
東京都千代田区神田多町2-9 日計ビル2階
Tel:03-3251-7671 Fax:03-3251-7681
http://www.japan-stone.org/
企画・編集・発行：広報委員会

第      号48
発行日

2016年9月15日
《隔月15日発行》 sekisankyo tsuushin

石産協通信 第48号 〈1〉2016年9月15日発行 《社内の皆さまで回覧してください》

平成28年

本年4月14日に熊本県、大分県で相次いで起こった熊本地震は、両県に多大な被害を引き起こしました。当会では、地震が起こって3日後に災害
対策本部を立ち上げ、その後、日本赤十字社を通じ、義援金をお届けしています。 続いて、5月25日の現地調査の結果をもとに、7月、熊本市内
「市営小峯墓地」の災害支援活動に入りました。 支援の内容は、墓地の通路に散乱した墓石の撤去作業で「せめてお参りに墓地の近くまで行け
るように！」との思いで活動を行いました。
この活動で特筆すべきは、全国優良石材店の会、全国石材施工協会、当会の３団体が合同で復興支援にあたったことです。 加えて、災害対策本
部からの呼びかけに対し、全国の会員から手を揚げていただきましたが、現地での受け入れ体制の問題もあり、多くの方にご辞退いただく形と
なってしまったことは残念な思いです。 我々は、5年前、東日本大震災の復興支援に携わりました。 この活動を経験して培ったのは「他人を思
いやる気持ち」です。 多くの方が手を揚げてくれたのは、確実に会員の中にこの思いが育っていることを意味しているのではないでしょうか。

業界３団体で初の合同災害支援活動が実現！！

熊本へ観光にいきましょう。それも復興支援です。

「受け取った」の掛け声のもと、手作業での作業開始。
天候は、初日にゲリラ的な雨。 2日目は、高温注意報が出る厳しい環境となりました。 し
かし、誰一人と弱音を吐くことなく作業に集中していた姿に驚かされました。 こうした
皆の思いもあり、当初は、3日間で予定していた作業が1日で終了してしまうという想定
外のことが起こってしまい、2日目は、市との協議で他のエリアへ活動を広げ、無事終了
しました。
2日目の作業でもっとも驚かされたのは、「ここでは、クレーンを降ろすより手作業の方
が早い！！」との判断で多くの作業を手作業で続けたことです。 「受け取った」などお互い
様々に声を掛け合って、数人で石塔を持ち上げ、片づけて行く姿は感動すら覚えました。 
また、地元マスコミなど5社の取材があり、テレビで放映されました。

最後に会員のみなさまへお願いです。 墓地使用者との契約の際、「災害時には倒壊した
墓石を動かすことがある」「その時に墓石等が破損する場合があること」の２点を盛り込
み、事前に承諾があると、災害時の混乱の中でもスムーズな対応につながります。 これ
は、今回の災害支援活動で得ることが出来たノウハウです。
ようやく通路が確保されましたが、石塔は倒れた状態が多く残っており、墓地だけでな
く倒壊した家屋もあり、まだまだ復興には時間がかかるようです。 観光で地元を訪れる
なども復興支援になります。 引き続きみなで考えていきましょう。［広報委員会 上野國光］

熊本地震
支援活動報告
2016年7月25日（月）・26日（火）　
熊本市営 小峯墓地・立田山墓地 他 
参加者数延べ60名（当会員）

お  みね ぼ  ち たっ  た  やま  ぼ  ち
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お墓ディレクター

エンディング産業展2016
会期：2016年8月22日（月）～24日（水）
会場：東京ビッグサイト東１ホール

お墓ディレクターのPRコーナーでは、過去のお墓ディレクター
検定試験から正誤判定問題を5問出題し、制限時間10分で解いて
いただく体験テストを行いました。
3日間で32名がチャレンジし、全問正解者が12名となかなかの成
績でしたが、墓石以外の葬送業界の方も頭を抱えながら問題を
解いている姿を見て、それだけハードルが高い試験を乗り越えて
資格を保持していることをアピールできたと思います。
なお全問正解者の方々には、6月の定時総会で配布された激レア
Ｔシャツがプレゼントされ、大変喜んで受け取られていました！

石工男子
現在エントリーの石工男子をパネル展示し、来場者にお気に入り
の石工に投票（シール貼り付け方式）してもらいました。 総得
票数540票！当日会場に登場した石工男子もいて、多くの人が
実際の石工と触れ合う機会となりました。 気になる結果は
https://www.facebook.com/ikdjsia/

お墓参りの日PR
本年9月22日の「秋分の日はお墓参りの日」にちなみ、先般配布
し、好評だった2016年度ポスターとともに、全国47都道府県分
一堂に集めたお墓のスナップ写真展を開催しました。 会員のみ
なさまのなかでも、さすがに全国のお墓を見て回られた方は少な
いと思い企画しました。
写真を一覧して感じたことは地域個性があるお墓も多く見られ
たものの、やはりデザイン性を重視した現代風といってもよい、
モダンなスタイルが全国的に増加していることです。
来場者のご意見として、もう少し大きい写真で展示してほしいと
いう意見もいただきましたが、全国のお墓を写真と言えど並べて
展示することで、当会がもつ全国ネットワークの一端をPRでき
たものと思っております。

今回2回目となるエンディ
ング産業展では石材業も
多く出展し、印象に残る展
示会になりました。 広報委
員会企画の当会ブースで
は3つのコーナーを設け協
会PRをしました。

石工男子総選挙投票の様子

石工男子結果発表はfacebookへ

開会式の様子

お墓ディレクター体験テスト トライアル

47都道府県のお墓

お墓ディレクター体験テスト トライアル

３日間来場者数：22,583名
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採石部会長を仰せつかりました、三野智基と申し
ます。 香川県の瀬戸内海に浮かぶ小さな島「広島」
で「青木石」という墓石材を採掘しております。 部
会としての第一の目標は国産材の需要の復活で
す。 そのうえで、消費者に「石」というものがどれだ
け貢献しているのか？ど
うすれば必要な産業とし
ていただけるのか？
「お墓」の目に見えない部
分のたかい価値を目に見
える自然の産物「石」を採
掘する我々が消費者にわ
かりやすく伝えていくた
めに、この役職をお受け
しました。 どうぞよろし
くお願いいたします。

み　 の   とも  き
部会長

三野智基

新 入 会 員 紹 介
会員数：1,250名
（2016.8.23現在）

会員代表：山﨑哲男
設立：延享4年
業種：墓石

茨城県
（有）山﨑石材店

会員代表：増瀬道子
設立：大正5年6月
業種：関連

東京都
錦明印刷(株)

会員代表：小野一孝
設　　立：昭和50年11月
業　　種：採石

愛媛県
（有）小野石材

会員代表：田中義人
設立：平成8年3月
業種：採石、加工、墓石、建築

天山石材（株）

会員代表：宗久康徳
設　　立：平成28年3月
業　　種：加工、墓石、関連

広島県
睡蓮

佐賀県

会員代表：賀川 直
設　　立：平成6年10月
業　　種：墓石

徳島県
かがわ三界堂

石産協通信は地区支部、部会、委員会の
活動を紹介し、会員のお役にたてるよ
うなメディアを目指します。 ぜひ、様々
な事業に参加して会員メリットを見つ
けてください。 新規会員も随時募集し
ています。 入会パンフレットなど資料
請求は事務局まで。

採石・原石部会
着任にあたり、日本の石材加工の歴史を調べま
した。 ４万年前の旧石器時代遺跡に、石の包丁
や矢じりなど知的で効率的な加工作業痕跡が
残っており、３万年前には磨く技術も誕生した
ようです。 石材加工が世の中に役立ち、太古か
ら脈々と受け継がれて
きた歴史に感動致しま
した。 当部会の活動を
通じ、石材加工という
素晴らしい職業を、更
に発展させ後世に継承
していけるよう精一杯
精進しようと決意した
次第です。 みなさま、ご
支援の程宜しくお願い
申し上げます。

おお かわ ひろ のぶ
部会長

大川弘展

加工部会
今年度より建築・環境部会の部会長を務めさ
せていただきます沓掛です。 建築・環境部会
設立当初より部会会議に出席させていただ
いております。 この部会は石産協各部会のミ
ニチュアみたいな部会です。 地球規模の海外
仕入れから国内での
製品の生産、かつ現場
での施工および石に
ついてのプレゼン等、
多岐にわたっておりま
す。 他の部会の方も興
味を持っていただき、
ぜひ建築・環境部会に
参加してくださるよう
お願いします。 くっ かけ  せい  じ   ろう

部会長

沓掛成二郎

建築・環境部会
部会紹介

ストーンアシスト2016 in OSAKA 開催日決定
会期：2016年11月23日(水・祝)・24日（木） 会場：ツイン21 MIDタワー20階（大阪ビジネスパーク内）

関連部会が企画、運営する第２回目のストーン
アシスト展示会を近畿地区大会と同時開催で、
大阪ビジネスパークで開催することが決まり
ました。 今回のテーマは「お墓のリフォーム」と
なっており、関連部会に所属する企業が新商品
や売れ筋商材などを展示紹介します。
さらには、期間中に石材店に役立つ勉強会や業
者セミナーも実施します。
この展示会の詳細は、今後も石産協通信や展示
会チラシ、ホームページなどで、お知らせしま
す。 まずは、同封の「展示会無料招待券」をご覧く
ださい。 みなさまの来場をお待ちしております。
［関連部会長 竹ノ内壮太郎／ストーンアシスト
実行委員会］



第13回お墓ディレクター検定試験
全国７会場（札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡） 2017年1月25日（水）開催
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編集者：広報委員 中村裕貴

NEWS
お墓ディレクター

東京都9月29日（木）
第４回正副会長会議

10月11日（火）
第２回理事会 香川県高松市

10月19日（水）

中国四国地区
全体会議in高松

東京都11月9日（水）
第5回正副会長会議

11月23日（水・祝）
近畿地区全体会議in大阪

9月13日（火）
9月14日（水）

9月15日（木）
9月20日（火）
10月12日（水）

委員会・
部会活動

事業案内 2016

9月～11月

9月～11月 ホームページリニューアルに伴い、TOP
ページにカレンダーが表示されています。

少子高齢化、供養の多様化、死者数の増加、国内外石材加工の変化のなか、業界
として、日本の石材産業の起こりうる10年後の未来の可能性を検討します。
これは予測ではなく、最悪から最高までの、複数の可能性をしっかり見すえる
ものです。 この検討結果をもとに、業界として、最高の未来を導きだすため、
衆知を結集して、シナリオと指針の立案を行い、広く共有し、できることから
自律的に動き出すことをねらっています。 「石を愛するコミュニティー」とし
て変容をおこしつつ、この業界のより良い未来を創りだすきっかけとします。
7月よりスタートし、計5回の
ミーティングをふまえて、来
年1月には、シナリオ作成の合
宿も予定しています。 今後と
もみなさまの協力をよろしく
お願いいたします。 
［関連部会長  竹ノ内壮太郎］

2016年11月23日（水・祝）・24日（木）
大阪市 ツイン21 MIDタワー20階（大阪ビジネスパーク内）

今年度の近畿地区全体会議は、関連部会「ストーンアシスト」展示会と合同開催
することとなりました。 全体会議に加え、大阪城見学ツアー、大懇親会も企画し
ております。 詳細及び、お申し込みは、同封の「近畿地区全体会議」のご案内をご
覧ください。 みなさまの参加をお待ちしております。

7月の石産協通信でご案内を配布していますが、中国四国地区全体会議が開催
の申込み受付中です。 全体会議では「石屋の心意気！！一基入魂のお墓づくり」
と題し、石材産地ならではの採石～加工・出荷・建立までをビデオで紹介しなが
ら、石工トーク、翌日の研修ツアーは青木、庵治、高松の３コースからお選びい
ただきます。 詳細及び申込用紙は石産協HPからダウンロードできますのでぜ
ひ、ご参加ください。

中国四国地区全体会議 in 高松

近畿地区全体会議 in 大阪

奈良県支部では、夏の風物詩となる世界遺産に囲まれた奈良公園一面が、ロウソクの灯火によって包まれる「なら燈花会」の奈良
公会堂庭園路において会員が石灯籠を持ち寄り「石あかり小径(こみち)」に石彫刻の展示を行いました。
6回目の参加となる今年は、石川県支部の協力で、全国でも珍しい石材だけを使った彫刻サークル「石川の石を彫ろう会」から、
ヨーロッパの古城、ハートマークなど合計23点を出品していただきました。
今年の見どころとしては、奈良県支部会員が趣向を凝らした御影石の置灯籠を出品し石のシンプルな美しさを表現、さらに彫ろ
う会サークルが凝灰岩で作った多彩な造形作品を出品した事で「石あかり小径」を歩く多くの方々に「石の活用法」や「石の魅力」
を感じていただけたと思います。
また8月8日には、石川県の中川支部長をはじめ、「石川の石を彫ろう会」の方々が奈良へお越しいただき、近畿地区支部長、三重県
支部会員と共に交流会となら燈花会見学会を開催し、奈良県支部にとって、心に残る夏となりました。［奈良県支部長  大石文彦］

「石のさまざまな魅力を感じて欲しい」

日本の石材業の１０年後の
シナリオ・プランニング開始！

なら燈花会で石彫刻 約40点を展示
とう か  え

2016年8月5日（金）～14日（日）

今年度も引き続き、お墓ディレクター検定試験用テキスト「お墓の教科書」から主に出題され、例年通り「1級」と「2級」が行われます。 
1級の受検資格は実務経験3年以上、2級は実務経験による制限はありません。
1級の試験内容は、正誤判定30題、多肢選択20題と記述式問題5題。 2級は、正誤判定50題、多肢選択50題の予定です。
お墓ディレクター検定試験には、検定用テキスト「お墓の教科書」、試験対策の決定版「模擬問題集2014年度版」、「模擬問題集2015年
度版」が発売されており、10月には「模擬問題集2016年度版」も発売される予定です。 参考資料の「日本人のお墓」、「日本人のお墓第
二集」も是非ご活用ください。
一般社団法人日本石材産業協会が認定する「お墓ディレクター」資格は、お墓に関わる方には是非取得していただきたい資格です。多
くのみなさまのお申し込みをお待ちしています。 ［お墓ディレクター委員会 谷合 正］

協賛団体募集中
祈り鶴、広げませんか！英訳ホーム
ページ、パンフレット製作中。海外
発信していきます。

 http://prayforone.jp/Webサイトにアクセスして下さい!!

東京都
東京都
東京都
東京都
岡山県
東京都
東京都

輸入卸商部会
建築・環境部会
広報委員会
次世代共育委員会
お墓ディレクター委員会
公正競争規約検討特別委員会
シナリオ・プランニング（関連部会)

10月19日（水）

10月21日（金）
11月16日（水）
11月20日（日）
11月23・24日（水祝・木）

香川県
香川県
香川県
大阪府
福岡県

中国 福建省
大阪府

採石・原石、加工合同部会
お墓ディレクター委員会
顧客満足推進委員会
関連部会
墓石部会
日中墓石交流会
ストーンアシスト in OSAKA

2016年10月19日（水）・20日（木） 
高松市 まなびCAN多目的ホール

東京都

大阪府
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