
10/10までの
届け出分のみ

教会№ 支 部 よみがな 時　　　　間 場　所 教会№ 支 部 よみがな 時　　　　間 場　所

あ お－２

134 愛　静 あいせい 午前11時～午後３時 詰所 親　里 おやさと 午前11時30分～午後３時 海外食堂
（信者部東側）

57 愛　知 あいち 正午～午後３時 詰所 567 尾　張 おわり 正午～午後１時 詰所

88 愛　豫 あいよ 午前11時～午後１時 詰所

504 青野原 あおのはら 午後１時～２時20分 詰所 か

156 秋　津 あきつ 午前11時30分～午後１時30分 詰所 66 香　川 かがわ 正午～午後１時 詰所

578 あきよ志 あきよし 午前11時30分～午後３時 詰所 29 嶽　東 がくとう 午前11時～正午 詰所

39 淺　草 あさくさ 正午～午後２時30分 詰所・車中 155 加　古 かこ 午前11時30分～午後２時30分 詰所

54 朝　倉 あさくら 正午～午後１時 詰所 44 笠　岡 かさおか 午後０時45分～２時 詰所

49 旭　日 あさひ 正午～午後３時 大教会 529 鍜冶惣 かじそう 午後１時～４時 詰所

12 芦　津 あしつ 正午～午後２時30分 詰所 109 鹿　島 かしま 午前11時30分～午後１時 詰所

7 東 あづま 午後０時30分～１時30分 詰所 43 神　川 かみかわ 正午～午後２時 詰所

151 網　走 あばしり 午後１時～３時 詰所 100 上之郷 かみのごう 正午～午後３時 詰所

143 網　干 あぼし 午後０時30分～２時15分 詰所 158 亀　岡 かめおか 正午～午後２時30分 詰所

509 網　島 あみじま 午前11時40分～午後２時 詰所 52 蒲　生 がもう 午後１時～２時30分 詰所

90 阿　羽 あわ 午後１時～２時30分 詰所 63 川之江 かわのえ 午前11時30分～午後２時 詰所

540 安　東 あんとう 午前11時30分～午後１時30分 詰所 5 河原町 かわらまち 正午～午後２時 詰所

い 115 神　崎 かんざき 午後１時～３時30分 詰所

576 伊賀生琉里いがふるさと 午前11時30分～午後２時 詰所 き

34 生　野 いくの 正午～午後１時30分 詰所 536 岸　部 きしべ 午後０時30分～２時 詰所

50 池　田 いけだ 午前11時45分～午後０時45分 詰所 14 北 きた 午後０時30分～３時 詰所

138 生　駒 いこま 午後１時～２時 詰所 519 吉　備 きび 午後０時30分～２時 詰所

126 泉 いずみ 午後１時～３時 詰所 71 岐　美 ぎみ 午前11時40分～午後２時 詰所

553 伊　勢 いせ 正午～午後２時 詰所 128 城　山 きやま 午前11時30分～午後０時30分 詰所

131 伊　那 いな 式典終了後～午後１時50分 詰所 135 紀　陽 きよう 午後０時30分～２時30分 詰所

91 伊　野 いの 午前11時50分～午後１時 詰所 く

92 磐城平 いわきだいら 正午～午後０時40分 詰所 149 国　名 くにな 午前11時30分～午後２時30分 詰所

う 72 熊　本 くまもと 午後１時～２時30分 詰所・車中

511 上　町 うえまち 午後１時～３時 詰所 505 栗　太 くりた 午後１時～２時30分 詰所

124 宇　佐 うさ 午後１時～２時30分 詰所 け

37 牛　込 うしごめ 式典終了後～午後１時 詰所 121 京　城 けいじょう 式典終了後～午後２時 詰所

144 宇　仁 うに 式典終了後～午後３時 詰所 521 藝　備 げいび 午前11時30分～午後0時30分 詰所

58 梅　谷 うめたに 正午～午後３時 詰所 581 鷄　林 けいりん 正午～午後３時 詰所

133 雨　龍 うりゅう 正午～午後１時 詰所 こ

お－１ 16 甲　賀 こうが 正午～午後１時15分 詰所

507 大分市 おおいたし 午後１時～３時 詰所 25 麴　町 こうじまち 午前11時～正午

48 大　江 おおえ 午後０時30分～２時30分 詰所 575 江　州 ごうしゅう 正午～午後１時30分 連絡事務所

136 大　垣 おおがき 正午～ 詰所 13 髙　知 こうち 式典終了後～１時間 詰所

41 大　縣 おおがた 正午～午後３時 詰所 116 甲　府 こうふ 式典終了後　約１時間 詰所

555 大　阪 おおさか 式典終了後　約２時間 詰所 531 更　立 こうりつ 午後０時30分～１時30分 詰所

113 大　鳥 おおとり 午後０時30分～２時30分 詰所 1 郡　山 こおりやま 午前11時30分～午後０時30分 詰所

159 大　原 おおはら 午後１時～３時 詰所 23 越乃國 こしのくに 正午～午後２時すぎ 詰所

86 大森町 おおもりまち 午後１時～２時 車中 141 五　條 ごじょう 正午～午後３時 詰所

81 岡 おか 正午～午後１時 詰所 15 湖　東 ことう 午後０時15分～２時 詰所

125 岡　山 おかやま 午後１時～２時 詰所 132 小南部 こなんぶ 午後０時30分～１時30分 詰所

153 越　知 おち 式典終了後　１時間30分 詰所 110 此　花 このはな 午前11時～午後２時 詰所

502 尾　道 おのみち ３日　午後８時～９時 詰所 102 小　牧 こまき 正午～午後２時 詰所

都合により変更
する場合あり 第27回女子青年大会「支部のつどい」開催時間・場所一覧①【あ･か行】
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教会№ 支 部 よみがな 時　　　　間 場　所 教会№ 支 部 よみがな 時　　　　間 場　所

さ ち－２

93 西　海 さいかい 午前11時45分～午後１時 詰所 137 鎭　西 ちんぜい 午後０時30分～１時30分 詰所

31 堺 さかい 午前11時30分～午後４時
詰所
→天理観光農園

20 中　和 ちゅうわ 式典終了後～午後３時 詰所

541 佐賀関 さがのせき 正午～午後１時 詰所 つ

21 櫻　井 さくらい 午前11時30分～午後３時 詰所 68 津 つ 午後０時30分～２時30分 詰所

574 薩　隅 さつぐう 午前11時30分～午後１時 第38母屋 62 都　賀 つが 正午～午後１時 詰所

55 佐野原 さのはら 式典終了30分後～約１時間 詰所 89 津　輕 つがる 午後０時30分～２時30分 詰所

525 三昧田 さんまいでん 式典終了後～ 三昧田分教会 て

147 山　陽 さんよう 正午～午後１時 詰所 517 天　元 てんげん 午後１時～３時 天城布教所

し と

8 敷　島 しきしま 午後０時30分～３時 詰所 ３日　午後２時～４時

27 飾　東 しきとう 午後０時30分～３時 詰所 ４日　正午～午後１時30分

33 城　法 しきのり 午後１時～４時30分 詰所 112 東　海 とうかい 午後１時～２時30分 詰所

85 繁　藤 しげとう 正午～午後２時 詰所 558 東　京 とうきょう 式典終了後～ 三昧田分教会

３日　午後７時～９時 80 東　濃 とうのう 正午～午後２時30分 詰所

４日　午後０時30分～１時30分 104 東　肥 とうひ 午後１時～２時30分 詰所

548 治　文 じぶん 式典終了後　２時間 連絡事務所 28 東　本 とうほん 正午～午後１時 詰所・車中

３日　午前10時 60 豊　岡 とよおか 正午～午後１時 詰所

４日　式典終了後～午後３時 563 豊　路 とよじ 正午～午後３時30分 詰所

64 周　東 しゅうとう 正午～午後１時 詰所 514 豊　繁 とよしげ 正午～午後２時30分 詰所

535 尚　久 しょうきゅう 午後１時～３時 連絡事務所

130 白　羽 しろは 午後０時30分～２時30分 詰所 な

526 眞　昭 しんしょう 式典終了後～ 三昧田分教会 139 中　背 なかしろ 午前11時30分～午後３時 詰所

す 70 中　津 なかつ 午前11時30分～正午 詰所

83 洲　本 すもと 午後０時30分～２時30分 詰所 74 中　野 なかの 正午～午後３時 詰所

せ 97 名古屋 なごや 午前11時30分～午後０時30分 詰所

583 鮮　京 せんきょう 正午～午後２時 教会 518 浪　華 なにわ 詰所

３日　午後８時30分～９時30分詰所 515 名　張 なばり 正午～午後３時 詰所

４日　午後１時～２時30分 車中 73 那美岐 なみき 午前11時～午後１時 第12母屋

4 船　場 せんば 午前11時30分～午後２時30分 詰所 98 奈　良 なら 式典終了後　１時間30分 詰所

65 南　阿 なんあ 正午～午後１時 詰所

た 11 南　海 なんかい 午前11時45分～午後１時45分 詰所

543 臺北臺婦 たいほくたいふ 午前11時30分～午後１時 詰所 78 南　紀 なんき 午前11時30分～午後２時30分 詰所

56 髙　岡 たかおか 式典終了後～午後１時 詰所 に

140 高　松 たかまつ 午前11時～正午 詰所 94 新　潟 にいがた 正午～午後２時 詰所

520 髙　宮 たかみや 午前11時～午後１時 詰所 99 西 にし 午前11時45分～午後０時45分 詰所

10 髙　安 たかやす 午前11時～午後２時15分 詰所 84 錦　江 にしきえ 午後０時30分～１時45分 詰所

76 立野堀 たてのほり 午前11時30分～午後０時20分 詰所 40 西　陣 にしじん 午後１時～３時30分 詰所

512 田　原 たはら 式典終了後～午後２時 詰所 106 西　成 にしなり 正午～午後１時30分 詰所

516 玉　江 たまえ 午後０時30分～２時 詰所 45 西　宮 にしのみや 午前11時30分～午後２時30分 詰所

150 玉　島 たましま 午前11時45分～午後３時30分 詰所 26 日　光 にっこう 正午～午後１時 詰所

ち－１ 9 日本橋 にほんばし 車中

22 筑　紫 ちくし 午後１時～２時30分 詰所 ぬ

69 秩　父 ちちぶ 正午～午後２時 詰所・車中 142 沼　津 ぬまづ 午前11時～11時50分 詰所

77 中　央 ちゅうおう 詰所 の

18 中　河 ちゅうか 正午～午後２時 詰所 570 濃　飛 のうひ 午前11時30分～午後２時 連絡事務所

67 中　紀 ちゅうき 正午～午後３時 詰所 551 典　日 のりのひ 午後０時30分～２時 教会

詰所35 東　愛 とうあい

詰所129 静　岡 しずおか

都合により変更
する場合あり 第27回女子青年大会「支部のつどい」開催時間・場所一覧②【さ･た･な行】

詰所30 島ケ原 しまがはら

111 仙　臺 せんだい
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は み

75 秦　野 はたの 午前11時30分～午後１時 詰所 561 水篶刈 みすずかる 正午～午後２時30分 詰所

157 幅　下 はばした 午前11時30分～午後２時 詰所 530 道　昭 みちあきら 午後１時30分～３時 詰所

579 はるのひ 午後１時～２時 詰所 32 御　津 みつ 午前11時～午後２時 詰所

61 治　道 はるみち 正午～午後２時30分 詰所 17 水　口 みなくち 午後０時15分～３時30分 詰所

51 阪　東 ばんどう 式典終了後　１時間30分 詰所 107 南 みなみ 午前11時30分～午後３時 詰所

ひ 522 南安藝 みなみあき 午後０時45分～３時 詰所

122 東神田 ひがしかんだ 午前11時30分～午後３時 詰所 105 都 みやこ 午後１時～３時 車中

127 東中央 ひがしちゅうおう 午後１時～２時 車中 24 名　東 みょうどう 午前11時30分～午後２時15分 詰所

568 斐　山 ひざん 午前11時30分～午後２時30分 詰所 む

533 美　昭 びしょう 式典終了後～ 三昧田分教会 6 撫　養 むや 午後１時～３時 詰所

524 一　筋 ひとすじ 午後１時30分～３時 道昭詰所 め

96 肥　長 ひなが 正午～午後２時 詰所 ３日　花ひろば後

53 日　野 ひの 午後０時30分～２時30分 詰所 ４日午前11時30分～午後１時30分

508 琵　琶 びわ 正午～午後３時 詰所 47 明　城 めいじょう 午前11時30分～午後３時 詰所

ふ 532 明　拜 めいはい 式典終了後～ 三昧田分教会

38 深　川 ふかがわ 午前11時30分～午後０時30分 詰所・車中 46 明　和 めいわ 午後０時30分～２時 詰所

145 双名島 ふたなじま 午後１時～２時30分 詰所

103 府　内 ふない 午前11時30分～午後２時 詰所 や

114 古　市 ふるいち 午後０時30分～２時 詰所 82 八　木 やぎ 午前11時30分～午後２時30分 詰所

539 生琉里 ふるさと 正午～午後１時 詰所 528 八　阪 やさか 午後１時～３時 教会

へ 42 社 やしろ 正午～午後２時30分 詰所

59 平　安 へいあん 式典終了後～午後１時 第12母屋 108 山　陰 やまかげ 正午～午後２時 詰所

2 兵　神 へいしん 午後１時～３時 詰所 120 山　國 やまぐに 正午～午後３時 詰所

ほ 571 山城京都 やましろきょうと 午後０時30分～午後１時30分 連絡事務所

87 防　府 ほうふ 午前11時30分～午後１時 詰所 584 大和朝誠 やまとちょうせい 式典終了後～午後３時30分 教会

79 北　陸 ほくりく 正午～午後１時30分 詰所 552 大和天誠 やまとてんせい 式典終了後～ 三昧田分教会

118 本　愛 ほんあい 正午～午後２時30分 詰所 577 大和眞 やまとまこと 式典終了後～ 三昧田分教会

148 本　荏 ほんえ バス乗車～約１時間 車中 546 やまとよふき やまとよふき 午後１時～３時30分 詰所

119 本　芝 ほんしば 式典終了後～午後１時 三島公会堂 3 山　名 やまな 正午～午後１時30分 詰所

36 本　島 ほんじま 午前11時30分～午後０時30分 詰所 ゆ

117 本　保 ほんぽ 式典終了後　約１時間 詰所 146 夕　張 ゆうばり 午前11時30分～午後１時 詰所

527 本明實 ほんめいじつ 式典終了後～午後３時 詰所 よ

154 本理世 ほんりよ 午前11時30分～午後０時30分 詰所・車中 503 淀 よど 午後０時30分～３時 詰所

ま わ

101 益　津 ましづ 午後０時30分～１時30分 詰所 513 和　爾 わに 午後０時45分～１時45分 詰所

152 松　阪 まつさか 午後０時30分～３時 詰所

542 満　洲 まんしゅう 正午～午後２時

詰所19 名　京 めいきょう

都合により変更
する場合あり 第27回女子青年大会「支部のつどい」開催時間・場所一覧③【は･ま･や･わ行】


