292 自然社東京教堂 113-0034 文京区湯島４－５－１７ 橋本　弘和 (3813)5840 S27.11.10
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神道系 御嶽教 2319 御嶽教大天地教会 112-0015 文京区目白台１－１１－１５ 齋藤　浩基 (3941)7940 S28.2.12

神道系 金光教 1880 金光教小石川教会 112-0002 文京区本駒込２－１－１ 河端　洋子 (3812)7573 S27.9.9

神道系 金光教 200310 金光教本郷教会 113-0031 文京区根津１－２６－１１ 西村  夏夫 (3821)2067 S27.9.9

神道系 単立・神道系 6802 月日大還道 112-0011 文京区千石４－３４－１０ 佐藤　福光 (3946)0956 S40.5.8

神道系 単立・神道系 6838 隆宝神殿 113-0021 文京区本駒込１－１２－１４ 菊池　弥生 (3946)0513 S42.2.13

仏教系 天台宗 1008 世尊院 113-0022 文京区千駄木１－２２－３０ 波母山　淳信 (3828)4280 S27.9.25

仏教系 天台宗 1009 南谷寺 113-0021 文京区本駒込１－２０－２０ 森岡　玄茂 (3942)0706 S27.9.25

仏教系 天台宗 1012 心城院 113-0034 文京区湯島３－３２－４ 張堂　芳俊 (3831)1350 S27.9.25

仏教系 天台宗 1013 龍泉寺 112-0001 文京区白山４－３７－１０ 齊藤　哲圓 (3941)3306 S27.10.6

仏教系 天台宗 1014 圓乗寺 113-0001 文京区白山１－３４－６ 市原　孝信 (5805)0333 S27.9.25

仏教系 天台宗 1015 妙足院 112-0006 文京区小日向２－１７－６ 腰塚　昭温 (3947)9781 S27.9.25

仏教系 真言宗御室派 2391 圓満寺 113-0034 文京区湯島１－６－２ 大崎　妙信 (3815)5620 S29.7.19

仏教系 真言宗豊山派 2587 護国寺 112-0012 文京区大塚５－４０－１ 小林　大康 (3941)0764 S28.4.20

仏教系 真言宗豊山派 2588 常泉院 112-0003 文京区春日１－９－３ 平井  宥慶 (3811)5252 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 2589 専教院 112-0006 文京区小日向３－６－１０ 荒川  弘道 (3941)2941 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 2759 三念寺 113-0033 文京区本郷２－１５－６ 清水　健譽 (3811)6893 S28.5.9

仏教系
真言宗霊雲寺
派

3649 霊雲寺 113-0034 文京区湯島２－２１－６ 一月　正人 (3811)1816 S28.4.3

仏教系 浄土宗 574 正信寺 112-0002 文京区小石川５－１８－１３ 太田　寛雄 (3942)7385 S27.9.22

仏教系 浄土宗 587 光雲寺 112-0002 文京区小石川２－１６－２ 遠田　憲弘 (3812)6351 S27.9.26

仏教系 浄土宗 588 福聚院 112-0002 文京区小石川３－２－２３ 布施　晶寛 (3811)3978 S27.10.10

仏教系 浄土宗 589 見樹院 112-0002 文京区小石川３－４－１４ 大河内　秀人 (3812)3711 S27.9.26

仏教系 浄土宗 590 法蔵院 112-0002 文京区小石川３－５－４ 岡本　宣丈 (3812)3713 S27.9.26

仏教系 浄土宗 591 真珠院 112-0002 文京区小石川３－７－４ 石井　俊道 (3811)6109 S27.10.6

仏教系 浄土宗 592 傳通院 112-0002 文京区小石川３－１４－６ 麻生　諦善 (3814)3701 S27.9.26

仏教系 浄土宗 593 浄台院 112-0002 文京区小石川３－１５－９ 浜野　信光 (3812)8737 S27.10.1
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仏教系 浄土宗 594 慈眼院 112-0002 文京区小石川３－１７－１２ 遠田　憲弘 (3811)1327 S27.9.26

仏教系 浄土宗 595 善光寺 112-0002 文京区小石川３－１７－８ 宮田　廣昭 (3811)4858 S27.9.30

仏教系 浄土宗 596 景久院 112-0002 文京区小石川３－１９－２ 豊川　嵩雄 (3815)8055 S27.10.2

仏教系 浄土宗 597 常徳寺 113-0021 文京区本駒込３－７－１６ 長谷川　輝昭 (3828)4253 S27.10.1

仏教系 浄土宗 598 願行寺 113-0023 文京区向丘２－１－５ 羽田　浩修 (3811)6562 S27.9.26

仏教系 浄土宗 599 浄心寺 113-0023 文京区向丘２－１７－４ 佐藤　雅彦 (3821)0951 S27.10.1

仏教系 浄土宗 600 十方寺 113-0023 文京区向丘２－２９－１ 坂田　良仁 (3821)1056 S27.9.26

仏教系 浄土宗 601 瑞泰寺 113-0023 文京区向丘２－３６－１ 野呂瀬　博道 (3828)0964 S27.10.1

仏教系 浄土宗 602 栄松院 113-0023 文京区向丘２－３５－７ 城　英信 (3821)2387 S27.10.1

仏教系 浄土宗 603 清林寺 113-0023 文京区向丘２－３５－３ 難波　光定 (3821)2581 S27.10.1

仏教系 浄土宗 604 光源寺 113-0023 文京区向丘２－３８－２２ 島田　昭博 (3821)1188 S27.10.1

仏教系 浄土宗 605 蓮光寺 113-0023 文京区向丘２－３８－３ 戸田　大晴 (3821)2155 S27.10.8

仏教系 浄土宗 606 専念寺 112-0014 文京区千駄木１－２２－２２ 新谷　仁海 (3821)4469 S27.10.1

仏教系 浄土宗 608 厳浄院 112-0001 文京区白山２－３０－５ 鈴木　俊道 (3811)0483 S27.9.26

仏教系 浄土宗 609 心光寺 112-0001 文京区白山５－３６－５ 清水　道隆 (3811)4471 S27.9.26

仏教系 浄土宗 610 浄土寺 112-0001 文京区白山４－３５－１８ 岡本　光由 (3942)1312 S27.9.26

仏教系 浄土宗 611 一行院 112-0011 文京区千石１－１４－１１ 八木　千暁 (3941)2035 S27.10.2

仏教系 浄土宗 612 徳性寺 113-0021 文京区本駒込１－３－１５ 平岡　仁成 (3811)4651 S27.10.2

仏教系 浄土宗 613 潮泉寺 113-0021 文京区本駒込１－１－５ 丸山　一倫 (3813)2314 S27.9.27

仏教系 浄土宗 614 定泉寺 113-0021 文京区本駒込１－７－１２ 武智　公英 (3941)7063 S27.9.26

仏教系 浄土宗 615 天栄寺 113-0021 文京区本駒込１－６－１６ 濱野　真裕 (3821)0526 S27.9.26

仏教系 浄土宗 616 天然寺 113-0021 文京区本駒込２－２０－８ 後藤　尚孝 (3947)3998 S27.9.26

仏教系 浄土宗 617 大運寺 113-0021 文京区本駒込２－１８－１２ 高木　邦昭 (3941)7941 S27.9.26

仏教系 浄土宗 618 西岸寺 112-0003 文京区春日１－１２－１２ 井上　良昭 (3811)3715 S27.9.26

仏教系 浄土宗 619 光圓寺 112-0002 文京区小石川４－１２－８ 佐藤　良純 (3811)1306 S28.2.18
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仏教系 浄土宗 620 宗慶寺 112-0002 文京区小石川４－１５－１７ 本多　宗敬 (3811)3398 S27.9.26

仏教系 浄土宗 621 大雲寺 112-0001 文京区白山２－１４－６ 梅本　慧光 (3812)0861 S27.9.26

仏教系 浄土宗 622 龍閑寺 112-0003 文京区春日２－６－１２ 今井　俊光 (3812)7989 S27.10.1

仏教系 浄土宗 623 深光寺 112-0006 文京区小日向４－９－５ 静永　英樹 (3941)7379 S27.9.30

仏教系 浄土宗 624 大円寺 112-0006 文京区小日向２－９－２０ 麻生　諦善 (3943)1088 S27.9.26

仏教系 浄土宗 625 還国寺 112-0006 文京区小日向２－１９－７ 小林　健志 (3941)5260 S27.9.26

仏教系 浄土宗 626 智願寺 112-0006 文京区小日向２－１８－３ 富田　泉深 (3945)4824 S27.9.26

仏教系 浄土宗 627 大泉寺 112-0014 文京区関口２－３－１５ 谷部　隆善 (3941)3957 S27.9.26

仏教系 浄土宗 628 養国寺 112-0014 文京区関口２－３－１９ 野口　義之 (3941)5964 S27.9.26

仏教系 浄土宗 629 生西寺 112-0006 文京区小日向１－１０－１８ 菊山　隆嘉 (3941)8392 S27.10.2

仏教系 浄土宗 630 智香寺 112-0012 文京区大塚３－２８－１２ 松川　聖業 (3946)0070 S27.9.26

仏教系 浄土宗 631 善雄寺 112-0002 文京区小石川２－２２－２ 光山　大亮 (3811)4796 S27.10.2

仏教系 浄土宗 632 法真寺 113-0033 文京区本郷５－２７－１１ 伊川　浩史 (3813)8241 S27.9.26

仏教系 浄土宗 634 昌清寺 113-0033 文京区本郷１－８－３ 服部　光成 (3811)3371 S27.9.26

仏教系 浄土宗 636 法傳寺 112-0001 文京区白山２－１２－２２ 相川　智行 (3813)1942 S27.9.26

仏教系 浄土宗 719 講安寺 113-0034 文京区湯島４－１２－１３ 池田　紗都 (3827)7703 S27.9.24

仏教系 浄土宗 720 稱仰院 113-0031 文京区湯島４－１２－３ 伊藤　正信 (3821)6780 S27.9.24

仏教系 浄土宗 1641 正行寺 113-0023 文京区向丘１－１３－６ 加藤　伸幸 (3811)7869 S27.10.2

仏教系 浄土宗 4179 西信寺 112-0012 文京区大塚５－２－１０ 佐々木  陽穂 (3941)0628 S28.5.11

仏教系 浄土宗 4180 源覚寺 112-0002 文京区小石川２－２３－１４ 三好  裕司 (3811)4482 S28.5.7

仏教系
浄土真宗本願
寺派

944 一音寺 113-0023 文京区向丘１－９－２８ 丸山　雄二 (3811)4061 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

945 善仁寺 112-0006 文京区小日向１－５－９ 靏髙　隆昭 (3947)8269 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

946 稱名寺 112-0006 文京区小日向１－４－１１ 横内　教英 (3943)3220 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

947 西教寺 113-0023 文京区向丘２－１－１０ 村松　雅文 (3811)4706 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

948 福勝寺 112-0006 文京区小日向１－８－１５ 佐々木　貴宏 (3945)8640 S27.10.28
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仏教系 真宗大谷派 3509 本法寺 112-0006 文京区小日向１－４－１５ 藤原  修栄 (3941)5316 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3510 教元寺 113-0021 文京区本駒込２－１９－２ 平松  宣照 (3941)1671 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3511 念速寺 112-0001 文京区白山２－９－１２ 近藤　順子 (3811)6625 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3512 安閑寺 112-0001 文京区白山２－１３－１３ 井上　義朋 (3811)5748 S28.6.19

仏教系 真宗大谷派 3513 善仁寺 112-0002 文京区小石川４－１３－１９ 青山　満 (3811)4803 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3514 真浄寺 113-0023 文京区向丘２－２６－９ 山名　廣隆 (3824)0054 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3515 常瑞寺 113-0023 文京区向丘２－２９－１０ 加藤　定信 (3821)2773 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 4151 専西寺 113-0023 文京区向丘２－２８－９ 青樹　潤哉 (3821)1835 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 4161 常願寺 112-0002 文京区小石川５－７－５ 藤森　喜美子 (3941)6936 S28.7.30

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3737 円通寺 113-0021 文京区本駒込２－１９－８ 来山  文泰 (3941)8459 S28.6.30

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3739 徳源院 113-0021 文京区本駒込３－７－１４ 今枝  睦昌 (3821)1653 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3744 麟祥院 113-0034 文京区湯島４－１－８ 矢野　宗欽 (3811)7648 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3745 霊樹院 113-0021 文京区本駒込２－２１－１ 矢野　宗欽 (3941)0207 S28.6.8

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3746 養源寺 113-0022 文京区千駄木５－３８－３ 山田　元文 (3828)0185 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3747 仙龍寺 113-0021 文京区本駒込１－８－１３ 髙橋　克弥 (3811)7927 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3776 桂林寺 112-0015 文京区目白台３－３－１１ 岡村　典秀 (3941)5125 S28.5.27

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3777 是照院 112-0001 文京区白山２－２０－１ 浅野　有恒 (3811)1559 S28.6.1

仏教系
臨済宗円覚寺
派

1120 徳雲寺 112-0006 文京区小日向４－４－１ 齊藤　雅雲 (3941)2390 S27.11.12

仏教系
臨済宗円覚寺
派

1125 清光院 112-0006 文京区小日向２－１７－２ 望月　博道 (3941)0927 S27.11.12

仏教系
臨済宗円覚寺
派

1128 龍雲院 112-0001 文京区白山５－５－５ 横田　南嶺 (3812)5946 S27.12.6

仏教系
臨済宗東福寺
派

2396 龍光寺 113-0021 文京区本駒込１－５－２２ 衣斐　玄讓 (3811)4724 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 3867 高源院 112-0012 文京区大塚３－８－４ 久貝　正士 (3945)6551 S28.8.5

仏教系 曹洞宗 3868 日輪寺 112-0006 文京区小日向１－４－１８ 土藏  利生 (3941)8260 S29.1.23

仏教系 曹洞宗 3869 傳明寺 112-0006 文京区小日向４－３－１１ 佐武　宣明 (3941)3259 S28.7.23

仏教系 曹洞宗 3870 永泉寺 112-0014 文京区関口２－３－１８ 安田  剛一 (3941)4783 S29.2.1
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仏教系 曹洞宗 3871 林泉寺 112-0006 文京区小日向４－７－２ 江田　真人 (3943)0605 S29.1.23

仏教系 曹洞宗 3872 喜福寺 113-0033 文京区本郷５－２９－２ 今井　耕路 (3811)3636 S28.11.20

仏教系 曹洞宗 3873 大林寺 113-0023 文京区向丘２－２７－１１ 佐々木  孝一 (3821)1452 S29.1.23

仏教系 曹洞宗 3874 喜運寺 112-0001 文京区白山２－１０－３ 磯貝　隆広 (3811)3413 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3876 慈照院 112-0002 文京区小石川４－１２－６ 村瀬  法英 (3812)2317 S28.8.21

仏教系 曹洞宗 3878 養昌寺 113-0021 文京区本駒込１－２０－１７ 高木  祐之 (3941)8759 S28.8.14

仏教系 曹洞宗 3879 妙清寺 112-0001 文京区白山５－３３－１５ 青木　崇弘 (3813)1751 S28.8.5

仏教系 曹洞宗 3880 吉祥寺 113-0021 文京区本駒込３－１９－１７ 岩本　一典 (3824)0621 S29.2.23

仏教系 曹洞宗 3881 洞泉寺 113-0021 文京区本駒込３－１９－４ 玉生　光博 (3821)4659 S28.7.23

仏教系 曹洞宗 4020 江岸寺 113-0021 文京区本駒込２－２６－１５ 来馬　宗憲 (3941)2484 S28.12.10

仏教系 曹洞宗 4022 海藏寺 113-0023 文京区向丘２－２５－１０ 久貝　正孝 (3823)0670 S29.2.22

仏教系 曹洞宗 4079 大圓寺 113-0023 文京区向丘１－１１－３ 服部  元良 (3813)1321 S28.11.27

仏教系 曹洞宗 4108 長泉寺 113-0033 文京区本郷５－６－１ 片山　秀孝 (3811)3697 S28.7.23

仏教系 曹洞宗 4128 道栄寺 112-0006 文京区小日向２－１－２２ 岩本　一典 (3941)8996 S28.10.16

仏教系 日蓮宗 83 長元寺 113-0023 文京区向丘２－２７－５ 常岡　裕道 (3821)0403 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 195 蓮華寺 112-0001 文京区白山２－３８－１１ 橘髙　智行 (3812)4623 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 197 本伝寺 112-0012 文京区大塚４－４２－２３ 山口　壽謙 (3941)1434 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 199 浄心寺 113-0001 文京区白山１－３６－１１ 鈴木　海光 (3813)2635 S27.7.23

仏教系 日蓮宗 200 蓮久寺 112-0001 文京区白山５－３０－６ 三國　正隆 (3941)4779 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 202 本念寺 112-0001 文京区白山４－３４－７ 浅井　信英 (3941)4169 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 203 蓮光寺 112-0014 文京区関口３－９－１６ 小沢　涌文 (3941)6772 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 204 興善寺 113-0024 文京区西片１－１５－６ 長瀬　泰崇 (3816)4581 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 414 浩妙寺 113-0023 文京区向丘２－１１－１０ 浅野　文威 (3821)0465 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 7061 日蓮宗竜宝教会 113-0021 文京区本駒込４－４－４ 新井  貫祥 (3821)0170 S54.4.24

仏教系
法華宗（陣門
流）

2516 善心寺 112-0012 文京区大塚５－２－７ 鈴木　達明 (3941)0931 S27.11.20
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仏教系 法華眞宗 6508 法華眞宗支部本行院 112-0005 文京区水道２－１１－１１ 武石　順一 (3941)7498 S30.6.1

仏教系 単立・仏教系 84 顕本寺 113-0023 文京区向丘２－２８－２ 佐藤　　勝 (3821)2482 S27.7.10

仏教系 単立・仏教系 2415 求道會 113-0033 文京区本郷６－２０－５ 近角  眞一 (6804)5282 S28.11.27

仏教系 単立・仏教系 2552 瑞輪寺湯島不動 113-0033 文京区本郷３－８－１０ 戸田  キヨ (3813)1798 S30.4.19

仏教系 単立・仏教系 3516 長源寺 113-0021 文京区本駒込２－２０－１０ 池田　順秀 (3941)1391 S28.5.25

仏教系 単立・仏教系 4150 寂円寺 112-0001 文京区白山４－３７－３０ 吉岡　茂光 (3941)1791 S28.5.25

仏教系 単立・仏教系 4254 多福院 112-0003 文京区春日２－１３－７ 伊藤　弘道 (3816)2026 S29.2.18

仏教系 単立・仏教系 4256 真宗西善寺 113-0023 文京区向丘１－１３－８ 大伴  純康 (3811)0472 S28.7.17

仏教系 単立・仏教系 4985 東京身延山七面講 113-0021 文京区本駒込６－５－２５ 村上　龍雄 (3941)8037 S29.3.22

仏教系 単立・仏教系 6722 本門法華宗常唱山上行寺 113-0021 文京区本駒込４－２４－１１ 関根　浩和 (3821)3062 S35.12.14

仏教系 単立・仏教系 7099 在日弘法院 112-0003 文京区春日２－２３－５ 金　春光 (3814)6516 S57.2.8

キリスト教系 日本基督教団 4439 日本基督教団豊島岡教会 112-0012 文京区大塚５－３５－１１ 濱田　美也子 (3941)6082 S28.9.8

キリスト教系 日本基督教団 4451 日本基督教団上富坂教会 112-0002 文京区小石川２－１７－３３ 谷本　公義 (3818)3774 S28.9.8

キリスト教系 日本基督教団 4532 日本基督教団西片町教会 113-0024 文京区西片２－１８－１８ 山本  裕司 (3811)3801 S28.9.5

キリスト教系 日本基督教団 4538
日本基督教団本郷中央教
会

113-0033 文京区本郷３－３７－９ 米田　芳生 (3811)3500 S28.5.12

キリスト教系 日本基督教団 4552
日本基督教団小石川明星
教会

112-0011 文京区千石４－３４－３ 大宮　克己 (3941)7575 S28.5.16

キリスト教系 日本基督教団 4961 日本基督教団根津教会 113-0031 文京区根津１－１９－６ 石丸　泰樹 (3821)6342 S28.12.15

キリスト教系 日本基督教団 307846
日本基督教団弓町本郷教
会

113-0033 文京区本郷２－３５－１４ 大澤　宣 (3811)2296 S28.5.27

キリスト教系 基督心宗教団 4224
基督心宗教団東京支部教
会

112-0011 文京区千石３－１９－２ 川合  秀雄 (3941)0629 S29.3.22

諸教 天理教 1153 天理教谿郷分教会 113-0033 文京区本郷５－１０－８ 松本　宏孝 (3811)6755 S28.3.30

諸教 天理教 1744 天理教本明善分教会 112-0002 文京区小石川５－２２－７ 柳澤  道直 (3813)9809 S28.3.23

諸教 天理教 1749 天理教本木分教会 113-0022 文京区千駄木５－１３－１５ 海老塚  正夫 (3824)0436 S28.3.23

諸教 天理教 1759 天理教弘秋道分教会 112-0013 文京区音羽２－９－９ 秋元　和年 (3947)9954 S28.3.23

諸教 天理教 1766 天理教理實分教会 112-0002 文京区小石川２－１１－１２ 丸山　時郎 (3811)7577 S28.3.23

諸教 天理教 1767 天理教駿河臺分教会 112-0005 文京区水道１－４－１６ 中臺　直樹 (3811)6843 S28.3.23
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諸教 天理教 1768 天理教本西丸分教会 112-0001 文京区白山４－３５－５ 菊間　三喜夫 (3944)0961 S28.3.23

諸教 天理教 1769 天理教文原分教会 112-0001
文京区白山５－１８－７－
101

石田  富重 (3947)4521 S28.3.23

諸教 天理教 5138 天理教呉服橋分教会 113-0021 文京区本駒込４－１６－１２ 宍倉　勝俊 (3828)1215 S28.3.23

諸教 天理教 6662 天理教彭凰分教会 113-0022 文京区千駄木１－４－１０ 岸田　光央 (3821)1410 S33.12.4

諸教 天理教 200109 天理教玉都分教会 112-0004 文京区後楽２－２０－１４ 大澤  すず子 (3812)3527 S28.3.23

諸教 天理教 200181 天理教東町分教会 113-0023 文京区向丘１－１５－８ 山崎  清一郎 (3813)9961 S28.3.23

諸教 天理教 200195 天理教本石分教会 112-0003 文京区春日２－１３－９ 井出　淸 (3812)1964 S28.3.23

諸教 天理教 200263 天理教本羽分教会 112-0011 文京区千石３－３７－２５ 大多田  一郎 (3944)5401 S28.3.23

諸教 天理教 200291 天理教本大分教会 112-0012 文京区大塚５－４－１１ 澤野　万久 (3945)9746 S28.3.23

諸教 天理教 200294 天理教國華分教会 113-0033 文京区本郷２－２５－１３ 久保  義治 (3811)6787 S28.3.23

諸教 天理教 200328 天理教本林分教会 112-0011 文京区千石２－４２－６ 明山  晃一郎 (3945)0515 S28.3.23

諸教 天理教 307967 天理教正岐阜分教会 113-0021 文京区本駒込２－１３－２ 新保　光一 (5395)5772 S27.10.28

諸教 生長の家 7279 生長の家東京第一教化部 112-0012 文京区大塚５－３１－１２ 木場　一廣 (5319)4051 H16.1.5

神道系 神社本庁 2936 金刀比羅神社 110-0016 台東区台東２－２４－１ 日暮　壮史 (3821)4275 S28.11.16

神道系 神社本庁 3007 粂森稲荷神社 111-0053 台東区浅草橋３－１６－８ 鏑木　啓麿 (3851)5033 S28.11.24

神道系 神社本庁 3044 三島神社 110-0004 台東区下谷３－７－５ 河野　正枝 (3873)0172 S28.12.2

神道系 神社本庁 3045 五條天神社 110-0007 台東区上野公園４－１７ 始澤　澄江 (3821)4306 S28.11.13

神道系 神社本庁 3046 小野照崎神社 110-0004 台東区下谷２－１３－１４ 小野　貴嗣 (3872)5514 S28.11.13

神道系 神社本庁 3047 下谷神社 110-0015 台東区東上野３－２９－８ 阿部　明徳 (3831)1598 S28.12.11

神道系 神社本庁 3048 花園稲荷神社 110-0007 台東区上野公園４－１７ 始澤　澄江 (3823)2034 S28.11.24

神道系 神社本庁 3050 東照宮 110-0007 台東区上野公園９－８８ 嵯峨　兵太 (3822)3455 S29.2.11

神道系 神社本庁 3051 秋葉神社 111-0036 台東区松が谷３－１０－７ 沼部　文彰 (3844)5748 S29.2.1

神道系 神社本庁 3131 銀杏岡八幡神社 111-0053 台東区浅草橋１－２９－１１ 渡邊　和寿 (3851)1691 S28.12.11

神道系 神社本庁 3132 三島神社 111-0042 台東区寿４－９－１ 水野　泰志 (3843)5284 S28.12.22

神道系 神社本庁 3133 鷲神社 111-0031 台東区千束３－１８－７ 河野　元俊 (3876)1515 S29.2.1
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神道系 神社本庁 3205 元三島神社 110-0003 台東区根岸１－７－１１ 河野　通具 (3873)4976 S28.11.13

神道系 神社本庁 3219 稲荷神社 111-0051 台東区蔵前２－２－１１ 安川　忠正 (3851)1514 S28.11.24

神道系 神社本庁 3220 篠塚稲荷神社 111-0052 台東区柳橋１－５－１ 安川　忠正 (3851)1514 S29.3.25

神道系 神社本庁 3221 石塚稲荷神社 111-0052 台東区柳橋１－１－1５ 安川　忠正 (3851)1514 S28.11.24

神道系 神社本庁 3222 今戸神社 111-0024 台東区今戸１－５－２２ 市野　隆利 (3872)2703 S29.3.25

神道系 神社本庁 3223 榊神社 111-0051 台東区蔵前１－４－３ 安川　忠正 (3851)1514 S28.12.11

神道系 神社本庁 3224 玉姫稲荷神社 111-0022 台東区清川２－１３－２０ 都築　久弥 (3872)3411 S28.12.21

神道系 神社本庁 3225 熱田神社 111-0024 台東区今戸２－１３－６ 知野根　好一 (3872)4575 S28.12.22

神道系 神社本庁 3226 須賀神社 111-0053 台東区浅草橋２－２９－１６ 杉山　高根 (3851)7044 S28.12.22

神道系 神社本庁 5158 藏前神社 111-0051 台東区蔵前３－１４－１１ 阿部　康久 (3851)0617 S29.4.2

神道系 神社本庁 5189 吉原神社 111-0031 台東区千束３－２０－２ 千村　義和 (3872)5966 S28.11.16

神道系 神社本庁 5216 稲荷神社 110-0003 台東区根岸４－１６－１７ 河野　通具 (3873)4976 S28.11.16

神道系 神社本庁 5228 稲荷神社 110-0012 台東区竜泉２－１９－３ 松木　歩未 (3872)5966 S29.3.11

神道系 神社本庁 5232 諏訪神社 111-0043 台東区駒形１－４－１５ 植栗　照之 (3841)6115 S28.11.13

神道系 神社本庁 5381 浅草神社 111-0032 台東区浅草２－３－１ 矢野　幸士　 (3844)1575 S28.11.24

神道系 神社本庁 5693 浅間神社 111-0032 台東区浅草５－３－２ 矢野　幸士 (3844)1575 S28.11.13

神道系 神社本庁 5847 稲荷神社 111-0042 台東区寿４－３－１ 矢野　幸士 (3844)1575 S28.11.13

神道系 神社本庁 5848 八幡神社 111-0035 台東区西浅草２－１４－５ 矢野　幸士 (3844)1575 S28.11.13

神道系 神社本庁 5849 稲荷神社 111-0035 台東区西浅草３－１６－１３ 矢野　幸士 (3844)1575 S28.11.13

神道系 神社本庁 5850 寶珠稲荷神社 111-0022 台東区清川２－１５－１ 矢野　幸士 (3844)1575 S28.12.2

神道系 神社本庁 5851 日枝神社 111-0035 台東区西浅草３－８－１ 矢野　幸士 (3844)1575 S28.11.13

神道系 神社本庁 5852 稲荷神社 111-0032 台東区浅草６－４２－８ 矢野　幸士 (3844)1575 S28.11.19

神道系 神社本庁 5934 七倉稲荷神社 110-0008 台東区池之端２－５－４７ 内海　一紀 (3822)0753 S28.11.24

神道系 神社本庁 5935 境稲荷神社 110-0008 台東区池之端１－６－１３ 内海　一紀 (3822)0753 S28.11.24

神道系 神社本庁 6618 矢先稲荷神社 111-0036 台東区松が谷２－１４－１ 高島　久亘　 (3844)0652 S32.1.22
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神道系 神社本庁 200116 鳥越神社 111-0054 台東区鳥越２－４－１ 鏑木　啓麿 (3851)5033 S28.11.13

神道系 神道大成教 2963 神道大成教寿老教会 110-0008 台東区池ノ端４－１６－７ 相澤　やよ江 (3821)4628 S28.1.21

神道系 金光教 1879 金光教下谷教会 110-0015 台東区東上野１－２４－７ 菱田  正男 (3831)0329 S29.9.9

神道系 金光教 200085 金光教浅草教会 111-0032 台東区浅草５－６９－８ 畑　優 (3873)2859 S27.9.9

神道系 （非）不二道 6041 不二道本部 111-0043 台東区駒形２－４－１８ 和田　英二 (3841)6595 S28.12.8

神道系 単立・神道系 6752 甚内神社 111-0053 台東区浅草橋３－１１－５ 井上　昭 (3851)8661 S37.12.1

神道系 単立・神道系 6970 袖摺稲荷神社 111-0032 台東区浅草５－４８－１０ 矢野  泰良 (3844)1575 S49.9.4

仏教系 天台宗 970 金蔵寺 111-0042 台東区寿１－１７－２ 藤田　泰道 (3841)7804 S27.10.10

仏教系 天台宗 971 華蔵院 111-0041 台東区元浅草１－１７－２ 釋氏　亮演 (3844)3648 S27.10.17

仏教系 天台宗 972 永久寺 110-0011 台東区三ノ輪２－１４－５ 松本　行泰 (3801)6328 S27.10.10

仏教系 天台宗 973 嶺照院 110-0004 台東区下谷２－１８－２ 羽場　慈泉 (3872)0050 S27.10.10

仏教系 天台宗 991 大行院 111-0032 台東区浅草２－３－１ 大久保　雄正 (5828)0132 S27.9.29

仏教系 天台宗 992 東光院 111-0035 台東区西浅草３－１１－２ 木村　周誠 (3842)1755 S27.9.29

仏教系 天台宗 993 清水寺 111-0036 台東区松が谷２－２５－１０ 青木　親純 (3844)7672 S27.9.29

仏教系 天台宗 994 常福寺 111-0042 台東区寿２－６－３ 滝口　康道 (3841)8935 S27.9.29

仏教系 天台宗 995 不動院 111-0023 台東区橋場２－１４－１９ 神谷　亮諭 (3872)5532 S27.10.6

仏教系 天台宗 996 栄藏寺 111-0041 台東区元浅草２－９－２ 濱名　徳峰 (3844)7925 S27.10.10

仏教系 天台宗 998 藥王寺 110-0003 台東区根岸５－１８－５ 中曽根　真北 (3873)9686 S27.10.10

仏教系 天台宗 999 燈明寺 110-0014 台東区北上野２－１－５ 水谷　祐之 (3844)6812 S27.9.29

仏教系 天台宗 1000 天王寺 110-0001 台東区谷中７－１４－８ 末廣　照純 (3821)4474 S27.9.25

仏教系 天台宗 1001 了俒寺 110-0001 台東区谷中７－１７－２ 松岡　廣泰 (3821)4552 S27.9.25

仏教系 天台宗 1002 大泉寺 110-0001 台東区谷中６－２－１３ 杜多　道宏 (3821)5504 S27.9.25

仏教系 天台宗 1003 法藏院 110-0001 台東区谷中１－６－２６ 杜多　徳雄 (3821)7463 S27.10.3

仏教系 天台宗 1004 金嶺寺 110-0001 台東区谷中１－６－２７ 末廣　正栄 (3821)4529 S27.9.25

仏教系 天台宗 1005 總持院 110-0001 台東区谷中６－２－３３ 林田　堯生 (3828)6795 S27.9.25
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仏教系 天台宗 1648 龍寶寺 111-0051 台東区蔵前４－３６－７ 釋氏　亮演 (3851)3587 S27.10.10

仏教系 天台宗 1827 護国院 110-0007 台東区上野公園１０－１8 神田　隆順 (3821)3906 S27.9.25

仏教系 天台宗 1828 津梁院 110-0002
台東区上野桜木１－１４－２
９

長澤　徳栄 (3821)6887 S27.9.25

仏教系 天台宗 1829 円珠院 110-0002 台東区上野桜木１－５－３ 杉谷　義恭 (3821)6048 S27.9.25

仏教系 天台宗 1830 元光院 110-0007 台東区上野公園１６－２４ 加藤　孝忍 (3821)4265 S27.9.25

仏教系 天台宗 1831 等覚院 110-0007 台東区上野公園１６－３ 石川　亮岳 (3821)4280 S27.9.25

仏教系 天台宗 1832 現龍院 110-0007 台東区上野公園１５－２５ 浦井　晃俊 (3821)3466 S27.10.3

仏教系 天台宗 1833 本覺院 110-0007 台東区上野公園１６－２２ 大照　晃祐 (3821)4288 S28.4.6

仏教系 天台宗 1834 修禅院 110-0007 台東区上野公園１５－２４ 水上　文義 (3821)6277 S27.9.25

仏教系 天台宗 1835 泉龍院 110-0007 台東区上野公園１５－２３ 青沼　智裕 (3821)6709 S27.9.25

仏教系 天台宗 1836 覚成院 110-0007 台東区上野公園１６－２ 髙橋　和幸 (3821)7419 S27.9.29

仏教系 天台宗 1837 吉祥院 110-0007 台東区上野公園１５－２１ 西林　乗唯 (3824)1065 S27.9.25

仏教系 天台宗 1838 眞如院 110-0007 台東区上野公園１５－１７ 大多喜　義慶 (3821)5074 S27.9.25

仏教系 天台宗 1839 福聚院 110-0007 台東区上野公園１６－１３ 北岡　興真 (3821)0473 S27.9.25

仏教系 天台宗 1840 見明院 110-0007 台東区上野公園１６－１８ 細野　順亮 (3821)3656 S27.9.25

仏教系 天台宗 1841 寒松院 110-0007 台東区上野公園１５－１１ 宮部　亮侑 (3821)3014 S27.9.25

仏教系 天台宗 1842 林光院 110-0007 台東区上野公園１５－９ 古宇田　延雄 (3821)4250 S27.9.25

仏教系 天台宗 1843 養寿院 110-0002 台東区上野桜木１－１５－３ 赤沼　廣海 (3821)6481 S27.9.25

仏教系 天台宗 1844 東漸院 110-0007 台東区上野公園１６－３ 筑土　仁海 (3821)6442 S27.9.25

仏教系 天台宗 1845 浄名院 110-0002 台東区上野桜木２－６－４ 佐藤　良和 (3828)2791 S27.9.18

仏教系 天台宗 2436 輪王寺 110-0007 台東区上野公園１４－５ 浦井　正明 (3821)4050 S28.3.30

仏教系 天台宗 2437 春性院 110-0007 台東区上野公園１６－７ 二宮  守寛 (3821)4031 S28.2.18

仏教系 天台宗 200037 寛永寺 110-0002
台東区上野桜木１－１４－１
１

浦井　正明 (3821)1259 S28.3.30

仏教系 真言宗智山派 3328 西蔵院 110-0003 台東区根岸３－１２－３８ 廿楽　義栄 (3872)0491 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3329 龍泉寺 110-0012 台東区竜泉２－１７－１５ 髙神　信一 (3873)1979 S28.2.20
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仏教系 真言宗智山派 3330 延命院 111-0041 台東区元浅草４－５－２ 中村　英隆 (3841)7122 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3331 観蔵院 111-0041 台東区元浅草３－１８－５ 宮澤　宥哲 (3843)7244 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3332 吉祥院 111-0041 台東区元浅草２－１－１４ 小山　良寿 (3841)7223 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3333 地蔵院 111-0041 台東区元浅草１－１５－８ 相澤　良宣 (3841)8073 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3334 大聖院 110-0014 台東区北上野１－１－５ 木村  照典 (3843)8589 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3335 成就院 110-0015 台東区東上野３－３２－１５ 福田　亮雄 (3831)2534 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3336 不動院 111-0042 台東区寿２－５－２ 福田　亮二 (3842)7800 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3337 威光院 111-0042 台東区寿２－６－８ 堀井　隆宏 (3841)2170 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3338 仙蔵寺 111-0042 台東区寿２－８－１５ 青龍寺　空芳 (3844)1181 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3339 成就院 111-0041 台東区元浅草４－８－１２ 小鍋　靖仁 (3841)3632 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3340 大乘院 111-0041 台東区元浅草４－５－１６ 星　裕英 (3841)0784 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3341 正福院 111-0041 台東区元浅草４－７－２１ 加久保　範祐 (3841)9583 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3342 常信教会 110-0011 台東区三ノ輪１－１７－６ 大隅　智弘 (3873)8221 S27.12.29

仏教系 真言宗智山派 4226 龍福院 111-0041 台東区元浅草３－１７－２ 服部　龍一 (3841)1241 S28.2.21

仏教系 真言宗豊山派 2760 多寶院 110-0001 台東区谷中６－２－３５ 杉山　晶信 (3821)3807 S28.4.28

仏教系 真言宗豊山派 2761 觀智院 110-0001 台東区谷中５－２－４ 石本　厚順 (3821)5240 S28.4.3

仏教系 真言宗豊山派 2762 世尊寺 110-0003 台東区根岸３－１３－２２ 中　達哉 (3872)4795 S28.4.28

仏教系 真言宗豊山派 2763 千手院 110-0003 台東区根岸３－１２－４８ 中　正宣 (3875)4794 S28.4.28

仏教系 真言宗豊山派 4632 観音寺 110-0001 台東区谷中５－８－２８ 木村  立雄 (3821)4053 S28.10.23

仏教系 真言宗豊山派 4635 長久院 110-0001 台東区谷中６－２－１６ 橘　信雄 (3821)0977 S28.10.19

仏教系 真言宗豊山派 4637 明王院 110-0001 台東区谷中５－４－２ 塩田　雄史 (3821)9216 S28.10.20

仏教系 真言宗豊山派 4638 宝蔵院 111-0022 台東区清川１－３－５ 石井　栄城 (3872)2873 S28.11.24

仏教系 新義真言宗 4633 加納院 110-0001 台東区谷中５－８－５ 森　宏道 (3821)3636 S28.10.19

仏教系 新義真言宗 4634 西光寺 110-0001 台東区谷中６－２－２０ 石川　泰堂 (3828)0925 S28.10.19

仏教系 新義真言宗 4636 自性院 110-0001 台東区谷中６－２－８ 矢島  弘惇 (3823)3367 S28.11.24
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仏教系
真言宗霊雲寺
派

3655 妙極院 110-0008 台東区池之端２－５－３０ 羽生  智彦 (3821)5352 S28.4.3

仏教系
真言宗霊雲寺
派

3656 大空庵 110-0003 台東区根岸５－８－１２ 瀬間　義信 (3874)4719 S28.8.20

仏教系 浄土宗 700 法林寺 111-0051 台東区蔵前４－１５－２ 大谷　泰彦 (3863)1020 S27.9.24

仏教系 浄土宗 701 真行院 111-0051 台東区蔵前４－１２－５ 飯島　政明 (3863)2525 S27.9.24

仏教系 浄土宗 702 長應院 111-0051 台東区蔵前４－１７－１４ 谷口　昌良 (3851)6601 S27.9.24

仏教系 浄土宗 703 西福寺 111-0051 台東区蔵前４－１６－１６ 成田　洋志 (3851)2008 S27.10.6

仏教系 浄土宗 704 信入院 111-0054 台東区鳥越２－１４－５ 渡邊　清明 (3851)8677 S27.9.24

仏教系 浄土宗 705 壽松院 111-0054 台東区鳥越２－１３－２ 木村　滋恵 (3851)1473 S27.9.24

仏教系 浄土宗 706 西光院 111-0042 台東区寿１－１２－１４ 若林　隆壽 (3841)6083 S27.9.24

仏教系 浄土宗 707 龍寳寺 111-0042 台東区寿１－２１－１ 窪川　大樹 (3841)3896 S27.10.1

仏教系 浄土宗 708 清光寺 111-0035 台東区西浅草１－７－１９ 岡本　幸宗 (3841)7771 S27.9.24

仏教系 浄土宗 709 良狹院 111-0035 台東区西浅草３－５－５ 川合　聡史 (3844)4828 S27.9.24

仏教系 浄土宗 710 天嶽院 111-0035 台東区西浅草３－１４－１ 大野　智行 (3841)5105 S27.9.27

仏教系 浄土宗 711 宗圓寺 111-0042 台東区寿２－７－９ 杉山　弘信 (3841)1135 S27.11.17

仏教系 浄土宗 712 正定寺 111-0036 台東区松が谷２－１－２ 原　善順 (3841)1853 S27.10.17

仏教系 浄土宗 713 光感寺 111-0036 台東区松が谷２－２０－３ 奥本　常昭 (3844)5512 S27.9.24

仏教系 浄土宗 714 聖徳寺 111-0036 台東区松が谷２－３－３ 松本　賢香 (3844)5523 S27.9.24

仏教系 浄土宗 715 了源寺 111-0041 台東区元浅草３－１７－５ 森下　慎一 (3844)0323 S27.9.24

仏教系 浄土宗 716 行安寺 111-0036 台東区松が谷１－９－１４ 鈴木　亮達 (3847)0108 S27.9.24

仏教系 浄土宗 717 宗源寺 110-0015 台東区東上野５－１－６ 齋藤　喜徳 (3841)3212 S27.9.24

仏教系 浄土宗 718 長圓寺 111-0036 台東区松が谷３－９－２ 蓮沼　量永 (3844)6752 S27.9.24

仏教系 浄土宗 721 静蓮寺 110-0004 台東区下谷１－１２－２１ 原　善順 (3843)4034 S27.10.2

仏教系 浄土宗 722 長松寺 110-0004 台東区下谷１－８－２０ 松濤　哲二 (3844)5949 S27.9.24

仏教系 浄土宗 723 最上寺 110-0004 台東区下谷１－８－９ 松濤　達人 (3841)8494 S27.9.24

仏教系 浄土宗 724 泰寿院 110-0004 台東区下谷２－１１－１２ 麻谷　尭正 (3872)8910 S27.10.6
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仏教系 浄土宗 725 英信寺 110-0004 台東区下谷２－５－１４ 嘉藤　哲也 (3872)2356 S27.10.1

仏教系 浄土宗 726 安楽寺 110-0003 台東区根岸４－１－３ 伊藤　広喜 (3872)3863 S27.9.24

仏教系 浄土宗 743 勝運寺 111-0024 台東区今戸２－２３－６ 坂上　典翁 (3872)7242 S27.9.22

仏教系 浄土宗 745 念佛院 111-0022 台東区清川１－２－５ 中野　良平 (3873)0642 S27.9.22

仏教系 浄土宗 746 玉蓮院 111-0023 台東区橋場１－１０－１１ 古屋　道明 (3874)9349 S27.10.6

仏教系 浄土宗 747 保元寺 111-0023 台東区橋場１－４－７ 里見　達人 (3873)4448 S27.9.22

仏教系 浄土宗 748 広徳寺 111-0025 台東区東浅草２－１５－１ 松本　定章 (3875)1578 S27.9.24

仏教系 浄土宗 749 春慶院 111-0025 台東区東浅草２－１４－１ 高瀬　弘文 (3873)1080 S27.9.22

仏教系 浄土宗 750 光照院 111-0022 台東区清川１－８－１１ 吉水　岳彦 (3872)8487 S27.9.27

仏教系 浄土宗 751 道林寺 111-0025 台東区東浅草２－２－１０ 嶋田　之雄 (3873)6181 S27.9.26

仏教系 浄土宗 752 瑞泉寺 111-0024 台東区今戸２－１７－３ 一瀬　智行 (3873)5905 S27.9.22

仏教系 浄土宗 757 大音寺 110-0012 台東区竜泉１－２１－１７ 髙瀬　昇賢 (3873)3837 S27.9.20

仏教系 浄土宗 758 萬徳寺 110-0003 台東区根岸５－１－１３ 高井　弌隆 (3874)5515 S27.9.27

仏教系 浄土宗 759 寿永寺 110-0011 台東区三ノ輪１－２２－１５ 澤　煌礼 (3873)2402 S27.9.27

仏教系 浄土宗 760 西念寺 110-0003 台東区根岸３－１３－１７ 佐山　哲郎 (3873)3242 S27.9.26

仏教系 浄土宗 1642 榧寺 111-0051 台東区蔵前３－２２－９ 日比野　郁皓 (3851)4729 S27.12.29

仏教系 浄土宗 4181 浄念寺 111-0051 台東区蔵前４－１８－１１ 石田　典正 (3851)1921 S28.5.11

仏教系 浄土宗 4182 長寿院 111-0054 台東区鳥越２－１３－１８ 北川　一有 (3851)4250 S28.5.11

仏教系 浄土宗 4183 仰願寺 111-0022 台東区清川１－４－６ 當麻　祐紀 (3873)6248 S28.5.4

仏教系 浄土宗 4184 九品寺 111-0033 台東区花川戸２－１１－１３ 荻野　順雄 (3844)8366 S28.5.4

仏教系 浄土宗 4258 誓教寺 111-0041 台東区元浅草４－６－９ 本多　英之 (3841)5631 S28.7.10

仏教系 浄土宗 4259 源空寺 110-0015 台東区東上野６－１９－２ 角岡　隆壽 (3844)1131 S28.4.20

仏教系 浄土宗 4260 永昌寺 110-0015 台東区東上野５－１－２ 青山　法晋 (3841)5289 S28.7.22

仏教系 浄土宗 4261 光明寺 111-0041 台東区元浅草４－７－１０ 大野　泰行 (3845)4710 S28.7.10

仏教系 浄土宗 4262 廣大寺 111-0036 台東区松が谷１－４－３ 小林　豊明 (3844)4926 S28.8.14

40 / 232 ページ



系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

仏教系 浄土宗 4837 凉源寺 111-0036 台東区松が谷２－１９－７ 吉田　泰樹 (3844)9597 S28.1.14

仏教系 浄土宗 200014 功徳林寺 110-0001 台東区谷中７－６－９ 新谷　仁海 (3821)4469 S27.9.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

880 永称寺 110-0003 台東区根岸３－１２－４４ 和久　照隆 (3876)2414 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

888 浄雲寺 111-0022 台東区清川１－４－１３ 荒木　尚太 (3873)4490 S27.10.30

仏教系
浄土真宗本願
寺派

889 稱福寺 111-0024 台東区今戸２－５－４ 小野島　康雄 (3875)8841 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2829 歓名寺 111-0041 台東区元浅草３－１７－１５ 鈴木　孝典 (3841)7256 S28.11.28

仏教系 真宗大谷派 3455 西光寺 111-0035 台東区西浅草１－６－２ 佐々木　和之 (3844)1209 S28.6.17

仏教系 真宗大谷派 3456 等光寺 111-0035 台東区西浅草１－６－１ 佐々木　和之 (3841)7641 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3457 専勝寺 111-0035 台東区西浅草１－８－４ 碧海　宏 (3844)5465 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3462 通覚寺 111-0035 台東区西浅草１－６－６ 稲垣　信夫 (3844)0083 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3463 運行寺 111-0035 台東区西浅草１－７－１２ 菅原　侍 (3844)0079 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3464 宗恩寺 111-0035 台東区西浅草１－６－７ 織田　繁 (3844)5358 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3465 長敬寺 111-0035 台東区西浅草１－２－７ 八岡　宏祐 (3844)2417 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3466 敬覚寺 111-0035 台東区西浅草１－８－２ 浅野　彰夫 (3841)0393 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3467 圓照寺 111-0035 台東区西浅草１－９－３ 花園　彰 (3844)1990 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3468 來應寺 111-0035 台東区西浅草１－６－１２ 堀　秀隆 (3844)9267 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3469 光円寺 111-0035 台東区西浅草１－７－１１ 菊池　弘昭 (3841)7810 S28.5.15

仏教系 真宗大谷派 3471 光桂寺 111-0036 台東区松が谷１－５－１２ 内藤　友樹 (3841)4043 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3474 善照寺 111-0042 台東区寿１－１１－８ 安藤  護 (3841)7977 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3475 嚴念寺 111-0042 台東区寿１－１１－２ 菅原　建 (3844)9383 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3476 栄敬寺 111-0042 台東区寿１－１１－１８ 小笠原　元 (3844)6720 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3477 通入寺 111-0022 台東区清川１－１１－１２ 伊東　良誓 (3872)8757 S28.9.3

仏教系 真宗大谷派 3478 本龍寺 111-0024 台東区今戸１－６－１８ 本多　弘之 (3875)7676 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3481 隨徳寺 110-0004 台東区下谷２－１８－７ 葦名　弘 (3873)1075 S28.6.16

仏教系 真宗大谷派 3482 等覚寺 111-0041 台東区元浅草２－１０－１７ 朝倉　創 (3841)2844 S28.5.28
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仏教系 真宗大谷派 3484 西岸寺 110-0015 台東区東上野６－１５－５ 友松　雅英 (3841)4764 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3487 聞成寺 110-0015 台東区東上野６－１５－１０ 佐竹　貫裕 (3841)7994 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3488 源隆寺 110-0015 台東区東上野６－１５－１１ 白川  良行 (3841)4507 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3489 浄林寺 110-0015 台東区東上野６－１７－１５ 一色　義行 (3841)1889 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3490 真覚寺 110-0015 台東区東上野６－１７－１８ 日野　照純 (3841)1794 S28.7.30

仏教系 真宗大谷派 3492 浄正寺 110-0015 台東区東上野６－６－２ 大原　文雄 (3841)2877 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3493 専念寺 110-0015 台東区東上野６－６－３ 田澤　信行 (3844)7646 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3494 長泉寺 110-0015 台東区東上野６－１８－４ 井上　哲哉 (3841)3765 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3495 明順寺 110-0015 台東区東上野６－１０－１２ 齋藤　明聖 (3841)1898 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3496 長善寺 110-0015 台東区東上野６－６－１３ 筧　芳惠 (3841)1670 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3497 正行寺 110-0015 台東区東上野６－１５－１４ 佐藤　天章 (3844)3228 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3498 林光寺 110-0015 台東区東上野６－６－１４ 久萬壽　誓心 (3844)5578 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3499 報恩寺 110-0015 台東区東上野６－１３－１３ 坂東　性悦 (3844)2538 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3500 光照寺 110-0015 台東区東上野６－１４－１０ 輕部　英隆 (3841)1966 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 3503 福成寺 110-0008 台東区池之端１－２－２ 西尾　朋央 (3831)2877 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3504 忠綱寺 110-0008 台東区池之端２－５－４３ 渡辺  順勝 (3821)4900 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3505 教證寺 110-0008 台東区池之端１－２－５ 坪内　富士夫 (3821)4151 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 3506 宗善寺 110-0001 台東区谷中１－７－３１ 山名　広隆 (3821)1761 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 4148 眞敬寺 111-0042 台東区寿１－１１－７ 廣瀬　朋宏 (3841)1986 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 4149 願龍寺 111-0035 台東区西浅草１－２－１６ 小林　潤一 (3845)0471 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 200067 西光寺 110-0015 台東区東上野６－１５－６ 藤石　哲朗 (3841)3229 S28.6.17

仏教系 真宗大谷派 200229 西照寺 110-0015 台東区東上野６－２－４ 内藤　康雄 (3841)2217 S28.5.28

仏教系 真宗高田派 2360 覚音寺 110-0041 台東区元浅草３－１７－１４ 田中　玄寿 (3841)1292 S27.11.18

仏教系 真宗高田派 2361 願信寺 111-0041 台東区元浅草３－１７－１８ 永  克利 (3841)7316 S27.11.29

仏教系 真宗高田派 2362 本行寺 111-0041 台東区元浅草３－１８－３ 山中　悠俊 (3841)1368 S27.12.11
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仏教系 真宗高田派 2363 稱念寺 111-0041 台東区元浅草３－１８－２ 永　滋雄 (3841)5669 S27.11.18

仏教系 真宗高田派 2364 唯念寺 111-0041 台東区元浅草２－１１－３ 若桜木　清孝 (3831)1549 S27.11.29

仏教系 真宗高田派 2365 願寿寺 111-0041 台東区元浅草２－７－４ 櫻木谷　正隆 (3835)1741 S27.11.29

仏教系 真宗仏光寺派 4860 大照寺 110-0012 台東区竜泉１－２０－６ 吉田　美和子 (3872)8323 S28.7.20

仏教系 真宗仏光寺派 4861 光照山西徳寺 110-0012 台東区竜泉１－２０－１９ 山崎　哲 (3875)3351 S28.7.20

仏教系 時宗 4744 日輪寺 111-0035 台東区西浅草３－１５－６ 関口　勇一 (3841)5781 S28.5.2

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3742 休昌院 110-0008 台東区池之端２－５－３８ 大曽根　一清 (3821)4236 S28.6.8

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3743 長安寺 110-0001 台東区谷中５－２－２２ 杉村　宗透 (3828)1094 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3748 瑞松院 110-0001 台東区谷中１－４－１０ 三阪　暢栄 (3828)7937 S28.6.8

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3749 正慶寺 110-0008 台東区池之端２－４－２２ 釋　光堂 (3821)3698 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3750 頤神院 110-0001 台東区谷中４－３－２７ 児玉　文晃 (3821)4767 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3751 東淵寺 110-0008 台東区池之端２－４－２５ 澤　俊道 (3821)4897 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3753 霊梅院 110-0001 台東区谷中５－８－１９ 土方  弘道 (3821)7974 S28.6.26

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3764 金龍寺 111-0042 台東区寿２－１０－４ 並木　淳 (3841)1747 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3765 桃林寺 111-0042 台東区寿１－１９－１ 成田　孝英 (3841)3136 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3766 長徳院 111-0036 台東区松が谷３－８－８ 後藤　宗孚 (3844)4426 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3768 霊梅寺 111-0036 台東区松が谷３－３－４ 新井　浩道 (3841)5985 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3769 正燈寺 110-0012 台東区竜泉１－２３－１１ 眞金　文春 (3872)4572 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3770 円光寺 110-0003 台東区根岸３－１１－４ 堀見　洋明 (3872)0762 S28.6.30

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3771 了源院 110-0004 台東区下谷３－６－６ 岩橋　道一 (3873)0318 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

4264 天龍院 110-0001 台東区谷中４－４－３３ 北折　真一 (3821)3857 S28.6.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

4267 天眼寺 110-0001 台東区谷中１－２－１４ 東　瑞芳 (3821)7718 S28.10.19

仏教系
臨済宗妙心寺
派

4269 海禅寺 111-0036 台東区松が谷３－３－３ 後藤　法山 (3841)2742 S29.4.13

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4902 月洲寺 110-0012 台東区竜泉２－１５－１１ 河又  宗道 (3872)7949 S28.9.1

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3616 徳雲院 110-0015 台東区東上野４－１－４ 山本　裕司 (3844)4465 S28.3.30
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仏教系
臨済宗大徳寺
派

3617 宋雲院 110-0015 台東区東上野４－１－１２ 山本　義寛 (3844)3711 S28.3.30

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3630 臨江寺 110-0001 台東区谷中１－４－１３ 細見　秀峰 (3821)7593 S28.4.10

仏教系
臨済宗國泰寺
派

2836 全生庵 110-0001 台東区谷中５－４－７ 平井　正修 (3821)4715 S28.7.9

仏教系
臨済宗興聖寺
派

4266 興禅寺 110-0001 台東区谷中５－２－１１ 山崎　正紘 (3821)3684 S29.1.28

仏教系 曹洞宗 3835 慶養寺 111-0024 台東区今戸１－６－２２ 浅野　良徳 (3873)4021 S28.10.8

仏教系 曹洞宗 3836 福寿院 111-0023 台東区橋場１－１６－２ 野口　達朗 (3872)7619 S28.8.14

仏教系 曹洞宗 3837 東禅寺 111-0025 台東区東浅草２－１２－１３ 福田　恵文 (3873)4212 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3838 安昌寺 111-0024 台東区今戸２－１－１２ 渡邊　雪雄 (3872)7026 S28.9.9

仏教系 曹洞宗 3839 潮江院 111-0024 台東区今戸１－６－７ 山井　良徹 (3874)1744 S28.10.8

仏教系 曹洞宗 3842 梅林寺 110-0011 台東区三ノ輪１－２７－３ 喜谷　良宗 (3872)2611 S28.9.22

仏教系 曹洞宗 3844 永伝寺 111-0022 台東区清川１－１３－１４ 川上　宗勇 (3875)5433 S28.9.21

仏教系 曹洞宗 3846 出山寺 111-0022 台東区清川１－１３－１３ 木谷　裕雅 (3873)6142 S28.8.14

仏教系 曹洞宗 3847 永見寺 111-0042 台東区寿２－７－６ 葛西  好雄 (3844)3940 S28.7.23

仏教系 曹洞宗 3848 萬隆寺 111-0035 台東区西浅草３－２７－２２ 来馬　恭輔 (3841)5302 S29.3.8

仏教系 曹洞宗 3849 本然寺 111-0035 台東区西浅草３－２５－３ 西澤　智康 (3841)1974 S28.9.1

仏教系 曹洞宗 3850 曹源寺 111-0036 台東区松が谷３－７－２ 久我　修照 (3841)2035 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3851 祝言寺 111-0036 台東区松が谷１－６－１７ 上村　唯行 (3844)4762 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3852 玉宗寺 111-0042 台東区寿２－５－１４ 續　大雄 (3844)4444 S28.7.21

仏教系 曹洞宗 3853 正覚寺 110-0013 台東区入谷１－２８－７ 鈴木　成典 (3872)1824 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3854 龍谷寺 110-0015 台東区東上野５－５－２１ 花井　克成 (3841)2213 S28.8.11

仏教系 曹洞宗 3855 正洞院 110-0004 台東区下谷２－６－２ 戸谷　秀幸 (3873)5338 S28.7.27

仏教系 曹洞宗 3856 宗慶寺 110-0004 台東区下谷２－１４－５ 竹原　法雄 (3873)4772 S29.1.23

仏教系 曹洞宗 3859 全得寺 110-0004 台東区下谷３－１－４ 竹原　照雄 S28.9.21

仏教系 曹洞宗 3863 弁天院 110-0012 台東区竜泉１－１５－９ 戸谷　秀幸 (3872)0478 S28.11.20

仏教系 曹洞宗 3865 松源寺 111-0036 台東区松が谷２－１３－３ 佐々木　素明 (3844)2675 S29.1.23
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仏教系 曹洞宗 3875 玉林寺 110-0001 台東区谷中１－７－１５ 山口　雄太 (3821)4354 S28.7.24

仏教系 曹洞宗 3877 永久寺 110-0001 台東区谷中４－２－３７ 平塚　洪基 (3821)4618 S28.7.23

仏教系 曹洞宗 3882 東国寺 111-0036 台東区松が谷１－２－３ 乙部　活機 (3841)0871 S29.1.23

仏教系 曹洞宗 4879 松吟寺 111-0023 台東区橋場２－５－３ 木谷　裕雅 (3873)3898 S29.2.10

仏教系 曹洞宗 4958 法清寺 110-0004 台東区下谷１－８－２２ 奈良　修一 (3844)9845 S28.9.15

仏教系 日蓮宗 45 瑞輪寺 110-0001 台東区谷中４－２－５ 井上　瑞雄 (3821)4373 S27.7.24

仏教系 日蓮宗 46 妙情寺 110-0001 台東区谷中１－５－５ 秋山　浩一 (3821)5295 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 47 長昌寺 111-0024 台東区今戸２－３２－１６ 鈴木　海光 (3873)0763 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 48 妙顕寺 110-0008 台東区池之端２－４－１９ 長谷川　義彰 (3821)2093 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 49 正法寺 111-0025 台東区東浅草１－１－１５ 佐野　詮修 (3873)4488 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 50 本寿寺 110-0001 台東区谷中１－４－９ 梶原　壽浩 (3821)5897 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 51 龍谷寺 110-0001 台東区谷中４－２－３５ 大坂　浩規 (3821)4575 S28.7.9

仏教系 日蓮宗 52 妙法寺 110-0001 台東区谷中４－４－３０ 松本　宏明 (3821)3954 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 53 浄延院 110-0001 台東区谷中４－１－８ 菅野　龍清 (3821)5130 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 54 久成院 110-0001 台東区谷中４－１－５ 金森　錬幸 (3821)5948 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 55 大圓寺 110-0001 台東区谷中３－１－２ 豊田　昌樹 (3821)2820 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 56 養泉寺 110-0001 台東区谷中５－２－２８ 本郷　真司 (3821)5236 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 57 大雄寺 110-0001 台東区谷中６－１－２６ 北山　孝雄 (3821)1523 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 58 妙福寺 110-0001 台東区谷中１－７－４１ 冨永　恵生 (3821)4082 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 59 大正寺 110-0008 台東区池之端２－１－２１ 飛鳥　亘央 (3824)0129 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 60 要傳寺 110-0003 台東区根岸３－４－１４ 高森　大乗 (3873)5414 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 61 福相寺 110-0001 台東区谷中５－４－９ 坂誥　教正 (3821)6796 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 62 感應寺 110-0001 台東区谷中６－２－４ 小倉　俊学 (3821)7631 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 63 信行寺 110-0001 台東区谷中１－５－７ 和田　全照 (3821)6902 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 64 一乗寺 110-0001 台東区谷中１－６－１ 肉倉　堯雄 (3823)4261 S27.7.9
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仏教系 日蓮宗 65 正行院 110-0001 台東区谷中４－１－６ 金森　錬幸 (3821)5787 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 66 長運寺 110-0001 台東区谷中１－７－４ 片桐　大雄 (3821)6010 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 67 佛心寺 110-0001 台東区谷中１－５－３５ 神保　泰晴 (3821)5304 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 68 大行寺 110-0001 台東区谷中６－１－１３ 荒居　稔宣 (3821)3828 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 69 本妙院 110-0001 台東区谷中４－２－１１ 田村　行完 (3823)0365 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 70 妙圓寺 110-0001 台東区谷中４－４－２９ 宇野　壽扇 (3821)6679 S27.7.24

仏教系 日蓮宗 71 徳大寺 110-0005 台東区上野４－６－２ 關　観亮 (3831)4541 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 80 龍王院 110-0002 台東区上野桜木２－８－６ 石川　央樹 08032028375 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 95 長遠寺 111-0041 台東区元浅草２－２－３ 山本　玄勝 (3841)1972 S27.8.1

仏教系 日蓮宗 324 法泉寺 111-0041 台東区元浅草１－１４－３ 伊藤　海祐 (3841)2846 S27.7.11

仏教系 日蓮宗 325 善慶寺 111-0041 台東区元浅草４－６－６ 本間　皓司 (3841)7037 S27.7.11

仏教系 日蓮宗 326 妙経寺 111-0041 台東区元浅草２－５－１３ 山口　裕光 (3841)7289 S27.7.25

仏教系 日蓮宗 327 本覚寺 111-0036 台東区松が谷２－８－１５ 沖　真弘 (3844)2836 S27.7.12

仏教系 日蓮宗 328 寿仙院 111-0035 台東区西浅草３－２８－１ 﨑津　寛光 (3841)5673 S27.7.11

仏教系 日蓮宗 407 長明寺 110-0001 台東区谷中５－１０－１０ 木内　隆志 (3821)3393 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 409 日蓮宗妙義教会 110-0012 台東区竜泉３－８－６ 奈良　慈徹 (3873)2718 S27.7.31

仏教系 日蓮宗 416 本光寺 110-0001 台東区谷中１－５－２ 金子　幹生 (3821)6406 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 417 長久寺 110-0001 台東区谷中５－４－１１ 小田　教雄 (3821)5872 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 418 龍泉寺 110-0001 台東区谷中５－９－２６ 土田　恵敬 (3821)4601 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 419 躰仙院 110-0001 台東区谷中４－１－７ 寺福　秀彰 (3821)4895 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 420 正覚寺 111-0041 台東区元浅草４－９－１１ 草ケ谷　秀人 (3841)0983 S27.7.23

仏教系 日蓮宗 421 経王寺 111-0041 台東区元浅草２－８－４ 鈴木　惠雄 (3844)0667 S27.7.12

仏教系 日蓮宗 426 本法寺 111-0042 台東区寿２－９－７ 西川　隆庸 (3843)4843 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 427 日蓮宗浅草教会 111-0056 台東区小島１－４－１７ 保福　貴晶 (3866)2460 S27.7.12

仏教系 日蓮宗 463 安立寺 110-0001 台東区谷中５－３－１７ 越塚　裕規 (3821)3813 S27.9.3
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仏教系 日蓮宗 2431 宗林寺 110-0001 台東区谷中３－１０－２２ 梶原  壽雄 (3821)0626 S28.12.8

仏教系 日蓮宗 2835 宝晃寺 111-0025 台東区東浅草２－２５－１６ 渡邉　宝道 (3876)0280 S28.10.20

仏教系 日蓮宗 4775 蓮城寺 110-0015 台東区東上野５－４－７ 河上　和光 (3841)3539 S27.8.19

仏教系 日蓮宗 4776 養傳寺 110-0001 台東区谷中５－２－１６ 本郷　裕司 (3821)6018 S28.9.15

仏教系 日蓮宗 4777 常在寺 110-0001 台東区谷中５－２－２５ 落井　良彦 (3821)4427 S28.8.20

仏教系 日蓮宗 4778 本立寺 110-0001 台東区谷中５－８－７ 望月　淳宏 (3821)1849 S28.9.15

仏教系 日蓮宗 4779 延壽寺 110-0001 台東区谷中１－７－３６ 竹内　煌雲 (3821)5502 S28.8.11

仏教系 日蓮宗 4780 上聖寺 110-0001 台東区谷中１－５－３ 豊田  英成 (3821)2698 S27.8.19

仏教系 日蓮宗 4781 領玄寺 110-0001 台東区谷中４－３－５ 中濃　教純 (3828)1083 S28.8.11

仏教系 日蓮宗 4782 妙雲寺 110-0001 台東区谷中６－２－３９ 吉田　見悠 (3821)0849 S28.8.11

仏教系 日蓮宗 4783 覚性寺 110-0008 台東区池之端２－１－１７ 佐々木　隆一 (3828)0475 S28.8.14

仏教系 日蓮宗 4784 宗賢寺 110-0008 台東区池之端２－１－１５ 岡　玄康 (3821)6206 S28.9.21

仏教系 日蓮宗 4789 妙音寺 111-0036 台東区松が谷１－１４－６ 岡﨑　英里 (3844)9498 S29.1.18

仏教系 日蓮宗 4838 立善寺 110-0001 台東区谷中５－４－１９ 菊田　貫俊 (3821)3941 S28.8.14

仏教系 日蓮宗 4983 日蓮宗三笠教会 110-0011 台東区三ノ輪１－２４－５ 長谷川　玄應 (3873)5160 S29.4.14

仏教系 日蓮宗 6671 日蓮宗坂本教会 110-0004 台東区下谷１－６－１ 関　宏倫 (3844)5369 S33.10.14

仏教系 顕本法華宗 3635 本授寺 110-0001 台東区谷中３－１１－１６ 大塚  正純 (3821)0369 S28.6.1

仏教系 顕本法華宗 3718 報恩閣 111-0053 台東区浅草橋１－３５－１ 田島　光男 (3851)2421 S28.2.16

仏教系
法華宗（本門
流）

4567 真源寺 110-0004 台東区下谷１－１２－１６ 蓮池　光洋 (3841)2569 S28.12.14

仏教系
法華宗（本門
流）

4568 法昌寺 110-0004 台東区下谷２－１０－６ 福島　泰樹 (3872)5891 S28.9.28

仏教系
法華宗（本門
流）

4569 感應寺 110-0004 台東区下谷２－８－３ 福島　大祐 (3873)3322 S28.10.12

仏教系
法華宗（本門
流）

4571 妙泉寺 110-0001 台東区谷中１－５－３４ 井上　寛隆 (3821)8908 S28.12.14

仏教系
法華宗（本門
流）

4572 長国寺 111-0031 台東区千束３－１９－６ 井桁　榮秀 (3872)1667 S28.9.21

仏教系
法華宗（本門
流）

4573 本性寺 111-0022 台東区清川１－１－２ 久野　晃秀 (3873)0611 S28.10.14

仏教系
法華宗（本門
流）

4577 聖恩教会 110-0003 台東区根岸３－１２－３０ 長田　好弘 　　　　　 S27.12.29
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仏教系
法華宗（陣門
流）

2517 本通寺 110-0001 台東区谷中４－２－３３ 田邉　尚志 (3821)5923 S27.11.11

仏教系 （非）聖観音宗 4718 浅草寺 111-0032 台東区浅草２－３－１ 守山　雄順 (3842)0181 S28.4.20

仏教系 （非）聖観音宗 4719 医王院 111-0032 台東区浅草２－３１－１４ 大森　崇和 (3844)1767 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4720 梅園院 111-0032 台東区浅草２－３１－３ 五十嵐　信泰 (3844)9222 S28.11.20

仏教系 （非）聖観音宗 4721 日音院 111-0032 台東区浅草２－３１－２ 五十嵐　重俊 (3841)2444 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4722 法善院 111-0032 台東区浅草２－３１－６ 塩入　亮乗 (3843)6295 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4723 長寿院 111-0032 台東区浅草２－３１－１３ 木下　和道 (3843)4010 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4724 智光院 111-0032 台東区浅草２－３１－２ 上村　亮光 (3845)2718 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4725 観智院 111-0032 台東区浅草２－３１－７ 法田　光順 (3843)3073 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4726 無動院 111-0032 台東区浅草２－３１－２ 大森　亮圭 (3841)0912 S28.9.2

仏教系 （非）聖観音宗 4727 金剛院 111-0032 台東区浅草２－３１－１６ 黒田　忠英 (3842)0181 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4728 金蔵院 111-0032 台東区浅草２－３１－７ 網野　義康 (3842)8956 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4729 延命院 111-0032 台東区浅草２－３１－２ 木元　学映 (3842)7808 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4730 吉祥院 111-0032 台東区浅草２－３１－３ 上村　普彦 (3844)7871 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4731 妙徳院 111-0032 台東区浅草２－３１－２ 峯岸　勝彦 (3841)6530 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4732 妙音院 111-0032 台東区浅草２－３１－３ 田中　昭成 (3842)5779 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4733 正智院 111-0032 台東区浅草２－３１－３ 守山　雄順 (3844)0015 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4734 実相院 111-0032 台東区浅草２－３１－２ 吉川　眞浩 (3844)6565 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4735 自性院 111-0032 台東区浅草２－３１－３ 吉田　真幸 (3842)8877 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4736 誠心院 111-0032 台東区浅草２－３１－２ 三上　晶弘 (3845)1188 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4737 寿命院 111-0032 台東区浅草２－３１－２ 壬生　真紹 (3844)5407 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4738 泉蔵院 111-0032 台東区浅草２－３１－１５ 壬生　謙舜 (3841)0095 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4739 善龍院 111-0032 台東区浅草２－３１－３ 清水谷　尚順 (3844)1700 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4740 教善院 111-0033 台東区花川戸２－１２－１１ 黒田　忠敏 (3842)0181 S28.4.23

仏教系 （非）聖観音宗 4741 遍照院 111-0032 台東区浅草６－３７－１２ 平田　真紹 (3874)0929 S28.4.23
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仏教系 （非）聖観音宗 4742 本龍院 111-0032 台東区浅草７－４－１ 平田　真純 (3874)2030 S28.4.23

仏教系 単立・仏教系 1102 正栄山妙行寺 110-0001 台東区谷中１－７－３７ 新渡戸　智純 (3821)3827 S27.8.20

仏教系 単立・仏教系 2392 最尊寺 111-0041 台東区元浅草３－１７－１７ 千房　りょう輔 (3841)1652 S28.7.31

仏教系 単立・仏教系 3454 徳本寺 111-0035 台東区西浅草１－３－１１ 白尾　元理 (3844)5869 S28.5.25

仏教系 単立・仏教系 3458 緑泉寺 111-0035 台東区西浅草１－８－５ 青江　覚峰 (3841)0076 S28.5.25

仏教系 単立・仏教系 3459 善龍寺 111-0035 台東区西浅草１－９－２ 金森寺　義行 (3844)5538 S28.5.25

仏教系 単立・仏教系 3460 善照寺 111-0035 台東区西浅草１－４－１５ 春日　邦之 (3844)4006 S28.5.25

仏教系 単立・仏教系 3461 満照寺 111-0035 台東区西浅草１－４－１６ 足利　利夫 (3844)2339 S28.5.25

仏教系 単立・仏教系 3470 眞福寺 111-0035 台東区西浅草１－６－１３ 高橋　量子 (3844)5232 S28.5.25

仏教系 単立・仏教系 3472 皆應寺 111-0036 台東区松が谷１－６－１５ 藤井　哲雄 (3841)0362 S28.5.25

仏教系 単立・仏教系 3473 真龍寺 111-0036 台東区松が谷２－１１－３ 安藤　義淳 (3844)1100 S28.5.25

仏教系 単立・仏教系 3479 広楽寺 111-0024 台東区今戸２－４－２ 德山　博良 (3873)5707 S28.5.25

仏教系 単立・仏教系 3480 蓮窓寺 111-0024 台東区今戸２－２７－３ 安藤　良嗣 (3873)0412 S28.9.16

仏教系 単立・仏教系 3485 法善寺 110-0015 台東区東上野６－１７－３ 中山　龍之介 (3844)7613 S28.5.28

仏教系 単立・仏教系 3486 長龍寺 110-0015 台東区東上野６－１４－１２ 黒川　孝文 (3841)2706 S28.6.16

仏教系 単立・仏教系 3501 養蓮寺 110-0015 台東区東上野６－１５－２ 滝　真人 (3844)5791 S28.5.28

仏教系 単立・仏教系 3502 妙清寺 110-0015 台東区東上野６－１８－７ 本多　良之 (3844)4389 S28.5.28

仏教系 単立・仏教系 3696 大行院 111-0036 台東区松が谷２－７－５ 高橋　三吉 (3844)8004 S29.3.25

仏教系 単立・仏教系 3741 海蔵院 110-0001 台東区谷中５－８－２５ 石塚　義弘 (3821)7893 S28.6.26

仏教系 単立・仏教系 4158 眞照寺 110-0015 台東区東上野６－６－１ 藤城　尚 (3844)1636 S28.5.28

仏教系 単立・仏教系 4172 龍渕寺 110-0015 台東区東上野６－１５－１ 大住　雅彦 (3844)2921 S28.1.23

仏教系 単立・仏教系 4265 正寳院 110-0012 台東区竜泉３－１１－１１ 近藤  泰嘉 (3872)3311 S28.7.9

仏教系 単立・仏教系 4270 薬師寺 110-0003 台東区根岸２－１９－１０ 柳生　賀津子 (3873)2945 S28.10.20

仏教系 単立・仏教系 4989 安立院 110-0001 台東区谷中７－１０－４ 畑田　敬順 (3828)3506 S29.3.5

仏教系 単立・仏教系 6631 佛教同志倶楽部 110-0001 台東区谷中７－２１－９ 吉田　清志 (3821)4781 S32.6.24
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仏教系 単立・仏教系 6675 妙音法会 111-0032 台東区浅草２－２０－３ 渡辺　兼松 (3844)6953 S34.1.20

仏教系 単立・仏教系 6850 観音寺 111-0035 台東区西浅草１－６－１６ 祖母井　宣明 (3311)8620 S42.6.27

キリスト教系 日本基督教団 4471 日本基督教団浅草教会 111-0035 台東区西浅草３－４－５ 篠田　真紀子 (3844)6628 S28.5.13

キリスト教系 日本基督教団 4504 日本基督教団下谷教会 110-0015 台東区東上野３－３７－１０ 藤田　義哉 (3831)9310 S28.5.12

キリスト教系 日本基督教団 4543
日本基督教団東京愛隣教
会

110-0003 台東区根岸５－１５－３ 樋川　高康 (5604)9295 S28.11.16

キリスト教系 日本基督教団 6556
日本基督教団浅草北部教
会

111-0023 台東区橋場１－３３－１０ 大橋　章 (3872)3995 S30.10.22

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7262 東京聖書教会 111-0053 台東区浅草橋４－１７－５ 黄　　得鏞 (3851)5466 H14.12.20

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7304 東京ホープチャペル 111-0042 台東区寿２－１－６ 西田　育生 (3845)1337 H22.4.19

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7336 御徒町キリスト教会 111-0056
台東区小島２－１９－１６　Ｆ
Ｋ２１ビル２階

武藤　哲夫 (3864)7551 H28.3.24

キリスト教系
ウェスレアン・
ホーリネス教団

307349
ウェスレアン・ホーリネス教
団浅草橋教会

111-0052 台東区柳橋２－１６－１０ 山崎　忍 (3851)3746 S28.4.27

諸教 天理教 1154 天理教東光分教会 111-0031 台東区千束４－４－７ 森田　康弘 (3873)8212 S28.3.27

諸教 天理教 1155 天理教本教分教会 110-0003 台東区根岸４－６－７ 田村　正多 (3873)5660 S28.3.27

諸教 天理教 1156 天理教修美分教会 110-0003 台東区根岸４－１１－８ 田中　克男 (3873)3904 S28.3.27

諸教 天理教 1158 天理教本念分教会 110-0003 台東区根岸５－１０－１４ 内山　教行 (3874)6647 S28.3.30

諸教 天理教 1161 天理教東龍分教会 110-0013 台東区入谷２－２５－９ 安堂　精吾 (3872)4585 S28.3.27

諸教 天理教 1165 天理教豊澄分教会 110-0003 台東区根岸３－２－６ 比見　吉平 (3874)5441 S28.3.27

諸教 天理教 6239 天理教本杉台分教会 110-0015 台東区東上野３－３１－３ 梅澤　清 (3834)3861 S28.10.14

諸教 天理教 6537 天理教城之栄分教会 110-0002 台東区上野桜木２－１０－４ 吉岡　善嗣 (3822)0359 S30.7.27

諸教 天理教 200288 天理教東大教会 110-0015 台東区東上野５－３－１４ 柴田　正明 (3841)4814 S28.3.27

諸教 天理教 304475 天理教立堤輪分教会 110-0011 台東区三ノ輪１－６－１ 岩浪　真一 (3873)2993 S29.1.20

諸教 単立・諸教 7329
ＡＳ－ＳＡＬＡＡＭ　ＦＯＵＮＤ
ＡＴＩＯＮ

110-0016 台東区台東４－６－７ モハメッドナズィール (3836)3533 H27.5.27

神道系 神社本庁 2953 白髭神社 131-0042 墨田区東墨田３－１３－２４ 髙橋　晃祐 (3602)4522 S28.11.16

神道系 神社本庁 2954 稲荷神社 131-0031 墨田区墨田４－３８－１３ 吉川  宣範 (3611)7846 S28.11.16

神道系 神社本庁 2955 香取神社 131-0044 墨田区文花２－５－８ 松原　利治 (3612)0878 S28.11.16

神道系 神社本庁 2956 稲荷神社 131-0041 墨田区八広６－３２－１０ 松原　利治 (3618)1854 S28.11.16
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神道系 神社本庁 2957 日枝神社 131-0041 墨田区八広６－３２－６ 松原　利治 (3618)1854 S28.11.16

神道系 神社本庁 2958 五柱稲荷神社 130-0021 墨田区緑４－１１－６ 小宮山　一夫 (3631)4619 S28.11.16

神道系 神社本庁 3134 長浦神社 130-0032 墨田区東向島６－２７－７ 今井　達 (3610)1325 S28.11.16

神道系 神社本庁 3135 高木神社 131-0045 墨田区押上２－３７－９ 山崎　紀美代 (3611)3459 S28.11.16

神道系 神社本庁 3136 白鬚神社 131-0032 墨田区東向島３－５－２ 今井　達 (3611)2750 S28.11.16

神道系 神社本庁 3137 三圍神社 131-0033 墨田区向島２－５－１７ 宮本　翔 (3622)2672 S28.11.16

神道系 神社本庁 3138 白髭神社 131-0043 墨田区立花６－１９－１７ 椎名　香都夫 (3612)4464 S28.11.16

神道系 神社本庁 3139 吾嬬神社 131-0043 墨田区立花１－１－１５ 椎名　香都夫 (3612)4464 S28.11.16

神道系 神社本庁 5156 隅田川神社 131-0034 墨田区堤通2－１７－１ 井狩　司 (3611)3089 S28.9.8

神道系 神社本庁 5241 野見宿禰神社 130-0014 墨田区亀沢２－８－１０ 千家　活彦 (3401)9301 S28.11.16

神道系 神社本庁 5246 初音森神社 130-0025 墨田区千歳２－４－８ 田部  裕子 (3631)4982 S28.11.16

神道系 神社本庁 5247 榎稲荷神社 130-0023 墨田区立川４－１２－２４ 大鳥居  武司 (3681)0010 S28.11.16

神道系 神社本庁 5248 元徳稲荷神社 130-0023 墨田区立川３－１８－２ 大鳥居  武司 (3633)0192 S28.11.16

神道系 神社本庁 5689 天祖神社 130-0002 墨田区業平２－１３－１３ 春田　知徳 (3622)0973 S28.11.16

神道系 神社本庁 5690 牛嶋神社 130-0004 墨田区本所２－２－１０ 春田　知徳 S28.11.16

神道系 神社本庁 5691 稲荷神社 130-0026 墨田区両国４－３４－１１ 春田　知徳 (3622)0973 S28.11.16

神道系 神社本庁 5692 牛嶋神社 131-0033 墨田区向島１－４－５ 春田　知徳 (3622)0973 S29.1.11

神道系 神社本庁 5737 船江神社 130-0005 墨田区東駒形１－１８－１０ 春田　知徳 S28.11.16

神道系 神社本庁 5853 稲荷神社 130-0011 墨田区石原１－３６－１０ 春田　知徳 (3622)0973 S28.11.16

神道系 神社本庁 5860 稲荷神社 130-0013 墨田区錦糸１－６－１２ 春田　知徳 (3622)0973 S28.11.16

神道系 神社本庁 5910 榎戸稲荷神社 130-0002 墨田区業平５－４－１６ 田中　寛之 (3681)3042 S28.11.16

神道系 神社本庁 5972 三輪里稻荷神社 131-0041 墨田区八広３－６－１３ 花見　桂子 (3612)2297 S28.11.16

神道系 神社本庁 5973 江島杉山神社 130-0025 墨田区千歳１－８－２ 田部　裕子 (3634)6317 S29.1.11

神道系 神社本庁 6010 秋葉神社 131-0033 墨田区向島４－９－１３ 千葉    元 (3622)5502 S29.2.18

神道系 神社本庁 6011 稲荷神社 131-0045 墨田区押上２－３９－６ 千葉    元 (3611)0862 S28.11.16
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神道系 神社本庁 6169 永倉稲荷神社 130-0021 墨田区緑４－３８－５ 春田　知徳 (3622)0973 S28.3.18

神道系 金光教 1876 金光教本所教会 130-0026 墨田区両国３－２３－１２ 宮田　和弘 (3631)1442 S27.9.9

神道系 金光教 1891 金光教向島教会 131-0032 墨田区東向島２－８－１６ 菱田  正樹 (3612)8190 S27.9.8

神道系 単立・神道系 17 神恩教 131-0032 墨田区東向島６－２３－５ 夏目　由美子 (3612)0690 S27.6.9

神道系 単立・神道系 2328 御嶽瑞穂教 130-0002 墨田区業平３－１３－９ 薄雲　喜久野 (3626)3419 S27.12.23

仏教系 天台宗 966 長命寺 131-0033 墨田区向島５－４－４ 小林　昭寛 (3622)7771 S27.9.29

仏教系 天台宗 975 如意輪寺 130-0001 墨田区吾妻橋１－２２－１４ 木内　堯大 (3623)4849 S27.9.24

仏教系 天台宗 976 圓通寺 131-0045 墨田区押上２－３９－６ 瀧　英寛 (3611)5508 S27.10.29

仏教系 天台宗 977 正観寺 131-0045 墨田区押上３－３２－４ 晝間　玄秀 (3612)4519 S27.10.29

仏教系 天台宗 980 江東寺 130-0022 墨田区江東橋３－６－５ 山本　觀晃 (3631)8375 S27.10.26

仏教系 天台宗 981 木母寺 131-0034 墨田区堤通２－１６－１ 阿部　亮照 (3612)5880 S27.10.29

仏教系 天台宗 982 正圓寺 131-0045 墨田区押上２－３７－４ 梅岡　純義 (3612)0877 S27.10.29

仏教系 天台宗 200015 東漸寺 131-0043 墨田区立花６－１７－４ 寺田　真浄 (3611)5325 S27.10.29

仏教系 高野山真言宗 4796 大徳院 130-0026 墨田区両国２－７－１３ 増田  任雄 (3633)2526 S28.6.6

仏教系 真言宗智山派 3343 遍照院 130-0001
墨田区吾妻橋１－３－５－
201

松下　幸正 (3622)5847 S28.2.21

仏教系 真言宗智山派 3345 出流山大徳教会 131-0043 墨田区立花４－１５－３ 倉谷  國光 (3611)0619 S28.1.10

仏教系 真言宗智山派 3354 蓮花寺 131-0032 墨田区東向島３－２３－１７ 笠松　祐三 (3612)1658 S28.2.27

仏教系 真言宗智山派 3355 正福寺 131-0031 墨田区墨田２－６－２０ 磯山  正邦 (3611)6655 S28.3.6

仏教系 真言宗智山派 3356 正覚寺 131-0041 墨田区八広３－５－２ 寺内　照恒 (3613)1321 S28.4.17

仏教系 真言宗智山派 3418 寳蔵寺 131-0041 墨田区八広６－９－１７ 大澤　照雄 (3612)1676 S28.2.27

仏教系 真言宗智山派 3419 多聞寺 131-0031 墨田区墨田５－３１－１３ 岸田  正博 (3616)6002 S28.2.27

仏教系 真言宗豊山派 2661 萬福寺 131-0042 墨田区東墨田３－１２－１９ 岩田  浩盛 (3611)0049 S28.7.31

仏教系 真言宗豊山派 4639 弥勒寺 130-0023 墨田区立川１－４－１３ 岩堀  真至 (3632)3692 S28.10.19

仏教系 新義真言宗 4640 龍光院 130-0023 墨田区立川１－２－２ 大谷　雄昭 (3631)2736 S28.11.21

仏教系 新義真言宗 4641 法樹院 130-0023 墨田区立川１－２－４ 澤　剛 (3633)1892 S28.11.21
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仏教系 新義真言宗 4642 徳上院 130-0023 墨田区立川１－１－１ 関　康道 (3631)4087 S28.11.27

仏教系 浄土宗 671 西光寺 130-0025 墨田区千歳２－４－７ 古宇田　順一 (3633)3542 S27.9.30

仏教系 浄土宗 673 霊山寺 130-0003 墨田区横川１－３－２２ 内田　泰之 (3622)1367 S27.9.29

仏教系 浄土宗 674 龍興院 130-0003 墨田区横川１－３－１８ 大島　篤也 (3622)7741 S27.9.29

仏教系 浄土宗 675 徳寿院 130-0003 墨田区横川１－３－２３ 橋本　紫光 (3622)0256 S27.9.29

仏教系 浄土宗 676 霊性院 130-0003 墨田区横川１－３－２０ 齊藤　隆尚 (3622)7829 S27.9.29

仏教系 浄土宗 677 華巖寺 130-0004 墨田区本所２－１２－３ 大澤　宗玄 (3622)3353 S27.9.30

仏教系 浄土宗 678 靈光寺 130-0001 墨田区吾妻橋１－９－１１ 大河内　義雅 (3623)0951 S27.10.1

仏教系 浄土宗 680 呑龍教会 130-0005 墨田区東駒形２－１９－２ 吉岡　梁孝 (3622)5011 S29.5.21

仏教系 浄土宗 4185 回向院 130-0026 墨田区両国２－８－１０ 本多  将敬 (3634)7776 S28.5.7

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2508 誓招寺 130-0004 墨田区本所３－１７－１０ 曽根　和道 (3622)9546 S27.11.20

仏教系 真宗大谷派 4159 本明寺 130-0012 墨田区太平２－７－１ 本田　彰一 (3623)1536 S28.5.26

仏教系 真宗大谷派 6720 安樂寺 131-0032 墨田区東向島４－３６－３ 吉田　雅道 (3611)8667 S35.10.1

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3754 成林庵 131-0031 墨田区墨田２－１１－１２ 渡部　智孝 (3612)0991 S28.6.6

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3755 要津寺 130-0025 墨田区千歳２－１－１６ 渡邊　一成 (3633)2043 S28.5.29

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3756 松嶺寺 130-0005 墨田区東駒形３－２１－８ 笛田　悦道 (3623)4484 S28.5.25

仏教系
臨済宗妙心寺
派

7347 桃青寺 130-0005 墨田区東駒形３－１５－１０ 窪田　宗明 (3623)0729 R1.10.28

仏教系
臨済宗妙心寺
派

200055 天祥寺 130-0001 墨田区吾妻橋２－６－５ 源  昌久 (3622)7455 S34.6.6

仏教系 曹洞宗 4035 福巖寺 130-0005 墨田区東駒形３－２１－３ 新美  昌道 (3622)3651 S28.7.6

仏教系 曹洞宗 4038 圓通寺 131-0033 墨田区向島３－１１－６ 佐藤　大英 (3622)7045 S28.10.1

仏教系 曹洞宗 4039 圓徳寺 131-0031 墨田区墨田５－４２－１７ 黒嶋  弘胤 (3612)2315 S29.3.23

仏教系 曹洞宗 4040 法泉寺 131-0032 墨田区東向島３－８－１ 西山　哲央 (3614)5890 S29.3.4

仏教系 曹洞宗 4041 明源寺 131-0043 墨田区立花１－１３－１０ 川口  泰仁 (3617)5858 S29.3.23

仏教系 曹洞宗 4043 慈光院 131-0043 墨田区立花１－２９－３ 西田　政司 (3612)4469 S28.12.9

仏教系 曹洞宗 4045 東清寺 131-0031 墨田区墨田３－１０－２ 武田　秀樹 (3611)7047 S28.10.8
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仏教系 曹洞宗 4132 東源寺 130-0005 墨田区東駒形３－９－７ 石川　了禅 (3624)4337 S32.2.7

仏教系 曹洞宗 6564 臥雲寺 131-0032 墨田区東向島３－１３－２０ 中村  興望 (3612)4259 S30.12.5

仏教系 黄檗宗 1851 弘福寺 131-0033 墨田区向島５－３－２ 奥田　雅博 (3622)4889 S27.11.5

仏教系 日蓮宗 98 善行院 130-0012 墨田区太平１－２４－１ 髙佐　宣長 (3622)9474 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 99 本法寺 130-0003 墨田区横川１－１２－１２ 田島　教也 (3622)7279 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 100 陽運院 130-0012 墨田区太平１－２５－１２ 新川　精一 (3622)2652 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 101 法泉院 130-0012 墨田区太平１－２５－１１ 西尾　貫之 (3623)1985 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 102 法恩寺 130-0012 墨田区太平１－２６－１６ 鈴木　貫元 (3622)8267 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 103 法華寺 130-0005 墨田区東駒形３－２３－９ 石川　修道 (3622)4244 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 104 實相寺 130-0005 墨田区東駒形２－１０－１４ 武井　尭舜 (3622)1293 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 105 千栄院 130-0012 墨田区太平１－２４－２ 渡辺　貫也 (3623)1346 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 106 日蓮宗啓運閣教会 131-0031 墨田区墨田３－６－１４ 石川　龍成 (3612)1849 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 108 日蓮宗正龍教会 130-0003 墨田区横川４－８－１８ 塚原　英基 (3621)2724 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 109 妙見山別院 130-0004 墨田区本所４－６－１４ 能勢　頼昭 (3623)2485 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 329 春慶寺 130-0002 墨田区業平２－１４－９ 齋藤　尭圓 (3621)1338 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 424 本久寺 130-0005 墨田区東駒形２－２1－1２ 持田　貫信 (3622)2977 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 425 法性寺 130-0002 墨田区業平５－７－７ 鈴木　良敬 (3625)3838 S27.8.2

仏教系 日蓮宗 6592 日蓮宗向島教会 131-0032 墨田区東向島６－４８－７ 鈴木　惠一 (3611)8416 S31.4.5

仏教系 日蓮正宗 3604 常泉寺 131-0033 墨田区向島３－１２－１５ 藤本  日潤 (3622)8430 S28.11.26

仏教系 日蓮正宗 3605 妙縁寺 130-0001 墨田区吾妻橋２－２－１０ 宮野　審道 (3622)5086 S28.11.26

仏教系 日蓮正宗 3606 本行寺 131-0033 墨田区向島１－２０－４ 村上　節道 (3625)5706 S28.11.27

仏教系
法華宗（本門
流）

4590 寺島妙清教会 131-0032 墨田区東向島６－１０－１０ 梅澤　正雄 (3614)0326 S28.9.17

仏教系 単立・仏教系 3578 源光寺 130-0004 墨田区本所２－１３－１４ 浅野  良憲 (3626)2471 S28.6.6

仏教系 単立・仏教系 4653 宝徳院 131-0032 墨田区東向島４－２０－８ 髙田　光庸 (6657)5905 S29.1.11

仏教系 単立・仏教系 4959 省了寺 131-0041 墨田区八広４－３－１８ 鈴木　聡 (3619)7722 S28.10.21

54 / 232 ページ



系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

キリスト教系 日本基督教団 4485
日本基督教団本所緑星教
会

130-0021 墨田区緑３－１３－８ 岡田　いわお (3631)5521 S28.3.5

キリスト教系 日本基督教団 4496 日本基督教団曳舟教会 131-0041 墨田区八広３－１５－２ 上田　光正 (3619)5376 S28.10.19

キリスト教系 日本基督教団 4932 日本基督教団吾嬬教会 131-0045 墨田区押上３－５３－６ 宮島　新也 (3611)7871 S28.6.6

キリスト教系 日本基督教団 6903 日本基督教団東駒形教会 130-0005 墨田区東駒形４－６－２ 酒井　薫 (3622)0565 S45.5.11

キリスト教系

ｾﾞ･ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ･
ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾐｯｼｮﾝ
（日本同盟基督
教団）

4677
日本同盟基督教団墨田教
会

130-0043 墨田区立花４－４－１４ 笠川　徹三 (6657)2614 S28.2.11

キリスト教系
日本オープン・
バイブル教団

6482 墨田聖書教会 131-0034 墨田区墨田３－１９－４ 石川  良男 (3619)0195 S30.5.13

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7132 エデン教会 130-0011 墨田区石原１－１２－５ 金　永權 (3829)6400 S60.1.17

キリスト教系
ウェスレアン・
ホーリネス教団

4426
ウェスレアン・ホーリネス教
団向島キリスト教会

131-0032 墨田区東向島１－１７－１ 山口　秀樹 (3611)8664 S28.3.5

諸教 天理教 1598 天理教明品分教会 131-0041 墨田区八広６－２－１５ 細川  元紀 (3612)9819 S28.4.17

諸教 天理教 1600 天理教葛西分教会 131-0043 墨田区立花２－３０－３ 金子　昌弘 (3612)8079 S28.4.17

諸教 天理教 1602 天理教静京分教会 131-0046 墨田区京島１－４６－１２ 石川　恵子 (3617)4021 S28.4.17

諸教 天理教 1604 天理教本島崎分教会 130-0025 墨田区千歳３－１４－１０ 島﨑　英夫 (3632)2237 S28.4.18

諸教 天理教 1606 天理教平東分教会 130-0001 墨田区吾妻橋１－１３－７ 大下　道治 (3623)7729 S28.4.17

諸教 天理教 1608 天理教隅島分教会 131-0032 墨田区東向島５－２０－６ 宮田　明 (3611)6425 S28.4.17

諸教 天理教 1610 天理教本畑分教会 131-0041 墨田区八広３－３７－８ 町田  久男 (3612)2332 S28.4.17

諸教 天理教 1612 天理教勢江分教会 130-0012 墨田区太平１－６－１１ 島　一浩 (3624)0897 S28.4.17

諸教 天理教 1618 天理教錦隅分教会 131-0031 墨田区墨田５－２６－２ 板橋  利吉 (3614)2887 S28.4.17

諸教 天理教 1619 天理教錦磯分教会 131-0031 墨田区墨田３－２４－１３ 磯貝　道弘 (3614)4680 S28.4.17

諸教 天理教 1623 天理教錦地分教会 131-0033 墨田区向島４－１４－１４ 瀧澤　里惠 (3614)3615 S28.4.17

諸教 天理教 1625 天理教東形分教会 131-0031 墨田区墨田３－２６－１５ 白幡  保男 (3614)0720 S28.4.28

諸教 天理教 1626 天理教錦糸堀分教会 131-0041 墨田区八広５－２５－４ 高木　眞治 (3617)2693 S28.4.17

諸教 天理教 1628 天理教生東分教会 130-0003 墨田区横川４－３－１ 浅田　繁憲 (3621)2656 S28.4.17

諸教 天理教 1955 天理教本所分教会 131-0045 墨田区押上２－２３－１７ 柴田　正明 (3623)4885 S28.4.18

諸教 天理教 1956 天理教梅一分教会 131-0032 墨田区東向島６－１６－１０ 吉永　昭悟 (3614)4986 S28.4.17
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諸教 天理教 200234 天理教本隅分教会 131-0031 墨田区墨田２－２７－２４ 古川  吉則 (3619)2501 S28.4.17

諸教 天理教 200327 天理教東本大教会 130-0004 墨田区本所１－１３－１７ 中川　善七 (3625)1171 S28.4.17

諸教 天理教 200330 天理教本吾嬬分教会 131-0041 墨田区八広５－１９－６ 八島  一郎 (3611)6428 S28.4.17

神道系 神社本庁 2061 洲崎神社 135-0042 江東区木場６－１３－１３ 塩澤　光行 (3644)1092 S29.3.26

神道系 神社本庁 2074 稲荷神社 136-0072 江東区大島３－２１－９ 香取　邦彦 (3684)2813 S29.1.11

神道系 神社本庁 2075 愛宕神社 136-0072 江東区大島３－３１－１５ 香取　邦彦 (3684)2813 S29.1.11

神道系 神社本庁 2078 水神社 136-0071 江東区亀戸４－１１－１９ 香取　邦彦 (3684)2813 S29.1.11

神道系 神社本庁 2079 浅間神社 136-0071 江東区亀戸９－１５－７ 御田村　俊一 (3682)1581 S29.1.11

神道系 神社本庁 2080 宇迦八幡宮 135-0013 江東区千田１２ー８ 菅原　直幸 (3644)5043 S29.1.11

神道系 神社本庁 2081 愛宕神社 136-0072 江東区大島２－１５－４ 浅見　昌弘 (3681)7217 S29.1.11

神道系 神社本庁 2082 猿江神社 135-0003 江東区猿江２－２－１７ 神保　恵一 (3631)2516 S29.1.11

神道系 神社本庁 2087 深川稲荷神社 135-0024 江東区清澄２－１２－１２ 丸山　ひろの (3642)1315 S29.1.11

神道系 神社本庁 2088 稲荷神社 135-0031 江東区佐賀２－４－８ 小野　和慶 (3642)1315 S29.1.11

神道系 神社本庁 2089 稲荷神社 135-0046 江東区牡丹１－１２－９ 板野　智好 (3642)1315 S29.1.11

神道系 神社本庁 2155 石井神社 136-0071 江東区亀戸４－３７－１３ 椎名　香都夫 (3612)4464 S29.2.26

神道系 神社本庁 2880 日先神社 135-0003 江東区猿江１－２２－１２ 神保　恵一 (3631)2516 S29.3.26

神道系 神社本庁 2930 天祖神社 136-0074 江東区東砂６－１３－４ 神崎　努 (3645)2505 S29.2.26

神道系 神社本庁 5233 御嶽神社 136-0071 江東区亀戸３－６－１ 大鳥居　武司 (3681)0010 S29.1.11

神道系 神社本庁 5234 亀戸天神社 136-0071 江東区亀戸３－６－１ 大鳥居　武司 (3681)0010 S29.1.11

神道系 神社本庁 5380 大島稲荷神社 136-0072 江東区大島５－３９－２６ 佐竹　良子 (3684)4749 S29.1.11

神道系 神社本庁 5873 治兵衛稲荷神社 136-0073 江東区北砂３－２１－１１ 菅原　和則 (3645)9069 S29.1.11

神道系 神社本庁 5904 志演神社 136-0073 江東区北砂２－１－３７ 菅原　和則 (3644)1445 S29.1.11

神道系 神社本庁 5905 稲荷神社 136-0074 江東区東砂２－１４－５ 菅原　和則 (3644)1445 S29.1.11

神道系 神社本庁 5915 稲荷神社 136-0074 江東区東砂３－１７－１７ 菅原　和則 (3644)1445 S29.1.11

神道系 神社本庁 5925 天祖神社 136-0071 江東区亀戸３－３８－３５ 田中　寛之 (3681)3042 S28.12.9
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神道系 神社本庁 5967 天祖神社 136-0074 江東区東砂４－２－１８ 菅原　和則 (3644)7066 S29.1.11

神道系 神社本庁 5969 亀高神社 136-0073 江東区北砂４－２５－１５ 菅原  和則 (3645)0816 S29.1.11

神道系 神社本庁 5970 稲荷神社 136-0074 江東区東砂５－４－１０ 菅原　和則 (3644)3996 S29.3.26

神道系 神社本庁 5996 稲荷神社 136-0074 江東区東砂２－３－２ 菅原　和則 (3644)1445 S29.1.11

神道系 神社本庁 6009 正木稲荷神社 135-0006 江東区常盤１－１－２ 三木　理代 (3930)1915 S29.1.11

神道系 神社本庁 6031 富賀岡八幡宮 136-0076 江東区南砂７－１４－１８ 荒井　秀樹 (3644)7315 S29.6.10

神道系 神社本庁 6032 深川神明宮 135-0004 江東区森下１－３－１７ 内野　成浩 (3631)5548 S28.6.2

神道系 神社本庁 200038 東大島神社 136-0072 江東区大島７－２４－１ 内海　壽之 (3681)7058 S28.3.18

神道系 神社本庁 200065 三穂道別稲荷神社 135-0024 江東区清澄３－９－１４ 吉田　浩俊 (3642)1315 S29.1.11

神道系 神社本庁 200096 香取神社 136-0071 江東区亀戸３－５７－２２ 香取　邦彦 (3681)4575 S29.1.11

神道系 金光教 1896 金光教砂町教会 136-0073 江東区北砂４－２４－６ 山口  隆信 (3648)4891 S27.9.9

神道系 単立・神道系 2060 富岡八幡宮 135-0047 江東区富岡１－２０－３ 丸山　聡一 (3642)1315 S29.1.29

神道系 単立・神道系 6765 繁栄稲荷神社 135-0042 江東区木場２－１８－１２ 清原　克彦 (5646)7150 S38.8.28

仏教系 天台宗 988 光明寺 136-0071 江東区亀戸３－４２－１ 青木　孝彰 (3681)3369 S27.10.29

仏教系 天台宗 989 龍眼寺 136-0071 江東区亀戸３－３４－２ 市原　孝信 (3681)2620 S27.10.29

仏教系 天台宗 990 自性院 136-0071 江東区亀戸６－３５－２３ 古宇田　文雄 (3681)7264 S27.10.16

仏教系 高野山真言宗 4791 永代寺 135-0047 江東区富岡１－１５－１ 前田  義明 (3641)4015 S28.6.6

仏教系 高野山真言宗 4799 萬德院 135-0034 江東区永代２－３７－２３ 大野　隆司 (3641)2867 S28.6.22

仏教系 真言宗智山派 3346 普門院 136-0071 江東区亀戸３－４３－３ 増山  教海 (3681)8304 S28.3.10

仏教系 真言宗智山派 3347 龍光寺 136-0071 江東区亀戸３－５６－１４ 岸田　照賢 (3681)9801 S28.2.27

仏教系 真言宗智山派 3348 寶蓮寺 136-0071 江東区亀戸４－３５－１２ 鈴木　晋怜 (3681)9757 S28.2.27

仏教系 真言宗智山派 3349 東覚寺 136-0071 江東区亀戸４－２４－１ 小宮  一雄 (3681)8213 S28.2.27

仏教系 真言宗智山派 3350 持宝院 136-0073 江東区北砂４－２２－６ 板橋　賢英 (3644)6974 S28.2.27

仏教系 真言宗智山派 3351 勝智院 136-0072 江東区大島５－３９－３０ 高野　梨伽 043(487)6415 S28.2.27

仏教系 真言宗智山派 3352 宝塔寺 136-0072 江東区大島８－３８－３２ 小林  晋隆 (3681)8848 S28.2.27
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仏教系 真言宗智山派 3353 成田山不動堂亀戸教会 136-0071 江東区亀戸３－３４－１８ 武田　正勝 (3681)8052 S28.2.27

仏教系 真言宗豊山派 2758 法乗院 135-0033 江東区深川２－１６－３ 岩本　浩典 (3641)1652 S28.5.21

仏教系 浄土宗 646 照光院 135-0022 江東区三好２－７－２ 吉水　康順 (3641)6682 S27.9.29

仏教系 浄土宗 647 龍光院 135-0022 江東区三好２－７－５ 熊井　紀秀 (3642)3437 S27.9.29

仏教系 浄土宗 648 雲光院 135-0022 江東区三好２－１７－１４ 服部　光徳 (3641)0591 S27.9.29

仏教系 浄土宗 649 一言院 135-0022 江東区三好２－１７－１３ 松井　忠温 (3641)7469 S27.9.29

仏教系 浄土宗 650 良信院 135-0022 江東区三好３－７－５ 村山　好信 (3641)7594 S27.9.29

仏教系 浄土宗 651 蔡華院 135-0022 江東区三好１－８－１１ 廣本　祥己 (3641)0453 S27.9.30

仏教系 浄土宗 652 正覺院 135-0022 江東区三好１－７－７ 安孫子　虔悦 (3641)1498 S27.9.29

仏教系 浄土宗 653 法性寺 135-0022 江東区三好１－２－８ 廣本　榮康 (3641)1356 S27.9.29

仏教系 浄土宗 654 長專院 135-0022 江東区三好１－６－３ 正本　光生 (3641)5848 S27.9.30

仏教系 浄土宗 655 圓通寺 135-0022 江東区三好１－３－３ 後藤　真法 (3641)7518 S27.9.30

仏教系 浄土宗 658 松林院 135-0022 江東区三好１－４－１４ 清水　信純 (3641)9442 S27.9.29

仏教系 浄土宗 659 勢至院 135-0022 江東区三好１－４－５ 細田　芳光 (3641)5780 S27.9.30

仏教系 浄土宗 660 攝心院 135-0022 江東区三好２－１１－１４ 岩田　智充 (3641)2551 S27.10.3

仏教系 浄土宗 661 潮江院 135-0022 江東区三好２－１０－４ 本多　俊哉 (3641)9293 S27.10.1

仏教系 浄土宗 662 霊巖寺 135-0021 江東区白河１－３－３２ 伊藤　眞成 (3641)1523 S27.9.30

仏教系 浄土宗 663 雄松院 135-0021 江東区白河１－１－８ 髙坂　雅信 (3641)2304 S27.9.29

仏教系 浄土宗 664 心行寺 135-0033 江東区深川２－１６－７ 鈴木　定光 (3641)2566 S27.9.30

仏教系 浄土宗 665 玄信寺 135-0033 江東区深川２－１５－２０ 倉　信法 (3641)1412 S27.11.20

仏教系 浄土宗 666 正覚寺 135-0033 江東区深川２－２２－５ 鈴木　宏侑 (3642)6768 S27.9.29

仏教系 浄土宗 667 本誓寺 135-0024 江東区清澄３－４－２３ 福田　行慈 (3641)6804 S27.9.29

仏教系 浄土宗 668 常照院 135-0024 江東区清澄３－４－２２ 大河内　義秀 (3641)6665 S27.10.1

仏教系 浄土宗 669 江月院 135-0024 江東区清澄３－４－１１ 星　伸明 (3642)4966 S27.9.29

仏教系 浄土宗 670 正源寺 135-0034 江東区永代１－８－８ 山田　紹隆 (3641)1842 S27.10.1
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仏教系 浄土宗 672 重願寺 135-0003 江東区猿江１－１１－１５ 大谷　亮雄 (3631)4996 S27.12.20

仏教系 浄土宗 4835 成等院 135-0022 江東区三好１－６－１３ 岡　伸二 (3642)3870 S27.12.20

仏教系 浄土宗 4836 浄心寺 136-0071 江東区亀戸４－１７－１１ 野村　徳彦 (3681)8460 S29.4.16

仏教系 浄土宗 200001 濟生院 135-0022 江東区三好１－５－１２ 野本　祐康 (3641)4707 S27.10.1

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2501 浄楽寺 136-0072 江東区大島４－１４－７ 一柳　憲正 (3681)5767 S27.10.30

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2507 法徳寺 136-0071 江東区亀戸５－３１－８ 雅楽　興祐 (3681)4282 S27.10.30

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2513 西岸寺 135-0011 江東区扇橋２－８－１０ 岸田　保之 (3644)8401 S27.10.30

仏教系
浄土真宗本願
寺派

4273 蓮光寺 136-0073 江東区北砂６－１－２３ 硲　良子 (3644)7363 S28.10.12

仏教系 真宗大谷派 3595 因速寺 136-0074 江東区東砂１－４－１０ 武田  定光 (3644)0986 S28.6.17

仏教系 真宗大谷派 4272 光明寺 135-0013 江東区千田９－７ 小林　尚樹 (3644)3043 S28.10.21

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3757 冝雲寺 135-0021 江東区白河２－７－１０ 西村　徳城 (3643)2183 S28.6.15

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3759 臨川寺 135-0024 江東区清澄３－４－６ 藤田　宗玄 (3641)1968 S28.5.26

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3760 陽岳寺 135-0033 江東区深川２－１６－２７ 向井　眞幸 (3641)1580 S28.6.6

仏教系
臨済宗円覚寺
派

1123 慧然寺 135-0033 江東区深川２－２２－１１ 前田　紹規 (3641)6832 S27.11.20

仏教系
臨済宗永源寺
派

4885 長寿寺 136-0071 江東区亀戸３－１０－２ 穐庭  玄広 (3681)8897 S27.10.7

仏教系 曹洞宗 4032 増林寺 135-0033 江東区深川２－１９－１３ 佐々木　智俊 (3641)5861 S27.7.6

仏教系 曹洞宗 4033 長慶寺 135-0004 江東区森下２－２２－９ 渡邊　雪雄 (3631)9063 S28.7.6

仏教系 曹洞宗 4034 善徳寺 135-0022 江東区三好２－１６－７ 西山  道樹 (3641)5476 S28.7.6

仏教系 曹洞宗 4037 中央寺 136-0076 江東区南砂４－１５－２０ 森田　良昭 (3644)6411 S28.10.3

仏教系 曹洞宗 4042 常光寺 136-0071 江東区亀戸４－４８－３ 澤田　元秀 (3681)7023 S29.3.8

仏教系 曹洞宗 4044 羅漢寺 136-0072 江東区大島３－１－８ 矢萩　宗一 (3684)7676 S27.7.6

仏教系 日蓮宗 110 唱行院 135-0022 江東区三好１－３－１９ 伊藤　速雄 (3641)6295 S27.7.18

仏教系 日蓮宗 111 一乗院 135-0022 江東区三好１－３－１８ 内山　堯邦 (3641)9492 S27.7.14

仏教系 日蓮宗 112 日蓮宗延壽教會 135-0034 江東区永代２－３５－６ 朝比奈　貫晃 (5964)0787 S27.7.18

仏教系 日蓮宗 113 日蓮宗江東教会 135-0002 江東区住吉２－１４－１４ 小倉　光雄 (3631)9091 S27.7.16
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仏教系 日蓮宗 114 浄心寺 135-0023 江東区平野２－４－２５ 外山　寛穂 (3641)3390 S27.7.18

仏教系 日蓮宗 115 上妙寺 136-0074 江東区東砂１－４－６ 川島　秀尊 (3644)7835 S27.7.14

仏教系 日蓮宗 116 圓珠院 135-0023 江東区平野１－１３－６ 外山　寛実 (3641)0491 S27.7.18

仏教系 日蓮宗 117 玉泉院 135-0023 江東区平野１－１４－６ 井上　慶亮 (3641)0573 S27.7.18

仏教系 日蓮宗 118 本立院 135-0023 江東区平野１－１４－７ 甲州　誠佑 (3641)6841 S27.7.23

仏教系 日蓮宗 119 圓隆院 135-0022 江東区三好１－２－１１ 西村　寛和 (3641)9491 S27.7.23

仏教系 日蓮宗 220 妙久寺 136-0073 江東区北砂２－１－４０ 金山　見学 (3644)6949 S27.7.14

仏教系 日蓮宗 221 善應院 135-0023 江東区平野１－１４－１０ 鈴木　隆泰 (3641)7100 S27.7.18

仏教系 日蓮宗 330 宣明院 135-0023 江東区平野２－３－４ 安藤　海徹 (3641)6681 S27.7.23

仏教系 日蓮宗 334 日蓮宗明光教会 135-0048 江東区門前仲町１－８－４ 室田　日孝 (3641)5721 S27.7.22

仏教系 日蓮宗 335 日蓮宗三尊教会 136-0071 江東区亀戸５－３２－２０ 吉澤　順将 (3685)7777 S27.7.24

仏教系 日蓮宗 423 観妙寺 136-0072 江東区大島３－１２－１５ 渡辺　観誠 (3681)9443 S27.7.14

仏教系 日蓮正宗 7152 妙因寺 135-0016 江東区東陽５－２２－６ 矢野　訓道 (3646)6239 S62.4.1

仏教系 単立・仏教系 6495 冬木弁天堂 135-0041 江東区冬木２２－３１ 大野　隆司 (3641)9051 S30.6.15

キリスト教系 日本基督教団 4897 日本基督教団亀戸教会 136-0071 江東区亀戸５－１７－８ 堀川　　樹 (3681)6920 S28.1.13

キリスト教系 日本基督教団 7212 日本基督教団砂町教会 136-0073 江東区北砂５－１４－７ 三原  誠 (3699)0242 H6.4.6

キリスト教系
日本ホーリネス
教団

6565
日本ホーリネス教団深川教
会

135-0042 江東区木場３－７－１２ 佐藤　義則 (3642)4005 S31.2.22

キリスト教系
単立・キリスト教
系

3668 日本バプテスト深川教会 135-0021 江東区白河２－１３－１２ 清水　美穂 (3641)0273 S29.5.6

諸教 天理教 1465 天理教大吾妻分教会 135-0023 江東区平野４－５－４ 安廣　正義 (3641)1997 S28.4.17

諸教 天理教 1466 天理教東櫻分教会 135-0011 江東区扇橋３－３－７ 山本　道夫 (3647)1930 S28.4.17

諸教 天理教 5119 天理教中湊分教会 135-0005 江東区高橋７－１１ 今野　八江子 (3631)9660 S28.4.18

諸教 天理教 5123 天理教大島町分教会 136-0072 江東区大島２－１０－１５ 平野　慶一 (3681)5683 S28.5.9

諸教 天理教 5126 天理教四都目分教会 136-0071 江東区亀戸６－２１－４ 関口　昭 (3681)4551 S28.4.17

諸教 天理教 5130 天理教清州橋分教会 135-0014 江東区石島４－５ 志村　健雄 (3644)7788 S28.4.17

諸教 天理教 6245 天理教東風分教会 136-0071 江東区亀戸６－３２－９ 澤原　栄一郎 (3681)1265 S28.9.14
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諸教 天理教 6247 天理教米坂分教会 135-0004 江東区森下２－８－７ 坂本　恵子 (3631)6801 S28.9.14

諸教 天理教 6588 天理教本大砂分教会 136-0073 江東区北砂５－２－１９ 村山　太一 (3644)5738 S30.12.27

諸教 天理教 6641 天理教永代橋分教会 135-0034 江東区永代２－２４－７ 今津　鉄雄 (3641)9556 S32.6.24

諸教 天理教 200236 天理教千代田分教会 135-0006 江東区常盤２－７－５ 川瀬　　源 (3634)6537 S28.4.17

諸教 天理教 200274 天理教常磐分教会 135-0022 江東区三好３－６－５ 横山　忠友 (3641)0796 S28.4.17

諸教 天理教 200278 天理教仲町分教会 135-0048 江東区門前仲町１－８－６ 町田　明 (3642)3866 S28.4.17

諸教 天理教 200302 天理教都深分教会 135-0042 江東区木場６－１０－１２ 大橋　竜一 (3649)0880 S28.9.14

諸教 天理教 200315 天理教髙二分教会 136-0073 江東区北砂４－３３－５ 丸尾　正男 (3646)6374 S28.4.18

諸教 天理教 307113 天理教北京永分教会 136-0071 江東区亀戸９-３７－７ 永関　献一 (3637)5438 S27.7.21

神道系 神社本庁 3054 荏原金刀比羅神社 142-0063 品川区荏原１－１６－４ 青木  義雄 (3781)5428 S29.3.18

神道系 神社本庁 3055 八幡神社 142-0062 品川区小山５－８－７ 大竹　久雄 (3782)2615 S28.11.19

神道系 神社本庁 5190 八幡神社 142-0063 品川区荏原７－５－１４ 森田　一 (3783)0455 S28.11.19

神道系 神社本庁 5254 鹿島神社 140-0014 品川区大井６－１８－３６ 大野　素道 (3775)0753 S28.11.19

神道系 神社本庁 5255 旗岡八幡神社 142-0064 品川区旗の台３－６－１２ 松本　仁 (3781)5800 S28.11.19

神道系 神社本庁 5256 八幡神社 140-0011 品川区東大井１－２０－１０ 植手  直樹 (5463)1712 S28.11.19

神道系 神社本庁 5257 雉子神社 141-0022 品川区東五反田１－２－３３ 山口  直和 (3441)2331 S28.11.19

神道系 神社本庁 5258 誕生八幡神社 141-0021 品川区上大崎２－１３－３６ 山口  直和 (3441)2331 S28.11.19

神道系 神社本庁 5259 袖ヶ崎神社 141-0022 品川区東五反田３－６－２０ 山口  直和 (3441)2331 S28.11.19

神道系 神社本庁 5260 戸越八幡神社 142-0041 品川区戸越２－６－２３ 大石  定道 (3781)4186 S28.11.19

神道系 神社本庁 5261 貴船神社 141-0033 品川区西品川３－１６－３１ 小山　快哉 (3493)6761 S28.11.19

神道系 神社本庁 5262 天祖神社 142-0043 品川区二葉１－３－２４ 福岡  三朗 (3782)7349 S28.11.19

神道系 神社本庁 5263 稲荷神社 140-0011 品川区東大井１－２－９ 植手  直樹 S28.11.19

神道系 神社本庁 5264 品川神社 140-0001 品川区北品川３－７－１５ 小泉  勝俊 (3474)5575 S28.11.19

神道系 神社本庁 5265 稲荷神社 140-0011 品川区東大井２－９－１５ 植手  直樹 　　　　　 S28.11.19

神道系 神社本庁 5266 三岳神社 140-0013 品川区南品川２－１２－１１ 鈴木  正徳 (3471)3457 S28.11.19
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神道系 神社本庁 5267 天祖神社 142-0043 品川区二葉４－４－１２ 斉藤　泰之 (3782)1711 S28.11.19

神道系 神社本庁 5268 寄木神社 140-0002 品川区東品川１－３５－８ 鈴木  正徳 (3471)3457 S28.11.19

神道系 神社本庁 5271 稲荷神社 140-0004 品川区南品川４－１７－８ 鈴木  正徳 (3471)3457 S28.11.19

神道系 神社本庁 5272 諏訪神社 140-0004 品川区南品川２－７－７ 鈴木  正徳 (3471)3457 S28.11.19

神道系 神社本庁 5274 稲荷神社 140-0014 品川区大井５－１２－８ 大野　素道 (3775)0753 S28.11.19

神道系 神社本庁 5275 稲荷神社 140-0014 品川区大井２－１６－１４ 大野　素道 (3775)0753 S28.11.19

神道系 神社本庁 5276 葛原神社 142-0063 品川区荏原６－２－１３ 松本　仁 (3781)0700 S28.11.19

神道系 神社本庁 5514 浜川神社 140-0004 品川区南大井２－４－８ 大野  二良　 (3765)2061 S28.11.19

神道系 神社本庁 5658 居木神社 141-0032 品川区大崎３－８－２０ 森田　義巳 (3491)7490 S28.11.19

神道系 神社本庁 5855 氷川神社 141-0031 品川区西五反田５－６－３ 山口　直英 (3491)6863 S28.11.19

神道系 神社本庁 6635 松下稲荷神社 140-0004 品川区南品川５－３－２２ 鈴木  正徳 (3471)3457 S32.5.31

神道系 神社本庁 6956 旗の台伏見稲荷神社 142-0064 品川区旗の台５－１５－２ 松本　仁 (3781)0700 S48.9.14

神道系 神社本庁 200012 利田神社 140-0000 品川区東品川１－７－１７ 鈴木  正徳 (3471)3457 S28.11.19

神道系 神社本庁 200106 天祖・諏訪神社 140-0013 品川区南大井１－４－１ 大野  二良 (3765)2061 S28.11.19

神道系 神社本庁 200137 荏原神社 140-0001 品川区北品川２－３０－２８ 鈴木  正徳 (3471)3457 S28.11.19

神道系 神道大教 2405 神道大教天明大教会 140-0015 品川区西大井４－１０－２ 穐山　博 (5709)7791 S27.12.29

神道系 扶桑教 2472 扶桑教行善教会 141-0014 品川区大井３－２１－８ 堀之内　八千代 (3777)0885 S28.1.12

神道系 大参天教 6430 大参天教本部教会 142-0062 品川区小山４－４－１４ 貴船　たま枝 (3781)6311 S29.5.24

神道系 金光教 1877 金光教品川教会 140-0001 品川区北品川１－２８－９ 川上　功績 (3471)7667 S27.9.8

神道系 金光教 1882 金光教大崎教会 142-0041 品川区戸越５－１３－１０ 田中　元雄 (3782)0049 S27.9.8

神道系 金光教 1885 金光教高輪教会 141-0022 品川区東五反田５－２－１７ 徳谷  廣通 (3473)1480 S28.10.2

神道系 金光教 1890 金光教神明教会 142-0043 品川区二葉２－２１－２ 田林　信彦 (3782)8249 S27.9.8

神道系 単立・神道系 1933 福光稲荷川崎神社 140-0001 品川区北品川１－３－２４ 川崎　善弘 (3471)4009 S27.10.16

神道系 単立・神道系 6460 七面龍童会 142-0061 品川区小山台１－１－１３ 松岡  弥生 (3429)8719 S29.10.12

神道系 単立・神道系 6496 大井蔵王権現神社 140-0014 品川区大井１－１４－８ 吉井　康之 (3771)5288 S30.2.21
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神道系 単立・神道系 7025 梶原稲荷神社 140-0011 品川区東大井３－９－１５ 山下　克己 S52.2.22

仏教系 天台宗 1043 観音寺 141-0032 品川区大崎３－８－１２ 小林　祖承 (3491)6861 S27.10.2

仏教系 天台宗 1044 安養院 141-0031 品川区西五反田４－１２－１ 浦田　快暢 (3491)6869 S27.10.2

仏教系 天台宗 1045 安楽寺 141-0031 品川区西五反田５－６－８ 小林　祖承 (3491)7457 S27.10.2

仏教系 天台宗 1046 行元寺 141-0031 品川区西五反田４－９－１０ 印南　慶俊 (3492)8532 S27.10.6

仏教系 天台宗 1047 寶塔寺 141-0022 品川区東五反田１－２－２９ 林　觀照 (3441)8836 S27.10.2

仏教系 天台宗 1048 徳蔵寺 141-0031 品川区西五反田３－５－１５ 加藤　邦宣 (3491)2571 S27.10.2

仏教系 天台宗 1049 常行寺 140-0004 品川区南品川２－９－１８ 修多羅　亮玄 (3471)8773 S27.10.3

仏教系 天台宗 1050 本覚寺 140-0004 品川区南品川１－１０－１１ 田中　圓隆 (3471)7689 S27.10.2

仏教系 天台宗 1051 養願寺 140-0001 品川区北品川２-３－１２ 薄葉　乗明　 (3471)9224 S27.10.2

仏教系 天台宗 1052 来迎院 140-0014 品川区大井６－１８－８ 岩城　英規 (3771)5981 S27.10.2

仏教系 天台宗 1053 養玉院 140-0015 品川区西大井５－２２－２５ 遠賀　庸達 (3771)4816 S27.10.3

仏教系 天台宗 1054 大福生寺 140-0011 品川区東大井３－２１－２５ 白戸　秀憲 (3761)3087 S27.10.3

仏教系 天台宗 1057 東光寺 142-0043 品川区二葉１－１４－１６ 福田　廣文 (3784)1613 S27.10.2

仏教系
金峯山修験本
宗

2566 大照山相慈寺不動堂 142-0043 品川区二葉１－１６－１０ 五條　覺堯 (3782)1861 S29.2.1

仏教系 高野山真言宗 4802 高福院 141-0021 品川区上大崎２－１３－３６ 川島  宏之 (3441)3859 S28.6.18

仏教系 真言宗醍醐派 4652 品川寺 140-0004 品川区南品川３－５－１７ 仲田　順英 (3474)3495 S28.11.2

仏教系 真言宗智山派 3326 光明教会 142-0042 品川区豊町４－２－１６ 荻原  正輝 (3788)8509 S28.1.16

仏教系 真言宗智山派 3409 来福寺 140-0011 品川区東大井３－１３－１ 本多　隆法 (3761)1620 S28.2.17

仏教系 真言宗智山派 3410 一心寺 140-0001 品川区北品川２－４－１８ 玉井  照幸 (3471)3911 S28.2.26

仏教系 真如苑 2577 成楽院 141-0033 品川区西品川１－２８－１４ 野村　俊明 (3787)7697 S28.8.24

仏教系 浄土宗 468 月窓院 105-0011 品川区上大崎１－５－１３ 渡邉　裕章 (3442)5305 S27.9.22

仏教系 浄土宗 535 最上寺 141-0021 品川区上大崎１－１０－３７ 細美　隆裕 (3441)5031 S27.10.6

仏教系 浄土宗 536 光取寺 141-0021 品川区上大崎１－５－１０ 大室　了忍 (3441)8384 S27.10.6

仏教系 浄土宗 537 清岸寺 141-0021 品川区上大崎１－５－１５ 吉田　真空 (3441)6654 S27.10.6
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仏教系 浄土宗 538 戒法寺 141-0021 品川区上大崎１－９－１１ 長谷川　岱潤 (3441)8971 S27.10.6

仏教系 浄土宗 539 隆崇院 141-0021 品川区上大崎１－９－２４ 竹中　信哉 (3441)8385 S27.10.6

仏教系 浄土宗 540 本願寺 141-0021 品川区上大崎１－１０－３２ 渡邉　裕章 (3449)3535 S27.10.6

仏教系 浄土宗 541 常光寺 141-0021 品川区上大崎１－１０－３０ 大谷　光壽 (3441)4932 S27.10.6

仏教系 浄土宗 542 霊源寺 142-0063 品川区荏原１－１－２ 太田　眞琴 (3491)1083 S27.10.6

仏教系 浄土宗 543 願行寺 140-0004 品川区南品川２－１－１２ 佐藤　久雄 (3474)8484 S27.10.6

仏教系 浄土宗 544 法禅寺 140-0001 品川区北品川２－２－１４ 漆　成雄 (3471)4041 S27.10.28

仏教系 浄土宗 787 行慶寺 142-0041 品川区戸越２－６－３１ 前田　崇史 (3781)6255 S27.10.6

仏教系 浄土宗 1637 寶蔵寺 141-0021 品川区上大崎１－５－２４ 鈴木　英憲 (3441)3879 S28.8.7

仏教系 浄土宗 4291 専修寺 141-0031 品川区荏原１－１－３ 甘利　直義 (3492)7676 S28.8.24

仏教系 浄土宗 4940 英倫寺 140-0015 品川区西大井５－４－９ 山田  亮英 (3774)2034 S28.4.24

仏教系
浄土真宗本願
寺派

929 西光寺 140-0014 品川区大井４－２２－１６ 内田　淳一 (3777)6070 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2495 西教寺 142-0042 品川区豊町１－８－１２ 上島　顕亮 (3781)6154 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2509 唯称寺 142-0062 品川区小山４－９－１５ 新作　博明 (3782)2486 S27.10.29

仏教系 真宗大谷派 3574 心海寺 140-0004 品川区南品川２－９－５ 本多  敬良 (3471)8068 S28.6.11

仏教系 真宗大谷派 3575 正德寺 140-0001 品川区北品川２－９－２６ 平松　理薫 (3471)3938 S28.6.11

仏教系 真宗大谷派 6477 西宝寺 140-0011 品川区東大井５－５－４ 野田  宣貴 (3474)3471 S30.1.17

仏教系 真宗高田派 2368 覚證寺 142-0041 品川区戸越６－２－３ 佐藤  敦夫 (3781)6978 S27.11.14

仏教系 真宗興正派 3669 極楽寺 140-0003 品川区南品川２－６－９ 古市　史峰 (3471)8704 S28.7.24

仏教系 真宗仏光寺派 2419 照明寺 142-0041 品川区戸越６－１３－１１ 近藤　正嗣 (3782)1624 S28.6.25

仏教系 時宗 4746 長徳寺 140-0004 品川区南品川２－８－１６ 福住　誠 (3471)7834 S28.4.10

仏教系 時宗 4747 海藏寺 140-0004 品川区南品川４－４－２ 福田　正嗣 (3474)8370 S28.4.10

仏教系 時宗 4748 善福寺 140-0001 品川区北品川１－２８－９ 秋庭  稔 (3471)5388 S28.4.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

3664 清徳寺 140-0001 品川区北品川３－７－２２ 森　裕行 (3474)3926 S28.11.20

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3627 東海寺 140-0001 品川区北品川３－１１－９ 加藤　正念 (3471)6943 S28.3.7
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仏教系
臨済宗大徳寺
派

3628 清光院 140-0004 品川区南品川４－２－３５ 柴田　宗園 (3474)8890 S28.3.7

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3629 泊船寺 140-0011 品川区東大井４－５－２ 千代田　義法 (3474)4466 S28.3.9

仏教系 曹洞宗 3990 了真寺 141-0022 品川区東五反田４－７－２１ 大辻　順英 (3441)4547 S28.10.3

仏教系 曹洞宗 3994 海雲寺 140-0004 品川区南品川３－５－２１ 天津  永二 (3471)0418 S28.11.25

仏教系 曹洞宗 3996 天龍寺 140-0004 品川区南品川４－２－１７ 浅野　良昌 (3474)3523 S28.9.29

仏教系 曹洞宗 4006 東照寺 142-0042 品川区豊町４－５－１８ 出口  充彦 (3781)4235 S28.6.18

仏教系 曹洞宗 4878 嶺雲寺 140-0011 品川区東大井２－１５－１０ 天津　文枝 (3761)9593 S29.6.13

仏教系 黄檗宗 1853 大龍寺 140-0004 品川区南品川４－２－１６ 菊地　順一 (3474)7743 S27.10.13

仏教系 日蓮宗 146 日蓮宗妙昇教会 140-0014 品川区大井１－２０－２５ 高木　雅生 (3776)2781 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 147 丸山寺 142-0043 品川区二葉４－１２－１５ 内山　智弘 (3782)3861 S27.11.24

仏教系 日蓮宗 150 本榮寺 140-0004 品川区南品川１－１０－１７ 星野　行秀 (3471)8777 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 151 大経寺 140-0013 品川区南大井２－５－６ 狩野　豊明 (3762)7267 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 152 清光寺 140-0004 品川区南品川４－２－８ 吉塚　誠滋 (3474)3426 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 153 真了寺 140-0004 品川区南品川２－７－２５ 水口　剛賢 (3471)8753 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 155 本善寺 141-0022 品川区東五反田３－６－１７ 井上　達朗 (3449)1700 S30.9.19

仏教系 日蓮宗 398 法蓮寺 142-0064 品川区旗の台３－６－１８ 澁谷　幸道 (3781)4011 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 399 摩耶寺 142-0063 品川区荏原７－６－９ 安藤　正道 (3785)5576 S27.7.18

仏教系 日蓮宗 400 朗惺寺 142-0062 品川区小山３－２１－６ 田中　俊雄 (3781)2876 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 401 蓮長寺 140-0004 品川区南品川１－１０－１８ 橋本　浩久 (3471)8737 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 402 本立寺 141-0022 品川区東五反田３－６－１７ 中島　大成 (3441)4659 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 4773 日蓮宗妙照教會 142-0054 品川区東大井３－１６－７ 中島　光民 S28.9.17

仏教系 日蓮宗 4845 海徳寺 140-0004 品川区南品川１－２－１０ 田坂  正秀 (3471)7901 S28.9.17

仏教系 日蓮正宗 3607 妙光寺 141-0033 品川区西品川１－６－２６ 土居崎　日裕 (3494)0700 S28.11.28

仏教系 顕本法華宗 3637 天妙国寺 140-0004 品川区南品川２－８－２３ 河野　巧 (3471)7921 S28.5.13

仏教系
法華宗（陣門
流）

2524 長應寺 142-0062 品川区小山１－４－１５ 松吉　慶憲 (3781)8513 S27.11.1
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仏教系 単立・仏教系 3576 光福寺 140-0014 品川区大井６－９－１７ 立花  記久丸 (3771)5895 S28.6.11

仏教系 単立・仏教系 3577 還来寺 142-0041 品川区戸越３－５－３ 音羽  善紀 (3781)8236 S27.6.11

仏教系 単立・仏教系 3663 本光寺 140-0004 品川区南品川４－２－８ 木村　康之 (3474)3543 S28.7.17

仏教系 単立・仏教系 3665 妙蓮寺 140-0004 品川区南品川１－１－１ 笹川　明德 (3471)2460 S28.7.29

仏教系 単立・仏教系 3666 春雨寺 140-0001 品川区北品川４－１１－８ 伊藤　志奈子 (3491)1216 S28.7.9

仏教系 単立・仏教系 3729 寿昌寺 141-0022 品川区東五反田３－８－１１ 遠山  純孝 (3440)5061 S28.5.21

仏教系 単立・仏教系 3989 海晏寺 140-0004 品川区南品川５－１６－２２ 山本　眞平 (3471)0629 S28.11.13

仏教系 単立・仏教系 4846 本照寺 140-0001 品川区北品川２－２０－２５ 塚田　團樹 (3471)3318 S28.9.17

キリスト教系 日本基督教団 4423 日本基督教団大井町教会 140-0011 品川区東大井３－１０－３ 宮崎  和夫 (3761)8654 S28.2.27

キリスト教系 日本基督教団 4457 日本基督教団白金教会 141-0021 品川区上大崎２－１８－１８ 黒米　忠一 (3492)6070 S28.9.7

キリスト教系 日本基督教団 4512 日本基督教団洗足教会 142-0064 品川区旗の台２－８－３ 洪　德憙 (3782)4607 S28.9.3

キリスト教系 日本基督教団 4517 日本基督教団西大井教会 140-0015 品川区西大井４－６－１８ 鮎川　健一 (3772)6740 S28.10.8

キリスト教系 日本基督教団 4554
日本基督教団むさし小山教
会

142-0062 品川区小山４－４－１３ 遠藤　　忠 (3783)3425 S28.6.8

キリスト教系
在日大韓基督
教会

7263
在日大韓基督教会品川教
会

140-0014 品川区大井３－３－４ 姜　章植　 (5746)1651 H15.1.9

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

4666 大井バプテスト教会 140-0014 品川区大井５－１０－１２ 加藤　誠 (3771)6849 S29.2.19

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

7031 品川バプテスト教会 141-0033 品川区西品川２－１２－１８ 山中　臨在 (3494)1578 S52.9.12

キリスト教系

ｾﾞ･ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ･
ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾐｯｼｮﾝ
（日本同盟基督
教団）

4673
日本同盟基督教団大井教
会

140-0015 品川区西大井１－１０－１３ 筒井　洋輔 (3771)5502 S28.12.22

キリスト教系 聖イエス会 4952 聖イエス会栄光教会 142-0041 品川区戸越５－１７－１０ 伊藤　エリ子 (3781)9739 S28.11.9

キリスト教系
単立・キリスト教
系

4463 キリスト品川教会 140-0001 品川区北品川４－７－４０ 黄　允湜 (3443)1721 S28.5.15

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6734 独逸語福音教会 141-0001 品川区北品川６－５－２６ ﾆｺﾗｳｽ･ﾎﾞﾙツｪ (3441)0673 S37.1.29

諸教 天理教 1232 天理教城京分教会 142-0053 品川区東中延１－４－１１ 横山　意思子 (3783)3255 S28.3.17

諸教 天理教 1689 天理教本葛分教会 142-0062 品川区小山２－１７－３０ 斧　靖彦 (3786)5875 S28.3.30

諸教 天理教 1690 天理教本早川分教会 141-0033 品川区西品川１－１１－１０ 早川　友雄 (3491)1593 S28.3.30

諸教 天理教 1694 天理教本荏原分教会 142-0063 品川区荏原５－９－１７ 鈴木  敏正 (3782)0969 S28.3.30

66 / 232 ページ



系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

諸教 天理教 1695 天理教本鴬分教会 142-0053 品川区中延６－７－１５ 檜山  和男 (3782)6744 S28.3.30

諸教 天理教 1698 天理教大平町分教会 140-0015 品川区西大井５－１０－１４ 三浦  政志 (3775)4184 S28.3.30

諸教 天理教 1702 天理教浦元分教会 142-0041 品川区戸越６－９－２０ 山内　壽子 (3783)9948 S28.3.30

諸教 天理教 1704 天理教南浦分教会 142-0042 品川区豊町４－１０－９ 石原　藤彦 (5751)7609 S28.3.30

諸教 天理教 1705 天理教南荏原分教会 142-0041 品川区戸越６－１６－１２ 幸田  弘之 (3783)1588 S28.3.30

諸教 天理教 1706 天理教南泰分教会 140-0002 品川区東品川１－２９－６ 宮坂　義則 (3471)3619 S28.3.30

諸教 天理教 1707 天理教浦延分教会 142-0052 品川区東中延１－７－６ 関根　玲子 (3781)9192 S28.3.30

諸教 天理教 1709 天理教道豊分教会 142-0051 品川区平塚３－４－８ 北野　喜一郎 (3781)6483 S28.3.30

諸教 天理教 1713 天理教東平分教会 142-0064 品川区旗の台４－１５－８ 森井  宗則 (3781)6852 S28.3.30

諸教 天理教 1714 天理教東端分教会 142-0063 品川区荏原４－１１－１５ 齋藤  金之助 (3781)7261 S28.3.30

諸教 天理教 1716 天理教豊英分教会 141-0022 品川区東五反田１－８－５ 栗原　薫 (3442)7075 S28.3.30

諸教 天理教 1718 天理教照丘分教会 142-0063 品川区荏原５－６－９ 村田　雄嗣 (3783)1441 S28.3.30

諸教 天理教 1719 天理教本芝月分教会 142-0063 品川区荏原６－９－３ 飯島  忠 (3781)0073 S28.3.30

諸教 天理教 1722 天理教荏原町分教会 142-0042 品川区豊町４－１９－１６ 今泉　務 (3786)8764 S28.3.30

諸教 天理教 1723 天理教神品川分教会 140-0004 品川区南品川４－１５－１１ 浅田　正行 (3474)0570 S28.3.30

諸教 天理教 1725 天理教佐東分教会 140-0014 品川区大井５－１３－１４ 佐藤  公治 (3771)0970 S28.3.30

諸教 天理教 1727 天理教東瓊分教会 142-0041 品川区戸越４－１０－９ 清島  喜美子 (3782)0728 S28.3.30

諸教 天理教 1728 天理教櫻京分教会 141-0033 品川区西品川１－１６－５ 辰巳  源一 (3491)7092 S28.3.30

諸教 天理教 1730 天理教富昭分教会 142-0014 品川区荏原７－２１－７ 喜瀬川　喜美子 (3783)9021 S28.3.30

諸教 天理教 1731 天理教京本分教会 142-0061 品川区小山６－１７－１３ 宇治橋　紀代美 (3781)6939 S28.3.30

諸教 天理教 1734 天理教錦平分教会 140-0014 品川区大井３－１６－１３ 蒔田  集 (3772)5418 S28.3.30

諸教 天理教 1736 天理教實愛分教会 142-0052 品川区東中延１－５－１２ 佐藤　清子 (3786)3185 S28.3.30

諸教 天理教 1737 天理教本芝心分教会 142-0064 品川区旗の台４－６－１３ 髙岸　琢夫 (3783)0939 S28.3.30

諸教 天理教 1738 天理教呉武分教会 140-0011 品川区東大井２－２１－１１ 大城　博乃 (3764)4951 S28.3.30

諸教 天理教 1739 天理教品川分教会 142-0063 品川区荏原１－６－１０ 髙橋  誠一 (3781)6919 S28.3.30
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諸教 天理教 5042 天理教東大広分教会 141-0032 品川区大崎２－８－２８ 広瀬  シノエ (5750)2588 S28.3.30

諸教 天理教 6251 天理教本沢源分教会 142-0051 品川区平塚２－１２－１８ 小林　章次 (3781)5952 S28.9.24

諸教 天理教 6255 天理教本大崎分教会 141-0032 品川区大崎３－１７－３ 三輪　元治 (3492)5964 S28.9.24

諸教 天理教 6540 天理教本中延分教会 142-0053 品川区中延６－２－７ 中山  道治 (3782)9307 S30.8.9

諸教 天理教 6584 天理教東中延分教会 142-0053 品川区中延４－７－１５ 大矢　典子 (3781)5020 S30.12.29

諸教 天理教 6595 天理教鶴平分教会 140-0015 品川区西大井２－１２－６ 平林  典道 (3771)1365 S31.5.10

諸教 天理教 6636 天理教本品川分教会 141-0032 品川区大崎４－２－４７ 寺田　竹彦 (3492)0806 S32.5.21

諸教 天理教 6637 天理教日德實分教会 141-0031 品川区西五反田６－１５－１ 岡部　喜徳 (3491)9767 S32.5.21

諸教 天理教 7266 天理教増泉分教会 142-0043 品川区二葉４－２１－９ 小泉　隆一 (3783)5608 H14.12.19

諸教 天理教 200197 天理教都南分教会 140-0004 品川区南品川６－６－７ 西海  道生 (3474)3694 S28.3.30

諸教 天理教 200237 天理教三ッ木分教会 141-0033 品川区西品川３－１９－１２ 山中　清明 (3491)2554 S28.3.30

諸教 天理教 200293 天理教水豊田分教会 140-0014 品川区大井４－２３－１４ 石田　寛之 (3771)5669 S29.11.30

諸教 天理教 200334 天理教日本橋大教會 141-0022 品川区東五反田５－２５－１ 中臺　健児 (3441)2320 S28.3.30

諸教 天理教 200341 天理教本品分教會 140-0011 品川区東大井３－７－１０ 中澤　光郎 (3763)9724 S28.3.30

諸教 天理教 300054 天理教成東分教会 141-0032 品川区大崎４－２－５２ 三本  真 (3493)4651 S28.6.16

諸教 単立・諸教 307227 日本ムスリム協会 141-0022
品川区東五反田３－１７－２
３

遠藤　利夫 (6277)3561 S43.6.12

神道系 神社本庁 5202 八幡神社 153-0061 目黒区中目黒３－１０－５ 岡部  定征 (3712)5507 S28.11.12

神道系 神社本庁 5203 稲荷神社 153-0051 目黒区上目黒３－３９－１４ 田中　宏枝 (3719)7836 S28.11.12

神道系 神社本庁 5204 稲荷神社 152-0001 目黒区中央町２－１７－１５ 田中　宏枝 (3710)7426 S29.4.28

神道系 神社本庁 5207 厳島神社 152-0003 目黒区碑文谷６－９－５ 恵川  浩之 (3717)6412 S28.11.11

神道系 神社本庁 5208 熊野神社 152-0035
目黒区自由ヶ丘１－２４－１
２

新倉　晶子 (3717)7720 S28.11.12

神道系 神社本庁 5209 大鳥神社 153-0064 目黒区下目黒３－１－２ 堀江  久教 (3494)0543 S28.11.11

神道系 神社本庁 5210 天祖神社 153-0051 目黒区上目黒２－３２－１５ 田中　宏枝 (3719)4301 S28.11.12

神道系 神社本庁 5211 氷川神社 153-0044 目黒区大橋２－１６－２１ 田中　芳明 (3466)2507 S28.11.12

神道系 神社本庁 5278 氷川神社 152-0023 目黒区八雲２－４－１６ 新倉　隆 (3717)1601 S28.11.12
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神道系 神社本庁 5279 春日神社 153-0062 目黒区三田１－９－１７ 三笠　光敏 (3451)5420 S28.11.12

神道系 神社本庁 6882 櫻森稻荷神社 152-0032 目黒区平町１－１６－１０ 新倉　隆 (3717)6319 S43.12.12

神道系 神社本庁 200339 碑文谷八幡宮 152-0003 目黒区碑文谷３－７－３ 惠川  浩之 (3717)6412 S28.11.11

神道系 神道大教 6177 神道大教天聖小教会 152-0003 目黒区碑文谷５－４－１４ 島田　圭子 (3792)8296 S28.3.30

神道系 天善教 6197 天善教柿ノ木坂教会 152-0022 目黒区柿ノ木坂９０ 杉本  いそ S28.11.12

神道系 金光教 1899 金光教目黒教会 153-0052 目黒区祐天寺１－２１－９ 村上　清子 (3713)1929 S27.9.8

神道系 金光教 7120 金光教下目黒教会 153-0064 目黒区下目黒３－１０－３ 湯川　浩一 (3716)0820 S58.12.21

仏教系 天台宗 1035 瀧泉寺 153-0064 目黒区下目黒３－２０－２６ 滝口　康道 (3712)7549 S27.10.4

仏教系 天台宗 1036 成就院 153-0064 目黒区下目黒３－１１－１１ 福武　道文 (3712)8942 S27.9.22

仏教系 天台宗 1037 大圓寺 153-0064 目黒区下目黒１－８－５ 福田　明衍 (3491)2793 S27.9.22

仏教系 天台宗 1038 大聖院 153-0064 目黒区下目黒３－１－３ 大野　慈亮 (3492)4887 S27.10.4

仏教系 天台宗 1039 壽福寺 153-0051 目黒区上目黒５－１６－６ 加藤　良昌 (3713)0639 S27.9.22

仏教系 天台宗 1040 永隆寺 153-0061 目黒区中目黒５－７－２１ 川上　明徳 (3711)5818 S27.9.22

仏教系 天台宗 1041 實相寺 153-0061 目黒区中目黒５－７－１４ 今井　泰道 (3713)1044 S27.9.22

仏教系 天台宗 1042 円融寺 152-0003 目黒区碑文谷１－２２－２２ 阿　純章 (3712)2098 S27.9.22

仏教系 真言宗智山派 3408 金蔵院 152-0023 目黒区八雲２－４－２６ 田中  定隆 (3717)1596 S28.2.12

仏教系 浄土宗 782 長泉院 153-0061 目黒区中目黒４－１２－１９ 渡邉　泰充 (3793)7892 S27.9.22

仏教系 浄土宗 783 祐天寺 153-0061 目黒区中目黒５－２４－５３ 巖谷　勝正 (3712)0819 S27.10.3

仏教系 浄土宗 784 浄桂院 153-0061 目黒区中目黒５－２４－４８ 伊藤　弘道 (3712)2941 S27.9.22

仏教系 浄土宗 785 蟠龍寺 153-0064 目黒区下目黒３－４－４ 吉田　秀雄 (3712)6559 S27.9.27

仏教系 浄土宗 786 正泉寺 152-0003 目黒区碑文谷１－８－１４ 船造　俊道 (3712)4568 S27.9.25

仏教系 浄土宗 4829 酉蓮社 152-0032 目黒区平町１－４－１６ 青木  照憲 (3717)5668 S30.2.2

仏教系
浄土真宗本願
寺派

865 聖徳寺 153-0041 目黒区駒場１－３４－２ 蔵田　芳正 (3466)4993 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2498 宗導寺 152-0002 目黒区目黒本町６－１９－３ 山村  宗徳 (3712)6811 S27.11.5

仏教系 真宗大谷派 4164 西照寺 153-0051 目黒区上目黒３－４４－６ 平田  紘英 (3713)4060 S28.6.12
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仏教系 真宗大谷派 4174 荏原教会 152-0011 目黒区原町１－５－４ 岡本  嘉之 (3716)4744 S28.1.23

仏教系 曹洞宗 3790 東光寺 152-0023 目黒区八雲１－９－１１ 大谷　康憲 (3717)3903 S29.3.11

仏教系 曹洞宗 6619 龍昌寺 152-0035
目黒区自由が丘２－１５－１
３

小林  俊孝 (3717)4479 S32.1.7

仏教系 黄檗宗 1859 海福寺 153-0064 目黒区下目黒３－２０－９ 飯田　晃玄 (3712)5616 S27.11.14

仏教系 日蓮宗 168 妙見寺 153-0053 目黒区五本木２－２８－１７ 松本　顕祐 (3712)7830 S27.7.12

仏教系 日蓮宗 169 常圓寺 152-0023 目黒区八雲１－２－１０ 古河　（良晧）俊一 (3717)1021 S27.7.12

仏教系 日蓮宗 170 立源寺 152-0031 目黒区中根２－２１－１７ 石井　隆進 (3717)1387 S27.7.12

仏教系 日蓮宗 171 正覚寺 153-0061 目黒区中目黒３－１－６ 池田　真一 (3712)6797 S27.7.12

仏教系 日蓮宗 403 大教寺 153-0042 目黒区青葉台４－７－７ 髙崎　陽堂 (3465)2353 S27.7.12

仏教系 日蓮宗 405 日蓮宗碑文谷向原教会 152-0002
目黒区目黒本町６－２４－１
１

安藤　英明 (6303)1889 S27.7.12

仏教系 日蓮宗 432 現耀寺 153-0051 目黒区上目黒１－１８－２ 鈴木　秀明 (3713)4438 S27.7.12

仏教系 日蓮正宗 3613 妙真寺 152-0034 目黒区緑が丘１－２０－４ 平山　信憲 (3717)3833 S28.11.26

仏教系
法華宗（本門
流）

4585 愛國報恩教会 153-0051 目黒区上目黒２－１４－７ 大橋　要経 S27.12.27

仏教系 法華眞宗 2544 本覚院 153-0053 目黒区五本木１－４４－７ 見冨　康弘 (3713)2636 S29.1.23

仏教系 単立・仏教系 6514 羅漢寺 153-0064 目黒区下目黒３－２０－１１ 日高　秀敏 (3792)6751 S31.6.19

キリスト教系 日本基督教団 4430 日本基督教団行人坂教会 153-0064 目黒区下目黒１－４－１ 朝日　研一朗 (3491)7365 S28.5.7

キリスト教系 日本基督教団 4475
日本基督教団目黒原町教
会

152-0011 目黒区原町２－３－４ 大塚　啓子 (3712)6635 S28.5.18

キリスト教系 日本基督教団 4539 日本基督教団柿ノ木坂教会 152-0022
目黒区柿ノ木坂１－３１－１
９

渡邊　義彦 (3717)3870 S28.9.30

キリスト教系 日本基督教団 4545 日本基督教団新栄教会 153-0065 目黒区中町１－６－１６ 岡﨑　さゆ里 (3713)9276 S28.9.9

キリスト教系 日本基督教団 4557 日本基督教団碑文谷教会 152-0001 目黒区中央町１－２１－１０ 大三島　義孝 (3712)5758 S28.5.15

キリスト教系 日本基督教団 4973 日本基督教団中目黒教会 153-0063 目黒区目黒３－４－５ 小豆　真人 (3713)4172 S29.3.13

キリスト教系
日本ルーテル教
団

4863
日本ルーテル教団マルチン
ルーテル教会

153-0063 目黒区目黒３－１０－２ 山口　益宏 (3714)6864 S29.4.17

キリスト教系
日本聖契キリス
ト教団

6929 目黒カベナント教会 153-0065 目黒区中町１－３４－１１ 落合　弘倫 (6452)2906 S47.4.27

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

4668 恵泉バプテスト教会 153-0061 目黒区中目黒３－１３－２９ 福永　保昭 (3713)1624 S29.3.1

キリスト教系
日本ナザレン教
団

4680 日本ナザレン教団目黒教会 153-0042 目黒区青葉台４－７－６ 松川　卓 (3466)2415 S29.3.13
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キリスト教系 基督兄弟団 7160 基督兄弟団目黒教会 153-0051 目黒区上目黒３－４２－１６ 池本　潔 (3713)4167 S63.7.28

キリスト教系
イムマヌエル綜
合伝道団

6955
インマヌエル中目黒キリスト
教会

153-0051 目黒区上目黒１－１２－７ 梅田　昇 (5456)8361 S48.8.25

キリスト教系
単立・キリスト教
系

2383 東京聖書教会 152-0023 目黒区八雲２－９－９ 竹口　英機 (3717)6442 S27.10.15

諸教 天理教 1333 天理教本敞分教会 153-0064 目黒区下目黒５－３１－１ 永田　順一 (3711)3051 S28.3.31

諸教 天理教 1336 天理教道治分教会 153-0053 目黒区五本木２－２９－３ 中嶋  フサ (3713)7093 S28.3.31

諸教 天理教 1338 天理教保荏分教会 152-0011 目黒区原町１－２１－７ 熊井　道弘 (3713)8761 S28.3.31

諸教 天理教 1341 天理教報国分教会 152-0002 目黒区目黒本町４－２４－５ 中臺  あい子 (3714)7621 S28.3.31

諸教 天理教 1342 天理教東常分教会 152-0002 目黒区目黒本町６－１９－７ 治田  弘治 (3716)8586 S28.3.31

諸教 天理教 1344 天理教東守分教会 152-0002
目黒区目黒本町１－１１－１
９

吉田　英成 (3711)1682 S28.3.31

諸教 天理教 1347 天理教王乃京分教会 152-0001 目黒区中央町１－１２－８ 小川  喜久夫 (3711)8005 S28.3.31

諸教 天理教 1348 天理教東理分教会 153-0041 目黒区駒場１－１１－８ 吉野  靜枝 (3466)4364 S28.3.31

諸教 天理教 1353 天理教春富分教会 153-0043 目黒区東山１－３１－７ 市川  眞人 (3719)6527 S28.3.31

諸教 天理教 5040 天理教本延分教会 153-0064 目黒区下目黒２－２１－１８ 渡邉　幸一 (3492)8564 S28.4.20

諸教 天理教 6145 天理教本三田分教会 153-0063 目黒区目黒４－６－２７ 竹園  輝雄 (3713)8138 S28.4.20

諸教 天理教 6260 天理教本芝宏分教会 152-0002
目黒区目黒本町２－２１－１
９

遠藤　透 (3712)2450 S28.12.28

諸教 天理教 6263 天理教本芝實分教会 152-0001 目黒区中央町２－７－１５ 青木　繁明 (3711)6682 S28.12.28

諸教 天理教 6264 天理教本北野分教会 153-0053 目黒区五本木１－２８－１０ 北野　正二 (3711)9749 S28.12.28

諸教 天理教 6265 天理教本明宿分教会 153-0051 目黒区上目黒５－８－５ 岡山　隆夫 (3792)1823 S28.12.28

諸教 天理教 6610 天理教本芝徳分教会 153-0064 目黒区下目黒２－１６－５ 徳田  健次 (3491)5797 S31.11.7

諸教 天理教 6853 天理教徳請分教会 152-0033 目黒区大岡山１－１０－６ 鈴木　康弘 (3717)4087 S42.7.14

諸教 天理教 6886 天理教本芳分教会 153-0063 目黒区目黒３－１５－２７ 中村  紀美子 (3715)4811 S44.3.4

諸教 天理教 7035 天理教本耕栄分教会 152-0023 目黒区八雲３－５－２ 坂野　匡和 (3717)4989 S52.12.9

諸教 天理教 7054 天理教香分教会 152-0003 目黒区碑文谷１－５－１２ 熊木　尚彦 (3711)2371 S53.10.6

諸教 天理教 7055 天理教禮陽分教会 153-0051 目黒区上目黒５－１４－９ 飯野  正和 (3712)3855 S53.10.6

諸教 天理教 200159 天理教日神分教会 152-0003 目黒区碑文谷６－２－３ 北川　安広 (3714)3960 S28.3.18
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諸教 天理教 200186 天理教本原町分教会 152-0033 目黒区大岡山２－３－１２ 曽原  道勝 (3717)6479 S28.12.28

諸教 天理教 200199 天理教錦橋分教会 153-0064 目黒区下目黒４－１４－２ 吉村　みよ子 (3714)7059 S28.3.31

諸教 天理教 200206 天理教報徳分教会 152-0000 目黒区目黒本町３－２－１９ 中臺　優雄 (3714)5509 S28.3.31

諸教 天理教 200269 天理教本芝耕分教会 152-0003 目黒区碑文谷２－１６－４ 山本　則之 (3714)7793 S28.3.31

諸教 天理教 200281 天理教南道分教会 152-0003 目黒区碑文谷４－９－８ 塚原  一郎 (3712)4061 S28.3.31

諸教 単立・諸教 6552 真生活グループ 153-0061 目黒区中目黒１－１－１７ 河野　哲丸 (3715)0009 S30.11.19

神道系 神社本庁 5193 貴船神社 143-0015 大田区大森西５－２７－７ 萩原　俊紹 (3762)5906 S29.3.12

神道系 神社本庁 5200 諏訪神社 146-0092 大田区下丸子４－１４－５ 伊藤　実穂 (3771)3573 S29.3.12

神道系 神社本庁 5201 貴船神社 143-0016 大田区大森東３－９－１９ 萩原  俊紹 (3761)3912 S29.3.12

神道系 神社本庁 5329 安方神社 146-0095 大田区多摩川１－５－１１ 鈴木　武司 (3731)2889 S29.3.12

神道系 神社本庁 5330 今泉神社 146-0093 大田区矢口２－２－２１ 鈴木　武司 (3731)2889 S29.3.12

神道系 神社本庁 5331 御園神社 144-0055 大田区西蒲田７－４０－８ 上野  了一 (3735)5096 S29.3.12

神道系 神社本庁 5333 道塚神社 144-0054 大田区新蒲田３－４－１０ 鈴木　武司 (3731)2889 S29.3.12

神道系 神社本庁 5334 八幡神社 146-0094 大田区東矢口３－２８－７ 鈴木　武司 (3731)2889 S29.3.12

神道系 神社本庁 5335 白山神社 144-0056 大田区西六郷２－２３－１４ 鈴木　武司 (3731)2889 S29.3.12

神道系 神社本庁 5336 八幡神社 144-0045 大田区南六郷３－３－６ 鈴木　武司 (3731)2889 S29.3.12

神道系 神社本庁 5338 御嶽神社 144-0056 大田区南六郷２－１６－１６ 鈴木　武司 (3731)2889 S29.3.12

神道系 神社本庁 5339 八雲神社 144-0045 大田区南六郷１－２７－１８ 鈴木　武司 (3731)2889 S29.3.12

神道系 神社本庁 5340 女塚神社 144-0051 大田区西蒲田６－２２－１ 上野　了一 (3738)4902 S29.3.12

神道系 神社本庁 5343 八幡神社 144-0052 大田区蒲田４－１８－１８ 上野　了一 (3731)5216 S29.3.12

神道系 神社本庁 5344 北野神社 144-0035 大田区南蒲田１－６－５ 上野　了一 (3731)5216 S29.3.12

神道系 神社本庁 5345 氷川神社 146-0093 大田区矢口1－２７－７ 品川　宗久 (3758)1397 S29.3.12

神道系 神社本庁 5346 嚴島神社 143-0023 大田区山王４－２３－５ 井上　高行 (3774)2980 S29.3.12

神道系 神社本庁 5347 八幡神社 144-0032 大田区北糀谷１－２２－１０ 指田　正義 (3741)8212 S29.3.12

神道系 神社本庁 5348 稲荷神社 143-0016 大田区大森北６－１５－５ 森田　昌之 (3761)2931 S29.3.12
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神道系 神社本庁 5349 稲荷神社 143-0016 大田区大森北３－１８－１７ 森田　昌之 (3761)2931 S29.3.12

神道系 神社本庁 5350 熊野神社 144-0065 大田区仲六郷２－４４－７ 鈴木　武司 (3731)2889 S29.3.12

神道系 神社本庁 5351 新田神社 146-0093 大田区矢口１－２１－２３ 品川　宗久 (3758)1397 S29.3.12

神道系 神社本庁 5368 浅間神社 143-0027 大田区中馬込２－１－２１ 川合　玄紘 (3776)1399 S29.3.12

神道系 神社本庁 5369 六所神社 146-0092 大田区下丸子４－１６－５ 伊藤　実穂 (3771)3573 S29.3.12

神道系 神社本庁 5370 天祖神社 146-0092 大田区下丸子３－１０－８ 伊藤　実穂 (3771)3573 S29.3.12

神道系 神社本庁 5372 稲荷神社 143-0026 大田区西馬込２－１８－６ 伊藤　実穂 (3771)3573 S29.3.12

神道系 神社本庁 5373 王森稲荷神社 143-0012 大田区大森東１－１－１１ 大森　勝國 (3761)3909 S29.3.12

神道系 神社本庁 5374 稲荷神社 143-0025 大田区南馬込４－９－１５ 伊藤　実穂 (3771)3573 S29.3.12

神道系 神社本庁 5375 三輪嚴島神社 143-0012 大田区大森東４－３５－３ 大森　勝國 (3761)3909 S29.3.12

神道系 神社本庁 5376 三輪神社 143-0014 大田区大森中３－１７－１５ 大森　勝國 (3761)3909 S29.3.12

神道系 神社本庁 5377 諏訪神社 144-0056 大田区西六郷２－３５－９ 鈴木　武司 (3731)2889 S29.3.12

神道系 神社本庁 5379 熊野神社 144-0051 大田区西蒲田６－１３－１３ 鈴木　武司 (3731)2889 S29.3.12

神道系 神社本庁 5393 浅間神社 143-0015 大田区大森西２－２－７ 川合　玄紘 (3761)3397 S31.6.7

神道系 神社本庁 5394 八幡神社 146-0081 大田区仲池上１－１４－２２ 山本　千枝子 (3751)7553 S29.3.12

神道系 神社本庁 5395 千束八幡神社 145-0063 大田区南千束２－２３－１０ 恵良　三郎 (3727)7584 S29.3.12

神道系 神社本庁 5396 八幡神社 143-0014 大田区大森中３－３－８ 大森　勝國 (3761)3909 S28.10.6

神道系 神社本庁 5397 湯殿神社 143-0025 大田区南馬込５－１８－７ 伊藤　実穂 (3771)3573 S29.3.12

神道系 神社本庁 5398 北野神社 143-0025 大田区南馬込２－２６－１４ 伊藤　実穂 (3771)3573 S29.3.12

神道系 神社本庁 5399 八幡神社 143-0025 大田区南馬込５－２－１１ 伊藤　実穂 (3771)3573 S29.3.12

神道系 神社本庁 5400 諏訪神社 143-0022 大田区東馬込１－４３－９ 伊藤　実穂 (3771)3573 S29.3.12

神道系 神社本庁 5401 稲荷神社 143-0025 大田区南馬込３－５－１５ 伊藤　実穂 (3771)3573 S29.3.12

神道系 神社本庁 5402 天祖神社 143-0021 大田区北馬込２－２８－１３ 伊藤　実穂 (3771)3573 S29.3.12

神道系 神社本庁 5403 熊野神社 143-0025 大田区南馬込４－１３－２４ 伊藤　実穂 (3771)3573 S29.3.12

神道系 神社本庁 5435 稲荷神社 143-0016 大田区大森北６－９－５ 森田　昌之 (3761)2931 S28.2.21
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神道系 神社本庁 5450 稲荷神社 145-0075 大田区西嶺町１８ー３ 松本　淳 (3720)3333 S29.3.12

神道系 神社本庁 5451 白山神社 145-0074 大田区東嶺町３１ー１７ 松本　淳 (3720)3333 S29.3.12

神道系 神社本庁 5452 八幡神社 146-0084 大田区南久が原２－２４－１ 松本　仁 (3750)9309 S29.3.12

神道系 神社本庁 5453 根ヶ原神社 143-0023 大田区山王３－１５－２３ 井上　高行 (3774)2980 S29.3.12

神道系 神社本庁 5454 稲荷神社 146-0082 大田区池上１－３４－１２ 大野　貴之 (3765)2061 S29.3.12

神道系 神社本庁 5457 太田神社 143-0024 大田区中央６－３－２４ 齊藤　泰之 (3765)2061 S29.3.12

神道系 神社本庁 5459 鷲神社 143-0016 大田区大森北１－１５－１２ 森田　昌之 (3764)1719 S29.3.12

神道系 神社本庁 5460 磐井神社 143-0016 大田区大森北２－２０－８ 森田　昌之 (3761)2931 S29.3.12

神道系 神社本庁 5604 大森神社 143-0016 大田区大森北６－３２－１２ 大森　勝國 (3761)3909 S29.3.12

神道系 神社本庁 5664 八幡神社 146-0085 大田区久が原１－７－９ 北川　正訓 (3728)0753 S29.3.12

神道系 神社本庁 5665 石川神社 145-0061 大田区石川町１－１９－１ 北川　正訓 (3728)0753 S29.3.12

神道系 神社本庁 5666 浅間神社 145-0071
大田区田園調布１－５５－１
２

北川　憲史 (3721)4050 S29.3.12

神道系 神社本庁 5667 八幡神社 145-0071
大田区田園調布５－３０－１
６

北川　正訓 (3721)8577 S29.3.12

神道系 神社本庁 5668 八幡神社 145-0065 大田区東雪谷２－２５－１ 北川　正訓 (3728)0753 S29.3.12

神道系 神社本庁 5669 八幡神社 146-0085 大田区久が原２－１８－４ 大竹　秀幸 (3752)0717 S29.3.12

神道系 神社本庁 5670 十寄神社 146-0093 大田区矢口２－１７－２８ 大村　　忠 (3758)8047 S29.3.12

神道系 神社本庁 5671 東八幡神社 146-0093 大田区矢口３－１７－３ 大村　　忠 (3750)4716 S29.3.12

神道系 神社本庁 5672 八幡神社 146-0085 大田区久が原４－２－７ 大村　　忠 (3755)4411 S29.3.12

神道系 神社本庁 5673 徳持神社 143-0025 大田区池上３－３８－１７ 大村　　忠 (3751)2612 S29.3.12

神道系 神社本庁 5674 諏訪神社 146-0095 大田区多摩川２－１０－２２ 大村　　忠 (3750)8667 S29.3.12

神道系 神社本庁 5675 天祖神社 145-0075 大田区西嶺町４－１ 松本　　淳 (3720)3333 S29.3.12

神道系 神社本庁 5698 稲荷神社 143-0013 大田区大森南３－２７－８ 大森　勝國 (3761)3909 S29.3.12

神道系 神社本庁 5699 天祖神社 143-0023 大田区山王２－８－１ 大野　二良 (3765)2061 S29.3.12

神道系 神社本庁 5700 堤方神社 146-0082 大田区池上１－１５－２ 大野　貴之 (3765)2061 S29.3.12

神道系 神社本庁 5702 神明社 143-0025 大田区南馬込１－４０－１１ 伊藤　実穂 (3777)8997 S31.6.5
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神道系 神社本庁 5703 三輪神社 143-0015 大田区大森西５－１８－５ 大森　勝國 (3761)3909 S29.3.12

神道系 神社本庁 5971 諏訪神社 143-0015 大田区大森西２－２３－６ 萩原　俊紹 (3761)3620 S29.3.12

神道系 神社本庁 5985 御嶽神社 145-0073 大田区北嶺町３７－２０ 松本　淳 (3720)3333 S31.6.7

神道系 神社本庁 6033 根岸神社 143-0016 大田区大森北４－２４－３ 森田　昌之 (3761)2931 S31.6.7

神道系 神社本庁 6151 穴守稲荷神社 144-0043 大田区羽田５－２－７ 矢野　次男 (3741)0809 S29.5.6

神道系 神社本庁 6153 天祖神社 144-0034 大田区西糀谷３－１９－１８ 橋爪　実樹尚 (3742)9917 S29.5.6

神道系 神社本庁 6154 水神社 144-0043 大田区羽田６－１３－８ 橋爪　実樹尚 (3741)0023 S29.5.6

神道系 神社本庁 6155 天祖神社 144-0034 大田区西糀谷４－９－１７ 橋爪　実樹尚 (3741)5812 S29.5.6

神道系 神社本庁 6156 天祖神社 144-0034 大田区西糀谷２－２０－２２ 橋爪　実樹尚 (3741)0023 S29.5.6

神道系 神社本庁 6157 天祖神社 144-0034 大田区西糀谷４－７－１８ 橋爪　実樹尚 (3741)6045 S29.5.6

神道系 神社本庁 6158 天祖神社 144-0056 大田区萩中１－５－１８ 橋爪　実樹尚 (3741)0564 S29.5.6

神道系 神社本庁 6159 天祖神社 144-0044 大田区本羽田３－１２－１２ 橋爪　実樹尚 (3741)0023 S29.5.6

神道系 神社本庁 6160 稲荷神社 144-0044 大田区本羽田１－７－１４ 橋爪　実樹尚 (3744)7490 S29.5.6

神道系 神社本庁 6161 稲荷神社 144-0044 大田区本羽田１－１２－９ 橋爪　実樹尚 (3744)3882 S29.5.6

神道系 神社本庁 6164 稲荷神社 144-0043 大田区羽田６－２０－１０ 橋爪　実樹尚 (3741)0023 S29.5.6

神道系 神社本庁 6165 天祖神社 144-0034 大田区西糀谷１－２５－３ 橋爪　実樹尚 (3744)3763 S29.5.10

神道系 神社本庁 7043 白魚稲荷神社 144-0043 大田区羽田５－２７－８ 橋爪　実樹尚 (3741)0023 S29.5.2

神道系 神社本庁 200031 羽田神社 144-0044 大田区本羽田３－９－１２ 橋爪　実樹尚 (3741)0023 S29.5.6

神道系 神社本庁 200098 日枝神社 143-0023 大田区山王１－６－２ 青木　史朋 (3765)2061 S29.3.12

神道系 神社本庁 200148 六郷神社 144-0046 大田区東六郷３－１０－１８ 鈴木　武司 (3731)2889 S29.3.12

神道系 神社本庁 200170 薭田神社 144-0052 大田区蒲田３－２－１０ 上野　了一 (3735)1786 S29.3.12

神道系 神社本庁 200331 春日神社 143-0024 大田区中央１－１４－１ 大野　貴之 (3771)2729 S29.3.12

神道系 神社本庁 200340 熊野神社 143-0023 大田区山王３－４３－１１ 井上　高行 (3774)2980 S29.3.12

神道系 金光教 1900 金光教馬込教会 143-0025 大田区南馬込３－１２－１４ 荻野  義一 (3772)3403 S27.9.10

神道系 金光教 1902 金光教大岡山教会 145-0062 大田区北千束３－２３－５ 仁後  成男 (3720)1987 S27.9.10
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神道系 単立・神道系 7057 津島神社 143-0012 大田区大森東１－８－１５ 田中　二郎 (3764)1026 S53.12.18

仏教系 天台宗 1058 安泰寺 144-0034 大田区西糀谷１－１２－１ 須川　隆司 (3731)7973 S27.12.27

仏教系 高野山真言宗 307352 円乗院 143-0025 大田区南馬込５－１５－５ 富家　雅信 (3771)4016 S28.6.18

仏教系 真言宗智山派 27 大楽寺 144-0054 大田区新蒲田３－４－１２ 佐竹　靖弘 (3738)1660 S27.5.16

仏教系 真言宗智山派 3295 圓能寺 143-0023 大田区山王１－６－３０ 髙橋　照和 (3771)1229 S27.12.24

仏教系 真言宗智山派 3296 密厳院 143-0016 大田区大森北３－５－４ 喜田　隆秀 (3761)8957 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3297 密乘院 143-0016 大田区大森中２－１７－５ 須佐　知行 (3761)9286 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3298 長遠寺 143-0025 大田区南馬込５－２－１０ 佐藤　達雄 (3771)8490 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3300 密蔵院 145-0076 大田区田園調布南２４－１８ 田中　定宏 (3758)3153 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3301 東光院 145-0072
大田区田園調布本町３５－
８

牧尾　應貴大 (3721)5045 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3302 観蔵院 145-0075 大田区西嶺町２２ー１９ 倉田  隆孝 (3750)6008 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3303 増明院 146-0091 大田区鵜ノ木１－１５－５ 茂木　隆晴 (3750)4013 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3304 蓮光院 146-0092 大田区下丸子３－１９－７ 池野  公脩 (3759)5525 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3306 蓮花寺 144-0051 大田区西蒲田６－１３－１４ 遠藤  祐純 (3734)0785 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3307 圓應寺 146-0093 大田区矢口３－２１－１５ 山川  弘巳 (3758)1666 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3308 薬王寺 144-0056 大田区西六郷２－２３－１５ 本多　学 (3731)8590 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3309 寳幢院 144-0056 大田区西六郷２－５２－１ 原　隆政 (3731)1084 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3310 安養寺 144-0056 大田区西六郷２－３３－１０ 佐藤  正道 (3731)4785 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3311 東陽院 144-0055 大田区仲六郷４－６－２ 竹内　隆智 (3738)2205 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3312 宝珠院 144-0055 大田区仲六郷４－３４－８ 長谷川　隆之 (3738)4607 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3313 寳泉寺 144-0045 大田区南六郷２－２６－１２ 竹内　隆智 (3738)3543 S28.3.3

仏教系 真言宗智山派 3314 秀明寺 144-0044 大田区本羽田１－３－１１ 磯　定憲 (3742)1966 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3315 自性院 144-0044 大田区本羽田３－９－１０ 井上　康彦 (3741)1639 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3316 龍王院 144-0043 大田区羽田２－２６－１１ 鈴木　龍政 (3741)1077 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3317 成心寺 143-0024 大田区中央７－５－２ 徳永  隆昭 (3751)3776 S28.2.25
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仏教系 真言宗智山派 3413 金剛院 144-0054 大田区新蒲田２－３－６ 近藤　昌俊 (3738)5649 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3414 長福寺 146-0092 大田区下丸子４－１８－３ 近藤　靖広 (3757)0705 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 4227 東福寺 146-0095 大田区多摩川２－１０－２２ 平幡　東照 (3757)0028 S28.3.3

仏教系 真言宗智山派 4924 遍照院 146-0095 大田区多摩川１－５－１４ 筒井　照琢 (3759)6330 S28.5.13

仏教系 真言宗智山派 6208 鏡王院 143-0022 大田区東馬込１－１－１２ 山崎　清徳 (3771)9250 S28.5.4

仏教系 真言宗智山派 6905 花光院 146-0093 大田区矢口２－３－１２ 神中　隆弘 (3759)8125 S45.7.27

仏教系 浄土宗 797 照善寺 145-0071 大田区田園調布５－３０－７ 田丸　和玄 (3721)3148 S27.9.20

仏教系 浄土宗 798 光明寺 146-0091 大田区鵜ノ木１－２３－１０ 青木　秀裕 (3750)6241 S27.9.27

仏教系 浄土宗 799 延命寺 146-0093 大田区矢口２－２６－１７ 樋口　威道 (3758)0067 S27.10.6

仏教系 浄土宗 800 欣浄寺 144-0054 大田区西蒲田４－２９－１７ 杉本　誠雄 (3753)4950 S27.10.7

仏教系
浄土真宗本願
寺派

928 最德寺 143-0016 大田区大森北３－１８－２５ 藤原　永至 (3761)6811 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

930 徳浄寺 143-0012 大田区大森東１－１６－２２ 菅原　晃全 (3761)4127 S27.12.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

931 嚴正寺 143-0012 大田区大森東３－７－２７ 北條　奈々 (3761)4945 S27.12.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

932 海岸寺 144-0044 大田区本羽田３－１７－６ 櫻井　寛明 (3742)0921 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

933 久寶寺 144-0044 大田区本羽田３－１７－１ 寺澤　暢英 (3742)0886 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

934 福泉寺 144-0047 大田区萩中３－２７－１０ 澤　壽子 (3742)2048 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

936 光敎寺 143-0024 大田区中央４－３５－３ 藤澤　正德 (3771)9408 S27.12.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

949 真光寺 144-0047 大田区萩中１－１３－６ 多田　恵章 (3731)5644 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

950 延德寺 144-0016 大田区萩中１－１２－１７ 潮留　淳仁 (3732)1472 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

951 善永寺 144-0016 大田区萩中１－１１－２４ 髙輪　真澄 (3739)5641 S28.1.19

仏教系
浄土真宗本願
寺派

952 福稱寺 144-0047 大田区萩中１－１２－２０ 岩尾　文淳 (3738)1720 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

953 妙覺寺 144-0047 大田区萩中１－１２－２９ 藤谷　宗孝 (3738)3091 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

954 報身寺 144-0047 大田区萩中１－１１－１６ 本多　宏城 (3738)0870 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

955 浄興寺 146-0094 大田区東矢口２－１０－９ 田ノ倉　亮爾 (3759)8673 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

956 正覺寺 144-0056 大田区萩中１－１３－１３ 佐竹　順昭 (3731)9212 S27.11.5
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仏教系
浄土真宗本願
寺派

1937 善照寺 143-0025 大田区南馬込４－９－１１ 岡崎　照幸 (3771)8700 S28.6.6

仏教系 真宗大谷派 6804 瑞光寺 144-0056 大田区西六郷１－２０－１０ 宮尾　隆造 (3734)3600 S40.10.8

仏教系 曹洞宗 3993 萬福寺 143-0025 大田区南馬込１－４９－１ 安本　由道 (3771)2025 S28.6.26

仏教系 曹洞宗 4000 曹禪寺 146-0082 大田区池上７－２２－１０ 菅野　斌允 (3751)0678 S28.12.3

仏教系 曹洞宗 4007 青巒寺 144-0052 大田区蒲田１－２９－１４ 林　誠道 (3731)9495 S31.12.3

仏教系 日蓮宗 120 長照寺 144-0044 大田区本羽田３－１４－７ 石井　英雄 (3742)1039 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 121 栄林寺 144-0052 大田区蒲田３－１－１６ 渡邉　卓睦 (3732)1490 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 122 圓頓寺 144-0052 大田区蒲田２－１９－１５ 田中　義海 (3731)6706 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 123 妙雲寺 146-0082 大田区池上１－１９－４０ 島田　剛志 (3751)6587 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 124 永壽院 146-0082 大田区池上１－１９－１０ 吉田　尚英 (3751)0533 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 125 心浄院 146-0082 大田区池上１－１９－２８ 今川　高之 (3751)8836 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 126 善慶寺 143-0023 大田区山王３－２２－１６ 罍　慈恭 (3778)3434 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 127 法養寺 146-0082 大田区池上１－１９－２５ 木村　中一 (3751)6728 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 128 長勝寺 143-0024 大田区中央６－６－５ 生駒　和幸 (3751)1322 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 129 立正院 143-0016 大田区大森北３－１０－５ 菅谷　妙進 (3761)2731 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 130 南之院 146-0082 大田区池上２－１１－１５ 伊澤　文彦 (3754)3730 S28.8.23

仏教系 日蓮宗 131 長慶寺 145-0065 大田区東雪谷５－８－１０ 中野　裕臣 (3729)6533 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 132 林昌寺 146-0081 大田区仲池上１－１４－１７ 松下　正雄 (3751)6267 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 133 理境院 146-0082 大田区池上１－３４－３ 大場　燿裕 (3751)0017 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 134 安詳寺 146-0085 大田区久が原４－４－１０ 小島　知広 (3751)0220 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 135 妙典寺 144-0052 大田区蒲田２－３－１０ 池内　章泰 (3731)6825 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 136 妙成寺 144-0051 大田区西蒲田６－１－１０ 安藤　和広 (3731)7770 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 137 大林寺 143-0014 大田区大森中２－７－１９ 新倉　善秀 (3761)2575 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 138 本妙院 146-0082 大田区池上１－３３－５ 早水　文秀 (3751)1682 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 139 本光寺 146-0085 大田区久が原２－１９－１７ 高倉　章瑞 (3751)4555 S27.9.3
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仏教系 日蓮宗 140 大森寺 143-0013 大田区大森南５－１－２ 徳永　昌要 (3743)2576 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 223 日蓮宗観音教会 124-0012 大田区池上６－２１－２２ 可知　雅祥 (3755)7530 S27.7.16

仏教系 日蓮宗 373 養源寺 146-0082 大田区池上１－３１－１ 前田　宣明 (3751)0251 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 381 真性寺 146-0082 大田区池上２－９－６ 小泉　顕應 (3754)0013 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 383 本行寺 146-0082 大田区池上２－１０－５ 中野　顕昭 (3752)0155 S28.8.23

仏教系 日蓮宗 384 照栄院 146-0082 大田区池上１－３１－１０ 石川　龍彦 (3754)6624 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 385 實相寺 146-0082 大田区池上２－１０－１７ 酒井　智章 (3751)4056 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 386 西之院 146-0082 大田区池上２－１０－１５ 並河　顕周 (3751)4625 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 387 覺源院 146-0082 大田区池上２－１１－５ 鈴木　秀行 (3751)7207 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 388 常仙院 146-0082 大田区池上１－３３－１ 野坂　法章 (3752)1409 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 389 嚴定院 146-0082 大田区池上２－１０－１２ 小黒　英真 (3751)6767 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 390 本成院 146-0082 大田区池上１－３５－３ 三瓶　宗正 (3751)0111 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 391 安立院 146-0082 大田区池上１－７－１０ 生駒　雅幸 (3751)2097 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 392 圓長寺 145-0066 大田区南雪谷５－５－２０ 岡田　完宏 (3728)0075 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 393 本覺寺 145-0073 大田区北嶺町３４－３ 石堂　顕晴 (3720)0705 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 394 観乗寺 144-0046 大田区東六郷３－１６－１ 島田　広幸 (3738)5044 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 396 日蓮宗妙徳教会 146-0091 大田区鵜の木２－３７－５ 今田　忠彰 (3759)5284 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 397 日蓮宗法燈教会 144-0051 大田区西蒲田３－２１－２０ 辻　常慶 (3753)5088 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 429 妙福寺 145-0063 大田区南千束２－２－７ 藤井　教淳 (3729)2338 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 430 本住寺 144-0044 大田区本羽田１－８－９ 池田　珖明 (3741)1539 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 431 妙幸寺 144-0034 大田区西糀谷１－９－３ 関戸　尭海 (3742)1857 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 2417 樹林寺 146-0085 大田区久が原２－１－２５ 秋葉　真敬 (3753)6500 S29.1.23

仏教系 日蓮宗 4847 妙安寺 144-0052 大田区蒲田４－１８－１５ 市川　智康 (3738)5236 S28.9.24

仏教系 日蓮宗 4848 中道院 146-0082 大田区池上１－３５－５ 宇澤　淨進 (3751)0040 S28.9.24

仏教系 日蓮宗 4849 東之院 146-0082 大田区池上１－７－７ 山村　栄慎 (3752)0880 S28.9.24
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仏教系 日蓮宗 4850 池上本門寺 146-0082 大田区池上１－１－１ 菅野　日彰 (3752)2331 S28.9.8

仏教系 日蓮宗 4944 日蓮宗法性教会 144-0034 大田区西糀谷２－２０－１７ 三友　量順 (3741)8549 S28.9.24

仏教系 日蓮宗 6732 日蓮宗馬頭観音教会 146-0082 大田区池上３－２０－７ 高倉　章瑞 (3752)1579 S36.11.7

仏教系 日蓮宗 200080 題目寺 143-0016 大田区大森北３－１２－６ 加藤　宣行 S27.8.23

仏教系 日蓮正宗 6938 宝浄寺 144-0054 大田区新蒲田１－４－１ 舟橋　日謙 (3735)6666 S47.10.23

仏教系 本門佛立宗 2282 久遠寺 144-0035 大田区南蒲田１－８－１ 加藤　正久 (3731)4295 S27.10.24

仏教系 本門佛立宗 6685 妙泉寺 144-0053 大田区蒲田本町２－７－１２ 柴田　正教 (3731)9723 S34.6.25

仏教系
日本山妙法寺
大僧伽

3643 日本山妙法寺馬込小僧伽 143-0026 大田区西馬込２－１７－１０ 木津　博充 (3775)2805 S29.3.15

仏教系 正信会 7337 日興門流妙眞寺 145-0071
大田区田園調布５－５１－１
１

中村　烈道 03(6410)7677 H28.7.5

仏教系 単立・仏教系 2537 佛教会館 143-0015 大田区大森西１－９－１５ 岡﨑　淑子 (3761)8010 S27.12.18

仏教系 単立・仏教系 4248 大乗寺 145-0075 大田区西嶺町２２ー３２ 藤井　幸太郎 (5482)0162 S28.3.31

仏教系 単立・仏教系 4292 宗福寺 143-0021 大田区北馬込２－５－５ 漆原　泰義 (3771)1481 S29.3.29

仏教系 単立・仏教系 6831 鳳風会 144-0054 大田区新蒲田３－２７－１０ 綾部  貞国 (3731)6420 S41.10.3

仏教系 単立・仏教系 6932 美原観音 143-0011 大田区大森本町２－１１－５ 飯田　　均 (3764)7251 S47.7.19

仏教系 単立・仏教系 7302 清流寺 145-0071
大田区田園調布１－４５－１
２

池田　勝紀 (3722)9600 H21.12.25

仏教系 単立・仏教系 7308 極楽寺 145-0064 大田区上池台４－３９－９ 横井　杲正 (5754)7778 H23.3.23

キリスト教系 日本基督教団 4421
日本基督教団田園調布教
会

145-0071
大田区田園調布３－３４－１
８

高橋　和人 (3721)2811 S28.2.27

キリスト教系 日本基督教団 4429
日本基督教団蒲田新生教
会

146-0094 大田区東矢口１-１４－１１ 大塩　光 (3732)8925 S28.2.28

キリスト教系 日本基督教団 4453 日本基督教団東調布教会 145-0073 大田区北嶺町３－２５ 山口　紀子 (3720)7937 S28.10.21

キリスト教系 日本基督教団 4468
日本基督教団大森めぐみ教
会

146-0082 大田区池上１－１９－３５ 関川　泰寛 (3754)9903 S28.5.12

キリスト教系 日本基督教団 4483 日本基督教団長原教会 145-0064 大田区上池台１－３９－１６ 小川　洋二 (3720)6254 S28.9.10

キリスト教系 日本基督教団 4518 日本基督教団馬込教会 143-0025 大田区南馬込４－３－５ 押川　沢江 (3772)1597 S28.5.13

キリスト教系 日本基督教団 4535 日本基督教団久ケ原教会 146-0085 大田区久が原４－３７－１４ 藤﨑　義宜 (3751)2072 S28.5.21

キリスト教系 日本基督教団 4971 日本基督教団蒲田教会 144-0052 大田区蒲田１－２２－１４ 伊藤　義経 (3732)1796 S29.3.12

キリスト教系 日本基督教団 4979 日本基督教団雪ヶ谷教会 145-0066 大田区南雪谷１－１９－７ 宮澤　真樹 (3729)5923 S29.3.24
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キリスト教系
日本福音ルーテ
ル教会

4687
日本福音ルーテル雪ヶ谷教
会

145-0065 大田区東雪谷３－２４－１０ 田島　靖則 (3729)0578 S28.1.13

キリスト教系
日本福音ルーテ
ル教会

4688
日本福音ルーテル田園調
布教会

145-0071 大田区田園調布２－３７－５ 李　明生 (3721)4716 S28.1.30

キリスト教系
日本福音ルーテ
ル教会

4689
日本福音ルーテル蒲田教
会

144-0055 大田区仲六郷１－４０－１８ 永吉　秀人 (3731)6777 S28.1.19

キリスト教系
日本福音ルーテ
ル教会

6542
日本福音ルーテル大森教
会

143-0023 大田区山王２－１８－３ 竹田　孝一 (3772)2905 S31.5.28

キリスト教系
日本キリスト教
会

3659 日本キリスト教会大森教会 143-0016 大田区大森北４－１４－５ 佐藤　泰將 (3761)9612 S28.10.21

キリスト教系
日本キリスト教
会

3661
日本キリスト教会蒲田御園
教会

144-0052 大田区西蒲田７－２２－１１ 松田　真二 (3738)0038 S28.7.7

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7258 垂穂キリスト教会 144-0045 大田区南六郷２－１９－１４ 桐山　塁 (3738)8379 H14.7.12

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7267 キリスト教東京鵜の木教会 146-0091 大田区鵜の木３－１２－２ 野田　清忠 (3750)0149 H14.12.24

諸教 天理教 1399 天理教本種分教会 144-0046 大田区東六郷３－２－１１ 稲木　元治 (3736)4767 S28.5.18

諸教 天理教 1404 天理教本富分教会 143-0023 大田区山王３－２５－６ 岡田　政久 (3771)7196 S28.5.18

諸教 天理教 1405 天理教本芝田分教会 144-0031 大田区東蒲田２－１５－２ 菊池　光留 (3738)5095 S28.5.18

諸教 天理教 1406 天理教本蒲田分教会 144-0054 大田区新蒲田３－１４－３ 内藤　直子 (3736)5882 S28.5.18

諸教 天理教 1408 天理教大生分教会 144-0055 大田区仲六郷４－３１－１４ 橋本　正 (3738)7983 S28.5.18

諸教 天理教 1409 天理教大美友分教会 143-0016 大田区大森北３－３－８ 菱田　德太郎 (3761)8932 S28.5.18

諸教 天理教 1410 天理教大光分教会 145-0066 大田区南雪谷４－２４－４ 松井　豊 (3720)8690 S28.5.18

諸教 天理教 1412 天理教大美一分教会 146-0085 大田区久が原２－８－１８ 稲葉　満 S28.5.18

諸教 天理教 1413 天理教大井町分教会 145-0064 大田区上池台３－１９－５ 守屋　重雄 (3720)8715 S28.5.18

諸教 天理教 1417 天理教大松分教会 143-0016 大田区大森北３－３０－９ 長谷川　政明 (3761)2870 S28.5.18

諸教 天理教 1419 天理教大茂分教会 143-0016 大田区大森北６－１６－１３ 田中　正美 (3761)5424 S28.5.18

諸教 天理教 1420 天理教大曻分教会 143-0012 大田区大森東４－２１－２ 茨田　益男 (3761)2564 S28.5.18

諸教 天理教 1422 天理教大活分教会 143-0016 大田区大森北６－１－１１ 田中　信善 (3763)5836 S28.5.18

諸教 天理教 1423 天理教大美輪分教会 143-0016 大田区大森北４－２６－６ 菱田　靖貴 (3761)8682 S28.5.18

諸教 天理教 1425 天理教大美郷分教会 144-0055 大田区仲六郷１－５３－８ 細川　孝修 (3734)9680 S28.5.18

諸教 天理教 1428 天理教南増分教会 143-0021 大田区北馬込２－４０－１３ 増田　功一 (3772)4767 S28.5.18

諸教 天理教 1431 天理教入新井分教会 144-0053 大田区蒲田本町２－１０－３ 小泉　誠治 (3734)9754 S28.5.18
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諸教 天理教 1432 天理教本殿分教会 145-0062 大田区北千束３－２－１２ 里見　利親 (3720)1947 S28.5.18

諸教 天理教 1434 天理教荏原分教会 144-0043 大田区羽田６－１－１５ 吉岡　和男 (3742)2420 S28.5.18

諸教 天理教 1435 天理教古元分教会 145-0062 大田区北千束２－８－３ 中野　とし (3783)3097 S28.5.18

諸教 天理教 1440 天理教日蒲分教会 144-0051 大田区西蒲田３－５－５ 岡　康人 (3752)3750 S28.5.18

諸教 天理教 1442 天理教彦根東分教会 145-0064 大田区上池台３－２９－１２ 井上　美香 (3728)6945 S28.5.18

諸教 天理教 1444 天理教戸越分教会 145-0064 大田区上池台１－５－８ 中井　清 (3782)5605 S28.5.18

諸教 天理教 1451 天理教郷東分教会 145-0065 大田区東雪谷２－３１－１２ 松井　正治 (3720)2481 S28.5.18

諸教 天理教 1452 天理教本芝原分教会 143-0021 大田区北馬込２－２３－３ 前田　陏代 (3772)1817 S28.5.18

諸教 天理教 1458 天理教梅屋敷分教会 144-0031 大田区東蒲田１－１５－１１ 土屋　廣子 (3732)2770 S28.5.18

諸教 天理教 1460 天理教梅盛分教会 145-0065 大田区東雪谷４－２０－１１ 澤木　道之 (3729)3774 S28.5.18

諸教 天理教 1992 天理教八辺原分教会 144-0043 大田区羽田６－１－１８ 松澤　なをみ (3742)9054 S28.5.18

諸教 天理教 1993 天理教大智久分教会 144-0043 大田区羽田２－２６－４ 橋本　誠 (3741)2592 S28.5.18

諸教 天理教 1995 天理教東鴨分教会 143-0024 大田区中央６－２３－１１ 長久保　正也 (3753)6710 S28.5.18

諸教 天理教 2043 天理教南久が原分教会 146-0084 大田区南久が原１－２２－６ 林　保子 (3758)6669 S28.3.18

諸教 天理教 2044 天理教日愛分教会 146-0085 大田区久が原１－２２－３ 吉原　淑子 (3752)1341 S28.3.18

諸教 天理教 5044 天理教蒲田分教会 146-0094 大田区東矢口３－１５－１０ 石井　松夫　 (3734)5704 S28.5.18

諸教 天理教 5047 天理教豊神分教会 146-0082 大田区池上８－２３－２ 志村　里美 (3759)3762 S28.5.18

諸教 天理教 5048 天理教大美治分教会 144-0052 大田区蒲田１－３－３ 中野　茂一 (3731)1558 S28.5.18

諸教 天理教 5086 天理教大伊勢分教会 144-0043 大田区羽田３－５－１９ 渡邊　清 (5705)0513 S28.5.18

諸教 天理教 5087 天理教日徳分教会 145-0064 大田区上池台１－４３－８ 岡部　順 (3720)4295 S28.5.18

諸教 天理教 5153 天理教本堀江分教会 145-0065 大田区東雪谷３－１１－１４ 堀江　明美 (3729)8386 S28.5.18

諸教 天理教 6274 天理教京徳分教会 144-0056 大田区西六郷２－６－１３ 田嶋　祥二 (3738)2403 S29.1.7

諸教 天理教 6570 天理敎本芝郷分教会 146-0082 大田区池上４－１２－１０ 田中　豊一 (3751)5962 S30.12.12

諸教 天理教 6572 天理教北千分教会 143-0015 大田区大森西３－１２－４ 小林　實 (3762)5316 S30.12.8

諸教 天理教 6847 天理教東大森分教会 143-0015 大田区大森西３－７－２２ 藪西　道弘 (3764)6291 S42.5.9
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諸教 天理教 7056 天理教本高浦分教会 143-0021 大田区北馬込２－１－１８ 野口　武博 (3771)2217 S53.11.24

諸教 天理教 7066 天理教大美原分教会 145-0074 大田区東嶺町４ー１５ 守屋　三千朗 (3751)9697 S54.9.18

諸教 天理教 200107 天理教新華分教会 143-0081 大田区仲池上２－２０－６ 望月　キミ (3752)1425 S28.5.18

諸教 天理教 200133 天理教都川分教会 145-0066 大田区南雪谷５－２０－２１ 小西　美津子 (3720)4574 S29.1.7

諸教 天理教 200182 天理教本荏髙分教会 145-0073 大田区北嶺町６－１４ 高須　肇 (3720)7636 S31.12.20

諸教 天理教 200344 天理教大森町大教会 143-0015 大田区大森西４－４－１０ 守屋　洋明 (3761)3526 S28.5.18

諸教
日本敬神崇祖
自修団

6678 天皇道修学東京道場 144-0052 大田区蒲田５－４４－１４ 加藤　素梅子 (3731)4294 S34.3.6

神道系 神社本庁 2048 六所神社 157-0064 世田谷区給田１－３－７ 池亀  紀文 (3308)9383 S29.1.21

神道系 神社本庁 2057 八幡神社 157-0063 世田谷区粕谷１－２３－１８ 池亀  紀文 (3309)3779 S29.1.26

神道系 神社本庁 2058 八幡社 156-0056 世田谷区八幡山１－１２－２ 池亀  紀文 (3309)3779 S29.4.3

神道系 神社本庁 2059 神明神社 156-0055 世田谷区船橋４－４０－１７ 池亀  紀文 (3309)3779 S29.1.21

神道系 神社本庁 2940 駒留八幡神社 154-0011 世田谷区上馬５－３５－３ 齋藤　憲輝 (3410)5933 S29.1.21

神道系 神社本庁 2941 稲荷神社 154-0003 世田谷区野沢２－２－１３ 齋藤　憲輝 (3424)2453 S29.1.21

神道系 神社本庁 2942 稲荷神社 156-0041 世田谷区大原２－２９－２１ 額賀　安平 (3328)7537 S29.1.21

神道系 神社本庁 2943 稲荷神社 154-0001 世田谷区池尻２－３４－１５ 西山　和範 (3411)2141 S29.1.21

神道系 神社本庁 2944 稲荷神社 154-0023 世田谷区若林２－１８－１ 齋藤　憲輝 (3412)2932 S29.4.3

神道系 神社本庁 2945 三宿神社 154-0005 世田谷区三宿２－２７－６ 齋藤　憲輝 (3414)2962 S29.4.3

神道系 神社本庁 2946 北野神社 154-0023 世田谷区若林３－３４－１６ 齋藤　憲輝 (3412)2932 S29.4.3

神道系 神社本庁 2948 稲荷神社 154-0022 世田谷区梅丘１－６０－７ 纐纈　誠 (3321)5396 S29.1.21

神道系 神社本庁 2949 北澤八幡神社 155-0032 世田谷区代沢３－２５－３ 矢島　嗣久 (3422)1370 S29.4.19

神道系 神社本庁 2950 六所神社 156-0044 世田谷区赤堤２－２５－２ 纐纈  誠 (3321)5396 S29.1.21

神道系 神社本庁 2951 八幡神社 156-0045 世田谷区桜上水３－２１－６ 中村  善隆 (3303)3263 S29.2.8

神道系 神社本庁 3159 天神社 157-0077 世田谷区鎌田４－１１－１９ 野澤　秀典 (3416)1240 S29.1.21

神道系 神社本庁 3160 八幡神社 157-0076 世田谷区岡本２－２１－２ 野澤　秀典 (3416)1240 S29.1.21

神道系 神社本庁 3161 神明社 157-0072 世田谷区祖師谷５－１－７ 野澤　宙律 (3416)1240 S29.1.26
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神道系 神社本庁 3162 氷川神社 157-0068
世田谷区宇奈根２－１３－１
９

野澤　秀典 (3416)1240 S29.1.21

神道系 神社本庁 3163 氷川神社 157-0067 世田谷区喜多見４－２６－１ 野澤　秀典 (3416)1240 S29.1.26

神道系 神社本庁 3164 須賀神社 157-0067 世田谷区喜多見４－３－２３ 野澤　秀典 (3416)1240 S29.1.21

神道系 神社本庁 3165 氷川神社 157-0074 世田谷区大蔵６－６－７ 野澤　秀典 (3416)1240 S29.1.26

神道系 神社本庁 3199 稲荷神社 157-0071
世田谷区千歳台５－１７－２
３

野澤　宙律 (3416)1240 S29.1.26

神道系 神社本庁 3204 諏訪神社 158-0094 世田谷区玉川３－２６－５ 野澤　秀典 (3416)1240 S29.1.21

神道系 神社本庁 5212 深沢神社 158-0081 世田谷区深沢５－１１－１ 秋元　令子 (3701)8595 S29.3.8

神道系 神社本庁 5213 宇佐神社 158-0086 世田谷区尾山台２－１１－３ 根本    博 (3702)0875 S29.3.8

神道系 神社本庁 5215 六所神社 158-0092 世田谷区野毛２－１４－２ 秋元　令子 (3703)7364 S29.3.8

神道系 神社本庁 5227 松陰神社 154-0023 世田谷区若林４－３５－１ 齋藤　憲輝 (3421)4834 S29.1.26

神道系 神社本庁 5342 菅原神社 156-0043 世田谷区松原３－２０－１６ 荒堀  一良 (3321)6665 S29.1.21

神道系 神社本庁 5537 奥沢神社 158-0083 世田谷区奥沢５－２２－１ 長谷川  康夫 (3718)2757 S29.1.21

神道系 神社本庁 5659 玉川神社 158-0082 世田谷区等々力３－２７－７ 髙橋　秀史 (3701)1617 S29.1.21

神道系 神社本庁 5727 天祖神社 156-0052 世田谷区経堂４－３３－２ 中原  正明 (3420)2674 S29.1.21

神道系 神社本庁 5856 用賀神社 158-0097 世田谷区用賀２－１６－２６ 髙橋　秀史 (3701)1617 S29.1.21

神道系 神社本庁 5857 天祖神社 158-0091 世田谷区中町３－１８－１ 髙橋　秀史 (3701)1617 S29.1.21

神道系 神社本庁 5858 東玉川神社 158-0084 世田谷区東玉川１－３２－９ 関根　教弘 (3720)0007 S29.1.21

神道系 神社本庁 5859 稲荷神社 158-0093 世田谷区上野毛３－２２－２ 髙橋　秀史 (3701)1617 S29.1.21

神道系 神社本庁 5891 天祖神社 154-0017 世田谷区世田谷１－２３－５ 蔵重  命史 (3429)1829 S29.1.26

神道系 神社本庁 5894 八幡神社 155-0033 世田谷区代田３－５７－１ 額賀  安平 (3414)5180 S29.4.3

神道系 神社本庁 5936 世田谷八幡宮 156-0051 世田谷区宮坂１－２３－２０ 蔵重  命史 (3429)1732 S29.3.8

神道系 神社本庁 5938 弦巻神社 154-0016 世田谷区弦巻３－１８－２２ 蔵重  命史 (3420)8453 S29.10.10

神道系 神社本庁 5939 稲荷神社 156-0054 世田谷区桜丘４－１４－１８ 蔵重  命史 (3429)1732 S29.1.26

神道系 神社本庁 5959 八幡神社 154-0004 世田谷区太子堂５－２３－４ 畑中　一彦 (3411)0753 S29.1.21

神道系 神社本庁 6014 玉川神社 158-0095 世田谷区瀬田４－１１－３１ 高橋  邦秀 (3700)3829 S28.9.14
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神道系 神社本庁 6666 羽根木神社 156-0042 世田谷区羽根木２－１７－５ 藏重  命史 (3325)9904 S33.9.1

神道系 神社本庁 6897 三峯神社 157-0073 世田谷区砧４－６－１ 野澤　宙律 (3416)1240 S45.1.7

神道系 神社本庁 7046 松羽稲荷神社 156-0043 世田谷区松原６－９－１９ 蔵重  命史 (3429)1732 S53.6.23

神道系 神社本庁 200034 烏山神社 157-0062 世田谷区南烏山２－２１－１ 池亀  紀文 (3308)9663 S29.1.21

神道系 神社本庁 200063 神明社 157-0065
世田谷区上祖師ヶ谷４－１
９－２４

池亀  紀文 (3309)5651 S29.1.21

神道系 神社本庁 200135 稲荷神社 154-0014 世田谷区新町２－１７－１ 渡邊  茂雄 (3425)9871 S29.1.21

神道系 神道大教 5022 神道大教栄珠稲荷神社 154-0005 世田谷区三宿１－１４－２３ 森田  和子 (3414)5575 S28.4.16

神道系 黒住教 5032 黒住教東京大教会所 154-0001 世田谷区池尻２－２１－１８ 藤原　正和 (3795)4142 S28.6.18

神道系 丸山教 455 丸山教明徳教会 157-0061 世田谷区北烏山９－３－３０ 小山　靖志 (3300)5732 S31.12.25

神道系 禊教 25 身曽岐神社奉賛会 158-0095 世田谷区瀬田４－１９－４ 坂田　安儀 (3725)2309 S27.6.12

神道系 金光教 1884 金光教雪ヶ谷教会 158-0084 世田谷区東玉川２－１－１ 金子　一美 (3729)9073 S27.9.9

神道系 金光教 1897 金光教世田谷教会 154-0002 世田谷区下馬１－１０－１ 安達　光子 (3414)8922 S27.9.10

神道系 金光教 1903 金光教北沢教会 155-0031 世田谷区代田４－１０－７ 中畑　吉子 (5300)8311 S27.9.9

神道系 （非）爽教元庁 2178 爽教本部教会 154-0012 世田谷区駒沢３－１２－１８ 吉田  忍 03(3412)9085 S29.3.17

神道系 単立・神道系 11 稲荷森稲荷神社 156-0054 世田谷区桜丘２－２９－３ 時任　義憲 (3428)3838 S27.6.26

神道系 単立・神道系 2337 御嶽山日之本教会 154-0004 世田谷区太子堂３－２４－１ 森　隆宏 (3411)2187 S27.12.27

神道系 単立・神道系 2338 御嶽山日之本第二教会 154-0022 世田谷区梅丘１－５９－５ 安藤  巌 S27.12.27

神道系 単立・神道系 2388 光蓮教會 154-0017 世田谷区世田谷２－１０６５ 黄　　梅華 S29.4.19

神道系 単立・神道系 2952 駒繫神社 154-0002 世田谷区下馬４－２７－２６ 澤田　浩治 (3414)8369 S29.1.21

神道系 単立・神道系 5165 天光道教団 155-0033 世田谷区代田４－１０－１９ 千島　秀元 (3323)1234 S28.1.12

神道系 単立・神道系 6658 まこと信心 154-0017 世田谷区世田谷１－４０－３ 小林　正代 (3428)1562 S33.3.25

神道系 単立・神道系 6751 甘露台 154-0023 世田谷区若林２－３１－１３ 井沢　文明 (3421)6027 S37.12.12

神道系 単立・神道系 6777 満桜稲荷神社 156-0053 世田谷区桜２－９－２５ 杉本　茂利 (3420)6914 S39.4.23

神道系 単立・神道系 6801 大原斎場 156-0041 世田谷区大原２－２９－２４ 河野  誠一 (3468)2737 S40.9.1

神道系 単立・神道系 6878 惟神教 157-0071
世田谷区上祖師谷６ー８－
５

林　徳彦 08030230570 S43.10.16
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仏教系 天台宗 1011 眞光寺 157-0064 世田谷区給田１－１９－９ 真泉　光宏 (3300)8302 S27.9.24

仏教系 天台宗 1029 教學院 154-0004 世田谷区太子堂４－１５－１ 林　正寛 (3419)0108 S27.9.19

仏教系 天台宗 1030 久成院 156-0054 世田谷区桜丘４－１３－４ 利根川　浩行 (3420)7912 S27.9.19

仏教系 天台宗 1031 永安寺 157-0074 世田谷区大蔵６－４－１ 金子　聡秀 (3416)2876 S27.9.29

仏教系 天台宗 1032 知行院 157-0067 世田谷区喜多見５－１９－２ 坂本　観泰 (3417)3456 S27.9.24

仏教系 天台宗 1033 観音寺 157-0068 世田谷区宇奈根２－２４－２ 本多　賢眞 (3416)7852 S27.9.19

仏教系 天台宗 1034 教学院教会 154-0002 世田谷区下馬２－３９－１２ 大圖　宗全 (3422)4817 S27.9.19

仏教系 真言宗智山派 3281 満願寺 158-0082 世田谷区等々力３－１５－１ 阿部　龍樹 (3705)1622 S28.3.6

仏教系 真言宗智山派 3282 醫王寺 158-0081 世田谷区深沢６－１４－２ 内藤　隆維 (3701)1687 S28.3.6

仏教系 真言宗智山派 3283 真福寺 158-0097 世田谷区用賀４－１４－４ 内藤　隆雅 (3700)0614 S28.3.6

仏教系 真言宗智山派 3284 金剛寺 158-0091 世田谷区中町２－２０－１１ 渡辺  真行 (3701)1955 S28.3.6

仏教系 真言宗智山派 3285 覚願寺 158-0093
世田谷区上野毛２－１５－１
５

小久保　良裕 (3704)1882 S28.3.6

仏教系 真言宗智山派 3286 長円寺 157-0076 世田谷区岡本１－２０－１ 阿部　龍樹 (3707)1228 S28.3.6

仏教系 真言宗智山派 3287 慈眼寺 158-0095 世田谷区瀬田４－１０－３ 山科　尚巳 (3700)0212 S28.3.6

仏教系 真言宗智山派 3288 西澄寺 154-0002 世田谷区下馬２－１１－６ 西岡　知圓 (3421)1616 S28.3.6

仏教系 真言宗智山派 3289 安穏寺 157-0065
世田谷区上祖師谷２－３－
６

増田　貴彦 (3300)4461 S28.3.6

仏教系 真言宗智山派 3290 寳性寺 156-0055 世田谷区船橋４－３９－３２ 上田  浩憲 (3482)8694 S28.3.6

仏教系 真言宗智山派 3291 東覚院 157-0071
世田谷区千歳台４－１１－１
１

野崎  芳彦 (3483)0827 S28.4.6

仏教系 真言宗智山派 3292 深澤不動教会 158-0081 世田谷区深沢６－１－１ 内藤  隆紘 (5760)6262 S28.3.28

仏教系 真言宗智山派 3293 善養寺 158-0092 世田谷区野毛２－７－１１ 真保　龍空 (3704)0643 S28.3.19

仏教系 真言宗智山派 3294 玉眞院 158-0095 世田谷区瀬田４－１３－３ 眞保　龍言 (3700)2561 S28.3.6

仏教系 真言宗智山派 3442 吉祥院 157-0077 世田谷区鎌田４－１１－１８ 真保  龍迅 (3416)4468 S28.3.25

仏教系 真言宗智山派 4949 成田山赤松不動教会 156-0057 世田谷区松原４－１３－９ 福並　照夜 (3322)4637 S28.9.16

仏教系 真言宗豊山派 2595 多聞院 157-0061 世田谷区北烏山４－１２－１ 千守  博文 (3300)3628 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 2669 密蔵院 156-0045 世田谷区桜上水２－２４－６ 吉田　俊恵 (3303)0650 S28.5.4
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仏教系 真言宗豊山派 2670 勝國寺 154-0017 世田谷区世田谷４－２７－４ 髙岡  精司 (3420)2488 S28.5.4

仏教系 真言宗豊山派 2671 円泉寺 154-0004 世田谷区太子堂３－３０－８ 高橋　興司 (3414)2013 S28.5.4

仏教系 真言宗豊山派 2672 圓乗院 155-0033 世田谷区代田２－１７－３ 清水  宥聖 (3414)4584 S28.5.11

仏教系 真言宗豊山派 2673 西福寺 156-0044 世田谷区赤堤３－２８－２９ 狩野  裕 (3321)6546 S28.5.4

仏教系 真言宗豊山派 2674 円光院 154-0017 世田谷区世田谷４－７－１２ 小林　弘徳 (3420)0706 S28.5.4

仏教系 真言宗豊山派 2675 善性寺 154-0021
世田谷区豪徳寺１－５５－２
３

高岡　精司 (3420)2488 S28.5.4

仏教系 真言宗豊山派 2830 大空閣寺 158-0095 世田谷区瀬田４－２１－１５ 宮本　慶文 (3700)0208 S28.7.2

仏教系 浄土宗 789 宝寿院 157-0067
世田谷区喜多見５－１３－１
０

阿頼耶　敬澄 (3416)5776 S27.11.28

仏教系 浄土宗 792 慶元寺 157-0067 世田谷区喜多見４－１７－１ 山田　順司 (3416)1221 S27.9.25

仏教系 浄土宗 794 淨眞寺 158-0083 世田谷区奥沢７－４１－３ 清水　英碩 (3701)2029 S27.10.1

仏教系 浄土宗 795 大音寺 158-0083 世田谷区奥沢１－１８－３ 矢花　真隆 (3720)2855 S27.9.25

仏教系 浄土宗 796 伝乗寺 158-0086 世田谷区尾山台２－１０－３ 東海　義英 (3701)5534 S27.9.25

仏教系 浄土宗 801 大吉寺 154-0017 世田谷区世田谷４－７－９ 成田　昌憲 (3420)1074 S27.9.25

仏教系 浄土宗 802 森巖寺 155-0032 世田谷区代沢３－２７－１ 加藤　昌康 (3421)1730 S27.10.9

仏教系 浄土宗 803 無量寺 158-0097 世田谷区用賀４－２０－１ 高橋　誠実 (3700)8268 S27.9.25

仏教系 浄土宗 804 法徳寺 158-0095 世田谷区瀬田１－７－７ 白井　常祥 (3700)3032 S27.10.1

仏教系 浄土宗 805 浄光寺 154-0017
世田谷区世田谷１－３８－２
０

田中　秀孝 (3420)2481 S27.9.25

仏教系 浄土宗 806 感應寺 154-0011 世田谷区上馬４－３０－１ 成田　淳教 (5431)7676 S27.9.25

仏教系 浄土宗 4211 稱往院 157-0061 世田谷区北烏山５－９－１ 松永　聖弘 (3300)5004 S28.4.27

仏教系 浄土宗 4212 行善寺 158-0095 世田谷区瀬田１－１２－２３ 渡辺  俊雄 (3700)3007 S28.4.23

仏教系 浄土宗 4865 宗福寺 157-0061 世田谷区北烏山５－１０－１ 八木　暁裕 (3300)0565 S28.9.8

仏教系 浄土宗 7205 観音院 157-0071 世田谷区千歳台２－８－１１ 小林　浩道 (3483)6771 H4.6.12

仏教系
浄土宗西山禅
林寺派

2420 円光寺 157-0074 世田谷区大蔵２－２－１ 内藤　哲 (3416)0125 S28.4.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

843 正蓮寺 154-0024
世田谷区三軒茶屋１－１０
－１１

竹岡　郁雄 (3421)0307 S27.11.13

仏教系
浄土真宗本願
寺派

877 妙祐寺 157-0061 世田谷区北烏山４－１６－１ 髙辻　円和 (3300)5028 S27.11.24
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仏教系
浄土真宗本願
寺派

890 實相寺 157-0073 世田谷区砧２－１０－１１ 野生司　祐宏 (3416)0027 S27.11.13

仏教系
浄土真宗本願
寺派

894 成勝寺 154-0000 世田谷区宮坂２－２４－５ 廣岡　千代子 (3420)1577 S27.11.13

仏教系
浄土真宗本願
寺派

903 延重寺 156-0043 世田谷区松原５－４３－５ 福並　順円 (3322)4765 S27.11.24

仏教系
浄土真宗本願
寺派

904 常念寺 156-0043 世田谷区松原５－４６－８ 三好　英明 (3321)0048 S27.11.13

仏教系
浄土真宗本願
寺派

906 正法寺 156-0043 世田谷区松原５－４３－３０ 白川　淳敬 (3321)0205 S27.11.24

仏教系
浄土真宗本願
寺派

907 勝林寺 156-0043 世田谷区松原５－４３－８ 近藤　寛定 (3321)1436 S27.11.24

仏教系
浄土真宗本願
寺派

913 常栄寺 157-0061 世田谷区北烏山４－１３－１ 柘植　芳秀 (3300)5818 S27.11.13

仏教系
浄土真宗本願
寺派

916 善行寺 157-0061 世田谷区北烏山５－１４－１ 山下　太 (3300)3640 S27.11.24

仏教系
浄土真宗本願
寺派

919 萬福寺 157-0061 世田谷区北烏山５－１３－１ 竹内　隆志 (3300)5143 S27.11.24

仏教系
浄土真宗本願
寺派

921 源正寺 157-0061 世田谷区北烏山４－１４－１ 松浦　雅昭 (3300)5563 S27.11.24

仏教系
浄土真宗本願
寺派

922 浄因寺 157-0061 世田谷区北烏山５－１１－１ 伊奈　良昭 (3300)5141 S27.11.13

仏教系
浄土真宗本願
寺派

925 妙善寺 157-0061 世田谷区北烏山５－１２－１ 寺﨑　滋 (3300)2639 S27.11.13

仏教系
浄土真宗本願
寺派

935 専浄寺 158-0082 世田谷区等々力６－７－１０ 坂井　晶彦 (3701)4753 S27.11.13

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2487 善宗寺 158-0093 世田谷区上野毛４－２５－７ 西垣  義孝 (3701)0189 S27.11.24

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2488 長德寺 156-0057 世田谷区上北沢１－３－１７ 竹柴　俊徳 (3303)7397 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2493 専光寺 155-0031 世田谷区北沢３－９－１０ 長岡  性真 (3466)8239 S27.11.24

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2499 淨徳寺 156-0043 世田谷区松原５－４６－１１ 福並　順円 (3322)4765 S27.11.24

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2506 善巧寺 154-0021 世田谷区豪徳寺１－４１－６ 榎本　明 048(734)7660 S27.12.24

仏教系
浄土真宗本願
寺派

6950 光母寺 157-0061 世田谷区北烏山８－５－４ 川本  浩正 (3308)8625 S48.7.7

仏教系
浄土真宗本願
寺派

7260 慈船寺 157-0077 世田谷区鎌田３－１０－１１ 鈴木　昭海 (3700)4545 H14.12.3

仏教系 真宗大谷派 3559 西蓮寺 157-0061 世田谷区北烏山２－７－１ 白山  謙弌 (3300)5066 S28.6.24

仏教系 真宗大谷派 3560 永願寺 157-0061 世田谷区北烏山４－２９－１ 司馬　淳生 (3300)1017 S28.6.24

仏教系 真宗大谷派 3561 存明寺 157-0061 世田谷区北烏山４－１５－１ 酒井　義一 (3300)5057 S28.6.24

仏教系 真宗大谷派 3562 乗満寺 157-0061 世田谷区北烏山５－７－１ 遠藤　賢順 (3300)5139 S28.6.24

仏教系 真宗大谷派 3563 究竟寺 158-0083 世田谷区奥沢７－１３－２１ 田宮  奎文 (3701)6505 S28.6.24
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仏教系 真宗大谷派 3564 入楽寺 157-0061 世田谷区北烏山５－７－１ 遠藤　賢順 (3300)5139 S28.8.13

仏教系 真宗大谷派 4165 浄行寺 158-0084 世田谷区東玉川２－３０－３ 五島  満 (3720)6737 S28.8.26

仏教系 真宗大谷派 7305 専了寺 158-0087 世田谷区玉堤１－１９－２６ 古川　一丸 (3702)7876 H22.3.11

仏教系 真宗大谷派 307172 即法寺 156-0044 世田谷区赤堤３－２２－４ 杉浦　英彰 (3327)3761 S27.11.25

仏教系 真宗誠照寺派 445 別院満足院 154-0022 世田谷区梅丘１－５４－１ 二條　慶子 (3429)0650 S27.8.2

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3719 龍雲寺 154-0003 世田谷区野沢３－３８－１ 細川　晋輔 (3421)0238 S28.5.19

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3626 高源院 157-0061 世田谷区北烏山４－３０－１ 岩崎　宗光（光雄） (3308)2662 S28.3.10

仏教系 曹洞宗 3787 豪徳寺 154-0021 世田谷区豪徳寺２－２４－７ 粕川　徹哉 (3426)1437 S29.3.1

仏教系 曹洞宗 3788 常徳院 156-0051 世田谷区宮坂２－１－１１ 武田　一敬 (3420)1015 S28.10.14

仏教系 曹洞宗 3789 勝光院 156-0053 世田谷区桜１－２６－３５ 大場  泰宣 (3426)6921 S28.6.24

仏教系 曹洞宗 3791 福昌寺 156-0052 世田谷区経堂１－２２－１ 櫻井　文秀 (3420)3269 S28.6.23

仏教系 曹洞宗 3792 善養院 154-0014 世田谷区新町２－５－１２ 諏訪　浩一 (3429)7440 S28.6.23

仏教系 曹洞宗 3793 実相院 154-0016 世田谷区弦巻３－２９－６ 佐々木  紀夫 (3420)0307 S28.6.23

仏教系 曹洞宗 3794 宗円寺 154-0011 世田谷区上馬３－６－８ 廣野　義子 (3422)5961 S28.6.23

仏教系 曹洞宗 3795 耕雲寺 157-0073 世田谷区砧７－１２－２２ 芦辺  謙一 (3416)1735 S28.7.7

仏教系 曹洞宗 3796 永正寺 155-0031 世田谷区北沢２－３９－６ 松井  優孝 (3468)1678 S29.5.1

仏教系 曹洞宗 3797 源照寺 158-0083 世田谷区奥沢３－２６－７ 坂下  康之 (3728)2333 S29.3.9

仏教系 曹洞宗 6490 眞龍寺 155-0031 世田谷区北沢２－３６－１５ 内藤　道雄 (3467)5966 S30.2.22

仏教系 曹洞宗 7000 真龍庵 154-0004
世田谷区太子堂４－３１－１
４

来馬　正行 (3422)2065 S50.12.13

仏教系 日蓮宗 258 常在寺 154-0016 世田谷区弦巻１－３４－１７ 駒野　教源 (3429)1831 S27.7.23

仏教系 日蓮宗 259 玉川寺 158-0095 世田谷区瀬田４－１２－４ 池田　順覚 (3700)0544 S27.7.22

仏教系 日蓮宗 260 常光寺 157-0068 世田谷区宇奈根２－２１－２ 柿川　知大 (3416)3639 S27.7.26

仏教系 日蓮宗 261 妙法寺 157-0074 世田谷区大蔵５－１２－３ 小林　教一 (3417)8080 S27.7.26

仏教系 日蓮宗 262 妙揚寺 157-0061 世田谷区北烏山４－９－１ 北川　前肇 (3300)5344 S27.7.22

仏教系 日蓮宗 263 幸龍寺 157-0061 世田谷区北烏山５－８－１ 髙佐　英長 (5314)7010 S27.7.22
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仏教系 日蓮宗 274 日蓮宗明宝教会 154-0002 世田谷区下馬１－２４－１ 小多喜　孝洋 (3414)9533 S27.7.22

仏教系 日蓮宗 275 日蓮宗敬親玉川教会 158-0095 世田谷区瀬田４－１３－４ 遠山　観行 (3700)5559 S27.7.23

仏教系 日蓮宗 360 玄照寺 157-0061 世田谷区北烏山４－２１－１ 山岡　淳一 (3307)5441 S27.7.22

仏教系 日蓮宗 361 妙髙寺 157-0061 世田谷区北烏山６－２３－１ 吉田　勝敏 (3300)0012 S27.7.22

仏教系 日蓮宗 4854 妙光寺 158-0083 世田谷区奥沢５－２９－１１ 眞々田　元敬 (3721)7992 S28.11.4

仏教系 日蓮宗 6557 妙楽寺 156-0043 世田谷区松原３－２７－２７ 野口　妙海 (3322)4853 S30.10.20

仏教系 日蓮正宗 6934 善福寺 157-0066 世田谷区成城２－３－２１ 木村　信龍 (3416)7950 S49.10.5

仏教系 日蓮正宗 7149 宣徳寺 154-0012 世田谷区駒沢２－４９－３ 秋元　日高 (3418)5771 S62.2.23

仏教系 顕本法華宗 3636 常福寺 157-0061 世田谷区北烏山２－８－１ 津村　乗信 (3300)7229 S28.5.21

仏教系
法華宗（本門
流）

4575 妙壽寺 157-0061 世田谷区北烏山５－１５－１ 三吉  廣明 (3308)1251 S28.9.17

仏教系
法華宗（本門
流）

4576 永隆寺 157-0061 世田谷区北烏山４－１７－１ 木下　博勝 (3300)4661 S28.9.17

仏教系 （非）久遠妙宗 2387 宝榮山妙法寺 155-0031 世田谷区北沢３－１１－１６ 黒須　英治 (3413)9161 S29.6.28

仏教系 単立・仏教系 322 龍王寺 155-0033 世田谷区代田５－２５－２２ 山田　勉 (3412)3231 S27.8.2

仏教系 単立・仏教系 923 順正寺 157-0061 世田谷区北烏山４－５－１ 豊田　夏樹 (3305)0505 S27.11.13

仏教系 単立・仏教系 2381 瞿曇会 158-0085
世田谷区玉川田園調布２－
７－６

豊川　佳丈 (3728)0013 S29.4.26

仏教系 単立・仏教系 2439 大和浄水護国観世音本院 156-0045
世田谷区桜上水４－１０－１
１

片野　恭子 (3302)8926 S27.12.27

仏教系 単立・仏教系 2550 念空寺 154-0022 世田谷区梅丘２－１０－１５ 中根  慶念 (3420)3936 S28.7.3

仏教系 単立・仏教系 3707 法爾山圓光寺 155-0033 世田谷区代田２－８９２ 小比賀　道孝 (3482)2233 S29.2.8

仏教系 単立・仏教系 4864 源良院 157-0061 世田谷区北烏山４－１０－１ 淺野　晃裕 (3300)2764 S28.9.8

仏教系 単立・仏教系 4866 専光寺 157-0061 世田谷区北烏山４－２８－１ 三輪　仙寿 (3300)3052 S28.9.8

仏教系 単立・仏教系 4898 世田谷山観音寺 154-0002 世田谷区下馬４－９－４ 太田　恵淳 (3410)8811 S27.12.19

仏教系 単立・仏教系 6442 至誠阿彌陀教 155-0033 世田谷区代田５－３０－１４ 油井　東洋雄 (3414)1939 S29.10.2

仏教系 単立・仏教系 6695 懐風草堂 157-0066 世田谷区成城９－２０－５ 中野　浩志 (3483)6016 S34.12.23

仏教系 単立・仏教系 6721 代田不動堂新恵講 155-0033 世田谷区代田４－１０－２ 飯田　悦司 (3323)0201 S35.10.26

仏教系 単立・仏教系 6826 真言修験宗龍成院 154-0002 世田谷区下馬２－４－１１ 長谷川　凡龍 (3414)2634 S41.7.29
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キリスト教系 日本基督教団 4247 日本基督教団愛之園教会 154-0000 世田谷区砧町１１２ 山口　清 S28.4.10

キリスト教系 日本基督教団 4424
日本基督教団東京都民教
会

155-0033 世田谷区代田５－３５－２ 岡崎　岳 (3412)3952 S28.3.19

キリスト教系 日本基督教団 4437 日本基督教団代田教会 155-0033 世田谷区代田２－１７－１４ 平野　克巳 (3414)4393 S28.5.12

キリスト教系 日本基督教団 4473 日本基督教団経堂北教会 156-0051 世田谷区宮坂３－２１－１１ 岸　俊彦 (3428)5029 S28.9.12

キリスト教系 日本基督教団 4476
日本基督教団玉川平安教
会

158-0083 世田谷区奥沢６－１－１９ 竹澤　知代志 (3701)2724 S28.9.7

キリスト教系 日本基督教団 4481
日本基督教団千歳船橋教
会

156-0054 世田谷区桜丘５－２６－１６ 山畑　譲 (3428)1918 S28.9.7

キリスト教系 日本基督教団 4484 日本基督教団松沢教会 156-0057 世田谷区上北沢３－８－１４ 北　紀吉 (3304)5900 S28.9.7

キリスト教系 日本基督教団 4491 日本基督教団奥沢教会 158-0083 世田谷区奥沢２－３６－７ 大山　和至 (3717)4316 S28.6.3

キリスト教系 日本基督教団 4492
日本基督教団富士見丘教
会

155-0032 世田谷区代沢２－３２－２ 田所　慈郎 (3414)1892 S28.9.7

キリスト教系 日本基督教団 4494 日本基督教団使徒教会 154-0023 世田谷区若林２－３２－１１ 國津　信一 (3411)3118 S28.10.17

キリスト教系 日本基督教団 4495 日本基督教団梅ヶ丘教会 155-0033 世田谷区代田３－３７－７ 廣田　叔弘 (3414)5772 S28.10.15

キリスト教系 日本基督教団 4548 日本基督教団頌栄教会 155-0031 世田谷区北沢１－４２－１０ 清弘　剛生 (3467)3664 S28.9.10

キリスト教系 日本基督教団 4556
日本基督教団自由が丘教
会

158-0082
世田谷区等々力３－２８－２
２

田中　光 (3705)4559 S28.9.9

キリスト教系 日本基督教団 4929
日本基督教団世田谷平安
教会

154-0002 世田谷区下馬２－４１－５ 江間　沙綾香 (3421)4993 S29.3.15

キリスト教系 日本基督教団 4934 日本基督教団松原教会 156-0043 世田谷区松原５－４４－１２ 生原　美典 (3328)4181 S28.4.15

キリスト教系 日本基督教団 4976 日本基督教団聖ヨハネ教会 157-0065
世田谷区祖師谷１－４６４－
８

二瓶　要蔵 (3308)5997 S29.3.10

キリスト教系 日本基督教団 4977 日本基督教団用賀教会 158-0096 世田谷区玉川台２－２１－８ 白　正煥 (3700)2417 S29.3.8

キリスト教系 日本基督教団 6705 日本基督教団桜新町教会 158-0081 世田谷区深沢８－９－１６ 徳田　宣義 (3704)1213 S35.3.10

キリスト教系 日本基督教団 6948 日本基督教団砧教会 157-0073 世田谷区砧３－１２－１ 金井　美彦 (3415)4136 S48.7.7

キリスト教系 日本基督教団 7058
日本基督教団駒場エデン教
会

155-0032 世田谷区代沢１－１３－２ 川村　尚弘 (3412)6986 S53.12.15

キリスト教系 日本基督教団 7169 日本基督教団弦巻教会 154-0017 世田谷区世田谷１－２０－２ 白井　園子 (3429)9803 H1.1.26

キリスト教系 日本基督教団 7338 日本基督教団千歳丘教会 157-0071 世田谷区千歳台３－２－７ 挽地　茂男 03(3483)0970 H28.10.24

キリスト教系 日本基督教団 200074
日本基督教団経堂緑岡教
会

156-0052 世田谷区経堂１－３０－２１ 横田琴（増田琴） (3428)4067 S28.9.2

キリスト教系 日本基督教団 200322
日本基督教団三軒茶屋教
会

154-0024
世田谷区三軒茶屋１－３１
－５

伊藤　英志 (3418)4933 S28.6.3

キリスト教系
日本福音ルーテ
ル教会

4683
日本福音ルーテル都南教
会

154-0002 世田谷区下馬６－４５－３ 立山　忠浩 (3421)2411 S30.11.21
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キリスト教系
日本キリスト教
会

6900
日本基督教会東京告白教
会

157-0061
世田谷区北烏山１－５１－１
２

篠塚　予奈 (3300)6529 S45.2.24

キリスト教系
日本キリスト教
会

6921
日本キリスト教会世田谷千
歳教会

157-0063 世田谷区粕谷４－２１－１２ 加藤　登美子 (3300)2005 S46.12.16

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

6984 経堂バプテスト教会 156-0053 世田谷区桜１－６４－３０ 藤原　靖彦 (3427)2352 S50.5.26

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

7109 泉バプテスト教会 154-0002 世田谷区下馬１－２０－４ 城倉　啓　 (3424)3287 S58.2.25

キリスト教系

ｾﾞ･ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ･
ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾐｯｼｮﾝ
（日本同盟基督
教団）

4229
日本同盟基督教団世田谷
中央教会

154-0015
世田谷区桜新町１－１４－２
２

安藤　友祥 (3428)2388 S28.9.28

キリスト教系

ｾﾞ･ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ･
ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾐｯｼｮﾝ
（日本同盟基督
教団）

4672
日本同盟基督教団等々力
教会

158-0082 世田谷区等々力２－６－１９ 井上　義 (3702)0118 S29.1.14

キリスト教系
日本ナザレン教
団

4679
日本ナザレン教団下北沢教
会

155-0033 世田谷区代田６－７－２１ 坂本　誠 (3468)2702 S29.3.10

キリスト教系 基督心宗教団 6633
基督心宗教団祖師谷支部
教会

157-0072 世田谷区祖師谷３－１７－２ 鈴木　孝昭 (3482)4628 S32.6.3

キリスト教系
宗教法人日本
宣教会

6707 日本宣教会代田教会 156-0042 世田谷区羽根木１－１９－２ 小坂　嘉嗣 (3327)1108 S35.3.29

キリスト教系
日本神の教会
連盟

4953 玉川神の教会 158-0083 世田谷区奥沢７－１２－２２ 小池　清 (3701)7432 S28.9.24

キリスト教系
単立・キリスト教
系

9 日本自由キリスト教会 155-0031 世田谷区北沢５－１４－１０ 野間口　和子 (3466)8366 S27.4.28

キリスト教系
単立・キリスト教
系

2427 東京カヴェナント教会 156-0044 世田谷区赤堤４－２７－１４ ミン・ランドル・キィワン (3321)4690 S28.9.18

キリスト教系
単立・キリスト教
系

4531
日本キリスト合同教会世田
谷中原教会

155-0033 世田谷区代田４－４－１ 金　明瑾 (3323)0576 S28.5.11

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6454 東京基督伝道館 154-0004 世田谷区太子堂４－９－５ 加藤　義人 (3421)3215 S29.9.20

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6654 東京新教会 156-0044 世田谷区赤堤１－１５－１３ 山口　裕美 (3321)7620 S33.2.3

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6735 復元イエス・キリスト教会 157-0066 世田谷区成城６－２６－７ 吾妻　浩美 (3482)2985 S37.3.1

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6738 世田谷基督教会 154-0004
世田谷区太子堂４－１７－１
０

羽生　基雄 (3421)3655 S37.6.19

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6852 宣教教会 157-0072
世田谷区祖師谷４－２４－２
３

児玉　武志 (3482)2070 S42.7.12

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7060
エホバの証人の東京玉川
会衆

154-0015 世田谷区桜新町２－３１－４ 角田　稔 (3706)5265 S54.1.13

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7108 経堂聖書会館 156-0052 世田谷区経堂５－２９－１２ 三浦　富雄 (3426)5728 S58.1.7

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7131 経堂めぐみ教会 156-0051 世田谷区宮坂２－１４－１２ 須藤　賢一郎 (3427)5361 S59.11.22

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7179 上馬キリストの教会 154-0012 世田谷区駒沢２－１８－７ 渡辺　俊彦 (3421)9838 H1.12.20

キリスト教系
単立・キリスト教
系

308026
カトリック無原罪聖母宣教女
会

158-0081 世田谷区深沢８－１３－１６ 佐藤　けさよ 03-3701-3295 S28.9.4

キリスト教系
単立・キリスト教
系

308196
カトリックケベック外国宣教
会

156-0044 世田谷区赤堤３－２０－１ シャールエメ・ボルデュック 03-3324-4535 S28.1.29
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キリスト教系
ウェスレアン・
ホーリネス教団

7213
ウェスレアン・ホーリネス教
団玉川キリスト中央教会

158-0086
世田谷区尾山台３－２８－２
１

本間　尊広 (5707)3616 H6.2.16

諸教 天理教 1133 天理教本三宿分教会 154-0005 世田谷区三宿１－１１－１１ 坂野　盛一郎 (3411)1801 S28.3.20

諸教 天理教 1134 天理教隅荏分教会 154-0005 世田谷区三宿２－３２－２７ 徳永　聡明 (3419)5634 S28.3.20

諸教 天理教 1135 天理教本務分教會 154-0003 世田谷区野沢２－３２－１４ 杉本　利彦 (3422)0619 S28.3.20

諸教 天理教 1137 天理教本芝野分教会 158-0083 世田谷区奥沢４－７－４ 塩野　忠和 (3720)5610 S28.3.20

諸教 天理教 1138 天理教東玉川分教会 154-0005 世田谷区三宿１－２５－６ 柏木  治人 (3421)8924 S28.3.20

諸教 天理教 1140 天理教梅東分教会 154-0001 世田谷区池尻３－９－２２ 渡邊　みね (3422)1653 S28.3.20

諸教 天理教 1144 天理教東興新分教会 154-0001 世田谷区池尻４－３２－３ 佐治　正一 (3413)7967 S28.3.24

諸教 天理教 1145 天理教京心分教会 154-0001 世田谷区池尻３－１８－１０ 渋谷　詩子 (3414)9079 S28.3.20

諸教 天理教 1148 天理教貴祥分教会 154-0012 世田谷区駒沢１－１５－８ 八木　一歩 (3421)3960 S28.3.20

諸教 天理教 1149 天理教本道盛分教会 154-0002 世田谷区下馬３－１２－５ 板橋　幸子 (3422)1787 S28.3.20

諸教 天理教 1151 天理教中赤分教會 158-0084
世田谷区東玉川２－２９－１
１

齋藤　喜美子 (3729)1661 S28.3.20

諸教 天理教 1256 天理教睦陽分教会 156-0043 世田谷区松原４－３５－８ 川口　武彦 (3322)6736 S28.3.23

諸教 天理教 1518 天理教東常明分教会 157-0061 世田谷区北烏山９－１４－５ 羽田  眞太郎 (3300)1862 S28.3.25

諸教 天理教 1520 天理教東世分教会 156-0054 世田谷区桜丘２－６－３ 岡庭  正行　 (3429)3271 S28.3.25

諸教 天理教 1524 天理教代々木分教会 154-0023 世田谷区若林４－２９－８ 讚井  浩平 (3422)2074 S28.3.25

諸教 天理教 1525 天理教本都分教会 154-0015
世田谷区桜新町１－１６－１
３

上野　作也 (3420)7623 S28.3.25

諸教 天理教 1526 天理教用賀分教会 158-0097 世田谷区用賀４－９－１２ 藤宮　淳一 (3709)0171 S28.3.25

諸教 天理教 1528 天理教本宮中分教会 154-0011 世田谷区上馬４－１２－２５ 髙安　一夫 (3422)8107 S28.3.25

諸教 天理教 1530 天理教本嬬原分教会 156-0041 世田谷区大原１－４５－９ 岡山　隆庫 (3468)2071 S28.3.20

諸教 天理教 1533 天理教本美穂分教会 154-0022 世田谷区梅丘１－１２－１１ 竹下　光明 (3429)1542 S28.3.20

諸教 天理教 1535 天理教道茂分教会 155-0032 世田谷区代沢３－１８－４ 塚原　タカ子 (3413)1243 S28.3.20

諸教 天理教 1941 天理教徳玉分教会 158-0091 世田谷区中町５－２５－１３ 亀ヶ谷　陽一 (3701)8221 S28.4.7

諸教 天理教 2008 天理教殿泉分教会 156-0041 世田谷区大原１－６－８ 松村  良治 (3468)0834 S28.3.26

諸教 天理教 2017 天理教三元分教会 154-0011 世田谷区上馬１－１５－１５ 林  元之 (3422)1352 S28.3.20
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諸教 天理教 2018 天理教東神原分教会 154-0023 世田谷区若林２－６－５ 齊藤　孝二 (3414)6607 S28.3.20

諸教 天理教 2019 天理教本東分教会 158-0081 世田谷区深沢７－２４－２３ 太田  昭一 (3701)7534 S28.3.20

諸教 天理教 2023 天理教本駒澤分教会 154-0012 世田谷区駒沢２－７－１６ 丹羽  昌子 (3410)8458 S28.3.31

諸教 天理教 2024 天理教本上馬分教会 157-0076 世田谷区岡本１－１６－２４ 中川　欣二 (3700)4860 S28.3.31

諸教 天理教 2026 天理教東上分教会 156-0055 世田谷区船橋５－３－２０ 水垣  節子 (3290)8392 S28.3.25

諸教 天理教 2027 天理教上北澤分教会 157-0063 世田谷区粕谷１－１０－２ 髙橋　政和 (3303)9589 S28.3.25

諸教 天理教 2028 天理教芝分教会 154-0003 世田谷区野沢２－５－１４ 吉野　　真 (3414)7513 S28.3.20

諸教 天理教 2029 天理教南荏分教会 154-0011 世田谷区上馬１－２２－１０ 及川　ひとみ (3411)2146 S28.3.20

諸教 天理教 5049 天理教本論分教会 158-0081 世田谷区深沢８－５－２０ 久保　照一 (3702)2816 S28.3.20

諸教 天理教 5088 天理教玉瀬分教会 158-0095 世田谷区瀬田３－９－１３ 大塚  一夫 (3700)5034 S28.3.20

諸教 天理教 5089 天理教笹川分教会 158-0083 世田谷区奥沢１－１７－１１ 佐藤    均 (3720)8465 S28.3.20

諸教 天理教 5107 天理教本竹晴分教会 157-0068 世田谷区宇奈根２－２５－６ 内田　孝一 (3415)6007 S28.3.31

諸教 天理教 5129 天理教道澤分教会 154-0001 世田谷区池尻４－３３－９ 本出　正則 (3411)2517 S28.3.20

諸教 天理教 6280 天理教三津和分教会 154-0011 世田谷区上馬１－３５－５ 町田  吉幸 (3421)5753 S29.8.11

諸教 天理教 6283 天理教富竹分教会 154-0003 世田谷区野沢２－３３－１８ 金子  紳一 (3421)6720 S28.12.28

諸教 天理教 6298 天理教常納理分教会 154-0011 世田谷区上馬３－１－１４ 加納　武 (3421)6300 S28.12.18

諸教 天理教 6458 天理教本圓明分教会 158-0098 世田谷区上用賀５－２７－８ 宮川　隆雄 (3429)8888 S29.9.1

諸教 天理教 6459 天理教錦松原分教会 156-0043 世田谷区松原５－６－１６ 岸本  道行 (3322)7429 S29.9.27

諸教 天理教 6535 天理教網之江分教会 156-0051 世田谷区宮坂２－２３－２ 津田  均 (3429)8646 S30.8.2

諸教 天理教 6558 天理教本芝陽分教会 158-0083 世田谷区奥沢７－１２－１ 影山　雄一 (3704)5718 S30.10.17

諸教 天理教 6643 天理教因潮分教会 154-0023 世田谷区若林３－３５－４ 木下　雅彦 (3414)8950 S32.6.18

諸教 天理教 6717 天理教本代田分教会 155-0033 世田谷区代田２－９－７ 堀越  進 (3414)1872 S35.8.26

諸教 天理教 6750 天理教東麻分教会 157-0065
世田谷区上祖師谷７－２０
－６

馬場  理 (3300)5653 S37.11.10

諸教 天理教 6817 天理教八幡山分教会 156-0056 世田谷区八幡山３－１０－３ 島田　宏道 (3303)8862 S41.5.4

諸教 天理教 6875 天理教荏徳分教会 154-0014 世田谷区新町２－６－１８ 及川　昭人 (3429)7297 S43.8.27
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諸教 天理教 6884 天理教悦分教会 155-0033 世田谷区代田４－１５－１ 伊東　悦子 (3323)6812 S44.2.10

諸教 天理教 6942 天理教本芝治分教会 158-0086
世田谷区尾山台２－２６－１
５

藤嶋  一治 (3702)8698 S48.1.29

諸教 天理教 6990 天理教本田町分教会 158-0042 世田谷区東玉川１－３－２０ 植田  秀雄 (3727)9634 S50.8.12

諸教 天理教 7008 天理教本成分教会 158-0085
世田谷区玉川田園調布1-
18-14

白木原　瑞代 (3721)5351 S51.6.2

諸教 天理教 7068 天理教本東都分教会 154-0017 世田谷区世田谷１－２４－９ 滑川  善久 (3420)6601 S55.4.15

諸教 天理教 7136 天理教本芝美津分教会 158-0093 世田谷区上野毛４－３３－８ 近藤　光勇 (3701)2754 S60.3.30

諸教 天理教 200134 天理教神本分教会 154-0016 世田谷区弦巻２－６－１２ 坂口　里美 (3420)3608 S28.4.14

諸教 天理教 200185 天理教本露分教会 155-0031 世田谷区北沢５－３８－２８ 五百木　善夫 (3466)8092 S28.3.20

諸教 天理教 200284 天理教駒澤分教會 154-0012 世田谷区駒沢４－１５－１８ 金子　賢 (3410)5925 S28.3.20

諸教 天理教 200316 天理教南豊島分教会 154-0021 世田谷区豪徳寺１－５６－６ 志村  治道 (3420)5411 S28.3.20

諸教 天理教 200350 天理教本月分教會 155-0033 世田谷区代田１－２６－１９ 中川　真地 (3413)7771 S28.3.20

諸教 天理教 304853 天理教旭陽都分教会 154-0002 世田谷区下馬５－２１－２ 池田  満 (3424)1915 S27.8.14

諸教 単立・諸教 6289 紀米花教会 156-0044 世田谷区赤堤５－２１－９ 大畑　豊 (3328)6471 S28.12.11

諸教 単立・諸教 6876 陽光文明研究会 157-0076 世田谷区岡本３－１４－４ 山田　達之 (3415)9051 S43.9.10

諸教 単立・諸教 7083
イスラミックセンタージャパ
ン

156-0041 世田谷区大原１－１６－１１ ｱﾙ･ｻﾏﾗｲ･ｻﾘｰ･ｴﾑ･ｴｽ (3460)6169 S55.12.15

神道系 神社本庁 2062 東郷神社 150-0001 渋谷区神宮前１－５－３ 福田　勉 (3403)3591 S29.2.9

神道系 神社本庁 2064 熊野神社 150-0001 渋谷区神宮前２－２－２２ 椎名　道子 (3408)0065 S29.2.9

神道系 神社本庁 2065 北谷稲荷神社 150-0041 渋谷区神南１－４－１ 杉本  有香 (3461)2971 S29.2.9

神道系 神社本庁 2066 穏田神社 150-0001 渋谷区神宮前５－２６－６ 橋本　睦子 (3407)7036 S29.2.9

神道系 神社本庁 2067 千代田稲荷神社 150-0043 渋谷区道玄坂２－２０－８ 比留間　広明 (3461)9306 S29.2.9

神道系 神社本庁 2068 氷川神社 151-0071 渋谷区本町５－１６－２ 宮本　徹 (3377)4828 S29.2.9

神道系 神社本庁 2069 八幡神社 151-0051 渋谷区千駄ケ谷１－１－２４ 平野　俊二 (3401)1284 S29.2.9

神道系 神社本庁 2070 代々木八幡宮 151-0053 渋谷区代々木５－１－１ 平岩  昌利 (3466)2012 S29.2.9

神道系 神社本庁 2071 御嶽神社 150-0002 渋谷区渋谷１－１２－１６ 比留間広明 (3407)1811 S29.2.9

神道系 神社本庁 2072 豊栄稲荷神社 150-0002 渋谷区渋谷３－４－７ 比留間　広明 (3407)1811 S29.2.9
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神道系 神社本庁 2959 恵比壽神社 150-0021 渋谷区恵比寿西１－１１－１ 田村　康雄 (3407)7534 S29.2.9

神道系 神社本庁 3272 氷川神社 150-0011 渋谷区東２－５－６ 田村　康雄 (3407)7534 S29.2.9

神道系 神社本庁 3273 稲荷神社 150-0011 渋谷区東３－１４－２０ 田村　康雄　 (3407)7534 S29.2.9

神道系 神社本庁 5182 明治神宮 151-0052 渋谷区代々木神園町１－１ 九條　道成 (3379)5511 S27.10.22

神道系 神社本庁 6954 平田神社 151-0053 渋谷区代々木３－８－１０ 伊藤　奈美 (3370)7460 S48.8.27

神道系 神社本庁 7253 猿楽神社 150-0033 渋谷区猿楽町２９－９ 田村　康雄　 (3770)1945 H14.3.14

神道系 神社本庁 200222 金王八幡宮 150-0002 渋谷区渋谷３－５－１２ 比留間　広明 (3407)1811 S28.11.11

神道系 至誠真柱教 2851 至誠真柱教大孝大教会 151-0071 渋谷区本町２－４１－１３ 岩本　雅好 (3376)6894 S28.4.21

神道系 至誠真柱教 2852
至誠真柱教東京大嶽大教
会

151-0073 渋谷区笹塚町２－５－７ 峰村  まつ子 (3377)5070 S28.4.10

神道系 神道大成教 2969
神道大成教天照山神社分
祠

151-0066 渋谷区西原３－１４－７ 飯田　典親 (6407)9994 S28.8.5

神道系 金光教 1898 金光教代々木教会 151-0073 渋谷区笹塚２－３１－１９ 湯川　光信 (3376)4759 S27.9.9

神道系 金光教 6649 金光教麻布教会 150-0013 渋谷区恵比寿４－１２－１１ 松本　信吉 (3442)0302 S32.9.13

神道系 金光教 6763 金光教神宮教会 150-0001 渋谷区神宮前２－２６－２ 湯川　浩一 (3403)6048 S38.8.12

神道系 単立・神道系 6677 天皇道和光堂 150-0011 渋谷区東３－１－３ 熊田　貴子 (5485)8076 S34.3.26

神道系 単立・神道系 6737 惟神会 150-0031 渋谷区桜丘町３０－１１ 坂田　純一 (3461)1541 S37.4.4

仏教系 天台宗 1022 寶泉寺 150-0011 渋谷区東２－６－１６ 濱田　智純 (3407)3591 S27.11.21

仏教系 天台宗 1023 東福寺 150-0002 渋谷区渋谷３－５－８ 清水　都嗣 (3409)7913 S27.9.27

仏教系 天台宗 1024 福泉寺 151-0053 渋谷区代々木５－２－１ 山田　亮匡 (3469)1631 S27.9.22

仏教系 本山修験宗 7255 聖泉院 150-0046 渋谷区松濤１－１８－３ 黒崎　浩一郎 (3460)9711 H14.3.20

仏教系 高野山真言宗 4801 室泉寺 150-0011 渋谷区東３－８－１６ 佐々木　丈生 (3400)4538 S28.6.17

仏教系 東寺真言宗 4859 雲照寺 151-0066 渋谷区西原３－３１－１ 釋  浩照 (3466)3071 S28.10.5

仏教系 真言宗智山派 6634 大松寺 151-0053 渋谷区代々木３－８－１３ 竹村　教誠 (5350)7813 S32.4.23

仏教系 真言宗智山派 7191 智韻寺 151-0053 渋谷区代々木４－１８－３ 新堀　哲也 (3379)7577 H2.8.1

仏教系 真言宗豊山派 2610 聖輪寺 151-0051
渋谷区千駄ケ谷１－１３－１
１

岩佐　直之 (3408)5586 S28.5.26

仏教系 浄土宗 562 清岸寺 151-0072 渋谷区幡ヶ谷２－３６－１ 原口　弘之 (3377)3505 S27.10.1
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仏教系 浄土宗 569 長安寺 150-0001 渋谷区神宮前３－８－４ 石川　隆信 (3401)5249 S27.9.25

仏教系 浄土宗 570 延命寺 151-0051
渋谷区千駄ケ谷３－５６－１
５

川合　龍健 (3408)3971 S27.9.25

仏教系
浄土真宗本願
寺派

861 上宮寺 150-0012 渋谷区広尾５－２－２９ 蔵田　秀樹 (3473)0361 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

862 清流寺 150-0011 渋谷区東３－２２－１２ 藏田　康隆 (3409)8853 S27.11.15

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2490 泉明寺 150-0022 渋谷区恵比寿南２－１２－７ 麻布　啓 (3713)3550 S27.12.1

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2511 光隆寺 151-0073 渋谷区笹塚２－１０ 齋藤　清志 (3376)6801 S27.11.5

仏教系
浄土真宗本願
寺派

4285 應慶寺 151-0062 渋谷区元代々木町２４－３ 樹谷　淳昌 (3466)2501 S28.7.10

仏教系 真宗大谷派 3587 諦聴寺 151-0053 渋谷区代々木３－２６ 堀江　明光 (3370)6611 S28.6.12

仏教系 真宗大谷派 4167 大善寺 151-0071 渋谷区本町５－３１－５ 松下　英明 (3376)4673 S28.9.7

仏教系 真宗大谷派 4168 崇信教会 151-0053 渋谷区代々木５－１５－１０ 竹内　定 (3469)5464 S28.8.7

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3720 松泉寺 150-0022 渋谷区恵比寿南２－１８－１ 森　昌寛 (3713)2946 S28.5.27

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3724 吸江寺 150-0011 渋谷区東４－１０－３３ 水谷  昌史 (3407)0656 S28.6.1

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3733 東北寺 150-0012 渋谷区広尾２－５－１１ 藤田  吉秋 (3409)2065 S28.5.27

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4901 龍巖寺 150-0001 渋谷区神宮前２－３－８ 広沢  守代 (3402)1016 S28.3.7

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3619 祥雲寺 150-0012 渋谷区広尾５－１－２１ 岩崎　宗瑞 (3400)6526 S28.3.4

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3620 香林院 150-0012 渋谷区広尾５－１－２１ 金嶽　宗信 (5467)2963 S28.3.4

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3621 東江寺 150-0012 渋谷区広尾５－１－２１ 飯田　義道 (3407)4490 S28.3.14

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3622 霊泉院 150-0012 渋谷区広尾５－１－２１ 今井　雄山 (3473)1469 S28.3.14

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3623 天桂庵 150-0012 渋谷区広尾１－１－３４ 岩村　宗桂 (3400)3241 S28.3.4

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3632 常光寺 152-0012 渋谷区広尾５－１－２４ 松下　天外 (6311)1776 S28.3.7

仏教系 曹洞宗 3783 瑞圓寺 151-0051 渋谷区千駄ケ谷２－３５－１ 木谷　行善 (3401)2610 S28.6.30

仏教系 曹洞宗 3785 臺雲寺 150-0013 渋谷区恵比寿１－１８－１ 上野　憲一 (3473)0332 S28.11.24

仏教系 曹洞宗 3801 福昌寺 150-0011 渋谷区東３－１０－１３ 中根　正賢 (3407)1652 S29.3.11

仏教系 日蓮宗 143 法雲寺 150-0012 渋谷区広尾１－１－１８ 小松　淨貴 (3400)5229 S27.7.12

仏教系 日蓮宗 362 妙圓寺 150-0001 渋谷区神宮前３－８－９ 本間　大智 (3401)4490 S27.7.10
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仏教系 日蓮宗 363 仙寿院 151-0051 渋谷区千駄ケ谷２－２４－１ 久保田　正尚 (3401)3707 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 365 日蓮宗山谷会堂教会 151-0053 渋谷区代々木４－１７－１７ 中村　方謙 S27.7.10

仏教系 本門経王宗 7344 本法寺 150-0046 渋谷区松濤2－17－2 麻生　貞男 03(3469)5103 H31.4.1

仏教系
日本山妙法寺
大僧伽

3640 日本山妙法寺東京中僧伽 150-0045 渋谷区神泉町８－７ 武田  隆雄 (3461)9363 S29.3.13

仏教系 妙智會教団 439 妙智会教団本部教會 151-0053 渋谷区代々木３－３－３ 齊藤　賢一郎 (3370)5404 S28.3.24

仏教系 辯天宗 6758 辯天宗東京別院 150-0002 渋谷区渋谷１－１１－１６ 大森　寛祥 (3407)4061 S38.4.5

仏教系
（非）真言宗室
生寺派

2609 荘厳寺 151-0071 渋谷区本町２－４４－３ 後藤　浄元 (3376)6991 S28.6.18

仏教系 単立・仏教系 3588 正春寺 151-0053 渋谷区代々木３－２７－５ 柴山　康広 (3370)3966 S28.6.12

仏教系 単立・仏教系 3589 慈光寺 150-0001 渋谷区神宮前２－３－２ 奈倉　健 (3470)1818 S28.6.12

仏教系 単立・仏教系 4251 金華寺 151-0072 渋谷区幡ヶ谷３－６８－５ 津村　乗信 (3376)3998 S28.12.28

仏教系 単立・仏教系 4286 正専寺 151-0072 渋谷区幡ヶ谷２－２８－５ 蓑島  秀道 (3377)6331 S29.2.13

仏教系 単立・仏教系 6816 真言修験宗不動寺 151-0061 渋谷区初台１－１２－７ 鴇　泰行 (3378)6077 S41.4.6

仏教系 単立・仏教系 200013 長泉寺 150-0001 渋谷区神宮前６－２５－１２ 柴田　秀一 (3407)2331 S29.2.24

キリスト教系 日本基督教団 4441 日本基督教団代官山教会 150-0034 渋谷区代官山町１４－３ 今村　正夫 (6455）3977 S28.5.16

キリスト教系 日本基督教団 4445
日本基督教団代々木中部
教会

151-0053 渋谷区代々木２－２６－８ 北川　正弥 (3370)6363 S28.10.12

キリスト教系 日本基督教団 4461 日本基督教団中渋谷教会 150-0031 渋谷区桜丘町８－１７ 本城　仰太 (3461)7088 S28.9.8

キリスト教系 日本基督教団 4462 日本基督教団聖ヶ丘教会 150-0036 渋谷区南平台町９－１４ 藤井　清邦 (3461)6850 S28.5.9

キリスト教系 日本基督教団 4466 日本基督教団広尾教会 150-0012 渋谷区広尾２－１２－１２ 米山　恭平 (3400)4970 S28.6.2

キリスト教系 日本基督教団 4493 日本基督教団城西教会 151-0066 渋谷区西原１－１９－３ 飯島　隆輔 (3466)0445 S28.5.8

キリスト教系 日本基督教団 4497 日本基督教団渋谷教会 150-0002 渋谷区渋谷２－１４－１２ 藤村　和義 (3407)7018 S29.2.23

キリスト教系 日本基督教団 4499
日本基督教団代々木上原
教会

151-0064 渋谷区上原３－１８－３ 中村　吉基 (3460)8499 S28.9.8

キリスト教系 日本基督教団 4510 日本基督教団代々木教会 151-0062 渋谷区元代々木町２６－１ 佐野　真也 (3460)9137 S28.5.13

キリスト教系 日本基督教団 4520 日本基督教団原宿教会 150-0001 渋谷区神宮前３－４２－１ 石田　透 (3401)4263 S28.6.9

キリスト教系 日本基督教団 4525 日本基督教団美竹教会 150-0002 渋谷区渋谷１－１７－１７ 左近　深恵子 (3409)7401 S29.9.3

キリスト教系 日本基督教団 4547 日本基督教団豊沢教会 150-0013 渋谷区恵比寿２－３２－１８ 原  牧人 (3441)6592 S28.5.13
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キリスト教系 日本基督教団 4559
日本基督教団東京山手教
会

150-0042 渋谷区宇田川町１９－５ 小野　團三 (3463)2971 S28.6.15

キリスト教系 日本基督教団 4922 日本基督教団ベテル教会 151-0063 渋谷区富ヶ谷１－３５－９ 関　義朗 (3467)5579 S28.2.20

キリスト教系 日本基督教団 6697 日本基督教団聖徒教会 150-0022
渋谷区恵比寿南３－１１－１
６

松井　睦 (3719)2841 S34.12.21

キリスト教系 日本基督教団 6820
日本基督教団本多記念教
会

150-0034 渋谷区代官山町８－２ 伊藤　大輔 (3463)6779 S41.6.15

キリスト教系
日本キリスト改
革派教会

454
日本キリスト改革派東京恩
寵教会

150-0021 渋谷区恵比寿西１－３３－９ 石原　知弘 (3461)4616 S27.10.23

キリスト教系
（非）国際基督
教団

6446 国際基督教団代々木教会 151-0053 渋谷区代々木１－２９－５ 吉本　真理 (3370)0571 S29.12.3

キリスト教系
単立・キリスト教
系

2400 渋谷日本基督会 150-0046 渋谷区松濤１－２５－６ 細田　篤志 (3466)3414 S29.1.20

キリスト教系
単立・キリスト教
系

3712
東京第一科学者キリスト教
会

150-0001 渋谷区神宮前５－６－３ 今井　眞知子 (3499)3951 S29.3.6

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6698 高校生聖書伝道協会 150-0002 渋谷区渋谷２－２２－１６ 中臺　孝雄 (3409)5072 S34.12.21

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6859 東京に在る教会 151-0053 渋谷区代々木１－４５－１２ 松本　和興 (3374)2950 S42.11.2

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6940 東京ユニオンチャーチ 150-0001 渋谷区神宮前５－７－７ モジュンダー・ローレンス・トルーン (3400)0047 S47.12.15

キリスト教系
単立・キリスト教
系

200104 道会 150-0047 渋谷区神山町２１－１１ 卜部　　章 (3467)5577 S28.5.13

諸教 天理教 1170 天理教本道分教会 151-0071 渋谷区本町６－１－２５ 遠田　道一 (3377)0563 S28.3.17

諸教 天理教 1543 天理教平幡分教会 151-0072 渋谷区幡ヶ谷１－２５－１０ 栗原  徹夫 (3466)1467 S28.4.14

諸教 天理教 1546 天理教本明王分教会 151-0061 渋谷区初台２－８－５ 本多　重晴 (3370)5672 S28.4.14

諸教 天理教 1547 天理教本義分教会 151-0072 渋谷区幡ヶ谷２－１７－１２ 可兒　義規 (3377)6097 S28.4.14

諸教 天理教 1548 天理教本晟分教会 151-0072 渋谷区幡ヶ谷３－４４－７ 鈴木　邦男 (3378)2086 S28.4.14

諸教 天理教 1552 天理教真友分教会 151-0071 渋谷区本町４－２６－１４ 小井塚　廣文 (3377)1955 S28.4.14

諸教 天理教 1557 天理教東右京分教会 151-0073 渋谷区笹塚３－２８－２ 和田  道興 (3377)8752 S28.4.14

諸教 天理教 1559 天理教本冨久分教会 151-0073 渋谷区笹塚１－３６－１ 西澤　匡嗣 (3466)0647 S28.4.14

諸教 天理教 1560 天理教渋谷分教会 150-0001 渋谷区神宮前３－２－１６ 永島　宗行 (3401)5241 S28.4.14

諸教 天理教 1562 天理教鶉山分教会 151-0051
渋谷区千駄ケ谷５－１８－１
１

坂本　泰国 (3341)2910 S28.4.14

諸教 天理教 1563 天理教道博分教会 150-0035 渋谷区鉢山町５－４ 酒井　道子 (3463)5284 S28.4.14

諸教 天理教 1959 天理教本豊分教会 150-0013 渋谷区恵比寿２－２１－１６ 川名　佐一郎 (3473)2564 S28.4.14

諸教 天理教 5101 天理教江都分教会 151-0071 渋谷区本町１－２１－１０ 杉浦  成和 (3377)5025 S28.4.14
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諸教 天理教 6611 天理教豊正分教会 151-0072 渋谷区幡ヶ谷２－４１－３ 板橋　操 (3377)4694 S31.10.8

諸教 天理教 6819 天理教東苓分教会 151-0073 渋谷区笹塚１－２４－１３ 大仁田  正英 (3466)3406 S41.7.1

諸教 天理教 200205 天理教本中美分教会 151-0071 渋谷区本町６－１４－１８ 髙橋　威一郎 (3376)2877 S28.4.14

諸教 天理教 200301 天理教東道分教会 151-0071 渋谷区本町５－１５－８ 鴻野　治代 (3376)0660 S28.4.14

諸教 天理教 200308 天理教東中央大教会 150-0001 渋谷区神宮前５－１４－２ 柏木  大明 (3400)2226 S28.4.14

諸教 天理教 200318 天理教本代分教会 151-0073 渋谷区笹塚３－５０－７ 酒井  俊昭 (3376)6992 S28.4.14

諸教 単立・諸教 4951 日本ユダヤ教団 150-0012 渋谷区広尾３－８－４ デビット・セマイヤ (3400)2559 S28.9.2

諸教 単立・諸教 6727 東京イスラム寺院 151-0064 渋谷区上原１－４２－１ 小早川  茂 (3451)0050 S36.4.26

諸教 単立・諸教 7206 生昇会 150-0011 渋谷区東４－９－４ クレイグ玲実 (3498)4881 H4.11.12

諸教 単立・諸教 7269 日本・ディヤーナト 151-0065 渋谷区大山町１－１９ アラスムハンメッドラーシッド (5790)0760 H15.4.1

神道系 神社本庁 5287 天神社 164-0003 中野区東中野１－１５－９ 安川  忠正 (3851)1514 S29.1.27

神道系 神社本庁 5315 八幡神社 165-0034 中野区大和町２－３０－３ 関　　宮雄 (3330)6377 S28.4.23

神道系 神社本庁 5318 氷川神社 164-0012 中野区本町４－１０－３ 中田  憲文 (3381)6297 S29.1.27

神道系 神社本庁 5319 北野神社 165-0026 中野区新井４－１４－３ 半田  裕明 (3388)0135 S29.1.27

神道系 神社本庁 5735 氷川神社 164-0002 中野区上高田４－４２－５ 前島  英男 (3361)2465 S29.1.27

神道系 神社本庁 5902 氷川神社 165-0022 中野区江古田３－１３－６ 篠　　正太郎 (3386)2527 S29.1.27

神道系 神社本庁 5903 北野神社 165-0024 中野区松が丘２－２７－１ 篠    彰彦 (3338)8536 S29.1.27

神道系 神社本庁 5908 北野神社 164-0011 中野区中央５－１９－１８ 中田  昌之 (3361)2465 S29.1.27

神道系 神社本庁 5979 多田神社 164-0014 中野区南台３－４３－１ 細野  政和 (3381)4376 S28.4.23

神道系 神社本庁 5984 天祖神社 164-0011 中野区中央４－１３－１０ 中田  昌之 (3361)2465 S29.1.27

神道系 神社本庁 5986 北野神社 164-0001 中野区中野５－８－１ 中田  昌之 (3361)2465 S29.1.27

神道系 神社本庁 5987 稲荷神社 164-0011 中野区中央３－２３－１５ 中田  昌之 (3361)2465 S29.1.27

神道系 神社本庁 5993 稲荷神社 164-0013 中野区弥生町２－１９－４ 眞壁　惠龍 (3381)7629 S28.2.3

神道系 神社本庁 5994 氷川神社 164-0013 中野区弥生町４－２７－３０ 眞壁　惠龍 (3381)7629 S29.4.1

神道系 神社本庁 6839 須賀稲荷神社 165-0023 中野区江原町１－４４－２ 篠　正太郎 (3338)8536 S42.5.2
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神道系 神社本庁 200049 氷川神社 165-0025 中野区沼袋１－３１－４ 小俣　章 (3386)6212 S29.1.27

神道系 神社本庁 200058 八幡神社 165-0035 中野区白鷺１－３１－１０ 篠　千秋 (3338)7538 S29.1.27

神道系 神社本庁 200156 氷川神社 164-0003 中野区東中野１－１１－１ 中田  昌之 (3361)2465 S29.1.27

神道系 金光教 1887 金光教中野教会 164-0002 中野区上高田２－５０－４ 河井　信吉 (3386)2387 S27.9.10

神道系 金光教 1893 金光教本中野教会 164-0011 中野区中央５－３３－１５ 浅野  善雄 (3381)5644 S27.9.10

神道系 単立・神道系 1129 七曜会 164-0011 中野区中央１－４２－４ 眞塩　陽一郎 (3466)6026 S27.9.3

神道系 単立・神道系 2170 大岡稲荷教会 165-0025 中野区沼袋２－２９－１２ 小池　祐司 (3388)3310 S27.12.22

神道系 単立・神道系 6525 東京佐々木修養会 177-0041
中野区江古田３－１４－１３
－５２２

小宮　敏裕 (6319)4044 S30.7.13

仏教系 天台宗 1028 境妙寺 164-0002 中野区上高田４－９－３ 德江　仁亮 (3385)7609 S27.9.20

仏教系 真言宗東寺派 4858 明治寺 165-0025 中野区沼袋２－２８－２０ 草野　榮雅 (3386)3937 S28.10.15

仏教系 真言宗御室派 4857 密蔵院 165-0025 中野区沼袋２－３３－４ 伊能  信円 (3386)0190 S28.10.15

仏教系 真言宗豊山派 2676 宝仙寺 164-0011 中野区中央２－３３－３ 富田　道生 (3371)7101 S28.5.21

仏教系 真言宗豊山派 2677 梅照院 165-0026 中野区新井５－３－５ 根本　英昭 (3386)1355 S28.5.21

仏教系 真言宗豊山派 2678 禅定院 165-0025 中野区沼袋２－２８－２ 髙橋　將雄 (3389)2407 S28.5.21

仏教系 真言宗豊山派 2679 福寿院 164-0012 中野区本町３－１２－９ 大岡　亮範 (3372)3647 S28.4.3

仏教系 真言宗豊山派 2680 福藏院 165-0035 中野区白鷺１－３１－５ 星野　英紀 (3338)0183 S28.1.13

仏教系 真言宗豊山派 2681 東光寺 164-0002 中野区上高田５－２１－５ 北條　徳尚 (3386)5192 S28.5.21

仏教系 真言宗豊山派 2682 東福寺 165-0022 中野区江古田３－９－１５ 安藤  文隆 (3386)5205 S28.5.21

仏教系 真言宗豊山派 2683 光徳院 164-0002 中野区上高田５－１８－３ 青木　隆将 (3386)5143 S28.5.21

仏教系 真言宗豊山派 2684 正藏院 164-0013 中野区弥生町４－１２－１ 永見　信光 (3382)8951 S28.5.21

仏教系 真言宗豊山派 2685 寶福寺 164-0014 中野区南台３－４３－２ 齋藤　眞純 (3381)7029 S28.5.21

仏教系 真言宗豊山派 2687 清谷寺 165-0025 中野区沼袋３－２１－７ 根本  一範 (3385)8425 S28.5.21

仏教系 真言宗豊山派 2689 慶運寺 165-0032 中野区鶯宮１－５－２ 阿部　海秀 (3389)2407 S28.5.21

仏教系 真言宗豊山派 2691 善成寺 164-0001 中野区中野３－３９－１０ 園部　嘉美 (3381)5127 S28.5.21

仏教系 真言宗豊山派 4643 慈眼寺 164-0011 中野区中央３－３３－３ 木村　修身 (3381)4668 S28.11.17
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仏教系 真言宗豊山派 200062 実相院 165-0025 中野区沼袋４－１－１ 田中　康寛 (3386)2472 S28.5.21

仏教系 浄土宗 740 正法寺 165-0025 中野区沼袋２－１９－２６ 中村　常和 (3386)0462 S27.9.20

仏教系 浄土宗 741 貞源寺 165-0025 中野区沼袋２－１９－２８ 水野　良雄 (3385)8865 S27.9.30

仏教系
浄土真宗本願
寺派

874 正見寺 164-0002 中野区上高田１－１－１０ 佐竹　大隆 (3361)2613 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

960 浄円寺 165-0033 中野区若宮３－２２－１ 芝田　正順 (3339)2070 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

961 正行寺 164-0011 中野区中央３－４７－４ 岩佐　哲雄 (3361)1547 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

964 了然寺 165-0024 中野区松が丘２－２－２ 高橋　清昭 (3386)1257 S27.12.19

仏教系 真宗大谷派 3569 満願寺 165-0034 中野区大和町１－５９－２ 太田  秀和 (3337)7790 S28.8.3

仏教系 真宗大谷派 3570 願正寺 164-0002 中野区上高田４－１０－１ 竹川　英紀 (3386)6618 S28.6.18

仏教系 真宗大谷派 3571 神足寺 164-0002 中野区上高田４－１１－１ 伊東　良宣 (3386)4528 S28.6.18

仏教系 真宗大谷派 3572 徳藏寺 164-0011 中野区中央４－１４－９ 田村  珠朗 (3381)9259 S28.8.3

仏教系 真宗大谷派 3573 源通寺 164-0002 中野区上高田１－２－７ 小笠原  円 (3371)8817 S28.6.30

仏教系 真宗大谷派 4166 高徳寺 164-0002 中野区上高田１－２－９ 新井　義雄 (3368)6947 S28.6.13

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3772 龍興寺 164-0002 中野区上高田１－２－１２ 岩田　裕文 (3361)5682 S28.6.5

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3778 松源寺 164-0002 中野区上高田１－２７－３ 田村　朋之 (3361)2345 S28.5.19

仏教系
臨済宗天龍寺
派

1632 高歩院 164-0011 中野区中央１－１７－３ 垣堺　玄了（健） (3368)0532 S27.11.14

仏教系 曹洞宗 3913 龍昌寺 164-0001 中野区中野６－３－７ 岡本　来由 (3371)8841 S28.6.30

仏教系 曹洞宗 3915 功運寺 164-0002 中野区上高田４－１４－１ 佐々　昌樹 (3387)6321 S29.3.5

仏教系 曹洞宗 3917 青原寺 164-0002 中野区上高田１－２－３ 剛山　浩義 (3361)3532 S28.6.30

仏教系 曹洞宗 3918 保善寺 164-0002 中野区上高田１－３１－２ 上村　雄法 (3371)6840 S29.3.16

仏教系 曹洞宗 3920 宝泉寺 164-0002 中野区上高田４－１３－１ 赤松  利章 (3385)2106 S28.6.30

仏教系 曹洞宗 3921 宗清寺 165-0032 中野区上高田１－２７－６ 飯島　尚之 (3361)0614 S28.10.30

仏教系 曹洞宗 3923 天徳院 164-0002 中野区上高田１－３１－４ 大藪　元史 (3361)1485 S28.6.30

仏教系 曹洞宗 3933 常昌院 164-0011 中野区中央２－５３－１ 松山　元雄 (3369)7320 S28.6.30

仏教系 曹洞宗 4109 金剛寺 164-0002 中野区上高田４－９－８ 剛山　仁徳 (3385)7606 S28.7.27
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仏教系 一尊教団 31 一尊教中野教会慈尊庵 165-0021 中野区丸山１－１－６ 寄　正光 (3387)2303 S27.7.21

仏教系 日蓮宗 254 蓮華寺 165-0022 中野区江古田１－６－４ 金子　朋史 (5982)0011 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 255 久成寺 165-0025 中野区沼袋２－２８－３０ 小澤　妙慧 (3386)7870 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 256 蓮華寺 165-0034 中野区大和町４－３７－１５ 井野上　正文 (3337)2427 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 276 日蓮宗妙栄教会 164-0003 中野区東中野１－３８－１１ 渡辺　貞応 (3361)2086 S27.7.4

仏教系
法華宗（本門
流）

4584 本妙寺 164-0013 中野区弥生町２－２３－５ 深野　滿利子 (3381)9318 S27.12.26

仏教系
法華宗（陣門
流）

6407 霊妙寺 164-0012 中野区本町２－６－９ 伊藤  隆静 (3372)8618 S29.4.9

仏教系 単立・仏教系 2688 仙蔵院 165-0033 中野区若宮３－２１－４ 西川  靖子 (3330)4884 S28.12.2

仏教系 単立・仏教系 4283 成願寺 164-0012 中野区本町２－２６－６ 小林  貢人 (3372)2711 S28.12.24

仏教系 単立・仏教系 4955 日章山不動院 164-0014 中野区南台２－１２－１９ 齋藤　輝美 (3381)9888 S28.10.21

キリスト教系 日本基督教団 4420 日本基督教団中野教会 164-0002 中野区上高田１－３５－２９ 島田　勝彦 (3361)9607 S28.5.6

キリスト教系 日本基督教団 4422
日本基督教団聖書之友教
会

164-0002 中野区上高田４－３９－１０ 金　圓幡 (3385)8917 S28.2.23

キリスト教系 日本基督教団 4440 日本基督教団東中野教会 164-0003 中野区東中野３－８－６ 浦上　充 (3368)0020 S28.9.10

キリスト教系 日本基督教団 4446 日本基督教団野方町教会 165-0027 中野区野方６－２６－９ 池谷　明高 (3338)2004 S28.9.14

キリスト教系 日本基督教団 4467 日本基督教団更生教会 165-0033 中野区若宮２－１－１５ 山口　紀子 (3330)2054 S28.9.25

キリスト教系 日本基督教団 4472 日本基督教団江古田教会 165-0023 中野区江原町３－１９－１２ 中井　利洋 (3951)1620 S28.4.27

キリスト教系 日本基督教団 4519
日本基督教団東京復活教
会

165-0026 中野区新井５－６－９ 新井　京子 0424(88)7366 S28.9.10

キリスト教系 日本基督教団 4524 日本基督教団新生教会 164-0003 中野区東中野１－１４－２３ 江守　秀夫 (3369)6488 S28.9.16

キリスト教系 日本基督教団 4529 日本基督教団白鷺教会 165-0035 中野区白鷺２－４７－１０ 願念　 望 (3390)7348 S28.9.29

キリスト教系 日本基督教団 4553
日本基督教団中野桃園教
会

164-0011 中野区中野５－３－１４ 縣　　洋一 (3387)2027 S28.5.7

キリスト教系 日本基督教団 6481 日本基督教団千歳教会 165-0032 中野区鷺宮３－２９－４ 山本　昭夫 (3330)5452 S29.12.24

キリスト教系
日本キリスト改
革派教会

7245
日本キリスト改革派江古田
教会

165-0022 中野区江古田１－３３－１０ 浅野　正紀 (3951)6653 H13.2.26

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

7063 中野バプテスト教会 164-0001 中野区中野２－２３－８ 青木　竜二 (3381)8432 S54.6.2

キリスト教系

ｾﾞ･ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ･
ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾐｯｼｮﾝ
（日本同盟基督
教団）

4671
日本同盟基督教団中野教
会

164-0003 中野区東中野２－２１－７ 河村　　冴 (3365)1907 S28.12.28
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キリスト教系
日本ナザレン教
団

4678 日本ナザレン教団中野教会 164-0013 中野区弥生町２－３９－１１ 篠澤　忠俊 (3381)5401 S28.3.30

キリスト教系
単立・キリスト教
系

451
野方ウヱスレアン・メソヂス
ト教会

165-0027 中野区野方５－７－１５ 杉浦　秀典 (3330)3559 S27.7.21

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6548 十貫坂基督教会 164-0013 中野区弥生町５－１１－１３ 清野　久貴 (3381)3021 S30.10.18

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6661 キリスト教待晨集会 165-0035 中野区白鷺２－２２－２ 民谷　嘉輝 (3339)0492 S33.6.11

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6767 シオンの群教会 164-0002 中野区上高田４－４６－９ 吉川　直美 (3386)5156 S38.10.24

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6892 中野キリスト教会 165-0026 中野区新井１－３７－７ 板垣　契一 (3389)3718 S44.8.30

諸教 天理教 1367 天理教本旭分教会 164-0011 中野区中央４－２３－１５ 若林  実 (3382)7495 S28.3.19

諸教 天理教 1369 天理教本中分教会 165-0031 中野区上鷺宮３－５－１ 鈴木　聡 (3999)4622 S28.3.23

諸教 天理教 1371 天理教本豊島分教会 165-0014 中野区南台２－４８－１１ 羽賀　正弘 (3382)3987 S28.3.23

諸教 天理教 1373 天理教本芝昌分教会 164-0001 中野区中野６－１８－１１ 阿部  洋士 (3361)6041 S28.3.23

諸教 天理教 1374 天理教本愉分教会 165-0023 中野区江原町３－１－１２ 岡田　芳寛 (3952)1584 S28.3.23

諸教 天理教 1375 天理教大義田分教会 164-0012 中野区本町５－３８－８ 伊藤　善行 (3381)9195 S28.3.23

諸教 天理教 1376 天理教南森分教会 164-0012 中野区本町６－４２－１２ 西海　翔太 (3383)2067 S28.3.23

諸教 天理教 1377 天理教京里分教会 164-0003 中野区東中野４－２８－２ 小林　努 (3362)0995 S28.3.19

諸教 天理教 1379 天理教東玉分教会 165-0026 中野区新井１－２３－２１ 窪寺　弘匡 (3386)3769 S28.3.19

諸教 天理教 1381 天理教保中分教会 164-0011 中野区中央４－１０－１ 小林　規一 (3381)6948 S28.3.23

諸教 天理教 1382 天理教豊玉分教会 165-0034 中野区大和町４－２０－１１ 加藤　義之 (3330)0783 S28.3.23

諸教 天理教 1384 天理教光野分教会 165-0027 中野区野方１－５３－２ 金田  正吾 (3389)3927 S28.3.19

諸教 天理教 1386 天理教西東分教会 164-0012 中野区本町４－６－２３ 佐藤　澄子 (3382)5131 S28.3.23

諸教 天理教 1388 天理教神江原分教会 165-0023 中野区江原町２－２１－１１ 山本　裕志 (3954)1940 S28.3.19

諸教 天理教 1391 天理教錦華分教会 165-0032 中野区鷺宮２－４－６ 鈴木  裕子 (3330)1612 S28.3.19

諸教 天理教 1394 天理教本芝都分教会 165-0026 中野区新井４－７－８ 本多　広昌 (3385)5488 S28.3.23

諸教 天理教 1395 天理教揚場分教会 164-0012 中野区本町４－８－１１ 鎌田　あい子 (3382)4915 S28.3.23

諸教 天理教 1397 天理教日佐野分教会 165-0025 中野区沼袋１－２－６ 加藤　明子 (3388)0389 S28.3.23

諸教 天理教 1779 天理教本祥分教会 164-0011 中野区中央４－６－１ 富田　秀子 (3381)1501 S28.6.1
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諸教 天理教 5054 天理教祝田分教會 165-0032 中野区鷺宮４－２－１１ 寺澤　俊郎 (3330)7864 S28.3.23

諸教 天理教 5057 天理教都王分教会 164-0003 中野区東中野３－１６－１０ 大場　政妃 (3362)8404 S28.5.15

諸教 天理教 5102 天理教敷都分教会 164-0013 中野区弥生町２－４３－７ 才加志　道弘 (3381)7033 S28.3.23

諸教 天理教 5103 天理教徳町分教会 165-0033 中野区若宮１－８－１３ 柴田  智子 (3330)4405 S28.3.23

諸教 天理教 6302 天理教本大吉分教会 164-0013 中野区弥生町４－１９－６ 大森  俊彦 (3382)0623 S28.12.17

諸教 天理教 6578 天理教本中宮分教会 164-0001 中野区中野１－３－１４ 斎藤  静夫 (3369)5696 S31.1.11

諸教 天理教 6749 天理教本新井分教会 165-0026 中野区新井１－４－３ 山本　英敬 (3388)8415 S37.10.30

諸教 天理教 6814 天理教本中野分教会 164-0002 中野区上高田５－３１－１４ 片桐　慶仁 (3389)0080 S41.2.21

諸教 天理教 200145 天理教恵愛分教会 164-0003 中野区東中野３－４－４ 板橋　宗志 (3368)6712 S28.3.23

諸教 天理教 200179 天理教高照分教会 164-0012 中野区本町１－２６－１０ 村山　義和 S28.12.22

諸教 天理教 200261 天理教豊多摩分教会 164-0011 中野区中央２－２－３ 岩﨑　広之 (3361)0916 S28.3.23

諸教 天理教 304896 天理教小滝橋分教会 164-0003 中野区東中野５－２０－９ 梶原　マツエ (3362)0701 S28.5.22

諸教 単立・諸教 7143 東京黎明教会 164-0003 中野区東中野２－９－１７ 長島  良紀 (3369)1844 S60.11.8

神道系 神社本庁 5288 神明宮 166-0001 杉並区阿佐谷北１－２５－５ 齋藤　博明 (3330)4824 S29.2.4

神道系 神社本庁 5289 熊野神社 167-0032 杉並区天沼２－４０－２ 渡辺    寛 (3220)7866 S29.2.1

神道系 神社本庁 5292 八幡神社 167-0043 杉並区上荻４－１９－２ 小俣  宗昭 (3390)1325 S29.2.8

神道系 神社本庁 5293 天祖神社 167-0052 杉並区南荻窪２－３７－２２ 小俣  文弘 (3390)1325 S29.2.1

神道系 神社本庁 5294 稲荷神社 167-0031 杉並区本天沼２－１４－１０ 渡辺　寛 (3390)4630 S29.3.30

神道系 神社本庁 5295 田端神社 167-0051 杉並区荻窪１－５６－１０ 宮澤　良和 (3391)4408 S29.2.1

神道系 神社本庁 5296 氷川神社 166-0003
杉並区高円寺南４－４４－１
９

松井　美加子 (3314)4417 S29.2.8

神道系 神社本庁 5297 市杵島神社 167-0041 杉並区善福寺３－１８－１ 宮崎  昌文 (3399)8133 S29.2.4

神道系 神社本庁 5341 天祖神社 166-0003
杉並区高円寺南１－１６－１
９

宮澤  良和 (3311)4077 S29.2.4

神道系 神社本庁 5404 八幡神社 168-0073 杉並区下高井戸４－３９－３ 齋藤　剛 (3302)1523 S29.3.20

神道系 神社本庁 5405 稲荷神社 167-0054 杉並区松庵３－１０－３ 齋藤　剛 (3332)4856 S29.2.8

神道系 神社本庁 5406 稲荷神社 168-0082 杉並区久我山３－３７－１４ 齋藤　剛 (3333)7477 S29.2.8
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神道系 神社本庁 5407 天神社 168-0071 杉並区高井戸西１－７－２ 齋藤　剛 (3332)1356 S29.2.8

神道系 神社本庁 5408 春日神社 168-0081 杉並区宮前３－１－２ 齋藤　剛 (3332)0520 S29.2.8

神道系 神社本庁 5409 白山神社 167-0043 杉並区上荻１－２１－７ 小俣　國光 (3398)0517 S29.2.1

神道系 神社本庁 5410 八幡神社 167-0032 杉並区天沼２－１８－５ 鶴岡　隆志 (3398)2514 S29.2.8

神道系 神社本庁 5836 馬橋稲荷神社 166-0004 杉並区阿佐谷南２－４－４ 本橋  久徳 (3311)8588 S29.2.1

神道系 神社本庁 5899 熊野神社 166-0013 杉並区堀ノ内２－６－６ 鎌田  紀彦 (3311)0105 S29.2.8

神道系 神社本庁 5900 須賀神社 166-0015 杉並区成田東５－２９－３ 斎藤  博明 (3392)1027 S29.2.1

神道系 神社本庁 5964 大宮八幡宮 168-0061 杉並区大宮２－３－１ 鎌田  紀彦 (3311)0105 S28.4.30

神道系 神社本庁 5965 稲荷神社 168-0064 杉並区永福１－２４－６ 斎藤  彰男 (3321)3848 S29.2.1

神道系 神社本庁 5966 熊野神社 166-0016 杉並区成田西３－９－５ 鎌田  紀彦 (3311)0105 S29.2.1

神道系 神社本庁 5989 白山神社 166-0015 杉並区成田東２－２－２ 鎌田  紀彦 (3312)7515 S29.2.8

神道系 神社本庁 200040 井草八幡宮 167-0041 杉並区善福寺１－３３－１ 宮崎  昌文 (3399)8133 S28.9.4

神道系 神社本庁 200056 熊野神社 168-0063 杉並区和泉３－２１－２９ 五十嵐  正明 (3328)6830 S29.2.1

神道系 至誠真柱教 2850 至誠真柱教天誠大教会 166-0015 杉並区成田東２－３８－３ 森  正恵 (3311)1673 S28.4.8

神道系 神道修成派 1934 神道修成派本郷祠 167-0054 杉並区松庵３－１５－１２ 新田  邦夫 (3334)2486 S27.9.30

神道系 丸山教 456 丸山教明徳支教会 167-0042 杉並区西荻北３－３２－８ 小張　亦二 (3390)3943 S28.3.25

神道系 大本 7184 大本紫雲台分所 167-0051 杉並区荻窪３－２９－１６ 赤木　圭子 (3398)6585 H2.4.5

神道系 金光教 1875 金光教杉並教会 166-0003
杉並区高円寺南５－３２－１
３

小柴　宣和　　　 (3311)0249 S27.9.9

神道系 金光教 1895 金光教荻窪教会 167-0032 杉並区天沼２－３－９ 仲井　金行 (3391)8132 S27.9.10

神道系 単立・神道系 2035 天照教会本院 166-0004
杉並区阿佐谷南２－１１－２
５

山田  照胤 (3316)3518 S27.10.10

神道系 単立・神道系 2175 釣船神社 168-0063 杉並区和泉１－３４－１０ 中村　年宏 (3321)4651 S29.3.5

神道系 単立・神道系 2485 神煌教会 166-0011 杉並区梅里２－７－２１ 山本  津貴子 (3400)7869 S28.8.18

神道系 単立・神道系 6860 東京松下祖神道会 167-0042 杉並区西荻北５－１２－１２ 三谷　聆子 (3397)0705 S42.11.4

仏教系 天台宗 1025 華徳院 166-0014 杉並区松ノ木３－３２－１１ 神達　知純 (3311)7590 S27.9.22

仏教系 天台宗 1026 吉祥院 168-0071 杉並区高井戸西１－５－４４ 榎本　晃伸 (3333)4550 S27.9.20
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仏教系 天台宗 1027 立教寺 167-0051 杉並区荻窪３－４７－１２ 小板橋　亮俊 (3391)5667 S27.9.22

仏教系 天台眞盛宗 2201 眞盛寺 166-0011 杉並区梅里１－１－１ 岩田　教達 (3311)2335 S28.4.16

仏教系 高野山真言宗 4792 文殊院 168-0063 杉並区和泉４－１８－１７ 土井　隆司 (3328)2077 S28.5.28

仏教系 真言宗醍醐派 4659 善導教會 167-0032 杉並区天沼３－７３２ 菊地  隆錦 S29.3.24

仏教系
真言宗大覚寺
派

6957 招福不動 168-0065 杉並区浜田山１－２５－３４ 坂口　勝久 (3329)0809 S48.10.1

仏教系 真言宗智山派 3449 医王寺 168-0074
杉並区上高井戸１－２７－１
５

鈴木  中也 (3302)5867 S28.2.17

仏教系 真言宗豊山派 2694 東円寺 166-0012 杉並区和田２－１８－３ 菅  真勇 (3381)9292 S28.6.23

仏教系 真言宗豊山派 2695 世尊院 166-0001 杉並区阿佐谷北１－２６－２ 大澤  聖寛 (3338)1410 S28.6.23

仏教系 真言宗豊山派 2696 長仙寺 166-0003 杉並区高円寺南３－５８－４ 坂井　常宏 (3311)4458 S28.6.8

仏教系 真言宗豊山派 2697 光明院 167-0043 杉並区上荻２－１－３ 田代  弘興 (3390)4647 S28.12.25

仏教系 浄土宗 560 西方寺 166-0011 杉並区梅里１－４－５６ 渡邉　眞宏 (3311)6704 S27.10.13

仏教系 浄土宗 561 東運寺 168-0062 杉並区方南２－５－４ 大村　知彰 (3316)5801 S27.9.25

仏教系 浄土宗 4209 栖岸院 168-0064 杉並区永福１－６－１２ 佐々木  康秀 (3321)7850 S28.5.8

仏教系 浄土宗 4210 本應寺 168-0064 杉並区永福１－７－２ 佐々木  康秀 (3321)7860 S28.5.8

仏教系 浄土宗 4832 大乘佛教教会 168-0071 杉並区高井戸西２－９－３ 野村　徳彦 (3332)3659 S27.12.16

仏教系
浄土真宗本願
寺派

892 善照寺 168-0064 杉並区永福１－６－８ 豊原　靜信 (3325)8113 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

893 法照寺 168-0064 杉並区永福１－６－１１ 中山　美幸 (3321)6269 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

895 淨見寺 168-0064 杉並区永福１－６－９ 木下　恭子 (3321)3520 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

902 等正寺 167-0031 杉並区本天沼３－４１－７ 淺野　秀盛 (3399)4803 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

905 眞教寺 168-0064 杉並区永福１－７－７９ 黒田　賢雄 (3321)7372 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

957 西教寺 167-0054 杉並区松庵３－３７－４ 吉村　智雄 (3333)6785 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

958 西光寺 166-0003
杉並区高円寺南４－１７－１
５

唐溪　智尋 (3311)8756 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

959 正光寺 166-0002 杉並区高円寺北３－３５－４ 琴河　三依 (3337)3975 S27.10.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

963 西蓮寺 166-0004 杉並区阿佐谷南３－３７－４ 満井　淳徹 (3398)4355 S27.12.19

仏教系
浄土真宗本願
寺派

965 長明寺 167-0052 杉並区南荻窪４－３４－１０ 大塚　隆英 (3333)1551 S27.10.29

107 / 232 ページ



系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

仏教系 真宗大谷派 3583 慈恩寺 166-0001 杉並区阿佐谷北３－４－１１ 天野　多計子 (3338)3407 S28.8.7

仏教系 真宗大谷派 3584 託法寺 168-0064 杉並区永福１－６－６ 本多　　元 (3321)3374 S28.6.18

仏教系 真宗大谷派 3585 願泉寺 167-0052 杉並区南荻窪３－３１－２３ 足立  法隆 (3334)1807 S28.6.18

仏教系 真宗大谷派 3586 信光寺 166-0014 杉並区松ノ木３－２４－１９ 松永　光司 (3311)7963 S28.6.18

仏教系 真宗大谷派 4170 淨雲寺 166-0003 杉並区高円寺南２－５－１５ 足立　道秀 (3311)4286 S28.6.18

仏教系 真宗大谷派 7292 西福寺 167-0051 杉並区荻窪１－２１－７ 渡辺　泰玄 (3392)2688 H20.9.10

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3767 智光院 166-0014 杉並区松ノ木３－３３－３０ 磯野　弘道 (3313)3754 S28.5.21

仏教系 曹洞宗 3912 永昌寺 168-0064 杉並区永福１－６－１５ 永保　逸仙 (3322)4009 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4086 福寿院 166-0003 杉並区高円寺南２－４０－５ 水野  清綱 (3311)7525 S29.1.9

仏教系 曹洞宗 4087 髙圓寺 166-0003
杉並区高円寺南４－１８－１
１

芳賀　大乘 (3311)2395 S28.10.26

仏教系 曹洞宗 4088 長延寺 166-0012 杉並区和田１－４４－２４ 大木　正隆 (3381)2621 S28.10.9

仏教系 曹洞宗 4090 永福寺 168-0064 杉並区永福１－２５－２ 竹田  宏昭 (3324)3081 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4091 松應寺 166-0003 杉並区高円寺南２－３０－１ 飯島  幹雄 (3311)8020 S28.10.9

仏教系 曹洞宗 4092 常仙寺 166-0012 杉並区和田１－６８－１１ 大橋　信之 (3381)1206 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4093 清見寺 166-0011 杉並区梅里２－１１－１７ 土屋　光基 (3311)2906 S29.5.13

仏教系 曹洞宗 4094 長龍寺 166-0003 杉並区高円寺南２－３１－２ 祖母井　宣明 (3311)8620 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4095 天桂寺 166-0015 杉並区成田東４－１７－１４ 岩井  孝壽 (3311)0847 S28.10.9

仏教系 曹洞宗 4096 長泉寺 168-0074
杉並区上高井戸１－１８－１
１

福嶋　啓隆 (3304)9825 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4097 松林寺 168-0072 杉並区高井戸東３－３４－２ 松山　元雄 (3333)9142 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4098 善福寺 167-0041 杉並区善福寺４－３－６ 田中　機一 (3399)3936 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4099 慶安寺 166-0011 杉並区梅里１－４－２４ 深沢  信善 (3311)0407 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4100 観泉寺 167-0035 杉並区今川２－１６－１ 田中　法生 (3390)0015 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4101 宗泰院 166-0003 杉並区高円寺南２－３１－５ 川村  明元 (3311)3010 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4102 心月院 166-0011 杉並区梅里１－４－２７ 荒木　正尚 (3311)3541 S28.10.9

仏教系 曹洞宗 4103 西照寺 166-0003 杉並区高円寺南２－２９－３ 嗣永　芳弘 (3311)7534 S28.7.2
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仏教系 曹洞宗 4104 鳳林寺 166-0003 杉並区高円寺南２－３９－１ 池田  延陽 (3311)8258 S28.7.21

仏教系 曹洞宗 4105 海雲寺 166-0015 杉並区成田東４－１８－９ 関  孝雄 (3311)1584 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4106 宝昌寺 166-0016 杉並区成田西３－３－３０ 安西　一英 (3311)1440 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4139 大圓寺 168-0063 杉並区和泉３－５２－１８ 大辻　徳彦 (3321)1215 S28.7.2

仏教系 曹洞宗 4304 龍泉寺 168-0073 杉並区下高井戸２－２１－２ 山本  光伸　　 (3328)5568 S28.8.19

仏教系 日蓮宗 240 宗延寺 166-0013 杉並区堀ノ内３－５２－１９ 嶋田　教要 (3315)7800 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 241 修行寺 166-0013 杉並区堀ノ内３－４３－２７ 大給　海眞 (3311)0645 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 242 妙祝寺 166-0011 杉並区梅里１－１－１９ 奥村　純秀 (3312)5223 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 243 福相寺 166-0013 杉並区堀ノ内３－４８－５８ 米澤　光明 (3311)7141 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 244 本佛寺 166-0011 杉並区梅里１－１－１２ 石川　教義 (3311)5887 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 245 清徳寺 166-0011 杉並区梅里１－４－２３ 石川　泰敬 (3311)5438 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 247 覺藏寺 168-0073 杉並区下高井戸３－４－７ 鍋嶋　真永 (3303)7337 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 248 慈宏寺 168-0081 杉並区宮前３－１－３ 島　和宏 (3332)5957 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 249 蓮光寺 166-0012 杉並区和田３－３０－２０ 望月　教善 (3311)7832 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 251 長善寺 166-0003
杉並区高円寺南２－４０－５
０

大澤　寛堂 (3311)2922 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 252 中道寺 167-0051 杉並区荻窪２－２５－１ 山形　教亨 (3398)2464 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 253 湖明寺 167-0023 杉並区上井草１－３０－５ 矢野　昭雄 (3396)5611 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 271 日蓮宗帝釋天教会 166-0012 杉並区和田３－１０－６ 嶋田　教要 (3382)2381 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 302 日蓮宗日妙教会 168-0063 杉並区和泉１－４７－４８ 吉田　智雄 S27.8.23

仏教系 日蓮宗 4762 妙正寺 167-0033 杉並区清水３－５－１０ 赤塚  教乘 (3399)6076 S28.8.11

仏教系 日蓮宗 4763 妙法寺 166-0013 杉並区堀ノ内３－４８－８ 山田　教周 (3313)6241 S28.4.24

仏教系 日蓮宗 4765 大法寺 166-0014 杉並区松ノ木３－３３－１９ 古屋　絵觀 (3313)6812 S28.8.12

仏教系 日蓮宗 4942 日蓮宗龍王教会 166-0012 杉並区和田３－１７－１ 原島  一成 (5938)5244 S28.8.25

仏教系 日蓮宗 4945 日蓮宗真榮教会 168-0063 杉並区和泉１－５５－８ 戸田  教栄 (3328)0914 S28.8.24

仏教系 日蓮宗 200059 立法寺 166-0012 杉並区和田２－１６－１３ 佐藤  高義 (3381)6091 S27.6.30
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仏教系 日蓮正宗 3612 昭倫寺 166-0012 杉並区和田１－３４－２２ 野村  淳信 (3381)4342 S28.12.7

仏教系 日蓮正宗 6789 佛乗寺 167-0042 杉並区西荻北２－２９－１２ 笠原　建道 (3396)5135 S39.10.16

仏教系
法華宗（陣門
流）

2522 理性寺 168-0064 杉並区永福３－５６－２９ 牧野　秀成 (3321)2928 S27.10.31

仏教系
日本山妙法寺
大僧伽

3645 日本山妙法寺中野小僧伽 166-0012 杉並区和田１ー３９－１６ 浅井　幹雄 (3381)0987 S29.6.28

仏教系
（非）真言宗室
生寺派

2698 蓮華寺 167-0031 杉並区本天沼２－１７－８ 網代　裕康 (3390)2090 S28.5.13

仏教系
（非）真言宗室
生寺派

2827 龍光寺 168-0063 杉並区和泉３－８－３９ 下村　聖登 (3321)2696 S28.5.13

仏教系 単立・仏教系 323 宗源寺 168-0073 杉並区下高井戸４－２－３ 冨田　泰彦 (3302)0413 S27.8.4

仏教系 単立・仏教系 6733 真峰庵 166-0013 杉並区堀之内１－７－４０ 岩田　一豊 (3313)1479 S37.1.20

仏教系 単立・仏教系 6825 妙壽会 167-0051 杉並区荻窪４－２３－２０ 大花　洋子 (3398)6407 S41.8.5

仏教系 単立・仏教系 6927 久我寺 168-0081 杉並区宮前５－１－３６ 立入　聖堂 (3332)6633 S47.1.18

仏教系 単立・仏教系 7030 心気学会 167-0052 杉並区南荻窪１－１４－１０ 岸本　深 (4460)3628 S52.8.25

仏教系 単立・仏教系 7218 廣徳寺 167-0053 杉並区西荻南１－２２－１６ 小端　香芳 (3333)6277 H6.9.20

仏教系 単立・仏教系 307434 天照院 168-0081 杉並区宮前３－３５－２５ 石垣　真照 (3331)7420 S51.8.2

キリスト教系
日本ハリストス
正教会教団

6518 山手ハリストス正教会 168-0081 杉並区宮前３－２８－１０ 桝田　　尚 (3333)4201 S30.9.19

キリスト教系 日本基督教団 4435 日本基督教団本郷教会 167-0043 杉並区上荻４－２４－５ 宮﨑　新 (3399)2730 S28.2.25

キリスト教系 日本基督教団 4452 日本基督教団西荻北教会 167-0042 杉並区西荻北４－１７－６ 折原  忠 (3390)3073 S28.10.22

キリスト教系 日本基督教団 4459 日本基督教団西荻教会 167-0042 杉並区西荻北２－１１－３ 有馬　尊義 (3395)1600 S28.6.5

キリスト教系 日本基督教団 4464
日本基督教団阿佐谷東教
会

166-0001 杉並区阿佐谷北５－１３－２ 坂下　道朗 (3338)4183 S27.12.2

キリスト教系 日本基督教団 4470 日本基督教団左内坂教会 166-0013 杉並区堀ノ内３－８－４ 花房　康子 (3313)2521 S29.3.31

キリスト教系 日本基督教団 4490 日本基督教団大宮前教会 168-0081 杉並区宮前２－２２－１８ 山本　隆久 (3332)4077 S28.9.29

キリスト教系 日本基督教団 4502 日本基督教団高井戸教会 168-0071
杉並区高井戸西１－２７－１
８

七條　真明 (3333)2465 S28.9.7

キリスト教系 日本基督教団 4507 日本基督教団阿佐ヶ谷教会 166-0001
杉並区阿佐谷北５－１８－１
０

古屋　治雄 (3337)5879 S28.9.28

キリスト教系 日本基督教団 4513 日本基督教団永福町教会 168-0064 杉並区永福２－５５－１５ 髙柳　竜二 (3321)3557 S28.5.11

キリスト教系 日本基督教団 4522 日本基督教団井草教会 167-0021 杉並区井草１－４２－６ 布村　伸一 (3395)3026 S28.5.7

キリスト教系 日本基督教団 4550 日本基督教団成宗教会 166-0015 杉並区成田東３－１６－２ 齋藤　正 (3311)6777 S28.9.11
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キリスト教系 日本基督教団 4558 日本基督教団荻窪教会 167-0051 杉並区荻窪４－２－１０ 小海  基 (3398)2104 S28.9.5

キリスト教系 日本基督教団 4936 日本基督教団杉並教会 166-0012 杉並区和田３－４８－８ 芹野　創 (3313)7171 S28.4.13

キリスト教系 日本基督教団 6999
日本基督教団東京台湾教
会

167-0052 杉並区南荻窪４－２５－１１ 李　敏功 (3331)3247 S50.12.8

キリスト教系 日本基督教団 7214 日本基督教団桜ヶ丘教会 168-0073 杉並区下高井戸３－２－９ 朝位  真士 (3304)6447 H6.3.28

キリスト教系 日本基督教団 7270 日本基督教団久我山教会 168-0082 杉並区久我山２－１３－３ 安倍　愛樹 (3332)9661 H15.4.4

キリスト教系 日本基督教団 305088
日本基督教団荻窪清水教
会

167-0033 杉並区清水１－２５－１７ 梅津　裕美 (3390)5371 S47.4.28

キリスト教系 日本基督教団 308169 日本基督教団和泉教会 168-0063 杉並区和泉３－２７－５ 山下　裕三 (3328)3334 S28.2.23

キリスト教系
日本福音ルーテ
ル教会

4684
日本福音ルーテル武蔵野
教会

167-0022 杉並区下井草１－１６－７ 浅野　直樹 (3330)8422 S29.2.17

キリスト教系

ｾﾞ･ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ･
ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾐｯｼｮﾝ
（日本同盟基督
教団）

7204
日本同盟基督教団和泉福
音教会

168-0063 杉並区和泉１－５５－４ 青木　義紀 (3325)9903 H4.3.12

キリスト教系
イエス之御霊教
会教団

308 東京イエス之御霊教会 167-0051 杉並区荻窪５－１９－２ 三戸　富夫 (3391)5925 S27.7.10

キリスト教系 日本福音教団 4236 日本福音教団聖都教会 167-0041 杉並区善福寺１－１６－１６ 星野  ヤス (3399)8451 S28.9.18

キリスト教系 聖イエス会 6978 聖イエス会神の川教会 168-0064 杉並区永福３－３１－１０ 松本　力 (3325)0707 S49.12.20

キリスト教系 日本長老教会 6941 日本長老教会杉並教会 166-0013 杉並区堀ノ内２－２１－３ 阿部　大 (3312)3071 S47.12.20

キリスト教系 日本長老教会 7001
日本長老教会久我山キリス
ト教会

168-0082 杉並区久我山３－３５－２９ 敦賀　章博 (3334)9851 S50.12.18

キリスト教系 日本長老教会 7299
日本長老教会井荻福音キリ
スト教会

167-0023 杉並区上井草１－２８－１３ 赤星　典徳 (3396)1630 H21.2.20

キリスト教系
単立・キリスト教
系

19
西荻南イエス・キリストの教
会

167-0053 杉並区西荻南４－１１－９ 松元　保羅 (3331)5879 S27.5.8

キリスト教系
単立・キリスト教
系

2553 堀ノ内キリスト教会 166-0013 杉並区堀ノ内２－２７－１１ 佐野  耕一 (3311)1802 S29.4.1

キリスト教系
単立・キリスト教
系

3698 馬橋キリスト教会 166-0002
杉並区高円寺北４－２４－１
１

瀬在　道晴 (3330)1533 S28.10.26

キリスト教系
単立・キリスト教
系

4544 杉並中通教会 167-0034 杉並区桃井１－９－６ ﾏｷﾝｻﾝｻﾝｱｳﾝ (3390)4780 S28.10.4

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6499 西荻窪キリスト教会 167-0054 杉並区松庵３－３７－１４ 安藤　惠子 (3334)7224 S30.4.4

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6775 浜田山キリスト教会 168-0065 杉並区浜田山４－１０－２５ 青山　　潤 (3313)7177 S39.6.29

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6779 亜細亜宣教会 163-0032 杉並区天沼２－９－２ 金　美蘭 (3392)2617 S39.6.26

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6899 東京中華基督教会 166-0003 杉並区高円寺南５－１３－４ 遠藤　明 (3312)1837 S45.2.27

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7036 久我山宣教会 168-0082 杉並区久我山３－２３－１８ 中原　みき (5930)0059 S52.12.20
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キリスト教系
単立・キリスト教
系

7081 富士見ケ丘キリスト教会 168-0071 杉並区高井戸西１－１４－５ 雨宮  巍 (3334)3795 S55.10.24

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7096
メノナイト方南町キリスト教
会

168-0062 杉並区方南２－１－１８ 押切　恵介 (3317)3734 S56.11.16

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7173 日本新エルサレム教会 167-0021 杉並区井草５－６－１２ 上山　光子 (3399)8573 H1.9.11

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7328 永福南キリスト教会 168-0065 杉並区浜田山１－２－１９ 伊藤　暢人 (5317)8210 H26.10.23

諸教 天理教 1305 天理教保豊分教会 167-0051 杉並区荻窪３－４５－２４ 雨宮　利昌 (5397)5826 S28.3.27

諸教 天理教 1356 天理教京橋分教会 167-0031 杉並区本天沼２－２４－６ 柴田　直明 (3390)8691 S28.3.26

諸教 天理教 1357 天理教豊荻分教会 167-0043 杉並区上荻４－２９－１０ 武藤　稔 (3396)0569 S28.3.26

諸教 天理教 1359 天理教久我山分教会 168-0082 杉並区久我山３－１－１５ 大熊  ミチ (3333)7226 S28.3.26

諸教 天理教 1360 天理教荻窪分教会 168-0071
杉並区高井戸西１－１２－１
０

窪寺　浩司 (5370)0120 S28.3.26

諸教 天理教 1361 天理教多摩神分教会 167-0031 杉並区本天沼２－２２－２ 加山　幸男 (3399)0683 S28.3.26

諸教 天理教 1363 天理教豊宮分教会 168-0073 杉並区下高井戸１－８－６ 雨宮　廣美 (3328)1819 S28.3.26

諸教 天理教 1366 天理教本井戸分教会 167-0054 杉並区松庵３－３５－２５ 相原　義夫 (3333)5309 S28.3.26

諸教 天理教 1659 天理教豊淀分教会 168-0072
杉並区高井戸東３－３６－３
２

小倉  進 (3333)5342 S28.5.4

諸教 天理教 1755 天理教紀豊若分教会 167-0023 杉並区上井草３－２１－７ 柳  幹夫 (3394)2461 S28.3.23

諸教 天理教 1781 天理教吉祥分教会 167-0054 杉並区松庵２－１２－２ 川邉　理一 (3331)1313 S28.3.25

諸教 天理教 1999 天理教本活分教会 166-0015 杉並区成田東３－３－３ 藤澤　和代 (3316)6321 S28.3.26

諸教 天理教 2000 天理教本圓分教会 166-0012 杉並区和田３－４８－７ 北川　潔 (3311)0930 S28.3.26

諸教 天理教 2006 天理教府之実分教会 168-0074
杉並区上高井戸２－１０－２
４

吉本  功一郎 (3334)6130 S28.3.26

諸教 天理教 2010 天理教昭慶分教会 167-0051 杉並区荻窪３－４１－２４ 和田  慶一 (3398)4180 S28.3.26

諸教 天理教 2012 天理教東泉分教会 168-0064 杉並区永福１－３４－６ 坂口　敏久 (3328)5929 S28.3.26

諸教 天理教 2013 天理教旭龍分教会 168-0062 杉並区方南１－３８－３ 佐々木  修 (3328)3843 S28.3.26

諸教 天理教 5111 天理教本義高分教会 168-0064 杉並区永福２－５６－１３ 神岡　政生 (3328)6833 S28.3.26

諸教 天理教 5113 天理教高井戸分教会 168-0073
杉並区下高井戸１－３１－１
２

小関  信治 (3303)5876 S28.3.26

諸教 天理教 6310 天理教代之里分教会 168-0063 杉並区和泉４－３６－１６ 大澤　万夕美 (3328)3484 S29.2.9

諸教 天理教 6485 天理教名甲分教会 168-0063 杉並区和泉３－５８－８ 興津  元衛 (3324)4224 S30.2.10
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諸教 天理教 6602 天理教本武蔵分教会 166-0002
杉並区高円寺北３－４５－１
１

堀越　雄一 (3339)6532 S31.8.16

諸教 天理教 6790 天理教瑞福分教会 168-0064 杉並区永福４－６－１３ 桑原　　繁 (3328)1287 S39.11.26

諸教 天理教 7244 天理教隆勇分教会 168-0073 杉並区下高井戸２－１２－５ 桑原　秀代 (3328)7647 H12.11.17

諸教 天理教 200149 天理教東都分教会 166-0002 杉並区高円寺北１－７－３ 鈴木　晋亮 (3389)6327 S28.3.25

諸教 天理教 200313 天理教本明分教会 168-0061 杉並区大宮２－８－２ 岡山　明夫 (3313)3173 S28.3.17

神道系 神社本庁 2137 染井稲荷神社 170-0003 豊島区駒込６－１１－５ 瀬川　昌之 (3918)1073 S29.1.26

神道系 神社本庁 2947 御嶽神社 171-0014 豊島区池袋３－５１－２ 早山　彰 (3971)8462 S29.1.26

神道系 神社本庁 2991 稲荷神社 170-0012 豊島区上池袋２－３８－４ 鏑木　俊 (3916)0552 S29.1.26

神道系 神社本庁 3216 天祖神社 170-0005 豊島区南大塚３－４９－１ 高島　俊紀 (3983)2322 S29.1.26

神道系 神社本庁 3217 日枝神社 170-0003 豊島区駒込１－３０－１２ 大島　資生 (3946)8868 S29.1.26

神道系 神社本庁 3218 大國神社 170-0003 豊島区駒込３－２－１１ 大島  資生 (3918)7930 S29.1.26

神道系 神社本庁 3228 菅原神社 170-0004 豊島区北大塚１－７－３ 保坂徳右衛門 (3983)2322 S29.1.26

神道系 神社本庁 3229 氷川神社 171-0033 豊島区高田２－２－１８ 筒井　昌和 (3971)8649 S29.1.26

神道系 神社本庁 5280 氷川神社 170-0011 豊島区池袋本町３－１４－１ 山内　　学 (3971)8280 S29.1.26

神道系 神社本庁 5281 稲荷神社 171-0031 豊島区目白３－２－１３ 筒井　昌和 (3971)8649 S31.12.20

神道系 神社本庁 5282 粟島神社 171-0043 豊島区要町２－１４－４ 田中　正浩 (3957)0481 S29.1.26

神道系 神社本庁 5283 天祖神社 171-0031 豊島区目白５－７－１４ 田中　正浩 (3957)0481 S29.1.26

神道系 神社本庁 5284 浅間神社 171-0042 豊島区高松２－９－３ 田中　正浩 (3957)0481 S29.1.26

神道系 神社本庁 5285 八幡神社 171-0051 豊島区長崎１－２５－９ 田中　正浩 (3957)0481 S29.1.26

神道系 神社本庁 5286 長崎神社 171-0051 豊島区長崎１－９－４ 田中　正浩 (3957)0481 S29.1.26

神道系 神社本庁 200061 大鳥神社 171-0032
豊島区雑司が谷３－２０－１
４

清水　雄介 (3971)6034 S29.1.26

神道系 実行教 6185 実行教羽黒山天聖教会 170-0003 豊島区駒込４－１１ 深野　ハル S28.4.18

神道系 神習教 2187 神習教弘善分教会 170-0005 豊島区南長崎２－２４－９ 三柴　直道 (3951)9466 S29.1.21

神道系 金光教 1894 金光教池袋教会 171-0021 豊島区西池袋５－１９－１５ 山口　信幸 (3982)2256 S27.9.9

神道系 天恩教 6699 天恩教東京大教会 170-0001 豊島区西巣鴨１－９－７ 鉢呂  日出麿 (3910)8813 S34.12.25
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神道系 （非）神教 2167 神教本部教会 171-0033 豊島区高田１－３５－９ 青木　絵美子 (3971)4396 S29.3.9

神道系 単立・神道系 311 伸晃教会 170-0005 豊島区南大塚１－３１－３ 木村　吉孝 (3941)8396 S27.7.17

神道系 単立・神道系 2140 妙義神社 170-0003 豊島区駒込３－１６－１６ 岩井　智彦 (3917)1938 S29.1.26

神道系 単立・神道系 6632 神道天誠會 170-0000 豊島区上池袋３－２４－６ 早川　一雄 (3916)1387 S32.5.1

仏教系 天台宗 1018 正法院 170-0001 豊島区西巣鴨４－８－１ 田島　章成 (3917)2360 S27.9.16

仏教系 真言宗豊山派 2604 重林寺 170-0011 豊島区池袋本町２－３－３ 古田  治雄 (3971)2005 S28.5.27

仏教系 真言宗豊山派 2605 根生院 171-0042 豊島区高田１－３４－６ 中村  修盛 (3983)6998 S28.5.27

仏教系 真言宗豊山派 2606 金乗院 171-0033 豊島区高田２－１２－３９ 小野塚  幾澄 (3971)1654 S28.4.14

仏教系 真言宗豊山派 2607 南蔵院 171-0033 豊島区高田１－１９－１６ 野口  圭也 (3971)7231 S28.5.27

仏教系 真言宗豊山派 2608 金剛院 171-0051 豊島区長崎１－９－２ 野々部  利弘 (3957)2313 S28.5.27

仏教系 真言宗豊山派 2772 眞性寺 170-0002 豊島区巣鴨３－２１－２１ 鳥居  慎誉 (3918)4068 S28.4.27

仏教系 真言宗豊山派 2773 東福寺 170-0005 豊島区南大塚１－２６－１０ 荒木　正信 (3941)3374 S28.4.23

仏教系 真言宗豊山派 2774 西福寺 170-0003 豊島区駒込６－１１－４ 花園　昌道 (3918)4606 S28.4.24

仏教系 浄土宗 640 專修院 170-0002 豊島区駒込７－２－４ 山田　真晴 (3918)1279 S27.9.24

仏教系 浄土宗 641 瑞眞院 170-0002 豊島区巣鴨２－１４－７ 八木　宣諦 (3917)4867 S27.9.24

仏教系 浄土宗 642 西方寺 170-0001 豊島区西巣鴨４－８－４３ 小山　正晴 (3917)1695 S27.9.24

仏教系 浄土宗 644 良感寺 170-0001 豊島区西巣鴨４－８－２２ 宮入　良光 (3918)4501 S27.9.24

仏教系 浄土宗 200007 盛雲寺 170-0001 豊島区西巣鴨４－８－４０ 久保田　智雄 (3918)1271 S27.9.24

仏教系
浄土真宗本願
寺派

938 法淨寺 170-0001 豊島区西巣鴨２－２－１７ 野々垣　智憲 (3917)7990 S27.11.4

仏教系
浄土真宗本願
寺派

939 安楽寺 170-0002 豊島区巣鴨５－１５－３ 津山　善資 (3917)2578 S27.11.4

仏教系
浄土真宗本願
寺派

942 香教寺 171-0022 豊島区南池袋４－７－１４ 山田　正宏 (3971)6635 S27.11.4

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2492 西念寺 170-0011 豊島区池袋本町１－３７－７ 西條　亮子 (3982)7723 S27.11.6

仏教系
浄土真宗本願
寺派

6761 誓願寺 171-0052 豊島区南長崎１－３－８ 古賀　尚之 (3950)7828 S38.7.8

仏教系 真宗大谷派 3598 顕真寺 171-0022 豊島区南池袋４－２０－１ 近田  聖二 (3971)1393 S28.9.15

仏教系 真宗興正派 2569 寶光寺 171-0044 豊島区千早１－２－３ 西川　和潤 (3957)0028 S28.9.24
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仏教系
臨済宗妙心寺
派

3752 勝林寺 170-0003 豊島区駒込７－４－１４ 窪田　充栄 (3917)5436 S28.11.20

仏教系 曹洞宗 4008 高岩寺 170-0002 豊島区巣鴨３－３５－２ 來馬　明規 (3917)8221 S28.6.26

仏教系 曹洞宗 4010 福寿院 170-0003 豊島区駒込１－６－８ 渡邊　雄貴 (3631)9063 S28.6.26

仏教系 曹洞宗 4011 清巖寺 170-0002 豊島区西巣鴨４－８－２４ 耒馬　宗憲 (3917)0684 S29.1.7

仏教系 曹洞宗 4012 泰宗寺 170-0002 豊島区駒込７－１－１ 小澤　誠 (3917)4477 S28.6.26

仏教系 曹洞宗 4013 白泉寺 170-0002 豊島区巣鴨５－３２－５ 来馬　英紀 (3917)2215 S28.6.26

仏教系 曹洞宗 4015 功雲院 171-0014 豊島区池袋３－５－９ 佐藤　啓信 (3971)8865 S29.1.29

仏教系 曹洞宗 4023 祥雲寺 171-0014 豊島区池袋３－１－６ 西澤　応人 (3984)2408 S31.5.31

仏教系 曹洞宗 4030 摠禅寺 170-0003 豊島区巣鴨５－３２－２ 山田　享詳 (3917)2201 S29.2.1

仏教系 曹洞宗 4126 法福寺 170-0002 豊島区巣鴨５－３４－２４ 和田　一浩 (3910)5084 S28.6.26

仏教系 曹洞宗 7091 全昌院 171-0052 豊島区南長崎５－２１－８ 安達  良元 (3951)7555 S56.10.12

仏教系 如来教 453 東光庵 170-0001 豊島区西巣鴨２－２２－６ 末廣　澄月 (3917)7470 S27.8.26

仏教系 黄檗宗 1849 洞雲寺 171-0014 豊島区池袋３－５－３０ 玉川  克裕 (3971)2374 S27.10.14

仏教系 日蓮宗 82 慈眼寺 170-0002 豊島区巣鴨５－３５－３３ 篠原　稔雄 (3910)1579 S27.7.3

仏教系 日蓮宗 96 盛泰寺 171-0022 豊島区南池袋２－２０－１ 松本　和道 (3971)4962 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 206 法明寺 171-0022 豊島区南池袋３－１８－１８ 近江　正典 (3971)4383 S27.7.5

仏教系 日蓮宗 207 蓮光院 170-0022 豊島区南池袋３－１７－１ 津村　正信 (3987)6078 S27.7.5

仏教系 日蓮宗 208 観静院 171-0022 豊島区南池袋３－５－７ 高桑　正路 (3982)4009 S27.7.5

仏教系 日蓮宗 209 眞乗院 171-0022 豊島区南池袋３－１８－１７ 加藤　晃啓 (3971)7591 S27.7.5

仏教系 日蓮宗 210 寶城寺 171-0022 豊島区南池袋４－７－１９ 寺井　俊英 (3982)4220 S27.7.5

仏教系 日蓮宗 211 本納寺 171-0032
豊島区雑司が谷３－１９－１
４

森部　達彦 (3971)4384 S27.7.5

仏教系 日蓮宗 212 清立院 171-0022 豊島区南池袋４－２５－６ 榎　一優 (3971)8964 S27.7.5

仏教系 日蓮宗 213 本浄寺 171-0032
豊島区雑司が谷１－５１－１
８

大塚　教哲 (3971)2438 S27.7.5

仏教系 日蓮宗 214 本立寺 171-0022 豊島区南池袋２－２０－３７ 山田　教周 (3987)1300 S27.7.5

仏教系 日蓮宗 216 妙典寺 171-0022 豊島区南池袋２－２０－１０ 長倉　孝真 (3982)3673 S27.7.5
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仏教系 日蓮宗 356 玄静院 171-0022 豊島区南池袋３－６－１６ 太田　順祥 (3982)4008 S27.7.5

仏教系 日蓮宗 357 妙経寺 170-0012 豊島区上池袋３－８－５ 稲荷　泰雅 (3916)7471 S27.7.5

仏教系 日蓮正宗 3608 常在寺 171-0022 豊島区南池袋２－２０－７ 阿部　日明 (3987)5421 S28.11.26

仏教系 顕本法華宗 3633 法成寺 171-0033 豊島区駒込６－８－１１ 秋葉  敬真 (3951)1712 S28.4.17

仏教系 顕本法華宗 3634 蓮華寺 170-0003 豊島区駒込７－２－１４ 田島  敏義 (3918)5557 S28.4.21

仏教系
法華宗（陣門
流）

2514 本妙寺 170-0002 豊島区巣鴨５－３５－６ 門谷　東生 (3917)1558 S27.10.29

仏教系
法華宗（陣門
流）

2515 妙行寺 170-0001 豊島区西巣鴨４－８－２８ 松村　卓知 (3915)1263 S27.10.29

仏教系
日本山妙法寺
大僧伽

3644 日本山妙法寺巣鴨小僧伽 170-0001 豊島区西巣鴨２－９－１７ 石橋　君𣳾 (6885)8895 S29.3.27

仏教系 単立・仏教系 217 圓常寺 171-0032 豊島区雑司が谷１－４０－３ 鈴木　和文 (3980)5006 S27.7.5

仏教系 単立・仏教系 464 大乗教団 170-0003 豊島区駒込４－９－２７ 菱沼　経真 (3910)4611 S27.10.1

仏教系 単立・仏教系 2536 眞々園 171-0052 豊島区南長崎４－１２－１８ 櫻井　俊彦 (3952)3776 S28.10.10

仏教系 単立・仏教系 3639 寛受院 171-0022 豊島区南池袋２－４１－４ 中村　宣樹 (3982)7082 S28.4.21

仏教系 単立・仏教系 4766 本教寺 171-0022 豊島区南池袋２－４１－４ 熱田　一仁 (3982)1986 S28.8.10

仏教系 単立・仏教系 6513 本門仏立講堂大孝寺 170-0005 豊島区南大塚２－１４－３ 池田  事行 (3941)8064 S30.5.23

仏教系 単立・仏教系 6794 母念寺 171-0032 豊島区雑司が谷１－２－７ 島崎　民子 (3988)6970 S40.4.12

仏教系 単立・仏教系 6843 勧請稲荷 170-0002 豊島区巣鴨４－１０－１２ 石川　潤亮 (3915)1465 S42.4.24

仏教系 単立・仏教系 6870 亜細亜善隣佛教会 170-0003 豊島区駒込７－１３－１６ 大島　邦夫 (3915)0779 S43.7.24

キリスト教系 日本基督教団 3658 日本基督教団巣鴨教会 170-0005 豊島区南大塚１－１３－８ 渡辺　善忠 (3947)6431 S28.7.20

キリスト教系 日本基督教団 4432
日本基督教団巣鴨ときわ教
会

170-0002 豊島区巣鴨３－３－１６ 平井　文則 (3917)6573 S28.3.11

キリスト教系 日本基督教団 4454 日本基督教団池袋西教会 171-0014 豊島区池袋４－２－１０ 丸山　和則 (3971)0337 S28.4.27

キリスト教系 日本基督教団 4480 日本基督教団要町教会 171-0043 豊島区要町１－４３－１５ 野澤  満雄 (3957)6450 S28.5.6

キリスト教系 日本基督教団 4527
日本基督教団東京池袋教
会

171-0021 豊島区西池袋３－５－１８ 山口　博 (3982)7276 S29.5.6

キリスト教系 日本基督教団 4555 日本基督教団駒込教会 170-0003 豊島区駒込２－３－８ 村田　　重 (3917)5691 S28.8.31

キリスト教系 日本基督教団 4974 日本基督教団目白町教会 171-0031 豊島区目白２－２０－３ 土肥　研一 (3971)0479 S29.3.5

キリスト教系 日本基督教団 6517
日本基督教団東長崎ウエス
レー教会

171-0052 豊島区南長崎５－６－１ 小林　牧子 (3951)7044 S30.8.2
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キリスト教系 日本基督教団 7208
日本基督教団池袋台湾教
会

171-0014 豊島区池袋３－６２－９ 郭　寛城 (5396)2540 H5.3.26

キリスト教系
日本キリスト教
会

6710
日本キリスト教会豊島北教
会

171-0044 豊島区千早３－３７－２ 芳賀　繁浩 (3959)4052 S35.5.16

キリスト教系
日本キリスト教
会

6988
日本キリスト教会東京主僕
教会

171-0032 豊島区雑司ケ谷３－４－５ 真田　　泉 (3982)6326 S50.7.25

キリスト教系

ｾﾞ･ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ･
ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾐｯｼｮﾝ
（日本同盟基督
教団）

4675
日本同盟基督教団椎名町
教会

171-0052 豊島区南長崎４－２－６ 小林　伊佐美 (3951)1039 S29.3.22

キリスト教系
単立・キリスト教
系

3701 雑司ヶ谷キリスト教会 171-0032 豊島区雑司が谷１－２５－１ 高橋　久美子 (3987)3537 S29.4.27

諸教 天理教 1311 天理教保敷根分教会 171-0021 豊島区西池袋２－３２－１２ 林  紘子 (3984)4690 S28.3.27

諸教 天理教 2212 天理教本通分教会 171-0051 豊島区長崎６－１７－１４ 永井 眞也 (3957)2008 S28.3.30

諸教 天理教 2214 天理教本合分教会 171-0021 豊島区西池袋４－１０－１２ 福井　和枝 (3986)6876 S28.3.30

諸教 天理教 2218 天理教本台分教会 171-0021 豊島区西池袋４－４－２０ 馬上　美智子 S28.3.30

諸教 天理教 2219 天理教大多美分教会 171-0014 豊島区池袋２－３３－２１ 関口　清和 (3971)9840 S28.3.30

諸教 天理教 2220 天理教生都分教会 171-0014 豊島区池袋３－２２－２ 田川  久美子 (3981)4390 S28.3.30

諸教 天理教 2224 天理教南錦分教会 171-0014 豊島区池袋３－１－１７ 高口  道成 (3986)5834 S28.3.30

諸教 天理教 2225 天理教龍芳分教会 170-0002 豊島区巣鴨３－６－１１ 池田　一裕 (3917)4743 S28.3.30

諸教 天理教 2226 天理教西神田分教会 171-0022 豊島区南池袋３－２２－１４ 河合　善嗣 (3982)7849 S28.3.30

諸教 天理教 2229 天理教瑞光分教会 171-0014 豊島区池袋３－３６－２ 鈴木　芳洋 (3971)6806 S28.3.30

諸教 天理教 2230 天理教豊華分教会 171-0043 豊島区要町１－３７－２ 岩崎  洋 (3957)3681 S28.3.30

諸教 天理教 2233 天理教島ヶ崎分教会 171-0051 豊島区長崎５－２４－４ 高橋　瑠璃子 (3957)8336 S28.3.30

諸教 天理教 2234 天理教﨑ヶ原分教会 171-0052 豊島区南長崎５－２－１２ 若杉　和重 (3957)2337 S28.3.30

諸教 天理教 2235 天理教保敷分教会 171-0021 豊島区西池袋２－３－７ 北川　道子 (3982)8835 S28.3.5

諸教 天理教 2236 天理教島高分教会 171-0022 豊島区南池袋３－１１－１４ 飯島  靖 (3981)7507 S28.3.30

諸教 天理教 2238 天理教島高松分教会 171-0042 豊島区高松３－９－５ 河西　愼一郎 (3955)6053 S28.3.30

諸教 天理教 2239 天理教洲鴨分教会 170-0012 豊島区上池袋１－１３－１６ 明石　雄次 (3918)7526 S28.3.30

諸教 天理教 2241 天理教真武分教会 171-0031 豊島区目白２－５－３ 佐藤  道衛 (3983)7376 S28.3.30

諸教 天理教 2251 天理教都京分教会 170-0013 豊島区東池袋２－９－２ 中本　元太郎 (3971)2654 S28.3.30
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諸教 天理教 2253 天理教昭鶴分教会 171-0031 豊島区目白５－１０－１４ 渡邊　博史 (3951)7461 S28.3.30

諸教 天理教 2260 天理教京神分教会 171-0021 豊島区西池袋２－３－１２ 矢追　雄蔵 (3971)2088 S28.3.30

諸教 天理教 2262 天理教宝田分教会 170-0002 豊島区巣鴨４－１－１８ 荒井　直由 (3917)1570 S28.3.30

諸教 天理教 2266 天理教島桑分教会 170-0012 豊島区上池袋２－３９－１ 桑原  美仁 (3915)4565 S28.3.30

諸教 天理教 2267 天理教光巣分教会 170-0011
豊島区池袋本町３－２２－１
９

本間  富男 (3986)7329 S28.3.30

諸教 天理教 2269 天理教更東分教会 171-0051 豊島区長崎２－３０－２ 白井  進 (3957)3855 S28.3.30

諸教 天理教 2270 天理教本寶分教会 171-0042 豊島区高松３－１０－２１ 渕本　起美恵 (3955)2063 S28.3.30

諸教 天理教 5136 天理教上千分教会 171-0014 豊島区池袋３－１４－１９ 冨里　豊 0282(55)7044 S28.3.30

諸教 天理教 6321 天理教米都分教会 170-0001 豊島区西巣鴨３－６－６ 大田　祥一 (3917)8575 S29.2.18

諸教 天理教 6629 天理教椎名町分教会 171-0052 豊島区南長崎１－９－６ 佐藤　充洋 (3951)1247 S32.4.24

諸教 天理教 6806 天理教瑞鶴分教会 171-0051 豊島区長崎４－３９－１３ 山川　由美子 (3957)1592 S40.11.19

諸教 天理教 7089 天理教本理誠分教会 170-0011 豊島区池袋本町４－４０－８ 松永　篤彦 049(246)5230 S56.8.15

諸教 天理教 200032 天理教南町分教会 170-0011 豊島区池袋本町４－３５－１ 佐久間  道雄 (3590)2747 S28.3.30

諸教 天理教 200102 天理教保島分教会 171-0032 豊島区雑司が谷２－５－２０ 矢島　文教 (3982)6670 S28.3.30

諸教 天理教 200168 天理教本竹分教会 171-0052 豊島区南長崎４－２０－４ 藤田　治 (3951)1337 S28.3.30

諸教 天理教 200177 天理教本星分教会 170-0001 豊島区西巣鴨４－８－３６ 平岩　弘治 (3917)4853 S28.3.30

諸教 天理教 200190 天理教本鴨分教会 170-0001 豊島区西巣鴨５－１６－３ 鈴木　太一　 (3915)1357 S28.3.30

諸教 天理教 200220 天理教本煦分教会 170-0013 豊島区東池袋３－１３－１２ 塚原　茂樹 (3983)5631 S28.3.30

諸教 天理教 200246 天理教東府分教会 171-0052 豊島区南長崎４－２６－９ 新行内　潤 (3952)2378 S28.3.30

諸教 天理教 200267 天理教東京分教会 170-0052 豊島区南大塚１－５－１５ 松村  登美和 (3941)1516 S27.8.26

諸教 天理教 200317 天理教東磐分教会 171-0044 豊島区千早３－４５－１１ 松﨑　文男 (3957)4726 S28.3.30

諸教 天理教 200343 天理教伊豆島分教会 171-0044 豊島区千早２－６－５ 白井  理平 (3957)3912 S29.2.18

諸教
天照皇大神宮
教

3201
天照皇大神宮教神の国建
設精神修錬道場東京地方
支部

171-0031 豊島区目白１－７－１２ 伊勢　眞人 (3971)2857 S29.2.18

神道系 神社本庁 3056 白山神社 114-0004 北区堀船３－１１－３ 八木　光重 (3919)5046 S29.2.1

神道系 神社本庁 3130 舩方神社 114-0004 北区堀船４－１３－２８ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.2.1
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神道系 神社本庁 3145 紀州神社 114-0003 北区豊島７－１５－１ 永井　ゆかり (3919)0562 S29.2.1

神道系 神社本庁 3146 柏木神社 115-0043 北区神谷３－５５－５ 永井　ゆかり (3919)0562 S29.2.1

神道系 神社本庁 3276 氷川神社 115-0051 北区浮間２－１９－６ 石川　明彦 (3966)1859 S29.2.1

神道系 神社本庁 5214 八幡神社 114-0014 北区田端４－１８－１ 和田  隆永 (3828)2798 S29.2.16

神道系 神社本庁 5252 王子神社 114-0022 北区王子本町１－１－１２ 八木  光重 (3907)7808 S28.9.12

神道系 神社本庁 5253 七社神社 114-0024 北区西ケ原２－１１－１ 和田  隆永 (3910)1641 S29.2.16

神道系 神社本庁 5299 香取神社 115-0055 北区赤羽西２－２２－７ 朝日　辰夫 (3909)7002 S29.2.1

神道系 神社本庁 5300 王子稲荷神社 114-0021 北区岸町１－１２－２６ 八木  敏夫 (3907)3032 S28.9.12

神道系 神社本庁 5305 田端八幡神社 114-0014 北区田端２－７－２ 柳原  正賢 (3828)6867 S29.2.1

神道系 神社本庁 5306 平塚神社 114-0016 北区上中里１－４７－１ 遠藤　康彦 (3910)2860 S29.2.16

神道系 神社本庁 5423 八雲神社 115-0041 北区岩渕町２２－２１ 朝日  辰夫 (3901)2843 S29.2.1

神道系 神社本庁 5424 諏訪神社 115-0052 北区赤羽北３－１－２ 朝日  辰夫 (3908)3498 S29.2.1

神道系 神社本庁 5425 熊野神社 115-0042 北区志茂４－１９－１ 朝日  辰夫 (3902)2140 S29.2.1

神道系 神社本庁 5426 八幡神社 115-0053 北区赤羽台４－１－６ 朝日  辰夫 (3908)1764 S29.2.16

神道系 神社本庁 5538 日枝神社 114-0014 北区田端３－２０－２ 柳原  正賢 (3828)6867 S29.2.16

神道系 神社本庁 5940 八幡神社 114-0023 北区滝野川５－２６－１５ 藤井　知樹 (3916)2890 S29.2.16

神道系 神道大教 2408 神道大教滝野川中教会 114-0024 北区西ヶ原２－２０－１４ 森田　恭一郎 (3917)1268 S28.1.17

神道系 神道大教 5023
神道大教石大神宮・飯井宮
再興祭祀天興大教会

114-0023 北区滝野川５－３２－６ 小林　宗朝　　 (3916)2276 S28.4.30

神道系 神道大教 6436 神道大教四本木稲荷神社 114-0023 北区滝野川３－６１－１ 菊池　重敏 (3917)1215 S29.6.23

神道系 扶桑教 2450 扶桑教鞍馬誠心教会 114-0003 北区豊島１－３８－１０ 後藤　寛子 S29.1.21

神道系 禊教 44 禊教日之出分院教会 115-0042 北区志茂２－６４ 埜本　修 (3568)3009 S27.6.23

神道系 金光教 1886 金光教赤羽教会 115-0045 北区赤羽西４－４４－５ 藤原  務正 (3903)3033 S27.9.10

神道系 単立・神道系 36 冨士清心教会 114-0034 北区上十条２－１２－９ 深津　一雄 (3508)4222 S27.6.28

神道系 単立・神道系 2159 奣照修徳会 114-0014 北区田端２－５－１６ 高木　正泰 (3821)1649 S27.12.3

仏教系 天台宗 1019 善光寺 114-0034 北区上十条３－２６－３ 小宮山　光順 (3905)1941 S27.9.16
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仏教系 修験道 6871 修験道青龍院教会 114-0024 北区西ケ原２－４５－９ 金子　映江 (3910)1886 S43.7.23

仏教系 真言宗智山派 3360 満蔵院 115-0052 北区赤羽北１－４－１０ 長谷川　興憲　 (3907)0992 S28.2.17

仏教系 真言宗智山派 3361 西音寺 114-0032 北区中十条３－２７－１０ 室久  智雄 (3907)6886 S28.2.16

仏教系 真言宗智山派 3362 眞光寺 114-0032 北区中十条３－１－５ 重原　俊司 (3906)7175 S28.2.16

仏教系 真言宗智山派 3363 宝幢院 115-0045 北区赤羽３－４－２ 野中  徳昭 (3901)0468 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3364 専福寺 115-0043 北区神谷３－３２－１１ 小林  廣之 (3902)8800 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3365 自性院 115-0043 北区神谷３－４５－１ 髙橋　裕全 (3901)1476 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3366 真頂院 115-0045 北区赤羽３－１６－３ 疋田　精俊 (3901)6806 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3367 本智院 114-0023 北区滝野川１－５８－２ 大塚　秀高 (3910)8791 S28.2.12

仏教系 真言宗智山派 3368 観音寺 115-0051 北区浮間４－９－２ 吉岡  光雲 (3960)4605 S28.2.17

仏教系 真言宗智山派 3369 西蓮寺 115-0042 北区志茂４－３０－４ 田中  義正 (3901)2625 S28.2.21

仏教系 真言宗智山派 3370 大満寺 115-0041 北区岩淵町３５－７ 内田  寿明 (3901)7552 S28.2.26

仏教系 真言宗智山派 3415 地福寺 114-0032 北区中十条２－１－２０ 三輪　照救 (3908)0844 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3416 普門院 115-0055 北区赤羽西２－１４－２０ 岡田  好文 (3900)6757 S28.3.17

仏教系 真言宗智山派 3417 豊栄寺 114-0003 北区豊島７－１２－７ 荒井  悟道 (3919)6946 S27.12.29

仏教系 真言宗豊山派 2626 延命寺 114-0004 北区堀船４－１０－１２ 島村　智教 (3911)4974 S28.4.24

仏教系 真言宗豊山派 2764 與楽寺 114-0014 北区田端１－２５－１ 荒木　正信 (3821)0976 S28.3.16

仏教系 真言宗豊山派 2765 光明院 114-0014 北区田端３－２１－５ 本田  元翼 (3821)0006 S28.5.2

仏教系 真言宗豊山派 2766 東覚寺 114-0014 北区田端２－７－３ 岩脇　彰信 (3821)1031 S28.4.23

仏教系 真言宗豊山派 2767 無量寺 114-0024 北区西ヶ原１－３４－８ 金子　智鏡 (3910)2840 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 2768 城官寺 114-0016 北区上中里１－４２ 寺山　理信 (3910)3343 S28.5.2

仏教系 真言宗豊山派 2769 不動院 114-0024 北区西ヶ原３－２３－２ 天川　芳信 (3910)2315 S28.4.24

仏教系 真言宗豊山派 2770 寿徳寺 114-0023 北区滝野川４－２２－２ 新井　京子 (3909)7766 S28.4.25

仏教系 真言宗豊山派 2771 金剛寺 114-0023 北区滝野川３－８８－１７ 荒木　寛信 (3910)3170 S28.4.23

仏教系 真言宗豊山派 2775 西福寺 114-0003 北区豊島２－１４－１ 小松原　修譽 (3911)2266 S28.4.23
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仏教系 真言宗豊山派 2776 清光寺 114-0003 北区豊島７－３１－７ 新井　真誉 (3914)7794 S28.5.2

仏教系 真言宗豊山派 2777 福性寺 114-0004 北区堀船３－１０－１６ 田久保  海誉 (3911)7701 S28.4.23

仏教系
真言宗霊雲寺
派

3651 大龍寺 114-0014 北区田端４－１８－４ 野口  正見 (3821)0014 S28.4.27

仏教系
真言宗霊雲寺
派

3652 金輪寺 114-0021 北区岸町１－１２－２２ 戸張  昌弘 (3908)2605 S28.4.27

仏教系 浄土宗 637 圓勝寺 114-0015 北区中里３－１－１ 望月　信樂 (3917)0645 S27.9.25

仏教系 浄土宗 645 梅王寺 115-0041 北区岩淵町３０－１１ 赤羽　道宣 (3901)0346 S27.9.25

仏教系 浄土宗 738 長福寺 115-0053 北区赤羽台３－２６－２ 窪川　節丈 (3900)4203 S27.10.6

仏教系 浄土宗 739 善徳寺 115-0055 北区赤羽西６－１５－２１ 大谷　豊彦 (3900)8500 S28.9.8

仏教系 浄土宗 4203 善光寺 114-0003 北区豊島３－４－９ 小野　静法 (3911)8871 S28.5.16

仏教系 浄土宗 4204 十王寺 115-0041 北区岩淵町２８－１６ 髙橋　寿光 (3901)2017 S28.5.7

仏教系 浄土宗 4206 正光寺 115-0041 北区岩淵町３２－１１ 髙橋  寿光 (3901)2017 S28.5.7

仏教系 浄土宗 4221 雪峰院 114-0034 北区上十条３－２５－３ 上山　隆光 (3908)1971 S28.5.7

仏教系 真宗大谷派 3596 萬栄寺 114-0014 北区田端５－７－７ 田中　勤 (3827)7222 S28.8.29

仏教系 真宗大谷派 3597 願徳寺 114-0022 北区王子本町１－８－９ 法隆　誠幸 (3908)0550 S28.5.28

仏教系 真宗大谷派 6528 法音寺 114-0005 北区栄町１４－９ 古瀬　啓子 (3911)8394 S30.8.10

仏教系 真宗大谷派 6613 圓照寺 115-0042 北区志茂１－２８－４ 小野沢  宗隆 (3901)1572 S31.12.12

仏教系 真宗大谷派 6824 浄真寺 114-0001 北区東十条４－７－３ 青田  厚由 (3911)4850 S41.7.9

仏教系 真宗大谷派 300179 宗泉寺 115-0055 北区赤羽西１－１７－１２ 旦保　雅人 (3900)3888 S29.4.2

仏教系 曹洞宗 4009 昌林寺 114-0024 北区西ヶ原３－１２－６ 郡司　一裕 (3910)2645 S27.12.22

仏教系 曹洞宗 4017 大松寺 115-0056 北区西が丘１－３５－１８ 若松　重德 (3900)0460 S28.10.3

仏教系 曹洞宗 4018 靜勝寺 115-0055 北区赤羽西１－２１－１７ 髙崎　忠道 (3900)4455 S28.7.1

仏教系 曹洞宗 4025 鳳生寺 115-0055 北区赤羽西３－２１－１８ 英　聡（聡道） (3900)0568 S28.7.1

仏教系 曹洞宗 4026 福寿院 115-0045 北区赤羽１－５７－２ 北野　淳一 (3902)1548 S28.7.3

仏教系 日蓮宗 75 日蓮宗立正尊神教会 114-0034 北区上十条３－２４－１９ 原　智道 (3908)0409 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 76 日蓮宗妙安教会 115-0055 北区赤羽西２－２７－１４ 矢澤　俊彦 (3906)3399 S27.7.3
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仏教系 日蓮宗 78 大恩寺 115-0055 北区赤羽西６－１５－１９ 上田  栄修 (3900)8528 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 79 妙見寺 114-0024 北区西ヶ原２－９－５ 村上　慈眼 (3910)1896 S27.7.5

仏教系 日蓮宗 408 法真寺 115-0055 北区赤羽西２－２３－３ 矢澤　亮彦 (3909)0007 S27.7.3

仏教系 日蓮宗 410 日蓮宗護持正法教会 114-0003 北区豊島３－１４－１８ 沼　義顕 (3911)3709 S27.7.7

仏教系
法華宗（陣門
流）

2519 大久寺 114-0014 北区田端３－２１－１ 佐古　弘純 (3821)1819 S27.11.4

仏教系 本門佛立宗 2285 佛立寺 114-0014 北区田端１－７－６ 岡本　誠教 (3823)4176 S27.10.10

仏教系 単立・仏教系 2526 本佛教会 114-0023 北区滝野川２－３６－３ 西條　義昌 (3910)4112 S28.10.15

仏教系 単立・仏教系 4230 法善寺 115-0053 北区赤羽台３－２４－２ 中山  斉 (3900)2341 S30.9.5

仏教系 単立・仏教系 6652 江戸最勝院 114-0034
北区上十条１－２２－３０－
１０７

三田村　律人 (3908)4570 S32.11.5

仏教系 単立・仏教系 6657 心一妙法講 114-0014 北区田端２－１－２ 園　富士之 (3821)5981 S32.12.19

仏教系 単立・仏教系 6994 明月寺 114-0014 北区田端１－２３－１１ 金　斗洙 (3827)8605 S50.10.14

キリスト教系 日本基督教団 4419 日本基督教団滝野川教会 114-0016 北区上中里１－１－１２ 東野　尚志 (3910)1997 S28.2.26

キリスト教系 日本基督教団 4450 日本基督教団赤羽教会 115-0042 北区志茂２－５６－４ 大友　英樹 (3901)8939 S28.10.22

キリスト教系 日本基督教団 4935 日本基督教団王子教会 114-0022 北区王子本町１－１９－２ 大久保　正禎 (3900)4952 S28.4.24

キリスト教系

ｾﾞ･ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ･
ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾐｯｼｮﾝ
（日本同盟基督
教団）

7137
ｾﾞ･ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ･ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾐｯ
ｼｮﾝ（日本同盟基督教団）赤
羽聖書教会

115-0055 北区赤羽西２－３－２０ 野寺　博文 (3906)3371 S60.6.6

キリスト教系

日本アッセンブ
リーズ・オブ・
ゴッド教団

2433
日本アッセンﾌﾞリーズ・オブ・
ゴッド教団十條基督教会

114-0034 北区上十条２－２０－９ 細井　眞 (3907)7100 S29.3.17

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6453 赤羽キリスト教会 115-0045 北区赤羽２－５７－１１ 山田　祐滋 (3901)6546 S30.4.7

諸教 天理教 1237 天理教本摩分教会 114-0024 北区西ヶ原３－４４－８ 増田　正民 (5394)3306 S28.3.18

諸教 天理教 1566 天理教彩の西分教会 115-0056 北区西が丘１－２３－７ 山﨑　陽司 (3905)3124 S28.3.31

諸教 天理教 1787 天理教本芝吉分教会 114-0004 北区豊島７－３２－１３ 川端　麻起子 (3919)7549 S28.3.27

諸教 天理教 1790 天理教島栃分教会 114-0016 北区上中里３－１９－２ 坂口  正明 (3911)6858 S28.3.27

諸教 天理教 1792 天理教本王分教会 114-0003 北区豊島３－１３－２ 五十嵐　啓子 (3911)8320 S28.3.31

諸教 天理教 1801 天理教東祥分教会 115-0051 北区浮間２－１－２１ 志村　松英 (3907)1916 S28.3.27

諸教 天理教 1802 天理教冨士前分教会 114-0024 北区西ヶ原３－３－７ 有澤  常一 S28.3.27
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諸教 天理教 1808 天理教駒込分教会 115-0043 北区神谷１－２７－８ 井上　徹 (6873)4618 S28.3.27

諸教 天理教 1809 天理教湖江戸分教会 115-0051 北区浮間２－１７－２ 雲出  正和 (3966)8094 S28.3.27

諸教 天理教 1812 天理教城平分教会 115-0042 北区志茂５－１０－１０ 平岡　信幸 (3901)0401 S28.3.27

諸教 天理教 1813 天理教都富分教会 114-0031 北区十条仲原２－１４－８ 遠藤  健 (3908)0939 S28.3.27

諸教 天理教 1814 天理教美都分教会 114-0024 北区西ヶ原１－１０－７ 田中　克男 (3915)0967 S28.3.27

諸教 天理教 1817 天理教十條分教会 114-0034 北区上十条１－２－１１ 長嶋  眞一 (3907)0281 S28.3.27

諸教 天理教 1821 天理教西十條分教会 114-0024 北区西ヶ原４－３５－７ 久保　一元 (3910)1301 S28.3.27

諸教 天理教 1822 天理教浮間分教会 115-0051 北区浮間２－１４－２１ 松澤  健治　 (3966)0552 S28.3.27

諸教 天理教 1823 天理教本柿澤分教会 114-0014 北区田端２－３－２６ 柿澤  秀一 (3821)6220 S28.3.27

諸教 天理教 1824 天理教本寔分教会 114-0023 北区滝野川５－２２－４ 田名部　貴美 (3916)5302 S28.3.27

諸教 天理教 1825 天理教東浅草分教会 114-0024 北区西ヶ原３－６５－６ 豊崎  孝太郎 (3910)3758 S28.3.27

諸教 天理教 1826 天理教東眞島分教会 114-0014 北区田端２－１１－５ 西村　陽子 (3828)3491 S28.3.27

諸教 天理教 5072 天理教本漲分教会 114-0023 北区滝野川６－５７－６ 石田　義一 (3916)2858 S28.3.31

諸教 天理教 5073 天理教本勢分教会 114-0024 北区西ヶ原３－４４－７ 岩田　喜與子 (3910)4024 S28.3.27

諸教 天理教 5074 天理教順城分教会 115-0056 北区西が丘２－１７－１８ 辻村　愛子 (3900)0313 S28.3.31

諸教 天理教 5145 天理教東慈分教会 115-0056 北区西が丘１－２－７ 和田    至 (3900)2322 S28.3.27

諸教 天理教 5148 天理教本中林分教会 114-0016 北区上中里２－４３－１１ 中林    繁 (3913)4376 S28.3.27

諸教 天理教 5151 天理教島武分教会 114-0001 北区東十条２－３－１６ 佐藤  直道 (3911)4021 S28.3.27

諸教 天理教 6334 天理教小屋敷分教会 114-0023 北区滝野川３－２３－５ 矢澤  芳治 (3910)6940 S28.12.17

諸教 天理教 6472 天理教本里分教会 115-0043 北区神谷３－２４－４ 岡田　眞一郎 (3901)0863 S29.11.24

諸教 天理教 6582 天理教本十條分教会 114-0032 北区中十条３－１０－１３ 橋本  紀美代 (3900)0956 S30.12.27

諸教 天理教 6690 天理教堀東分教会 114-0013 北区東田端１－１１－５ 菅　國晴 (3894)7543 S34.7.17

諸教 天理教 6691 天理教東眞成分教会 114-0022 北区王子本町２－２１－１ 齋藤　史比古 (3908)2812 S34.10.8

諸教 天理教 200245 天理教東郷分教会 114-0004 北区堀船３－３７－１２ 浅生　正惠 (3919)6848 S28.3.21

諸教 天理教 200262 天理教麹町大教会 114-0023 北区滝野川１－８６－１ 久保　一元 (3910)2117 S28.3.27
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諸教 天理教 200270 天理教中心分教会 114-0024 北区西ヶ原２－４１－１０ 若林  昌二 (3915)0974 S28.3.27

諸教 天理教 200320 天理教赤羽分教会 115-0045 北区赤羽２－７０－９ 志村　武 (3901)5094 S28.3.27

諸教 天理教 306056 天理教皆江分教会 114-0005 北区栄町１７－８ 稲葉　正行 (3913)9131 S28.12.21

神道系 神社本庁 2931 八幡神社 116-0011 荒川区西尾久３－７－３ 村瀨　章一 (3893)1535 S29.1.22

神道系 神社本庁 2932 石浜神社 116-0003 荒川区南千住３－２８－５８ 小西　啓文 (3801)6425 S29.1.22

神道系 神社本庁 2933 稲荷神社 116-0002 荒川区荒川３－６５－９ 能圓坊　明彦 (3891)8281 S29.1.22

神道系 神社本庁 2934 稲荷神社 116-0001 荒川区町屋２－８－７ 能圓坊　明彦 (3891)8281 S29.1.22

神道系 神社本庁 2935 諏方神社 116-0013 荒川区西日暮里３－４－８ 日暮　壮史 (3821)4275 S29.1.22

神道系 神社本庁 3008 胡録神社 116-0003 荒川区南千住８－５－６ 日髙　将光 (3806)1673 S29.1.22

神道系 神社本庁 5313 猿田彦神社 116-0014 荒川区東日暮里３－８－１０ 河野　通具 (3873)4976 S29.1.22

神道系 神社本庁 5314 素盞雄神社 116-0003 荒川区南千住６－６０－１ 能圓坊　明彦 (3891)8281 S28.9.12

神道系 扶桑教 2456 扶桑教光明教会 116-0002 荒川区荒川１－５０－３ 坂本　佳子 (3807)6337 S29.1.21

神道系 御嶽山大教 7164 御嶽山大教大滝教会 116-0003 荒川区南千住２－３－９ 飯嶋  將僖 (3807)1459 S63.9.27

神道系 金光教 1901 金光教荒川教会 116-0002 荒川区荒川４－１－１０ 金子　テツ子 (3806)1356 S27.9.10

神道系 単立・神道系 2838 天善教東京大教会 116-0011 荒川区西尾久６－４－５ 宮治　克子 (3893)3411 S28.11.12

神道系 単立・神道系 6928 向陵稲荷神社 116-0013 荒川区西日暮里４－７－３４ 幡山　義郎 (3828)2343 S47.3.17

仏教系 真言宗智山派 3378 成田山龍福寺 116-0001 荒川区町屋３－２６－１０ 佐藤　年明 (3895)8792 S28.3.4

仏教系 真言宗豊山派 2778 養福寺 116-0013 荒川区西日暮里３－３－８ 根岸　榮宏 (3821)4209 S28.5.2

仏教系 真言宗豊山派 2779 淨光寺 116-0013 荒川区西日暮里３－４－３ 日暮　義晃 (3821)4294 S28.5.2

仏教系 真言宗豊山派 2780 阿遮院 116-0012 荒川区東尾久３－６－２５ 星野　安是 (3895)3242 S28.4.23

仏教系 真言宗豊山派 2781 華蔵院 116-0012 荒川区東尾久８－４６－２ 木下  榮弘 (3894)4056 S28.4.25

仏教系 真言宗豊山派 2782 密嚴院 116-0002 荒川区荒川４－１６－３ 加藤　達彦 (3802)1042 S28.4.30

仏教系 真言宗豊山派 2783 観音寺 116-0002 荒川区荒川４－５－１ 星野　宣元 (3891)5396 S28.3.18

仏教系 真言宗豊山派 2784 慈眼寺 116-0001 荒川区町屋２－２０－１２ 五十嵐　賢二 (3895)3860 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2785 福勝教会 116-0012 荒川区東尾久８－２６－３ 星野  宥清 (3891)5396 S28.4.23
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仏教系 新義真言宗 4646 宝蔵院 116-0011 荒川区西尾久３－１６－１９ 中村　元信 (3893)9860 S29.3.2

仏教系
真言宗霊雲寺
派

3650 地藏寺 116-0011 荒川区西尾久３－１０－６ 一月  正人 (3800)7676 S28.4.24

仏教系 浄土宗 753 公春院 116-0003 荒川区南千住１－３２－９ 中野　孝昭 (3801)2942 S27.9.19

仏教系 浄土宗 754 誓願寺 116-0003 荒川区南千住６－６９－２２ 高瀬　昇賢 (3891)5623 S27.9.19

仏教系 浄土宗 755 浄正寺 116-0002 荒川区荒川３－５３－１ 多賀谷　浄繁 (3891)6316 S27.9.19

仏教系 浄土宗 756 満光寺 116-0012 荒川区東尾久３－２－４ 髙田　成保 (3895)6849 S27.9.19

仏教系 浄土宗 4186 回向院 116-0003 荒川区南千住５－３３－１３ 水野  佳昭 (3801)6962 S28.5.11

仏教系 浄土宗 4188 法界寺 116-0002 荒川区荒川３－５１－３ 高瀬　多聞 (3807)2391 S28.5.7

仏教系 浄土宗 4189 浄閑寺 116-0003 荒川区南千住２－１－１２ 戸松　良明 (3801)6870 S28.5.11

仏教系 浄土宗 7141 延命寺 116-0003 荒川区南千住２－３４－５ 水野　秀敏 (3807)0897 S60.7.19

仏教系 浄土宗 200077 西光寺 116-0003 荒川区南千住５－１６－１９ 笠原　立樹 (3801)4920 S28.4.11

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2494 本清寺 116-0014 荒川区東日暮里２－１４－２ 千田　公隆 (3891)4395 S27.12.19

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2500 眞昌寺 116-0002 荒川区荒川５－３８－１０ 清水　隆幸 (3892)0083 S27.10.28

仏教系 真宗大谷派 3565 大聖寺 116-0002 荒川区荒川１－１８－１１ 大聖寺　祐惠 (3891)4681 S28.5.29

仏教系 真宗大谷派 3567 光明寺 116-0001 荒川区町屋７－５－２ 山田　正順 (3895)8847 S28.8.12

仏教系 真宗大谷派 6547 蓮念寺 116-0014 荒川区東日暮里３－３２－８ 吉川  正三 (3891)3587 S30.12.19

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3738 青雲寺 116-0013 荒川区西日暮里３－６－４ 太田　壮寿 (3821)4241 S28.6.15

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3740 南泉寺 116-0013 荒川区西日暮里３－８－３ 釋　洋一 (3823)0330 S28.6.16

仏教系
臨済宗妙心寺
派

4277 泊船軒 116-0002 荒川区荒川７－１７－２ 後藤　宏道 (3891)0440 S28.6.15

仏教系 曹洞宗 3832 大林院 116-0011 荒川区西尾久３－９－５ 竹俣　昭孝 (3893)2218 S29.2.2

仏教系 曹洞宗 3833 正覺寺 116-0013 荒川区西日暮里５－８－７ 山田  宣宗 (3801)1042 S28.10.26

仏教系 曹洞宗 3840 眞正寺 116-0003 荒川区南千住１－５６－９ 木谷　裕雅 (3891)0952 S28.12.29

仏教系 曹洞宗 3841 円通寺 116-0003 荒川区南千住１－５９－１１ 乙部　活機 (3891)1368 S28.6.18

仏教系 曹洞宗 200144 碩運寺 116-0011 荒川区西尾久２－２５－２１ 松岡  正道 (3894)6025 S28.12.29

仏教系 日蓮宗 73 日慶寺 116-0003 荒川区南千住７－１５－４ 和田　前周 (3891)8653 S27.7.7
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仏教系 日蓮宗 74 真養寺 116-0003 荒川区南千住５－４４－４ 染山　教大 (3801)5915 S27.7.12

仏教系 日蓮宗 411 龍延寺 116-0003 荒川区南千住６－６４－１１ 北里　康記 (3891)5664 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 433 本行寺 116-0013 荒川区西日暮里３－１－３ 加茂　行昭 (3821)4458 S27.7.3

仏教系 日蓮宗 4785 善性寺 116-0014
荒川区東日暮里５－４１－１
４

望月　兼雄 (3803)3391 S28.8.15

仏教系 日蓮宗 4786 経王寺 116-0013 荒川区西日暮里３－２－６ 冠　哲史 (3821)5241 S28.8.15

仏教系 日蓮宗 4787 延命院 116-0013 荒川区西日暮里３－１０－１ 下宮　弘聖 (3821)3995 S28.8.17

仏教系 日蓮宗 4788 修性院 116-0013 荒川区西日暮里３－７－１２ 浜島　典彦 (3823)0873 S28.8.15

仏教系
法華宗（本門
流）

4574 啓運寺 116-0013 荒川区西日暮里３－２－１４ 柳沼　利典 (3828)4213 S28.9.25

仏教系
法華宗（本門
流）

4578 尾久教会 116-0011 荒川区西尾久６－２－７ 竹野　裕美（妙裕） (3893)3947 S28.1.17

仏教系
法華宗（本門
流）

4598 法華講堂 116-0000 荒川区日暮里町９－９ 福島　泰信 (3918)7994 S28.12.15

仏教系
法華宗（本門
流）

4607 立正教会 116-0003 荒川区南千住６－１９－１２ 小川　顕修 S28.9.25

仏教系
法華宗（陣門
流）

2518 法光寺 116-0013 荒川区西日暮里３－８－６ 竹嶋　正廣 (3821)7226 S27.11.4

仏教系 本門佛立宗 2290 本華寺 116-0011 荒川区西尾久６－１４－１５ 蓑田　博文 (3894)0394 S27.10.30

仏教系 単立・仏教系 2502 光明寺 116-0011 荒川区西尾久５－２６－１７ 山元　　功 (3810)0085 S27.10.28

仏教系 単立・仏教系 2558 妙法寺 116-0014
荒川区東日暮里３－１０－２
４

八木　正勝 (3801)3830 S28.12.25

仏教系 単立・仏教系 3566 金相寺 116-0012 荒川区東尾久１－２３－１ 成田　宣暁 (3895)2852 S28.5.29

仏教系 単立・仏教系 3699 長谷寺 116-0011 荒川区西尾久１－２５－７ 海野  講榮 (3893)6683 S28.9.7

仏教系 単立・仏教系 4275 親蓮寺 116-0012 荒川区東尾久４－５２－１４ 吉岡　史人 (3800)4598 S28.6.27

仏教系 単立・仏教系 4276 浄善寺 116-0012 荒川区東尾久１－３－１０ 関  兼亮 (3892)8672 S28.6.27

仏教系 単立・仏教系 6979 天照寺 116-0012 荒川区東尾久６－２２－２ 江﨑　範子 (3895)7724 S49.11.21

キリスト教系 日本基督教団 7027 日本基督教団荒川教会 116-0012 荒川区東尾久２－２０－７ 国府田  祐人 (3892)9401 S52.3.15

キリスト教系
単立・キリスト教
系

2432 荒川聖泉基督教会 116-0002 荒川区荒川３－１７－３ 永岡　啓 (3891)0823 S28.11.21

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6647 恵み福音宣教団 116-0013 荒川区西日暮里１－１６－９ 三宅　忠雄 (3801)4973 S32.8.3

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6715 東京福音教会 116-0014 荒川区東日暮里２－４５－９ チョヒョンウｵン (3891)0747 S35.7.11

諸教 天理教 1164 天理教本嬬金分教会 116-0003 荒川区南千住２－１４－９ 内山　眞行 (3802)0608 S28.3.27
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諸教 天理教 1564 天理教大久分教会 116-0011 荒川区西尾久３－２４－１６ 帶津　昌宏 (3893)8638 S28.3.31

諸教 天理教 1569 天理教昭道分教会 116-0013 荒川区西日暮里２－３７－５ 中村　　修 (3807)4688 S28.3.31

諸教 天理教 1570 天理教三之輪分教会 116-0003 荒川区南千住１－３８－１０ 山本　京司 (3891)3609 S28.3.31

諸教 天理教 1571 天理教網東分教会 116-0002 荒川区荒川２－４－１０ 春木　光徳 (3803)1593 S28.3.31

諸教 天理教 1574 天理教紀原分教会 116-0014 荒川区東日暮里２－３４－２ 髙槁　マリ子 (3807)4345 S28.3.31

諸教 天理教 1577 天理教大里分教会 116-0011 荒川区西尾久７－８－１３ 関根　博久 (3800)7139 S28.3.31

諸教 天理教 1578 天理教金吉喜分教会 116-0003 荒川区南千住７－１４－３ 小林　勤 (3801)8269 S28.3.31

諸教 天理教 1582 天理教豊堺分教会 116-0013 荒川区西日暮里５－６－６ 松嶋　愛介 (3807)7771 S28.3.31

諸教 天理教 1586 天理教堺勇分教会 116-0012 荒川区東尾久１－８－１２ 横山　泰造 (3895)5357 S28.4.11

諸教 天理教 1587 天理教保尾久分教会 116-0012 荒川区東尾久６－４７－９ 打田　孝宣 (3895)5789 S28.3.31

諸教 天理教 1588 天理教本杉分教会 116-0012 荒川区東尾久３－２２－１１ 野々口　宗男 (3895)2623 S28.4.4

諸教 天理教 1589 天理教本盛分教会 116-0001 荒川区町屋３－４－３ 古橋　崇 (3892)4490 S28.3.31

諸教 天理教 1590 天理教明十分教会 116-0014 荒川区東日暮里４－７－１５ 渡邊　美喜雄 (3801)1880 S28.3.31

諸教 天理教 1906 天理教東荒川分教会 116-0002 荒川区荒川１－２３－４ 岩見谷　浩靖 (3803)2925 S28.3.31

諸教 天理教 1908 天理教三才分教会 116-0014 荒川区東日暮里１－９－６ 中田　稔 (3802)0283 S28.3.31

諸教 天理教 6338 天理教東一分教会 116-0013
荒川区西日暮里４－１１－１
１

本山　裕之 (3821)8683 S29.2.2

諸教 天理教 7351 天理教本中野吉分教会 116-0002 荒川区荒川三丁目61番9号 吉岡　千江 03(3801)5236 R2.4.6

諸教 天理教 200173 天理教京星分教会 116-0014 荒川区東日暮里３－２１－２ 髙橋　眞一 (3807)2417 S28.3.31

諸教 天理教 200287 天理教行楽分教会 116-0001 荒川区町屋３－８－７ 比見　哲明 (3895)8714 S28.10.15

諸教 天理教 200321 天理教船東分教会 116-0011 荒川区西尾久５－８－７ 若狭　一廣 (3893)5072 S28.3.31

諸教 天理教 200342 天理教寶神分教会 116-0011 荒川区西尾久１－２５－２２ 山本　喜嗣 (3894)5426 S28.3.31

神道系 神社本庁 3153 御嶽神社 174-0075 板橋区桜川１－４－６ 小林　美香 (3956)6168 S29.2.27

神道系 神社本庁 3154 北野神社 175-0083 板橋区徳丸６－３４－３ 大野　政時 (3932)0668 S29.3.2

神道系 神社本庁 3155 天祖神社 175-0045 板橋区西台２－６－２９ 中村　賢二 (3933)5929 S29.3.2

神道系 神社本庁 3156 稲荷神社 175-0084 板橋区四葉２－9－11 大野　政時 (3932)0668 S29.3.2
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神道系 神社本庁 3231 天祖神社 174-0072 板橋区南常盤台２－４－３ 小林　美香 (3956)6168 S29.2.27

神道系 神社本庁 5187 熊野神社 174-063 板橋区前野町３－３８－３ 小泉  朋昭 (3960)3991 S29.2.27

神道系 神社本庁 5188 氷川神社 174-0074 板橋区東新町２－１６－１ 篠　直嗣 (3958)0216 S29.2.8

神道系 神社本庁 5194 八幡神社 175-0092 板橋区赤塚６－４０－４ 榎本　富男 (3975)8765 S29.2.27

神道系 神社本庁 5198 轡神社 173-0005 板橋区仲町４６－３ 豊田　賢二 (3958)8181 S29.2.27

神道系 神社本庁 5199 氷川神社 173-0013 板橋区氷川町２１－８ 豊田　賢二 (3961)6568 S29.2.1

神道系 神社本庁 5219 氷川神社 173-0011 板橋区双葉町４３－１ 鈴木　紀彦 (3961)7596 S29.2.27

神道系 神社本庁 5220 諏訪神社 175-0085 板橋区大門１１－１ 榎本　富男 (3938)6400 S29.2.27

神道系 神社本庁 5221 稲荷神社 175-0092 板橋区赤塚６－１５－２４ 榎本　富男 (3975)8765 S29.2.27

神道系 神社本庁 5225 氷川神社 175-0092 板橋区赤塚４－２２－１ 榎本  富男 (3975)8765 S29.2.27

神道系 神社本庁 5226 菅原神社 175-0094 板橋区成増５－３－２３ 榎本　富男 (3975)5836 S29.2.27

神道系 神社本庁 5235 氷川神社 174-0046 板橋区蓮根２－６－１ 石川　明彦 (3996)1859 S29.2.27

神道系 神社本庁 5236 小豆沢神社 174-0051 板橋区小豆沢４－１６－５ 石川　明彦 (3965)6097 S29.2.27

神道系 神社本庁 5237 稲荷神社 174-0043 板橋区坂下３－５－７ 石川　明彦 (3966)8010 S29.2.27

神道系 神社本庁 5238 熊野神社 174-0063 板橋区前野町５－３５－２ 石川　明彦 (3966)7076 S29.2.27

神道系 神社本庁 5239 熊野神社 174-0056 板橋区志村２－１６－２ 石川　明彦 (3966)5043 S29.2.27

神道系 神社本庁 5240 氷川神社 174-0052 板橋区蓮沼町４８－４ 石川　明彦 (3968)1709 S29.2.27

神道系 神社本庁 5661 稲荷神社 174-0065 板橋区若木１－１３－１ 鳥海　普意 (3932)3562 S29.2.27

神道系 神社本庁 5662 稲荷神社 174-0054 板橋区宮本町５４－１ 鳥海  佳孝 (3966)2935 S29.2.27

神道系 神社本庁 5871 氷川神社 173-0032 板橋区大谷口上町８９－１ 篠　　直嗣 (3958)0216 S29.2.27

神道系 神社本庁 5978 子易神社 173-0004 板橋区板橋２－１９－２０ 長岡  式部 (3963)0383 S29.2.27

神道系 神社本庁 6167 熊野神社 173-0025 板橋区熊野町１１－２ 中島　敬史 (3956)2019 S29.2.27

神道系 神社本庁 6827 氷川神社 174-0041 板橋区舟渡２－１８－２ 石川　明彦 (3966)5739 S41.7.26

神道系 金光教 6818 金光教常盤台教会 174-0071 板橋区常盤台１－２８－１４ 三宅　道人 (3960)0038 S41.6.9

神道系 単立・神道系 2305 御嶽千岳教会 173-0032 板橋区大谷口上町１７ 千葉  英明 (3956)5301 S27.12.25
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仏教系 真言宗智山派 3371 南藏院 174-0052 板橋区蓮沼町４８－８ 花木　義明 (3967)7611 S28.2.10

仏教系 真言宗智山派 3372 蓮華寺 174-0052 板橋区蓮根１－１０－１５ 小澤  裕幸 (3966)6509 S28.4.7

仏教系 真言宗智山派 3373 龍福寺 174-0051 板橋区小豆沢４－１６－３ 小笠原　隆浩 (3966)0438 S28.2.10

仏教系 真言宗智山派 3374 成田山遍照寺 173-0005 板橋区仲宿４０－７ 桐淵　祐雅 (3961)9628 S28.3.3

仏教系 真言宗智山派 3441 清涼寺 175-0092 板橋区赤塚４－８－３ 濱田  達雄 (3930)0326 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3443 泉福寺 175-0092 板橋区赤塚６－３９－７ 関谷  公二 (3930)7603 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3444 安楽寺 175-0083 板橋区徳丸８－９－１ 照本  密雄　 (3935)0909 S28.3.16

仏教系 真言宗智山派 3445 成田山不動大教会 175-0092 板橋区赤塚１－９－１１ 春日  るり子（貴心） (3975)2080 S28.3.16

仏教系 真言宗智山派 4228 青蓮寺 175-0094 板橋区成増４－３６－２ 花木　義賢 (3930)3895 S28.2.27

仏教系 真言宗豊山派 2616 西光院 173-0027 板橋区南町３１－１ 鈴木  道雄 (3955)2766 S28.7.4

仏教系 真言宗豊山派 2617 観明寺 173-0004 板橋区板橋３－２５－１ 安晝　明正 (3961)4225 S28.5.27

仏教系 真言宗豊山派 2618 文殊院 173-0005 板橋区仲宿２８－５ 金子　照雄 (3961)4104 S28.5.27

仏教系 真言宗豊山派 2619 長命寺 174-0073 板橋区東山町４８－５ 大谷　幸恵 (3956)4304 S28.5.27

仏教系 真言宗豊山派 2620 安養院 174-0074 板橋区東新町２－３０－２３ 平井  和成 (3956)0514 S28.5.27

仏教系 真言宗豊山派 2621 西光寺 173-0035 板橋区大谷口２－８－７ 白井  順章 (3956)3746 S28.7.2

仏教系 真言宗豊山派 2622 長徳寺 174-0061 板橋区大原町４０－７ 岡本  教雄 (3960)0957 S28.5.27

仏教系 真言宗豊山派 2623 常楽院 174-0063 板橋区前野町４ー２０－８ 守山　大祐 (3960)6593 S28.3.30

仏教系 真言宗豊山派 2624 延命寺 174-0064 板橋区中台３－２２－１８ 大塚　雅弘 (3933)1795 S28.5.27

仏教系 真言宗豊山派 2625 延命寺 174-0056 板橋区志村１－２１－１２ 齋藤　義宏 (3966)3401 S28.5.27

仏教系
真言宗霊雲寺
派

3653 日曜寺 173-0012 板橋区大和町４２－１ 田口　昌範 (3961)4230 S28.4.14

仏教系 浄土宗 639 東光寺 173-0004 板橋区板橋４－１３－８ 渡邉　智生 (3961)6505 S27.9.29

仏教系 浄土宗 1643 専称院 173-0022 板橋区仲町４４－１ 玉山  元信 (3956)3734 S27.12.19

仏教系 浄土宗 1935 乗蓮寺 175-0092 板橋区赤塚５－２８－３ 若林  隆壽 (3975)3325 S27.9.22

仏教系 浄土宗 4208 智清寺 173-0012 板橋区大和町３７－１ 大塚　史修 (3964)9311 S28.5.7

仏教系
浄土真宗本願
寺派

937 慈光寺 173-0032 板橋区大谷口上町１５－１ 田原　澄真 (3956)6345 S27.11.4
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仏教系
浄土真宗本願
寺派

7003 念宗寺 173-0004 板橋区板橋１－６０－２ 竹田　正勝 (3916)2673 S51.3.8

仏教系 真宗大谷派 4169 瑞法寺 173-0023 板橋区大山町２９－３ 荒川  正憲 (3956)0517 S28.5.25

仏教系 真宗大谷派 302478 即得寺 173-0011 板橋区双葉町２３－４ 松浦　　剛 (3963)0849 S27.12.19

仏教系 曹洞宗 4014 松月院 175-0092 板橋区赤塚８－４－９ 仲井　道晴 (3930)0004 S28.10.23

仏教系 曹洞宗 4021 圓福寺 175-0045 板橋区西台３－３２－２６ 森　正春 (3933)0706 S28.6.23

仏教系 曹洞宗 4024 増福寺 175-0092 板橋区赤塚７－１４－５ 仲井　文彰 (3938)9200 S28.6.23

仏教系 曹洞宗 4085 善長寺 175-0045 板橋区西台２－１８－１ 森　正春 (3932)1924 S28.10.1

仏教系 曹洞宗 4129 福泉寺 173-0016 板橋区中板橋２９-２ 葛西　俊雄 (3961)4087 S29.1.14

仏教系 日蓮宗 303 照伝寺 173-0005 板橋区仲宿１１－８ 辺見　行弘 (3961)5750 S27.7.8

仏教系 日蓮宗 6776 光龍院 173-0032 板橋区大谷口上町４６－３ 松本  妙光 (3956)4030 S39.3.31

仏教系 日蓮宗 6785 妙徳寺 174-0051 板橋区小豆沢３－７－３２ 石井  一教 (3960)1317 S39.10.26

仏教系 日蓮宗 6841 日蓮宗妙法顕照教会 173-0022 板橋区仲町１６－１３ 伊庭　妙華 (3956)8752 S42.2.18

仏教系 日蓮宗 6844 妙光寺 174-0072
板橋区南常盤台２－２４－１
６

高橋  照道 (3956)3700 S42.5.30

仏教系 日蓮正宗 3611 妙国寺 175-0082 板橋区高島平７－８－９ 新井　契道 (5383)7460 S28.12.17

仏教系
法華宗（本門
流）

4581 龍光寺 173-0026 板橋区中丸町４８－５ 山川　佳美 (3955)7231 S28.1.8

仏教系 日蓮本宗 4966 宗仙寺 173-0004 板橋区板橋２－２２－１４ 柳下　真敬 (3961)7696 S29.2.1

仏教系
（非）真宗一心
山昌玲寺派

3694 眞宗門徒寺 174-0063 板橋区前野町５－４１－５ 藤村  冨士子 S29.3.26

仏教系 単立・仏教系 2421 本成院 174-0042 板橋区東坂下１－８－１５ 大野　智顕 (3968)3384 S28.9.9

仏教系 単立・仏教系 3693 眞宗一心山昌玲寺 174-0063 板橋区前野町５－４１－５ 藤村  行一 (3965)2780 S29.3.26

仏教系 単立・仏教系 4019 總泉寺 174-0051 板橋区小豆沢３－７－９ 須田　行宣 (3965)7676 S28.6.27

仏教系 単立・仏教系 7250 中尾観音堂 175-0083 板橋区徳丸２－２０－１０ 追川　惠二 (3936)8346 H13.9.17

仏教系 単立・仏教系 7278 安養寺 175-0083 板橋区徳丸５ー２５－１８ 熊田　信行 (5920)7676 H16.1.13

キリスト教系 日本基督教団 4980
日本基督教団志村栄光教
会

174-0053 板橋区清水町８１－２ 朴　　貞蓮 (3961)9024 S29.3.10

キリスト教系 日本基督教団 6915
日本基督教団板橋大山教
会

173-0013 板橋区氷川町４７－８ 竹花　和成 (3964)4139 S46.4.30

キリスト教系
在日大韓基督
教会

7307 東京第一教会 174-0043 板橋区坂下２－２６－１０ 林　鮮亨 (3558)9644 H23.3.16
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キリスト教系
日本バプテスト
連盟

4667 常盤台バプテスト教会 174-0071 板橋区常盤台２－３－３ 友納　靖史 (3960)0449 S29.3.29

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

6849 志村バプテスト教会 174-0063 板橋区前野町４－１３－６ 常廣　澄子 (3967)2532 S42.6.19

キリスト教系

日本アッセンブ
リーズ・オブ・
ゴッド教団

6980
日本アッセンブリーズ・オブ・
ゴットﾞ教団志村キリスト教会

174-0041 板橋区舟渡２－７－１０ 横山　唯一 (3969)7040 S49.12.24

キリスト教系 日本長老教会 6846
日本長老教会蓮沼キリスト
教会

174-0052 板橋区蓮沼町５０－1 遠藤　潔 (3966)3081 S42.4.24

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6926 ワールド・ゴスペル・宣教団 173-0026 板橋区中丸町２０－１１ ﾎｰﾘ・ﾐｭｰﾙﾊｲｾﾞﾝ (3959)7242 S46.12.25

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7256
ミッションオブジーザスディ
サイプル教団

174-0042 板橋区東坂下２－１９－２ 大木　信一 (5914)0023 H14.4.18

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7298 成増キリスト教会 175-0092 板橋区赤塚３－３７－７ 飯岡　洋介 (3930)4818 H21.3.5

諸教 天理教 1139 天理教大東陽分教会 175-0083 板橋区徳丸１－１１－２１ 久我  英輔 (6808)3350 S28.3.20

諸教 天理教 1147 天理教筑東分教会 173-0025 板橋区熊野３１番３号 村田　博親 (5926)6269 S28.3.20

諸教 天理教 1241 天理教本仙分教会 175-0092 板橋区赤塚１－３１－４ 杉本　利彦 (3939)4301 S28.3.23

諸教 天理教 1242 天理教本板橋分教会 174-0062 板橋区富士見町２－８ 大澤　祥子 (3961)5855 S28.3.23

諸教 天理教 1243 天理教本下分教会 174-0072 板橋区南常盤台１－８－８ 下川  明 (3955)1834 S28.3.23

諸教 天理教 1245 天理教本大治分教会 173-0034 板橋区幸町５７－１ 浅見　茂男 (3959)4671 S28.3.23

諸教 天理教 1247 天理教本芝崎分教会 173-0027 板橋区南町５８－６ 上田　八十治 (3955)6320 S28.3.23

諸教 天理教 1248 天理教本正分教会 174-0061 板橋区大原町１６－１１ 下田  忠範 (3966)3944 S28.3.23

諸教 天理教 1249 天理教大礼分教会 173-0014 板橋区大山東町１３－２ 伊崎　礼之 (3961)0556 S28.3.23

諸教 天理教 1250 天理教大禮平分教会 174-0053 板橋区清水町８８－１０ 今泉  一朗 (3961)6373 S28.3.23

諸教 天理教 1251 天理教明木分教会 173-0012 板橋区大和町２１－７ 杉本  なつみ (3961)6731 S28.3.23

諸教 天理教 1253 天理教東錦武分教会 173-0004 板橋区板橋３－３３－５ 保科　誠一 (3961)1153 S28.3.23

諸教 天理教 1254 天理教八武分教会 173-0015 板橋区栄町２６－１４ 手塚  厚徳 (3963)8796 S28.3.23

諸教 天理教 1257 天理教板橋分教会 173-0021 板橋区弥生町５９－１０ 内田  道明 (3956)8302 S28.3.23

諸教 天理教 1260 天理教岩之坂分教会 173-0001 板橋区本町３５－１５ 小泉  隣太郎 (3964)3466 S28.3.23

諸教 天理教 1261 天理教志村分教会 174-0063 板橋区前野町３－５－５ 髙橋　真司 (3966)8045 S28.4.14

諸教 天理教 1262 天理教保巣分教会 173-0015 板橋区栄町２６－９ 杉浦  初郎 (3961)4257 S28.3.23

諸教 天理教 1265 天理教足郷分教会 173-0005 板橋区仲宿４－１ 高岡　栄司 (3961)9254 S28.3.23

131 / 232 ページ



系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

諸教 天理教 1267 天理教春高分教会 173-0005 板橋区仲宿３３－３ 銭場　知彦 (3961)5675 S28.3.23

諸教 天理教 1274 天理教本治分教会 174-0073 板橋区東山町２０－１０ 松田  孝太郎 (3972)9493 S28.3.23

諸教 天理教 1275 天理教弁天町分教会 173-0012 板橋区大和町４０－１５ 抽冬  美智子 (3963)3427 S28.4.14

諸教 天理教 1387 天理教中千住分教会 174-0064 板橋区中台２－２－１０ 白熊  繁一 (3932)5494 S28.3.23

諸教 天理教 1751 天理教本暄分教会 173-0001 板橋区本町１５－６ 大井　英生 (3961)8765 S28.3.23

諸教 天理教 1973 天理教本財分教会 173-0005 板橋区仲宿３５－６ 田渕　明子 (3961)8284 S28.3.23

諸教 天理教 1976 天理教本産分教会 174-0064 板橋区中台３－１７－１９ 鶴岡　一洋 (3933)7676 S28.4.14

諸教 天理教 1980 天理教楽東分教会 173-0012 板橋区大和町４－１７ 坂本　敏夫 (3962)0960 S28.3.23

諸教 天理教 5064 天理教大義分教会 173-0012 板橋区大和町１５－２ 伊藤  裕義 (3961)2531 S28.4.14

諸教 天理教 5105 天理教本昇分教会 173-0004 板橋区板橋１－３０－３ 丸岡　道明 (3964)7049 S28.3.23

諸教 天理教 5117 天理教御代臺分教会 173-0023 板橋区大谷口上町４７－４ 秋葉　陽子 (3972)0465 S28.3.23

諸教 天理教 6344 天理教瑞誠分教会 173-0001 板橋区本町３０－１４ 土屋  博道 (3963)4864 S28.12.23

諸教 天理教 6356 天理教本大山分教会 173-0024 板橋区大山金井町３６－８ 高橋  眞次 (3956)2715 S28.12.16

諸教 天理教 6571 天理教本芝理分教会 173-0034 板橋区幸町５２－１０ 鴨下　美津夫 (3973)7805 S31.1.16

諸教 天理教 6591 天理教本崎橋分教会 173-0024 板橋区大山金井町３０－７ 佐藤  昇 (3955)3073 S31.6.8

諸教 天理教 6625 天理教錦山分教会 175-0092 板橋区赤塚７－４－１５ 牛島　惠美子 (3930)8406 S32.4.4

諸教 天理教 6889 天理教名昇陽分教会 173-0004 板橋区板橋３－３０－３ 神尾　修 (3961)2234 S44.12.24

諸教 天理教 6907 天理教本目白分教会 173-0026 板橋区中丸町２４－１７ 氏家  邦男 (3955)6379 S45.10.8

諸教 天理教 7015 天理教東慶実分教会 175-0093 板橋区赤塚３－３６－１６ 清水　雅之 (3939)0425 S51.10.23

諸教 天理教 7065 天理教本昇東分教会 174-0074 板橋区東新町２－９－３ 本間　久一 (3956)3853 S54.8.13

諸教 天理教 200175 天理教本志分教会 175-0045 板橋区西台２－１３－１８ 山口  米子 (3933)2877 S28.3.23

諸教 天理教 200283 天理教修德分教会 174-0056 板橋区志村３－２５－４ 萩原　元郎 (3966)2468 S29.7.17

諸教 天理教 200295 天理教本原分教会 175-0083 板橋区徳丸３－３３－１８ 宮本　修治 (3935)3651 S28.3.27

諸教 天理教 200297 天理教東明分教会 173-0004 板橋区板橋３－３７－１０ 田渕　昭浩 (3961)4231 S28.3.23

諸教 天理教 200319 天理教赤塚分教会 175-0092 板橋区赤塚２－３４－１７ 菰田  季治 (3930)8291 S28.3.23
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諸教 天理教 300314 天理教東迎分教会 173-0037 板橋区小茂根１－２１－１４ 今川　保 (3956)6112 S28.6.10

諸教 天理教 304776 天理教本梓分教会 174-0051 板橋区小豆沢３－８－３８ 井上　勝一郎 (3969)8566 S28.1.5

神道系 神社本庁 2881 氷川神社 177-0045
練馬区石神井台１－１８－２
４

奥野　雅司 (3997)6032 S29.3.11

神道系 神社本庁 2882 厳島神社 177-0045 練馬区石神井台１－２６－１ 奥野　雅司 (3997)6032 S29.3.11

神道系 神社本庁 2883 石神井神社 177-0041 練馬区石神井町４－１４－３ 奥野　雅司 (3997)6032 S29.3.11

神道系 神社本庁 2884 稲荷諏訪合神社 177-0041 練馬区石神井町５－２３－２ 奥野　雅司 (3997)6032 S29.3.11

神道系 神社本庁 2885 稲荷神社 177-0041
練馬区石神井町１－２１－１
５

奥野　雅司 (3997)6032 S29.3.11

神道系 神社本庁 2886 天祖神社 177-0042 練馬区下石神井６－１－６ 奥野　雅司 (3997)6032 S29.3.11

神道系 神社本庁 2887 八坂神社 178-0062 練馬区大泉町１－４４－１ 奥野　雅司 (3997)6032 S29.3.11

神道系 神社本庁 2888 北野神社 178-0063 練馬区東大泉４－２５－４ 杉本　公房 (3922)6248 S29.3.11

神道系 神社本庁 2889 諏訪神社 178-0066 練馬区西大泉３－１３－３ 奥野　雅司 (3997)6032 S29.3.11

神道系 神社本庁 2890 稲荷神社 178-0066 練馬区西大泉５－１－１ 奥野　雅司 (3997)6032 S29.3.11

神道系 神社本庁 2892 諏訪神社 179-0084 練馬区氷川台２－３－１２ 内田　宜孝 (3934)0641 S29.3.16

神道系 神社本庁 2893 八雲神社 176-0004 練馬区小竹町２－４２－１２ 千代田　仁 (3955)7831 S29.3.17

神道系 神社本庁 2894 氷川神社 179-0084 練馬区氷川台４－４７－３ 内田　宜孝 (3933)0391 S29.3.16

神道系 神社本庁 2895 天祖稲荷神社 178-0063 練馬区東大泉２－９－２３ 杉本　公房 (3922)6248 S29.4.5

神道系 神社本庁 2896 白山神社 176-0001 練馬区練馬４－１－２ 小俣　章 (3991)2888 S29.3.11

神道系 神社本庁 2897 土支田八幡宮 179-0076 練馬区土支田４－２８－１ 三木  一能 (3922)1264 S29.3.17

神道系 神社本庁 2898 出世稲荷神社 179-0071 練馬区旭町３－１７－４ 三木  一能 (3930)1915 S29.3.16

神道系 神社本庁 2937 浅間神社 176-0004 練馬区小竹町１－５９－２ 篠　直嗣 (3957)6662 S29.3.11

神道系 神社本庁 2938 稲荷神社 179-0083 練馬区平和台４－２－１６ 小林　美香 (3956)6168 S29.3.17

神道系 神社本庁 2939 羽根沢稲荷神社 176-0003 練馬区羽沢２－２２－１９ 内田　宜孝 (3933)0391 S29.3.11

神道系 神社本庁 2999 八幡神社 179-0075 練馬区高松１－１６－２ 篠　千秋 (3338)8536 S29.3.15

神道系 神社本庁 3000 春日神社 179-0074 練馬区春日町３－２－４ 篠　千秋 (3338)8536 S29.3.11

神道系 神社本庁 3001 天祖神社 179-0073 練馬区田柄４－２７－５ 篠  千秋 (3338)8536 S29.3.26
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神道系 神社本庁 3002 愛宕神社 179-0073 練馬区田柄２－１７－１１ 篠  千秋 (3338)8536 S29.3.17

神道系 神社本庁 3003 八幡神社 179-0073 練馬区田柄５－２７－２７ 篠  千秋 (3338)8536 S29.3.11

神道系 神社本庁 3206 淺間神社 179-0081 練馬区北町２－４１－２ 大野  政時 (3932)0668 S29.3.16

神道系 神社本庁 3207 氷川神社 179-0081 練馬区北町８－２２－１ 大野　政時 (3932)0668 S29.3.17

神道系 神社本庁 3227 稲荷神社 176-0002 練馬区桜台３－１６－３ 内田　宜孝 (3933)0391 S29.3.17

神道系 神社本庁 5518 御嶽神社 177-0042 練馬区下石神井４－３４－９ 石塚  潤一 (3996)7161 S29.3.11

神道系 神社本庁 5519 八幡神社 176-0025 練馬区中村南３－２－１ 石塚  健一 (3991)2102 S29.3.16

神道系 神社本庁 5520 稲荷神社 176-0025 練馬区中村南２－７－１２ 石塚  健一 (3991)2102 S29.3.17

神道系 神社本庁 5521 市杵島神社 176-0012 練馬区豊玉北２－１７－２ 石塚  健一 (3991)2102 S29.3.17

神道系 神社本庁 5522 氷川神社 177-0033 練馬区高野台１－１６－７ 松野  利行 (3991)2102 S29.3.17

神道系 神社本庁 5523 稲荷神社 177-0034
練馬区富士見台３－４２－１
１

松野  利行 (3991)2102 S29.7.26

神道系 神社本庁 5524 氷川神社 176-0014 練馬区豊玉南２－１５－５ 石塚  健一 (3991)2102 S29.2.27

神道系 神社本庁 5525 稲荷神社 177-035 練馬区南田中５－１４－１２ 松野  利行 (3991)2102 S29.3.17

神道系 神社本庁 5526 氷川神社 178-0062 練馬区大泉町５－１５－５ 杉本　浩行 (3924)3896 S29.3.16

神道系 神社本庁 5527 高稲荷神社 176-0002 練馬区桜台６－２５－７ 内田　宜孝 (3993)4064 S29.3.19

神道系 神社本庁 6074 天祖若宮八幡宮 176-0000 練馬区関町北３－３４－３２ 小美野  賴二 (3929)2445 S29.3.17

神道系 神社本庁 6381 大鳥神社 177-0041
練馬区石神井町３－２５－２
６

奥野　雅司 (3997)6032 S28.9.8

神道系 神社本庁 6829 練馬大鳥神社 176-0012 練馬区豊玉北５－１８ 磯部　豊三郎 (3948)2960 S41.9.13

神道系 神社本庁 6867 武蔵野稲荷神社 176-0006 練馬区栄町１０－１ 白石　元 (3993)4073 S43.4.4

神道系 神社本庁 6869 稲荷神社 178-0062 練馬区大泉町２－６－４ 奥野　雅司 (3997)6032 S43.7.8

神道系 神社本庁 7118 土支田北野神社 177-0032 練馬区谷原６－２０－１６ 三木  一能 (3922)1264 S58.10.24

神道系 神社本庁 7182 三原台稲荷神社 177-0031 練馬区三原台１－３２－４ 石塚　潤一 (3996)7161 H2.4.4

神道系 神社本庁 7199 竹下稲荷神社 177-0053 練馬区関町南２－３－２２ 小美野　朝雄 0422(22)5327 H3.6.13

神道系 扶桑教 2457 扶桑教辨天教会 179-0081 練馬区北町１－３９－１７ 新井　好史 (3932)0167 S29.1.20

神道系 扶桑教 2459 扶桑教東富士教会 176-0014 練馬区豊玉北５－１８－２ 大日方　由利江 (3991)1850 S29.1.21
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神道系 大日の本教 2481 大日の本敎開運三劔敎会 177-0000 練馬区豊玉北５－４ 早川　如風 0429(72)7080 S28.11.26

神道系 神習教 6981 神習教稲荷御嶽講社 176-0024 練馬区中村３－８－２ 武田　五八 (3990)8997 S50.1.30

神道系 金光教 1867 金光教練馬教会 177-0034
練馬区富士見台３－３０－１
５

田中  信道 (3926)7755 S27.9.9

神道系 単立・神道系 6187 湯殿山本教 178-0061
練馬区大泉学園町４－２７
－４

小松  　猛 (3922)5329 S28.4.21

神道系 単立・神道系 6515 産土講社 177-0045
練馬区石神井台３－２２－２
０

佐々木　宏 (5934)3816 S30.5.6

神道系 単立・神道系 7034 御嶽神社 179-0075 練馬区高松３－１９－８ 小澤　勝一 (6763)6155 S52.11.10

神道系 単立・神道系 7228 稜威會 177-0051 練馬区関町北3-49-6 大井　道彦 (3920)3245 H10.4.3

神道系 単立・神道系 7317 練馬御嶽一山開闢講社 179-0075 練馬区高松６－３４－２ 篠田　克徳 (3996)8302 H25.7.1

仏教系 真言宗醍醐派 4660 北真教会 176-0021 練馬区貫井５－２２－５ 田中  隆敏 (3990)2090 S28.11.27

仏教系 真言宗東寺派 4856 十善戒寺 177-0035 練馬区南田中５－２０－２ 松田  茂生 (3996)0040 S28.10.5

仏教系 真言宗智山派 3446 観蔵院 177-0035 練馬区南田中４－１５－２４ 小峰　智行 (3996)6911 S28.3.3

仏教系 真言宗智山派 3447 教学院 178-0062 練馬区大泉町６－２４－２５ 田中  廣頼 (3925)1614 S28.3.3

仏教系 真言宗智山派 3448 禅定院 177-0041
練馬区石神井町５－１９－１
０

高麗  眞澄 (3996)4311 S28.2.24

仏教系 真言宗智山派 4225 三寶寺 177-0045 練馬区石神井台１－１５－６ 小峰  一允 (3996)0063 S28.3.3

仏教系 真言宗豊山派 2611 能満寺 176-0005 練馬区旭丘２－１５－３ 林　徹雄 (3957)4766 S28.5.14

仏教系 真言宗豊山派 2612 金乘院 179-0082 練馬区錦２－４－２８ 塚田　宝貴 (3935)2355 S28.3.28

仏教系 真言宗豊山派 2613 光傳寺 179-0084 練馬区氷川台３－２４－４ 守山　聖樹 (3933)3069 S28.3.18

仏教系 真言宗豊山派 2614 荘巌寺 179-0084 練馬区氷川台３－１４－２６ 塚田　康憲 (3933)1934 S28.5.15

仏教系 真言宗豊山派 2615 圓明院 179-0082 練馬区錦１－１９－２５ 陶山  義憲 (3931)1038 S30.10.11

仏教系 真言宗豊山派 2664 南蔵院 176-0024 練馬区中村１－１５－１ 加藤  精一 (3999)0219 S28.4.9

仏教系 真言宗豊山派 2665 愛染院 179-0074 練馬区春日町４－１７－１ 白井　正範 (3999)2456 S28.5.12

仏教系 真言宗豊山派 2666 円光院 176-0021 練馬区貫井５－７－３ 西谷　隆司 (3999)3213 S28.5.19

仏教系 真言宗豊山派 2667 正覚院 176-0014 練馬区豊玉南２－１５－２ 菊地　隆元 (3991)2249 S28.5.12

仏教系 真言宗豊山派 2668 寿福寺 179-0074 練馬区春日町３－２－２２ 高山  久照 (3998)2162 S29.3.16

仏教系 真言宗豊山派 200070 長命寺 177-0033 練馬区高野台３－１０－３ 林　弘雅（亮雅） (3996)0056 S28.3.18
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仏教系 浄土宗 510 智福寺 177-0044 練馬区上石神井４－９－２６ 池田　智光 (3920)3237 S27.9.22

仏教系 浄土宗 638 仲台寺 176-0005 練馬区旭町１－２０－１ 関野　良継 (3930)7421 S27.9.25

仏教系 浄土宗 727 迎接院 176-0001 練馬区練馬４－２５－６ 藤木　随尊 (3993)4604 S27.10.17

仏教系 浄土宗 728 九品院 178-0001 練馬区練馬４－２５－１ 藤木　勝道 (3991)0310 S27.9.27

仏教系 浄土宗 729 得生院 178-0001 練馬区練馬４－２５－３ 入西　智彦 (3991)5032 S27.10.6

仏教系 浄土宗 730 本性院 176-0001 練馬区練馬４－２５－５ 三輪　優順 (3991)9273 S27.10.1

仏教系 浄土宗 731 仁壽院 176-0001 練馬区練馬４－２５－９ 荒井　岳夫 (3991)9110 S27.10.6

仏教系 浄土宗 732 快楽院 176-0001 練馬区練馬４－２６－１５ 小池　章弘 (3991)8275 S27.10.1

仏教系 浄土宗 733 林宗院 176-0001 練馬区練馬４－２６－２２ 稲岡　春瑛 (3992)8868 S27.9.27

仏教系 浄土宗 734 稱名院 176-0001 練馬区練馬４－２６－２１ 伊藤　良政 (3992)8368 S27.10.6

仏教系 浄土宗 735 宗周院 176-0001 練馬区練馬４－２６－１７ 水野　正雄 (3994)8787 S27.10.17

仏教系 浄土宗 736 仮宿院 176-0001 練馬区練馬４－２６－１７ 金子　一俊 (3991)6705 S27.9.27

仏教系 浄土宗 737 受用院 176-0001 練馬区練馬４－２６－１９ 大原　俊洋 (3992)3525 S27.10.1

仏教系 浄土宗 4213 大泉寺 178-0062 練馬区大泉町２－５７－２１ 佐々木　貴光 (3924)5123 S28.5.12

仏教系
浄土真宗本願
寺派

896 寶林寺 177-0032 練馬区谷原６－８－２５ 羽田　慶子 (3996)4200 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

898 信行寺 176-0001 練馬区練馬２－１２－１１ 荒川　智行 (3991)1437 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

899 敬覺寺 177-0032 練馬区谷原６－８－１２ 大江　義宏 (3996)1833 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

901 眞龍寺 177-0032 練馬区谷原６－７－９ 織田　有憲 (3996)1831 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

940 最勝寺 176-0000 練馬区北町６－１６－１４ 桑田　凌雲 (3932)0225 S27.10.30

仏教系 真宗大谷派 3593 了見寺 176-0001 練馬区練馬１－１８－２１ 井口　量寿 (3991)0026 S28.6.17

仏教系 真宗大谷派 3594 法融寺 177-0052 練馬区関町東１－４－１６ 那須　久美子 (3920)0785 S28.6.17

仏教系 真宗大谷派 6644 順正寺 177-0041 練馬区石神井町３－１７－４ 江口　貫正 (3996)2064 S32.7.20

仏教系 真宗高田派 2367 南松寺 179-0074 練馬区春日町４－２５－１３ 桜木谷  克己 (3998)0707 S27.11.13

仏教系 時宗 4760 阿弥陀寺 176-0001 練馬区練馬１－４４－１０ 保科　章 (3991)3480 S28.4.9

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3615 桂徳院 176-0002 練馬区桜台６－２０－１８ 山本　文溪 (3993)7995 S28.3.18
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仏教系
臨済宗大徳寺
派

3618 圓照院 178-0002 練馬区桜台６－２０－１９ 新田　茂樹 (3994)5370 S28.3.18

仏教系
臨済宗大徳寺
派

307264 廣徳寺 176-0002 練馬区桜台６－２０－１９ 中村　明州 (3991)0073 S28.3.30

仏教系 曹洞宗 3976 法音寺 179-0076 練馬区土支田４－２３－２５ 齊藤　章光 (3922)8335 S28.10.16

仏教系 曹洞宗 4089 道場寺 177-0045 練馬区石神井台１－１６－７ 大村　清人 (3996)0015 S28.7.8

仏教系 曹洞宗 7201 大増寺 179-0054 練馬区田柄５－７－１４ 内山  浩遥 (3998)6102 H3.10.5

仏教系 日蓮宗 218 本立寺 177-0051 練馬区関町北４－１６－３ 田坂　裕章 (3920)1384 S27.7.8

仏教系 日蓮宗 219 妙安寺 179-0071 練馬区旭町３－１０－１１ 吉田　文雄 (3930)2672 S27.7.8

仏教系 日蓮宗 236 妙延寺 178-0063 練馬区東大泉３－１６－５ 影山　海雄 (3922)0027 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 237 妙福寺 178-0064 練馬区南大泉５－６－５６ 戸田　了達 (3978)0111 S27.7.8

仏教系 日蓮宗 238 大乗院 178-0065 練馬区西大泉５－１７－５ 井上　浩達 (3924)4128 S27.7.8

仏教系 日蓮宗 239 善行院 178-0061
練馬区大泉学園町２－２７
－６４

大庭　一記 (3922)3536 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 358 法性院 178-0006
練馬区大泉学園町２－１８
－３６

渡部　慈宏 (3924)5857 S27.7.23

仏教系 日蓮宗 4764 本照寺 178-0066 練馬区西大泉３－１１－３ 漆原　智秀 (3922)5430 S28.9.4

仏教系 日蓮宗 4767 本覚寺 179-0071 練馬区旭町１－２６－５ 吉田  一修 (3930)8753 S28.8.20

仏教系 日蓮宗 4768 本壽院 176-0003 練馬区早宮２－２６－１１ 永井  啓文 (3933)2373 S28.8.17

仏教系 日蓮宗 6687 釈迦本寺 177-0045 練馬区石神井台２－８－３６ 権藤　泰應 (3996)1377 S34.7.11

仏教系 日蓮正宗 6936 華王寺 176-0011 練馬区豊玉上１－２４－5 芳賀　円道 (3948)6723 S47.10.11

仏教系 本門佛立宗 7265 本信寺 117-0042 練馬区下石神井３－１９－３ 杉本　隆 (3995)2653 H14.12.18

仏教系 単立・仏教系 1638 光明園 176-0012 練馬区豊玉北４－１２－１２ 伊藤　力 (3991)5808 S27.9.29

仏教系 単立・仏教系 7289 参宝院 178-0063 練馬区東大泉３－１１－２ 松山　達郎 (5933)0168 H20.6.12

仏教系 単立・仏教系 304163 唯一仏教団 178-0061
練馬区大泉学園町８－３０
－１１

岡本　天晴 (3924)7662 S36.2.24

キリスト教系 日本基督教団 4428 日本基督教団浄風教会 176-0014 練馬区豊玉南１－７－１８ 滝口　宣 (3993)6010 S28.3.2

キリスト教系 日本基督教団 4509 日本基督教団中村町教会 176-0025 練馬区中村南２－２４－３ 小友　聡 (5848)9233 S28.9.12

キリスト教系 日本基督教団 6693 日本基督教団石神井教会 177-0041 練馬区石神井町６－３２－９ 村上　実基 (3997)2593 S34.12.9

キリスト教系 日本基督教団 7022
日本基督教団下石神井教
会

177-0042 練馬区下石神井５－１１－７ 小出　望 (3995)2661 S52.1.31
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キリスト教系 日本基督教団 7121 日本基督教団大泉教会 178-0061
練馬区大泉学園町２－２３
－５４

山田　康博 (3922)3214 S58.12.20

キリスト教系
日本バプテスト
同盟

6963 練馬神愛教会 179-0085 練馬区早宮１－４１－５ 北條  昇 (3992)1674 S49.3.26

キリスト教系

ｾﾞ･ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ･
ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾐｯｼｮﾝ
（日本同盟基督
教団）

7240 小竹町聖書教会 176-0004 練馬区小竹町１－５３－１ 北條　輝 (3554)4644 H12.10.4

キリスト教系 基督兄弟団 6920 基督兄弟団成増教会 179-0071 練馬区旭町３－３２－１８ 澤村　信蔵 (3939)0333 S46.12.11

キリスト教系
イムマヌエル綜
合伝道団

6580
イムマヌエル綜合伝道団富
士見台基督教会

177-0034 練馬区富士見台２－９－９ 野田　禎 (3990)5963 S30.12.23

キリスト教系 基督聖協団 6554 基督聖協団練馬教会 176-0006 練馬区栄町１０－２ 横田　義弥 (3991)4940 S30.10.17

キリスト教系
日本神の教会
連盟

307775 練馬神の教会 176-0003 練馬区羽沢２－１２－９ ラム・ワイチャン (3978)5130 S27.6.9

キリスト教系
単立・キリスト教
系

3715 日本力行基督教会 176-0004 練馬区小竹町２－４３－１２ 村上　悦榮 (3972)1151 S29.11.2

キリスト教系
単立・キリスト教
系

4431
日本キリスト合同教会桜台
教会

176-0012 練馬区豊玉北３－７－１３ 中川　寛 (3994)1734 S28.5.12

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6866 全國キリスト教伝道会 178-0063 練馬区東大泉７－３９－６ ケン・ジョセフ (3978)7878 S42.12.27

諸教 天理教 1159 天理教神田川分教会 179-0085 練馬区早宮１－５－１２ 山本　裕 (3991)8324 S28.3.27

諸教 天理教 1172 天理教錦多賀分教会 179-0076 練馬区土支田２－２９－１７ 阿部　玉江 (3924)6941 S28.3.18

諸教 天理教 1266 天理教都大分教会 178-0061
練馬区大泉学園町７－１５
－１２

川崎  文男 (3924)2641 S28.3.23

諸教 天理教 1302 天理教明五十一分教会 177-0041
練馬区石神井町２－３２－２
３

本間　千鶴子 (3996)8051 S28.3.25

諸教 天理教 1389 天理教北府分教会 177-0035 練馬区南田中５－１５－１１ 三澤　敬一 (3996)2292 S28.3.23

諸教 天理教 1464 天理教大江戸分教会 177-0032 練馬区谷原２－３－１６ 堂山　愛生 (3997)4378 S28.4.17

諸教 天理教 1651 天理教明竹分教会 176-0001 練馬区練馬１－２３－１３ 三浦  典夫 (3992)7861 S28.5.4

諸教 天理教 1652 天理教紀豊崎分教会 176-0013 練馬区豊玉中１－１－１ 鈴木　眞 (3991)4488 S28.5.4

諸教 天理教 1657 天理教豊渕分教会 179-0085 練馬区早宮２－１８－１９ 窪寺　保雄 (3550)7633 S28.5.4

諸教 天理教 1661 天理教本善分教会 179-0071 練馬区旭町３－２５－９ 松本  良一 (3939)4312 S28.5.4

諸教 天理教 1665 天理教豊喜分教会 176-0012 練馬区豊玉北４－２１－１９ 中嶋　理一 (3992)1095 S28.5.4

諸教 天理教 1667 天理教中新井分教会 177-0032 練馬区谷原２－６－５ 野口　宏明 (3995)7263 S28.5.4

諸教 天理教 1670 天理教本草分教会 176-0024 練馬区中村２－３２－６ 倉嶋　孝明 (3990)3734 S28.5.4

諸教 天理教 1672 天理教崎新道分教会 176-0005 練馬区旭丘１－１４－５ 小林  則夫 (3951)6702 S28.5.4
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諸教 天理教 1673 天理教神橋分教会 176-0004 練馬区小竹町２－２９－８ 篠　雄一 (3955)7626 S28.5.4

諸教 天理教 1796 天理教本満野分教会 178-0061
練馬区大泉学園町６－８－
２６

稲葉  滉 (3978)9635 S28.3.27

諸教 天理教 1998 天理教都光分教会 179-0083 練馬区平和台２－４－２ 小島  宣雅 (3932)1701 S28.5.18

諸教 天理教 2216 天理教郷佳分教会 178-0064 練馬区南大泉３－５－２２ 篠  將江 (3921)3833 S28.3.30

諸教 天理教 2252 天理教末永分教会 179-0083 練馬区平和台２－３３－２ 戸田　一江 (3932)5679 S28.3.30

諸教 天理教 2263 天理教嶽城分教会 178-0065 練馬区西大泉３－１－９ 戸田　麗子 (3922)0979 S28.3.30

諸教 天理教 5062 天理教本谷川分教会 177-0044
練馬区上石神井３－２５－１
７

柳澤  富士夫 (3920)6630 S28.5.4

諸教 天理教 5063 天理教本佐分教会 176-0013 練馬区豊玉中２－７－１１ 小田  佐一 (3992)0553 S28.5.4

諸教 天理教 5112 天理教紀柏分教会 176-0001 練馬区練馬４－１－２０ 鶴田  新太郎 (3992)3576 S28.8.4

諸教 天理教 6352 天理教本誠分教会 178-0063 練馬区東大泉町４－２７－５ 渡邉　太 (3924)1560 S29.1.18

諸教 天理教 6353 天理教練豊分教会 179-0075 練馬区高松６－１１－２ 村木　智行 (3997)0220 S29.1.18

諸教 天理教 6354 天理教城長早分教会 177-0035 練馬区南田中４－２６－２７ 竹田  順一郎 (3996)6914 S29.1.18

諸教 天理教 6355 天理教道丸分教会 176-0005 練馬区旭丘２－７－３ 丸岡　智治 (3972)4374 S29.1.18

諸教 天理教 6541 天理教都千龍分教会 179-0085 練馬区早宮１－３０－１１ 中本　慎治 (3992)1851 S30.10.12

諸教 天理教 6573 天理教本芝練分教会 176-0005 練馬区旭丘２－９－１２ 武田　鐘正 (3972)4388 S30.12.19

諸教 天理教 6579 天理教本宮村分教会 176-0021 練馬区貫井４－３７－１９ 山口　明 (3999)6969 S30.12.23

諸教 天理教 6583 天理教本芝和分教会 177-0045
練馬区石神井台３－２７－１
４

白田　安弘 (3997)5424 S30.12.26

諸教 天理教 6656 天理教錦井草分教会 179-0075 練馬区高松４－１６－１３ 小日向  さかえ (3998)4552 S32.12.16

諸教 天理教 6887 天理教阿都実分教会 179-0073 練馬区田柄２－５－２６ 谷田　明大 (3993)7565 S44.3.20

諸教 天理教 6986 天理教本理秀分教会 177-0045 練馬区石神井台５－８－１５ 富弥　暁 (3920)1471 S50.6.6

諸教 天理教 7106 天理教錦和豊分教会 177-0053 練馬区関町南３－１５－７ 毬山  治男 (6761)2776 S57.11.15

諸教 天理教 200110 天理教東豊瑞分教会 176-0013 練馬区豊玉上２－２４－１８ 矢島　理栄子 (3994)2824 S28.5.4

諸教 天理教 200127 天理教本京分教会 176-0006 練馬区栄町１１－６ 牧野  道昭 (3991)0401 S28.5.4

諸教 天理教 200235 天理教城道分教会 176-0024 練馬区中村１－７－１２ 森　聰史 (3999)2716 S28.5.4

諸教 天理教 200282 天理教小石川分教会 179-0076 練馬区土支田２－８－２０ 中村　修一 (3922)5913 S28.3.23
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諸教 天理教 200285 天理教豊眞分教会 176-0002 練馬区桜台５－１４－９ 岡田　敬雄 (3991)4068 S28.5.4

諸教 天理教 200309 天理教京世分教會 178-0061
練馬区大泉学園町４－１４
－６

濵野　道生 (3921)2883 S28.3.20

諸教 天理教 200325 天理教都大教会 178-0061
練馬区大泉学園町６－１８
－２６

小西　祥治 (3924)2633 S28.3.23

諸教 天理教 200333 天理教東照分教会 177-0044
練馬区上石神井４－１０－１
９

村上　佳愛 (3920)4947 S53.6.7

諸教 天理教 200349 天理教開和分教会 178-0064 練馬区南大泉４－４７－２２ 柄澤　惠芬 (3924)7763 S28.3.30

諸教 単立・諸教 7249 真光正法之會 177-0044 練馬区上石神井３ー６－２３ 平澤　秀周 (5372)1177 H13.7.12

諸教 単立・諸教 200114 天理教東富士分教会 176-0006 練馬区栄町８－１１ 新井　成英 (3991)0605 S28.8.4

神道系 神社本庁 2091 千住神社 120-0043 足立区千住宮元町２４－１ 大塚　圭一郎 (3881)1768 S29.3.12

神道系 神社本庁 2092 稲荷神社 120-0037 足立区千住河原町１０－１３ 倉光　秀尚 (3888)6902 S29.3.12

神道系 神社本庁 2108 氷川神社 121-0834 足立区入谷２－２５－５ 大塚　圭一郎 (3881)1768 S29.3.12

神道系 神社本庁 2109 北野神社 121-0834 足立区入谷１－１１－１３ 大塚　圭一郎 (3881)1768 S29.3.12

神道系 神社本庁 2110 北野神社 123-0855 足立区本木南町１７－１ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2111 御嶽神社 123-0854 足立区本木東町１２－４ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2112 八幡神社 123-0855 足立区本木南町２５－１０ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2113 胡録神社 123-0855 足立区本木南町４－３ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2114 御嶽神社 123-0873 足立区扇１－２８－１７ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2115 興野神社 123-0844 足立区興野２－１－４ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2116 御嶽神社 123-0844 足立区興野２－３０－１２ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2117 北野神社 123-0841 足立区西新井５－２６－１ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2118 雷神社 123-0841 足立区西新井２－２７－１ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2119 浅間神社 123-0841 足立区西新井６－３－１６ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2120 氷川神社 121-0812 足立区西保木間１-11-4 坂田  安儀 (3883)0479 S29.3.12

神道系 神社本庁 2121 山王神社 121-0064 足立区保木間４－２８－１０ 坂田  安儀 (3883)7783 S29.3.12

神道系 神社本庁 2122 元宿神社 120-0041 足立区千住元町３３－４ 渡邊　陽一郎 (3881)2857 S29.3.2

神道系 神社本庁 2123 元宿堰稲荷神社 120-0045 足立区千住桜木１－１５－５ 馬場　清和 048(786)8057 S29.3.2
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神道系 神社本庁 2124 千住本氷川神社 120-0034 足立区千住３－２２ 渡邊　陽一郎 (3881)2857 S29.3.12

神道系 神社本庁 2125 氷川神社 123-0872 足立区江北２－４３－８ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 2126 氷川神社 123-0864 足立区鹿浜２－１８－２０ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 2127 氷川神社 123-0864 足立区鹿浜２－２８－４ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 2128 北野神社 123-0872 足立区江北３－１８－２２ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 2129 稲荷神社 123-0861 足立区加賀２－１９－１５ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 2130 胡録神社 123-0845
足立区西新井本町２－３２
－４

八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 2131 北野神社 123-0864 足立区鹿浜４－１０－１ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 2132 天祖神社 123-0864 足立区鹿浜３－１２－３ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 2133 稲荷神社 123-0865 足立区新田１－１８－２ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 2134 氷川神社 120-0047 足立区宮城１－３８－６ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 2135 八幡神社 123-0864 足立区鹿浜７－１９－１ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 2136 氷川神社 123-0874 足立区堀之内１－７－４ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 2141 北野神社 120-0005 足立区綾瀬２－２３－１４ 唐松　秀典 (3602)8765 S29.3.12

神道系 神社本庁 2142 稲荷神社 121-0075 足立区一ッ家４－２－１８ 唐松　孝文 (3886)0296 S29.3.12

神道系 神社本庁 2143 八幡神社 121-0814 足立区六月３－１３－１９ 石倉  義康 (3883)6140 S29.3.12

神道系 神社本庁 2144 蒲原神社 120-0003 足立区東和３－２－１３ 唐松　孝文 (3886)0296 S29.3.12

神道系 神社本庁 2145 稲荷神社 120-0006 足立区谷中１－１２－８ 唐松　孝文 (3886)0296 S29.3.12

神道系 神社本庁 2146 稲荷神社 120-0006 足立区谷中４－１２－１１ 唐松　孝文 (3886)0296 S29.3.12

神道系 神社本庁 2148 稲荷神社 120-0014 足立区西綾瀬１－８－６ 唐松　秀典 (3606)2512 S29.3.12

神道系 神社本庁 2150 氷川神社 123-0842 足立区栗原２－１－１９ 石倉  義康 (3883)6140 S29.3.12

神道系 神社本庁 2151 鷲神社 121-0815 足立区島根４－２５－１ 石倉  義康 (3883)6140 S29.3.12

神道系 神社本庁 2152 竹塚神社 121-0813 足立区竹の塚６－１２－１ 石倉  義康 (3883)6140 S29.3.12

神道系 神社本庁 2153 稲荷神社 120-0015 足立区足立３－２８－１３ 唐松　孝文 (3886)0296 S29.3.12

神道系 神社本庁 2154 稲荷神社 120-0005 足立区綾瀬４－９－９ 唐松　秀典 (3606)2512 S29.3.12
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神道系 神社本庁 2856 氷川神社 120-0036 足立区千住仲町４８－２ 田邉　喜郎 (3881)5271 S29.3.12

神道系 神社本庁 2857 八幡神社 120-0043 足立区千住宮元町３－８ 大塚　圭一郎 (3881)2300 S29.3.12

神道系 神社本庁 2858 氷川神社 120-0031 足立区千住大川町１２－３ 田邉　喜郎 (3882)9870 S29.3.12

神道系 神社本庁 2859 稲荷神社 121-0816 足立区梅島２－２４－２３ 竹内  一郎 (3886)0691 S29.3.12

神道系 神社本庁 2860 稲荷神社 123-0851 足立区梅田５－９－４ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.17

神道系 神社本庁 2861 稲荷神社 123-0857 足立区本木北町１４－２ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.17

神道系 神社本庁 2862 熊野神社 123-0855 足立区本木南町１８－８ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2863 三嶋神社 123-0873 足立区扇２－９－３ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2864 氷川神社 123-0856 足立区本木西町１５－６ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 2865 稲荷神社 120-0022 足立区柳原２－３８－１ 神尾  恭三 (3888)3050 S29.3.12

神道系 神社本庁 2866 千潮金刀比羅宮 120-0038 足立区千住橋戸町５３ 能圓坊  明彦 (3891)8281 S29.3.12

神道系 神社本庁 2867 稲荷神社 120-0038 足立区千住橋戸町２５ 能圓坊  明彦 (3881)4595 S29.3.12

神道系 神社本庁 2868 氷川神社 120-0034 足立区千住４－３１－２ 能圓坊  明彦 (3881)6033 S29.3.12

神道系 神社本庁 2869 大鷲神社 121-0061 足立区花畑７－１６－８ 濱中　厚生 (3883)2908 S29.3.12

神道系 神社本庁 2870 浅間神社 121-0061 足立区花畑５－１０－１ 濱中　厚生 (3883)2908 S29.3.12

神道系 神社本庁 2871 八幡神社 120-0002 足立区中川３－２１－１ 濱中　厚生 (3883)2908 S29.3.12

神道系 神社本庁 2872 天祖神社 121-0051 足立区神明３－１８－２０ 濱中　厚生 (3883)2908 S29.3.12

神道系 神社本庁 2873 稲荷神社 120-0003 足立区東和２－５－２４ 濱中　厚生 (3606)6843 S29.3.12

神道系 神社本庁 2874 天祖神社 121-0055 足立区加平３－５－２ 濱中　厚生 (3883)2908 S29.3.12

神道系 神社本庁 2877 稲荷神社 121-0054 足立区辰沼２－１５－３０ 濱中　厚生 (3883)2908 S29.3.12

神道系 神社本庁 2878 諏訪神社 121-0052 足立区六木３－２６－１１ 濱中　厚生 (3883)2908 S29.3.12

神道系 神社本庁 2879 氷川神社 120-0002 足立区中川５－７－１０ 濱中　厚生 (3883)2908 S29.3.12

神道系 神社本庁 2891 氷川神社 123-0845
足立区西新井本町１－１７
－３２

戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 3209 稲荷神社 123-0872 足立区江北７－３－６ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12

神道系 神社本庁 3210 赤城神社 123-0863 足立区谷在家２－１６－１７ 八木　健一郎 (3897)6483 S29.3.12
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神道系 神社本庁 5217 箭弓稲荷神社 120-0031 足立区千住大川町４９－８ 大塚　圭一郎 (3881)1768 S27.12.23

神道系 神社本庁 5303 梅田神明宮 123-0851 足立区梅田６－１９－４ 野村　毅 (3886)7668 S29.3.12

神道系 神社本庁 5304 八幡神社 123-0852 足立区関原２－３５－２２ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 5814 柳野稲荷神社 121-0053 足立区佐野１－１４－１５ 森山　晴男 (3607)0413 S29.3.12

神道系 神社本庁 6082 中曽根神社 123-0853 足立区本木２－５－７ 戸田  和彦 (3840)5334 S29.3.12

神道系 神社本庁 6083 稲荷神社 120-0012 足立区青井２－１５－１４ 唐松　孝文 (3886)0296 S29.3.12

神道系 神社本庁 6095 稲荷神社 121-0051 足立区神明１－１－１１ 濱中　厚生 (3883)2908 S29.3.12

神道系 神社本庁 6494 天祖神社 120-0046 足立区小台２－９－１ 八木　健一郎 (3897)6483 S30.2.10

神道系 神社本庁 6969 愛宕神社 120-0012 足立区青井１－１６－１３ 唐松　孝文 (3886)0296 S49.7.17

神道系 神社本庁 7028 六町神社 121-0073 足立区六町１－１１－２１ 唐松　孝文 (3886)0296 S52.4.30

神道系 神社本庁 7188 稲荷神社 123-0862 足立区皿沼３－１５－１２ 八木　健一郎 (3897)6483 H2.7.11

神道系 神社本庁 200018 氷川神社 121-0831 足立区舎人５－２１－３４ 大塚　圭一郎 (3881)1768 S29.3.12

神道系 神社本庁 200019 八幡神社 121-0807 足立区伊興２－１２－２２ 大塚　圭一郎 (3881)1768 S29.3.12

神道系 神社本庁 200020 氷川神社 120-0000
足立区古千谷本町２－２－
６

大塚　圭一郎 (3881)1768 S29.3.12

神道系 神社本庁 200021 諏訪神社 120-0000 足立区西新井４－３５－１ 大塚　圭一郎 (3881)1768 S29.3.12

神道系 神社本庁 200022 氷川神社 121-0805 足立区東伊興２－１２－４ 大塚　圭一郎 (3881)1768 S29.3.12

神道系 神社本庁 200079 氷川神社 120-0005 足立区綾瀬１－３４－２６ 唐松　秀典 (3690)4723 S29.3.12

神道系 神社本庁 200083 西加平神社 121-0074 足立区西加平１－１－３６ 濱中　厚生 (3883)2908 S29.3.12

神道系 扶桑教 2468 扶桑教冨士天祥教会 120-0046 足立区小台２－４７－４ 勝又  照行 (3919)3443 S29.1.18

神道系 金光教 1866 金光教千住教会 120-0043 足立区千住宮元町１７－１４ 太田　德子 (3881)5423 S27.9.9

神道系 （非）直日教 2177 直日教本部教会 123-0864 足立区鹿浜５－２５－２ 木村　裕一 (3853)3404 S28.5.21

神道系 単立・神道系 1636 東京自力大教会 120-0034 足立区千住５－１７－３ 伊藤  愼一 (3881)7965 S27.12.16

神道系 単立・神道系 2961 唯一神道禊教 123-0851 足立区梅田６－１９－１ 今井　健雄 (3886)7668 S28.6.30

神道系 単立・神道系 6620 高砂神社 120-0015 足立区足立１－２７－１７ 大熊　幸一 (3887)4997 S32.1.22

神道系 単立・神道系 6674 梅島天満宮 121-0816 足立区梅島３－２－５ 浅野　恭秀 (3887)0922 S33.12.25
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仏教系 真言宗智山派 3357 南蔵院 121-0051 足立区神明３－１８－１８ 剣持　敏之 (3605)2365 S28.2.11

仏教系 真言宗智山派 3375 宝蔵寺 123-0864 足立区鹿浜３－２０－５ 佐藤  俊哉 (3899)6356 S28.2.19

仏教系 真言宗智山派 3376 長楽寺 123-0864 足立区鹿浜１－１３－１６ 佐藤  清隆 (3899)9748 S28.2.10

仏教系 真言宗智山派 3450 成田山長栄寺 120-0021 足立区日の出町３８－４ 牧野  照風 (3870)7078 S27.12.27

仏教系 真言宗豊山派 2786 真福寺 123-0851 足立区梅田１－１－２３ 津田  良生 (3886)7632 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2787 明王院 123-0851 足立区梅田４－１５－３０ 松﨑　隆一 (3852)7378 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2788 大聖寺 123-0852 足立区関原２－２２－１０ 石井  聖己 (3840)1851 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2789 吉祥院 123-0856 足立区本木西町１７－５ 横山　裕教 (3890)3094 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2790 寶寿院 123-0854 足立区本木東町２７－20 舎奈田　寿雄 (3887)3462 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2791 瑞應寺 123-0873 足立区扇１－５－３７ 中島　剣山 (3890)1031 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2793 薬王院 123-0872 足立区江北３－１８－２２ 小野澤  真隆 (3890)7347 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2794 慈眼寺 123-0872 足立区江北３－２４－２ 井上　泰裕 (3890)0853 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2795 円性寺 120-0003 足立区東和１－２９－２２ 加藤　達彦 (3605)0648 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2796 薬師寺 120-0005 足立区綾瀬１－１４－２０ 山崎  哲之 (3602)2332 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2797 總持寺 123-0841 足立区西新井１－１５－１ 濱野　堅眞 (3890)2345 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2798 満願寺 123-0842 足立区栗原３－６－６ 横山  俊隆 (3848)0247 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2799 徳寿院 123-0842 足立区栗原４－１－１５ 濱野　優子 (3890)2345 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2800 源正寺 121-0823 足立区伊興２－２－３５ 井澤　妙子 (3899)3411 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2801 実相院 121-0823 足立区伊興４－１５－１１ 中根　大地 (3899)2328 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2802 福寿院 121-1823 足立区伊興２－１８－１８ 亀井  宗淳 (3899)3422 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2803 圓通寺 121-0836 足立区入谷１－６－８ 國立　充希 (3855)7676 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2804 南光寺 121-0836 足立区入谷１－１９－２０ 橋本　英典 (3899)4920 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2805 三蔵院 121-0835 足立区入谷１－２－２ 杉村  暢之 (3857)4586 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2806 炎天寺 121-0814 足立区六月３－１３－２０ 吉野　秀彦 (3883)0787 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2807 西光院 121-0813 足立区竹の塚１－３－１６ 佐伯  武志 (3883)6090 S28.5.7
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仏教系 真言宗豊山派 2808 常楽寺 121-0813 足立区竹の塚１－１０－１６ 酒井　仁 (3884)0337 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2809 萬福寺 121-0813 足立区竹の塚１－１－１５ 伊東  純人 (3883)7412 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2810 延命寺 121-0813 足立区竹の塚５－２６－１４ 山本　祐弘 (3883)3926 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2811 宝積院 121-0812 足立区西保木間１－１１－４ 浅井　昭雄 (3883)8636 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2812 玉藏院 121-0064 足立区保木間４－２９－１６ 西村  真海 (3883)6786 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2813 正覚院 121-0061 足立区花畑３－２４－２７ 佐伯　堅志 (3884)4060 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2814 福寿院 121-0061 足立区花畑６－１４－５ 井上  隆信 (3883)0545 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2815 不動院 121-0062 足立区南花畑３－２５－８ 山本　祐弘 (3860)4610 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 2819 安養院 120-0034 足立区千住５－１７－９ 内藤  良家 (3881)0686 S28.5.7

仏教系 真言宗豊山派 4619 金蔵寺 120-0034 足立区千住２－６３ 鈴木　義明 (3888)3938 S28.10.12

仏教系 真言宗豊山派 4621 善應寺 123-0844 足立区興野２－２０－５ 御簾納  正雄 (3898)4581 S28.11.26

仏教系 真言宗豊山派 4626 遍照院 123-0851 足立区梅田５－９－３ 鈴木  秀岳 (3887)5770 S28.10.12

仏教系 真言宗豊山派 4630 福寿院 120-0001 足立区大谷田３－１１－２６ 石川　芳樹 (3605)7820 S28.11.24

仏教系 真言宗豊山派 5000 観音寺 120-0005 足立区綾瀬４－９－６ 長谷川  淳茂 (3605)4514 S28.5.7

仏教系 新義真言宗 2792 西光院 120-0023 足立区千住曙町２７－１ 岡本　義祐 (3888)1356 S28.5.7

仏教系 新義真言宗 2820 長円寺 120-0034 足立区千住４－２７－５ 数山　惠宥 (3881)1976 S28.5.7

仏教系 新義真言宗 4617 慈眼寺 120-0034 足立区千住１－２－９ 山﨑　昭文 (3881)4779 S28.10.12

仏教系 新義真言宗 4618 不動院 120-0034 足立区千住１－２－２ 鈴木  公夫 (3881)0816 S28.10.12

仏教系 新義真言宗 4620 長性寺 120-0014 足立区西綾瀬３－１９－１９ 岡田　正憲 (3849)0594 S28.10.12

仏教系 新義真言宗 4622 養福寺 120-0005 足立区綾瀬２－１９－１３ 佐山　浄徳 (3602)3415 S28.10.12

仏教系 新義真言宗 4623 光輪寺 123-0853 足立区本木１－２６－２５ 鈴木  公夫 (3849)0682 S28.10.12

仏教系 新義真言宗 4624 理性院 120-0022 足立区柳原２－５－１ 神谷　敬信 (3881)7085 S29.3.2

仏教系 新義真言宗 4625 寶藏寺 120-0003 足立区東和２－５－２４ 脇　尊人 (3605)5393 S28.10.12

仏教系 新義真言宗 4627 大光寺 121-0052 足立区六木３－１０－１３ 大谷　雄昭 (3605)2223 S28.10.12

仏教系 新義真言宗 4628 西光院 120-0002 足立区中川３－２１－２０ 畠山　信弘 (3605)5220 S28.10.12
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仏教系 新義真言宗 4629 常善院 120-0001 足立区大谷田１－３３－１５ 関根  真弘 (3605)0616 S28.10.12

仏教系 新義真言宗 4631 阿彌陀院 121-0064 足立区保木間４－１７－１３ 森　雅秀 (3883)8294 S28.10.12

仏教系
真言宗霊雲寺
派

3654 妙幢庵 121-0823 足立区伊興２－９－２３ 大久保  明義 (3434)0052 S28.4.23

仏教系 浄土宗 761 源長寺 120-0036 足立区千住仲町４－１ 蓮波　富栄 (3888)3365 S27.10.30

仏教系 浄土宗 762 実性寺 121-0061 足立区花畑３－１７－１８ 松野　大英 (3883)8866 S27.9.20

仏教系 浄土宗 763 林松寺 121-0061 足立区花畑１－４－１４ 後藤　了寛 (3885)4801 S27.9.20

仏教系 浄土宗 764 長建寺 121-0062 足立区南花畑４－１９－１８ 後藤　了善 (3883)8464 S27.9.20

仏教系 浄土宗 765 西光寺 121-0064 足立区保木間４－３８－２ 嶋村　喜久 (3883)8216 S27.9.20

仏教系 浄土宗 766 西門寺 121-0831 足立区舎人２－２－１４ 島﨑　義宣 (3899)5208 S27.9.20

仏教系 浄土宗 767 法隨院 121-0836 足立区入谷２－１５－１ 大谷　豊彦 (3897)3870 S27.9.20

仏教系 浄土宗 768 全學寺 121-0832
足立区古千谷本町２－２２
－２０

大島　俊孝 (3897)9758 S27.9.20

仏教系 浄土宗 769 浄光寺 121-0833
足立区古千谷本町２－１２
－１８

大島　康裕 (3899)1316 S27.9.20

仏教系 浄土宗 770 清德寺 123-0863 足立区谷在家３－２８－８ 望月　信與 (3899)2912 S27.9.20

仏教系 浄土宗 771 正安寺 121-0802 足立区東伊興４－３－３ 田丸　英春 (3899)1331 S27.9.20

仏教系 浄土宗 772 法受寺 121-0802 足立区東伊興４－１４－８ 難波　大昭 (3899)1508 S27.9.20

仏教系 浄土宗 773 圓泉寺 121-0055 足立区加平２－６－１６ 堀江　龍雄 (3605)3081 S27.9.20

仏教系 浄土宗 4199 性翁寺 123-0873 足立区扇２－１９－３ 野口  竜栄 (3890)0967 S28.4.27

仏教系 浄土宗 4200 善應寺 120-0002 足立区中川３－３－５ 嶋村　賢次 (3628)2348 S28.4.22

仏教系 浄土宗 4201 勝専寺 120-0034 足立区千住２－１１ 水野　了信 (3881)2358 S28.4.27

仏教系 浄土宗 4202 龍岩寺 121-0054 足立区辰沼２－１１－２２ 水野　了信 (3605)2261 S28.4.27

仏教系 浄土宗 6202 易行院 121-0802 足立区東伊興４－５－５ 吉河  明香 (3899)1328 S28.6.18

仏教系
浄土真宗本願
寺派

881 本行寺 121-0801 足立区東伊興４－６－１０ 千田　文隆 (3899)1553 S27.11.6

仏教系
浄土真宗本願
寺派

882 浄光寺 121-0801 足立区東伊興４－１２－６ 藤井　芳弘 (3899)3088 S27.11.11

仏教系
浄土真宗本願
寺派

886 善久寺 121-0802 足立区東伊興４－１１－１ 福島　信龍 (3899)1950 S27.11.6

仏教系
浄土真宗本願
寺派

887 長安寺 121-0802 足立区東伊興４－１０－１８ 廣井　伸也 (3899)1949 S27.11.6
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仏教系
浄土真宗本願
寺派

2489 正楽寺 121-0802 足立区東伊興４－２－１ 佐々木　理絵 (5691)8590 S27.11.11

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2512 専念寺 121-0805 足立区伊興本町２－１４－２ 川口　法之 (3899)3325 S27.12.16

仏教系 真宗大谷派 461 文彰寺 121-0816 足立区梅島１－２９－５ 會谷　健一 S27.8.4

仏教系 真宗大谷派 3590 常福寺 121-0801 足立区東伊興４-６－１ 八田　裕生 (3899)1530 S28.9.16

仏教系 真宗大谷派 3592 源信寺 120-0031 足立区千住大川町４０－６ 會谷　順雄 (3881)7506 S28.6.8

仏教系 真宗大谷派 4162 蓮念寺 121-0802 足立区東伊興４－７－２１ 吉川  正壽 (3899)3858 S28.8.27

仏教系 時宗 4749 應現寺 121-0807 足立区伊興本町２－３－３ 大野  和之 (3855)3304 S28.8.14

仏教系 時宗 4750 東善寺 121-0061 足立区花畑３－２０－６ 大野　守幸 (3885)0471 S28.4.7

仏教系 真宗木辺派 7343 縁起寺 121-0061 足立区花畑２－１２－１１ 杉山　隆義 (5856)7909 H30.10.26

仏教系 曹洞宗 3858 珠明院 120-0046 足立区小台２－４２－１６ 安斉  秀晴 (3911)8390 S28.10.6

仏教系 曹洞宗 3864 天龍寺 121-0801 足立区東伊興１－２－１３ 牧　宗弘 (3899)1653 S28.10.8

仏教系 曹洞宗 4046 栄壽院 121-0802 足立区東伊興４－１－１ 武田　秀樹 (3899)4212 S28.6.23

仏教系 曹洞宗 4047 龍慶寺 120-0005 足立区綾瀬７－１０－１８ 佐藤　貞雄 (3605)3559 S28.6.23

仏教系 曹洞宗 4127 正法庵 120-0000 足立区中川３－１４－１８ 中島　真澄 (3605)1431 S28.6.19

仏教系 曹洞宗 4217 薬師寺 121-0823 足立区伊興５－４－３ 浅川　元之 (3899)4877 S29.3.22

仏教系 日蓮宗 81 香月院 120-0022 足立区柳原２－２９－１４ 土田　恵敬 (3888)4654 S28.2.10

仏教系 日蓮宗 85 立應寺 120-0001 足立区大谷田２-２１-１３ 関口　健勇 (3605)8250 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 86 妙乗寺 120-0036 足立区千住仲町４３－１２ 山本　信永 (3888)4690 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 87 日蓮宗千住宝光教会 123-0851 足立区梅田１－１１－２ 齋藤　是隆 (3887)6977 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 88 法華寺 121-0812 足立区西保木間３－１９－１ 駒野　教昌 (3883)5751 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 89 善立寺 123-0851 足立区梅田１－２６－１０ 大坂　浩規 (3886)1367 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 90 国土安穏寺 121-0815 足立区島根４－４－１ 新井　智顗 (3883)3442 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 91 本應寺 123-0863 足立区谷在家２－１９－７ 福澤　妙孝 (3899)2675 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 92 妙蓮寺 121-0832
足立区古千谷本町１－１３
－１

小堀　一延 (3899)4941 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 93 清亮寺 120-0021 足立区日ノ出町４２－１ 小林　見静 (3881)7910 S27.7.9
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仏教系 日蓮宗 94 法立寺 120-0006 足立区谷中２－１１－９ 渡邉　彰良 (3605)1861 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 413 真國寺 121-0823 足立区伊興５－１－１ 村尾　貞榮 (3899)2078 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 415 長勝寺 121-0823 足立区伊興３－１１－１９ 飯島　和年 (3899)4011 S27.7.9

仏教系 日蓮宗 6791 日蓮宗妙心教会 121-0813 足立区竹の塚７－１１－６ 横山　淨竜 (3883)2100 S40.3.15

仏教系 日蓮宗 6908 日蓮宗足立神力教会 120-0037 足立区千住河原町６－１８ 岡安  正晋 (3888)1847 S45.11.10

仏教系 日蓮宗 7171 日蓮宗法華堂教会 120-0032 足立区千住柳町１７－８ 竹内　煌雲 (3881)6088 H1.4.3

仏教系 本門佛立宗 2286 立正寺 120-0011 足立区中央本町２－９－５ 小西　泉随 (3889)2434 S27.10.24

仏教系
日本山妙法寺
大僧伽

3646 日本山妙法寺千住小僧伽 120-0022 足立区柳原２－２７－１０ 山村  実 S29.3.22

仏教系
（非）真言宗室
生寺派

2816 来迎寺 121-0815 足立区島根３－１１－９ 中條　賢海 (3883)6389 S28.5.7

仏教系
（非）真言宗室
生寺派

2817 普門寺 121-0815 足立区島根４－１６－１ 中條  賢海 (3883)6389 S28.5.7

仏教系
（非）真言宗室
生寺派

2818 増福寺 120-0012 足立区青井２－３２－８ 中條  賢海 (3883)6389 S28.5.7

仏教系 単立・仏教系 1647 東陽寺 121-0801 足立区東伊興４－４－１ 西垣　慶一 (3899)1229 S28.10.9

仏教系 単立・仏教系 2399 東岳寺 121-0807 足立区伊興本町１－５－１６ 乙部  健修 (3899)3790 S28.10.8

仏教系 単立・仏教系 2401 大乗院 121-0812 足立区西保木間２－１４－５ 栗山  たい子 (3883)8648 S28.10.1

仏教系 単立・仏教系 2530 阿弥陀院 123-0864 足立区鹿浜７－１９－７ 稲沢　佑光 (3899)6210 S32.6.8

仏教系 単立・仏教系 2531 恵明寺 123-0872 足立区江北２－４－３ 石井　弘明 (3890)0897 S28.10.12

仏教系 単立・仏教系 2532 不動院 123-0874 足立区堀之内１－７－３ 巌　京司 (3899)3393 S28.10.12

仏教系 単立・仏教系 2533 地福寺 123-0872 足立区江北２－４１－２ 石井 文教 (3890)0922 S28.10.12

仏教系 単立・仏教系 3591 常護寺 120-0035 足立区千住中居町２－３ 會谷  享誠 (3881)7623 S28.6.8

仏教系 単立・仏教系 3703 源証寺 121-0836 足立区入谷２－１５－２５ 大谷  忍昌 (3899)0684 S29.2.12

仏教系 単立・仏教系 6935 実修寺 121-0816 足立区梅島３－７－８ 石田　演道 (3840)3681 S47.10.12

仏教系 単立・仏教系 7189 一乘法行講 120-0046 足立区小台１－１１－２ 川原田　尚道 (3881)6776 H2.7.2

仏教系 単立・仏教系 307833 永昌院 123-0862 足立区皿沼１－４－２ 近藤　敦実 (3899)2946 S29.4.22

キリスト教系 日本基督教団 4515 日本基督教団西新井教会 123-0845
足立区西新井本町１－２２
－５

林　　牧人 (3890)1260 S28.9.21

キリスト教系 日本基督教団 4560 日本基督教団北千住教会 120-0026 足立区千住旭町１－２０ 柳下　仁 (3888)2047 S28.9.8
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キリスト教系 日本基督教団 4933 日本基督教団聖和教会 120-0022 足立区柳原１－２６－１ 髙　承和 (3881)5213 S28.6.8

キリスト教系 日本基督教団 7203
日本基督教団足立梅田教
会

123-0851 足立区梅田５－２８－９ 髙橋　陽一 (3887)4010 H4.1.30

キリスト教系
在日大韓基督
教会

6745
在日大韓基督教会西新井
教会

123-0845
足立区西新井本町４－２５
－１４

松山　容昭 (3890)3365 S37.11.1

キリスト教系
単立・キリスト教
系

444 善隣キリスト教会 120-0045 足立区千住桜木２－８－５ 金城　雄子 (3881)9527 S27.10.20

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6716 聖光キリスト教会 120-0034 足立区千住４－２９－２ 西岡　巌 (3888)4470 S35.8.10

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6768 梅田キリストの教会 123-0851 足立区梅田２－１９－１９ 高村  燿次 (3889)7078 S38.11.11

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7032
アシジの聖フランシスコ宣教
修道女会

120-0003 足立区東和４－１０－１３ 安川　京子 (3605)4070 S52.10.13

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7129 亀有キリスト福音教会 120-0003 足立区東和１－１７－２０ 於保　治樹 (3605)0908 S59.7.26

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7139 足立キリスト教会 121-0076 足立区平野２－８－９ 宮村  三郎 (3858)2846 S60.6.21

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7194 世界福音教会 120-0026 足立区千住旭町２０－１６ 森本　志人 (3881)2390 H2.9.26

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7234
プロテスタント綾瀬東部教
会

120-0004 足立区東綾瀬１－２３－９ 魯  學煕 (3628)8856 H11.4.22

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7288
エホバの証人の足立東会
衆

121-0062 足立区南花畑４－２６－５ 望月　健二 (5831)0534 H20.6.12

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7319
日本キリスト教バプテスト会
東京教会

120-0004 足立区東綾瀬３－１５－１１ 李　起龍 (3629)0691 H25.10.21

諸教 天理教 1197 天理教本小台分教会 120-0046 足立区小台２－１６－１２ 海老塚　弘行 (3911)7547 S28.4.7

諸教 天理教 1198 天理教大足立分教会 120-0035 足立区千住中居町２３－９ 小林　庸子 (3881)5229 S28.4.7

諸教 天理教 1199 天理教大信分教会 120-0015 足立区足立３－１－３ 佐藤　道一 (3887)3527 S28.4.7

諸教 天理教 1200 天理教大住町分教会 121-0064 足立区保木間１－２３－１３ 栃原　養一朗 (3885)0947 S28.4.7

諸教 天理教 1201 天理教明興分教会 120-0046 足立区小台２－２６－７ 守屋　武信 (3911)9035 S28.4.7

諸教 天理教 1202 天理教明梅分教会 120-0036 足立区千住仲町４４－１１ 田淵　正司 (3879)9231 S28.4.7

諸教 天理教 1204 天理教東代分教会 120-0005 足立区綾瀬２－４０－１６ 須賀　久治 (3601)2047 S28.4.7

諸教 天理教 1206 天理教神花畑分教会 121-0064 足立区保木間４－１３－２８ 平野　よし子 (3884)4817 S28.4.7

諸教 天理教 1208 天理教本住分教会 120-0043 足立区千住宮元町４－１０ 田渕　眞良 (3888)2249 S28.4.7

諸教 天理教 1213 天理教帝松分教会 123-0851 足立区梅田３－１４－１ 清水　昌武 (3852)9868 S28.4.7

諸教 天理教 1214 天理教東寿分教会 120-0015 足立区足立１－１８－１１ 鈴木  眞平 (3886)6847 S28.4.7

諸教 天理教 1215 天理教東千寿分教会 120-0012 足立区青井１－１８－１２ 田中  信子 (3886)4316 S28.4.7
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諸教 天理教 1217 天理教川中分教会 120-0031 足立区千住大川町４６－４ 鶴巻　房雄 (3888)4594 S28.4.7

諸教 天理教 1218 天理教鶴寿分教会 120-0014 足立区西綾瀬２－２０－１１ 山田  幸代 (3849)5084 S28.4.7

諸教 天理教 1220 天理教興野分教会 123-0844 足立区興野２－７－２ 吉澤  誠 (3890)2943 S28.4.7

諸教 天理教 1224 天理教東森分教会 120-0043 足立区千住宮元町１５－６ 金井  弘 (3882)0606 S28.4.7

諸教 天理教 1226 天理教本谷分教会 120-0021 足立区日ノ出町３８－１１ 柳澤　竜一 (3881)7275 S28.4.7

諸教 天理教 1227 天理教日府分教会 120-0015 足立区足立３－１１－２ 飯濱　勝子 (3889)7970 S28.4.7

諸教 天理教 1565 天理教徳愛分教会 120-0001 足立区大谷田１－３２－３ 大角  勝 (3605)9308 S28.3.31

諸教 天理教 1580 天理教千住分教会 123-0864 足立区鹿浜３－１８－１６ 松澤　泰英 (3899)5063 S28.3.31

諸教 天理教 1607 天理教隅崎分教会 121-0801 足立区東伊興２－１－６ 吉川  博 (3899)4100 S28.4.17

諸教 天理教 1943 天理教星藤分教会 120-0034 足立区千住３－３３ 藤波  芳雄 (3882)5784 S28.4.7

諸教 天理教 1944 天理教本梅島分教会 123-0843
足立区西新井栄町２－１７
－２０

星野　郁雄 (3886)7724 S28.4.7

諸教 天理教 1945 天理教興之保分教会 123-0845
足立区西新井本町３－１－
１１

村山  道隆 (3890)1883 S28.4.7

諸教 天理教 1947 天理教本大橋分教会 120-0034 足立区千住３－２４ 木所　久子 (3888)3217 S28.4.7

諸教 天理教 1949 天理教本梅田分教会 121-0815 足立区島根１－６－２ 小倉　嘉太郎 (3883)1064 S28.4.7

諸教 天理教 1950 天理教大富来分教会 120-0034 足立区千住５－１５－８ 高  幸子 S28.4.7

諸教 天理教 1951 天理教北千住分教会 120-0042 足立区千住龍田町２１－４ 平井　信幸 (3888)6736 S28.4.7

諸教 天理教 1953 天理教中本分教会 123-0873 足立区扇１－２９－５ 葉本　幸子 (3898)4451 S28.4.7

諸教 天理教 1954 天理教中栄分教会 123-0873 足立区扇１－４５－９ 松寺  雅彦 (3894)0071 S28.4.7

諸教 天理教 5066 天理教本梅元分教会 123-0854 足立区本木東町２９－１５ 阿部  悦子 (3840)1329 S28.4.7

諸教 天理教 5106 天理教新京分教会 123-0842 足立区栗原２－４－４ 寺島  建二 (3885)7587 S28.4.20

諸教 天理教 6326 天理教東豊島分教会 123-0872 足立区江北７－１０－６ 安齋  健一 (3890)4652 S28.12.17

諸教 天理教 6357 天理教日米分教会 120-0037 足立区千住河原町４３－１２ 出口　征次 (3882)1507 S28.12.16

諸教 天理教 6468 天理教越興乃分教会 123-0844 足立区興野１－１３－２０ 岡田  一栄 (3886)6306 S29.12.13

諸教 天理教 6491 天理教本羽上分教会 121-0823 足立区伊興１－１－１７ 渡辺  一史 (3899)6484 S30.1.24

諸教 天理教 6493 天理教帝徳分教会 120-0022 足立区柳原１－３２－７ 吉田　恵八郎 (3888)2353 S30.1.17
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諸教 天理教 6510 天理教峽月分教会 104-0051
足立区西新井本町４－１２
－２７

渡辺　茂 (3854)0948 S30.6.1

諸教 天理教 6597 天理教双竹分教会 120-0013 足立区弘道１－１９－１ 前田　新吉 (3886)7200 S31.5.22

諸教 天理教 6626 天理教中本福分教会 123-0851 足立区梅田６－２１－５ 松本  進 (3840)1719 S32.4.12

諸教 天理教 6640 天理教東本所分教会 123-0851 足立区梅田４－１２－２０ 小林  とりを S32.6.13

諸教 天理教 6946 天理教本杉安分教会 121-0061 足立区花畑６－２７－５ 坂田　鏡介 (3859)2098 S48.4.5

諸教 天理教 200129 天理教東華分教会 121-0814 足立区六月１－９－２３ 中津　道弘 (3883)6801 S28.3.23

諸教 天理教 200165 天理教渕江分教会 121-0813 足立区竹の塚７－１８－６ 須賀　睦司 (3884)4818 S28.4.7

諸教 天理教 200188 天理教東王子分教会 123-0845
足立区西新井本町２－２４
－２７

倉橋　真一 (3890)6442 S28.3.27

諸教 天理教 200275 天理教陸芦分教会 121-0061 足立区花畑７－４－１０ 中山  順司 (3850)4088 S28.4.7

諸教 天理教 303815 天理教立千住分教会 120-0034 足立区千住４－１９－７ 上坂　おと子 (3882)0464 S27.9.24

諸教 天理教 304567 天理教東八伸分教会 123-0864 足立区鹿浜２－６－９ 宮田  かず子 (3897)6564 S35.8.22

諸教 単立・諸教 8 真人会 120-0011
足立区中央本町１－１２－１
６

越沼　徹裕 (3886)8536 S27.2.25

神道系 神社本庁 5352 諏訪神社 124-0023 葛飾区東新小岩８－２６－３ 坂本　泰世 (3691)5200 S29.3.24

神道系 神社本庁 5355 稲荷神社 124-0013 葛飾区東立石４－４２－１ 坂本　正國 (3691)5200 S29.3.10

神道系 神社本庁 5356 白髭神社 124-0014
葛飾区東四つ木４－３６－１
８

春日　宏之 (3692)0753 S29.3.10

神道系 神社本庁 5357 篠原稲荷神社 124-0011 葛飾区四つ木４－１９－３３ 春日　宏之 (3692)0753 S29.3.30

神道系 神社本庁 5358 八幡神社 125-0062 葛飾区青戸２－２－２ 春日　宏之 (3692)0753 S28.9.17

神道系 神社本庁 5359 香取神社 124-0006 葛飾区堀切８－２０－２５ 宮川　祐一 (3604)7100 S29.3.29

神道系 神社本庁 5360 小菅神社 124-0001 葛飾区小菅３－１－２ 宮川　祐一 (3604)7101 S29.3.10

神道系 神社本庁 5361 天祖神社 125-0054 葛飾区高砂２－１３－１３ 石橋　元晴 (3657)1330 S29.3.24

神道系 神社本庁 5363 八坂神社 124-0024 葛飾区新小岩３－１９－３２ 亀井  咲耶 (3655)8980 S29.3.10

神道系 神社本庁 5382 王子神社 124-0014
葛飾区東四つ木１－１２－２
６

高橋　晃祐　　 (3602)4522 S29.3.10

神道系 神社本庁 5383 葛西神社 125-0041 葛飾区東金町６－１０－５ 香山　伸一 (3607)4560 S29.3.29

神道系 神社本庁 5384 八幡神社 125-0052 葛飾区柴又３－３０－２４ 香山　伸一 (3607)4560 S29.3.29

神道系 神社本庁 5385 氷川神社 124-0006 葛飾区堀切５－３８－１０ 高橋　晃祐 (3602)4522 S29.3.10
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神道系 神社本庁 5386 半田稲荷神社 125-0041 葛飾区東金町４－２８－２２ 森山　晴男 (3607)0413 S29.3.10

神道系 神社本庁 5387 香取神社 125-0061 葛飾区亀有３－４２－２４ 唐松　範夫 (3601)1418 S29.3.10

神道系 神社本庁 5388 白髭神社 124-0011 葛飾区四つ木２－１８－１１ 春日　宏之 (3692)0753 S29.3.30

神道系 神社本庁 5390 稲荷神社 124-0023 葛飾区東新小岩８－１６－３ 坂本　泰世 (3691)5200 S29.3.10

神道系 神社本庁 5392 八幡神社 124-0005 葛飾区宝町２－９－３ 春日　宏之 (3692)0753 S29.9.17

神道系 神社本庁 5594 八幡神社 125-0053 葛飾区鎌倉４－１５－２４ 関　晴由樹 (3657)6168 S29.3.29

神道系 神社本庁 5595 稲荷神社 125-0053 葛飾区鎌倉３－２７－１８ 関　晴由樹 (3657)6168 S29.3.29

神道系 神社本庁 5596 稲荷神社 125-0053 葛飾区鎌倉１－３１－６ 関　晴由樹 (3657)6168 S29.3.29

神道系 神社本庁 5599 稲荷神社 125-0002 葛飾区西亀有３－２９－１１ 関　晴由樹 (3657)6168 S29.3.10

神道系 神社本庁 5600 高木神社 125-0002 葛飾区西亀有４－１５－２０ 関　晴由樹 (3657)6168 S29.3.10

神道系 神社本庁 5601 花之木稲荷神社 125-0051 葛飾区新宿６－３－１７ 鏡　晴明 (3607)5490 S29.3.10

神道系 神社本庁 5815 冨士神社 125-0035 葛飾区南水元２－１－１ 森山　晴男 (3607)0413 S29.3.14

神道系 神社本庁 5816 香取神社 125-0033 葛飾区東水元２－４１- 1 森山　晴男 (3607)0413 S29.3.10

神道系 神社本庁 5817 稲荷神社 125-0062 葛飾区青戸１－１１－６ 関　晴由樹 (3657)6168 S29.3.29

神道系 神社本庁 5895 稲荷神社 124-0012 葛飾区立石４－３０－１ 千島　俊司 (3693)5623 S29.3.29

神道系 神社本庁 5912 熊野神社 124-0012 葛飾区立石８－４４－３１ 千島　俊司 (3693)5623 S28.4.30

神道系 神社本庁 5974 諏訪神社 124-0012 葛飾区立石８－２－６ 千島　俊司 (3693)5623 S29.3.29

神道系 神社本庁 6012 日枝神社 125-0051 葛飾区新宿２－１－１７ 鏡　智明 (3607)5490 S28.4.30

神道系 神社本庁 6013 小谷野神社 124-0006 葛飾区堀切４－３３－１７ 宮川　祐一 (3603)5707 S29.3.29

神道系 神社本庁 6015 天祖神社 124-0006 葛飾区堀切３－１１－２ 宮川　祐一 (3691)5539 S29.3.29

神道系 神社本庁 6016 於玉稲荷神社 124-0024 葛飾区新小岩４－２１－６ 三田　貢 (3655)8110 S29.3.29

神道系 神社本庁 6017 八劔神社 124-0022 葛飾区奥戸８－６－２２ 三田　貢 (3692)5197 S29.3.30

神道系 神社本庁 6018 水神社 124-0022 葛飾区奥戸２－３３－４ 鏡　晴明 (3607)5490 S29.3.10

神道系 神社本庁 6019 天祖神社 124-0022 葛飾区奥戸２－３５－１６ 鏡　晴明 (3607)5490 S29.3.10

神道系 神社本庁 6023 天祖神社 125-0031 葛飾区西水元３－３２－１０ 鏡　晴明 (3607)5490 S29.3.10
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神道系 神社本庁 6024 日枝神社 125-0033 葛飾区東水元４－１５－３ 鏡　晴明 (3607)5490 S29.3.10

神道系 神社本庁 6025 熊野神社 125-0033 葛飾区東水元５－４０－１４ 鏡　晴明 (3607)5490 S29.3.10

神道系 神社本庁 6026 稲荷神社 124-0021 葛飾区細田３－１７－６ 宮澤　史彦 (3404)6525 S29.3.30

神道系 神社本庁 6028 八幡神社 125-0054 葛飾区高砂１－１８－１ 鏡　晴明 (3607)5490 S29.3.10

神道系 神社本庁 200028 青砥神社 125-0062 葛飾区青戸７－３４－３０ 関　晴由樹 (3657)6168 S29.3.29

神道系 神社本庁 200053 天祖神社 124-0024 葛飾区新小岩４－４０－１ 亀井  咲耶 (3655)8980 S29.3.5

神道系 神社本庁 200054 天祖神社 124-0023 葛飾区東新小岩４－２３－８ 亀井  咲耶 (3655)8980 S29.3.10

神道系 神社本庁 200086 諏訪神社 124-0013 葛飾区東立石２－１３－１３ 坂本　泰世 (3919)2013 S29.9.17

神道系 神社本庁 200091 天祖神社 124-0023 葛飾区東新小岩８－６－２０ 坂本　泰世 (3691)5200 S29.3.10

神道系 神社本庁 200122 古録天神社 125-0052 葛飾区柴又２－５－３６ 鏡　晴明 (3607)5490 S29.3.10

神道系 神社本庁 200150 水元神社 125-0031 葛飾区西水元６－１６－１２ 鏡　晴明 (3607)5490 S29.3.10

神道系 修験道教 5168 修験道教本部教会 124-0021 葛飾区細田１－８－２ 河島　丘征 (3672)0237 S29.3.22

神道系 修験道教 5169 修験道教東邦大教会 124-0011 葛飾区四つ木５－２５－２５ 中山　雅生 (3693)0279 S29.3.26

神道系 単立・神道系 6766 富士三光一心教会 125-0061 葛飾区亀有２－６７－３ 近藤　美智枝 (3546)6136 S38.8.26

仏教系 天台宗 967 南蔵院 125-0033 葛飾区東水元２－２８－２５ 日吉　聖順 (3607)1758 S27.11.18

仏教系 天台宗 968 東江寺 125-0041 葛飾区東金町２－２５－１２ 浅井　玄順 (3607)0530 S27.11.18

仏教系 天台宗 983 延命寺 125-0063 葛飾区白鳥４－１３－２３ 宮﨑　光通 (3601)0352 S27.10.2

仏教系 天台宗 984 浄光寺 124-0014 葛飾区東四つ木１－５－９ 伊藤　恵延 (3691)0210 S27.10.2

仏教系 天台宗 985 西光寺 124-0011 葛飾区四つ木１－２５－８ 京戸　慈仁 (3691)0300 S27.10.2

仏教系 天台宗 986 徳正寺 124-0025 葛飾区西新小岩３－６－６ 佐野　広隆 (3696)1346 S27.10.2

仏教系 天台宗 997 觀音院 124-0001 葛飾区小菅１－１９－１４ 旭　亮一 (3602)5315 S27.11.18

仏教系 高野山真言宗 4805 安養院 124-0013 葛飾区東立石３－２０－１２ 木原　智月 (3697)5367 S28.6.19

仏教系 真言宗智山派 3358 宝性寺 124-0006 葛飾区堀切４－５４－２ 小宮　照誠 (3602)0239 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3359 善福院 124-0011 葛飾区四つ木３－４－２９ 村磯  栄俊 (3691)4241 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3377 宝生院 125-0052 葛飾区柴又５－９－１８ 林　昭雄 (3657)0275 S28.2.23
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仏教系 真言宗智山派 3420 恵明寺 125-0061 葛飾区亀有３－３２－２５ 西川　俊英 (3602)3060 S28.2.20

仏教系 真言宗豊山派 2627 延命寺 125-0033 葛飾区東水元３－１８－１８ 町田　法博 (3607)6135 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2628 九品寺 124-0006 葛飾区堀切６－２２－１６ 松井　宥孝 (3602)3079 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2629 真勝院 125-0052 葛飾区柴又７－５－２８ 舎奈田　経夫 (3657)8448 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2630 光明寺 125-0061 葛飾区亀有３－４１－１１ 市橋  英幸 (3601)3744 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2631 慈眼寺 125-0061 葛飾区亀有２－５４－１５ 阿部　憲裕 (3602)4042 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2632 正覚寺 124-0001 葛飾区小菅１－３－６ 近藤　良悟 (3602)2815 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2633 金蓮院 125-0041 葛飾区東金町３－２３－１３ 鈴木　常英 (3607)3610 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2634 観蔵寺 125-0041 葛飾区東金町７－１－２ 鈴木　常孝 (3600)2726 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2635 観音寺 125-0062 葛飾区青戸７－３３－３ 小島　恵真 (3602)0568 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2636 慈眼院 124-0011 葛飾区四つ木４－１９－３３ 岩田　秀芳 (3691)2633 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2637 良観寺 125-0052 葛飾区柴又３－３３－１３ 香取　良一 (3607)7975 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2638 大圓寺 125-0042 葛飾区金町５－３０－６ 香取　良俊 (3607)8068 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2639 宝泉寺 125-0062 葛飾区青戸１－１８－１６ 早渡　雅樹 (3693)4279 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2640 醫王寺 125-0052 葛飾区柴又５－１３－６ 髙橋　清隆 (3658)9777 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2641 宝蓮寺 125-0051 葛飾区新宿２－１１－２２ 樋口  義恵 (3607)2505 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2643 正王寺 124-0006 葛飾区堀切５－２９－１４ 伊東　快聡 (3601)3998 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2644 南蔵院 124-0012 葛飾区立石８－４０－２５ 三浦　義章 (3691)0174 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2645 照明寺 124-0024 葛飾区新小岩３－１９－６ 小島　良弘 (3651)4808 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2646 正覚寺 124-0013 葛飾区東立石１－２０－２ 三浦　令子 (3691)3855 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2647 正福寺 124-0023 葛飾区東新小岩４－８－４ 南波　義弘 (3691)2801 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2648 輪福寺 125-0053 葛飾区鎌倉３－４６－１７ 南波　雅彦 (3658)4209 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2649 普賢寺 124-0004 葛飾区東堀切３－９－３ 釋　弘純 (3602)2925 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2650 極楽寺 124-0006 葛飾区堀切２－２５－２１ 藤堂　義就 (3697)3429 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2651 勝養寺 125-0062 葛飾区青戸３－２５－１４ 小林　理恵子（恵鶴） (3601)0593 S28.6.1
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仏教系 真言宗豊山派 2652 宝蔵院 125-0022 葛飾区奥戸８－５－１９ 柏原  慶純 (3696)0173 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2653 観蔵寺 125-0054 葛飾区高砂５－５－２ 若井  弘雅 (3607)3569 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2654 東覚寺 124-0021 葛飾区細田３－５－１０ 柏原　慶純 (3657)3877 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2655 妙厳寺 124-0022 葛飾区奥戸３－２８－１０ 橋本　長嗣 (3696)0415 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2656 西光寺 124-0005 葛飾区宝町２－１－１ 山田　光瑞 (3691)0706 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2657 遍照院 125-0032 葛飾区水元５－５－３３ 水野　義昭 (3607)4070 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2658 安福寺 125-0031 葛飾区西水元１－７－１９ 宇田川　弘勉 (3607)6800 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2659 宝持院 125-0062 葛飾区青戸８－１８－１８ 荒島  聖宏 (3690)5549 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2660 浄光院 125-0053 葛飾区鎌倉１－３１－４ 宇田川　恵紹 (3673)5362 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 2662 蓮蔵院 125-0033 葛飾区東水元２－３９－１０ 中川　祐聖 (3609)0658 S28.6.1

仏教系 真言宗豊山派 4280 東光寺 124-0025
葛飾区西新小岩５－２１－２
０

若井　義浩 (3691)0762 S28.11.18

仏教系 真言宗豊山派 6529 善紹寺 124-0022 葛飾区奥戸６－６－１２ 宇田川　弘勉 (3697)4767 S30.7.18

仏教系 真言宗豊山派 6931 大珠院 125-0053 葛飾区鎌倉４－４－３ 平林　幸壽 (3672)7982 S47.5.18

仏教系 新義真言宗 4608 上品寺 124-0023 葛飾区東新小岩７－８－２ 廣澤　正孝 (3691)3703 S28.10.18

仏教系 新義真言宗 4609 西円寺 124-0012 葛飾区立石８－５－１８ 関  康道 (3691)0012 S29.3.4

仏教系 新義真言宗 4610 延命寺 125-0062 葛飾区青戸８－２４－２９ 小林  隆猛 (3602)0496 S28.10.12

仏教系 新義真言宗 4611 長伝寺 125-0033 葛飾区東水元３－１６－１１ 荒巻　昌世 (3607)7830 S28.12.21

仏教系 浄土宗 774 大秀寺 125-0054 葛飾区高砂７－１３－４ 都築　玄昭 (3607)1304 S27.9.19

仏教系 浄土宗 777 圓藏寺 125-0031 葛飾区西水元３－１７－７ 岩田　智充 (3607)6185 S27.9.19

仏教系 浄土宗 778 法林寺 124-0031 葛飾区西水元６－１４－１８ 平野　拓也 (3608)1905 S27.9.19

仏教系 浄土宗 779 善養寺 125-0002 葛飾区西亀有３－４３－５ 加藤　広英 (3602)1623 S27.9.19

仏教系 浄土宗 780 源照寺 125-0054 葛飾区高砂７－１３－３４ 前野　晃堂 (3607)2338 S27.9.19

仏教系 浄土宗 781 光増寺 125-0041 葛飾区東金町６－２０－１７ 栞原　慎雄 (3607)0670 S27.9.19

仏教系 浄土宗 4191 法問寺 125-0062 葛飾区青戸６－１６－２０ 鈴木　智祐 (3602)1457 S28.4.21

仏教系 浄土宗 4192 専念寺 124-0022 葛飾区奥戸８－１０－１９ 耕野  孝随 (3691)2093 S28.4.21
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仏教系 浄土宗 4193 西念寺 125-0051 葛飾区新宿２－４－１３ 本荘  立雄 (3607)2996 S28.4.30

仏教系 浄土宗 4194 淨心寺 125-0051 葛飾区新宿２－２２－２０ 青山　凛南 (3608)4591 S28.4.21

仏教系 浄土宗 4195 香念寺 125-0061 葛飾区亀有２－４０－３ 下村　達郎 (3602)1287 S28.4.21

仏教系 浄土宗 4196 慶圓寺 125-0051 葛飾区新宿５－５－２ 石塚  息吹 (3607)0684 S28.4.30

仏教系 浄土宗 4220 貞巌寺 124-0012 葛飾区立石７－１１－２７ 中島　行雄 (3691)5945 S28.4.21

仏教系 浄土宗 200089 貞林院瑞正寺 125-0041 葛飾区東金町５－４６－５ 林　清方 (3627)3411 S27.9.19

仏教系
浄土真宗本願
寺派

883 正行寺 124-0011 葛飾区四つ木５－１５－２１ 秋山　昌子 (3693)4520 S27.10.20

仏教系
浄土真宗本願
寺派

884 淨泉寺 125-0063 葛飾区白鳥１－１０－６ 鈴木　康正 (3691)0318 S27.10.20

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2496 一樹寺 124-0012 葛飾区立石７－２５－１０ 有賀　良雄 (3697)5708 S27.10.20

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2510 隆照寺 124-0006 葛飾区堀切２－１０－５ 小柴　隆幸 (3693)6347 S27.12.19

仏教系 真宗大谷派 3551 宗念寺 124-0021 葛飾区細田４－１５－１ 永井　明輝 (3672)4994 S28.6.1

仏教系 真宗大谷派 3552 聞明寺 125-0054 葛飾区高砂７－２４－２８ 梅溪　秀覚 (3607)4996 S28.6.1

仏教系 真宗大谷派 3553 乗願寺 125-0054 葛飾区高砂８－３６－３ 鈴木　友好 (3607)8062 S28.6.1

仏教系 真宗大谷派 3557 蓮光寺 125-0061 葛飾区亀有１－２５－３１ 本多　雅人 (3601)2034 S28.6.1

仏教系 真宗大谷派 3558 長永寺 125-0061 葛飾区亀有５－１９－１３ 荒川　庸生 (3605)0478 S28.6.1

仏教系 真宗大谷派 4152 徳念寺 124-0012 葛飾区立石７－１１－３２ 金森  純 (3697)1391 S28.6.1

仏教系 真宗高田派 2366 林柔寺 124-0014
葛飾区東四つ木１－２３－１
２

長　祥隆 (3697)0812 S28.11.11

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3758 眞禪寺 124-0013 葛飾区東立石１－２２－３ 髙橋　昭教 (3691)1896 S28.6.24

仏教系
臨済宗円覚寺
派

1121 祥雲寺 125-0061 葛飾区亀有２－６４－１７ 後藤　政明 (3601)1643 S27.11.7

仏教系 曹洞宗 3834 崇福寺 125-0054 葛飾区高砂７－１３－１ 山根  寿隆 (3607)0316 S28.6.19

仏教系 曹洞宗 3845 理昌院 125-0054 葛飾区高砂７－２４－２５ 浅野　良孝 (3607)6231 S28.6.24

仏教系 曹洞宗 3860 見性寺 125-0061 葛飾区亀有５－５４－２５ 林　博明 (3605)3607 S28.6.24

仏教系 曹洞宗 4083 萬福寺 125-0052 葛飾区柴又６－１７－２０ 垣内  善勝 (3657)4588 S28.12.16

仏教系 日蓮宗 222 日蓮宗明正教会 125-0042 葛飾区金町３－４１－２ 町　行象 S27.7.16

仏教系 日蓮宗 224 日蓮宗南綾瀬教会 124-0000 葛飾区小谷野町４００ 奥村　義春 S27.7.16
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仏教系 日蓮宗 226 立増寺 125-0051 葛飾区新宿２－１０－２０ 白川　和之 (3607)1390 S27.7.16

仏教系 日蓮宗 227 蓮昌寺 124-0001 葛飾区小菅４－２０－３５ 勝呂　昌信 (3602)2916 S27.7.16

仏教系 日蓮宗 228 妙源寺 124-0006 葛飾区堀切３－２５－１６ 小林　順光 (3691)0030 S27.7.16

仏教系 日蓮宗 229 積善寺 124-0012 葛飾区立石４－２９－７ 林　貫恵 (3691)4246 S27.7.16

仏教系 日蓮宗 230 日蓮宗法德教会 124-0000 葛飾区西新小岩３－４－１１ 森作　妙芳 (3652)2426 S27.7.16

仏教系 日蓮宗 422 圓成寺 124-0025
葛飾区西新小岩５－２８－１
８

布施　慈宣 (3691)3681 S27.7.16

仏教系 日蓮宗 434 題経寺 125-0052 葛飾区柴又７－１０－３ 望月　洋靖 (3657)2886 S27.7.16

仏教系 日蓮宗 2542 信養寺 125-0041 葛飾区東金町４－３９－９ 小林　栄量 (3607)0931 S29.2.10

仏教系 日蓮宗 4761 妙法寺 124-0022 葛飾区奥戸８－１－１７ 髙橋　龍晟 (3691)3209 S28.11.10

仏教系 日蓮宗 4839 日蓮宗護国立正教会 125-0062 葛飾区青戸２－３－１ 久本　浩之 (3697)5440 S28.8.28

仏教系 日蓮宗 4957 山王院 125-0052 葛飾区柴又２－１－３１ 岡田　多民 (3607)1832 S28.12.21

仏教系 日蓮宗 6788 日蓮宗慈妙教会 124-0024 葛飾区新小岩４－２９－１４ 小林　賢光 (3652)4542 S39.10.16

仏教系 日蓮宗 6877 妙栄院 125-0054 葛飾区高砂５－４８－１８ 及川　浩正 (3607)2842 S43.9.20

仏教系 日蓮正宗 6960 常光寺 125-0041 葛飾区東金町１－３５－１２ 園田　司道 (5682)9177 S49.1.12

仏教系
法華宗（本門
流）

4587 信隆寺 124-0023
葛飾区東新小岩６－１５－１
１

佐藤　日賢 (3694)5054 S28.9.29

仏教系
法華宗（陣門
流）

4968 霊通寺 125-0041 葛飾区東金町４－２０－１１ 大島　　豊 (5699)8200 S28.12.25

仏教系 本門佛立宗 2283 信立寺 125-0052 葛飾区柴又３－１３－５ 川手　尋 (3608)0692 S27.10.20

仏教系
日本山妙法寺
大僧伽

3647 日本山妙法寺亀有小僧伽 124-0002 葛飾区西亀有２－１０－２３ 牧野　貞亮 (3602)7857 S29.4.12

仏教系 単立・仏教系 775 源寿院 124-0012 葛飾区立石７－１１－２５ 大野　竜昭 (3697)3819 S27.9.19

仏教系 単立・仏教系 2397 三大秘法実現教会 124-0006 葛飾区堀切１－１８－１５ 鵜野　功 (3697)1364 S29.3.22

仏教系 単立・仏教系 3554 證願寺 124-0012 葛飾区立石７－１１－３０ 春日  了 (3691)3346 S28.6.1

仏教系 単立・仏教系 3555 法善寺 124-0012 葛飾区立石７－１１－１１ 會谷  修孝 (3691)5735 S28.6.1

仏教系 単立・仏教系 6996 蓮華寺 125-0053 葛飾区鎌倉３－２８－１７ 泉澤　壽一 (3657)7920 S50.12.1

仏教系 単立・仏教系 7134 應無寺 124-0023 葛飾区東新小岩５－１０－４ 鈴木  雅勝 (3692)1116 S60.2.6

仏教系 単立・仏教系 7235 浄土真宗聞法閣大聖寺 125-0032 葛飾区水元５－１３－５ 白井　俊雄 (3670)1829 H11.10.15
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仏教系 単立・仏教系 7301 大光明寺 125-0054 葛飾区高砂２－１１－４ 小島　磨輝 (3671)9588 H21.11.30

キリスト教系 日本基督教団 4442 日本基督教団金町教会 125-0041 葛飾区東金町３－１７－６ 川名　基 (3607)3772 S28.9.4

キリスト教系 日本基督教団 6793 日本基督教団堀切教会 124-0006 葛飾区堀切３－３０－１２ 真鍋　孝幸 (3693)5317 S40.2.23

キリスト教系 日本基督教団 7346 日本基督教団水元教会 125-0032 葛飾区水元２－５－９ 藤垣　昭雄 (3607)0910 R1.6.18

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

4669 新小岩バプテスト教会 124-0025 葛飾区新小岩４－１１－１０ 川口　義雄 (3651)0413 S29.3.4

キリスト教系
日本ホーリネス
教団

6531
日本ホーリネス教団柴又教
会

125-0052 葛飾区柴又６－１２－１７ 栗原  義忠 (3657)2301 S30.8.20

キリスト教系
日本ホーリネス
教団

6566
日本ホーリネス教団本田教
会

124-0013 葛飾区東立石４－４８－５ 松島　信人 (3691)2448 S31.2.10

キリスト教系
単立・キリスト教
系

4516 亀有教会 125-0061 葛飾区亀有２－２７－３ 鈴木  靖尋 (3601)2730 S28.8.1

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6432 独立新生葛飾教会 124-0012 葛飾区立石２－２９－６ 加藤　惟一 (3693)8365 S29.7.30

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7236 エホバの証人の綾瀬会衆 125-0063 葛飾区白鳥４－１７－２９ 橋本　賢二 (5650)6481 H11.11.10

諸教 天理教 1470 天理教大美種分教会 125-0041 葛飾区東金町６－１－２７ 稲葉　和徳 (3609)4326 S28.4.20

諸教 天理教 1472 天理教上平井分教会 124-0025
葛飾区西新小岩５－１９－１
８

清水　修一 (3691)5508 S28.4.20

諸教 天理教 1474 天理教東土臺分教会 125-0042 葛飾区金町３－９－１６ 桜井　善規 (3608)3038 S28.4.20

諸教 天理教 1475 天理教本堀切分教会 124-0006 葛飾区堀切４－５１－６ 山中　雅仁 (3602)5690 S28.4.20

諸教 天理教 1476 天理教本高砂分教会 125-0052 葛飾区柴又１－２２－１６ 金子　千恵子 (3607)3570 S28.4.20

諸教 天理教 1477 天理教本龍分教会 124-0011 葛飾区四つ木２－８－９ 遠藤　幸一 (3697)3981 S28.4.20

諸教 天理教 1478 天理教本畑春分教会 124-0011 葛飾区四つ木４－２０－１９ 町田　春男 (3691)9184 S28.4.20

諸教 天理教 1479 天理教本導分教会 125-0033 葛飾区東水元２－３５－１６ 大畑　道雄 (3607)2460 S28.4.20

諸教 天理教 1480 天理教瑞柴分教会 125-0052 葛飾区柴又１－１８－２ 大髙　長生 (3607)5924 S28.4.20

諸教 天理教 1482 天理教飾本分教会 124-0025
葛飾区西新小岩４－４２－１
１

髙橋　宏明 048(728)6586 S28.4.20

諸教 天理教 1487 天理教本石金分教会 125-0042 葛飾区金町３－３７－１６ 井出　淸 (3607)3703 S28.4.20

諸教 天理教 1622 天理教大東眞分教会 124-0012 葛飾区立石８－９－１０ 鈴木　健造 (3697)7768 S28.4.17

諸教 天理教 1780 天理教本蓬來分教会 124-0021 葛飾区細田４－２８－２９ 蓬田　善弘 (3658)1262 S28.3.25

諸教 天理教 1939 天理教南玉分教会 125-0031 葛飾区西水元６－４－６ 杉本  孝作 (6315)0189 S28.3.27

諸教 天理教 1983 天理教大武藏分教会 124-0025 葛飾区西新小岩３－１６－６ 高橋　通夫 (3697)3424 S28.4.20
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諸教 天理教 1984 天理教綾錦分教会 124-0006 葛飾区堀切７－２５－７ 早川　明芳 (3602)5397 S28.4.20

諸教 天理教 1985 天理教奥戸分教会 124-0022 葛飾区奥戸２－１９－８ 田中　彰一 (3691)9751 S28.4.20

諸教 天理教 1986 天理教東亀有分教会 125-0061 葛飾区亀有２－２４－５ 清水　真伎子 (3601)4608 S28.4.20

諸教 天理教 1988 天理教金町分教会 125-0042 葛飾区金町５－１７－９ 関口　正司 (3600)9518 S28.4.20

諸教 天理教 1990 天理教本畑野分教会 124-0006 葛飾区堀切４－１１－７ 町田　睦子 (3693)4332 S28.4.20

諸教 天理教 1991 天理教南粋分教会 124-0006 葛飾区堀切５－２２－７ 伊藤　錦次 (3602)9400 S28.4.20

諸教 天理教 2030 天理教本薊分教会 124-0012 葛飾区立石８－４７－１３ 鳥海　貴之 (3691)5534 S28.4.20

諸教 天理教 5068 天理教本公正分教会 125-0035 葛飾区南水元２－１８－１５ 松岡　泰子 (3608)5328 S28.8.11

諸教 天理教 5076 天理教本濱中分教会 125-0053 葛飾区鎌倉４－２２－７ 川島　京子 (3657)7236 S28.4.20

諸教 天理教 5080 天理教南葛飾分教会 124-0024 葛飾区新小岩４－６－１ 齊藤　一 (3654)1030 S28.4.20

諸教 天理教 5096 天理教本順分教会 124-0012 葛飾区立石４－７－１０ 服部　裕 (3697)5678 S28.4.20

諸教 天理教 5124 天理教日帝分教会 125-0041 葛飾区東金町３－８－６ 羽成　守 (3607)1469 S28.4.20

諸教 天理教 6363 天理教本導齋分教会 125-0052 葛飾区柴又４－２２－７ 齊藤　紀一 (3671)8120 S29.1.11

諸教 天理教 6364 天理教本導栄分教会 125-0042 葛飾区金町２－１５－１４ 廣川　徳之 (3607)8275 S29.1.11

諸教 天理教 6365 天理教本導德分教会 125-0061 葛飾区亀有３－５３－６ 石井　明 (3602)3706 S29.1.11

諸教 天理教 6366 天理教春海分教会 125-0061 葛飾区亀有５－５４－２９ 中村　昭 (3605)5863 S29.1.11

諸教 天理教 6561 天理教本葛飾分教会 124-0003
葛飾区お花茶屋１－１１－１
４

杉浦　宏 (3602)9603 S30.11.26

諸教 天理教 6562 天理教本芝清分教会 125-0052 葛飾区柴又４－１９－３ 清　康雄 (3650)0595 S30.11.26

諸教 天理教 6683 天理教東野都分教会 124-0024 葛飾区新小岩２－１７－９ 河野　正則 (3652)8038 S34.4.30

諸教 天理教 6924 天理教大美国台分教会 125-0052 葛飾区柴又６－８－７ 中村　哲之 (3659)0511 S47.2.28

諸教 天理教 7026 天理教梅誠分教会 124-0023 葛飾区東新小岩３－６－１７ 引地　マサ子 (3696)6356 S52.3.1

諸教 天理教 7050 天理教本宇千分教会 125-0032 葛飾区水元５－５－１５ 齋藤　由子 (3609)0389 S53.8.29

諸教 天理教 7133 天理教本嬬川分教会 124-0014 葛飾区東四つ木３－２３－２ 牧野　茂久 (3696)1980 S60.2.5

諸教 天理教 7264 天理教関武東分教会 124-0005 葛飾区宝町２－１８－２ 古髙　弘道 (3693)4398 H14.12.17

諸教 天理教 200227 天理教東橋分教会 125-0042 葛飾区金町４－２０－１３ 菅谷　隆宏 (3607)2962 S28.4.17
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諸教 天理教 200324 天理教深川大教会 124-0011 葛飾区四つ木５－２－５ 木村　洋行 (3691)0007 S28.4.20

諸教 天理教 200352 天理教實東分教会 124-0012 葛飾区立石６－３５－１２ 三幣　輝子 (3691)6882 S28.4.20

諸教 天理教 302182 天理教平清水分教会 124-0011 葛飾区四つ木１－３９－１９ 中島　義之 (3697)7783 S27.8.11

諸教 単立・諸教 7295 天帝教 124-0024 葛飾区新小岩２－２３－５ 古舘　忠夫 (5607)9586 H20.12.10

神道系 神社本庁 3211 天祖神社 133-0051
江戸川区北小岩７－２８－１
９

関  晴由樹 (3657)6168 S29.4.19

神道系 神社本庁 3212 天祖神社 133-0051
江戸川区北小岩６－３９－２
２

関  晴由樹 (3657)6168 S29.4.19

神道系 神社本庁 3213 稲荷神社 133-0052
江戸川区東小岩５－１１－１
７

関  晴由樹 (3657)6168 S29.4.19

神道系 神社本庁 3214 天祖神社 133-0056 江戸川区南小岩４－１－１０ 関  晴由樹 (3657)6168 S29.4.19

神道系 神社本庁 3215 天祖神社 132-0035 江戸川区平井７－２８－５ 髙橋　晃祐 (3602)4522 S29.4.9

神道系 神社本庁 5231 北野神社 133-0051 江戸川区北小岩３－２３－３ 香山　伸一 (3607)4560 S28.10.14

神道系 神社本庁 5581 白髭神社 132-0033
江戸川区東小松川３－７－
２０

秋元  繁夫 (3680)0025 S29.4.9

神道系 神社本庁 5582 八幡神社 134-0088 江戸川区西葛西２－１－２６ 秋元  繁夫 (3680)0025 S29.4.9

神道系 神社本庁 5583 諏訪神社 132-0035 江戸川区平井６－１７－３６ 秋元　克美 (3612)1374 S29.4.9

神道系 神社本庁 5584 香取神社 132-0021 江戸川区中央４－２５－１８ 秋元  繁夫 (3680)0025 S29.4.9

神道系 神社本庁 5585 天祖神社 132-0032 江戸川区西小松川町１－３ 秋元　克美 (3651)1822 S29.4.9

神道系 神社本庁 5586 稲荷神社 132-0032
江戸川区西小松川町２９－
２

秋元　克美 (3651)1822 S29.4.22

神道系 神社本庁 5587 稲荷神社 132-0025 江戸川区松江１－１－７ 秋元  繁夫 (3680)0025 S29.4.9

神道系 神社本庁 5588 小松川神社 132-0034 江戸川区小松川３－１－２ 秋元  繁夫 (3680)0025 S29.4.9

神道系 神社本庁 5590 稲荷神社 134-0081
江戸川区北葛西４－２４－１
６

秋元  繁夫 (3680)0025 S29.4.9

神道系 神社本庁 5592 八幡神社 133-0051
江戸川区北小岩８－２３－１
９

関  晴由樹 (3657)6168 S29.4.19

神道系 神社本庁 5593 天祖神社 133-0056
江戸川区南小岩６－１６－２
７

関  晴由樹 (3657)6168 S29.4.19

神道系 神社本庁 5650 稲荷神社 134-0013 江戸川区江戸川５－２８－１ 亀井  瑞雄 (3655)8980 S29.4.9

神道系 神社本庁 5651 天祖神社 132-0003
江戸川区春江町２－４２－２
０

亀井  咲耶 (3655)8980 S29.4.9

神道系 神社本庁 5655 豊田神社 132-0014 江戸川区東瑞江１－１８－１ 亀井  咲耶 (3655)8980 S29.4.9

神道系 神社本庁 5656 香取神社 134-0084
江戸川区東葛西１－４５－２
９

亀井　和泉 (3655)8980 S29.4.9
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神道系 神社本庁 5657 天祖神社 133-0065
江戸川区南篠崎町２－５４
－１５

亀井  和泉 (3655)8980 S29.4.9

神道系 神社本庁 5683 天祖神社 134-0084 江戸川区東葛西９－５－１ 森　　信夫 (5676)0846 S29.4.9

神道系 神社本庁 5684 水神社 134-0084 江戸川区東葛西８－５－１２ 森　　信夫 (5676)0846 S29.4.9

神道系 神社本庁 5685 香取神社 134-0084
江戸川区東葛西４－３８－１
１

森　　信夫　　　 (5676)0846 S29.4.9

神道系 神社本庁 5686 稲荷神社 134-0091 江戸川区船堀１－１－５ 森　  信夫 (5676)0846 S29.4.9

神道系 神社本庁 5687 日枝神社 134-0091 江戸川区船堀６－７－２３ 森　　信夫 (5676)0846 S29.4.9

神道系 神社本庁 5688 香取神社 134-0083
江戸川区中葛西５－３６－１
８

森　　信夫 (5676)0846 S29.4.9

神道系 神社本庁 5728 天祖神社 133-0051 江戸川区北小岩５－１７－２ 関  晴由樹 (3657)6168 S29.4.19

神道系 神社本庁 5729 小岩神社 133-0052
江戸川区東小岩６－１５－１
５

関  晴由樹 (3657)6168 S29.4.19

神道系 神社本庁 5734 桑川神社 134-0084
江戸川区東葛西１－２３－１
９

加藤　明 (3680)2070 S29.4.9

神道系 神社本庁 5892 鹿島神社 133-0072 江戸川区鹿骨４－９－１７ 村瀬　光一 (3679)6183 S29.4.9

神道系 神社本庁 5893 天祖神社 133-0043 江戸川区松本２－３７－２３ 村瀬  光一 (3679)6183 S29.4.9

神道系 神社本庁 5914 天祖神社 133-0052 江戸川区東小岩１－３２－３ 村瀬　光一 (3679)6183 S29.4.9

神道系 神社本庁 5916 白髭神社 132-0024
江戸川区一之江７－１９－２
０

亀井  咲耶 (3685)9216 S29.4.9

神道系 神社本庁 5917 前川神社 132-0013 江戸川区江戸川１－６－１ 亀井　和泉 (3655)8980 S29.4.9

神道系 神社本庁 5921 熊野神社 134-0013 江戸川区江戸川５－７－６ 亀井  咲耶 (3655)8980 S29.4.9

神道系 神社本庁 5922 天祖神社 132-0024 江戸川区一之江１－９－５ 亀井  咲耶 (3655)8980 S29.4.9

神道系 神社本庁 5924 天祖神社 132-0022 江戸川区大杉１－２２－１ 亀井　素木 (3652)7409 S29.4.9

神道系 神社本庁 5954 日枝神社 132-0024 江戸川区一之江１－５－２ 亀井  咲耶 (3655)8980 S29.4.9

神道系 神社本庁 5958 浅間神社 133-0054
江戸川区上篠崎１－２２－３
１

村瀬　光一 (3679)6183 S29.4.22

神道系 神社本庁 5960 香取神社 132-0023
江戸川区西一之江３－３５
－２２

村瀬　光一 (3679)6183 S29.4.22

神道系 神社本庁 5961 稲荷神社 134-0081
江戸川区北葛西１－１６－５
１

村瀬　光一 (3679)6183 S29.4.22

神道系 神社本庁 5962 日枝神社 132-0002
江戸川区谷河内１－１５－２
０

村瀬　光一 (3679)6183 S29.4.22

神道系 神社本庁 5975 稲荷神社 134-0083
江戸川区中葛西５－２８－１
０

森　信夫 （5676)0846 S29.4.9

神道系 神社本庁 5976 三島神社 132-0025 江戸川区松江６－１０－３ 森　信夫 (5676)0846 S29.4.9
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神道系 神社本庁 5977 八幡神社 134-0084 江戸川区東葛西６－２４－９ 森　信夫 (5676)0846 S29.4.9

神道系 神社本庁 5982 稲荷神社 134-0084 江戸川区東葛西６－２４－９ 森　信夫 (5676)0846 S29.4.9

神道系 神社本庁 200017 香取神社 132-0021 江戸川区中央４－５－２３ 亀井　咲耶 (3655)8980 S29.4.9

神道系 神社本庁 200050 興之宮神社 132-0000 江戸川区興宮町１８－２６ 亀井  咲耶 (3655)8980 S29.4.9

神道系 神社本庁 200051 天祖神社 133-0044
江戸川区本一色１－１１－２
５

亀井  咲耶 (3655)8980 S29.4.19

神道系 神社本庁 200057 香取神社 132-0013 江戸川区江戸川３－４４－８ 亀井  咲耶 (3655)8980 S29.4.19

神道系 神社本庁 200060 二之江神社 134-0013 江戸川区江戸川６－４４－１ 亀井  咲耶 (3655)8980 S29.4.19

神道系 神社本庁 200093 白髭神社 132-0035 江戸川区平井２－３－４ 秋元  繁夫 (3680)0025 S29.4.9

神道系 神社本庁 200108 天祖神社 133-0057 江戸川区西小岩２－２－８ 亀井  咲耶 (3655)8980 S29.4.9

神道系 神社本庁 200118 香取神社 134-0084
江戸川区東葛西２－３４－２
０

加藤　明 (3680)2070 S29.4.9

神道系 天善教 6188 天善教江戸川大教会 132-0024 江戸川区一之江５－５－７ 小澤　七郎 (3651)7930 S28.11.17

神道系 扶桑教 2453 扶桑教割菱八行講教会 132-0014 江戸川区東瑞江２－２７ 秋元　瑞穂 (3679)3553 S29.1.20

神道系 金光教 6574 金光教江戸川教会 134-0091 江戸川区船堀７－７－２０ 原田　敏 (3804)6133 S31.3.2

神道系 単立・神道系 440 大山の神教 132-0033
江戸川区東小松川３－３６２
４

亀井　京子 (5398)7831 S27.7.10

神道系 単立・神道系 6616 興玉一心神社 132-0024
江戸川区一之江３－２１－１
０

梅原　正敬 (5663)0033 S31.12.19

仏教系 天台宗 969 成就寺 132-0035 江戸川区平井１－２４－３３ 板倉　慈愼 (3681)8085 S28.1.7

仏教系 天台宗 987 最勝寺 132-0035 江戸川区平井１－２５－３２ 山田　俊和 (3681)7857 S28.1.7

仏教系 高野山真言宗 6888 慶乗院 133-0073 江戸川区上篠崎４－８－１９ 大森　龍全 (3670)5031 S44.5.31

仏教系
真言宗泉涌寺
派

306882 唐泉寺 133-0051
江戸川区北小岩７－１０－１
０

定金　豊圓 (3658)4192 H6.12.26

仏教系 真言宗豊山派 2721 善養寺 133-0052 江戸川区東小岩２－２４－２ 名取  玄喜 (3657)6692 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2722 無量寺 133-0061 江戸川区篠崎町３－５－１５ 笹岡　弘隆 (3679)3423 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2723 善照寺 132-0033
江戸川区東小松川３－３－
１９

南合  征之 (3651)8878 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2724 圓福寺 132-0023
江戸川区西一之江３－２８
－１３

福永　恵子 (3656)5747 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2725 光照寺 133-0044
江戸川区本一色３－１６－２
８

廣嶋　圭紀 (3655)0067 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2727 安養寺 132-0035 江戸川区平井６－５３－１ 秋山  秀阿 (3611)0511 S28.1.17
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仏教系 真言宗豊山派 2728 正養寺 132-0035 江戸川区平井２－５－１８ 阿部  秀元 (3681)4004 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2729 永福寺 132-0033
江戸川区東小松川２－１－
１５

白井  秀乘 (3651)3505 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2730 西光寺 133-0065
江戸川区南篠崎町１－１－
２４

安井　俊行 (3679)3627 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2731 寶積院 132-0033
江戸川区東小松川２－１－
１６

佐々木　敞一 (3652)4238 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2732 圓勝院 133-0073 江戸川区鹿骨１－２５－２３ 山田　英紀 (3679)6333 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2733 円蔵院 133-0056
江戸川区南小岩６－１６－２
８

深野  隆弘 (3658)0301 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2734 勝曼寺 132-0001 江戸川区新堀１－９－１２ 田口  良照 (3679)6650 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2735 西蓮寺 132-0033
江戸川区東小松川２－９－
１３

池上  良子 (3651)3742 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2736 自性院 134-0084
江戸川区東葛西２－３０－２
０

秋山　秀健 (3687)0696 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2737 真福寺 134-0013 江戸川区江戸川４－２３ 笹岡  正身 (3653)5855 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2738 萬福寺 133-0052 江戸川区東小岩２－２－４ 高野  宥生 (3672)4935 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2739 十念寺 133-0051
江戸川区北小岩５－２７－１
６

田中  文雄 (3671)5955 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2740 真光院 133-0051 江戸川区北小岩４－４１－６ 藤田　祐俊 (3657)8140 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2741 妙音寺 132-0024 江戸川区一之江５－８－２０ 須賀　賢三 (3651)1677 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2742 光藏寺 133-0043 江戸川区松本２－３１－１１ 今井　弘善 (3653)0735 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2743 正真寺 133-0051 江戸川区北小岩７－２７－５ 田嶋　光寿 (3675)1965 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2744 泉福寺 132-0034
江戸川区東小松川２－７－
１７

岡田　隆法 (3652)9428 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2745 正蔵院 133-0041
江戸川区上一色３－３０－１
７

名児耶　照教 (3651)8796 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2746 東福院 132-0031 江戸川区松島３－３８－１８ 藤原　静海 (3651)3849 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2747 真蔵院 134-0084 江戸川区東葛西４－３８－９ 東野　一丸 (3680)4853 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2748 東善寺 132-0025 江戸川区松江１－４－４ 三谷　順秀 (3651)8985 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2749 東養寺 133-0052 江戸川区東小岩２－５－９ 大川　滋道 (3657)8466 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2750 寳林寺 133-0051
江戸川区北小岩３－２３－１
１

猪狩　正貴 (3659)6072 S27.12.16

仏教系 真言宗豊山派 2751 薬王寺 132-0024 江戸川区一之江５－１７－４ 須賀　賢三 (3651)1677 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2752 龍光寺 134-0081 江戸川区北葛西４－２２－９ 高橋　秋彦 (3689)4910 S28.1.17
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仏教系 真言宗豊山派 2753 正徳寺 132-0033
江戸川区東小松川３－１０
－１７

川田  聖戍 (3651)4216 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2754 東善寺 134-0084
江戸川区東葛西２－２９－２
１

横山  良誉 (3680)7691 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2755 光明寺 134-0091 江戸川区船堀６－８－１８ 高橋　亮介 (3680)6347 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 2756 不動院 132-0013 江戸川区江戸川１－２２ 安井  詔明 (3678)0975 S28.1.17

仏教系 真言宗豊山派 7195 密蔵院 133-0073 江戸川区鹿骨４－２－３ 名取  芳彦 (3676)0702 H2.9.27

仏教系 真言宗豊山派 200066 昇覚寺 134-0084
江戸川区東葛西７－２３－１
７

小寺　義人 (3680)1005 S28.1.17

仏教系 新義真言宗 4613 圓照寺 132-0013 江戸川区江戸川３－４３－９ 清水　光洋 (3670)1022 S28.10.13

仏教系 新義真言宗 4614 正圓寺 134-0084 江戸川区東葛西３－４－２２ 赤塚　明保 (3689)0727 S28.10.19

仏教系 新義真言宗 4615 蓮華寺 134-0013 江戸川区江戸川６－４ 牛田　教隆 (3686)5609 S29.2.16

仏教系 新義真言宗 4616 光福寺 132-0031 江戸川区松島１－９－２４ 高橋  盛雄 (3652)4260 S28.10.20

仏教系 新義真言宗 7076 正応寺 134-0083
江戸川区中葛西５－３６－１
７

赤塚　明保 (3675)3926 S55.7.17

仏教系 浄土宗 503 長谷院 133-0043 江戸川区松本  ２－１５－１ 大橋　英明 (3655)4194 S27.9.24

仏教系 浄土宗 681 法龍寺 134-0091 江戸川区船堀６－９－３０ 木本　龍道 (3689)0348 S27.10.2

仏教系 浄土宗 682 安楽寺 134-0081
江戸川区北葛西１－２５－１
６

伊藤　顕翁 (3689)0976 S27.10.2

仏教系 浄土宗 683 法蓮寺 134-0081 江戸川区北葛西４－５－１８ 北川　汪二 (3680)0620 S27.10.2

仏教系 浄土宗 684 源法寺 132-0033
江戸川区東小松川２－１６
－１９

土谷　泰史 (3651)3988 S27.10.2

仏教系 浄土宗 685 法然寺 134-0091 江戸川区船堀２－１０－１０ 大谷　秀穂 (3689)0819 S27.10.2

仏教系 浄土宗 686 壽光院 132-0033
江戸川区東小松川２－５－
１２

大河内　秀人 (3651)3175 S27.10.2

仏教系 浄土宗 687 仲臺院 132-0032
江戸川区西小松川町１１－
１７

堀江　成典 (3656)2640 S27.10.2

仏教系 浄土宗 688 稱専寺 134-0084
江戸川区東葛西１－３８－２
３

中川　靖英 (3689)1441 S27.10.2

仏教系 浄土宗 689 智光院 134-0084 江戸川区東葛西３－１４－３ 中川　靖英 (3680)2686 S27.10.2

仏教系 浄土宗 690 清光寺 134-0084 江戸川区東葛西３－３－１６ 吉田　宏昭 (3680)6651 S27.10.2

仏教系 浄土宗 691 泉福寺 132-0014 江戸川区東瑞江２－２０－１ 杉田　光寿 (3679)1576 S27.10.2

仏教系 浄土宗 692 法養寺 132-0023
江戸川区西一之江３－３３
－１

奥平　康照 (3651)6877 S27.10.2

仏教系 浄土宗 693 安養寺 132-0014 江戸川区東瑞江２－８－１７ 渡部　信教 (3670)6010 S27.10.2
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仏教系 浄土宗 694 大雲寺 132-0015 江戸川区瑞江４－１１－５ 西城　宗隆 (3679)5748 S27.10.2

仏教系 浄土宗 695 明福寺 132-0013 江戸川区江戸川３－８－１ 福井　徹人　 (3670)0134 S27.10.2

仏教系 浄土宗 696 淨興寺 132-0013 江戸川区江戸川３－２２－５ 西土　真芳 (3677)5621 S27.10.2

仏教系 浄土宗 697 金蔵寺 132-0013 江戸川区江戸川３－２３ 荒木　昌道 (3670)9643 S27.10.2

仏教系 浄土宗 698 誠心寺 132-0013 江戸川区江戸川３－５０ 荒木　良道 (3679)0984 S27.10.2

仏教系 浄土宗 699 西光寺 134-0013 江戸川区江戸川４－２４－８ 杉田　悠剛 (3651)4249 S27.10.2

仏教系
浄土真宗本願
寺派

885 善通寺 132-0035 江戸川区平井１－２５－３８ 長沼　賢一 (3681)7929 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2497 顕正寺 133-0051 江戸川区北小岩２－１８－７ 星　乗雄 (3657)8055 S27.11.18

仏教系 真宗大谷派 6476 正見寺 132-0025 江戸川区松江２－２４－７ 伊與田  兼明 (3651)9308 S29.12.11

仏教系 曹洞宗 4036 梵音寺 132-0000
江戸川区東葛西２－２８－１
６

清水  義道 (3680)1351 S28.6.26

仏教系 曹洞宗 4051 道了寺 132-0035 江戸川区平井４－１３－３ 長島　泰明 (3681)6783 S31.1.13

仏教系 曹洞宗 4967 興聖寺 133-0056
江戸川区南小岩７－２０－１
７

和賀　寛有 (3657)0256 S29.2.12

仏教系 曹洞宗 6441 円明寺 132-0021 江戸川区中央３－１１－２０ 田中　徹定 (3651)6871 S29.8.30

仏教系 黄檗宗 1847 寿昌院 133-0043 江戸川区松本１－９－１４ 笹井　崇司 (3652)7562 S27.11.18

仏教系 黄檗宗 1848 泰耀寺 133-0071 江戸川区東松本１－３－３ 矢田　　俊 (3657)0422 S27.11.18

仏教系 黄檗宗 1852 廣済寺 134-0003 江戸川区春江町４－２３ 武田　英勢 (3653)4345 S27.11.18

仏教系 日蓮宗 280 深妙寺 132-0035 江戸川区平井４－１７－２ 岩城　是海 (3682)3018 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 281 城立寺 132-0003
江戸川区春江町２－３９－２
８

吉田　英修 (3670)8914 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 282 妙勝寺 134-0013 江戸川区江戸川６－７ 髙松　孝行 (3680)5608 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 283 妙勝寺 133-0054
江戸川区上篠崎１－２３－１
４

渡邉　哲浩 (3679)6849 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 284 大法寺 132-0035 江戸川区平井１－２５－３７ 春日　光昭 (3681)8395 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 285 妙光寺 134-0013 江戸川区江戸川６－１６－５ 阿部　泰雄 (3680)0952 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 286 妙泉寺 132-0002 江戸川区谷河内１－６－１２ 鈴木　英成 (3679)4924 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 287 妙蓮寺 134-0083 江戸川区中葛西１－５－１４ 野口　泰宏 (3680)2037 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 288 本城寺 133-0073 江戸川区鹿骨４－２０－１ 久德　一英 (3679)2440 S27.10.2
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仏教系 日蓮宗 289 妙光寺 132-0035 江戸川区平井６－１２－９ 今村　隆正 (3612)4016 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 290 常龍寺 134-0013 江戸川区江戸川６－１５ 野口　慈教 (3688)5463 S30.10.3

仏教系 日蓮宗 291 蓮性坊 134-0013 江戸川区江戸川６－７ 髙松　由華 (3688)8085 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 292 本藏寺 133-0051
江戸川区北小岩３－２２－１
９

馬場　玄翔 (3659)6055 S27.11.7

仏教系 日蓮宗 293 長勝寺 132-0024
江戸川区一之江６－１９－１
５

田村　宏順 (3651)0225 S27.11.7

仏教系 日蓮宗 294 要法寺 133-0053
江戸川区北篠崎２－１３－１
７

小山内　功静 (3679)4247 S27.11.7

仏教系 日蓮宗 295 常福寺 133-0041
江戸川区上一色３－２１－１
２

塚田　貫康 (3651)8788 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 296 妙覚寺 132-0024
江戸川区一之江６－１９－１
０

露木　正道 (3651)6207 S27.11.7

仏教系 日蓮宗 297 宣要寺 133-0051
江戸川区北小岩２－３７－１
５

成川　文應 (3657)5937 S27.11.7

仏教系 日蓮宗 307 善徳寺 134-0084 江戸川区東葛西３－９－１７ 矢島　哲良 (3689)0514 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 309 善慶寺 133-0051
江戸川区北小岩６－３４－２
０

髙崎　昭龍 (3657)4831 S27.10.2

仏教系 日蓮宗 331 感應寺 132-0024
江戸川区一之江７－２３－１
１

新井　貫厚 (3651)9244 S27.10.2

仏教系 日蓮正宗 4990 白蓮院 133-0051 江戸川区北小岩５－７－１５ 夏井　育道 (3650)1055 S29.4.16

仏教系 日蓮正宗 7162 大護寺 132-0023
江戸川区西一之江４－６－
５

原　道準 (3652)8520 S63.8.10

仏教系 本門佛立宗 2278 清秀寺 132-0035 江戸川区平井２－１４－９ 岡本  誠教（日苑） (3685)1911 S27.10.31

仏教系 本門佛立宗 2280 妙要寺 133-0056
江戸川区南小岩３－１４－１
１

小林　真 (3657)4214 S27.10.31

キリスト教系 日本基督教団 21
日本基督教団小岩愛泉教
会

133-0051
江戸川区北小岩２－２０－１
８

菅原　祐治 (5693)4886 S27.7.18

キリスト教系 日本基督教団 4447 日本基督教団小岩教会 133-0052 江戸川区東小岩３－７－６ 川島　隆一 (3657)4543 S28.5.18

キリスト教系 日本基督教団 4938 日本基督教団江戸川教会 133-0057 江戸川区西小岩４－１４－３ 池田　多実男 (3657)6152 S28.5.25

キリスト教系 日本基督教団 6628 日本基督教団西荒川教会 132-0034 江戸川区小松川４－８８－４ ｴﾊﾞｰﾄ･ｵｽﾞﾊﾞｰﾝ (3681)2517 S32.4.20

キリスト教系 日本基督教団 6911
日本基督教団江戸川松江
教会

132-0033
江戸川区東小松川２－２３
－６

山下  泰嗣 (3652)3658 S46.1.25

キリスト教系 日本基督教団 7090
日本基督教団東京シオン教
会

132-0013 江戸川区江戸川１－２８－８ 五味　明子 (3670)1194 S56.8.21

キリスト教系
日本福音ルーテ
ル教会

4685
日本福音ルーテル小岩教
会

133-0056 江戸川区南小岩３－６－８ 内藤　文子 (3657)3326 S28.8.13

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

7335
日本バプテスト篠崎キリスト
教会

133-0065
江戸川区南篠崎町１－２８
－１５

川口　通治 (3678)5243 H27.12.14

キリスト教系
日本ナザレン教
団

7049 日本ナザレン教団小岩教会 133-0056 江戸川区南小岩５－９－２０ 中村　文子 (3658)0735 S53.8.2
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キリスト教系
単立・キリスト教
系

3688 小岩四恩キリスト教会 133-0052 江戸川区東小岩６－９－１ 西村  信 (3657)5204 S28.10.17

諸教 天理教 1488 天理教京實分教会 132-0031 江戸川区松島２－２－９ 柴田　直明 (3652)1013 S28.5.4

諸教 天理教 1489 天理教本芝喜分教会 133-0052 江戸川区東小岩４－３－１３ 村上  肇 (3657)9426 S28.5.4

諸教 天理教 1490 天理教秩東分教会 133-0051 江戸川区北小岩２－７－１５ 新井　穣 (6379)6810 S28.5.4

諸教 天理教 1492 天理教東桑分教会 134-0084
江戸川区東葛西１－３７－１
３

増田  幸吉 (3687)1703 S28.5.27

諸教 天理教 1493 天理教大明陽分教会 132-0013 江戸川区江戸川３－２８－８ 平野　慶一 (3670)1735 S28.5.4

諸教 天理教 1495 天理教本飾藤分教会 134-0083 江戸川区中葛西８－１０－５ 保戸田　芳徳 (3688)1939 S28.5.4

諸教 天理教 1496 天理教本飾分教会 134-0081 江戸川区北葛西１－４－１９ 保戸田　英一 (3680)5054 S28.5.27

諸教 天理教 1497 天理教瑞保分教会 132-0031 江戸川区松島１－１４－３ 三橋  陽司 (3651)4951 S28.5.4

諸教 天理教 1498 天理教本界分教会 132-0022 江戸川区大杉２－１９－１５ 野口  茂 (3652)1590 S28.5.16

諸教 天理教 1499 天理教本瑞分教会 134-0003
江戸川区一之江８－１２－１
５

三戸部　聡司 (3656)3771 S28.5.4

諸教 天理教 1501 天理教本南栄分教会 132-0031 江戸川区松島１－７－１３ 秋山　和久 (3651)7937 S28.5.4

諸教 天理教 1505 天理教深海分教会 132-0025 江戸川区松江７－１３－１６ 早川  岩助 (3651)5660 S28.5.4

諸教 天理教 1509 天理教中江堀分教会 132-0023
江戸川区西一之江２－１３
－２０

安井　要一 (3652)6983 S28.5.27

諸教 天理教 1510 天理教小松川分教会 133-0061
江戸川区篠崎町２－６２－１
４

安井　弘次 (3676)9633 S28.5.27

諸教 天理教 1511 天理教瑞江分教会 134-0013 江戸川区江戸川６－３０－３ 岸川　貴子 (3680)7017 S28.5.4

諸教 天理教 1512 天理教晋富分教会 132-0035 江戸川区平井１－２６－１１ 富永　正昭 (3682)4827 S28.5.4

諸教 天理教 2041 天理教葛飾分教会 132-0035 江戸川区平井６－１９－１７ 星野　欣也 (3613)6573 S28.5.4

諸教 天理教 6361 天理教本瑞裕分教会 133-0044 江戸川区本一色２－４－１９ 内野　裕董 (3651)4540 S29.1.11

諸教 天理教 6370 天理教東大岩分教会 132-0022 江戸川区大杉３－２２－１８ 岩崎　榮 (3652)0805 S29.2.24

諸教 天理教 6375 天理教本仁分教会 133-0057
江戸川区西小岩１－２０－１
５

白井  恵子 (3658)9031 S29.2.24

諸教 天理教 6575 天理教本宮田分教会 133-0057
江戸川区西小岩１－２９－１
０

舛岡  和夫 (3657)0374 S30.12.22

諸教 天理教 6965 天理教首府分教会 134-0015 江戸川区西瑞江５－１３－４ 天満  信久 (3680)6922 S49.4.30

諸教 天理教 200087 天理教江戸分教会 133-0052 江戸川区東小岩６－２０－８ 山本  繁雄 (3650)5260 S29.2.24

諸教 天理教 200314 天理教本南分教会 132-0035 江戸川区平井４－１８－２３ 吉田　守利 (3681)2747 S28.3.26
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諸教 天理教 200337 天理教小岩分教会 133-0051 江戸川区北小岩４－３７－３ 戸井田  文雄 (3659)8206 S28.5.4

神道系 神社本庁 2899 浅川神社 193-0841
八王子市裏高尾町１７９７－
２

小松　春義 042(622)7634 S29.3.24

神道系 神社本庁 2900 榛名神社 193-0943 八王子市寺田町８３８ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.26

神道系 神社本庁 2901 小山神社 193-0841 八王子市裏高尾町１１９４ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.26

神道系 神社本庁 2902 神明神社 193-0841 八王子市裏高尾町２０５ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.26

神道系 神社本庁 2903 御室社 193-0844 八王子市高尾町１８８９ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.26

神道系 神社本庁 2904 貴布祢社 193-0846 八王子市南浅川町３０６２ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.26

神道系 神社本庁 2905 諏訪神社 193-0812 八王子市諏訪町１ 大野  定継 042(651)5924 S29.3.31

神道系 神社本庁 2906 西玉神社 192-0022 八王子市平町４１４ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.30

神道系 神社本庁 2907 日月神社 192-0034 八王子市大谷町２４７ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2908 日吉神社 193-0823 八王子市横川町９５５ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2909 日光神社 192-0907 八王子市長房町１３０５ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2910 山王神社 192-0907 八王子市長房町２３６ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2911 十二社 193-0834 八王子市東浅川町６５６ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2912 若宮八幡神社 193-0841 八王子市裏高尾町７５１ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2913 熊野社 193-0834 八王子市東浅川町１１０５ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.30

神道系 神社本庁 2914 氷川神社 193-0844 八王子市高尾町２２５８ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.30

神道系 神社本庁 2915 菅原社 192-0153 八王子市西寺方町６１３ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.30

神道系 神社本庁 2916 御嶽神社 193-0802 八王子市犬目町９２５ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2917 日枝神社 193-0801 八王子市川口町１１５３ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2918 日枝神社 192-0152 八王子市美山町２４５ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2919 鹿島社 193-0803 八王子市楢原町２７３ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.30

神道系 神社本庁 2920 日枝神社 193-0803 八王子市楢原町８１５ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.30

神道系 神社本庁 2921 神明神社 193-0801 八王子市川口町１９８４ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.30

神道系 神社本庁 2922 琴平神社 192-0152 八王子市美山町９７７ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31
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神道系 神社本庁 2923 白山神社 193-0801 八王子市川口町３２３ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2924 八幡神社 193-0801 八王子市川口町２４７４ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.30

神道系 神社本庁 2925 神明神社 192-0011 八王子市滝山町２－１３６ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2926 天神神社 192-0013 八王子市梅坪町２６６ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2927 八幡神社 192-0002 八王子市高月町１１９７ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2928 七社神社 192-0016 八王子市谷野町７６３ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 2929 勝手神社 192-0004 八王子市加住町１－１１ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 3184 子安神社 192-0046 八王子市明神町４－１０－３ 松宮　兼房 042(642)2550 S29.3.30

神道系 神社本庁 3192 市守大鳥神社 192-0081 八王子市横山町２５－３ 柚井  正道 042(623)0720 S29.3.23

神道系 神社本庁 3193 永福稲荷神社 192-0065 八王子市新町５－５ 柚井　正道 042(623)0720 S29.3.23

神道系 神社本庁 3194 天満神社 192-0902 八王子市上野町１ 柚井　正道 042(623)0720 S29.3.23

神道系 神社本庁 3195 高宰神社 193-0832 八王子市散田町５－３６－７ 柚井　正道 042(623)0720 S29.3.23

神道系 神社本庁 3196 八幡八雲神社 192-0063
八王子市元横山町２－１５
－２７

柚井　正道 042(623)0720 S29.3.23

神道系 神社本庁 3197 厄除神社 192-0011 八王子市滝山町１－６７ 柚井　正道 042(623)0720 S29.3.23

神道系 神社本庁 3198 浅間神社 193-0931 八王子市台町２－２－３ 柚井　正道 042(623)0720 S29.3.23

神道系 神社本庁 5567 御嶽神社 192-0154 八王子市下恩方町９４２ 高井  住和 042(651)3880 S29.3.30

神道系 神社本庁 5568 秋葉神社 192-0154 八王子市下恩方町１９７４ 高井  住和 042(651)3880 S29.3.30

神道系 神社本庁 5569 熊野神社 192-0156 八王子市上恩方町３４２９ 高井  住和 042(651)3880 S29.3.30

神道系 神社本庁 5570 天神社 192-0156 八王子市上恩方町８８４ 高井  住和 042(651)3880 S29.3.30

神道系 神社本庁 5572 稲荷神社 193-0831 八王子市並木町２４－１７ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.30

神道系 神社本庁 5608 住吉神社 193-0815 八王子市叶谷町１０７２ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 5609 八幡社 192-0911 八王子市打越町１３６５ 鈴木　俊子 042(642)3980 S29.3.29

神道系 神社本庁 5610 六社宮 192-0907 八王子市長沼町５９０ 鈴木　俊子 042(642)3980 S29.3.29

神道系 神社本庁 5634 八坂神社 192-0906 八王子市北野町７６ 鈴木　俊子 042(642)3980 S29.3.29

神道系 神社本庁 5635 日枝神社 192-0363 八王子市別所２２１ 井上  良胤 042(797)3559 S29.3.31
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神道系 神社本庁 5636 北八幡神社 192-0355
八王子市堀之内２６号２０３
９

井上  良胤 042(797)3559 S29.3.31

神道系 神社本庁 5637 御嶽神社 192-0154 八王子市下柚木１４８ 井上  良胤 042(797)3559 S29.3.27

神道系 神社本庁 5638 愛宕神社 192-0373
八王子市上柚木11号１１０３
－３

井上  良胤 042(797)3559 S29.3.21

神道系 神社本庁 5639 神明神社 192-0373 八王子市上柚木５号４０５ 井上  良胤 042(797)3559 S29.3.21

神道系 神社本庁 5640 八幡神社 192-0364 八王子市南大沢１－２６２ 井上  良胤 042(797)3559 S29.3.21

神道系 神社本庁 5641 日枝神社 192-0364 八王子市南大沢２３８３ 井上  良胤 042(797)3559 S29.3.21

神道系 神社本庁 5642 白山神社 192-0374 八王子市中山７号８１７ 井上  良胤 042(797)3559 S29.3.21

神道系 神社本庁 5643 諏訪神社 192-0375 八王子市鑓水１０７０ 井上  良胤 042(797)3559 S29.3.21

神道系 神社本庁 5644 熊野神社 193-0801 八王子市川口町６８０ 小松　春義 042(654)5201 S29.3.26

神道系 神社本庁 5645 春日神社 193-0801 八王子市川口町３２５３ 小松　春義 042(654)5201 S29.3.24

神道系 神社本庁 5646 田守神社 192-0151 八王子市上川町１２０８ 河村　大樹 042(654)5201 S29.3.24

神道系 神社本庁 5647 熊野神社 192-0151 八王子市上川町３０８９ 河村　大樹 042(654)5201 S29.3.24

神道系 神社本庁 5648 今熊神社 192-0151 八王子市上川町１９ 河村　大樹 042(654)5201 S29.3.24

神道系 神社本庁 5738 関根神社 192-0045
八王子市大和田町１－２６
－７

松宮　明香 042(691)0371 S29.4.1

神道系 神社本庁 5739 御嶽神社 192-0032 八王子市石川町１ 松宮　明香 042(691)0371 S29.4.1

神道系 神社本庁 5740 日吉神社 192-0031 八王子市小宮町１１２８ 松宮　明香 042(691)0371 S29.4.1

神道系 神社本庁 5741 埼玉神社 192-0024 八王子市宇津木町７５７ 田中  恒夫 045(981)0896 S29.3.26

神道系 神社本庁 5742 若松神社 192-0005 八王子市宮下町４７８ 田中  恒夫 045(981)0896 S29.3.26

神道系 神社本庁 5743 御嶽神社 192-0003 八王子市丹木町２－２９４ 田中  恒夫 045(981)0896 S29.3.26

神道系 神社本庁 5746 愛宕神社 192-0355 八王子市堀之内字２号２５３ 井上  良胤 0427(97)3559 S29.3.30

神道系 神社本庁 5749 熊野神社 192-0155 八王子市小津町１４２ 高井  住和 042(651)3880 S29.3.30

神道系 神社本庁 5750 菅原社 192-0154 八王子市下恩方町６１８ 高井  住和 042(651)3880 S29.3.30

神道系 神社本庁 5751 住吉神社 192-0001 八王子市戸吹町５０３ 田中　恒夫 045(981)0896 S29.3.26

神道系 神社本庁 5752 神明神社 192-0012 八王子市左入町１６８ 田中  恒夫 045(981)0896 S29.3.26

神道系 神社本庁 5753 神明神社 192-0004 八王子市加住町２－９３ 田中　恒夫 045(981)0896 S29.3.26
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神道系 神社本庁 5784 八幡神社 192-0025 八王子市尾崎町９０ 田中  恒夫 045(981)0896 S29.3.26

神道系 神社本庁 5785 熊野神社 192-0001 八王子市戸吹町１６４６ 田中  恒夫 045(981)0896 S29.3.26

神道系 神社本庁 5787 熊野神社 192-0915 八王子市兵衛２－１６－１ 松宮　明香 042(691)0371 S29.4.2

神道系 神社本庁 5792 浅間神社 192-0362 八王子市松木２号１９８ 井上  良胤 042(797)3559 S29.3.31

神道系 神社本庁 5793 天満社 192-0906 八王子市北野町５５０－１ 鈴木　俊子 042(642)3980 S29.3.29

神道系 神社本庁 5794 駒形神社 192-0002 八王子市高月町１１２５ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 5795 姫宮神社 193-0801
八王子市川口町１５５７－１
１

小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 5796 熊野神社 193-0801 八王子市川口町３０７３ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 5797 白山神社 193-0843 八王子市廿里町４８－３ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.31

神道系 神社本庁 5801 日枝神社 192-0361 八王子市越野７５０ 井上  良胤 042(797)3559 S29.3.31

神道系 神社本庁 5802 南八幡宮 192-0355 八王子市堀之内２２２３ 井上  良胤 042(797)3559 S29.3.31

神道系 神社本庁 5803 八幡神社 192-0352 八王子市大塚５１８ 井上  良胤 042(797)3559 S29.3.31

神道系 神社本庁 5804 稲荷神社 192-0154 八王子市下恩方町２２０９ 高井  住和 042(651)3880 S29.3.30

神道系 神社本庁 5805 龍蔵神社住吉神社合社 192-0156 八王子市上恩方町２７９９ 髙井　住和 042(651)3880 S29.3.30

神道系 神社本庁 5806 熊野神社 192-0154 八王子市下恩方町３０９０ 高井  住和 042(651)3880 S29.3.30

神道系 神社本庁 5807 御嶽神社 192-0154 八王子市下恩方町１２６８ 高井  住和 042(651)3880 S29.3.30

神道系 神社本庁 5808 十二神社 193-0942 八王子市椚田町５８２－９ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 5809 春日社 193-0935 八王子市大船町２５０ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 5846 御嶽社 193-0942 八王子市椚田町４６０ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 5876 住吉神社 192-0914 八王子市片倉町２４７５ 松宮　明香 042(691)0371 S29.4.1

神道系 神社本庁 5877 産千代稲荷神社 192-2254 八王子市小門町８２ 小泉　宜久 042(622)3452 S29.3.29

神道系 神社本庁 5878 稲荷神社 192-0033 八王子市高倉町１６－１ 小泉　宜久 042(622)3452 S29.3.29

神道系 神社本庁 5884 御霊神社 193-0944 八王子市館町１２７１ 松宮　明香 042(691)0371 S29.3.13

神道系 神社本庁 5885 日枝神社 192-0045
八王子市大和田町４－４－
６

松宮　明香 042(642)9508 S29.4.1

神道系 神社本庁 5886 八幡神社 192-0045
八王子市大和田町５－２２
－６

松宮　明香 042(691)0371 S29.4.1
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神道系 神社本庁 5907 子安神社 192-0085
八王子市中野山王２－２３
－１

小泉　宜久 042(622)3452 S29.3.29

神道系 神社本庁 5981 住吉神社琴平神社合社 192-0156 八王子市上恩方町２０８９ 高井  住和 042(651)3880 S29.3.30

神道系 神社本庁 6000 熊野神社 192-0351
八王子市大字東中野字9号
４９９

井上  良胤 042(797)3559 S29.3.30

神道系 神社本庁 6001 御嶽社 193-0941 八王子市狭間町１８８１ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 6075 八王子神社 193-0826
八王子市元八王子町３－２
７３５

梶原  正統 042(661)2369 S29.4.7

神道系 神社本庁 6076 琴平神社 193-0821 八王子市川町２０６ 梶原  正統 042(661)2369 S29.4.7

神道系 神社本庁 6077 稲荷社 193-0934 八王子市小比企町１２０１ 梶原  正統 042(661)2369 S29.4.7

神道系 神社本庁 6085 八幡神社 193-0826
八王子市元八王子町３－２
２８４

梶原  正統 042(661)2369 S29.4.7

神道系 神社本庁 6096 日枝神社 193-0822 八王子市弐分方町２ 大野  定好 042(651)5526 S29.4.8

神道系 神社本庁 6098 八幡神社 192-0153 八王子市西寺方町６０ 高井  住和 042(651)3880 S29.4.2

神道系 神社本庁 6123 稲荷神社 192-0154 八王子市下恩方町７６８ 高井  住和 042(651)3880 S29.4.2

神道系 神社本庁 6124 稲荷神社 192-0154 八王子市下恩方町３１６１ 高井  住和 042(651)3880 S29.4.2

神道系 神社本庁 6125 神明神社 192-0155 八王子市小津町８７９ 高井  住和 042(651)3880 S29.4.2

神道系 神社本庁 6881 神明神社 193-0803 八王子市楢原町２１１ 小松　春義 042(622)7634 S44.9.13

神道系 神社本庁 7223 三軒在家稲荷神社 193-0824 八王子市長房町６２４－２ 小松　春義 042(622)7634 H7.4.3

神道系 神社本庁 200016 多賀神社 192-0051
八王子市元本郷町４－９－
２１

河村　大樹 042(622)8605 S29.3.30

神道系 神社本庁 200113 日吉八王子神社 193-0836 八王子市日吉町８－２０ 小松　春義 042(622)7634 S29.3.30

神道系 金光教 200171 金光教八王子教会 192-0054 八王子市小門町１０６ 増田  誠夫 0426(22)6598 S27.9.8

神道系 単立・神道系 1860 大星教会 192-0032 八王子市石川町１０６０－１ 宇津木　正弘 0426(42)6550 S27.9.3

神道系 単立・神道系 6989 神明神社 193-0823 八王子市横川町1053 萩原　恒雄 042(624)2859 S50.8.19

仏教系 天台宗 1091 圓通寺 192-0002 八王子市高月町１１５８ 高築　光亮 042(691)2118 S27.9.29

仏教系 天台宗 1092 寳印寺 192-0004 八王子市加住町１－２５７ 高築　玄亮 042(691)2018 S27.9.10

仏教系 天台宗 1093 無量寺 192-0001 八王子市戸吹町２０３８ 桐山　宗彦 042(691)0248 S27.9.30

仏教系 天台宗 1094 金蔵寺 192-0003 八王子市丹木町２－２５２ 桐山　了宥 042(691)1390 S27.11.17

仏教系 天台宗 1095 三光院 192-0151 八王子市上川町３１００ 服部　光龍 042(654)4108 S27.12.1
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仏教系 天台宗 1098 東福寺 192-0031 八王子市小宮町１１２２ 井口　道仁 042(642)2666 S27.10.20

仏教系 高野山真言宗 4369 金剛院 192-0902 八王子市上野町３９－２ 山田　一能 042(622)9540 S28.7.27

仏教系 高野山真言宗 7115 真照寺 193-0821
八王子市八王子市川町４９
３－２

堀井  隆川 042(652)2011 S58.10.14

仏教系 真言宗智山派 3380 龍光寺 192-0024 八王子市宇津木町７３８ 堀江　順司 042(691)1767 S28.7.20

仏教系 真言宗智山派 3381 西蓮寺 192-0032 八王子市石川町１３ 犬山  秀範 042(642)8337 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3382 大蔵院 192-0022 八王子市平町２４９－１ 有松　孝真 0426(91)0515 S28.3.30

仏教系 真言宗智山派 3383 観音寺 192-0903 八王子市万町１２５－１ 鈴木  一雄 042(622)3258 S28.2.16

仏教系 真言宗智山派 3384 大義寺 192-0063
八王子市元横山町２－８－
４

真上  俊樹 042(642)1940 S28.2.16

仏教系 真言宗智山派 3385 吉祥院 193-0824 八王子市長房町５８－３ 大山　義順 042(661)5448 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3386 東光寺 192-0045
八王子市大和田町４－７－
１

原　祥寿 042(642)4262 S28.2.19

仏教系 真言宗智山派 3387 福傳寺 192-0046 八王子市明神町４－１０－６ 原　豊壽 042(642)4262 S28.2.19

仏教系 真言宗智山派 3399 長楽寺 193-0801 八王子市川口町３３５ 大山　義順 042(654)1626 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3400 天龍寺 192-0906 八王子市北野町５３２－２ 菅谷  秀文 042(642)6743 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3401 西蓮寺 193-0916 八王子市大楽寺町５６６ 薬師寺　一浩 042(622)4952 S28.2.17

仏教系 真言宗智山派 3402 淨福寺 192-0154 八王子市下恩方町３２５９ 廣澤　隆之 042(651)3351 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3404 玉泉寺 192-0361 八王子市越野７２６ 本間　信吾 042(676)8050 S28.2.16

仏教系 真言宗智山派 3405 最照寺 192-0352 八王子市大塚５２１ 杉田　純一 0426(76)5167 S28.2.24

仏教系 真言宗智山派 3427 安養寺 193-0802 八王子市犬目町１０８４ 土岐　秀淳 042(654)4226 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3428 大光寺 192-0152 八王子市美山町６２５ 梅澤　秀一 042(651)3516 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3431 萬福寺 193-0932 八王子市緑町２３５ 南清　晋介 0426(22)4750 S28.2.25

仏教系 真言宗智山派 3432 西光院 193-0826
八王子市元八王子町２－１
４５５

真上  俊樹 042(642)1940 S28.2.16

仏教系 真言宗智山派 3433 妙観寺 193-0826
八王子市元八王子町３－３
１５５

真上  典章 042(664)4790 S28.2.16

仏教系 真言宗智山派 3434 眞覚寺 193-0832
八王子市散田町５－３６－１
０

丸田　光浩 042(661)5921 S28.2.23

仏教系 真言宗智山派 3435 高楽寺 193-0941 八王子市狭間町１８６８ 佐藤　秀仁 0426(64)6814 S28.2.23

仏教系 真言宗智山派 3436 眞福寺 193-0941 八王子市狹間町１９２５ 岸本　俊一 042(661)0748 S28.2.23
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仏教系 真言宗智山派 3451 宝生山金南寺 193-0842 八王子市西浅川町１３９ 上村　公昭 0426(61)2357 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3452 寶生寺 192-0153 八王子市西寺方町９９８ 佐藤　秀仁 042(651)3050 S28.2.19

仏教系 真言宗智山派 3453 長福寺 193-0801 八王子市川口町２７２２ 飯沢  秀三 042(654)4418 S28.2.18

仏教系 真言宗智山派 3689 薬王院 192-0033 八王子市高尾町２１７７ 佐藤　秀仁 042(661)1115 S28.10.15

仏教系 真言宗智山派 4654 傳法院 192-0075 八王子市南新町４ 佐谷戸　照本 042(622)9341 S28.12.1

仏教系 真言宗豊山派 2690 塔元山道玄寺 192-0034 八王子市大谷町９１－３ 五十嵐  法琳 042(644)3209 S28.5.21

仏教系 真言宗豊山派 4355 大仙寺 192-0151 八王子市上川町３５０２ 桑林　真聖 0426(54)4465 S28.7.9

仏教系 真言宗豊山派 4356 円福寺 192-0151 八王子市上川町２２２２ 桑林  俊聖 042(654)4253 S28.7.9

仏教系 真言宗豊山派 4357 正福寺 192-0151 八王子市上川町３７７ 矢治　慈明 042(654)3665 S28.7.9

仏教系 浄土宗 499 不断院 193-0822 八王子市弐分方町１７９ 大蔵　健司 042(652)2524 S27.9.24

仏教系 浄土宗 525 稱讃寺 192-0154 八王子市下恩方町２０２３ 務臺　廣雪 042(651)3683 S27.9.22

仏教系 浄土宗 809 極楽寺 192-0062 八王子市大横町７－１ 小澤　憲珠 0426(22)3609 S27.9.29

仏教系 浄土宗 810 興林寺 192-0031 八王子市子安町４－４－１８ 阿川　雅俊 0426(22)7799 S27.9.29

仏教系 浄土宗 813 長圓寺 193-0816 八王子市大楽寺町２８１ 長谷川　次応 0426(23)6661 S27.9.29

仏教系 浄土宗 814 相即寺 193-0814 八王子市泉町１１３２ 豊島　裕寿 042(622)7589 S27.9.29

仏教系 浄土宗 815 龍泉寺 193-0824 八王子市長房町１６ 武田　道生 042(664)0865 S27.9.29

仏教系 浄土宗 3673 大善寺 192-0034 八王子市大谷町１０１９－１ 田邊　裕誠 042(642)0716 S28.7.6

仏教系 西山浄土宗 7074 三光寺 193-0801 八王子市川町３４０－１ 松本  光敞 0426(51)3554 S55.7.14

仏教系
浄土真宗本願
寺派

840 延立寺 193-0802 八王子市犬目町６８１ 松本　智量 042(654)2429 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

854 光照寺 192-0912 八王子市絹ヶ丘３－８－１ 森　憲二 042(635)3754 S27.10.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

910 專念寺 192-0063
八王子市元横山町２－１４
－２４

本多　周爾 042(644)3491 S27.10.31

仏教系
浄土真宗本願
寺派

6998 本光寺 193-0832
八王子市散田町４－４０－１
０

田中　久遠 042(664)2196 S50.12.9

仏教系
浄土真宗本願
寺派

7163 誓願寺 193-0816 八王子市大楽寺町２０９－５ 藤原  忠房 042(651)0073 S63.8.22

仏教系
浄土真宗本願
寺派

7165 大恩寺 193-0943 八王子市寺田町１０８５ 岡本　信悟 042(668)0889 S63.9.20

仏教系 真宗大谷派 3602 善能寺 192-0051
八王子市元本郷町１－１－
５

今井  亮昭 042(622)1126 S28.6.15
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仏教系 真宗大谷派 4155 善照寺 192-0355
八王子市堀之内３－１２－１
９

堀川　秋芳 042(676)8582 S28.6.15

仏教系 真宗大谷派 7353 閑窓寺 193-0826
八王子市元八王子町３－２
４０４－１

木越　堅信 0426(63)3548 R2.12.24

仏教系 真宗高田派 2369 善徳寺 192-0351 八王子市東中野１４１０ 相馬  尚教 042(676)8867 S27.11.18

仏教系 時宗 3677 念佛院 192-0902 八王子市上野町１－６ 鳥越  善明 042(623)3523 S28.4.20

仏教系 時宗 4751 宝樹寺 192-0062 八王子市大横町１０－１８ 早川  喜之 042(622)7928 S28.4.10

仏教系 時宗 4757 法蓮寺 193-0801 八王子市川口町２４７２ 田野倉  教文 042(654)4051 S28.4.21

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3726 福善寺 193-0826
八王子市元八王子町３－２
７－２２

水谷  昌史 (3407)0656 S28.10.7

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3774 芳心院 192-0352 八王子市大塚１７１０ 加藤  亮一 042(676)8245 S28.5.27

仏教系
臨済宗建長寺
派

4413 福寿寺 192-0151 八王子市上川町３９９８ 毛利  宗寛 0426(54)4141 S28.7.9

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4903 廣園寺 193-0933 八王子市山田町１５７７ 宮本　鉄心 042(661)7022 S27.7.27

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4904 長泉寺 192-0907 八王子市長房町１２５８ 上野　浩信 042(661)1536 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4905 同證院 193-0933 八王子市山田町１５９３ 藤本　良徳 042(661)9049 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4906 西笑院 193-0933 八王子市山田町１５６０ 井上  篤彦 042(661)7310 S28.8.4

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4907 寶勝寺 193-0034 八王子市大船町３４ 山田　和孝 042(661)6193 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4908 寶泉寺 193-0944 八王子市館町３４４ 藤本　大器 042（661)3353 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4909 梅洞寺 192-0911 八王子市打越町１３６８ 富岡　孝宗 042(635)0072 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4910 斟珠寺 192-0914 八王子市片倉町８６ 今治  堂浩 042(637)2883 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4911 長慶寺 193-0934 八王子市小比企町１３２２ 辻内  光隆 042(635)6495 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4912 福昌寺 192-0918 八王子市兵衛２－１３－１ 隅　寛明 042(636)3172 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4913 興慶寺 192-0156 八王子市上恩方町１０４０ 蓮沼　直亮 042(651)3443 S28.8.7

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4914 龍泉寺 192-0156 八王子市上恩方町２５１７ 川上　雄一郎 042(651)4977 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4915 福全院 192-0062 八王子市大横町９-３ 藤本　哲 042(626)3425 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4916 永明院 193-0933 八王子市山田町１６２２ 福田　徳典 042(661)0532 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4917 慶泉院 193-0933 八王子市山田町１６０２ 富岡　孝宗 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4918 法泉寺 193-0816 八王子市大楽寺町８４ 川上　雄一郎 0426(51)5022 S28.8.5
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仏教系
臨済宗南禅寺
派

4919 寶珠寺 193-0841 八王子市裏高尾町１７８５ 水野  直樹 042(663)2013 S28.8.5

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4920 福源寺 192-0156 八王子市上恩方町３８７６ 川上　雄一郎 S28.8.5

仏教系 曹洞宗 2440 興福寺 193-0834 八王子市東浅川町７５４ 雨宮　範雄 0426(61)6145 S30.11.1

仏教系 曹洞宗 2535 宗格院 193-0835
八王子市千人町２－１４－１
８

浦野  信幸 042(661)0960 S28.4.22

仏教系 曹洞宗 3678 宗徳寺 192-0011 八王子市滝山町１－７１９ 小野村　文隆 0426(91)2906 S28.4.20

仏教系 曹洞宗 3681 興岳寺 193-0835 八王子市千人町１－２－８ 土井　俊彦 042(661)5268 S28.4.20

仏教系 曹洞宗 3821 永林寺 192-0372 八王子市下柚木４ 小倉  英利 042(676)8410 S28.6.17

仏教系 曹洞宗 3822 永泉寺 192-0375 八王子市鑓水８０ 五十嵐　悦洋 042(676)8104 S28.12.10

仏教系 曹洞宗 3823 慈眼寺 192-0914 八王子市片倉町９４４ 田辺　慎吾 042(636)6930 S28.12.1

仏教系 曹洞宗 3825 保井寺 192-0355 八王子市堀之内５４７ 藤浪　保伸 0426(76)9416 S29.2.9

仏教系 曹洞宗 3827 清鏡寺 192-0352 八王子市大塚３７８ 林　宗敬 042(676)8801 S29.11.12

仏教系 曹洞宗 3828 蓮生寺 192-0363 八王子市別所１－１９－１０ 鬼頭　叙親 0426(75)1221 S28.6.18

仏教系 曹洞宗 3829 永昌院 192-0374 八王子市中山４５２－２ 坪川　玄洋 042(676)8693 S28.6.22

仏教系 曹洞宗 3830 西光寺 192-0373 八王子市上柚木１５３７ 山根　孝徳 042(676)9140 S29.2.12

仏教系 曹洞宗 3831 大岳寺 192-0375 八王子市鑓水４１１ 小倉　利博 042(676)8410 S29.3.6

仏教系 曹洞宗 3934 高乘寺 193-0845 八王子市初沢町１４２５ 細川　浩徳 042(661)6852 S28.6.25

仏教系 曹洞宗 3935 長安寺 193-0831 八王子市並木町７－１ 實兼　崇志 042(661)6975 S28.6.22

仏教系 曹洞宗 3936 慈眼寺 193-0824 八王子市長房町１４９１ 山岸　弘和 042(661)0838 S28.6.22

仏教系 曹洞宗 3937 浄泉寺 193-0944 八王子市館町１２３４ 上杉　憲廣 042(661)1621 S28.7.3

仏教系 曹洞宗 3938 東照寺 192-0907 八王子市長房町１２６７ 宇田  照彦 042(661)7804 S28.6.27

仏教系 曹洞宗 3939 大林寺 193-0934 八王子市小比企町１３７２ 志村　行信 042(635)7996 S28.10.9

仏教系 曹洞宗 3940 常林寺 193-0841 八王子市裏高尾町１１２２ 池田　晴信 042(661)6283 S28.10.1

仏教系 曹洞宗 3941 龍見寺 193-0944 八王子市館町１６３０ 野上　浩 042(664)1630 S29.3.2

仏教系 曹洞宗 3943 春泉寺 193-0846 八王子市南浅川町３０７９ 細川　浩徳 042(663)1235 S28.6.25

仏教系 曹洞宗 3944 心源院 192-0154 八王子市下恩方町１９７０ 清水　智勝 042(651)3545 S28.10.1
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仏教系 曹洞宗 3946 乾晨寺 192-0152 八王子市美山町１４９１ 大石　孝信 042(651)3542 S42.3.14

仏教系 曹洞宗 3947 宗関寺 193-0826
八王子市元八王子町３－２
５６２

足利　崇昭 042(661)2149 S28.11.21

仏教系 曹洞宗 3948 観栖寺 192-0153 八王子市西寺方町２２３ 森原　雅裕 042(651)3016 S28.10.9

仏教系 曹洞宗 3949 法心寺 192-0155 八王子市小津町４２７ 井田　隆徳 042(651)3035 S28.6.29

仏教系 曹洞宗 3950 龍正寺 193-0801 八王子市川口町６６０ 渡部  栄常 042(654)2445 S29.2.25

仏教系 曹洞宗 3952 醫王寺 192-0154 八王子市下恩方町１４４ 森原　尚文 0426(52)9677 S28.6.23

仏教系 曹洞宗 3957 松門寺 192-0914 八王子市片倉町２１２ 立花  知彦 042(635)1363 S28.10.2

仏教系 曹洞宗 3958 長心寺 192-0073 八王子市寺町７２ 瀧見　義光 042(623)0449 S28.10.19

仏教系 曹洞宗 3959 東源寺 192-0903 八王子市万町１０７－１ 森原　義弘 0426(22)1207 S29.1.8

仏教系 曹洞宗 3960 龍谷寺 192-0034 八王子市大谷町６７０ 内林  昭道 042(642)8108 S28.11.26

仏教系 曹洞宗 3961 常福寺 192-0005 八王子市宮下町３５４ 足利　正光 042(636)3980 S29.2.11

仏教系 曹洞宗 3962 長昌寺 192-0013
八王子市丹木町２－３５６－
５

芳賀　大乘 (3311)2395 S29.12.1

仏教系 曹洞宗 4084 桂福寺 192-0001 八王子市戸吹町１９３ 加藤　智昭 042(691)0246 S28.7.4

仏教系 曹洞宗 4110 龍源寺 192-0004 八王子市加住町２－６４ 赤塚　孝裕 042(691)0933 S28.7.20

仏教系 曹洞宗 4125 大泉寺 192-0045
八王子市大和田町７－１３
－１

久保井　賢丈 042(645)9558 S29.2.10

仏教系 曹洞宗 4218 信松院 193-0931 八王子市台町３－１８－２８ 西村　和裕 0426(22)6978 S28.9.14

仏教系 曹洞宗 200045 皎月院 192-0156 八王子市上恩方町９ 清水  和彦 042(651)7530 S28.6.23

仏教系 日蓮宗 196 延壽院 193-0801 八王子市川口町１３２５－１ 及川　一晋 0426(54)3565 S27.7.30

仏教系 日蓮宗 198 大乗寺 192-0004 八王子市加住町１－４１５ 内海　順行 042(691)4343 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 205 本立寺 192-0902 八王子市上野町１１－１ 及川　一晋 042(622)2262 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 250 最教寺 192-0005 八王子市宮下町１４４ 茂田井　教洵 042(691)2097 S27.7.4

仏教系 日蓮宗 345 妙経寺 192-0073 八王子市寺町１ 小島　正存 042(625)6223 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 346 了法寺 193-0836 八王子市日吉町２－１ 中里　勝孝 0426(26)2004 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 347 法蓮寺 192-0902 八王子市上野町１１－１０ 野口　眞澄 0426(22)0802 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 348 善龍寺 192-0051
八王子市元本郷町１－１－
９

澁澤　光紀 042(622)4338 S27.7.7
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仏教系 日蓮宗 349 日朝寺 192-0014 八王子市追分町６－１５ 尾崎　妙翠 042(626)1019 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 350 大法寺 192-0375 八王子市鑓水１３５６ 岡部　光謙 042(676)8117 S27.7.3

仏教系 日蓮宗 352 日蓮宗明月教会 192-0902 八王子市上野町６－２ 及川　一晋 042(623)3528 S27.7.7

仏教系 日蓮宗 2385 法妙寺 192-0154 八王子市下恩方町２０１８ 神藏　寿観 0426(51)0057 S29.7.3

仏教系 日蓮宗 6704 明観寺 193-0802 八王子市犬目町６８２－１ 渡部  堯信 042(654)6615 S35.4.11

仏教系 日蓮宗 6901 法華寺 192-0919 八王子市七国１－３－１ 佐藤  秀道 042(636)2527 S45.3.23

仏教系 日蓮宗 6971 日蓮宗蓮華教会 192-0352 八王子市大塚１０７６ 長沢  真雄 042(676)7200 S49.7.30

仏教系 日蓮宗 7325 妙心寺 192-0046 八王子市明神町３－８－１８ 村松　直和 042(642)6853 H26.5.7

仏教系 日蓮正宗 6975 常修寺 193-0825
八王子市城山手１－３２－２
８

宮下  雄鎮 042(663)9718 S49.8.15

仏教系 日蓮正宗 7006 法忍寺 192-0004 八王子市加住町１－１１９ 水谷  慈浄 042(691)2777 S51.3.25

仏教系 日蓮正宗 7010 廣妙寺 192-0364 八王子市南大沢４－１５４６ 平山  廣篤 0426(76)7966 S51.7.6

仏教系 本門佛立宗 2288 経王寺 193-0835
八王子市千人町２－１３－１
７

西内　　一 042(661)2663 S27.12.19

仏教系 本門佛立宗 2289 清流寺 192-0904
八王子市子安町１－２２－２
５

長谷川　祐介 042(646)0287 S27.10.29

仏教系 単立・仏教系 2527 少林寺 192-0011 八王子市滝山町２－６６５ 大石　英俊 042(691)6263 S29.1.6

仏教系 単立・仏教系 3670 禪東院 192-0066 八王子市本町１７－１９ 大石　貴弘 042(622)1394 S28.4.20

仏教系 単立・仏教系 3671 東福寺 192-0066 八王子市本町１７－１９ 大石　貴弘 042(628)1288 S29.4.12

仏教系 単立・仏教系 3672 直入院 193-0932 八王子市緑町２２３ 矢島　賢一 042(622)2726 S28.4.20

仏教系 単立・仏教系 3674 妙薬寺 192-0063
八王子市元横山町２－１８
－１

金岡　秀郎 0426(22)4407 S28.4.20

仏教系 単立・仏教系 3679 喜福寺 192-0042
八王子市中野山王２－１１
－６

村岡  研一 042(622)6712 S28.4.21

仏教系 単立・仏教系 3680 大光寺 193-0845 八王子市初沢町１３５２ 松村　光純 042(661)0054 S28.8.27

仏教系 単立・仏教系 6784 高尾院 193-0826
八王子市元八王子町２－１
６２３－１

比企　武 042(661)6734 S39.8.28

仏教系 単立・仏教系 6914 浄仙寺 192-0151
八王子市上川町１５２０番地
６

永原　秀一 042(654)6643 S46.4.1

仏教系 単立・仏教系 7281 真言宗法輪寺 192-0916
八王子市みなみ野５－１１
－１６

磯田　光世 0426(36)3515 H16.3.31

仏教系 単立・仏教系 7322 法輪山長楽院慶林寺 192-0003
八王子市丹木町３－１８２－
４４

百田　佳心 042(691)5235 H26.4.3

仏教系 単立・仏教系 7327 一乗法華寺 193-0826
八王子市元八王子町３－２
５１７

西本　暁道 042(665)0020 H26.10.17
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仏教系 単立・仏教系 307148 長江寺 192-0004
八王子市加住町２－２４８－
３

萩原　玄裕 042(691)3801 S29.3.27

キリスト教系 日本基督教団 4237 日本基督教団八王子教会 192-0074 八王子市天神町２２－１ 松木　進 042(622)1014 S29.11.30

キリスト教系 日本基督教団 4486 日本基督教團ロゴス教會 193-0934
八王子市小比企町１６７３－
２

山本　俊正 0426(36)2811 S28.2.21

キリスト教系 日本基督教団 4521
日本基督教団八王子栄光
教会

192-0904 八王子市子安町３－２２－８ 吉永　直子 042(642)6701 S28.8.9

キリスト教系 日本基督教団 7275 日本基督教団片倉教会 192-0914
八王子市片倉町１２２１－５
６

玉木　圭子 0426(37)7276 H15.10.20

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

7221
八王子めじろ台バプテスト
教会

193-0833
八王子市めじろ台２－１５－
２

小河　義伸 042(663)7036 H7.3.3

キリスト教系

日本アッセンブ
リーズ・オブ・
ゴッド教団

3692
日本ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ｺﾞｯﾄﾞ
教団八王子基督教会

193-0833
八王子市めじろ台４－３５－
１９

和田　佳士 042(663)1310 S29.4.13

キリスト教系

日本アッセンブ
リーズ・オブ・
ゴッド教団

7059
日本アッセンプリーズ・オブ・
ゴッド教団東浅川キリスト教
会

193-0834 八王子市東浅川町２８－４３ 能城　一郎 0426(61)2633 S53.12.18

キリスト教系

日本アッセンブ
リーズ・オブ・
ゴッド教団

7207 八王子シャロン教会 193-0835 八王子市千人町３－１４－６ 汐澤　美紀 042(625)4638 H5.1.19

キリスト教系
日本ホーリネス
教団

7142
日本ホーリネス教団八王子
キリスト教会

193-0832 八王子市散田町５－１４－３ 高橋　誠 042(664)0585 S60.11.26

キリスト教系
日本ホーリネス
教団

7333
日本ホーリネス教団陣馬高
原キリスト教会

192-0154
八王子市下恩方町１００１－
６

中村　一彦 042(652)1770 H27.12.1

キリスト教系 基督聖協団 2429 基督聖協団八王子教会 192-0051
八王子市元本郷町１－２２
－１０

濱野　好枝 042(622)9627 S28.12.26

キリスト教系

（非）日本ユナイ
テッド・ペンテコ
ステ教団

6961
東京ユナイト、ペンテコステ
教会

192-0352 八王子市大塚１２５ 加村　訓之 042(676)9222 S49.3.19

キリスト教系
東京フリー・メソ
ジスト教団

7321
東京フリー・メソジスト南大
沢チャペル

192-0364 八王子市南大沢１－２３－１ 飯田　岳 042(676)2933 H26.1.16

キリスト教系
東京フリー・メソ
ジスト教団

7323
東京フリー・メソジスト八王
子中野キリスト教会

192-0042
八王子市中野山王２－５－
１７

須郷　裕介 042(625)3752 H26.4.3

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7052 片倉キリストの教会 192-0914 八王子市片倉町９１１－６９ 佐藤　宏明 042(632)0376 S53.10.7

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7168 八王子キリスト福音教会 192-0075 八王子市南新町１３－６ 横山　昌英 042(624)6436 H1.2.9

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7190
カルバリー・バプテスト高尾
キリスト教会

193-0944 八王子市館町５３６－１ 藤田　正 042(661)6381 H2.9.1

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7306
エホバの証人の東京都八
王子市北部会衆

193-0801 八王子市川口町１１０８ 宇田川　大輔 H23.1.17

諸教 天理教 1281 天理教武養分教会 192-0061 八王子市平岡町１０－３ 内野  典夫 042(622)4249 S28.4.16

諸教 天理教 1283 天理教武多分教会 192-0054 八王子市小門町９－５ 木村  慶子 042(623)1743 S28.4.16

諸教 天理教 1284 天理教東八王子分教会 192-0063
八王子市元横山町３－１４
－７

小坂  靜夫 042(625)4776 S28.4.16

諸教 天理教 1286 天理教東雄分教会 192-0061 八王子市平岡町３０－１０ 齋藤　政明 042(623)0863 S28.4.16

諸教 天理教 1287 天理教千人町分教会 193-0931 八王子市台町４－４０－１２ 下田　和良 042(625)7801 S28.3.30
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諸教 天理教 1288 天理教多摩丘分教会 192-0066 八王子市本町２８－４ 横内　真悟 042(622)4149 S28.3.30

諸教 天理教 1289 天理教桑都分教会 192-0904
八王子市子安町４－１５－１
８

杉崎　光子 042(624)1774 S28.3.30

諸教 天理教 1294 天理教上野原分教会 192-0054 八王子市小門町４１－２ 宮倉　聡 042(623)5902 S28.3.30

諸教 天理教 1296 天理教市王分教会 192-0074 八王子市天神町１９－１ 小林　くに子 042(624)6632 S28.4.23

諸教 天理教 1335 天理教芝白金分教会 193-0826
八王子市元八王子町１－３
７７

芦田　輝次 042(622)8746 S28.3.31

諸教 天理教 1351 天理教錦栄分教会 192-0045
八王子市大和田町１－３４
－１７

寺門　幸治 042(646)3098 S28.3.31

諸教 天理教 1383 天理教京豊分教会 192-0911 八王子市打越町１１５７－４ 阿久澤　一夫 042(637)4456 S28.3.23

諸教 天理教 1558 天理教東玉泉分教会 192-0911 八王子市打越町１０４２ 吉田　愛子 042(636)3850 S28.4.14

諸教 天理教 1909 天理教八光分教会 192-0156
八王子市上恩方町１１４７－
４

神賀　天惠 042(651)2873 S28.5.12

諸教 天理教 1910 天理教武八分教会 192-0055
八王子市元横山町１－２８
－７

谷澤　勲 042(622)3832 S28.3.30

諸教 天理教 5052 天理教本中井分教会 193-0823 八王子市横川町９８３－７ 増田　 真 042(624)1866 S28.3.25

諸教 天理教 5083 天理教愛照王分教会 192-0064 八王子市田町３－１１ 飯島  英男 042(624)5906 S28.3.30

諸教 天理教 5109 天理教川口分教会 193-0801 八王子市川口町１９４９ 田中  千雄 042(654)3193 S28.3.30

諸教 天理教 5115 天理教新明神分教会 192-0061 八王子市平岡町２－２ 清水  寿美夫 042(622)7826 S28.4.16

諸教 天理教 6276 天理教本月上分教会 192-0032 八王子市石川町１４５１－１ 関口　正弘 042(645)9155 S29.1.7

諸教 天理教 6392 天理教本中西分教会 193-0822 八王子市弐分方町２６９－２ 小泉  憲昭 042(651)7670 S28.12.11

諸教 天理教 6393 天理教城直分教会 193-0812 八王子市諏訪町４０１－７ 佐久間　富美子 042(652)2466 S28.12.11

諸教 天理教 6394 天理教京和分教会 192-0052 八王子市本郷町６－１４ 遠藤　俊明 042(625)1026 S28.12.11

諸教 天理教 6402 天理教小笠原島分教会 193-0834 八王子市東浅川町２２０－４ 和久田  清吾 042(661)0948 S28.12.11

諸教 天理教 6403 天理教西八王子分教会 192-0151 八王子市上川町１７４３－７ 青木　孝和 042(654)4686 S28.12.11

諸教 天理教 6404 天理教五東分教会 192-0041
八王子市中野上町３－１４
－１２

小峰　幸恵 042(624)3015 S28.12.11

諸教 天理教 6593 天理教本王城分教会 192-0061 八王子市平岡町３２－９ 片山　光城 042(622)8869 S31.12.14

諸教 天理教 6769 天理教東向上分教会 192-0011
八王子市滝山町２－３２８－
３

小野　圭一 042(691)9026 S39.4.14

諸教 天理教 200160 天理教八王子分教会 192-0911 八王子市上野町２８－１ 常盤　明浩 042(622)8414 S28.3.30

諸教 天理教 200279 天理教保代分教会 192-0352 八王子市大塚１３８６－１ 大澤　万夕美 042(678)0662 S28.4.14
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諸教 天理教 200299 天理教大扇分教会 192-0034 八王子市大谷町２２３－２ 内藤　福則 042(644)1426 S28.5.18

諸教 天理教 200345 天理教本保大教会 192-0043 八王子市暁町１－３７－１１ 佐津川  和男 042(625)1206 S28.3.30

諸教 単立・諸教 6728 始元教 192-0042
八王子市中野山王２－８－
７

小島　弘子 042(625)7500 S36.6.12

神道系 神社本庁 2998 愛宕神社 190-0023 立川市栄町２－４５－１９ 宮﨑  洋 042(536)3215 S29.7.1

神道系 神社本庁 3058 熊野神社 190-0011 立川市高松町１－１７－２１ 都築  孝也 042(522)3227 S29.7.1

神道系 神社本庁 3061 第六天神社 190-0022 立川市錦町５－９－２１ 高橋　重雄 042(522)2968 S29.7.1

神道系 神社本庁 3063 諏訪神社 190-0023 立川市柴崎町１－５－１５ 高橋　重雄 042(522)2968 S29.7.1

神道系 神社本庁 3125 阿豆佐味天神社 190-0034 立川市西砂町５－１０－２ 宮崎  洋 042(536)3215 S29.7.1

神道系 神社本庁 5767 神明社 190-0034 立川市西砂町３－２１ 宮崎  洋 042(536)3215 S29.7.1

神道系 神社本庁 200029 阿豆佐味天神社 190-0031 立川市砂川町４－１－１ 宮崎  洋 042(536)3215 S29.7.1

神道系 単立・神道系 3 興日教会 190-0004 立川市柏町１－２７－１３ 辻　正司 042(534)1112 S27.2.7

仏教系 高野山真言宗 7071 真泉院 190-0013 立川市富士見町２－６－３ 伊藤　隆正 042(527)1916 S55.6.11

仏教系 真言宗智山派 3423 正楽院 190-0021 立川市羽衣町２－４２－２７ 佐藤  俊龍 042(522)4504 S28.2.18

仏教系 真如苑 2574 郷滋院 190-0004 立川市柏町１－３３－７ 飯川　嘉久 042(524)3966 S28.8.27

仏教系 真如苑 2578 西輪院 190-0013 立川市富士見町３－３－４ 茅沼　和彦 042(522)5344 S28.7.25

仏教系 真如苑 2579 正信院 190-0012 立川市曙町１－７－３ 平松　清 042(524)8032 S28.7.25

仏教系 真如苑 2581 密嚴院 190-0023 立川市柴崎町２－２３－６ 梅津　靖子 042(526)2391 S28.7.25

仏教系 真如苑 2582 普門院 190-0013
立川市富士見町２－１０－１
２

関根  暢男 042(524)0501 S28.7.25

仏教系 真如苑 2584 実相院 190-0023 立川市柴崎町１－１８－１４ 大野　幸子 042(522)5348 S28.7.25

仏教系 真如苑 7126 転生院 190-0023 立川市柴崎町３－１８－１９ 髙田　尚弘 042(523)1944 S59.6.28

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2491 光西寺 190-0021 立川市羽衣町３－２０－１６ 渡邉　頼陽 042(522)3413 S27.10.28

仏教系
臨済宗建長寺
派

4312 林泉寺 190-0034 立川市西砂町５－１１－４ 滝本　豊洋 042(531)2283 S28.8.22

仏教系
臨済宗建長寺
派

4816 玄武山普濟寺 190-0023 立川市柴崎町４－２０－４６ 弓場  重典 042(522)3664 S27.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4817 紫雲山常楽院 190-0013 立川市富士見町３－１２－４ 千葉  義坦 042(523)3021 S27.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4818 流泉寺 190-0031 立川市砂川町２－４４－１ 伊藤　正明 042(536)2776 S28.7.11
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仏教系
臨済宗建長寺
派

4819 玉林寺 190-0034 立川市西砂町６－２５－１ 伊藤　正明 042(531)4898 S28.7.11

仏教系 単立・仏教系 7257 大宝寺 190-0032 立川市上砂町４－３７－３ 土井　雄育 042(534)4121 H14.5.13

キリスト教系 日本基督教団 4416 日本基督教団立川教会 190-0022 立川市錦町３－１１－９ 飯島　信 042(523)2023 S28.1.6

キリスト教系
日本ホーリネス
教団

7073
日本ホーリネス教団立川栄
町教会

190-0022 立川市栄町６－９－２３ 遠藤　京子 042(535)5893 S55.7.11

キリスト教系
イムマヌエル綜
合伝道団

6968
イムマヌエル綜合伝道団立
川基督教会

190-0011 立川市栄町２－３９－２ 佐藤　信行 042(537)4531 S49.7.3

キリスト教系
日本神の教会
連盟

1103
日本神の教会連盟立川神
の教会

190-0013 立川市富士見町１－７－１６ 藤田　信 042(522)4606 S27.12.3

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6742 立川キリストの教会 190-0004 立川市柏町１－１－９ 福嶋　正剛 042(536)4667 S37.6.22

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7103
カルバリ・バプテスト立川キ
リスト教会

190-0013 立川市富士見町２－２７－２ 和田  正廣 042(524)3051 S57.8.16

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7230 立川駅前キリスト教会 190-0022 立川市錦町２－１－２１ 高田　文彦 042(525)2615 H11.2.12

諸教 天理教 1677 天理教武蔵立川分教会 190-0011 立川市高松町３－２６－１４ 佐藤  一雄 042(522)7614 S28.3.26

諸教 天理教 1681 天理教本中道分教会 190-0003 立川市栄町４－７－１ 利根川　美晴 042(523)5036 S28.3.26

諸教 天理教 1687 天理教鮫河橋分教会 190-0022 立川市錦町５－５－３４ 齋藤　和雄 042(525)0125 S28.3.26

諸教 天理教 5127 天理教武蔵八王子分教会 190-0011 立川市高松町２－１７－１３ 石田　徳子 042(525)9561 S28.3.28

諸教 天理教 6386 天理教谷喜分教会 190-0023 立川市柴崎町３－１７－２０ 小西　祥治 042(541)3972 S28.12.22

諸教 天理教 6893 天理教高砂川分教会 190-0004 立川市上砂町３－１５－３ 中島  政直 042(536)2867 S44.10.6

神道系 神社本庁 5754 八幡神社 180-0011 武蔵野市八幡町１－１－３ 伊藤　　隆 0422(31)7307 S29.4.1

神道系 神社本庁 5757 武蔵野八幡宮 180-0002
武蔵野市吉祥寺東町１－１
－２３

小美野 　朝雄 0422(22)5327 S29.4.1

神道系 神社本庁 5766 杵築神社 180-0023
武蔵野市境南町２－１０－１
１

伊藤　　隆 0422(31)7307 S29.4.1

神道系 神社本庁 6138 稲荷神社 180-0012 武蔵野市緑町１－６－５ 小美野 　朝雄 0422(22)5327 S29.4.1

神道系 単立・神道系 2342 御嶽山本教 180-0013 武蔵野市西久保２－９－１２ 蔦  克已 0422(51)2572 S27.12.24

仏教系 真言宗智山派 3422 延命寺 180-0011 武蔵野市八幡町１－１－２ 中里  崇亮 0422(51)8377 S28.2.19

仏教系 真言宗豊山派 2700 安養寺 180-0002
武蔵野市吉祥寺東町１－１
－２１

島本　誠 0422(22)2248 S28.9.16

仏教系 浄土宗 790 光専寺 180-0002
武蔵野市吉祥寺本町１－１
０－２１

服部　光雅 0422(22)2262 S27.10.1

仏教系
浄土真宗本願
寺派

897 源正寺 180-0012 武蔵野市緑町１－６－７ 上杉　泰顯 0422(51)2405 S27.11.1

仏教系 真宗大谷派 3600 栄恩寺 180-0002
武蔵野市吉祥寺東町３－１
４－４

宮本  賢昭 042(569)1697 S28.6.15

182 / 232 ページ



系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

仏教系 真宗大谷派 3601 正福寺 180-0023
武蔵野市吉祥寺南町２－９
－４

寺西　聡 0422(43)5295 S28.8.6

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3732 大法寺 180-0002
武蔵野市吉祥寺東町２－９
－１３

大田垣　秀明 0422(22)9037 S28.5.27

仏教系 曹洞宗 4080 観音院 180-0023 武蔵野市境南町２－４－８ 来馬  正行 0422(31)8482 S28.6.30

仏教系 日蓮宗 264 蓮乘寺 180-0004
武蔵野市吉祥寺本町１－１
０－１２

吉田　教理 0422(22)2031 S27.7.5

仏教系 単立・仏教系 4293 月窓寺 180-0004
武蔵野市吉祥寺本町１－１
１－２６

村尾　泰隆 0422(22)2345 S28.10.12

仏教系 単立・仏教系 6681 立正教団 180-0014 武蔵野市関前５－２１－３３ 河本　学嗣郎 0422(51)4403 S34.4.16

キリスト教系 日本基督教団 4488 日本基督教団東美教会 180-0002
武蔵野市吉祥寺本町４－１
４－９

陣内　大蔵 0422(20)0084 S28.10.10

キリスト教系 日本基督教団 4514 日本基督教団吉祥寺教会 180-0002
武蔵野市吉祥寺本町２－１
４－１９

吉岡  光人 0422(22)4978 S28.9.9

キリスト教系 日本基督教団 6786
日本基督教団武蔵野緑教
会

180-0013 武蔵野市西久保１－１２－９ 土谷　良泉 0422(51)3737 S39.9.11

キリスト教系 日本基督教団 7044 日本基督教団境南教会 180-0023 武蔵野市境南町４－６－１６ 貴田　直樹 0422(31)4559 S53.5.30

キリスト教系 日本基督教団 7326
日本基督教団武蔵野扶桑
教会

180-0001
武蔵野市吉祥寺北町３－７
－１１

北村　裕樹 0422(51)8479 H26.7.2

キリスト教系

日本アッセンブ
リーズ・オブ・
ゴッド教団

29
日本ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰｽﾞ･ｵﾌﾞ・ｺﾞｯﾄﾞ
教団武蔵野基督教会

180-0013 武蔵野市西久保３－１３－５ 佐藤　誠 0422(51)8254 S27.7.14

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7200 日本エフイービーシー教会 180-0001
武蔵野市吉祥寺北町４－１
３－２

鈴木　誠司 0422(52)1566 H3.7.1

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7296 三鷹福音教会 180-0013 武蔵野市西久保１－１２－２ ラルフ　アラン　スミス 0422(26)8353 H21.3.31

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7309 東京武蔵野福音自由教会 180-0001
武蔵野市吉祥寺北町１－２
－１２

澁澤　浩二 0422(21)6458 H23.3.29

諸教 天理教 1777 天理教尾東分教会 180-0004
武蔵野市吉祥寺本町１－２
９－７

平  峰夫 0422(22)6048 S28.3.25

諸教 天理教 1783 天理教東鎮分教会 180-0002
武蔵野市吉祥寺東町１－５
－１３

押山  みちよ 0422(22)4594 S28.3.25

諸教 天理教 6621 天理教錦豊城分教会 180-0001
武蔵野市吉祥寺北町５－１
－３

寺門　幸治 0422(53)0612 S32.2.27

諸教 天理教 6664 天理教東善美分教会 180-0004
武蔵野市吉祥寺本町４－１
２－１０

鏡  善之 0422(21)7682 S33.7.25

諸教 天理教 7151 天理教東智明分教会 180-0003
武蔵野市吉祥寺南町５－６
－７

谷澤　友喜 0422(44)7527 S62.4.6

諸教 単立・諸教 7192 孔孟聖道院 180-0002
武蔵野市吉祥寺東町４－１
０－１４

千葉　文子 0422(22)3959 H2.8.9

神道系 神社本庁 3076 御嶽神社 181-0016 三鷹市深大寺１－１４－１ 渡邊　卓利 042(333)9069 S29.4.1

神道系 神社本庁 3080 中嶋神社 181-0005 三鷹市中原３－４－４ 野澤　靖明 0424(82)5207 S29.4.1

神道系 神社本庁 3092 古八幡社 181-0015 三鷹市大沢5-1－１６ 野澤　靖明 042(482)5207 S29.4.1

神道系 神社本庁 3093 八幡社 181-0015 三鷹市大沢３－７－１５ 箕輪  重則 0422(31)0393 S29.4.1
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神道系 神社本庁 3096 神明社 181-0012 三鷹市上連雀７－２６－２４ 伊藤　　隆 0422(31)7307 S29.4.1

神道系 神社本庁 3098 勝淵神社 181-0004 三鷹市新川３－２０－１７ 西野　雅秀 0422(43)0685 S29.4.1

神道系 神社本庁 5465 八幡社 181-0014 三鷹市野崎１－２３－１ 野澤　靖明 042(482)5207 S29.4.1

神道系 神社本庁 5530 天神社 181-0004 三鷹市新川２－１－２１ 鴨志田  克彦 0424(82)5710 S29.4.1

神道系 神社本庁 5722 八幡神社 181-0011 三鷹市井口１－９－３ 伊藤　　隆 0422(31)7307 S29.4.1

神道系 神社本庁 5723 八幡大神社 181-0013 三鷹市下連雀４－１８－２３ 伊藤　隆 0422(47)6628 S29.4.1

神道系 神社本庁 5755 神明社 181-0002 三鷹市牟礼２－６－１２ 西野  雅秀 0422(43)8694 S29.4.1

神道系 神社本庁 6168 榛名神社 181-0013 三鷹市下連雀１－９－７ 伊藤　　隆 0422(31)7307 S28.3.18

神道系 単立・神道系 2335 御嶽山神崇教会 181-0005 三鷹市中原１－２１－１９ 川久保　繁造 (3308)2212 S27.12.23

仏教系 天台宗 1066 大盛寺 181-0001 三鷹市井の頭４－２６－１ 林　宗應 0422(49)1621 S27.9.18

仏教系 新義真言宗 4647 長久寺 181-0015 三鷹市大沢２－２－１６ 福井　孝範 0422(31)9699 S28.10.19

仏教系 新義真言宗 4648 井口院 181-0012 三鷹市上連雀７－２６－２６ 青鹿  秀靖 0422(46)6755 S28.10.17

仏教系 浄土宗 300521 信楽院 181-0012 三鷹市上連雀４－１５－２１ 内田  敏康 0422(43)0934 S29.11.12

仏教系 真宗大谷派 4156 法専寺 181-0012 三鷹市上連雀２－５－１３ 伊藤　嘉明 0422(49)1581 S28.6.15

仏教系 曹洞宗 4082 観音寺 181-0003 三鷹市北野４－７－８ 長澤　祖寛 (3300)4552 S28.6.22

仏教系 曹洞宗 4294 威徳院 181-0004 三鷹市新川２－１－１７ 石坂  敏仁 0422(43)1965 S28.10.10

仏教系 曹洞宗 4295 春清寺 181-0004 三鷹市新川４－４－２２ 石坂　芙貴子 0422(44)0031 S28.9.18

仏教系 黄檗宗 1855 禅林寺 181-0013 三鷹市下連雀４－１８－２０ 木村  得玄 0422(44)8365 S27.10.1

仏教系 日蓮宗 265 真福寺 181-0002 三鷹市牟礼２－２－１７ 小高　悠紀 0422(43)8460 S27.7.25

仏教系 日蓮宗 6448 妙乗寺 181-0011 三鷹市井口５－２－２９ 山田　教深 0422(31)0453 S29.9.2

仏教系 単立・仏教系 4296 龍源寺 181-0015 三鷹市大沢６－３－１１ 菊地  一雄 0422(31)1440 S28.9.17

仏教系 単立・仏教系 6475 光世教苑 181-0002 三鷹市牟礼３５９ 山本　珠観 　　　　　　 S29.11.24

キリスト教系 日本基督教団 6544 日本基督教団南三鷹教会 181-0004 三鷹市新川６－３５－４ 吉岡　喜人 0422(46)4334 S30.9.20

キリスト教系 日本基督教団 7040 日本基督教団相愛教会 181-0002 三鷹市牟礼４－３－４６ 長尾　大輔 0422(43)1642 S53.3.15

キリスト教系 日本基督教団 7117 日本基督教団三鷹教会 181-0001 三鷹市井の頭３－２３－１３ 石井　智恵美 0422(44)2041 S58.10.24
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キリスト教系
日本バプテスト
連盟

6740 三鷹バプテスト教会 181-0013 三鷹市下連雀４－１８－３ 秋山　献一 0422(44)0517 S37.5.29

キリスト教系
日本ホーリネス
教団

6726
日本ホーリネス教団池の上
キリスト教会

181-0011 三鷹市井口３－１５－６ 千代崎　備道 0422(33)0018 S36.4.10

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7297
日本キャンパス・クルセー
ド・フォー・クライスト

181-0013 三鷹市下連雀３－３２－１５ 江渕　篤史 0422(71)4172 H21.1.23

諸教 天理教 1352 天理教東島分教会 181-0003 三鷹市北野４－１４－４３ 野原  恵昭 0422(45)1489 S28.3.31

諸教 天理教 6812 天理教中心道分教会 181-0013 三鷹市下連雀２－１４－２４ 花見　　正 0422(44)1657 S41.2.21

神道系 神社本庁 2971 霞川神社 198-0014 青梅市大門２－３４５ 神森  正 0428(23)0718 S29.4.10

神道系 神社本庁 2972 大門神社 198-0014 青梅市大門１－５６９ 神森  正 0428(23)0718 S29.4.10

神道系 神社本庁 2975 春日神社 198-0032 青梅市野上町１－３８ 神森  正 0428(23)0718 S29.4.26

神道系 神社本庁 2982 愛宕神社 198-0001 青梅市成木８－３２３ 宮寺　光一 0428(74)4006 S29.3.24

神道系 神社本庁 2985 八坂神社 198-0003
青梅市小曽木３－１６２９－
２

木村　寛 0428(74)5272 S29.3.23

神道系 神社本庁 2986 愛宕神社 198-0000 青梅市富岡１－２１３ 木村　寛 0428(74)5869 S29.4.1

神道系 神社本庁 2987 上成木神社 198-0001 青梅市成木６－６８５ 宮寺　光一 0428(74)4006 S29.3.24

神道系 神社本庁 2988 柏木神社 198-0001 青梅市成木５－１４５２ 宮寺　光一 0428(74)4006 S29.4.1

神道系 神社本庁 2989 諏訪神社 198-0001 青梅市成木２－３ 宮寺　光一 0428(74)4006 S29.3.24

神道系 神社本庁 2990 神明神社 198-0001 青梅市成木８－３１５ 宮寺　光一 0428(74)4006 S29.3.24

神道系 神社本庁 3166 石神社 198-0171 青梅市二俣尾１－１９９ 宮野  佳彦 0428(78)8707 S29.4.10

神道系 神社本庁 3167 甲子社 198-0172 青梅市沢井３－８１７ 宮野  佳彦 0428(78)8707 S29.4.10

神道系 神社本庁 3168 青渭神社 198-0172 青梅市沢井３－１０６０ 宮野  佳彦 0428(78)8707 S29.4.10

神道系 神社本庁 3170 和田乃神社 198-0046 青梅市日向和田２－３１７ 藤野　正開 042(545)3248 S29.3.29

神道系 神社本庁 3245 八雲神社 198-0172 青梅市沢井２－９０２ 宮野  佳彦 0428(78)8707 S29.3.24

神道系 神社本庁 3247 日枝神社 198-0172 青梅市沢井１－３３４ 宮野  佳彦 0428(78)8707 S29.3.25

神道系 神社本庁 3248 天乃社 198-0171 青梅市二俣尾５－１６１５ 宮野  佳彦 0428(78)8707 S29.3.25

神道系 神社本庁 3253 春日神社 198-0000 青梅市河辺町３－１０６６ 玉川  力 0428(22)2348 S29.3.29

神道系 神社本庁 5196 八子谷神社 198-0001 青梅市成木４－７７２ 宮寺　光一 0428(74)4006 S29.3.24

神道系 神社本庁 5496 熊野神社 198-0174 青梅市御岳１－１２２ 宮野　佳彦 0428(78)8707 S29.4.26
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神道系 神社本庁 5497 熊野神社 198-0174 青梅市御岳２－３７６ 宮野　佳彦 0428(78)8707 S29.4.3

神道系 神社本庁 5498 御嶽神社 198-0064 青梅市柚木町３－６７３ 齋藤    志郎 S29.4.10

神道系 神社本庁 5499 愛宕神社 198-0064 青梅市柚木町１－９４４ 齋藤    志郎 S29.4.10

神道系 神社本庁 5612 成木神社 198-0001 青梅市成木３－２０７ 宮寺　光一 0428(74)4006 S29.3.24

神道系 神社本庁 5622 千ヶ瀬神社 198-0000 青梅市千ヶ瀬町２－１１７ 髙野  吉裕 0428(22)0316 S29.4.10

神道系 神社本庁 5625 天祖神社 198-0052 青梅市長渕８－７８０ 玉川    力 0428(22)2348 S29.3.29

神道系 神社本庁 5626 駒木野神社 198-0053 青梅市駒木町２－４５２ 玉川    力 0428(22)2348 S29.3.29

神道系 神社本庁 5696 神明社 198-0173 青梅市御岳本町２５０ 宮野  佳彦 0428(78)8707 S29.3.24

神道系 神社本庁 5697 鹿島玉川神社 198-0000 青梅市長渕２－５１９ 玉川    力 0428(22)2348 S29.3.31

神道系 神社本庁 5791 秋波神社 198-0063 青梅市梅郷２－３１８ 榊田　千景 0428(76)0322 S29.4.26

神道系 神社本庁 5821 住吉神社 198-0000 青梅市住江町１２ 梅宮　貴史 0428(22)2747 S29.3.25

神道系 神社本庁 5822 秋葉神社 198-0000 青梅市仲町２３３ 梅宮　貴史 0428(22)2747 S29.4.1

神道系 神社本庁 5823 八坂神社 198-0000 青梅市大柳町１５３７－２ 梅宮　貴史 0428(22)2747 S29.4.1

神道系 神社本庁 5824 熊野神社 198-0000 青梅市森下町５５６ 梅宮　貴史 0428(22)2747 S29.4.1

神道系 神社本庁 5825 金刀比羅神社 198-0000 青梅市本町２２０ 梅宮　貴史 0428(22)2747 S29.4.1

神道系 神社本庁 5826 稲荷神社 198-0000 青梅市上町４０６－ロ号 梅宮　貴史 0428(22)2747 S29.3.25

神道系 神社本庁 5827 八坂神社 198-0000 青梅市天ヶ瀬町９５８ 梅宮　貴史 0428(22)2747 S29.4.1

神道系 神社本庁 5828 勝沼神社 198-0041 青梅市勝沼３－１４０ 齋藤    志郎 0428(22)6546 S29.4.1

神道系 神社本庁 5829 西分神社 198-0044 青梅市西分町２－９０－１ 齋藤    志郎 0428(22)6546 S29.4.10

神道系 神社本庁 5830 大熊神社 198-0005 青梅市黒沢３－１７１７ 木村　寛 0428(22)6546 S29.3.23

神道系 神社本庁 5831 秋葉神社 198-0005 青梅市黒沢３－１４１２ 木村　  寛 0428(22)6546 S29.3.23

神道系 神社本庁 5844 八幡神社 198-0063 青梅市梅郷１－５２ 榊田　千景 0428(76)0322 S29.4.1

神道系 神社本庁 5845 下山八幡神社 198-0063 青梅市梅郷６－１２２０ 榊田　千景 0428(76)0322 S29.3.24

神道系 神社本庁 5887 木野下神社 198-0013 青梅市木野下１－４６７ 宮川　直明 0428(31)4728 S29.4.26

神道系 神社本庁 5888 神明社 198-0011 青梅市塩船２１０ 宮川　直明 0428(31)4728 S29.4.3
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神道系 神社本庁 5889 三柱神社 198-0023 青梅市今井１－６０８ 宮川　直明 0428(31)4728 S29.4.1

神道系 神社本庁 5890 浮島神社 198-0023 青梅市今井１－１３０ 宮川　直明 0428(31)4728 S29.3.25

神道系 神社本庁 5896 師岡神社 198-0042 青梅市東青梅６－６８ 髙野  吉裕 0428(22)0316 S29.4.26

神道系 神社本庁 5897 八雲神社 198-0000 青梅市友田町５－５６９ 宮川  直明 0428(31)4728 S29.4.1

神道系 神社本庁 5926 御嶽神社 198-0024 青梅市新町２－２８－２６ 宮川　直明 0428(31)4728 S29.4.26

神道系 神社本庁 5927 八雲神社 198-0022 青梅市藤橋２－５７１ 宮川　直明 0428(31)4728 S29.4.3

神道系 神社本庁 5928 稲荷神社 198-0023 青梅市今井２－８７５ 宮川　直明 0428(31)4728 S29.4.1

神道系 神社本庁 5929 石動神社 198-0041 青梅市勝沼２－５３１ 髙野  吉裕 0428(22)0316 S29.4.1

神道系 神社本庁 5930 虎柏神社 198-0004 青梅市根ヶ布１－３１６ 髙野  吉裕 0428(23)1718 S29.4.26

神道系 神社本庁 5931 蔵主神社 198-0012 青梅市谷野１４１ 宮川　直明 0428(31)4728 S29.4.26

神道系 神社本庁 5932 御嶽神社 198-0000 青梅市友田町５－５６５ 宮川  直明 0428(24)6343 S29.3.31

神道系 神社本庁 5943 御嶽神社 198-0003 青梅市小曽木５－３０６５ 宮寺　光一 0428(74)4006 S29.4.1

神道系 神社本庁 5944 檜原神社 198-0005 青梅市黒沢２－８２０ 髙野  吉裕 0428(22)0316 S29.3.23

神道系 神社本庁 5945 八坂神社 198-0063 青梅市梅郷６－１６２８ 榊田　千景 0428(76)0322 S29.3.24

神道系 神社本庁 5946 菅原神社 198-0063 青梅市梅郷４－５８４ 榊田　千景 0428(76)0322 S29.4.1

神道系 神社本庁 5947 畑中神社 198-0061 青梅市畑中２－５５６ 榊田　千景 0428(76)0322 S29.4.26

神道系 神社本庁 5948 常磐樹神社 198-0021 青梅市今寺１－５３０ 宮川　直明 0428(31)4728 S29.4.26

神道系 神社本庁 5980 杣保葛神社 198-0022 青梅市藤橋２－１０７ 宮川　直明 0428(31)4728 S29.4.26

神道系 神社本庁 6004 稲荷神社 198-0063 青梅市梅郷２－４８３ 榊田　千景　 0428(76)0322 S29.4.1

神道系 神社本庁 6005 稲荷神社 198-0062 青梅市和田町２－４７６ 榊田　千景 0428(76)0322 S29.4.26

神道系 神社本庁 6170 梅園神社 198-0045 青梅市裏宿町７７６ 梅宮  貴史 S28.3.11

神道系 神社本庁 6995 白鬚神社 198-0003 青梅市小曽木２－８８８ 佐渡  常一 0428(74)5869 S50.10.29

神道系 神社本庁 7155 八雲神社 198-0001 青梅市成木２－１６ 宮寺　光一 0428(74)4006 S62.10.2

神道系 金光教 1889 金光教青梅教会 198-0045 青梅市住江町98 肥沼　隆博 0428(24)5282 S27.9.8

神道系 単立・神道系 2157 武蔵御嶽神社 198-0175 青梅市御岳山１７６ 須﨑　　裕 0428(78)8500 S27.11.1
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神道系 単立・神道系 6483 大本奥多摩苑 198-0062 青梅市和田町２－７１４ 大宮　恒人 0428(76)0506 S30.3.24

神道系 単立・神道系 6713 武蔵御嶽講真神部 198-0175 青梅市御嶽山１１２ 片柳　左京 0428(78)8722 S35.6.17

神道系 単立・神道系 6898 弁財会 198-0064 青梅市柚木町１－２００－２ 大内　優志 0428(22)3932 S44.12.23

神道系 単立・神道系 6982 御影御社 198-0174 青梅市御岳２－４８０ 齋藤  正純 0428(78)8554 S50.2.21

神道系 単立・神道系 7070 大東神社 198-0023
青梅市今井５－２４４０－１０
４

福永　武 0428(31)2540 S55.5.21

神道系 単立・神道系 7077 友田稲荷神社 198-0051 青梅市友田町４－２０７－６ 宮川  淳 0428(22)7066 S55.7.29

仏教系 天台宗 1101 報恩寺 198-0021 青梅市今寺１－５４０ 勝野　信健 0428(31)4026 S27.9.24

仏教系 真言宗醍醐派 4662 観音寺 198-0011 青梅市塩船１９４ 橋本　公延 0428(22)6677 S28.12.21

仏教系 真言宗豊山派 4337 真浄寺 198-0012 青梅市谷野１９３ 杉本　泰弘 0428(31)5570 S28.9.11

仏教系 真言宗豊山派 4338 東光寺 198-0087
青梅市天ケ瀬町１２０３番地
２

西田　敏彦 0428(24)8810 S28.9.4

仏教系 真言宗豊山派 4339 花蔵院 198-0000 青梅市友田町４－２０４ 鴨志田  美加　 0428(22)6305 S28.9.3

仏教系 真言宗豊山派 4340 宝泉寺 198-0022 青梅市藤橋１０１ 杉本  泰弘 0428(31)5570 S28.9.11

仏教系 真言宗豊山派 4341 即清寺 198-0064 青梅市柚木町１－４－１ 増澤  秀丸 0428(76)0454 S28.9.4

仏教系 真言宗豊山派 4343 忠堂院 198-0000 青梅市柚木町３－６７４－１ 増澤　秀丸 0428(76)0454 S28.9.4

仏教系 真言宗豊山派 4344 大聖院 198-0063 青梅市梅郷６－１５４２ 杉本　泰弘 0428(76)1649 S28.9.11

仏教系 真言宗豊山派 4345 塩船寺 198-0011 青梅市塩船１２０ 杉本　泰弘 0428(31)5570 S28.9.11

仏教系 真言宗豊山派 4346 薬王寺 198-0023 青梅市今井１－２５２０ 橋本　光正 0428(31)3528 S28.9.4

仏教系 真言宗豊山派 4347 金剛寺 198-0087 青梅市天ヶ瀬町１０３２ 築山　滋（滋海） 0428(22)2554 S28.9.3

仏教系 真言宗豊山派 4348 梅岩寺 198-0045 青梅市仲町２３５ 杉本　亮一 0428(22)3886 S28.9.3

仏教系 真言宗豊山派 4349 東圓寺 198-0036 青梅市河辺町３－１０６３ 鴨志田　美加 0428(22)0806 S28.9.18

仏教系 真言宗豊山派 4350 常福院 198-0001 青梅市成木７－１１９２ 清水  定融 0428(74)6433 S28.9.4

仏教系 真言宗豊山派 4351 正明院 198-0171 青梅市二俣尾２－４８８ 杉本  亮一 0428(78)9584 S28.9.3

仏教系 真言宗豊山派 4352 慈恩寺 198-0173 青梅市御岳本町３５０ 杉本  亮一 0428(78)9023 S28.9.18

仏教系 真言宗豊山派 4353 泉蔵院 198-0171 青梅市二俣尾３－７８５ 森　崇　（築山） 0428(22)6686 S29.9.3

仏教系
浄土真宗本願
寺派

7198 浄弘寺 198-0000 青梅市河辺町８－１９－８ 内手　弘充 0428(32)1769 H3.3.30
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仏教系 時宗 4755 乘願寺 198-0041 青梅市勝沼３－１１４ 飯田　真 0428(22)2267 S28.4.15

仏教系 時宗 4756 正福寺 198-0023 青梅市今井２－１０４５ 飯田　彰 0428(31)7738 S28.4.15

仏教系
臨済宗建長寺
派

4315 地蔵院 198-0061 青梅市畑中２－５８３ 大井　博文 0428(22)4497 S28.9.18

仏教系
臨済宗建長寺
派

4321 徳昌寺 198-0062 青梅市和田町２－４２５ 大井  悦雄 0428(22)4497 S28.9.7

仏教系
臨済宗建長寺
派

4324 玉泉寺 198-0052 青梅市長渕３－２９９ 北村　弘喜 0428(22)5476 S28.9.7

仏教系
臨済宗建長寺
派

4325 常保寺 198-0045 青梅市滝ノ上町１３１６ 小澤　孝之介 0428(22)2418 S28.9.3

仏教系
臨済宗建長寺
派

4331 宗徳寺 198-0044 青梅市西分町１－３３ 小池　文雄 0428(22)3960 S28.9.4

仏教系
臨済宗建長寺
派

4333 東禅寺 198-0024 青梅市新町２－２０－１０ 滝本　豊洋 0428(31)2739 S28.9.4

仏教系
臨済宗建長寺
派

4334 延命寺 198-0084 青梅市住江町８２ 大久保　芳木 0428(22)3386 S28.9.4

仏教系
臨済宗建長寺
派

4335 聚徳院 198-0043 青梅市千ヶ瀬町３－４７７ 棚橋  正道 0428(22)3580 S28.9.4

仏教系
臨済宗建長寺
派

4336 宗建寺 198-0043 青梅市千ヶ瀬町６－７３４ 棚橋  正道 0428(22)3580 S28.9.4

仏教系 曹洞宗 3883 海禅寺 198-0171 青梅市二俣尾４－９６２ 加藤　賢紹 0428(78)9447 S28.12.21

仏教系 曹洞宗 3884 雲慶院 198-0172 青梅市沢井２－８２８ 鈴木　直人 0428(78)8404 S31.1.25

仏教系 曹洞宗 3885 竹林寺 198-0063 青梅市梅郷２－３２２ 鶴岡  篤裕 0428(76)0632 S28.12.21

仏教系 曹洞宗 3886 明白院 198-0046 青梅市日向和田２－３９５ 加藤  憲孝 0428(22)1775 S28.12.21

仏教系 曹洞宗 3887 長泉院 198-0171 青梅市二俣尾４－１０６６ 鶴岡　正邦 0428(78)8621 S28.12.21

仏教系 曹洞宗 3888 天澤院 198-0063 青梅市梅郷４－５８６－１ 菅原  徹朗 0428(76)0830 S28.12.21

仏教系 曹洞宗 3889 心月院 198-0174 青梅市御岳１－１３２ 岡本　祥人 0428(31)1802 S28.12.23

仏教系 曹洞宗 3890 東光寺 198-0172 青梅市沢井１－３３２ 髙木　昭彦 0428(78)8861 S28.9.11

仏教系 曹洞宗 3891 髙源寺 198-0171 青梅市二俣尾５－１６１４ 鈴木　直人 0428(78)9673 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 3892 慶徳寺 198-0171 青梅市二俣尾５－１５５２ 加藤　賢紹 0428(78)9447 S31.1.25

仏教系 曹洞宗 3905 寿香寺 198-0053 青梅市駒木町３－５８１ 岡本　祥人 0428(21)2167 S28.9.4

仏教系 曹洞宗 3953 大泉院 198-0001 青梅市成木８－１０６７ 鈴木　得能 0429(62)9423 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 3954 慈眼院 198-0001 青梅市成木６－３２６ 内田　正哉 0428(74)4133 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4055 天寧寺 198-0004 青梅市根ヶ布１－４５４ 髙木  昭彦 0428(22)3566 S28.8.26
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仏教系 曹洞宗 4056 妙光院 198-0000 青梅市師岡１－１５２１ 髙木　俊乗 0428(20)0080 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4057 蜆澤院 198-0001 青梅市成木８－１３２ 沖　祐昭 0428(74)8416 S29.2.11

仏教系 曹洞宗 4058 光明寺 198-0042 青梅市東青梅６－４２ 高木  信彦 0428(22)3567 S28.12.21

仏教系 曹洞宗 4059 慈福寺 198-0001 青梅市成木５－１３６６ 竹田  宏昭 (3324)3081 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4060 長蔵寺 198-0001 青梅市成木３－１８６３ 松本　典隆 0428(74)6629 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4061 髙岩寺 198-0001 青梅市成木４－８５０ 松本　元秀 S31.1.12

仏教系 曹洞宗 4063 聞修院 198-0005 青梅市黒沢３－１５７８ 田中  正哉 0428(74)5411 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4064 宗泉寺 198-0015 青梅市吹上３８５ 前田  髙道 0428(22)8939 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4065 常福寺 198-0002 青梅市富岡３－１１０７ 油井  大成 0428(74)5342 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4066 龍雲寺 198-0005 青梅市黒沢１－５１９ 高橋  道雄 0428(74)5259 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4067 紫雲院 198-0001 青梅市成木２－５５９ 松本　良英 0428(74)6629 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4068 常秀院 198-0002 青梅市富岡１－１３２ 長澤　一行 0428(74)4023 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4069 正澤寺 198-0001 青梅市成木８－４９７ 内田　正哉 0428(74)4133 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4070 長全寺 198-0001 青梅市成木３－３０４ 松本　良英 0428(74)4684 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4071 林川寺 198-0036 青梅市河辺３－１１２９ 油井  大智 0428(24)2338 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4072 新福寺 198-0001 青梅市成木５－１３１９ 菅原　弘貴 042(876)0830 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4073 石倉院 198-0003 青梅市小曽木５－３０６３ 長澤　一行 0428(74)4023 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 4074 高徳寺 198-0003 青梅市小曽木４－２８０９ 長澤　一行 0428(74)4023 S28.8.26

仏教系 日蓮宗 157 慎徳寺 198-0052 青梅市長渕２－５５７ 田中　祥靖 0428(22)5826 S28.11.19

仏教系 日蓮宗 366 日蓮宗浄心教会 198-0001 青梅市成木１－７３６－１ 一之瀬　是貫 0428(74)7040 S27.7.8

仏教系 日蓮宗 6913 妙光寺 198-0043
青梅市千ヶ瀬町４－５８０－
５

近藤　慈顕 0428(22)4475 S46.2.26

仏教系 日蓮正宗 7170 慈本寺 198-0005 青梅市黒沢２－８７６ 鈴木　法徳 0428(74)6789 H1.4.5

仏教系 単立・仏教系 4308 延命寺 198-0001 青梅市成木７－８８７ 金子　融弘 0428(74)6085 S28.12.25

仏教系 単立・仏教系 4309 安楽寺 198-0001 青梅市成木１－５８３ 金子　融弘 0428(74)6085 S28.12.25

仏教系 単立・仏教系 4310 福昌寺 198-0003 青梅市小曽木３－１８６６ 金子　融弘 0428(74)6085 S28.12.25
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仏教系 単立・仏教系 4663 清宝院 198-0045 青梅市大柳町１２０３ 玉川　一子 0428(22)7317 S28.12.21

仏教系 単立・仏教系 7097 泰成山国蔵寺 198-0001 青梅市成木３－３ 松本　元秀 0428(85)8588 S56.12.21

キリスト教系 日本基督教団 4443 日本基督教団青梅教会 198-0042 青梅市東青梅３－１０－４ 江口　裕子 0428(22)0590 S28.12.21

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

7247 青梅あけぼのキリスト教会 198-0063 青梅市梅郷３－９０４－３ 大谷　唯信 0428(76)0634 H13.7.13

諸教 天理教 1181 天理教駒絹分教会 198-0002 青梅市富岡１－４７ 伊藤　毅令 0428(31)1469 S28.3.23

諸教 天理教 1183 天理教霞分教会 198-0023 青梅市今井１－１６５ 小島　弘之 0428(31)6607 S28.3.23

諸教 天理教 1185 天理教本吉野分教会 198-0063 青梅市梅郷４－５０２ 山下　壽栄一 0428(76)0353 S28.3.23

諸教 天理教 1186 天理教師岡分教会 198-0031 青梅市師岡町１－１５７－２ 原嶋　玉江 0428(22)0913 S28.3.23

諸教 天理教 1187 天理教多摩榮分教会 198-0043 青梅市千ヶ瀬町２－１５９ 伊東　清治 0428(22)1383 S28.3.25

諸教 天理教 1188 天理教三田村分教会 198-0171 青梅市二俣尾３－７９１－３ 中村　喜久子 0428(78)9002 S28.3.23

諸教 天理教 1189 天理教東吉野分教会 198-0061 青梅市畑中３－７７７－１ 福島　初夫 S28.3.23

諸教 天理教 1190 天理教小河内分教会 198-0046
青梅市日向和田３－６２３－
３

大野　勝康 0428(24)4371 S28.3.25

諸教 天理教 1194 天理教武西分教会 198-0046 青梅市日向和田１－８５ 田中　正利 0428(22)0393 S28.3.23

諸教 天理教 1195 天理教青梅分教会 198-0052 青梅市長渕５－２２３ 中村　秀明 0428(22)4796 S28.3.23

諸教 天理教 1507 天理教都込分教会 198-0063 青梅市梅郷５－９７０－４ 原田　直穂子 0428(76)3186 S28.5.4

諸教 天理教 1774 天理教東村山分教会 198-0013 青梅市木野下１－３９４－５ 石田　好胤 0428(33)4850 S28.3.25

諸教 天理教 6855 天理教吉徳分教会 198-0064 青梅市柚木町１－１５０－１ 山下　一朗 0428(76)0077 S42.8.24

諸教 天理教 200346 天理教西多摩分教会 198-0003 青梅市小曾木４－２５３８ 伊藤　誠明 0428(74)5354 S28.3.23

神道系 神社本庁 2992 三谷神社 183-0002 府中市多磨町１－３７ 菊地  茂 0424(98)1735 S29.4.1

神道系 神社本庁 2996 押立神社 183-0012 府中市押立町４－３１－１５ 菊地  茂 0424(98)1735 S29.4.1

神道系 神社本庁 2997 本村神社 183-0012 府中市押立町４－３５－３ 菊地  茂 0424(98)1735 S29.4.1

神道系 神社本庁 3082 八幡神社 183-0014 府中市是政３－２０－３ 渡邊　憲史 042(333)9069 S29.4.1

神道系 神社本庁 3083 八幡神社 183-0005 府中市若松町１－３２－１ 渡邊　憲史 042(333)9069 S29.4.1

神道系 神社本庁 3091 上染屋八幡神社 183-0011 府中市白糸台１－４２－５ 渡邊　憲史 042(333)9069 S29.4.1

神道系 神社本庁 3094 神明社 183-0011 府中市白糸台３－１０－１ 野澤　靖明 0424(82)5207 S29.4.1

191 / 232 ページ



系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

神道系 神社本庁 5323 大國魂神社 183-0023 府中市宮町３－１－１ 猿渡　昌盛 042(362)2130 S29.4.1

神道系 神社本庁 5415 八幡神社 183-0026 府中市南町４－２９ 内堀  𠮷磨 042(368)1719 S29.4.1

神道系 神社本庁 5709 小野神社 183-0034 府中市住吉町３－１９－３ 津戸　弘樹 042(576)5123 S29.4.1

神道系 神社本庁 5710 稲荷神社 183-0026 府中市南町６－４６－１ 内堀  𠮷磨 042(368)1719 S29.4.1

神道系 神社本庁 5714 八雲神社 183-0033 府中市分梅町１－１８－５ 津戸　弘樹 042(576)5123 S29.4.1

神道系 神社本庁 5715 間島神社 183-0034 府中市住吉町３－７１－２ 津戸　弘樹 042(576)5123 S29.4.1

神道系 神社本庁 5716 上ノ島神社 183-0035 府中市四谷６－３３－３ 内藤    治 042(302)2417 S29.4.1

神道系 神社本庁 5717 浅間神社 183-0045 府中市美好町３－４２－２ 津戸　弘樹 042(576)5123 S29.4.1

神道系 神社本庁 5718 御嶽神社 183-0034 府中市住吉町４－10－7 津戸　弘樹 042(576)5123 S29.4.1

神道系 神社本庁 5758 日枝神社 183-0045 府中市美好町３－６１－１ 松本  成美 042(360)2617 S29.4.1

神道系 神社本庁 5759 稲荷神社 183-0032 府中市本宿町１－４－１ 松本  成美 042(360)2617 S29.4.1

神道系 神社本庁 5760 熊野神社 183-0031 府中市西府町２－９－５ 松本  成美 042(360)2617 S29.4.1

神道系 神社本庁 7303 稲荷神社 183-0027 府中市本町２－５－４ 猿渡　昌盛 042(366)6605 H22.2.1

神道系 神社本庁 200069 石井神社 183-0013 府中市小柳町２－２１－２４ 渡邊　憲史 042(333)9069 S29.4.1

神道系 神社本庁 200101 稲荷神社 183-0005 府中市若松町５－７－６ 渡邊　憲史 042(333)9069 S29.4.1

神道系 神社本庁 200117 神明社 183-0035 府中市四谷２－４４－４ 内藤  治 042(302)2417 S29.4.1

神道系 神社本庁 200155 八幡神社 183-0011 府中市白糸台５－２０－４ 野沢　靖明 0424(82)5207 S29.4.1

仏教系 天台宗 1059 泉龍寺 183-0004 府中市紅葉丘２－２６－１ 古山　長伸 042(361)3318 S27.9.17

仏教系 天台宗 1077 普賢寺 183-0004 府中市紅葉丘２－２６－４ 小野　常寛 042(369)2278 S27.9.17

仏教系 天台宗 1078 観音院 183-0011 府中市白糸台３－１０－７ 浮岳　妙成 042(361)6269 S27.9.17

仏教系 天台宗 1079 龍光寺 183-0012 府中市押立町４－３５－２ 長谷　瑞信 0424(86)4101 S27.9.17

仏教系 天台宗 1083 安養寺 183-0027 府中市本町１－１７－１０ 關口　晃成 042(361)2248 S27.10.9

仏教系 天台宗 1846 善明寺 183-0027 府中市本町１－５－４ 岩井　秀之 042(364)2986 S27.10.17

仏教系 高野山真言宗 7241 遍照寺 183-0004 府中市紅葉丘２－１３－１６ 蛭野　浩誠 042(360)7676 H12.10.13

仏教系 真言宗智山派 3398 多磨寺 183-0004 府中市紅葉丘２－３３－２ 菅野　運彰 042(361)3337 S28.2.17
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仏教系 真言宗豊山派 2701 妙光院 183-0027 府中市本町１－１６－１３ 酒詰  明正 042(361)2259 S28.5.6

仏教系 真言宗豊山派 2703 光明院 183-0033 府中市分梅町１－１３－１ 小川　亮昌 042(361)2792 S28.5.9

仏教系 真言宗豊山派 2707 寳性院 183-0014 府中市是政２－７－１３ 小貫  芳徳 042(361)5278 S28.5.6

仏教系 真言宗豊山派 2708 正光院 183-0034 府中市住吉町３－２－１１ 堀内  明宗 042(362)7630 S28.5.9

仏教系 真言宗豊山派 2709 花藏院 183-0022 府中市宮西町５－２０－１ 神谷　正志 042(361)4143 S28.5.9

仏教系 真言宗豊山派 2712 普門寺 183-0026 府中市宮町３－１７－１ 酒詰　明正 042(361)2259 S28.5.6

仏教系 真言宗豊山派 2713 西藏院 183-0014 府中市是政３－３５－１０ 榎本　隆乗 042(361)6912 S28.5.9

仏教系 真言宗豊山派 2715 法音寺 183-0034 府中市住吉町１－４７－２ 斎藤  明憲 042(361)7369 S28.5.9

仏教系 真言宗豊山派 2716 常久寺 183-0005 府中市若松町５－１１－１ 堀内　隆宏 042(333)9201 S28.5.6

仏教系 浄土宗 791 本願寺 183-0011 府中市白糸台５－２０－３ 成瀬　隆純 042(361)3188 S27.10.2

仏教系 浄土宗 808 心行寺 183-0004 府中市紅葉丘２－３２－１４ 山崎　史樹 042(361)3205 S27.10.2

仏教系 浄土宗 4215 徳寿院 183-0004 府中市紅葉丘１－３３－１ 豊岡  鉉尓 042(369)5661 S28.4.30

仏教系 浄土宗 6680 蓮宝寺 183-0004 府中市紅葉丘２－４１－３ 小川　有閑 042(361)3091 S34.3.17

仏教系 真宗大谷派 6972 勝広寺 183-0004 府中市紅葉丘２－３５－５１ 浜松  文照 042(365)2341 S49.7.18

仏教系 真宗高田派 2370 永福寺 183-0002 府中市多磨町２－４５－１ 藤尾　忠洋 042(361)2390 S27.11.13

仏教系 時宗 4752 称名寺 183-0022 府中市宮西町１－９－１ 長島  明道 042(361)4226 S28.4.7

仏教系 時宗 4753 長福寺 183-0022 府中市宮西町４－１８－１ 今井  元忠 042(361)3357 S28.4.7

仏教系 曹洞宗 4027 髙安寺 183-0021 府中市片町２－４－１ 菊地　克之 042(361)2229 S28.6.19

仏教系 曹洞宗 4869 観音寺 183-0004 府中市紅葉丘２－９－７ 市川  明雄 042(361)3377 S28.8.24

仏教系 日蓮宗 165 大長寺 183-0005 府中市若松町５－９－５ 板垣　廣臣 042(362)2547 S27.10.25

仏教系 日蓮宗 266 東郷寺 183-0015
府中市清水が丘３－４０－１
０

南部　光徹 042(361)2263 S27.7.10

仏教系 日蓮宗 2543 妙龍寺 183-0004 府中市紅葉丘２－１１－３ 赤塚　正坦 042(361)2046 S28.7.9

仏教系 日蓮宗 6861 法輪寺 183-0036 府中市日新町１－７－１ 石川　博導 042(364)5667 S42.11.9

仏教系 日蓮宗 6919 壽光寺 183-0002 府中市多磨町２－１５－６ 小黒  謙亮 042(366)7630 S46.12.16

仏教系 日蓮正宗 7185 大修寺 183-0001 府中市浅間町４－１３－２４ 國島　道保 042(369)3117 H2.4.16
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仏教系
法華宗（陣門
流）

6883 立正院 183-0004 府中市紅葉丘２－４０－５ 村上  憲彦 042(361)6811 S43.12.21

仏教系 単立・仏教系 4867 誓願寺 183-0004 府中市紅葉丘１－１４－４ 荻原  義隆 042(361)2327 S28.7.3

仏教系 単立・仏教系 6799 慈恵院 183-0001 府中市浅間町２－１５－１ 永田　宏 042(365)7676 S40.5.1

キリスト教系 日本基督教団 7017
日本基督教団東京府中教
会

183-0036 府中市八幡町３－１８－１０ 北村　智史 042(365)7933 S51.11.24

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7072
イエス・キリスト緑の牧場教
会

183-0001 府中市浅間町４－１５－１６ 沼田　誠 042(369)6375 S55.6.26

諸教 天理教 1544 天理教本豁分教会 183-0016 府中市八幡町２－１１－２２ 渡邊　一城 042(364)4290 S28.4.14

諸教 天理教 1585 天理教天東分教会 183-0014 府中市是政５－２－６ 池田　時代 042(365)7404 S28.3.31

諸教 天理教 1675 天理教武蔵府中分教会 183-0032 府中市本宿町１－４４－２ 浅見　しづ江 042(361)6021 S28.3.19

諸教 天理教 1685 天理教府中分教会 183-0045 府中市美好町３－４３－３ 加川　道伸 042(362)4309 S28.3.19

諸教 天理教 1970 天理教東本陽分教会 183-0042 府中市武蔵台１－３５－１４ 原田　豊明 042(321)3675 S28.4.14

諸教 天理教 6231 天理教本月港分教会 183-0046 府中市西原町３－２０－１ 野村　正永 042(575)7083 S28.9.9

諸教 天理教 6958 天理教武蔵本宿分教会 183-0032 府中市本宿町１－２６－１ 松村  鉄雄 042(362)4530 S48.11.28

諸教 天理教 6964 天理教西殿泉分教会 183-0011 府中市白糸台６－３－９ 友成  武千代 042(363)0433 S49.4.26

諸教 天理教 200112 天理教四谷分教会 167-0042 府中市宮町２－１－２ 清水　幸男 (3394)8701 S28.4.14

諸教 天理教 300524 天理教上原分教会 183-0042 府中市武蔵台２－３４－１８ 渡邉  守 042(302)1317 S27.10.30

諸教 天理教 304549 天理教東廣元分教会 183-0051 府中市栄町１－１３－１ 金田　日呂恵 042(364)9333 S27.7.14

諸教 生長の家 7217 生長の家東京第二教化部 183-0042 府中市武蔵台３－４－１ 三浦晃太朗 042(574)0641 H6.9.27

神道系 神社本庁 3057 十二神社 196-0000 昭島市玉川町５－９－２１ 高橋　重雄 042(522)5806 S29.7.1

神道系 神社本庁 3060 稲荷神社 196-0013 昭島市宮沢町２－１４－３１ 高橋　重雄 042(524)2727 S29.7.1

神道系 神社本庁 3062 稲荷神社 196-0032 昭島市郷地町１－１２－１ 高橋　重雄 042(524)2727 S29.7.1

神道系 神社本庁 3067 日枝神社 196-0022 昭島市中神町２－１－１２ 高橋　重雄 042(524)2727 S29.7.1

神道系 神社本庁 3112 福島神社 196-0031 昭島市福島町１－１２－６ 高橋　重雄 0425(22)5806 S29.7.1

神道系 神社本庁 3128 熊野神社 196-0022 昭島市中神町１－１２－７ 高橋　重雄 042(524)2727 S29.7.1

神道系 神社本庁 3129 駒形神社 196-0013 昭島市大神町３－６－８ 高橋　重雄 042(524)2727 S29.7.1

神道系 神社本庁 5768 稲荷社 196-0014 昭島市田中町２－１－２４ 宮﨑　洋 042(536)3215 S29.7.1
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神道系 神社本庁 6130 稲荷神社 196-0014 昭島市田中町２－１０－１３ 橋本　昇 042(541)1343 S29.7.1

神道系 神社本庁 6134 日枝神社 196-0011 昭島市上川原町２－１８－５ 橋本　昇 042(541)1343 S29.7.1

神道系 神社本庁 6135 神明神社 196-0002 昭島市拝島町１－１９－１１ 久保　曻 042(545)2872 S29.7.1

神道系 神社本庁 6136 日吉神社 196-0002 昭島市拝島町１－１０－１９ 橋本　昇 042(544)0636 S29.7.1

神道系 神社本庁 7075 拝島天神社 196-0002 昭島市拝島町２－１４－７ 橋本　昇 042(541)1343 S55.7.22

神道系 神社本庁 200099 諏訪神社 196-0024 昭島市宮沢町２－３５－２３ 高橋　重雄 042(524)2727 S29.7.1

神道系 金光教 1905 金光教立川教会 196-0022 昭島市中神町１３６７－１０ 園部　正人 042(519)2576 S27.9.8

神道系 心睦教団 6045 心睦教団小山教会 196-0002 昭島市拝島町３－３－４５ 小山　耕司 042(541)1049 S29.4.22

仏教系 天台宗 1080 普明寺 196-0002 昭島市拝島町１－２０－１６ 勝野　隆広 042(541)1009 S27.9.27

仏教系 天台宗 1081 本覺院 196-0002 昭島市拝島町１－６－１５ 川勝　宗雅 042(541)1142 S27.9.27

仏教系 天台宗 1082 圓福寺 196-0002 昭島市拝島町１－６－５ 久保　信修 042(541)3072 S27.9.27

仏教系 天台宗 1084 寶積寺 196-0032 昭島市郷地町１－１３－３ 伊藤　賢映 042(541)0443 S27.9.27

仏教系 天台宗 1085 觀音寺 196-0013 昭島市大神町３－６－５ 伊藤　賢祥 042(541)1322 S27.9.27

仏教系 天台宗 1086 真覚寺 196-0034 昭島市玉川町５－９－２７ 梅井　秀澄 042(541)3963 S27.9.27

仏教系 真言宗智山派 3437 阿弥陀寺 196-0024 昭島市宮沢町２－３６－６ 梅澤  順峰　 042(541)3055 S28.2.23

仏教系
臨済宗建長寺
派

4812 廣福寺 196-0031 昭島市福島町２－１４－７ 白川　宗昭 042(541)0508 S28.7.9

仏教系
臨済宗建長寺
派

4813 福嚴寺 196-0022 昭島市中神町１－３－３ 内田　朋久 042(541)2264 S28.7.10

仏教系 曹洞宗 3963 龍津寺 196-0002 昭島市拝島町５－２－３７ 志茂  元英 042(541)1249 S28.12.22

仏教系 曹洞宗 3964 龍田寺 196-0011 昭島市上川原町２－２５－１ 櫛田  是道 042(541)8243 S28.7.7

仏教系 曹洞宗 4107 田中寺 196-0014 昭島市田中町２－１１－１５ 黒川　克巳 042(544)1600 S28.7.10

キリスト教系 日本基督教団 4988 日本基督教団昭島教会 196-0022 昭島市中神町１２３２－１３ 石川　献之助 042(543)9562 S29.5.14

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

7167 昭島めぐみ教会 196-0032 昭島市郷地町２－２０－５ 石橋　虎之助 042(543)3869 S63.12.23

キリスト教系
イエス之御霊教
会教団

1633 三多摩イエス之御霊教会 196-0003 昭島市中神９３６ 木村　　法子 042(530)4811 S27.10.6

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7280
エホバの証人の昭島福生
会衆

196-0002 昭島市拝島町１－１７－２３ 阿部　喜友 042(546)6234 H15.12.26

諸教 天理教 5139 天理教昭島市分教会 196-0025 昭島市朝日町３－４－５ 内野　武雄 042(543)3939 S28.3.27

195 / 232 ページ



系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

諸教 天理教 6943 天理教本原神分教会 196-0015 昭島市昭和町３－１８－１３ 宮島　幹男 042(541)7684 S48.1.29

諸教 単立・諸教 6987 陽気づくめ明朗教会 196-0021 昭島市武蔵野２－５－６ 松本  行義 042(541)2138 S50.6.3

神道系 神社本庁 3079 嚴嶋神社 182-0006
調布市西つつじヶ丘１－１５
－８

野澤　靖明 042(482)5207 S29.3.31

神道系 神社本庁 3081 糟嶺神社 182-0004 調布市入間町２－１９－１３ 野澤　靖明 042(482)5207 S29.3.31

神道系 神社本庁 3086 道生神社 182-0036 調布市飛田給２－３９－２０ 野澤  康次郎 042(489)0022 S29.3.31

神道系 神社本庁 3087 布多天神社 182-0021 調布市調布ヶ丘１－８－１ 野澤　康次郎 042(489)0022 S29.3.31

神道系 神社本庁 3090 虎狛神社 182-0016 調布市佐須町１－１４－３ 小町  守 (3489)8105 S29.3.31

神道系 神社本庁 3100 八幡神社 182-0001 調布市緑ヶ丘２－５－５ 鴨志田　克彦 042(482)5710 S29.3.31

神道系 神社本庁 3101 稲荷神社 182-0003 調布市若葉町３－１２－６ 野澤　靖明 042(482)5207 S29.3.31

神道系 神社本庁 3115 八幡神社 182-0034 調布市下石原３－５－２ 野澤  康次郎 042(489)0022 S29.3.31

神道系 神社本庁 3116 稲荷神社 182-0026 調布市小島町１－８－９ 野澤  康次郎 042(489)0022 S29.3.31

神道系 神社本庁 3117 國領神社 182-0022 調布市国領町１－７－１ 野澤　靖明 042(482)5207 S29.3.31

神道系 神社本庁 5414 八幡神社 182-0033 調布市富士見町２－１－１１ 野澤  康次郎 042(489)0022 S29.3.31

神道系 神社本庁 5529 池ノ上神社 182-0013
調布市深大寺南町４－２－
９

鴨志田  克彦 042(482)5710 S29.3.31

神道系 神社本庁 5531 神明社 182-0017
調布市深大寺元町５－３２
－２

鴨志田  克彦 042(482)5710 S29.3.31

神道系 神社本庁 5532 青渭神社 182-0017
調布市深大寺元町５－１７
－１０

鴨志田  克彦 042(482)5710 S29.3.31

神道系 神社本庁 5533 稲荷神社 182-0017
調布市深大寺元町２－３－
１４

鴨志田  克彦 042(482)5710 S29.3.31

神道系 神社本庁 5534 八剱神社 182-0007 調布市菊野台３－４２－１ 鴨志田  克彦 042(482)5710 S29.3.31

神道系 神社本庁 5535 諏訪神社 182-0012
調布市深大寺東町８－１－
３

鴨志田  克彦 042(482)5710 S29.3.31

神道系 神社本庁 5536 稲荷神社 182-0014 調布市柴崎２－１１－４ 鴨志田  克彦 042(482)5710 S29.3.31

神道系 扶桑教 2478 扶桑教東教会 182-0015 調布市八雲台１－２２－５ 宍野　史生 0424(82)3007 S27.12.27

神道系 単立・神道系 7029 誠光会 182-0001 調布市緑ヶ丘２－５１－６ 島本  カズ子 (3308)9210 S52.7.16

仏教系 天台宗 974 常楽院 182-0006
調布市西つつじヶ丘４－９－
１

本多　祐昭 042(484)0900 S27.10.3

仏教系 天台宗 1060 深大寺 182-0017
調布市深大寺元町５－１５
－１

張堂　興昭 042(486)5511 S27.9.18

仏教系 天台宗 1061 池上院 182-0017
調布市深大寺元町２－１２
－１

西島　玄昌 0424(83)1453 S27.9.18
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仏教系 天台宗 1062 明照院 182-0004 調布市入間町２－１９－１２ 大野　亮秀 (3300)8979 S27.9.18

仏教系 天台宗 1063 昌翁寺 182-0002 調布市仙川町３－７－１ 榎本　晃秀 (3300)2860 S27.9.20

仏教系 天台宗 1064 清教寺 182-0007 調布市菊野台３－３４－２ 濱名　進人 0424(86)7676 S27.9.18

仏教系 天台宗 1065 祇園寺 182-0016 調布市佐須町２－１８－１ 林田　堯瞬 042(484)0811 S27.9.18

仏教系 天台宗 1075 西光寺 182-0035 調布市上石原１－２８－３ 長谷　瑞信 042(482)3320 S27.9.19

仏教系 天台宗 1076 常演寺 182-0034 調布市下石原１－５２－４ 小室　大朋 0424(82)3611 S27.9.22

仏教系 真言宗豊山派 4649 常性寺 182-0022 調布市国領町１－２－８ 芝村  栄夫 0424(82)8013 S28.12.1

仏教系 新義真言宗 4650 大正寺 182-0021 調布市調布ヶ丘１－２２－１ 芝村  智豊 042(482)0051 S28.12.1

仏教系 浄土宗 793 光照寺 182-0014 調布市柴崎１－３８－２ 服部　光雅 042(482)1729 S27.9.27

仏教系 浄土宗 4868 光岳寺 182-0033 調布市富士見町１－３６－１ 内田　智康 0424(88)5548 S28.9.2

仏教系
浄土真宗本願
寺派

908 正善寺 182-0003 調布市若葉町１－４２－５ 酒井　淳 (3300)6064 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

909 覺證寺 182-0033 調布市富士見町１－３５－５ 細川　真彦 042(482)5556 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

911 明西寺 182-0003 調布市若葉町１－４３－５ 佐々木　了宣 (3300)1901 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

912 延淨寺 182-0006
調布市西つつじヶ丘２－３０
－１

網代　正孝 (3326)7337 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

914 光徳寺 182-0003 調布市若葉町１－３８－２７ 斯波　孝浩 (3300)6431 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

917 光西寺 182-0003 調布市若葉町１－４４－２ 飯田　修 (3300)5054 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

918 光源寺 182-0006
調布市西つつじヶ丘２－３０
－１１

佐々木　瑞惠 (3300)0881 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

920 圓福寺 182-0022 調布市国領町１－１０－１１ 藤本　彰 0424(82)7955 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

924 安養寺 182-0003 調布市若葉町１－４４－５ 管　義照 (3307)5605 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

926 西照寺 182-0003 調布市若葉町１－３９ 酒井　淳 (3300)7734 S27.10.27

仏教系
浄土真宗本願
寺派

927 長專寺 182-0033 調布市富士見町１－３５－４ 伊東　道雄 0424(82)3411 S27.10.27

仏教系 真宗大谷派 7277 延慶寺 182-0012
調布市深大寺東町６－３４
－２

朝川　宏 0424(81)6629 H15.11.19

仏教系 真宗高田派 2371 壽林寺 182-0006
調布市西つつじヶ丘２－２８
－３

欺波　明德 (3300)1578 S27.11.17

仏教系
臨済宗建長寺
派

4815 源正寺 182-0034 調布市下石原１－３６－１ 永井　宗明 042(482)5246 S28.8.18

仏教系 日蓮宗 267 蓮慶寺 182-0024 調布市布田２－３４－３ 蒲田　良靜 042(482)2829 S27.7.9
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仏教系 日蓮正宗 7037 行法寺 182-0000 調布市深大寺北町1-5－1 井尻　執道 042(486)7736 S53.1.6

仏教系 本門経王宗 7316 寶乘寺 182-0021 調布市緑ヶ丘２－４－１ 麻生　日應 (3308)5545 H25.3.26

仏教系 （非）唱和本宗 14 大日本根本道場 182-0012
調布市深大寺東町８－１９
－６

渡辺　妙一郎 042(486)0058 S27.3.26

仏教系 単立・仏教系 4301 金龍寺 182-0006
調布市西つつじヶ丘２－１４
－１

小林　士孝 (3300)5909 S28.9.28

キリスト教系 日本基督教団 4500 日本基督教団調布教会 182-0024 調布市布田２－２８－１６ 八木　浩史 042(482)9204 S28.8.17

キリスト教系 日本基督教団 6902 日本基督教団仙川教会 182-0003 調布市若葉町２－２７ 大串  肇 (3300)8150 S45.3.25

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

7161 調布バプテスト教会 182-0031 調布市野水１－４－３ 文　廷翼 042(231)4724 S63.8.1

キリスト教系

日本アッセンブ
リーズ・オブ・
ゴッド教団

2551
日本ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ｺﾞｯﾄﾞ
教団多摩川基督教会

182-0025 調布市多摩川７－２－４ 直井  政勝 042(483)1090 S28.8.26

キリスト教系
日本ホーリネス
教団

7166
日本ホーリネス教団調布キ
リスト教会

182-0024 調布市布田１－２４－２ 園　謙慈 0424(83)0619 S63.12.13

キリスト教系
栄光の福音キリ
スト教団

6967
栄光の福音キリスト教団東
京教会

182-0006
調布市西つつじヶ丘４－２－
８

西山　峰子 042(486)5402 S49.7.5

キリスト教系
単立・キリスト教
系

4705
カトリック・東京カルメル会
女子修道院

182-0017
調布市深大寺元町３－２７
－１

横川　眞理子 042(482)4446 S28.3.3

キリスト教系
単立・キリスト教
系

4899 日本福音基督教団 182-0033 調布市富士見町３－１－１ 羽村　眞知子 042(485)5150 S29.2.13

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6686 つつじヶ丘使徒キリスト教会 182-0006
調布市西つつじヶ丘１－４１
－４

井上　真 0424(82)4344 S34.6.15

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6973 調布聖書バプテスト教会 182-0035 調布市上石原１－１７－１ 石川　実 042(487)3202 S49.8.5

諸教 天理教 1679 天理教神調分教会 182-0036 調布市飛田給２－４０－６ 小野田  勝也 042(483)0645 S28.3.23

諸教 天理教 1680 天理教神代分教会 182-0007 調布市菊野台２－１－１ 小川　正典 042(482)4048 S28.3.23

諸教 天理教 1682 天理教本多摩分教会 182-0034 調布市下石原２－５８－１ 福井　聡光 042(482)5634 S28.3.20

諸教 天理教 1775 天理教君住分教会 182-0034 調布市下石原２－１７－１１ 浅野  道夫 0422(53)0371 S28.3.25

諸教 天理教 6586 天理教本領聰分教会 182-0022 調布市国領町５－６６－３ 中小路　敎光 042(489)6261 S31.5.9

諸教 天理教 6700 天理教東嘉與分教会 182-0026 調布市佐須町３-２８－４ 永盛  能造 042(482)2596 S36.3.18

諸教 天理教 6922 天理教京王都分教会 182-0025 調布市多摩川４－１８－２ 重岡　肇二 042(482)9442 S46.12.14

諸教 天理教 200347 天理教日東紀分教会 182-0025 調布市多摩川５－２７－３ 赤阪　繁一 042(487)1821 S28.3.30

諸教 生長の家 306 生長の家本部練成道場 182-0036 調布市飛田給２－３－１ 三好　雅則 042(484)1122 S28.3.27

神道系 神社本庁 3185 熊野神社 194-0203 町田市図師町１８５４ 加藤　正人 042(797)0447 S29.3.31

神道系 神社本庁 3186 金比羅神社 194-0033 町田市木曽西５－１９－８ 加藤　正人 042(797)0447 S29.3.31
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神道系 神社本庁 3188 秋葉神社 194-0033 町田市木曽西３－３－１６ 加藤　正人 042(797)0447 S29.3.31

神道系 神社本庁 3189 箭幹八幡宮 194-0214 町田市矢部町２６６６ 加藤　正人 042(797)0447 S29.3.31

神道系 神社本庁 3191 母智丘神社 194-0013 町田市原町田５－１２－１１ 黒木　亀 042(722)5436 S29.3.25

神道系 神社本庁 5574 杉山神社 194-0012 町田市金森７－１－１ 池田　貞明 042(721)5991 S29.7.14

神道系 神社本庁 5575 杉山神社 194-0044 町田市成瀬４－１３－１６ 池田　貞明 042(735)5617 S29.7.22

神道系 神社本庁 5576 杉山神社 194-0012 町田市金森６－４６－１２ 池田　貞明 042(735)5617 S29.7.14

神道系 神社本庁 5577 杉山神社 194-0001 町田市つくし野２－８－３ 池田　貞明 042(795)5351 S29.7.14

神道系 神社本庁 5578 熊野神社 194-0014 町田市高ヶ坂２－３８－１ 池田　貞明 042(735)5617 S29.7.22

神道系 神社本庁 5579 熊野神社 194-0004 町田市南町田４－１８－２ 池田　貞明 042(735)5617 S29.7.22

神道系 神社本庁 5580 菅原神社 194-0032 町田市本町田８０２ 池田　豊彦 042(735)5177 S29.7.14

神道系 神社本庁 5598 飯守神社 195-0051 町田市真光寺町１８９ 池田　豊彦 042(735)5177 S29.7.14

神道系 神社本庁 5602 天神社 194-0031 町田市南大谷４５１ 池田　豊彦 042(735)5177 S29.7.22

神道系 神社本庁 5603 春日神社 195-0062 町田市大蔵町２８２２ 池田　文彦 042(734)5192 S29.7.14

神道系 神社本庁 5605 野津田神社 195-0063 町田市野津田町２３１９ 池田　文彦 042(734)5192 S29.7.22

神道系 神社本庁 5606 椙山神社 195-0054 町田市三輪町１６１８ 池田　豊彦 042(735)5177 S29.7.14

神道系 神社本庁 5607 白山神社 194-0202 町田市下小山田町８９８ 池田　文彦 042(734)5192 S29.7.14

神道系 神社本庁 5788 諏訪神社 194-0211 町田市相原町１７４３ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 5789 熊野社 194-0211 町田市相原町４６５１ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 5790 御嶽神社 194-0211 町田市相原町３８３６ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 5798 神明神社 194-0201 町田市上小山田町２５８２ 井上　良胤 042(797)3559 S29.4.2

神道系 神社本庁 5799 御嶽神社 194-0212 町田市小山町１２７２ 井上　良胤 042(797)3559 S29.3.27

神道系 神社本庁 5800 札次神社 194-0212 町田市小山町２５５４ 井上　良胤 042(797)3559 S29.3.31

神道系 神社本庁 5810 大六天社 194-0211 町田市相原町３６４７ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 5811 稲荷社 194-0211 町田市相原町５４９－１ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 5812 山王社 194-0211 町田市相原町４０９２ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2
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神道系 神社本庁 5813 荏柄八幡社 194-0211 町田市相原町４４９７ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 5840 神明社 195-0052 町田市広袴町４４４ 池田　豊彦 042(735)5177 S29.7.14

神道系 神社本庁 5991 正八幡社 194-0211 町田市相原町３７１６ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 5992 子ノ神社 194-0211 町田市相原町４４３７ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 6002 蔵王社 194-0211 町田市相原町５０５０ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 6003 若宮八幡社 194-0211 町田市相原町４７０７ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.2

神道系 神社本庁 6078 八雲神社 194-0211 町田市相原町４３９３ 中村　武比古 042(782)2753 S29.4.1

神道系 神社本庁 6086 小山田神社 194-0202 町田市下小山田町３０２９ 池田　豊彦 042(735)5177 S29.7.14

神道系 神社本庁 6087 熊野神社 195-0054 町田市三輪町１９２５－１ 池田　豊彦 042(735)5177 S29.7.22

神道系 神社本庁 6088 八幡神社 195-0071 町田市金井ヶ丘２－５－１ 池田　豊彦 042(735)5177 S29.7.22

神道系 神社本庁 6089 小野神社 195-0064 町田市小野路町８８５ 池田　豊彦 042(735)5177 S29.7.22

神道系 神社本庁 6090 能ヶ谷神社 195-0053 町田市能ヶ谷６－２０－１ 池田　豊彦 042(735)5177 S29.7.14

神道系 神社本庁 6092 住吉神社 194-0022 町田市森野５－１０－２ 池田　豊彦 042(725)5177 S29.7.22

神道系 神社本庁 6379 八坂神社 194-0033 町田市木曽東１－４５－１３ 加藤　正人 042(797)0447 S28.9.3

神道系 神社本庁 6380 日枝神社 194-0212 町田市小山町３７４７ 井上　良胤 042(797)3559 S28.9.2

神道系 神社本庁 6787 上根神社 194-0202
町田市下小山田町３３２－１
３

池田　貞明 042(735)5617 S39.10.7

神道系 神社本庁 6856 淡島神社 194-0034 町田市根岸２－７－５ 加藤　正人 042(797)0447 S42.9.13

神道系 神社本庁 7226 日枝神社 194-0213
町田市常磐町字２３号３２５
７

井上　良胤 042(797)3559 H8.3.28

神道系 神社本庁 200047 町田天満宮 194-0013 町田市原町田１－２１－５ 池田　　泉 042(722)2325 S29.7.22

神道系 神社本庁 200075 八幡神社 195-0074 町田市山崎町３４５ 加藤　正人 042(797)0447 S29.3.31

神道系 単立・神道系 2842 瓊寶庫山道 194-0041 町田市玉川学園７－８－１５ 馬目　泰宏 042(725)8503 S29.4.8

仏教系 天台宗 1097 圓林寺 194-0211 町田市相原町３７２９ 高築　亮宣 042(782)2243 S27.9.29

仏教系 天台寺門宗 2834 覚円坊 194-0033 町田市木曾西４－７－３３ 石川  道祐 (3542)1966 S29.3.27

仏教系 本山修験宗 3714 持寶院 194-0213 町田市常盤町３２５７ 前田　知枝 S29.2.10

仏教系 高野山真言宗 4797 華嚴院 195-0063 町田市野津田町６０８ 矢田　融海 042(735)5778 S28.6.18
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仏教系 高野山真言宗 4800 福寿院 194-0001 町田市つくし野３－３－５ 矢口　弘和 042(795)5361 S28.6.18

仏教系
真言宗泉涌寺
派

307822 法輪寺 194-0034 町田市根岸２－１９－２ 伊奈　瑠璃 042(789)0235 S32.10.14

仏教系 真言宗智山派 3403 福生寺 194-0212 町田市小山町２５２４ 桂　秀雄 042(797)7034 S28.2.18

仏教系 真言宗豊山派 2823 千手院 195-0064 町田市小野路町２０５７ 小路　耕徳 042(735)2151 S28.6.2

仏教系 真言宗豊山派 2824 高蔵寺 195-0054 町田市三輪町１７３９ 新山　孝雄 044(988)2585 S28.6.1

仏教系 浄土宗 816 養運寺 194-0032 町田市本町田３６５４ 田中　光成 042(722)4545 S27.9.29

仏教系 浄土宗 817 勝樂寺 194-0013 町田市原町田３－５－１２ 茂田　知暁 042(722)3147 S27.9.29

仏教系 浄土宗 818 傳重寺 194-0033 町田市木曽西５－１９－６ 加藤　得恵 042(791)0116 S27.9.29

仏教系
浄土真宗本願
寺派

2505 圓成寺 194-0004 町田市鶴間１２１０ 圓城　知道 042(795)0181 S27.10.29

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3735 清水寺 194-0211 町田市相原町７０１ 河出　光教 042(772)0750 S28.5.23

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3780 道林寺 194-0211 町田市相原町５９７－７０ 村上　義光 042(772)3640 S28.6.18

仏教系
臨済宗建長寺
派

4824 萬松寺 195-0064 町田市小野路町３４４ 柴﨑　信洋 042(735)2047 S28.7.11

仏教系
臨済宗建長寺
派

4825 寳泉寺 194-0212 町田市小山町３６２９ 鬼頭  誠二 042(772)6912 S28.7.7

仏教系
臨済宗南禅寺
派

7242 祐照庵 194-0211 町田市相原町４６４３ 宮本　鉄心 042(782)2105 H12.10.23

仏教系 曹洞宗 3802 大泉寺 194-0202 町田市下小山田町３３２ 犬飼　一秀 042(797)1839 S28.6.18

仏教系 曹洞宗 3803 宗保院 194-0013 町田市原町田１－８－１３ 鬼頭　広安 042(722)3133 S28.10.10

仏教系 曹洞宗 3804 東雲寺 194-0044 町田市成瀬４－１４－１ 柚木　祖元 042(726)5909 S28.10.13

仏教系 曹洞宗 3806 祥雲寺 194-0014 町田市高ヶ坂７－１５－１ 亀山　直樹 042(728)5641 S31.12.21

仏教系 曹洞宗 3807 福昌寺 194-0033 町田市木曽西３－３－１８ 月江　尚幸 042(791)0310 S28.6.19

仏教系 曹洞宗 3808 養樹院 194-0201 町田市上小山田町２５３６ 米山　崇信 042(797)3067 S28.6.22

仏教系 曹洞宗 3809 圓福寺 194-0203 町田市図師町３３０１ 鬼頭　明成 042(791)1588 S28.10.29

仏教系 曹洞宗 3810 泉蔵寺 194-0202 町田市下小山田町１３９１ 犬飼　一秀 042(797)1848 S28.10.5

仏教系 曹洞宗 3811 長慶寺 194-0203 町田市図師町４６５ 安井  英一 042(791)3401 S28.6.22

仏教系 曹洞宗 3812 安全寺 195-0062 町田市大蔵町１８５９ 秋田　文範 042(735)2158 S28.6.24

仏教系 曹洞宗 3817 観泉寺 195-0051 町田市真光寺町１２１０ 天野　弘道 042(735)1575 S28.12.4
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仏教系 曹洞宗 3818 妙全院 195-0032 町田市広袴２－１４－２３ 石田  元広 042(735)3047 S28.6.18

仏教系 曹洞宗 3820 東光寺 195-0064
町田市小野路町字長谷２９
０７

中村　秀雄 042(735)3502 S28.6.23

仏教系 曹洞宗 3824 長泉寺 194-0212 町田市小山町１１１５ 小川　洋一 042(797)1208 S28.9.29

仏教系 曹洞宗 3942 行昌寺 194-0211 町田市相原町３０２０ 大瀧　祐賢 042(782)2006 S31.6.20

仏教系 曹洞宗 4131 長福寺 194-0211 町田市相原町２１０９ 西垣　孝明 042(772)2968 S28.9.29

仏教系 曹洞宗 4219 常楽寺 194-0004 町田市南町田１－３６－２６ 砂越　聰志 042(799)3319 S28.10.9

仏教系 曹洞宗 7334 武翁寺 195-0064
町田市小野路町字小谷１５
３６－１

北尾　康樹 042(737)1515 H27.11.19

仏教系 日蓮宗 172 壽量寺 194-0203 町田市図師町１０１６－１ 戸田　周良 042(791)0926 S27.8.7

仏教系 日蓮宗 173 蓮清寺 195-0053 町田市能ヶ谷２－１５－３８ 梅本　明宏 042(735)3501 S27.8.7

仏教系 日蓮宗 174 宏善寺 194-0032 町田市本町田３４０９ 磯野　善成 042(722)1039 S27.8.7

仏教系 日蓮宗 175 浄運寺 194-0013 町田市原町田６－２１－２８ 室矢　教恵 042(722)3160 S27.8.7

仏教系 日蓮宗 176 妙延寺 194-0022 町田市森野２－９－６ 金子　延生 042(722)6406 S27.8.7

仏教系 日蓮宗 177 妙行寺 195-0053 町田市能ヶ谷４－２０－１６ 金岡　教德 042(735)3327 S27.8.7

仏教系 日蓮宗 178 妙福寺 195-0054 町田市三輪町８１１ 渋谷　辨要 044(988)0316 S27.8.7

仏教系 日蓮正宗 7148 妙声寺 194-0023 町田市旭町３－４－１１ 井尻　執道 042(726)9988 S62.2.5

仏教系
法華宗（本門
流）

4586 經王寺 194-0201 町田市小野路町２３５６－２ 野平　忠則 042(797)0184 S28.9.22

仏教系
法華宗（本門
流）

4592 相勝山妙法寺 194-0211 町田市相原町４１３２－２ 野平　耕作 042(782)9126 S29.9.16

仏教系 単立・仏教系 2180 歡照山地蔵教会 194-0201 町田市上小山田町２８６５ 山中　泰久 042(798)1194 S32.1.31

仏教系 単立・仏教系 2538 孝養寺 195-0074 町田市山崎町１５０８ 稲津　厚生 042(791)0619 S31.12.17

仏教系 単立・仏教系 3603 正山寺 194-0201 町田市上小山田町１５０４ 藤野　慶正 042(797)1446 S28.6.17

仏教系 単立・仏教系 3805 簗田寺 194-0035 町田市忠生２－５－３３ 齋藤　謹也 042(791)0602 S28.6.22

仏教系 単立・仏教系 3819 廣慶寺 195-0054 町田市三輪町１６０９ 塚田　勝三 044(988)0111 S28.12.1

仏教系 単立・仏教系 4302 慶性寺 195-0062 町田市大蔵町２１７７ 小林  秀洋 042(735)5469 S29.2.18

仏教系 単立・仏教系 4306 萬藏寺 194-0202 町田市下小山田町１３３６ 福井  一光 042(797)0810 S29.2.18

仏教系 単立・仏教系 7350 善楽寺 195-0064 町田市小野路町1009番地5 亀迫　磨 042（705）6041 R2.4.1
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仏教系 単立・仏教系 308029 常照寺 1950051 町田市真光寺町３３７－１６ 坂本　和夫 042(860)2020 S27.9.1

キリスト教系 日本基督教団 4465 日本基督教団原町田教会 194-0013 町田市原町田３－９－１６ 宮島　牧人 042(723)0207 S28.7.14

キリスト教系 日本基督教団 4477 日本基督教団玉川教会 194-0041 町田市玉川学園４－５－３２ 衛藤　満彦 042(732)9321 S28.10.16

キリスト教系 日本基督教団 7095 日本基督教団鶴川北教会 195-0051 町田市真光寺町１３３８－６ 田中　雅弘 042(734)5221 S56.11.4

キリスト教系 日本基督教団 7116
日本基督教団町田ベテル
教会

194-0021 町田市中町２－４－８ 永瀬　よし子 042(725)9050 S58.10.27

キリスト教系 日本基督教団 7180 日本基督教団鶴川教会 195-0073 町田市薬師台２－９－７ 瀬戸　英治 042(734)9361 H2.2.13

キリスト教系 日本基督教団 7227 日本基督教団成瀬台教会 194-0044 町田市成瀬台２－２１－４７ 迫川　道子 042(726)7934 H8.8.21

キリスト教系 日本基督教団 7243 日本基督教団南町田教会 194-0003 町田市南町田１－１－１０ 黄　昌性 042(796)0562 H12.10.16

キリスト教系 日本基督教団 7324
日本基督教団成瀬が丘教
会

194-0011 町田市成瀬が丘２－１２－６ 小泉　健 042(796)9897 H26.5.8

キリスト教系

カンバーランド
長老キリスト教
会日本中会

7011
カンバーランド長老キリスト
教会成瀬教会

194-0041
町田市玉川学園７－２０－１
２

平　尚紀 042(725)9909 S51.7.22

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6696 玉川学園バプテスト教会 194-0041 町田市玉川学園３－１３－８ 岩本　博海 042(724)7969 S34.12.17

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6830
日本オープンバイブル教団
町田聖書教会

194-0033 町田市木曽東１－４９－２２ 吉永　豊 042(722)9251 S41.10.3

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6951 日本ルーテル告白教会 194-0001 町田市つくし野３－２０－１ 鈴木　雅雄 042(795)1849 S48.7.25

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7225 鶴川福音教会 195-0057 町田市真光寺３－２４－１８ 齋藤　丈志 042(735)5197 H8.4.2

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7237 東京ホライズンチャペル 194-0013 町田市原町田４－１９－５ 渡部　伸夫 042(721)6999 H11.12.20

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7239 町田聖書キリスト教会 194-0035 町田市忠生１－８－８ 山尾　研一 042(792)0585 H12.3.31

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7248 相原キリスト集会 194-0211 町田市相原町５４７－１４ 渡辺　二郎 042(772)9691 H13.7.6

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7273 町田クリスチャンセンター 194-0013 町田市原町田４－１８－３ 杉本　智俊 042(732)8341 H15.9.11

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7286
エホバの証人の東京都町
田市中央会衆

194-0032 町田市本町田３１１７ 神部　康弘 042(725)7400 H19.12.3

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7314
エホバの証人の東京都町
田市小山ヶ丘会衆

194-0215 町田市小山ヶ丘１－１１－１ 野村　敏 042(705)5781 H24.12.7

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7320
エホバの証人の南町田会
衆

194-0004
町田市鶴間４丁目１０番４３
号

池上　達美 042(795)4115 H25.12.12

諸教 天理教 1146 天理教東悠分教会 154-0015 町田市つくし野３－１４－５ 田林　久嗣 042(705)8176 S28.3.20

諸教 天理教 1279 天理教鶴見川分教会 195-0062 町田市大蔵町１９７７－１ 金澤　道喜世 042(734)0128 S28.4.3

諸教 天理教 1292 天理教相原分教会 194-0211 町田市相原町１３９３ 橋本　博和 042(771)5729 S28.3.30

諸教 天理教 1293 天理教凾東分教会 194-0212 町田市小山町３０７０ 杉山　森男 042(771)6031 S28.4.16
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諸教 天理教 1516 天理教本竹貫分教会 195-0072 町田市金井１－１９－２４ 常盤　成夫 042(734)5832 S28.3.25

諸教 天理教 1561 天理教神館分教会 195-0062 町田市大蔵町２７４８－７ 小島　正雄 042(735)4044 S28.4.14

諸教 天理教 1966 天理教本芝富分教会 195-0054 町田市三輪町５９－１１ 大塚　邦夫 044(988)7165 S28.4.14

諸教 天理教 1968 天理教東竹分教会 195-0073 町田市薬師台１－３１－１ 九鬼　和敏 042(734)9836 S28.4.14

諸教 天理教 2021 天理教本月村分教会 195-0063 町田市野津田町１８９７－８ 中村　晴夫 042(734)2778 S28.3.25

諸教 天理教 6290 天理教代司成分教会 195-0063 町田市野津田町１８０８ 加賀美　幸男 042(736)0723 S28.12.11

諸教 天理教 6401 天理教本中南分教会 194-0022 町田市森野２－１２－２０ 伊達　清一郎 042(723)2681 S28.12.7

諸教 天理教 300048 天理教代之高分教会 194-0032 町田市本町田２０１９－２３ 高橋　利昭 042(728)8739 S27.7.23

諸教 天理教 305702 天理教東青山分教会 195-0074 町田市山崎町１３４３－２ 柏木　春秋 042(791)8491 S44.11.4

諸教 天理教 305824 天理教忠生分教会 194-0033
町田市木曽町字６－５１４－
２

飯田　勇 042(726)5468 S28.6.22

神道系 神社本庁 3075 稲荷神社 184-0002
小金井市梶野町５－１０－４
３

渡邊　陽正 042(381)2930 S29.4.1

神道系 神社本庁 3077 稲穂神社 184-0004 小金井市本町５－４１－３６ 渡邊　陽正 042(381)2930 S29.4.1

神道系 神社本庁 3078 稲荷神社 184-0005 小金井市桜町３－５－２１ 渡邊　陽正 042(381)2930 S29.4.1

神道系 神社本庁 3084 八幡神社 184-0001 小金井市関野町１－５－２ 渡邊　陽正 042(381)2930 S29.4.1

神道系 神社本庁 3104 天神社 184-0011 小金井市東町２－１２－８ 渡邊　陽正 042(381)2930 S29.4.1

神道系 神社本庁 5557 小金井神社 184-0012 小金井市中町４－７－２ 星野  治衛 042(381)3500 S29.4.1

神道系 神社本庁 5559 稲荷神社 184-0011 小金井市東町１－４０－１３ 星野  治衛 042(381)1129 S29.4.1

神道系 神社本庁 5560 市杵島神社 184-0002
小金井市梶野町４－１３－２
３

星野  治衛 042(381)1129 S29.4.1

神道系 神社本庁 6128 貫井神社 184-0014
小金井市貫井南町３－８－
６

星野  治衛 042(381)1129 S29.4.1

神道系 神社本庁 7048 神明宮 184-0013
小金井市前原町３－１５－１
８

渡邊  陽正 042(381)2930 S53.7.17

神道系 神社本庁 7219 上宮大澤神社 184-0014
小金井市貫井南町２－１－
２４

大澤　治隆 042(382)4475 H6.12.27

神道系 神社本庁 7238 八重垣稲荷神社 184-0012 小金井市中町３－１４－７ 渡邊　卓利 042(383)5407 H11.12.17

神道系 金光教 1874 金光教小金井教会 184-0014
小金井市貫井南町３－１６
－３

鈴木　一嘉 042(381)3420 S27.9.11

神道系 単立・神道系 3686 霊道洗心教 184-0004 小金井市本町５－１７－４ 弭間　佑 042(381)3540 S27.12.24

仏教系 真言宗豊山派 2704 眞明寺 184-0014
小金井市貫井南町３－８－
４

山中　雅楽子 042(383)7593 S28.5.9
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仏教系 真言宗豊山派 2706 金藏院 184-0012 小金井市中町４－１３－２５ 孤嶋  由昌 042(381)3564 S28.5.9

仏教系 真言宗豊山派 2710 真蔵院 184-0001 小金井市関野町２－８－４ 孤島  法夫 042(381)1071 S28.5.9

仏教系 真言宗豊山派 7087 太陽寺 184-0011 小金井市東町３－１８－６ 孤島　慧快 0422(31)0505 S56.4.11

仏教系 浄土宗 480 瑞蓮院 184-0013
小金井市前原町３－３６－１
７

糸山　照雄 042(387)9170 S27.9.26

仏教系
浄土真宗本願
寺派

900 西念寺 184-0012 小金井市中町４－１１－１０ 勝田　淳 042(381)0030 S27.10.29

仏教系
臨済宗國泰寺
派

2546 三光院 184-0004 小金井市本町３－１－３６ 星野  香栄 042(381)1116 S29.5.13

仏教系 曹洞宗 4143 長昌寺 184-0002 小金井市梶野町２－７－５ 高橋　尚也 0422(53)2738 S30.11.22

仏教系 曹洞宗 4881 千手院 184-0014
小金井市貫井南町１－１３
－１９

足利　正尊 042(381)8706 S31.5.29

仏教系 日蓮宗 6953 日蓮宗立正閣教会 184-0013
小金井市前原町４－１５－２
３

今井　是将 042(383)3654 S48.8.17

仏教系 単立・仏教系 4214 幡随院 184-0013 小金井市前原町３－３７－１ 石川　達也 042(381)0978 S28.4.30

仏教系 単立・仏教系 7021 和光寺 184-0013 小金井市前原町４－１２－３ 見上　良胤 042(385)1212 S52.1.21

キリスト教系 日本基督教団 4474 日本基督教団小金井教会 184-0004 小金井市本町２－１０－１０ 木戸　健一 042(385)2284 S28.7.9

キリスト教系 日本基督教団 6858
日本基督教団小金井緑町
教会

184-0003 小金井市緑町４－１６－３３ 山畑　謙 042(381)7961 S42.9.25

キリスト教系 日本基督教団 7080
日本基督教団小金井西ノ台
教会

184-0004 小金井市本町６－７－３ 磯部　理一郎 042(383)8909 S55.10.7

キリスト教系

カンバーランド
長老キリスト教
会日本中会

7069
カンバーランド長老キリスト
教会東小金井教会

184-0011 小金井市東町２－１４－１６ 関　伸子 0422(31)1279 S55.5.16

キリスト教系
日本ホーリネス
教団

200289
日本ホーリネス教団小金井
福音キリスト教会

181-0002 小金井市本町３－５－９ 濱　和弘 042(383)8977 H6.9.27

キリスト教系
東京フリー・メソ
ジスト教団

307565
東京フリー・メソジスト小金
井教会

184-0004 小金井市本町５－８－７ 宮川　浩二 042(384)2764 S31.12.3

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6947 貫井南町キリスト教会 184-0014
小金井市貫井南町４－１３
－３８

橋本  洽祚 042(383)4887 S48.4.18

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7196
エホバの証人の小金井・国
分寺南会衆

184-0014
小金井市貫井南町３－１６
－９

髙城　智道 042(385)8462 H2.12.15

諸教 天理教 1776 天理教南武蔵分教会 184-0002 小金井市梶野町２－２－１ 伊藤  一博 0422(54)6465 S28.3.29

諸教 天理教 2217 天理教西巣鴨分教会 184-0011 小金井市東町２－３１－２３ 塩野谷  修 0422(31)5940 S28.3.30

諸教 天理教 6396 天理教染井分教会 184-0013 小金井市前原町２－３－１３ 三星　雅人 042(381)9852 S28.12.20

神道系 神社本庁 3066 氷川神社 187-0013 小平市回田町１３６ 宮崎  久嗣 042(344)0638 S29.4.12

神道系 神社本庁 3069 熊野宮 187-0042 小平市仲町３６１ 宮崎  久嗣 042(344)0638 S29.4.12

神道系 神社本庁 3070 稲荷神社 187-0011 小平市鈴木町１－５１０ 宮崎  久嗣 042(344)0638 S29.4.12
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神道系 神社本庁 3072 稲荷神社 187-0021
小平市上水南町１－２－１５
－５

宮崎  久嗣 042(344)0638 S29.4.12

神道系 神社本庁 3122 稲荷神社 187-0001 小平市大沼町７－２－１ 宮崎  久嗣 042(344)0638 S29.4.12

神道系 神社本庁 3123 小平神明宮 187-0032 小平市小川町１－２５７３ 宮崎  和美 042(341)0407 S29.4.12

神道系 神社本庁 5413 武蔵野神社 187-0002 小平市花小金井５－４６１ 宮崎  和美 042(341)0407 S29.4.12

神道系 神社本庁 6173 日枝神社 187-0032 小平市小川町1-３０3 山口　鴻卓 042(341)3170 S28.3.18

神道系 神社本庁 6203 稲荷神社 187-0022 小平市上水本町２－６－１４ 宮崎  久嗣 042(344)0638 S28.4.4

仏教系 天台宗 1067 泉藏院 187-0001 小平市大沼町５－９－８ 高木　亮教 042(341)3836 S27.10.2

仏教系 真言宗豊山派 2705 寶壽院 187-0011 小平市鈴木町１－１２９ 酒詰  明人 042(321)3070 S28.5.6

仏教系 真言宗豊山派 4884 延命寺 187-0004 小平市天神町３－５－１ 佐々木　榮亨 042(341)0449 S28.6.6

仏教系
浄土真宗本願
寺派

962 法善寺 187-0002
小平市花小金井２－２４－１
８

山崎　龍法 042(465)2524 S27.11.1

仏教系
浄土真宗本願
寺派

6918 照恩寺 187-0041 小平市美園町３－２３－２０ 溝口　賢亮 042(341)2935 S46.11.16

仏教系 真宗大谷派 7345 西光寺 187-0011 小平市鈴木町１－７１－１０ 大滝　清純 042(349)3220 R1.5.14

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3779 海岸寺 187-0012 小平市御幸町３１８ 天野  宗敏 042(381)2663 S28.5.26

仏教系
臨済宗円覚寺
派

1122 平安院 187-0042 小平市仲町６７６ 山中　正徹 042(344)3217 S27.11.10

仏教系
臨済宗円覚寺
派

1126 小川寺 187-0032 小平市小川町１－７３３ 三浦　大英 042(341)0760 S27.11.10

仏教系 黄檗宗 1858 圓成院 187-0002 小平市花小金井１－６－２９ 溪  一雄 042(461)1126 S27.10.17

仏教系 日蓮宗 370 大仙寺 187-0021
小平市上水南町２－１１－２
０

畑　俊孝 042(321)0755 S27.7.10

仏教系 日蓮正宗 6939 広説寺 187-0002
小平市花小金井１－３１－１
８

阿部　正教 042(464)3233 S47.11.6

仏教系 単立・仏教系 7023 本行寺 187-0031 小平市小川東町２６０２－１ 岩﨑　信孝 042(341)2106 S52.2.1

キリスト教系 日本基督教団 4551 日本基督教団小平教会 187-0043 小平市学園東町１－２－４１ 長谷川　洋介 042(343)0228 S28.7.10

キリスト教系 日本基督教団 6864
日本基督教団小平学園教
会

187-0045
小平市学園西町２－２５－２
０

下里　綾子 042(341)0387 S42.12.16

キリスト教系 日本基督教団 7300
日本基督教団花小金井教
会

187-0011
小平市鈴木町２－２４２－１
９

加藤　眞衣子 042(462)4360 H21.4.1

キリスト教系
日本キリスト改
革派教会

7187
日本キリスト改革派花小金
井教会

187-0002 小平市花小金井６－３２－８ 小堀　昇 042(462)0818 H2.5.22

キリスト教系
日本キリスト教
会

7111 日本キリスト教会小平教会 187-0042 小平市仲町２４３－５ 住谷　翠 042(344)6945 S58.4.25

神道系 神社本庁 5744 熊野神社 191-0041 日野市南平８－１１－１９ 梶原  正統 042(661)2369 S29.3.29
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神道系 神社本庁 5745 八坂神社 191-0041 日野市南平４－８－６ 梶原  正統 042(661)2369 S29.3.29

神道系 神社本庁 5773 八幡大神社 191-0024 日野市万願寺４－１８－２ 滝瀬    孝 042(581)3905 S29.3.26

神道系 神社本庁 5775 石明神社 191-0021 日野市石田２-11－１３ 滝瀬　　孝 042(581)3905 S29.3.26

神道系 神社本庁 5782 神明神社 191-0034 日野市落川字３－６４９ 滝瀬    孝 042(581)3905 S29.3.29

神道系 神社本庁 5783 大宮神社 191-0034 日野市落川字５－１１０８ 滝瀬    孝 042(581)3905 S29.3.29

神道系 神社本庁 5786 八幡神社 191-0055 日野市西平山１－２３－１ 柚井　正道 042(623)0720 S29.3.25

神道系 神社本庁 5841 若宮神社 191-0031 日野市高幡３５２ 梶原  正統 042(661)2369 S29.3.29

神道系 神社本庁 5842 神明神社 191-0042 日野市程久保４４５ 梶原  正統 042(661)2369 S29.3.30

神道系 神社本庁 5843 八幡神社 191-0033 日野市百草字１２号８６７ 滝瀬    孝 042(581)3905 S29.3.29

神道系 神社本庁 5872 日野宮神社 191-0001 日野市栄町２－２７－１９ 土淵  眞佐子 042(581)1175 S29.4.1

神道系 神社本庁 5909 天満神社 191-0053 日野市豊田４－１１－７ 井上　学 042(584)4656 S29.3.29

神道系 神社本庁 5933 八坂神社 191-0011
日野市日野本町３－１４－１
２

土淵  眞佐子 042(581)1175 S29.4.1

神道系 神社本庁 5998 北野神社 191-0014
日野市大字上田字町家４８
０

土淵  眞佐子 042(581)1175 S29.4.1

神道系 神社本庁 5999 日枝神社 191-0015 日野市川辺堀之内５９４ 土淵  眞佐子 042(581)1175 S29.4.1

神道系 神社本庁 6006 神明社 191-0001 日野市栄町５－１９－１３ 土淵  眞佐子 042(581)1175 S29.4.1

神道系 神社本庁 6007 神明社 191-0016 日野市神明４－１１－１ 土淵  眞佐子 042(581)1175 S29.4.1

神道系 神社本庁 6008 別府神社 191-0013 日野市万願寺３－４７－１ 土淵  眞佐子 042(581)1175 S29.4.1

神道系 神社本庁 200084 若宮神社 191-0052 日野市東豊田２－３２－５ 井上　学 042(584)4656 S29.3.29

神道系 神社本庁 200090 八幡神社 191-0032 日野市三沢字９４４ 梶原  正統 0426(61)2369 S29.3.29

仏教系 天台宗 1096 成就院 191-0001 日野市栄町５－５－１ 石井　宏融 042(581)1566 S27.9.29

仏教系 天台宗 7211 安養院 191-0043 日野市平山５－１－１１ 大野　豪祐 042(591)6982 H5.10.19

仏教系 真言宗智山派 3389 徳善院 191-0043 日野市平山５－１－５ 速水  基裕 042(591)6007 S28.2.24

仏教系 真言宗智山派 3390 安養寺 191-0023 日野市万願寺４－２０－８ 石黒　忠雅 042(581)3624 S28.2.21

仏教系 真言宗智山派 3391 藥王寺 191-0001 日野市栄町１－３２－２ 結城　祐純 042(586)0289 S28.2.24

仏教系 真言宗智山派 3392 普門寺 191-0012 日野市日野本町７－５－１９ 川澄  祐英 042(581)2478 S28.2.24
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仏教系 真言宗智山派 3424 延命寺 191-0015 日野市川辺堀之内５９５ 黒川　髙徳 042(581)0503 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3425 石田寺 191-0021 日野市石田１－１の１０ 丸山　祐幸 042(583)6660 S28.4.20

仏教系 真言宗智山派 3429 真照寺 191-0034 日野市落川１１１３ 清水　博雅 042(591)1687 S28.2.24

仏教系 真言宗智山派 3430 壽徳寺 191-0041 日野市南平４－１１－１０ 北﨑　穣司 042(591)0660 S28.2.21

仏教系 真言宗智山派 200071 金剛寺 191-0031 日野市高幡７３３ 杉田　純一 042(591)0032 S28.2.24

仏教系 真言宗豊山派 2596 長楽寺 191-0042 日野市程久保８－４９－１８ 井坂  信如 042(591)2655 S28.5.16

仏教系 真言宗豊山派 7114 地蔵院 191-0053 日野市豊田２－２７－３ 近山　秀順 042(585)1629 S58.7.19

仏教系 天宗 6434 総本山日佛寺聖殿 191-0034 日野市落川１１００ 野村　高秋 S29.5.16

仏教系 浄土宗 811 欣浄寺 191-0011
日野市日野本町４－１６－１
７

工藤　彰雄 042(581)2630 S27.9.29

仏教系 浄土宗 812 大昌寺 191-0011
日野市日野本町２－１２－１
３

杉浦　靖俊 042(581)2125 S27.9.29

仏教系
臨済宗建長寺
派

4820 萬福寺 191-0024 日野市万願寺３－４１－７ 中川　崇則 042(581)1062 S28.7.9

仏教系
臨済宗建長寺
派

4821 宝泉寺 191-0011 日野市日野本町３－６－９ 中川　崇則 042(581)1926 S28.7.9

仏教系 曹洞宗 3826 宗印寺 191-0043 日野市平山６－１５－１１ 藤浪  徹明 042(592)6699 S28.6.29

仏教系
法華宗（陣門
流）

2525 善生寺 191-0052 日野市東豊田２－２６－３ 竹内　敬 042(581)2862 S27.11.14

キリスト教系 日本基督教団 4975 日本基督教団日野台教会 191-0062 日野市多摩平４－８ 稲田　勝之 042(581)0696 S29.3.12

キリスト教系 日本基督教団 7051 日本基督教団高幡教会 191-0032 日野市三沢４－２－３ 岡村　恒 042(591)6061 S53.8.25

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7128
カルバリー・バプテスト豊田
キリスト教会

191-0053 日野市豊田３－２－３ 能勢　誠 042(587)9707 S59.7.2

諸教 天理教 1278 天理教百草分教会 191-0033 日野市百草７８７ 石坂  キワ 042(591)4757 S28.3.30

諸教 天理教 6563 天理教本立川分教会 191-0021 日野市石田１－１８－３ 金子　晃久 042(582)0002 S30.12.6

神道系 神社本庁 3065 氷川神社 189-0026
東村山市多摩湖町３－１６
－３０

宮崎　久嗣 042(344)0638 S29.4.12

神道系 神社本庁 3068 金山神社 189-0025 東村山市廻田町４－１２－１ 宮崎  久嗣 042(344)0638 S29.4.12

神道系 神社本庁 5761 諏訪神社 189-0021 東村山市諏訪町１－４－３ 野口　好久 042(391)0988 S29.4.12

神道系 神社本庁 5763 八坂神社 189-0013 東村山市栄町３－３５－１ 野口　好久 042(391)0988 S29.4.12

神道系 神社本庁 6126 白山神社 189-0003
東村山市久米川町４－４１
－１

武内  建市 S29.4.12

神道系 神社本庁 6127 秋津神社 189-0001 東村山市秋津町５－２７－１ 武内　建市 S29.4.12

208 / 232 ページ



系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

神道系 神社本庁 6129 稲荷神社 189-0011 東村山市恩多町３－３３－１ 武内  建市 042(391)2347 S29.4.12

神道系 神社本庁 6131 野際神社 189-0003
東村山市久米川町３－３５
－１

武内　建市 S29.4.12

神道系 神社本庁 6132 氷川神社 189-0001 東村山市秋津町４－１３－１ 武内　建市 042(391)2347 S29.4.12

神道系 神社本庁 6133 熊野神社 189-0003
東村山市久米川町５－１３
－１

武内　建市 S29.4.12

神道系 神社本庁 6646 萩山八幡神社 189-0012 東村山市萩山町２－２１－６ 野口　好久 042(391)0988 S32.9.21

神道系 神社本庁 6904 猿田彦神社 189-0022 東村山市野口町１－８－１７ 野口　好久 042(391)0988 S45.7.23

神道系 単立・神道系 2171 神道聖倫教会 189-0022 東村山市野口町３－６－１ 齋藤　文吉 042(391)1746 S27.12.25

仏教系 天台宗 1087 大善院 189-0022 東村山市野口町４－１６－１ 小島　宗善 042(395)0990 S27.9.24

仏教系 真言宗豊山派 2720 光明院 189-0025 東村山市廻田町３－１２－６ 門屋　昭譽 042(561)3270 S28.5.13

仏教系
浄土真宗本願
寺派

837 万行寺 189-0011
東村山市恩多町２－２９－９
１

本多　静芳 042(396)6401 S27.10.28

仏教系
臨済宗建長寺
派

4941 正福寺 189-0022 東村山市野口町４－６－１ 福原　文泰 042(391)0460 S28.7.23

仏教系
臨済宗建長寺
派

7181 福聚山寶珠禪寺 189-0025 東村山市廻田町３－２３－５ 福原　文泰 042(391)0460 H2.5.30

仏教系
臨済宗大徳寺
派

3631 徳藏寺 189-0021 東村山市諏訪町１－２６－３ 朝木　宗佑 042(391)1603 S28.3.16

仏教系 曹洞宗 4031 靈運院 189-0024
東村山市富士見町５－１０
－５３

青蔭  孝光 042(341)9122 S29.2.17

仏教系 曹洞宗 4111 梅岩寺 189-0003
東村山市久米川町５－２４
－６

林　隆徳 042(391)0230 S28.6.23

仏教系 単立・仏教系 4154 圓龍寺 189-0012 東村山市萩山町１－４－１９ 禿　賢秀 042(341)0253 S28.6.25

仏教系 単立・仏教系 4268 国平寺 189-0012
東村山市萩山町１－１５－１
５

尹  昌朝 042(342)0801 S28.10.14

仏教系 単立・仏教系 7287 寶輪山照光寺 189-0022
東村山市野口町３－５０－５
０

池崎　公一 042(332)2576 H20.3.21

キリスト教系 日本基督教団 6949 日本基督教団東村山教会 189-0013 東村山市栄町２－４１－１１ 田村　毅朗 042(391)3812 S48.6.6

キリスト教系
日本神の教会
連盟

7282 萩山神の教会 189-0012
東村山市萩山町３－２６－１
２

青木紗綾子 042(398)0430 H19.3.22

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7093 東村山キリスト教会 189-0014 東村山市本町３－９－９５ 滝野　晃人 042(393)3168 S56.10.12

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7318
オーエムエス・クリスチャン・
ミッション教会

189-0025 東村山市廻田町１－２９－１ セクストン・ダニエル・ウィリアム 042(391)3071 H25.7.9

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7342 キリストの栄光教会 189-0013 東村山市栄町２－２８－１５ 川端　光生 042(390)2314 H29.11.24

諸教 天理教 1303 天理教大興分教会 189-0021 東村山市諏訪町２－７－４ 梅原　喜久 S28.3.25

諸教 天理教 5146 天理教東瀧野川分教会 189-0002
東村山市青葉町２－２８－２
１

市川  石子 042(391)1528 S28.2.26
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諸教 天理教 7078 天理教初豊分教会 189-0026
東村山市多摩湖町３－１－
１２

深谷  渉 042(395)3479 S55.7.29

諸教 天理教 304689 天理教谷幸分教会 189-0012 東村山市萩山町１－４－３ 関　貞子 042(345)9108 S28.1.5

諸教 天理教 305121 天理教東大典分教会 189-0026
東村山市多摩湖１－１３－６
４

山中  保弘 042(393)6752 S27.9.25

神道系 神社本庁 3073 八幡神社 185-0012 国分寺市本町４－２２－１５ 渡邊　憲史 042(333)9069 S29.4.1

神道系 神社本庁 3074 熊野神社 185-0013
国分寺市西恋ヶ窪１－２７
－１７

渡邊　憲史 042(333)9069 S29.4.1

神道系 神社本庁 3088 八幡神社 185-0023
国分寺市西元町１－１３－２
３

渡邊　憲史 042(333)9069 S29.4.1

神道系 神社本庁 3113 稲荷神社 185-0034 国分寺市光町３－１７－２ 押本  博久 042(561)4433 S29.4.1

神道系 神社本庁 3114 神明社 185-0035 国分寺市西町２－２７－１０ 池谷  憲治 042(575)0598 S29.4.1

神道系 神社本庁 5558 八幡神社 185-0011 国分寺市本多４－３－３ 星野  治衛 042(381)1129 S29.4.1

神道系 神社本庁 5720 内藤神社 185-0000
国分寺市日吉町４－１１－１
４

内藤　達也 042(576)5123 S29.4.1

神道系 神社本庁 6137 戸倉神社 185-0003 国分寺市戸倉４－３４－７ 宮本  信行 042(596)0404 S29.4.1

神道系 神社本庁 6171 神明社 185-0001 国分寺市北町１－１３－５ 山口  鴻卓 042(341)3170 S28.3.25

神道系 神社本庁 6172 愛宕神社 185-0001 国分寺市北町２－１３－５ 山口　 鴻卓 042(341)3170 S28.3.25

神道系 神社本庁 6730 平安神社 185-0022
国分寺市東元町１－２９－２
０

渡邊　卓利 042(360)3196 S36.10.31

神道系 山蔭神道 304530 山蔭神道国立斉宮 185-0035 国分寺市西町３－２５－６ 工藤　重明 042(575)3388 S28.7.21

仏教系 真言宗豊山派 2702 国分寺 185-0023
国分寺市西元町１－１３－１
６

星野  亮雅 042(325)2211 S28.5.9

仏教系 真言宗豊山派 2714 東福寺 185-0013
国分寺市西恋ヶ窪１－３９
－５

本田　真章 042(321)1046 S28.5.9

仏教系 真言宗豊山派 2826 観音寺 185-0035 国分寺市西町２－２７－８ 佐藤  心一 042(572)3225 S28.6.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4814 満福寺 185-0003 国分寺市戸倉４－３４－３ 岩佐  正佳 042(321)3594 S28.8.1

仏教系 曹洞宗 4028 妙法寺 185-0001 国分寺市北町３－１－１ 武部　陽一 042(321)3094 S28.12.25

仏教系 黄檗宗 1856 祥應寺 185-0011 国分寺市本多４－２－２ 本多　晴敬 042(321)0523 S27.10.15

仏教系 黄檗宗 1857 鳳林院 185-0005
国分寺市並木町２－３３－１
３

山本  智丈 042(322)1855 S27.10.15

仏教系 単立・仏教系 6962 大無量寺 185-0031
国分寺市富士本２－１９－１
１

藤田　大明 042(577)0111 S49.3.15

キリスト教系 日本基督教団 4511 日本基督教団国分寺教会 185-0012 国分寺市本町１－６－２ 上林　順一郎 042(322)2017 S28.9.10
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キリスト教系

ｾﾞ･ｴﾊﾞﾝｾﾞﾘｶﾙ･
ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾐｯｼｮﾝ
（日本同盟基督
教団）

7041
日本同盟基督教団恋が窪
キリスト教会

185-0002 国分寺市東戸倉２－２３－９ 柿島　文人 042(321)7150 S53.4.8

諸教 天理教 1778 天理教道吉分教会 185-0023 国分寺市西元町３－１０－４ 遠田　雅男 042(323)0107 S28.3.25

諸教 天理教 6397 天理教公新京分教会 185-0002 国分寺市東戸倉２－１－７ 保井　善之 042(324)2400 S28.12.22

諸教 天理教 200105 天理教貴越分教会 185-0035 国分寺市西町４－２４－１２ 崎原  とき 042(573)2257 S27.10.23

神道系 神社本庁 5711 神明宮 186-0011 国立市谷保６０１５ 津戸　弘樹 042(576)5123 S29.10.6

神道系 神社本庁 5712 白山神社 186-0011 国立市谷保４１３０ 津戸　弘樹 042(576)5123 S29.10.6

神道系 神社本庁 5713 稲荷神社 186-0013 国立市青柳２３６ 津戸　　最 042(576)5123 S29.9.17

神道系 神社本庁 5719 谷保天満宮 186-0011 国立市谷保５２０８ 津戸　弘樹 042(576)5123 S29.9.17

仏教系
浄土真宗本願
寺派

915 應善寺 186-0002 国立市東２－２－１ 伊藤　寛之 042(572)0043 S27.10.29

仏教系
臨済宗建長寺
派

4810 南養寺 186-0011 国立市谷保６２１８ 佐伯　貴元 042(575)4374 S28.7.9

仏教系
臨済宗建長寺
派

4811 永福寺 186-0011 国立市谷保６８７７ 鈴木　慈玄 042(572)4363 S28.7.20

仏教系 日蓮宗 7340 一妙寺 186-0015 国立市矢川３－１－８ 赤澤　　貞槙 042)505)5349 H29.8.18

キリスト教系 日本基督教団 6795 日本基督教団国立教会 186-0004 国立市中１－７－１４ 野崎　卓道 042(572)4026 S40.4.26

キリスト教系
日本キリスト教
会

7147
日本キリスト教会東京中央
教会

186-0003 国立市富士見台２－２５－９ 久保　義宣 042(575)7439 S61.12.4

キリスト教系

カンバーランド
長老キリスト教
会日本中会

7125
カンバーランド長老キリスト
教会国立のぞみ教会

186-0002 国立市東３－１５－９ 唐澤　健太 042(572)7616 S59.6.1

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7101 エホバの証人の国立会衆 186-0004 国立市中１－１２－７ 乳井　紀雄 042(575)8378 S57.6.29

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7352 ルーマニア正教会日本支部 186-0003
国立市富士見台２－３７－１
３

コリウ・ダニエル 042(505)5755 R2.9.25

諸教 天理教 1686 天理教北東府分教会 186-0011 国立市矢川３－２０－２５ 野宮　清子 042(572)3394 S28.3.19

諸教 天理教 6395 天理教父島分教会 186-0005 国立市西１－９－５ 佐藤　安重 042(576)7862 S28.12.20

諸教 天理教 6834 天理教丸之内分教会 186-0011 国立市谷保６１５７ 古田　稔 042(577)1755 S41.12.14

諸教 天理教 200277 天理教谷保分教会 186-0011 国立市谷保５７９１ 杉田　靖雄 042(573)1531 S28.3.19

神道系 神社本庁 3267 熊川神社 197-0003 福生市熊川６６０ 野口　裕教 042(551)0720 S29.3.23

神道系 神社本庁 5484 神明社 197-0011 福生市福生１０８１ 宮本　豊寛 042(551)4899 S29.3.23

仏教系 真言宗豊山派 4871 真福寺 197-0003 福生市熊川３０９ 加藤　章雄 042(596)0141 S28.9.11
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仏教系
臨済宗建長寺
派

4320 千手院 197-0003 福生市大字熊川２０ 服部　賢（道） 042(551)3062 S28.9.3

仏教系
臨済宗建長寺
派

4323 長徳寺 197-0011 福生市福生６１３ 甘來　敏彦 042(553)0083 S28.9.3

仏教系
臨済宗建長寺
派

4330 清岩院 197-0011 福生市福生５０７ 榎本　真也 042(551)1986 S28.9.3

仏教系
臨済宗建長寺
派

4332 福生院 197-0003 福生市熊川７１６ 野本　幸靖 042(551)4478 S28.9.3

仏教系 単立・仏教系 6873 福生不動尊 197-0011 福生市大字福生２１４３－１ 磯村　一 042(551)5811 S43.7.25

キリスト教系 日本基督教団 4981 日本基督教団福生教会 197-0022 福生市本町３ 安田　　昌英 042(551)0708 S29.3.5

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6630 ベテル教会 197-0003 福生市熊川１１０１ 津坂　良夫 042(551)1327 S32.4.18

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7158
日本基督教長老教会福生
長老教会

197-0011 福生市福生２２６３－５ 羅　達植 042(552)7040 S63.3.28

諸教 天理教 2039 天理教梅里分教会 197-0011 福生市福生１１３３ 荒井　美喜 042(552)4638 S28.3.23

諸教 天理教 6287 天理教本月久分教会 197-0012 福生市加美平２－１７－６ 栗山  晴成 042(539)7179 S28.12.11

神道系 神社本庁 3106 子之神社 201-0001 狛江市西野川１－１７－８ 小町　守 (3489)8105 S29.3.31

神道系 神社本庁 3107 日枝神社 201-0016 狛江市駒井町１－６－１１ 小町　守 (3489)8105 S29.3.31

神道系 神社本庁 3108 伊豆美神社 201-0012 狛江市中和泉３－２１－８ 小町　守 (3489)8105 S29.3.31

神道系 神社本庁 3109 菅原神社 201-0015 狛江市猪方２－４－４ 小町　守 (3489)8105 S29.3.31

神道系 神社本庁 3110 八幡神社 201-0005 狛江市岩戸南２－８－２ 小町　守 (3489)8105 S29.3.31

神道系 神社本庁 3111 八幡神社 201-0001 狛江市西野川２－３３－１ 小町　守　 (3489)8105 S29.3.31

仏教系 天台宗 1071 玉泉寺 201-0014 狛江市東和泉３－１０－２３ 浮岳　貞昭 (3480)2330 S27.9.18

仏教系 天台宗 1072 明静院 201-0005 狛江市岩戸南２－１０－１３ 張堂　興昭 (3489)5659 S27.9.18

仏教系 天台宗 1073 圓住院 201-0016 狛江市駒井町１－６－１０ 加納　崇有 (3489)8440 S27.9.18

仏教系 天台宗 1074 千手院 201-0002 狛江市東野川２－４－２ 髙橋　妙典 (3489)8814 S27.9.18

仏教系 浄土宗 788 慶岸寺 201-0004 狛江市岩戸北４－１５－８ 佐藤　正仁 (3489)0934 S27.9.20

仏教系 曹洞宗 4222 泉龍寺 201-0000 狛江市元和泉1-6－1 菅原　淳一　 (3489)6778 S29.4.10

仏教系 日蓮正宗 7082 仏寿寺 201-0012 狛江市中和泉４－１３－２ 髙木　当道 (3488)6407 S55.12.18

仏教系 単立・仏教系 7332 妙境院 201-0004 狛江市岩戸北１－４－１ 原田　知真 (3480)5090 H27.10.28

キリスト教系 日本基督教団 6724 日本基督教団狛江教会 201-0003
狛江市和泉本町１－１６－１
２

岩田　昌路 (3489)5044 S36.2.16
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キリスト教系 日本基督教団 7112
日本基督教団和泉多摩川
教会

201-0013 狛江市元和泉２－１９－７ 山室　眞平 (3489)1865 S58.4.28

キリスト教系
日本バプテスト
連盟

7007 多摩川キリスト教会 201-0005 狛江市岩戸南４－２－５ 末盛　桜子 (3480)8457 S51.4.27

諸教 天理教 1331 天理教本薫分教会 201-0016 狛江市駒井町１－１－１１ 冨澤  一誠 (3488)5224 S28.3.31

諸教 天理教 1433 天理教扇ヶ浦分教会 201-0004 狛江市岩戸北３－２２－１５ 牧本　赫 (3489)1538 S28.5.18

諸教 天理教 1683 天理教江東分教会 201-0002 狛江市東野川４－１３－２１ 川合　広樹 (3489)3964 S28.3.20

諸教 天理教 6587 天理教本月佐分教会 201-0003 狛江市和泉本町３－７－１３ 松木　猛守 (3489)4033 S31.1.5

諸教 天理教 6589 天理教本狛江分教会 201-0004 狛江市岩戸北３－２１－１５ 塚原　　淳 (3480)5843 S31.5.29

神道系 神社本庁 2993 髙木神社 207-0005 東大和市高木２－１０４ 押本　博久 042(561)4433 S29.7.1

神道系 神社本庁 2994 八幡神社 207-0031 東大和市奈良橋１－２５６ 押本　博久 042(561)4433 S29.7.1

神道系 神社本庁 3071 嚴島神社 207-0032 東大和市蔵敷１－３６７ 宮崎　久嗣 0423(44)0638 S29.7.1

神道系 神社本庁 5301 狭山神社 207-0003 東大和市狭山２－１３２６ 押本　博久 042(561)4433 S29.7.1

神道系 神社本庁 5412 熊野神社 207-0032 東大和市蔵敷１－４１９ 宮崎　久嗣 042(344)0638 S29.7.1

神道系 神社本庁 5762 豊鹿嶋神社 207-0033 東大和市芋窪１－２０６７ 石井　裕光 042(561)2858 S29.7.1

神道系 神社本庁 6731 清水神社 207-0004 東大和市清水３－７８６ 野口　好文 042(391)0988 S36.12.11

仏教系 真言宗智山派 3711 円乘院 207-0003 東大和市狭山３－１３５４ 小峰　正如 042(561)3044 S31.12.12

仏教系 真言宗豊山派 4372 三光院 207-0004 東大和市清水４－１１３２ 門屋　信譽 042(561)3270 S28.12.22

仏教系 真言宗豊山派 4373 蓮花寺 207-0033 東大和市芋窪３－１６０３ 佐々木　晶堂 042(565)3341 S28.12.22

仏教系 真言宗豊山派 4374 雲性寺 207-0031 東大和市奈良橋１－３６３ 中藤　成実 042(561)0842 S28.12.22

仏教系 真言宗豊山派 4375 慶性院 207-0033 東大和市芋窪６－１３５３ 杉浦　徳光 042(561)1244 S28.12.22

仏教系 日蓮宗 7274 妙立寺 207-0002
東大和市湖畔３－１１５８－
１２２

高橋　顗鳳 042(561)1399 H15.7.3

キリスト教系 日本基督教団 7064 日本基督教団東大和教会 207-0014 東大和市南街２－４４－４ 平野　芳子 042(561)1938 S54.7.24

キリスト教系 日本長老教会 7172
日本長老教会東大和刈穂
キリスト教会

207-0013
東大和市向原６－１１９９－
４

朴　淵国 042(564)3562 H1.6.26

諸教 天理教 1678 天理教此多摩分教会 207-0014 東大和市南街５－４１－３ 西口　満弘 042(625)2455 S28.3.26

諸教 天理教 6747 天理教空丸分教会 207-0002
東大和市湖畔３－１１５８－
１

藤田　政更 042(564)9850 S37.9.14

神道系 神社本庁 5468 八幡神社 204-0001 清瀬市下宿２－５１５ 星野　　誠 0424(93)5211 S29.4.12
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神道系 神社本庁 5469 稲荷神社 204-0002 清瀬市旭ヶ丘５－９０３ 星野　　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 神社本庁 5470 白山神社 204-0001 清瀬市下宿３－１３８３－２ 星野　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 神社本庁 5471 稲荷神社 204-0012 清瀬市中清戸３－３８８ 星野　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 神社本庁 5472 稲荷神社 204-0012 清瀬市中清戸５－８８ 星野　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 神社本庁 5473 日枝神社 204-0012 清瀬市中清戸２－６１６ 星野　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 神社本庁 5563 浅間神社 204-0023 清瀬市竹丘２－２３－８ 栗原　健人 0424(71)1542 S29.4.12

神道系 神社本庁 5704 稲荷神社 204-0001 清瀬市下宿２－３８９ 星野　　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 神社本庁 5705 氷川神社 204-0003 清瀬市中里２－１３８６ 星野　　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 神社本庁 5706 八幡神社 204-0004 清瀬市野塩３－６８ 星野　　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 神社本庁 5861 稲荷神社 204-0013 清瀬市上清戸２－３２ 星野　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 神社本庁 5862 稲荷神社 204-0021 清瀬市元町１－２６５ 星野　　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 神社本庁 5870 稲荷神社 204-0013 清瀬市上清戸１－３８３ 星野　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 神社本庁 250001 伊勢神社 204-0011 清瀬市下清戸１－２７１ 星野　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 神社本庁 250002 八雲神社 204-0011 清瀬市下清戸５－８６６ 星野　誠 0424(93)5211 S29.4.12

神道系 単立・神道系 6880 剛柔神教 204-0022 清瀬市松山１－５－７ 西川  宗佳 0424(95)6311 S43.11.29

仏教系 天台宗 1070 東光院 204-0003 清瀬市中里２－１３８３ 佐久間　亮勝 042(491)0503 S27.10.13

仏教系 真言宗豊山派 2711 円通寺 204-0001 清瀬市下宿２－５２１ 青木　慶光 042(491)0652 S28.5.4

仏教系 浄土宗 742 長命寺 204-0011 清瀬市下清戸２－４７０ 養鸕　聡定 042(491)0013 S27.9.24

仏教系 曹洞宗 4081 圓福寺 204-0004 清瀬市野塩３－５１ 森原　義弘 042(491)0753 S28.6.24

仏教系 曹洞宗 4112 全龍寺 204-0012 清瀬市中清戸１－５２４－１ 武田　明道 0424(91)0020 S28.6.23

仏教系 曹洞宗 4114 長源寺 204-0011 清瀬市下清戸４－４０６ 一適　隆章 0424(93)2220 S28.6.25

キリスト教系 日本基督教団 6739
日本基督教団清瀬信愛教
会

204-0024 清瀬市梅園２－５－１５ 竹前　治 042(491)0851 S37.5.30

キリスト教系 日本基督教団 7122
日本基督教団清瀬旭が丘
教会

204-0002 清瀬市旭が丘１－２７８ 猪野　正道 0424(93)1173 S58.12.21

諸教 天理教 6837 天理教清瀬分教会 204-0021 清瀬市元町２－１９－１９ 森田　幸子 0424(91)0548 S42.2.1

神道系 神社本庁 5467 巖島神社 203-0003
東久留米市金山町１－６－
２

栗原  健人 0424(71)1542 S29.4.12
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神道系 神社本庁 5551 氷川神社 203-0023 東久留米市南沢３－５－８ 栗原  健人 042(471)1542 S29.4.12

神道系 神社本庁 5552 八幡神社 203-0042
東久留米市八幡町２－８－
１７

栗原  健人 0424(71)1542 S29.4.12

神道系 神社本庁 5553 子ノ神社 203-0051
東久留米市小山１－１４－２
５

栗原  健人 0424(71)1542 S29.4.12

神道系 神社本庁 5555 神明社 203-0054
東久留米市中央町２－４－
２６

栗原  健人 0424(71)1542 S29.4.12

神道系 神社本庁 5556 浅間神社 203-0012
東久留米市浅間町３－７－
１

栗原  健人 0424(71)1542 S29.4.12

神道系 神社本庁 5561 氷川神社 203-0002
東久留米市神宝町１－１７
－７

栗原  健人 0424(71)1542 S29.4.12

神道系 神社本庁 5562 神明社 203-0031 東久留米市南町２－３－１７ 栗原  健人 0424(71)1542 S29.4.12

神道系 神社本庁 5564 天神社 203-0044
東久留米市柳窪４－１５－１
６

栗原  健人 0424(71)1542 S29.4.12

神道系 神社本庁 5565 氷川神社 203-0004
東久留米市氷川台１－１２
－２

栗原  健人 0424(71)1542 S29.4.12

神道系 神社本庁 200082 氷川神社 203-0043 東久留米市下里２－９－３２ 栗原  健人 0424(71)1542 S29.4.12

仏教系 天台宗 1068 大圓寺 203-0051 東久留米市小山２－１０－１ 寺本　亮洞 0424(71)0042 S27.9.18

仏教系 天台宗 1069 宝泉寺 203-0002
東久留米市神宝町２－１３
－９

神山　亮友 0424(71)0756 S27.9.24

仏教系 真言宗智山派 4873 多聞寺 203-0053
東久留米市本町４－１３－１
６

番場　雅文 042(471)1234 S28.2.19

仏教系 真言宗智山派 4874 長福寺 203-0044
東久留米市柳窪４－１５－１
６

小峰  立丸 0424(61)0044 S28.2.19

仏教系
臨済宗妙心寺
派

3773 米津寺 203-0052 東久留米市幸町４－２－４０ 山川  道明 0424(71)1517 S28.5.26

仏教系 曹洞宗 3984 浄牧院 203-0011
東久留米市大門町１－３－
４

小杉　正喜 0424(71)0019 S29.4.7

キリスト教系 日本基督教団 7127
日本基督教団東久留米教
会

203-0023 東久留米市南沢３－５－２４ 石田　真一郎 0424(71)0283 S59.6.20

キリスト教系

日本バプテスト・
バイブル・フェ
ローシップ

7293 滝山聖書バプテスト教会 203-0033 東久留米市滝山７－３－１６ 新井　信勝 042(473)3812 H20.11.25

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7033 聖グレゴリオの家 203-0004
東久留米市氷川台２－７－
１２

橋本　周子 0424(74)8915 S52.9.28

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7039 久留米キリスト教会 203-0053 東久留米市本町２－１４－３ 多田　宏明 042(474)2300 S53.3.17

諸教 天理教 1770 天理教玉郷分教会 203-0043 東久留米市下里２－５－１１ 大山　忠行 0424(71)0674 S28.3.25

諸教 天理教 6230 天理教本新坂分教会 203-0032 東久留米市前沢５－２－８ 山下　洋史 0424(71)2412 S28.9.9

諸教 天理教 303840 天理教津東京分教会 203-0044 東久留米市柳窪５－５－３０ 井餘田  多久郎 0424(73)3834 S28.8.26

諸教 天理教 307688 天理教心治分教会 203-0054
東久留米市中央町５－６－
４１

小金井　龍朗 042(471)5244 S61.6.10

諸教 単立・諸教 7124 一九会 203-0032 東久留米市前沢３－４－１０ 加藤　高敏 0424(71)1973 S59.4.7
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神道系 神社本庁 3085 七所神社 208-0004 武蔵村山市本町５－１１－２ 荒張　直久 042(563)4678 S29.7.1

神道系 神社本庁 3089 十二所神社 208-0032
武蔵村山市三ツ木５－１２
－６

大澤　治隆 042(560)6453 S29.7.1

神道系 神社本庁 3118 日吉神社 208-0003 武蔵村山市中央４－１ 荒張　直久 042(563)4678 S29.7.1

神道系 神社本庁 3119 八坂神社 208-0001 武蔵村山市中藤５－８６－１ 荒張　直久 042(563)4678 S29.7.1

神道系 神社本庁 3120 熊野神社 208-0004 武蔵村山市本町４－１６－２ 荒張　直久 042(563)4678 S29.7.1

神道系 神社本庁 3121 神明社 208-0003
武蔵村山市中央２－１２５－
１

荒張　直久 042(563)4678 S29.7.1

神道系 神社本庁 200088 須賀神社 208-0031 武蔵村山市岸２－２４－３ 宮﨑　忍 042(569)0940 S29.7.1

仏教系 真言宗豊山派 4376 真福寺 208-0001 武蔵村山市中藤１－３７－１ 中藤　祥瑞 042(561)0369 S29.2.18

仏教系 浄土宗 7233 光明寺 208-0034 武蔵村山市残堀４－１５－９ 大野　芳寛 042(569)1510 H11.4.21

仏教系
臨済宗建長寺
派

4328 禅昌寺 208-0031 武蔵村山市岸３－３７－７ 蓮沼　大通 042(560)3417 S28.7.7

仏教系 曹洞宗 3955 長円寺 208-0004 武蔵村山市本町３－４０－１ 五十嵐　隆樹 042(560)3900 S28.6.26

仏教系 単立・仏教系 7246
真誠山心経院龍の入不動
尊

208-0032
武蔵村山市三ツ木５－９－
５

今村　正二 042(560)0808 H13.2.21

諸教 天理教 1782 天理教瑞慶分教会 208-0003 武蔵村山市中央２－２－６ 神山　忠作 042(561)4020 S28.4.2

諸教 天理教 6874 天理教龍住分教会 190-0023
武蔵村山市大南１－１５５－
１２

小林　徹 042(843)5256 S43.8.16

神道系 神社本庁 3183 山神社 206-0013 多摩市桜ヶ丘４－２６－１ 黒木  亀 042(722)5436 S29.4.1

神道系 神社本庁 3190 八幡神社 206-0031 多摩市豊ヶ丘１－２１－５ 黒木  亀 042(722)5436 S29.4.1

神道系 神社本庁 5747 十二神社 206-0001 多摩市和田字１７－１５２５ 滝瀬    孝 042(581)3905 S29.4.1

神道系 神社本庁 5748 愛宕神社 206-0041 多摩市愛宕１－６４ 滝瀬    孝 042(581)3905 S29.4.1

神道系 神社本庁 5776 小野神社 206-0002 多摩市一ノ宮１－１８－８ 滝瀬    孝 042(581)3905 S29.4.1

神道系 神社本庁 5777 諏訪神社 206-0024 多摩市諏訪１－８－３ 小泉　宜久 042(622)3452 S29.4.1

神道系 神社本庁 5778 春日神社 206-0021 多摩市連光寺１－８－９ 滝瀬    孝 042(581)3905 S29.4.1

神道系 神社本庁 5779 白山神社 206-0033 多摩市落合２－２－１ 小泉　宜久 042(622)3452 S29.4.1

神道系 神社本庁 5780 熊野神社 206-0011 多摩市関戸５－３５－５ 小泉　潤一郎 042(623)1887 S29.4.1

神道系 神社本庁 5781 白山神社 206-0021 多摩市連光寺6-6－11 小泉  潤一郎 042(623)1887 S29.4.1

仏教系 真言宗智山派 3393 東福寺 206-0033 多摩市落合２－１－１５ 佐藤　芳典 042(374)8702 S28.5.11
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仏教系 真言宗智山派 3394 宝泉院 206-0003 多摩市東寺方４９５ 津守　弘仁 042(374)2020 S28.3.13

仏教系 真言宗智山派 3395 真明寺 206-0002 多摩市一ノ宮１－３８－１ 津守　智弘 042(375)6242 S28.2.20

仏教系 真言宗智山派 3396 吉祥院 206-0031 多摩市豊ヶ丘１－５１－２ 津守  範学 042(374)2871 S28.2.19

仏教系 真言宗智山派 3397 高藏院 206-0001 多摩市和田７２８ 石坂　隆雅 042(374)2869 S28.2.20

仏教系 真言宗豊山派 2717 観音寺 206-0011 多摩市関戸５－３１－１１ 髙木　禎信 042(375)7432 S28.5.6

仏教系 浄土宗 7291 林海庵 206-0001 多摩市和田１５２９－１０ 笠原　泰淳 042(374)8671 H20.9.19

仏教系
浄土真宗本願
寺派

303904 阿弥陀寺 206-0013 多摩市桜ヶ丘１－２４－２ 五十嵐眞美子　 042(375)8055 S29.6.30

仏教系 真宗大谷派 3544 成満寺 206-0021 多摩市連光寺４－２０－２ 佐伯  顕 042(375)7827 S28.6.19

仏教系 時宗 4758 延命寺 206-0011 多摩市関戸５－２４－３ 田中　信人 042(374)3896 S28.4.7

仏教系 曹洞宗 3813 高西寺 206-0021 多摩市連光寺２－２４－１ 関岡  貴之 042(374)6040 S28.6.30

仏教系 曹洞宗 3814 寿徳寺 206-0013 多摩市桜ヶ丘４－２６－３ 日吉  悟文 042(375)7157 S28.12.1

仏教系 曹洞宗 3815 観蔵院 206-0003 多摩市東寺方１－３－１５ 村上　義教 042(374)3570 S29.1.10

仏教系 曹洞宗 3816 大福寺 206-0000 多摩市貝取１－５５－１ 竹内　邦雄 042(374)2880 S28.6.25

仏教系 日蓮宗 77 大乗寺 206-0001 多摩市和田１５０５ 大内　義雄 042(374)7488 S27.7.3

仏教系 日蓮宗 6639 妙櫻寺 206-0032 多摩市南野１－３－１ 鈴木　恵海 042(371)6147 S32.6.3

キリスト教系 日本基督教団 7020
日本基督教団聖蹟桜ヶ丘教
会

206-0001 多摩市和田６－９ 八木　靖之 042(374)2503 S51.12.24

キリスト教系 日本基督教団 7290 日本基督教団永山教会 206-0014 多摩市乞田１２２５－１ 小手川　到 042（374）4586 H20.9.19

キリスト教系
東京フリー・メソ
ジスト教団

7284
東京フリー・メソジスト桜ヶ丘
キリスト教会

206-0011 多摩市関戸３－１４－１２ 水口　功 042(374)3913 H19.6.14

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7 カトリック・ミラノ外国宣教会 206-0021 多摩市連光寺６－１１－６ レンボ・アンドレア 042(371)9844 S27.1.21

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7085 東京福音センター 206-0042 多摩市山王下１－１３－１３ 西田　邦弘 042(372)4666 S56.2.27

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7310
エホバの証人の東京都多
摩市中央会衆

206-0034 多摩市鶴牧１－１１－１ 菅　博 042(338)4423 H23.5.16

諸教 天理教 2003 天理教笹元分教会 206-0001 多摩市和田１５０９ 元井  由隆 042(374)1728 S28.3.26

諸教 天理教 6797 天理教東櫻ヶ丘分教会 206-0021 多摩市連光寺１－２８－１８ 宮井　ミヨ子 042(374)0732 S40.5.10

神道系 神社本庁 5571 青渭神社 206-0802 稲城市東長沼１０５４ 福島　信雄 042(377)5300 S29.4.1

神道系 神社本庁 6068 杉山神社 206-0823 稲城市平尾４－４５－６ 山本　正夫 042(331)1047 S29.4.1
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神道系 神社本庁 6069 竪神社 206-0804 稲城市百村２１２９－６ 山本　正夫 042(377)5417 S29.4.1

神道系 神社本庁 6070 穴沢天神社 206-0000 稲城市矢野口３２９２ 山本　正夫 042(377)0055 S29.4.1

神道系 神社本庁 6071 天満神社 206-0822 稲城市坂浜９６７ 山本　正夫 042(377)5417 S29.4.1

神道系 神社本庁 6079 島守神社 206-0811 稲城市押立６７８ 福島　信雄 042(377)5300 S29.4.1

神道系 神社本庁 6080 稲荷天神神社 206-0811 稲城市押立３６８ 福島　信雄 042(377)5300 S29.4.1

神道系 神社本庁 6122 大麻止乃豆乃天神社 206-0801 稲城市大丸８４７ 眞壁　惠龍 042(377)7003 S29.5.6

神道系 神社本庁 6741 但馬稲荷神社 206-0801 稲城市大丸３号２３３ 眞壁　惠龍 (3381)7629 S37.6.29

神道系 神習教 2196 神習教普寛分教会 206-0804 稲城市百村１１６４ 松浦　寛利 042(377)4199 S29.1.16

仏教系 天台宗 1088 常楽寺 206-0802 稲城市東長沼２１１７－２ 千木良　宏俊 042(377)7660 S27.10.9

仏教系 天台宗 1089 妙見寺 206-0804 稲城市百村１５８８ 宮嵜　光永 042(377)6324 S27.10.9

仏教系 天台宗 1090 醫王寺 206-0801 稲城市大丸１４１７ 阿　幹雄 042(377)1568 S27.10.17

仏教系 真言宗豊山派 2822 高勝寺 206-0822 稲城市坂浜５５１ 池田　教秀 042(331)1303 S28.6.9

仏教系 真言宗豊山派 2825 威光寺 206-0812 稲城市矢野口２４１１ 添田　孝祐 042(377)6300 S28.6.2

仏教系 真言宗豊山派 4651 宝蔵院 206-0822 稲城市坂浜２９９５ 吉田　明史 042(331)0917 S28.10.21

仏教系 浄土宗 6807 円覚寺 206-0812 稲城市矢野口１０６２ 柏木　正博 042(377)6207 S40.11.26

仏教系
浄土真宗本願
寺派

7202 玄忠寺 206-0822 稲城市坂浜８７８－６ 五十嵐　嶺之 042(331)3655 H3.9.27

仏教系
臨済宗建長寺
派

4822 円照寺 206-0801 稲城市大丸８５１ 榎本　善吉 042(377)7640 S28.8.1

仏教系
臨済宗建長寺
派

4823 妙覚寺 206-0812 稲城市矢野口２４５４ 榎本　善吉 042(377)8866 S28.7.9

仏教系
臨済宗大徳寺
派

7183 普門庵 206-0801 稲城市大丸８５７ 見城  宗忠 042(378)1707 H2.3.13

仏教系 曹洞宗 4076 直心庵 206-0801 稲城市大丸８３９ 菊地　一雄　 042(377)0248 S28.12.1

仏教系 日蓮宗 364 日蓮宗大丸教会 206-0801 稲城市大丸２２１１ 宮川　了篤 042(377)6358 S27.7.22

仏教系 日蓮宗 7092 法成寺 206-0823 稲城市平尾４－２２－８ 瀬分　教完 042(331)3536 S56.10.5

仏教系
日本山妙法寺
大僧伽

306881 日本山妙法寺多摩小僧伽 206-0812 稲城市矢野口３５７１ 栗原　行廣 042(378)3395 S56.2.4

キリスト教系 日本基督教団 6530 日本基督教団稲城教会 206-0802 稲城市東長沼１０８６ 中野　通彦 042(377)5559 S30.10.12

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6976 主イエス・キリスト教会 206-0812 稲城市矢野口２７１４－３ 谷口  和子 042(377)4629 S49.9.27
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諸教 天理教 1763 天理教中柱分教会 206-0804 稲城市百村１４６４－１４ 青木　正尚 042(378)3500 S28.3.23

諸教 天理教 6400 天理教本稲城分教会 206-0802 稲城市東長沼５８１ 篠崎　誠一 042(377)7247 S28.12.19

諸教 単立・諸教 7349 日本ＭＡセンター 206-0804 稲城市百村１６２０番地の１ 伊藤　芳朗 042-370-4448 R2.3.24

神道系 神社本庁 3255 玉川神社 205-0015 羽村市羽中４－１－１６ 宮沢  史彦 042(554)1570 S29.4.10

神道系 神社本庁 5422 五ノ神社 205-0011 羽村市五ノ神１－１－６ 宮沢  史彦 042(554)1570 S29.3.25

神道系 神社本庁 5485 阿蘇神社 205-0016 羽村市羽加美４－６－７ 宮川　古礼文 042(554)3405 S29.3.25

神道系 神社本庁 5486 羽村神社 205-0012 羽村市羽７４３ 宮川　古礼文 042(554)3405 S29.3.25

神道系 神社本庁 5487 松本神社 205-0017 羽村市羽西３－７－１ 宮川　古礼文 042(554)3405 S29.3.25

神道系 神社本庁 5502 神明神社 205-0023 羽村市神明台１－１６－６ 宮川　古礼文 042(554)3405 S29.4.3

神道系 神社本庁 5624 稲荷神社 205-0014 羽村市羽東２－１４－１ 宮川　古礼文 042(554)3405 S29.4.1

仏教系
臨済宗建長寺
派

4318 禅福寺 205-0015 羽村市羽中４－５－８ 田島  泰文 042(554)5143 S28.9.4

仏教系
臨済宗建長寺
派

4319 一峰院 205-0016 羽村市羽加美４－１２－３０ 小島　義紹 042(554)2128 S28.9.3

仏教系
臨済宗建長寺
派

4326 襌林寺 205-0014 羽村市羽東３－１６－２３ 岡﨑　啓純 042(554)2327 S28.9.3

仏教系
臨済宗建長寺
派

4329 宗禅寺 205-0021 羽村市川崎２－８－２０ 高井  正俊 042(554)1276 S28.9.4

キリスト教系
日本福音ルーテ
ル教会

4686
日本福音ルーテル羽村教
会

205-0014 羽村市羽東２－１６－１１ 後藤　直紀 042(554)2214 S29.4.20

キリスト教系
日本バプテスト
同盟

7140 バプテスト羽村教会 205-0011 羽村市五ノ神３－１３－２ 横山  早紀子 042(554)0677 S60.7.4

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6906
関東プレインズバプテスト教
会

205-0022 羽村市双葉町２－１０－７ 熊手　祥之 042(551)1915 S45.9.3

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7107 聖書宣教会 205-0017 羽村市羽西２－９－３ 鳥居　完次 042(554)1710 S57.12.23

諸教 天理教 5079 天理教羽村分教会 205-0024 羽村市玉川１－４－７ 板橋  保子 (3368)6712 S28.3.23

諸教 天理教 7079 天理教空幸分教会 205-0017 羽村市羽西１－５－３５ 岡本　將充 042(555)0004 S55.9.30

神道系 神社本庁 2076 稲足神社 197-0801 あきる野市菅生字下８７１ 小川　　修 042(558)7776 S29.1.11

神道系 神社本庁 2978 八幡社 197-0827 あきる野市油平字八幡２５５ 中村　勝彦 042(558)0720 S29.4.30

神道系 神社本庁 2979 秋川神明社 190-0100
あきる野市牛沼字東龍ヶ崎
８８

中村  勝彦 042(558)0720 S29.4.30

神道系 神社本庁 2980 天神社 190-0144 あきる野市山田下分８２０ 森田  豊 042(597)0040 S29.4.30

神道系 神社本庁 3172 神明社 190-0173
あきる野市戸倉字星竹１０４
１

宮本  信行 042(596)0404 S29.4.30
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神道系 神社本庁 3173 三島神社 190-0173 あきる野市戸倉字城山４１４ 宮本  信行 042(596)0404 S29.4.30

神道系 神社本庁 3174 白山神社 190-0173 あきる野市戸倉字坂下８１９ 宮本  信行 042(596)0404 S29.4.30

神道系 神社本庁 3175 神明社 190-0173 あきる野市戸倉字山口４６４ 宮本  信行 042(596)0404 S29.4.30

神道系 神社本庁 3176 子生神社 190-0165
あきる野市小中野字子生前
１８７

宮本  信行 042(596)0404 S29.4.30

神道系 神社本庁 3179 日枝神社 190-0164
あきる野市五日市字番場８
７４

阿留多伎　潔 042(596)0560 S29.4.30

神道系 神社本庁 3180 穴澤天神社 190-0172
あきる野市深澤字天神森２
１０

阿留多伎　潔 042(596)0560 S29.4.30

神道系 神社本庁 3246 愛宕神社 190-0161 あきる野市入野字堂澤８０８ 阿留多伎　潔 043(596)0560 S29.4.30

神道系 神社本庁 3249 高尾神社 190-0154
あきる野市高尾字宮ノ入６６
０

阿留多伎　潔 042(596)0560 S29.4.30

神道系 神社本庁 3251 御嶽神社 190-0151
あきる野市小和田字御嶽山
５３１

阿留多伎　潔 042(596)0560 S29.4.30

神道系 神社本庁 3257 熊野神社 197-0821 あきる野市小川４７０ 河野  清亮 042(558)5276 S29.4.30

神道系 神社本庁 3258 雨武主神社 197-0825 あきる野市雨間１９４１ 河野  清亮 042(558)5276 S29.4.30

神道系 神社本庁 3259 熊野神社 197-0821 あきる野市小川 ６３９ 河野  清亮 042(558)5276 S29.4.30

神道系 神社本庁 3261 二宮神社 197-0814 あきる野市二宮２２５２ 河野  清亮 042(558)5276 S29.4.30

神道系 神社本庁 3266 出雲神社 197-0833 あきる野市渕上開戸３１０ 宮田　健二 042(597)7286 S29.4.30

神道系 神社本庁 3268 熊野神社 197-0834 あきる野市引田７２４－２ 宮澤  正夫 042(596)2109 S29.4.30

神道系 神社本庁 3269 八坂神社 190-0152 あきる野市留原字芹沢３２０ 阿留多伎　潔 042(596)0560 S29.4.30

神道系 神社本庁 3270 正一位岩走神社 190-0142 あきる野市伊奈１５７５ 宮澤　正夫 042(596)2109 S29.4.30

神道系 神社本庁 3271 八雲神社 197-0834 あきる野市引田７７６ 宮澤　正夫 042(596)2109 S29.4.30

神道系 神社本庁 5417 八幡社 197-0812 あきる野市平沢森根４４９ 河野  清亮 042(558)5276 S29.4.30

神道系 神社本庁 5477 小宮神社 190-0173
あきる野市戸倉盆堀東平１
５１４

宮本  信行 042(596)0404 S29.4.30

神道系 神社本庁 5478 大戸里神社 190-0174 あきる野市乙津２９４ 栗原　和夫 042(596)2517 S29.4.30

神道系 神社本庁 5488 正勝神社 197-0801
あきる野市菅生１８１９－イ
号

宮川　古礼文 042(554)3405 S29.4.30

神道系 神社本庁 5490 高明神社 190-0174 あきる野市乙津２１２３ 鈴木　秀夫 042(596)0690 S29.4.30

神道系 神社本庁 5491 阿伎留神社 190-0164 あきる野市五日市１０８１ 阿留多伎　潔 042(596)0560 S29.4.30

神道系 神社本庁 5492 白瀧神社 197-0832
あきる野市上代継上千代里
３３１

宮田　健二 042(597)7286 S29.4.30
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神道系 神社本庁 5493 熊野神社 190-0174 あきる野市乙津１００２ 鈴木　秀夫 042(596)0690 S29.4.30

神道系 神社本庁 5495 八雲神社 197-0823 あきる野市野辺３１６ 吉村　信夫 042(558)1891 S29.4.30

神道系 神社本庁 5504 春日明神社 190-0174 あきる野市乙津字宮山４２７ 鈴木  泰正 042(596)2651 S29.4.30

神道系 神社本庁 5505 八幡神社 190-0174 あきる野市乙津字佐竹３２３ 鈴木  泰正 042(596)2651 S29.4.30

神道系 神社本庁 5611 五柱神社 190-0171
あきる野市養沢字寺岡１３９
２

鈴木 泰正 042(596)2651 S29.4.30

神道系 神社本庁 5613 三内神社 190-0162 あきる野市三内１９０ 森田    豊 042(597)0040 S29.4.30

神道系 神社本庁 5614 八幡神社 190-0163 あきる野市舘谷１５９ 森田    豊 042(597)0040 S29.4.30

神道系 神社本庁 5615 神明社 190-0174 あきる野市乙津１４０２ 森田    豊 042(597)0040 S29.4.30

神道系 神社本庁 5616 愛宕神社 190-0141 あきる野市横沢１２７ 森田    豊 042(597)0040 S29.4.30

神道系 神社本庁 5617 貴志嶋神社 190-0155 あきる野市網代城山８３ 森田    豊 042(597)0040 S29.4.30

神道系 神社本庁 5618 八幡神社 190-0144
あきる野市山田字観音平４
７７

宮田　健二 042(597)7286 S29.4.30

神道系 神社本庁 5623 大宮神社 197-0834
あきる野市引田字静の郷９
４４

宮澤　正夫 042(596)2109 S29.4.30

神道系 神社本庁 5627 草花神社 197-0802 あきる野市草花１７８７ 小宮  治雄 042(558)7243 S29.4.30

神道系 神社本庁 5629 養澤神社 190-0171 あきる野市養澤１０１８ 鈴木　秀夫 042(596)0690 S29.4.30

神道系 神社本庁 5632 神明社 197-0803 あきる野市瀬戸岡４４５ 小宮  治雄 042(558)7243 S29.4.30

神道系 神社本庁 5633 小宮神社 197-0802
あきる野市草花字北小宮２
９８１

小宮  治雄 042(558)7243 S29.4.30

神道系 神社本庁 200097 諏訪神社 190-0162
あきる野市三内字小机平５
７３

宮田　健二 042(597)7286 S29.4.30

神道系 単立・神道系 437 日正教 190-0163 あきる野市舘谷字追原１５０ 安川　雄太郎 042(596)0298 S27.6.27

仏教系 天台宗 1099 玉泉寺 197-0814 あきる野市二宮２２６５ 永井　亮俊 042(551)2918 S27.10.2

仏教系 天台宗 1100 西光寺 197-0825 あきる野市雨間１０７６ 川勝　宥実 042(558)0242 S27.10.2

仏教系 真言宗豊山派 4354 大光寺 190-0154 あきる野市高尾２１８ 長谷川  義典 042(596)0306 S28.9.7

仏教系 真言宗豊山派 4361 正音寺 197-0834 あきる野市引田７１５ 西川  芳神 042(558)0558 S28.9.7

仏教系 真言宗豊山派 4362 眞照寺 197-0834 あきる野市引田８６３ 西川　暢芳 042(558)0558 S28.9.7

仏教系 真言宗豊山派 4365 大悲願寺 190-0141 あきる野市横沢１３４ 加藤　章雄 042(596)0141 S28.9.7

仏教系 真言宗豊山派 4367 花蔵院 197-0802 あきる野市草花１７４０ 山城  清邦 042(559)3805 S28.9.7
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仏教系 真言宗豊山派 4368 大行寺 197-0802 あきる野市草花３０３６ 山城　清邦 042(559)0853 S28.9.7

仏教系 真言宗豊山派 4371 成就院 190-0142 あきる野市伊奈１５６８ 加藤　章雄 042(596)0141 S28.9.7

仏教系 真言宗豊山派 4870 龍性寺 190-0142 あきる野市伊奈１３４３ 草野　光信 042(596)2497 S28.9.7

仏教系 時宗 4754 正光寺 190-0163 あきる野市舘谷８４ 田中　康司 042(596)0904 S28.4.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4311 福泉寺 197-0801 あきる野市菅生６２９ 生田  恵稔 042(558)7342 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4313 珠陽院 197-0803 あきる野市瀬戸岡５１１ 生田  恵稔 042(558)7342 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4314 陽向寺 197-0802 あきる野市草花２５４２ 鈴木　暢 042(558)8095 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4377 楞嚴寺 190-0164 あきる野市五日市５７６ 世良田　繁 042(596)0668 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4378 開光院 190-0164 あきる野市五日市６９１ 世良田　繁 042(596)0668 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4379 廣徳寺 190-0151 あきる野市小和田２３４ 水口  昭琳 042(596)0021 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4380 徳蔵寺 190-0161 あきる野市入野１８ 鈴木　篤 042(596)0597 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4381 真光院 190-0172 あきる野市深沢２３ 西野  禅育 042(596)0789 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4382 玉林寺 190-0164 あきる野市五日市９２６ 田中　典章 042(596)0532 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4383 林泉寺 197-0821 あきる野市小川６５０ 北條　昌玄　　 042(558)1797 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4384 廣済寺 197-0812 あきる野市平沢７３２ 渡邊　祐一 042(558)5875 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4385 地蔵院 197-0825 あきる野市雨間１１０１ 渡邉　光成 042(558)8227 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4386 新開院 197-0823 あきる野市野辺４３５ 北條　昌玄 042(559)0283 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4390 眞城寺 197-0832 あきる野市上代継３４４ 三枝　秀一郎 042(559)1705 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4391 寳泉寺 197-0834 あきる野市引田６８１ 谷川　文敏 042(518)7692 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4392 観音寺 197-0833 あきる野市渕上３５４ 遠藤　守拙 042(558)0654 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4393 金松寺 197-0831 あきる野市下代継３４０ 小田  和久 042(559)2006 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4394 福徳寺 197-0827 あきる野市油平２４６ 奥田  文敬 042(558)0145 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4395 福壽院 190-0162 あきる野市三内６０１ 世良田　繁 042(596)0668 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4396 明光寺 190-0142 あきる野市伊奈１４６３ 津村　未來男 042(596)1848 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4397 瑞雲寺 190-0144 あきる野市山田４９６ 高木　弘之 042(596)3998 S28.7.10
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仏教系
臨済宗建長寺
派

4398 能満寺 190-0144 あきる野市山田８７９ 伊藤　元聡 042(595)0249 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4399 松岩寺 190-0142 あきる野市伊奈３７６ 高木　弘之 042(596)3998 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4400 禅昌寺 190-0155 あきる野市網代２４１ 毛利  宗寛 042(654)4141 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4407 明光院 190-0174 あきる野市乙津１８５９ 加藤　昌生 042(596)2652 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4408 徳雲院 190-0174 あきる野市乙津５１１ 加藤　昌生 042(596)2652 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4409 龍珠院 190-0174 あきる野市乙津１４２２ 中島　隆宏 042(596)4647 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4410 陽谷院 190-0174 あきる野市乙津９９９ 中島　隆宏 042(596)4647 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4411 光巌寺 190-0173 あきる野市戸倉３２８ 金嶽　正邦 042(596)0363 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4412 普光寺 190-0173 あきる野市戸倉１０５６ 金嶽　正邦 042(596)0363 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4826 玉泉寺 190-0164 あきる野市五日市１１８８ 鈴木  篤 042(595)1219 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4827 慈勝寺 197-0802 あきる野市草花１８１１ 鬼頭　一久 042(558)1171 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

200072 普門寺 197-0823 あきる野市野辺４５０ 北條　昌玄 042(558)1797 S28.7.10

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4414 法林寺 197-0822
あきる野市小川東２－１２－
１０

山田  宗孝 042(558)5269 S28.10.19

仏教系
臨済宗南禅寺
派

4415 慈眼寺 197-0821 あきる野市小川４８４ 山田  宗孝 042(558)5269 S28.10.19

仏教系 曹洞宗 4115 宝蔵寺 197-0801 あきる野市菅生２６３ 加藤  昌道 042(558)7506 S28.11.25

仏教系 曹洞宗 4116 蔵守院 197-0801 あきる野市菅生１７６７ 寺江　規克 042(558)7538 S28.6.24

仏教系 日蓮宗 368 宝清寺 197-0821 あきる野市小川１０１ 石井　前琮 042(558)2663 S27.7.4

仏教系 単立・仏教系 304045 知恩教会 197-0801 あきる野市菅生７１５ 井出　信一郎 042(558)7731 S28.7.8

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7252 キリスト摂理館 197-0823 あきる野市野辺４９１ 有馬　平吉 042(559)0156 H14.2.1

諸教 天理教 1180 天理教大久野分教会 190-0163 あきる野市舘谷１９９ 伊藤　誠明 042(595)0375 S28.3.20

諸教 天理教 1193 天理教多摩宮分教会 197-0812 あきる野市平沢５８５ 谷澤　裕子 042(559)9604 S28.3.20

諸教 天理教 2036 天理教五日市分教会 190-0164 あきる野市五日市８９１ 高岡　和太郎 042(596)1338 S28.3.20

諸教 天理教 200180 天理教武宮分教会 197-0814 あきる野市二宮２３１４－２ 谷澤  眞一 042(558)3367 S28.3.20

神道系 神社本庁 5474 田無神社 188-0011 西東京市田無町３－７－４ 賀陽　智之 042(461)4442 S29.4.12

神道系 神社本庁 5475 天神社 202-0003 西東京市北町６－７－１９ 賀陽　智之 042(461)4442 S29.4.12
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神道系 神社本庁 5476 阿波洲神社 202-0023 西東京市新町２－７－２４ 賀陽　智之 042(461)4442 S29.4.12

神道系 神社本庁 5528 尉殿神社 202-0005 西東京市住吉町１－２１－１ 賀陽　智之 042(461)4442 S29.4.12

神道系 神社本庁 5756 東伏見稲荷神社 202-0021 西東京市東伏見１－５－３８ 葦津　元成 042(461)1125 S29.4.12

神道系 神社本庁 6073 氷川神社 202-0021 西東京市東伏見２－６－１３ 小美野　朝雄 0422(22)5327 S29.4.12

仏教系 真言宗智山派 3438 如意輪寺 202-0011 西東京市泉町２－１５－７ 高麗  行真 0424(21)3014 S28.2.19

仏教系 真言宗智山派 3439 宝樹院 202-0011 西東京市泉町２－７－２５ 中里　行伸 0424(21)1285 S28.2.19

仏教系 真言宗智山派 4872 總持寺 188-0011 西東京市田無町３－８－１２ 小峰  立丸 0424(61)0044 S29.3.31

仏教系 真言宗智山派 4875 宝晃院 202-0005 西東京市住吉町１－６－５ 関根  竜浩 0424(21)1871 S28.2.19

仏教系
浄土真宗本願
寺派

6912 心光寺 202-0011 西東京市泉町１－１４－１９ 藤科　教道 042(461)6826 S46.1.28

仏教系 真宗大谷派 3582 遍立寺 188-0003 西東京市北原町１－１－３６ 朝倉  慶夫（慶道） 042(461)3351 S28.6.25

仏教系 真宗大谷派 4153 真教寺 202-0001
西東京市ひばりが丘４－１
－１５

齊藤　信也 0424(61)1146 S28.6.25

仏教系 曹洞宗 4113 東禅寺 202-0005 西東京市住吉町１－２－１２ 中野　良教 0424(21)1261 S28.6.24

仏教系 日蓮宗 268 福泉寺 202-0004
西東京市下保谷３－１１－１
７

冨山　典秀 042(421)5171 S27.7.12

仏教系 日蓮宗 314 日蓮宗田無妙本教会 188-0011 西東京市田無町２－４－１ 新井　恵裕 042(461)3925 S27.7.10

キリスト教系 日本基督教団 7315
日本基督教団ひばりが丘教
会

188-0001 西東京市谷戸町３－３－５ 稲垣　千世 042(422)3732 H24.12.11

キリスト教系
日本キリスト改
革派教会

7330
日本キリスト改革派田無教
会

188-0004 西東京市西原町５－５－１５ 中山　仰 042(463)0563 H27.8.28

キリスト教系 イエス福音教団 307719 イエス福音教団東京教会 202-0001
西東京市ひばりが丘１－１５
－２６

穐近　祈 0424(21)9847 S28.10.10

キリスト教系
単立・キリスト教
系

7067 西武柳沢キリスト教会 202-0022 西東京市柳沢２－１１－１３ 星出　卓也 042(458)0251 S54.11.19

キリスト教系
ウェスレアン・
ホーリネス教団

7215
ウェスレアン・ホーリネス教
団ひばりが丘北教会

202-0001
西東京市ひばりが丘北４－
３－１３

小寺　徹 042(423)8377 H6.6.21

諸教 天理教 1343 天理教日青分教会 188-0011
西東京市田無町７－１５－２
２

伊東　知一 042(461)6591 S28.3.31

諸教 天理教 1771 天理教北多摩分教会 202-0021 西東京市東伏見１－５－４７ 栗原  千恵子 042(462)5855 S28.3.25

諸教 天理教 1772 天理教田無分教会 188-0002 西東京市緑町２－１－８ 平野　徳司 042(461)0363 S28.3.25

諸教 天理教 7014 天理教本理徳分教会 202-0011 西東京市泉町６－１１－１１ 飯塚　真一 042(423)1660 S51.9.13

諸教 天理教 200207 天理教武神分教会 188-0012 西東京市南町３－９－１８ 郡楽　道和 042(461)1669 S28.3.17

諸教 天理教 305658 天理教山都一分教会 202-0015 西東京市保谷町１－５－３０ 野中　華子 042(462)9266 S27.11.11
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神道系 神社本庁 3177 加藤神社 190-1221 瑞穂町箱根ケ崎３１５ 矢ヶ崎　正邦 042(557)0958 S29.3.23

神道系 神社本庁 3178 稲荷神社 190-1221 瑞穂町箱根ケ崎１２９ 矢ヶ崎　正邦 042(557)0958 S29.3.24

神道系 神社本庁 3252 稲荷神社 190-1221 瑞穂町箱根ケ崎１４２ 矢ヶ崎　正邦 042(357)0958 S29.3.24

神道系 神社本庁 5416 稲荷神社 190-1221 瑞穂町箱根ケ崎４７２ 矢ヶ崎　正邦 042(557)0958 S29.4.1

神道系 神社本庁 5418 浅間神社 190-1221 瑞穂町箱根ケ崎２５９８ 矢ヶ崎　正邦 042(557)0958 S29.3.24

神道系 神社本庁 5419 愛宕神社 190-1231 瑞穂町長岡長谷部３７４ 矢ヶ崎　正邦 042(557)0958 S29.3.24

神道系 神社本庁 5483 狭山神社 190-1221 瑞穂町箱根ケ崎１ 矢ヶ崎　正邦　 042(557)0958 S29.4.1

神道系 神社本庁 5501 八雲神社 190-1221 瑞穂町箱根ケ崎２６０４ 矢ヶ崎　正邦 042(557)0958 S29.4.1

神道系 神社本庁 5503 阿豆佐味天神社 190-1212 瑞穂町殿ヶ谷１００８ 宮﨑　盛明 042(557)0439 S29.4.1

神道系 神社本庁 5628 御嶽神社 190-1211 瑞穂町石畑１８４８ 宮﨑　盛明 042(557)0439 S29.3.23

神道系 神社本庁 5630 神明神社 190-1211 瑞穂町石畑１７７３ 宮﨑　盛明 042(557)0439 S29.4.1

神道系 神社本庁 300776 元狭山神社 190-1202
瑞穂町大字駒形富士山６０
９

栗原　寛昌 042(557)1206 S28.5.2

仏教系
臨済宗建長寺
派

4316 圓福寺 190-1221 瑞穂町箱根ケ崎１３２ 沖  悟 042(557)0201 S28.12.21

仏教系
臨済宗建長寺
派

4327 福正寺 190-1212 瑞穂町殿ヶ谷１１２９ 鈴木  文雄 042(557)0650 S28.9.3

仏教系
臨済宗建長寺
派

300762 福泉寺 190-1203 瑞穂町高根７９ 桑村　有一 042(956)6995 S28.10.20

仏教系 曹洞宗 4062 東善院 190-1232 瑞穂町長岡１－２６－２ 名古屋  透舟 042(557)0447 S28.8.26

仏教系 曹洞宗 301016 龍泉寺 190-1204 瑞穂町栗原新田３３ 加藤　賢紹 S28.7.17

キリスト教系
単立・キリスト教
系

6670 ベテル・ミッション 190-1221 瑞穂町箱根ケ崎２４９１ 田邉　くみ 042(557)0383 S33.9.30

諸教 天理教 6387 天理教髙廣分教会 190-1201
瑞穂町大字二本木６９３番
地２９

神田　廣和 042(557)1370 S28.12.22

神道系 神社本庁 2981 三嶋神社 190-0181 日の出町大字大久野８７４８ 宮岡　寿人 042(597)0152 S29.4.30

神道系 神社本庁 2984 春日神社 190-0182 日の出町平井３６９０ 森田  豊 042(597)0040 S29.4.30

神道系 神社本庁 3169 八幡神社 190-0182 日の出町平井１８１１ 鈴木  孚 042(597)0415 S29.4.30

神道系 神社本庁 3171 一ノ護王社 190-0181 日の出町大久野４２５１ 山崎  公男 042(597)0054 S29.4.30

神道系 神社本庁 5482 幸神神社 190-0181 日の出町大久野２１２９ 宮田  一孝 042(597)0820 S29.4.30

神道系 神社本庁 5494 白山神社 190-0181 日の出町大久野２２８１ 山崎  公男 042(597)0054 S29.4.30
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神道系 神社本庁 5694 伊奈澤天神社 190-0181 日の出町大久野１３８７ 山崎  公男 042(597)0054 S29.4.30

神道系 神社本庁 5695 勝峰神社 190-0181 日の出町大久野３０３９－２ 山崎  公男 042(597)0054 S29.4.30

神道系 神社本庁 5834 神明社 190-0181 日の出町大久野７４７８ 山崎  公男 042(597)0054 S29.4.30

神道系 神社本庁 5835 髙原社 190-0181 日の出町大久野４１５４ 山崎  公男 042(597)0054 S29.4.30

神道系 神社本庁 5837 熊野社 190-0181 日の出町大久野３５３６ 山崎  公男 042(597)0054 S29.4.30

神道系 神社本庁 5838 山祗社 190-0181 日の出町大久野３１４８ 山崎  公男 042(597)0054 S29.4.30

神道系 神社本庁 5839 山神社 190-0181 日の出町大久野５７８５ 山崎  公男 042(597)0054 S29.4.30

仏教系 真言宗豊山派 4358 大智寺 190-0182 日の出町平井２２３１ 加藤　章雄 042(596)2497 S28.9.7

仏教系 真言宗豊山派 4359 西光寺 190-0182 日の出町平井２１４５ 加藤　章雄 042(596)2497 S28.9.7

仏教系 真言宗豊山派 4360 常福寺 190-0182 日の出町平井３６８７ 橋本  匡史 042(597)0817 S28.9.7

仏教系 真言宗豊山派 4363 光明寺 190-0181 日の出町大字大久野３５２１ 加藤　章雄 042(597)5300 S28.9.7

仏教系 真言宗豊山派 4364 西福寺 190-0181 日の出町大久野７１２ 北川  真海 042(597)0557 S28.9.7

仏教系 曹洞宗 4077 寳光寺 190-0182 日の出町平井３３９２ 八坂　康彦 042(597)0031 S28.11.25

仏教系 曹洞宗 4117 清源寺 190-0181 日の出町大久野１２１４ 加藤　昌道 S29.3.17

仏教系 曹洞宗 4118 西徳寺 190-0181 日の出町大久野６３６９ 寺江　規克 042(597)2157 S29.4.21

仏教系 曹洞宗 4119 長井寺 190-0181 日の出町大久野５５６５ 八坂　康彦 042(597)5048 S29.4.21

仏教系 曹洞宗 4120 保泉院 190-0182 日の出町平井８６０ 内野　敦司 042(597)0120 S28.6.24

仏教系 曹洞宗 4121 東光寺 190-0182 日の出町大字平井３６１１ 山本　律之 042(597)3412 S28.11.25

仏教系 曹洞宗 4122 東光院 190-0182 日の出町平井３９６３ 土肥　泰源 042(597)3437 S28.6.24

仏教系 曹洞宗 4123 祥雲寺 190-0182 日の出町平井４０３９ 加藤  昌道 S28.6.24

仏教系 曹洞宗 4133 松澤寺 190-0181 日の出町大字大久野４４７８ 久喜　和裕 045(623)6391 S29.4.9

仏教系 曹洞宗 4134 宝鏡寺 190-0181 日の出町大久野２１４１ 寺江　規克 042(597)0893 S29.4.9

仏教系 曹洞宗 4135 天正寺 190-0181 日の出町大字大久野２２４８ 志茂　成一 042(597)0350 S29.3.9

仏教系 曹洞宗 4136 岩井院 190-0181 日の出町大久野２７８６ 志茂  有山 042(597)3413 S29.3.9

仏教系 曹洞宗 4137 保寿院 190-0181 日の出町大久野８２６５ 早川　春海 S29.4.9
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仏教系 曹洞宗 4138 慶福寺 190-0181 日の出町大久野４３１８ 酒井  忠司 042(597)0921 S28.10.3

諸教 天理教 1184 天理教本大久野分教会 190-0181 日の出町大字大久野２５１６ 青木　平治 042(597)0145 S28.3.20

神道系 神社本庁 2973 五社神社 190-0200 檜原村２０１３ 中村　昭則 042(598)6135 S29.4.30

神道系 神社本庁 2974 笛吹山神社 190-0200 檜原村２１２１ 中村　昭則 042(598)6135 S29.4.30

神道系 神社本庁 3009 九頭龍神社 190-0200 檜原村７０７６ 中村　昭則 042(598)6135 S29.4.30

神道系 神社本庁 3240 春日神社 190-0202 檜原村字藤原９２６０ 吉野　高明 042(598)0485 S29.4.30

神道系 神社本庁 3241 貴布禰伊龍神社 190-0213 檜原村字下元郷２６６ 吉野　高明 042(598)0485 S29.4.30

神道系 神社本庁 3242 神明社 190-0214 檜原村字本宿７４６ 吉野　高明 042(598)0485 S29.4.30

神道系 神社本庁 3243 貴布禰神社 190-0205 檜原村字樋里４５２９ 吉野　高明 042(598)0485 S29.4.30

神道系 神社本庁 3244 春日神社 190-0214 檜原村字本宿５００ 吉野　高明 042(598)0485 S29.4.30

神道系 神社本庁 3250 八坂神社 190-0205 檜原村字樋里４３９２ 吉野　高明 042(598)0485 S29.4.30

神道系 神社本庁 3274 熊野神社 190-0200 檜原村１４２７ 吉野　直樹 042(598)0107 S29.4.30

神道系 神社本庁 3275 春日神社 190-0200 檜原村３４１７ 吉野　直樹 042(598)0107 S29.4.30

神道系 神社本庁 5420 御霊檜原神社 190-0211 檜原村字三都郷２７７３ 吉野　高明 042(598)0485 S29.4.30

神道系 神社本庁 5421 大嶽神社 190-0200 檜原村字大嶽８１８９ 吉野　高明 042(598)0485 S29.4.30

神道系 神社本庁 5489 南郷神社 190-0223 檜原村字南郷６１２４ 吉野　高明 042(598)0485 S29.4.30

神道系 神社本庁 5631 伊勢社 190-0200 檜原村３６８４ 峯岸　正則 042(598)0105 S29.4.30

仏教系 真言宗豊山派 4366 宝蔵寺 190-0200 檜原村３８６３ 小泉　章仁 042(598)0763 S28.9.7

仏教系
臨済宗建長寺
派

4401 吉祥寺 190-0200 檜原村485 千田　豊雄 042(598)0051 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4402 東光寺 190-0200 檜原村４３３３ 千田　豊雄 042(598)0051 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4403 法性寺 190-0200 檜原村１５２ 千田　豊雄 042(598)0051 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4404 西光寺 190-0200 檜原村１０５８ 千田　豊雄 042(598)0051 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4405 玉傳寺 190-0200 檜原村１６５９ 辻内　法隆 042(598)6332 S28.7.10

仏教系
臨済宗建長寺
派

4406 徳泉寺 190-0200 檜原村３６０３ 千田　豊雄 042(598)0051 S28.7.10

キリスト教系
日本フォース
クェア福音教団

7283 桧原福音教会 190-0212 檜原村上元郷４５７ 嶋崎　敬子 042(598)0149 H19.5.28
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神道系 神社本庁 2976 八雲神社 198-0102 奥多摩町川井７１７ 杉村  秀夫 0428(85)2696 S29.4.21

神道系 神社本庁 2977 熊野神社 198-0103 奥多摩町梅沢１０５ 杉村  秀夫 0428(85)2696 S29.4.21

神道系 神社本庁 2983 奥氷川神社 198-0212 奥多摩町氷川１７８ 杉村  秀夫 0428(85)2696 S29.4.21

神道系 神社本庁 3254 花入神社 198-0221 奥多摩町留浦１４５４ 金丸　義徳 0428(86)2247 S29.4.21

神道系 神社本庁 3260 海澤神社 198-0213 奥多摩町海沢６３０ 杉村　秀夫 0428(85)2696 S29.4.21

神道系 神社本庁 3262 山祗神社 198-0212 奥多摩町氷川１２７５ 杉村  秀夫 0428(85)2696 S29.4.21

神道系 神社本庁 3263 愛宕神社 198-0212 奥多摩町氷川７９５ 杉村  秀夫 0428(85)2696 S29.4.21

神道系 神社本庁 3264 羽黒三田神社 198-0212 奥多摩町氷川１３６５ 杉村  秀夫 0428(85)2696 S29.4.21

神道系 神社本庁 3265 根元神社 198-0212 奥多摩町氷川１８０４ 杉村  秀夫 0428(85)2696 S29.4.21

神道系 神社本庁 5197 熊野神社 198-0105 奥多摩町小丹波４７３ 丹生  真二 0428(85)2305 S29.4.21

神道系 神社本庁 5479 元栖神社 198-0107 奥多摩町白丸１００ 丹生  真二 0428(85)2305 S29.4.21

神道系 神社本庁 5480 熊野神社 198-0106 奥多摩町棚沢５１７ 丹生  真二 0428(85)2305 S29.4.21

神道系 神社本庁 5481 丹生神社 198-0104 奥多摩町丹三郎１８２ 丹生  真二 0428(85)2305 S29.4.21

神道系 神社本庁 5832 白髭神社 198-0222 奥多摩町境４７０ 齋藤  志郎 0428(22)6546 S29.4.21

神道系 神社本庁 5833 青木神社 198-0101 奥多摩町大丹波１９９ 齋藤    志郎 0428(22)6546 S29.4.21

神道系 神社本庁 6072 天祖神社 198-0211 奥多摩町日原１０３０ 佐伯　竹夫 (3480)2845 S29.4.21

神道系 神社本庁 200023 小河内神社 198-0224 奥多摩町河内１４９ 金丸　義徳 0428(86)2247 S34.3.6

神道系 神社本庁 200094 一石山神社 198-0211 奥多摩町日原１０５２ 杉村　秀夫 0428(22)6318 S29.4.21

神道系 神道大教 6648 神道大教天聖神社 198-0212 奥多摩町氷川 ９１８ 齋藤　　實 S32.8.13

仏教系 真言宗豊山派 4342 長福寺 198-0104 奥多摩町丹三郎２３３ 増澤　正見 0428(76)0454 S28.9.8

仏教系
臨済宗建長寺
派

4317 普門寺 198-0221 奥多摩町留浦１２８４ 小澤  正明 0428(22)2418 S29.3.18

仏教系
臨済宗建長寺
派

4322 寶福寺 198-0221 奥多摩町留浦８９１ 岡﨑　啓純 0425(54)2327 S29.4.21

仏教系
臨済宗建長寺
派

6623 浄光院 198-0225 奥多摩町川野２６１ 大井  悦雄 0428(22)4497 S32.4.25

仏教系 曹洞宗 3893 周慶院 198-0212 奥多摩町氷川１５１３ 志茂　剛之 0428(83)3913 S29.3.19

仏教系 曹洞宗 3894 向雲寺 198-0213 奥多摩町海沢４５５ 三富　隆行 0428(83)2325 S28.7.1
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仏教系 曹洞宗 3896 正法院 198-0106 奥多摩町棚沢２９４ 石田　勝久 0428(85)2556 S28.8.1

仏教系 曹洞宗 3898 寶珠庵 198-0103 奥多摩町梅沢１４０ 石田　良安 0428(85)2102 S28.11.18

仏教系 曹洞宗 3899 寿清院 198-0212 奥多摩町氷川１８７４ 三富　文明 0428(83)2353 S29.3.22

仏教系 曹洞宗 3900 慈眼寺 198-0212 奥多摩町氷川１２３６ 志茂　剛之 0428(83)2710 S31.4.2

仏教系 曹洞宗 3901 輪光院 198-0101 奥多摩町大丹波９３９ 石田  充法 0428(85)2102 S28.12.18

仏教系 曹洞宗 3902 蟠龍院 198-0102 奥多摩町川井４８８ 石田  充法 0428(85)2102 S28.8.1

仏教系 曹洞宗 3903 瑞雲寺 198-0211 奥多摩町日原３６２ 三富　隆行 0428(83)2325 S31.11.27

仏教系 曹洞宗 3904 本源院 198-0107 奥多摩町白丸１２２ 石田  勝久 0428(85)2102 S28.8.1

仏教系 曹洞宗 200003 丹叟院 198-0105 奥多摩町小丹波５１９ 石田  充法 0428(85）2102 S28.11.18

諸教 天理教 1191 天理教古里分教会 198-0105 奥多摩町小丹波５４２ 中村　義廣 0428(85)2430 S28.3.25

諸教 天理教 1925 天理教玉原分教会 198-0212 奥多摩町氷川１８５５ 谷沢  道明 0428(83)2274 S28.3.25

神道系 神社本庁 5308 八幡神社 100-0102 大島町岡田４ 吉田　龍一 04992(2)3150 S29.8.16

神道系 神社本庁 5772 𠮷谷神社 100-0101 大島町元町４－２－９ 吉田　龍一 04992(2)4151 S29.4.28

神道系 神社本庁 5774 波知加麻神社 100-0104 大島町泉津４８ 吉田  龍一 04992(2)3150 S29.4.10

神道系 神社本庁 5911 大宮神社 100-0104 大島町野増字大宮 吉田  龍一 04992(2)3150 S29.4.12

神道系 神社本庁 5990 春日神社 100-0211 大島町差木地１ 吉田　龍一 04992(2)3150 S29.5.14

神道系 神社本庁 6084 波布比咩命神社 100-0212 大島町波浮港１８ 吉田  龍一 04992(4)1967 S29.4.8

仏教系
真言宗泉涌寺
派

1107 神泉寺 100-0103 大島町泉津９－５ 齋藤　明道 04992(2)8093 S27.9.15

仏教系 浄土宗 819 潮音寺 100-0101 大島町元町１－１４－１ 藤井　斉亮 04992(2)1778 S27.9.20

仏教系 曹洞宗 4140 金光寺 100-0101 大島町元町４－１４－８ 植木　豊道 04992（2)1266 S28.6.24

仏教系 曹洞宗 4141 福聚寺 100-0102
大島町岡田字榎戸１５－２
－４ー１

井島　吉春 04992(2)8410 S28.6.25

仏教系 曹洞宗 4142 林浦寺 100-0211 大島町差木地１ 熊澤　平一 04992(4)0623 S28.7.3

仏教系 日蓮宗 233 海中寺 100-0101 大島町元町４－１３－５ 本多　哲理 04992(2)0076 S27.7.5

仏教系 日蓮宗 234 瀧泉寺 100-0212 大島町波浮港字上崎１７ 谷口　憲久 04992(4)0213 S27.7.4

仏教系 日蓮正宗 7005 妙安寺 100-0101
大島町元町字大金砂４６０
－３

盛岡　成秀 04992(2)1804 S51.3.19

229 / 232 ページ



系統名 包括団体名称 認証番号 法人名称 事務所〒 事務所所在地 代表役員氏名 電話番号
設立登記
年月日

キリスト教系 日本基督教団 4479 日本基督教団波浮教会 100-0212 大島町波浮港１６ 菅野　勝之 04992(4)0134 S29.4.3

キリスト教系 日本基督教団 4503
日本基督教団大島元村教
会

100-0101 大島町元町１－１５－９ 菅野　勝之 04992(2)1307 S29.4.2

諸教 天理教 1515 天理教伊豆大島分教会 100-0101 大島町元町３－５－１２ 加藤　則之 04992(2)2893 S28.5.7

諸教 天理教 1911 天理教大島岡田分教会 100-0102
大島町岡田字助田２６－１
－５

濱部  まつ 04992(2)8713 S28.5.7

神道系 神社本庁 2843 阿豆佐和気命神社 100-0301 利島村1 梅田　成彦 04992(9)0220 S29.3.27

仏教系 日蓮宗 374 長久寺 100-0301 利島村５ 西村　寛和 04992(9)0139 S27.7.15

神道系 神社本庁 5309 十三社神社 100-0402 新島村本村２－６－１３ 前田　明永 04992(5)1870 S29.5.1

神道系 神社本庁 5310 大三王子神社 100-0400 新島村字大三山１－１ 前田　明永 04992(5)1870 S29.5.1

神道系 神社本庁 5311 泊神社 100-0511 新島村式根島８０－２ 前田　明永 04992(7)0106 S29.5.1

神道系 神社本庁 5312 宮造神社 100-0401 新島村若郷１－１ 前田　明永 04992(5)1208 S29.5.1

仏教系 日蓮宗 235 妙蓮寺 100-0401 新島村若郷８－２ 吉田　俊栄 04992(5)0707 S27.7.17

仏教系 日蓮宗 332 長栄寺 100-0402 新島村本村３－１－４ 光枝　浩生 04992(5)0168 S27.7.15

仏教系 日蓮宗 6433 東要寺 100-0511 新島村式根島１１－１ 横山　智公 04992(7)0133 S29.5.2

キリスト教系 日本基督教団 4565 日本基督教団新島教会 100-0402 新島村本村４－２－５ 小橋　孝一 04992(5)0307 S29.4.10

神道系 神社本庁 5769 物忌奈命神社 100-0601 神津島村４１ 松江　保彦 04992(8)0193 S29.8.3

神道系 神社本庁 5770 日向神社 100-0601 神津島村榎が沢６ 松江　保彦 04992(8)0015 S29.8.3

神道系 神社本庁 5771 阿波命神社 100-0601 神津島村字長浜１－２ 松江　保彦 04992(8)1727 S29.8.3

仏教系 浄土宗 820 濤響寺 100-0601 神津島村８９９ 髙橋　寛規 04992(8)0025 S27.9.27

神道系 神社本庁 6097 城ノ山為朝神社 100-1103 三宅村伊ケ谷 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6100 后神社 100-1103 三宅村伊ケ谷 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6101 嶽比良神社 100-1102 三宅村伊豆 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6102 南子神社 100-1101 三宅村神着 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6103 火戸寄神社 100-1212 三宅村阿古 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6106 若宮神社 100-1212 三宅村阿古 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6109 御祭神社 100-1102 三宅村伊豆 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24
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神道系 神社本庁 6110 荒島神社 100-1102 三宅村阿古 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6111 富賀神社 100-1212 三宅村阿古 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6113 神沢神社 100-1102 三宅村伊豆 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6115 差出神社 100-1212 三宅村阿古 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6116 姉川神社 100-1102 三宅村伊豆 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6117 熊野神社 100-1101 三宅村神着 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6118 大久保神社 100-1101 三宅村神着 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6119 椎取神社 100-1101 三宅村神着 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6120 御笏神社 100-1101 三宅村神着 壬生  明彦 04994(2)0215 S31.4.24

神道系 神社本庁 6121 長根八幡神社 100-1100 三宅村伊ケ谷 壬生   明彦 04994(2)0215 S31.4.28

神道系 神社本庁 200005 二ノ宮神社 100-1211 三宅村坪田 壬生  明彦 04994(2)0215 S30.9.15

神道系 単立・神道系 6215 三宅島禊教会 100-1103 三宅村伊ケ谷５０９ 笹本  準治 04994(2)0157 S28.8.26

仏教系 浄土宗 821 海蔵寺 100-1211 三宅村坪田５００２ 三池　法夫 S27.9.25

仏教系 浄土宗 822 大林寺 100-1103 三宅村伊ヶ谷２６３番地１ 松本　弘峰 S27.9.25

仏教系 浄土宗 823 圓德寺 100-1212 三宅村阿古４４ 松本　弘峰 04994(5)0027 S27.9.25

仏教系 浄土宗 824 普濟院 100-1102 三宅村伊豆１０４４番地１ 松本　弘峰 S27.9.25

仏教系 日蓮宗 232 善陽寺 100-1102 三宅村伊豆２８３ 山本　政信 04994(2)0033 S27.7.4

神道系 神社本庁 7285 稲根神社 100-1301 御蔵島村無番地 栗本　重光 04994(2)0215 H19.9.13

神道系 神社本庁 3142 優婆夷宝明神社 100-1401 八丈町大賀郷６６０－１ 菊池　孝光 04996(2)1440 S29.4.8

神道系 神社本庁 3143 三島神社 100-1622
八丈町大字末吉字宮裏無
番地

菊池　孝光 S29.4.8

神道系 神社本庁 3144 三島神社 100-1623
八丈町大字中之郷字里道
無番地

菊池　孝光 S29.4.8

神道系 単立・神道系 6257 方位神社 100-1401 八丈町大賀郷４３２６－４ 田村  義順 04996(2)3875 S28.9.9

仏教系 浄土宗 825 開善院 100-1511 八丈町三根１２４ 濱野　文雄 04996(2)1848 S27.9.30

仏教系 浄土宗 1929 長楽寺 100-1623 八丈町中之郷２３９２ 明林　和義 04996(7)0333 S28.3.6

仏教系 浄土宗 4828 宗福寺 100-1401 八丈町大賀郷２４９７ 源　博道 04996(2)0116 S27.11.24
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仏教系 日蓮正宗 6923 無上寺 100-1401 八丈町大賀郷３９７ 前田　法嘉 04996(2)1330 S46.12.25

仏教系 本門佛立宗 2287 法運寺 100-1511 八丈町三根１５３８ 小山　富士郎 04996(2)2594 S27.10.27

キリスト教系 日本基督教団 4972 日本基督教団八丈島教会 100-1401 八丈町大賀郷２２４８ 荻野　英夫 04996(2)0776 S29.8.24

諸教 天理教 6450 天理教八丈島分教会 100-1401 八丈町大賀郷１２４５ 奥山　セイ子 04996(2)1549 S32.3.25

諸教 天理教 6452 天理教樫立分教会 100-1621 八丈町樫立１８４４ 奥山　弘和 04996(7)0227 S32.3.25

神道系 神社本庁 5663 大神山神社 100-2101 小笠原村父島字東町１０５ 菊池　聰彦 04998(2)2251 S29.4.1

神道系 神社本庁 7222 小笠原神社 100-2101 小笠原村父島字扇浦 菊池　聰彦 04998(2)2132 H7.3.30

仏教系 浄土宗 7311 行行寺 100-2101
小笠原村父島字扇浦６７番
１

吉田　一心 04998(2)3721 H24.6.29
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