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我が社のスペシャリスト
vol
7

現場で働き続ける人こそが「今」の「生」の業界を知っているはず。

「我が社のスペシャリスト」では、葬儀社、石材店、仏壇店など葬儀・供養業界の現場を支える人にスポットを当て、

等身大の「スペシャリスト」をあぶり出していく。

第 7 回目は、2007 年に設立して以来、東京湾を中心に、

パーティークルーズ事業と海洋散骨などのメモリアル事業を展開する

「株式会社ハウスボートクラブ　ブルーオーシャンセレモニー」から、

散骨コーディネーターを務める中島みづき氏を紹介する。
（取材・文・構成＝旦木瑞穂）

スペシャリストファイル No.07

株式会社ハウスボートクラブ（東京都江東区）

散骨コーディネーター　中島みづき氏
（推薦者：代表取締役　村田ますみ氏）

ーー普段の仕事内容は？

中島氏 ご遺骨のお預かりに出掛けたり、お客様の
立ち会いのもと粉骨を行ったり、散骨のために船に
乗り、お客様のご案内をさせてもらっています。

ーーこの会社を選んだ動機は？

中島氏 私は、小学校の 6 年生の頃に母を亡くして
いて、そのときに「あなたより辛い人はもっといる
から」と、多くの人に言われたことがとても印象に
残っています。

でも、そういうことを言ってきた人たちは、私た
ちのような辛い思いをしている人たちにそんな言葉
を投げかけるだけで、何をしてくれるわけでもあり
ませでした。

しかし、その一方で葬儀社のスタッフの方たちは、
悲しみの中にいて辛い思いをしている私たちにそっ

と寄り添い、みんながバタバタしている中で、手続
きや打ち合わせなどをきっちりと進めてくれました。

そのときに思ったんです。「こういう仕事もいい
な」と。「私もいつか、悲しみの中にいて辛い思い
をしている方に寄り添い、サポートできるようにな
りたい」そう考えて、葬儀・供養業界への就職を希
望し、葬儀の専門学校に進みました。

この会社を選んだのは、自分自身が散骨希望だっ
たことと、何社か調べましたが、その中でもしっか
りとした考えを持って事業を行っている印象があっ
たこと、そして、面接で実際にお会いした代表をは
じめ、みなさんの雰囲気がとてもアットホームで良
いなと感じたためです。

ーー採用した決め手は？

村田氏 まず、お母様を亡くしているという原体験

中島みづき氏 村田ますみ氏

散骨と言えば「ブルーオーシャンセレモニー」と
言ってもらえるような会社にしたい。（中島氏）



仏事 2019. ２ 71

があること。私も母を亡くしてこの会社を立ち上げ
ているので、原体験を持っている人は強いと思って
います。

それから、タフな感じがしたことですね。根っこ
のところは強くてしっかりしている子だと思いまし
た。

ーー入社3年目とのこと。ここが強みだと思うところ

は？

中島氏 健康です。
村田氏 健康大事ですよ。当社はなぜか身体が弱い
子が多いのですが、みんなが風邪を引いても中島は
一人だけ元気ということが多くて、身体が丈夫なと
ころは強みだと思います。

あと、娘みたいな雰囲気があって、お客様に可愛
がっていただけるキャラクター。

それに、常にどっしり構えていて、感情の起伏が
少ないところですね。落ち込んだり浮かれたりする
波がなくて、いつも変わらない安心感・安定感があ
り、周囲をほっとさせてくれます。

ーー逆に、これから頑張って欲しいと思うところは？

村田氏 中島は当社の初めての新卒採用なのです
が、後輩も入って来ていますので、そろそろ次のス
テップに上がって欲しいと思って、彼女にもそう伝
えています。具体的には、後輩の指導ですね。先輩
という立場で、後輩たちを引っ張っていって欲しい
です。

お客様に対しては、まだまだ寄り添える部分はあ
ると思うし、もっと自分から気づいて欲しい。経験
によるところもあるかもしれませんが、本人の意識
改革も必要かなと感じています。

他のメンバーがどういう動きをしているかとか、
それを見た上で自分はどう動くかとか、仲間への気
遣いとか、こう言ったら相手がどう感じるかとか、
先を考えて動けるようになるといいなと思っていま
す。自分のことだけでなく、現場はもちろん、会社
全体のことも考えられるように、もう少し目線を高
くして視野を広げて欲しいですね。

ーー今の仕事をしていて良かったと思うとき、やりがい

を感じるのはどんなときか？

中島氏 乗船時には口数の少なかったお客様が、下
船後には笑顔になっていて、「ありがとう」と声を
かけていただけるときです。

ーー逆に難しいと思ったことは？

中島氏 以前、船が何分でどの辺りに着くかをお客
様に尋ねられたのですが、打ち合わせが足りず、把
握していなくて、進行が上手くいかなかったことが
ありました。そのときは船長に聞いてその場は収
まったのですが、教えられて答えるのではなくて、
どこにどれくらいで着くかを把握しておくことは、
散骨コーディネーターとして必要なことだと気づき
ました。

そこで、自分が担当ではなく、クルーとして船に
乗っているときに、タイマーを使って計っておきま
した。今は大体の時間は頭に入っています。

ーー散骨コーディネーターは、乗船前にブルーオーシャ

ンカフェで打ち合わせを行う？

村田氏 当社は基本的に 1 担当制なので、お客様か
らの問い合わせ後に担当を割り振ります。カフェで
の最初の打ち合わせから、乗船して散骨、その後の
アフターフォローまで 1 人で全部やらせています。

ーー入社後どれくらいで1人で担当を？

村田氏 数ヵ月後ですね。中島の場合、４月に入社
して、９月か 10 月からは１人乗船していました。

それまでは先輩について、クルーとして乗船して
仕事を覚えていくのですが、ここ数年は本当に散骨
のご依頼が増えていて、どんどん回していかないと
追いつかないため、半年くらいで独り立ちさせてし
まいました。

終活コミュニティカフェ「BLUE OCEAN CAFE」
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彼女は当社の初めての新卒なので、前例がありま
せん。新卒育成マニュアルやプログラムもないです
から、自分で作っていかなければなりませんでした。
お互い初めてなことばかりで、苦労をかけたと思い
ますし、その分、鍛えられていると思います。自分
が先駆者として道を切り開いていくことを、やりが
いと捉えられるかどうかで、この仕事の面白みは変
わってくると思います。

ーー初めて1人で任されたときはどうだったか？

中島氏 正直、「無理だ」と思いました。でも、こ
れまで先輩が担当としてやってきたことや司会で話
すことは、全部メモしてありました。そのメモをも
とに台本を作り、何度も読んで練習しました。

大体の流れは頭に入っていましたが、いざ自分で
やろうとすると全然ダメでした。

細かい船内説明などは、船長の黒いファイルにカ
ンニングペーパーを挟み、しばらくはそれを見て読
んでいました。でも２～３ヵ月くらいで暗記できた
ので、今はもう使っていません。

ーーお客様との打ち合わせでは緊張する？

中島氏 お客様次第ですね。いろいろなお客様がい
らっしゃいますから、お客様があまり話をしてくれ
ないときや会話が弾まないときは内心焦ります。

どうしたら心を許していただけるか、こちらから
さまざまな話題を振ってみるなどして、試行錯誤し
ています。

でも、打ち合わせのときに打ち解けられなかった
としても、落ち込みはしません。打ち合わせで上手

くいかなかったときは、「船に乗ったときに再チャ
レンジしてみよう」と思って対策を立てています。

ーーお客様は大切な方を亡くされている。亡くなった方

のことを聞くときに気をつけていることは？

中島氏 常に「自分だったらどう思うか」を念頭に
置いて、真剣に話を聞こうと思っています。

ーー入社当初と現在とを比べて、自分の変化と業界の変

化はどんなことを感じるか？

中島氏 私自身の変化としては、度胸がつきました。
何事も「何とかなる。何とかする」と思えるように
なりました。

業界の変化は、３年前は故人様の希望での散骨が
多かったのですが、現在は、故人様の希望プラス、
その先にはお墓問題があったりと、いろいろ選択肢
が増えているように感じます。
村田氏 “墓じまいセット”希望のお客様が多くな
りましたね。

故人様の希望で、「現在お墓に入っているお骨も
一緒に粉骨して散骨し、墓じまいしたい」というケー
スが増えています。あとは、「夫婦一緒に」という
お客様も多くなってきました。先日も「親父が先に
亡くなってお墓に入っていたけど、お袋が亡くなっ
たから一緒に散骨したい」という問い合わせがあり
ました。

ーー故人のお子様が依頼するケースが多い？

村田氏 そうですね。“墓じまい”という言葉が出
始めたのが、ちょうど中島が入った頃くらいですが、
墓じまいもいろいろな理由がありますね。継承して
いけないとか、遠方で管理できないとか。墓じまい
後の対応も、一部は納骨堂で、一部は散骨だとか、
手元供養だとか、さまざまです。

いろいろなお客様がいて、お客様の数だけパター
ンがある感じなので、中島も対応力がついたのでは
ないでしょうか。

お客様のご希望は、最初の打ち合わせから具体的
に定まっている方のほうが少ないので、漠然として
いたり、間違って把握してしまっている情報を、打
ち合わせで正確に明らかにしていく力が必要になり
ます。
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こちらから説明する際も、いろいろな引き出しを
持って、お話をまとめていくことが大切です。

ーー例えば、「全部散骨したら手元に無くなってしまい

ますよ」などといったアドバイスをすることも？

村田氏 結構そういうケースは多いです。説明する
と理解してくださり、手元供養品を購入されるお客
様も増えています。

中島をはじめ、当社の散骨コーディネーターは、
いきなり最初の打ち合わせで事務的な話はしていま
せん。まずなぜ散骨を選択されるのか、経緯や背景
から伺うようにしています。

ーー理想のスペシャリスト像は？

中島氏 散骨と言えば「ブルーオーシャンセレモ
ニー」と言ってもらえるような会社にしたいと思っ
ています。その、ブルーオーシャンセレモニーで、

「中島さん良かったよ」「ありがとう」と言ってもら
えるような施行をしていきたいです。そして、ファ
ンになっていただけるお客様を増やしていけたらと
思っています。

そんな人間になることが今の私の目標であり、理
想のスペシャリスト像です。
村田氏 散骨を終えたお客様も、「中島さんいます
か？」と言ってふらっとまたカフェに来てくれるこ
ともあります。

当社の場合、施行して終わりでなく、中島をはじめ、
スタッフを慕ってカフェに来てくれているお客様が
いるので、そこが良いところかなと思っています。
「顔と顔から心と心へ」というのが当社の企業理

念なのですが、中島が当社の顔になってくれたらい
いなと思います。もちろんほかにもスタッフはいる
のですが、中島は新卒第一号なので、娘みたいに思っ
ていて、ひときわ思い入れがあるんですよ。見てい
て危なっかしいなと思いつつ、成長して欲しいと願
いながら、母親のような気持ちで見守っています。

正直、中島は「どこに出しても恥ずかしくない我
が社のスペシャリストか？」というとそんなことは
ないのですが、さまざまなことを経験することで、
一皮むけてくれたらと思って選びました。

先週、テレビの取材があったときは、中島がテレ
ビ局のディレクターと打合せをしましたし、中島の

司会進行や鐘を鳴らす様子が全国に放送されたんで
すよ。少しづつですが、我が社の顔になってきてい
るかなと思います。

ーー現在スタッフは何名？

村田氏 アルバイトを含めて 15 人です。そのうち
散骨コーディネーターが 5 人います。

ーー船は1艘？

村田氏 自社所有の船は 1 艘ですが、散骨コーディ
ネーターが船と船長を現地手配することで、全国展
開しています。

先日も中島が 1 人で秋田や八丈島に出張して、そ
こで船と船長を手配して、散骨して帰って来ました。
結構全国各地に行くのですが、入社３年目でここま
であちこち出張させている会社はなかなかないと思
います。

そこがほかの葬儀社にはない仕事の魅力かもしれ
ないですね。

お客様は、必ずしもその土地の方とは限りません。
先日施行させていただいた方の場合は、故人様の故
郷が秋田だったので、北海道と東京から遺族が秋田
に集まって、一緒に散骨しました。

ーー船を抑えるのも散骨コーディネーターの仕事？

村田氏 当社が一度も散骨をしたことがない海域だ
と、まず船を貸してくれる会社を探すところから始
めますね。インターネットで探して、電話で「船を
散骨に使わせていただくことは可能でしょうか？」
と問い合わせます。

ーー現在、葬儀業界に対して思うことはあるか？

村田氏 海洋散骨に関して、問題に思っていること
があります。

海洋散骨の方法には、船のチャーター（貸し切り）
散骨と委託散骨があるのですが、近年、散骨需要が
増えてきたために、委託の業者がすごく増えている
んです。その多くは、インターネットで申し込んで、
ゆうパックで遺骨を送って、「あとは私たちが海に
撒いておきます」という、ネットだけで完結してし
まう会社です。

しかし、私たちは遺骨の処分屋さんではありませ



74 仏事 2019. ２

ん。散骨は葬送であり、供養です。やはり人と人。
顔が見えない業者に依頼して、何かトラブルになり
はしないか、遺族の気持ちの部分はそれで良いのか
と、そこを懸念しています。

ほとんどの散骨業者さんは顔を出していません。
私も顔を出すことは得意ではないですし、本当は出
したくないですが、私たちは「村田さんだから」「中
島さんだからお願いしたい」と言われたい。だから、
あえて出していこうと覚悟を決めたんです。

ーー確かにお客様にとっても、顔が見えない業者は怖い

し、業者にとっても、お客様の顔が見えないのは不安だ。

村田氏 本当はゆうパックで送ってもらうほうが効
率は良いし、委託散骨のほうがおそらく利益率は高
いんです。ビジネスだけ考えたら絶対そちらが正解
で商売上手だなと思います。でも、大切なのは効率
や利益率だけではありません。「何でそんな面倒く
さいことをやるの？」と言われることもありますが、
私は面倒くさいことが良いのだと思っています。

また、当社のような散骨業者にお客様が流れてく
るのは、事前の葬儀に不満があるということもある
のかと考えています。

当社では、最初の打合せのときに、必ず「葬儀は
どうでしたか？」と聞くようにしています。すると、

「葬儀は簡単に身内だけで済ませました。だけど散
骨は船をチャーターして、人をたくさん呼んで、食
事を振る舞い、きちっとやりたいと思っています」
と仰るお客様が増えているんです。

きっとそのご家族にとっては、船の上が本葬なの
でしょう。以前は散骨は埋葬の代わりでしたが、最
近は葬儀の代わりもできるようになってきたと思い
ます。

特に東京などの都心部では、「故人のことをあま
り知らない人が無理に参列して、焼香してお寿司を
ちょっとつまんで帰る…といういう葬儀に果たして
意味があるのか？」ということを、みんなが疑問に
思い始めているのかなと感じています。

ーー遺族がどこにお金を使うか、選択肢が増えてきたと

いうことか？

そうです。お金を使う場所が変わってきているん
です。

遺骨ダイヤモンドを作るのに 100 万円かけられて
も、葬儀に 100 万円はかけられない。そういう人も
珍しくなくなっています。

ーー御社で、一部散骨、一部遺骨ダイヤモンドを希望す

る方もいる？

遺骨ダイヤモンドのご依頼もありますし、手元供
養もあります。実はそれだけでなく、当社はお墓も
販売しますし、葬儀も頼まれるんですよ。
「今亡くなったので、お迎えに来てください」と

いう連絡を受けることもあります。
でもそれは、「何かあったときはここに相談すれ

ばいいんだ」と思ってもらえている証拠です。そこ
には信頼があると思います。信頼を築いていくため
には、やっぱり顔。「この人に頼めば安心」という、
お互いの顔が見える会社にしたいと思っています。

中島みづき氏
1994年6月1日生まれ
星座：ふたご座
血液型：B型
好きな食べ物：	湯葉、フルーツ、お肉
嫌いな食べ物：	ししとう、しいたけ、
	 	 セロリ、パクチー
休日の過ごし方：ペットを眺める。筋トレ。
座右の銘：思い立ったが吉日
将来の夢：彼氏が欲しいです。


