ちゃんと

2021 年 1 月 15 日（金）
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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

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）

キャンプフィールドでは、大人１ 人

【本 社】

恵庭市西島松５７６のメイプルパーク

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）

江別恵庭大通

総合受付☎（0123）49-2244 大駐車場完備

JR千歳線

千歳 葬殿

料金、除雪管理費含む）で通常のキャンプ

イオン千歳店

２０００円、小学生以下１０００円（冬期

●

ゴルフ場に昨年６月、通年営業の車中泊

● 千歳郵便局

★入会金無料
★会費無料 ★掛け金なし

専用ＲＶパークとキャンプフィールドが

至南千歳→

島松
大通

（数量限りあり）

サーモン
パーク千歳

を楽しむことが可能。薪の販売やペグの

←至恵庭 JR千歳駅

無料貸出を行っているほか、電源（１００

● 道の駅

337

オープンしました。キャンプ場は、冬期

●

30号通

「あんしんノート」無料進呈! !

ちとせ市民斎場

● 浄化センター

ビア・ワークス・ちとせ

いまむら会入会者及び会員希望者に

北海道福祉のまちづくり賞受賞施設

遺跡
公園

→

北星病院 ●
29号通

千歳川

いまむら会 会員募集中!!
0120-365-187

千歳
葬殿

ローソン
28号通
● ●
トライアル

街

いまむら会会員価格

▼入会ご希望の方、
お電話ください!

今日は何の日？

1 月 15 日は「小正月」

フレスポ恵み野●
ケーズ
恵庭
恵み野駅
バイデンキ●
パス

かつて月の満ち欠けで暦を決めていた頃、満月
となる 1 月 15 日にあたる日を正月としていまし
た。現在使われている暦になってからも、元旦の
「大正月（おおしょうがつ）」に対して１月１５日を
「小正月（こしょうがつ）」として祝い、豊作や
健康を祈願するしきたりがあるんだよ。

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

ホーマック●
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キューちゃんの

すずらん

● 乗馬クラブ

市

◆千歳葬殿 洋室ホールプラン◆

島松病院 ●

庭

2017年日本消費者協会アンケート調査参考値

Ｖ・ Ａ）の貸出（有料）や就寝時に使用

※葬儀・寺院・飲食接待合計

の中で「冬キャンプ」が楽しめます。

北海道の葬儀費用合計平均154万円

ローソン ●
陸上自衛隊
島松駐屯地

メイプル
キャンプ場･
RVパーク

maplecamp.net/

島松駅

ルルマップ自然
公園ふれらんど

恵

＊本当に知りたいのは、
葬儀費用の総額＊

できる湯たんぽ（有料）や電気カーペット

千歳葬殿

冬キャンプは、人が押し寄せるハイシー

ちとせ市民斎場

の貸出（１５００円、電気代含む）も可能

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

ホームページ
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車道
自動
道央

©Beijing HMCH Anime Co.,Ltd
監督：MTJJ
声の出演：花澤香菜、宮野真守、櫻井孝宏、斉藤壮馬、松岡禎丞、
杉田智和、豊崎愛生、水瀬いのり、チョー、大塚芳忠、
宇垣美里（特別出演）
配給：アニプレックス、チームジョイ

●住
所/恵庭市西島松576-1
●営業時間/チェックイン 12時～17時
チェックアウト11時
●電
話/0123-39-3345
(17時以降/090-6268-9628)

です。夜は特に冷え込むので防寒対策を

森が開発され、居場所を失った黒ネコの
妖精シャオヘイ。シャオヘイは、新たな
居場所を見つけることができるのか。そ
して、人と妖精の未来は、果たして――

メイプルキャンプ場･RVパーク

お願いします。

羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）ぼくが選ぶ未来

上映中

札幌
↑至

़ʍɼʠɁʙɿʛʇɁȧɥɢ

12

メイプルパークゴルフ場に
ＲＶパークが新登場！

の利用が可能。
キャンプ場では、 Wi-Fi
温水シャワー付トイレやお湯が使用でき

る洗面所などが整備され、利用者は「安全・

安心・快適」に過ごすことができます。ま

た、車で 分以内にスーパーやコンビニが

あり、銭湯や温泉にもアクセスができる便

利さも魅力の一つとなっています。

キャンプ場のオーナーは「それほど山の

中でもなく、それほど街なかでもなく、快

適に過ごせるプライベート空間です。こ

んな近場でキャンプが楽しめるなんて！

と感じていただければうれしい」と話して

© 暁佳奈・京都アニメーション／ヴァイオレット・エヴァーガーデ
ン製作委員会
監督：矢嶋哲生
声の出演：石川由依、浪川大輔
配給：松竹

いました。

ヴァイオレット・エヴァーガーデンは、
大切な人への想いを抱えながら、その
人がいない、この世界で生きていこう
としていた。

※詳しい情報は、ホームページにてご確認

ください。

劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン

10

ズンと違い、ゆったりとした時間を過ごせ

夏とは違う魅力がいっぱい！

恵庭で楽しむ
「冬キャンプ」

©Shadowhouse Films and Boo-Urns 2020
監督：ロブ・サベッジ
出演：ヘイリー・ビショップ、ラディーナ・ドランドバ
配給：ツイン

1/15
（金）公開

1

るのが醍醐味。虫に悩まされることがな

ロックダウンされたイギリスを舞台
に、Zoom を介して死者と交信を行う
「Zoom 交霊会」をはじめた男女 6 人
が、次々と不可解な現象に見舞われる。

く、満天の星空や焚き火など冬ならではの

ズーム／見えない参加者

7.5

楽しみを満喫できます。

1/15
（金）公開

15

Ａ の 電 源 が 完 備。Ｒ Ｖ 車 １ 台

4F
℡ 46-4150 時 9 時〜 22 時 料 一般
1800 円、大 学 生 1400 円、高 校 生 以 下
1000 円、幼児（3 歳〜）1000 円、シニア
（60 歳以上）1100 円 P 駐車場 3 時間
無料（エンターテインメント施設利用で）

駐車場の一角に整備されたＲＶパーク

報

Ｖ・

情

５区画（間口 ｍ ×５台分）には、１００

場

所 新千歳空港国内線ターミナルビル

３５００円（大人２人。追加 人につき

劇

１０００円）で利用ができます。

新千歳空港シアター

（ 月〜３月）も営業。開放感のある雪原

広 告

◎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）

