
なすの斎場
ニュースレター
第1回 2021.6~8号

目次

□代表関口のコラム

□あじさい提携店の紹介

□イベント情報

□喪主様インタビュー

□特集

なすの斎場グループ



また、『ヘアドネーション』の活動を推進して

おります。『ヘアドネーション』とは、小児がん

に苦しむ子供たちに人髪のウィッグをプレゼ

ントする活動です。この活動はライオンズを

通じて、基本的に私（関口）が窓口に

なっております。

なすの斎場グループでは、地域貢献をとて

も大切にしております。ライオンズ活動を通

じ、私し代表の関口も微力ながらボランティ

ア活動をおこっている次第です。

今回は2021年3月28日に行われました

献血活動についてのご報告です。

新型コロナウィルスにより、現在慢性的に

血液が不足しております。やはり緊急事態

宣言などで、外に出て献血をして頂ける方

あ減少しております。
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代表のコラム
ボランティア活動のご報告

関口将仁

２021年5月2日の下野新聞には、「那

須ライガー」さんもいっしょに活動している事

が大きく掲載されました。

黒磯ライオンズクラブでは、毎回 ドン・キ

ホーテ黒磯店様にて献血を行っており、ほ

ぼ毎回那須ライガーさんをはじめ多くのヒー

ローが参加されています

なすの斎場グループの各店にて、ヘアドネー

ションの受け取りをしております。

長さが15㎝以上の束でしたら、男女問わ

ずにドネーション（寄付）することができま

す。しかし、髪の縛り方や毛質にもある程

度制限があります。

1番は、美容院さんなどで御相談してそれ

を私達が預からせて頂くのが良いと思いま

す。また、なすの斎場グループでは独自にヘ

アドネーションの手引きを作成しております

ので、ご興味のある方はお電話くださいませ。

ヘアドネーションの手引き冊子をご郵送させ

て頂きます。

☎0120－33－8871

（ヘアドネーション冊子希望とお伝えくださ

い）

那須ライガーも応援！

全店で受取しております！

ご当地ヒーローも参
加しています！



あじさい提携店
菓子工房 ねむの樹

渡邊勇二

【ねむの樹×なすの斎場】

6月9日にねむの樹さんを招いての

『お菓子作り教室』を開催致します！

大切なひとへ送るギフトボックス付き！

場所：きずな上厚崎

時間：10時～12時

【菓子工房 ねむの樹】

創業40年を迎える地元で大人気の老舗洋菓子店。

上厚崎の本店と豊浦の若松店があります。今回は上厚

崎本店を取材させて頂きました。

木造の温かみのある店内にはショーケースに入った、色と

りどりのケーキとたくさんの焼き菓子が並びます。味はもち

ろんですが、選ぶ時間もきっと幸せな気分にしてくれます。

幅広い年齢層の方に来ていただけるようにと、種類が豊

富でケーキは約25種類、焼き菓子は約30種類取り揃

えているそうです。

実際に小さなお子様が楽しそうにケーキを選ぶ様子や男

性の方がショーケースの前で悩んでいる様子が伺えまし

た。

【お店のこだわり！】

創業当時の味を守りながら、新しい商品も考案し日々

進化しています。又、お誕生日やお祝いに買っていく方

が多いので、その時の思い出と共に『記憶に残る味』を

目指しています。藤田 克明様

【あじさい提携店とは?】

なすの斎場には、有料の会員制度があり、

会員になると提携しているお店で特別な

サービスを受けられるようになっています。

現在は100店以上のお店様にご協力い

ただいております。今後もこちらのニュースレ

ターで提携店様の紹介をさせていただきま

す。

水曜定休日

(営業時間)9時～19時

那須塩原市上厚崎３４２－５

℡0287‐62‐7454

これ、おすすめ!!

【季節のＣａｋｅ】その季節にしか味わえない味を

ご堪能！これから夏にかけては水菓子なども出てくる

そうです！要チェック！！



イベント 2021年 6月

なすの斎場きずな上厚崎（那須塩原市上厚崎751-13)
10:00~12:00 要予約 会員500円/一般1000円

6/3(木) 生花アレンジ教室
【みどころ】2000円分の材料をご用意。簡単でどなたでもご参加できる人
気の講座です。当日は地元産のお花を使用いたします！

なすの斎場きずな上厚崎（那須塩原市上厚崎751-13)
10:00~12:00 要予約 無料

6/9(水)
ねむの樹さんと
お菓子作り体験

【みどころ】2000円分の材料をご用意。簡単でどなたでもご参加できる人
気の講座です。当日は地元産のお花を使用いたします！

なすの斎場きずな豊浦名中町（那須塩原市豊浦中町100-14)
10:00~12:00 要予約 無料

6/13(日) ヨガ体験教室
【みどころ】普段運動をされていない方でも、ご自宅でできるヨガのコツがわか
る教室です。「体が固いから…」と言わずにお気軽にご参加ください！

なすの斎場きずな一区町（那須塩原市一区町315-187)
10:00~12:00 要予約 会員500円/一般1000円

6/19(土) 生花アレンジ教室
【みどころ】普段運動をされていない方でも、ご自宅でできるヨガのコツがわか
る教室です。「体が固いから…」と言わずにお気軽にご参加ください！

家族葬専用式場つむぎ黒磯（那須塩原市鍋掛1087-915)
家族葬専用式場つむぎ大田原(大田原市若草2-1154-1)
10:00~11:00 予約不要 参加費無料

6/25(金)
1日葬×樹木葬
無料のセミナー

【みどころ】終活のセミナーとして人気の2本を1回でお話致します。イベント
後は個別での相談もできますので、あわせてご利用ください！

イベント 2021年 7月

なすの斎場きずな上厚崎（那須塩原市上厚崎751-13)
10:00~12:00 要予約 会員500円/一般1000円

7/1(木) 生花アレンジ教室
【みどころ】2000円分の材料をご用意。簡単でどなたでもご参加できる人
気の講座です。当日は地元産のお花を使用いたします！



なすの斎場きずな上厚崎（那須塩原市上厚崎751-13)
9:00~14:00 要予約 会員無料/一般2500円

7/12(月)
手びねり陶芸会
inエピナール

【みどころ】ホテルエピナールにて、だれでも簡単にできる陶芸教室を行いま
す。バスにて移動するイベントですので、20名限定となります。

なすの斎場きずな上厚崎（那須塩原市上厚崎751-13)
10:00~12:30 要予約 無料

7/7(水)

【みどころ】葬儀社を舞台にした映画『ゆずりは』の上映会を致します。タレ
ントのコロッケさんが唯一実名で主演した話題の泣ける映画です！

家族葬専用式場つむぎ大田原（大田原市若草2-1154-1)
10:00~12:00 要予約 無料

7/18(日)
スマホ教室
「楽しいLINE活用」

元携帯ショップ店員のなすの斎場スタッフが、スマホ教室を開催！電話と写
真だけではもったいない、簡単にラインができるようにお手伝いします。

きずな上厚崎
2周年記念祭



「木の実デイサービス」スタッフの皆様から寄

せ書きをもらってきてくれました。母もきっと

喜んでくれるプレゼントでしたね。それから間

もなく誕生日だったこともあり、バースデイ

ケーキもサプライズで用意いただきました。

全てのことが、私たち家族の言葉に耳と心

を傾けてくれた証だと感じています。お陰様

で、「しっかり見送れた」という実感を持つこ

とができました。良き担当者に出会えたこと

が一番の印象的なことですね。

Qお葬式を終えて、今不安に思うことなどは

ございますか？

A.父の時は、仏壇などをどうすれば良いか

途方にくれていた様な記憶がありますが、そ

の時は主人もいましたし・・・

今はとにかく色々片付けることが多く、一人

では大変です。色々考えると不安ばかりが

募りますが、葬儀後に住職から頂いた一言

「いい葬儀だったね」この言葉が、きちんと見

送れたんだと、前を向いて頑張れる支えに

なっています。

Qお葬式の不安を抱えている方は沢山い

らっしゃると思います。鈴木様の経験から、

このニュースレターをお読みいただいている

方へアドバイスをいただけますか？

A.施設にもよると思いますが、母がお世話

になっていた「木の実デイサービス」さんは沢

山の写真を撮ってくれていました。自然体

で笑顔が素敵な写真が沢山ありました。そ

のお陰で遺影写真選びで迷いませんでした。

元気な時にお写真を撮っておくことをお薦め

します。
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喪主様紹介
～届け～割烹着に込められたメッセージ

インタビューを終えて

当時を振り返り、途中で涙目になりながら

も、笑顔でインタビューにお答えいただいた

鈴木様に心より感謝申し上げます。悲しみ

の中でも、「しっかりと見送れた」という実感

が、次の一歩を踏み出すために大切なんだ

と、鈴木様の言葉から感じ取れました。

今回の記事が、ほんの少しだけでも、お葬

式に対する不安を取り除く一助になれば

幸いです。

遺影写真からアートレイト（似顔絵）

を作成し展示いたしました

今回の喪主様紹介は、那須塩原市在住

の鈴木様です。今年の４月に最愛のお母

様がお亡くなりになりました。満９０才でし

た。この5年間でお父様、ご主人、そしてお

母様とのお別れを経験した鈴木様。まだま

だ悲しみの癒えない中、この度のお葬式を

振り返りいただき、生前中のお話も交えな

がらインタビューにご協力いただきました。

Q.まだまだ元気に長生きしてほしい、と思う

中で生前中にご不安だっとことについてお

聞かせください

A.コロナ禍のため、父の時とは違い、施設

に入所中は会うことがあまり出来ませんでし

た。そのため、介護をしてあげることも儘なら

ず、さらには支えてくれていた主人もいない。

もう不安しかなかったです。

山形県出身で、近くに親族も少ないので

すが、その中で、高林のご住職や周りの友

人が心の支えでした。

Q.数ある葬儀社の中で、なすの斎場をお

選びくださいましたポイントがあれば教えて

下さい。

A.生前中、父母の体が弱ってきた頃、友

人の紹介で、家族葬専用式場つむぎ黒

磯を見学に行きました。その頃は何となく家

族葬を考えていましたが、父の歩んできた

人生を振り返ると一般葬でやるべきだとも

思いました。その悩みがある中で、家族葬、

一般葬どちらでも希望に合わせた会館を

利用できることから、なすの斎場の会員に

登録しました。

Q.なすの斎場のお葬式で印象的だったこと

があればお聞かせください。

A.担当のスタッフの方が、まるで家族の一

員のように寄り添ってくれたことですね。父の

時は、献杯酒に父が好きだった葡萄酒を

用意してくれました。主人の時は、趣味の

ギターや思い出の品々をロビーにメモリアル

コーナーとして展示してくれました。友人たち

の思い出話に花を添えてくれましたね。そし

て、今回の母の時は、御用頂いた割烹着

に、生前中にお世話になった介護施設

今回インタビューにご協力をいただい

た鈴木様 希望により後ろ姿を撮影

インタビュアー：藤田勝文

寄せ書き割烹着はメモリアルコーナー

に展示されました



初盆間近です！
今年、初盆を迎える皆様へ 相馬親太郎

初盆とは、四十九日法要が終わった故人様が、初めて迎えるお盆のことを言います。地域によって違いはありま

すが、栃木県を含む多くの地域では、８月１３日から８月１６日がお盆の期間とされています。お盆と聞くと、

ご先祖様が帰ってくる日というのは聞いたことがあるかもしれませんが、実際に何をするの？どんな準備が必要な

の？という疑問をお持ちの方がたくさんいらっしゃいます。なすの斎場では、毎年、初盆のお手伝いをさせていただ

いております。例年、初盆をお迎えのお客様には、期間限定の初盆展示イベントを開催して、準備を含む様々

なご案内をしっかりとをさせていただいておりましたが、コロナ感染対策により本年からは、期間も長めに常設展示

として、いつもよりゆったりと初盆準備のご案内をさせていただきます。開催期間と開催会場は下記の通りになり

ます。どちらの会場にお越しいただいてもけっこうですので、ぜひ、ご親戚様などもお誘いの上、お越しください。

お盆に主に準備するものは、盆飾り・提灯

返礼品・お供物（生花・盛籠）です。

・８月１２日

生花配達

・８月１３日

お盆入り

ご先祖様をお墓へお迎え

提灯点灯

・８月１６日

お盆最終日

ご先祖様を送り出し

・８月１７日

片付け、ご精算

初盆スケジュールの目安

・６月上旬～７月中旬

盆棚飾り、提灯、返礼品

お供物（生花・盛籠）の

注文受付

・７月中旬～下旬

提灯の配達

盆飾りをするお部屋の準備

高竿灯篭の設置

・８月１日～１０日頃

返礼品、供物配達、飾り付け

高竿灯篭点灯（１日から）
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黒磯・那須会場

仏壇サロン 千の祈り

那須塩原市末広町７７－３

営業時間：１１時～１７時（木曜日定休）

西那須野・大田原会場

なすの斎場 一区町（お葬式時でもご利用可能）

那須塩原市一区町３１５－１８７

営業時間：１０時～１７時（定休なし）

開催期間：６月６日（日）～７月１０日（土）

こちらは盆飾りの見本です



樹木葬大田原！

特集記事

写真は樹木葬霊園那須塩原

ガーデンヒル大田原のおすすめポイント

①年間管理費不要 追加料金一切なし

⓶これまでの宗旨・宗派不問

③継承者不要の永代供養

④一般墓地同様全区画個別埋葬

⑤お一人様からでもOK

なすの斎場グループでは、跡継ぎがいない、子供に

迷惑をかけたくない方向けの樹木葬霊園

那須塩原エリアで130区画が完売した大好評の

樹木葬霊園が大田原エリアに初オープン

その名も樹木葬霊園ガーデンヒル大田原

限定50区画！！

既に事前申し込みが半数以上です。

ご契約までの流れ

①電話問い合わせ

⓶霊園見学

③使用内容の確認

④ご契約

なすの斎場きずな一区町

0120－33－8871（通話無料）

販売代理店（なすの斎場グループ）

樹木葬販売担当者 田中 勝

気になっていた方も、お悩みだった方も、お

見逃しなく！！

安心その１

全超寺敷地内だからとても安心！

安心その２

敷地内が平地でお墓参りが楽で安心！

安心その３

国道4号線より300ｍの好立地で迷わず

安心！

場所

曹洞宗 全超寺敷地内

栃木県大田原市上石上西7
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【樹木葬霊園ガーデンヒル大田原の歴史と最高の安息場所】

ハナミズキと共に安心の全超寺境内で自然に還る安息の場所

大田原高清公が1690年に建立した自然豊かな全超寺の境内で

※平地である・閑散である・水はけが良い

墓地として適した３つの最高の条件の中で埋葬していただけます

静かな場所でゆっくりとお休みいただけます。

田中



好評！生花教室
季節のお花を使ったアレンジメントをぜひ体験ください！

平山智美

開催日時

きずな上厚崎…6月 3日㈭

7月1日㈯

きずな一区町…6月19日㈯

時間 10時～12時

要予約 各30名 (先着順)
定員になり次第締め切りとなります。

費用 P会員様 500円

一般の方 1000円

※当日ご入会の方は500円で
参加できます！

持ち物 特になし

お問合せ 0120－33－8871

私達は、アレンジメント教室にお越しいただく皆様とのご縁を大切に 素敵な時間を共有したいと願っ

ております。

毎月、季節のお花を使ったフラワーアレンジメント教室を開催してます。

6月は、なすの斎場のロゴにもなっている『あじさい』を使ったアレンジメントを予定してます。

お教室で作ったお花はお持ち帰りいただけます。 お家に飾ったり、自分の作品を大切な方へプレゼン

トすると喜ばれますよ♪手ぶらで参加できますので、お気軽に参加してください。スタッフ一同心よりお

待ちしております。

お友達紹介
キャンペーン
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お友達紹介
キャンペーン

５０００円→３０００円

紹介者様と新規入会の

お友達それぞれに

あじさい券2000円
プレゼント

この機会にぜひご入会
お待ちしております!!

なすの斎場グループでは、徹底したソーシャルディスタンスの管理、除菌等万全の対策を講じ季節のア
レンジメント教室を毎月開催させていただいております。

不安に思う方もいるかもしれませんが、様々な対策の元、こちらのイベント大変ご好評をいただいてまし
て、毎月たくさんのお客様にご来館いただいております。



なすの斎場グループのYOUTUBE-CM動

画はおかげさまで5万回再生を突破致しま

した。

非常に多くの方にご視聴いただき誠にあり

がとうございます。

このCMでは私達なすの斎場のお経営理

念「ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお

葬式」を動画にさせていただいてます。

この理念はお葬式に携わるなすの斎場グ

ループのスタッフが「自分の身内だったらして

あげたいことを可能な限り行う」というもので

す。

大切な人がある日突然亡くなる。

本当に辛い最期の時間だからこそ、一番

大切なお別れの時となります。

私達なすの斎場は、故人様とご遺族様と

の最期のお別れを自分の身内だったら・・・

と考え毎日お手伝いをさせて頂いておりま

す。

先日那須塩原市のadtown様が毎週金

曜日20：00放送されているみんなの那

須ポータルサイトに代表の関口がゲスト出

演をさせていただいました。

動画のなかでは、終活の一環であるえンン

ディングノートの大切さとなすの斎場で行っ

て居るエンディングノートセミナーは必ず書け

る！！ということを話しています。

是非！ご視聴くださいませ。

10

YOUTUBE
始めました

みんなの那須ポータルサイト出演の様子

なすの斎場グループYOUTUBE-CMの

動画

4/30日の20：00
より生放送をさせてい
ただきました。

なすの斎場グループでは、コロナ禍でなかな

かなすの斎場グループのセミナーなどに伺え

ない方やご葬儀にご不安をお持ちの方向

けに「YOUTUBEチャンネル」を開設いたし

ました。

なすの斎場グループの厚労省認定資格を

有する葬祭ディレクターが現在のお葬式の

在り方や最近のなすの斎場グループでも

行っている(樹木葬)についても触れていま

す。

セミナーに来られない方も是非、動画を見

ていただき、ご不安を取り除いていただけれ

ばと存じます！

参考になった、また見たいと思った方は是

非是非「チャンネル登録」をお願い致します。

こんな動画が見たい、お葬式のこんなところ

が不安だと思う方は概要欄に是非ご記入

くださいませ。

プロの葬祭スタッフがお答えさせていただきま

す。

今後も様々な話題に触れていきたいと思っ

ていますので今後配信される動画にもご期

待ください！

YOUTUBEはGoogleアカウントを取得す

ると「チャンネル登録」をすることができます。

Googleアカウントの取得がわからない！と

いう方はなすの斎場グループまでお問い合

わせくださいませ！

コロナ禍で外出自粛が続いております。

是非普段の生活に動画やネットを取り入

れて快適にお過ごしいただければと思いま

す！

なすの斎場グループへのお問い合わせはフ

リーダイヤル0120-33-8871

までお願い致します。

なすの斎場グループの公式

YOUTUBEチャンネルの画面

星大地

配信された動画



ニュースレターを通じて
なすの斎場グループは1998年に創業しました。葬儀社は誰かのご不幸
をお手伝いすることで成り立っている仕事です。そういった中で、「お葬式
だけをすることだけが私達の仕事なのか？」という疑問が生まれました。

地域にとって、何が求められているのか？私達しかできない事はなにか？
そんな事を考えながらお仕事をさせて頂いております。

そして現在「人生を豊かにするお手伝い」という想いのもと、様々な催し
や企画を考え実施しています。スタッフ一同、地域根ざし感謝される企
業を理念に掲げ、日々発信をしてまいります。

人生を豊かにするお手伝いをしたい

-代表 関口将仁

© 著作権、連絡先、または出版に関する情報をここに記載します

なすの斎場グループのニュースレターは、LINE公式

登録の方限定でお送りしております。

お友達で「私もなすの斎場のニュースレター欲し

い！」という方には下のQRコードを写真で撮影して

ください！


