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人の傍に納めるという、真宗
令和二年寂
門徒にとって意義のあるもの
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六人用
十万円

十二月十四日（月）から
地域の方のお世話により
十六日（水）まで
善徳寺一階ホールを会場に
して、七月から百歳体操を
講師 大阪府 浄行寺住職 行っています。
義本弘導 師
思っていたよりずっとハ
ードな運動で、椅子の立ち
今年は新型コロナウイルス 上がり運動、足上げ運動な
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◎寺の会場費ご案内
元宇品墓地
一区画海側 六〇万円
葬儀会場費五～十万円
一区画山側 八〇万円
通夜・葬儀・駐車場十台使用
無縁納骨墓（骨壺をあけ
料含む。
て、他の方とご一緒に納
お布施は別となります。
めます）
五万円
本堂での法事のみの場合、会
場費はいただきません。
管理費
ホールで会食される場合の会 一区画
年間三千円
場費は一万円です。
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