
葬儀で顧客に不利益を与えない
人の最期にかかわる高貴な仕事

　「死」はすべての人に必ず訪れる。
親しい人を失うのは辛く悲しいもので
はあるが、故人を偲び、気持ちを新た
にする意味で、残された者にとって葬
儀は必要不可欠な儀式である。株式
会社清月記は、その「最後のお別れ」
を、おもてなしの心を持って支える会
社だ。代表取締役の菅原裕典氏は、父
の実家が営む葬祭業を小学生のころ
から手伝ってきた。1985 年、菅原氏は
25 歳で清月記を創業。以来、地元宮
城で葬祭業を営んでいる。仙台では
後発ながら、北関東以北ではトップク

ラスとなるまでに成長している。
　菅原氏は、「葬祭業は人の最期にか
かわる高貴な仕事。究極のサービス業
です」と言う。「葬儀でお客さまに不
利益を与えない」という信念を貫き続
け、会社を経営してきた。
　菅原氏が社員に常々伝えているの
は「聞き上手になること」。顧客が葬儀
を依頼するのは、親しい人が亡くなっ
た直後であり、ほとんどの場合は、故
人に最も近い人が具体的な内容を決
定することになる。当然、心の平静を
失っていることが多い。よって、冷静
に葬儀内容を検討してもらえるよう、
じっくりと相手の話に耳を傾けること
が大切だと考えている。
　同社は、「絶対にNOと言わない」こ
とを徹底している。一度限りの葬儀を

心残りなく執り行なうため、希望はす
べて聞き入れる。要望に対して、「検討
します」、「できません」は言わないの
である。「ニューヨークに花を届けてく
れますか？」という問い合わせにも、
答えは「イエス」である。「故人が好き
だった桃を手配して欲しい」との要望
を受け、社員が岡山県まで探しに行っ
て提供したこともある。菅原氏は、NO
と言った瞬間、仕事の限界が決まって
しまうと考えている。

人生の夢や目標の実現に
向けたトレーニング

　清月記の社員は経営理念を共有
し、行動方針に則りながら仕事に努め
ている。取り組みの一つが毎朝の朝
礼だ。経営理念、目標、行動指針を記
した「アファーメーション」を冊子に
し、365日、休まず唱和している。同冊
子は全社員が毎日、携帯する。また、
菅原氏が自ら、全拠点の全社員に対し
て方向性を示すメッセージを発信して
いる。それは直ちに明文化され、業務
で朝礼に出席できなかった社員にも
配信される。
　また、日々の業務とは別に、社員一

人ひとりが自己の目標実現へ向けて
努力していることも同社の特徴であ
る。現在 21 期目を迎えている「ゆめ
塾」は、毎週木曜日、始業前の午前６
～８時を使って開催される。人生の夢
を叶えることを目的にしており、ディス
カッションや講義を通じて、夢に近づ
くための目標の立て方や問題解決の
方法を学ぶ。４カ月サイクルで行なわ
れるゆめ塾には多くの社員が参加し
ている。ここには菅原氏も参加し、会
社として社員を育てる姿勢を見せ続
けている。こうして社内には、それぞ
れの目標を互いが応援する文化が醸
成されるのだ。
　これらの取り組みを背景に、日々の
業務に丁寧に当たることはもちろん、
個々に内包された自己実現欲求に向
かって、清月記の社員は意欲的に働い
ている。

　

震災直後も全社一丸
故人の尊厳を守る

　2011年３月11日、日本にとって忘
れられない出来事が発生した。東日
本大震災。宮城県に位置する清月記
も多大な被害を受けた。自社内の対
応だけでも必死だったはずである。
　しかしそのような中、清月記は葬
祭業としての役割をまっとうした。状
況を見越し、当日の午後４時の時点
で、1,000 本の棺を四国の業者へ発
注。葬祭業大手の備蓄棺が 100 本
程度であることを考えると、桁違い
の本数である。清月記は、震災２日
目の３月13日から、宮城県内の各遺
体安置所に棺を提供し続けることが
できた。

　震災後しばらく、火葬しきれない
遺体は土中に仮埋葬していたが、３
月末で自衛隊は仮埋葬作業から引き
揚げることになった。代わりを引き受
けたのが清月記の社員たちである。
同年５月には、仮埋葬した遺体を掘
り起こし、遺族とともに火葬まで立ち
会った。故人の尊厳を重んじる清月
記だからこそ、震災直後も全社一丸
となり、迅速に対応することができ
たのである。
　「ご遺体は可能なかぎりきれいにし
て、ご遺族がお顔を見られるようにし
よう」と、仮埋葬時から多くの社員が
会社に泊まり込みで対応した。「どん
な状況で亡くなられても、ご遺体を
守らなければいけない」と、菅原氏
は語る。想像を絶する状況を体験し
ても、耐えきれず辞めた社員は一人も
いない。
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写真【１】：震災直後から半年間の対応が記録された本。過酷な
現場の中でも、死者への尊厳を忘れずに奮闘する社員の様子が
書かれている。
写真【２】：毎日の朝礼の内容は午前中に文字に起こされる。出
席ができない社員もこれを読むことで内容を共有できる。
写真【３】：ゆめ塾の様子。社員同士でそれぞれの人生の夢を話
し合う。目標の立て方や問題解決の方法など、実現に向けてト
レーニングをする場である。
写真【４】：「ライフスタイル・コンシェルジュ」は、晩年の生活を
より豊かにするために、趣味や資産運用など、あらゆる相談に
乗るサービスだ。
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最後のお別れに最高のおもてなしを
葬祭業は究極のサービス業

お も て な し 経 営 の ポ イ ン ト

「ニューヨークに花を届けてくれますか？」絶対にＮＯと言わない
人生の夢や目標をみなで応援する「ゆめ塾」
東日本大震災、想像を絶する状況でまっとうできた社会への役割

１ ２ ３

４

・法人名：株式会社清月記
・代表者：菅原 裕典 代表取締役
・所在地：宮城県仙台市宮城野区日の出町2-5-4
・設立年月：1985年3月設立
・ホームページ：http://www.seigetsuki.co.jp/

・事業内容：総合葬祭業（葬儀に関する情報提供と相談業務、
 葬儀全般の企画・運営、生花・返礼品販売と配送、
 各種法要引受、仏壇・仏具販売、ケータリングフードサービス）
・社員数：正規180名、パート・アルバイトなど140名

写真・左：朝礼の様子。経
営理念、目標、行動指針を
記した「アファーメーショ
ン」を冊子にし、365日、
休まず唱和している。
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