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　皆様こんにちは。会津屋代表の舩山です。
　今は新型コロナとの共生時代様々な制約のあるなか皆
様はどの様に工夫され生活を送っていらっしゃるでしょう
か。人生の卒業式であるお葬式もご家族や近親者だけで
のお別れとなり家族葬が当たり前となってまいりました。
しかし、人を送る気持ちは以前と変わらず大切にしていた
だきながらお別れしていただいています。お葬式は悲しい場面であること
には変わりありませんが、大切な方とのより良い思い出を振り返ることで心
豊かになる場面であります。私たちは、その思い出を大切にする供養をご
提案させていただきます。
　さて、昨年開催しました人形供養祭&越川裕子さんのコンサートでは約
100名の皆様にご参加いただき２年ぶりの暖かい生声ライブに感動してく
ださる方もいて待ちに待ったイベントになりました。皆様とふれあう中で、
マスク越しでありましたがキラキラとした目で笑顔溢れる皆様とお会いで
きたことに嬉しく「開催してよかった」と感じた日となりました。
　新型コロナ禍であっても感染対策をしっかりと講じる事でイベントも開
催できて皆様に喜ばれる方法があるのなら延期してきた「日帰りバス旅
行」も開催できるのではないかと考え企画させていただきました。お酒や
カラオケは自粛させていただきますが、７年前にお参りさせていただいた
長野の善光寺へ参拝してご家族様の幸せをお祈りしたいと考えております。
　いつの時代も「祈り」を大切にする。その祈りは願い事でもいいのです。
ご先祖様にご報告することやありがとうの気持ちを伝える場がお仏壇であ
りお墓となります。手を合わせるその姿で次世代の方々に供養の大切さを
皆様の身をもって伝承していただくことが私たちの願いであります。あらた
めて、お仏壇やお墓に関して皆様の供養の気持ちを形にするお手伝いをご
提案させていただけましたなら幸いです。私たちは仏事の専門アドバイ
ザーとしてこれからも人の心をより豊かにするお手伝いを心がけてまいり
ます。

◆「いのり友の会」新規会員募集中！
　ご入会・ご紹介特典あり！
◆ お仏壇・墓石の無料点検実施中。
　 気になるところがある方はお気軽にお電話
　 下さい。

『人の心をより豊かにする』　～感動・創造～　会津屋

社長あいさつ

会津屋からのお知らせ

心からの“ありがとう”を伝えるお葬式を
安心の365日24時間受付・搬送・打ち合わせ対応 各ホール直接ご安置可能

会津屋
   たより

株式会社 会津屋　代表取締役 舩山博貴（42歳 B型）

☎0254ｰ52ｰ1101
新潟県村上市上助渕1777ｰ4

お申し込み・お問い合わせは…

くつろぎコーナー
あります！

大町のお店に
幸子ばーちゃんがいた
時の想い出話、ぜひ
聞かせて下さい。

本店の休憩スペースをフリースペースとして
ご利用いただけます。

みなさまにご愛用いただき販売開始から20年以上

薬用入浴剤

パインハイセンス
効能：神経痛、肩こり、腰痛、冷え症などに

１缶 3,000円 10%引！！

本券を村上本店・胎内店に
ご持参の方

夏の好物ローソク
プレゼント！

定期教室の
ご案内
■ デコパージュ
■ ハーバリウム
■ パワーストーンでアクセサリー

10：00～12：00
14：30～15：30
15：30～16：30

＊参加費 2,000円

0254ｰ52ｰ1101

村上本店
胎 内 店

第２回 第３回
５月11日㈬
５月12日㈭

７月13日㈬
７月14日㈭

先着
30名様に

３缶まとめて
お買上げの方限定

定期セミナーで作った
私たちの作品を

展示販売しています。

お申込みはお電話で

デコパージュ

ハーバリウム

村上本店に

当日のスケジュール

※見学コースの順番が変わる場合があります ※天候等によってバスの発着時間やコースが変更となる場合があります

※写真は全てイメージです

新潟県知事登録旅行業 第２ｰ364号

大滝観光 旅日記
大滝自動車工業株式会社

総合旅行業務取扱管理者　長　正人
村上市仲間町639ｰ46　☎0254ｰ62ｰ7789

旅行企画・実施 感染防止対策を徹底し、
換気性能に優れた貸切バスで
安心・安全なバス旅を

通常通り
座席をご使用
いただけます

車
外
の
空
気

車
外
へ
排
出

約５分で車内の空気を
入れ替えることができます

信州フルーツランド信州中野インター店

申 込 期 間
申 込 方 法
抽 選 日
抽選結果案内
旅行実施可否決定

５月15日㈰～５月20日㈮
本店・胎内店にてお申込書をお預かり致します
５月25日㈬
５月27日㈮にご連絡致します
６月10日㈮
※実施可能の場合：座席表を送付致します
※実施不可の場合：ハガキにてご案内致します

〈出発〉6：55
ベルホール会津屋 坂町

〈出発〉7：00
ベルホール会津屋 村上

〈乗車〉7：20
ベルホール会津屋 胎内

〈乗車〉7：20
ベルホール会津屋 坂町

中条IC

荒川胎内IC 8：15〈合流・休憩〉8：35

黒崎PA

9：45〈休憩〉10：05

米山SA 信州中野IC

長野市

11：20
御開帳を祝う特別御膳と土産買物

［信州フルーツランド信州中野インター店］

12：50

13：30～
善光寺参り出発
丸八たきや西店駐車場

絶対秘仏 御本尊の御身代わり
［善光寺本堂内陣・前立本尊御開帳］

触れれば前立本尊の功徳を得る
［回向柱（えこうばしら）］

五十余の店が軒を連ねる
［善光寺仲見世通り］

～15：00
丸八たきや西店
駐車場 須坂長野東IC

16：15〈休憩〉16：35

新井PA

17：55〈休憩〉18：15

栄PA 〈到着〉19：40
ベルホール会津屋 坂町

〈到着〉19：55
ベルホール会津屋 村上

〈降車〉19：20
ベルホール会津屋 胎内

〈降車〉19：35
ベルホール会津屋 坂町

中条IC

荒川胎内IC

お持帰り夕食弁当付

※写真はイメージです

善光寺仲見世通り

料金の
ご案内13,000円【料金に含まれるもの】

●交通費 ●昼食代 ●見学料 ●お持帰り夕食（お弁当）代
※参拝券、法要料は別途必要となります

新型コロナワクチン２回接種の方限定 第16回！大好評！！「希望」感染縮小「願い」会津屋春の日帰りバスツアーを企画しました♪

写真提供：善光寺

※写真はイメージです

6月20日（月）

写真提供：善光寺

・マスク会食
・アルコール提供なし

さくらん
ぼの

お土産
付！

65名
バス２台・マスク着用

定員
（抽選）

お土産・買い物！

善光寺境内
情報カメラ
LIVE配信

制作：INC　長野ケーブルテレビ

（申込み多数の場合は、抽選になります）



新人さんご紹介
ぶとう てるあき

武藤照尭

初めてのことだらけなので至らないところは多々あ
ると思いますが、精一杯がんばりますのでよろしく
お願いします。

住　所：村上市松原町　
誕生日：３月３日
血液型：Ｏ型

趣　　味：ゲーム
得意分野：パソコン関係

おおや れな

大矢玲奈

人と話すことが好きなので、皆さんとたくさんお話
しできると嬉しいです。迷惑をかけてしまうことも
あると思いますが、１日もはやく会津屋の一員にな
れるように頑張ります！

住　所：村上市瀬波浜町
誕生日：５月25日
血液型：Ｏ型

趣　　味：ハンドメイド
（ものづくり）、アニメ鑑賞
得意分野：裁縫

お客様の声お客様の声

コロナ禍の影響もあり、いざというときのお葬
式をどうしたらいいのか？
こんなご相談が多く寄せられております。
そもそもお葬式の事前相談って何を相談するの
でしょう？
葬儀の形式や流れ、費用のこと…
様々な相談がありますが、会津屋では事前の準
備から最後の手続きなどのご相談まで承ってお
ります。
また葬式の事前相談なんて…というご意見も頂
いております。
しかし、大切な方とのお別れの儀式の準備は本
当に必要ないでしょうか？
大切な方をお見送りする「たった１回きりのお葬

式」をしっかりと準備をし
てその方らしいお見送りに
してさしあげる。
その為にも会津屋の事前相
談をぜひご利用ください。

お葬式の
事前相談は…必要？
お葬式の
事前相談は…必要？

葬祭部　お別れチームに 
お別れの大切な時間への想いを聞きました

枕花・納棺花について
お葬式に白いお花をお供えする‥
「白」は弔いの色とされています。昔は白い服を着て葬儀に
参列していたそうです。
会津屋では　故人の枕元に「白い胡蝶蘭」をお供えしてお
ります。白い清楚な胡蝶蘭は優しく悲しみを包んでくれます。
ご納棺や最後のお別れの際には故人様にこの胡蝶蘭をご
遺族様一人一人にたむけて頂いております。
その他故人様のお好きだったお花、色花などもご用意させて
いただいております。

枕花・納棺花について
お葬式に白いお花をお供えする‥
「白」は弔いの色とされています。昔は白い服を着て葬儀に
参列していたそうです。
会津屋では　故人の枕元に「白い胡蝶蘭」をお供えしてお
ります。白い清楚な胡蝶蘭は優しく悲しみを包んでくれます。
ご納棺や最後のお別れの際には故人様にこの胡蝶蘭をご
遺族様一人一人にたむけて頂いております。
その他故人様のお好きだったお花、色花などもご用意させて
いただいております。 11,000円～

納棺花追加

大滝 真美子

髙橋 映見

富樫 真理

（令和4年4月入社）

花いっぱいプラン

長い闘病生活でやつれてしまったお顔を、
なるべく元の普段と変わらない状態に、そ
して静かに寝ているようなお姿にして差し
上げたいという気持ちで志事をしておりま
す。

故人さまのためにも最後のお顔をご覧にな
る皆さんのためにも、出来るだけお顔と、
お身体をキレイな状態にして差し上げた
い、という気持ちでお化粧や着付けをさせ
ていただいています。

納棺や出棺の際には故人様を囲むように
集まっていただき、少し時間をかけて生前
の思い出を振り返って、元気なお姿や笑顔
を心に留めてもらえるようにお話をさせて
いただいています。

故人様のことをお聞きするなかで他の人は知ら
ない意外な一面や言動が暴露？され、驚きや笑
いが起こることも…。そんな大切なお別れの時
間が作れるように心掛けています。

故人様のことをお聞きするなかで他の人は知ら
ない意外な一面や言動が暴露？され、驚きや笑
いが起こることも…。そんな大切なお別れの時
間が作れるように心掛けています。

輝人

ご供養のお悩み解決します！

ご供養に関するご相談を承ります。専門スタッフが費用や
流れなどを親切・丁寧にご説明いたします。

・お仏壇やお墓を受け継ぐ人がいない。
・代々お参りしているお墓がいくつもある。
・実家が空家になっている。
・永代供養を考えている。

会津屋は、ご葬儀からお仏壇・墓石、遺品整理までトータルサ
ポートしています。どんな小さなお悩みもご相談ください。
一緒に不安を解消しましょう。

大切な方への贈り物やご褒美に、ほっと心が
ほぐれるお品物もあれこれ取り揃えております。

お線香を立ててお参りする方へ
香炉灰が固まってお線香が立てられない、
お悩み解消グッズです。
屋外用香炉砂単品もあります。（¥780）

墓
石
用
香
炉

¥10,000 すぐ湯のみが割れて、
毎年湯のみを買っている
方へ朗報です。
場所もとらないこんな商品待って
ました。
ネジ式でお墓に固定するので、
なくなる心配がありません。

ス
テ
ン
レ
ス
製
墓
前
湯
呑

¥9,500～（取付工事費込み）
ご供養のためにも、墓石はキレイ
に清掃しておきたいものですね。
専用洗剤は直接スプレーするだけ
で、汚れが浮きあがり、スポンジ
でこすり落として水をかけるだけ
です。
キレイにしてから、コート剤を塗
布すると、防水性と撥水性の効果
が長持ちします。

墓
石
用
専
用
洗
剤
・
専
用
コ
ー
ト
剤

NEWNEW

店頭の応募箱またはLINEお友達画面に 
＊お墓の名前 ＊ご住所 ＊お名前 ＊電話番号 
をご記入の上、ご応募ください。ご応募いただいた
方の中から抽選でプレゼントをご用意しています。
＊決定した名前は６月発行予定のチラシにて発表します。

村
上
本
店 

店
舗
内
に

新
し
い
お
墓
を
展
示

し
ま
し
た

ぜ
ひ
見
に

　来
て
下
さ
い
！！

3,850円（工賃込）3,850円（工賃込）

お仏壇の吊灯篭の電気を
交換できます

お仏壇の吊灯篭の電気を
交換できます

電気代の節約、球切れ
の心配もなくなります
ので、吊灯篭の中をの
ぞいて見て、電球がつ
いていたらお電話くだ
さい！

電気代の節約、球切れ
の心配もなくなります
ので、吊灯篭の中をの
ぞいて見て、電球がつ
いていたらお電話くだ
さい！

お預かりか
ら２週間

１枚 2,200円

Before

After

※イメージです

紗の張替えを
　　　　させていただきました
紗の張替えを
　　　　させていただきました

　この度、ご葬儀を機に
ずっと気になっていた仏
壇内戸の紗を張り替えて
いただきました。
　部分的に直しただけで
こんなにもきれいになっ
て、亡き母もとても喜ん
でいると思います。

お客様から

始める人
増えています!終活

事前相談の方へ

エンディングノート
を差し上げます。

400ml
¥770

400ml
¥770

120ml
¥8,250

120ml
¥8,250

専門店だからこその品揃え!!

作業は30分程度
です

お友達になって
ください


