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平成28年２月１日発行　（毎月１回１日発行）
第63巻　第２号　通巻 736 号

白光２月号付録

支部・集会一覧表

平成28年２月
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  �020  札幌中の島集会 　　　　 札幌市白石区本郷通  未定（土曜）  9:30-�2:00
  �002  札幌中央集会 　　　　　 札幌市中央区北二条西  未定  �0:30-�2:00
  �032  はまなす祈りの会 　　　 札幌市中央区北二条西  第３日曜  �3:00-�6:00
  �034  ピースななかまど札幌 　 札幌市中央区北二条西  未定（日曜）  �3:30-�5:30
  �038  世界の平和を祈る会 　　 札幌市中央区北二条西  富士聖地行事日  ��:00-�3:00
  �003  札幌南集会 　　　　　　 札幌市中央区北九条西  未定（月２〜３回）  �0:30-�2:30
  �028  ポプラ集会 　　　　　　 札幌市東区北二十五条東  未定（日曜）  未定
  �036  インフィニット・ハーモニー札幌  札幌市西区八軒五条西  第２月曜  �3:00-�5:00
  �03�  無限なる幸せ函館 　　　 函館市末広町  第４土曜  �8:30-2�:00
  �0�4  函館集会 　　　　　　　 函館市湯川町  第２日曜（原則）  �0:00-�2:00
  �037  ピースバード小樽集会 　 小樽市色内  未定（土曜）  �3:30-�6:00
  �0�8  伊達集会 　　　　　　　 伊達市館山町  第３金曜  �3:00-�5:00
  �0�3  室蘭集会 　　　　　　　 登別市富岸町  第４日曜  �0:00-�2:00
  �025  広富集会 　　　　　　　 沙流郡日高町広富  未定（土曜又は日曜）  �3:00-�5:00
  �02�  千歳集会 　　　　　　　 千歳市青葉  未定  未定
  �039 〈平和の祈り〉岩見沢集会  岩見沢市四条西  未定（土曜）  �0:00-�2:00
  �0�5  旭川集会 　　　　　　　 旭川市神楽三条  未定（日曜）  9:30-�3:00
  �00�  空知支部 　　　　　　　 滝川市明神町  未定（日曜）  �0:00-�2:00
  �035  帯広中央集会 　　　　　 帯広市西十六条南  第３日曜  �3:00-�6:00
  �006  帯広大空集会 　　　　　 帯広市大空町  第３日曜  �0:00-�2:00
  �005  帯広集会 　　　　　　　 河東郡音更町柳町南区  第３日曜  �3:00-�6:30
  �007  中札内集会 　　　　　　 河西郡中札内村大通北  第１日曜  夏�9:00-2�:30 冬�3:00-�6:30
  �008  大樹集会 　　　　　　　 広尾郡大樹町柏木町  第４日曜  夏�9:00-2�:30 冬�3:00-�6:30
  �027  北見集会 　　　　　　　 北見市西富町  第３水曜  �9:00-2�:00
  �0�6  稚内集会 　　　　　　　 稚内市はまなす  第１、２、３日曜  �0:00-�2:00
  2002  青森集会 　　　　　　　 青森市堤町  未定（日曜）  �0:00-�2:00
  2006  十和田祈りの会 　　　　 十和田市三本木  第１日曜  �0:00-�2:00
  2009  弘前駅前集会 　　　　　 弘前市駅前  第１火曜  �0:00-�2:00
  2008  かきつばた集会 　　　　 弘前市栄町  未定（何時でも可）  連絡があれば可
  200�  弘前集会 　　　　　　　 弘前市大町  未定（日曜）  �0:00-�2:00
  2003  藤崎集会 　　　　　　　 南津軽郡藤崎町矢沢  毎月�0日  �9:00-2�:00
  3002  盛岡集会 　　　　　　　 滝沢市穴口  未定（日曜）  �3:30-�6:00
  3006  盛岡みなみ集会 　　　　 盛岡市盛岡駅西通  隔月第３土曜  �3:30-�5:30
  3003  奥州集会 　　　　　　　 奥州市江刺区広瀬  未定（何時でも可）  連絡があれば可
  3007  洋野町集会 　　　　　　 九戸郡洋野町中野  第２日曜  �3:00-�5:30
  40�4  和泉集会 　　　　　　　 仙台市青葉区中央  毎月１日  �9:00-2�:00
  4005  仙台中央集会 　　　　　 仙台市青葉区大町  未定（日曜）  �3:00-�7:00
  4002  仙台集会 　　　　　　　 仙台市青葉区桜ケ岡公園  未定（第３日曜）  �3:00-�7:00
  4008  南光台集会 　　　　　　 仙台市青葉区旭ケ丘  第４水曜  �8:00-2�:00
  4003  南仙台集会 　　　　　　 仙台市太白区柳生  第４土曜（�9:00-2�:00）、第１木曜（�3:30-�6:00）
  40�6  たんぽぽの庭 　　　　　 仙台市泉区南光台  第３金曜  �3:30-�6:30
  40�8  佐久楽 　　　　　　　　 仙台市宮城野区東仙台  第１月曜  �0:30-�3:00
  50�4  自然と語る有陶 　　　　 名取市増田  第２土曜  �3:00-�5:00
  40��  宮城中央集会 　　　　　 塩竈市海岸通  未定（随時）  �0:00-�7:00
  400�  塩釜集会 　　　　　　　 塩竈市今宮町  未定  �0:00-�2:00
  40�5  登米ハサマ集会 　　　　 登米市迫町佐沼  毎月�5日  �9:00-2�:00
  40�7  花みずきの集い 　　　　 登米市迫町佐沼  第２木曜  �0:30-�3:00
  40�9  輝来来蔵王の会 　　　　 刈田郡蔵王町遠刈田温泉  第２火曜  �3:00-�5:00
  4007  宮城光普集会 　　　　　 岩沼市相の原  第３日曜  �4:00-�7:00
  5005  泉集会 　　　　　　　　 秋田市中通  未定（第１日曜）  �3:30-�6:30
  5003  秋田みちのく集会 　　　 秋田市千秋明徳町  第１週目  �3:30-�7:00
  50��  寺内集会 　　　　　　　 秋田市千秋明徳町  第１木曜  �3:30-�6:00
  50�7  ぶなの会・祈り 　　　　 秋田市千秋明徳町  第２水曜  �3:30-�6:00
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  5004  秋田土崎集会 　　　　　 秋田市土崎港中央  第３日曜  �3:30-�5:30
  5006  秋田五城目集会 　　　　 男鹿市男鹿中中間口  第１日曜  �3:00-�6:00
  5002  湯沢集会 　　　　　　　 湯沢市千石町  第２火曜  �9:00-2�:30
  5007  本荘集会 　　　　　　　 由利本荘市石脇  未定（日曜）  �3:00-�5:00
  50�6  いなほの会有陶 　　　　 大館市桜町  未定  �0:00-�2:00
  50�3  かづの集会 　　　　　　 鹿角市花輪  未定  �0:00-�2:00
  6003  山形中央集会 　　　　　 山形市あこや町  第１日曜  �0:00-�2:00
  6007  山形ピースプロジェクト 山形市緑町  第１木曜  �0:00-�2:30
  6002  寒河江集会 　　　　　　 寒河江市中央  第１水曜  �3:30-�6:30
  6006  鶴岡集会 　　　　　　　 鶴岡市鳥居町  毎月20日又は25日  �0:00-�2:00
  6004  酒田集会 　　　　　　　 酒田市上安町  第２木曜  �3:00-�5:00
  6005  酒田宮野浦集会 　　　　 酒田市宮野浦  第１日曜  �3:30-�5:30
  7009  福島光集会 　　　　　　 福島市霞町  第４火曜  �3:00-�6:00
  70�6  清和祈りの会 　　　　　 福島市霞町  第４土曜  �3:00-�6:00
  70��  福島集会 　　　　　　　 福島市曾根田町  第１水曜  �3:30-�6:30
  70�3  南向台集会 　　　　　　 福島市南向台  第１又は第２日曜  ��:00-�4:00
  70�8  白河東集会 　　　　　　 白河市中田  第２土曜（原則）  �3:00-�7:00
  70�0  やまゆり会 　　　　　　 白河市大信増見大日向  第３土曜  �3:00-�6:00
  7005  須賀川集会 　　　　　　 須賀川市和田  第１日曜  �3:00-�6:00
  70�4  郡山集会 　　　　　　　 郡山市堤下町  第３火曜  �3:00-�7:00
  70�5  花春集会 　　　　　　　 会津若松市花春町  第１水曜  �3:30-�6:00
  70�7  会津柳津集会 　　　　　 河沼郡柳津町細八  第４月曜  �3:00-�6:00
  70�9  新地集会 　　　　　　　 相馬郡新地町谷地小屋字萩崎  第２木曜（原則）  �0:00-�2:30
  �0008  牛久女化集会 　　　　　 牛久市女化町  第１土曜  �3:00-�6:00
  �0006  竜ケ崎集会 　　　　　　 龍ケ崎市入地町  未定  未定
  �0005  守谷集会 　　　　　　　 守谷市立沢  未定  未定
  �0026  つくば・光の輪 　　　　 つくば市竹園  未定（水曜又は日曜）  �3:00-�6:00
  �0022  ユニティ 　　　　　　　 古河市東  第２木曜  �3:00-�6:00
  �00�5  古河集会 　　　　　　　 古河市長谷町  未定（木曜）  �3:00-�5:00
  �0004  境集会 　　　　　　　　 猿島郡境町栗山  未定  �3:00-�6:00
  �0025  岩井集会 　　　　　　　 板東市岩井  未定（第１水曜）  �3:00-�6:30
  �000�  水戸支部 　　　　　　　 水戸市中央  第１日曜  �3:00-�6:00
  �0028  愛と祈りの会 　　　　　 水戸市浜田町  未定（日曜）  �3:00-�6:00
  �0020  水戸元吉田集会 　　　　 水戸市元吉田町  日曜（��:00-�5:00）、木曜（�8:30-2�:00）
  �0027  水戸・平須集会 　　　　 水戸市平須町  未定  �3:30-�6:00
  �00�2  ひたちなか・たんぽぽ 　 ひたちなか市中根  第１、第３火曜（�9:00-2�:00）、未定（土曜）（�2:30-�6:00）
  �00�0  石岡集会 　　　　　　　 石岡市総社  第４又は第２土曜  �3:00-�6:00
  �0024  高萩集会 　　　　　　　 高萩市春日町  第３土曜  �3:00-�6:00
  �0002  日立集会 　　　　　　　 日立市大みか町  第４水曜  �3:00-�6:00　
  ��005  宇都宮・たま集会 　　　 宇都宮市富士見丘  毎月�7日　  �3:00-�5:00
  ��009  印・祈り 　　　　　　　 宇都宮市明保野町  第４日曜  �0:00-�5:00
  ��006  西川田集会 　　　　　　 宇都宮市西川田  未定  未定
  ��0�2  ディバイン・スパーク藤岡集会  栃木市藤岡町甲  第２木曜  �3:00-�5:30
  ��004  新栃木集会 　　　　　　 栃木市今泉町  第４月曜  �3:30-�6:30
  ��002  しののめ集会 　　　　　 大田原市浅香  （遇数月）土曜  �3:30-�7:30
  ��008  佐野城山祈りの会 　　　 佐野市若松町  第４日曜  �0:00-�3:00
  �2030  高崎サンピア集会 　　　 高崎市島野町  未定  9:30-�2:00
  �2034  高崎観音山集会 　　　　 高崎市東町  第１火曜  9:45-��:45
  �20�4  新町集会 　　　　　　　 高崎市新町  第３水曜  9:45-�2:00
  �2032  みさと祈りと印の会 　　 高崎市箕郷町生原  第４水曜  9:45-��:45
  �2020  富岡集会 　　　　　　　 富岡市一ノ宮  第４日曜  �3:30-�6:30
  �2027  ラブ＆ピース大泉集会 　 邑楽郡大泉町朝日  第２水曜  �0:00-�3:00
  �2023  北群相馬集会 　　　　　 北群馬郡榛東村山子田  第２月曜  9:45-��:45
  �2024  ピース１０５ 　　　　　 前橋市日吉町  第３火曜  9:30-�2:00
  �2003  前橋集会 　　　　　　　 前橋市大手町  第３土曜  �3:30-�7:00
  �2009  さわやか交流会 　　　　 前橋市大手町  第１金曜  9:45-�2:00
  �203�  前橋大島集会 　　　　　 前橋市野中町  第２金曜  9:30-�2:00
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  �2025  伊勢崎オラシオンの会 　 伊勢崎市昭和町  第３木曜  �0:00-�3:00
  �20�5  新田祈りの会 　　　　　 太田市新田金井町  （偶数月）第４木曜  �0:00-�3:00
  �20�9  境町祈りの会 　　　　　 太田市鳥山下町  第２金曜  �9:00-20:00
  �202�  太田集会 　　　　　　　 太田市飯田町  第２土曜  �0:00-�2:00
  �2028  三の丸芸術ホール集会 　 館林市城町  第１木曜  �0:00-�3:00
  �2036  多々良集会 　　　　　　 館林市城町  第３木曜  �3:00-�6:00
  �2022  舘林愛宕集会 　　　　　 館林市西本町  第３水曜  �3:00-�6:00
  �20�0  御荷鉾（みかぼ）未来会 　 藤岡市藤岡  第２土曜  �3:00-�7:00
  �20�8  桐生織姫集会 　　　　　 桐生市織姫町  第２木曜  �0:00-�3:00
  �2005  渋川集会 　　　　　　　 渋川市中村  第２水曜  9:30-�2:00
  �2033  中之条集会 　　　　　　 吾妻郡中之条町伊勢町  第２日曜  9:45-�2:00
  �2008  総社集会 　　　　　　　 安中市郷原  第１水曜  9:45-�2:00
  �20�2  アザミ祈りの会 　　　　 みどり市笠懸町阿左美  （奇数月）第４木曜  �0:00-�3:00
  �30��  浦和高砂集会 　　　　　 さいたま市浦和区高砂  第１、２、４金曜（��:00-�4:00）、第３金曜（�9:00-2�:00）
  �3028  大宮ふれあい集会 　　　 さいたま市大宮区土手町  第１水曜  �3:30-�6:00
  �30�6  さいたま・みどり 　　　 さいたま市西区三橋  第２火曜  ��:00-�5:00
  �3069  宮原駅前集会 　　　　　 さいたま市北区宮原町  第４金曜  �3:30-
  �6080  インフィニット・ハーモニー南浦和  さいたま市南浦和  第３月曜  �2:00-�4:00
  �300�  浦和集会 　　　　　　　 さいたま市南区根岸  第３水曜  �3:30-�6:30
  �3029  川口南集会 　　　　　　 川口市元郷  第４火曜  �4:00-�7:00
  �30�2  川口リリア集会 　　　　 川口市川口  第２月曜（原則）  �3:30-�6:30
  �304�  コスモス・ワールド・ピース・サークル  川口市川口  第１又は第３日曜  �3:00-
  �3003  川口集会 　　　　　　　 川口市並木元町  第１土曜  �3:00-�5:00
  �3024  川口夜集会 　　　　　　 川口市並木元町  未定  未定
  �3058  川口赤井集会 　　　　　 川口市赤井  未定  未定
  �3063  草加集会 　　　　　　　 草加市松江  未定  �0:00-�2:30又は�3:30-�6:30
  �3009  幸手集会 　　　　　　　 幸手市円藤内  第３月曜  �2:30-�4:00
  �3073  越谷大袋集会 　　　　　 越谷市袋山  第４水曜  �3:30-�6:00
  �30�0  新越谷集会 　　　　　　 越谷市南越谷  第２水曜  �3:30-�6:30
  �3062  宮代集会 　　　　　　　 南埼玉郡宮代町宮代  未定  �0:00-�2:00
  �3037  久喜集会 　　　　　　　 久喜市東  第２土曜  �3:00-�5:00
  �3033  蓮田集会 　　　　　　　 蓮田市上町  未定  �0:00-�2:30
  �306�  鳩山ひまわり会 　　　　 比企郡鳩山町赤沼  未定  �3:30-�6:30
  �3032  毛呂山集会 　　　　　　 入間郡毛呂山町前久保南  未定  �0:00-�2:00
  �3042  東武霞ヶ関集会 　　　　 川越市鯨井  土曜（第４を除く）  �3:30-�6:00
  �3068  にいざ世界平和を祈る会  新座市東北  第２土曜  �3:30-�5:30
  �3026  ラウレ・アｓｋｙ集会 　 新座市栗原  第１土曜  �3:00-�5:00
  �3040  東松山ひびき会 　　　　 東松山市松本町  （奇数月）第３水曜、（偶数月）  未定9:30-�2:00
  �3005  飯能集会 　　　　　　　 飯能市双柳  第２水曜  �3:00-�6:30
  �3022  小手指集会 　　　　　　 所沢市小手指元町  第４火曜  �3:00-�5:30
  �3048  熊谷集会 　　　　　　　 熊谷市拾六間  第４月曜  9:45-�2:00
  �3007  上尾集会 　　　　　　　 上尾市宮本町  第３金曜  �3:00-�6:30
  �303�  上尾市役所集会 　　　　 上尾市谷津  未定  �0:00-�2:00
  �3053  深谷集会 　　　　　　　 深谷市本住町  第２木曜  9:45-�2:00
  �3035  本庄プラザ集会 　　　　 本庄市東台  未定  �0:00-�2:00
  �3043  児玉集会 　　　　　　　 本庄市児玉町金屋  第１水曜  �0:00-�2:00
  �3072  神川集会 　　　　　　　 児玉郡神川町関口  第３月曜  9:45-�2:00
  �3045  秩父集会 　　　　　　　 秩父市熊木町  第３金曜  �0:00-�2:00
  �3047  吹上集会 　　　　　　　 鴻巣市南  第４水曜  �3:30-�6:00
  �4002  千葉中央集会 　　　　　 千葉市中央区要町  第４金曜  �3:30-�6:30
  �4073  初石集会 　　　　　　　 流山市東初石  第４土曜  �3:00-�5:00
  �40�5  南流山集会 　　　　　　 流山市鰭ケ崎  第４金曜  �3:00-�5:00
  �4039  北柏集会（巨樹の会） 　 我孫子市本町  未定（土曜）  �3:00-�5:30
  �40�4  松戸集会 　　　　　　　 松戸市常盤平  第３水曜  �3:30-�5:30
  �4066  松戸市常盤平集会 　　　 松戸市常盤平柳町  第３月曜  �3:00-�5:30
  �4068  市川冨田集会 　　　　　 市川市八幡  第４木曜  �3:30-�6:00
  �400�  真間集会 　　　　　　　 市川市市川  第１木曜  �0:00-�2:00
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  �4055  さつき集会 　　　　　　 市川市市川  第４金曜  �3:00-�5:30
  �5�80  道 　　　　　　　　　　 市川市市川  未定  �3:30-�5:30
  �4064  世界平和の祈り行徳集会  市川市末広  未定  �3:30-
  �4053  道の会 　　　　　　　　 市川市柏井町  第２金曜  �2:30-�4:30
  �407�  さくらの会 　　　　　　 鎌ケ谷市鎌ケ谷  未定（土曜）  �3:30-�6:00
  �40��  船橋中央集会 　　　　　 船橋市本町  未定（土曜）  �3:30-�6:00
  �4024  大穴南 　　　　　　　　 船橋市大穴南  第２木曜  �0:00-�2:00
  �4054  船橋三山集会 　　　　　 船橋市三山  第２、第４月曜  �3:30-�6:30
  �4059  新高根集会 　　　　　　 船橋市新高根  第４日曜  �2:00-
  �406�  インフィニットハーモニーはさま  船橋市飯山満町  第１又は第５日曜又は祝日  �2:00-�4:00
  �40�2  津田沼集会 　　　　　　 船橋市前原西  第４火曜  �9:00-2�:00
  �4069  インフィニットハーモニー前原  船橋市前原西  第３日曜  �2:00-�4:00
  �4045  北小金集会 　　　　　　 柏市中新宿  第２水曜  �3:00-�5:00
  �4074  高柳集会 　　　　　　　 柏市高柳  第４月曜  �3:30-�6:00
  �4065  東金集会 　　　　　　　 東金市台方  第３又は第２日曜  �2:00-�4:00
  �4022  佐倉集会 　　　　　　　 佐倉市宮前  第２水曜  �3:30-�6:30
  �40�3  横芝集会 　　　　　　　 山武郡横芝光町横芝  第３火曜  �3:00-�5:00
  �403�  五井集会 　　　　　　　 市原市五井中央西  第３水曜  �0:00-�2:30
  �4020  木更津集会 　　　　　　 木更津市新田  第２金曜  �0:30-
  �4056  鴨川集会 　　　　　　　 鴨川市横渚  第２土曜  �3:00-�6:00
  �4038  茂原集会 　　　　　　　 茂原市茂原  第４火曜  �3:00-�6:00
  �4072  世界平和を祈る会 　　　 茂原市小林  第４月曜  �2:00-�4:30
  �4058  君津集会 　　　　　　　 君津市久保  第１火曜  �0:00-�3:00
  �4070  大網集会 　　　　　　　 大網白里市駒込  第３火曜  �3:00-�5:00
  �506�  秋葉原集会 　　　　　　 千代田区神田和泉町  第４水曜  �3:30-�6:00
  �5029  神田集会 　　　　　　　 千代田区西神田  第１土曜（原則）  �4:00-�6:00
  �5�93  響和集会 　　　　　　　 中央区日本橋蛎殻町  第１水曜　　  �8:30-20:30
  �5235  みどり会 　　　　　　　 中央区京橋  未定（月曜）  �8:30-20:30
  �5239  インフィニットハーモニー六本木集会  港区虎ノ門  第４日曜  �3:00-�5:30
  �5042  麻布集会 　　　　　　　 港区六本木  未定  �3:30-�6:00
  �520�  赤坂集会 　　　　　　　 港区元赤坂  第２水曜  �3:00-�6:00
  �5035  青山集会 　　　　　　　 港区南青山  第２土曜  9:30-�2:00
  �5034  高輪集会 　　　　　　　 港区芝  第２木曜  �8:30-20:30
  �5059  港区ＷＰＣ２１ 　　　　 港区芝浦  未定（土曜又は日曜）  �3:30-�6:00
  �5208  文京祈りの会 　　　　　 文京区春日  未定（日祭）  �0:00-��:30
  �5047  文京集会 　　　　　　　 文京区水道  毎月の最終の水曜  �9:00-2�:00
  �5�78  右近集会 　　　　　　　 文京区大塚  未定  �3:30-�6:00
  �5206  白光聖歌集会 　　　　　 文京区大塚  未定  �2:30-�6:00
  �5222  文京本駒込集会 　　　　 文京区本駒込  第２水曜  �0:00-�2:00
  �500�  荒川町屋集会 　　　　　 荒川区町屋  第２水曜  �8:30-2�:00
  �5�67  北千住集会 　　　　　　 足立区千住  第２火曜  �3:30-�5:30
  �5004  高砂集会 　　　　　　　 葛飾区柴又  第３水曜  �3:30-�6:00
  �5043  両国集会 　　　　　　　 墨田区両国  第１月曜、第２水曜、第４金曜 �8:30-2�:00
  �5244  両国 愛 ･ 平和 ･光の会  墨田区両国  未定（土曜）  �3:30-�6:30
  �5055  曳舟集会 　　　　　　　 墨田区京島  未定  �3:30-�6:30
  �5�69  瑞江集会 　　　　　　　 江戸川区瑞江  第２又は第１日曜  �2:00-�6:00
  �5�49  新小岩集会 　　　　　　 江戸川区松島  第１火曜  �3:�5-�5:30
  �5252  門前仲町お江戸集会 　　 江東区富岡  未定（土曜又は日曜）  �0:00-�2:00又は�8:00-2�:00
  �5038  亀戸集会 　　　　　　　 江東区大島  第２水曜  �3:30-�6:30
  �5008  品川集会 　　　　　　　 品川区北品川  第２又は第３又は第４日曜  �3:30-�6:00
  �52�0  イーストハーモニー祈りの会  品川区東大井  第３日曜  �3:00-�6:00
  �52�5  きゅりあん集会 　　　　 品川区東大井  第１火曜  �3:00-�6:00
  4�024  ピースフレンズ集会 　　 品川区東大井  未定（土曜）  �0:00-�2:00
  �5�68  いちょうの会 　　　　　 品川区南大井  未定  �3:30-�6:30
  �5245  光のいのちの会 　　　　 大田区田園調布  未定（土曜又は日曜）  �3:00-�7:00
  �508�  下丸子集会 　　　　　　 大田区下丸子  第１月曜  �3:30-�6:30
  �50�0  幡ケ谷集会 　　　　　　 渋谷区神宮前  未定  �0:00-�2:00
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  �5070  アイビーホール（前青山こどもの城集会）集会  渋谷区渋谷  第３火曜  �3:00-�6:00
  �5064  青学会館ＷＰＰＡ 　　　 渋谷区渋谷  第１木曜  �8:�5-20:45
  �5�8�  サンシャイン２１ 　　　 渋谷区千駄ケ谷  未定  未定
  �5220  明治神宮西参道集会 　　 渋谷区代々木  未定  未定
  �5009  白光永安道場 　　　　　 渋谷区笹塚  第１木曜（�3:30-�6:00）、第３月曜（�9:00-2�:00）
  �5069  目黒集会 　　　　　　　 目黒区目黒  第２水曜  �0:00-�2:00
  �5025  東北沢集会 　　　　　　 世田谷区北沢  第４土曜  �3:30-�6:30
  �5027  下北沢集会 　　　　　　 世田谷区北沢  未定  �3:00-�5:00
  �5234  ｲﾝﾌｨﾆｯﾄ ･ ﾊｰﾓｰﾆｰ東松原  世田谷区松原  第４月曜  �3:00-�7:00
  �5056  経堂集会 　　　　　　　 世田谷区宮坂  第３土曜  �3:30-�5:30
  �5026  千歳集会 　　　　　　　 世田谷区船橋  未定  �3:00-�6:30
  �5023  烏山集会 　　　　　　　 世田谷区南烏山  第４水曜  ��:30-�3:30
  �5024  奥沢集会 　　　　　　　 世田谷区奥沢  第１日曜又は土曜  �3:30-�6:30
  �5074  九品仏集会 　　　　　　 世田谷区奥沢  未定  �4:00-�6:30
  �5�83  玉川田園調布集会 　　　 世田谷区玉川田園調布  第２、第４土曜  7:30-9:00
  �50�5  新宿集会 　　　　　　　 新宿区新宿  未定（土曜）  未定
  �5248  二昌会 　　　　　　　　 新宿区新宿  第２日曜  ��:00-�6:00
  �5�64  こでまりの会 　　　　　 中野区中野  第３金曜  �3:30-�6:30
  �5�59  中野新井集会 　　　　　 中野区中野  未定  �3:30-�6:00
  �52�2  ワールドピースの会 　　 杉並区阿佐谷南  未定（日曜）  �0:00-�2:00又は�7:30-�9:30
  �5236  ピースハーモニー荻窪 　 杉並区天沼  第３水曜  �0:00-�2:00
  �50�8  浜田山集会 　　　　　　 杉並区浜田山  第２水曜  �3:00-�5:00又は�6:00-�8:00
  �50�2  下高井戸集会 　　　　　 杉並区下高井戸  第３火曜  �3:30-�5:00
  �5030  池袋集会 　　　　　　　 豊島区池袋  第１、第３水曜  �9:00-2�:00
  �5�45  白光清水道場 　　　　　 豊島区池袋本町  第１、第3水曜  �4:00-�7:00
  �5003  池袋東集会 　　　　　　 豊島区西池袋  未定  �3:00-�7:00
  �5�74  池袋若草の会 　　　　　 豊島区西池袋  第１木曜  �4:00-�6:00
  �5237  インフィニットハーモニー要町集会  板橋区南町  第１月曜  �2:00-�6:00
  �5�84  小茂根集会 　　　　　　 板橋区小茂根  第４金曜  �2:00-�6:00
  �5�88  ラ・ピュール祈りの会 　 板橋区小茂根  未定  ��:00-�2:30
  �5227  あすなろ集会 　　　　　 板橋区西台  第３月曜（祝日を除く）  �3:30-�6:00
  �5�79  十条朝日集会 　　　　　 板橋区蓮沼町  第２又は第３日曜  �0:00-�2:00
  �5242  インフィニット・ハーモニー徳丸  板橋区徳丸  第３土曜  �2:00-�4:00
  �5232  氷川台集会 　　　　　　 練馬区桜台  第２金曜  �3:30-�7:00
  �5�92  豊玉北集会 　　　　　　 練馬区豊玉北  第３木曜（原則）  �9:00-2�:00
  �5088  コール大泉グループ 　　 練馬区東大泉  第３月曜又は火曜  �3:30-�6:00
  �5�89  白光光が丘集会 　　　　 練馬区光が丘  未定  �3:00-�7:00
  �509�  三鷹集会 　　　　　　　 武蔵野市中町  第２土曜  �4:00-�6:00
  �5�2�  さわやか集会 　　　　　 武蔵野市中町  未定  �3:30-�6:00
  �5209  インフィニット・ハーモニー三鷹台  三鷹市牟礼  第２水曜  �3:00-�5:00
  �5�94  つつじヶ丘祈りの会 　　 調布市西つつじヶ丘  第４土曜  �4:00-�6:00
  �5�76  コスモス集会 　　　　　 調布市国領町  未定（第２金曜）  �0:00-�2:00
  �3060  宮川集会 　　　　　　　 調布市小島町  第３土曜  �3:30-�5:30
  �5087  調布集会 　　　　　　　 調布市小島町  未定  �0:00-�2:00、�7:00-�9:30
  �5093  府中集会 　　　　　　　 府中市府中町  第２水曜  �3:30-�6:30
  �5�98  東小金井ハッピー集会 　 小金井市梶野町  未定  未定
  �5��6  小金井虹の会集会 　　　 小金井市本町  第３又は第４日曜  �3:30-�6:00
  �5��9  国立集会 　　　　　　　 国立市東  第２火曜  �3:00-�6:00
  �5�82  小平ピース・ウェーブ 　 小平市小川西町  第３木曜  �3:00-
  �5�3�  小平ルネ集会 　　　　　 小平市美園町  第４日曜  �3:30-�6:00
  �52�9  愛と光の集い 　　　　　 小平市美園町又は所沢市松郷  第１又は第２日曜（富士行事日を除く）  �3:30-�6:00
  �5�20  田無芝久保集会 　　　　 西東京市芝久保町  未定  未定
  �5��8  青葉集会 　　　　　　　 東村山市青葉町  第２火曜  �0:00-�2:00
  �5�22  祈りの会コズミック・マインド  立川市錦町  第１月曜  �9:00-
  �5�5�  立川南集会 　　　　　　 立川市柴崎町  第１金曜  �3:30-�6:00
  �5��2  シェアリング・ピース 　 立川市砂川町  未定（金曜）  �3:30-�5:30
  �5233  平和への創造 　　　　　 立川市一番町  第２木曜  �3:30-�6:00
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  �5�86  ピース・オン・アース百草園  日野市落川  第１火曜  �3:00-�7:00
  �5�30  高幡集会 　　　　　　　 日野市程久保  未定  未定
  �525�  日野緑の会 　　　　　　 日野市平山  第３火曜  �0:00-�2:00
  �5253  インフィニットハーモニー日野西の森集会  日野市平山  第３月曜  �0:00-�2:00
  �5254  レインボー・ハーモニー  日野市平山  第４火曜  �3:00-�6:00
  �52�3  インフィニット・ライト豊田  日野市多摩平  第２月曜  �2:00-�6:00
  �5�60  南大沢さわや会 　　　　 八王子市南大沢  第４金曜  �3:30-�5:30
  �5�36  八王子集会 　　　　　　 八王子市子安町  未定（土曜）  �3:30-�6:00
  �5255  アトリエ　ラブ＆ピース  八王子市弐分方町  未定  �3:00-�7:00
  �5090  つくし野集会 　　　　　 町田市南つくし野  第３又は第４木曜  �3:30-�7:00
  �5256  町田市民フォーラム集会  町田市原町田  未定  �3:30-�6:30
  �5�28  ゆうゆう自由人集会 　　 町田市中町  第１火曜  �3:00-�6:30
  �5089  町田集会 　　　　　　　 町田市森野  第２又は第３又は第４日曜  �3:30-�6:30
  �5�6�  宙の会 　　　　　　　　 未定  未定  �0:00-�7:00
  �5�96  青梅世界平和を祈る集い  青梅市上町  未定（第４水曜）  �3:30-�6:30
  �5�87  ひばりケ丘集会 　　　　 西東京市ひばりが丘北  第２木曜  �3:30-�7:00
  �5240  東久留米祈りの会 　　　 東久留米市東本町  第３日曜  �4:00-�6:00
  �5228  前沢集会 　　　　　　　 東久留米市前沢  第２土曜  �3:30-�6:00
  �5207  清瀬集会 　　　　　　　 清瀬市元町  第４木曜  �3:30-�6:00
  �5�29  インフィニットハーモニー桜ヶ丘集会  多摩市桜ケ丘  第４日曜  �2:00-
  �52��  連光寺集会 　　　　　　 多摩市連光寺  第１火曜  �3:00-�7:00
  �5�40  新聖会 　　　　　　　　 多摩市永山  第４火曜  �3:30-�6:00
  �6006  武蔵小杉集会 　　　　　 川崎市中原区新丸子東  第３金曜　  �3:30-�6:00
  �6062  インフィニットハーモニー川崎  川崎市幸区大宮町  第１又は第２土曜  �3:30-�6:00
  �6040  溝ノ口集会 　　　　　　 川崎市高津区溝口  第２金曜  9:55-��:55
  �60�6  新百合ケ丘集会 　　　　 川崎市麻生区万福寺  未定  �3:30-�6:30
  �603�  宮前平集会 　　　　　　 川崎市宮前区宮前平  第２金曜  �3:30-�6:30
  �6002  横浜集会 　　　　　　　 横浜市神奈川区鶴屋町  第３金曜  �8:30-20:30
  �6037  光のシンフォニー集会 　 横浜市神奈川区鶴屋町（横浜駅西口）  第４又は第５水曜  �3:30-�6:30
  �6049  GAIA SPIRIT（ガイア･スピリット）  横浜市神奈川区片倉  未定（第４火曜）  �3:30-�6:30
  �6029  大倉山祈りの会 　　　　 横浜市港北区師岡町  第２火曜  �3:30-�6:30
  �6075  Love & Peace  　　　　 横浜市港北区綱島西  未定（日曜）  �2:45-�4:45
  �6045  日吉集会 　　　　　　　 横浜市港北区日吉本町  第２木曜（�8:30-20:30）、第３木曜（�2:00-�4:45）
  �6058  日吉本町集会 　　　　　 横浜市港北区日吉本町  第１、第３土曜  �8:30-20:30
  �6078  インフィニットハーモニー鴨居  横浜市緑区白山  未定  �2:00-�6:00
  �6028  横浜中山集会 　　　　　 横浜市緑区中山町  第３水曜  �2:00-�4:50
  �6085  こどもの国集会　ピース・ハーモニー  横浜市青葉区奈良町  第１木曜（原則）  �3:�0-�6:30
  �6072  インフィニットハーモニー長津田  横浜市青葉区あかね台  第２火曜  �2:00-�4:00
  �60�7  関内ピース集会 　　　　 横浜市中区万代町  第１金曜  �3:30-�6:30
  �5�37  横浜山手集会 　　　　　 横浜市中区山手町  第４水曜  �3:30-�7:00
  �6074  横浜南ピース集会 　　　 横浜市南区高根町  第３火曜  �3:00-�5:00
  �6044  横浜ホワイトライト集会  横浜市磯子区岡村  第４土曜  �3:00-�7:00
  �608�  サークル・ピース 　　　 横浜市磯子区杉田  第３火曜  �2:00-�4:30
  �6003  戸塚集会 　　　　　　　 横浜市戸塚区戸塚町  第３木曜  �3:30-�6:00又は�2:30-�5:00
  �6057  フルムーン集会 　　　　 横浜市戸塚区原宿  第４月曜  �3:30-�6:30
  �6065  本郷台集会 　　　　　　 横浜市栄区小菅ケ谷  第１水曜  �3:30-�7:00
  �6070  なつしま集会 　　　　　 横須賀市夏島町  第３木曜  �2:00-�6:00
  �6067  横須賀田浦集会 　　　　 横須賀市船越町  第３火曜  �3:30-�6:00
  �6053  アンジェリカ集会 　　　 横須賀市日の出町  第４金曜  �3:00-�6:00
  �6033  横須賀汐入集会 　　　　 横須賀市本町  第２火曜  �3:30-�6:30
  �60��  南林間集会 　　　　　　 大和市林間  第４土曜  �3:30-�6:30
  �60�8  花水木集会 　　　　　　 大和市福田  第３日曜  �0:30-�2:30
  �6024  厚木集会 　　　　　　　 厚木市中町  第３木曜  �3:30-�6:00
  �6073  光の集い 　　　　　　　 鎌倉市大船  第４金曜  �4:00-�6:00
  �6005  鎌倉集会 　　　　　　　 鎌倉市材木座  未定（月、水、土）  �3:00-�6:00
  �6068  稲村ガ崎集会 　　　　　 鎌倉市稲村ガ崎  未定  �3:00-�5:00
  �6007  逗子集会 　　　　　　　 逗子市新宿  未定  �3:30-�5:30
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  �60�2  小田原集会 　　　　　　 小田原市本町  第２木曜  �3:30-�6:00
  �60�0  藤沢集会 　　　　　　　 藤沢市鵠沼橘  第３土曜  �3:30-�5:00
  �6083  インフィニットハーモニー藤沢  藤沢市鵠沼海岸  第１土曜  �2:00-�4:00
  �6086  橋本ひばりの会 　　　　 相模原市緑区橋本  第２土曜  �3:50-�6:30
  �6050  藤野集会 　　　　　　　 相模原市緑区澤井  未定  �3:30-�6:00
  �6008  茅ケ崎集会 　　　　　　 茅ケ崎市茅ケ崎  第４木曜  �3:30-�6:30
  �6079  アンジェロ集会 　　　　 茅ヶ崎市東海岸北  第２土曜  �3:30-�5:30
  �6082  世界平和の祈り 空の会  高座郡寒川町宮山  第３水曜  �2:30-�4:30
  �6077  平塚中央集会 　　　　　 平塚市明石町  第３日曜  �0:30-�2:30
  �6009  平塚集会 　　　　　　　 平塚市見附町  第２又は第３土曜  �3:30-�7:00
  �6069  ライトサークル秦野 　　 秦野市今川町  第４火曜  �2:00-�6:00
  �607�  光と風の里二宮集会 　　 中郡二宮町二宮  第３水曜  �3:30-�6:00
  �6066  ハッピープレイヤーズ伊勢原  伊勢原市石田  第４木曜  �2:00-�4:00
  �6084  ピースウェーブ秦野 　　 秦野市渋沢  第１金曜  �3:00-�5:30
  �70�3  レインボー集会 　　　　 南都留郡鳴沢村鳴沢  未定  未定
  �7008  勝山集会 　　　　　　　 南都留郡富士河口湖町勝山  （奇数月）第２水曜  �3:30-�5:30
  �70�5  富士ビュー集会 　　　　 南都留郡富士河口湖町富士ケ嶺  未定  �3:00-�6:00
  �7003  笛吹集会 　　　　　　　 笛吹市石和町井戸  未定（随時）  未定
  �70�2  甲府にらさき平和集会 　 韮崎市本町  第３日曜  �3:30-�5:30
  �70�4  北杜の里ピース集会 　　 北杜市高根町下黒澤  第２又は第３金曜  �9:00-2�:30
  �7006  八ヶ岳月の国集会 　　　 北杜市小淵沢町松向  第３火曜  �2:00-�5:00
  20002  長野集会 　　　　　　　 長野市  未定  未定
  20006  くりのこ集会 　　　　　 須坂市小河原町  第１日曜  �3:00-�5:00
  200�4  信州中野集会 　　　　　 中野市西条  第２月曜  �3:30-
  2000�  松本支部 　　　　　　　 松本市浅間温泉  第１、第４日曜・第４水曜  �0:00-�2:00
  20005  ハートのつどい集会 　　 松本市新村  第２土曜、第４日曜  �4:00-�6:30
  200��  諏訪南集会 　　　　　　 茅野市玉川  未定  未定
  200�3  愛・平和・祈り 　　　　 諏訪郡原村  未定（随時）  未定
  20004  大町集会 　　　　　　　 大町市大町  未定  �9:30-2�:00
  200�6  ハミングバード集会 　　 下伊那郡松川町生田  第２、第４日曜  �3:00-�5:00
  200�0  伊那集会 　　　　　　　 上伊那郡宮田村  第３日曜  �3:00-�5:00
  2�004  長岡集会 　　　　　　　 長岡市弓町  未定  未定
  2�0�2  出雲崎海岸集会 　　　　 三島郡出雲崎町石井町  未定（第３日曜）  �4:00-�6:00
  2�027  越後集会 　　　　　　　 新潟市東万代町  未定（第１日曜）  9:30-�2:00
  2�008  亀田集会 　　　　　　　 新潟市江南区諏訪  未定  未定
  2�003  小針集会 　　　　　　　 新潟市小針上山  第４木曜  ��:00-�5:00
  2�028  見附アルカディア集会 　 見附市昭和町  未定（日曜）  9:30-�2:00
  2�0�6  県央集会 　　　　　　　 三条市須頃  第３日曜  9:30-�2:00
  2�0�0  新発田集会 　　　　　　 新発田市中央町  未定（日曜）  9:30-�2:00
  2�029  栗山集会 　　　　　　　 新発田市中々山  第４日曜  �3:30-�5:30
  2�020  村上集会 　　　　　　　 村上市大町  未定（土曜）  �0:00-�2:00
  30002  富山集会 　　　　　　　 富山市新総曲輪  第３日曜  �3:00-�6:00
  30003  高岡集会 　　　　　　　 高岡市開発本町  第１日曜  �4:00-�6:00
  30004  新川集会 　　　　　　　 黒部市三日市又は阿古屋野  第２木曜  �3:00-�6:00
  3�005  きんぷら集会 　　　　　 金沢市北安江  未定（水曜）  �3:30-�5:30
  3�00�  金沢支部 　　　　　　　 金沢市尾山町  未定  �0:00-�2:00
  3�009  うちなだ集会 　　　　　 河北郡内灘町鶴ケ丘  第３金曜  �3:30-�5:30
  3�007  あさがお集会 　　　　　 白山市殿町  第１木曜  �3:30-�6:00
  3�0�0  羽咋神社祈りの集い 　　 羽咋市川原町  未定  �3:00-�5:00
  3�008  のと祈りの会 　　　　　 鳳珠郡穴水町川島  未定（木曜）  �3:30-�6:00
  3�003  かがやき集会 　　　　　 かほく市浜北  第３水曜  �0:00-�2:00
  3200�  福井支部 　　　　　　　 福井市手寄  未定（日曜）  �3:00-�5:30
  320�4  あいこう集会 　　　　　 福井市内山梨子町  第３火曜  �0:00-�2:00
  32002  大野支部 　　　　　　　 大野市日吉町  未定（日曜）  �3:30-�6:00
  320�0  天神集会 　　　　　　　 ①大野市篠座 ②福井市手寄  ①未定 �3:30-�5:30、②未定（火曜）�3:�5-�6:00
  32009  敦賀集会 　　　　　　　 敦賀市呉竹町  第１火曜  �9:00-2�:00
  320�5  若狭集会 　　　　　　　 小浜市小浜日吉  未定  �3:00-�5:30
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  40008  岐阜合同集会 　　　　　 岐阜市金町  （偶数月）未定  �3:30-�6:00
  40002  岐阜長良集会 　　　　　 岐阜市長良宮口町  毎週火曜（第５を除く）  �3:30-�6:00
  40009  関小瀬集会 　　　　　　 関市小瀬南  第４日曜  �3:30-�6:00
  40003  羽島集会 　　　　　　　 羽島市竹鼻町丸の内  第３日曜  �3:30-�6:00
  4000�  大垣集会 　　　　　　　 大垣市錦町  未定（土曜）  �3:30-�5:00
  40004  高山集会 　　　　　　　 高山市昭和町  第４日曜  �9:00-2�:00
  400��  多治見集会 　　　　　　 多治見市十九田町  未定（土曜又は日曜）  �3:30-�6:30
  40006  胞山集会 　　　　　　　 中津川市福岡  未定（第２又は第４土曜）  �3:30-�6:30
  40007  土岐集会 　　　　　　　 土岐市泉町久尻  第１土曜  20:00-22:00
  4�00�  韮山集会 　　　　　　　 伊豆の国市四日町  第２水曜  �3:00-�5:30
  4�002  伊豆大仁集会 　　　　　 伊豆の国市宗光寺  第１火曜  �3:00-�6:00
  4�0�9  三島集会 　　　　　　　 三島市一番町  第３水曜  �3:�5-�5:30
  4�005  沼津集会 　　　　　　　 駿東郡長泉町下土狩  第３又は第４日曜  �3:00-�6:00
  4�020  伊東集会 　　　　　　　 伊東市富戸  第３金曜  �3:00-�6:00
  4�04�  光のわ 宇佐美集会  　　 伊東市宇佐美  第３火曜  �2:00-�4:00
  4�028  粟倉集会 　　　　　　　 富士宮市粟倉  （偶数月）第２火曜  �3:30-�6:00
  4�029  富士宮集会 　　　　　　 富士宮市宮町  第４水曜  �3:30-�6:30
  4�026  柏谷集会 　　　　　　　 田方郡函南町柏谷  第２金曜  �3:30-�6:00
  4�009  静岡東部集会 　　　　　 静岡市葵区大岩  第１日曜  ��:00-�3:00
  4�037  あいあい 　　　　　　　 静岡市駿河区池田  未定  未定
  4�038  ひまわり 　　　　　　　 静岡市駿河区西大谷  第１木曜  �9:30-2�:30
  4�0�5  焼津集会 　　　　　　　 焼津市保福島  第２日曜  �0:00-�2:00
  4�03�  ヴァスーコミュニティー  島田市阪本  第１火曜  �2:00-�5:30
  4�022  浜松萩丘集会 　　　　　 浜松市中区南浅田  第４日曜  �0:00-�2:00
  4�036  浜っ子集会 　　　　　　 御前崎市池新田  未定（第３日曜）  �3:00-�5:00
  4�033  インフィニット・グラティテュート集会  菊川市本所  未定  �3:00-�6:00
  42055  豊７集会 　　　　　　　 豊橋市向山大池町  毎週水曜  �3:30-�5:30
  42009  豊橋第一集会 　　　　　 豊橋市松葉町  未定  �3:30-�6:00
  42043  豊橋穂のくに集会 　　　 豊橋市菰口町  未定  �3:30-�6:00
  42042  新城集会 　　　　　　　 新城市下川  未定  �3:45-�6:30
  420�7  穂のくに集会 　　　　　 豊川市豊川町奴通  未定  �3:30-�6:00
  4205�  愛・平和・祈り 　　　　 西尾市巨海町宮東  未定（随時）  未定
  42028  岡崎集会 　　　　　　　 岡崎市東明大寺町  未定  �3:30-�5:30
  42030  名古屋西集会 　　　　　 名古屋市西区貝田町  未定  �3:00-�5:00
  42053  インフィニット・ハーモニー荒越集会  名古屋市中川区荒越町  第２木曜  �2:00-�6:00
  420�3  熱田集会 　　　　　　　 名古屋市熱田区神宮  未定（木曜）  �3:00-�5:30
  42040  日比野集会 　　　　　　 名古屋市熱田区明野町  未定（木曜）  �3:�0-�6:00
  42023  星宮集会 　　　　　　　 名古屋市南区星宮町  未定  �3:30-�5:30
  42049  鳴海平和の集い 　　　　 名古屋市緑区鳴海町  第４又は第５日曜  �3:30-�6:00
  42033  名古屋中集会 　　　　　 名古屋市中区金山  未定  �3:30-�6:00
  420��  瑞穂集会 　　　　　　　 名古屋市南区星宮町  第２日曜  �3:30-�6:00
  4202�  栄集会 　　　　　　　　 名古屋市名東区猪子石  第２又は第３土曜  �0:00-�2:00
  420�6  豊田花園集会 　　　　　 豊田市西田町けやき  第１、第２、第３水曜  �0:00-�2:00
  42005  大府集会 　　　　　　　 大府市明成町  未定  �3:30-�5:30
  42003  常滑集会 　　　　　　　 常滑市榎戸町  第２日曜  �0:00-�2:00
  42038  フロイデ集会 　　　　　 犬山市松本町  第４土曜  �3:30-�6:00
  42044  内津集会 　　　　　　　 春日井市内津町  第４月曜  �3:30-�6:30
  42037  春日井押沢集会 　　　　 春日井市押沢台  第１木曜  �0:30-�2:30
  42035  高蔵寺集会 　　　　　　 春日井市高蔵寺町  第１土曜  �3:30-�6:00
  420�0  春日井第二集会 　　　　 春日井市高森台  未定  �0:00-�2:00
  42054  津島集会 　　　　　　　 津島市藤浪町  第３水曜  �0:00-�2:00
  4204�  美和集会 　　　　　　　 津島市莪原町椋木  第２土曜  �3:30-�5:30
  42027  一宮集会 　　　　　　　 一宮市今伊勢町馬寄  第２月曜  �3:30-�6:00
  42045  稲沢長束集会 　　　　　 稲沢市正明寺  第３水曜  �3:00-�5:30
  43009  四日市東集会 　　　　　 四日市市安島  第１木曜  �9:00-20:30
  43007  三重桑員集会 　　　　　 桑名市汐見町  第２水曜  �0:00-�2:00
  430�0  鈴鹿市長太集会 　　　　 鈴鹿市長太新町  未定（土曜又は日曜）  �3:00-�5:30
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  43002  津久居持川集会 　　　　 津市久居持川町  未定（土曜又は日曜）  �3:00-�5:30
  4300�  久居集会 　　　　　　　 津市久居桜が丘町  未定（日曜）  �3:00-�5:00
  43005  松阪集会 　　　　　　　 松阪市南町  第１又は第２月曜  �3:�5-�5:30
  43008  伊勢あけぼの 　　　　　 伊勢市船江  未定（日曜）  �3:30-�5:30
  430��  わの集会 　　　　　　　 志摩市志摩町和具  未定  �9:00-20:30
  50005  みずうみ会 　　　　　　 大津市京町  第１木曜  �3:30-�6:00
  500�5  追分集会 　　　　　　　 大津市追分町  第３金曜  �3:00-�5:30
  50006  近江舞子集会 　　　　　 大津市南小松  未定  �3:00-�7:00
  5000�  大津集会 　　　　　　　 大津市におの浜  第４土曜  �3:30-�6:30
  50002  守山集会 　　　　　　　 守山市浮気町  未定  �3:30-�5:30
  5�00�  京都支部 　　　　　　　 京都市  未定（日曜）  �0:00-�2:00
  5�004  白光大調和集会 　　　　 京都市下京区七条御所ノ内西町  第３土曜  �0:30-�2:00
  5�027  北野集会 　　　　　　　 京都市中京区丸太町通七本松西入ル  第３金曜  �3:30-�6:00
  5�029  円町 　　　　　　　　　 京都市中京区西ノ京伯楽町  第２金曜  �9:00-2�:00
  5�025  上高野集会 　　　　　　 京都市左京区上高野前田町  未定（日曜）  �0:30-�2:00
  5�02�  葵 　　　　　　　　　　 京都市左京区下鴨東梅ノ木町  未定  未定
  5�023  鴻の巣集会 　　　　　　 城陽市寺田  宇宙究極の行事日と随時  ��:00-�3:00
  5�022  京田辺集会 　　　　　　 京田辺市花住坂  第３水曜  �3:30-�6:00
  5�020  嵯峨野集会 　　　　　　 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町  第３金曜  �3:30-�6:00
  5�008  丹後祈りの会 　　　　　 京丹後市大宮町周枳  未定（水曜）  �3:30-�7:00
  52030  コットン集会 　　　　　 大阪市北区天神橋六丁目  第３又は第４木曜  �3:30-�6:00
  52004  大阪中津集会 　　　　　 大阪市北区中津  第４土曜  �3:30-�6:00
  52034  豊崎集会 　　　　　　　 大阪市北区豊崎  第２金曜  �3:30-
  5205�  谷町集会 　　　　　　　 大阪市中央区大手通１丁目  第２又は第３土曜  �3:00-�6:00
  52029  あい集会 　　　　　　　 大阪市中央区島之内  第３金曜  �4:00-�6:00
  52052  針中野集会 　　　　　　 大阪市東住吉区針中野  第２土曜  �3:�0-�6:00
  5200�  大阪支部 　　　　　　　 大阪市西区江戸堀  第１又は第２日曜（�0:00-�2:00）
     　　　　　　　　　　　   第３又は第４日曜（�3:00-�6:00）、第３水曜（�3:00-�5:00）
  52047  エルスの庭 　　　　　　 大阪市西区京町堀  第�水曜  �0:00-�2:00
  52042  石炭倉庫祈りの会 　　　 大阪市港区波除  未定（火曜又は水曜）  �9:00-2�:00
  52050  蛍池コスモス集会 　　　 豊中市蛍池中町  第４木曜  �3:30-�6:30
  52053  すみれ集会 　　　　　　 豊中市蛍池中町  第３木曜  �3:30-�6:30
  52032  豊中集会 　　　　　　　 豊中市岡町  第２木曜  �3:00-�6:00
  7�0�6  インハイスピリットの会  吹田市西の庄町  毎月２８日  �3:30-�5:30
  52024  星ケ丘集会 　　　　　　 枚方市印田町  第３土曜  �3:00-�6:00
  52056  寿集会 　　　　　　　　 枚方市伊加賀寿町  第２火曜  �3:00-�6:00
  5203�  四条畷集会 　　　　　　 大東市西楠の里町  未定  �3:00-�5:30
  52035  八尾集会 　　　　　　　 八尾市荘内町  第４土曜  �3:30-�6:00
  52044  高辺台集会 　　　　　　 富田林市高辺台  第４月曜  �0:30-�2:30
  52026  金剛集会 　　　　　　　 富田林市久野喜台  第４木曜  �3:00-�6:30
  52038  南青葉台集会 　　　　　 河内長野市南青葉台  未定  �3:30-�6:00
  52008  さつき野集会 　　　　　 堺市美原区さつき野東  第２水曜  �3:00-�6:00
  520�0  堺集会 　　　　　　　　 堺市北区常磐町  第１木曜　  �3:00-�6:00
  52049  ピース泉南 　　　　　　 泉南市信達市場  第３火曜  �3:30-�6:00
  52054  羽衣集会 　　　　　　　 高石市羽衣公園丁  第２木曜  �3:00-�7:00
  52025  熊取集会 　　　　　　　 泉佐野市日根野  （偶数月）第１水曜他  �3:00-�7:00
  52045  阪南集会 　　　　　　　 阪南市自然田  第４土曜  �3:00-�6:00
  53004  鈴蘭台集会 　　　　　　 神戸市北区鈴蘭台北町  第２月曜  �9:00-2�:00
  53039  西神中央集会 　　　　　 神戸市西区糀台  第３金曜  �3:30-�5:30
  53034  きりん集会 　　　　　　 神戸市兵庫区荒田町  第４木曜  �3:30-�6:00
  53037  青空祈りの会 　　　　　 神戸市兵庫区浜中町  第１木曜  �3:00-�5:30
  53028  新長田集会 　　　　　　 神戸市長田区若松町  第４土曜  �3:00-�6:00
  53025  垂水集会 　　　　　　　 神戸市垂水区平磯  第１土曜  �3:00-�6:00
  53023  神戸支部 　　　　　　　 神戸市東灘区御影塚町  未定（第３日曜）  �3:30-�5:30
  530�2  六甲桜ケ丘集会 　　　　 神戸市東灘区御影石町  第２月曜  �3:00-�5:00
  530�4  芦屋友の会 　　　　　　 芦屋市上宮川町  毎週水曜  �3:00-�6:00
  5300�  尼崎集会 　　　　　　　 尼崎市南塚口町  最終の日曜  �0:00-�2:00
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  530�6  武庫之荘集いの会 　　　 尼崎市武庫之荘本町  第１土曜  �4:00-�7:00
  53009  甲陽園甲山集会 　　　　 西宮市松原町  第３木曜  �3:30-�6:00
  53036  くさなぎ会 　　　　　　 西宮市北口町  第３金曜  �3:00-�5:30
  53020  雲雀丘花屋敷集会 　　　 宝塚市花屋敷荘園  第３火曜  �3:00-�6:00
  53033  印と祈りの集い 　　　　 宝塚市売布  第１水曜  �3:30-�6:00
  530�0  川西２１集会 　　　　　 川西市丸の内町  第３土曜  �0:00-�2:00又は�4:00-�6:00
  53040  三田集会 　　　　　　　 三田市三輪  第２水曜  �3:30-�6:00
  53005  姫路集会 　　　　　　　 姫路市総社本町  第２日曜  �0:00-�2:00
  53038  アバターパートナー 　　 揖保郡太子町塚森  最終の日曜（原則）  �3:00-�6:30
  53024  明石集会 　　　　　　　 明石市相生町  未定  �3:00-�6:00
  53007  加古川集会 　　　　　　 加古川市加古川町北在家  未定  �3:00-�6:30
  54009  高の原集会 　　　　　　 木津川市兜台  未定（日曜）  �3:30-�6:00
  540�0  兜台集会 　　　　　　　 木津川市兜台  未定（金曜）  �3:00-�6:00
  5400�  大和平和を祈る会 　　　 奈良市登大路町  未定  未定
  54006  西大寺集会 　　　　　　 奈良市中山町  第２土曜（原則）  �3:30-�6:30
  540�2  まほろば集会 　　　　　 天理市布留町  未定  �3:00-�5:00
  540��  三輪山集会 　　　　　　 桜井市芝  未定  �3:30-�6:00
  54003  王寺集会 　　　　　　　 北葛城郡王寺町本町  第４火曜  �3:00-�6:00
  5500�  和歌山集会 　　　　　　 和歌山市手平  未定  �3:00-�6:00
  55008  田辺集会 　　　　　　　 田辺市南新町  未定  �3:30-�6:00
  55007  城山集会 　　　　　　　 橋本市城山台  第3又は第4土曜  �3:00-�6:00
  55005  白浜集会 　　　　　　　 西牟婁郡白浜町堅田  毎月１日  �9:00-20:00
  60002  鳥取集会 　　　　　　　 鳥取市尚徳町  未定（土曜）  �3:00-�6:00
  60005  青谷集会 　　　　　　　 鳥取市青谷町青谷  未定  未定
  60003  倉吉集会 　　　　　　　 倉吉市小田  未定（土曜）  �3:30-�5:30
  6000�  米子集会 　　　　　　　 米子市末広町  第２、第４月曜  �9:00-2�:00
  6�002  益田集会 　　　　　　　 益田市高津  第４土曜  �3:30-�6:00
  6�003  大原集会 　　　　　　　 雲南市加茂町南加茂  未定  未定
  6200�  岡山支部 　　　　　　　 未定  未定  未定
  62009  はなじり集会 　　　　　 岡山市東花尻  第３土曜  �3:00-�6:00
  62002  岡山集会 　　　　　　　 岡山市立田  第１日曜  �3:00-�5:30
  62004  津山集会 　　　　　　　 津山市山下  第3日曜  �3:00-�6:00
  62005  倉敷集会 　　　　　　　 倉敷市  未定  未定
  63008  福山集会 　　　　　　　 福山市本町  未定（第３日曜）  �3:30-�5:30
  63004  三原集会 　　　　　　　 三原市城町  未定（日曜）  �4:00-�6:00
  630�4  皆賀集会 　　　　　　　 広島市佐伯区皆賀  第１水曜  �0:00-�2:00
  630�5  天意（あい）中山集会 　 広島市東区中山新町  第４火曜  �3:00-�5:30
  63006  廿日市集会 　　　　　　 廿日市市佐方本町  第３火曜  �3:00-�6:00
  6300�  広島支部 　　　　　　　 廿日市市沖塩屋  第１又は第２日曜  �0:00-�2:00
  630�3  大野日の集い 　　　　　 廿日市市沖塩屋  第４土曜  �3:00-�6:00
  640�4  周南集会 　　　　　　　 周南市銀座  未定（土曜）  �3:00-�6:30
  640�5  愛とやすらぎの集い 　　 周南市政所  第３月曜  �3:30-�5:30
  640�3  牟礼集会 　　　　　　　 防府市江泊  毎週金曜  �3:00-�5:00
  64007  防府集会 　　　　　　　 防府市泉町  毎週水曜  �0:00-�2:00
  64008  右田集会 　　　　　　　 防府市高井  毎週木曜  �3:30-�5:30
  640��  関門海峡集会 　　　　　 下関市豊前田町  第３木曜  �3:30-�5:30
  64006  下関集会 　　　　　　　 下関市後田町  第２、第４日曜  �3:00-�6:00
  64002  山口集会 　　　　　　　 山口市泉都町  未定（随時）  �3:00-�6:00
  640�6  亀浦集会 　　　　　　　 宇部市亀浦  第３日曜  �3:30-�5:30
  640�0  宇部集会 　　　　　　　 宇部市新天町  毎月１日（�3:00-�5:00）  毎月１7日（��:30-�5:00）
  6400�  萩集会 　　　　　　　　 萩市堀内  第１、第３日曜  �0:00-�2:00
  70005  徳島集会 　　　　　　　 徳島市徳島町城内  （偶数月）第２日曜  �3:00-�5:30
  7000�  徳島支部 　　　　　　　 徳島市山城町東浜傍示  未定（日曜）  �3:00-�6:00
  70006  徳島うずしお集会 　　　 徳島市上八万町西山  未定（木曜）  �3:30-�6:00
  70002  阿南集会 　　　　　　　 阿南市見能林町  未定  �3:30-�6:00
  7�004  高松集会 　　　　　　　 高松市松福町  第２日曜  �4:00-�6:00
  7�0�5  白光花園町集会 　　　　 高松市花園町  第１又は第２日曜  �4:00-�6:00
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  7�00�  善通寺集会 　　　　　　 善通寺市文京町  第２日曜　  �0:00-�2:00
  7�0�2  善通寺第４火曜日集会 　 善通寺市文京町  第４火曜  �9:00-2�:00
  7�0�3  善通寺第２火曜日集会 　 善通寺市文京町  第２火曜  �9:00-2�:00
  7�006  金蔵寺集会 　　　　　　 善通寺市金蔵寺町  第４土曜  �9:00-2�:00
  7�0�4  心の勉強会 　　　　　　 綾歌郡宇多津町浜七番丁  未定  �3:30-�6:30
  7�003  東香川集会 　　　　　　 東かがわ市小砂  第４日曜  �9:00-2�:00
  7�007  白鳥集会 　　　　　　　 東かがわ市白鳥町湊  第２土曜  �9:00-2�:00
  7�009  引田集会 　　　　　　　 東かがわ市南野  第5日曜  �3:00-�5:00
  7200�  松山集会 　　　　　　　 松山市堀之内  第２日曜  �0:00-�2:00
  72008  安城寺集会 　　　　　　 松山市安城寺町  未定（日曜）  �0:00-�6:00
  72007  愛媛の集い 　　　　　　 松山市吉藤  第２日曜  �0:00-�2:00、�3:00-�7:00
  72004  新居浜集会 　　　　　　 新居浜市八幡  未定（土曜）  �0:00-�2:00
  72005  愛媛の集い・今治 　　　 今治市南大門町  第１金曜  �9:30-2�:00
  72009  土居集会 　　　　　　　 四国中央市土居町土居  未定  �4:00-�6:30、�9:30-2�:30
  73002 “平和の創造”（中宝永集会）  高知市丸池町  第３木曜  �9:00-2�:00
  730�8  本町集会 　　　　　　　 高知市旭町  第２金曜  �2:00-�3:30
  730�6  東久万集会 　　　　　　 高知市東久万  第４土曜  �9:00-2�:30
  730�4  うしおえ集会 　　　　　 高知市土居町  第２月曜  �3:30-�6:00
  73020  鏡川集会 　　　　　　　 高知市朝倉丙  第４木曜  �9:30-2�:30
  73022  和（なごみ）集会 　　　 高知市針木本町  第３火曜  �9:30-2�:30
  73006  土佐集会 　　　　　　　 土佐市高岡町乙  毎月22日  �9:30-2�:30
  73007  土佐市宇佐集会 　　　　 土佐市宇佐町宇佐  毎月５日  �9:30-2�:30
  73023  野市集会 　　　　　　　 香南市野市町西野  第２土曜  �4:00-
  73009  山田集会 　　　　　　　 香美市土佐山田町西本町  毎月７日  �9:30-
  7300�  高知支部 　　　　　　　 南国市西山  毎月１日  �9:00-2�:00
  730�3  長岡集会 　　　　　　　 南国市西山  未定（日曜）  �4:00-�6:30
  7302�  中村集会 　　　　　　　 四万十市具同  未定  未定
  730��  佐川集会 　　　　　　　 高岡郡佐川町乙  第４日曜  �4:00-
  80030  グループひびき 　　　　 北九州市小倉北区浅野  未定（日曜）  �3:30-�7:00
  80088  小倉北区菅原会館 　　　 北九州市小倉北区古船場町  第３日曜  ��:00-�3:00
  80034  グループひびき２ 　　　 北九州市小倉北区大手町  未定（土曜）  �4:00-�7:00
  80083  北九州小倉集会 　　　　 北九州市小倉北区大手町  第２金曜（原則）  �3:00-�6:00
  80002  八幡東集会 　　　　　　 北九州市八幡東区中央  毎週日曜（富士行事日を除く）�0:00-�2:00、毎週水曜（�9:30-2�:30）
  80077  ソウルメイト調和集会 　 北九州市八幡西区河桃町  第１火曜  �2:00-�5:00
  80079  ソウルメイト水巻 　　　 遠賀郡水巻町吉田西  第１日曜  �2:00-�4:00
  8000�  北九州支部 　　　　　　 中間市通谷  第４日曜  �3:00-�6:00
  80004  中間集会 　　　　　　　 中間市通谷  毎週日曜（第１を除く）  �4:00-�6:00
  80082  ソウルメイト中央 　　　 中間市中央  第２水曜  �3:00-�5:00
  80045  福岡宇美集会 　　　　　 糟屋郡宇美町宇美  第２火曜  ��:00-�3:00
  8005�  ソウルメイト集会 　　　 福津市光陽台  第４火曜  �2:00-�5:00
  80076  ソウルメイト岡垣 　　　 遠賀郡岡垣町中央台  第４月曜  �2:00-�5:00
  80084  東松原ハーモニー集会 　 遠賀郡岡垣町東松原  第３木曜  �3:00-�5:00
  80068  大調和 　　　　　　　　 福岡市博多区古門戸町  第３火曜  �3:30-�6:00
  80064  福岡若杉集会 　　　　　 福岡市博多区東月隈  第３火曜  �0:30-�3:30
  80036  福岡さわやか集会 　　　 福岡市早良区百道  第３日曜  �0:00-�2:00
  80024  福岡祈りの会 　　　　　 福岡市早良区百道  第１日曜  �0:00-�5:00
  80055  福岡集会 　　　　　　　 福岡市早良区百道  第３日曜  �3:00-�5:00
  80056  サークルオブホワイトスピリット  福岡市城南区茶山  第３又は第４土曜  �3:00-�7:00
  80054  Oneness 　　　　　　　 福岡市城南区片江  第４日曜  �3:00-�6:00
  80080  銀河 　　　　　　　　　 福岡市城南区片江  第２火曜  �3:00-�5:00
  80029  高宮集会 　　　　　　　 福岡市南区高宮  第２日曜  �0:00-�2:00
  80062  インハイスピリッツ 　　 福岡市西区内浜  第４木曜  �3:30-�6:00
  8006�  今宿集会 　　　　　　　 福岡市西区今宿青木  最終金曜  �3:00-�5:00
  80050  ガイア南福岡集会 　　　 大野城市曙町  未定  ��:00-�3:00又は�3:00-�5:00
  80066  コスモス 　　　　　　　 太宰府市宰府  第３木曜  �3:00-�5:00
  80074  太宰府ジーオーアイ 　　 太宰府市五条  未定（金曜）  �3:00-�5:00
  8004�  前原集会 　　　　　　　 糸島市前原東  第１木曜  �0:00-�5:00
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  80085  ハーモニー・神開 　　　 糸島市前原東  第３水曜  �3:00-�5:00
  80039  飯塚第２集会 　　　　　 飯塚市東徳前  第３水曜  �9:00-
  80073  インフィニット・ラブ・宮若  宮若市金丸  第３月曜  �2:00-�4:30
  8008�  ソウルメイト宮若集会 　 宮若市稲光  第３金曜  �2:00-�5:00
  8003�  田川赤集会 　　　　　　 田川郡赤村下赤吉永  毎週火曜（最終火曜を除く）  20:00-2�:30
  80087  しらふじ 　　　　　　　 田川郡大任町大行事  第３水曜  �3:30-�6:30
  80057  たんぽぽ集会 　　　　　 田川郡添田町中元寺  第４金曜  9:30-��:30
  80070  ハピネス・英彦山 　　　 田川郡川崎町川崎  宇宙究極の行事日  �0:30-�3:00
  80044  ささゆり 　　　　　　　 田川市糒  第３日曜  �3:30-�6:00
  80059  田川新町集会 　　　　　 田川市新町  第２、第４日曜  �3:00-�6:30
  80069  伊田町集会 　　　　　　 田川市番田町  第２月曜（�3:00-�5:30）、宇宙究極の行事日（��:00-�3:00）
  80060  久留米センターグループ  久留米市諏訪野町  未定  �3:00-�6:00
  80067  ピース of 久留米 　　　 久留米市諏訪野町  第４日曜  �3:00-�5:00
  80053  久留米青峰集会 　　　　 久留米市青峰  第１月曜  ��:00-�4:30
  800�3  久留米津福集会 　　　　 久留米市野中町  未定（日曜）  �0:00-�2:00又は�0:00-�6:00
  800�9  大川集会 　　　　　　　 大川市郷原  第４日曜  �3:00-�6:00
  80075  ソウルメイト蒲池 　　　 柳川市東蒲池  第３土曜  �2:00-�4:00
  80020  手鎌集会 　　　　　　　 大牟田市笹林町  未定（日曜）  �0:00-�3:00
  8002�  大牟田中央集会 　　　　 大牟田市久福木  未定  �3:00-�6:00
  80022  久福木集会 　　　　　　 大牟田市久福木  第４日曜  �9:00-2�:00
  8007�  今山集会 　　　　　　　 大牟田市今山  第３日曜  �3:00-�5:00
  80027  高泉集会 　　　　　　　 大牟田市歴木  未定  �4:00-�6:00
  80049  高田有明集会 　　　　　 みやま市高田町徳島  未定（日曜）  �0:00-�3:00
  80086  垂水集会 　　　　　　　 築上郡上毛町垂水  第３日曜  �3:00-�5:00
  8�00�  伊万里集会 　　　　　　 伊万里市立花町  第３木曜  �4:00-�7:00
  8�002  佐賀集会 　　　　　　　 佐賀市神野町  第２火曜  �9:00-22:00
  82006  インフィニット・ハーモニー長崎  長崎市魚の町  第４日曜  �3:00-�5:30
  8200�  長崎集会 　　　　　　　 長崎市小曽根町  第４日曜  �3:00-�5:30
  82004  佐世保集会 　　　　　　 佐世保市稲荷町  第２日曜  �3:00-�6:00
  82005  波佐見集会 　　　　　　 東彼杵郡波佐見町岳辺田郷  未定（土曜又は日曜）  �3:00-�6:00
  83007  熊本ハピネス集会 　　　 熊本市山室  第４日曜  �3:00-�6:00
  83002  熊本千葉城集会 　　　　 熊本市本荘町  第３水曜  �9:00-2�:00
  83020  エルスの庭・熊本 　　　 熊本市上通町  第４土曜  �0:30-�2:30
  830�3  熊本南集会 　　　　　　 熊本市南高江  第２日曜  �3:00-�6:00
  830�5  熊本市川尻集会 　　　　 熊本市川尻  第１木曜  �3:00-�6:00
  8302�  富合集会 　　　　　　　 熊本市富合町杉島  第４土曜  �3:00-�6:00
  830�9  白光熊本集会 　　　　　 熊本市小糸山町  第１日曜  ��:00-�4:00
  830�7  保田窪集会 　　　　　　 熊本市中央区保田窪  第３金曜  �3:00-�5:30
  830��  虹の会 　　　　　　　　 熊本市大江  未定  未定
  830�4  ひまわり須屋集会 　　　 合志市須屋  第２木曜  �3:00-�5:00
  830�6  天草集会 　　　　　　　 天草市古川町  第１日曜  �3:30-�6:00
  830�0  さくら清里集会 　　　　 荒尾市水野  第３火曜  �0:00-�2:00
  8300�  荒尾集会 　　　　　　　 荒尾市増永  第４日曜  �0:00-�2:00
  83003  四ツ山集会 　　　　　　 荒尾市大正町  第１金曜  �3:00-�6:00
  83008  荒尾川登集会 　　　　　 荒尾市川登  第３日曜  9:00-�2:00
  830�2  八代集会 　　　　　　　 八代市八幡町  第２日曜  �3:00-�6:30
  830�8  阿蘇集会 　　　　　　　 阿蘇市一の宮町宮地  第３土曜  �3:00-�6:00
  83006  南阿蘇ハーモニー集会Ⅰ  阿蘇郡南阿蘇村長野  第１水曜（原則）  �9:00-
  83009  南阿蘇ハーモニー集会Ⅱ  阿蘇郡南阿蘇村長野  第３火曜  �3:00-�6:00
  84002  大分集会 　　　　　　　 大分市府内町  第３日曜  �0:00-�2:00
  84005  畑中集会 　　　　　　　 大分市畑中  第１日曜  �0:00-�2:00
  84007  ひばりヶ丘集会 　　　　 大分市ひばりケ丘  第２、第４火曜  9:00-�2:00
  8400�  中津集会 　　　　　　　 中津市金谷南ノ丁  第４木曜  �9:30-2�:00
  84003  杵築集会 　　　　　　　 杵築市南杵築  未定  �0:00-�2:00
  84004  さくら集会 　　　　　　 別府市堀田  第２日曜  �0:00-�3:00
  84006  宇佐・山袋集会 　　　　 宇佐市山袋  第４日曜  �0:00-�2:00
  85004  宮崎平和台集会 　　　　 宮崎市下北方町平田  第４日曜  �3:00-�5:00
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  85002  都城集会 　　　　　　　 都城市下川東  第１水曜  �3:30-�6:00
  86005  鹿児島城西集会 　　　　 鹿児島市永吉  第１火曜  �0:00-�2:00
  860�8  かごしま集会 　　　　　 鹿児島市田上台  第３火曜  �3:30-�5:30
  86022  光が丘集会 　　　　　　 鹿児島市田上台  第３金曜  �3:30-�5:30
  860�6  カノン集会 　　　　　　 鹿児島市西田  第４日曜  �0:00-�2:00
  86026  真理の学び舎 　　　　　 鹿児島市鴨池  第２土曜  �0:00-�5:00
  86023  福平集会 　　　　　　　 鹿児島市下福元町  第４土曜  �3:30-�5:00
  86003  鹿児島支部 　　　　　　 鹿児島市喜入町  第３日曜  �0:00-�2:00
  86009  喜入集会 　　　　　　　 鹿児島市喜入町  第１日曜  �3:00-�5:00
  86002  川内集会 　　　　　　　 薩摩川内市国分寺町  第２、第４土曜  �0:00-�2:00
  860�9  川辺やすらぎ集会 　　　 南九州市川辺町野崎  第２日曜  �4:00-�6:00
  86007  川辺集会 　　　　　　　 南九州市川辺町永田  第３日曜  �4:00-�6:00
  86028  枕崎集会 　　　　　　　 枕崎市塩屋南町  毎月�6日  �0:30-�2:00
  860�4  西姶良集会 　　　　　　 姶良郡姶良町西姶良  第４日曜  �0:00-�2:00
  860�0  霧島集会 　　　　　　　 霧島市牧園町高千穂  第４日曜（�3:30-�5:30）、富士聖地行事日（��:00-�3:00）
  86024  大隅集会 　　　　　　　 曽於市大隅町岩川  第２日曜  �0:30-�2:30
  9000�  那覇集会 　　　　　　　 那覇市牧志  第１、第３日曜  ��:00-
  90003  みなみ集会 　　　　　　 南城市大里古堅  宇宙究極の行事日（��:00-�3:�5）、
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   世界平和の祈りと印による集い行事日（��:00-�3:�5）
  90002  宮古島集会 　　　　　　 宮古島市下地与那覇  第４日曜  �4:00-�6:00

  205002  バンクーバー集会 　　　 バンクーバー  未定  未定
  22500�  パウリスタ集会 　　　　 サンパウロ  第１日曜  �4:00-�7:00
  4�6003  シャンゼリゼ集会 　　　 パリ  第２月曜  �8:00-�9:30
  70000�  ロスアンゼルス支部 　　 カリフォルニア州ロスアンゼルス  第２、４日曜、第３土曜  ��:00-�3:00
  7000�8  BYAKKO/WHITE LIGHT L.B.  カリフォルニア州ロングビーチ  未定  未定
  700020  Love harmony 　　　　 カリフォルニア州スタジオシティ  未定  平日�3:00-�6:00／土日�6:00-�8:00
  700007  バークレー集会 　　　　 カリフォルニア州バークレー  第３火曜  �9:30-22:00
  7000�7  オレンジ集会 　　　　　 カリフォルニア州オレンジ  第３又は第４土曜  ��:00-�3:00
  7000�5  ラスベガス集会 　　　　 ネバダ州ラスベガス  第２又は第３水曜  �3:00-�6:00
  700006  シアトル集会 　　　　　 ワシントン州エドモンド  未定（土曜）  �7:00-20:00
  7000�6  ボルダー集会 　　　　　 コロラド州ボルダー  第１、第３土曜  ��:00-�3:00
  7000��  ニュージャージ集会 　　 ニュージャージ州  未定  未定
  7000�3  パールハーバー集会 　　 ハワイ州パールシティー  第４土曜  �3:00-�5:00
  7000�9  カパフル集会 　　　　　 ハワイ州ホノルル  第３日曜  �2:00-�5:00
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お近くの支部・集会に参加希望の方は、白光真宏会伝道グループ（0544ー29ー5105）までご連絡ください。
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