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発

迎春号 ｖｏｌ.３7

行

総合葬祭・想々ホール
合資会社

ときかわ

静岡県三島市中央町3-24
電 話 055-975-0182
ｆａｘ
055-973-3011

２０１８年 平成３０年 迎春号 Ｖｏｌ.３７
な『字こてや「んが てど一踏踏 さ部らこ反障に 同そけ落
古日での、がダど、神いの種むむナを屋じの閇子氏夜時の継ごな
い本あ「舞てダん地がま呪の」」マすで履「（や子、に表いとま
言書てわ踊神」たべかす術魔ととハるシき反へふの里ユ情でには
葉紀はざ化楽をたたり。的のいはゲこコの閇んす家宮ーがい伝げ
で』めおしの踏くをし な封う言のとをま」ばま々でモ怖る統祭
すにるぎてよむな踏た しじ言わ場で踏まといををあラくこ的り
。出と」いうとどみ「 ぐ込いず合すむ上い）揺練るスもとなの
て「のきない、つわ さめ方、、。よがうをさり神であで鬼特
く俳こま芸ういけざ とやを「「 うりのしぶ歩社すりすの徴
る優とす能所わるお い鎮しカシ な込がまりきを。、。面は
よ」を。と作ゆ、ぎ わめまドコ しん、す、ま中 ま を、
う。漢 しはるど」 れなすをを ぐだわ。 す心 た 受集
、
。
。

◆
『
鬼
』
の
し
ぐ
さ

編集：日本葬祭アカデミー

は男告『
立鹿げ鬼春
春半ら』の
の島れの訪
このま来れ
ろ「す訪は
にな。に、
行ま秋よ
わは田っ
れげ県て
ま」
す
。

鬼
が
来
る

体こ力てを塩力違 じ衆（あみ うとる界 方『作
にと士い打を士っテま芸さとた力言いこのこ」勧も歌
にかはまつまたたレす能んにま強葉いと中のな進そ舞
し自「す。きち角ビ。）がは）いに、をで足ど帳の伎
め分横ねこ、は度で とくおのシ変後「、踏が』象の
縄自綱。れ口土かの し ま鎮コ化に素裸み有弁徴「
を身」しはを俵ら大 て古じめはし「舞でを名慶的六
巻がでか神注に見相 弓いなと、ます」舞土なのな方
いごすも社い上て撲 取娯いな荒すも（う俵見「伝を
て神。一参でがく中 り楽のり魂。うすよとせ飛承踏
い体あ番拝、るだ継 式的散、（ 」まうい場び形む
までろ強と柏とさを をな楽そあ とひにうで六式」
す、うい似手きい
演大 のら い）す結す 。所
。
、。
。

小林一茶の故郷

死装束とは何か？
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恒例！ ときかわエンディング生活塾
定期連続セミナー 第１８回目開催のお知らせ
今回のテーマ
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「お葬式の衣」（衣・食・住から）

～しきたりと現代葬儀への警鐘！伝統的な慣習のほんとうの意味を知る～
講師 日本葬祭アカデミー教務研究室 二村祐輔氏（葬祭コメンテーター）

日 時 ２０１８年 ２月２２日（木） 10：00～11：30
会場 三島商工会議所 ４階 会議室
参加費 無料 （原則申込み・当日受け付けも可能）
◆参加特典・・マイ・エンディングノート贈呈（市価1.400円）

この定番スタイルの解明も

と き か わ
お葬式なんでも相談室

セミナーお申込みお問い合わせはどうぞこちら 電話 ０５５－９７５－０１８２
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ワンポイント お葬式や供養の実務知識

【家族信託を考える】
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最近「家族信託」が見直されてきました。２００６年の信託法の改正で、親が資産を
子どもに託す場合、子を受託者として契約を結び、行政書士などに手数料を支払って
依頼、手続きを行うことができます。大きなメリットは、認知症に備える後見を第三者で
はなく、子供に任せられるということです。（後見代用信託）
通常、判断能力の喪失があれば、不動産などの売買が不可能で、預貯金の出し入れ
も困難になります。資産運用や相続税準備などの資金あらかじめ用意しておくためにも、
元気なうちに子どもを受託者として契約を結んでおけば、もし将来、判断力が低下しても、
生活費などを、代わりに引き出し、支出することもできます。また契約内容によっては、
不動産を処分することもできます。一般的な成年後見制度の利用もできますが、あくまで
本人の財産管理のために、この「家族信託」もご一考の案件です。
但し、子どもの誰に託すかでもめないことも必要です。また税制上の優遇があるわけでは
ありません。遺言書のようなわずらわしさがない分がメリットといえます。
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現代的葬儀社選択の要は
「個人情報の守秘管理」

もしもの時は 地元葬儀社フリーダイヤル
◆安心は、信頼の
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事前相談から
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◆告知 今年も６月１６日三島商工会議所で「私の創作・手作り展」を開催。皆様の作品をご展示ください！さあ今からご準備してくださいね。

