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　JA葬祭通信の発行にあたり、JA
葬祭グループを代表してご挨拶を申
しあげます。
　この度の東日本大震災により、被災
された地域の皆様にお見舞いを申し
あげるとともに、お亡くなりになられた

方々のご冥福をお祈り申し上げます。
　未だ原発事故による放射能汚染
の収束が見えない中、不安な日々 をお
過ごしの組合員・利用者の皆様へJA
葬祭グループは支援を続けていく所
存です。　

㈱JA会津いいで総合葬祭「JAまごころ斎苑さゆり」
において開催された、人形供養祭で常泉寺　高濱
住職による抜魂慰霊供養。

JA会津みなみ「西部やすらぎ斎苑」の人形供養祭に
おいて供養された約1,000体の人形。

JA伊達みらい「みらい斎場ほばら」の人形供養祭に
おいて供養された約2,000体の人形。

JA会津みどりの共催で、みさと斎苑「ふれあい感謝
祭」において開催された人形供養祭に参加する園児
のみなさん。

各斎場にて下記の行事・イベントが行われました。

4月14日 6月17日

7月5日 7月9日



県北管内県北管内県北管内県北管内県北管内
11月頃●JA伊達みらい 鎮魂祭実施
各斎場月1回事前相談会（日程は各斎場にご確認を）

9月4日（日）・11月頃●JA共同施設㈱ 人形供養祭

11月頃●JA郡山市協同サービス 
　　　　　人形供養祭及び提灯供養祭

11月頃●JAサービスすかがわ岩瀬 人形供養祭

9月10日（土）●JAたむら 人形供養祭

11月6日（日）●JAたむら 健康セミナー10月20日（木）～21日（金）●JA会津みなみ 
やすらぎ会員の集い ※日時の確定は各JA便り、チラシ等でお知らせ致します。

Event InformationEvent Information

会津管内会津管内会津管内会津管内

県中管内県中管内県中管内県中管内県中管内

会津管内

イベントイベント情報情報イベントイベント情報情報イベント情報

福島市仏教会長　安洞院住職　横山 俊邦

人 間 の 尊 厳

「葬祭業務担当者基礎講習会」において葬祭業務の心得を講
義される香澤山安洞院　横山住職

　JA葬祭通信は各斎場の行事報告や計　JA葬祭通信は各斎場の行事報告や計
画、催事記などをお知らせ致します。画、催事記などをお知らせ致します。
　JA葬祭通信事務局では皆様からのご意　JA葬祭通信事務局では皆様からのご意
見、記事を募集します。お近くの葬祭担当見、記事を募集します。お近くの葬祭担当
者にお知らせください。者にお知らせください。

　JA葬祭通信は各斎場の行事報告や計
画、催事記などをお知らせ致します。
　JA葬祭通信事務局では皆様からのご意
見、記事を募集します。お近くの葬祭担当
者にお知らせください。

　東日本大震災並びに東電福島原発事故
に被災された皆様に心よりお見舞い申し上
げますとともに、不幸にして犠牲となられた
多くの御霊に対し心よりご冥福をお祈り申し
上げます。
　今般の震災で県内においては1,700名を
越える方がお亡くなりになられましたが、
様々な事情で未だお葬式が出せない御霊
がたくさんおられます。最大の理由はご遺
体が誰であるかがわからないということで
す。今でも身元の分からない多くのお骨が
被災地周辺のお寺に安置されています。
　平常時であれば、私たちの周囲で人が
亡くなれば、たちまち訃報が伝わり、親族、友
人、地域の人たちがすぐに集まり、お葬式の
日程や配役が決まります。お通夜、火葬、そ
して葬儀告別式。数日以内には多くの方々
に御手伝いをいただき、全ての行事が終了
いたします。僧職に入って私は41年になりま
すが、今まではそれが自然の流れと思ってき
ました。しかし、今回の震災被害を経験し
て、お葬式が出せるありがたみをしみじみと
感じるようになりました。

　遺族がおり、故人、遺族と縁の深い人 と々
地域社会がしっかりと存在していることが、
お葬式を出せる前提条件であることに改め
て気づきます。
　人は様々な人生を歩み、浮沈栄辱の果
てに最後を迎えますが、どんな人生であって
も、最後のお葬式だけは規模の大小にかか
わらず、しっかりと出してあげることが、人間
の最後の尊厳を示す上で最も大切なことで
はないでしょうか。
　死を悼み、感謝をし、そして自分の行く末
を故人と重ね合わせる。そうした心の営みを
繰り返しながら、私たちは成長し、やがて最
後を迎えます。残された人生、祭壇上の写
真の顔をどのように作っていくかが私の命
題だと思っています。　



お 掃 除

お 供 え

豆 知 識

　彼岸とは、煩悩を脱した悟りの境地のことで、煩悩や
迷いに満ちたこの世をこちら側の岸「此岸」と言うのに
対して、向う側の岸「彼岸」という。
　「彼岸会」は、雑節の一つで、春分・秋分を中日とし、
前後各3日を合わせた7日間のこと。また、この期間に
行われる仏事のこと。暦の上では最初の日を「彼岸の
入り」、最後の日を「彼岸明け」なお、地方によっては最
後の日を「はしりくち」という地方もある。俗に、中日に
先祖に感謝し、残る6日は、悟りの境地に達するのに必
要な6つの徳目、六波羅蜜を1日に1つずつ修めるた
めとされている。

ひがん

しがん

ひがんえ

お彼岸の迎え方・準備

彼岸の
由来
彼岸の
由来

ひがん

　彼岸会法要は日本独自のものであり、現在
では彼岸の仏事は浄土思想に結びつけて説
明される場合が多くみられる。
　浄土思想で信じられている極楽浄土（阿弥
陀如来が治める浄土の一種）は西方の遙か彼

方にあると考えられている（西方浄土ともいう）。         
　春分と秋分は、太陽が真東から昇り、真西に沈むので、西方
に沈む太陽を礼拝し、遙か彼方の極楽浄土に思いをはせたの
が彼岸の始まりである。          
　もとはシルクロードを経て伝わった、生を終えた後の世界を
願う考え方に基づいている。心に極楽浄土を思い描き浄土に
生まれ変われることを願ったもの（念仏）と理解されているよう
だ。         
　しかし後述のように、天皇の詔として始められた行事であっ
たが、いつの時代も人として、生を終えた後の世界への関心の

高いことは同じであり、いつの間にか生を終えていった祖先を
供養する行事として定着するに至った。          
　彼岸会の「彼岸」は、「日願」から来ているとも言える。日本に
限らず古来から、太陽や祖霊信仰は原始宗教の頃からつきも
のなのである。仏教語の彼岸は後から結びついたものである
という説（五来重による）もある。          
　806年（大同元年）、日本で初めて彼岸会が行われた。この
とき崇道天皇（早良親
王）のために諸国の
国分寺の僧に命じて
「七日金剛般若経
を読まわしむ」と
『日本後紀』に記
述されている。

～お彼岸を迎えるには次のような準備をします

　●お仏壇、仏具の掃除
　●お墓の掃除
　●供物やお供え
　　果物・菓子などの他、精進料理を
お供えします。

お 墓 参 り
　お墓参りは、ご家族みんなで出かけましょう。
お墓は家族全員でお守りしていくべきものです。
両親がご先祖様を祀る姿は後の世代に受け継
がれていくことでしょう。

　お墓参りに行きましたらまず、お墓の掃除をしましょ
う。雑草が生えていたり、ゴミが散らばっていたりして
は仏様に申し訳ありません。

　●墓石は水をかけて洗い流します。
　●雨水がたまりやすい面は丹念に掃除しましょう。
　●墓石の彫刻部分は、歯
ブラシで細かい汚れを
落とします。

　●洗い流したら、タオル等
で水気を拭き取ります。

　●お菓子や果物は直接置かず
に、二つ折した半紙の上に
置きます。

　●花立てに供花の長さを整え、
お供えします。



安心と信頼のJA葬祭安心と信頼のJA葬祭

JAグループ福島の葬祭会館
やすらかな旅立ちを精一杯の真心でお手伝いいたします。

　県内のJAでは、16JAで葬祭事業に取り組んでおり、32ヶ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。

㈱ジェイエイ新ふくしまライフ
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

㈱ジェイエイ新ふくしまライフ
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伊達みらい
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

JA伊達みらい
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

JA伊達みらい
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共同施設㈱（JAみちのく安達）
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共同施設㈱（JAみちのく安達）
JA斎場あだち
福島県二本松市字八軒町24
■TEL.0243-22-1210

㈱JA郡山市協同サービス
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郡山市協同サービス
大槻斎場
福島県郡山市大槻町字小仲針生98番地
■TEL.024-962-9830

㈱JA郡山市協同サービス
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

㈱ジェイエイサービスすかがわ岩瀬
JAホールあいりす
福島県岩瀬郡鏡石町本町151番地
■TEL.0248-92-3883

JAあぶくま石川
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

JAあぶくま石川
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

㈱やすらぎの杜（JA東西しらかわ）
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6
■TEL.0247-33-1059

㈱やすらぎの杜（JA東西しらかわ）
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しらかわ
JAしらかわまごころ斎苑
福島県白河市久田野字前田52-6
■TEL.0248-21-2967

JAたむら
JAたむらまごころ
福島県田村市船引町船引字砂子田123-1
■TEL.0247-82-5594

JA会津みなみ
やすらぎ斎苑会津みなみ
福島県南会津郡南会津町塩江字田中18-1
■TEL.0241-62-8100

JA会津みなみ
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

JA会津いいで総合葬祭㈱
まごころ斎苑会津いいで
福島県喜多方市豊川町高堂太字免田1075-1
■TEL.0241-22-3355

JA会津いいで総合葬祭㈱
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2747-6
■TEL.0241-48-1010

JA会津いいで総合葬祭㈱
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

㈱みどり（JA会津みどり）
みどり葬祭会館
福島県河沼郡会津坂下町字稲荷塚2288
■TEL.0242-84-2288

㈱みどり（JA会津みどり）
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
■TEL.0241-42-2730

㈱ジェイエイいわき市協同サービス
ラポール平
福島県いわき市平字南白土2-5
■TEL.0246-22-9999

㈱ジェイエイいわき市協同サービス
ラポール四倉
福島県いわき市四倉町西1-99-1
■TEL.0246-66-1771

㈱ジェイエイいわき市協同サービス
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

㈱ジェイエイいわき市協同サービス 
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ふたば
JAホール故郷（ふるさと）
福島県双葉郡富岡町小浜17番地
■TEL.0240-21-1112

JAそうま
JAそうまやすらぎ会館（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

JAそうま
JAそうまやすらぎ会館小高
福島県南相馬市小高区大井字深町17
■TEL.0244-66-1500

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

詳しくは、㈱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
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