
　その様な方々に代わってお墓をきれいにし、墓守させて頂く

　サービスを当センターで行っています。

名取市内にお墓があり、上記の様にお困りの方、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜひお手伝いさせて下さい！

　　◆ 基本プラン：一区画 （一基分）

　　◆ 内容：墓石（苔落とし、洗浄等）

　　　　　　　　花立及び線香台、区画内清掃 (除草含)

　オプションとして

　　　○お供え（ お花 ・ お線香 ）

　※オプションに関しては別途お見積をさせて頂きます。

　※水道の有無や区画面積等により別途追加料金が発生する場合がございます。

　①　合掌 ： はじめに、清掃開始をご先祖様や故人にご報告致します。

　②　清掃 ： 区画内( 除草含 ) 線香・花立て、墓石

　　　　　　※　墓石清掃

　　　　　　　　　　１ ） ハケやほうきなどでほこりなど取り除きます。

　　　　　　　　　　２ ） 墓石をタオルやスポンジ等でキレイに洗っていきます。

　③　合掌 ： 最後に、掃除終了をご先祖様や故人に報告致します。

　　　　　

　　　　　　　　　　　　 了承を頂ければ　　　　　　　　　　　　 了承を頂ければ　　　　　　　　　　　　 了承を頂ければ　　　　　　　　　　　　 了承を頂ければ日程調整をさせて頂きます。日程調整をさせて頂きます。日程調整をさせて頂きます。日程調整をさせて頂きます。

　　　　　　　　　　　　 尚、作業前後の写真を添付し就業報告を致します。　　　　　　　　　　　　 尚、作業前後の写真を添付し就業報告を致します。　　　　　　　　　　　　 尚、作業前後の写真を添付し就業報告を致します。　　　　　　　　　　　　 尚、作業前後の写真を添付し就業報告を致します。

☎022-383-8017　　　　　

5,000円～

　(事務費・税込）

 　　　　　　　　　　※ お客様には事前に見積金額をお知らせさせて頂き、 　　　　　　　　　　※ お客様には事前に見積金額をお知らせさせて頂き、 　　　　　　　　　　※ お客様には事前に見積金額をお知らせさせて頂き、 　　　　　　　　　　※ お客様には事前に見積金額をお知らせさせて頂き、

　いつでもきれいにしておかなければと思う反面、遠くに住んでいたり

　お墓は、ご先祖様が静かにお休みになっている大切な場所です。

　体力の衰えなどで、掃除をするのが困難な方も増えてきています。

公益社団法人　名取市シルバー人材センター

　　　まずはお気軽にお問合せ下さい

「墓守」清掃作業代行サービス

～ ・　先祖代々、大切なお墓をお守りいたします　・ ～

料金料金料金料金

作業の流れ作業の流れ作業の流れ作業の流れ



　　浄土宗・浄土真宗・天台宗　　浄土宗・浄土真宗・天台宗　　浄土宗・浄土真宗・天台宗　　浄土宗・浄土真宗・天台宗

　　　　南無阿弥陀仏（なむあみだぶつ）

　　禅宗・曹洞宗・臨済宗　　禅宗・曹洞宗・臨済宗　　禅宗・曹洞宗・臨済宗　　禅宗・曹洞宗・臨済宗

　　　　南無釈迦牟尼仏（なむしゃかにぶつ）

　　日蓮宗　　日蓮宗　　日蓮宗　　日蓮宗

　　　　南無妙法蓮華経（なむみょうほうれんげきょう）

　　真言宗　　真言宗　　真言宗　　真言宗

　　　　南無大師遍照金剛（なむだいしへんじょうこんごう）

   １. はじめに合掌   １. はじめに合掌   １. はじめに合掌   １. はじめに合掌

　  　お客様に代わってお墓掃除をさせて頂くことを

　　　ご先祖様や故人に報告を致します。

 　２. 敷地内の清掃 　２. 敷地内の清掃 　２. 敷地内の清掃 　２. 敷地内の清掃

　     お墓の敷地内の清掃を致します。

 　３. 　３. 　３. 　３. 花立て・お線香台 花立て・お線香台 花立て・お線香台 花立て・お線香台

　 　花立て、お線香台を綺麗に清掃致します。

 ４. 墓石の清掃 ４. 墓石の清掃 ４. 墓石の清掃 ４. 墓石の清掃

　　　①ハケやほうきなどでほこりなど取り除きます。

　　　②墓石をタオルやスポンジ等でキレイに洗っていきます。

 ５. ５. ５. ５. 最後に合掌 最後に合掌 最後に合掌 最後に合掌

     　お掃除が終了したことをご先祖様や故人に報告致します。

　　　　　

　日程調整をさせて頂きます。尚、作業前後で就業報告を致します。日程調整をさせて頂きます。尚、作業前後で就業報告を致します。日程調整をさせて頂きます。尚、作業前後で就業報告を致します。日程調整をさせて頂きます。尚、作業前後で就業報告を致します。

☎022-383-8016　　　　

　　　★まずはお気軽にお問合せ下さい★　

 公益社団法人　名取市シルバー人材センター

　「墓守」清掃作業内容

　　はじめに‥

   　　お掃除をする前後に

　　　　　　　　　　　　合掌合掌合掌合掌を致します。

※お客様には事前に見積金額をお知らせさせて頂き、了承を頂ければ※お客様には事前に見積金額をお知らせさせて頂き、了承を頂ければ※お客様には事前に見積金額をお知らせさせて頂き、了承を頂ければ※お客様には事前に見積金額をお知らせさせて頂き、了承を頂ければ

　★作業手順

お墓掃除を行う際の道具として

バケツ、タオル、スポンジ、ほうき、ちりとり、ゴミ袋 等

準備をして実施させて頂きます。



フリガナ 電話番号 （　　　　）

お 名 前 携帯番号 － －

お客様

住 所

墓 碑 名  作業希望日

お寺名

場　所

「墓 守」 清 掃 作 業 代 行 申 込 み 用 紙

－

　　　　年　　　　月　　　　日　  頃　　

　　　　　　　公益社団法人　名取市シルバー人材センター

FAX ： ０２２ - ３８３ - ８４７６　　

TEL ： ０２２ - ３８３ - ８０１６　　

水道の有無　　 　　　　　　有　　　・　　　無　　

連絡事項

★　お 気 軽 に お 問 合 せ 下 さ い　★

〒



30カ所

地区 所在地 宗派

 増田字後島103  曹洞宗

増  増田字北谷157  曹洞宗

田  下余田字飯塚563  曹洞宗

 上余田字市の坪82  無宗派

増田西  手倉田字諏訪248  曹洞宗

下  下増田字丁地２３３  真言宗 智山派

増  杉ケ袋字尻田村６７  曹洞宗

田  杉ケ袋字前沖54  天台寺門宗

 高舘熊野堂字岩口中35  真言宗 智山派

 高舘川上字台11  曹洞宗

高  高舘川上字東金剛寺70  真言宗 智山派

舘  高舘吉田字上鹿野東88  曹洞宗

 高舘吉田字中在家92  真言宗 智山派

 高舘吉田字西真坂17  曹洞宗

 愛島北目字清水32  曹洞宗

 愛島塩手字仮宿46  曹洞宗

愛  愛島小豆島字清水坂149-1  曹洞宗

島  愛島笠島字上北沢2  曹洞宗

 愛島笠島字西北沢37  真言宗 智山派

 愛の杜1-3-15  日蓮正宗

 飯野坂4-9-3  浄土真宗 本願寺派

館  植松4-2-66  真言宗 智山派

 本郷字大門89  真言宗 智山派

腰  堀内字亀159-1  真言宗 智山派

 堀内字梅341  曹洞宗

 閖上２丁目１６−３  曹洞宗

閖  閖上２－１５－２７  真言宗 智山派

 大曲字中小路17  曹洞宗

上  高柳字下西75  臨済宗 妙心寺派

 牛野法性寺1　  曹洞宗法性寺

明観寺

弘誓寺(ぐぜいじ)

観音寺

法徳寺

大聖寺(だいしょうじ)

東禅寺

真福寺(しんぷくじ)

公安寺

禅竜寺

新宮寺

福寿院

東光寺

紹楽寺(じょうがくじ)

金剛寺

高照寺(こうしょうじ)

智福院

永禅寺

慶蔵院

長性寺

安養院

東岩寺

圓満寺

慶雲院

秀麓斎(しゅうろくさい)

普門寺

　名取市お寺一覧表

吉祥寺

名称

法雲寺

本壽院(ほんじゅいん)

耕竜寺


