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家族の新しい
ストーリーを
つくりましょう

結婚式やお葬式、七五三や賀寿のお祝い。

日本には人生の節目ごとにさまざまな儀式があります。

私たちアルファクラブグループは、

皆様に寄り添いながら、

ご家族の儀式を作り上げてきました。

創業から40年、

儀式はその時代ごとに少しずつ形を変えたり、

新しい要素を加えたりしてきました。

しかし、それぞれの儀式の根底に流れる

ご家族の思いは変わりません。

私たちはこれからも、

皆さんの思いを大切に、そして時代の流れに沿って、

ご家族の儀式を作り上げていきたいと考えます。

連綿と続くご家族の物語に

新しいストーリーを紡ぐために。
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福島法人が設立されたのは昭和58年のことでした。

当時、単身で郡山に赴任した神田会長と、その２年後に着任した稲川副会長。

２人はどのように会社を育て、地域に根付かせたのでしょう。

そして、震災やコロナ禍を経て葬儀や結婚式の形も変わりつつある今、

将来をどのように見据えているのでしょうか。  

グループ会長

神田成二
グループ副会長

稲川治利

SPECIAL
INTERVIEW

アルファクラブ武蔵野㈱	 代表取締役会長
アルファクラブ㈱（福島）	 代表取締役会長
アルファクラブ㈱（栃木）	 代表取締役会長
サイカンシステム㈱	 代表取締役会長
アルファクラブ静岡㈱	 代表取締役会長
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アルファクラブ武蔵野㈱	 代表取締役社長
アルファクラブ㈱（福島）	 代表取締役社長
アルファクラブ東北㈱	 代表取締役会長
アルファクラブ㈱（栃木）	 代表取締役社長
サイカンシステム㈱	 代表取締役会長
アルファクラブ静岡㈱	 代表取締役会長
㈱岐阜冠婚葬祭互助会	 代表取締役会長

H A R U T O S H I 	 I N A G A W A

昭和58年、福島に進出された頃

のお話を伺いたいと思います。神田会長

が最初に福島に入られたそうですね。

神田： そうですね。埼玉から単身赴任

で郡山に入りました。当時、福島県では

「互助会」という言葉自体が浸透してい

ませんでした。「互助会って何？」と聞か

れることも多かったですね。月々会費を

払い、冠婚葬祭のために積立てていく

会だと説明すると、掛け金だけ集めて逃

げてしまうのではないか、詐欺ではない

かなどと言われたこともあります。ですか

ら、そもそも互助会とはどんなものかとい

うことを知っていただくことから始めまし

た。地元で募集した社員も全員互助会

については知りませんでしたから、私が

講師になって勉強会を実施したりもしま

した。

　また、地域の方に受け入れていただく

ためにも、早く斎場を作らなければなら

ないと思っていました。郡山市に土地を

見つけて、一号店を作りました。それと同

時に会津若松の営業所に葬祭の施行が

できるようなものを作った記憶がありま

す。当初は葬儀の施行数も月に数件ほど

で、本当に徐々に、徐々に、増やしていっ

たというのが始まりの頃でしたね。

稲川副会長はいかがでしょう。

稲川： 私は神田会長に２年くらい遅れ

て福島に入らせていただいたのですが、

その頃はまだ施設はできておらず、互助

会の営業をするのにも苦労しました。

やはり地域の皆さんに互助会のことを

理解していただくことが必要でしたから、

まずはそこからでした。ただ今思えば、福

島県内も道路が延び町も広がり、時代

が変わろうとしていた頃だったのだと思

いますね。

　昭和61年に「郡山玉姫殿」がオープン

したのですが、そこから徐々に施設を増

やし、葬祭や結婚式の施行数も増え、地

域に根付くことができたのではないかと

思っています。

神田： 「郡山玉姫殿」は福島県に来てか

ら短い期間で苦労して完成させたので、

初年度に400組余りの結婚式を施行した

ことは、鮮明に記憶しています。もちろん

そこからさらに数を増やす努力の日々が

始まったわけですが…。

福島という土地柄については

何か印象的なことはありましたか。

神田： 埼玉との道路の違いは印象に

残っていますね。雪が多い所で、当初はま

だスパイクタイヤの時代だったので、冬

の間にスパイクタイヤで道路が削られ、

春先になると粉じんがすごかったという

覚えがあります。

稲川： 確かに雪は多いと思いました。40

年前の方が、今より雪も降りましたね。当

初は雪道の運転にも苦労しました。

神田： 最初に福島に着任が決まった際、

福島には海があるのでそれは楽しみだと

思いましたね。私は船や釣りが大好きな

ので、いずれは福島の海を楽しみたいと

思いました。

稲川： 海もそうですが、福島は自然が豊

かなところで、また会津、中通り、浜通りと

それぞれ気候や地域性の異なる３つの

地方があり、それは営業面では大変な部

分もあるかもしれませんが魅力的な県域

だと思いましたね。

40年の間にはいろいろなことが

あったと思いますが、中でも東日本大震

災は東北地方に甚大な被害をもたらし

ました。

稲川： 私は3.11の際、郡山市にいたので

すが、自分自身が感じた揺れよりも、その

後被害の実態を知るにつれ、とんでもな

い災害が起きたと感じました。

神田： 私は出張中だったのですが、出張

先で人に教えられて惨状を知り驚きまし

た。急いで郡山に向かおうとしたのです

が、それが大変でした。東北自動車道が

でこぼこと波打っていたのも、すごい災

害が起きたのだということを改めて感じ

させられました。

稲川： 私共の施設にも多大な被害があ

りましたが、幸いにも人的な被害はあり

ませんでした。その後、施設については順

次復興しました。

　また、震災後に避難所となっていた郡

山市のビッグパレットふくしまや開成山

公園で炊き出しを行ったり、復興再生イ

ベントである「福魂祭」に協力したり、さま

ざまな形で地域の復興にも取り組んでき

ました。

福島でゼロからのスタート
まずは「互助会」への理解を目指しました

SPECIAL INTERVIEW
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震災復興以外の場面でも、さま

ざまな社会貢献に取り組んでいらっしゃ

いますね。

稲川： そうですね。児童養護施設の児

童を招いて七五三姿で記念撮影を行っ

たり、ゲートボール大会を開催したりして

きました。また、新型コロナウイルス感染

症拡大を受けて、感染防護品を病院へ

寄付させていただいたりもしました。

神田： やはり地域社会の一員として「お

客様の暮らす街や地域でもっとお役に

立つ社会に必要とされるアルファクラブ

グループ」のスローガンのもと、地域に貢

献できればと思っています。

稲川： 地域の皆様が元気であることが

引いては私共の仕事にも繋がりますか

ら、これからもさまざまな形でお手伝いを

していきたいと思います。

そのコロナ禍では、冠婚葬祭の

儀式への影響も少なからずありました。

神田： やむなく結婚式を延期されたり、

中止されたりした方も少なくありません。

葬儀も小さな葬儀が増え、婚礼において

もファミリー婚や写真撮影のみといった

形を選ぶ方も増えました。実際、売上は

大幅にダウンしました。ですから経営者

として何とか売上を維持するために工夫

するように指示した記憶があります。

稲川： 今、会長が言われたことに加え私

共は冠婚葬祭業ということで、これまで

は結婚式と葬儀を中心にしてきたわけで

すが、さらに七五三や成人式、お正月の

おせち料理に力を入れるなど会社として

体質を変更してきています。これまで以

上に日本人が古来大切にしてきた季節

ごと、人生の節目ごとの祭礼や儀式を、

地域の皆様と一緒に行う、そんな形で業

務の幅を広げているところです。

　また、会社の経営面での見直しも行っ

ています。たとえば葬儀や結婚式の規模

が小さくなるということは、駐車場も小さ

くて済むわけです。かつては100台、150

台必要だったものが、今は50台もいらな

い。それでは空いた土地をどう活用する

か。土地の再利用、新たな事業展開など

も考えていかなければなりません。他にも

さまざまな形で会社自身が進化したとい

うか、そういう部分はあります。これからも

さらにいろいろなことを考えて、いろいろ

なことをやっていかなければならないと

東日本大震災からの復興
さまざまな形で地域社会への貢献も

SPECIAL INTERVIEW

最終的に、
お客様に喜んでいただくことが
何よりも大切だと思っています

－神田

思っています。常に時代や社会情勢、お

客様のニーズを見極め、対応していく柔

軟性を持っていたいと思います。

ところで、お二人は社員として入

社し、そこからトップに上り詰められまし

た。大きな組織の中でどうすればトップ

になれるのでしょう。

神田： そんなことは考えたこともないの

で、どうお答えしたものか難しいですね。

ただ、私は入社当初から常に、会社がど

うすれば良くなるか、大きくなるか、その

ための努力をひたすら続けてきました。そ

の結果が今なのではないかと思います。

　私が入社した時には、社員は7 〜8名

しかいませんでした。そこから長野県、栃

木県、福島県に進出したわけで、これが

会社が大きくなっていく始まりでした。埼

玉を含めて４つの地盤ができた段階で、

誰がどこの責任者になるかということで

会社内部で話し合いが行われました。

私は実際何処に行ったとしても一生懸

命やるだけだと思っていたので、残った

ところの何処でも良いよということで結

局福島に行くことになったのです。でも、

結果として私は福島で良かったと思って

います。先ほど言ったように、赴任した当

初は互助会への理解がなかった福島の

方達にどうしたら理解していただけるか

を考え、努力を重ねるうちに皆さんに受

け入れていただきました。そんな積み重

ねが今につながっているのだと思ってい

ます。

稲川： 私も埼玉から福島に来たわけで

すが、その時に考えたことは、やはりいか

に会社を大きくするか、売上を上げてい

くかということでした。

　私の場合、福島に赴任した当初に青

年会議所に入会したのですが、当初はも

ちろん知っている方もおらず会社も小さ

かったので、何処の誰だか、何の会社か

分かっていただけない状態でした。それ

が今では、お陰様で誰でも知っている会

社になっている。イコール、いかに存在

感のある会社に成長したかということだ

と思います。それは会長や私だけでなく、

一緒に頑張ってくれた社員のおかげだと

思っています。

　さらに今、当社は福島管轄として山

形県、岩手県、茨城県、岐阜県に進出し

ていますが、そういう意味ではどんどん

売上と実績を積み重ねています。どの県

のどの地域でも、地域一番店を目指して

やってきましたし、それは今も、これからも

同様です。

　そしてどんな状況であっても職員１人

ひとりの努力こそが会社全体の成長に

時代とともに変わる儀式の形
進化し続ける会社の中で

時代の変化をとらえ、調整できる
そんな柔軟性も必要です

－稲川
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なし、結果につなげる。そんな社員になっ

てくれればありがたいと思っています。

稲川： 先ほども言ったように、これから

どんどん時代が変わるとともに、冠婚葬

祭に対するお客様のニーズも変わってい

くと思います。先ほど神田会長からコロ

ナ禍で結婚式や葬儀の形が変わってき

たというお話もありましたが、儀式の形は

変わっても儀式そのものがなくなるので

はありません。私たちは時代の変化に合

わせた対応をしていかなければなりませ

ん。変わっていく部分をきちんととらえ、

調整できる。そんな柔軟性が必要だと思

います。

最後に、これからの展望について

お聞かせください。

神田： 会社としては、毎年売上などの目

標を立てておりますので、それに向かって

どんどん進んで行きたいと思っています。

私自身は、その目標を見誤らないように、

時に軌道修正を図ることも考えながら

ゴールを目指したいと思います。

　今回、40年の節目を迎え、良くここまで

来たという思いもありますが、一方では

複雑な社会情勢の中で、改めて会社のこ

れからを考えていかなければならないと

感じています。福島をはじめ、各地域の

地域性なども考えた展開をしていかなけ

ればなりません。

稲川： 福島管轄として見れば、これから

人口が減少していくことも予想されます。

そんな中で、県として、そして地域での

一番店を目指してやっていきたいと思っ

ています。そのためには地域に寄り添い、

良い葬儀、良い結婚式を提供することで

これまでも大きくなってきたわけですし、

これからも成長できればと思っています。

　今、会長が40周年を迎えて会社の未

来を改めて考えたいとおっしゃいました

が、私たちは冠婚葬祭互助会である以

上、会員の募集をして、そこから結婚式

や葬儀などにつなげることで仕事をさせ

ていただいています。ですからこれから

も、変わらずに会員募集を続け、求めら

れる施設の充実やソフトの提案を行って

いかなければなりません。それはつまり、

いかにお客様に愛される会社になってい

くかということだと思います。

　これからも、冠婚葬祭を通じて地域社

会の発展、そしてそこに暮らす皆様の豊

かな生活に貢献し、地域に根ざす企業と

して成長できればと思っています。

地元に寄り添い地域一番店に
お客様第一で50年、100年続く企業へ

つながることは変わりありません。会長

が入社された頃の社員数人でも、それ

からお１人で福島に来られたときも、そし

て今のアルファクラブグループも、個の力

が企業を支えるのだと思っています。トッ

プになるかどうかは、結果としてついてく

るものなのだと思っています。

大切にしている理念や、やりがい

を感じることなどはありますか。

神田： 毎日一生懸命仕事をする、という

ことは常に大事にしてきました。稲川さん

がおっしゃったように、どんな立場にいて

も、与えられた場所でやるべき仕事をこ

なすことが大切だと思います。先ほどの

繰り返しになるかもしれませんが、その

積み重ねが結果となります。

　私共では現在、斎場、結婚式場を合

わせて実に膨大な数の施設を営んでい

ます。施設の多さを誇るのでなく、どの施

設でも、そしてどの仕事でも、最終的に

お客様に喜んでいただくことが一番大

切だと思っています。それが私共の仕事

の何よりのやりがいだと思います。

稲川： 今、会長が施設数に触れました

が、福島管轄でも斎場は数百を数えま

す。斎場は近くにあればあるほど、お客様

には便利ですよね。そういう意味でも、お

客様に喜んでいただけるようになってき

ているのではないかと思います。

　よく会長とも話をしますが、我々の時

代はとにかく会社を大きくすることを考え

てきました。

神田：そうですね。私たちの時代はひた

すら会社を大きくしようと頑張ってきま

したね。そういう時代だったと思います。

今、“会社を大きくする”という意味は変

わってきているかもしれません。

稲川： 確かにそう思います。斎場の規模

や数だけでなく、加えて地域との関わり

だったり儀式の内容だったり、ソフト面

でも “対応力を持つ”とか “懐を深く、大

きくする”とか、そんなところもまた、会社

の大きさになっていくのかもしれません。

今、岐阜にも進出していますし、これから

もいろいろな意味で会社が大きくなるの

が楽しみです。

社員の方達には、どんなことを

期待していますか。

神田： それぞれの立場や仕事によって異

なるとは思いますが、一つ共通して言える

ことは、先ほども言ったように自分に与え

られた仕事、やるべき仕事を一生懸命こ

地域のお客様に喜んでいただく
日々の積み重ねが会社の未来につながります

SPECIAL INTERVIEW
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冠婚部 施設一覧
GROUP COMPANY

会社概要

ベルヴィ郡山館
福島県郡山市山根町8-7

パラシオ デ ビアナ ベル・カーサ
福島県福島市西中央５-49-1

ラ・スリーズガーデン ベル・ルクス
福島県会津若松市平安町2-88

ハウス オブ ベルヴィ白河
福島県白河市東小丸山24

パーフェクトウエディング
ベル・クイーンズ須賀川
福島県須賀川市岩作40-1

ウエディングサンクチュアリー
ベル・ブランシェ山形
山形県山形市松波4-10-5

ウエディンググレース
ベル・ブランシェ天童
山形県天童市鍬ノ町2-3-80

ベル・カシェット
山形県山形市みはらしの丘1-4-1

ラヴァーズストリート
ベルヴィ盛岡
岩手県盛岡市本宮6-8-22

グランリゾート
ベルヴィ ロヴィナテラス
岩手県盛岡市本宮6-7-35

ベル・ティアーズ日立
茨城県日立市西成沢町1-4-30

ウエディングリゾート
フラン ベル アムール
茨城県土浦市港町1-11-8

花カフェ＆ウエディング
ブルーミーズ 岐阜
岐阜県大垣市東町4-61-1

花カフェ＆ウエディング
ブルーミーズ 南栄町
山形県山形市南栄町2-12-14

花カフェ＆ウエディング
ブルーミーズ 盛岡
岩手県盛岡市本宮6-7-35

花カフェ＆ウエディング
ブルーミーズ 牛久
茨城県牛久市ひたち野西1-22

ウエディングコンシェルジュ 結
福島県いわき市小名浜字辰巳町79 イオンモールいわき小名浜2F

レストラン H&A
山形県山形市桧町2-5-28

モダンリゾートウエディング
ベル・ザ・クラス
茨城県牛久市ひたち野西1-22

ベル・ジャルダン
茨城県守谷市松並青葉4-1-12

エル・アリーヴォ
岐阜県岐阜市薮田南1-1-1

エスティーズ
岐阜県各務原市鵜沼東町6-48

※2022年4月末時点／子会社含む

アルファクラブ株式会社

福島県郡山市鶴見坦2-4-5

神田 成二

稲川 治利

1億円

983名（※）

経済産業大臣許可(互)第2018号

会社名

本社住所

代表取締役会長

代表取締役社長

資本金

従業員数

登録番号

アルファクラブ東北株式会社

福島県郡山市開成3-6-15

稲川 治利

神田 貢典

1億円

497名（※）

経済産業大臣許可(互)第3070号

会社名

本社住所

代表取締役会長

代表取締役社長

資本金

従業員数

登録番号

我々は社会に必要とされる
アルファクラブグループをめざす
仕事を通じ社会に奉仕をし
汗と涙の感動する儀式の提供を続け
これを基礎に人脈を築き上げなければならない

社  是 社  訓

一、
一、
一、
一、
一、

人間尊重
創業の精神
初志貫徹
一致団結
教養・勇気・決断

株式会社 岐阜冠婚葬祭互助会

岐阜県岐阜市江添2-9-3

稲川 治利

神田 貢典

4,500万円

253名（※）

経済産業大臣許可(互)第4003号

会社名

本社住所

代表取締役会長

代表取締役社長

資本金

従業員数

登録番号

株式会社 レクスト岐阜

岐阜県岐阜市花月町1-1

神田 貢典

6,800万円

88名（※）

経済産業大臣許可(互)第4041号

会社名

本社住所

代表取締役社長

資本金

従業員数

登録番号

株式会社 レクストワン

岐阜県大垣市伝馬町107

神田 貢典

2,000万円

41名（※）

経済産業大臣許可(互)第4014号

会社名

本社住所

代表取締役社長

資本金

従業員数

登録番号
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葬祭部 施設一覧

盛岡市津志田町1-2-30
さがみ典礼 津志田長安殿

盛岡市南大通２-8-3
さがみ典礼 南大通長安殿

岩手郡雫石町晴山70-1
さがみ典礼 雫石長安殿

盛岡市黒石野2-5-15
さがみ典礼 メモリアルホール黒石野長安殿

盛岡市中屋敷町1-45
さがみ典礼 中屋敷ホール

盛岡市愛宕町7-8
さがみ典礼 メモリアルホールもりおか長安殿

盛岡市茶畑1-20-23
さがみ典礼 盛岡迎賓館

盛岡市みたけ6-1-8
さがみ典礼 みたけ長安殿

盛岡市西仙北1-33-21
さがみ典礼 仙北長安殿

盛岡市青山1-19-50
さがみ典礼 青山長安殿

山形市上町2-4-12
ファミリー斎場 双樹

山形市緑町1-9-29
ファミリー斎場 山形迎賓館

山形市南館3-6-6
ファミリー斎場 山形

山形市飯田西4-2-12
ファミリー斎場 山形南

山形市五十鈴3-1-22 
ファミリー斎場 山形北

山形市江俣1-6-22
ファミリー斎場 山形西

村山市中央2-7-8
ファミリー斎場 村山

上山市弁天1-8-23
ファミリー斎場 上山

上山市河崎2-2-11
ラ・メモリア上山河崎

寒河江市大字寒河江字塩水32-1
ファミリー斎場 寒河江

東根市神町北2-2-41
ファミリー斎場 東根中央

東根市温泉町3-9684-1
ファミリー斎場 北村山

尾花沢市北町1-4-7
ファミリー斎場 尾花沢

西村山郡河北町谷地字月山堂685-1
ファミリーホール かほく

西村山郡河北町谷地字月山堂160-2
かほくべに花プラザ

天童市桜町6-26
ファミリー斎場 天童

天童市北久野本2-8-37
ファミリー斎場 天童北

天童市交り江2-9-12
ファミリー斎場 天童西

山形市宮町1-13-12
ファミリー斎場 宮町

東村山郡中山町あおば13-8
ファミリー斎場 中山

山形市江俣4-20-9
ファミリープレイス花ホール

山形市和合町1-1-62
家族葬のファミラル和合町

山形市本町2-1-43
家族葬のファミラル本町

寒河江市中央2-11-5
家族葬のファミラル寒河江

上山市河崎2-2-11
家族葬のファミラル上山

郡山市土瓜1-65
さがみメモリアル斎場 新さくら通り

郡山市菜根1-11-14
さがみ菜根斎場

郡山市富久山町久保田字本木29-1
さがみ葬斎会館 富久山

郡山市安積町長久保1-18-12
さがみ安積ホール

郡山市開成3-6-24
開成斎場

郡山市方八町2-5-8
郡山斎場

岩手郡雫石町黒沢川17-7
さがみ典礼 雫石南長安殿

北上市大通り３-6-26
さがみ典礼 北上大通り長安殿

花巻市高田8-56-1
さがみ典礼 花巻長安殿

花巻市西大通り1-9-11
さがみ典礼 花巻西長安殿

花巻市石鳥谷町八幡5-48-1
さがみ典礼 石鳥谷長安殿

花巻市東和町土沢7-4-1
さがみ典礼 東和長安殿

花巻市東和町土沢7-4-1
さがみ典礼 東和ホール

遠野市松崎町白岩18-100-1
さがみ典礼 遠野長安殿

滝沢市葉の木沢山511-33
さがみ典礼 滝沢長安殿

滝沢市鵜飼笹森10-1
さがみ典礼 滝沢中央長安殿

紫波郡矢巾町西徳田5-106-1
さがみ典礼 矢巾長安殿

紫波郡紫波町高水寺字大坊31-1
さがみ典礼 紫波長安殿

北上市さくら通り3-9-40
さがみ典礼 北上長安殿

奥州市江刺南町5-10
孝輝殿 江刺南町会館

一関市花泉町涌津字二ノ町53
セレモニーゆずり葉

一関市花泉町涌津字下原12-1
ゆずり葉法宴館

一関市花泉町涌津字一ノ町58-2
家族葬ホール禮賓館

奥州市江刺愛宕字大畑89-2
江刺孝輝殿

奥州市江刺玉里字青篠244-1
孝輝殿 江刺玉里会館

北上市稲瀬町上台201-1
北上孝輝殿

胆沢郡金ヶ崎町西根鍛冶下13-7
孝輝殿 金ヶ崎会館

奥州市水沢東大通り1-7-16
孝輝殿 水沢東大通り会館

奥州市水沢羽田町駅前1-38
水沢江刺駅前ホール 孝輝殿 長安殿

奥州市水沢台町5-101
孝輝殿 水沢台町会館

奥州市水沢台町5-101
孝輝殿 水沢台町法宴館

奥州市江刺愛宕字観音堂沖123-1
孝輝殿 江刺桜木会館

奥州市前沢古城字東見寺下2-1
前沢孝輝殿

盛岡市中屋敷町1-45
家族葬のファミラル中屋敷

2022年オープン予定
家族葬のファミラル都南

盛岡市三ツ割5-1-1
家族葬のファミラル三ツ割

盛岡市青山4-44-17
家族葬のファミラル月が丘

盛岡市高松1-7-17
家族葬のファミラル高松

盛岡市東松園1-2-1
家族葬のファミラル松園

盛岡市中央通3-5-23
家族葬のファミラル盛岡中央通

一関市萩荘字箱清水7-1
さがみ典礼 一関長安殿 釣山会館

一関市字台町45-1
さがみ典礼 一関長安殿

奥州市江刺八日町1-1-17
さがみ典礼 江刺長安殿

一関市字地主町1-20
さがみ典礼 一関迎賓館

奥州市水沢日高西27-1
ファミリー斎場 日高

奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目74-1
おうしゅうホール

盛岡市青山2-2-12
家族葬のファミラル青山

岩手県

山形県

福島県
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葬祭部 施設一覧

会津若松市山見町24-13
さがみ家族葬ホール 遥

喜多方市塩川町東栄町4-5-5
さがみ塩川斎場

河沼郡会津坂下町字舘ノ下38
さがみ坂下斎場

喜多方市字北町上84
さがみ喜多方斎場

南会津郡南会津町田島字東荒井55-2
さがみ葬斎会館 南会津

会津若松市一箕町大字亀賀川西126
さがみ一箕町斎場

会津若松市西年貢1-7-6
さがみ門田斎場

郡山市大槻町字中野26-1
さがみ大槻斎場

郡山市横塚5-199-5
さがみ家族葬ホール 横塚

会津若松市宮町5-25
さがみ葬斎会館 会津若松

会津若松市平安町2-43
会津斎場

会津若松市平安町1-2
さがみ家族葬ホール 会津

南会津郡南会津町田島字北下原153
さがみ田島斎場

福島市泉字下鎌15-1
さがみ福島ホール

福島市宮町5-10
福島斎場

福島市八島町5-41
さがみメモリアル斎場 八島町

福島市南中央3-1-1
さがみメモリアル斎場 野田

福島市鳥谷野字宮畑85
さがみ福島南斎場

本宮市本宮字中台24-4
さがみメモリアル斎場 本宮

福島市丸子字中ノ町6-1
さがみ福島北斎場

福島市成川字杵清水23-1
さがみ福島西斎場

伊達市梁川町広瀬町1
さがみ梁川斎場

伊達郡川俣町飯坂字中道15-1
さがみ川俣ホール

本宮市本宮字中台24-4
さがみ家族葬ホール 本宮

須賀川市中宿323
須賀川斎場

二本松市大壇197-2
さがみメモリアル斎場 二本松

須賀川市旭町226-1
さがみ葬斎会館 須賀川

須賀川市堀底町51
さがみ須賀川西斎場

岩瀬郡鏡石町本町16
さがみ鏡石斎場

西白河郡矢吹町八幡町429-1
さがみ矢吹斎場

いわき市小名浜大原字一本木1-1
家族葬のファミラル大原

郡山市八山田5-8
家族葬のファミラル八山田

取手市片町字南裏畑298-3
さがみ典礼 藤代ホール

2022年オープン予定
さがみ内郷斎場

2022年オープン予定
さがみ典礼 植田斎場

伊達市保原町東野崎38-6
家族葬のファミラル保原駅前

いわき市常磐下湯長谷町シザ69-1
吉成斎苑 花の葬送

いわき市常磐下湯長谷町町下32-1
吉成斎苑 ふぁみりい

白河市結城71
メモリアル斎場 白河

田村市船引町東部台3-110
さがみ船引斎場

いわき市平字中町15-3
さがみ典礼 いわき迎賓館

白河市和尚壇2-2
さがみ白河斎場

白河市昭和町53
さがみ白河昭和町斎場

いわき市常磐関船町1-1-3
さがみ葬斎会館 いわき

白河市東小丸山24
家族葬のファミラル南湖

いわき市錦町中央3-6-1
さがみ勿来斎場

いわき市小名浜岡小名浜作前12-2
家族葬のファミラル岡小名

須賀川市岡東町169
家族葬のファミラル岡東町

石岡市若松1-3-24 
さがみ典礼 石岡西ホール

土浦市田中1-6-9
さがみ典礼 土浦ホール

土浦市西根南1-1-6
さがみ典礼 土浦南ホール

土浦市粕毛631-1
あさみ会館

かすみがうら市稲吉3-3-2
さがみ典礼 かすみがうらホール

石岡市石岡1-3-2
さがみ典礼 石岡ホール

龍ヶ崎市姫宮町180
さがみ典礼 龍ヶ崎ファミリーホール

石岡市石岡2-16-1
さがみ典礼 石岡中央ホール

鉾田市新鉾田2-2-8
さがみ典礼 鉾田ホール

鉾田市新鉾田2-19-3
さがみ典礼 クレストホール鉾田

行方市浜1983-1
さがみ典礼 行方ホール

龍ヶ崎市姫宮町180
さがみ典礼 龍ヶ崎ホール

取手市戸頭5-4-1
さがみ典礼 戸頭駅前ホール

龍ケ崎市入地町375-2
さがみ典礼 龍ヶ崎西ホール

牛久市牛久町字富士塚482-3
さがみ典礼 牛久ホール

牛久市中央1-5-7
さがみ典礼 牛久中央ホール

つくばみらい市富士見ケ丘2-14-6
さがみ典礼 みらい平ホール

稲敷市江戸崎甲680-2
さがみ典礼 稲敷ホール

神栖市波崎8553-1
さがみ典礼 波崎ホール

守谷市けやき台1-30-2
さがみ典礼 守谷ホール

常総市水海道宝町1556-1
さがみ典礼 水海道駅前ホール

坂東市辺田642-2
さがみ典礼 坂東ホール

潮来市日の出７-15-1
さがみ典礼 潮来ホール

神栖市平泉東2-1-7
さがみ典礼 神栖ホール

日立市若葉町3-3-7
さがみ典礼 日立若葉ホール

鹿嶋市宮中243-2
さがみ典礼 鹿嶋ホール

日立市田尻町4-49-27
さがみ典礼 日立ホール

日立市大みか町6-6-24 
さがみ典礼 日立大みかホール

日立市大沼町3-32-23
さがみ典礼 日立大沼ホール

日立市大久保町3-10-1
さがみ典礼 日立大久保ホール

つくばみらい市絹の台2-7-1
家族葬のファミラル絹の台

北茨城市中郷町上桜井字細谷2854
さがみ典礼 北茨城ホール

高萩市大和町1-8-2
さがみ典礼 高萩駅前ホール

土浦市田中1-6-9
家族葬のファミラルつちうら

土浦市港町1-3-16
家族葬のファミラル土浦駅前

土浦市荒川沖東2-14-25
家族葬のファミラル荒川沖

稲敷郡阿見町阿見4039-1
家族葬のファミラル阿見

2022年オープン予定
家族葬のファミラル鹿嶋

福島県

茨城県郡山市上亀田20-1
さがみ上亀田斎場

郡山市並木3-1-7
さがみメモリアル斎場 並木

郡山市田村町金屋字漆保3-1
さがみ金屋斎場

郡山市御前南2-17
さがみ御前南斎場

郡山市若葉町15-5
さがみ若葉斎場

郡山市安積荒井3-341
さがみ家族葬ホール 荒井

2022年オープン予定
家族葬のファミラル門田
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関連施設一覧

岐阜県 仏壇・仏具・墓石の興運堂

福島県郡山市熱海町熱海5-38
オーベルジュ鈴鐘

福島県郡山市並木3-5-14
並木温泉 ゆの郷

福島県いわき市平字大工町11-4
ホテルアーバングレイスヴィラ 〈いわき駅前〉

山形県山形市香澄町1-18-12
ホテルアーバングレイスグラン

岩手県奥州市水沢大手町5-33
水沢翠明荘

岩手県盛岡市中屋敷町1-57
盛岡店

福島県郡山市菜根4-2-18
郡山本店

福島県福島市宮町5-10
福島店

福島県会津若松市山見町24-13
会津店

福島県白河市和尚壇2-2
白河店

茨城県龍ヶ崎市緑町171
龍ヶ崎店

茨城県日立市大みか町6-6-24
日立店

茨城県土浦市田中1-6-9
土浦店

盛岡市茶畑1-20-23
盛岡迎賓館店

岩手県一関市地主町1-20
一関店

岩手県北上市大通り3-6-26
北上大通り店

山形県山形市南館3-6-6
山形店

山形県寒河江市寒河江塩水32-1
寒河江店

岐阜市花月町1-1
岐阜愛昇殿

岐阜市正木中4-7-50
レクスト岐阜 北斎場

岐阜市薮田南3-1-6
レクスト岐阜 南斎場

岐阜市芥見長山3-121-1
レクスト岐阜 芥見斎場

岐阜市柳津町北塚3-2
レクスト岐阜 柳津斎場

岐阜市鶴見町18
岐阜葬祭 鶴見 岐阜斎場

岐阜市旭見ヶ池町3
岐阜葬祭 梅林 岐阜斎場

岐阜市六条江東3-4
岐阜葬祭 六条 岐阜斎場

岐阜市北島1-2
岐阜葬祭 島 岐阜斎場

岐阜市岩田西1-85
岐阜葬祭 岩田斎場

岐阜市長良東1-11
岐阜葬祭 ファミリーホール長良公園

岐阜市岩崎969-1
岐阜葬祭 岩崎斎場

岐阜市岩地1-9-19
小さなお葬式 岐阜岩地ホール

岐阜市近島5-2-6
小さなお葬式 岐阜島ホール

岐阜市城東通5-18
小さなお葬式 岐阜城東ホール

岐阜市早田栄町1-19
小さなお葬式 岐阜早田ホール

大垣市安井町6-17
セレモニーホール 子安斎場

大垣市中野町4-23-1
レクストワン 子安中野斎場

大垣市長松町762
小さなお葬式 ファミール絆 長松

大垣市加賀野4-46
レクストワン 子安中央斎場

大垣市加賀野4-46
小さなお葬式 大垣ホール

海津市海津町鹿野1384-12
小さなお葬式 ファミール絆 海津

羽島市福寿町浅平3-15-1
レクストワン 羽島斎場

羽島市竹鼻町丸の内10-2
岐阜葬祭 羽島斎場

羽島郡岐南町上印食6-10
岐阜葬祭 岐南斎場

各務原市鵜沼西町3-10
岐阜葬祭 鵜沼 岐阜斎場

各務原市蘇原東栄町2-77
岐阜葬祭 そはら斎場

各務原市鵜沼三ツ池町5-227-1
レクスト岐阜 各務原三ッ池斎場

瑞穂市別府1546-1
岐阜葬祭 みずほ斎場

本巣郡北方町若宮2-1
岐阜葬祭 北方斎場

揖斐郡池田町八幡930
セレモニーホール 子安北斎場

関市東貸上７１
セレモニーホール ルネス関

関市池田町161
小さなお葬式 関池田ホール

美濃市1328-1
セレモニーホール ルネス美濃

美濃市89-1
レクスト岐阜 ルネス美濃

可児市下恵土字宮前5625-1
レクスト岐阜 可児中央斎場

可児市土田字富士ノ井5225-1
レクスト岐阜 可児斎場

岐阜市日野南9-1-9
ペットセレモニー岐阜 日野霊園
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神 田  貢 典
	K O U S U K E 	 K A N D A

アルファクラブ東北㈱	代表取締役社長
㈱レクスト岐阜	代表取締役社長
㈱レクストワン	代表取締役社長
㈱岐阜冠婚葬祭互助会	代表取締役社長

スポーツでチームワークや礼儀、規律を学んだ。

仕事で不在の父に代わり、家族を思った日々。

少年は漠然と父の足跡を追いかけていた。

奇しくも父の転機と同じ年齢を迎え、

自身も大きな転機を迎える。

そこでこの仕事の真髄を知り、

さらなる飛躍を目指す。

会社が40周年を迎えた今、

時代の変化をひしひしと感じ、

会社のあるべき姿を模索する。

次の10年をどうするか。

その先の10年は？100年は？

これまでの日々を走り抜けたように、

今、また新たなスタートを切る。

40年を踏まえ
次の一歩を

FOR FUTURE

まずは、今の神田社長を形成

した幼少期のお話をお聞かせください。

どんなお子さんだったのでしょう。

　基本的には活発な子どもだったと思い

ます。小学校から中学、高校と、サッカー

や剣道、野球などいろいろなスポーツを

体験しました。サッカーも野球も決して強

いチームではなかった（笑）のですが、そ

の中でチームワークの大切さを学んだ気

がします。また、剣道ではやはり礼儀や挨

拶など、規律面で教えられることも多かっ

たと思っています。

お父様である神田会長はどんな

父親でしたか。

　仕事で家にいないことが多かったです

ね。進級や進学などの節目で話を聞いて

くれるのですが、厳しかったと記憶してい

ます。筋の通っていないことや、生活態度

が悪かったりすると怒られましたね。

　会社が福島に進出した頃、私は小学校

３年生か４年生だったと思うのですが、

父に呼ばれて「これから福島の方に単身

赴任になるけれど、お母さんのことを頼む

な」と言われた覚えがあります。そこで改

めて長男であることを意識したというか、

父も自分を長男として見ているのだと思

い、自覚が芽生えたように思います。

　大きくなるにつれて怒られることも少

なくなったと思うのですが、１度だけもの

すごく怒られたことがありますね。学生時

代、自宅に私１人だったときに鍋だったか

ヤカンだったか、おそらく火をつけたまま

寝てしまったことがあったんです。突然、

父のものすごい怒鳴り声で起こされて、

何事かと思って飛び起きると、父が真っ

黒に焦げた鍋を持って「何だ、これは」と。

あれは怒られましたね。確かに火事でも

起こしていたら大変なことだったのです

が、あの時のことは今までも鮮明に覚え

ています。

会社を継ぐという意識は昔から

あったのでしょうか。

　漠然とですが、学生の頃にはそういう

意識はあったと思います。それで、継ぐの

であれば卒業後はまず金融機関に行け

ということで、４年間サラリーマン生活も

経験しました。そこで社会人としての基本

やルールも学びましたし、その経験という

のは大きかったと思っています。

実際にアルファクラブグループに

入社して、いかがでしたか。

　最初に営業に配属されたのですが、私

自身、まずは実績を作らなければならない

という思いがありました。営業部で代理店

をゼロから任されて、そのときに人を増や

していく難しさは感じましたね。最初に代

理店を作ったときというのは、私１人しか

いないわけです。そこから組織を作るとい

うことでチャレンジしたのですが、支えてく

れたメンバーというのは、その後山形や岩

手に進出した際にも一緒に行ってくれた

掛け替えのないメンバーです。短い時間で

人材作りをした中で、そのメンバーをはじ

め他の人達の力も借りました。そういう人

のつながりというのは大切だと、身をもっ

て体験しました。

転機となった出来事などはあり

ますか。

　会社としては、旧アンサージをお引き

受けしたことは一つ大きな転機になった

と思っています。お客様からお預かりして

いた前受金を保証しなければなりません

から、売上規模を拡大するために当時は

仕事で留守の多かった父は厳しく
長男として私を育ててくれたと思います

FOR FUTURE
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多少無理をして山形に出ました。これが

今のアルファクラブ東北で、そこから岩手

にも進出して、さらに現在につながってい

ます。

　私にとっては、転機と言えるかどうかわ

かりませんが、岩手進出が成長のポイン

トだったと言えるかもしれません。

　実は会長が福島に出てきたのが33歳

のときなんですね。そのことを以前から

会長は何かにつけてずっと言っていたん

です。「私は33歳で福島に出てきた」と。

そして意識していたわけではないのです

が、私が岩手に出て行ったのも33歳の

ときなんです。そのことに気づいて、ちょう

ど自分も33歳だし会社を大きくするため

のきっかけにしたいと思いました。また、

私共の仕事はいわゆる “人口商売”とい

うか、人口が減少すると難しくなる。エリ

アを広げてでも対象人口を増やしたい

という狙いもありました。岩手進出の際

には、そんな２つの思いがありました。

　さらに、Ｍ＆Ａをした先の方達といかに

して融合していくか。押しつけるだけでも

ダメですし、それまで甘かった部分を気

づかせることもしなければならない。そう

いったことも勉強になりました。結果とし

て岩手進出は転機でもあり、学ぶことも

多かった仕事だったと言えます。

最近は岐阜への進出もありました。

　そうですね。また新しい土地でのスター

トを切りました。「岐阜」は中部地方に位

置する県で、もちろん東北とは違う風土

を持っています。自然が豊かだというとこ

ろでは福島県に通じる部分はあるかもし

れません。私共では、県内のアクセスの

良い場所に「レクスト岐阜」や「レクスト

ワン」、「岐阜葬祭」などの葬儀場を展開

していて、お客様のニーズに合ったご葬

儀ができるような施設となっています。さ

らに婚礼は２施設と、フラワーショップと

カフェが融合した婚礼施設「ブルーミー

ズ岐阜」を展開しています。まだまだこれ

からですが、これまで福島をはじめ各地

で事業を展開してきた経験と実績を活

かし、さらには赴任したスタッフの努力に

よって、地元の皆様に愛される企業とし

て根付かせていきたいと思っています。

経営理念についてお聞かせいた

だけますか。

　私は何よりもお客様に良い商品を提

供することを大切にしています。我々の

商品というのは結婚式とお葬式がメイン

で、つまりはサービス業ですから、気配

り、心配りこそが我々の商品です。たとえ

ばビールにしても家で飲めば１杯200円

位で済みますが、それが飲食店では、飲

み方によっては１杯800円位、あるいはそ

れ以上することもあるわけです。それは

ビールやグラスを冷やしたり、おいしいお

つまみをセットしたり、さまざまな付加価

値がつくからなんです。その付加価値こ

そ、気配りと心配りによって生まれるもの

だと思います。

　ですから、たとえば結婚式１つをとって

も、いかに付加価値をつけるかというこ

とになるのですが、それはつまり、いかに

お客様である新郎新婦、そしてご家族や

ご招待客の皆様に喜んでいただけるかと

いうことだと思います。そして、その付加

価値は１組１組のお客様でそれぞれ異

なるものです。ですからお客様に寄り添

い、お客様の気持ちを理解することが必

要になるのです。

　そのためにも現場でお客様と直接接

するスタッフが大切だと思っています。

現場で頑張ってくれるスタッフがいるか

ら、私も含めそれぞれの役職の責任者

が責任者でいられる。そういうところを

勘違いしないように、現場のスタッフの

仕事というものを理解しなければならな

いと思っています。

会社として、これから変えるべき

ところや変えてはいけないとお考えのこと

はありますか。

　今、変えていこうと思っているのは会社

の福利厚生です。今言ったように、現場

のスタッフが働きやすい環境を作ってい

かなければならないと思っています。私共

の会社では部署によって休みが取りづら

かったりするので、そこはできるだけ早く

変えていきたいですね。かつて、葬祭部

などはそういう世界なのだと思われてい

ましたが、今入社してくる若い子達にそれ

は通用しない。そういう意味では当社なり

の働き方改革はしていかなければならな

いと思っています。

　一方、変えてはいけないという部分で

は、社是にも謳っているのですが、私たち

の仕事は、仕事で奉仕をして、その仕事

お客様に良い商品を提供することを大事にしています
地域への恩返しである奉仕活動も続けたい

FOR FUTURE

をもとにさらにお客様を増やしていく。

それが互助会というシステムです。です

からこれからも互助会の営業活動という

のは今以上に強化して、全社員でやって

いかなければならない。冠婚葬祭互助会

業としてやっていく上で、絶対にぶれては

いけない部分だと思っています。

近年、アルファクラブグループと

して力を入れている社会奉仕活動に関

して教えていただけますか。

　我々はこの40年間、地域の方々に利用

していただいてやってきたわけで、その地

域にどういう形で貢献できるのかという

ことを考えてきました。未来を担う子ども

達を応援したいということで、子ども食堂

も開催しました。また、高齢者の方達に

元気でいていただけるよう、ゲートボール

大会やグラウンドゴルフ大会の開催やお

手伝いもしています。

　今後は、たとえば友引の日に、葬祭場

をコミュニティセンター代わりに使ってい

ただいて、おじいちゃん、おばあちゃんに

集まっていただく。おじいちゃん、おばあ

ちゃんが自由に集まって、お茶を飲んだり

みかんを食べたりしながらおしゃべりをし

て過ごす。そんなふれあいの場も提供で

きたらいいと思っています。もちろん、お年

寄りに限らず、地域のコミュニティに利用

していただくというのも良いと思います。

せっかく地域にある施設ですから、いろい

ろな利用方法を考えて提案したいと思っ

ています。

　あとは仕事柄、七五三や成人式といっ

た「儀式」をきちんと守っていきたいと

思っていることもあり、養護施設の子ども

さんを招いて七五三の記念撮影を行っ

ています。実は施設のお子さんというの

は、子どもの頃の思い出に残るような写

真があまりないケースが多いんですね。で

すから、実際に記念撮影を行ったお子さ

んや施設の先生からお手紙をいただくの

ですが、本当に喜んでいただいています。

これは今後も継続したいと思っています。

アルファクラブグループには各県に

お取引業者会がありますが、お取引いた

だいている業者の方には何かありますか。

　お取引業者会は、本当にグループに

とって仲間だと思っています。実際、業者

会の皆さんがいなければ結婚式もお葬

式も成り立ちません。これからも業者の

方達と共にその地域での占有率を高めて

いきたいと思っています。

　また、結婚式や葬式の運営や商品提

供だけでなく、せっかくさまざまな個性を

持った企業や商店の皆さんが集まってい

るのですから、それぞれの分野での商品

開発や提案もどんどん行っていただけれ

ばと思います。さらに開発した商品や提

案があれば、うちを通して販路を広げるこ

ともできると思うので、ぜひ、積極的に取

り組んでいただきたい。いずれにしても取

仲間であるお取引業者、支えてくれたＯＢの皆さん
さまざまな人に本当に感謝しています
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引業者の皆さんもうちも発展する、そんな

お互いウィンウィンの関係でより良い形

を作っていければと思います。

４０周年を迎え、会社を支えてく

ださった諸先輩に対して、またＯＢ会につ

いてお願いします。

　縁があって当社で働いてくださった方

達が互助会の会員を集めてくださったか

らこそ、会社がここまで成長できたのだ

と思っています。ＯＢ会の皆さんはじめ諸

先輩方には本当に感謝しています。昨年

ＯＢ会を結成したのですが、皆さんには、

今後も我々のことを指導し、支えていた

だきたいと思います。コロナ禍でなかな

か会合を開くことができませんでしたが、

今後状況が許すようになったら、ぜひ気

軽にＯＢ会に参加していただきたいです

ね。私もぜひ、ＯＢの皆さんが昔苦労され

たお話などを伺ってみたいと思います。

今後の展望はいかがでしょう。

　今後は、特に若手メンバーとともに、新

たな売上の柱となる事業を作っていきた

いと思っています。もちろん、お葬式も結

婚式もなくならないとは思いますが、どち

らもそのスタイルは確実に変わってきて

います。私が入社した20年前、10年前、

そして今を考えると、結婚式は少子高齢

化もありますし、実施率も低くなっていま

す。どんどん商圏規模は縮小している。

葬儀も今は人生100年時代とも言われ、

高齢化とともに葬儀の規模も縮小してい

ます。業界としてさまざまな啓蒙活動も行

いますが、それだけでは難しいと思いま

す。ですから、本業は本業で件数や占有

率を高める努力をしつつ、何か他の部分

で売上の柱となる部分を掘り起こして、

活性化したいと思っています。

　それにはやはり、若手の社員、スタッ

フの発想や行動力に期待しています。現

在、飲食業や宿泊業などの分野も手掛け

ていますが、その部分についても新しい

発想やサービスによって成長させたいと

思います。もちろん、本業でも常に新しい

アイデアは大切です。部署や立場の垣根

を超えて、積極的な提案をしてほしいと

思っています。そのためにも、私たち経営

陣は、自由で働きやすい職場環境を整備

し、スタッフがのびのびと働けるようにし

ていかなければなりませんね。

　この40周年という節目は、会社にとっ

ても私自身にとっても、これまでを振り返

り、今を見直す良い機会だと思います。そ

して、これから先50周年、さらには100周

年に向けて、改めてフレッシュな気持ち

で挑んでいければと思います。

今後は本業の他に柱となる事業も
40周年を機にフレッシュな気持ちで挑みたい

FOR FUTURE OFFICER
INTERVIEW

アルファクラブグループを支える３人に
今後の想いを伺いました

　新卒で入社して37年、ずっとＩＴ系の業務を担当してきました。時代の変
化、そして会社の拡大とともに社内のＩＴ環境を整えるべく務めてきましたが
この仕事は状況を正確にとらえ分析し、そして共有することが求められます。
そういう意味でも仕事には常に真摯に向き合うことを大切にしてきました。
　社会情勢の変化に伴い当社でもＤＸ推進に取り組み、業務の効率化や
職場環境の改善を目指しています。そして、これからも全エリアにおいて地
域一番店を目指す企業でありたいと思っています。

常務取締役   古 川  里 三

社会情勢の変化に応じて
業務の効率化や職場環境の改善を

常務取締役   小 泉  正 弘

初心を忘れず、健全経営で無借金企業を目指す

　埼玉で8年、福島で20年余り、気がつけば30年近くを葬祭一筋に務め
てきました。常に、亡くなった方のためにどれだけ自分の力を注ぎ込めるか
を考えて仕事をしてきました。また、心を込めて仕事をすれば、感動を伝える
こともできます。そして葬儀は昔から続く日本の文化でもあり、時代の変化と
ともに形は変わっても、その光を消してはならないと思っています。
　私自身は “原点回帰”をモットーに、常に基本に忠実に仕事と向き合うよ
うに努めてきました。これからも初心を忘れずに、お客様に感動を伝えられ
ればと思っています。

常務取締役   小 沼  裕 治

“原点回帰” をモットーに
心を込めた仕事で感動を伝えたい

　35年にわたり経理や財務、総務の分野を担当してきました。その間、昭
和、平成、令和と３つの時代にまたがり、会社は大きく成長してきました。私
自身も常に勉強させていただき、会社とともに成長してきたように思います。
　会社は大きくなっても、互助会という形でお客様のお金を預かって仕事
を進めるということは変わりません。また、どんな仕事も楽をしてできる仕事
はありません。私たちはその大切さを常に意識していなければならないと
思っています。これからも初心を忘れず健全経営を行い、無借金企業を目
指してまいります。



葬祭部 副本部長   續橋 寛
新卒で入社し14年目。入社当初より上司が
現場の声を大切にしていることを実感。それ
を励みに現在は後輩の育成にも心を砕く。

入社８年目。福島出身。大学在学中に合同説明
会に参加し入社。「人から“カッコイイ”“すごい”と
言われるような仕事」が目標。

CS部 係長
嶋 友之

入社9年目。さまざまな職種を経験した
いと思い入社。現在はお客様のご意見
等をお聞きするＣＳ部で、お客様の満足
を目指す。

企画室

古川視希
入社11年目。就職氷河期に新
卒で入社。「総務はいわば会
社の裏方的存在」と、縁の下の
力持ちとして皆に認知される

べく努力中。

冠婚部 ベルヴィ郡山館 副支配人

渡部沙織

冠婚部 ベルヴィ盛岡
マネージャー 佐藤 大

入社10年目。もともと人と接する仕事がしたかったことも
あり、地元のピュアベルヴィいわきで勤務。現在は茨城県
土浦市フランベルアムールでプランナーを務める。

冠婚部 フラン ベル アムール
チーフ  菊池美香

入社16年目。かねてよりウエディングプランナー
に憧れ就職。営業部に配属された後、初志貫徹
でプランナーに。「お客様の感謝に感謝」

営業部  佐竹藍梨
入社５年目。当初は事務員として入社するが、現在
は山形県の西営業所で代理店を受け持つ。「良い
お客様ばかりで、恵まれています」

営業部 地区長

大和田佑麿
入社12年目。福島出身。大学
卒業直前の3月入社。一人で
も多くのお客様から感謝の言
葉を聞きたいと、現在岐阜で

奮闘中。

オーベルジュ鈴鐘 女将

鈴木真由美
入社22年目。ずっと司会の仕
事を務めてきたが、接客が好
きだったこともあって2021年
5月より磐梯熱海温泉で女将
業に転身を果たす。

営業部 地区長  岩澤暁生
入社16年目。会津出身。大学卒業後群馬で就職
するも、県内に戻ることを決意し入社。2022年2月
より岐阜に赴任。新天地での活躍を目指す。
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未来へつなぐ座談会
アルファクラブグループの次代を担う皆さんに

神田社長とともに会社のこれからを語っていただきました。

アルファクラブグループで働き、感じていること。

そのやりがいや、大切だと思うこと。そして将来。

皆さんは会社の未来をどのように考えているのでしょうか。

CROSS TALK
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一緒に働いている方はもちろん葬祭部や

冠婚部の方も皆さん一生懸命お客様と

接していて、とても大好きな会社です。

大和田： 岐阜の営業部で地区長をさせ

ていただいておりますが、高額なお金を

お客様からお預かりした上で、感謝の言

葉を言っていただけるというのは、この仕

事の醍醐味なのかなと思います。それに

加えてこの会社は、そこに営業担当がお

客様担当として寄り添うことができるとい

うのがすごく良いところだと思います。

岩澤： 私も営業部ですが、この仕事は

一言で言うと「飽きない」仕事だと思いま

現在の仕事やその魅力、会社に

ついての思いなどをお聞かせください。

佐藤： 私は岩手のベルヴィ盛岡に勤務

しているのですが、アルファクラブグルー

プにはいろいろな部署があり、さまざまな

人がいます。そんな中でうちの会社は、部

署間の交流というのは他社に比べて多

いのではないかと思っています。いろいろ

な人から刺激を受け、自分自身も成長で

きるのではないかと思っています。

佐竹： 私は山形で代理店をしているので

すが、関わるお客様が皆さん良い方ばか

りで、また営業所の雰囲気もとてもよく、

す。毎日違う人と関わりますし、お客様は

一人一人違う人生を歩んでいらっしゃい

ます。私はこの会社に入社する際に漠然

と人の役に立つ仕事がしたいと思って

いて「結婚式やお葬式のお手伝い」とい

う求人広告に引かれて応募したんです。

そういったところに携わっていけるところ

が一番の魅力だと思っています。また、頑

張ればきちんと評価されるところも魅力

ですね。

續橋： そうですね。うちの会社はどの部

署においても、上層部の方が現場の声

を受け止めてくださるので、ありがたいと
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思っています。自分自身10年以上働いて

きて、１年目、２年目の頃にも経験の浅い

自分の声を拾っていただいたという実感

もあり、それは励みになりました。

渡部さんと菊池さんはプランナーと

いうことですが、どんなお仕事でしょう。

渡部： ブライダルの仕事というのは、私

たちが仕事をさせていただいているにも

関わらず、お客様から「ありがとうござい

ます」と言っていただけます。それが嬉しく

て、今まで続けられたのではないかと思い

ます。私自身ウエディングプランナーに憧

れて就職したので、個人的には夢が叶っ

たといえます。

菊池： プランナーという仕事は、お客様

と一番近くで深く関わらせていただく仕

事なので、やはり直接感謝の言葉を言

われるのが励みになります。不安もありプ

レッシャーを感じることもありますが、逆

にやってやるぞという気持ちも生まれま

す。メンバーの支えもあって成功した際に

はお客さんに喜んでいただけます。だか

ら、私も頑張れているのだと思います。

嶋さんはＣＳ部、古川さんは総務

部ですね。

嶋： ＣＳ部は、お客様のご意見などを伺

う部署です。もちろんお客様と接すること

も楽しいといえば楽しいのですが、ＣＳ部

は雰囲気がとても良いですね。自由で明

るい雰囲気なので、たとえばお客様から

お叱りの言葉をいただいて落ち込むこと

もありますが、部内で励まし合ったり部内

で話し合ったりして、次にお客様に電話

を掛ける際には、最後に「ありがとう」と

言っていただけるように、チームワークで

働いています。

古川： 私は皆さんと違って、お客様と直

接接することはない裏方です。だからこそ

一歩引いて会社を俯瞰的に見ることがで

きるのはおもしろいと思っています。また、

「この仕事のことは古川さんに聞けば何

とかなるだろう」と言っていただけると、嬉

しいですね。

そして、今日は和服で参加してい

ただいた鈴木さんは、磐梯熱海のオーベ

ルジュ鈴鐘の女将ということですが。

鈴木： 2021年5月からオーベルジュ鈴鐘

の女将をしています。それまでずっと司会

の仕事をしていたのですが、その頃は結

婚式を成功させるために、その都度さま

ざまなスタッフとともに結婚式を作り上げ

てきました。そのことが私の喜びであり、

さらにお客様に喜んでいただけると、次

も頑張ろうという励みになりましたね。今

は、そんなサービスの経験をもとにして、

お客様に「また来ます」とおっしゃってい

ただけるよう頑張っています。新たにお客

様とふれあう場をいただけることに喜び

を感じていますし、結婚式場から旅館へ

と場所は変わりましたが、働く皆が力を

合わせてお客様に喜んでいただくという

ことは変わりないと思っています。

皆さんのお話をお聞きになって、

社長はどのように感じられますか。

神田： ここにいるメンバーの中で、岩手

の佐藤君や葬祭部の續橋君などは、私

が採用に関わっていた頃の入社なので、

印象に残っています。意に沿わない部署

で頑張ってくれてきた人もいると思うの

で、ありがたいと思います。渡部さんも、営

業では嫌だなと思ってもそこで辞めるの

でなく、プランナーを目指して頑張ってく

れたのですから、たくましいですね。気持

ちを貫いてくれたから今は夢を叶え、副

支配人として女性社員を支えてくれてい

ます。そういう意味では、皆に感謝してい

ます。今日、40周年の座談会ということで

このメンバーが集まったのは、これから

先、50周年へバトンを繋ぐメンバーだと思

うからです。ぜひ、未来への思いを聞いて

みたいですね。

お客様とのふれあいがやりがいに
部署間の風通しもよく、頑張れば結果が出る会社

　たとえば鈴木さんが何故女将になった

かというと、以前、彼女が麺を打って作っ

たラーメンをごちそうになったことがあっ

たのですが、美味しかったですね。とても

気配りができて、しかも接客が好きだとい

うので、それならうちの旅館を頼むという

ことで女将になってもらったんです。鈴木

さんが女将になってから間違いなく原価

管理ができるようになって、利益体質に

なってきたわけです。売上も伸びている。

そういう意味ではこの先、磐梯熱海だけ

でなく本家本元の熱海に鈴鐘の２号店

を出すとか、それもあり得ない話ではな

い。そんな話を皆さんからお聞きしたいで

すね。会社としても今後はさらなる広がり

を模索しているところでもあり、皆さんの

将来への思いも知りたいところです。

それでは、これからどんな会社に

したい、どんな仕事をしたいといったお話

をお聞きしたいと思います。

岩澤： これからの10年間というのは、本

当に激動の10年になるだろうと思います。

自分に置き換えて、10年先もしっかりして

いかなければならないし、職場でも中心

的な存在になれたらと思っています。

續橋： 岩澤さんもおっしゃったように、こ

れから時代も変わると思いますし、会社

の形もいろいろ変えていかなければなら

ないと思います。そういったところを自分

で認識して、自分達が変えていくことで会

社を大きくしていけたらと思います。葬祭

部、営業部、冠婚部、本社合わせて、３本

の矢ならぬ４本の矢で協力してやってい

かなければなりません。そんな協力体制

の橋渡しをできればと思います。

菊池：やはり人材育成は大切だと思い

ます。現場でしか分からないプランナー

の思いや働きやすい職場作りについて、

現場の声を届けられる存在になりたいと

思っています。

大和田： 最近ネットで「自分でやらなきゃ

誰かやる」という言葉の「誰か」の「か」に

濁点を打つと「自分がやらなきゃ誰がや

る」いう強い気持ちに変わるという記事を

見て、なるほどと思いました。今はやはり

自分でやらなくても誰かやってくれるだろ

うという若い人は多いと思うのですが、そ

こに濁点を付けるような仕事を私はした

いと思います。また、そんな「自分がやらな

きゃ誰がやる」という強い気持ちを持った

スタッフを、５年後、10年後に向けて育て

ていける環境を作りたいと思います。

渡部： 私が入社した当時はタクシーで

行き先を言ってもわかってもらえないよ

うな職場でした。それが今では誰でも

知っている。そして40年を迎える会社に

なったというのは、素晴らしいことだと思

います。

　私自身、好きだからこの仕事を続けて

くることができたと思いますが、やはり今

後は徐々に第一線の現場から、人を育て

る方にシフトしなければならないと思っ

ています。人を育てながら私自身も育て

てもらえるような、そんな職場になればい

いなと思っています。
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古川さん、嶋さんはいかがですか。

古川： 本社には表には出ないたくさんの

仕事があり、また魅力的なスタッフも大勢

いるのですが、裏方なので知ってもらえな

い部分があります。ですので、風通しのよ

い職場の雰囲気を作り、裏方だけど親し

みのもてる本社を作っていけたらと思い

ます。

嶋： 現在のＣＳ部は年齢層が高いため、

今後は若いスタッフを入れてフレッシュ

でエネルギー溢れる職場作りをしたいと

思っています。また、各部署と協力して

お客様からのお問い合わせに少しでも明

るいお話が増えるようにしていければと

思っています。

オーベルジュ鈴鐘のこれからに

ついてはいかがでしょう。

鈴木： 先ほど社長からもありましたが、

ゆくゆくは静岡の熱海に２号店を展開で

きるよう、私も期待しています。

　実は今、磐梯熱海温泉自体にあまり

元気がありません。人気のあるカフェは

あるのですが、そこにだけ行列ができるよ

うな状況です。そんな中で私は “磐梯熱

海スイーツ”を作りたいですね。静岡の熱

海には『熱海プリン』という人気のプリン

があります。磐梯熱海にもこんなスイーツ

があるよという、おすすめのスイーツを作

りたいと思っています。また、うちの宿は

連泊される方も多いので、おすすめのラ

ンチやおすすめのお土産を提案できるよ

うになれば、売上にも繋がると思います。

神田： 皆さん、自分達の後を育てていか

なければならないと言ってくれましたが、

次の時代に自分とともに職場を支えるの

はどんな人材でしょうか。

續橋： いろいろな人達と話をしていて女

性の力は大きいと感じるので、女性の責

任者を増やしていくことは必要だと思い

ます。実際、女性のチーフも増えています。

不規則な勤務などもあるので、その辺り

をきちんと考えることも必要です。

岩澤： 私は第４世代といわれている社

員達だと思います。今の20代から30代の

社員達が盛り上げていくことが大切だと

思います。

渡部： 續橋さんもおっしゃっていました

が、本当の意味で女性の働きやすい職

場を作っていかなければならないと思い

ます。

鈴木： 鈴鐘にも春からもう１人女性が

入るのですが、ウエディングプランナーと

同様で若い子は結婚や出産があったりし

てずっと働き続けるのは難しいかもしれ

ません。しかし旅館の仕事には女性目線

も大事だと思います。渡部さん、私と一緒

に鈴鐘で働きませんか？（笑）

一同： （笑）

神田： 会社というのは繋がっていくもの

で、自分達の次の世代、さらにその次の世

代と、常に先を考えていかなければなりま

せん。特に私たちは互助会でお客様から

お金を預かる以上、投げ出すことのでき

る企業ではないんです。常に“永続”を

考えていかなければならない。

　ここにいる皆さんも、これからはいろ

いろなことを決断していただいて、自分は

決済をするだけ。そういう棲み分けをしな

がら部下を育てていく。それが責任者に

なったら一番に手をつけなければならな

いことです。その辺を忘れずに頑張って

いただきたいと思います。社員数も多いの

で、それなりに異動もあります。皆さんも

まだまだ異動もあると思いますが、会社も

それだけ大きくなったのだと思っていただ

き、対応してもらえればと思います。

　先日、役員会の席上で社歌を変えよう

という話が出ました。埼玉から福島に来

た頃に「北へ、北へ」という歌詞の社歌で

北上を目指したわけです。会長は“ 願っ

ていれば叶う”と言っていましたが、実際

に今、岩手まで進出し、西は静岡を越え

て岐阜、島根まであります。もはや社歌の

「北へ、北へ」ではなくなっています。どん

な社歌になるかはわかりませんが「世界

へ」という意見も出ていました（笑）。それ

はともかく、常に夢を語れる会社でありた

いと思います。

原点を忘れず次の世代へ
常に夢を語れる会社であり続けたい








