ちゃんと

ミス・バレンタインの

恵庭市子育て支援課からのお知らせ
恵庭市ファミリー・サポート・センター事業について
ファミリー・サポート・センターは、地域において
育児の手助けが必要な方（依頼会員）と育児の手助
けができる方（協力会員）が会員となり、安心して
子育てができる環境作りのお手伝いをしています。

援助内容

少しの間子どもを
預かってほしい…
そんな時のために

◎基本の預かり

・保育施設等の開始前や終了後の預かり
・保育施設等や習い事などの送迎
・保護者の通院や冠婚葬祭・学校行事などの預かり
・保護者のリフレッシュや外出時の預かり

依頼会員（育児の手助けが必要な方）

●恵庭市内にお住まいか、市内で働いている方。
●0歳から小学6年生までのお子さんをお持ちの方。

家族サービス
サーモンピンク
子育て中の家庭を
応援したい…と
考えている方に

◎宿泊を伴う預かり
（1歳以上）

協力会員（育児の手助けをしたい方）

※依頼会員・協力会員ともにあらかじめ
登録が必要です。
（入会・登録は無料）

今週の星占い
忙しい毎日の中、頑張って
いる自分を少しリラックス
させてあげましょう。年末
には家族と和やかに過ごせ
そうです。

現在は、
病児および病気回復期の
預かりを一部中止しています。

◎病児および病気回復期の預かり
◎急な残業や出張で迎えに行けないとき

2020 年 12 月 25 日（金）

●恵庭市内にお住まいで、自宅または依頼
会員宅で子どもを預かる事ができる方。
●20歳以上の心身ともに健康で、子どもの
好きな方。
（資格の有無は問いません）

12 月 25 日〜 12 月 31日
ラッキーワード
ラッキーカラー

積み重ねてきたことへの成
果を感じられる時期です。
気になる人に連絡すること
で嬉しい出来事がありま
す。

目にみえないものから気付
きが得られます。人とのご
縁を大切にし、与えること
であなたへの贈りものも受
け取れます。
贈りもの
すみれ色

手紙・SNS
エメラルドグリーン

愛情運に恵まれます。パー
トナーや身近な人との時間
を大切にしましょう。気に
なる人との関係が深まる予
感があります。

日頃、頑張っている自分自
身を癒すことが求められて
います。悲しみや怒りを吐
き出し充電することが良い
流れに！

共通の夢を分かちあえる仲
間からパワーをもらえま
す。今すぐ実現できなくて
も夢をあたためることで希
望が生まれます！
仲間・サークル
スカイブルー

アロマ・マッサージ
ラベンダー色

手芸・手作り
ピンク
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〈恵庭市委託事業〉恵庭市ファミリー・サポート・センター
問合せ
・
登録

運

営

所 在 地
T

E

L

受付時間

あなたの才能や長所を社会
で発揮し認められるチャン
スがあります。自分の意見
を明確に伝えることが運気
アップに！

特定非営利活動法人ワーカーズコープ
恵庭市恵央町14-4
F A X
0123-29-6031
0123-29-6036
平日8:45〜17:15

※問合せ・登録を希望の方は、ファミリー・サポート・センターまでご連絡ください！

恵庭市子育て支援サイト
「えにわっこなび」
えにわっこなびは、市内の子育て情報を掲載しているほか、週 1
回メールマガジンを配信しており、現在およそ 530 人の方に登録
いただいています！
ぜひあなたも、仲間入りしてみませんか？

（内線1251）
恵庭市子育て支援課 ☎0123-33-3131

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

良い道具
アイアングレー

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）

募金・フェアトレード
シルバー

苦手なことや過去の傷を修
復するチャンスが与えられ
ます。和解のための前向き
な努力が幸運につながりま
す！

未来への夢を描くことで元
気になれる時です。あなた
の創造力を発揮し表現する
チャンスに恵まれます。

和解・許し
スノーホワイト

芸術・音楽
アクアブルー

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

▲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

欲しかったものを手に入れ
るチャンスがあります。未
来につながるものに投資す
ることで後々それらが発展
していくことがあります。

ドライブ・小旅行
レモン色

フォーマルな装い
ロイヤルブルー

停滞していた状況が切り替
わり希望を感じられる年末
となりそう。これまでの努
力がむくわれる出来事があ
りそうです。

http://eniwakko-navi.com/

気になる場所や人を訪ねる
ことで嬉しい出会いがあり
ます。未来に役立つ情報を
得たり良い人脈に恵まれま
す。

◎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）

