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●台風19号の水害被害から復活
●生花祭壇について
●県下統一事前相談会

台風第１９号の水害被害から復活

JA郡山東斎場（郡山市）

JAやすらぎ会館　ラポール・平窪（いわき市）

●各種イベント
●忌引き休暇について

　忌引きとは、家族や親族などの近親者が亡くなり、自宅にこもって喪に服す（故人の死を悼み身を慎む）こと
をいいます。昔は、四十九日（忌中）や1年（喪中）など長い期間こもることが多かったのですが、近年ではその期
間は短くなってきています。

忌引き休暇について

忌引き休暇とは？

　10月中旬に発生した台風第19号の大雨・強風による被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。　今
回の台風の影響により、福島県では多くの河川が氾濫し、甚大な被害が発生いたしました。
　JA葬祭の施設も被害を受けました。郡山市の阿武隈川の氾濫では㈱JA福島さくら協同サービスのJA郡山東斎場、い
わき市の夏井川の氾濫では同じく㈱JA福島さくら協同サービスのJAやすらぎ会館ラポール・平窪の2斎場が浸水被害
を受けました。
　斎場内外の清掃・消毒等もしっかりと行い、床や壁、備品類も新しくなり、また新たなスタートを迎えることができ
ました。 
　これからもJA葬祭をよろしくお願いいたします。

忌引きとは？

　忌引き休暇とは、喪に服す期間より短く設定された葬儀や準備にもらえる休暇のことをいいます。忌引き休暇
は労働基準法で定められた休暇制度ではないため、会社や学校により忌引き休暇がある場合とない場合があり
ます。また、名称（特別休暇や慶弔休暇など）や取得条件、取得できる日数も会社や学校ごとに異なります。事
前に確認しておきましょう。      

忌引き休暇とは？

　申請する際は、まず直属の上司や担任の先生に連絡しましょう。連絡ははやめに行うことが大切です。必ず口
頭や電話などの直接話をする形で行います。未成年者の場合は保護者から学校へ連絡してください。メールで
の連絡は極力避けましょう。電話がつながらない場合や、海外などの時差が生じ夜中や早朝になってしまう場
合はメールでも大丈夫です。メールを送った際は、その後電話を入れるようにしましょう。
 連絡する場合は、誰が（故人との関係）、いつ亡くなったか、葬儀の日程などを伝えます。会社や学校によって
は葬儀の証明になるものを提出することもあるので、提出するものはあるのか確認しましょう。
　また、会社の場合は仕事の引継ぎも行っておきましょう。数日間開けてしまうため、仕事の予定や内容の確認、
誰に任せるかを直属の上司と相談しながら決めます。      
　忌引き休暇後は、会社や学校にお礼とお詫びを改めて行いましょう。仕事を引き継いでくれた方などには小
包装の菓子折りを差し上げるなど気持ちを形にするのも良いでしょう。

忌引き休暇を申請するときのマナー

　忌引き休暇は一般的には、3親等までの親族が対象になる場合が多いです。
故人との関係別の日数の目安は下記の通りです。

忌引き休暇日数の目安

10日間
7～10日間
5日間
3日間
1～3日間
1日間
1日間
3日間
1日間
1日間

配偶者
両親
子供

兄弟姉妹
祖父母
孫

叔父叔母（伯父伯母）
配偶者の両親
配偶者の祖父母
配偶者の兄弟姉妹

日　数関　係
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　生花祭壇とは、葬儀や告別式の際に生花や草木を使用して装飾・デザインした祭壇のことを言います。従来の白木祭壇
と組み合わせて作る場合と生花だけで作る場合があります。
 一般的には、白菊などの白系のお花を中心に、女性の場合はピンクや黄色系のお花、男性の場合はブルーや紫系のお花
が多いです。最近では、棘のあるバラや赤色のお花も使われることが多くなっています。故人様に合わせたオリジナルのデ
ザインで作ることができ、宗教を問わず使うことができるため無宗教の方にも対応しております。    　　
　JA・会社では、下記のような生花祭壇を取り扱っております。詳しくはお近くのJA・会社へお問い合わせください。 

生花祭壇について 各種イベント

　こちらは生花だけで作った生花祭壇です。
お花が大好きでリンドウの栽培をしていたお
母様が最後までお花と一緒にいられるように
と、ご家族皆様のご希望で家族葬で生花祭壇
をご利用いただきました。

㈱JAふくしま未来サービス　JAホールまごころ

人形・ぬいぐるみ供養祭

　こちらは白木祭壇と組み合わせて作った生
花祭壇です。　
　故人様が好きだったお花、好きだった色で
故人様の想いを表現した生花祭壇をお作りし
ております。
　故人様らしい御葬儀でお送りすることがで
きます。

㈱JA会津よつば総合サービス

日　付
場　所

6月20日（土）、10月11日（日）
県内の各JA葬祭会館

日　付
場　所

5月27日（月）
あいりすホール須賀川

御葬儀に関するご相談や御葬儀のお見積り、JA安心準備
ノートの作成などができます！
来場者の皆様には粗品の進呈などもございます！
人形供養祭やイベントを同時開催している斎場もござい
ます！
ぜひお気軽にお立ち寄りください！
詳しくはお近くのJA・会社へお問い合わせください！

　当日は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、大切にしてきたものたちとお別れを
いたしました。

県下統一事前相談会 ■令和2年も県下統一事前相談会を2回開催いたします！

■㈱JAサービス夢みなみ
新盆展示会

日　付
場　所

6月2日（日）
まごころ（葬祭会館）

　盆提灯や新盆ギフトなど様々な商品の展示販売が行
われました。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、商品を選んでいただきました。

■㈱JA福島さくら協同サービス郡山たむら支社

人形供養祭・事前相談会

日　付
場　所

11月30日（土）
JA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、たくさん
の人形とお別れをした人形供養祭、美味しい焼き鳥や
お茶の試食・試飲を行いました。

■㈱JA福島さくら協同サービスいわき支社
お茶・海苔産地研修会

日　付
場　所

１月23日～25日
佐賀県有明海漁業組合・
鹿児島県菊永茶生産組合

　会葬返礼品で使用している海苔・お茶の製造工程
を研修いたしました。

■㈱ＪＡサービス夢みなみ

感謝祭・人形供養祭

日　付
場　所

９月23日（月）
ＪＡまごころ斎苑豊川

　当日は約400名の来場者があり、人形・ぬいぐるみも約
2,000体が集まり供養されました。会場では料理・引物の
展示会をはじめ仏壇リフォームのブースが設けられ、マ
ジックショーや大抽選会、飲食コーナーやキッズコーナー
など家族連れにも喜ばれる企画で賑わいました。

■㈱ＪＡ会津よつば総合サービスいいで催事センター
利用者感謝企画“松島数珠作り体験と庭園鑑賞ツアー

日　付 １月21日（火）

　参加者40名は、午前中に東日本大震災による津波被害
の惨状を今に伝える、仙台市若林区「震災遺構 荒浜小学
校と周辺地域｣を見学し、現地ガイドの説明にその惨状・被
害の甚大さを改めて痛感し、全員で慰霊碑に祈りを捧げま
した。また「円通院」での庭園鑑賞と老眼鏡を片手に苦労し
ながらも自分のオリジナルの数珠作りを体験しました。

■㈱ＪＡ会津よつば総合サービスあいづ催事センター

昨年は県下統一事前相談会をはじめ、たくさんのイベントを開催いたしました。
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