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2015～2016 CALENDAR霊園休園日のご案内
印は霊園休園日です
印はお彼岸・お盆期間です
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通年平日の水曜日（祝・祭日の場合、翌木曜日）が休園日となりますが、
秋のお彼岸（9／20～9／26）期間の水曜日（9／23）および、春のお彼岸（3／17～23）期間の水曜日（3／23）、
12／23と4／13は開園いたします。

冨士霊園ニュース 118 2015年 秋号

秋のイベントご案内

霊園ニュース

慰霊祭のご案内

秋彼岸墓参バスのご案内

ネット墓参サービスのご案内
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みかげ交換・

お彼岸　こぼれ話

葬式のしきたり⑫

エピソード募集のご案内
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みかげ外柵工事のご案内

セミナーのお知らせ
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霊園近隣施設の優待クーポン在中
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先付、前菜、造り、煮物、焼き物、
中皿、陶板焼、揚げ物、蒸し物、
お椀、御飯、香の物、水菓子
（全13品）

7,560

2,700円
1,620円

8,640円
5,400円

10,800円

3,240円
540円

1,620円
1,080円
1,080円
1,620円※その他引き出物承ります。　※金額はすべて税込です。

撮影地：山梨県富士河口湖町

7,560円
5,400円
4,320円 他に奉仕料を別途申し受けます。
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冨士霊園のご使用者を対象としたセミナーを、立川において下記の通り計画いたしまし
た。日頃なかなか聞けないことを、その道の専門家の講師からお話していただきます。是
非ご参加ください。

おハガキまたはＦＡＸにて冨士霊園東京事務所へお申し込みください。
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル3F
Tel：03-3213-8101  FAX：03-3215-3925

※墓所番号、ご住所、お名前、お電話番号、参加希望人数（２名様まで）を必ずご記入ください。

50名（入場無料）

①　「やさしい相続と遺言の話」
　　講師：三井住友信託銀行 立川支店 財務コンサルタント 大西 裕様
②　「終活セミナー（葬儀編・介護施設編）」
　　講師：株式会社全国儀式サービス

くらしの友 立川総合斎場　（東京都立川市柴崎町３－１３－２３）
ＪＲ立川駅南口より徒歩５分 /多摩モノレール立川南駅より徒歩４分

２０１５年10月７日（水曜日）１0：００～１2：3０

２０１５年9月24日（木）
お申し込み多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。
抽選の結果により、当選者には入場券を9月30日（水）までにお送りします
ので、当日必ずご持参ください（入場券のない方は入場できません）。
※内容は予告なく変更することがあります。

セミナー開催のおしらせ

冨士霊園では、９月２６日（土）・２７日（日）に大田区にて開催される、“終活フェスタ２０１５
ｉｎ 東京”にブースを出展いたします。終活イベントとしては全国最大規模のもので、最新
の終活事情を知る良い機会となりますので、多くの方々のご来場をお待ちしております。
なお、弊園ブースにご来場された方には粗品を進呈いたします。

終活イベントに出展します

【申込締切日】

【申込方法】

【定　員】

【テーマ】

【会　場】

【日　時】

大田区産業プラザＰｉｏ（大田区南蒲田１－２０－２０）
イベントの詳細については特設ホームページ
http://www.shukatsu-fesuta.com/event/index.html　をご覧ください。

２０１５年9月26日（土曜日）１0：００～１2：3０
　　　　　　　27日（日曜日）9：００～１6：0０

【会　場】

【日　時】

現在の葬儀事情や事前の備えなどのアドバイスを、
葬儀社ご担当がお話していただきます。
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　霊園ニュースや管理料納付書などの郵便物が、住所不明のた
め返送されるケースが多数みられます。住所変更はお電話にて
管理事務所か東京事務所にお知らせいただくか、お墓参りの際に
管理事務所にお立ち寄りいただいて手続をお願いいたします。お知らせ

住所変更はお早めに

　冨士霊園の開園時間は午前９時から午後４時３０分までとなり
ます。閉園時刻になりますと、防犯上、正門入口を閉門させてい
ただきますので、ご注意ください。

開園時間
　休園日は駿河小山駅・御殿場駅と霊園間及び園内バスは運休
となります。なお、開園時間内であれば、自家用車にて参拝は可
能です。

休園日

　２０１５年１２月１日（火）は臨時休園とさせていただきます。し
たがって、１２月１日（火）・２日（水）は連続休園日となりますので、
悪しからずご了承ください。

臨時休園日のお知らせ

講演会の様子 櫻井透理事長のご挨拶

　去る７月７日（火）、東京都千代田区・有楽町の朝日ホールにて、
冨士霊園開園５０周年記念講演会を開催しました。講演会では静
岡県にゆかりのある先生方をお招きし、第１部では静岡大学名誉
教授　小和田哲男先生より「戦国武将にとって霊峰富士とは」、第
２部では静岡県立美術館館長　芳賀徹先生より「画文交響　霊
峰富士」と題し、古来より日本人が富士山とどのようなかかわりを
持っていたかをテーマとして、興味深い中にユーモアを交えて、
それぞれお話しいただきました。多くの方々にご来場いただき、
ありがとうございました。

冨士霊園開園５０周年記念講演会を開催しました

このたび冨士霊園では、弊園にお墓をお求めの際、もしくはお墓をお
求め後の、お墓に関する心温まるエピソードを募集します。墓所をお
求めいただいた当時の出来事を綴ってみませんか。ふるってご応募
ください。

応募規定 
・８００字程度
・応募点数は１人１点とさせていただきます
・応募は墓所をお持ちの権利者本人、
  または権利者親族にかぎります
・締切は２０１５年１２月末日とさせていただきます

賞 
最優秀賞　１点　賞金　８万円
優秀賞　　２点　賞金　２万円

その他 
・入賞者および入賞作品は、やすらぎ１１９号（２０１６年２月中旬発行予定）にて発表・掲載します。
・応募作品の著作権は冨士霊園に帰属し、返却はいたしません
・応募作品は、「やすらぎ」および弊園ホームページに掲載し、弊園の広報活動に関する事業に
  使用することがあります。応募者は応募の時点で作品を公表することを同意したものとみなします。

応募方法 
【 郵送の場合 】
原稿用紙にエピソード内容と必要事項を記入し、下記までお送りください。
　１００－０００6　千代田区有楽町１－１２－１　新有楽町ビル３Ｆ
　　　　　　　　　　　　　公益財団法人冨士霊園　東京事務所
【 メールの場合 】
エピソード内容と必要事項を併せて、下記アドレスまでお送りください。
　　アドレス：info@fujireien.or.jp
【 必要事項 】

　題名　　郵便番号　　住所　　氏名（フリガナ）　　年齢　

　電話番号　　お持ちの墓所番号

　冨士霊園では、管理事務所内に貸出し用の車イスを４台ご用意
しております。使用を希望される方は、お気軽に管理事務所まで
お問い合わせください。

車イスの貸出し

霊園ニュース 慰霊祭のご案内
２０１５年の秋彼岸慰霊祭は、次のように執り行います。
お誘い合わせてご参列下さいますよう、ご案内申し上げます。
なお、彼岸期間中（９月２０～２６日）は礼拝堂２号室に
慰霊祭壇を常設致します。

エピソード募集のお知らせ

「さくらの丘」慰霊祭

９月２０日（日）
午前１０時より日時

樹木葬墓所
「さくらの丘」墓前場所

「やすらぎの苑慰霊堂」慰霊祭

９月２０日（日）
午前１０時２０分より日時

やすらぎの苑
慰霊堂場所

秋彼岸慰霊祭

９月２３日（水・祝）
午前１０時より日時

礼拝堂
２号室場所

「祈りの丘」慰霊祭

９月２３日（水・祝）
午前１０時４５分より日時

永代供養墓
「祈りの丘」墓前場所

「やすらぎ」に封入されたクーポンを事前に切り取り、ご希望の各施設窓口に
ご提出ください。優待内容や有効期限、対象人数など諸条件・詳しい使い方に
ついてはクーポンをご参照ください。

割引クーポンのご案内
冨士霊園と優待協定を結んでいる、冨士霊園近隣の観光施設などで、
割引サービスが受けられます。お墓参りと併せて、観光やレジャーなどに

ぜひご活用くださいますようお願い申し上げます。

使用
方法
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　霊園ニュースや管理料納付書などの郵便物が、住所不明のた
め返送されるケースが多数みられます。住所変更はお電話にて
管理事務所か東京事務所にお知らせいただくか、お墓参りの際に
管理事務所にお立ち寄りいただいて手続をお願いいたします。お知らせ

住所変更はお早めに
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となります。なお、開園時間内であれば、自家用車にて参拝は可
能です。

休園日

　２０１５年１２月１日（火）は臨時休園とさせていただきます。し
たがって、１２月１日（火）・２日（水）は連続休園日となりますので、
悪しからずご了承ください。

臨時休園日のお知らせ

講演会の様子 櫻井透理事長のご挨拶

　去る７月７日（火）、東京都千代田区・有楽町の朝日ホールにて、
冨士霊園開園５０周年記念講演会を開催しました。講演会では静
岡県にゆかりのある先生方をお招きし、第１部では静岡大学名誉
教授　小和田哲男先生より「戦国武将にとって霊峰富士とは」、第
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ください。

応募規定 
・８００字程度
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・応募は墓所をお持ちの権利者本人、
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・締切は２０１５年１２月末日とさせていただきます
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秋の彼岸・墓参バス

（税込）￥1,080
（税込）￥2,160
（税込）￥3,240
（税込）￥5,400

秋彼岸特別運行
９月１４日（月）、１５日（火）、１７日（木）、１８日（金）、２４日（木）、２５日（金）
９月１９日（土）、２０日（日）、２１日（月・祝）２２日（火・休）、２３日（水・祝）、２６日（土）

9月19日（土）、20日（日）
小田急線町田駅　小田急フローリスト前　午前9時15分
大人3,300円　小人3,000円（税込）

（10：00～19：00）

新宿発は、毎週金・土・日曜日と祝祭日に運行いたします。（1月、2月の金曜日は運休）

墓参・ご法事・ご納骨の際はお気軽にご相談ください。

新宿発運転日

町田発運転日

●運転日

●運転日
●集　合
●会　費

●集　合
●会　費

平　　日
土・日・祝
新宿駅西口小田急百貨店別館ハルク前35番ポール　午前8時45分
平　　日　大人3,300円　小人3,200円（税込）
土・日・祝　大人3,600円　小人3,200円（税込）

小田急の貸切バス　03-3428-4379　経堂営業所

小田急の墓参バス「ふじやま号」
03-3427-3160お問い合わせ・お申し込みは

●大型バス（トイレ付）　その他ご相談に応じます。

★通常の「やすらぎ号」は、毎月第1と第3日曜日に通年運行致します。

★集　合 東京7：45 横浜8：45　★料　金　大人3,600円  子供3,200円（税込）　
※当日バスの中にて集金致します。

お支払い方法 ： 御来社頂くか、下記の口座にお振込み願います。（振込み手数料はお客様負担となります。）

市川観光の墓参バス「やすらぎ号」
03-3842-0881お問い合わせ・お申し込みは

平日 9：00～18：00　土曜 9：00～13：00

大型バスやリフト付きバス及びトイレ付バス、中型、小型バスやワゴンタクシー等手配致します。
特別な便宜をはかりますので、お気軽にご相談下さい。

秋彼岸特別運行

三菱東京UFJ銀行　上野支店　普通　5071547　市川観光商事（株）

各　　地 午前8時45分（午前9時出発予定）　　＊最少催行人員は20名
平　　日 大人3,300円  小人3,200円（税込）
土・日・祝　大人3,600円  小人3,200円（税込）

●集合
●料金

横浜発・上野発
東京発
蒲田発

9月１８日（金）、１９日（土）、２０日（日）、２１日（月・祝）
９月１８日（金）、１９日（土）
９月１８日（金）、１９日（土）、２０日（日）　
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ネット墓参のおしらせ
冨士霊園では、お手持ちのPCやスマートフォン・タブレットなどの画面上で
ご参拝が可能な「ネット墓参サービス」を、弊園ホームページ（http://www.fujireien.or.jp/）より
申込受付を行っております。

　 申込登録について
弊園ホームページ画面の右下・「ネット墓参サービス」よりお願いいたします
1

　 登録の制限
登録はご家族やご親戚・友人の方でも可能ですが、権利者以外の登録申請については、権利者の「承諾
書」が必要です。

2

　 登録代行も可能です。
事前に「ネット墓参登録申請書兼承諾書」をご提出いただくことにより、霊園側にてネット墓参の代行登
録を行うことも可能です。

3

　 登録後の閲覧について
会員登録をいただきましたお客様には、弊園ホームページより貴家墓所の写真（ネット墓参登録時の）が
閲覧できます。初回の写真閲覧には登録承認通知後、１週間程度のお時間を要します。

4

　 ネット供花サービス（有償）
ネット墓参サービスの登録後に供花のお申込をいただきますと、供花時に撮影した写真を閲覧できま
す。お申込後のお支払いは銀行振込のほか、ネットクレジット決済も可能です。お支払い後、１週間ほど
で供花した写真が閲覧できるようになります。

5

営業時間／平   日 9:00～18:00　土休日 9:00～16:00

富士急の墓参特急バス（路線）
0465-82-1361お問い合わせ・お申し込みは

新松田駅　発
特急　冨士霊園　行

土曜日
日祝日

10：20
10：20

……
11：00

……
12：00

冨士霊園　発
特急　新松田駅　行

土曜日
日祝日

13：00
12：00
……

13：00
……
14：00

新松田駅発は毎週土曜日・日祝日に運行いたします。
（3月1日～11月30日まで運行し、 12月1日～2月28日までは運休となります）

「ＰＡＳＭＯ」は株式会社パスモの登録商標です。
「Ｓｕｉｃａ」は東日本旅客鉄道株式会社です。

新松田駅→冨士霊園
9月20日（日）
9月23日（水・祝）

11：00
11：40
12：00
12：30
13：30

09：45
10：00
10：20
10：30
10：45

冨士霊園→新松田駅
9月20日（日）
9月23日（水・祝）

12：45
13：00
13：30
14：00
14：30

11：00
11：30
12：00
12：15
12：30

新松田駅→冨士霊園
9月21日（月・祝）
9月22日（火・祝）

11：40
12：00
12：30
13：30

09：45
10：00
10：20
10：45
11：00

冨士霊園→新松田駅
9月21日（月・祝）
9月22日（火・祝）

13：00
13：30
14：00
14：30

11：00
11：30
12：00
12：30
12：45

新松田駅→冨士霊園
9月24日（木）
9月25日（金）
9月26日（土）

12：0010：20
11：00

冨士霊園→新松田駅
9月24日（木）
9月25日（金）
9月26日（土）

14：0012：00
13：00

９月２０日（日）～２６日（土）の新松田駅・冨士霊園間バスは、下記時刻にて運行します。

駿富苑
0550(78)0265
和・洋食料理　約7分（車）
http://ggyao.usen.com/0001053568/

●各店とも、駐車場及び無料送迎バスがあります（※印は送迎バスなし）　　●各店とも、お部屋は洋和室がございます

ご利用日の3か月前の同日より受付しております。霊園内にある「富岳亭」では、心なごむおもてなしで皆様をお待
ちしております。ご用意できるお料理は、5,400円・7,560円の会席料理や、4,320円の松花堂弁当・2,700円
の富岳弁当・1,620円のお子様ランチなどがございます（税込）。なお、休日は満席になることがあります。お早め
に申込くださいますよう、お願い申し上げます。万一、富岳亭が満席の時は、次の指定店へお問い合わせください。

※バス乗り場は新松田駅北口の富士急②番線です。 サービスの詳細については、ネット墓参担当（Tel:03-3213-8101）までお問い合わせください。
　　　 【片道】 大人 1,180円　小人  590円
　　　 【往復】 大人 2,120円　小人 1,060円
料金　

秋彼岸特別運行

ご納骨、ご法事のご会食は「富岳亭」（貸席）をご利用ください

マースガーデンウッド御殿場
0550(70)1170
会席・鉄板・イタリアン　約20分（車）※
http://www.mars-gw.jp/

やま城
0550(83)9665　和食料理
約10分（車）
http://www.gotemba-yamashiro.jp/

御殿場甲羅本店八宏園
0550(88)3333
カニ・和食料理　約15分（車）
http://www.yudai.co.jp/kora/

ホテル春日
0550(89)6565
和・洋食料理　　約15分（車）
http://hotelkasuga.biz-web.jp/

妙見本店
0550(82)0142
寿司・日本料理　約15分（車）※
http://www.myoken.info/

ふがくてい
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事前に「ネット墓参登録申請書兼承諾書」をご提出いただくことにより、霊園側にてネット墓参の代行登
録を行うことも可能です。

3

　 登録後の閲覧について
会員登録をいただきましたお客様には、弊園ホームページより貴家墓所の写真（ネット墓参登録時の）が
閲覧できます。初回の写真閲覧には登録承認通知後、１週間程度のお時間を要します。

4

　 ネット供花サービス（有償）
ネット墓参サービスの登録後に供花のお申込をいただきますと、供花時に撮影した写真を閲覧できま
す。お申込後のお支払いは銀行振込のほか、ネットクレジット決済も可能です。お支払い後、１週間ほど
で供花した写真が閲覧できるようになります。

5

営業時間／平   日 9:00～18:00　土休日 9:00～16:00

富士急の墓参特急バス（路線）
0465-82-1361お問い合わせ・お申し込みは

新松田駅　発
特急　冨士霊園　行

土曜日
日祝日

10：20
10：20

……
11：00

……
12：00

冨士霊園　発
特急　新松田駅　行

土曜日
日祝日

13：00
12：00
……

13：00
……
14：00

新松田駅発は毎週土曜日・日祝日に運行いたします。
（3月1日～11月30日まで運行し、 12月1日～2月28日までは運休となります）

「ＰＡＳＭＯ」は株式会社パスモの登録商標です。
「Ｓｕｉｃａ」は東日本旅客鉄道株式会社です。

新松田駅→冨士霊園
9月20日（日）
9月23日（水・祝）

11：00
11：40
12：00
12：30
13：30

09：45
10：00
10：20
10：30
10：45

冨士霊園→新松田駅
9月20日（日）
9月23日（水・祝）

12：45
13：00
13：30
14：00
14：30

11：00
11：30
12：00
12：15
12：30

新松田駅→冨士霊園
9月21日（月・祝）
9月22日（火・祝）

11：40
12：00
12：30
13：30

09：45
10：00
10：20
10：45
11：00

冨士霊園→新松田駅
9月21日（月・祝）
9月22日（火・祝）

13：00
13：30
14：00
14：30

11：00
11：30
12：00
12：30
12：45

新松田駅→冨士霊園
9月24日（木）
9月25日（金）
9月26日（土）

12：0010：20
11：00

冨士霊園→新松田駅
9月24日（木）
9月25日（金）
9月26日（土）

14：0012：00
13：00

９月２０日（日）～２６日（土）の新松田駅・冨士霊園間バスは、下記時刻にて運行します。

駿富苑
0550(78)0265
和・洋食料理　約7分（車）
http://ggyao.usen.com/0001053568/

●各店とも、駐車場及び無料送迎バスがあります（※印は送迎バスなし）　　●各店とも、お部屋は洋和室がございます

ご利用日の3か月前の同日より受付しております。霊園内にある「富岳亭」では、心なごむおもてなしで皆様をお待
ちしております。ご用意できるお料理は、5,400円・7,560円の会席料理や、4,320円の松花堂弁当・2,700円
の富岳弁当・1,620円のお子様ランチなどがございます（税込）。なお、休日は満席になることがあります。お早め
に申込くださいますよう、お願い申し上げます。万一、富岳亭が満席の時は、次の指定店へお問い合わせください。

※バス乗り場は新松田駅北口の富士急②番線です。 サービスの詳細については、ネット墓参担当（Tel:03-3213-8101）までお問い合わせください。
　　　 【片道】 大人 1,180円　小人  590円
　　　 【往復】 大人 2,120円　小人 1,060円
料金　

秋彼岸特別運行

ご納骨、ご法事のご会食は「富岳亭」（貸席）をご利用ください

マースガーデンウッド御殿場
0550(70)1170
会席・鉄板・イタリアン　約20分（車）※
http://www.mars-gw.jp/

やま城
0550(83)9665　和食料理
約10分（車）
http://www.gotemba-yamashiro.jp/

御殿場甲羅本店八宏園
0550(88)3333
カニ・和食料理　約15分（車）
http://www.yudai.co.jp/kora/

ホテル春日
0550(89)6565
和・洋食料理　　約15分（車）
http://hotelkasuga.biz-web.jp/

妙見本店
0550(82)0142
寿司・日本料理　約15分（車）※
http://www.myoken.info/

ふがくてい
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ネット墓参のおしらせ
冨士霊園では、お手持ちのPCやスマートフォン・タブレットなどの画面上で
ご参拝が可能な「ネット墓参サービス」を、弊園ホームページ（http://www.fujireien.or.jp/）より
申込受付を行っております。

　 申込登録について
弊園ホームページ画面の右下・「ネット墓参サービス」よりお願いいたします
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閲覧できます。初回の写真閲覧には登録承認通知後、１週間程度のお時間を要します。
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❶ 謝礼金（ご成約１件について）　

●３㎡墓所　ご紹介くださった方へ

　　　　　   ご紹介により墓所を申し込まれた方へ

●４㎡墓所　ご紹介くださった方へ

　　　　　   ご紹介により墓所を申し込まれた方へ

それぞれ、ゆうちょ銀行の普通為替にて送らせていただきます ※すでにお申し込みいただいた後のご
　紹介扱いはできません

3万円

3万円

4万円

4万円

●取扱対象　　　墓所使用料（３㎡・４㎡）・墓石等

●取扱申込年齢　２０歳以上

●収入条件　　　定期収入がある方（年金も可）

●返済条件　　　１回～１２０回（ボーナス併用も可）

お支払例

墓所使用料３㎡・２００万円を１２０回ローンにした場合
初　回　　　２１，６００円
２回目以降　１９，２００円　でお求めになれます。
※詳細につきましては、東京事務所・管理事務所まで
お問い合わせください。

新区画5区6号（3m2）
募集中

新区画
5区6号
募集中

特販墓所
１区１号・２号
募集中

自由区画
おもいで墓所
募集中

祈りの丘
さくらの丘
募集中

自由区画（6.4m2から）募集中
規格墓所以外に、『墓所設計施工及び緑地に
関する規則』に基づき、ご希望の墓所工事が
行える自由区画もございます。
ご希望の場合はお問い合わせ下さい。

一基 200万円（税込） ゆとりの４㎡ 1区１号、1区２号特販墓所 募集中
墓石、墓誌、花線香立付　２３０万円（税込）分割

予約払い

（詳細は10ページをご覧
下さい）

　ただいま、桜とツツジに囲まれ、管理事務所から至近の区域　１区１号・１区２号（９
ページ・薄緑色部分）を特販墓所としてお薦めしております。貴家の墓所のお近くが空い
ているかもしれません。親しい方やご親戚の方が貴家の墓所の近くをご希望の場合に、ぜ
ひお薦めください。詳細につきましては管理事務所までお問い合わせください。

墓所お申し込みご希望者をご紹介ください
　冨士霊園をご利用いただいている皆様からのご紹介により、墓所をお申し込みされた
方に、感謝の一端として下記の通り薄謝を進呈しております。どうかこの機会に、皆様の
お知り合いの方へ墓所をおすすめくださいますようお願い申し上げます。

２０１５年９月１日から２０１６年３月３
１日までの期間に、墓所使用者様か
らのご紹介により墓所の申込があり、
所定の使用料の入金が完了した場
合に適用となります。

建墓ローンの取扱いについて
自己資金がなくても、利率２．９％（２０１５年８月１日現在）で墓所並びに墓石が購入でき
る、手続きが簡単・便利な建墓ローンがございます。

❷ 適用条件手続きが簡単便利な
建墓ローンを取り扱っ
ております
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❶ 謝礼金（ご成約１件について）　

●３㎡墓所　ご紹介くださった方へ

　　　　　   ご紹介により墓所を申し込まれた方へ

●４㎡墓所　ご紹介くださった方へ

　　　　　   ご紹介により墓所を申し込まれた方へ

それぞれ、ゆうちょ銀行の普通為替にて送らせていただきます ※すでにお申し込みいただいた後のご
　紹介扱いはできません

3万円

3万円

4万円

4万円

●取扱対象　　　墓所使用料（３㎡・４㎡）・墓石等

●取扱申込年齢　２０歳以上

●収入条件　　　定期収入がある方（年金も可）

●返済条件　　　１回～１２０回（ボーナス併用も可）

お支払例

墓所使用料３㎡・２００万円を１２０回ローンにした場合
初　回　　　２１，６００円
２回目以降　１９，２００円　でお求めになれます。
※詳細につきましては、東京事務所・管理事務所まで
お問い合わせください。

新区画5区6号（3m2）
募集中

新区画
5区6号
募集中

特販墓所
１区１号・２号
募集中

自由区画
おもいで墓所
募集中

祈りの丘
さくらの丘
募集中

自由区画（6.4m2から）募集中
規格墓所以外に、『墓所設計施工及び緑地に
関する規則』に基づき、ご希望の墓所工事が
行える自由区画もございます。
ご希望の場合はお問い合わせ下さい。

一基 200万円（税込） ゆとりの４㎡ 1区１号、1区２号特販墓所 募集中
墓石、墓誌、花線香立付　２３０万円（税込）分割

予約払い

（詳細は10ページをご覧
下さい）

　ただいま、桜とツツジに囲まれ、管理事務所から至近の区域　１区１号・１区２号（９
ページ・薄緑色部分）を特販墓所としてお薦めしております。貴家の墓所のお近くが空い
ているかもしれません。親しい方やご親戚の方が貴家の墓所の近くをご希望の場合に、ぜ
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墓所お申し込みご希望者をご紹介ください
　冨士霊園をご利用いただいている皆様からのご紹介により、墓所をお申し込みされた
方に、感謝の一端として下記の通り薄謝を進呈しております。どうかこの機会に、皆様の
お知り合いの方へ墓所をおすすめくださいますようお願い申し上げます。

２０１５年９月１日から２０１６年３月３
１日までの期間に、墓所使用者様か
らのご紹介により墓所の申込があり、
所定の使用料の入金が完了した場
合に適用となります。
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１区・２区・３区・６区・７区・８区など、外柵がブロック製の墓所を対象として、
既存外柵の内側と、区画の前面および階段部分をみかげ石製にリニューアルす
る工事を承っております。墓所の場所・付属物によって仕様・料金が異なりま
すので、詳細は管理事務所または東京事務所までお問い合わせください。なお、
ご入金から完成まで約３～４カ月かかります（冬期は除く）。

人造石の墓石を天然石（白みかげ石）に交換をご希望の場合には、少ないご負担で交換できるように、
特別料金で取り扱っております。
墓石交換料金　横型・縦型ともに一式　２１６，０００円（税込）
なお、文字などの彫刻料金は含みません。
※手続が簡単・便利な建墓ローンの取扱いができます。（条件等は１０ページに記載）

レストランふじみ
メニューの一部は封入のクーポンが利用可能です。

墓石を天然石（白みかげ石）に交換をご希望の方へ

あなたの墓所へ「墓誌」「花・線香立」の
設置をおすすめします。

富士山麓は四季のやすらぎ
心温まるサービスと美味しい食事
地場の食材を生かし魅力ある料理を提供します。

ふじみ花籠御膳（要予約）

金時松花堂御膳（要予約）

天ぷら定食

とんかつ定食

富士山水菜カレー

三島コロッケ定食

食事メニュー 喫茶メニュー
2,160円

1,620円

1,180円

1,100円

1,080円

950円

ご予約お問い合わせはお気軽にお電話ください。 　レストラン ふじみ TEL0550-78-0065
※その他数多くの品数を取り揃えております、どうぞご利用ください。（価格には消費税を含んでおります。）

合い盛（天ぷら付）1、080円

ホットコーヒー

紅茶（各種）

ホットココア

アイスコーヒー

ホットケーキ

ソフトクリーム

360円

360円

430円

400円

420円

300円

天ざるそば・うどん

天ぷらそば・うどん

山菜そば・うどん

とろろそば・うどん

ラーメン（しょうゆ・塩）

味噌ラーメン

1,080円

900円

750円

820円

750円

820円

〒168-0071  東京都杉並区高井戸西 3-16-11
TEL/ 03-3334-6448  FAX/ 03-3334-6466
http://www.toso-ceremony.jp 〒411-0846  静岡県三島市栄町10-49　TEL/ 055-972-6699   FAX/ 055-972-6686

※山梨県・
   静岡県を除く

ご相談・資料請求・お申込みはこちら ご相談・資料請求・お申込みはこちら

0120-846-448 0120-043-444
《信頼の葬儀社ネットワーク》

サービスエリア　東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県・山梨県

株式会社 ベルホール
年中無休

年 中 無 休
24時間受付

24時間受付

株式会社 東葬祭典

安心安価な家族葬セットを
ご利用いただけます

もしもの時の……
お葬式までの流れ

冨士霊園協定葬儀も
ご利用いただけます

事前のご相談から
葬儀後のフォローまで

◆ 少人数で行なう家族葬をご希望の方に、
   家族葬セットがございます

◆ 最低必要なものだけをセットにした、
   安心安価な家族葬セットです

◆ 生花飾りの形やお花の色合いなどは
   遠慮なくご相談下さい

◆ 何時でもどこからでも、
   フリーダイヤルをご利用下さい

◆ 寝台車でお迎えに伺い、
   ご指定される場所にご安置いたします

◆ 担当者がお葬式の打合わせを
   させて頂きます

◆ もちろん冨士霊園との協定葬儀プランも
   ご利用いただけます

◆ 葬儀基本料金の分部が
   30％割引になっております

◆ S・A・B・C級よりお選びいただけます

◆ 事前のご相談をお奨めしています
（ご指定場所にも伺います）

◆ お寺様のご紹介やお見積書の作成も
   致します

◆ お葬式後のご法事や納骨の
ご相談も承ります

お
花
で
送
る

家 

族 

葬

冨士霊園をご利用のお客様へ

例
ご入金時期

２０１５年　９月末
２０１５年１０月以降

完成予定（目安）
２０１５年１２月末
２０１６年　４月以降

５７，２４０円（税込）
８２，０８０円（税込）
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   ご指定される場所にご安置いたします

◆ 担当者がお葬式の打合わせを
   させて頂きます

◆ もちろん冨士霊園との協定葬儀プランも
   ご利用いただけます

◆ 葬儀基本料金の分部が
   30％割引になっております

◆ S・A・B・C級よりお選びいただけます

◆ 事前のご相談をお奨めしています
（ご指定場所にも伺います）

◆ お寺様のご紹介やお見積書の作成も
   致します

◆ お葬式後のご法事や納骨の
ご相談も承ります

お
花
で
送
る
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葬

冨士霊園をご利用のお客様へ

例
ご入金時期

２０１５年　９月末
２０１５年１０月以降

完成予定（目安）
２０１５年１２月末
２０１６年　４月以降

５７，２４０円（税込）
８２，０８０円（税込）
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１区・２区・３区・６区・７区・８区など、外柵がブロック製の墓所を対象として、
既存外柵の内側と、区画の前面および階段部分をみかげ石製にリニューアルす
る工事を承っております。墓所の場所・付属物によって仕様・料金が異なりま
すので、詳細は管理事務所または東京事務所までお問い合わせください。なお、
ご入金から完成まで約３～４カ月かかります（冬期は除く）。

人造石の墓石を天然石（白みかげ石）に交換をご希望の場合には、少ないご負担で交換できるように、
特別料金で取り扱っております。
墓石交換料金　横型・縦型ともに一式　２１６，０００円（税込）
なお、文字などの彫刻料金は含みません。
※手続が簡単・便利な建墓ローンの取扱いができます。（条件等は１０ページに記載）

レストランふじみ
メニューの一部は封入のクーポンが利用可能です。

墓石を天然石（白みかげ石）に交換をご希望の方へ

あなたの墓所へ「墓誌」「花・線香立」の
設置をおすすめします。

富士山麓は四季のやすらぎ
心温まるサービスと美味しい食事
地場の食材を生かし魅力ある料理を提供します。

ふじみ花籠御膳（要予約）

金時松花堂御膳（要予約）

天ぷら定食

とんかつ定食

富士山水菜カレー

三島コロッケ定食

食事メニュー 喫茶メニュー
2,160円

1,620円

1,180円

1,100円

1,080円

950円

ご予約お問い合わせはお気軽にお電話ください。 　レストラン ふじみ TEL0550-78-0065
※その他数多くの品数を取り揃えております、どうぞご利用ください。（価格には消費税を含んでおります。）

合い盛（天ぷら付）1、080円

ホットコーヒー

紅茶（各種）

ホットココア

アイスコーヒー

ホットケーキ

ソフトクリーム

360円

360円

430円

400円

420円

300円

天ざるそば・うどん

天ぷらそば・うどん

山菜そば・うどん

とろろそば・うどん

ラーメン（しょうゆ・塩）

味噌ラーメン

1,080円

900円

750円

820円

750円

820円

〒168-0071  東京都杉並区高井戸西 3-16-11
TEL/ 03-3334-6448  FAX/ 03-3334-6466
http://www.toso-ceremony.jp 〒411-0846  静岡県三島市栄町10-49　TEL/ 055-972-6699   FAX/ 055-972-6686

※山梨県・
   静岡県を除く

ご相談・資料請求・お申込みはこちら ご相談・資料請求・お申込みはこちら

0120-846-448 0120-043-444
《信頼の葬儀社ネットワーク》

サービスエリア　東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県・山梨県

株式会社 ベルホール
年中無休

年 中 無 休
24時間受付

24時間受付

株式会社 東葬祭典

安心安価な家族葬セットを
ご利用いただけます

もしもの時の……
お葬式までの流れ

冨士霊園協定葬儀も
ご利用いただけます

事前のご相談から
葬儀後のフォローまで

◆ 少人数で行なう家族葬をご希望の方に、
   家族葬セットがございます

◆ 最低必要なものだけをセットにした、
   安心安価な家族葬セットです

◆ 生花飾りの形やお花の色合いなどは
   遠慮なくご相談下さい

◆ 何時でもどこからでも、
   フリーダイヤルをご利用下さい
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『お葬式のしきたり色々』－
シリーズ

12  末期の水
毎回お葬式のしきたりに関わる色 な々内容を掲載しております。
また編集部では、皆様方からのご意見やご希望をお待ちしております。

末期の水( まつごのみず )　死に水とは
息を引き取った後、家族が枕元に寄って順番にその口元を水で潤すことを、

「末期の水」または「死に水」をとると言います。
この「死に水」をとるという言い方は、臨終の際にお水をあげることだけでは

なく、相手を最後まで看取る、最期まで面倒を見るという意味があり、古いドラ
マなどを観ていると、そのような場面で使われていることがあります。
この作法は、本来は蘇生を祈る儀式であったために、臨終の間際に行なわれ

ていたものです。現在では、息を引き取った後に行なわれるのがほとんどです。
現在の末期の水
一般的には、ご遺体が病院からご自宅に戻

られて、お布団に安置された直後に行なわれ
ています。
ご家族の方が全員揃っていると良いのです

が、揃っていない場合には、ある程度揃うのを待ってから行なうことも
あります。
使用する道具としては、新しい筆か箸の先に脱脂綿かガーゼを巻

いて糸で縛り、それに水を含ませて、故人の唇(くちびる)を軽く湿ら
せます。
本来は仏教の儀式なのですが、宗旨や宗派、地域の風習等によ

り、水を含ませるのは綿ではなく、樒や菊の葉を使用する場合もあり
ます。また、鳥の羽を使用したり、二枚貝の貝に水を入れて行なう場
合もあります。
順番としては、喪主の方、そして血縁の近い順とされています。つ

まり最初は配偶者、次にお子様、そして故人の両親、兄弟姉妹、子の
配偶者、孫の順となります。

儀式のいわれ
仏典『長阿含経』の中に『末期の水』の由来となる話がのっています。
末期を悟られた仏陀は弟子の阿難に命じて、『口が渇いたので水

を持ってきて欲しい』と頼みました。
しかし阿難は『河の上流で多くの車が通過して、水が濁って汚れ

ているので我慢して下さい』と言いました。
しかし仏陀は口の渇きが我慢できず、三度阿難におねがいをしま

した。
そして『拘孫可はここから遠くない、清く冷たいので飲みたい。』
また『そこの水を浴びたい。』とも言いました。
その時、雪山に住む鬼神で仏道に篤い者が、鉢に浄水を酌み、こ

れを仏陀に捧げたとあります。
これが仏典にある末期の水の由来です。
この話が、後に 最後の供養 として定着したと言われています。
故人への想い
解釈には色々あってもよいと思います。
例えば、死者の命が蘇ることを願って行なうものであるとか。
あの世への旅立ちに、喉が渇かないようにとの思いからであるとか。
とにかく死者に何かをしてあげたい、という遺族の心情からであ

る等々です。
現場でよく耳にする話しですが、病院でお酒が飲めなかったから、

水の代わりにお酒を含ませたいのだが、と聞いてこられる方がい
らっしゃるとのことです。
それもそれ、ご遺族の気持ち　最後の供養　ではないでしょうか。

お彼岸  こぼれ話
　秋のお彼岸の訪れとともに盛夏の暑さは

ひと段落するものの、夕暮れ時にはどこと

なく切ない雰囲気を感じます。その切ない

雰囲気を醸し出し、秋の季語として俳句に

も詠まれる「つるべ落とし」、この語源を

ご存知でしょうか。

　まず「釣瓶（つるべ）」とは、井戸で水

を汲む際に、縄などの先につけて下ろす桶

のことを指し、その釣瓶が井戸を勢いよく

滑り落ちるように、秋はあっという間に日

が暮れるということを云います。この時期

の暦に目を通すと、同じお彼岸でも春は緩

やかに日没時刻が遅くなりますが、秋は駆

け足で日没時刻が早くなります。東京での

日没時間を比較すると別表の通り、お彼岸

の入りから明けまでの１週間で日没時間が

春は４分遅くなるのみですが、秋は一気に

９分も早くなります。この急ぎ足の変化が

「つるべ落とし」と云われる所以です。

　この差は北日本ほど差が顕著で、沖縄の

那覇では春が３分・秋が７分であるのに対

し、札幌では春が６分・秋が１１分となり

ます。これは地球の自転軸（地軸）が太陽

の周りを廻る公転軸に対し、２３．５°ほど

傾いていることによります。真夏と同じ感

覚でいると、気づかぬうちに薄暗くなって

いることがあるかもしれません。早めに用

事を済ませたうえでの帰宅を心がけたいも

のです。

彼岸の入り

３月１８日
１７時５２分

３月２４日
１７時５６分

彼岸の明け

春

９月２０日
１７時４３分

９月２６日
１７時３４分秋

http://www.hasegawa.jp

全国100店舗以上のネットワーク
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水の代わりにお酒を含ませたいのだが、と聞いてこられる方がい
らっしゃるとのことです。
それもそれ、ご遺族の気持ち　最後の供養　ではないでしょうか。

お彼岸  こぼれ話
　秋のお彼岸の訪れとともに盛夏の暑さは

ひと段落するものの、夕暮れ時にはどこと

なく切ない雰囲気を感じます。その切ない

雰囲気を醸し出し、秋の季語として俳句に

も詠まれる「つるべ落とし」、この語源を

ご存知でしょうか。

　まず「釣瓶（つるべ）」とは、井戸で水

を汲む際に、縄などの先につけて下ろす桶

のことを指し、その釣瓶が井戸を勢いよく

滑り落ちるように、秋はあっという間に日

が暮れるということを云います。この時期

の暦に目を通すと、同じお彼岸でも春は緩

やかに日没時刻が遅くなりますが、秋は駆

け足で日没時刻が早くなります。東京での

日没時間を比較すると別表の通り、お彼岸

の入りから明けまでの１週間で日没時間が

春は４分遅くなるのみですが、秋は一気に

９分も早くなります。この急ぎ足の変化が

「つるべ落とし」と云われる所以です。

　この差は北日本ほど差が顕著で、沖縄の

那覇では春が３分・秋が７分であるのに対

し、札幌では春が６分・秋が１１分となり

ます。これは地球の自転軸（地軸）が太陽

の周りを廻る公転軸に対し、２３．５°ほど

傾いていることによります。真夏と同じ感

覚でいると、気づかぬうちに薄暗くなって

いることがあるかもしれません。早めに用

事を済ませたうえでの帰宅を心がけたいも

のです。

彼岸の入り
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１７時５２分
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『お葬式のしきたり色々』－
シリーズ

12  末期の水
毎回お葬式のしきたりに関わる色 な々内容を掲載しております。
また編集部では、皆様方からのご意見やご希望をお待ちしております。

末期の水( まつごのみず )　死に水とは
息を引き取った後、家族が枕元に寄って順番にその口元を水で潤すことを、

「末期の水」または「死に水」をとると言います。
この「死に水」をとるという言い方は、臨終の際にお水をあげることだけでは

なく、相手を最後まで看取る、最期まで面倒を見るという意味があり、古いドラ
マなどを観ていると、そのような場面で使われていることがあります。
この作法は、本来は蘇生を祈る儀式であったために、臨終の間際に行なわれ

ていたものです。現在では、息を引き取った後に行なわれるのがほとんどです。
現在の末期の水
一般的には、ご遺体が病院からご自宅に戻

られて、お布団に安置された直後に行なわれ
ています。
ご家族の方が全員揃っていると良いのです

が、揃っていない場合には、ある程度揃うのを待ってから行なうことも
あります。
使用する道具としては、新しい筆か箸の先に脱脂綿かガーゼを巻

いて糸で縛り、それに水を含ませて、故人の唇(くちびる)を軽く湿ら
せます。
本来は仏教の儀式なのですが、宗旨や宗派、地域の風習等によ

り、水を含ませるのは綿ではなく、樒や菊の葉を使用する場合もあり
ます。また、鳥の羽を使用したり、二枚貝の貝に水を入れて行なう場
合もあります。
順番としては、喪主の方、そして血縁の近い順とされています。つ

まり最初は配偶者、次にお子様、そして故人の両親、兄弟姉妹、子の
配偶者、孫の順となります。

儀式のいわれ
仏典『長阿含経』の中に『末期の水』の由来となる話がのっています。
末期を悟られた仏陀は弟子の阿難に命じて、『口が渇いたので水

を持ってきて欲しい』と頼みました。
しかし阿難は『河の上流で多くの車が通過して、水が濁って汚れ

ているので我慢して下さい』と言いました。
しかし仏陀は口の渇きが我慢できず、三度阿難におねがいをしま

した。
そして『拘孫可はここから遠くない、清く冷たいので飲みたい。』
また『そこの水を浴びたい。』とも言いました。
その時、雪山に住む鬼神で仏道に篤い者が、鉢に浄水を酌み、こ

れを仏陀に捧げたとあります。
これが仏典にある末期の水の由来です。
この話が、後に 最後の供養 として定着したと言われています。
故人への想い
解釈には色々あってもよいと思います。
例えば、死者の命が蘇ることを願って行なうものであるとか。
あの世への旅立ちに、喉が渇かないようにとの思いからであるとか。
とにかく死者に何かをしてあげたい、という遺族の心情からであ

る等々です。
現場でよく耳にする話しですが、病院でお酒が飲めなかったから、

水の代わりにお酒を含ませたいのだが、と聞いてこられる方がい
らっしゃるとのことです。
それもそれ、ご遺族の気持ち　最後の供養　ではないでしょうか。
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も詠まれる「つるべ落とし」、この語源を

ご存知でしょうか。
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通年平日の水曜日（祝・祭日の場合、翌木曜日）が休園日となりますが、
秋のお彼岸（9／20～9／26）期間の水曜日（9／23）および、春のお彼岸（3／17～23）期間の水曜日（3／23）、
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