
ご供養のこと、ご葬儀のこと、
釣月寺にすべておまかせください。

ご供養ガイドブック

臨済宗
妙心寺派釣月寺

供養できる安心
相談できるお寺



供養できる安心
気軽に相談できるお寺

葬儀やお墓の事は、ご家族にとって一大事です。

おひとりおひとりの想いを理解し、寄り添う事を心掛けています。

一期一会の気持ちで葬儀を務めさせて頂き、日々の法務を行っております。

寺は、檀家様や永代供養塔、共同墓地を御利用されている

皆様の為にあるものです。

御家族皆様の想いを末永く癒し、故人の方と繋がり続けられる、

かけがえのない場所であり続けたいと思っております。

仏事に関しては、答えは一つではありません。色々な解釈があると思います。

それぞれの方の悩みや考えをお聞きし、お墓や先祖供養の在り方について、

少しでもお役に立てればと思います。

思った時がそのタイミングです。

お寺のつてがない方、後継ぎがいない方の

事前の御相談、終活相談も承っております。

まずは話だけ聞きたいという方もどうぞ。

これからのお墓や先祖供養の在り方を、

御一緒に寄り添いながら考えていければと思います。

釣月寺 住職 秋山俊敬
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釣月寺 お墓の種類一覧

樹木葬
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を植えて墓標とし、個別の区画
に遺骨を納めます。釣月寺では、宗旨宗派不問、檀家になってい
ただく必要もなくどなたでもお入りいただけます。
使用期間（個別区画での納骨）が7年、15年、50年と選べます。
1名ご納骨の時点から使用期間開始となりますので、生前からの
お申込の場合も安心です。加えて、ペットと一緒に入ることもでき
ますので、お気軽にご相談ください。

こんな方におすすめ

◆お墓のことでご家族に心配を掛けたくない
◆自分しかお墓参りする人がいないので自分がお参りできれば十分だ
◆かわいがっていたペットと一緒に入れるお墓を探している

永代供養塔 霊光塔
釣月寺の永代供養塔「霊光塔」は、墓地管理をしなくても釣月寺
が永代にわたって管理・供養をする合祀墓地です。宗旨宗派不
問、檀家になっていただく必要はございません。
毎年春のお彼岸と秋のお彼岸の時期に、霊光塔に納骨いただい
た方々の合同供養祭を行い、永代にわたって供養いたします。
年間の管理費用も供養祭の費用等も一切かかりませんので、
経済的なご不安のある方におすすめです。

こんな方におすすめ

◆お墓を買っても管理する人がいないので管理不要のお墓がほしい
◆墓地管理をする人がいないため、墓じまいをしたい
◆お墓に納骨したいが、経済的余裕がない

集合型個別墓（のうこつぼ）

「のうこつぼ」は、納骨堂とお墓を融合させた、集合型個別墓です。
ひとつひとつの区画に名前や家紋などを掘ることができ、オリジ
ナリティを出すことができます。4霊まで同時に納骨ができ、後か
ら納骨する数が増えても、納骨に関する追加料金（納骨法要の
御布施を除く）はかかりませんので、ご家族で使えるお墓となっ
ております。使用期間経過後は永代供養墓地に合祀させていた
だき、永代にわたって釣月寺がご供養いたします。

こんな方におすすめ

◆家族で使えるリーズナブルなお墓がほしい
◆すでにお骨が手元にあり、お骨をなるべく早く納骨したい
◆納骨する期間を柔軟に運用できるお墓がほしい
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樹木葬

樹木葬とは

樹木葬とは、約20年前に、岩手県の山の中に樹木を墓標にして、地中に埋葬をしたことから始
まっております。現在は多様な形があり、「樹木葬」といっても決まった定義はありません。

他にも・・・

樹木葬の種類

自然葬型は、お骨をそのまま
土に還すタイプ。

プレー ト型は埋葬後に石の
プレートを置くタイプ。

香炉や花立も各個にある通常の
墓石と一番近いタイプ。

ガーデニング葬やモニュメント葬、樹林葬のような呼び方をされ
ているものもありますが、すべて実態は樹木葬です。

釣月寺の樹木葬の特長

特長

1
1名から3名まで納骨いただけます
釣月寺の樹木葬は、1名様のみでもご契約いただけますので、1名分のみお墓が欲しい、という方に
おすすめです。また、最大3名まで納骨が可能ですので、ご家族での利用も可能です。納骨人数につい
ては柔軟に対応できますので、お気軽にご相談ください。

特長

2
宗旨宗派不問、利用にあたって檀家になる必要はありません
釣月寺の樹木葬をご利用される方の宗教・宗旨宗派は全く問いません。また利用にあたって釣月寺の
檀家になる必要も全くございません。どなたでもご利用いただけます。納骨法要や回忌ごとの法事もお
受けいたします（別料金となります）。なお、法要は臨済宗の方式で行います。

特長

3
納骨期間をご自由に選べ、納骨がなければ期間は減少しません
納骨する期間が他の樹木葬ですと固定されていたり、「ご契約から〇年」となにかと不便なことがありま
す。釣月寺の樹木葬では、納骨する期間を7年間、15年間、50年間と選ぶことができます。
また、納骨がなければ、その期間は減りませんので、生前のお申込でも安心です。

特長

4
使用期間終了後は釣月寺にて永代供養いたします
使用期間終了後は、釣月寺境内にある永代供養墓「霊光塔」に合祀し、永代にわたってご供養いたし
ます。お墓の後継者がいない方でも、ご供養が途切れることはございませんので、ご安心してご利用を
いただけます。なお、永代供養墓に移動する際の追加費用はいただいておりません。

特長

5
プレートで自分/家族のお墓がわかるようにできます
お客様個々に樹木葬の区画の上に設置するプレートの装飾を自由にデザインをすることができます。
さらに、一般のお墓と変わりなく、お墓の前でお参りいただけます。

自然葬型 プレート型 墓石型
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使用期間 基本料金

７年間 180,000円

１５年間 250,000円

５０年間 330,000円
プレート料
名字の刻印

永代供養料

1名様の
納骨法要料

納骨法要について

お墓は、ご先祖様やご逝去された故人様と、お参りにお越しになった方とつながれる場所です。
釣月寺では、ご納骨いただく際に、墓所へ納骨し、 「納骨法要」をお勤めいたします。

納骨法要の流れ

３ 納骨法要

誠意を込めて納骨法要をさせ
ていただきます。

１ 納骨法要の日程調整

納骨法要のご日程を、当寺院と
ご調整いたします。まずはお電
話にてご連絡ください。

２ 墓地への納骨作業

当日は、ご遺骨をご持参いただ
きます。個別の区画へと納骨い
たします。

初回納骨時無料

納骨のご費用

釣月寺の樹木葬 料金表

料
金
に
含
ま
れ
る
も
の

※実際の文字・絵入れのイメージです

オプション

文字＋イラスト

基本料金+33,000円（税込）

基本プラン

追加料金なし

2回目以降

１霊につき100,000円

プ
レ
ー
ト
の
料
金

戒名

〇〇〇〇信士
〇〇年
〇月〇日

内訳：納骨法要のお布施 50,000円＋ 納骨作業料 50,000円（税込）

〇〇家のみ 名前のみ

髙橋 一郎
加奈子

家紋＋〇〇家

個別区画
使用料

釣月寺の樹木葬には、あなたの愛するペットと一緒に入ることができます！
ペットのみが納骨できるお墓はほかにもございますが、「一緒に入れるお墓」は地域初（※）！
樹木葬のプレートには、ペットのお名前も一緒に刻むことができます！

樹木葬には愛するペットと一緒に入れます！

※2022年12月現在
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永代供養塔

永代供養塔「霊光塔」とは

釣月寺では、「墓じまいをしたい」「お墓を持ちたいが、個別のお墓を持
つ経済的余裕がない」という方に、合祀型の永代供養塔（永代供養墓）
をおすすめしております。なお、戒名がない場合（俗名のみの方）でもそ
のままでご納骨いただけます。

納骨料金について

お名前とご逝去時の年齢・年月日を刻印した
墓碑を作成し、霊光塔に掲示いたします。

骨壺保管期間
/骨壺の個数

即合祀 1年間 5年間

1個 100,000円 120,000円 150,000円

2個～4個 150,000円 170,000円 200,000円

5個～10個 200,000円 250,000円 300,000円

11個以上 300,000円 350,000円 400,000円
永代供養料

利用料金

料
金
に
含
ま
れ
る
も
の

お墓の後継者がいないので、墓じまいをしよ
うと思ったが、今お墓のあるお寺・霊園では
永代供養をしてもらえない・・・

墓じまいをした後のご先祖様のお骨を納骨
する場所が見つかり、また自分が将来入る
場所も決まったので安心しました！

自分の入るお墓を買おうと思ったが、経済的
な余裕がなく、どこも料金が高くて購入でき
そうなお墓がない・・・

自分でも購入できるお墓が見つかりました。
また、住職にお葬式や法事のことも相談でき
て、心配せずにこれからも過ごせそうです！

永代供養塔「霊光塔」の特長

こんな場合にご利用ください

特長1 特長2 特長3
宗旨宗派は不問、檀家になる
必要もございません。
ご葬儀やご法要のご相談も
無料でお受けいたします。

永代供養塔の中で骨壺での
保管期間を最長5年間まで
設定できます。「すぐ合祀は
ちょっと」という方も安心です。

永代にわたって釣月寺がご
供養いたします。毎年2回開
催する合同法要会にご参加
をいただくことも可能です。

制作イメージ

オ
プ
シ
ョ
ン

墓碑（石材プレート） 個別年忌法要

毎年2回（春彼岸、秋彼岸）に合同供養
祭を開催いたしますが、個別でのご法事
をご希望の場合は、釣月寺本堂にて執り
行います。お気軽にご相談ください。

1枚 33,000円（税込）

※別途納骨の際の納骨法要のお布施を30,000円いただいております。
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集合型個別墓地

集合型個別墓地「のうこつぼ」とは

集合型個別墓地「のうこつぼ」は、納骨するスペースを個別に設け、納
骨できる形の集合墓地です。それぞれの納骨スペースごとにプレートに
よって扉が付いており、納めていただいたお骨をお守りするだけでなく、
名前などを自由にアレンジすることが可能です（別途料金となります）。
加えて、使用期間が自由に選べます。ご家族やご夫婦のお墓を永代使
用することも、ご子息様が墓じまいしやすいように使用期間をお任せす
ることも可能ですので、柔軟にご利用いただけます。

料金について

1区画（4霊まで納骨可能）につき

498,000円

集合型個別墓地「のうこつぼ」の特長

特長1 特長2 特長3
1区画を1名で使うことも可
能、最大4霊まで納骨ができ
ます。おひとり様だけでなく、
夫婦・家族の利用もできます。

購入いただいた区画にはお
名前やイラストなど好きなデ
ザインを入れることが可能と
なっております。

納骨の期間が自由に選べる
ので、ご子息様にも迷惑を掛
けません。使用期間終了後
は永代供養墓に移動します。

個別区画
使用料

永代供養料

料金に含まれるもの

※実際の文字・絵入れのイメージです

文字＋イラスト

上記価格+38,500円（税込）

プ
レ
ー
ト
の
料
金

名前のみ〇〇家のみ

髙橋 一郎
加奈子

上記価格＋33,000円（税込）

家紋＋〇〇家

納骨法要について

お墓は、ご先祖様やご逝去された故人様と、お参りにお越しになった方とつながれる場所です。
釣月寺では、ご納骨いただく際には、墓所へ納骨した後に、「納骨法要」を誠意を込めてお勤めいたします。

初回

52,000円

内訳：納骨法要のお布施 30,000円＋ 納骨作業料 22,000円（税込）

2回目以降

30,000円

内訳：納骨法要のお布施 30,000円
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お墓ご利用の流れ

釣月寺 墓地利用のシステム

永
代
供
養
塔
に
移
動
後
は
釣
月
寺
が
永
代
に
わ
た
り
、
ご
供
養
い
た
し
ま
す
。
3

樹木葬の場合

ご
契
約

ご
契
約

※使用期間の延長は、延長したい期間の費用を追加でお支払いただくことで対応いたします。

釣月寺のそれぞれのお墓は、下記のようなシステムとなっております。

1名ご納骨後

永代供養塔の場合 集合型個別墓の場合

樹木葬のシステムは下記の様になっております。
なお、使用期間は7年間・15年間・50年間から選べます

1名ご納骨後から
使用期間開始

使用期間
経過後

永
代
供
養
塔
に
移
動

永代供養塔および集合型個別墓については、使用期間を限定しておりません。
永代使用も可能となっております。

納骨後、永代にわたって供養

永代使用が可能
（使用期間の設定も可能）

使用期間
経過後（任意）

永
代
供
養
塔
に
移
動

※永代供養塔に移動する際の追加費用はいただいておりません。

（※）

（※）
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来園・来場

使用料の納入

ご見学

ヒアリング

プレート・銘板の
作成

ご納骨・ご供養

ご来場いただきましたら、お席にて全
体のご説明をいたします。

具体的なプランをご提案させていた
だくために、具体的にどんなお悩み
を抱えているかなどをヒアリングさ
せていただきます。

ヒアリングをさせていただいたうえ
で、お客様に最適なお墓をご見学い
ただきます。

ご契約時に使用する墓所の料金を
納入ください。

プレート・銘板の作成を行います。専門
スタッフが、お客様のご要望を忠実に再
現いたします。

ご納骨をする場合は、納骨法要を
させていただきます。

釣月寺では、ご葬儀やその後のご法事についても、お寺で全ておまかせいただけます。
生前にご契約の方は、ご葬儀の事前相談をしておくと、より安心です。
釣月寺でのお葬式について詳しくは次のページもご覧ください。

/

日付内容 説明

POINT ご葬儀・その後のご法事も釣月寺におまかせください

ご納骨までの流れ

7

お申込み

ここまでがご来場からの一連の流れ
になります。ご自身および故人様の
お眠りいただく場所が決まり、ご安
心いただけます。

/

/

/

同上

/

同上

ご納骨までのスケジュール
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釣月寺でのお葬式について

釣月寺での葬儀

釣月寺では、お寺から故人を送り出す「寺院葬」をおすすめしております。「葬儀にかかる費用
が心配」という方も、寺院の施設を利用し、費用を抑えてお葬式をすることが可能です。
すでに火葬が終わったものの、納得したお見送りができていない方には、お骨の状態でのお葬
式（後日葬・骨葬）にも対応いたします。

お葬式や仏事の事前相談のご案内

釣月寺のお葬式の流れ

万が一のときには、
まずは釣月寺にご連
絡ください。

☎055-931-3378

お寺に搬送させてい
ただき、枕経を取り組
ませていただきます。

葬儀社とお葬式の内
容をより詳細に決め
るお打ち合わせを進
めてまいります。

ご逝去・安置 枕経 お打ち合わせ 通夜・葬儀

お打ち合わせにて決
定した内容に従い、
お葬式を行います。

釣月寺でのお葬式について

Point1
本堂を式場として、家族葬か
ら最大50名までのお葬式が
できます。またお食事会場と
してもご利用いただけます。

会場使用料・祭壇使用料は
一切いただいておりません。
費用を掛けずにお見送りを
したい方におすすめです。

お寺にて、故人をご安置をす
ることも可能です。ご自宅に
安置する場所がなくても安
心してご利用いただけます。

Point2 Point3

釣月寺では、お墓のことに限らず、お葬式や法事などの仏事のお困り
ごとのご相談を随時お受けしております。もちろん料金は無料です。
お寺でのお葬式について、「とりあえず話だけでも聞いてみたい」とい
う方もお気軽にご利用ください。
釣月寺の住職があなたに寄り添ってお話をお伺いし、少しでも解決に
お導きできるようお話させていただきます。

釣月寺 住職
秋山 俊敬

（あきやま しゅんけい）

☎055-931-3378
年中無休 受付時間9:00～16:00

電話 LINE 予約フォーム

ご予約・お問い合わせは

右記QRコードを読み
取っていただくか、
「099jqakg」でID
検索をしてください。

右記QRコードを読み
取っていただき、WEB
予約をご利用ください

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブ様の登録商標です。
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もちろん大丈夫です！最近は跡継ぎがいないという事で、従来型の墓地ではない
形態のお墓をご利用になる方も多いです。跡継ぎがおられなくてもご利用できます
ので、安心して下さい。

Q1.跡継ぎがいないのですが、申し込むことはできますか？

釣月寺のどのお墓を利用になっても、檀家になって頂く必要はありません。
どなた様の利用であっても、故人の供養（法事等）はさせていただきますので、
ご安心ください。

Q2.お墓を利用するにあたり、檀家にならなくてはならないですか？

元気なうちにお墓を決めていただくことももちろん可能でございます。
釣月寺では、生前にお墓のお申込をされる方も多いです。

Q3.予めお墓を決めておきたいのですが、生前申し込みはできますか？

釣月寺では、故人様のお骨を納骨する場合、四十九日や一周忌、お彼岸の時期に
合わせて納骨される方が多いです。プレートの作成などに時間がかかるため、ご準
備はできるだけ早く始められることをおすすめいたします。

Q5.納骨の時期には決まりはありますか？

戒名がある場合は、宗派に関係なくその戒名で法事をさせて頂きます
戒名がない場合は、法事等はさせて頂きますが、仏様の弟子の証である戒名がな
くてはならないので、戒名を授与させて頂いてからになります。

Q4.既に火葬し、遺骨が手元にあるのですが、法事等は頼めますか？

もちろん可能です。最近はお参りが大変な場所からの移転などのご相談をいただ
きます。まずは、釣月寺にご相談ください。その後、必要があれば専門の石材店様
におつなぎいたします。

Q6.現在のお墓を墓じまいして、釣月寺に移動できますか？

☎055-931-3378
9:00～16:00 年中無休

臨済宗妙心寺派 釣月寺※ご契約後に墓じまいのご相談をされたい方
は、まずは釣月寺にお電話をいただけますと
幸いでございます。

よくある質問



お寺に不在の場合がございます。
見学・案内をご希望の場合は

事前にご連絡いただけますと安心です。

☎055-931-3378
対応時間：9:00～16:00 年中無休

住所：〒410-0105 静岡県沼津市馬込164-1

電車でお越しの方

自家用車でお越しの方

伊豆縦貫道 江間ICより10分

JR沼津駅より伊豆箱根バス長岡駅行バス乗車、

馬込バス停より徒歩6分

アクセス

右記QRコードを読み取って
いただくか、「099jqakg」
でID検索をしてください。

臨済宗
妙心寺派釣月寺供養できる安心

相談できるお寺

ご予約・お問い合わせ

電話

LINE公式アカウント

予約フォーム

右記QRコードを読み取って
いただくか、「釣月寺 沼津」
で検索いただき、公式HPの
WEB予約をご利用ください。

MAP

ご見学・ご案内について

釣月寺公式ホームページでは、
お墓やお葬式のご案内、お寺の縁起、
住職のブログを随時更新しております。

検索

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブ様の登録商標です。

QRコード読みとりまたは検索
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