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風薫る新緑の季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回はお葬式についてのお話になります。一口にお葬式と言っても、『一般葬』、『家族葬』、
『直葬』、
『生前葬』など沢山のスタイルがあります。また、昨今の終活ブームによりご自身がどのよ
うな葬儀を行ないたいのか、その思いをエンディングノートなどに書いている方も増えています。そ
ＦＡＸ（３６０）００２３
こで、様々な葬儀の形について簡単にご紹介したいと思います。
一般葬
最もオーソドックスなお葬式のスタイル
で、お通夜と告別式の２日間にわたって行
ない、遺族や親族以外にも生前お付き合い
のあった方にお知らせして、参列していた
だきます。
宗教や宗派、地域のならわし等によって
葬儀の形に多少の違いがあります。

家族葬
http://www.imajuku-c
遺族だけ、あるいは親族や親しい知人ま
で加わって行なうものまでありますが、周
p.jp
囲に気兼ねすることなくゆっくり故人との
お別れの時間を過ごすことができます。
逝去を伝えていない方からの弔問や批判
が出ることもあり、逝去の告知やフォロー
の仕方は検討が必要になりそうです。

生前葬
元気なうちに自らが主催者となり、お世話にな
った方や縁の深い方を招いて、お別れやお礼を述
べる機会になります。
パーティー形式や宗教的な葬儀で行なう等、ご
自身の思い描く葬儀進行が可能になり、全体的に
は賑やかに行なわれる事が多いようです。

直葬
基本的に葬儀や告別式を行なわず、火葬場
に直行して火葬のみの対応になります。
出棺時や火葬の前に僧侶がお経をあげて
くださる場合もあるそうです。

密葬
家族葬と同じように思われがちですが、社
葬などの大規模な葬儀を行なう前に、親族だ
けで故人を見送るための葬儀になり、後日、
改めて本葬やお別れ会を行ないます。
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今宿健身会
動物 の動 き を取 り入 れた 太 極拳

昼カラオケ「りょう」好友会
プロ 顔負 け 、き まっ てる ！

マウナケア
ウク レレ の 演奏

デイルームから外へ避

５月
ビンゴゲーム
パターゴルフ
春の運動会
カレンダー・カラオケ

難経路を確認しました。
利用者さんも参加し、ボ
ランティアさんに車椅
子を押す体験をしてい
ただきました。ご協力あ
りがとうございました。

６月
ボウリング
人生ゲーム
バケツットボール
カレンダー・カラオケ

毎朝ミーティングの
前の数分で、ラジオ体
操をしています。津軽
弁、博多弁、関西弁と
日替わりで頑張って
い ま す 。「 お き ば り や
っしゃ！」（関西弁）

（診察ではありません）
物忘れや体の悩みなど、協力医の安部先生（つくしクリニック）が個別に相談に応じ
てくださいます。無料ですのでどうぞご利用ください。
【日時】5 月 13 日(火)・20 日(火) 6 月 10 日(火)・24 日(火) 13:30~15:00
の約 30 分
【場所】今宿地域ケアプラザ 相談 室
【申込】予約制 事前にお申 込みください。
（希望者は当日自宅までの送迎をし
ます）

個人ではなかなか行きにくい高齢者施設を、一緒に見に行きませんか？
【日時】６月１４日(土)

14：00~15：3 0

【集合】今宿地域ケアプラザ

【場所】サービス付高齢者向け住宅「ミモザ横濱南万騎が原」
【申込】事前に電話または来所にて お申し込みください。

キットを使用し、工作をしながら、電気の基礎について学ぶ講座です。全２回でラジオと
ワイヤレスマイクを作ります。マイクを使って別室に置いたラジオから家族に呼びかけた
り、別室の様子を知るためのモニター代わりにしたり 使い方はアイディア次第♪
この種の工作が初めての人、趣味や仕事で電気の分野は大得意の人、一緒に脳と指先をフ
ルに使って充実の時間を過ごしましょう！
※製作物は変更する場合があ
ります
日 時
7 月１１・１８日（金） １３ ：００〜１６：００
（全２回）
指先を使って
場 所
今宿地域ケアプラザ ボランティアルームまたは地域ケアルーム
講 師
参加費
募集人数
締め切り

古屋敷 敏男
各回１，５００円（材料費込）
６名（２回とも出席できる方 ）
６月２５日（水）午後５時

地域のみなさまから寄付いただいたステレオやレコードで音楽を
楽しめるくつろぎカフェ・音楽喫茶が２周年を迎えました。コーヒ
ーマイスターがいれるサイフォンコーヒーも好評なスタート。
これからも毎月第２水曜日にお待ちしております！！

大切な思い出の写真を台紙に貼り、飾り付けていきます。
お部屋に飾ったり、プレゼントしたり、楽しみ方が広がります。
日 時
６月２３日（月）・６月 ３０日 （月） （全２回）
１０：００ 〜 １１：３０
場 所
今宿地域ケアプラザ ボランティアルーム
講 師
佐藤攝子（Collage Factory ）
参加費
各 回 ５ ００ 円
持ち 物
写 真２〜３枚・はさみ ・定規・筆
記用具
募集人数 １２名
締め切り ６月１０日（火） 午後５時

夏休みにかけて親子で楽しいお菓子作りをしませんか？習ったお菓子をサマーフ
ェスタで販売する職業体験も計画しています。先生お薦めのコロコロクッキーや
アイスのケーキを作ります。美味しいお菓子作り体験してみませんか？
日

時

場 所
講 師
参加費
募集人数
締め切り

６月２８日（土）・７月２６日（土） （全２回）
９：３０ 〜 １２：３０
今宿地域ケアプラザ 多目的ホール・調理室
藤田 圭子（ケーキ・ブレッド講師 自宅にてお菓子教室主催）
各回 ５００円
幼稚園〜小学３年生の親 子５組
６月４日（水） 午後５時

旭区中沢在住、83 歳にして、アイス ホッケー シニア世界選手権日本代 表 現
役選手 、数 千メ ート ル級 の山 にも 登 る鈴木 さん をお 招き して 、生 き方 の ヒン
トを得たり元気をもらうこと ができ たら そんな思いで企画しま した。

5 月 29 日（木）講 演 13：30〜15：00 今宿地域ケアプラザ 多目的ホ
ール
軽登山クラブ発足会 15：00〜16：00（参加希望者のみ）
参加費 無料
※事前予約が必要です
ご来所またはお電話にて事前にお申し込みください
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