
安 置 状 況 表 (納骨場所別) 天空寺

戒名 俗名 檀ｺｰﾄﾞ安置状況段 列 奥行 料金

区画： 永代供養塔

当時の施主 納骨日安 置 区 分

日付　2018/07/11

忠徳院貴行修永居士 海老澤　修助 00020 200,000円3 位牌金・骨壺 海老澤　昌助 平成22年10月1日永代1 3

玄貞院慈秀春峰大姉 海老澤　ひで 00020 200,000円3 位牌金 海老澤  賢治 平成22年10月1日永代1 3

英秀一心信士 根本　一郎 00300 0円4 骨壷 根本　哲也一時1 4

報徳院泰祐孝純居士 伊藤　泰夫 00150 1,000,000円5 骨壷 伊藤　稔 平成15年6月10日永代1 5

如月院釋泰辰 成田　辰雄 00120 0円6 骨壷 成田　文太一時1 6

慈泉友良大姉 坂口　友子 00080 0円3 骨壷 小林　憲二 平成25年5月1日永代2 3

最公徳院殿和祥昂清泰道豊稔
大居士

川又　豊之助 00140 300,000円5 位牌金・骨壺 川又　京香 平成22年11月1日永代2 5

明光院妙寿青雲大姉 中根　すみえ 00040 0円6 骨壷 中根　裕二永代2 6

釋敏勝 近藤  敏夫 00260 100,000円7 骨壷 近藤　雅弘 平成26年10月1日永代2 7

釋光清 中村　ミツイ 00130 100,000円1 骨壷 中村　良太郎 平成26年8月1日永代3 1

英秀剛毅清信士 中村　剛毅 00130 100,000円1 骨壷 中村　良太郎 平成26年8月1日永代3 1

大寛院妙室慈恵大姉 田村　たかえ 00230 0円2 位牌白木・骨壺 田村　雅治永代3 2

奉道敏勝清居士 近藤  敏夫 00260 100,000円4 位牌金・骨壺 近藤　雅弘 平成22年12月1日永代3 4

禅覚嗣道清信士 青木　嗣雄 00170 100,000円7 骨箱 青木  敬一郎永代3 7

禅室智榮清信女 青木　もよ 00170 100,000円7 骨箱 青木  敬一郎永代3 7

誠信院塘水賢徳居士 海老澤  賢治 00020 500,000円8 位牌金・骨壺 海老澤　浩二永代3 8

鏡徳院琴心玉英大姉 田村　ヨシコ 00230 500,000円2 位牌白木・骨壺 田村　雅治 平成26年9月1日永代5 2

建徳院清隆道学居士 伊藤　隆史 00150 1,000,000円3 位牌黒・骨壷 伊藤　孝一 平成26年9月6日永代5 3

堅忍院豊稔泰運居士 伊藤　稔 00150 0円3 骨壷 伊藤　隆史永代5 3



安 置 状 況 表 (檀家別)

日付　2018/07/11

戒名 俗名

檀ｺｰﾄﾞ

安置状況段料金 列

施主名

納骨日 区画名安置区分

天空寺

00170 青木　浩

禅覚嗣道清信士 青木　嗣雄 100,000円 骨箱永代供養塔永代 3 7

禅室智榮清信女 青木　もよ 100,000円 骨箱永代供養塔永代 3 7

00160 秋山　健

テスト一周忌居士 秋山　一 0円 骨壷天空堂永代 1 5

慈光院空華青海大姉 秋山　佐江子 500,000円 位牌黒平成26年9月1日 天空堂永代 5 6

敬心院真鑑則道清大禅居士 秋山  昌則 0円 骨壷天空堂永代 1 5

00011 飯村　信康

飯村家先祖 飯村　正夫 0円 骨壷天空堂永代 2 10

00150 伊藤　孝一

報徳院泰祐孝純居士 伊藤　泰夫 1,000,000円 骨壷平成15年6月10日 永代供養塔永代 1 5

堅忍院豊稔泰運居士 伊藤　稔 0円 骨壷永代供養塔永代 5 3

建徳院清隆道学居士 伊藤　隆史 1,000,000円 位牌黒・骨壷平成26年9月6日 永代供養塔永代 5 3

01100 岩崎　りえ

琴心玉英清信女 岩崎　さと 1,500,000円 骨箱平成26年8月1日 天空堂一時 5 1

00020 海老沢　孝子

玄貞院慈秀春峰大姉 海老澤　ひで 200,000円 位牌金平成22年10月1日 永代供養塔永代 1 3

忠徳院貴行修永居士 海老澤　修助 200,000円 位牌金・骨壺平成22年10月1日 永代供養塔永代 1 3

誠信院慈覺芳梅大姉 海老澤　梅子 0円 骨壷天空堂永代 2 13



安 置 状 況 表 (納骨日順)

日付　2018/07/11

戒名 俗名 檀ｺｰﾄﾞ 安置状況 料金当時の施主納骨日 安置区分期間

天空寺

明秋佳澄大姉 小林　佳子 00080 100,000円位牌黒・骨壷小林　憲二平成26年7月1日 永代10年間

公徳清楽居士 富田　秀忠 00010 100,000円骨壷富田　家康平成26年8月1日 永代10年間

釋光清 中村　ミツイ 00130 100,000円骨壷中村　良太郎平成26年8月1日 永代10年間

英秀剛毅清信士 中村　剛毅 00130 100,000円骨壷中村　良太郎平成26年8月1日 永代10年間

琴心玉英清信女 岩崎　さと 01100 1,500,000円骨箱岩崎　りえ平成26年8月1日 一時50年間

真照院清薫宗範居士 関　宗重 00240 800,000円骨壷関  善保平成26年8月10日 永代13回忌

慈光院空華青海大姉 秋山　佐江子 00160 500,000円位牌黒秋山　健平成26年9月1日 永代13回忌

鏡徳院琴心玉英大姉 田村　ヨシコ 00230 500,000円位牌白木・骨壺田村　雅治平成26年9月1日 永代10年間

建徳院清隆道学居士 伊藤　隆史 00150 1,000,000円位牌黒・骨壷伊藤　孝一平成26年9月6日 永代30年間

釋敏勝 近藤  敏夫 00260 100,000円骨壷近藤　雅弘平成26年10月1日 永代10年間

真教院勝音妙室大姉 田中　とら 00280 100,000円骨壷田中　謙平成26年10月2日 永代10年間

4,900,000円合 　 計


