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詳しくは
お近くのJAに
ご相談ください。

ＪＡ組合員のみなさま

分からないこと不安なことがありましたらお近くの
JA葬祭までご相談ください。
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JA葬祭ではご葬儀・法事・法要・新盆について
ご相談を随時承っております。

ＪＡ福島さくら
「かわうち葬祭センターふるさと」
 リニューアルオープン

平成29年

4月5日（水）

かわうち葬祭センターふるさとに「法要室」が増設されました。

℡0240-23-5133　双葉郡川内村大字上川内字町分106

●家族葬について
●お盆について
●豆知識 弔事の際の忌み言葉

　お盆は正式には「盂蘭盆会」といい、先祖の霊を供養する期間とされています。
　お盆には精霊棚を作り、迎え火をして先祖の霊を迎え、送り火をたいて先祖の霊を送り出します。

お盆について
Ｑ．お盆の意味

　全国的に、お盆は8月13日から8月16日まで行うところが多いですが、東京を中心とする都市部では一ヶ月早い7
月13日から7月16日に行います。農村部などの地方では、7月は農繁期にさしかかるため一ヶ月遅らせて行うように
なりました。そのことから「月遅れの盆」とも呼ばれます。
　13日を盆の入り、16日を盆の明けといいます。

Ｑ.お盆の時期について

　故人が亡くなって四十九日の後(忌明け後)、初めて迎えるお盆を新盆（にいぼん、あらぼん）といいます。
　※初盆(はつぼん)という場合もあります。四十九日より前にお盆を迎えた場合は、翌年のお盆が新盆となります。

　新盆には菩提寺の僧侶を自宅へ招き、棚経といわれるお経をあげていただきます。
お盆にはご先祖さまの霊を迎え「精霊祭」をしますが、初めてのお盆は、新しく亡くなったその方だけのために特
に丁寧に営みます。
　精霊棚(盆棚)を設け、初物の野菜や果物を供え、提灯を飾り庭には高灯篭をたててお迎えします。
　そもそもお盆とは、釈迦の弟子のひとりである目連が、六道の一つ餓鬼道に堕ちて飢えと渇きに苦しんでいた母
を見かね、釈迦の教えに従って多くの僧を招き、さまざまなごちそうを供えて供養したところ、母を地獄から救い
出すことができたという話から、祖先の霊を我が家に迎えて供養しその功徳によって苦しみの世界から救い出し、
浄土へ送り返すという行事が生まれたと言われています。

　縁起がよくないことを連想させるため、マナーとして使用を避けるべき言葉があります。忌み言葉は言い換えを
しましょう。

Ｑ.新盆とは

豆知識
【弔事の際の忌み言葉】 故人とご遺族に心遣いを…　

不幸の繰り返しを連想させる言葉
重ねがさね → 加えて
いろいろ　 → 多くの
たびたび　 → よく、いつも
再び　　　 → 今一度、改めて
ますます　 → さらに、一段と

不吉なことを連想させる言葉
消える
別れる
戻る　 → 赴く
終わる → お開きにする、結ぶ
最後に → 結びに

直接生死を表現する言葉
生きていた頃 → お元気でいらした頃
死ぬ　　　　 → 亡くなる、ご逝去
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特別講演

事例発表

キーパーズ㈲　代表取締役　吉田　太一 氏

孤独化を防ぐポイント

　映画化もされた、さだまさし著小説「アントキノイノ
チ」に登場する遺品整理専門会社のモデルとなった
「キーパーズ㈲」は日本初の遺品整理専門会社です。社
長である吉田 太一氏の講演が行われました。
　遺品整理業とは、遺族の代わりに故人の日用品など部
屋の片づけを引き受ける専門業者です。室内の清掃消
毒、脱臭、形見分けの配送、人形などの供養、リサイク
ル品の買い取りの一切を引き受けます。

　㈱ジェイエイ新ふくしまライフ 催事センター　木村舞
美主任による「ＪＡ葬祭女性管理職のマーケティング＆
マネジメントについて」の事例発表が行われました。平
成28年7月6日に横浜で開催されたフューネラルビジネス
シンポジウム2016にて、全国から選ばれた4名の内のひ
とりとして発表しました。今回のセミナーでは、出席し
た県内各地のＪＡ・会社役員に向けて女性管理者として
事例を披露しました。

最近よく耳にする「家族葬」という言葉、皆さんは「家
族葬」というものがどのようなものかご存じですか？
具体的に一般葬とどこが違うかはっきりと分かる方は多
くはないでしょう。
いちばん異なる点は参列者の数ではないでしょうか。
家族葬は、身内だけの本当に限られた少人数でしめやか
に行うもので、故人とのお別れの時をじっくり過ごせま
す。
しかし、家族葬を選んだことで困ってくる点があること
には理解が必要です。意外と知らない家族葬の現実をご
紹介します。

たとえば…
◎会葬者が家に訪ねてくる
家族葬のため参列できなかった方の中で「親の葬儀の際
は参列してもらい香典までいただいたから」「せめて焼香
だけでも」と、葬儀後自宅に訪れる方が多いようです。
さらには、訃報を聞きつけた方々が各自に自宅を訪れる
と、その都度会葬者の対応をしなければならず、かえっ
て喪家側の負担が大きくなってしまう恐れがあります。

◎知らせなかったことから思わぬトラブルが
家族葬だからとご近所や親せき、友人にも知らせなかっ
た結果、どうしておしえてくれなかったの！？と思わぬ
トラブルになってしまうケースもあるようです。

◎予期せぬ会葬者
事前に家族葬を執り行う意向を町内会や会社、友人・知
人に知らせていない場合に起こりうることです。
本来、家族葬は家族だけで行うもので受付を置かないこ
とがほとんどです。そのため、告別式中の場合は対応が
困難になります。ご不幸のため、事前にお知らせをする
ことをためらったり、内密に行うことにしていても、意
外に知れ渡ってしまう場合が多いです。もしも会葬者が
いらした場合は、告別式を抜けて対応しなければならな
くなります。事前の準備を。

◎思いがけず費用がかかる
一般的なイメージでは「家族葬」＝「小規模」＝「低予
算」…つまりお金がかからない葬儀の方法と思われてい

る方が多いようです。しかし、家族葬では会葬者からの
香典をいただかないためすべて家族が支払うこととな
り、結果的に自己負担額が大きくなる場合があります。

　お葬式は前半が葬儀（宗教的な儀式）、後半は告別式
（故人とのお別れ会）となり故人を偲ぶ気持ちで行うもの
ですが、大切な人を亡くして悲しみの中にある配偶者や
家族に対して心に寄り添い慰める心理的役割もあります。
また、交流のあった友人･知人、職場の同僚、ご近所の
方、故人が生前お世話になった方々との最後のお別れを
言う大切な場で、社会的にその人の死を告知する社会的
役割があります。お葬式をあげることで、一つの心の区
切りとなります。葬儀の形は変わっても、葬儀の意味を
よく理解して故人を送ってさしあげましょう。

○最期まで孤立しないために
　吉田社長は1年間に300件を超える「孤立死」現場の中
から見聞きし実感した事柄を発信していく活動として
「孤立死防止のため」の講演を全国各地で積極的に行っ
ています。これまでの経験と生前相談を受けてて伺った
話しから、孤立化を防ぐポイント(以下記載)などを紹介
いただきました。

・周りに気を遣い過ぎておとなしくしていると忘れら
れ孤立してしまう

・部屋が汚くなると人を呼ばなくなりゴミ屋敷となっ
てしまうので注意！

・男性は特にプライドを捨てて助けてと言える勇気を
（女性は比較的おしゃべりを楽しむ）

・気軽な友達をたくさんつくり、毎日誰かと話しする
よう意識する

・遠くの身内や親友よりも、近くの友達をたくさん持
とう

●JA夢みなみ　石川地区
第６回人形供養祭
日時：平成29年1月29日（日）
場所：あぶくま斎場玉川
人形供養祭には165名が来場し、約1500体の人形やぬい
ぐるみ（提灯・行灯を含む）が供養されました。手打ちそ
ば販売、事前相談コーナーには３組４名が来場し、入棺体
験には5～6名が参加しました。

人形供養祭・事前相談会
日時：平成29年4月30日(日)
場所：やすらぎ会館 ラポール・錦
当日は約300名が来場し、人形供養祭は約
3,500体の人形・ぬいぐるみを供養いたし
ました。イベントとして、オープニングセ
レモニーで小名浜高校フラ愛好会によるフ
ラダンス披露。事前相談、施設内覧会、お
楽しみ抽選会を実施しました。

●㈱JAいわき市協同サービス
オープン１周年イベント
日時：平成29年2月26日(日)
場所：やすらぎ会館 ラポール・錦
大勢の方にお越しいただき施設内覧会、事
前相談、料理試食会、葬儀返礼品の展示、
お楽しみ抽選会を行い大変賑わいました。

参考：「失敗しないための簡単マニュアル 家族葬小冊子」 福島県JA葬祭事業連絡協議会

家族葬について
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　映画化もされた、さだまさし著小説「アントキノイノ
チ」に登場する遺品整理専門会社のモデルとなった
「キーパーズ㈲」は日本初の遺品整理専門会社です。社
長である吉田 太一氏の講演が行われました。
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美主任による「ＪＡ葬祭女性管理職のマーケティング＆
マネジメントについて」の事例発表が行われました。平
成28年7月6日に横浜で開催されたフューネラルビジネス
シンポジウム2016にて、全国から選ばれた4名の内のひ
とりとして発表しました。今回のセミナーでは、出席し
た県内各地のＪＡ・会社役員に向けて女性管理者として
事例を披露しました。

最近よく耳にする「家族葬」という言葉、皆さんは「家
族葬」というものがどのようなものかご存じですか？
具体的に一般葬とどこが違うかはっきりと分かる方は多
くはないでしょう。
いちばん異なる点は参列者の数ではないでしょうか。
家族葬は、身内だけの本当に限られた少人数でしめやか
に行うもので、故人とのお別れの時をじっくり過ごせま
す。
しかし、家族葬を選んだことで困ってくる点があること
には理解が必要です。意外と知らない家族葬の現実をご
紹介します。

たとえば…
◎会葬者が家に訪ねてくる
家族葬のため参列できなかった方の中で「親の葬儀の際
は参列してもらい香典までいただいたから」「せめて焼香
だけでも」と、葬儀後自宅に訪れる方が多いようです。
さらには、訃報を聞きつけた方々が各自に自宅を訪れる
と、その都度会葬者の対応をしなければならず、かえっ
て喪家側の負担が大きくなってしまう恐れがあります。

◎知らせなかったことから思わぬトラブルが
家族葬だからとご近所や親せき、友人にも知らせなかっ
た結果、どうしておしえてくれなかったの！？と思わぬ
トラブルになってしまうケースもあるようです。

◎予期せぬ会葬者
事前に家族葬を執り行う意向を町内会や会社、友人・知
人に知らせていない場合に起こりうることです。
本来、家族葬は家族だけで行うもので受付を置かないこ
とがほとんどです。そのため、告別式中の場合は対応が
困難になります。ご不幸のため、事前にお知らせをする
ことをためらったり、内密に行うことにしていても、意
外に知れ渡ってしまう場合が多いです。もしも会葬者が
いらした場合は、告別式を抜けて対応しなければならな
くなります。事前の準備を。

◎思いがけず費用がかかる
一般的なイメージでは「家族葬」＝「小規模」＝「低予
算」…つまりお金がかからない葬儀の方法と思われてい

る方が多いようです。しかし、家族葬では会葬者からの
香典をいただかないためすべて家族が支払うこととな
り、結果的に自己負担額が大きくなる場合があります。

　お葬式は前半が葬儀（宗教的な儀式）、後半は告別式
（故人とのお別れ会）となり故人を偲ぶ気持ちで行うもの
ですが、大切な人を亡くして悲しみの中にある配偶者や
家族に対して心に寄り添い慰める心理的役割もあります。
また、交流のあった友人･知人、職場の同僚、ご近所の
方、故人が生前お世話になった方々との最後のお別れを
言う大切な場で、社会的にその人の死を告知する社会的
役割があります。お葬式をあげることで、一つの心の区
切りとなります。葬儀の形は変わっても、葬儀の意味を
よく理解して故人を送ってさしあげましょう。

○最期まで孤立しないために
　吉田社長は1年間に300件を超える「孤立死」現場の中
から見聞きし実感した事柄を発信していく活動として
「孤立死防止のため」の講演を全国各地で積極的に行っ
ています。これまでの経験と生前相談を受けてて伺った
話しから、孤立化を防ぐポイント(以下記載)などを紹介
いただきました。

・周りに気を遣い過ぎておとなしくしていると忘れら
れ孤立してしまう

・部屋が汚くなると人を呼ばなくなりゴミ屋敷となっ
てしまうので注意！

・男性は特にプライドを捨てて助けてと言える勇気を
（女性は比較的おしゃべりを楽しむ）

・気軽な友達をたくさんつくり、毎日誰かと話しする
よう意識する

・遠くの身内や親友よりも、近くの友達をたくさん持
とう

●JA夢みなみ　石川地区
第６回人形供養祭
日時：平成29年1月29日（日）
場所：あぶくま斎場玉川
人形供養祭には165名が来場し、約1500体の人形やぬい
ぐるみ（提灯・行灯を含む）が供養されました。手打ちそ
ば販売、事前相談コーナーには３組４名が来場し、入棺体
験には5～6名が参加しました。

人形供養祭・事前相談会
日時：平成29年4月30日(日)
場所：やすらぎ会館 ラポール・錦
当日は約300名が来場し、人形供養祭は約
3,500体の人形・ぬいぐるみを供養いたし
ました。イベントとして、オープニングセ
レモニーで小名浜高校フラ愛好会によるフ
ラダンス披露。事前相談、施設内覧会、お
楽しみ抽選会を実施しました。

●㈱JAいわき市協同サービス
オープン１周年イベント
日時：平成29年2月26日(日)
場所：やすらぎ会館 ラポール・錦
大勢の方にお越しいただき施設内覧会、事
前相談、料理試食会、葬儀返礼品の展示、
お楽しみ抽選会を行い大変賑わいました。

参考：「失敗しないための簡単マニュアル 家族葬小冊子」 福島県JA葬祭事業連絡協議会

家族葬について
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●家族葬について
●お盆について
●豆知識 弔事の際の忌み言葉

　お盆は正式には「盂蘭盆会」といい、先祖の霊を供養する期間とされています。
　お盆には精霊棚を作り、迎え火をして先祖の霊を迎え、送り火をたいて先祖の霊を送り出します。

お盆について
Ｑ．お盆の意味

　全国的に、お盆は8月13日から8月16日まで行うところが多いですが、東京を中心とする都市部では一ヶ月早い7
月13日から7月16日に行います。農村部などの地方では、7月は農繁期にさしかかるため一ヶ月遅らせて行うように
なりました。そのことから「月遅れの盆」とも呼ばれます。
　13日を盆の入り、16日を盆の明けといいます。

Ｑ.お盆の時期について

　故人が亡くなって四十九日の後(忌明け後)、初めて迎えるお盆を新盆（にいぼん、あらぼん）といいます。
　※初盆(はつぼん)という場合もあります。四十九日より前にお盆を迎えた場合は、翌年のお盆が新盆となります。

　新盆には菩提寺の僧侶を自宅へ招き、棚経といわれるお経をあげていただきます。
お盆にはご先祖さまの霊を迎え「精霊祭」をしますが、初めてのお盆は、新しく亡くなったその方だけのために特
に丁寧に営みます。
　精霊棚(盆棚)を設け、初物の野菜や果物を供え、提灯を飾り庭には高灯篭をたててお迎えします。
　そもそもお盆とは、釈迦の弟子のひとりである目連が、六道の一つ餓鬼道に堕ちて飢えと渇きに苦しんでいた母
を見かね、釈迦の教えに従って多くの僧を招き、さまざまなごちそうを供えて供養したところ、母を地獄から救い
出すことができたという話から、祖先の霊を我が家に迎えて供養しその功徳によって苦しみの世界から救い出し、
浄土へ送り返すという行事が生まれたと言われています。

　縁起がよくないことを連想させるため、マナーとして使用を避けるべき言葉があります。忌み言葉は言い換えを
しましょう。

Ｑ.新盆とは

豆知識
【弔事の際の忌み言葉】 故人とご遺族に心遣いを…　

不幸の繰り返しを連想させる言葉
重ねがさね → 加えて
いろいろ　 → 多くの
たびたび　 → よく、いつも
再び　　　 → 今一度、改めて
ますます　 → さらに、一段と

不吉なことを連想させる言葉
消える
別れる
戻る　 → 赴く
終わる → お開きにする、結ぶ
最後に → 結びに

直接生死を表現する言葉
生きていた頃 → お元気でいらした頃
死ぬ　　　　 → 亡くなる、ご逝去
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