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地域とともに、ゆたかな暮らしのお手伝い
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JAまごころ斎苑
6/13日6/13日リニューアルオープンリニューアルオープン

　（株）ＪＡ会津よつば総合サービスが新たに葬祭会館を取
得しＪＡまごころ斎苑猪苗代をリニューアルオープンいた
しました。
　オープンにあたり6月13日～19日に内覧会を開催し、そ
の際にはコロナ禍により事前予約制とはなりましたが多く
の方に足を運んでいただきました。
　様々な商品の展示や盆提灯の早期受付、そして事前相
談会も同時開催し参加された方にはエンディングノートを
進呈いたしました。
　今後ともより良いサービスの提供に努め、お客様への信
頼と真心でご葬儀のお手伝いをさせていただきます。

　令和3年7月18日(日)、JAまごころ斎苑猪苗代にて終活セミ
ナーが開催されました。
　「なぜ終活が必要なのかを考えよう」をテーマに終活とは何か、
エンディングノートの活用の仕方などについてセミナーを行いま
した。またグループに分か
れ、スタッフを交えて自由に
関心のあることなどを話し
合いました。

　お仏壇はお寺の内陣と同じく、浄土をこの世で表そうとしたものと言
われています。
　私たちのご先祖や親族の「み霊」に対して、毎日「おはようございま
す」「おかげ様で、無事に一日が過ごせました。ありがとうございました」
と挨拶をし、感謝の気持ちをあらわす神聖な場所とお考えください。

終活セミナー開催イベント情報

お仏壇は何のためにまつるのか

　日常的なお手入れは、仏壇にたまったほこりを払うだけで大
丈夫です。毛はたきなどを使って埃を払いましょう。簡単とはい
え、掃除する頻度が少なければ、埃もたまりやすくなるので、数
日に一回、少なくとも1週間に1回は埃を払いましょう。正月、お
盆、お彼岸などの場合は、お手入れも本格的に行います。金仏
壇なら、ご本尊、脇仏、位牌、金箔部分、内部、彫刻部分、漆塗
り、仏具類を掃除します。金箔の部分には、汗と指紋がつきやす
いので、白手袋を両手にはめて掃除しましょう。唐木仏壇や家
具調仏壇なら、毛はたきで埃を払い、布で乾拭きをします。市販
の艶だし液で仕上げると、いっそう艶が出ます。 

お仏壇のお手入れ

　一番大切なのは、お祀りする心なので、端的に言えばお仏壇は
どちらを向いていてもかまいません。
　日本の気候から考えて、南に向いて北の座に安置すれば日照
条件もよく風もよく通り、直射日光も当たらず、湿気が少なく最
適と言えます。

　その他、礼拝の時、仏教の理想の世界・西方浄土に向かうこと
になるため、お仏壇は東向きが良いとされる考えもあります。東
は太陽の方向なので、南向きとともに東向きは吉相となります。

お仏壇の向き

　昔から使ってきたお仏壇の形や大きさが新しく使う人の生
活に合わないとき、新しく買い替えるのではなく「リフォームす
る」という選択肢があります。お仏壇のリフォームでは、修繕す
る、きれいにする、サイズを小さくするということができます。

お仏壇のリフォーム

各ご家庭の生活に合ったお仏壇を選び、
長く使えるようにこまめなお手入れを

心がけましょう。

❶お仏壇を置く場所を決める
●落ち着いて礼拝できる場所
●湿気が少なく清潔な場所
●直射日光や冷暖房の当たらない場所
などを考慮し設置場所を決める。
❷設置場所の寸法とお仏壇の大きさを知っておく
●設置スペースの高さ､幅、奥行を測る
●通常お仏壇の扉は開いた状態でお祀りします
●前面には礼拝、お給仕のためのスペースが必要です
●照明用のコンセントは確保できるか
などを考慮し寸法をメモしたり、簡単な図面を書いておきます。
❸お仏壇のタイプとカタチ
●「金箔」・「唐木」・「家具調」の3タイプが代表的なスタイルです
●上記はそれぞれ「台付」・「コンパクト（台無し）」があります
●家具調はデザインも豊富、人気のタイプです
●金箔お仏壇は宗派で造りが異なります

お仏壇の選び方

❹お仏壇のほかに必要なもの
●ご宗派のご本尊を用意します
●脇侍を含め、3幅が正式のご本尊です
●主に仏像・スタンド式・掛け軸のタイプがあります
❺お仏壇はいつ購入する？
　お仏壇は、本来仏様をお祀りし、そしてご先祖様をお祀りす
るものなので、お仏壇を購入される時期が特にあるわけでは
ありません。
　白木の位牌から本位牌に変わるタイミング、彼岸やお盆、
年忌法要の時期や家を新築するとき等に合わせて購入や買い
替えされるケースも多いようです。

●JAまごころ斎苑猪苗代リニューアルオープン
●イベント情報
●第1回JA葬祭女性部

●令和3年度JA葬祭スタッフ接遇研修会
●令和3年度JA葬祭スタッフ実践研修会
●お仏壇の選び方・お手入れの仕方
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6月5日土～6日日 6月12日土

　4月17日(土)、㈱ＪＡ福島さくら協同サービス ＪＡ郡山東斎場
にて令和3年度第1回ＪＡ葬祭女性部が開催されました。
　この女性部は、各ＪＡ・会社より選出されたＪＡ葬祭女性スタッ
フが女性目線での意見や情報を交換することで、県内ＪＡ葬祭の
資質の向上を目的として活動します。
　第1回となった今回は、リーダー・サブリーダ
ーを選出したほか、エピローグコンサルティング
㈱の小野寺秀友氏を講師としてお招きし、「葬
儀社に必要な説明力研修」を行いました。実践
も交えつつ、わかり易い説明に必要な伝え方の
ルールを学びました。
　今年度のＪＡ葬祭女性部は、第１回を含め4回
開催予定です。

　6月19日(土)、県内18斎場にて、県下統一事前相談会が開催されました。人形供養祭や新盆展示会、終活セミナー等の
イベントも併せて行われ、約930人の方にご来場いただきました。
　来場者にはエンディングノートやティッシュボックス等を粗品として進呈しました。

5～6月にかけて、県内各斎場にて新盆展示会が行われました。

第18回県下統一事前相談会

㈱JAふくしま未来サービス
JAホールかわまた

㈱JAふくしま未来サービス
みらい斎場ほばら

㈱JA福島さくら協同サービス
JA郡山東斎場

㈱JA福島さくら協同サービス
JAやすらぎ会館ラポール平

㈱JAふくしま未来サービス
やすらぎ会館原町

㈱JA福島さくら協同サービス
まごころ

イベント情報
［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

事前相談
随時受付中です
事前相談
随時受付中です

お気軽に
ご相談ください

新盆展示会

JA夢みなみ 葬祭センター石川
石川斎場

㈱JAサービス夢みなみ
あいりすホール須賀川

㈱JA福島さくら協同サービス
JA大槻斎場

令和3年度 第1回 JA葬祭女性部

　6月25日(金)、㈱JA福島さくら協同サービス JA郡山東斎場
にて、令和3年度JA葬祭スタッフ接遇研修会を開催いたしました。
　㈱グランディメモリー 木野島光美氏を講師としてお招きし、葬
祭の基礎知識や接客・接遇の心構え、電話応対の仕方等

サービス向上につながる知
識を学びました。
　講習の最後には、アテンダ
ント・電話検定3級の筆記試
験を行い、受講者24名全員
が資格を取得いたしました。

［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

令和3年度 JA葬祭スタッフ接遇研修会

　7月1日(木)、㈱JAライフクリエイト福島にて令和3年度JA葬
祭スタッフ実践研修会が開催されました。
　エピローグコンサルティング㈱ 小野寺秀友氏を講
師としてお招きし、「本当に遺族に必要とされる葬儀
社になるための実践研修」を行いました。
　営業担当のスタッフを中心に12名が受講し、お客
様に寄り添うことや葬儀後のサポートの重要性を学
びました。

［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

令和3年度 JA葬祭スタッフ実践研修会
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　日本の気候から考えて、南に向いて北の座に安置すれば日照
条件もよく風もよく通り、直射日光も当たらず、湿気が少なく最
適と言えます。

　その他、礼拝の時、仏教の理想の世界・西方浄土に向かうこと
になるため、お仏壇は東向きが良いとされる考えもあります。東
は太陽の方向なので、南向きとともに東向きは吉相となります。

お仏壇の向き

　昔から使ってきたお仏壇の形や大きさが新しく使う人の生
活に合わないとき、新しく買い替えるのではなく「リフォームす
る」という選択肢があります。お仏壇のリフォームでは、修繕す
る、きれいにする、サイズを小さくするということができます。

お仏壇のリフォーム

各ご家庭の生活に合ったお仏壇を選び、
長く使えるようにこまめなお手入れを

心がけましょう。

❶お仏壇を置く場所を決める
●落ち着いて礼拝できる場所
●湿気が少なく清潔な場所
●直射日光や冷暖房の当たらない場所
などを考慮し設置場所を決める。
❷設置場所の寸法とお仏壇の大きさを知っておく
●設置スペースの高さ､幅、奥行を測る
●通常お仏壇の扉は開いた状態でお祀りします
●前面には礼拝、お給仕のためのスペースが必要です
●照明用のコンセントは確保できるか
などを考慮し寸法をメモしたり、簡単な図面を書いておきます。
❸お仏壇のタイプとカタチ
●「金箔」・「唐木」・「家具調」の3タイプが代表的なスタイルです
●上記はそれぞれ「台付」・「コンパクト（台無し）」があります
●家具調はデザインも豊富、人気のタイプです
●金箔お仏壇は宗派で造りが異なります

お仏壇の選び方

❹お仏壇のほかに必要なもの
●ご宗派のご本尊を用意します
●脇侍を含め、3幅が正式のご本尊です
●主に仏像・スタンド式・掛け軸のタイプがあります

❺お仏壇はいつ購入する？
　お仏壇は、本来仏様をお祀りし、そしてご先祖様をお祀りす
るものなので、お仏壇を購入される時期が特にあるわけでは
ありません。
　白木の位牌から本位牌に変わるタイミング、彼岸やお盆、
年忌法要の時期や家を新築するとき等に合わせて購入や買い
替えされるケースも多いようです。

●JAまごころ斎苑猪苗代リニューアルオープン
●イベント情報
●第1回JA葬祭女性部

●令和3年度JA葬祭スタッフ接遇研修会
●令和3年度JA葬祭スタッフ実践研修会
●お仏壇の選び方・お手入れの仕方
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