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かけがえのない毎日が過ぎ去って

記憶は遠ざかっていく

いつか終わりが来ても

私の中にずっとあなたはいます。

加世田葬祭

全葬連加盟店：1級葬祭ディレクター資格者・事前相談員資格者 ・遺品整理士資格者　在籍

（fax：0993-53-3320）

にしていること・・大切

真心で お手伝い「つなげる」

●地域の葬儀文化を未来へつなげる

●家族の想いと思いをつなげる

●故人に関わる人とひととをつなげる
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白亀会館

本町  商店街

＊この看板が目印

（国道 270 号沿い：竹田神社近く）

☎0993-53-5555
◎ 鹿児島県南さつま市加世田武田 15307（国道 270 号線沿：竹田神社近く）

加世田葬祭
（fax：0993-53-3320）

全葬連加盟店：1級葬祭ディレクター資格者・事前相談員資格者 ・遺品整理士資格者　在籍

５名以内の畳葬儀から 200 名までのイス式斎場

本館

小規模葬から大規模葬までの一般葬・社葬

本館ロビー

本館玄関

31

29

270

270



お葬儀のための心の準備
～安心してお葬式を行うために～

早めに相談して不安を解消することがお葬式で困らない秘訣です

大切な家族を失う悲しみの中で、段取りや費用について考えなくてはならないのはとても

つらいことです。悲しみだけでなく、何からどうしていいかわからないということが加わり

誰もが不安にかられます。

｢お葬式については、わからないことばかりで当然だ」ということ・・

お葬式を行うという経験は、一生のうちそう何回もあるものではありません。

段取りの事、儀式の事、風習の事など知識がなくて当然なのです。

私たちは、 もしも の時のために 

　　　→ 　　　　　　　　　　 をおすすめします。

 危篤になったら

近親者や親しい友人には、病状を伝えておいたほうがいいでしょう。

 ご逝去に際して

（搬送）

まずしなくてはならないのは、病院からの搬送です（ご自宅へ安置するのか、

直接、斎場へ安置するのか、事前に確認しておきましょう）

御連絡いただければ24時間いつでもお迎えにあがりますのでご安心ください。

（日程・会場など）

お葬式の段取り、日程、会場については、ご遺体をお迎えにあがった後、ご相談させて
いただきます。

（逝去の連絡について）

逝去のお知らせは、ご親族や親しい友人、集落、仕事関係の方々にいたします。

連絡は、死亡日時、死因などを手短に伝えます（葬儀の日程が決まっている場合は

日程、会場も伝えることになります）

また、連絡係になってもらえそうな人には、お願いした方が良いでしょう。

もしもの時には・・

まず、お電話を下さい。

0993-53-5555

　搬送車でお迎え

自宅または会館へ安置

打ち合わせ

関係者へ連絡

[打ち合わせ時に必要な物]

・死亡診断書・印鑑（認め印）・写真(遺影用)

（24 時間・年中無休）

＊遺体処置の時間を考慮してお迎えに参ります

臨終

＊ご家族の希望をお聞きします。可能ならば本人が暮らした

　場所である自宅に安置して一晩ゆっくりとお別れのための

　時間をとることも考えましょう。

1.葬儀の日時を決めます

　（深夜の場合は早朝まで時間の決定はできません）

＊親族・友人・集落・職場・グループなど
　優先順位と時間帯を考えて連絡します

2.葬儀の会場と内容を決めます

　（親族数の予測・会葬者の予測）

＊印鑑は届け出人になる方の印鑑です。故人の印鑑は必要ありません。

事 相 談前

（さくら会館・白亀会館共通）



お葬式にかかる費用

最低限必要なものと、祭壇、棺、骨壷等グレードを選択できるものがあります。

● 接待費用
お通夜、御葬儀後等、振舞う食事や飲物、御香典の返礼品などです。

● 宗教者への謝礼（御布施・御花料・玉串料など）
お葬式をお願いした僧侶、宮司、神父、牧師への御礼です。

宗教や宗派等によって金額が変わってきます。一概にどのくらい包めばいいか

など状況に応じたアドバイスをさせて頂きます。

● 葬儀費用

● その他

葬儀の形式または葬儀の規模（親族・会葬者の数）によって様々ですので

御相談下さい。

火葬料・広告料（おくやみ欄は無料です）

【事前に確認が必要な事】

・親族の人数

＊通夜や火葬場でのお弁当、精進おとし、葬儀菓子などの注文が必要です。

　事前に把握をしていると「もしも」の時の訃報の連絡などの際にも混乱しません。

　

・受付、献茶（お茶出し）をお願いする人

（火葬場まで同行する親族）

＊香典のお預かりなど遺族では対応できない事もたくさんあります。

　 また、弔問客へのお茶出しなど会葬者の数に応じて人員が必要です。

親族・友人・職場・集落などにお願いする事が多いようです。

・その他 

＊喪主を誰がするか、会場をどこにするか、遺影に使う写真をどれにするか・・など

＊御布施や、火葬料金など急な現金が必要となります。立替も可能ですので御相談下さい。

何を相談したらいい？

葬儀に関する悩みや不安はありませんか？

臨終後どうすればいいの？

自宅に帰るの？斎場へ行くの？

お寺さんへの連絡は？

お布施の目安はいくら？

関係者への連絡は？

どのタイミングで？

写真や印鑑など何から

準備すればいいの？

お葬式の規模はどうなる？

どういう形式がふさわしいの？

焼香など儀式の作法は？

亡くなってから

出棺までの流れは？

お墓の準備をしてないけど？

葬儀の際に考えなければならない事は？

「もしも」の時に「納得のお葬式」を行うために

　　大切な方が元気なあいだに相談したいものです。

イラストに掲げた相談項目の他にも費用の事や宗教、宗派の事、墓やお仏壇、

年忌、法事の事など何でもご質問いただけます。

お気軽にご相談下さい。
相談時間 9:00 17:00～ まで（年中無休）

飛び込みでの相談もお受け致しますがプライバシーにも

配慮致しますので電話でご予約くだされば幸いです。

また、自宅や施設などへの出張相談も賜ります。

お葬式には、それぞれの家の事情に合ったプランがあります。

弊社では、不必要な費用がかからない様に御遺族の立場に

寄り添ってアドバイスをさせていただきます。



お 葬 式 の 流 れ

①ご逝去・ご遺体の搬送

医師が死亡を確認したら、死亡診断書を発行します（死亡診断書は、役所へ届け

火葬許可書をもらいます。手続きは、私たち葬儀社が代行します）

24時間いつでも寝台車でお迎えにあがりますのでご安心下さい。

②ご遺体の安置

ご自宅か斎場の方へ安置いたします。お葬式の日程や会場、どんなお葬式にするか

などは、ご遺体の安置後に打ち合わせをすることになります。

故人にとって御遺族にとってどんなお葬式がいいかを相談しながら決めていきます。

③納棺

お棺に納める儀式です。お身内の方は、できるだけご同席下さい。

お棺には故人の愛用品などを、一緒に納めることもあります。

　（火葬できないものもありますので注意が必要です）

④お通夜

ご導師をお招きし、お通夜式を、とりおこないます。受付や参列者の接待など、

どのようにしたらいいかは、事前にアドバイスさせていただきますのでご安心下さい。

分からない点、不明な点などありましたら、遠慮なくスタッフにお声かけ下さい。

⑤葬儀・告別式・出棺

葬儀・告別式を行い、続いて出棺となります。葬儀の時間は、参列者の人数にも

よりますが、だいたい1時間前後です。葬儀が終わりましたらお棺を霊柩車に運び

出棺します。御遺族、御親族は、お棺を乗せた霊柩車と一緒にマイクロバス又は

自家用車に分乗して、火葬場に移動します。

⑥火葬
火葬を行い、ご遺骨を骨壷に納めます。火葬は1時間～1時間半程度で終わります。

午前中の葬儀の場合、火葬の間昼食をとる事が多いです。

火葬場での食事、飲物等は準備させて頂きますので、心配ありません。

⑦御食事
火葬後、御食事を振舞います。お世話になった人への御礼の意味もありますので、

来て頂きたい方には、通夜の時など早めにお声がけする事を、お勧めします。

また、近年は、火葬中に振る舞う形（火葬場にて解散）も増えています。

（仏式）

良い葬儀社の選び方

① 相談者の話に熱心に耳を傾け理解しようとしているか。

② 相談者の身になって考えてくれているか。

③ 葬儀について仕事としてだけではなく使命感をもっているか。

④ 提供するサービスや商品についてわかりやすく説明しているか。

⑤ 料金についての説明が丁寧でわかりやすいか。

⑥ 厚生労働省認定の葬祭ディレクターがいるか。

⑦ 「全葬連 葬祭サービスガイドライン 遵守事業者」であるか。

～悔いのないお葬式にするために～

以下の７点を基準に判断してください

◇お葬式の「良い・悪い」の評価は料金の安さだけではありません。

　提供されるサービスの質の高さも併せて評価したいものです。

いい葬儀社の担当者であれば、まず具体的な打ち合せに先立ってご家族の意向に耳を傾け確かめます。

なぜなら葬儀社が家族の意向をきちんと理解していないと、その家族に合った葬儀の提案もできません。

お葬式というのは、それぞれのご家族で違って当然なのです。

葬儀費用が明確

規模に応じた葬儀プランを各種揃えております。

別途必要な飲食費や返礼品費、火葬料やお布施など

の金額もしっかりと説明いたします。

「小規模葬」や「家族葬」から

「大規模葬」「社葬」「寺院葬」「自宅葬」まで

お客様に合わせた式場のご提案をいたします。

要望に沿った幅広い葬儀 葬儀費用が明確

規模に応じた葬儀プランを各種揃えております。規模に応じた葬儀プランを各種揃えております。規模に応じた葬儀プランを各種揃えております。規模に応じた葬儀プランを各種揃えております。規模に応じた葬儀プランを各種揃えております。規模に応じた葬儀プランを各種揃えております。規模に応じた葬儀プランを各種揃えております。規模に応じた葬儀プランを各種揃えております。「小規模葬」や「家族葬」から

要望に沿った幅広い葬儀

宗教、宗派、集落の風習、家族構成、死因など

多種多様です。お客様のどんな声も地域を熟知した

プロのスタッフが丁寧に答えアドバイスいたします。

柔軟な対応力

はここが魅力



さくら会館  別館 プライバシーに配慮した

家 族 葬

家族葬専用斎場

「家族葬」という言葉が聞かれるようになって数年が経ちましたが地域や葬儀社

によって捉え方に違いがあるようです。

私ども「さくら会館」の考える「家族葬」とは一般のお葬式とは異なり、看板等の

告知や、連絡などの周知を一切せずに遺族・親族だけで行う葬儀です。

「会葬の少ない小規模な葬儀」、または「安くて簡素な葬儀」と考えている方も

多いようですが違いがあります。いかなる人であっても尊厳をもって葬られるべきです。

家族葬で注意 ! しなければならない事

◎ 「死亡した」という事実を隠すような結果になり、精神的な区切りが十分に

　　つけられない事がある。

◎ 葬儀が終わってから亡くなった事を知った人たちが、週末の度に、

　  お悔やみを述べに自宅まで来てしまい、遺族がその対応で疲れてしまう。

◎ 親類などが「お別れしたい人を拒むなんて、とんでもない」と言い出し

　  揉め事になってしまう。

◎ 後で亡くなった事を知った人が 「どうして教えてくれなかったんだ」と

　  不満を言ってくる。

◎ 参列者を呼ばない予定が、式の日程が広まってしまって突然の参列に

　  家族がその対応に追われてしまう。

◎ 香典の数も減るので、総合的な金銭の負担が増える事がある。 

家族葬について

御香典、御供物のご辞退について

以前に故人から香典を頂いていた方、故人にお世話になった方の『会葬者の気持ち』を

十分理解して慎重に運ばなければなりません。まだまだ事例が少ないため高齢者などが

理解できずにトラブルになることも多いようです。事前にしっかりと遺族、親族で話し

合いましょう。また、香典、御供物、弔電、参列など・・何を辞退するかをしっかりと

決めて葬儀担当者へ伝えましょう。

について理解してますか？

南さつま市の皆様へ

・ところで家族葬って何なの？

・ 家族葬なら安く葬儀ができるの？

・ どこまでの方を呼ぶ必要があるの？

（遺族側の疑問）

・家族葬って聞いたけど参列してもいいの？

・ 香典はどうすればいいの？

・ 近所だけどお手伝いはしなくていいの？

（参列者側の疑問）

　　　　ではそんな疑問にお答えします！

家族葬のメリット、デメリットは・・

秘密厳守の葬儀に
知られたくないちょうど良い

30 名～ 60名規模
の家族葬・少人数の
　　お葬式に
　   最適な式場

1日１組 貸切
　　だから
気兼ねなく自由に
   くつろげます

３つの特徴
貸切ホール（別館） 　　　配慮してあり

 プライバシーを保ちます

１ 2 3

家 族 葬

こうした事を避けるためには・・

逝去の知らせとともに、事情（故人の意志・遺族の意志）で家族葬で

行うので、参列を御遠慮頂く旨を伝える事が必要です。

説得の難しい親類などについては、早めに相談しておくとトラブルに

なりにくいようです。

事 相 談前



宗旨宗派　：　仏式 ・ 神式 ・ その他 （　　　　　　　） ℡　　　　

受付係　　　　　 　 様　　　　　　 様　　　　　　 様　　　　　　 様

献茶係　　　　　　  様　　　　　　 様　　　　　　 様　　　　　　 様

＊役割の分担

昼食・おつまみ・飲物・茶の葉・火葬許可証・火葬料（　　　　　　　　円）

ゴミ袋（空缶・燃えるゴミ・その他）　← 仕出しゴミは分別不要ですが整理が必要です。

名称

＊火葬場に持って行く物

＊お布施・お礼 （相場は目安です）

通夜

　　 　　　　　 　　　　 

法要　　　　　　　　　　　

葬儀　　　　　　　　　　　

　　 　　　　 　　　 　　
御食事代

 御車代

＊料理・菓子・飲物の手配

　通夜（オードブル・弁当）

＠　　　　　　　円×　　　個

　昼食（オードブル・弁当）

＠　　　　　　　円×　　　個

　会食（精進・精進落とし）

＠　　　　　　　円×　　　個

　菓子（カステラ・詰合せ・その他）

＠　　　　　　　円×　　　個

　　◎ 飲物（ビール・ジュース・焼酎・おつまみ）

＊飲物は斎場内の冷蔵庫に一式常備しておりますので

   ご利用下さい。分別が可能なら持ち込みは自由です。

寺院様の接待　　　　　　　　様

注） 法名をお持ちの場合は早めに申し出て下さい

↑ かけつけ・枕経・懇志金・院号料・その他

　　 　　　　　 　　　　 
　 

（　　　　　　）

＊お布施や御礼を渡す責任者

円～

円～

円～

円～

円～

円～

円～

　　　　　 　　　　 
　 

（　　　　　　）

　　 　　　　　 　　　　 
　 

（　　　　　　）

事前チェック項目（相談用） 事前相談  登録メモ

ご相談時にお持ちください。（注：書ける部分だけでけっこうです）

ご相談者のお名前

住所

☎

あなた（相談者）からみてどなたのお葬式ですか？

その方は、今、どこにいらっしゃいますか？

喪主となる方のお名前？　相談者・未定・その他（　　　　　　　 　）

その方の家族構成は？

さくら会館でのお葬式に参列された事はありますか？　　　ある・ない

それはどういう関係の方のお葬式でしたか？　　　親族・近所・友人・職場

相談時にはどういう話を聞きたいですか？

自宅・携帯

配偶者・子供・兄弟・孫など

ご希望のお葬式は？　　　一般葬・小規模葬・家族葬・直葬・社葬

何名ほどのお葬式になりそうですか？　　＊通夜・葬儀含めた予想人数

ご家族（　　　）名・ご親族（　　　）名・ご近所（　　　）名

友人（　　　）名・お仕事関係（　　　）名・その他（　　　）名

２親等の方で「さくら友の会」の会員がいますか？　　　いる・いない

どういったお葬式を希望されますか？

普通一般程度 　　花いっぱいで華やかに 　　費用をかけずシンプルに 　

その他ご希望は？ ＊お葬式で大切にしたい事など

集落

費用の事・葬儀全般・その他（　　　　　）
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