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詳しくは
お近くのJAに
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組合員・地域の皆様へ

　震災の影響により休止しておりました「やすらぎ会
館小高」はリニューアルし再オープンしました。

　福島県JA葬祭事業連絡協議会は、委員に属する事業所ごとに
浄財を募り、5月27日に協議会の菅野紀子会長と㈱JAライフクリエイ
ト福島 菊地一正社長が熊本地震復興のための義援金として「民報
教育福祉事業団」に浄財を届けました。    

※特典内容はそれぞれのJA地区葬祭センター（催事センター）によって異なりますので、詳しくはお近くの
JA葬祭センターまでお問い合わせください。

　ＪＡ葬祭では、新たに「もしもの時の安心準備ノート」（エン
ディングノート）カラー版を作成いたしました。 

大切な人に、思いを残してみませんか？
都度変化する思いを書き直しても構いません。

あなたのかけがえのない人生を書き記すことは、万が一の備えになる
ことはもちろんですが、人生を思い起こす貴重な時間となります。

生い立ち、家族へのメッセージ、これからについて…

好きな時に、好きな分だけ記せばよいのです❀

　ノートに記したという事を少なくともお一人にはお伝えしましょう。時が
来ても、ノートの存在を知らないのではせっかくの想いが伝わりません… 　ご葬儀のお見積り・JA安心準備ノートの作成やご葬儀に関する

ご相談を承り、来場者の皆様には粗品の進呈などを行いました。
　相談会は各斎場毎に人形供養祭やイベントを同時開催して
多くの方にご来館いただきました。ありがとうございました。
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ＪＡ葬祭では 会員募集中です❀

県下統一事前相談会県下統一事前相談会

写真中央：協議会 菅野紀子会長、右：JAライフクリエイト福島菊地社長

2016年も 県下統一事前相談会を
開催いたしました。

場所 県内の各ＪＡ葬祭会館にて

（福島民報5月28日掲載　画像:福島民報社提供）

　平成28年6月26日（日）と10月30日（日）に
開催しました。
　2017年も年2回開催予定です。

JAの「友の会」では、会員に入会いただくと様々な会員特典が受けられます。

あるJA地区の一例
…花環、生花、盛カゴ等のお供物が会員価格にてご利用可能

　入会金が必要な場合も、入会金以上の特典を受けられますのでお得となります。JA地区によっ
ては、組合員であれば自動加入のところもあります。詳細がお知りになりたい方はお近くのＪＡ葬祭
センターまでお問い合わせください。

大切なこと

県内JA葬祭 
女性スタッフのための研修会

　県内各JA葬祭で働くリーダークラスの女性を参集し、女性のため
の研修会を行いました。
　今年は、イベント時に活用できる「きれいで香りにも癒されるアロマ
キャンドル作り講座」と「身近な人を癒すアロマトリートメントのハンド
ケア」を福島市で自宅サロンを経営されている公益社団法人 日本ア
ロマ環境協会認定 アロマセラピストの門奈順子氏よりご指導いただ
きながら自身や周りの大切な人の心と身体をケアすることについて学
びました。
　その他、管理薬剤師の講師を招いて「女性のための健康講話」を
開き、女性は特に気を付けたい骨粗しょう症や食事のとり方などにつ
いてお話をいただきました。
　組合員のみなさまにご満足いただける応対をしていけるよう、今後
益々活躍が期待されるJA葬祭の女性スタッフに向けて各種研修を実
施してまいります。



斎場スタッフ・受付担当者のコンテストを開催斎場スタッフ・受付担当者のコンテストを開催

日時：平成28年4月12日（火）
場所：JAホールやすらぎ

共催 福島県JA葬祭事業連絡協議会
㈱JAライフクリエイト福島第8回斎場スタッフ接遇コンテスト

共催 福島県JA葬祭事業連絡協議会
㈱JAライフクリエイト福島第２回福島県葬儀受付コンテスト

鎮魂祭並びに各家祖霊祭鎮魂祭並びに各家祖霊祭

最優秀賞
優 良 賞
優 良 賞

ＪＡふくしま未来 伊達地区

ＪＡ会津いいで総合サービス㈱

㈱ＪＡ郡山市協同サービス

最優秀賞
優 秀 賞
優 良 賞

村上　幸樹さん（ＪＡふくしま未来 伊達地区）

壁谷沢　文さん（㈱ＪＡ郡山市協同サービス）

菅野　淑恵さん（ＪＡ共同施設㈱）

日時：平成28年9月1日（木）
場所：JA共同施設倉庫内
　人形約640体・提灯約160灯
が寄せられ、貴船神社 高橋宮
司により供養されました。

　福島市大笹生の白和瀬神社
本田宮司により590名の御霊を
鎮められました。ＪＡ関係者ら44
名が参列しました。

第12回人形･盆提灯供養祭第12回人形･盆提灯供養祭

ＪＡ斎場にて各種イベントを実施しました

　5月17日に㈱ジェイエイサービスすかがわ岩瀬 あいりすホール須賀川におい
て、第8回目となる斎場スタッフ接遇コンテストを開催しました。このコンテストは、
斎場スタッフの司会技術、式典運営技術や順応力、接遇マナーを審査し、お客
様満足度の向上を目的として開催しています。競技は3名1チームとなり、計6
チームが参加しました。
　今回は、車いすで来場された方や突然の弔辞希望者がいた場合などの審
査も取り入れ、各チーム
が斎場内での応対の様
子を披露しました。
　コンテストに出場する
ことで、お互いに課題・
参考にする点を見つけ
ることができ、県内JA葬
祭全体の更なるスキル
アップと知識の習得が
図られています。

▲前列左から2番目：菅野淑恵さん、前列真ん中：村上幸樹さん、
　前列右から2番目：壁谷沢文さん

▲競技の様子

　10月6日にＪＡふくしま未来 国見総合支店2階 みらいホール
国見において、今回で2回目となる福島県葬儀受付コンテスト
を開催しました。このコンテストは本年より全国大会が開催さ
れ、県大会最優秀者が代表として東北大会へ出場し、東北大
会最優秀賞者は全国大会へと選出されます。
　葬儀受付の現場における応対力、マナー、グリーフサポート

力（大切な人を亡くした方たちの悲しみに寄り添い、サポートす
る）・情報収集能力・基礎知識等を審査しました。長時間にわた
るコンテストにおいて、各受付担当者は緊張感漂う中、日頃の
丁寧で温かみのある応対を披露しました。コンテストの出場を
契機に各個人の意識・資質向上にを図ってもらうことを目的とし
ています。

㈱ジェイエイ新ふくしまライフ㈱ジェイエイ新ふくしまライフ

ＪＡ共同施設㈱ＪＡ共同施設㈱

日時：平成28年9月25日（日）
場所：JA福島さくら まごころ
　当日は、人形･ぬいぐるみ
1480体と提灯240灯ほどが集
まり、供養されました。参列者の
中には美山保育園の園児達4
名も供養に訪れました。

人形供養祭人形供養祭
JA福島さくら たむら地区本部JA福島さくら たむら地区本部

日時：平成28年8月4日（木）　場所：田島やすらぎ斎苑
　平成27年6月から平成28年
5月末日までにＪＡで葬儀施行が
行われた故人242名の御霊し
ずめの祭りが田島の熊野神社
渡部宮司依頼により開催され、
施主代表20名・ＪＡ関係者他22
名が参列しました。

第1回鎮魂祭並びに各家祖霊祭第1回鎮魂祭並びに各家祖霊祭
ＪＡ会津よつば みなみ地区ＪＡ会津よつば みなみ地区

日時：平成28年10月30日（日）
場所：JA八山田斎場 
　人形供養祭には165名が来
場しました。同時開催された葬
儀事前相談会にはご相談やお
見積書作成、施設見学をされる
方がいらっしゃいました。

人形･盆提灯･ぬいぐるみ供養祭人形･盆提灯･ぬいぐるみ供養祭
㈱JA郡山市協同サービス㈱JA郡山市協同サービス

日時：平成28年10月30日（日）
場所：天恵苑　猪苗代会館
 人形供養祭・感謝祭に約270名の来場者があり、約500体の人
形・ぬいぐるみが供養されました。恒例となった「ヘリコプター遊
覧飛行」には、抽選で2組に遊
覧飛行がプレゼントされました。
新そば祭り・落語・冬タイヤ展示
予約コーナーなど、盛り沢山の
イベントのほか、同時開催した
事前相談会では友の会加入
コーナーを設け、5組の新規加
入者がありました。

大感謝祭＆人形供養祭大感謝祭＆人形供養祭
ＪＡあいづ生活㈱ＪＡあいづ生活㈱

日時：平成28年10月30日（日）
場所：JAまごころ斎苑豊川
　人形供養祭には人形・ぬいぐるみが約
2,000体集まり供養されました。当日は晴
天にも恵まれ、約400名が来場し大いに
賑わいました。同時開催された事前相談
会、なんでも相談コーナーのほか、イベン
トでは飲食コーナー、天然石ブレスレット
作成・入棺体験、プロによる生前遺影写
真撮影会、ハリ師のたけちゃんによる大
道芸などが行われました。

ＪＡまごころ斎苑感謝祭・人形供養祭ＪＡまごころ斎苑感謝祭・人形供養祭
ＪＡ会津いいで総合サービス㈱ＪＡ会津いいで総合サービス㈱

日時：平成28年10月12日（水）　場所：会津若松市 
　終活カウンセラーと一緒に終活について学びながら、アルテマイ
スター保志にて（仏壇ショップ）天然石オリジナルブレスレット作り体
験、会津の絵ろうそく作り体験ができる研修旅行が行われました。

やすらぎ友の会伊達地区終活セミナーふれあい研修旅行やすらぎ友の会伊達地区終活セミナーふれあい研修旅行
ＪＡふくしま未来 伊達地区ＪＡふくしま未来 伊達地区

日時：平成28年10月30日（日） 　
場所：やすらぎ会館 ラポール・錦

▲オープニングセレモニーでの投げ餅の様子 ▲いわき市立錦小学校吹奏楽部の演奏

　当日は250名が来場し、事前相談会、ホール内覧会、料理試
食会・お茶の試飲会、お楽しみ抽選会実施しました。人形供養祭
では約2000体の人形・ぬいぐるみの供養をいたしました。

内覧会・人形供養祭・料理試食会内覧会・人形供養祭・料理試食会
㈱ＪＡいわき市協同サービス やすらぎ会館ラポール・錦㈱ＪＡいわき市協同サービス やすらぎ会館ラポール・錦

平成28年11月4日、山形市において葬儀受付
コンテスト東北大会が実施されました。福島県
代表の村上幸樹さんが出場されました。

▶
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覧飛行がプレゼントされました。
新そば祭り・落語・冬タイヤ展示
予約コーナーなど、盛り沢山の
イベントのほか、同時開催した
事前相談会では友の会加入
コーナーを設け、5組の新規加
入者がありました。

大感謝祭＆人形供養祭大感謝祭＆人形供養祭
ＪＡあいづ生活㈱ＪＡあいづ生活㈱

日時：平成28年10月30日（日）
場所：JAまごころ斎苑豊川
　人形供養祭には人形・ぬいぐるみが約
2,000体集まり供養されました。当日は晴
天にも恵まれ、約400名が来場し大いに
賑わいました。同時開催された事前相談
会、なんでも相談コーナーのほか、イベン
トでは飲食コーナー、天然石ブレスレット
作成・入棺体験、プロによる生前遺影写
真撮影会、ハリ師のたけちゃんによる大
道芸などが行われました。

ＪＡまごころ斎苑感謝祭・人形供養祭ＪＡまごころ斎苑感謝祭・人形供養祭
ＪＡ会津いいで総合サービス㈱ＪＡ会津いいで総合サービス㈱

日時：平成28年10月12日（水）　場所：会津若松市 
　終活カウンセラーと一緒に終活について学びながら、アルテマイ
スター保志にて（仏壇ショップ）天然石オリジナルブレスレット作り体
験、会津の絵ろうそく作り体験ができる研修旅行が行われました。

やすらぎ友の会伊達地区終活セミナーふれあい研修旅行やすらぎ友の会伊達地区終活セミナーふれあい研修旅行
ＪＡふくしま未来 伊達地区ＪＡふくしま未来 伊達地区

日時：平成28年10月30日（日） 　
場所：やすらぎ会館 ラポール・錦

▲オープニングセレモニーでの投げ餅の様子 ▲いわき市立錦小学校吹奏楽部の演奏

　当日は250名が来場し、事前相談会、ホール内覧会、料理試
食会・お茶の試飲会、お楽しみ抽選会実施しました。人形供養祭
では約2000体の人形・ぬいぐるみの供養をいたしました。

内覧会・人形供養祭・料理試食会内覧会・人形供養祭・料理試食会
㈱ＪＡいわき市協同サービス やすらぎ会館ラポール・錦㈱ＪＡいわき市協同サービス やすらぎ会館ラポール・錦

平成28年11月4日、山形市において葬儀受付
コンテスト東北大会が実施されました。福島県
代表の村上幸樹さんが出場されました。

▶



私たちは、家族・友人を敬い、生きるということを大切にします。

福島県 JA葬祭事業連絡協議会

大切な人達へ 思いを伝える

もしもの時の
安心準備ノート

LIVING & ENDING
NOTE BOOK

平成28年4月20日オープン
TEL0244（66）1500
福島県南相馬市小高区大井字深町18

地域とともに、ゆたかな暮らしのお手伝い
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詳しくは
お近くのJAに

ご相談ください。

組合員・地域の皆様へ

　震災の影響により休止しておりました「やすらぎ会
館小高」はリニューアルし再オープンしました。

　福島県JA葬祭事業連絡協議会は、委員に属する事業所ごとに
浄財を募り、5月27日に協議会の菅野紀子会長と㈱JAライフクリエイ
ト福島 菊地一正社長が熊本地震復興のための義援金として「民報
教育福祉事業団」に浄財を届けました。    

※特典内容はそれぞれのJA地区葬祭センター（催事センター）によって異なりますので、詳しくはお近くの
JA葬祭センターまでお問い合わせください。

　ＪＡ葬祭では、新たに「もしもの時の安心準備ノート」（エン
ディングノート）カラー版を作成いたしました。 

大切な人に、思いを残してみませんか？
都度変化する思いを書き直しても構いません。

あなたのかけがえのない人生を書き記すことは、万が一の備えになる
ことはもちろんですが、人生を思い起こす貴重な時間となります。

生い立ち、家族へのメッセージ、これからについて…

好きな時に、好きな分だけ記せばよいのです❀

　ノートに記したという事を少なくともお一人にはお伝えしましょう。時が
来ても、ノートの存在を知らないのではせっかくの想いが伝わりません… 　ご葬儀のお見積り・JA安心準備ノートの作成やご葬儀に関する

ご相談を承り、来場者の皆様には粗品の進呈などを行いました。
　相談会は各斎場毎に人形供養祭やイベントを同時開催して
多くの方にご来館いただきました。ありがとうございました。

Contents
●ふくしま未来｢やすらぎ会館 小高」オープン
●ＪＡ葬祭事業連絡協議会 熊本地震義援金を寄付
●県下統一事前相談会
●斎場スタッフ･受付担当者のコンテストを開催
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ＪＡふくしま未来 
「やすらぎ会館 小高」オープン

福島県ＪＡ葬祭事業連絡協議会
熊本地震義援金を寄付

福島県ＪＡ葬祭事業連絡協議会
熊本地震義援金を寄付

ＪＡの友の会についてのご案内ＪＡの友の会についてのご案内

ＪＡ葬祭では 会員募集中です❀

県下統一事前相談会県下統一事前相談会

写真中央：協議会 菅野紀子会長、右：JAライフクリエイト福島菊地社長

2016年も 県下統一事前相談会を
開催いたしました。

場所 県内の各ＪＡ葬祭会館にて

（福島民報5月28日掲載　画像:福島民報社提供）

　平成28年6月26日（日）と10月30日（日）に
開催しました。
　2017年も年2回開催予定です。

JAの「友の会」では、会員に入会いただくと様々な会員特典が受けられます。

あるJA地区の一例
…花環、生花、盛カゴ等のお供物が会員価格にてご利用可能

　入会金が必要な場合も、入会金以上の特典を受けられますのでお得となります。JA地区によっ
ては、組合員であれば自動加入のところもあります。詳細がお知りになりたい方はお近くのＪＡ葬祭
センターまでお問い合わせください。

大切なこと

県内JA葬祭 
女性スタッフのための研修会

　県内各JA葬祭で働くリーダークラスの女性を参集し、女性のため
の研修会を行いました。
　今年は、イベント時に活用できる「きれいで香りにも癒されるアロマ
キャンドル作り講座」と「身近な人を癒すアロマトリートメントのハンド
ケア」を福島市で自宅サロンを経営されている公益社団法人 日本ア
ロマ環境協会認定 アロマセラピストの門奈順子氏よりご指導いただ
きながら自身や周りの大切な人の心と身体をケアすることについて学
びました。
　その他、管理薬剤師の講師を招いて「女性のための健康講話」を
開き、女性は特に気を付けたい骨粗しょう症や食事のとり方などにつ
いてお話をいただきました。
　組合員のみなさまにご満足いただける応対をしていけるよう、今後
益々活躍が期待されるJA葬祭の女性スタッフに向けて各種研修を実
施してまいります。


