
市外局番（0735）※50音順

名　称 所在地 電話番号
稲生医院 串本1735-52 62-3811
榎本クリニック 西向122-3 72-3530
覚前医院 和深838 67-0077
覚前医院　田並診療所 田並942-2 66-0323
鎌田医院 潮岬3143 62-2526
串本有田病院 有田499-1 66-1021
くしもと町立病院 サンゴ台691-7 62-7111
串本リハビリテーションセンター 串本259-6 62-3600
けんゆうクリニック 串本1790 62-5080
こしみちクリニック 鬮野川1356-4 67-7785
潮岬病院 潮岬417 62-0888
すぎ内科心療内科クリニック 串本1929 62-0153
辻内医院 串本2281 69-2211
にしき園診療所 二色160 62-5165
みさきメンタルクリニック 串本2113-2 69-2888
やもとクリニック 上野山191 72-3388

名　称 所在地 電話番号
きのした薬局 西向837 72-0199
有限会社ササヤ薬局 串本1547-2 62-0338
さんご薬局 サンゴ台691-7 69-1122
サンライトげんき薬局 串本店 串本1791-1 62-7077
中根薬局 串本2098 62-4861
ひがし薬局 中湊495 72-0126
みさき薬局 上野山209 72-6010

名　称 所在地 電話番号
岩井歯科医院 中湊451 72-0623
川端歯科医院 串本1734-7 62-0065
小森歯科医院 串本1735-15 62-0707
小山歯科医院 串本40-46 62-0363
サンゴ台デンタルセンターいわたに サンゴ台1060-252 67-7835
日高歯科医院 西向238-2 72-0358

串本町商工会

商工会とは…

https://kushimoto-shokokai.com/

　商工会は、地域事業者が会員となり、ビジネスやまちづくり
のために活動を行う総合経済団体です。「商工会法」に基づい
て設立され、全国の市町村に1649(令和2年4月現在)の商工
会があり、約80万の事業者が加入しています。全国的なネット
ワークと高い組織率(地域事業者の約60%が加入)を有し、国
や都道府県の小規模企業支援施策(経営改善普及事業)の実
施機関としても、さまざまな事業を実施しています。さらに各都
道府県には商工会連合会があり、広域的に地域事業者のみな
さまを支援いたします。

経営支援

串本町商工会

　さまざまな面から経営をサポートします。　
商工会は多くの事業者の方々とともに歩む地
元のビジネスパートナー。相談は原則無料、秘
密は厳守です。一度、ざっくばらんにお話しして
みませんか？

税務・経理

労務・共済制度

　従業員や経営者のもしもの備えは？福利厚
生を備えて日々の事業・業務に安心を。

地域振興・まちづくり
　地域を元気にするには？あなたのまちから全
国へ、地域のイイモノ発信します！
　地域の“強み”を発信する、商工会ならではの
地域活性化プロジェクトがあります。

販路開拓支援・情報発信
　商品やサービスをもっとPRしたい！販路拡
大にチャレンジしませんか？
　折角お持ちの素晴らしい商品やサービス。で
も知ってもらう努力をしなければ、宝の持ちぐ
されです。商工会では、全国の消費者にイイモ
ノをもっとPRしたい事業者のみなさまをお手
伝いします。

青年部・女性部ほか

人脈作りはできる？
地域のネットワークが広がります。

商工会の2大事業

地域社会の
発展

医
科
医
院

歯
科
医
院

薬
局

かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ちましょう！
お問い合わせ先

〒649-3503　串本町串本2410
TEL. 0735-62-0044　　FAX. 0735-62-1285

事業者の
経営改善

税務申告や経理もおまかせください。
　「税金っていろいろ控除があるみたいだけ
ど…」「青色申告制度ってなに？」など、みな
さまのさまざまなお悩みに対し、帳票の付け
方から決算、申告の仕方
まで、丁寧にサ
ポートいたし
ます。

串本町医療機関・薬局一覧
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気持ちよく
眠りにつくために

お風呂は、ぬるめのお湯にゆっくりと
入って。寝つきの悪い人は、軽い読書や
マッサージ、音楽を聴いたり、神経を鎮め
る香りを利用するなど、「お休みの習慣」
を自分なりに工夫してみましょう。

寝る前にリラックスタイムをもとう

串本町健康マップ
このページは有料広告ページです 株式会社サイネックスによる編集記事ページです
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串本町健康マップ
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診療時間
午前8:30～12:00
午後2:00～ 5:00

(●)
(●)

(●)
(●)

(●)

※土曜の診療は月1回(主に第1週)
予約制(午前は再診のみ)　初診は必ず事前予約をして下さい｡
《休診日》 土曜午後･日曜･祝日と水･木･土に不定休有り
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Q

あなたの
お家は大丈夫?

リフォームの基礎知識

　建物の一部分の改装もリフォームですし、全面改
装でもリフォームです。当然のことですが、手を加え
れば加える程かかる費用は増えていきます。例えば、
畳敷きの6畳間をフローリングに替える場合は十数
万円ですが、家全体に及ぶ大掛かりな改装の場合
は、建替えの方が安くなる事もあります。

Q

Q

A

A

A

A

リフォームの費用は

どのくらいかかりますか？

改装の範囲で変わっていきます

　現在のお住まいの不満のある所をリストアップす
る事をおすすめします。そうする事でただ漠然と不満
に感じていた事も具体的に検討出来るようになり、優
先順位をつけて内容の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお考えの場
合は、ショールームなどで実際に見て触ってみる事も
重要です。

満足いくリフォームのポイントは？

まずは現在の不満点を挙げてみましょう

●費用の安さで決めずに契約内容に納得した上で契約
をかわしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認し
ましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

信頼のおける業者とは？

２～３社は候補を挙げて比較しましょう

　リフォームの目的から具体的な計画を立てましょう。
　この時点での情報収集も大切なポイントです。

　契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
　見積書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の
資料やメモなど書類にはしっかり目を通し、保管しておきま
しょう。

具体的な計画をたてる

事業者を決める～契約する

時期、期間は？

予算は？

施工業者の事業内容がリフォーム目的と
合致しているか？

実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？

候補を数社選んで同じ条件で見積書を
提出してもらい検討したか？

　定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしま
しょう。また、不安がある場合は施工業者の担当者を通
じて確認するようにしましょう。

着 工

工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？

工程表に基づいて進んでいるか？

変更・追加などが発生していないか？

1

2

3

着 工 後4
事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？

今後のメンテナンスや
保証先を確認したか？

このページは有料広告ページです 株式会社サイネックスによる編集記事ページです

リフォームの進め方とポイント リフォームの疑問

自分で見つける危険な症状

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

間取りや構造によって差はありますが、
在来工法で建てられた住宅の代表的な
例をもとに10の項目を挙げました。

耐震チェック

昭和56年度以前の建物である
(現在の耐震基準を満たしていない可能性があります)

基礎にひび割れがある

地盤が危険だと感じる

基礎が鉄筋コンクリ一卜造ではない

必要な手続きを行わずに増築している

大きな吹き抜けがある

室内の床が傾いている

屋根には重い建材を使用している

過去に大きな災害に見舞われたことがある

壁の量が少ない
（見かけの壁の割合が少ない場合は、当然危険です）
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あなたの
お家は大丈夫?

リフォームの基礎知識
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どのくらいかかりますか？

改装の範囲で変わっていきます

　現在のお住まいの不満のある所をリストアップす
る事をおすすめします。そうする事でただ漠然と不満
に感じていた事も具体的に検討出来るようになり、優
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　また、キッチンなどの設備の取り替えをお考えの場
合は、ショールームなどで実際に見て触ってみる事も
重要です。

満足いくリフォームのポイントは？

まずは現在の不満点を挙げてみましょう
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ましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

信頼のおける業者とは？

２～３社は候補を挙げて比較しましょう

　リフォームの目的から具体的な計画を立てましょう。
　この時点での情報収集も大切なポイントです。
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　見積書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の
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時期、期間は？

予算は？

施工業者の事業内容がリフォーム目的と
合致しているか？

実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？

候補を数社選んで同じ条件で見積書を
提出してもらい検討したか？

　定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしま
しょう。また、不安がある場合は施工業者の担当者を通
じて確認するようにしましょう。

着 工

工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？

工程表に基づいて進んでいるか？

変更・追加などが発生していないか？
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着 工 後4
事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
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このページは有料広告ページです 株式会社サイネックスによる編集記事ページです

リフォームの進め方とポイント リフォームの疑問

自分で見つける危険な症状

1
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4
5
6
7
8
9

10

間取りや構造によって差はありますが、
在来工法で建てられた住宅の代表的な
例をもとに10の項目を挙げました。

耐震チェック

昭和56年度以前の建物である
(現在の耐震基準を満たしていない可能性があります)

基礎にひび割れがある

地盤が危険だと感じる

基礎が鉄筋コンクリ一卜造ではない

必要な手続きを行わずに増築している

大きな吹き抜けがある

室内の床が傾いている

屋根には重い建材を使用している

過去に大きな災害に見舞われたことがある

壁の量が少ない
（見かけの壁の割合が少ない場合は、当然危険です）
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このページは有料広告ページです 株式会社サイネックスによる編集記事ページです

愛車の健康法

ランプはこまめに点検をエンジンオイルの交換は
定期的に

排気ガスで健康チェックを

タイヤ点検 燃費チェックで健康診断

　エンジンをかけたら排気ガスをチェックしま
しょう。無色のはずの排気ガスが黒ずんでいる
など、普段と異なる状態
を発見したら早めに整備
工場に相談しましょう。

　タイヤは、唯一路面と接して重い車重を支
えている、負担の大きなパーツです。ドライブ
に出かける前に、タイヤの寿
命や溝の有無、空気圧など
チェックしましょう。

　水温計などの計器でエンジンの異常を確認
する事は出来ますが、エンジンから普段と違う
音がしないかどうかでも確認は出来ます。ガラ
ガラ・キューキューというような音がしたらす
ぐに点検しましょう。

　普段からガソリンを入れた時には燃費を調
べて、燃費の変化に注意
しましょう。燃費が悪く
なったように感じたら点
検しましょう。

　車のランプ類はドライバーが状況を確認す
る他に、周りに対して意思表示を伝える役割
もあります。安全に走
行するために、日頃か
ら故障しているランプ
が無いか点検しま
しょう。

　エンジンオイルは次第に汚れ、機能が低下
します。交換時期はエンジンの状態や使用状
況によって異なりますが、一般的に5,000～
10,000km経過時（走行距離が少ない場合で
も6ヶ月～1年ごと）と言われています。オイル
のグレードによって交換時期が定められてい
るので、状況に合わせ、早めに交換しましょう。

　日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。
「ちょっと変だ」と早めに異変に気付くことで、多くのトラブルを回避することができます。

エンジンの点検は耳でもできる

使う用途や車種によって違いはあります
が、車の維持費は大きく4つに分類されま

す。ガソリンなどの燃料費、定期点検・車検、部品、
消耗品などのメンテナンス費、年間の任意保険料、
自動車税も必要になってきます。他にも、保管場所
によっては駐車場代なども考えられますので、車を
購入する前には、これらも併せて考慮することが
大切です。

平成14年から、排出ガスや燃費の性能な
ど環境に配慮した度合いによって、車種や

車齢ごとに異なる税額となる「グリーン税制」が実
施されています。これによって電気や天然ガスなど
の低燃費自動車などは、新車購入時にかかる税率
が大幅に軽減されています。一方で一定の車齢を
越えたディーゼル車などに対しては、増税もありま
す。細かな基準と条件がありますので、しっかり確
認しておきましょう。

車のこと

車種によって支払う税金に
違いはありますか？QQ

A

Q A

A

車の維持費は年間で
どのくらいかかりますか？

&
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愛車の健康法

ランプはこまめに点検をエンジンオイルの交換は
定期的に

排気ガスで健康チェックを

タイヤ点検 燃費チェックで健康診断

　エンジンをかけたら排気ガスをチェックしま
しょう。無色のはずの排気ガスが黒ずんでいる
など、普段と異なる状態
を発見したら早めに整備
工場に相談しましょう。

　タイヤは、唯一路面と接して重い車重を支
えている、負担の大きなパーツです。ドライブ
に出かける前に、タイヤの寿
命や溝の有無、空気圧など
チェックしましょう。

　水温計などの計器でエンジンの異常を確認
する事は出来ますが、エンジンから普段と違う
音がしないかどうかでも確認は出来ます。ガラ
ガラ・キューキューというような音がしたらす
ぐに点検しましょう。

　普段からガソリンを入れた時には燃費を調
べて、燃費の変化に注意
しましょう。燃費が悪く
なったように感じたら点
検しましょう。

　車のランプ類はドライバーが状況を確認す
る他に、周りに対して意思表示を伝える役割
もあります。安全に走
行するために、日頃か
ら故障しているランプ
が無いか点検しま
しょう。

　エンジンオイルは次第に汚れ、機能が低下
します。交換時期はエンジンの状態や使用状
況によって異なりますが、一般的に5,000～
10,000km経過時（走行距離が少ない場合で
も6ヶ月～1年ごと）と言われています。オイル
のグレードによって交換時期が定められてい
るので、状況に合わせ、早めに交換しましょう。

　日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。
「ちょっと変だ」と早めに異変に気付くことで、多くのトラブルを回避することができます。

エンジンの点検は耳でもできる

使う用途や車種によって違いはあります
が、車の維持費は大きく4つに分類されま

す。ガソリンなどの燃料費、定期点検・車検、部品、
消耗品などのメンテナンス費、年間の任意保険料、
自動車税も必要になってきます。他にも、保管場所
によっては駐車場代なども考えられますので、車を
購入する前には、これらも併せて考慮することが
大切です。

平成14年から、排出ガスや燃費の性能な
ど環境に配慮した度合いによって、車種や

車齢ごとに異なる税額となる「グリーン税制」が実
施されています。これによって電気や天然ガスなど
の低燃費自動車などは、新車購入時にかかる税率
が大幅に軽減されています。一方で一定の車齢を
越えたディーゼル車などに対しては、増税もありま
す。細かな基準と条件がありますので、しっかり確
認しておきましょう。

車のこと

車種によって支払う税金に
違いはありますか？QQ

A

Q A

A

車の維持費は年間で
どのくらいかかりますか？
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葬儀の豆知識

※掲載の記事に関しましては、一般的な仏式の慣習を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

　日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どのような人生にも終
焉は訪れます。誰もがいつかは遺族になり、告別式の参列者になることも避けられません。
悲しみに打ちひしがれ、心も動転するような場面で、遺族や親しい人たちを支えるために、
しきたりや作法があるともいえます。最近は死を忌むべきことと考えるより、人生を全うす
ることとして、自らの葬儀の演出を前もって指示しておいたり、希望しておくことも広まって
きました。いざというとき慌てないために、基本的な葬儀や法要の流れ、会葬のマナーは心
得ておきましょう。

悲しみの中にも故人への真心を込めてしきたりや作法を心得ておきましょう。

　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、意味があります。
地方によって、また宗教や宗派によって名称や作法は異なりますが、大方の流れは
次のようになります。

遺体を北枕に安置し、喪主、儀式の形式と日
取り、葬儀社を決めて依頼し、寺院や知らせ
るべき人に連絡します。

火葬の前に全員が焼香。火葬終了後は、二
人一組になって箸で遺骨をはさみ骨壺にい
れる骨上げを行います。
※葬儀・告別式の前に行う場合もあります。

臨 終 火葬・骨上げ

枕飾りをして遺体を安置。喪服、遺影の準備
と世話役との打ち合わせ。戒名の依頼や隣
近所への挨拶、死亡届の手配も行います。

通夜の準備 持ち帰った遺骨、位牌を祭壇に安置し、僧侶
が読経する中、遺族による焼香が行われま
す。このとき、本来７日目に行う初七日法要
を、繰り上げてとりおこなう場合が多くなっ
ています。

還骨回向
故人との別れを惜しみ、夜通し香と灯火を絶
やさず遺体を守ったのが本来の通夜です
が、最近では数時間ほどで終わる形式が多
くなりました。通夜が終了した後は、通夜ぶ
るまいとして親族や親しい人に食事などを
振る舞ったり、代わりに折り詰めなどをお渡
しすることもあります。

通 夜 法要後、お世話になった人に感謝と慰労の
気持ちを込めて喪主が挨拶。遺族が酒と料
理でもてなし、故人をしのびます。

精進落とし

通夜の翌日に、死者を弔うのが葬儀で、故人
に別れを告げるのが告別式です。読経の後、
遺族、親族が焼香し、参列者の焼香へと移り
ます。

葬儀・告別式

初七日に始まり、三十五日、四十九日、百か
日と、お経を上げて、お香で供養します。この
とき納骨を行う場合もあります。

追善供養

最後の対面の後、別れの花などを行い、遺
族の手で霊柩車へ。会葬者は合掌して見送
ります。
※葬儀・告別式の前に行う場合もあります。

一周忌に始まり、２年目の三回忌、６年目の
七回忌、その後十三回忌、十七回忌、二十三
回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回
忌、五十回忌と法要を続けます。三十三回忌
または五十回忌をもって、弔い上げ（最終の
年忌法要）とする場合が多くなっています。

出棺・火葬
年忌法要

弔事の流れ
～臨終から法要まで～

お葬式のマナー

　故人を悼み、遺族への哀悼を表すために必ず焼香が行われ
る仏教に対して、神道では故人の霊が子孫を守る守護神とな
る儀式であると考え、葬儀以降の儀式にも「祭」がつきます。死
を「故人を神のみもとへ送る」とされるキリスト教では、祈りは
神に捧げるもので、葬儀は遺族を慰め、励ますために行われま
す。このように宗教によって葬儀の行い方にも異なったルール
があることを知っておきましょう。

　仏式の焼香は、その香りで死者を慰め、その場の空気を清め
るという意味があります。

遺族、僧侶に一礼。
抹香をつまみ、お辞儀をする形で目の高さに押しいただく。
そのまま香炉の上に持っていき、パラパラと撒くように落とす。
遺影を見つめて合掌、数珠は左手にかけたまま。
２～３歩下がり、僧侶、遺族に一礼して席に戻る。

右手は上から枝側を、左手は下から葉先を
支える形で持つ。
軽く黙礼して玉串を時計回りに回転させ
根元を神前に向けて両手で供える。
２～３歩下がり丁寧に二拝。
音を立てずに二拍手、一拝。
２～３歩下がり、神官、遺族に一礼して席に戻る。

　神道では儀式の前に「手水の儀」を行います。
　水をいれた手桶とひしゃくが用意されています
から、これで軽く手を洗い、口をすすいで清め、用
意された懐紙でふき取ります。
　玉串奉奠では、

　会葬者の服装は黒で統一する人がほとんどです。女性の場
合は、地味なデザインのワンピースやスーツに、黒か肌色のス
トッキングを身につけて。濃い口紅は避け、傘は黒、ハンカチは
白や地味な色のものを選びましょう。男性は、ブラックかダー
クスーツに、黒のネクタイを。

　教会で行われるキリスト教の葬儀では、葬儀終了後に喪主、
遺族、親族、一般の順に白い花（カーネーションや菊）を献花台
に供えます。このとき茎を祭壇側に向けます。

献花など

献花

玉串奉奠･
手水

焼香･線香･
数珠

キリスト教

神 道

仏 教

無 宗 教

御仏前･御霊前
御香典・
御供物料

御榊料･玉串料
御神饌料・御霊前

御花料･
御ミサ料
御霊前

御花料･御霊前
などが無難

白黒や
双銀の結び切りで、
のしはつけない。

双白や
双銀の結び切りで、
のしはつけない。

水引、のしは付けない。
白封筒か十字架や
ユリの花が描かれた

不祝儀袋。

白黒の結び切りで、
のしはつけない。

お香典・御花料など

拝　礼

服　装

仏　式

神　式

献　花

❶
❷
❸
❹
❺

❶

❷

❸
❹
❺

【焼　香】

【献  花】

【玉串奉奠】

手水の儀
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葬儀の豆知識

※掲載の記事に関しましては、一般的な仏式の慣習を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

　日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どのような人生にも終
焉は訪れます。誰もがいつかは遺族になり、告別式の参列者になることも避けられません。
悲しみに打ちひしがれ、心も動転するような場面で、遺族や親しい人たちを支えるために、
しきたりや作法があるともいえます。最近は死を忌むべきことと考えるより、人生を全うす
ることとして、自らの葬儀の演出を前もって指示しておいたり、希望しておくことも広まって
きました。いざというとき慌てないために、基本的な葬儀や法要の流れ、会葬のマナーは心
得ておきましょう。

悲しみの中にも故人への真心を込めてしきたりや作法を心得ておきましょう。

　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、意味があります。
地方によって、また宗教や宗派によって名称や作法は異なりますが、大方の流れは
次のようになります。

遺体を北枕に安置し、喪主、儀式の形式と日
取り、葬儀社を決めて依頼し、寺院や知らせ
るべき人に連絡します。

火葬の前に全員が焼香。火葬終了後は、二
人一組になって箸で遺骨をはさみ骨壺にい
れる骨上げを行います。
※葬儀・告別式の前に行う場合もあります。

臨 終 火葬・骨上げ

枕飾りをして遺体を安置。喪服、遺影の準備
と世話役との打ち合わせ。戒名の依頼や隣
近所への挨拶、死亡届の手配も行います。

通夜の準備 持ち帰った遺骨、位牌を祭壇に安置し、僧侶
が読経する中、遺族による焼香が行われま
す。このとき、本来７日目に行う初七日法要
を、繰り上げてとりおこなう場合が多くなっ
ています。

還骨回向
故人との別れを惜しみ、夜通し香と灯火を絶
やさず遺体を守ったのが本来の通夜です
が、最近では数時間ほどで終わる形式が多
くなりました。通夜が終了した後は、通夜ぶ
るまいとして親族や親しい人に食事などを
振る舞ったり、代わりに折り詰めなどをお渡
しすることもあります。

通 夜 法要後、お世話になった人に感謝と慰労の
気持ちを込めて喪主が挨拶。遺族が酒と料
理でもてなし、故人をしのびます。

精進落とし

通夜の翌日に、死者を弔うのが葬儀で、故人
に別れを告げるのが告別式です。読経の後、
遺族、親族が焼香し、参列者の焼香へと移り
ます。

葬儀・告別式

初七日に始まり、三十五日、四十九日、百か
日と、お経を上げて、お香で供養します。この
とき納骨を行う場合もあります。

追善供養

最後の対面の後、別れの花などを行い、遺
族の手で霊柩車へ。会葬者は合掌して見送
ります。
※葬儀・告別式の前に行う場合もあります。

一周忌に始まり、２年目の三回忌、６年目の
七回忌、その後十三回忌、十七回忌、二十三
回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回
忌、五十回忌と法要を続けます。三十三回忌
または五十回忌をもって、弔い上げ（最終の
年忌法要）とする場合が多くなっています。

出棺・火葬
年忌法要

弔事の流れ
～臨終から法要まで～

お葬式のマナー

　故人を悼み、遺族への哀悼を表すために必ず焼香が行われ
る仏教に対して、神道では故人の霊が子孫を守る守護神とな
る儀式であると考え、葬儀以降の儀式にも「祭」がつきます。死
を「故人を神のみもとへ送る」とされるキリスト教では、祈りは
神に捧げるもので、葬儀は遺族を慰め、励ますために行われま
す。このように宗教によって葬儀の行い方にも異なったルール
があることを知っておきましょう。

　仏式の焼香は、その香りで死者を慰め、その場の空気を清め
るという意味があります。

遺族、僧侶に一礼。
抹香をつまみ、お辞儀をする形で目の高さに押しいただく。
そのまま香炉の上に持っていき、パラパラと撒くように落とす。
遺影を見つめて合掌、数珠は左手にかけたまま。
２～３歩下がり、僧侶、遺族に一礼して席に戻る。

右手は上から枝側を、左手は下から葉先を
支える形で持つ。
軽く黙礼して玉串を時計回りに回転させ
根元を神前に向けて両手で供える。
２～３歩下がり丁寧に二拝。
音を立てずに二拍手、一拝。
２～３歩下がり、神官、遺族に一礼して席に戻る。

　神道では儀式の前に「手水の儀」を行います。
　水をいれた手桶とひしゃくが用意されています
から、これで軽く手を洗い、口をすすいで清め、用
意された懐紙でふき取ります。
　玉串奉奠では、

　会葬者の服装は黒で統一する人がほとんどです。女性の場
合は、地味なデザインのワンピースやスーツに、黒か肌色のス
トッキングを身につけて。濃い口紅は避け、傘は黒、ハンカチは
白や地味な色のものを選びましょう。男性は、ブラックかダー
クスーツに、黒のネクタイを。

　教会で行われるキリスト教の葬儀では、葬儀終了後に喪主、
遺族、親族、一般の順に白い花（カーネーションや菊）を献花台
に供えます。このとき茎を祭壇側に向けます。
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御神饌料・御霊前
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御霊前

御花料･御霊前
などが無難
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双銀の結び切りで、
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双白や
双銀の結び切りで、
のしはつけない。
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不祝儀袋。

白黒の結び切りで、
のしはつけない。

お香典・御花料など

拝　礼

服　装

仏　式

神　式

献　花

❶
❷
❸
❹
❺

❶

❷

❸
❹
❺

【焼　香】

【献  花】

【玉串奉奠】

手水の儀
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串本町のグルメ
　味自慢、素材自慢、腕自慢、串本町にある自慢の味をご紹介!
毎日がおいしい笑顔であふれる一日になれば、きっと串本町をもっと好きになるはず。

店名

店名

店名

店名

水門まつり

精乃門

よしくに

ビーフショップまるみ

　「地産地消」って聞いたことありますか。「ちさんち
しょう」と読み「地元で生産されたものを地元で消
費する」という意味です。
　産地から消費地の距離が短い地場の食材を購入
することは、輸送に使われるエネルギーを大きく減
らすことができます。加えて、消費者にとっても新鮮
で安心感のある食材が入手でき、地場農業の活性
化、食料自給率の向上などの効果も期待されます。

地産地消とは？
　食材の生産方法や、時期によって生産に要するエネル
ギーには大きな差があります。たとえば、野菜をビニールハ
ウスで加温して、本来の季節以外に収穫するには、大きな
エネルギーが消費されます。
　旬の食材を購入することで、
そのエネルギーを削減すること
ができます。

旬の食材を選ぼう！

　地域内の資源を有効に使うことで、環境や
自然に優しい地域社会をつくります。

環境や自然にやさしい

地域社会づくり 　地域の生産者と消費者が交流するこ
とで「顔が見える」関係が出来あがり、
お互いの理解と信頼が深まります。

生産者と消費者の信頼づくり

　地域で生産されたものを着実に地域の消費
に結びつけることで、地域レベルでの自給率
向上に貢献することができます。

食料の自給率アップ
　農産物の消費拡大や産直などへの取組が
活発になることで、農家の生産意欲や地域社
会の活力を高めることができます。

地域農業・社会の活性化

地元の食材を選んで地産地消地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消地元の食材地元の食材を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材を選んで地産地消を選んで地産地消地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材を選んで地産地消地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材地元の食材を選んで地産地消を選んで地産地消を選んで地産地消
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串本町のグルメ
　味自慢、素材自慢、腕自慢、串本町にある自慢の味をご紹介!
毎日がおいしい笑顔であふれる一日になれば、きっと串本町をもっと好きになるはず。

店名

店名

店名

店名

水門まつり

精乃門

よしくに

ビーフショップまるみ

　「地産地消」って聞いたことありますか。「ちさんち
しょう」と読み「地元で生産されたものを地元で消
費する」という意味です。
　産地から消費地の距離が短い地場の食材を購入
することは、輸送に使われるエネルギーを大きく減
らすことができます。加えて、消費者にとっても新鮮
で安心感のある食材が入手でき、地場農業の活性
化、食料自給率の向上などの効果も期待されます。

地産地消とは？
　食材の生産方法や、時期によって生産に要するエネル
ギーには大きな差があります。たとえば、野菜をビニールハ
ウスで加温して、本来の季節以外に収穫するには、大きな
エネルギーが消費されます。
　旬の食材を購入することで、
そのエネルギーを削減すること
ができます。

旬の食材を選ぼう！

　地域内の資源を有効に使うことで、環境や
自然に優しい地域社会をつくります。

環境や自然にやさしい

地域社会づくり 　地域の生産者と消費者が交流するこ
とで「顔が見える」関係が出来あがり、
お互いの理解と信頼が深まります。

生産者と消費者の信頼づくり

　地域で生産されたものを着実に地域の消費
に結びつけることで、地域レベルでの自給率
向上に貢献することができます。

食料の自給率アップ
　農産物の消費拡大や産直などへの取組が
活発になることで、農家の生産意欲や地域社
会の活力を高めることができます。

地域農業・社会の活性化
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　「串本町 暮らしの便利帳」は、串本町にお住まいの皆さんへ、串本町の行
政情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを目的とし
て発行しました。
　また、住民の皆さんに、より利便性の高い情報源としてご利用いただける
よう、官民協働事業として串本町と株式会社サイネックスとの共同発行と
しました。
　「串本町 暮らしの便利帳」は、地域の各団体および事業者の皆さんのご協
力により、行政機関への設置はもとより、串本町の全世帯へ無償配布するこ
とができました。あらためて心より厚くお礼申しあげます。

■「串本町 暮らしの便利帳」に掲載の行政情報は、令和3年6月現在の情報
を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が変更される場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。行政情報で内容・手続き等で不
明な場合は、各担当課までお問い合わせください。

■掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用ください。
広告内容については株式会社サイネックスにお尋ねください。

制　　作

株式会社サイネックス

広告販売

株式会社サイネックス 阪和支店
〒640-8331 和歌山県和歌山市美園町4-81

TEL: 073-432-6308

※掲載している広告は、令和3年3月現在の情報です。

編 集 後 記

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

令和3年7月発行

串本町 暮らしの便利帳
2021

新庁舎完成記念版

発　　行

串本町役場
〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690-5

TEL: 0735-62-0555
株式会社サイネックス

〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15
TEL: 06-6766-3346
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