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◎特典
1,000円以上のお買い上げで
5％OFFとスタンプ3倍

お買物時に会員証をご提示下さい

東京オペラシティタワー54F

TEL 03-5388-1015
営業／11:30〜22:00
休日／無休
◎特典
ワンドリンクサービス

◎特典
ワンドリンクサービス

他サービス券はご利用頂けません
ご注文時に会員証をご提示下さい

ご注文時に会員証をご提示下さい
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杉田フューネスの

ニュース でレインボー

そこをもう少し鍛えなけれ

ば！と思っています︒

スポーツ観戦も大好きです

(泣)

が︑家族は私と観戦するこ

︒

とを嫌います︒煩いそうで

はじめ

杉田 一
世田谷区上北沢

︒息子がサッカーをし

はチームでも有名だよ﹂と

すぎた

名前
出身
す

言われています

(笑)

●●●

京王新線

ているのですが﹁お父さん

皆さんこんにちは︒スタッ

代半ばに大きな怪我をし
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フから﹁今回は杉田さんの

て以来︑仕事の比重が業務

番ですからお願いしますね﹂

と言われ︑﹁了解！﹂とは

年あまり葬儀の仕事に携

から総務に変わりました︒

34

初 台

千歳船橋

言ったものの︑さて何を書

フューネス合唱隊は、今練習中の曲を含め16曲のレパートリー
があります。故郷や紅葉などの童謡唱歌から、アヴェヴェルム
コルプスなどラテン語の難しい曲も歌うのですが、やっぱり難
しいですよね。パート毎にそれぞれで苦労があり、他のパート
の部分を歌ってしまう人もいたりするんですよ。練習時間中は
社長や部長にも「音はずれてますよ！」なんて言いながら、汗
をかいてみんなで楽しく歌っています（*^_^*）。ちなみに私は
アルトのパートなのですが、音をとるのに本当に苦労していま
す。何か秘訣をご存知の方教えて下さい〜。（高）

こうか⁝と思いながらプロ

●編集後記

フィールを書き始めました︒ わっていますが︑私の若い

はめまぐるしく変わってい

て頂いたお客様から﹁あり

私は本社のあるこの場所で︑ 頃から比べると︑その環境

父は畳屋さん・母は葬儀屋

歳です︒﹃ちょこっ

が何より次の活力に繋がる

事は今も昔も同じです︒

皆様に支えられ地域・諸団

体のお手伝いをさせて頂け

頑張って参ります︒最後に︑

︒ がとう﹂と言って頂ける事

(笑)

さんのもとに誕生しました︒ ます︒でも︑お手伝いさせ

現在

と江戸っ子？﹄ですかね

妻と息子二人の四人家族で

す︒あと一人︑娘がいたら

な〜と歳を重ねる毎に思い

ます︒よく﹁社長さん？﹂

︒

シオンで毎月開催している

﹁写仏の会﹂に私も参加し

ております︒一時間半の

精神統一と︑何より

その後のティータイム

がとても楽しいので︑

是非ご参加下さい︒

お待ちしています︒

と聞かれますが﹁社長の弟﹂ る事に感謝し︑これからも

です

趣味は身体を動

かすことが好きで︑

56

甲州街道

●●●

小田急線

山手通り

至

新国立劇場

サミット●

●オオゼキ

上北沢

( ^^;)

■東天紅／海燕亭
【中華料理・日本料理】
新宿区西新宿3-20-2

世田谷区船橋1-11-8
巴山ビルB1
TEL 03-3439-8577
営業／19:00〜
休日／12/31〜1/3

昭和信金●

ボーリングとゴルフ

名満員状

こちらの鎌倉工場では口紅︑

化粧水︑乳液など約３千品

資生堂
鎌倉工場

京王線

都立松沢病院

■マダムチョウの店
【スナック・カラオケ】

お買物時に会員証をご提示下さい

八幡山

赤堤通り

をしています︒大小の

この日の見学も

◎特典
1,000円以上のお買い上げで
季節の和菓子プレゼント
郵便局●

態！

世田谷区上北沢4-13-11
TEL 03-3303-5305
営業／10:00〜20:00
休日／日曜日

ボールでリフレッシュ！と

東京の奥座敷︑自然豊かな

国人観光客も何組かいらっ

世田谷区八幡山3-34-16
TEL 03-3303-3356
営業／8:30〜20:00
休日／日曜日

言いたいところですが︑下

奥多摩の地で伝統を守りな

しゃいました︒人気の程が

■阿出川商店【青果】

手の何とか⁝です︒どちら

がらお酒を作っている﹁小

40

■紅谷【和菓子】

もメンタルなスポーツで︑

澤酒造﹂さん︒実はシオン

うかがえます︒９月頃から

月

10

参加者の中には︑外

においてある日本酒も︑こ

お酒の仕込みが始まり

下旬には新酒が出始め︑酒

ちらの﹁澤乃井﹂というお

蔵にはお酒の香りが立ち込

めます︒紅葉と合わせて足

を運んでみては

いかがでしょうか︒

代

■DETA
資生堂鎌倉工場 見学無料
JR線「大船駅」北改札
（笠間口）より徒歩10分
見学専用ダイヤル
TEL 0120-127-920
（9:00〜16:00）
時間：平日 10:00/13:30

種の化粧品を製造している

名のほとんどが

代の女性でした︒

そうです︒この日は︑参加

者約

から

最後にはドリンク剤や洗顔

入口で靴カバーを装着︒ま

白衣とキャップを身に付け

フォームなどのお土産

ずは資生堂の歴史や工場紹

ていざ工場見学！と思いき

を頂いて帰りました︒

介のＤＶＤを鑑賞︒その後︑

や︑ハンドクリーナーで白

衣に付いたホコリを吸い取

り︑手洗い︑エアシャワー

20

社会
科
見
学

隣接する﹁澤乃井園﹂では

お酒やお豆腐︑おそばなど

の軽食を多摩川沿いの自然

の中でいただけます︒他に

もきき酒処や美術館なども

あり一日楽しめます︒
を浴びてからの入室！徹底

した衛生管理に︑企業の姿

勢が見受けられました︒化

粧水などの製造ラインでは︑

熟練された手さばきと品質

チェックの工程をガラス越

しに見学︒洗顔フォームを

使った実験などをして︑約

２時間の見学コースでした︒

(^O^)／

40 60

酒です︒

小澤酒造
澤乃井園

大
人
の

http://WWW.funes.co.jp

発行

今話題の「大人の社会科見学」
日帰りで、しかも無料で楽しめる。
予約必須のスポットをご紹介いたします！

■DETA 小澤酒造澤乃井園 見学無料
JR青梅線「沢井駅」より徒歩3分
見学予約受付 TEL 0428-78-8210（10:00〜17:00）
毎週月曜日定休（祝日の場合は翌日）
時間：11:00/13:00/14:00/15:00 所要時間約45分
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ピュアメイト協賛店情報

杉田フューネス
暮らし応援隊

第23号

ぴゅあめいる事務局からのお願い
日頃より「ぴゅあめいる」をご愛読頂きまして、ありがとう
ございます。お引っ越し等でご住所が変更になられた方は、
下記までお知らせ下さい。また、その他のお問合せやご連絡
も「ぴゅあめいる事務局」まで。

発行人：杉田フューネス ぴゅあめいる事務局
所在地：東京都世田谷区上北沢4−33−3
TEL．03-3302-6767
http//www.funes.co.jp
Pure Mail

杉田伊紗武の

となります︒また︑特定物

遺産が存在しないので無効

ん暑かったこの日に︑サン

８月

そんな時︑共に生かされて

ました︒

されてる場合や１人の人に

の遺言の場合︑少なくとも
バカーニバル・パレードコ
いるありがたさも重なり︑

問題となります︒亡くなら

その特定物に関する遺産分

時間テレビ

ンテストが開催されていた

全ての遺産を遺贈させる内

なることもあります︒

割の限度で分割は無効とな
﹁浅草﹂で︑

れた方がお子さんの名義で

ひとりごと

③遺産の評価に基づいて︑

ってしまいます︒
時間テレビのテーマ﹁愛

容の場合︑既になされた遺

遺産分割協議を行う場 相続分を算定します︒法定
合の注意点を教えて下さい︒ 相続分の計算や特別受益と
遺産分割協議とは︑文 寄与分の算定等が必要とな

他にも遺言で︑﹁相続分の
﹁愛は地球を救う﹂のチャ
は地球を救う﹂という言葉

産分割は分割の対象となる

るケースもあります︒

指定﹂﹁分割方法の指定﹂
リティーのお手伝いをいた

預金をされていた場合等︑

④遺産分割協議が成立する

﹁分割の禁止﹂がされてい
しました︒

遺産の範囲の確定が難しく

字通り遺産の分割方法を相
と︑遺産分割協議書を作成

る場合等︑ケース毎に判断

時間テレビ﹁愛は地球を救う﹂
チャリティーのお手伝い

続人が話し合って合意する

議書に基づき︑不動産の相

分割協議を始める時には︑ し︑相続人全員が署名・捺
４つのポイントがあります︒ 印します︒この遺産分割協

ことをいいます︒その遺産

続登記や預金の解約等をす

日︑早朝からずいぶ

を実感させられます︒

務所の報酬規定で定められ

弁護士の費用は︑各事

ご相談のご費用は？
チャリティー

驚かされたのは︑

通して︑私が

この現実を受け止めきれず

くの犠牲者をもたらした︑

たちは今なお︑あまりに多

一年半が過ぎましたが︑私

あの東日本大震災から︑

に遺言書が出てきた場合に
募金の呼び掛け

を特定人に相続させる内容

①まず誰が法定相続人であ
し︑遺産分割が錯誤により あの﹁未来Ｔシャツ﹂
無効となる場合もあります︒ を着ての活動を

ることができる方には順位
はどうしたらいいですか︒
ています︒一般的な相談の

自筆証書遺言

ります︒その後︑
ます︒依頼される前に︑弁

金と報酬額が定められてい

合には遺産額を基準に着手

調停︑裁判等を依頼する場

次に︑小さなお子様方⁝︒

んで協力して下さること︒

を持たれた方々が笑顔で進

はなく︑ハンディキャップ

みですと時間制ですが︑具 に先ず振り向いて
体的な遺産分割の話し合い︑ 下さるのは︑健常者の方で

について︑あらためて参加

そして﹁いのち﹂の大切さ

﹁未来﹂を拓いていくのか︑

繋いでいくのか︑どういう

私たちは︑何を﹁未来﹂に

にいます︒

有効な遺言書である場合に
護士に確認することがいい

＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊

て下さる先生です︒相続や

いつも優しい笑顔で︑接し
に協力なさいます︒その優

三人おられれば三人が別々

で協力して下さいます︒

自分のお財布からお小遣い

を掲げ︑よい汗を流し︑た

﹁未来﹂というスローガン

あの﹁テーマソング﹂と

本当に暑い一日でしたが︑

＊＊＊＊＊＊

配偶者は常に相続人とされ︑ たは廃除の取消等がされて
いた場合︑遺産分割協議そ
遺言などの他にもご相談が

くさんの優しい愛に触れる

遺言により認知や廃除︑ま

のものが無効となる場合や

ことが出来た素敵な一日で

第１順位の該当がない場合
しさに触れることで︑外は

した︒

には第２順位の方が︑第２
酷暑なのですが︑心はとて

歩を手助けできるように︑
ありましたら︑心のドアを
も爽やかな気持ちになれ︑

自社ネットワークを持って
価格賠償ですむ場合等様々
ノックしてみませんか︒

順位の該当がない場合には
優しくお話しを聞いて下さ

います︒この機会に︑当社
なケースがあります︒

第３順位の方が相続人とな
遺産の処分・遺贈

手続きが必要とな

＊＊＊＊＊＊＊＊

は︑遺言の内容により手続

お子様の心はとても綺麗で︑ された方々と一緒に考える
親の足を止めて目を輝かせ︑ 時が持てました︒

の場合︑家庭裁判

きが変わります︒
と思います︒

所で遺言書の検認

相続人が増減する場合

遺言書

遺産相続が終了した後

ることになります︒

相続や税金︑名義変更の手
が付けられています︒

◎法定相続人の順位

続き等は︑専門家に相談す
るのが一番いい方法ですが︑
いざお願いしようと思った
市区町村で行われる

時︑皆さんはどうされます
か？
無料相談会に行ってみる事
もいいでしょう︒インター
ネットで検索してみる事も
いいでしょう︒しかし全く

-第13話-

生時代は遠い昔⁝﹂という

高校生の頃に⁝﹂とか﹁学

タッフが初心者︒﹁たしか

を迎えます︒ほとんどのス

コーラス隊も︑今年で４年

スタッフで結成しています

お陰様で︑杉田フューネス

う事が幸いして︑素直で美

います︒合唱が初めてとい

ようになって嬉しく思って

バーの方々が感じて下さる

るという事を︑多くのメン

も精神的な解放感につなが

す事︑歌う事は誰にとって

出発でした︒でも︑声を出

ステキビト

面々を︑山田百合子先生は

と前頭葉をフル活動させて

美しい旋律を求め和気藹々

練習時には上下関係もなく

た︒また年末のシオンでの

めてハーモニーを作りまし

の東日本大震災には心を込

のが残念ですが︑今年３月

集合﹂はなかなか出来ない

ますが︑フューネスさんは

ろなタイプがいらっしゃい

音楽を好きな方にはいろい

やりがいを感じて下さって

ンバーの皆さんもきっと︑

機会も増えてきました︒メ

ですが︑皆様へお届けする

の中には消極的な方も当然

お受けした時に︑メンバー

して参りましょうね︒

をたくさんの方々にお届け

もフューネスのハーモニー

外国語の発音等が一からの

たので︑譜面を読むこと︑

のない方々がほとんどでし

ります︒

ました︒メンバー一同頑張

山田先生ありがとうござい

点が一番心配でした︒経験

いらっしゃるだろうという

立ちで結成されていらして︑ いると思います︒これから

全員参加という特殊な成り

訪問と︑私もご一緒するの

イベントや高齢者施設への

います︒そこで︑山田先生
伺ってみました︒

に私達コーラス隊の感想を

ます︒社長はじめ社員一同︑ あります︒お仕事柄﹁全員

しいハーモニーが生れつつ

紹介

知らない人に相談する事っ

24

24
25

根気よくご指導下さってい

山田百合子先生

顧問弁護士の渡邊晴朗先生

●ファミリーコンサート

素敵人

私達まで本当に嬉しくなり

‑セレモニーホールシオン‑
‑京王フローラルガーデンアンジェ‑

②遺産の範囲とその評価が

環状七号線

イベントに関するお問合せ・お申込みは
TEL．03-3302-6767 まで
ファミリーマート●

通 井の頭線「新代田」駅徒歩5分
改札を背に右手方向に直進下さい
交
歩道橋

てすごく勇気が入りますよ

AQ

24

♪

４月８日、世田谷区とＮＰＯ法人カミイノの後援を頂
き、約４０名の方と共に普通救命講習を開催致しまし
た。東京消防庁職員の方を講師に招き、ＡＥＤの実演
講習と心肺蘇生法、応急処置等を２時間程一緒に体を
張って勉強しました。受講後、消防庁発行の「救命技
能認定証」の資格証が送付されてきた時には、達成感
で一杯でした。受講された皆様お疲れ様でした。
５月25日、京王多摩川駅すぐの都会のオアシスへ遠足
に行って参りました。当日はあいにくの雨となってし
まいましたが、薔薇やスイレン他、色とりどりのお花
を満喫しました。傘をさしながらお花の絵を描かれて
いた方もいて、優しい筆のタッチに癒されました。
お花見弁当を食べながらおしゃべりも弾み、
とても楽しい一日でした。

東京都世田谷区代田6-22-6

家族葬をお考えの方に…

場 セレモニーホールシオン

ります︒

御供養のお経 12:00からご僧侶にお経を頂きます

に相続のポイントを伺って

葬儀の知恵袋と人生アルバム

会
井の頭通り

■11月13日・12月12日
10：30〜14：00
参加費 無料

ね︒だからこそ︑当社では

常に相続人
第３順位

予約制

みました︒

■12月8日（土）13:00〜15:00
シオンの見学と仏事に関するご相談を
お受けいたします

200円
お人形１体
ご費用

東京芸術大学音楽学部声楽科卒業
及び大学院修了。在学中より北欧
の歌曲に取り組み、卒業後もその
紹介に努めている。またスウェー
デンとドイツにて日本歌曲の独唱
会を行う。現在に至っては複数の
コーラスグループの指導を手掛け
る。日本グリーグ協会会員。
来年にはギタリスト荘村清志氏
とのCDをリリースする。

♪

●お写真やお守りなどもご供養致します

■11月18日・12月22日
10：30〜14：00
参加費 無料

ご報告 普通救命講習開催しました
遠足お茶会に行って参りました
ご報告

●ガラス・陶器類はご遠慮ください

●シオン見学会

新代田
井の頭線

葬儀の知恵袋と人生アルバム
参加者
プレゼント

■11月3日（土）10:30〜12:00
写経のご用意もございます
お道具の貸し出しもございます
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大切な子孫のために…

安心してご相談できる第一

母
父

ますよ︒

第２順位

遺言により遺産の処分がな

兄弟姉妹

妻
故人
第１順位

毎年恒例！スタッフの手作りコンサートです。一生懸命練習して
いますので、遊びに来て下さい。
参加者
プレゼント

先着10組 20名様を
コンサートにご招待
ご希望の方は下記までご連絡下さい

●家族葬相談会

安心のネットワーク
ＮＰＯ法人カミイノ後援

●人形供養
■11月8日・12月13日
10：30〜12：00
参加費 500円

子供

コンサートご招待

お葬式 That's 学
セレモニーホールシオンにて行われるイベントをご紹介しています
毎月第2木曜開催
‑しゃぶつえ‑

●写仏会

杉田フューネス 掲示板
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るのかを確定する必要があ

弁護士 渡邊清朗先生

ります︒法律上相続人とな
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毎月のイベント

