圓満寺

◆子どもがいないので︑

自分達のお墓が心配な方
◆墓じまいをしなければならないけど︑

供養はきちんとやりたい方
◆子どもは娘だけなので︑

お墓で負 担をかけたくない方
◆夫 婦だけで入れるお墓 を 探している方

お気軽にお問い合わせください。

沙羅双樹の杜

永代供養墓

〒220-0061 横浜市西区久保町50-1
TEL.045-231-4383
FAX.045-241-4499
E-mail:enmanji@xb3.so-net.ne.jp

天台宗 圓満寺

ご供養を大切に される方のお墓です

天台宗 本山別格 安禅院

このたび圓満寺に永代供養墓
「沙羅双樹の杜」が完成
しました。

この 永 代 供 養 墓
は、
そんな方々の悩みに
お答えしなければならない、
と考え、建立させていただき
近年、圓満寺には、
「 子どもが
いないので、自分達のお墓が

圓満寺では、
お墓や供養に関

心配」
「 墓じまいをしなければな

して、様々な相談に応じており

らないけど、供養はきちんとした

ます。お墓や供養の悩みは、人

い」
「子どもは娘だけなので、
お墓で負担をかけたくない」
といった、
お墓に関する相
談が増えています。
圓満寺住職
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ました。

それぞれです。
不安なことがありましたら、
お
気軽に相談いただければ
と思います。

西郊 良光
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圓満寺

（天台宗 本山別格
阿富貴山 安禅院 圓満寺）

ました 。その
後、元禄時代に安
禅院と寺号を変え、比
叡 山 東 塔 北 谷で法 脈を
守り続けて来ましたが、明治
圓満寺は、誰もが気軽にお参
りできるお寺です。

ました。

年間を通して、壇信徒向けの

大正12年、関東大震災の物

行事を始め、地域に向けた写

故者供養の御堂が、
ここ久保

経絵など、様々な行事を行っ

町に建立されましたが、15年

ております。

に消失した安禅院の名籍を

圓 満 寺 は 、天 正 1 3 年
（1585年、安土桃山時
代）
に「大教院」
と
して開かれ
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37年に火災により焼失いたし

移すことが企画され、昭
和３年に名籍を移転
し、現在に至って
おります。
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沙羅双樹の杜は、ご供養を大切にされる方のお墓です。

■沙羅
個別の区画になってい
る永代供養墓。遺骨は骨
壺で２体
（骨袋に移し替えれ
ば４体入ります）
を安置するこ
とができ、永代にわたってご供

沙羅

納 骨堂の中に遺 骨を
納める永代供養墓。遺骨
は地下に合祀し、永代にわ
たってご供養いたします。

養いたします。

■書院地下納骨堂

■双樹（個別区画）

し、
ご供養をいたします。七回忌

納骨堂の中に遺骨を納める永

を終えたら、双樹の合祀区画に

代 供 養 墓 。それぞれの区 画
に、骨壺で２柱（骨袋に移し
替えれば４柱入ります）
を
安置することができ、永
代にわたってご供養
いたします。
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■双樹（合祀）

書院地下納骨堂に骨壺で安置

移して供養を続けます。

圓満寺の「沙羅双樹の杜」は、
ご自身にあったお墓を選ぶこと
ができます。
沙羅（Ａ区画）
９０万円
沙羅（Ｂ区画）
８０万円
双樹（個別区画）
６０万円
双樹（合祀／１柱） ３０万円
書院地下納骨堂（１柱）４０万円
年会費（生前申込みの場合）
４,０００円

※沙羅、双樹の個別区画については、十七回忌まで骨壺で安置し、
その後、合祀の区画に移します。また、供養については、永代にわ
たって行います。

双樹
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沙羅双樹の杜 についての疑問にお応えします。

Ｑ

Ｑ

供養はどのようなかたちで、
行うのでしょうか？

沙羅双樹の杜に申し込んだら、
檀家にならなくてはならないのでしょうか？

A 納めた遺骨の供養は、
毎朝毎夕、僧侶がお経を

A いいえ、必ずしも檀家になる必要はありません。

読んで行います。
また毎年、春夏の彼岸、
お盆に、

強制的な寄付等もありませんので、
ご安心ください。

特別な法要を行って供養を行い、
さらに１２月にはこ
の沙羅双樹の杜に納骨されている方のための合
同供養法要を行います。

Ｑ

ＱＡ

私たち夫婦には子どもがいないのですが、
申し込むことはできますか？

A 沙羅双樹の杜は、
子どもがいらっしゃらなくても申

し込むことができます。子どもいるけれど娘さんだけと
いう方も、
お申し込みになられています。

Ｑ

宗派が異なるのですが、
遺骨を納めることはできるでしょうか？

A 宗派が違っても問題ありませんのでご安心くださ
い。ただ、圓満寺で行う法要などは、天台宗の儀式
で行います。

＆

Ｑ

私たち夫婦には子どもがないので、
そろそろ、家の墓の墓じまいをしなければ
ならないのですが、どうしたらいいでしょうか。

A 圓満寺では、墓じまいの時、遺骨を無縁墓に納

めるのではなく、永代供養墓に改葬することをお勧
めしています。
「沙羅双樹の杜」でも、墓じまいの
遺骨を納めることができますので、
お気軽にご相談

ください。

Ｑ

申込み後に、毎年の年会費の
ようなものは、
あるのでしょうか？

A 生前にご自身のためにお申し込みの方につきま
しては、年4,000円の会費をいただいております。
会員は、会報を受け取ることができますし、圓満寺
の行事に参加することもできます。

他にも疑問があったら、
お気軽にお問い合わせください。
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申し込まれた方の声
子どもがいないので、
お墓をどうすればいいか困っていた

私たちが元気なうちに墓じまいを

男性 70代

男性 70代

私たち夫婦は子どもがいないので、
普通のお墓で

うちは代々のお墓があるのですが、子どもが娘だけ

は、二人が死んだ後のことが心配でした。今回、圓

で、
しかも既に嫁いでおり、
お墓の負担をかけるわけ

満寺さんの沙羅双樹の杜を知り、
お墓の跡継ぎが

にいきません。そこで私たちが元気なうちに、墓じま

いなくてもお寺が面倒を見てくれるお墓だということ

いをしようと思ったのですが、
ご先祖さまの遺骨を粗

がわかって、
スグに申込みをさせていただきました。
こ

末にするわけにもいかず、困っていました。知り合い

れで心配事がひとつ無くなり、
喜んでおります。

に相談したところ、圓満寺さんに永代供養墓がある

子ども達に負担をかけたくない
女性 60代

声

よと教えていただき、
申込みさせていただきました。
こ
こならご先祖さまも、安心して眠ることができると思
います。

夫の実家のお墓のことで兄夫婦がだいぶ苦労し

友人といっしょに

ていたので、
自分の子ども達にはあまり負担をかけ
たくないと思っていました。それで自分達のために、

女性 60代

永代供養墓を探していたのですが、
どうも、気に入

私は、
20年前に離婚して以来、
ずっとひとりで暮ら

るものがありませんでした。それがここに来て、明る

してきましたが、子どもがいないので、
お墓を守ってく

い雰囲気のお墓なので、
ひと目で気に入り、
申込み

れる人がいません。
そんな時、
やはり一人暮らしの友

させていただきました。

人が、沙羅双樹の杜のことを教えてくれました。結
局、友だちといっしょに申込みさせていただきました
が、時々、
「 後に遺った方は、
ちゃんと線香をあげて
ね」
などと冗談で話をしています。
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