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良いお葬式は良い葬儀社選びから
ミックホールでは

ミックホールの会では、もしもに備えて 無料

もしもに備えて

事前相談

「これどうすればいいの？」

葬儀後の
手続き

をおすすめしています
相談・見積り
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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、
実際のお葬儀の際により丁寧に、そして何よりも
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。

より 詳 しく は
こちら

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。

お 葬 式 って
全部でいくら
か か るの ？

壇

ム

０１２０－４１７６７６

遺言・遺産
法要・供養

遺品整理

ヨ

と 思 った ら 、 ミ ックホールの会
にご 相 談 下 さ い。

ミックホールの会では、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す。
葬儀のお手伝いから、普段の生活での困り事や税務、法律相談まで、皆さまを支えて
参ります。

年金・保険
相続

無 料! !

事前相談 を行なっています。

いま、家族葬が注目
されている理由とは…

家族葬って
どんな風に
すればいいの？

現代では著しく社会環境が変化して
います。厳しい情勢の中では葬儀の
縮小があり、また、高齢社会では見
送る側も見送られる側も高齢となり、 自分自身のもしも
の時を相談
お呼びする人が極端に少なくなって
できないかしら？
います。また、家族の変化から子ど
もと離れて暮らす「ご夫婦のみの世
帯」も急増しており、社会的な儀礼
を重視する必要性がなくなったこともあります。このような
ことが、「家族葬」へ移行する理由だと言われています。

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。

ミック函南ホール
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

伊豆の国市田京38-1

伊豆市瓜生野125-2

もしもの時、
まず何をすれば
いいの？

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

よりよい人生と

心をこめた葬儀のために

生前整理セミナ

事前相談
セミナー

講師：水口はるひ

入門編

解説も幅広く 具体的な内容に踏み込んだものと
なりました
受講された皆さまからも お身内の方の事やご自
分の場合のことなど セミナ を通じて様々な事
をあらためて良く考える機会にな たと 大変ご
好評を頂きました
生前整理セミナ は９
月より第二期講座 全
三回 をスタ トして
おり また今後も継続
的に開催する予定です
受講をご希望の方は
ミ クホ ルみずぐち
までお問合せ下さい
なお 当社ホ ムペ
ジ上に 生前整理セミ
ナ についてのより詳
しい開催内容を掲載し
ております

http://michall-web.com

葬儀を執り行 て故人をお送りする ということは 単に 手はずの整 た葬儀をやる
というものだけではありません
より良い葬儀 は 取りも直さずより良い人生を過ごす
ことと 最後の時をきちんと迎えるための心づもりを持つことから始まります 当社ではこ
の考え方を元に これからの人生を明るく生き生きとしたものにするための学び 生前整
理 と最後の時をその人らしく迎えるための 事前相談・心づもり のセミナ を開催いた
しました ミ クホ ルはこの二つの学びから よりよい未来像を描いていきます
と少人数で行わせていただいたため とても
充実したセミナ となりました
特に水口のお話させて頂いた 葬儀 につい
ての様々なお話には 受講して頂いた皆さまの
関心も高か たようです
そもそもお葬式とはどういもの？
何の
ためにお葬式をするの？ とい た素朴な け
れどもとても大切な基礎知識からお話をさせて
いただき
故人を送るときに大切なこと
ご自分の葬儀の時にはどういう準備を
生前整理セミナ は 五月三一日・六月二 は？
三日・七月一七日の全三回を第一期として開 すれば良いの？ とい た踏み込んだ解説を
催いたしました 各回ともに講師は 整理収
させていただきま
納アドバイザ の関美恵子さんと当社お客様
した
相談センタ の水口はるひ 関美恵子さんの
また 回が進むに
講義は モノ や 時間
こころ
人間
つれて 広告や宣伝
関係 など人生の様々な 整理 について解
にはなかなか現れて
説をしていただきました 水口はるひの講義
こない葬儀の実際
では
葬儀 についての様々な知識や習
聞いて初めて分か
慣・風習などから 実際に葬儀を体験した方
る 葬儀の実際
のお話やご相談の実例などを交えながら 心
家族葬が注目され
づもり と 事前の相談 について解説をい
ている理由
良い
たしました
葬儀を行うために
この生前整理セミナ は 受講生を女性限
今できること など
定とさせていただき また人数も一〇名限定

検索

ミックホール
狩野川

寺
善
修善寺橋

修

TEL 0558-72-1151

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

ミ クホ ルでは
使用済み切手を役立て お茶を学ぼうセミナ
割り箸のリサイクルに よう
取り組んでいます
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毎日夕方６時まで営業

当社では今年はじめに 従
業員教育の一環として お茶
を学ぼうセミナ
を開催い
たしました

なめと大門

仏壇
仏具

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

カインズホーム
ベイシア電機

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

当社の事務所には毎日たく
さんの郵便物が届きます
ミ クホ ルみずぐちでは
その郵便物に貼られた切手を
ＪＯＣＳ社団法人 日本キ
リスト教海外医療協力会 に
送 ています
この使用済みの切手は 収
集家のご協力により換金され
カンボジア バングラデ
シ
ネパ ル パキスタン
タンザニアの五カ国に保健医
療従事者を派遣する事業や
現地医療従事者への奨学金支
援などに使われています
二〇〇九年には十七トンの
切手が寄せられ 一六〇〇万
円を事業資金として役立てる
ことができたそうです
わずかな一手間で 其処に
住む人々の健康を守る事業に
協力することができます こ
れからも地道な活動を通じて
世界の人々が健康で幸せな毎
日を送るための一助となれば
幸いです

P

生前整理セミナーのお問合せ先

これは美味しいお茶の淹れ
方や お茶の知識を学び 葬
送の現場でお客様にも と美
味しいお茶を飲んでいただこ
う 緊張の場でほんの少しで
も良いからホ とくつろいで
いただこうと思い
おもて
なしの心 を学ぶために開催
したセミナ です 講師は
日本茶インストラクタ
の資格をお持ちの姫の湯製茶
の山下勝子さんにお願いしま
した
スタ フの間でも非常に好
評でしたので 今後ご希望な
どがあれば会員の皆さま向け
にも開催を検討しております

ココ

講師：関美恵子

ミ クホ ルでは 割り箸
の回収・リサイクルに取り組
んでいます これは 三島市
の三島青年会議所が進めてい
る障害者の自立を促すエコ活
動に賛同して始めたものです
ホ ルでの葬儀やお通夜で
は 毎回たくさんの割り箸が
出ます これらの使い捨ての
割り箸をそのまま捨てるには
忍びなく 何とか出来ないも
のかと以前から考えていまし
た
三島青年会議所のこの活動
に協力させていただくことで
当ホ ルで利用された割り箸
は洗浄・乾燥され 三島市内
の 株式会社三島チ プ さ
んでダンボ ル等の再生紙と
して生まれ変わ ています
また この回収事業の収益
は 障害を持つ方々の賃金と
なります
わずかな事ですが この取
組を通じて地域の皆さまに貢
献できているという実感があ
ります これからも少しでも
地域の役に立てる 地域に根
ざした企業でありたいと思
ています

進物用線香・念珠・香老舗松栄堂
取り扱っております

ミックホールWebサイトでは、セミナー・
事前相談・葬儀やお通夜でのワンポイント
アドバイスやご挨拶文例集など、さまざま
な情報を掲載しています。葬儀のことで
「これどうすればいいの？」と思ったら、
まずはミックホールWebサイトをご覧に
なってみてください。

特別御奉仕会開催中

会員価格で特別奉仕

TEL：0120-41-7676
より詳しくはホームページへ
仏壇
仏具

生前整理
セミナー

当社の取り組み

ミックホールでは、葬儀の施行や仏具の販売だけで
はなく地域の皆さまの暮らしや環境のお役に立たせ
ていただくための取り組みをしています。

