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2012
あなたのサポート
暮らしにエッセンス

信頼と実績の村井
村井は、地域の皆様のパートナーとして、
頼りにされ、愛される企業を目指して参ります。

セレモニー会館兼六 扇が丘

セレモニー会館兼六 城北

大駐車場
200台

大駐車場
230台

TEL（076）248-0005㈹
〒921-8812
野々市市扇が丘33番19号

TEL（076）252-9999㈹
〒920-0842
金沢市元町1丁目8番20号

（クスリのアオキ扇が丘店隣）
葬祭部部長 兼 扇が丘会館支配人

谷口

友明

（元町福祉健康センター近隣）
城北会館支配人

土永

誠

日々仕事をさせて頂く中でご家族様の側で
大事な人とのお別れの現場におりますと、本
当に色々な事を考えさせられます。そのお家
お家でご要望、考え方、価値観が違いますの
で私が常に心掛けている事は、大事な人との
お別れをご家族様と同じ気持ちでお送りする
お手伝いをさせて頂くという事です。ご家族様にとりまして納
得のいくお別れが出来ますようこれからも誠心誠意頑張ってい
く所存でございます。何かご相談、仏事での分からない事、質
問がありましたらいつでもどこでも駆けつけますのでご連絡下
さいませ。

金沢市中北部地域の皆様の大切なご家族の人生最後
のお見送りに携わせていただきたく、平成12年12月に
金沢市元町の地に当社３館目、セレモニー会館兼六城
北としてスタートし、はや12年となります。
私が株式会社村井へ入社して17年が経ち、城北の会
館支配人として勤めさせて頂き６年目になりますが、
この在任中皆様からのご意見を参考に利便性を図るため、幾度かの改装をさ
せて頂きました。
ご遺族皆様の想いを第一に、スタッフ一同真心を込めて、故人様と縁ある
方々の心に残るお葬儀のお手伝いに努めさせて頂き、今後とも地域の皆様の
ため、株式会社村井は「このまちと、ともに」
、努力してまいります。

セレモニー会館兼六 西泉

セレモニー会館兼六 駅西

大駐車場
230台
TEL（076）241-4949㈹
〒921-8043
金沢市西泉4丁目85番地

（ドン・キホーテ ラパーク後隣）
西泉会館支配人

長澤

明子

今回の見まっしけんろくに寄稿するにあた
って男性陣が並ぶ中、紅一点の長澤です。
これまでお送りしてきた沢山のご家族を思
い返していつも思うのは、大切な人を送る気
持ちは人それぞれで、故人様とご家族様の間
にはどれ一つ同じ物のない様々なドラマがあ
るのだなと言う事です。
目まぐるしく過ぎる葬送の儀式の中で、ご家族様にはなるべ
く多くの時間を故人様との思い出に費やして頂きたい、そのた
めに様々なご負担を少しでも軽くして差し上げる事が出来れば
…。そう思ってお手伝いさせて頂いております。

大駐車場
250台
TEL（076）234-7744㈹
〒920-0024
金沢市西念4丁目26番15号
（カーマホームセンター隣）
駅西会館支配人

沢口

隆司

当館は、国道８号線と駅西50ｍ道路の交差
点付近に位置し、県外から車や電車でお越し
頂くお客様のアクセスにもとても便利なとこ
ろです。いつでも内見にお越し下さいませ。
私は、今年で勤続13年を迎えました。これ
だけ年数を重ねましても、葬儀や宗教、仏事の事で新しい発見
が日々出てまいります。
これからも精進し頑張ってまいりますので、よろしくお願い
致します。

ブライダル京洛のウエディングドレス
ブライダル京洛では、イタリア在住のピーターラングナー氏デザインによるド
レスを取り扱っています。
ピーターラングナーとは、世界各地にショップを展開するオートクチュールデ
ザイナーで、クリスチャンディオールなどの有名ブランドで腕を振るった後、自
身のアトリエをオープンさせました。
ピーターのドレスのコンセプトは「完壁なプロポーション」。ドレスをまとっ
た花嫁がより美しく、魅力を引き出すべく、女性らしくエレガントで細部にまで
こだわったデザインは、世界中の花嫁を魅了してやみません。
スタッフ自ら、デザインはもちろん、素材や仕様にまで、ピーターと直接話し
合い仕入れたドレスは、オートクチュール感覚の、上品で飽きのこない、とって
おきの一枚になります。是非、一度袖を通してみませんか？きっと、その魅力に
惹かれるでしょう。

素敵な京洛のオリジナル
花嫁衣裳パンフレットが
出来上がりました。
郵送ご希望の方は京洛ま
でご連絡下さい。
TEL：076-243-7533

京洛が金沢モリス教会のドレス指定店となりました。 式場紹介受付中!!

金沢モリス教会

石川県金沢市、犀川のほとりにたたずむ金沢モリス教会。英国の伝統と格式あふ
れるチャペルウエディングをコーディネートいたします。

特典 ・京洛からのご紹介の方のみオープンカー無料。
（新郎新婦のみ）

・特製マグカップをペアで
プレゼント。
・持ち込み料は無料。
式場から披露宴会場まで

〒921-8032 石川県金沢市清川町2-6
TEL：076-226-8850 FAX：076-226-8852
http://www.morris-church.com/

株式会社カーロカーラ

※見学の際は「兼六の会員です」
とお申し伝え下さい。

オリジナルの式をしたい方はお問い合わせ下さい。
TEL：0761-74-8886

※特典についての詳しい内容は、ブライダル京洛（TEL：076-243-7533）までお気軽にお問い合わせ下さい。

よくあるご質問
互助会について
Ｑ
Ａ

加入者証、満期通知書を紛失してしまった。又は契約状況を知りたい。
ご契約者様のお名前、ご住所にて互助センターにお問い合わせ下さい。当社コンピュータ一等にて管理されてお
りますので照会可能ですので、お問い合わせ下さいませ。

Ｑ

兼六互助会の会員は、葬祭の施行時にどんなメリットがあるのですか?
預けた会費に利息はつかないのですか?
会員様の入会状況により「祭壇基本セット価格」に対し施行割引があります。
従って積立金に対しては利息はつきません。
また、会員の方は当社のセレモニー会館を御利用の場合、会館使用料が半額になる特典等もあります。

Ａ

Ｑ
Ａ

仏壇店・石材店を紹介してもらえるのですか?
はい。当社では金沢市内に７店契約を結んでおります。
割引、サービス等もございますので、お気軽にお問い合わせください。

Ｑ
Ａ

法事に会費を利用できますか?
利用はできませんが、ご紹介はできますのでお申し付け下さい。
（大清、八百辰、みや川、京武蔵、テルメ金沢、KKRホテル金沢等）

葬儀について
Ｑ
Ａ

日程はどうやって決めればよいですか?
お通夜、葬儀の日程を決める上で一般的に特に決まりというのはないのですが、唯一法律で定められております
のが死後24時間経たないと火葬してはいけません、という事だけであります。よってご家族様のご希望、葬儀
執行者（仏式であればご僧侶様）のご都合、そしてもう一つ大事なのが火葬場の予約がとれるかどうかという３
つの条件が揃ってはじめて日程が決まります。よく「友引に葬儀をするものではない」、といった話をお聞きし
ますがあくまで迷信でして、古来中国で生まれたとされる六曜からきております。本来の友引の意味というの
は先勝、先負の間「勝負なき日と知るべし」といわれ、勝負事で何時も引き分けになる日つまり「共引」とさ
れていました。陰陽道で、ある日ある方向に事を行うと災いが友に及ぶとする「友引日」というものがあり、
これが六曜の友引と混同されたものと考えられています。と言ってもやはり友引に葬儀をすると友が冥土に引
き寄せられるという迷信は強く残っておりますので、ご家族ご親戚とよく相談され日程を決められたら宜しい
かと思います。また全国的には火葬場が友引を休業としている地域が多い為必然的に葬儀が出来ないという事
情もありますが、金沢の火葬場に関しましては全国的には珍しく友引でも関係なく開いておりますので全く問
題ございません。その一つの原因として金沢市、石川県、北陸地方は真宗王国とも言われ、その浄土真宗の開
祖親鸞聖人が「日の吉凶を選ぶ事はよくない」と和讃で説いた為、迷信、俗信一般を否定しており、特にタブ
ーとしている事が影響しているのかもしれませんね。

Ｑ
Ａ

好きな花を自由に飾れますか?
最近は、お葬式の祭壇に色とりどりのお花を飾ることが多くなってきました。故人の好きだったお花、故人の人
柄が偲ばれるお花など、いろいろなアレンジができますので、遠慮なくご相談ください。

Ｑ
Ａ

自宅にご遺体をつれて帰れない場合はどのようにしたらよいですか？
最近の住宅事情（マンション）やまた核家族化により長い間実家を空けていた等の時代背景もあり、そういった
相談もお受けしますが、お通夜、葬儀を執り行う会館のほうに直接お連れする事も可能でございます。ただ本来
の意味を考えますと長年住んでおられた実家のほうにお連れして、一晩だけでもご家族様と大切な時間を過ごさ
れるのも大事ではないかと思います。

葬儀に関するうんちく
不祝儀袋の表書きは、薄墨で…
「突然だったので、ゆっくり墨をする
時間がありませんでした」
「悲しみの涙で墨が薄くなりました」
との理由だからです。

事前
相談

葬儀に関する疑問や不安など、どんなことで
も、お気軽にご相談下さい。
葬儀費用などのお見積りは無料で承っており
ます。

ご安心の24時間待機

葬祭部サービスセンター
☎（076）
243-1325㈹

〒921-8031

金沢市野町1丁目1番17号

当社だけの割引制度です

お得Z
て
て
入っ
制度
互助会

月々2,000円掛で大きな安心
掛金の種類・お支払い方法
月掛金はお客様のご予算により、３つのコースからお選びいただけます。
月掛金

回数

満期額

コース

2,000円

90回

180,000円

Ｅ３コース

3,000円

60回

180,000円

Ｅ５コース

5,000円

36回

180,000円

コース
Ｅ

但し、施行時に消費税相当額をお預かりします。
消費税相当額を含む支払総額は、Ｅ、Ｅ３、Ｅ５コースとも189,000円となります。
※２回目以降の掛金は、金融機関（銀行・郵便局・農協）による自動引落となります。

【月掛金の割引制度】
月掛金の一括前払いにいては６ヶ月を一単位とし、下に示すとおり割引の特典
があります。

払込回数

●６ヶ月分前納の場合１ヶ月分の２分の１
●12ヶ月分前納の場合１ヶ月
●13ヶ月分以上にて残額一括前納の場合残額の10％

割 引 シ ス テ ム
祭壇基本セット価格の

25％〜35％の割引を
お約束します。

25％引

ご入会が
早いほど
お得です。

30％引
1/2の期間
経過後
９万円以上積立

入会
初回金

35％引

（ご利用に
なるまで）
満期完納より
ご利用まで
18万円積立（据置き）

会員の方は、セレモニー会館兼六の会館使用料が50％割引になります。
※葬儀会場は、セレモニー会館兼六・寺院・公民館・集会場・自宅などご自由にお選びいただけます。

祭壇基本
セット
内訳

祭壇・祭壇前生花飾り・寝台車・お棺
枕飾りセット・幕飾り一式・葬儀必需品一式
記帳類書類箱・式場前案内大看板・祭壇前大ローソク
家紋幕・アルバム・司会進行・冷暖房器具・送迎バス
パソコン貸出し・無料ドリンク・駐車場整理係
役所代行等が含まれます。

兼六互助センター

その他の
費用

●通夜からの飲食接待費用
●寺院等への費用
●生花・花輪・お供物（菓子・果物）
●香典返しの費用
●車両費用・その他

ご住所、ご連絡先が変わった会員様へ 住所等変更のお願い
お電話による変更を受け付けております。
お問い合わせ先は、TEL（076）242−0612
または E-Mail：muraigrp＠po.incl.ne.jpまで。

TEL（076）
242-0612
〒921-8031 金沢市野町1丁目1番17号

ご意見
ご投稿

〒921-8031 金沢市野町１丁目１番17号
㈱村井「見まっしけんろく」係

1
（076）242−0612

編集後記
ロンドンオリンピック（７月27日〜８月12日）が開催され、石川県関係者は11人が出場しました。中で
も、日本勢の金メダル第一号に輝いた柔道女子57キロ級の松本薫選手（金沢市出身）の試合後のインタビュ
ーには胸が熱くなりました。
（編集：N）

