
2023年3月24日（金）ちゃんと 8

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◆

いまむら会会員価格
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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

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☎（0123）49-2244 大駐車場完備

北海道福祉の
まちづくり賞
受賞施設

0120-365-187

!!
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）

※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

473,450473,450473,450473,450
■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）

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

266,930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※／司会※／会計、記録※／
枕飾供物・式場御霊供膳団子※／僧侶用菓子※

❺会葬礼状・香典返し 19,520円

47,150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。）

円円円円
見
積
例

▲家族でおくるプラン C16の祭壇例

会葬礼状20枚／香典返し@756円×20個／手提げバッグ
20枚

いまむら会会員価格

プラン DE35

■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

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

302,130円

❺会葬礼状・香典返し
会葬礼状50枚／香典返し@756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、記録※／枕飾供物・式場御霊供膳団子※
／僧侶用菓子※

（税込）（税込）（税込）（税込）778,280778,280778,280778,280見
積
例 円円円円

※表示価格は消費税込です

◎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％）

◎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の祭壇例

いまむら会会員価格

千歳市・恵庭市 2023年4月
夜間・休日当番医案内

※上記の診療時間と異なる日程がありますので、ご留意願います。
※ 当日の救急当番医は急きょ変更になることがあります。最新情報は千歳市ホームページにてご確認願います。
※体調不良のときは、「ちとせ健康・医療相談ダイヤル 24」をご利用ください。

ちとせ健康・医療相談ダイヤル 24
千歳市にお住まいの方がご利用になれます。
0120-010-293

（24時間対応　通話料・相談料無料　携帯可）
IP 電話からは 03-5524-8500（通話料有料）
北海道小児救急電話相談
夜間の子どもの急な病気やけがなどの際に、看護師や小児科医師
が電話により助言を行います。

℡ 011-232-1599（相談時間：毎日 19時～翌朝 8時）
【短縮ダイヤル】♯ 8000
（※この短縮ダイヤルは、プッシュ回線、携帯電話からご利用いただけます。）

注)  外科診療とは、救急当番医療機関でのけが等の外傷の軽症外来患者の診療です。外科診療日には、内
科医不在のため、内科診療はできません。夜間･休日急病診療所で受診してください。夜間・休日急
病診療所は、子どもから大人まで対応するために内科・小児科系診療を行っておりますが、小児科
専門の診療所ではありませんので、あらかじめご理解のうえ受診されますようお願い致します。

開　設　日 内科・小児科系診療 
《夜間 ･休日急病診療所》

外科診療（けが等の外傷）
《救急当番医療機関》

平日（月～金曜） 20時～翌朝 7時
 （受付 6時 30分まで） 18時～ 21時 30分

土曜日 14時～翌朝 7時
 （受付 6時 30分まで） 14時～ 20時

日曜日、祝日 9時～翌朝 7時
 （受付 6時 30分まで） 9時～ 20時

年末年始
（12月 29日～ 1月 3日） 休診 ９時～翌朝９時

（内科・外科系）

夜間・休日救急診療体制

外科系 内科系
救急当番医療機関 休日夜間急病センター

平日  17 時～深夜０時  19 時～翌朝７時
土曜日  12 時～深夜０時  14 時～翌朝７時

日曜日、祝日
年末年始

（12月29日～1月3日）

9時～深夜 0時
※　2日は9時～14時
※　16日は9時～16時
※　23日は9時～17時
※　30日は9時～19時

 ９時～翌朝７時

夜間・休日救急診療体制

千歳市 4月の診療日程
日 曜日 外科系 内科系
1 土 休日夜間急病センター℡ 25-6131
2 日 休日夜間急病センター※ ℡ 25-6131 休日夜間急病センター℡ 25-6131
8 土 休日夜間急病センター℡ 25-6131
9 日 休日夜間急病センター℡ 25-6131
15 土 休日夜間急病センター℡ 25-6131
16 日 休日夜間急病センター※ ℡ 25-6131 休日夜間急病センター℡ 25-6131
22 土 市立千歳市民病院　※ ℡ 24-3000 休日夜間急病センター℡ 25-6131
23 日 休日夜間急病センター※ ℡ 25-6131 休日夜間急病センター℡ 25-6131
29 土・祝 休日夜間急病センター℡ 25-6131
30 日 休日夜間急病センター※ ℡ 25-6131 休日夜間急病センター℡ 25-6131

恵庭市 4月の診療日程
日 曜日 内科・小児科系 外科（けが等の外傷）

1 土 夜間・休日急病診療所
14時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 えにわ病院

14時～ 20時 ℡ 33-2333

2 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 恵み野病院

9時～ 20時 ℡ 36-7555

8 土 夜間・休日急病診療所
14時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 恵み野病院

14時～ 20時 ℡ 36-7555

9 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 えにわ病院

9時～ 20時 ℡ 33-2333

15 土 夜間・休日急病診療所
14時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 えにわ病院

14時～ 20時 ℡ 33-2333

16 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 恵み野病院

9時～ 20時 ℡ 36-7555

22 土 夜間・休日急病診療所
14時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 えにわ病院

14時～ 20時 ℡ 33-2333

23 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 恵庭第一病院

9時～ 20時 ℡ 34-1155

29 土・祝 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 恵み野病院

9時～ 20時 ℡ 36-7555

30 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 えにわ病院

9時～ 20時 ℡ 33-2333


