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WEB版のニュースレターの配布

が2回目となりました。いつも

ニュースレターを楽しみにして頂

き、誠にありがとうございます。な

すの斎場グループの代表をして

おります、関口と申します。

コロナの脅威が収まらないままに、

ワクチン接種がすすんでいますね。

私も先日2回目の接種を行い

ました。翌日の夕方、突然のめ

まいと吐き気が…あり、つらい思

いをしましたが翌日には体調が

回復。今は免疫ができた…かも

しれないことに一応の安堵をし

ております。

そういった中、コロナ対策を行い

ながら少人数・予約制でのイベ

ントも開催予定となっております。

現在ほぼ予約が必須のイベント

設計をしており、人数制限や換

気などを徹底してまいります。

ご不安な部分もあるかと思いま

すが、是非ご参加くださいませ。
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目次

ピックアップイベント紹介

黒磯の有名店が、

ステーキ店に！？

9月～の3か月間イベントで

特集となります。

あじさい提携店紹介

3か月間の

イベントカレンダーです。

イベントカレンダー

3…ボランティア報告
4…イベントカレンダー
5…あじさい提携店紹介
6…喪主様取材
7…初盆のご報告
8～…ピックアップイベント

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing 

elit.Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

Nasunosaijo

news



【ライオンズクラブ？】

ライオンズクラブは世界的な 「民間のボラン

ティア団体」って知ってましたか？

商工会などとは違い、年会費を支払いボラ

ンティアをするために集まっているんですよ。

2021年8月8日に、献血のお手伝いに参りまし

た。当日は台風の影響で、雨がちらつく中、私が

所属する『黒磯ライオンズクラブ』にて、日赤様の

献血のお手伝いを致しました。

こ現在コロナの影響、また『緊急事態宣言』という

こともあり、献血を行われる方は非常に少なくなっ

てしまったとの事。そのため、慢性的な「血液不

足」となっております。

血液は「消費期限」があります。常に「血液」が必

要なのです。
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献血ボランティア
8月8日 ドンキ黒磯にて

関口将仁

午前10時～午後3時30分ごろまでの献

血を行っています。多い日では90名様ぐら

いの献血がるのですが、この日は天気が優

れない、台風の影響で半分近くになってし

まいました。

逆にいうと、荒天の場合待ち時間がすくなく

なりますので、是非いかがでしょうか？

なすの斎場グループでは『地域に感謝され

る企業とは？』何かを考える、という理念が

あります。

葬儀社として、良い葬儀をする。これも1つ

の社会貢献と私は思っています。

しかし、一歩「葬儀」を離れた時に私達し

か出来ないこと、または思いつかないことは

ないだろうか？と考えています。

私が「ライオンズクラブ」にて、献血のボラン

ティアをしているのもこういった「地域にとって

何ができるのか？」と私なりに考えた結果な

のです。

「なすの斎場って、地域に何かしているよ

ね？」と言って頂けるようになります！

当日の結果

代表関口将仁

黒磯ライオンズクラブ
にてお手伝い！

テキストを入力
テキストを入力



2021年9~11月
イベントカレンダー
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全イベント予約制です【9:30~17:30】

☎0120-33-8871



あじさい提携店

有限会社遊山 それでもステーキ 渡邊勇二

SNSを多く活用されていますのでお写真や

動画でもおいしい情報が盛りだくさんです

！

ホームページ、Facebook、インスタグラム

、グーグルなどからご覧いただけます。食欲

をそそるお写真、動画ばかりです！ホーム

ページ上には代表有明様かそれでもステー

キ誕生秘話を熱く語る動画も掲載されて

います！

今回は有限会社遊山様に取材のご依頼を致

しました。

「遊山」さんは中華レストランとして地元で有名

なお店でした。その遊山さんが昨年8月に鉄板

ステーキ屋さん「それでもステーキ」に大変

身！ 新店舗に対する思いや、おすすめメニュー

などをご質問してきました。

これがおすすめ！

【あじさい提携とは？】

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店舗以上のお店様にご協

力頂いております。今後もこちらのニュース

レターでご紹介をさせて頂きます。

感染症対策バッチリ！

目と音で楽しむステーキ

それでもWステーキ（１００×２枚）

1,639円税込み

営業時間

ランチ １２時～１４時半ほぼ年中無休

ディナー１７時半～２０時半

（火曜～日曜営業）

那須塩原市若葉町７ー１１

℡0287‐60‐0789

ステーキを食べに行くというと誕生日やお祝い事

などどちらかというと非日常の食事というイメージ

ではありますが、それでもステーキは価格もリーズ

ナブルでカジュアルな雰囲気のなか、ランチもやっ

ているのでお肉が食べたいと思ったら是非思い

出して頂きたい。老若男女気軽に集まれる町

のステーキ屋さんを目指しています。代表取締

役 有明稔博様

もともと広い空間でお食事をお召し上がり頂い

ていたので、十分なソーシャルディスタンスを取り、

安心してご来店いただけます。 ステーキ弁当な

どのテイクアウトなどもやっています！

代表の思い

全メニューおすすめ！ですが、サーロインス

テーキ、ハンギングテンダーステーキが人

気！



。Q.1日葬のご経験についてお聞かせくださ

い。

A.父の時はコロナ禍でしたので、みんなに

迷惑をかけたくない。という思いから１日葬

を選択しました。住職のご厚意で通夜にあ

たる日に自宅で過ごせて良かったと思いま

す。また父は早く家に帰りたい、と言ってい

たので、ギリギリまで自宅で過ごすことが出

来たので「間違ってなかった。これで良かっ

た」と思えました。

今回の喪主様紹介は、那須塩原市在住の

手塚様です。数年の間に、お母様、お父様、

御主人様をお見送りされました。まだまだ悲し

みの癒えない中、過去三度のお葬式を振り

返りながらインタビューにお答えいただきました。

Q.なすの斎場をお選びいただいたポイント

A.親族の葬儀で、家族葬専用式場「つむ

ぎ」に参列したことがきっかけ。身内だけで、

ゆっくりと送ってあげたかった。父と母は、なす

の斎場さんのイベントでお花を購入したり、そ

こで会員にもなりました。
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喪主様紹介
～哀しみの中から得られたモノ～

藤田裕子

Q.お葬式で印象にのこったこと

A.母の時は「ハンドクリーム」、父の時は「ウナ

ギ」、主人の時は「子供たち成長」ですね。三

度とも藤田裕子さんに担当をしていただきまし

た。母の時のハンドクリームも父の時のウナギも、

私たちがやってあげたいことを、カタチにしてくれ

ました。いつも見守ってくれている感じが本当に

助かりました。主人のときは、子供たちが迷わ

ず、藤田裕子さんにお願いしたいと申してまし

た。子供たちが裕子さんと打合せをしている姿

に成長を感じました。

Q.お葬式を終えて今不安に思うことは？

A.私は幸いにも、子供たち、姉弟、叔父

叔母、周りの人たちに恵まれています。住

職にもゆっくり決めればいいんだよ、と言葉

を頂きました。これから落ち着きを取り戻し

てから、相談しながら決めていこうと思いま

す。今回、主人の葬儀で、子供たちの成

長を感じることが出来て、母としては嬉しい

気持ちもあります。まだ困難があるとは思い

ますが、娘から言われた「やったことに後悔

しない」この言葉を胸に過ごしていこうと思

います。

御主人の葬儀の時はメモリアルコーナー

にスポーツカーが展示されました

家族の想いが込められた折鶴が祭壇

へ飾られました



今年は例年よりも多く５０件以上の高

竿灯篭の設置をお手伝いさせていただき

ました。7月下旬から設置が始まり、８月

１日「窯の蓋」が開くと同時に灯籠の明

かりを灯し、お迎えの準備が始まります。

栃木県北の特有の文化ですが、故人を

思う優しさを感じられます。

初盆シーズンの店内の様子です。約80

種類の盆提灯が展示。コロナ対策として

6月上旬から常設展示されました。
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お盆報告＆
仏壇サロン千の祈り紹介

藤田勝文

昨年に続き、コロナ対策を行いながらの

初盆となりました。その中でも、当家様も

訪問者も共に安心出来る方法として、玄

関や縁側での焼香されるケースが多かっ

たようです。軒先にテントを準備されたお

客様もいらしゃいました。私たちなすの斎

場スタッフは、お客様のご意向に沿ったお

手伝いを心掛けています。

お盆が明け、竹飾りや生花・盛籠などの

回収作業が始まりました。今年は雨の多

いお盆となり、ご苦労も多かったようです。

改めて、初盆を迎えられた施主様、ご家

族の皆様、お疲れ様でした。

その中で、「無事に終えられたよ」とお言

葉を頂くたびに、私たちスタッフもホッと一

安心です。

今後のアフターサービスについても、「仏

壇サロン千の祈り」を中心にお手伝いさせ

ていただきますので、お気楽にお声掛け頂

ければ幸いです。

まだまだ残暑厳しい日が続くようです。ま

た、コロナウィルス感染の終息見通しがも

う少し先になりそうですが、 どうかご自愛

下さいませ。

コロナ禍の対策として多く見られました

縁側焼香

栃木県北の伝統文化「高竿灯篭」

（タカントーロー）

仏壇サロン千の祈り
(nasunosaijo-
butudan.com)

営業時間：AM11：00～PM5：00 定休日：木曜日

https://www.nasunosaijo-butudan.com/


お彼岸感謝祭開催！

フラワーアレンジ半額市！

月井優二

来場プレゼントとして①ヒカリノカフェ焼き菓

子ギフト②地元産のバラ を用意しており

ます。どちらも地元の物でお一人様おひとつ

お渡しさせて頂きます。

地域の方々に支えられて第25回目のお彼岸感

謝祭を開催させて頂きます。なぜ、葬儀社であ

る我々が「なぜ？」イベントを企画しているの

か？ についてご説明させて頂きます。

弊社の企業理念の一つに 「地域に根差し感謝

される企業になる」という想いがございます。

葬儀社として、また一企業として、地域の皆様に

何が出来るのか？ そんな想いを「カタチ」にする

ためにイベントを企画させて頂いております。

なすの斎場お彼岸感謝祭では、毎年大人気の

生花バイキングをおこなっていましたが、今年は

コロナの影響で、密になりやすい事から生花バイ

キングの実地はございません。

ですが目玉として前回とてもご好評頂きました

【アレンジフラワー半額市】、実に50種類以上の

アレンジをご用意しております。こちらは数量限

定になりますので皆様だけのお気に入りが見つか

りますよう、お楽しみにお越しください。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

9/18（土）10:00～12:00

家族葬専用式場つむぎ大田原

大田原市若草2-1154-1

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

9/19（日）10:00～12:00

なすの斎場きずな上厚崎

那須塩原市上厚崎751-13

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

当日は会場限定で入会キャンペーンを行っ

ております。

特典①通常入会金5000円が3000円に。

特典②当日使えるあじさい提携店金券

2000円分プレゼント。

手続きは名前、住所、電話番号をお伺い

して5分で完了。とってもお得なキャンペー

ンですのでこの機会にぜひご入会下さい。

9/19（日）

10:00～12:00

なすの斎場きずな上厚崎

那須塩原市上厚崎751-13

9/18（土）

10:00～12:00

家族葬専用式場つむぎ大田原

大田原市若草2-1154-1

売り上げ金は社会福祉協議会様へお

渡しさせて頂きます。



今回使用するこの「マンダラエンディングノー

ト」は、エンディングノートの中でも特に書き

やすく、なんと書き始めた方の70%の方が、

全て書ききることができています！

先ほどの8％というデータを見てからだと、こ

れがどれだけ画期的なことか、お分かりのこ

とと思います。。

エンディングノートが書ききれない理由の一

つに、「一人で書いていると、分からないとこ

ろでつまづいてしまい、モチベーションが続か

ない」というものがあります

この「マンダラエンディングノート」は、一人で

書くのではなく、みんなで話し合いながら書

いていくエンディングノートです。

話しているうちに書きあがる、まさに魔法の

エンディングノートです

【場所】

まちなか交流センターくるる

【日時】

9/8 (水) 10:00～12:30

【参加費】

無料
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エンディングノートセミナー
「人生と向き合う」 エンディングノート

イベント当日は

【マスク着用】

【受付での検温】

【感染接触の際の連絡先の確認】

にご協力ください

黒磯駅からすぐ！

まちなか交流センター

くるる

今回、那須塩原市の「まちなか交
流センターくるる」をお借りして、エ
ンディングノート体験セミナーを実
施させて頂きます。

近年、芸能人や著名人の方がご
自身の自宅やコレクションを処分さ
れるなど、「終活」がクローズアップ
されています。

これをきっかけに、ご自身も「終活」
について考えてみようと感じた方は、
多いのではないしょうか？

でも、いざ、「終活」と思っても、一
体何から手をつけていけばいいの
でしょうか？

市役所？銀行？それとも税務署
…？

そんな時は、エンディングノートから
初めてみませんか？

エンディングノートは「終活の教科
書」とも言われ、「終活」を考え始
める方におすすめです！

このセミナーで、エンディングノート
について、一緒に勉強しません
か？

今回のセミナーで使用するのは、この「マン

ダラエンディングノート」です。

ところで皆さん、エンディングノートを購入し

て、全て書ききることが出来た人は、全体

で何パーセントいると思いますか？

40％？20%？

なんと、正解は８％です

エンディングノートを書ききることは、実は非

常に難しいのです

マンダラエンディングノート

寺門大輔



無料セミナー開催
世界に一つだけのお葬式をかなえるための
無料の勉強会（セミナー）！

昨今の感染症の広まりから、葬
儀の形式や執り行い方は様々な
形になってきました。

お見送りの仕方も多様になってお
り、同じ葬儀は一つとしてないとも
言えます。そういった中で「自分ら
しい葬儀を執り行いたい」という方
が多くなり、それを「世界に一つだ
けの御葬式」と題してセミナーとし
てご案内させていただきます。

自分らしいお葬式といわれても、なか

なかすぐに思い浮かぶという人は少な

いかと思います。

その中でも私たちはこれまでにたくさん

の御葬儀をお手伝いさせていただいて

おりますので、これまでに伺ったたくさん

のエピソードをもとに「こういったお手伝

いができる」という事例をご案内させて

いただきます。

例えば上記の写真は、三味線の演

奏を長らく仲間の皆さんとされていたと

いう方の御葬儀で、通夜が終わった

後に故人様を囲んで三味線の演奏

をしてあげた・・・というエピソードの一

場面になります。
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私たちがお手伝いできること、逆に難し

いことなどをお話しさせていただきながら、

準備しておいた方が良いことなどをまと

めさせていただくセミナーとなっております

ので、どうぞ皆様のご参加お待ちしてお

ります。

9月25日
10:00～

【2店舗開催】
つむぎ黒磯
つむぎ大田原

「こういう葬儀をしたい」、ではどこ
に注意をすればよいのか？事前に
考えておくことは？など、お伝えさ
せていただきます。



出展企業一覧

・エヅリン

遺品整理・生前整理

・司法書士法人 なすの事務所

相続相談 他

・細岡石材店

墓石相談

・WASHU STUDIO

写真撮影会

・なすの斎場グループ

お葬式の事前相談

樹木葬のご相談

お線香・仏具販売

ペット供養グッズ販売

当日は同時開催として、家族葬専用式

場しずか黒磯の１周年記念祭と会員入

会キャンペーンも行っております。しずか黒

磯の式場見学会や、当日に会員にご入

会（有料）されたお客様には、今話題の

高級食パン（一斤）をプレゼントいたして

おりますので、ぜひ、この機会にご入会くだ

さい。ご入会後は、他にもお葬式の料金が

お得になるなど、様々な特典が付いており、

当日のご入会がとてもお得です。詳しくはス

タッフまでご相談ください。
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終活フェア開催！
終活って何？お悩み解決いたします。

コロナ禍でなかなか外食ができない時です

が、最近人気のキッチンカーがやってきます。

できたてアツアツの石窯ピザや他にもいろい

ろなお店が出店いたします。内容は当日ま

でのお楽しみに。なお、感染症対策のため

テイクアウトのみとさせていただきます。

宇都宮で人気の石窯ピザ・レガーレ

那須塩原市塩野崎 薬王寺様のご

住職による法話も開催いたします。

今話題のキッチンカー
が５台登場！

現在の日本では、高齢化や加速する核家

族化、少子化による社会的背景や、それ

による人々の意識の変化に伴い、以前に

比べて宗教観や死生観にも変化が起こっ

てきております。そこで、死というものに対し

て、前向きに捉える人が増え、１０年ほど

前から終活と呼ばれる活動が普及し始め

ました。終活とは、亡くなるための準備とい

う決して後ろ向きな活動ではなく、自分の

人生の終わりに向けて前向きに準備を行

い、残りの人生をより良く、不安なく生きる

ことを目的とした活動です。近年では、自

分のエンディングに不安を感じる方がとても

増えております。私たちなすの斎場では、そ

んな不安を払拭し、残りの人生を不安なく

楽しく生きるためのサポートをさせていただき

たいという思いで、終活に関わる地元企業

様と共に終活フェアを開催させていただきま

す。聞いたことはあるけど、終活って何？終

活を始めたいけど、何をしたらいいの？いろ

いろなお悩みがあると思いますが、それらを

すべて相談、解決させていただきます。当

日は、終活に関わる企業様のご相談ブー

スや、お葬式の事前相談、家族写真撮影

会、他ではなかなか聞くことのできないご住

職の法話、今話題のキッチンカーが集結し

て盛沢山の内容で皆様をお迎えいたしま

す。ご来場のプレゼントもご用意しておりま

すので、ぜひ、ご来場ください。スタッフ一同、

お待ちいたしております。

令和３年１０月１７日（日）

午前１０時開場・午後３時閉場

会場：なすの斎場豊浦中町

住所：那須塩原市豊浦中町100-14

予約不要

お問い合わせ：0120-33-8871

参加無料

定員はございませんが、混み合った際は感

染症対策のため、ご入場の際にお待ちいた

だく場合がございます。

エンディングサポートフェア

相馬親太郎



樹木葬霊園大田原
大田原に樹木葬第二区画オープンします 田中 勝

ご契約までの流れ

1 電話問い合わせ

2 樹木葬霊園見学

3 使用内容の確認

4 ご契約

大好評につき2021年10月に大田原市の上石上

にございます全超寺様敷地内にて、樹木葬霊園

ガーデンヒル大田原第二区画がオープン予定となっ

ております。

第一区画がオープンわずか、一か月にて完売をいた

しました。

是非樹木葬霊園ご希望のお客様いらっしゃいました

らなすの斎場へご連絡くださいませ！！

当日のスケジュール

9時 ～集合時間

9時半 ～現地へ出発（マイクロバス）

10時半～会館にてプラン説明

11時 ～相談・販売会

区画の数に限りがございますので、場合に
よっては抽選会となりますので予めご了承
くださいませ！

多数のご見学お待ちしております。

樹木葬担当 田中 勝

2021年10月

日時

10月2日（土）9時集合

10月3日（日）9時集合

場所

なすの斎場きずな一区町

参加費

無料

予約方法

電話にて予約受付中

0120‐33-8871（24時間365日）
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