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ミックホールの家族葬

ミック家族葬プラン
家族葬専用会館ミック大仁ホール

時代とともに葬儀を行うかたちも変わりつつありま
す。華美に葬儀をするよりも本当に故人を知る人々
で最後を送りたい。そんなあなたにご提案させてい
ただきます。

やり直しはできないから・・・
ミックホールでは

もしもに備えて

ミック大仁ホール

会食風景

事前相談

バス

をおすすめしています

家族葬祭壇例

ご遺族控室

「これどうすればいいの？」と思ったら、ミックホールにご相談下さい。
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０１２０－４１７６７６
事前相談・ホール見学随時受付中！
事前にご相談いただくことにより、お客様の個別の
ご相談やご質問に納得のいくまできめ細かくお答えし、
より詳しくは
実際のお葬儀の際により丁寧に、そして何よりも
こちら
お客様にご満足のいただける葬儀を執り行うことが
できます。

ミックホールでは、お葬儀に関わる様々な事・・・事前に考えておきたいことや決
めておきたいこと、葬儀の後の様々な手続きのことなどを相談できる、身近なパー
トナー・専門家をネットワークでご紹介する「相談室」を開設しました。
いつでも気兼ねなくご相談頂けま
もしもの時、
す。家族葬のこと、葬儀のお手伝
お葬式って
まず何をすれば
いから、普段の生活での困り事や
全部でいくら
いいの？
税務、法律相談まで、皆さまを支
かかるの？
えて参ります。
誰に相談すればいいの？
何から手をつければいいの？
色々な人に意見されて何が
一番良いのか分からない

そんな時の相談相手
それがミック相談室
です。

家族葬って
どんな風に
すればいいの？

自分自身のもしも
の時を相談
できないかしら？

時間
毎週水曜日は無料相談会 場所
ご希望の方は
事前にご予約の
お電話を
お願いします。

田方郡函南町間宮602

ミック
セレモニー

伊豆ホール ミック大仁ホール ファミック修善寺

伊豆市柳瀬360-1

トイレ

家族葬プランはミックホールの各ホールでご利用いただけます。

相談・見積り

ミック函南ホール

駐車場

伊豆の国市田京38-1

伊豆市瓜生野125-2

なかなか家族にも
話せない事・・・相談
できないかしら？

10:00～12:00
有限会社みずぐち本社

よりよい葬儀・満足できるお別れ・納得できる葬儀を
執り行うために、ぜひ相談会へお越しください。何度でも
ご納得の行くまでご相談を承ります。

０１２０－４１７６７６

楽しく分かりやすく学んで身近に感じる

ワンコイン・ランチセミナ
生前整理・終い支度と言うとどこか 死を待つ というような重苦しいイメ ジに取られが
ちです けれども実際の生前整理や終い支度に取り組んでみると 日々の暮らしを楽に 将
来への不安を取り除き明るく過ごすためだということが理解していただけると思います
葬儀 や 生前整理 を特別なものではなく 普段の暮らしの中の身近なものとして向き
合 ていただけたら という想いから 楽しく分かりやすく学ぶ場としてランチセミナ を
開催させて頂きました
講師は生前整理セミナ でお馴染みの関美恵
子さんと 当社お客様相談センタ の水口はる
ひ 全くの偶然だ たのですが 今回のセミ
ナ では 関先生も水口もつい数日前にごく身
近な方を亡くして 実際に故人の身の回りの整
理をしたり送る立場とな て自ら色々な体験を
したばかりだ たので 当日のお話も非常に力
のこもる内容となりました
家の中や自分の気持ちを整理することで
日々の生活がとても豊かになる
もしもの時の想いときちんと向き合 たら
ワンコイン・ランチセミナ は 一月二五 かえ て生きる気力や希望が湧いてきた
日に三島フレンチのレストラン おんふらん そんな 整理 や 終い支度 の実際を 実
す さんで開催いたしました ワンコイン 例や講師の実体験を交えながら分かりやすく解
五〇〇円 でランチをいただきながら生前 説させていただきました
整理・終活という身近な話題のセミナ を受
なんとなく重苦しい印象
講できるということで 大変ご好評をいただ
になりがちな 生前整
きました 今回はその様子をお知らせいたし
理
終い支度 という
ます
テ マですが お話を進
今回のセミナ も女性限定での開催でした
めさせていただくにつれ
午前中 九時三〇分から十一時まで
整理
て 受講生の皆さまも
収納・生前整理・終活・家族葬・お墓や散骨
むしろ身近なことだとい
などについて講座を行わせていただき その
う事に気づかれたようで
後十一時からおんふらんすさんのワンプレ
す また 具体的な整理
ト・フルコ スランチをいただく という内
収納の方法や 葬儀の際
容でした
のち
とした手続きや

終活
セミナー

社内研修の紹介

モノの整理から
時間や事の整理
まで様々な整理
について解説

当社では
担当スタ フ
が少しでもご
葬家のお気持
ちに寄り添い
確かな提案が
出来るよう
様々な研修を
行 ています

後世に伝えたい
葬送文化 その一 お彼岸マメ知識

ワンポイントの知識 散骨やお墓の管理のことな
ど 知 ていれば必ず役立つ知識もいくつかご紹
介させていただきました
セミナ 終了後にアンケ トを取らせていただい
たところ ほぼ全員の方から 非常に参考にな
た
参加してよか た とのご感想を頂き ま
た今回のセミナ の続きや より深い内容の講座
を受講したいという方も多くいら し いました
このワンコイン・ランチセミナ は 今後も随時
開催して参ります
第二回目のワンコイン・ラン
チセミナ は 三月六日 水曜
日 に 前回と同じく三島 フ
レンチレストラン おんふらん
す さんで開催する事にな て
おります
また ランチセミナ での解
説よりも踏み込んだ内容の講座
をご希望の方向けに 全二回の
生前整理セミナ を開催するこ
とが決定いたしました
全二回生前整理セミナ は
三月十八日 月 ・四月十五日
月 の二回です

お彼岸とは？
彼岸 という言い方は 至彼
岸 を略したもので 文字通り
彼岸へ到達する という意味
です
彼岸とは悟りの世界を意味し
迷いや苦悩に満ちたこちら側の
岸 此の岸 に対してあちら側
の岸 彼の岸
つまり極楽浄
土の事を指しているのです

狩野川

http://michall-web.com
修善寺橋

TEL 0558-72-1151

仏壇・位牌・仏
具に関すること
は 仏壇・仏具
みずぐち に
お任せ下さい
最近話題の小型
仏壇・家具調仏
壇 また ご本
尊・ご進物用線
香も 各種取り
そろえました
会員価格でご奉
仕いたします

毎日夕方６時まで営業

彼岸法要の始まり
日本で最初に彼岸法要 讃仏
会 が行われたのは 今から約
一二〇〇年前の事で 諸国に
あ た国分寺の僧侶が春と秋の
二回 中日を挟んで前後三日間
の計七日間にわたり仏を讃えお
経をあげたと伝えられています
それらが次第に一般の人にも
お彼岸の法要 として供養す
る事が広まりました
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より詳しくはホームページへ
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葬儀業３０年の経
験を元に心づもり
や事前相談につい
て解説

沼津出身の原田眞人監督の映画
わが母の記 が第三十五回モ
ントリオ ル映画祭に於いて審
査員特別グランプリを受賞され
ました
この映画は伊豆が 日本が誇る
文豪井上靖さんの自伝的小説を
元に描かれたもので 撮影は伊
豆の各地で地元の方々の大いな
る協力の元 行われました
実は当社ではこのお母様のご葬
儀に関わ ており 撮影に当た
り助監督さんが何度もお見えに
なり 当時の野道具 葬列用品
などをご覧になりました その
中には撮影に使われたものも数
多くあります
現在ではあまり行われなくな
てしま た葬列ですが 当社は
専門店 キチンと取り揃えてお
りますので 今回のような場面
でお役にたつことが出来ました
中でも圧巻は 六方 ろ ぽ
う
と呼ばれるお道具です
六方 とは中に骨瓶を入れる
墓地まで運ぶ葬列道具のひとつ
で 今は現役を退いた会長が
長い時間をかけて作り上げた傑
作です この六方も出演者の
方々に担がれて 出演しました

なめと大門

仏壇
仏具

お申込み・お問合せは
P

今後のセミナースケジュール
ワンコインランチセミナー

お彼岸には出来るだけ 家族そ
ろ てお墓参りをしまし う
お墓参りには特別な作法はあり
ません
墓石をきれいに洗い お墓の周
囲も掃除して花や線香を手向け
お菓子などもお供えします
そして合掌礼拝の前に手桶から
た ぷりと水をすくい 墓石の
上からかけます
お水をかけるのもお布施の一つ
なのです

ココ

3月18日(月)・4月15日(月)
場所：ミック函南ホール
進物用線香・念珠・香老舗松栄堂
取り扱っております

生前整理セミナー（全2回）

特別御奉仕会開催中

会員価格で特別奉仕

3月6日（水）9：30～
場所：三島フレンチレストラン
おんふらんす
仏壇
仏具

講師：関美恵子

講師：水口はるひ

昨年末は 傾聴とコミ ニケ
シ ン について学びました
講師は 東部こころのボラン
テ ア の理事長 池田貞夫さ
ん 事務局長 田中利延さん
一回目は 傾聴する事の意義
と自分の性格を知る為の性格テ
ストを行いました 中でも 傾
聴 は読んで字の如し お客様
のお話をトコトン聴く 耳で聴
くだけでなく 仕草や表情から
も心情をお察しし 聴く事に
よ てお気持ちをくみ取り よ
り良い提案をさせて頂く為の訓
練です
ご葬儀は突然です 事前相談な
どで面識がある場合をのぞき
殆どの方が初対面です
そんな限られた時間の中でどれ
だけご葬家から要望をお話頂き
それを形にしていくか・・大変
な作業となります
まず 当社を信頼して頂きお話
をして頂く事が何より大切な事
ミ クホ ルでは今後も様々な
研修を通し 葬儀のプロとして
のスキルア プに励んでいきた
いと考えています

葬列道具
六方（ろっぽう）

生前整理
セミナー

当社の取り組み

ミックホールでは、より質の高いサービスの提供と、
お客様に寄り添ってお手伝い出来る環境作りのため
に様々な取り組みを行なっています

