
なすの斎場
ニュースレター
第3回 2021.12~2022.2

目次

□イベント日程

□代表関口のコラム

□喪主様紹介

□あじさい提携店の紹介

□【ご好評】生花アレンジ教室

□あじさい福祉提携店はじまります

□【新オープン】家族葬つむぎ矢板

□【新オープン】樹木葬那須塩原



2

イベント日程
2021.12~2022.2開催

12月3日 AM10:00~AM11:30

生花アレンジ教室

【無料】 なすの斎場きずな上厚崎

【無料】 なすの斎場きずな一区町

1月23日 AM10:00~PM15:00

見学＆相談会~1日葬と樹木葬～

【無料】つむぎ黒磯 つむぎ大田原 （2店同時）

2月14日 AM10:00~AM11:30

生花アレンジ教室

【無料】 なすの斎場きずな上厚崎

【無料】 なすの斎場きずな一区町

1月23日 AM10:00~PM15:00

見学＆相談会~1日葬と樹木葬～

【無料】つむぎ黒磯 つむぎ大田原 （2店同時）

ご予約
下さい



ヘアドネーションは現在『30㎝以上』の髪

の毛のみを受け付けております。以前は

「15㎝以上」のいわゆる短いタイプもお預

かりしていました。皆さまの沢山のご厚意に

より、この短いタイプは十分毛髪がある状

態です。嬉しい悲鳴となっております。感謝

申し上げます。

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『ヘアドネーション』について
です。私が所属するライオンズクラブでは、

億のボランティア団体様といっしょに活動し

ております。このヘアドネーションもその1つで

す。小児がんなどで髪の毛を一時的に失っ

た子供たちへ、切った人髪のウィッグを進呈

する活動なのです。
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代表から皆さまへ
ボランティア活動のご報告

関口将仁

へアドネーションは、日本語で「髪の寄付」

です。なので、主に…女性の方が長くのばさ

れた髪を所定の切り方でお預かりし、ウィッ

グにします。勿論、金銭などの謝礼はなく、

あるのは左の写真のような感謝状だけとなっ

ています。善意の活動です。

先述の『30㎝以上の毛髪』は現在も受付けている中で、ラ

イオンズクラブで最近活発な活動もご紹介したいと思いま

す。それは薬物乱用防止教室です。那須塩原市の小中

学校を中心に、ライオンズメンバーが学校からの要請を受

け、授業を行います。薬物の怖さをわかりやすく、また興

味を最後まで持ってもらえるようにお話するのは、熟練の

メンバーおそ出来るものかと思います。私は…もちろんで

きません。

このような活動は、ライオンズクラブの1つの側面です。皆

この町を想い、時間を割き活動する姿は所属している私

がいうのも変ですが、素晴らしいものがあります。この活

動をこれからもお伝えしてまいります。

黒磯ライオンズクラブのヘアドネーション

フライヤー

小学校での『薬物乱用防止教室』風

景

善意でのみ作られる
ヘアドネーション



Q.お葬式で印象にのこったこと

A.担当してくれた、櫻井裕子さんと藤田裕

子さん。二人の裕子さんが印象にのこって

いいます。何気ない私たちの会話の中で、

母が「ヤクルト」好きという話題があったので

すが、なんと我が家の担当ヤクルトレディを

探し出し、その方から母のためにヤクルトを

買って祭壇へお供えしてくれました。

今回の喪主様紹介は、大田原市在住の

大野様です。葬儀を終え、四十九日忌法

要をお迎えになる前という、まだまだ悲しみ

の癒えない中、この度のお母様のお葬式を

お孫様とともに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.今までの葬儀場のイメージが暗く、こわい

ところ、という感じが強かった中で、通りから

見ても、一見普通の建物に見える雰囲気

と、式場内の中世ヨーロッパを思わせる
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シャンデリアやロココ調のインテリアが、自分

たちの趣味にあっていて、きっと母が導いてく

れたんだと思いました。

母はどんな時も、自分より他人を優先する

ような人でした。そんな母に対し、祭壇すべ

てを生花で飾ったのは、私たち家族から母

への「最期の恩返し」という想いです

また、出棺の際は、火葬場とは逆方向に

すすみ、母と私たち家族の想い出がつまっ

た荒町の通りをドライブしてくれました。

「東宝のやきそば」の味がよみがえり、きっと

母も喜んだこと思います。

Q.お葬式を終えて今不安に思うことは？

A.終えたばかりで、何が不安なのかもわか

らない状態ですが、お葬式同様、二人の

裕子さんに相談すれば、私たちが思う以上

のことをしてくれると実感しているので、安心

しています。これもきっと、いつも私たちのこと

を心配してくれていた、母からの贈り物だと

感謝しています。

生花祭壇が特徴的な つむき大田原

沢山の想いを聴かせていただきました

あたたかさと

おだやかさを

感じられる式場内喪主様紹介

最期の「恩返し」という想いをこめて



あじさい提携店紹介
UNOYA・KITCHEN 様

竹中紗智

プレミアム会員様限定！！

会員証をご提示で

ランチご利用⇒ミニデザートサービス

ディナーご利用⇒アルコールご注文の方に

限りミニおつまみサービス

とてもお洒落な外観と、店内の装飾。そし
て豚肉本来のうまみ・素材の味をふんだん
に味わえる洋食の数々。大切な記念日や
ディナーに是非足を運んでみてください。

今回ご紹介させていただく

【あじさい提携店】は、

西那須野支所のすぐそばにある、

ＵＮＯＹＡ・ＫＩＴＣＨＥＮ様。

今年10月にご加盟いただいたばかりの

ＮＥＷあじさい提携店様です。

この度、オーナー様よりお店のおすすめを

直々にコメント頂戴いたしました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【宇野ポーク】

那須塩原市で、水や空気の環境に良い

ところで育てております。主にとうもろこしや

菓子粉を食べています。宇野ポークは地

元で、当店でしか味わえません。通常の

豚肉よりも脂身の甘さを感じられます。

ロース肉は特に肉質が上質です。肩ロー

スの赤身も旨味を味わえます。当店のお

すすめはしゃぶしゃぶですが、バラ肉は煮

込み料理や、自家製ベーコン、ロース肉

はグリル、肩ロースは低温ロースト、その他、

ウノポーク100%粗挽きハンバーグなどが

あります。夜はお酒も楽しんでもらえるよう

に、沢山のメニューをご用意してます！自

家製のピザ、パスタ、アラカルトメニューなど

…、ビール、ワイン、カクテル、ウィスキー、焼

酎、日本酒、泡盛、ノンアルカクテルなど

など…12名様以上での貸切宴会もおす

すめです。

ディナータイムのおすすめ!!!

是非ご賞味ください！！

‣ウノポークロース肉とバラ肉

‣地場野菜のしゃぶしゃぶ盛り

（2名様分〜）税込3,260円

（1名様分・税込1,630円）

上記、ランチタイムでお召し上がりいただ

きたい方は※3日前までの要予約制

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ランチタイム
11時30分〜13時30分
（L.O 13時00分）

ディナータイム
17時30分〜22時30分
（L.O 22時00分）

ＵＮＯＹＡ・ＫＩＴＣＨＥＮ

住所：栃木県那須塩原市扇町1-3

電話：0287-53-7188

Instagram：unoya₋kitchen

定休日：日曜日・他不定休

見たことある！！

あの赤いお店！！

那須塩原産のウノポークが味わえる

唯一無二のお洒落な洋食キッチン



生花イベント_星

アレンジメント教室では、コロナウイル

ス感染拡大防止の為、体調不良の

方は参加をお控えください。

また、密にならないよう

人数に制限を設ける場合もございま

すのでご理解を頂きますようお願い申

し上げます。

皆様とお会いできる日を心待ちにして

おります♪

秋もどんどん深まってきて紅葉が
綺麗な季節になりましたね🍁

紅葉が終わり12月になると街も
どんどんクリスマスムードで盛り上
がってきますね🎄

なすの斎場で人気のイベント❕フ
ラワーアレンジメント教室も今年
ラスト１回となりました❕

ラストを飾るイベントはクリスマス
リース＆季節のアレンジメント教
室になります。

クリスマスリースイベントはなすの
斎場のフラワーアレンジメント教
室の中で1番人気のイベントと
なっております。

たくさんのお客様がご来店されま
すと予測されますので早めのご予
約お待ちしております。

一緒に素敵なクリスマスをお過ご
し出来たら嬉しく存じます

クリスマスリースとフラワーアレンジ
メント教室

12/3 10：00～12：00

場所：きずな上厚崎

きずな一区町

要予約となっておりますのでお気
軽にお問い合わせください。

2022フラワーアレンジメント教室の予定

2月14日(月)

4月6日(水)

5月４日(水)みどりの日

場所は全て統一して

きずな上厚崎・一区町同時開催となります。

アレンジメントで作成するお花の例



記事の著者

・この度なすの斎場グループであじさい福祉提

携店様の募集を始めました！

私たちは地域に寄り添い感謝される企業を目

指しております。

現在コロナ禍で外出やその他レクリエーションを

する機会も減っているかと思われます。

人と触れる機会が極端に少なくなってしまった

昨今ではありますが、なすの斎場グループでは

アレンジメント教室のお手伝いやお花のお届け

を通じ地元の方たちのお役に立てれば良いと

考え実施させていただくことになりました。

詳細をご希望の施設様ございましたら

フリーダイヤル 0120-33-8871

までお問い合わせください。

活動の実績

写真右。

那須町社会福祉協議会様にイベント

の売り上げ全額御寄付させていただき

ました。

写真中央。

施設様でのアレンジメント教室のご様

子です。皆様とても楽しそうにご参加さ

れておられました。

・写真左

お誕生日、記念日等のお客様にサプ

ライズプレゼントのご様子です。
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地域に根差した会社づくりを目指しています。 ・お花の配達

お祝いやお見舞いのお花など、
フリーダイヤルにご連絡いただけ
れば、ご希望のお花をお届け
致します。

------------------------

・その他イベントのお手伝い、

・各種セミナーの開催

（施設様にアンケートを頂きま
した内容に沿わせていただきま
した.

(ご希望の施設様、なんなりと
お問い合わせください。）

あじさい福祉提携店ってなにをするの？
フラワーアレンジメント教室
の開催

当社スタッフがお伺いし、利
用者様に分かりやすくご指
導させていただいてます。
(お花はもちろん使用する
道具全てこちらでご準備し
ます❕)

------------------------

・定期的なお花のお届け

２か月に１度、フラワーアレ
ンジメントや、花束などお届
けしてます。

あじさい福祉提携店始めました



つむぎ矢板OPEN！
2022年3月オープン予定のつむぎ矢
板についてご紹介します。

なすの斎場では、2022年3月に矢板市鹿島

町に新しい会館をオープンします。

黒磯、そして大田原にある家族葬専用式場と

同じコンセプトの「つむぎ」会館になりますが、矢

板の会館は他の会館と少し違った作りにもなっ

ているので、そういった部分もご紹介させていただ

きます。

最も大きな特徴としては「非接触対応式場」だ

ということです。あまり皆さん聞きなれないと思い

ますが、感染症をばっちりとした、「家族と会葬

者どちらにも気持ちよく葬儀に臨んでいただくと」

ということを中心に考えた設計をしております。

①隔離型の式場設計

会館のつくりとして、風除室・ホール・式場とそれ

ぞれを仕切ることができる設計になります。どのよ

うに対応したいかをご家族の希望に合わせて対

応させていただけます。

②遺族控室に併設された祭壇

遺族控室と祭壇を一体式に設置しております。

家族だけでのお別れはもちろん、儀式までの間

この空間で家族だけの温かい時間ｗお過ごしい

ただけます。

③個室焼香所の設置

風除室を通常の3倍ほどの大きさで設計してお

ります。希望があればこのスペースだけで受付、

焼香、そして設置されたモニターを通じた遺族と

の挨拶まで済ませることができます。

他にもたくさんの「感染症対策としての仕掛け」

がありますので、皆さんに安心して使っていただ

けるようにできたらと考えています。
家族葬専用式場つむぎ矢板

店舗責任者 髙橋真人

そしてやはり他のつむぎ会館と同様、家族

葬専用式場として白を基調にした結婚式

場のようなイメージの式場となっております。

日比谷花壇監修の祭壇や、どこからでも

故人様のことを見ることができる式場設計

はそのままに、そこに非接触型対応という

新たな要素を加えております。

11月末時点ではまだ地盤固めをしている

状態なので建物はまだありませんが、これか

ら徐々に進んでいきます。

他にも安心してご利用いただけるよう、ここ

では伝えきれないくらいたくさんの仕掛けが

ある式場ですので、ぜひ完成を楽しみにし

ていただければと思います！

設計から作成した

式場の完成予想

おしゃれさと機能性を両立させている



樹木葬那須塩原第三区画

薬王寺境内に樹木葬霊園登場

那須塩原に樹木葬霊園が新たに開発が

決まりました。

日時 令和4年2月某日

住所 那須塩原市塩野崎270‐1

場所 薬王寺境内にて

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木をシンボ

ルとするお墓です。

桜や紅葉、ハナミズキなどのシンボルツリー

の周りに遺骨が埋葬されます。

樹木葬と一口に言ってもそのスタイルは

様々で、樹木ではなく草花や芝生で彩ら

れたガーデン風のものなどもあります。

なすの斎場グループでご提供させていただ

いております、樹木葬霊園は、ハナミズキの

シンボルツリーや自然豊かな環境での霊園

となっております。

現在、那須塩原の金乗院という寺院の高

台に樹木葬霊園第一区画があり、那須

野が原を一望できる場所となっております。

好評につき既に完売しております。

また、大田原の全超寺という寺院の境内

にも樹木葬霊園があり、墓地としての最高

条件が満たされております。

１ 水はけがよい

２ 閑散としている

３ 平地である

こちらも好評につき既に完売しておりますが、

急遽、大田原に樹木葬霊園第二区画を

開発させていただきました。こちらも残り僅

かとなっております。

現在、お墓の継承問題、費用等のご相談

を多数お受けいたしております。

お墓に不安をお持ちの方が多数いらっしゃ

いますので、そこで朗報です。

事前見学 または、事前申し込みも常時

受付しておりますので、お気軽にご連絡くだ

さい。

また、宗教 宗派関係なく樹木葬霊園に

埋葬することが出来ます。

墓閉いのご相談についてもなすの斎場でご

対応可能ですので是非ご相談いただけれ

ばと思います。

樹木葬那須塩原

第三区画来年オープン予定

なすの斎場グループ

樹木葬販売責任者

田中 勝

お問い合わせ窓口

0120－33－8871

24時間 365日 受付中

樹木葬那須塩原第一区画写真です


