令和２年４月１５日
檀信徒・永代供養会員の皆様

法要形式の変更と寺院の基本方針について
曹洞宗

香澤山 安洞院
住職 横山 俊顕

前略 常日頃よりのご法愛ならびに菩提寺護持へのご協力を賜り、心より感謝
申し上げます。
この度、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を受け、法事の開催可否等につ
いて多数のお問い合わせをいただいておりますことから、寺院としての基本方
針ならびに急を要さない法事等の形式を変更することとなりました。
これまでも政府の提唱する「三密」を避けるための臨時的な対応として、
「待
合室を利用せず本堂への直接の入場、お茶接待の中止、経本使い回しの中止、マ
スク着用のままの法要・法話、会食のテイクアウト化」などを行ってまいりまし
た。しかしながら、4 月〜5 月の連休にかけて毎週多数の法要の予約が入ってい
ることから、短時間での本堂の換気や十分な式場のアルコール消毒等の作業が
追いつかず、寺院として万全の体制で檀信徒の皆様をお迎えすることが困難と
判断いたしました。
よって、年回法要などの法事は事態が終息するまでの当面の間、①安洞院によ
る代行供養、②納骨が必要な方や特に希望される方には屋外の墓前でのご供養、
③時期の延期、という臨時対応を取ることといたしました。通夜葬儀など緊急を
要するもの、法事以外のペットや水子のご供養についても、感染防止の観点に立
った基本方針をまとめましたのでご参照ください。
現時点で私たち一人一人が出来ることは、人との接触を避ける、無用な移動を
せずに自宅にて過ごすことしかありません。住職が責任をもって出来る限りの
対応にて、遠方の皆様が安心して手を合わせられるよう努めてまいりますので、
ご理解とご協力を賜りたく伏してお願い申し上げます。
更なる感染拡大や医療崩壊の危機、経済の低迷など、ウイルスによる国難を私
たち一人一人の自覚と努力によって乗り越えて行けますよう、朝に晩に皆様の
ご無事を衷心より念じております。
合掌

新型コロナウイルス感染防止のための法要の臨時対応について（法事）
▼寺院のクラスター化を未然に防ぎ、檀信徒の感染防止への取り組みとして、人々が集まる本堂での
法事の開催方法を変更し、以下のいずれかの方法によって対応していくことをお願いします。
（永代供養会員の方はお布施は原則不要です。生花などの実費のみご負担ください）

①法事の代行を安洞院へ依頼する

専用フォームはこちら▶

ご供養の方法

安洞院にてご供養を代行し、墓前に塔婆とお花を供えます

費

内容によりご相談に応じます（生花・塔婆の数・法要内容）

用

主な対象者

納骨を伴わない一般的な法事の方、遠隔地の方など

申込方法

ご予約のうえ郵便振替・口座振込・現金書留でご送金
（お電話・FAX・フォーム等からお申込みください）

備考・その他

終了後、領収書とともに墓参代行時のお写真を送付します
LINE やメールでのご希望があれば写真や動画を送信します
（回線の不具合等を考慮し、ライブ配信は行いません）

②墓地での読経供養のみ行う
ご供養の方法

本堂を使用せず、屋外の墓前にて法要を行います

費

内容によりご相談に応じます（生花・塔婆の数・法要内容）

用

主な対象者

納骨や石塔開眼が必要な方、墓前での供養をご希望の方

申込方法

お時間をご予約のうえ当日に諸費用をお支払いください
（お電話・FAX・フォーム等からお申込みください）

備考・その他

墓地にて直接集合し、ご供養を行います（約 20 分）
。
当院境内外の墓地をご利用の方でも調整のうえ伺います。
テイクアウト用の法要膳（3,000 円〜）もご用意できます。

開眼供養について

仏壇本尊、位牌開眼が必要な方は事前にお持ちください。
こちらで予め開眼供養を行い、当日墓前にてお渡しします。

③法要を中止・延期し、後日の機会に行う
ご供養の方法

法要を延期し、８月のお盆、11 月の歳末供養などで行う

備考・その他

安洞院では 8 月と 11 月の合同供養でも、年回供養のお塔
婆を建ててご供養することも可能です。

新型コロナウイルス感染防止のための法要の臨時対応について（葬儀）
▼葬儀場のクラスター化を未然に防ぎ、檀信徒および会葬者の感染防止のための取り組みです。

①通夜葬儀に関する基本方針
◉延期はできませんので、基本的に少人数・小規模・短時間での執行を第一とします。
◉近親者で葬儀を行い、事後に死亡広告を出すという方も増えています。
（下表 A）

◉式中のマスクの着用をお願いします。導師も読経と法話はマスク着用で行います。
◉適切な距離を保つため、参列人数よりも広めの式場の手配をお勧めいたします。

◉通夜振る舞い、精進上げの席等は自粛をお勧めいたします。
（代替案として、持ち帰
りのパック膳の用意、御膳の代わりのカタログギフトの用意などが多いようです）

◉式場には受付に張り紙を掲示し、
「体調の優れない方は参列をお控えください」
「ご

焼香のみでお帰りいただいても結構です」
「マスクの着用をお願いします」という旨

をご案内願います。様々な方が訪れる場所への配慮の一環としてお願いいたします。

◉社会的な役職等から一般葬儀を行う必要がある場合、仏事を事前に行う２段階形式
にて行うことで会葬者の滞在時間を大幅に短縮化することも出来ます。
（表 B）

◉開式前に会葬者にご焼香いただく（式は親族のみで）という形式も可能です。
（表 C）

②感染防止対策の観点に立った葬儀の具体例
▼この１ヶ月間に行われている葬儀関係の具体的な事例をご紹介します。
ご親族の居住地域や施主・故人様の社会的なお付き合いの在り方によって、葬儀で大切にする部分は変わりま
す。会葬者に事前に焼香してもらう形が最も多くなっています。当院では個別のご相談に応じております。

ご葬儀の方法

A

家族・親族中心にて
最低限の人数で行う

B

親族で事前に仏事を行う
２段階形式の葬儀

C

会葬者は事前に焼香し
親族のみ残り儀式を行う

通常通りの流れで通夜と
葬儀を執り行う。
事後に死亡広告を出して
お知らせをすることも可。
（自宅での対応が必要）

開式１時間前に親族のみで儀
式を行う。開式時刻に喪主謝
辞を最初に行い、参列者は焼
香してそのまま退出する。喪
主・親族は門送りに立つ。

開式前に参列者は受付の焼香
所にて焼香し、喪主や遺族が
出迎える。参列者が全員帰っ
たところで定刻より儀式を執
り行う。（定刻を過ぎても可）

通常通り、式終了後に行
い、全員に挨拶できる。

開式前、会葬者全員に謝意を
伝えることができる。

文書やペーパーアイテムとし
て会葬者へ渡す。親族へは通
常通りの喪主謝辞を行う。

メリット

定刻通りの時間にて進行
す る こ と が で き る。少 人
数のため感染リスク低い。

喪主の謝辞、お別れの言葉な
どを全員に伝えることができ
る。一般参列時間の大幅短縮。

一般参列の時間がほとんど無
いため、感染のリスクを下げ
ることができる。

デメリット

事後の死亡広告の場合は
自宅へ訪問する人が多い
ため、対応が大変になる。

開式前に着座している時間が
発生する。（受付にて焼香して
帰ることができる配慮も必要）

直接謝辞を述べることができ
ない。かわりに一人一人をお
見送りすることで対応する。

具体的な
式次第

喪主の謝辞

新型コロナウイルス感染防止のための臨時対応について（ペット・水子）
▼寺院のクラスター化を未然に防ぎ、檀信徒の感染防止への取り組みとして、水子供養やペット供養
などの運営方法について、以下の通りの対策を行います。

①ペットのご供養・ご納骨
ご供養の内容

屋外の供養塔前で読経し、納骨供養を行います。

費

初回１万円、２回目以降 5 千円（従来通り・塔婆代含む）

用

変更点

寺院での受付を廃止し、供養塔前に集合とする

備考その他

ご予約のお時間に墓地管理事務所（山門左手の自動販売機が
ある建物）にお越しください。受付後、屋外で行います。

②水子供養・ご納骨
ご供養の内容

屋外の地蔵尊前で読経します。納骨供養も承ります。

費

5 千円（従来通り・塔婆代含む）

用

変更点

しのぶ会館にて受付後、屋外に移動してご供養を行います。

備考その他

ご予約のお時間に本堂横の総受付、来客専用の待合室にお越
しください。換気、消毒を十分に行っております。

▼感染防止対策期間の来客時の窓口について
換気、清掃、消毒の作業を集中して行うため、来客用の玄関と部屋を限定しています。
感染拡大防止対策の一環です。ご理解をお願いいたします。

しのぶ会館

経蔵

来客・相談者入口
厨房

2

②渡り廊下を越えて、来客者の部屋へお入りください。
（室内の換気と消毒を徹底しています）
本堂・開山堂

仏具庫

事務室

玄関・受付

1

①はじめに玄関にてインターホンを
鳴らしてください。

位牌堂

安洞院御中

FAX

024-533-6785
https://antouin.com/form/covid19.html

▼メールは info@antouin.com へ フォームはこちら⬆
申込内容

※ご希望の内容を〇で囲んで下さい。

代行を依頼

・ 墓前の供養

ご 戒 名
ふ

り

が

キャンセル

霊位

な

回忌

お電話

お申込者
ご 住 所

・

（

）

市区
町村
「代行」の方には事後に領収書と写真をお送りします。

希望日

月

時

日

分 希望

「代行」「墓前供養」いずれの場合もご記入下さい。 「墓前供養」を希望の方はお時間もご記入下さい。

生花・供物
注文の方
※
※

本堂供物
4,000 円

・

本堂生花
3,000 円 ×２束

・

（

墓参生花

）円 ×（

）束

※お寺に注文するご希望の内容を〇で囲んで下さい。「代行」の方はお振込、「墓前供養」の方は
当日現金にて清算いたします。（現金書留でも承ります）。お布施についてはご供養内容に応じます。

複数のご戒名がある場合や先祖代々のお塔婆等の詳細は通信欄にご記入ください。
ご戒名が分からない方は、俗名と御命日をご記入下さい。お寺で調べます。

＜通信欄＞

準備の都合上、代行は希望日の 3 日前までお願いします。
◉お申込みは、お電話、またはこの申込書を FAX、メール、フォームなどから内
容をお送りください。追って個別に返信いたします。
◉代行の場合は申込書を同封のうえ現金書留、または下記の口座へお振込下さい。
福島信用金庫

岡山支店

シユウ）アントウイン

普通

0151307

