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㈱ジェイエイ新ふくしまライフ
「ＪＡホールやのめ ご遺体安置施設」オープン
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●豆知識（喪中の新年の過ごし方）
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※飯坂ICより車で5分　※JAふくしま未来本店より車で2分

●式場（30席）
●安置室（3室）
●洋室
●和室
●司式者控室
●ホール
●浴室
●男性・女性化粧室
●多目的化粧室
●駐車場

ご遺体保冷室 ご相談コーナー

エントランスホール



　5月9日（水）に二本松市にあるJA共同施設㈱　JA
斎場あだたらにおいて、第10回　福島県JA葬祭斎場
スタッフ接遇コンテストを開催いたしました。
　この接遇コンテストは、JA（会社）より選出された3名
のスタッフ（儀典スタッフ2名、司会者1名）が1チームと
なり、身だしなみ審査、斎場スタッフの司会技術、式典
運営技術や順応力、接遇マナーの審査で競技し、お客
様満足度の向上を目的として開催しています。今回は
県内のJA（会社）から6チームが出場し、日頃の成果を
発揮していただきました。
　審査員からは、「言葉の言い回しに気をつけ、チーム
内にリーダーとなる存在をつくることで式がさらに良く
なる」と講評をいただきました。

　11月7日（水）　JA会津いいで総合サービス㈱のJAまごころ斎
苑豊川において、県内の各JA葬祭で働くスタッフを参集し、宮城県
女性スタッフミーティングの皆さんと交流会を行いました。JAまご

斎場スタッフ・受付担当者のコンテストを開催

第10回　福島県JA葬祭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

JA葬祭女性部研修会を開催
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

受賞チーム

受賞チーム

最優秀賞　　JA会津いいで総合サービス㈱
優 秀 賞　　㈱JA郡山市協同サービス
優 良 賞　　JA共同施設㈱

　9月22日（土）に福島市にある摺上亭大鳥において、
今回で4回目となる福島県葬儀受付コンテストを開催
いたしました。
　このコンテストは、葬儀受付スタッフの葬儀サービス
レベルの高位平準化を図るために行われ、葬儀現場に
おけるグリーフサポート・気配り・心配りを意識した聴く
力、マナー、基礎知識、情報収集能力が審査内容となっ
ています。今回のコンテストには、県内のJA（会社）から
計6名が出場いたしました。
　葬儀受付コンテストは、東北大会と全国大会も開か
れています。福島県大会で最優秀賞だったJA会津いい
で総合サービス㈱　湯浅　裕さんは11月1日に岩手
県盛岡市で行われた東北大会に出場し、優良賞を獲得
いたしました。

第4回　福島県葬儀受付コンテスト

左：福島県JA葬祭女性部の皆さん
右：宮城県女性スタッフミーティングの皆さん

最優秀賞　　湯浅　　裕さん （JA会津いいで総合サービス㈱）
優 秀 賞　　斎藤　真人さん （㈱ジェイエイ新ふくしまライフ）
優 良 賞　　山本　　暁さん （JAふくしま未来伊達地区）

ころ斎苑豊川とJAまごころ斎苑法要会館の視察や㈱保志のアル
テマイスター工場見学をし情報交換を行いました。県内でも地域
ごとに言い方や風習、葬儀の特徴が違うためとても勉強になる研
修会でした。



県下統一事前相談会・各種イベントの開催

日時：6月3日（日）
場所：あいりすホール
　　　　　　　須賀川

夏季商品展示会
㈱JAサービス夢みなみ

　当日は、約３２０名が来場
され会場は大変賑わいを見
せておりました。盆提灯や
返礼品等をお客様は見ら
れ、ＪＡスタッフと確認をしな
がら選ばれておりました。

日時：10月14日（日）
場所：まごころ（葬祭会館）

人形ぬいぐるみ・提灯供養祭
JA福島さくら　たむら地区本部

　式場には155名の方
が参加し、人形ぬいぐる
み約2 ,350体、提灯
364灯が集まり供養さ
れました。
　式では、子供達に「今
までいっしょに遊んでくれてありがとうございました」とお別れの言葉
をいただき、感謝の気持ちがこもった供養祭となりました。

日時：10月20日（土）
場所：JAやすらぎ会館ラポール・錦

人形供養祭・事前相談会

　大勢の方にお越しいただき、施設内覧会、人形供養祭、焼き鳥や
お茶の無料提供を実施いたしました。

㈱JAいわき市協同サービス

日時：10月20日（土）
場所：天恵苑　猪苗代会館

大感謝祭＆人形供養祭

　JAあいづ指定葬祭会館「天恵苑猪苗代会館」において開催され
ました。約160名の来場者があり、約1,000体の人形・ぬいぐるみが
集まりました。爆笑モノマネショー、天然ブレスレット作成コーナー、お
楽しみ抽選会など、盛り沢山のイベントを実施いたしました。同時に
県下統一事前相談会を実施し、併せてやすらぎ友の会加入コーナー
を設け、会員募集等のPR活動をいたしました。

JAあいづ生活㈱

日時：6月3日（日）
場所：あぶくま斎場石川

夏季商品展示会
JA夢みなみ　あぶくま石川地区

　当日は、約７０名が来場さ
れ賑わいを見せておりまし
た。お客様は、スタッフへ新
盆準備に向けた質問や説明
を受け精霊棚・高灯籠・提
灯・返礼品等を中心に見て
まわられ、他の商品と比べな
がら選んでいただきました。

日時：9月22日（土）
場所：JA八山田斎場

人形・盆提灯・ぬいぐるみ供養祭
㈱JA郡山市協同サービス

　当日は約500名の方が来
場し、人形・ぬいぐるみが約
2500体、盆提灯が約600灯
と多くの供養品が持ち込ま
れました。僧侶の読経のもと
供養し、大切にしてきた物た
ちとお別れをいたしました。

日時：10月20日（土）
場所：JAまごころ斎苑豊川

JAまごころ斎苑感謝祭・人形供養祭

　当日は晴天にも恵まれ感謝祭及び人形供養祭に約220名の来場
者で賑わいました。人形・ぬいぐるみも約1,500体集まり供養されまし
た。イベントも飲食コーナー、入棺体験コーナー、パフォーマー悠雲に
よる大道芸、県下統一事前相談会など盛り沢山の内容で来場者の
皆様に大いに喜ばれました。

JA会津いいで総合サービス㈱

日時：5月20日（日）
場所：やすらぎ会館原町         

総合展示会
JAふくしま未来　そうま地区

　盆提灯や新盆ギフト、仏壇、
仏具など様々な商品の展示販
売がおこなわれました。別な
ブースでは葬儀や法要などの
事前相談、予約もおこないまし
た。展示会へは約200名の方
が来場されました。



県内JA葬祭窓口に関しては
㈱JAライフクリエイト福島
HPをご覧ください。

http://www.jalcf.jp/index.shtml

JAライフクリエイト福島 検　索 クリック

詳しくは
お近くのJAに
ご相談ください。

　仏様を供養するための道具で、仏前に供える器具のことを仏具（ぶつぐ）といいます。お位牌（いはい）とご本尊（ほんぞ
ん）以外に、線香または抹香（まっこう）を焚くための道具「香炉（こうろ）」、仏壇に供える花を生ける花瓶「花立（はなた
て）」、灯明つまりロウソクを立てる道具「燭台（しょくだい）」の3種が主に必要な道具です。　
　これら3種の仏具は、まとめて三具足（みつぐそく）と呼ばれており、宗派に関係なく使用されます。花立と燭台を一対に
した５つの仏具は五具足（ごぐそく）と呼ばれています。普段は三具足を使用し、五具足は法事・法要の際に使用されるこ
とが一般的です。
　三具足や五具足に使われているこの具足（ぐそく）という言葉は、不足なく十分に備わっている、過不足なく程よく揃って
いることを意味し、供養するために程よく揃っている道具という意味になります。

　三具足と五具足以外の仏具は、宗派により使用するものとしない物がございます。使用す
るものが多いものをご紹介いたします。

仏具について仏具とは？

仏具の配置

▽年賀欠礼（喪中ハガキ）
　喪中には年賀状は出さないということになっています。そ
のため、まずはお世話になっている人に伝えるのがこの年賀
欠礼（喪中ハガキ）です。喪中ハガキは、11月中から遅くても
12月の初旬、相手方が年賀状の準備を始める前に出すよう
にしましょう。これは亡くなったのがその年の前半でも、後半
でも同じです。
▽墓参り
　喪中の年末年始のお墓参りは行っても大丈夫です。その
年の汚れはその年のうちに落とし、綺麗な状態で年を越しま
しょう。

▽年越しそば・おせち料理
　年越しそばはお祝いではなく、その一年の労をねぎらい金
運や健康長寿を願うものなので食べても大丈夫です。おせち
料理はお祝いの料理なので忌中は避けます。また、喪中の間
も避けるほうが良いとされていますが、家庭内のことなので、
重箱を避けたり、めでたいものを意味する鯛や海老などを避
けたりすれば良いのではという考え方もあるようです。
▽初詣
　神社へのお参りや鳥居をくぐるのはNGですが、御寺への
お参りは問題ありません。

豆知識 喪中の新年の過ごし方
喪中にやっておきたいことややってはいけないことを確認していきましょう。

その他の仏具

三具足の場合
五具足の場合

吊灯篭（つりとうろう） おリン 線香差（せんこうさし） 高坏（たかつき）茶湯器（ちゃとうき）

浄土真宗は使用しない

向かって左側に花立、中央に香炉、
右側に燭台を置きます。

左右の外側に花立、その内側に燭台、
中央に香炉を置きます。

花立 香炉 燭台 花立 燭台 香炉 燭台 花立


