
豊 か な 人 生 の た め の お 役 立 て 情 報 通 信

葬 儀 保 険 新 聞Ⓡ

2020 年 7 月 1 日発行

第15 号

お葬式もデジタル化!?
ライブ配信やプロジェクションマッピングも……

相続コラム	 役所に死亡届を出すと口座が凍結される？
くらしのヒント	 意識的に身体を動かしましょう
ふるさとグルメ	 呼子のイカ（佐賀県）
らいふ通信	 NEWS & TALK 



するところでデジタル化されたもの
があります。たとえば、プロジェク
ションマッピングで祭壇などに映像
を投影するシステム。故人の懐かし
い姿や思い出の風景などが美しく変
化していく様が自由に表現されます。
また、遺影のスライドショー（次々に
写真が切り替わる）や動画の遺影
などもデジタル技術の成せる業です
ね。なんとロボット型の僧侶も開発
されているようです。

　古いしきたりを大切にしている世
代や地域があったり、宗教上の理
由でデジタルによる演出はNGとい
うこともあるでしょう。でも、利便
性が高くなったり、問題解決へのア
プローチになるとなれば、考え方も
変わってくるのではないでしょうか。
　かねてから、歩行が困難な高齢
の方や遠方の方たちが参列したくて
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デジタル化が進む中、お葬式の世界はどうなっているのでしょう？
コロナ禍の日本では、「お葬式のライブ配信」が注目を集めています。

　2019 年のNTTドコモの調査で
は、日本人のスマホ所有者は男女と
もに 8割以上。70 歳以上の高齢者
でも男女ともに 5割以上が所有して
います。
　老若男女がパソコンやスマホを
持ち、世の中のさまざまな分野で
デジタル化が進む中、デジタル化
が比較的遅れているといわれてきた
お葬式の世界でも、参列者が目に

もできないという問題はありました。
そこに新型コロナウイルス感染症の
問題が加わり、やむなく人数を絞っ
て、家族だけで本当の意味での「家
族葬」を行う方が増えました。
　そこで注目されたのが「ライブ配
信」（オンライン葬儀）です。参列
できない方のために、お葬式の模
様を式場にいる担当者が撮影して
配信。遠隔地などにいる方がそれを
パソコンやスマホでリアルタイムで見
て「参列する」というものです。そ
して、その際の香典はクレジットカー
ド決済。これまでの定番は現金書
留で郵送でしたが…。
　逝去のお知らせやお葬式の案内
をメールや SNSで通知する方もい
ます。自身で配信できない方は、葬
儀社等に依頼できるようです。

　コロナ禍の中では、お葬式にも「新
しい生活様式」という課題が突き
付けられました。
　式場内をこまめに消毒したり、
ソーシャルディスタンスを保って式を
行うことなど、これまで誰が想像し
たでしょう。
　これも新型コロナウイルス感染
症を防止するにはやむを得ないこ
とですが、こういった状況下でも
故人を送る心を大切にしたお葬
式を実現させたいものです。そ
のためのデジタル技術なら歓迎さ
れ、お葬式の世界もデジタル化が
さらに進んでいくのではないでしょ
うか。

  
   プロジェクションマッピングを 
  用いた演出

    お葬式のライブ配信

  「新しい生活様式」の中の
   お葬式

お葬式もデジタル化!?
ライブ配信やプロジェクションマッピングも……

プロジェクションマッピン
グで映像を投影。祭壇が
光と美しい映像で変化し
ていきます

写真提供：東京メモリードホール



　

　このように口座が凍結される
というのは、遺族にとっても影
響が小さくないのが実情です。
特に一家の資金が故人名義の
口座に集中していた場合には、
影響は甚大になります。ただで
さえ葬儀費用、お布施、お返し、
墓、仏壇…など、いろいろと物
入りなので、手元に現金がない
と大変です。
　ちなみに一度凍結された口
座を解除するには、故人の戸
籍関連書類（出生から死亡ま
で連続したもの）、遺産分割協
議書、相続人全員の印鑑証明
書などを揃えて提出しなけれ
ばなりません。経験したことが
ある方はおわかりだと思います
が、とにかく時間と手間がかか
り、心底疲れます。

　最も多いのは親族、特に配
偶者が銀行窓口に来て故人名
義の預金を下ろそうとするとき
に死亡がわかってしまうケース
です。
　家族ではありますが、厳密
には他人名義の預金を下ろす
わけで、それも数百万単位とな
ると銀行担当者も念入りに確認

します。「実は主人が亡くなっ
てしまって…」「それはご愁傷
さまです。では預金口座につ
いては凍結とさせていただきま
す」というのが典型的なやり取
りです。
　その他のケースとしては、信
金や JA など地元密着型の金融
機関は外まわりの営業をしてい
るので、ご近所さんからの話、
回覧板、町内会の掲示板など
で死亡を把握することがありま
す。お通夜に信金関係者が参
列していたなんて話も少なくあ
りませんよ。

 「主人はそう長くないかもし
れない」と判断したら、夫名
義の預金はできるだけ下ろす
か、奥様やお子さん名義の口
座に資金移動しておくほうが良
いです。それにより、万が一
のときにも預金口座凍結による
現金不足を回避することがで
き、葬儀費用などまとまった費
用にもスムーズに対応できるで
しょう。
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ヒント
くらしのくらしの

　佐賀県の北西部、唐津市呼子町はイカ
の名産地。港町・呼子には玄界灘の荒波
で育ったイカの「活きづくり」を提供す
る店がたくさんあり、多くの観光客の舌
を満足させてきました。身が透き通って
いて、コリッとした歯ごたえと甘みのある
イカは一度食べたら忘れられません。
　呼子では1年中イカを味わえますが、食べられるイカの種類は季節によって変わ
るそうです。春から秋までは「ケンサキイカ」が旬。この先の新型コロナウイルス感染症の情勢が
気になりますが、ぜひ現地に行って食べてみたいですね。できないときは、お取り寄せはいかがですか。

　なかなか終息しない新型コロナ
ウイルス感染症。外出自粛もあり、
家で過ごす時間が長くなった方が
多いと思います。感染症にかから
ない、うつさないためには「ステイ
ホーム」は重要ですが、一方、家に
閉じこもっていると身体を動かすこ
とが少なくなり、特に中高年の方
は体力の低下や生活習慣病等の
発症が心配になります。

　それを防ぐには、意識的に運動
をすることが大切です。屋外に出
なくても、家の中で行うことができ
る簡単な運動もありますし、家事の
動作も意識的に行えば運動につ
ながります。

　身体を動かすこと、３食しっかり
バランス良く食べて栄養を摂るこ
と、そして質の良い睡眠を心がけま
しょう。また、これまでのようにたく

さんの人と会って長時間にわたり
会話や食事を楽しむことは難しい
かもしれませんが、電話などを活用
し、人と交流することも大切です。
免疫力が低下しないように、心と身
体の健康を保って毎日を過ごしま
しょう。
　厚生労働省のホームページに
は、全国の自治体が提供する「自
宅でできる体操動画」をまとめて
紹介しています。各自治体でもチラ
シ等を用意しているのではないで
しょうか。これらを参考にして身体
を動かすのもいいでしょう。
　これまでに経験したことのない
夏がやってきます。感染症とともに、
熱中症にも注意しましょう。

家事も意識すれば運動に

心と身体の健康を保つ

呼
よ ぶ こ

子のイカ 佐賀県

　民間銀行や信用金庫は口座
名義人が死亡したことを把握す
ると、その口座を凍結します。
ここでいう「凍結」とは、預金
の出し入れをできなくすること
です。預金を下ろすのはもちろ
んのこと、電気・ガス・水道料
金などの引き落としもできなく
なります。
　よって、口座が凍結される前
に、電力会社・NTT などの引
き落とし先に連絡をして、引き
落とし口座を変更しておく必要
があります。通帳をよく確認して、
定期的に引き落とされている項
目をチェックしておきましょう。
※�口座が凍結されてしまうと、通
帳の記帳もできなくなってしまう
ので要注意。

　
　

司法書士

井上真之
司法書士法人NCP・

株式会社NCP相談センター代表

意識的に　　   を動かしましょう

相 続 コ ラ ム ❻

役所に死亡届を出すと口座が凍結される？

★
佐賀県

都市伝説のように昔からいわれていますが、
「役所に死亡届を出すと口座が凍結される」、これは間違いです。
わざわざ役所から銀行に「井上さんがお亡くなりになりました」
なんて連絡するわけはないので安心してください。

身 体

預金口座の凍結とは？

銀行はどこから死亡情報を
入手するのか

預金はできるだけ避難を

長期化が予想される新型コロナウイルス感染症。
家に閉じこもり身体を動かさないと、
体力が低下してしまいますよ。

（厚生労働省ホームページより）

動かない状態が続くことで、心身の機能が低下することが心配されます。
次のことを意識して毎日を過ごしましょう。

●人混みを避けて、ひとりや限られた人数で散歩する。
●�家の中や庭などでできる運動（ラジオ体操、自治体の
　オリジナル体操、スクワットなど）を行う。
●�家事（庭いじりや片付け、立位を保持した調理など）や
　農作業などで身体を動かす。
●�座っている時間を減らし、足踏みをするなどして身体を動かす。

令和元年の民法改正により、いわゆる
預貯金の仮払い制度（相続人のひと
りが他の相続人の同意なしに故人の
預貯金を一定額まで引き出せる制度）
ができましたが、引き出せる金額が少
ないことと必要となる戸籍関連書類は
変わらないことから、あまり活用されて
いないのが実態です。
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　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。

　メモリード・ライフの保険には「葬儀保険」
という名前が付いていますけど、私は「お墓
保険」にしたいと思っています。我が家にはお
墓がないので、今からどうしようかと考えていま
す。主人は遺骨を海に撒いてほしいといってい
ます。私は山が好きなので樹木葬がいいと思っ
ています。夫婦ふたりバラバラ？　でもひとり
娘にとってもお寺の墓地よりは楽だと思うので。
今時は自由でいいですよね。

  （神奈川県・小川博美さん）

お墓のために保険を使いたい

ご登録情報に
お変わりありませんか？

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　0120-244-888（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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●お墓をどうするか？　今は選択肢が増えました。じっ
くりとお考えになり、現地も視察されてはいかがでしょ
うか。

　私の父は、私が高校 1 年生のとき急死し
ました。あまりにも突然亡くなったので、「さ
よなら」も言えず、「ありがとう」も言えず、
そして、その日は父とケンカをして、口もき
かず登校した日でした。母もあまりに突然
すぎて、大変だったそうです。
　人生何があるかわからない…。そのた
めの備えと葬儀準備はとっても大切なこと
です。

（宮崎県・富永ゆかりさん）

人生何があるかわからない

●お父さんに言いたかったこと、たくさんおありで
しょう。せめて「ありがとう」が言えていたら…。
無念ですね。考えたくはないですが、「突然の死」
ということもあるのだと、考えておかなければならな
いのでしょうね。

葬儀やお寺の費用が心配

　人生 100 年時代といわれていますが、自分
はそんなに生きられるのでしょうか？
　今は元気ですけど、明日コロナに感染してし
まうこともあります（テレビを見ていてそう思い
ました）。
　葬儀やお寺さんのこと、その後のことなどを
考えると、費用が心配でした。それで子どもに
迷惑かけたくないと思って加入しました。

（長崎県・金子芳枝さん）

●ご加入いただきありがとうございます。どんな病気にも
なりたくありませんが、新型コロナウイルスのせいで心配
のタネが増えてしまいましたね。

PRESENT

クオカードプレゼント！
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皆様からの
お便り

　いつもメモリード・ライフをご愛顧いただきありが

とうございます。

　新型コロナウイルスの発生により、企業の活動や

皆様の日常活動に多くの影響が発生しております。5

月末で政府の緊急事態宣言は解除され、徐々に平常

の活動に戻りつつありますが、引き続き、当社にお

きましては感染拡大を防止すべく、政府、地方自治

体の方針を遵守し諸対応に取り組んでまいります。

　さて、2019 年度のメモリード・ライフの会社業績

が確定いたしましたのでご報告します。保有契約件

数、収入保険料ともに順調に拡大し、経常利益、

純利益も前年度を上回り、着実に成長を遂げること

ができました。引き続き、シニア向け保険の専門保

険会社として、事業の拡大とお客様サービスの向上

に努め、収益性の高い会社づくりをしてまいります。

　最後にお客様、ご契約者様のご健勝とご多幸をお

祈りします。
株式会社メモリード・ライフ
代表取締役社長　高原芳信

　今回は、資料請求をいただいた方の中から抽選で
100名様に、甘くておいしい「シャインマスカット」
をプレゼント。資料請求は、添付のはがき、お電話、ホー
ムページをご利用ください。

期間：2020 年 7月1日～ 2020 年 9月30日
��������（当日消印有効）
対象：期間中に資料請求をいただいたすべての方
※�天候、災害等で予定の商品を用意できない場合は、
他の商品に変更する場合があります。

保有契約件数：84,461 件
（前年度比 6.3％増）

収入保険料：2,850 百万円
（前年度比 13.0％増）

保険金・給付金：1,158 百万円
（前年度比 15.2％増）　　　　　

経常利益：442百万円
（前年度比 36.8％増）

当期純利益：291百万円
（前年度比 35.6％増）

装いも新たに スタート!

2019年度決算状況のお知らせ
メモリード・ライフメモリード・ライフ

主 要 な 業 績 指 標

資料請求キャンペーン

シャイン
マスカット
プレゼント！
9/30まで

※写真はイメージです。


