
全国の各地域の 良寛会 一覧
令和元年８月１日現在

（都道府県・市町村コード番号順）

番号 名称 郵便 都道府県 住所 電話番号

０１ 全国良寛会 951-8112 新潟県 新潟市中央区南浜通２ 025-222-2262

長谷川義明 北方文化博物館新潟分館内

０２ 仙台良寛会 980-0813 宮城県 仙台市青葉区米ケ袋２ -１ -24 -102 090-4318-6110

佐藤恒明 佐藤恒明様方

０３ 柳津良寛会 969-7201 福島県 河沼郡柳津町柳津字下平乙 234 0241-42-2114

小川茂正 柳津町役場内

０４ 足利良寛会 326-0843 栃木県 足利市五十部町 392 0284-21-1812

木村幹衛

０５ 上州良寛会 371-0032 群馬県 前橋市若宮町 4-24-5

井出存祐 近藤日出夫様方

０６ さいたま良寛会 330-0801 埼玉県 さいたま市大宮区土手町３‐ 165 ‐３ 048-649-7831

中原頼幸 フレンドリーナイン３０１

０７ 東京良寛会 142-0064 東京都 品川区旗の台 6-7-19 03-3787-6256

山本良一 山本良一様方

０８ 新潟良寛会 951-8063 新潟県 新潟市中央区古町通４ 考古堂ビル内 025-229-4058

柳本雄司

０９ 新潟良寛研究会 950-0137 新潟県 新潟市江南区城山 2-5-8 025-382-4347

土佐文男 土佐文男様方

１０ 良寛愛語会 950-2201 新潟県 新潟市西区四ツ郷屋 1784 025-239-2651

高杉幹夫 高杉幹夫様方

１１ 良寛の心を学ぶ会 951-8151 新潟県 新潟市中央区浜浦町 2 丁目 43-1 025-233-1720

小林鉄夫 小林鉄夫様方

１２ 新津良寛会 956-0841 新潟県 新潟市秋葉区東島２８ 0250-24-3329

山口啓介（評議員） 山口啓介様方

１３ 有願会 950-1455 新潟県 新潟市南区新飯田８３２ 025-374-2724

塚本智光 山田七蔵茶舗様方

１４ 巻良寛会 953-0043 新潟県 新潟市西蒲区堀山団地４３１‐６ 0256-72-5243

坂井弘 坂井弘様方

１５ 岩室良寛会 953-0125 新潟県 新潟市西蒲区和納 1-25-17 0256-82-3707

石田武 石田武様方

１６ 中之口地区良寛会 950-1342 新潟県 新潟市西蒲区河間５９７ 025-375-3020

如沢寛 如沢寛様方

１７ 長岡良寛の会 940-0875 新潟県 長岡市新保 2-26-19 0258-28-6835

安達武男 五十嵐章三様方

１ ８ 和島良寛会 949-4511 新潟県 長岡市小島谷３４３４‐４ 0258-74-3114

羽鳥仁一 長岡市役所和島支所産業建設課内

１９ 寺泊良寛会 940-2502 新潟県 長岡市寺泊上荒町 8014 0258-75-3780

志田嘉一郎（評議員） 志田璋次様方

２０ 良寛の里活性化研究会 940-2402 新潟県 長岡市与板町与板３８６ 0258-72-2208

浜田明 浜田明様方

２１ 長岡良寛研究会 959-0152 新潟県 長岡市寺泊町下桐 1786-1 0256-98-3799

佐藤典夫 佐藤典夫様方



２２ 三条良寛会 955-0072 新潟県 三条市元町１‐６ 三条市立図書館内 0256-32-0657

五十嵐稔 羽賀吉昭様方

２３ 新発田良寛会 957-0057 新潟県 新発田市御幸町３‐２‐１８ 0254-23-2277

星野淳雄 星野淳雄様方

２４ 小千谷良寛会 947-0028 新潟県 小千谷市城内 2-6-5 シティビル３Ｆ 0258-82-2378

吉原芳郎 小千谷新聞社 小見山紘喜様方

２５ 加茂良寛会 959-1382 新潟県 加茂市栄町１２‐３２ 0256-52-1120

関龍雄 水野幸雄様方

２６ 分水良寛会 959-0121 新潟県 燕市地蔵堂３４７‐１ 0256-97-2428

氏田公基 分水良寛史料館内

２７ 吉田良寛会 959-0242 新潟県 燕市吉田大保町１０‐８ 0256-93-2476

齋藤光雄 齋藤光雄様方

２８ 佐渡良寛会 952-0318 新潟県 佐渡市真野新町３５４ 0259-55-2700

山本修巳 山本修巳様方

２９ 魚沼良寛会 949-7413 新潟県 魚沼市堀之内 117-6 025-794-3800

星野修美 宮柊二記念館内

３０ 良寛クラブ南魚沼 949-6680 新潟県 南魚沼市六日町 1839 025-783-2753

髙野孝雄 遠藤良一様方

３１ 弥彦良寛会 959-0318 新潟県 西蒲原郡弥彦村麓５９２３ 0256-94-3587

柏原了永 近山富士弥様方

３２ 出雲崎町良寛景慕会 949-4352 新潟県 三島郡出雲崎町大門１４１‐７ 0258-78-2932

廣橋正房 磯部友記雄様方

３３ 富山良寛会 939-2717 富山県 富山市婦中町上田島１２５‐１８ 076-424-4666

牧野好男 西部英信様方

３４ 静岡県良寛会 422-8074 静岡県 静岡市駿河区南八幡町 15-7 054-286-3812

渋谷耕一 渋谷耕一様方

３５ 伊良湖良寛会 441-3615 愛知県 田原市中山町南郷３８ 0531-32-0369

小川宏之 医王寺 小川宏之様方

３６ 京都良寛会 606-8431 京都府 京都市左京区鹿ヶ谷下宮ノ前町３ 075-752-0404

篠原大雄 山中佳壽美様方

３７ 奈良良寛会 633-0315 奈良県 宇陀市室生区大野２３６９ 0745-92-3355

岸本彰夫 祖菴やまが（岸本彰夫様方）

３８ 岡山県良寛会 713-8102 岡山県 倉敷市玉島１４１１ 086-526-6633

森石武士 ㈲二華園印刷内

３９ (財)聖良寛奉賛会 713-8102 岡山県 倉敷市玉島１４１１ 086-526-6633

稲葉侃爾 西井弘人様方

４０ 熊本良寛会 860-0073 熊本県 熊本市島崎６丁目２２‐２１ 096-355-0930

中本環 中本環様方

４１ かごしま良寛会 891-1201 鹿児島県 鹿児島市岡之原町５０６０ 099-244-831

鎌田厚志 直指庵 様方

地域の良寛会でホームページを開設している場合は電話連絡をお願いします。リンクを設定したいと思

います。

記載内容に変更（新設・解散・代表者等変更）がある場合は、電話連絡をお願いします。

連絡先：全国良寛会理事 本間 明 ０９０－２４８８－８２８１


