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新型コロナウイルス対策を行っております

●生前整理について
●JAグループ福島の葬祭会館

　1月頃より全国的に新型コロナウイルスの感染が確認されております。福島県では5月25日に緊急事態宣言が
解除、また6月19日には都道府県をまたぐ移動も緩和され、感染拡大にひと段落ついたようですが、第2波発生
防止に向け、JA葬祭では新型コロナウイルス対策を励行しております。

● 従業員の体温測定、マスク着用、手指のアルコール消毒の徹底
● 飛沫感染防止用のシールドを受付に設置
● 会葬者のマスク着用、手指消毒のお願い
● 大人数での会食を避け、折り詰め弁当で代替する　　
● 間隔を開けて座席を配置する、換気を行う等3つの密を避ける

＜各JA葬祭で行っている新型コロナウイルス対策の具体例＞

斎場で飛沫感染防止用シールドを
設置している様子です。

※透明パネル（フチなし）を設置しています ※透明パネル（フチあり）を設置しています
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福島県喜多方市山都町三津合字塚田322-1
TEL 0241-38-3833
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福島県南会津郡南会津町塩江字田中18-1
TEL 0241-62-8100
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福島県南会津郡下郷町大字沢田字檜原101-1
TEL 0241-67-3800

みどり葬斎会館坂下
福島県河沼郡会津坂下町稲荷塚2288番地
TEL 0242-84-2288

みどり柳津斎苑
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TEL 0241-42-2730

みどり大沼斎苑
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みどり金山斎苑
福島県大沼郡金山町大字中川字暮坪24
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JA斎苑やすらぎの杜 棚倉斎場
福島県東白川郡棚倉町大字塚原字上野越91番地6
TEL 0247-33-1059

JA斎苑やすらぎの杜 矢吹斎場
福島県西白河郡矢吹町本町283
TEL 0248-42-2221

JAグループ福島の葬祭会館
県内のJAでは、43か所の葬祭会館を設置して、年中無休・24時間体制で組合員の皆様の要望に応えられるよう努めております。
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イベント情報 生前整理について

生前整理とは？

生前整理ですること

生前整理業者について
　生前整理は自分でもできますし、家族の手を借りてもできます。しかし、体力的·時間的に厳しい、まとめて
家財や不用品を処分したいという場合には生前整理業者（生前整理も兼ねている遺品整理業者）に頼むのがお
すすめです。

　生前整理業者のサービス内容として、以下のようなものがあげられます。

　生前整理はいつまでという期限がないので余裕をもって行うことができます。始めは少しずつ進め、大変な
場合は一人で無理をせず、家族や業者の手を借りるのもよいでしょう。

盆提灯や新盆ギフトなどさまざまな商品の展示・
販売が行われました。新型コロナウイルス対策
をしながらの展示会となりましたが、多くの人が
訪れました。

　生前整理とは、財産関係の整理を含め、存命のうちに身の回りの物を整理することです。単に自分の死を見
据えた片付けでなく、今後の人生を明るく過ごすための前向きな片付けでもあるのです。 生前整理をしていな
い場合、遺族が自分の死後に遺品整理を行うことになります。その場合、遺族の負担が増えてしまうため、あ
らかじめ生前整理をしておくことをおすすめします。

　人によっても異なりますが、生前整理では主に以下のようなことをします。

身の回りの日用品、家具、財産の整理整頓
　必要品と不用品を仕分けます。「これからの生活に必要なもの」「大切なもの」「これからも持ち続けたいも
の」等を判断基準にします。分別が終わって出た多くの処分品は決められた方法で処分しましょう。通帳や印
鑑、年金手帳等の貴重品や契約関係の書類は一か所にまとめておきます。

財産目録を作成する
　財産目録とは所有している財産を一覧にまとめた相続財産リストのことです。相続財産リストにはプラスの
資産とマイナスの負債のすべてを記載しておきます。
プラスの資産の例：不動産、土地、預貯金、自動車、美術品、宝石、貴金属等
マイナスの負債の例：借金、住宅ローン、未払いの所得税、家賃、未払いの医療費等

遺言書を作成する
　遺言書とは遺書のような個人の手紙とは異なり、法律に基づいた形式でだれにどの財産を相続させるのか
を明確に記した書類のことです。遺言書は定められた形式でないと法的効力を持たないので、しっかりと確
認したうえで作成しましょう。

デジタル整理
　ネット証券やSNSのアカウント、クレジットカード情報といったインターネット上の情報も整理しておきます。
この整理を忘れ、デジタル遺品として放置されると情報を悪用される危険性もあります。死後に遺族が困ら
ないように、アカウントやパスワード等を以下で紹介するエンディングノートにまとめておきましょう。

エンディングノートの作成
　エンディングノートとは自身が亡くなったときのために、遺族に思いを伝えたり、亡くなったのちの行動指
針を示すためのノートです。財産についてだけでなく、供養方法や葬儀内容、家族へのメッセージ等様々な
ことを記します。

日時 ： 6月6日（土）～7日（日）
場所 ： あいりすホール須賀川

送ってはならない香典返し
　昔から香典返しには「四足生臭もの」と呼ばれるものはタブーと言われています。肉や魚を
はじめとし、嗜好品のお酒等も避けたい香典返しです。また、慶事に使われることの多い鰹
節や昆布も香典返しには合わないものとされています。
　しかし、最近は比較的自由な発想で品物を選ぶことが多くなっており、結婚式などの祝い
事に使われるものでなければ問題ない、という考え方が浸透しつつあります。
　家族葬や近親者のみの葬儀の場合、故人が生前好んでいた品物を渡すケースもあります。
一般的には後に残らない消耗品等を送りますが、置物のように残るものでも、故人を偲んで
もらうためという理由で選ぶことがあるようです。

豆知識

新盆展示会

当日はたくさんの思い出ある人形やぬいぐるみ
が持ち込まれ、僧侶の読経のもと供養し、お別
れをしました。また、併せて新盆展示会と事前
相談会を開催いたしました。

日時 ： 6月21日（日）
場所 ： ラポール平

人形供養祭

● 不用品の回収と処分
● 必要品と不用品の分別
● 貴重品の捜索

● 無料の簡易清掃
● 車、バイクの買取処分
● 相続の相談

㈱JAサービス夢みなみ

㈱JA福島さくら協同サービス

いわき支社

日時 ： 6月20日（土）～21日（日）
場所 ： JA郡山東斎場

新盆展示会 郡山支社

日時 ： 6月21日（日）
場所 ： まごころ

たむら支社

2020300-1　JAライフクリエイト福島／JA葬祭通信第18号　制作2課　miyuki　2020.07.08



イベント情報 生前整理について

生前整理とは？

生前整理ですること

生前整理業者について
　生前整理は自分でもできますし、家族の手を借りてもできます。しかし、体力的·時間的に厳しい、まとめて
家財や不用品を処分したいという場合には生前整理業者（生前整理も兼ねている遺品整理業者）に頼むのがお
すすめです。

　生前整理業者のサービス内容として、以下のようなものがあげられます。

　生前整理はいつまでという期限がないので余裕をもって行うことができます。始めは少しずつ進め、大変な
場合は一人で無理をせず、家族や業者の手を借りるのもよいでしょう。

盆提灯や新盆ギフトなどさまざまな商品の展示・
販売が行われました。新型コロナウイルス対策
をしながらの展示会となりましたが、多くの人が
訪れました。

　生前整理とは、財産関係の整理を含め、存命のうちに身の回りの物を整理することです。単に自分の死を見
据えた片付けでなく、今後の人生を明るく過ごすための前向きな片付けでもあるのです。 生前整理をしていな
い場合、遺族が自分の死後に遺品整理を行うことになります。その場合、遺族の負担が増えてしまうため、あ
らかじめ生前整理をしておくことをおすすめします。

　人によっても異なりますが、生前整理では主に以下のようなことをします。

身の回りの日用品、家具、財産の整理整頓
　必要品と不用品を仕分けます。「これからの生活に必要なもの」「大切なもの」「これからも持ち続けたいも
の」等を判断基準にします。分別が終わって出た多くの処分品は決められた方法で処分しましょう。通帳や印
鑑、年金手帳等の貴重品や契約関係の書類は一か所にまとめておきます。

財産目録を作成する
　財産目録とは所有している財産を一覧にまとめた相続財産リストのことです。相続財産リストにはプラスの
資産とマイナスの負債のすべてを記載しておきます。
プラスの資産の例：不動産、土地、預貯金、自動車、美術品、宝石、貴金属等
マイナスの負債の例：借金、住宅ローン、未払いの所得税、家賃、未払いの医療費等

遺言書を作成する
　遺言書とは遺書のような個人の手紙とは異なり、法律に基づいた形式でだれにどの財産を相続させるのか
を明確に記した書類のことです。遺言書は定められた形式でないと法的効力を持たないので、しっかりと確
認したうえで作成しましょう。

デジタル整理
　ネット証券やSNSのアカウント、クレジットカード情報といったインターネット上の情報も整理しておきます。
この整理を忘れ、デジタル遺品として放置されると情報を悪用される危険性もあります。死後に遺族が困ら
ないように、アカウントやパスワード等を以下で紹介するエンディングノートにまとめておきましょう。

エンディングノートの作成
　エンディングノートとは自身が亡くなったときのために、遺族に思いを伝えたり、亡くなったのちの行動指
針を示すためのノートです。財産についてだけでなく、供養方法や葬儀内容、家族へのメッセージ等様々な
ことを記します。

日時 ： 6月6日（土）～7日（日）
場所 ： あいりすホール須賀川

送ってはならない香典返し
　昔から香典返しには「四足生臭もの」と呼ばれるものはタブーと言われています。肉や魚を
はじめとし、嗜好品のお酒等も避けたい香典返しです。また、慶事に使われることの多い鰹
節や昆布も香典返しには合わないものとされています。
　しかし、最近は比較的自由な発想で品物を選ぶことが多くなっており、結婚式などの祝い
事に使われるものでなければ問題ない、という考え方が浸透しつつあります。
　家族葬や近親者のみの葬儀の場合、故人が生前好んでいた品物を渡すケースもあります。
一般的には後に残らない消耗品等を送りますが、置物のように残るものでも、故人を偲んで
もらうためという理由で選ぶことがあるようです。

豆知識

新盆展示会

当日はたくさんの思い出ある人形やぬいぐるみ
が持ち込まれ、僧侶の読経のもと供養し、お別
れをしました。また、併せて新盆展示会と事前
相談会を開催いたしました。

日時 ： 6月21日（日）
場所 ： ラポール平

人形供養祭

● 不用品の回収と処分
● 必要品と不用品の分別
● 貴重品の捜索

● 無料の簡易清掃
● 車、バイクの買取処分
● 相続の相談

㈱JAサービス夢みなみ

㈱JA福島さくら協同サービス

いわき支社

日時 ： 6月20日（土）～21日（日）
場所 ： JA郡山東斎場

新盆展示会 郡山支社

日時 ： 6月21日（日）
場所 ： まごころ

たむら支社

2020300-1　JAライフクリエイト福島／JA葬祭通信第18号　制作2課　miyuki　2020.07.08



地域とともに、ゆたかな暮らしのお手伝い

2020.8発行 第18号
■発行／福島県JA葬祭事業連絡協議会    
■編集／㈱JAライフクリエイト福島 生活事業部 催事課
　〒963-0725　郡山市田村町金屋字下夕川原76番1
　TEL024（942）5078
■ホームページ　http：//www．jalcf.jp/index.shtml
■お客様相談窓口
　　（ご意見・ご質問） ☎024（942）5078

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://jalcf.jp/services/kurashi/

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。

ＪＡ組合員のみなさま

Contents
●新型コロナウイルス対策
●新盆展示会
●豆知識～送ってはならない香典返し～

新型コロナウイルス対策を行っております

●生前整理について
●JAグループ福島の葬祭会館

　1月頃より全国的に新型コロナウイルスの感染が確認されております。福島県では5月25日に緊急事態宣言が
解除、また6月19日には都道府県をまたぐ移動も緩和され、感染拡大にひと段落ついたようですが、第2波発生
防止に向け、JA葬祭では新型コロナウイルス対策を励行しております。

● 従業員の体温測定、マスク着用、手指のアルコール消毒の徹底
● 飛沫感染防止用のシールドを受付に設置
● 会葬者のマスク着用、手指消毒のお願い
● 大人数での会食を避け、折り詰め弁当で代替する　　
● 間隔を開けて座席を配置する、換気を行う等3つの密を避ける

＜各JA葬祭で行っている新型コロナウイルス対策の具体例＞

斎場で飛沫感染防止用シールドを
設置している様子です。

※透明パネル（フチなし）を設置しています ※透明パネル（フチあり）を設置しています

（株）JAサービス夢みなみ
（あいりすホール須賀川）

（株）やすらぎの杜
（棚倉斎場）

JAホールやすらぎ
福島県福島市南矢野目字古屋敷53-1
TEL 024-555-6226

JAホールまごころ
福島県福島市八木田字神明5-1
TEL 024-544-2219

JAホールかわまた
福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字鶴東24番地
TEL 024-529-7955

JAホールやのめ
福島県福島市北矢野目字原田59-2
TEL 024-558-8228

みらい斎場ほばら
福島県伊達市保原町京門44-1
TEL 024-575-0207

みらい斎場華蓮
福島県伊達市保原町字京門44-1
TEL 024-575-0207

みらい斎場やながわ
福島県伊達市梁川町字八筋86
TEL 024-577-3644

みらい斎場こおり
福島県伊達郡桑折町大字谷地字下割付20-1
TEL 024-581-2191

JA斎場あだたら
福島県二本松市杉田駄子内56-4
TEL 0243-22-1210

JA斎場ゆい
福島県二本松市油井字八軒町24
TEL 0243-22-1210

やすらぎ会館原町
福島県南相馬市原町区下北高平字堂下241-1
TEL 0244-25-2766

やすらぎ会館小高
福島県南相馬市小高区大井字深町18 
TEL 0244-66-1500 

やすらぎ会館相馬
福島県相馬市馬場野字岩穴前193-1 
TEL 0244-37-3393

JAやすらぎ会館 ラポール平
福島県いわき市平字南白土2-5
TEL 0246-22-9999

JAやすらぎ会館 ラポール四倉 
福島県いわき市四倉町西1-99-1 
TEL 0246-66-1771

JAやすらぎ会館 ラポール三和 
福島県いわき市三和町下市萱字堀の内1-4
TEL 0246-97-3500 

JAやすらぎ会館 ラポール平窪
福島県いわき市平中平窪細田町5
TEL 0246-24-9955

JAやすらぎ会館 ラポール·錦
福島県いわき市錦町江栗前28-1
TEL 0246-63-9990

JA八山田斎場
福島県郡山市八山田1丁目12番地
TEL 024-931-0983

JA大槻斎場
福島県郡山市御前南5丁目9番地
TEL 024-962-9830

JA郡山東斎場
福島県郡山市田村町金屋字上川原107-1
TEL 024-942-0983

まごころ
福島県田村市船引町船引字砂子田123-1
TEL 0247-82-5594

まごころ絆
福島県田村市船引町船引字砂子田123-1
TEL 0247-82-5594

かわうち葬祭センターふるさと
福島県双葉郡川内村大字上川内字町分106
TEL 0240-23-5133

JA斎場 あいりすホール鏡石
福島県岩瀬郡鏡石町本町151
TEL 0248-92-3883

JA斎場 あいりすホール須賀川
福島県須賀川市大町51番地
TEL 0248-76-3456

まごころ斎苑
福島県白河市久田野字前田52-6
TEL 0248-21-2967

まごころ西郷斎苑
福島県白河市真舟10-3
TEL 0248-21-6895

あぶくま斎場石川
福島県石川郡石川町字当町373-5
TEL 0247-26-9888

あぶくま斎場玉川 
福島県石川郡玉川村大字岩法寺字宮ノ前116-2
TEL 0247-37-1766

JAまごころ斎苑豊川
福島県喜多方市豊川町高堂太字免田1075-1
TEL 0241-22-3355

JAまごころ斎苑さゆり
福島県耶麻郡西会津町登世島字上ノ台乙2747番地
TEL 0241-48-1010

JAまごころ斎苑まつやま
福島県喜多方市松山町村松字馬道上3317-1
TEL 0241-23-3434

JAまごころ斎苑やまと
福島県喜多方市山都町三津合字塚田322-1
TEL 0241-38-3833

田島やすらぎ斎苑
福島県南会津郡南会津町塩江字田中18-1
TEL 0241-62-8100

西部やすらぎ斎苑
福島県南会津郡南会津町和泉田字根岸原4586-1
TEL 0241-73-2100

下郷やすらぎ斎苑
福島県南会津郡下郷町大字沢田字檜原101-1
TEL 0241-67-3800

みどり葬斎会館坂下
福島県河沼郡会津坂下町稲荷塚2288番地
TEL 0242-84-2288

みどり柳津斎苑
福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙253番地
TEL 0241-42-2730

みどり大沼斎苑
福島県大沼郡会津美里町字鹿島3067
TEL 0242-54-7330

みどり金山斎苑
福島県大沼郡金山町大字中川字暮坪24
TEL 0241-42-7135

JA斎苑やすらぎの杜 棚倉斎場
福島県東白川郡棚倉町大字塚原字上野越91番地6
TEL 0247-33-1059

JA斎苑やすらぎの杜 矢吹斎場
福島県西白河郡矢吹町本町283
TEL 0248-42-2221

JAグループ福島の葬祭会館
県内のJAでは、43か所の葬祭会館を設置して、年中無休・24時間体制で組合員の皆様の要望に応えられるよう努めております。
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