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学ぼう！伸ばそう！つながろう

恵庭市立図書館
からのお知らせ

恵庭市教育委員会からのお便り

【 住 所 】
恵庭市恵み野西 5 丁目 10-2
【 問 合 せ 】☎ 0123-37-2181 FAX 0123-39-6173
【指定管理者】
株式会社図書館流通センター

文化の秋～芸術で癒されてみませんか～

展示「としょかんクリスマス市」

会場／恵庭市立図書館（本館）

12月1日㈫〜
12月24日㈭まで

誰もが予想できなかった新型コロナウィルス感染拡大…あらゆる場
面で制限がかかり、新しい生活様式が求められている毎日。だれもが知
らず知らずのうちに、ストレスを抱えているかもしれません。
そんな皆さんにとって、少しでも文化の力が癒しになればと、With

本館のクリスマスに関連する全ての本を展示します！
貸出もできますので、お早めに借りに来てください。

原語で絵本を読もう BALLOON おはなし会

12月9日㈬

時間／16時～16時40分
会場／恵庭市立図書館（本館）2階 視聴覚室

コロナにおける文化の楽しみ方を紹介したいと思います。
★ようやく再開コンサート 編
恵庭市内の公共施設においても、観客数の制限をし、観客同士の距離
を取り、コロナ対策をしておりますので、安心して音楽をお楽しみいた
だけます！
【恵庭市民会館】11/29「村元絵美ピアノリサイタル」
（年長・小中学生無料）

定員／30名 ※申込み不要

市内在住の外国人が原語で絵本の読み聞かせをします。

島松分館 冬のスペシャルおはなし会
「紙芝居屋さんがやってきた」

時間／11時～11時40分
定員／10名

12月20日㈰

★インターネットで芸術鑑賞 編
「恵庭市文化協会」で検索してみてください！ https://eniwabunka.org/

会場／島松分館 児童コーナー

☆まちじゅう美術館からどこでも美術館
えにわ芸術文化宅配事業という恵庭にゆかりのある作家による絵画、
書道、パッチワーク、俳句、アート書道などを、市内施設各所で展示し
ています。
例年秋には新作を市民会館で展示して、直接作品を選んでもらってい
ましたが、今年はインターネットでどこからでもご覧いただけます。

申込／12月6日㈰9時30分～島松分館窓口37-2175にて受付開始

 紙芝居を中心に手遊びなどを行います。おうちで作ることができる工作
セットのプレゼントもあります。

本の福包

12月26日㈯〜2021年1月15日㈮

☆自宅で交流都市（山口県和木町・静岡県藤枝市）芸術祭
恵庭市と交流のある都市より芸術作品を恵庭市に集めて 3 月に展示会
を予定しておりましたが、残念ながら
中止となりました。
そ こ で 今 回 は、 あ な た を イ ン タ ー
ネットで芸術の世界へいざないます。

会場／図書館本館、恵庭分館、島松分館

昨年好評だった「福包」。
テーマに沿って選んだ3冊の本を福包にして貸出します。

お年玉抽選会

1月5日㈫

時間／10時～17時
会場／図書館本館、恵庭分館、島松分館

上記のほかにも、
「えにアートギャラリー」と題して、フレスポやはな
ふる等での作品展示や、
「えにアートネットギャラリー」として市民の皆
さまの作品を募集しております。詳細は下記までお問合せください！

対象／どなたでも

1日限定で10冊借りていただくと、くじが1枚引けます。見事当たり
が出ると雑誌の付録などの景品がもらえます。※景品が無くなり次第終
了となります。

恵庭市社会教育課文化担当

大切な人のために、
﹁ 安 心 ﹂﹁ 満 足 ﹂な 葬 儀 を
お約束いたします。

北海道福祉の
まちづくり賞
受賞施設

ちとせ市民斎場

千歳葬殿

＊本当に知りたいのは、
葬儀費用の総額＊

北海道の葬儀費用合計平均154万円
※葬儀・寺院・飲食接待合計

2017年日本消費者協会アンケート調査参考値

◆千歳葬殿 洋室ホールプラン◆

いまむら会会員価格

●

30号通
● 道の駅

337
←至恵庭 JR千歳駅

（数量限りあり）

サーモン
パーク千歳
至南千歳→

● 千歳郵便局

★入会金無料
★会費無料 ★掛け金なし

ちとせ市民斎場

● 浄化センター

ビア・ワークス・ちとせ

「あんしんノート」無料進呈! !

北海道福祉のまちづくり賞受賞施設

遺跡
公園

千歳川

北星病院 ●
29号通

いまむら会入会者及び会員希望者に

0120-365-187

千歳
葬殿

ローソン
28号通
● ●
トライアル

いまむら会 会員募集中!!
▼入会ご希望の方、
お電話ください!

●

イオン千歳店

千歳 葬殿

総合受付☎（0123）49-2244 大駐車場完備

ちとせ市民斎場 千歳市清流2丁目2-3
（国道337号線沿い遺跡公園隣）

【本 社】

有限会社 いまむら
代表取締役 今 村 靜 男
千歳市清水町3丁目19番地

ポイント倶楽部

家族でおくるプラン C16

466,900 円

（税別）
（税別）

《上記価格に消費税が別途かかります》

■式場、洋室ホールC（最大80名収容可）
控室/和室、僧侶1名
※表示価格は消費税別です
会葬者ご家族10名

いまむら会

いまむら会はお支払い額に対して課税前額の5％分の
ポイントを差し上げます。そのポイントを、
1ポイント＝
1円で当社または今村花店にてご利用いただけます。
葬儀祭壇割引もあります。
（一部ポイント非対象品有）

▲家族でおくるプラン C16の祭壇例

❶祭壇料（いまむら会会員価格）120,000円

❺会葬礼状・香典返し・・・無し

（いまむら会会員割引30,000円含む・会員以外は150,000円）
祭壇設置／棺・位牌・骨箱一式／安置用布団・掛布／枕四華花
・枕仏花／後飾用段（貸仏具含む）／遺影写真（カラー）

❻接待費※・・・・・・・・・

❷祭壇生花料・・・・・・・・16,000円
❸光熱費・・・・・・・・・・・ 40,000円
❹葬儀諸経費・・・・・・ 159,200円
仏衣／掛布／骨上げセット／ドライアイス／僧侶用足袋／
遺品ケース／祭壇供物・ローソク・線香・香／後飾用花（自宅用）
納棺師派遣※／搬送車・霊柩車※

335,200円

91,700円

貸布団10組／枕飾供物・式場御霊供膳団子／僧侶用菓子
夕食10食／朝食10食／昼食10食／通夜用・火葬場用飲
物10,000円分

❼火葬場送迎バス※

40,000円

総額 466,900円

式場洋室／控室和室1泊分

ここまでの小計

■ご案内図

0123-33-3131（内線 1714）

◎さらに会員ポイントが12,775ポイントつきます。
（※印以外の合計255,500円の5％）

◎僧侶へのお礼と集合写真料金は含まれません。
◎いまむら会のポイントは後日当社及び今村花店
にて、1ポイント1円でお買物に使えます。
（※印は、いまむら会のポイント対象外です。）

プラン DE35

836,900 円

（税別）
（税別）

《上記価格に消費税が別途かかります》

■式場、洋室ホールDE（最大200名収容可）
控室/和室、僧侶1名
会葬者50名（内親族10名）の場合 ※表示価格は消費税別です

❶祭壇料（いまむら会会員価格）170,000円

▲プラン DE35の祭壇例

❺会葬礼状・香典返し 29,000円

（いまむら会会員割引30,000円含む会員以外は200,000円） 会葬礼状50枚／香典返し@500円×50個
祭壇設置／棺・位牌・骨箱一式／安置用布団・掛布／枕四華花
※
・枕仏花／後飾用段
（貸仏具含む）
／遺影写真
（カラー）
貸布団10組／枕飾供物・式場御霊供膳団子／僧侶用菓子
夕食10食／朝食10食／昼食10食／通夜用オードブル1個
通夜用・火葬場用飲物10,000円分／法要用引物＠3,000円
×10個
（僧侶1名分含む）

❻接待費 ・・・・・・・・ 121,700円

❷祭壇生花料・・・・・・・・150,000円
❸光熱費・・・・・・・・・・・・ 70,000円
式場洋室／控室和室1泊分

❹葬儀諸経費・・・・・・ 256,200円
仏衣／掛布／骨上げセット／ドライアイス／
僧侶用足袋／遺品ケース／祭壇供物・ローソク・線香・香／
後飾用花
（自宅用）
／納棺師派遣※／搬送車・霊柩車※／
司会※／受付会計※

ここまでの小計

646,200円

❼火葬場送迎バス※

40,000円

総額 836,900円
◎さらに会員ポイントが26,225ポイントつきます。
（※印以外の合計524,500円の5％）

◎僧侶へのお礼と集合写真料金は含まれません。
◎いまむら会のポイントは後日当社及び今村花店
にて、1ポイント1円でお買物に使えます。
（※印は、
いまむら会のポイント対象外です）

