ちゃんと

ミス・バレンタインの

今週の星占い
慣れた仕事でも初心を忘れ
ず謙虚な気持ちで取り組み
ましょう。その道のプロや
先輩のアドバイスを大切に
することが運気アップに！
年上の人・先生
紺色

人権擁護
委員による

ラッキーワード
ラッキーカラー

人権困りごと相談所

開 設 中止のお 知らせ

新型コロナウイルスの感染防止に向けた「緊急事態宣言」が北海道に発
令されたことを受け、6 月 1 日（火）に千歳市役所第 2 庁舎 2 階で予定し
ておりました「人権困りごと相談所」の開設を中止とさせていただきます。

ときめく出会いの予感があ
ります。好きなこと、楽しい
ことを前向きにチャレンジし
て下さい。おしゃれにお金を
使うとよいことがあります。

問合せ

新しい洋服
ペパーミントグリーン

フリーペーパー
苺色

4

千歳市からのお知らせ

5 月 28 日〜 6 月 3 日

五感が冴えます。美味しい
ものを食べ、美しいものに
触れることでパワーアップ
できます。欲しい物を手に
入れるチャンスがあります。

2021 年 5 月 28 日（金）

千歳市役所 市民生活課男女共同参画推進係
☎ 0123-24-0551

千歳市社会福祉協議会からのお知らせ
疎遠になっていた人との再
会や、関係修復のチャンス
がありそうです。過去を許
し新たな気持ちで向き合う
姿勢が運気アップに！

お金では買えない大切なも
のに出合える時です。古い
友人や懐かしい人との交流
から心があたたまる嬉しい
ことがありそうです。

異業種の人との交流で刺激
を受けることがありそう。
集団の中の疑問や、多数決
に任せない強い意志が求め
られます。

一見マイナスに思える出来
事が後々必要な意味あるも
のとなります。何かを手放
すことで新しい良いものを
手に入れることができます。
募金・寄付
白

異業種の人
ターコイズブルー

無理をしてはいませんか？
自分の心や体の健康を最優
先させましょう。問題のあ
る環境を改善する努力が求
められます。

ストレッチ・サプリメント
メロン色

パートナーや身近な人と本
音で語ることが大切です。
互いの違いを認め真の対等
な関わりを作る努力が関係
向上につながります。

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◆

■ご案内図

● 浄化センター

ビア・ワークス・ちとせ
●

30号通

「あんしんノート」無料進呈! !

● 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

●

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

員 千歳市家庭生活カウンセラークラブ
千歳市社会福祉協議会地域福祉係

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）

☎ 0123-27-2527

家族でおくるプラン C16

469,330 円

（税込）
（税込）

《上記価格は消費税込です》

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

❶祭壇料（いまむら会会員価格）132,000円

▲家族でおくるプラン C16の祭壇例

❺会葬礼状・香典返し・・・無し

（いまむら会会員割引33,000円含む・会員以外は165,000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）
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

❻接待費 ・・・・・・・・・ 100,870円

❷祭壇生花料・・・・・・・・ 11,000円

❸光熱費・・・・・・・・・・・ 44,000円
式場洋室／控室和室1泊分

❹葬儀諸経費・・・・・・ 181,460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※

368,460円

総額 469,330円
◎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 消費税抜価格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。
◎火葬場送迎バスは含まれません。
◎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

見積例

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

ちとせ市民斎場

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!!

北海道福祉のまちづくり賞受賞施設

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
当面の間、電話相談のみ受け付けております。
来所相談の再開時期は、社協ホームページでお知らせします。

ここまでの小計

いまむら会会員価格

0120-365-187

談

問合せ

見積例

北海道の葬儀費用合計平均154万円

☎ 0123-27-2882

相

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

＊本当に知りたいのは、
葬儀費用の総額＊

か分からない」など、誰かに相談したい！ 話を聴いて欲しい！ そんな
時はまずはお話してみませんか？
相談員は、カウンセリングを学んだカウンセラーが丁寧にお聞きします。

【毎週火・水曜日】 13 時～ 16 時
【第 2・4 木曜日】 18 時 30 分～ 20 時 30 分

キャンドル
ダークオレンジ

千歳葬殿

▼入会ご希望の方、
お電話ください!

ひとりで悩まないで、
まずはお話ししてみませんか

開 設 時 間 （年末年始・祝日を除く）

自然を楽しんだり創り出す
ことで充実した時間を過ご
せます。家や居場所を手入
れすることで喜びが得られ
ます。

ちとせ市民斎場

※葬儀・寺院・飲食接待合計

心配ごと相談所「電話相談」のご案内

千歳市社会福祉協議会では、電話による相談を実施しています。
「高齢
の親の事が心配」
「人間関係が上手くいかない」
「どこに相談したらいいの

話し合い・交渉
ミルクティー色

まわりの人達に愛や喜びを
与えることで返ってくるも
のも多い時です。身体に良
いことを試したり、食生活
の改善もおすすめします。

癒し・リラックス
アイボリー

北海道福祉の
まちづくり賞
受賞施設

開拓精神
レンガ色

同窓会・旧友
こはく色

和解・許し
クリスタルピンク

夢や目標を共有する仲間と、
楽しいつながりができる時で
す。停滞した状況を打ち破
る反骨精神を持つことが未
来を切り開く力となります。

880,230 円

（税込）
（税込）

《上記価格は消費税込です》

■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 ※表示価格は消費税込です

❶祭壇料（いまむら会会員価格） 187,000円

▲プラン DE35の祭壇例

❺会葬礼状・香典返し 35,800円

（いまむら会会員割引33,000円含む会員以外は220,000円） 会葬礼状50枚／香典返し@540円×50個／手提げバッグ
50枚
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）
※

❷祭壇生花料・・・・・・・・165,000円
❸光熱費・・・・・・・・・・・・ 77,000円
式場洋室／控室和室1泊分

❹葬儀諸経費・・・・・・ 281,560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

710,560円

❻接待費 ・・・・・・・・ 133,870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／通夜用オードブル1個
通夜用・火葬場用飲物／法要用引物＠3,300円×10個
（僧侶1名分含む）

総額 880,230円
◎さらに会員ポイントが25,925ポイントつきます。
（※印以外の合計 消費税抜価格518,500円の5％）

◎僧侶へのお礼と集合写真料金は含まれません。
◎火葬場送迎バスは含まれません。
◎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）

