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開 催 日
開催場所

会員限定　　　第6回 ㈱   　　　　 そよかぜ会  　　　第6回 ㈱   　　　　 そよかぜ会  
秋季グラウンド・ゴルフ大会秋季グラウンド・ゴルフ大会

　　　第6回 ㈱   　　　　 そよかぜ会  
秋季グラウンド・ゴルフ大会

平成27年10月1日㈭ ※雨天決行
つつじヶ丘カントリー倶楽部
足利市板倉町梨木沢1570　TEL 0284-64-0007

開 催 日
開催場所

会員限定　　　第8回 ㈱   　　　　 そよかぜ会  　　　第8回 ㈱   　　　　 そよかぜ会  
親睦ゴルフコンペ開催親睦ゴルフコンペ開催

　　　第8回 ㈱   　　　　 そよかぜ会  
親睦ゴルフコンペ開催



2015年8月23日まで

お仏壇

盆提灯 小 物

仏具一式付き
¥802,224

¥401,000（税込）

山城山城山城

半額 仏具一式付き
¥573,912

¥286,000（税込）

太平 紫壇調太平 紫壇調太平 紫壇調

仏具一式付き
¥503,280

¥251,000（税込）

清花清花清花

仏具一式付き
¥550,800

¥275,000（税込）

ルシアBR色ルシアBR色ルシアBR色

仏具一式付き
¥291,600

¥145,000（税込）

ポポ18号ポポ18号ポポ18号

仏具一式付き
¥194,400
¥97,000（税込）

たんぽぽ18号たんぽぽ18号たんぽぽ18号

仏具一式付き
¥210,816

¥105,000（税込）

たんぽぽ20号たんぽぽ20号たんぽぽ20号

仏具一式付き
¥280,800

¥140,000（税込）

蒼光ケヤキ色18号蒼光ケヤキ色18号蒼光ケヤキ色18号

仏具一式付き
¥280,800

¥140,000（税込）

蒼光ダーク色18号蒼光ダーク色18号蒼光ダーク色18号

別撰 桔梗
¥14,688（税込）

竹10号絹二重絵入
¥28,350（税込）

お線香 蘭華
¥540（税込）

お線香¥1,080（税込）

お線香¥1,080（税込）
念珠（数珠）各種
¥2,160～（税込）

ローソク¥864（税込）
お線香¥1,296（税込）
ローソク¥864（税込）

お線香 ¥1,458（税込）

盆提灯・小物類 その他多数取り揃えております

半額 半額 半額

半額 半額 半額 半額

半額

H
W
D

161.5
62.0
56.5
（cm)

H54.0 W40.0 D32.0（cm)

H55.0 W44.0 D34.0（cm)

H53.0 W40.0 D30.0（cm) H61.0 W46.0 D36.0（cm) H55.0 W44.0 D34.0（cm)

H
W
D

169.0
68.4
60.0
（cm)

H
W
D

142.4
62.5
52.8
（cm)

H
W
D

138.0
49.0
44.0
（cm)



DVD「愛する家族のために」DVD「愛する家族のために」DVD「愛する家族のために」DVD「愛する家族のために」DVD「愛する家族のために」

　「全葬連」が作成した、15分ほどの短編ドラマです。
劇中では一人の男性が死を意識して、エンディングに備
える過程、その心情が描かれています。エンディングに
備えるとはどういうことなのか？ということを感じてい
ただければ幸いです。
劇中の男性が死期を悟り、葬儀やその他の準備をおこ
なったわけです。初めは不安にさいなまれていたわけで
すが、だんだんとエンディングにそなえる動機はドラマ
のタイトルでもある「愛する家族のために」へと変化し
ていきました。
　終活、終活というと、なんだか全ておしまいにするよ
うな印象があるかもしれませんが、実際に行っていくと、家族や周囲
の為に行動するという想いに結びついていく・・・
人間、生まれ方は選べないですが、死に方は選べるんです。大切な方
の為に何かを遺し、伝えることができます。
「終活」は全て終わらせる活動ではなく、自分の生きてきた証や想いを終わらせず伝える為の活動だとも
思います。

・「丸三仏具葬儀事前相談センター」内で放映中！！   ・ホームページでも放映予定

　この資格は、経済産業大臣認可の「全葬連」（全日本葬祭業協同組合連合会）に加盟している事業所のス

タッフのみに付与されるもので、葬祭ディレクター技能審査資格1級保有者、葬祭実務経験10年以上を有す

る者、一般葬祭専門資格保有者、葬祭経営士資格保有者のいずれかの資格を持った上、レベルの高い講習、

学科、実技試験に合格して取得できるもので足利市では㈱マルサンのみ取得しています。また、今年、新た

にスタッフの岡村竜一と中村淳が合格。㈱マルサンでは10人の相談員が誕生しました。

　同社には、葬儀、法事、遺品整理、お仏壇・お墓、ご供養、遺言・相続など、葬儀に関するご相談を解決

する「丸三仏具葬儀事前相談センター」が開設されており、資格を持った葬儀事前相談員が親身に対応して

いまのでご葬儀やその前後の様々な事柄に関して疑問

や不安をお持ちの方は、是非弊社にお越し頂ければと

思います。お越しになれない方にはご自宅訪問も行っ

ておりますのでお気軽にお問い合わせください。

経産省認可 「全葬連」

「全葬連葬儀事前相談員」に2人が合格「全葬連葬儀事前相談員」に2人が合格

岡村 竜一　　　　　中村 淳



平成27年10月5日㈪公開
タイトル「ディアーディアー」 監督 菊地健雄さん　足利市出身

㈱マルサンが映画撮影に協力させていただきました㈱マルサンが映画撮影に協力させていただきました㈱マルサンが映画撮影に協力させていただきました㈱マルサンが映画撮影に協力させていただきました㈱マルサンが映画撮影に協力させていただきました

　足利市では、「映像のまち」構想が2013年に発表されてから数多くの映画撮影が行われるようになってい
ます。㈱マルサンも「桜、ふたたびの加奈子」「虹の女神」など以前にも撮影協力を行っています。今回も
足利市出身の監督作品ということで公開がとても楽しみな作品です。
【映画の概要】
　舞台は「リョウモウシカが生息する町」として知られる山あいの町。だが、25年前に子供たちに目撃され
たのを最後にその姿を見たものはいない。当時の目撃情報も虚偽であると判断され、子供たちには「うそつ

き」というレッテルが貼られた。
　その子供たちが、病に倒れた父親を見舞うため数
年ぶりに再会する。訳ありな長男と情緒不安定な次
男とアル中気味の長女。過去のトラウマと各々が直
面するトラブルにギクシャクする三兄姉。そんな中、
父は逝った。岐路に立たされた三人が見たもの
は・・・。

【菊地健雄監督プロフィール】
　1978年、足利市出身。明治大学卒業後に映画美学
校入学。『感染列島』『アントキノイノチ』の瀬々
敬久監督に師事。同監督の『ヘブンズストーリー』
や石井裕也監督の『舟を編む』等多くの作品で助監
督を務めた。

マルサン木村部長 菊地監督

Ⓒ2015 オフィス桐生

マルサン家族葬ホールアネックスに新厨房室を増設しましたマルサン家族葬ホールアネックスに新厨房室を増設しましたマルサン家族葬ホールアネックスに新厨房室を増設しましたマルサン家族葬ホールアネックスに新厨房室を増設しましたマルサン家族葬ホールアネックスに新厨房室を増設しました

　2011年に誕生し、家族葬ホールとして運営してきました「マルサン家族葬ホールアネックス」。
　そちらにこの度、新厨房室を増設いたしました。こちらの厨房室は「温かいお料理を提供する」というこ
とを目的として造られました。

　また、新厨房室の他にもベッドルームを新設。ご家族の
疲れを癒やします。
　新しく、以前よりさら
に使い勝手の広がった
「マルサン家族葬ホール
アネックス」をよろしく
お願いいたします。

▲アネックス外観 ▲新厨房室



●現在の「終活」事情　●エンディングに備えておくこと
●お葬式に関すること　●お骨の供養のこと　●お葬式のマナー他

経済産業大臣認可「全日本葬祭業協同組合連合会」加盟店の経験豊富な講師が、
話題の終活やエンディングに関する基礎知識をわかりやすくお伝えします。

企業・団体・地域の研修会・セミナーに

公演時間は 60分程度 時間・内容についてはご要望に応じて調整いたします。ご相談ください。

「エンディングノート」
～自分らしい最期を迎えるために～

葉鹿高齢者学級

▲ ア ド バ イ ス を す る ス タ ッ フ

●日　時…7月17日㈮
●場　所…葉鹿公民館ホール    
●講　師…㈱マルサン  近藤なをみ
　　　　　「全葬連葬儀事前相談員」「一級葬祭ディレクター」「終活カウンセラー」儀事前相談員」「一級葬祭ディレクター」

フ

▲活用していただくことを第一に考え作成した
　「マルサンオリジナルエンディングノート」

7月17日㈮葉鹿公民館にて「エンディングノート」につい
てのセミナーを行いました。
「エンディングノート」とは人生最期を迎えるにあたり、自
身の思いや希望を家族や知人、友人に伝えるためのノート
です。
エンディングノート＝旅立ちの準備ノートなのです。

活カウンセラ 」

㈱マルサンが足利市教育委員会からの依頼を受け講座を開催㈱マルサンが足利市教育委員会からの依頼を受け講座を開催㈱マルサンが足利市教育委員会からの依頼を受け講座を開催



葉鹿公民館セミナー
2015

4/13
月 三浦半島三大港めぐり  横浜（貿易港）横須賀（軍港）三崎（漁港）

　去る4月13日（月）、待ちに待った「春のそよかぜ会　会員ご優待旅行」の日がついにやって参りました。今回はテーマを
「三浦半島　三大港めぐり」と銘打ちまして、「貿易港である横浜」、「軍港のある横須賀」、「漁港で有名な三崎」の三ヶ
所を巡ります。普段海のない場所に住んでいる私達、またお客様にとっても、食べておいしい、行ってワクワクな内容となっ
ております。
　会報誌にてお知らせをし、定員の160名の募集を開始したのは2月21日の午前10時から・・・。開始早々、電話と来店での申
し込みとで、スタッフ総動員にて対応した結果、午後の3時には定員の160名に達して、これ以降約40名の皆様がキャンセル待
ちとして登録をしていただくことになりました。
　当日は1号車から、寿号車の4台166名様の参加となり、朝7時30分にマルサン前を出発し、道路状況は極めて順調。バスの中
では、豪華賞品を獲得できるジャンケンを行ったり、マルサンからのおみやげを差し上げたりと終始なごやかに楽しく車中を
にぎわせました。
　最初は『横浜ランドマークタワー／横浜ロイ
ヤルパークホテル70階にあるスカイラウンジ・
シリウス』でのランチビュッフェ。地上277m
からの素晴らしい眺めとともに、シェフが切り
分ける豪華なローストビーフをはじめ、約70種
類の美味しいお料理をお腹いっぱい満喫しまし
た。
　次に横須賀港に向かい、街の各所に海軍の雰
囲気が漂う中、「三笠公園」に展示してある世
界の三大記念艦「みかさ」を見学。時代の象徴
を感じさせる船内、様々な展示物を皆様が興味
深く見入っていました。
　最後に三崎港のマグロで有名な産地直送海鮮
市場「うらり」にて、店員さん達の活気あふれ
るかけ声を楽しみながら、おみやげを選ぶ参加
者の皆様。帰りは三浦半島西海岸へ。相模湾の
潮の香りを受けながら「葉山の御用邸」を車中
から眺め、港の赴きを感じたツアーを無事に終
えて、足利への帰路に着きました。

　6年前に他界した父の7回忌法要を営んだのは今年2月のことでした。
それからわずか 2ヵ月後の 4 月 7 日、無事務めを果たして安心したか
のように、母が静かに息を引き取りました。
　父の時もお世話になり、スタッフの皆様に大変よくしていただいた
ことを覚えています。ですからこのたびも迷わずマルサンさんにお願
いしました。いくら経験があるとはいえ、こればかりは慣れるもので
はなく、担当の近藤さんをはじめ、スタッフの方の親切で丁寧な対応
を本当に心強く感じました。
　仕事や地域で結んだご縁で、母のために多くの方がお別れに訪れて
くださいました。
混雑に取り紛れ礼を欠いてしまうのではないかという心配もありまし
たが、親族が見えないところで大勢のスタッフの方が配慮してくださり、安心してお任せできました。
　私が父の代から受け継いだ家業を陰ながらに守り立て、家族のことも懐深い優しさで支えてくれた母に精一杯の感
謝の想いを伝える式にしたい。それが家族みんなの希望でした。
　母の大好きだった生花を敷き詰めた花祭壇。満面の笑みを浮かべた母の写真が所狭しと飾られたメモリアルコー
ナー。通夜の晩、“ 風の館 ” の落ち着いた雰囲気のなかで家族一緒に母の思い出を語り合ったひと時は生涯忘れられな
い時間です。
　私達の気持ちを全部かたちにしてくれたマルサンさんには、とても感謝しています。

母の大好きだった生花を敷き詰めた花祭壇
　優しくて、温かい母の面影そのものでした
　　家族の声に耳を傾け、想いをすべて形にしてくれた
　　　マルサンさんに感謝の気持ちでいっぱいです

とでした。
心したか

ただいた
んにお願
るもので
寧な対応

に訪れて

を傾け、想いをすべて形にしてくれた
んに感謝の気持ちでいっぱいです

施主： 田米開 久男 様 ご夫妻



2015

5/12
火

第12回㈱マルサンそよかぜ会親善オープングラウンドゴルフ大会
第12回㈱マルサンそよかぜ会親善オープングラウンド・ゴルフ大会が平成27年5月12日
㈫に足利市競馬場跡地芝生広場にて開催され338名（男性184名、女性154名）という多く
の方々が広大な芝生の上でプレー、参加者同士笑顔で親睦を深めながらの大会となり
ました。大会は個人戦3回戦24ホールのストロークプレーで争われ、1ラウンドをホール
インワン3回のダイヤモンド賞を記録、スコア39でラウンドされた今井恵美子さんが総
合優勝、小沼昭三さんがスコア49で男子の部の優勝となりました。又、今回オール2打で
ラウンドされた若林照保さんがプラチナ賞を受賞されるという快挙を達成。豪華賞品
が当たる恒例の抽選会もお米・ビール・高級自転車・コーヒーメーカー・鉢花・ギフト品
など当てられた参加者の歓声に会場は大いに盛り上がりました。

1位…

2位…

3位…

4位…

5位…

6位…

7位…

8位…

9位…

10位…

1位…

2位…

3位…

4位…

5位…

6位…

7位…

8位…

9位…

10位…

小沼　昭三

田沼　健輔

吉田　陽昌

下山　与一

木村　　武

荒井　忠秋

中野　静雄

針ヶ谷富次郎

小島　　登

石井　昇一

今井美恵子

石川　ハル

島田　国子

滝田　照子

近藤　　久

小野　文子

中山　セツ

酒巻　マサ

渋沢ユミ子

寒沢　弘子
 （敬称略）（敬称略）

【男子の部】 【女子の部】

▲男女一位 男子 小沼昭三 様／女子 今井美恵子 様

▲プラチナ賞　若林照保 様

▲ダイヤモンド賞　今井美恵子 様 ▲総合優勝　今井美恵子 様

平成27年5月28日㈭足利市民プラザ西館401号室にて開催されました
終活＆相続対策セミナー開催終活＆相続対策セミナー開催

会場は「足利市民プラザ」です。
ご協力ありがとうございました。

ご案内の看板も設置完了！！ 本日の資料とお菓子、飲み物も
準備完了！良い笑顔！と緊張の顔？でご来場を

待つマルサンスタッフです。

全ての準備が整い、お客様を
お出迎え。当日ふいにお越し
になる方があり席が足りるかが
心配でした。

午後1時半
マルサン
樋口社長の
あいさつで
スタート

スタッフ一同心配していた席数もなんとか
ギリギリセーフの会場です。

第1部は終活セミナーです。
近藤講師の軽快なトークで時々笑いを
交えながら和やかに進みました。

いた席数もなんとか
です。

第1部は終活セミナーです。
近藤講師の軽快なトークで時々笑いを
交えながら和やかに進みました。

本日の資料とお菓子 飲み物も

全ての準備が整い お客様を

案内 看板も設置完了！！

スタ 同心配して た席数もなんとか

午
マ
樋
あ
ス

第 部 終活 す

第2部は江原会計事務
所税理士の江原弘義
先生の相続対策セミ
ナーです。お話は、実例
を交えて説明してくれま
すので本当に分かり易
く、来場のお客様にも大
変好評でした。

ご来場いただきましたお客様のアンケートを見ると開催を心
待ちにされていた方も多く、皆様の終活・相続に対する関心
の高さを改めて感じました。セミナー後、個別相談も開催しま
したが、たくさんの方が真剣に相談していました。
本当に好評の声をいただきましたので、早速次回のセミナーの
企画を検討中です。今回参加いただきました皆様、そしてご協
力いただきました皆様、誠にありがとうございました。



主 催：株式会社　　　　 そよかぜ会事業部 TEL.0284ｰ22ｰ0303 FAX.0284ｰ21ｰ3990

●マルサンホールしらぎく前　●JR足利駅北口　●東武足利市駅南口
各地の出発時間・送迎ルートは、出発前にお送りする日程表にてご確認ください。指定集合場所以外での乗車はご遠慮ください。
※バス座席は当方で決めさせて頂きます。申込み順ではございません。
※奇数人数でご参加の場合、相席となる場合がございます。

銀行口座 みずほ銀行足利支店 （普）654162（株）マルサン

●受付開始：8月2日㈰AM10：00より
●受付時間：AM10:00～PM7:00

お申し込み時にご指定ください。乗車場所

旅行担当：小林みどり・小泉君代

旅行代金のお支払い方法 ●ご来店●銀行口座お振込みのどちらかをお選びください。

※銀行振込の場合、恐れ入りますが、お振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。

取消日取
消
料

旅行開始日の前日から起算して14日前～8日前 旅行開始日の前日から起算して7日前～2日前 無連絡・不参加及び旅行開始後前  日 当  日
取消料率 20％ 30％ 100％40％ 50％

行
　
程

足利市（マルサンホールしらぎく前）6：00発＝足利IC＝北関東道／東北道＝上河内SA【休憩】＝安達太良SA【休憩】＝福島西IC＝
磐梯吾妻スカイライン＝浄土平・吾妻小富士【休憩散策】10：40～11：10＝母成グリーンライン＝磐梯熱海温泉「ホテル華の湯」（五つ星の宿）
【昼食・入浴・休憩】12：20～14：45＝磐梯熱海IC＝磐越道／東北道＝那須IC＝那須高原チーズガーデン五峰館【試食と買物】
15：30～16：30＝那須IC＝東北道＝大谷PA【休憩】＝北関東道＝太田桐生IC＝18：50頃着足利市（マルサンホールしらぎく前）

※道路事情により行程スケジュールが異なる場合がございます。

そよかぜ会 会員ご優待旅行 秋日帰り 10/24㈯

●受付開始 月 日㈰ より

●募集人員160名様
定員となりしだい締め切りとなります。

旅行代金おひとり様旅行代金おひとり様旅行代金おひとり様 ゴールド会員ゴールド会員

円09,9809809,980円
円円10,98098010,980円シルバー会員・一般シルバー会員・一般シルバー会員・一般

湯量豊富な天然温泉湯量豊富な天然温泉／美人の湯に癒しの力美人の湯に癒しの力

★★★★★
五つ星の宿

圧倒的湯量を誇る天然温泉圧倒的湯量を誇る天然温泉圧倒的湯量を誇る天然温泉

※写真はイメージです※写真はイメージです※写真はイメージです

試食とショッピング試食とショッピング試食とショッピング

湯量豊富な天然温泉／美人の湯に癒しの力


