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お墓が高額商品であることはみなさまも理解はされている
と思いますが、もう日常のことなので、その値段に慣れっこ
になっていませんか？ しかし、自分が高額商品を購入する
時を考えてみてください。 より良い品質は当然のこと、やは
り誠意を感じる相手から購入したいですよね。 覚悟を決め
て高額商品を購入されるお客さまに対して、「その気持ちに
可能な限り応えたい」。 そんな姿勢を、お客さまは敏感に感
じ取っておられると思います。 私たち顧客満足推進委員会
では、オリジナル「ニュースレター」「年賀はがき」「各種お礼
はがき」や、集客に役立つ「終活セミナーキット」など、数々の
顧客満足ツールを開発・販売しております。 お墓が売れない
時代だからこそ、「モノ」の提供
だけではなく、お客さまの心に
刺さる「コト」の提供こそが今最
も必要なのではないでしょうか。

あけましておめでとうございます。

みなさんはどのように新年を迎えられたでしょうか。

私はといえば、今年は忘年会ではなく“覚年会”をするために、記憶するに値する行

動やチャレンジを計画することから一年を始めました。

『日本語大辞典』によると、「忘年」とは「その年の苦労を忘れる」とあります。 しかし、

忘れたいことばかりの人生でよいのでしょうか？ 一年の面白くなかったことばか

りを振り返るのではなく、一年を振り返って、今年、どんなうれしいことがあったの

か？ どんな楽しいことがあったのか？ どんな幸せな瞬間があったのか？ どんな

チャレンジをしたのか？ どんな達成感を味わったのか？ そんな、自分の人生におい

て記憶するに値する思い出を改めて振り返る機会―“覚年会”を今年の年末には行

いたいと思っています。

あなたにとっても、平成三十年が記憶するに値する素敵な一年になります様、お祈

り申し上げます。 本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
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いよいよ、墓石の公正競争規約制定に向け
てスタートをいたしました。 一般消費者か
らのご相談が絶えない中で、消費者が安心
してお墓を購入できる状況を、作り出すこ
とが目的です。 墓石の販売ルールを業界で
決め、消費者庁や公正取引委員会のご指導
をいただきながら、それを守り維持する体
制を作っていきます。 これから発起人を募
り、準備会を立上げ、全国10地区で説明会を
開催いたします。 会員みなさまのご参加と
ご協力をよろしくお願いいたします。
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最強の
営業マンを
育てる！
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福建省・恵安崇武西沙湾暇日酒店会議室にて日中墓石交流会が行われました。中国側より、654系統の石
材の供給がいよいよ少なくなること、工場の環境検査の対応でコストが上がることなどが発表されまし
た。 何といっても2018年1月1日から15％の値上げの提案が重要な情報でしたが、その提案についての議
論は行われませんでした。 今回は当会から斎藤監事が出席し、日本メーカーの機械紹介と、今後の石材業
界繁栄に行うべき技術協力についての発言がありました。 翌日には厦門石材商会のブログに会議の内容
がすべてアップされており、注目の交流会であったことがわかります。
〈質疑応答で得た情報〉
・恵安では工場の環境検査は2018年6月をめどに本格的に取り締まる予定だが現実的には年末だろう。
・インドM-10はほかの用途が多く、墓石材としての原石単価が約2倍となっている。
・インドアーバングレーは生産調整のため、約60％ほど出荷量を落としている。
前日の研修会では、新しく建設された恵安の彫芸会展センターでの恵安国際彫刻技術品博覧会を見学し
ました。 2014年、世界手づくり工業協会から「世界石彫刻の都」の栄誉を与えられ、これぞまさに福建省・
恵安という伝統的な彫刻職人の作品に魅了されました。 ［輸入卸商部会長 望月秀康］

日中墓石交流会 
2017年11月12日（日） 中国福建省 恵安

輸入卸商部会

第３回墓石部会を開催
2017年10月4日（水） 東京都中央区茅場町

墓石部会

採石・原石／加工部会の合同企画がい
よいよ始まります。 研修参加者全員
に協会発行の“修了証”を発行し、営業
に役立つ知識の証明としていただき
ます。 今後、日本全国の採石場で開催
予定の継続的な研修企画です。 多数
の参加者を迎え、活性させましょう。
　・現場を見て正しい知識を得る
　・高級物件で売上を伸ばす
　・国産材の売り方が解る

最強の営業マンを育てる本気の研修、いよいよスタートです。 締め切り間近！！（1月26日締め切り）
定員50名申込みは、同封の申込用紙をご利用ください。 問合せは、石産協事務局まで　

現場を見ずに、石材の良さがうまく
伝えられますか？ 実際の採石や加
工の現場を見て、客先での熱いトー
クに活かして
ください。今
までとは違っ
た新たな営業
力が身につく
こと、間違い
なしです。

第１回国産銘石アドバイザー研修
2018年2月16日（金）・17日（土）

採石・原石／加工部会 瀬戸内編
その１

最強の
営業マンを
育てる！

青木石
北木石

今年度第3回の墓石部会を開催しました。 今回は「顧客管理＋経営効率化」をテーマと
して、「攻めのIT経営中小企業100選」にも選ばれた(有)山﨑石材店の山﨑哲男氏の講
演会とグループディスカッションを行いました。石材店も苦しい時代なので、経営の効
率化を図り、かつ顧客満足度もあげていくためにはIT、ICTを武器として使いこなすこ
とも必要です。 ITの上手な使い方を実際の画面を見ながらわかりやすく教えてもらっ

たので、参加者はすぐに取り入れることができる部
分もあったのではないでしょうか？グループディスカッションでは講演を聞いたうえで、どんなICT
活用ができるのかを各参加者が話し合い、面白いアイデアも聞くことができました。
2月13日（火）には「石仏、祈り」をテーマとした部会を開催する予定です。 墓石を販売する中で、「祈
り」はお客さまに伝えなければなりません。 実地での見学会と講演会を開催し、路傍の石仏からそん
な「祈り」を学ぶ場をつくりますので、是非ご参加ください。 参加ご希望の方は、同封の申込書または
メール配信のウェブフォームをご利用ください。 ［墓石部会長 佐野雅基］



お墓に関するサービスサイトを運営する中で、毎日お
客さまのお墓や仏事に関するご相談を受けています。 
この仕事をしていると、本当に様々な家族のカタチが
あることを実感します。 それと同時に、お墓を建てる
ということは、お客さまにとってそれぞれ意味が違う
ということも感じます。どんな大きさや形態であれ、
故人を弔う気持ち、故人への想いがこもったお墓づく
りのお手伝いができたときは、本当にやりがいを感じ
ます。それぞれの家族に寄り添って想いを叶えるため
のお手伝いを、これからもしていけたらと思います。
皆が想いを持ったお墓づくりを望み、お墓を通じて、
改めて家族について考えるきっかけづくりを提供し
ていきたいです。 そんなこころの豊かな社会に貢献
していくことが、今のわたしの夢です。

冒頭、射場一之会長のあいさつで、「あげても、あげても、無くならない物は何？」という
なぞなぞが問いかけられました。 答えは「サービス」だとわかり、納得し会議が始まりま
した。 まずは竹ノ内関連部会長より、シナリオプランニングで制作した動画の上映、各
支部長の近況報告があり、今年１年間の活動内容を振り返りました。各支部ともお墓の
解体の仕事ばかりで、新規で建てる数はかなり減っているとのことです。 そして公正競
争規約検討特別委員会・お墓ディレクター委員会・顧客満足推進委員会と活動PRが続き
ました。
会議後は㈱文化財保存活用研究所の代表山路しのぶ氏の講演で文化財とは何か、大分
の石像文化財の紹介や取り扱う際の注意事項などをご説明いただきました。 
２日目は、14人の参加で、国宝臼杵石仏を見学しました。現地で数々の石仏の説明を聞
き、前日の講演で聞いていた、紫外線照射による石像仏のコケ除去等も実際に見ること
ができ、より理解が深まりました。
九州での地区大会は２回目、中心地から少し外れた大分での開催とあって小規模でし
たが、なかなかお会いすることのできない方々とも良い時間を共有でき、有意義な二日
間となりました。 ［九州・沖縄地区長 玉田智久］

東京都
㈱ギブリー　
お墓探しナビ
リーダー

田中彩友美さん

『想い』を残す
手助けを

「どうも、小学生の夢は「いしゃ」今の職業は「いしや」(笑)!かねこ
こうきと申します。」 僕はいつも自己紹介をする時、この様に
少し崩し楽しく言います。 というのも、この仕事(石材業)をして
いると「墓石屋さんって暗いイメージあります。」とか「今の
時代、墓石なんて売れなくて大変でしょう？」と何度か言われた
ことがあるからです。 自己紹介を変えて、暗いイメージは言われ
なくはなりましが、確かに墓石はたくさん売れる時代ではない
と思います。
しかし、そこで売る努力を怠ってはおしまいです。 最新の耐震
施工、最新の納骨散骨方法、多くの情報を石産協で共に学び共
有し、自社に持ち帰り実行する。 そしてお客さまにSNSで自社の
取り組みを知ってもらう。 あたり前と言われればあたり前です
が、トライ＆エラーを恐れず昔の待つ営業ではなく、動く営業を
していくスタイルにしたいと考えています。 わたしの大きな夢
「会社を年商10億にし、ランボルギーニに乗る」を実現したいと
思います。 夢は見るものではなく、叶えるものですから...!
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広島県
㈱金子石材店

金子幸希さん

TRY &
ERROR

会員代表 ： 岡崎輝行
設　　立 ： 平成23年7月
業　　種 ： 墓石

群馬県 愛知県

㈱天翔堂
会員代表：田中 稔
設立：平成26年1月
業種：輸入

BB貿易

九州・沖縄地区全体会議in大分
2017年11月28日（火）・29日（水） 大分県大分市

鳥取県支部主催により中国・四国地区全体会議を66名参加のも
と開催しました。 2016年10月に発生した鳥取県中部地震をきっ
かけに、テーマは「地震対策」。 まず地震の被害状況を被災地の鳥
取県支部会員がスライドショーで説明した後、第1部では当会技
術顧問の小川長四郎氏に「基礎と地震対策」についてご講演いた
だき、石造物をどういう構造にしたら地震に強いか、基礎の強い
造り方などを学びました。 第2部では関連部会からご協力をい
ただき、ボンド商事㈱の鶴田宏氏より「接着剤の正しい使用方法」
について、接着剤の種類、特徴、墓石の施工などについて学びま
した。 近年、日本各地で地震が頻発することもあり、今後の施工方
法に役立つ内容でした。
2日目の研修ツアーは24名の参加で鳥取藩主池田家墓所、砂像
美術館を見学しました。
今回たくさんの方に鳥取にお越しいただき、親睦を深め有意義
な大会を終えることができました。 ［鳥取県支部長 上田隆司］

中国・四国地区全体会議in鳥取
2017年11月22日（水）・23日（祝・木） 鳥取県鳥取市

北海道地区全体会議in札幌
2018年2月28日（水） 北海道札幌市 札幌東急REIホテル

新 入 会 員 紹 介 会員数：1,219名（2017.12.5現在）

北海道では現場仕事が少なくなる真冬のこの時期、支部会員の意識向上を目的に2年
ごと、恒例の地区大会を行っています。 今年度は「やっぱりお墓にしよう」というテーマ
で埋葬の多様化する中、消費者が安心感をもってお墓を選ぶためにはどうしたらよい
か、ディスカッションを重ねます。 地区以外からも興味のある方はぜひご参加くださ
い。 ＊詳細は石産協HPからご覧ください。 ［北海道地区長 赤川勉］



第14回お墓ディレクター検定試験開催
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日時：2018年6月22日（金）
場所：高知市文化プラザかるぽーと（高知県高知市）

全員参加型のワークショップでは2018年度事業計
画を踏まえ「激論」していただきます。 協会運営の
ため、会員が議決権をもって参加する意義のある
総会ですのでご出席ください。
審議事項は2017年度決算・事業報告、2018年度
予算・事業計画、役員改選についてです。 開催内容
は、同封のリーフレットでご確認いただき、出欠票
及び委任状を期日までにご提出ください。

第9回定時総会開催決定！

第10回お墓ディレクター
資格更新手続きについて

去る10月23日平成29年度事業の一つであります、第8回幸フクロウ運動
を実施しました。 今回は、北海道浦河町にあります児童養護施設北海暁星
学院(入居者数36名)の玄関前にフクロウを設置、除幕式を行いました。 
児童のみなさんには事前に思い思
いの言葉を書いていただき、そのま
まの文字を台座の４面に彫刻しま
した。 写真は、自分の書いた文字を
早く紐を引いて見たい気持ちでい
る生徒達です。 これからも幸フクロ
ウの輪を広げて参りたいとおもい
ます。 ［北海道支部 大島秀雄］

第8回幸フクロウ運動

すでにこの業界では日本最大の展示会となった感がありますが、規模は更に大
きくなり、次回は400社以上の企業が出展となるようです。 じっくり見て回る
と、とても一日では時間が足りないほどです。 展示内容は、「ふーん」「なるほ
ど」と驚かせるものも数多くあります。 この展示会を見に出かけませんか？ご
家族で！会社の慰安旅行にあわせて！「百聞は一見に如かず」です。 自分の目
で供養産業のトレンドを掴んで家業にいかしてみてはどうでしょうか？
会員企業の出展を募集中です。 また、今回は支部助成金を有効活用し、石材産
地のPR、活性化に役立てていただけるよう理事会での承認を得ました。 詳し
くは石産協事務局まで！ ［ストーンショー運営委員長 上野國光］

のぼり

ログインID：groupjapan
パスワード：ℓIqB3h

事務局より
石産協HP〈会員ページ〉

認定番号をご確認ください。 07-または12-で始
まる方が更新対象です。すでに手続き書類をお
送りしていますが、1月末までにお手元に届かな
い際は石産協事務局まで至急ご連絡ください。
更新手数料：3,000円
更新申請期限：2018年3月31日（土）
※当日消印有効

お墓ディレクター1級取得者研修会＠岡山
2018年2月21日（水）
岡山国際交流センター5F会議室
　第１部：金子稚子氏講演会
　第２部：1級交流グループディスカッション
2018年2月22日（木）
岡山県北木島ツアー
　鶴田石材㈱～鳴本石材㈱～栄龍石材㈲見学

2018年1月24日(水) 全国６会場にて１級、２級あわせ357名の方が検定にチャレンジされま
す。 委員会メンバーも全国の会場で検定をサポートさせていただきます。 お名刺交換の際、
「この資格を取得したらどんなメリットがありますか？」と同業の方によく聞かれます。 資格
とは自身の立場や能力を相手へ証明する一つの手段で、資格取得はそのための知識の獲得
と確認ではないかと思います。 資格を自身のメリットに活用する工夫は人それぞれです。 
お墓ディレクター委員会では、全国の資格取得者と情報交換できる研修会をはじめ、今年も
様々な企画をして参りますので、ぜひ、ご参加ください。 ［お墓ディレクター委員 小野純子］

消費者に安心と信頼をお届け
する石産協のマークは、多く
の会員からの要望で作成しま
した。 お店の目印に、協会の
PRのために、ご活用ください。

事業案内2018 1月～3月

東京都1月25日（木）
第6回正副会長会議

当会ホームページにカレンダーが表示されています。

委員会・部会活動 1月～3月
全国6会場
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

お墓ディレクター委員会
顧客満足推進委員会
シナリオ・プラニング
墓石部会
国産銘石アドバイザー研修
輸入卸商部会
お墓ディレクター1級取得者研修会

第14回お墓ディレクター検定試験
お墓ディレクター委員会
公正競争規約検討特別委員会
採石・原石、加工部会
広報委員会
ストーンショー2018運営委員会

俺たち石工男子！

高橋信一
岡山県
㈲武田石材

岡山産桜御影“万成石”を採掘する石工男子！

1979年生まれ　O型
得意な作業：石割
「万成石を使ってくれるお客
様のために！」
岡山県支部が自信を持って
推薦する石工男子。

Vol.2

ジャパンストーンショー＆エンディング
産業展2018に出かけませんか？

東京都2月14日（水）
第3回理事会

札幌市2月28日（水）
北海道地区全体会議

1月24日（水）
1月25日（木）
1月25日（木）
1月26日（金）
1月26日（金）
1月30日（火）

東京都
兵庫県
東京都
東京都

東京都
岡山県

2月6日（火）
2月8日（木）
2月13日（火）
2月13日（火）
2月16・17日（金・土）
2月20日（火）
2月21・22日（水・木）

青木石・
北木石採石場

北海道支部

出展企業
募集中

〈受検票について〉
受検者には1月上旬に受検票（圧着式の
ハガキ）が郵送されます。 お手元に届き
ましたら氏名、住所、受検会場などを確
認し、当日お持ちください。 受検票の記
載不備やお手元に届いていない場合は、
石産協事務局までお問合せください。
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