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2022 年 8 月 26 日（金）

ミス・バレンタインの

今週の星占い
自分の心と環境を整えるこ
とが大切です。肩の力を抜
き、少し休むことも必要で
すよ。予定変更や約束等も
柔軟に対応しましょう。

ちゃんと

8 月 26 日〜 9 月 1 日

あなたの創造性が輝く時で
す。感動するものに触れる
ことで、エネルギーを充填
できます。美味しいものを
食べることもおすすめです。

予定表・カレンダー
アイボリー

ファームレストラン
キャロットオレンジ

身近な人との交流から幸運
を受 け 取 る こ と が で き ま
す。日頃行きたいと思って
いた場所や人を訪ねると良
い出会いがあります。

持ち物を整理することで運
気がアップします。不要な
物を思い切って手放すこと
で、新たな良い物が手に入
るチャンスがあります。
リサイクルショップ
白

寄り道
ティーグリーン

心の奥に溜まっている深い
悲しみや怒りを吐き出すこと
が大切です。自分自身を大
切にしましょう。休むことで
新たな気付きが得られます。

身近に居る人や助け合って
いく仲間とより深い関係が
築ける時です。心身両面で
支え合うことで、人間的に
成長できます。
共同作業
ひまわり色

泣ける映画
クリスタルブルー

目先のことにとらわれない
広い視野を持つことで、未
来が開ける時です。違いを
認め合う広い心で接すると、
良い人間関係を築けます。
旅・ドライブ
ラベンダー色

何かと忙しく、やるべきこと
が多い時期です。少し立ち止
まって、心と身体をリラック
スさせる時間を作ることで、
トラブル回避につながります。
深呼吸
アクアブルー

停滞していた流れが前向き
に動き出します。自分の感性
に従って素直に行動すること
で、
良い運気が入ってきます。
前向きに進んでください！
インスピレーション
インディゴブルー

周囲から頼りにされ、あなた
が注目されるチャンスに恵
まれます。プレッシャーに負
けずに前向きに挑戦するこ
とで、幸運を受け取れます。

求人情報
グリーン

身近な人との関わりを改善
するチャンスが与えられま
す。互いの違いを乗り越え
て関係が深まり、支援者に
恵まれます。
応援団・サポーター
クリーム色

ちとせ市民斎場
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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

■ご案内図

北海道福祉のまちづくり賞受賞施設

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→

●

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
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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）

ドッグトレーナー

山美

希実

皆さんは、毎日愛犬とお散歩に行ってます
か？ 毎日かかさず行く方、
週末だけ行く方、
ほとんど行かない方… 様々かと思います。
そもそもお散歩の目的とは何でしょうか？
まずは、排泄目的の方が多いかと思いま
す。家で排泄をしたがらないわんちゃんは、
必
然的に毎日外に連れ出してあげる必要があり
ますね。では家で排泄をするわんちゃんには
散歩は必要ないか？というとそうではありま
せん。
本来、
人より活動量が多いわんちゃん。
運動
不足解消のためには、散歩などで発散させる必要があります。
うちの犬
はいたずらが多い、
うるさい、
落ち着きがない… なんていう悩みを抱え
る方もよくいますが、もしかしたらそれは運動不足によるものかもしれ
ません。
有り余っているパワーをいたずらで発
散！
！ なんてことはよくあります。
いたずらなどを叱る前に、
運動が足りて
いるか今一度見直してみてください。シニ
ア犬になっても外の空気を吸うこと、
鼻を
使って匂いをかぐこと、
音を聞くことなど、
五感を刺激してあげることができます。天気やお散歩の
時間の考慮をしながら、
いつまでも若々しく過ごせるよう
にしてあげてください。

家族でおくるプラン C16

473,450 円

（税込）
（税込）

いまむら会 会員価 格

■式場、洋室ホールC（最大40名収容可）
控室/和室、僧侶1名 会葬者ご家族10名位

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

※表示価格は消費税込です

❺会葬礼状・香典返し 19,520円

（いまむら会会員割引33,000円含む・会員以外は165,000円） 会葬礼状20枚／香典返し@756円×20個／手提げバッグ
20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・・・・・・・・ 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・・・・・・266,930円

◎さらに現金でお支払いの場合会員ポイントが
14,050ポイントつきます。
（※印以外の合計 消費税抜価格281,000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。
◎御親族の食事、貸布団の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

778,280 円

（税込）
（税込）

いまむら会 会員価 格

■式場、洋室ホールDE（最大100名収容可）
控室/和室、僧侶1名 会葬者50名の場合

● 千歳郵便局
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ちとせ市民斎場

● 浄化センター

●

「あんしんノート」無料進呈! !

0120-365-187

遺跡
公園

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

総合ペット学科

お散歩の目的とは

見積例

北星病院 ●
29号通

千歳川

Ȟɘɚɣۙޏ!ޏၕୠෂ!!
▼入会ご希望の方、
お電話ください!

千歳
葬殿

ローソン
28号通
● ●
トライアル

TEL 0123-36-2311

「動物と共に学ぶ」
をコンセプトに学内で犬や猫、
その他にもた
くさんの動物たちを飼育しています。トリマーやドッグトレー
ナーを育成する
「総合ペット学科」
、
動物看護師を育成する
「動
物看護師学科」
、
飼育員を目指す
「動物飼育学科」
があります。

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※／会計、記録※／
枕飾供物・式場御霊供膳団子※／僧侶用菓子※

◆千歳葬殿 洋室ホールプラン◆

いまむら会会員価格

恵庭市恵み野西5丁目10-4

第5 回

見積例

千歳葬殿
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北海道福祉の
まちづくり賞
受賞施設

ラッキーカラー

敬語
ロイヤルブルー

目に見えないつながりや人
との縁に助けられる時です。
仕事とプライベートの切り
替えや自分に合った環境を
整えることが大切です。

エコ・動物
専門学校
だより

ラッキーワード

❶祭壇料（いまむら会会員価格） 187,000円

▲プラン DE35の祭壇例

※表示価格は消費税込です

❺会葬礼状・香典返し 47,150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@756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

◎さらに現金でお支払いの場合会員ポイントが
27,325ポイントつきます。
（※印以外の合計 消費税抜価格546,500円の5％）

式場洋室／控室和室1泊分

◎僧侶へのお礼と集合写真料金は含まれません。

❹葬儀諸経費・・・・・・ 302,130円

◎火葬場送迎バスは含まれません。

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、
記録※／枕飾供物・式場御霊供膳団子※
／僧侶用菓子※

◎御親族の食事、貸布団の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。）

