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コロナ禍の今
お葬式の意味を
改めて考えてみましょう

4 つのポイ ント

死亡保険金額
（100万円） あたり
のケース

※１ 上記保険料は年払保険料
（女性：7,940円）
を月々換算した金額
（小数点以下切り上げ）
で、
月払保険料ではありません。
保険料は掛捨てで、
更新毎に逓増します。保険料は年齢・性別・保険金額によって変わります。男性の保険料については、別途お問い合わせください。
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死亡保険金額

4

最短で

※2 健康状態などによってはお引受けできない場合があります。簡単な告知書への 記入が必要です。
※3 ご契約に際しては、資料をご請求いただき、
「ご契約内容（契約概要）」
「特に重要なお知らせ
（注意喚起報）
」
「ご契約のしおり・約款」
を必ずご一読ください。
※4 保険金クイック支払サービス：責任開始期より2年以内の死亡、災害死亡など、
お取扱いできない場合がありますのでご留意ください。

［登録番号］
承認番号：MLAD2012-16
ご請求いただいた資料につきましては、当社または取扱代理店から発送させていただきます。
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頭に入れておきましょう

くらしのヒント

毎日食べたい発酵食品
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ほうとう
（山梨県）
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コロナ禍の今
お葬式の意味を改めて
考えてみましょう
時代とともにお葬式のカタチは変わっても、
亡き人を弔う心は大切にしたいものです。
コロナ禍の今、お葬式について改めて考えてみませんか。

張ることもあったようですが、お葬
式は大規模だからとか、お金をか
けたからいいというものではありま
せん。大切なのは亡き人を弔う心、
そしてご遺族に寄り添う心ではない
でしょうか。特にコロナ禍において
は、お葬式のカタチが変わるのは仕
方のないことですが、その意義や心
まで見失うことがないようにしたい
ものです。
ここに「はがき伝道」という1 枚

時代とともに変わるお葬式

コロナ禍のお葬式

お葬式のカタチは時代とともに変

これほどまでに人々の暮らしを一

わってきました。自宅葬が会館葬に

変させたコロナ禍においては、お葬

なり、大人数で送る告別式が小規

式のカタチも変わらざるを得ません

模になり、やがて家族葬と呼ばれる

でした。

ものが出現。あれよあれよという間

感染予防のため、人数は絞って

に主流になってきました。また、通

行われるようになり、ライブ配信な

夜は本来ご遺族がご遺体に夜通し

どのリモート技術がこの世界でも活

付き添うものでしたが、そういった

躍するようになりました。また、通

ことが少なくなり、葬儀後に初七日

夜は行わず、1 日で葬儀・告別式か

法要等をやるという、忙しい人々に

ら火葬まで行う「一日葬」というカ

とっては合理的？なシステムが行わ

タチが増加。また、かつての自宅

れるようになりました。しかし、本

葬のように、
「自宅から送る」ことも

来の意味が薄れ「それはおかしい」 あるようです。セレモニーは行いま
と首を傾げる人がいても、その時々

せんが、思い出深い我が家から旅

の人々の生活とマッチしてしまうと、

立つことが見直されているのです。

いつの間にかそれが当たり前となっ
てしまうような風潮がありました。
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お葬式の意味とは？

そして、2020 年、新型コロナウ

昔、お葬式を考えるときによく聞

イルス感染症が蔓延する時代が突

かれたのが「人並みに送ってあげた

然やってきたのです。

い」
。そのため他家と比べ、見栄を

います。386 号になる「はがき伝道」

のはがきがあります。山梨県の真福

はお葬式の意味について書かれて

寺住職の田中悟道（禅价）氏が書

いますのでご紹介させていただきま

かれたもので、田中住職は月 1 回、

す。改めてお葬式を考える際の一助

法話をはがきに綴り希望者に送って

となれば……。

聖なるものを思い出す儀式が葬儀である 真福寺
誕生を祝い、結婚を祝い、死の別れを悼み、

感謝と安寧を願い、悪霊退散を願い、邪気払

住職 田中悟道
（禅价）

聖なる生命を、今に伝えてくれた過去の人々に

対する感謝を忘れない葬送儀礼を大切にするこ

いをして、清浄な魂となって、現世の子孫を守っ

とが、自分を大事にすることにつながる。

ある。

が「生老病死」である。自然界の中で生かさ

ある。だからかけがえのない我々の生命の終

してきた聖なるもの。過去の聖なるご先祖様を

しんで弔う儀式が葬儀式なのである。生命とい

ない。

ことが儀式なのである。

まって、足元を見直すことが大事な気がする。

者が語ろうが、お釈迦様のご遺骨は今も大事

のを思い出す儀式を大事にすべきです。

てくれることを願う儀式をする。それが葬儀で

人生は一回きりの再生できない生命活動で

焉を迎えたときに、遺された者たちが別れを惜

う聖なる存在を尊敬し、愛情をもって思い出す
お釈迦様が戒名を付けなかったと一部の学

に祭られている。感謝を忘れていないからであ

る。各家々のお墓が大事にされている。自分
に命をつなげてくれたご先祖様に対する感謝が

あるからお墓を大事にするのである。私という

人間の合理的思考の自由が通用しない現実

れて死に、過去から現在まで命をつなぎ、継承

忘れない感謝の儀式を否定するところに幸福は
コロナの禍いの時代である。もう一度立ち止

今ここで一生懸命生きるためにも、聖なるも
2020 年 12 月発行「はがき伝道」386 号より

たなか●ごどう
（ぜんかい）
山梨県上野原市秋山にある禅寺、真福寺の住職。帝京科学大学理
事・評議員、東京観光専門学校講師、建長寺史編纂委員などを務め
る。毎月、約2,000人に無料で
「はがき伝道」
を郵送している。
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各専門家の特徴を頭に入れておきましょう

くらしの

弁護士・司法書士・税理士など、

毎日食べたい 発 酵 食 品

相続や遺言などのライフエンディング分野に
関係ある専門家はいくつかあります。
それぞれ専門分野が違うので、ここで整理しておきましょう。

弁護士は紛争発生時に登場
法律の専門家というと最初に

思い浮かぶのは弁護士でしょう。

テレビに出 演したり政 治 家に

相続税申告が必要な場合は
税理士
相続が発生した案件すべて

に相続税が課税されるわけでは

司法書士法人NCP・
株式会社NCP相談センター代表

ではないでしょうか。

司法書士は弁護士と同じく法

務省管轄なので、法務局や裁

ありません。遺産が一定額（基

判所への提出書類を代理で作

相続の場面で遺族間に争い

み税務署に申告書を 10 ヵ月以

自宅の相続登記（名義変更）

がなく、ただ単に相続手続きを
代行してもらうだけなら弁護士

に依頼する必要はありません。

※依頼できないわけではありませんが、コス
トパフォーマンス的に司法書士や行政
書士に依頼するのが一般的です。

一方、相続人間で話がこじれ

て当事者同士では解決できな

いときには弁護士の出番になり

ます。当事者の代理人として他
の相続人と交渉したり、裁判手

続きを当事者の代理人として進

めることは弁護士しかできませ

ん。司法書士や税理士は（行
政書士はもちろんですが）代理

人として他の相続人と交渉する

ことはできないので注意してく
ださい。

よって、遺族間で揉めたとき、

もしくは揉める揉めない以前に

話もしたくないというようなとき

は弁護士に依頼するケースと言

えます。
4

井上真之

礎控除額）を超えた場合にの

成することができます。よって、

ます。近年はその効果が注目され、 はるか遠い昔から人々がその効果

発酵食品とは？

司法書士

なっている弁護士も多く、ある意
味身近な存在かもしれません。

昔から身体にいいといわれてきた発酵食品。
世界中で食べられていますが、
どのような効果があるのでしょう。

埼玉県飯能市にはテーマパークも

前号で発酵食品について少々

●

微生物が働き、物質が分解される

前からとも8000年前からともいわ

●

ことをいいます。こうして生まれた

れています。最初の発酵食品は酒

などの効果があります。その働き

食品が発酵食品です。腐敗と似て

かヨーグルトのような発酵乳とか。

を強めるためには毎日食べること

いますが、
人間にとって役立つもの

日本だけでなく世界中の食生活

は発酵、有害であれば腐敗となり

に取り入れられていますが、
それは

ます。味噌、
しょうゆ、みりん、
日本

例えば妻と子ども 2 名が法定

での手続き、例えば金融機関

ズ、
ヨーグルト、
アルコール飲料な

は 4800 万 円となり、 遺 産 が

行は司法書士でも行政書士でも

ます。

酒、酢などの調味料、納豆やチー

での預貯金の相続手続きの代

ども発酵食品です。

4800 万円に満たないケースで

できることになります。

るだけでなく、健康な身体を保つ

よって、税理士に依頼すべき

ケースというのはこの基礎控除

額を超えて遺産がある場合にな

ります。

司法書士と行政書士は
似て非なる者

自分に必要な専門家はどれか

ためにも効果があるといわれてい

ナタデココ
（フィリピン）

ザワークラウト
（ドイツ）

メンマ
（中国）

参考：齋藤勝裕著『「発酵」のことが一冊でまるごとわかる』、日本発酵文化協会ホームページ

以上から、相続が発生した

場合に依頼すべき専門家の基
準はおわかりになられたと思い

ますが、
もし迷ったらホームペー

ジ等で確認して相続を得意にし

「ほうとう」 は、 山梨県の郷土料理。 うど
んよりも薄く幅広い麺を野菜や肉などをたっ
ぷり入れた味噌仕立ての汁で煮込んでいた

なくても他の専門家を紹介して

カボチャのほうとう」 という言いまわしでも

士に依頼することになります。

トしてくれるはずです。

に寒い冬にはもってこいの料理です。

法書士と行政書士の違いがわ

※ここでいう専門家は弁護士や司法書士な
どの国家資格者であって、
「相続診断士」
とか「相続コーディネーター」などといっ
た民間の資格者は含みません。

遺族間で争いもなくただ単に

てください。自身の専門分野で

のであれば司法書士や行政書

くれたり、全体をコーディネー

からん」という人が圧倒的多数

毎日の食卓に登場させましょう。

発酵食品は保存性に優れてい

だきます。 カボチャはよく使われる具材で、

ただ、一般の方から見ると「司

が大切です。さまざまに工夫して、

ザワークラウトやアンチョビ、キムチやメンマなどはよく知られています
が、ナタデココが発酵食品ってご存じでしたか？ 世界にはさまざまな
発酵食品があります。今日の食卓に一品取り入れてはいかがでしょう。

ていそうな専門家に相談してみ

相続手続きの代行をしてもらう

腸内環境を整える

世界の発酵食品

発酵食品は身近にたくさんあり

相続人であれば、基礎控除額

は相続税の申告は不要です。

食品の栄養価を高める

発酵食品の歴史は古く6000年

政書士ではできません。

一方、法務局や裁判所以外

食品の旨味を引き出す

●

発酵とは、人間にとって有益な

ついては次回以降のコラムを

担当する税理士に任せますが、

食品の保存性を高める

●

発酵食品の効果

うなものなのでしょうか。

は法務局での手続きとなるので
司法書士は代行できますが行

発酵食品は

できました。

触れましたが、
発酵食品とはどのよ

内に提出する必要があります。

基礎控除額の詳しい説明に

を知っていたからですね。

ほうとう

山梨県
新潟県

物事がうまくいったときに「うまいもんだよ、
知られています。 1 年中食されますが、 特
「ほうとう」 という名は、 武田信玄が刀で

群馬県
長野県

★
山梨県

埼玉県

ほうとう

具材を切ったことから 「宝 刀」 と付けられ
たという説など、諸説あるようです。

静岡県
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資料請求キャンペーン

12月1日 新商品の販売を開始しました

（ペットネ－ム：結婚式あんしんプラン ブーケ）

弊社では、結婚式を予定されている新郎新婦が

併せて、結婚式当日の、式場の設備・備品の破損

安心して式の準備を進めていただけるよう、
「結婚

や汚損、新郎新婦の貸衣装の破損、新郎新婦の入

式キャンセル費用補償保険」を開発し、販売を開始

院、結婚式招待客の救急搬送などの事態が生じた

いたしました。

場合にも補償いたします。
只今のところ、メモリードグループの結婚式場で

結婚式を中止した際に必要となる「キャンセル費用」

ご結婚式をご予定されている新郎新婦のみ、本保険

を補償いたします。

にご加入いただくことができます。

〈資料請求キャンペーン概要〉
プレゼント：
「松阪牛」（もも・ばら肉 500 ｇを冷凍にてお届けさせていただきます）
対象者
：開催期間中に資料をご請求いただいた方の中から抽選で 100 名様にプレゼント。
請求方法 ：添付のはがき、お電話、弊社ホームページから資料をご請求ください。
開催期間 ：2020 年 12 月 1 日～ 2021 年 2 月 28 日（当日消印有効）
当選発表 ：2021 年 3 月中旬（商品の発送をもって発表に代えさせていただきます）
※ 天候、災害等で予定の品物がご用意できない場合は他の品物に変更させていただく場合があります。
※ お 1 人様 1 回限りのご応募となります。

TALK
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皆様からの

R

新郎新婦、ご家族の皆様に不測の事態が生じ、

今、シニアの皆様のニーズに特化した保険が話題となっています。
「葬儀保険」「終活のための保険」など、シニア向けの保険商品をご存じでしょうか？
弊社では、シニアの皆様のニーズにマッチした「葬儀保険」資料請求キャンペーンを開催しています。
ご年齢や持病の関係で保険加入をあきらめていたシニアの皆様など、ぜひこの機会に資料をご請求いただき、ご検討
されてみてはいかがでしょうか。

L

－結婚式キャンセル費用補償保険－

開催中！

お便り

ペットネーム《 ブ－ケ 》について
今や結婚式の定番アイテムである「ブ－ケ」
（フランス語「Bouquet」）には、
「生
花や造花を束ねた花束」、「香水や熟成ワインの芳香」、「賛辞」等のさまざま
な意味があります。またその由来については、「新婦の魔除け」、「男性からの
求婚の儀式の品」等諸説があります。メモリ－ド・ライフは「新郎新婦にあふれ
んばかりの幸せが降り注ぎますように」との熱い想いをこめて、この保険を「ブ
－ケ」と名付けました。「新郎新婦の安心を演出するパ－トナー」として、新郎
新婦とともに「安心と幸せを分かちあえること」がメモリ－ド・ライフの願いです。

妹ともども加入を検討したい
父母ともに米寿まで遊楽しましたが、

父が逝去後 10 年目に母も旅立ちまし

並木道。私は昭和 18 年、 妹は昭和

安心して旅立ちたいです。

け、新契約実績では前年実績を下回りましたが、失

新型コロナに関しては難しい状況が継続しておりま

効は昨年比15％減少、解約は昨年比38％減少と保全

すが、当社はこれからも、お客様に寄り添い、事業活

サービスの充実に努めた結果、保有契約件数は前年

動を展開してまいります。

同期比103.5％、保有契約年換算保険料110.6％と堅調
な伸展を達成しました。
新型コロナウイルスによって影響を受けられた契約
者の皆様には、
①保険料払込猶予期間の延長
②保険金・給付金の迅速な支払いのための簡易取扱い

ひとり身で心配していたところ、
メモリー

ド・ライフの葬儀保険を知り、資料を
入手。よく話し合ってともども加入を検
討したいと思います。

などの対応を実施いたしました。

新契約
年換算保険料

1 億 8266 万円

前年同期比
77.9％

保有契約件数

8 万 5620 件

前年同期比
103.5％

保有契約
前年同期比
31 億 1731 万円
年換算保険料
110.6％

かけたくないとメモリード・ライフの葬儀保険と

月々 1600 円の互助会のコースに 3 口加入して

22 年生まれ。同区に住んでいますが、

2020年度の上期は新型コロナウイルスの影響を受

私も高齢者となりました。子どもたちに迷惑を

た。ともに高齢者施設にいました。

先日はいとこが孤独死。妹と人生の

メモリード・ライフ 2020年度 上期（4月～9月）業績ハイライト

子どもたちに迷惑をかけたくない

（マロン関根さん）
●遺された方は、悲しみの中でもお葬式や諸
手続きを行わなければなりません。おひとりで
したらなおさら、元気なときからさまざま準備さ
れることをおすすめします。

ご登録情報に
お変わりありませんか？

いますが、
これで十分かなと、ただ今思案中です。
（長崎県・峯佐知子さん）

●「子どもに迷惑をかけたくない」と考える方が多いよう
です。葬儀保険と互助会に加入されていれば、もしもの
ときも安心ですね。
たくさんのお便りありがとうございました。
次号も皆様の投稿を募集します。テーマは特にありませ
ん。 最近の出来事や思うことなどなんでも結構です。 添付
のはがきか郵便はがきに必要事項を
ト！
クオカードプレゼン
ご記入のうえ、株式会社メモリード・
ライフまでお送りください。
掲載された方には、クオカード
（QUO カード）をプレゼントします。

ご住所やお電話番号等、変更がありましたら、下記までご連絡ください。
フリーダイヤル 0 1 2 0 - 24 4 - 8 8 8 （平日9：00〜17：00）
株式会社メモリード・ライフ 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル6階
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