
お盆は、仏さまに成られたご
先祖さまをお迎えする仏事で、
奈良時代からの風習と言われて
います。仏さま（ご先祖さま）
は、見えませんから「かげ」な
のです。そして、日本人はそれ
を大切に思い「お」と「さま」
をつけて「おかげさま」と手を
合わせ拝んできました。また、
昔から家庭教育として「ご先祖
さまに顔向け出来ないことをし
てはいけない」と子どもたちに
教えてきたのです。東京では、

7月、地方では8月のお盆が一
般的で、帰省のための高速道路
の渋滞は、夏の風物詩？にもなっ
ています。単なる夏休みを故郷
で過ごすだけでなく、この私の
かけがえのないいのちをご先祖

さまに感謝し、子どもたちにも
この大切な教えとしてのお盆の
美しい風習を伝えて欲しいもの
です。さて、現代人のあらゆる
病気の元と言われるのが「スト
レス」です。ストレスがたまる
と免疫力が落ち、病気になり易
くなるのです。それには、３つ
のSが大切と言われます。それ
は、おしゃべりSpeech、
睡眠Sleep、笑いSmil

eです。ちょっとお昼寝をした
り、誰かとおしゃべりして笑い
合う、そんな生活も幸（高）齢
化社会では、必要なポイントな
のです。お盆休みに温泉に行く
のも良いことです。元気で長生
き、PPK（ピンピンコロリ）
で行きましょう（笑）

今季（五月）新年度より
社長に就任いたしました

石山洋子でございます。
甚だ微力ではございますが
社業の発展に全力を尽くす、所

存でございます。
何卒、よろしくお
願い申し上げます。

「石山お客様相談室」では、石
石山倶楽部会員様と葬儀の御縁
を頂いた方々を対象に、去る
３月１７日、春季（彼岸）法話
会を練馬駅前店２階コミュニティー
ルームで開催しました。

今回も男女１６名の皆様が参加
下さいました。
普段聞けない面白い僧侶の話に、
大きなうなずきや笑いありで、
参加の皆様には楽しい午後のひ
と時をお過ごし頂けたのではな
いかと思います。ご参加ありが
とうございました。
また別紙ご案内の通り、
来る ７７ ７７ 月月 月月 ９９ ９９ 日日 日日 （（ （（ 水水 水水 ）） ））にお盆をお
迎えしての 第第 第第 ５５ ５５ 回回 回回 法法 法法 話話 話話 会会 会会を開催
することといたしました。今回
は、練馬駅北口前にオープンし
た 練練 練練 馬馬 馬馬 区区 区区 産産 産産 業業 業業 ププ ププ ララ ララ ザザ ザザ （（ （（ 通通 通通 称称 称称 ココ ココ ココ ココ
ネネ ネネ リリ リリ ）） ）） ３３ ３３ 階階 階階 のの のの 研研 研研 修修 修修 室室 室室をお借りし
ました。広くゆとりのある部屋
ですので、ごゆっくり頂けるの
ではないかと思います。
どうぞお気軽にご参加ください。
お申込みは相談室まで。

お客様相談室の小早川晴日と申
します。入社二年目です。
普段は練馬駅前の店舗で接客を
しています。まだまだ力不足な
点もございますが、少しでもお
客様の疑問を解決できるよう、
勉強の毎日です。
最近は、お客様相談室でブレス
レット講習会を担当させていた
だいています。講師役は毎回緊
張してしまいますが、お客様が
作られる様々なデザインを見る
のが楽しみです。リクエストに
お応えし、誕生石や、ちょっと
高価な石なども追加し、デザイ
ンの幅も広がりました。ご家族
やご友人をお誘いあわせの上ぜ
ひご参加くださいませ。
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創業１２７年の信頼がお応えします。一家に一口、入って安心の無料会員システムです。石山独自の多くの加入特典が利用できます。

～よくあるご質問～※最近よく聞く家族葬ってどんな葬儀？※区民葬儀について詳しく知りたい。※いざという時、何を準備すればいいの？等

の御案内

毎週水曜日、土曜日です午前10時～午後５時相談は無料です仏事に関する悩みや不安の解消をお手伝いする何でも相談会を行っております。相談室に電話予約を頂くか直接、駅前店舗へご来店下さい
ご加入とご相談は

0120-189-199『お客様相談室まで』

「

0000111122220000----111188889999----111199999999
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お盆の提灯と新しいご進物を紹
介します。可愛らしい卓上提灯
や、吊り下げ型回転行燈など数
種類の提灯をご用意しておりま
す。新しいご進物も入荷いたし
ました。筒型お線香３本入りで
桐箱に入っております。ご進物、

提灯の地方配
送も承り
ます。
ご利用く
ださいま
せ。

5月のブレスレット講習会は、
各開催日ともに満員御礼となり
ました。
誠にありがとうございます。
お子さんやお孫さんを連れての
ご参加もあり、賑わいを増して
おります。
ご好評をいただきまして、

6月
より、新たな天然石を加え内容

様々な事情で自宅へのご安置が
出来ない方へのお手伝いとして、
豊玉安置所へ個室（３室）と
中村安置所（小ホール）をご用
意致しました。一時お預かりか
ら短期お預かりまでご相談に応
じます。なお、会員様のご利用
は特典として利用料金が半額と
なります。

を充実させ、新価格
（（ （（ 会会 会会 員員 員員 様様 様様 はは はは 、、 、、 価価 価価 格格 格格 据据 据据
ええ ええ 置置 置置 きき きき ）） ））にて開催し
てまいります。
是非、お誘いあわせ
の上、ご参加をお待
ちしております。

少人数での法事会場としてお使
い頂けます。法事会場使用料に
は、法事用祭壇が含まれます。
（供花、供物は有料です）また、
法事後お食事を希望される方は、
会場近くの料理店をご紹介致し
ます。
会員様と過去に石山でご葬儀を
された方は特典として会場使用

料金が半額に
なります。詳
しくは相談室
へお尋ね下さ
い。

この会報誌「ひだまり」が発
行されるようになって一年が経
とうとしています。
そしてクイズの掲載を始めて
今回で三回目となります。
さあ、この度はご先祖様をお宅
にお招きするお盆についてのク
イズです。
一部宗旨の方には精霊棚をしつ
らえる習慣がないとは思います
が、ここで問題です。

問題
精霊棚にお供えするもの

で、ご先祖様をお迎えする野菜
で作る動物はなんでしょうか？
（ひらがなでお答え下さい）

きゅうりは
○○

なすは
○○

五名様に素敵なプレゼント
（左写真）を差し上げます

※官製はがきに
「クイズの答

え・住所・電話番号・氏名・年
齢・性別」を書いて
左記宛てに郵送してください。
締め切りは六月三十日（月）
当日消印有効です。
応募多数の場合は抽選の上、５
名の方を当選とさせて頂きます。
またご当選者の発表は、商品の
発送をもって替えさせて頂きま
す。宛名〒一七六ー〇〇一二
東京都練馬区豊玉北

五ー十七ー八
石山葬儀社「お客様相談室」ま
で前号クイズの答え
Ｑ 1111①

Ｑ 2222③
Ｑ 3333①

ご応募有難うごさいました

お盆号（5号） 石山倶楽部会報誌【ひだまり】 平成26年6月

▼編集後記▲
次号は九月六号を予定してお

ります。
高木
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▲可愛い天使のストラップです

駅前法要会場
中村安置所
豊玉安置所

▲精霊棚

▲お盆提灯とご進物商品です
▲楽しいですよ♪


