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一、葬
肉 親の 死とい う現 実

儀

の

し

お

り

（宇 摩佛 教団 発行 ）

これ ほど つら く痛 まし い出 来事 はあ りま せん 。

「 生あ るも のは 必ず 死す 」と はい いな がら 、悲 しみ が次 から 次へ とこ みあ げて くる もの です 。
葬 儀と は、 不思 議な 深い 縁に 結ば れた 人と 人と の人 生最 後の 別れ の儀 式で す。

悲し みは 悲し みの まま に葬 儀 中
･ 陰 を通 じ 、その 中で 人生 の真 実 生
･ ま れた こと の意 義を 問う 場に した いも ので す 。
それ が亡 くな った 人の もっ とも 願う とこ ろで あり 、そ の願 いは 私達 の心 に生 き続 けて ゆく ので す。

遺 体の 尊厳 を守 ると いう 立場 から も二 十四 時間 を経 過し なけ れば 火葬 は出 来な いと いう こと であ り

葬
終

儀

心

得

遺体 を安 置し たら 、ま ず第 一に 亡く なっ たこ とを 寺に 連絡 しま す。

部 屋の 都合 がつ かな い場 合は 、さ ほど こだ わら なく ても よい でし ょう 。

こ の北 枕は 、釈 尊の 入滅 の姿 勢に なら って のこ とで す。

遺体 を納 棺す るま では 「北 枕」 とい って 、頭 を北 向に して 寝か せま す。

の

厳 粛に 、丁 重に つと めな けれ ばな りま せん 。

一 臨
二 遺 体の 安置

三 寺 への 連絡

改 めて 、寺 への 連絡 に使 者を 立て 、二 人で 葬儀 をお ねが いし ます 。

初 めて その 寺へ 葬儀 を依 頼す る場 合は 、親 族を 伴っ てお 願い に行 きま す。
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四 通

五 葬

夜

儀

礼受 け

近親 ・知 己等 が集 まっ て、 安置 した 遺体 を見 守り なが ら、 葬儀 まで の一 夜を あか す
と いう こと です 。
葬儀 は、 遺体 のま まで 行わ れる のが 本来 の形 式で す。
従 って 、葬 儀前 の火 葬は 出来 るだ け慎 みま しょ う。
喪主 は、 喪に 服し 祭壇 最前 列に 座す こと が大 事で す。
よっ て、 礼受 けは 喪主 の代 人が 致し ます 。

・

・

・

葬 儀の 式次 第が 終わっ たら 、遺 族・ 親族 ・近 親者 で「 最後 のお 別れ 」を しま す。
・

棺
・

六 出
・

中陰壇 をつ くり 、ご 本尊 をお 迎え し・ 位牌 （遺 骨） を安 置し 、佛 具を お飾 りし ます 。

・

陰

ま ぶ っき ょ う だん

四国 中央 市 新
･ 居 浜市 別子 山（ 旧・ 宇摩 郡内 ）の 宗旨 を超 えた 寺院 の宗 団

宇 摩 佛 教 団

全 日 本 佛 教 会

以上 、基 本的 なこ とが らを のべ まし たが 、く わし いこ とは 寺の 住職 とご 相談 なさ って くだ さい 。

・

七 中

う

宇摩 佛 教 団とは
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ま ん ちゅう い ん

二、四十九日（満中陰）

人 が亡 くなり 、次 の世 界へ 行く まで の間 を中 陰と 言い 、そ の最 後の 日を 満中 陰と 言い ます 。
たい や

葬 儀が 済み 、初 七日 ・二 七日 ・・ ・・ と供 養を して いき 四十 九日 目に 忌明 け法 要（ 満中 陰忌 ）を 行い ます 。
こ の地 域で は、 初七 日・ ・・ ・と 逮夜 （忌 日の 前夜 ）と いう 言葉 が一 緒に なり

毎週 夜行 うお 勤め を、 お七 夜と 表現 して いま す。 法要 事は 、忌 日前 夜か ら当 日に かけ て行 いま すの で

お七 夜の 場合 その 数え 方は 、亡く なっ た日 を第 一日 目と 数え 、六日 目の 夜が 最初 のお 七夜 ・七 日目 が初 七日 です 。

忌 日 に は 墓 参 り を し ま す （ 納 骨 が 済 ん で い る 場 合 ）。 こ れ を 毎 週 繰 り 返 し て い き 七 回 目 の 七 日 が 四 十 九 日 で す 。

四 十九 日に 忌明 け法 要を 行う のが 本儀 です ので 、当 日ま でに 寺に 連絡 をし て打 合せ をし てお きま しょ う。
また 当日 まで に、 新し い位 牌を 準備 しま しょ う。

等が あり ます ので 、適 当な 物を お店 で購 入し てく ださ い。

（ 百 ヶ日 のお 勤め と墓 参り は家 族で 行い ます ）
位 牌に つい ては 、種 類・ 寸法 ・値 段

尚 、文字 を彫 るタ イプ の位 牌を 注文 した 場合 、仕上 時間 がか かる よう なの で 、早め に注 文し た方 が良 いよ うで す 。

繰り だし 位牌 のよ うに 文字 を書 くタ イプ は寺 に持 参し てい ただ けれ ば、 当日 まで に書 いて おき ます 。
忌 明け 法要 に準 備す る物 、祭 壇は 葬儀 以降 使っ てき た物 をそ のま ま使 用し ます 。

本尊 掛け 軸・ 佛具 が必 要な 場合 、寺に 貸し 出し 用が あり ます ので 連絡 を入 れて くだ さい 。

新し い位 牌・ 霊供 膳・ お供 え物 ・花 ・ロ ーソ ク・ 線香 ・打 ち鳴 らし ・焼 香の 準備 （焼 香器 ・焼 香炭 ）な ど。

本 尊様 の御 前で 供養 や願 い事 等を する 場合 、ま ず自 分の 心身 を清 める ため に行 う作 法

墓 参り もし ます ので、 墓の 花・ ロー ソク ・線 香・ お供 え物 ・参 り米 ・マ ッチ など も用 意し まし ょう 。
しょ う こ う

焼 香と は
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あ ら

三、新
ぼ ん

盆

新佛 様が 初め て迎 える お盆を 『新 盆』 とい い祭 壇等 を準 備し て供 養を しま す。
お盆 まで に祭 壇を 準備 して 八月 十三 日に お墓 で迎 え火 を焚 き佛 様を お迎 えし

お 盆の 間は家 族・ 親類 で供 養を 行い 、八 月十 六日 にお 墓参 りを して 佛様 を送 れば 、お 盆の 行事 が終 わり ます 。

こ の地 域で は、 以前 より 新盆 の迎 え火 を八 月十 四日 に焚 くの が慣 習に なっ てい るよ うで す。
新盆 を迎 える 為の 準備 、祭 壇は 早め に準 備し まし ょう 。

新佛 様の 位牌 ・本 尊様 の掛 け軸 ・霊 供膳 ・お 供え 物・ 花・ ロー ソク ・線 香・ 打ち 鳴ら しな ど
墓 参り の花 ・ロ ーソ ク・ 線香 ・お 供え 物・ 参り 米・ マッ チな ど。

を 販売 して いる お店 もあ りま すの で、 購入 され ても 構い ませ ん。

迎え 火を 焚く 準備 、線 香を 五本 くら い束 ねた 物を 百八 束、 又は 新し い割 り箸 を百 八本 でも 構い ません 。
最近 は、 迎え 火セ ット

迎 え火 は、 家の 門口 で焚 くの が本 来で すが 、墓 の前 で焚 くの がこ の地 域の 慣習 です。

当院 では 毎年 八月 十四 日に 、前 年の 八月 一日 ～今 年七 月三 十一 日に亡 くな った 方の 新盆 会を 行っ てお りま す。
案内 状を 差し 上げ ます ので 、お 繰り 合わ せの 上、 お参 りく ださ い。
新 佛様 の居 ない お宅 でも 、佛 壇の 準備 と墓 参り を忘 れず に
お盆 には 、ご 先祖 様を お迎 えし て供養 しま しょ う。
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せ

が

き

く

よ う

四、施餓鬼供養

毎年 お盆 には 、先 祖供 養だ けで なく 有縁 無縁 供養 の為 に施 餓鬼 供養 を行 いま す。

供 養に 使う壇 を『 施餓 鬼棚 』・『水 棚』 といい ます 。竹 と菓 子箱 のよ うな 物が 有れ ば、 簡単 に作 れま すが

（ 八月 十三 日か ら八 月十 六日 まで ）

最 近は お店 でも 購入 でき ます ので 、ど ちら で準 備さ れて も構 いま せん 。

施餓鬼棚のまつり方例

施 餓鬼 棚に 使う お札 は、 町内 はお 盆ま でに お配 りし ます 。
お 供え を簡 単に する 場合 は、 団子 と水 だけ でも 構い ませ ん。
使っ たお 札は 、八 月十 六日 に墓 でお 焚き 上げ して くだ さい 。
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た つ

五、お辰巳
み

新佛 様の お正 月、 巳正 月の事 をこ の地 域で は『 お辰 巳』 とい いま す。
十二 月の 最初 の辰 の夜 から 巳の 朝に かけ て祭 壇で のお 勤め と墓 参り をし ます が
最 近で は、辰 の夕 方頃 に墓 参り をし て、 夜祭 壇で お勤 めを する お宅 が多 いよ うで す。

準 備す る物 、祭 壇・ 新佛 様の 位牌 ・お 供え 物・ 餅・ 霊供 膳・ 花・ ロー ソク ・線 香・ 打ち 鳴ら し・ 豆腐 一丁 など
墓の 花・ ロー ソク ・線 香・ ワラ ・餅 ・竹 ・マ ッチ など
墓で ワラ や木 を燃 やし て竹 を鳴 らし ます 。ま た、 ワラ の火 で餅 を焼 いて 食べ ます 。

なぜ 、お 辰巳 に竹 を鳴 らす ？
最近 、環 境破 壊や 火災 が原 因で 禁止 にな った 都市 も多 いよ うで すが

旧 正月 や祝 日・ 慶事 の際 、爆 竹を 鳴ら して 悪邪 を追 い払 う中 国の 習慣 に由 来し ていま す。

お辰 巳は 、真 言宗 の正 式な 宗教 行事 では なく 、元 々地 域の 風習 から 出来 たも ので す。
行 事の 仕方 ・準 備す る物 など 、地 域に よっ ても 少々違 う場 合が 有る よう です 。
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ね

は ん

六、お涅槃
（ 旧 暦の 二月 十四 日・ 十五 日 ）

お釈 迦様 の入 滅の 日を 涅槃 とい い、 お釈 迦様 の供 養を 涅槃 法会 とい いま す。
お 涅槃 には、 お釈 迦様 の供 養に 併せ て檀 家各 家の 供養 も行 いま すの でお 参り くだ さい 。
か

もの

新 佛様 のお 宅に は三 ヶ年 ご案 内致 しま すの で、 是非 お参 りく ださ い。

三 ヶ 年 間 お 参 り の 際 は 、 戒 名 を 書 い た 『 掛 け 物 』 を お 持 ち く だ さ い 。（ 新 佛 様 以 外 の 掛 け 物 も 受 け 付 け ま す ）

『掛け物』の書き方
お 包み の表 に、 亡く なっ た方 の戒 名を 縦一 杯に 書き ます 。
自 分の 名前 は裏 側へ 。水 引の 色は 黒を 使い ます 。（ 赤以 外な ら可 ）

新 佛様 の特 別供 養の 為に お持ち 頂く 戒名 を書 いた お包 みの 事

尚、 包む 金額 に決 まり はあ りま せん 。
もの

お涅槃豆知識
か

掛け 物とは
ば

婆 とは

個 別に 供養す る場 合に 申し 込み ます （○ ○家 先祖 代々 ・○ ○霊 菩提 の為 など ）

とう

塔
ふだ

沢山 の供 養を する 場合 に人 数分 を申 し込 みま す（ 親戚 一同 分・ 戒名 不明 など ）

みず

水の札 とは

お涅槃お参りの仕方

らく

先、 お寺 に着 いた ら、 お持 ち頂 いた 掛け 物を 受付 に出 して くだ さい 。次 に、 塔婆 水
･ の札 線
･ 香ロ ーソ ク等 の

じょう

購入 と申 し込 みを 行い 、最 後に お堂 内外 をお 参り して 頂け れば 結構 です 。

が

じょ う

一切の煩惱がなくなることを涅槃といいます。涅槃には、 常 （生き死にがない常住）楽（生き死にの苦しみが
じ ょう ら く え

ない 安楽 ）我 （悟 を得 た本 当の 我） 浄 （垢 れや 不正 がな く、 どこ まで も清 浄） の四 つの 徳が 具わ りま すの で

寿 院→ 五智 院→ 井源 寺→ 西蓮 寺→ 西福 寺→ 延命 寺の 輪番 で行 いま す。

常楽 我浄 の上 の二 文字 をと って 、涅 槃法 会を 常楽 会と いい ます 。
お 涅槃 は、 六ヶ 寺結 衆
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七、法

事

亡く なっ た方 に、 より 一層の 功徳 を積 んで 頂く ため の、 家族 親族 が行 う追 善供 養を 一般 に法 事と いい ます 。

法事 は一 周忌 ・三 回忌 ・七 回忌 ・十 三回 忌・ 十七 回忌 ・二 十三 回忌 （二 十五 回忌 は地 方慣 例） 二十 七回 忌

三 十三 回忌・ 三十 七回 忌・ 五十 回忌 と進 んで いき ます 。年 忌の 数え 方は 、亡 くな った 年か ら数 え始 めま すの で

例 えば 平 成元 年 に 亡く なる と七 回忌 は 平成 七年 です 。年 齢を 数え ると きの 、数 え年 の繰 り方 と同 じで す。
法事 の予 定が 決ま れば 、早 めに 寺へ 連絡 を入 れて 日程 の打 合せ をし まし ょう 。
翌年 の法 事の 予約 は十 一月 下旬 以降 に受 け付 けま す。
法 事に 準備 する 物、 本尊 様の 掛け 軸・ 祭壇 ・位 牌・ 塔婆 （ト ーバ ）・ 墨汁

霊供 膳・ お供 え物 ・花 ・ロ ーソ ク・ 線香 ・打 ち鳴 らし ・焼 香の 準備 （焼 香器 ・焼 香炭 ）な ど。
墓参 りも しま すの で、 墓の お供 え物 ・花 ・ロ ーソ ク・ 線香 ・参 り米 ・マ ッチ など

本 尊様 の掛 け軸 と佛 具は 、寺 に貸 し出 し用 があ りま すの で、 必要 な方 は連 絡を 入れて くだ さい 。
法事 の度 に塔 婆（ トー バ） が必 要で すの で、 お店 で購 入し てく ださい 。

塔婆 は回 忌に よっ て長 さが 違い ます が、 お店 で「 ○○ 回忌 用ト ーバ 下さ い」 と言 えば 大丈 夫で す。
法 事の お宅 で塔 婆を 書く のに 墨か 墨汁 が必 要で すので 、こ れも 準備 して くだ さい 。

法要 時に 戒名 を書い て供 養す る供 養塔 のこ と

墨 が無 い場 合は 、塔 婆を 寺ま で届 けて いた だけ れば 、こ ちら で書 いて 当日 持っ て行 きま す。
と う ば

塔婆 とは
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八、お彼岸
佛教 では 、生 死に 苦し み、 迷い や悩 みの 多い 心の 状態 を此 岸（ こち らの 岸） とい い
ろっぱらみつ

迷 いや 苦しみ を乗 り越 えた 理想 の世 界を 向こ う側 の岸 に見 たて て彼 岸、 もし くは 到彼 岸と いい ます 。
此 岸か ら彼 岸に 渡る 渡し 船の 役目 をす るの が六 波羅 蜜 （六 つの 修養 方法 ）で
そ の彼 岸に 渡る べく 努力 する 週間 を親 しみ を込 めて 『お 彼岸 』と よん でい ます 。
ち ゅう ど う

春分 ・秋 分の 日は 、太 陽が 真東 から 出て 真西 に入 る。 昼夜 等し く
そこ で、 佛教 の根 本精 神の 一つ であ る中 道（ かた よら ぬ心 ）の 象徴 とし て

お 彼岸 の中 にお かれ 、お 中日 とし て前 後三 日ず つ配 して 修養 の方 法を 実践 する 日と して いま す。
ま た、 秋分 の日 は法 律で も『 先祖 を敬 い亡 くな った 人を 偲ぶ 日』 と定 めら れて おり

昔か ら先 祖供 養の 季節 とし て親 しま れて いま す。 自分 の家 の墓 だけ でな く、 日頃 ご無 沙汰 して いる
親戚 等の 墓も お参 りし 、墓 参り をき っか けと して 我が 家の 歴史 を子 供に 伝え たり
ろ っ ぱ ら み つ

人 生に つい て語 り合 うの も意 義深 いお 彼岸 の過 ごし 方と いえ まし ょう 。
ふ

せ

六波羅蜜について
①布 施（ ほど こし をす る）

上 から 下へ 何か を与 える のでは なく 、人 間は 誰で も何 かの 特徴 を持 ち、 どれ ほど かの 力を 持っ てい ます 。

学 者は 学問 の力 を、 労働 者は 体力 を、 財の ある 人は 財を 、技 術者 は自 分の 持て る技 術を 世の ため 人の ため に

提供 する 。何も なく ても 、や さし い言 葉・ にこ やか な微 笑み だけ でも 、人 の心 を救 うこ とが 出来 るの です 。
じかい

②持 戒（ 規則 を守 る）
我 がま ま・ 気ま ま・ 身勝 手、 ふし だら を平 気で やっ てい たら 不幸 を招 くだ け。
人 間は 、人 間の 道を 守ら なけ れば 自由 には 生き られ ませ ん。

法を 守り 、社 会人 とし て秩 序を 維持 し人 の道 を守 るこ とが 彼岸 に渡 る第 二の 船と なり ます 。
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に ん にく

③ 忍辱 （が まん する ）
堪 え忍 ぶと いう こと は、 弱者 の道 徳と 思う のは 間違 いで す。
不利 益な 立場 に置 かれ たと き、 よく それ に堪 え、 静に もの ごと の理 非を 判断 し

広 い 目 で ま わ り を 観 察 す る だ け の 心 の ゆ と り を 持 って 、 何 事 に も 堪 え 忍 ん で 行 く こ と が 第 三 の 船 と な り ま す 。
し ょ う じん

④ 精 進 （は げむ ）
いつ の時 代で も怠 け者 が成 功し たた めし はあ りま せん 。
人間 はそ の時 代に 応じ て、 環境 にふ さわ しい 勉強 をし なけ れば いけ ませ ん。

精 進努 力が 成功 の絶 対条 件で あり 、こ れが 不満足 な此 岸か ら満 足の 彼岸 に達 する 第四 の船 です 。
ぜん じ ょ う

⑤禅 定 （心 を落 ちつ ける ）
世の 中が 騒が しく なり 、仕 事が 忙し くな れば なる ほど 、落 ちつ きが 必要 にな りま す。
安 定し た心 から正 しい 判断 が生 まれ ます 。心 の落 ちつ きを 保っ てい くと

え

そ れが 健康 の増 進に 役立 ち生 活力 の源 にな りま す。 平和 の彼 岸に 到る 第五 の船 とな りま す。
ち

⑥智 慧（ ちえ をみ がく ）

科学 はす ばら しい 進歩 を遂 げて いま す。 科学 知識 を尊 重し なけ れば なり ませ んが 、忘 れて はい けな いの は
科 学は 人間 の幸 せの ため に有 るの だと いう こと です 。も の知 りの ちえ では なく

人 生を 正し く見 極め てい く智 慧の 眼を 明ら かに して いく こと が彼 岸に 渡る 第六 の船 とな りま す。
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九、法事等祭壇の例

（参 考に して 頂く ため の一 例で す 。）

本尊 様は 、大 日如 来・ 十三 佛な ど（ 寺に 貸し 出し 用が あり ます ので 、必 要な 場合 は連 絡を 入れ てく ださ い 。）
本 尊様 のお供 え（ 佛飯 ・お 茶） も忘 れな いよ うに しま しょ う。
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牌

十、霊供膳

位

お

お

ひ

つ

ら・・・しいたけ、にんじん

髙野どうふ、こんぶ

物

豆

白和え

大根などの煮物

ぼ・・・煮

た か つ き・・・酢

霊供 膳は ご先 祖様 のお 供え です ので 、位 牌の 方へ 向け て供 えて くだ さい 。
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十一、掛け軸の仕舞い方
ふうたい

掛 け軸 をし まう 場合 、風 帯（ 掛け 軸上 部に ある 、細 くて 長い 帯） の畳 み方 は

上 の図 のよ うに 左の 風帯 は右 へ、 右の 風帯 は左 へ折 り曲 げま す。
軸に 巻き 込む と、 巻き 癖が つい てし まい ます 。
紐 の結 び方 は左 の図 を参 考に して くだ さい 。

軸 の掛 け紐 は、 あま り強 く締 め付 けな いよ うに しま しょ う。

掛け 紐が 強い 場合 、軸 にシ ワが 入り ます ので 注意 しま しょ う。

軸は湿 気を 嫌い ます 。春 秋の 天気 の良 い日 に、 直射 日光 を避 けて 虫干 しを しま しょ う。
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十二、佛壇のまつり方例

（参 考に して 頂く ため の一 例で す 。）

佛壇 は、 位牌 を祭 る為 だけ でな く、 その 家を お守 り下 さる 本尊 様の お住 まい です 。
新 しく 購入・ 入れ 替え をさ れた 時は 、本 尊様 （大 日如 来・ 不動 明王 ・弘 法大 師） の

開 眼供 養と 佛壇 のお 清め に参 りま すの で、 寺へ 連絡 を入 れて 日程 の打 合せ をし まし ょう 。
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十三、永代供養について

寿院 では、 高齢 化や 少子 化等 々、 諸事 情で 佛壇 や墓 地の お世 話が 困難 にな った 方の ため に
位 牌と 遺骨 の永 代供 養が 出来 るお 堂（ 位牌 堂） を平 成二 十四 年に 建立 致し まし た。

位 牌 永 代 供 養 料 ― 壱 百 万 円 （ 専用 厨子 一区 画分 ）
遺 骨 永 代 供 養 料 ― 参 拾 万 円 （二 霊以 上同 時に 預か る場 合は 、五 拾万 円）
永代 供養 を申 し込 まれ る場 合、 同意 して 頂く 事項 がご ざい ます 。
※ お位 牌は 、専 用厨 子に 納ま るよ う作り 替え て下 さい 。
※ 繰り 出し 位牌 の場 合、 中板 は黒 檀な どの 文字 を彫 るタ イプ でお 願い 致し ます 。

※位 牌棚 が一 杯に なった 場合 、お 位牌 の古 い順 に位 牌堂 本尊 （釈 迦如 来） 祭壇 内に 移動 して 供養 致し ます 。
※遺 骨棚 が一 杯に なっ た場 合、 遺骨 は合 葬し て土 に還 しま す。
※ 納めて 頂い た永 代供 養料 は、 如何 なる 場合 も返 却致 しま せん 。

壽

院

尚、申し込みは檀家内外を問いません。詳細は当院までお問い合わせ下さい。

五寶 山

www.kenjuin.jp

（〇 八九 六） 七四 ―二 四三 二

：
URL
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わが家の備忘録

年中 行事 のメ モ等 にお 使い 下さ い。
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