
2021年12月24日（金） ちゃんと3

ちとせ市民斎場ちとせ市民斎場

千歳葬殿千歳葬殿

◆千歳葬殿 洋室ホールプラン◆
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■ご案内図

※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※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

北海道の葬儀費用合計平均154万円

▲家族でおくるプラン C16の祭壇例

《上記価格は消費税込です》

※表示価格は消費税込です

（税込）（税込）（税込）（税込）

家族でおくるプラン C16

469,330469,330469,330469,330
■式場、洋室ホールC（最大80名収容可）
　控室/和室、僧侶1名
　会葬者ご家族10名

❶祭壇料（いまむら会会員価格）

❷祭壇生花料・・・・・・・・

❸光熱費・・・・・・・・・・・

❹葬儀諸経費・・・・・・

132,000円

11,000円

44,000円

181,460円

368,460円

❺会葬礼状・香典返し・・・無し

❻接待費※・・・・・・・・・100,870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。）

ここまでの小計

総額 469,330円

（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）

式場洋室／控室和室1泊分

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※

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

円円円円
見
積
例

▲プラン DE35の祭壇例

プラン DE35

■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

◎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）

❶祭壇料（いまむら会会員価格）

❷祭壇生花料・・・・・・・・

❸光熱費・・・・・・・・・・・・

❹葬儀諸経費・・・・・・

187,000円

165,000円

77,000円

281,560円

710,560円

❺会葬礼状・香典返し

❻接待費※・・・・・・・・

35,800円

133,870円

ここまでの小計

会葬礼状50枚／香典返し@540円×50個／手提げバッグ
50枚

（いまむら会会員割引33,000円含む会員以外は220,000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）

式場洋室／控室和室1泊分

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※

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）

（税込）（税込）（税込）（税込）880,230880,230880,230880,230見
積
例 円円円円

《上記価格は消費税込です》

※表示価格は消費税込です

総額 880,230円

北海道福祉のまちづくり賞受賞施設

ちとせ市民斎場 千歳市清流2丁目2-3（国道337号線沿い遺跡公園隣）

ちとせ市民斎場千歳葬殿
総合受付☎（ ） 大駐車場完備

北海道福祉の
まちづくり賞
受賞施設

!!
いまむら会入会者及び会員希望者に

「あんしんノート」無料進呈! !
▼入会ご希望の方、お電話ください! （数量限りあり）

【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
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）

〈恵庭市委託事業〉 恵庭市ファミリー・サポート・センター

開設時間：8時45分～17時15分（土・日・祝日を除く）
TEL：0123-29-6031　FAX：0123-29-6036

〒061-1432　恵庭市恵央町14-4
運営：特定非営利活動法人ワーカーズコープ

※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
少しの間子どもを預かってほしい…そんな時のために
子育て中の家庭を応援したい…と考えている方に

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。

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540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？

http://eniwakko-navi.com/

●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

●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
●宿泊を伴う預かり（1歳以上）

～  援助内容  ～
（病児・病気回復期の預かりは医療機関受診後の利用となり、代理受診を休止しています）

●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

～依頼会員～
(育児の手助けが必要な方)

●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）

～協力会員～
(育児の手助けをしたい方)

※利用するには依頼会員も協力会員も、あらかじめ登録が必要です。（入会・登録は無料）

ミス・バレンタインの
ラッキーワード
ラッキーカラー今週の星占い

フォーマルな装い
グレー

発表会・イベント
ローズピンク

贈りもの
ルビーレッド

電話・SNS
深緑

これまでコツコツ努力して
きたことの成果が得られる
時です。周りからの応援も
あるでしょう。嬉しい贈り
物が届きそうです。

あなたの才能を認められる
チャンスがあります。特技
や長所に自信を持って表現
してください。愛情運にも
恵まれる時です。

対人関係で相手と深く向き
合うことで、返ってくるも
のが多い時です。愛や優し
さを惜しみなく与えること
で、幸運が入ってきます。

人との交流に忙しくなりま
す。何かと連絡することや約
束が増えるので、まめな確
認を心がけましょう。ちょっ
とした外出もおすすめです。

ドライブ・旅
インディゴブルー

家具・インテリアショップ
ナッツブラウン

深呼吸
白

温活グッズ
パステルピンク

自信
ワインレッド

許す心
クリスタル

チャリティー活動
たんぽぽ色

停滞していたことや、待たさ
れていたことが前向きに動
く時です。未来への夢を描い
たり、少し遠出することでと
きめく出合いがあります。

仕事や雑務で忙しい時期です。
ほっと一息つける自分の時間
を大切にしましょう。お部屋
に新しいインテリアを入れる
と、運気がアップします！

身近な人との関係で、互い
に納得できる話し合いや譲
り合いが求められます。交
渉や契約なども前向きに進
むでしょう。

お金の出入りが多くなりそう
です。欲しいものを手に入れる
嬉しいチャンスに恵まれます。
衝動買いに注意して、即決し
ないよう慎重になりましょう。

忙しさの中、自分自身を労
ることが求められます。体
調の不安を感じたら、無理
せず早めの休養や手当てを
心がけましょう。

自分の中の怖れやコンプ
レックスを手放すことで、
物事が発展していく時です。
あなたの努力が実り、前向
きな一歩を踏み出せます。

過去の傷を癒すチャンスが
与えられます。疎遠になって
いた人との再会や、新たな
交流がありそうです。和解
の気持ちが運気アップに！

人との交流が活発になりま
す。共通の趣味を持つ仲間
に恵まれます。地域の集ま
りやボランティア活動を通
して幸運に出合えます。

メッセージカード
モスグリーン

12月24日～12月31日


