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《社内のみなさまで回覧してください》

この度、初開催の「ジャパンストーンショー2017」は、
25,867名の来場者を迎え、事故もなく、無事、盛況のうちに
終了することができました。
これもひとえに、運営委員会のメンバーを中心に、会員の
みなさまの多大なご指導、ご協力の賜物と、厚く御礼申し
上げます。
セミナー会場で開催いたしました６セミナーと石材加工
講習会、イベント会場で行いました北木の石切唄、石産協
ブースでの伝統工芸士による石材加工実演・動画による
日本の石のPRや石臼の体験と展示・お墓なんでも相談室・
被災地支援プロジェクト等々数多くの催しに、予想を上回
る来場者がお越しくださり、熱心に見学されておりました。
この展示会を通じ、私が感じたことは、この不透明な社会
においても、業界の原点をしっかりと見据え、未来の為に
いま何をすべきかを考え、行動に移すことにより、まだま
だ道は開けていくと実感いたしました。
本展示会にご協力賜りました運営委員会及び、多くの会員
のみなさまに、あらためて感謝申し上げます。 ありがとう
ございました。 
［ジャパンストーンショー 運営委員長 井口健二］

ジャパンストーンショー2017を終えて
かつて「ジャンパンストーンフェア」というトレードショーが2年に1回開催されていま
した。 しかし、時代が大きく揺れ動きだそうとする中で、新しい時代に即したフェアの在
り方を検討しているうちに、12年という歳月が流れてしまいました。 21世紀生まれが
高校生になって、親子ともに平成生まれが増えています。 新しい時代、新しい世代がやっ
てきています。 いろいろなことが大きく、そしてものすごい勢いで変わってきています。
さて、今回「ジャパンストーンショー2017（以下、JSS）」と「エンディング産業展2017（以
下、ENDEX）」を同時開催したことについて、否定的な見方をされている方もいらっしゃ
います。 ご懸念はわからないでもないのですが、時代は激しく動いています。 2015年に
行われた第１回目のENDEXで注目を集めたのは、巨大なバルーンに遺灰を入れ成層圏
で遺灰を空に散骨する「バルーン葬（空中散骨）」や、人工衛星やロケットに遺骨や遺灰
をのせて宇宙に散骨する「月面葬」「流れ星葬」「宇宙葬」などのブースでした。 その他に、
手元供養のブースなども目立ちました。 しかし、墓石・供養塔などのブースは片手にさえ
余る状態でした。 その状態は、危機感あふれる現状、以外の何ものでもありませんでし
た。 このままでは弔いの象徴どころか、その選択肢からさえも墓石が外れてしまうので
はないか――と感じられました。 それが今回のJSSとENDEXの同時開催につながって
います。
今回、JSSエリアにご出展いただいた会員企業をはじめとする石材業界のみなさま、井
口委員長をはじめとする運営委員会並びにスタッフ、そしてご来場いただいたみなさま
に深く感謝申し上げ、石材業界の健全な発展とさらなる向上を祈念いたしまして、お礼
の言葉に代えさせていただきます。 誠にありがとうございました。
［一般社団法人 日本石材産業協会 会長 射場一之］

ジャパンストーンショー2017御礼

2017年8月23日（水）～25日（金） 東京ビッグサイト東5ホール
ジャパンストーンショー2017 
来場者数 》 8/23：8,908名 8/24：8,625名 8/25：8,334名 合計：25,867名（エンディング産業展同時開催）



協会HPの中で墓石部会
が推進する会員限定サイ
ト『イベントリスト』を用
い、地域で活動する石材
店のモデルをご紹介しま
した。

厳しい時代の中でこれま
でと違う石材店のあり方
を消費者の観点からお話
し、委員会が作成するオ
リジナル販促ツールをあ
わせてご紹介しました。

時代の流れに沿ったネッ
ト、ホームページの活用
方法は、知っているよう
で知らない貴重なブラッ
シュアップのセミナーです。

古くから伝わる石工の仕
事を、伝統民謡を通じ披
露しました。
心地よく、リズミカルな石
を叩く音が会場に響きわ
たり、注目を浴びました。

研修委員会が編集した『お
墓物語』から選りすぐりの作
品を紹介。 エレクトーン奏
者 中村麻由さんの演奏に
乗せ、女優 樹原ゆりさんの
真に迫る朗読が聴講者を
泣かせました。 支部事業の
参考にもなる朗読会でした。

石材業の10年後をシナ
リオプランニングの手法
を用い、考える。 参加者
は改めて自身の仕事を
見直すきっかけとなりま
した。

日々の墓石施工において
役立つ、接着剤とアン
カー工法について詳しく
解説。 地震大国日本では
基礎知識として知ってお
きたい対処方法です。

12名限定募集も、すぐに定員と
なる相変わらずの人気の高さ。
受講者はマンツーマンの指導
を受け、不慣れながらも真剣に
石と向き合っていました。
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バラエティに富んだセミナー企画

23日（水）11：00～12：30
講師：佐野雅基・笹川敏男

お墓の価値を高めるために石材店ができること
～市場創造への一里塚～

23日（水）13：00～14：30
講師：川上明広

墓石の売れない時代にあなたは何を売りますか？
～石屋離れに立ち向かうために～

（顧客満足推進委員会）

23日（水）15：00～16：30
講師：寺田良平

『まだまだ出来る！石材店のネット活用術！』

（次世代共育委員会）

25日（金）13：30～15：00
講師：玉置貴光

震災から学ぶ。 接着剤と補強施工の基礎知識

24日（木）13：00～16：00
講師：大川弘展・岡本俊之・山田佳伯・松原和樹

25日（金）10：30～11：30
ジャパンストーンショー運営委員会

23日（水）16：00～17：00
北木島石切り唄保存会

（墓石部会）

北木の石切り歌パフォーマンス

25日（金）12：00～13：00
講師：

業界変革シナリオプランニング
㈱スタイリッシュ・アイデア新井宏征氏・竹ノ内壮太郎

実感！！お墓物語

石材加工講習会
（加工部会）

満員御礼続出のセミナーは、急遽席を増やし、立ち見の対応をして
もまだ、部屋に入りきれない聴講者で大盛況な3日間でした。 部

会、委員会の企画セミナーは会員限定で行われることが多いため、様々な業種の方が参加する今回は講師にとっても大変貴重な時間と
なりました。 自社だけでなく、支部事業、地区大会などでも生かせる企画です。 協会の事業を活用し広げることこそが会員メリットです。

（関連部会）

（ジャパンストーンショー運営委員会） （関連部会）

～若手石材人の皆さん、今だからこそHPのことを勉強しましょう！

・ジャパンストーンショー運営委員会



私の祖母は毎日お墓参りへ行き、20年以上も前に
亡くなった祖父に話しかけています。
そんな祖母の姿を見て育ち、この仕事に就くまでは
お墓をいらないという考えがあるとは知りません
でした。
しかし、そんな考えがある中でも、祖母と同じよう
に故人を偲び、思い出を形に残したいというような
お声もよく聞きます。
墓石営業を始めて１年と少し、今の私の夢は、想い
が沢山こもったお墓のお手伝いをすることです。そ
のためには、深くお客様の思い出や価値観、要望と
いった想いを聞く必要があります。 まだまだ知識
も技術も足りないですが、その想いに寄り添い、具
現化することが私の最大の課題であり、成し遂げた
い夢です。

大阪府
大阪石材工業㈱　

別所絵梨さん

新卒で
大阪石材工業に
入社した
2年生です欧陽菲菲。 沢田研二。 これらは当社の広告に私が使ったフレー

ズです。 はじめまして！広報担当のたばらなおこと申します！ 
広報担当と言うと華々しいですが、本業は事務職です。 受注の
電話を右手に取りつつ、左手に鉛玉を持ち、来社のお客様には
ボンドを運ぶ毎日です。 入社は6年前。 デザインもマーケティ
ングも素人なのに、なんとか新しい仕事にもぐり込みたいと画
策。 当然高価なソフトなど買ってもらえず、チラシの裏に鉛筆
で絵を描くという資金ゼロからのアピールを開始。 「ストーン
アシストのブースで、呼んでもない田原が客寄せしてる！」も
綿密なシナリオ。 そのうち、苦しまぎれに描いたゆるキャラの
広告に、反響をポツポツと頂くようになりました。 今ではくだ
らないことをまじめに考えることが生業となっています。
そんな私の夢は「情熱大陸」に出ることです！すでに脳内では
葉加瀬太郎氏のバイオリンが鳴り響いているのですが、今日の
時点で依頼なし…。 私の鼻息だけでは撮れ高が稼げないこと
は自覚済です。 もっと生田化研社を有名にして、出演依頼が来
るよう実績をつくります。 録画予約宜しくお願い致します！

東京都 (株)生田化研社
田原尚子さん
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7月20日に今年度第2回の墓石部会を開催しました。 今回のテーマは「寺院・
永代供養」として、事前アンケート結果の分析、㈱寺院デザインの薄井秀夫氏
の講演会、グループディスカッションを行いました。 やはり、墓石を扱う石材
店としては、今寺院が何を考え、どんな方向に向かって行くのか興味を引く
ものがあったようで、40名の定員以上の方に参加いただきました。 「葬式仏
教」に対する現実と、本来の仏教の理想とのギャップを抱えた寺院が、一般生
活者の考えとの乖離をどう埋めていくのか、また一般の方との窓口を多く持
つ石材店がどのような部分で協力していけるのかなど、示唆に富んだ内容
だったと思います。 グループディスカッションでも石材店同士の情報交換が
でき、みなさんの熱意を 感じることができました。 参加してみるとその熱を
感じられると思いますので、是非一度ご
参加ください。 講演会以外でも、墓石部
会で取り組んでいる「イベントリスト」
や「お墓じまい・改葬・改修ネットワーク
（仮称）」などに対するご意見を多くいた
だくことができました。 ありがとうご
ざいました。 ［墓石部会長 佐野雅基］

第2回 墓石部会を開催しました。
ジャパンストーンショー
の最終日、「業界変革の
シナリオ・プランニング」
のセミナーを㈱スタイ
リッシュ・アイデアの新
井宏征氏とともに実施
しました。 20数名の方に
は、業界10年後の２つの
シナリオ動画、明るい未
来の「歓喜の歌」と先が見えない「運命」の２つを観てもらい、
感じたことをグループで話し合いました。 「危機感を持つこと
ができた」「良い未来を実現するために行動してくことが大切
だ」等の前向きな感想が多数ありました。 このシナリオをベー
スにして、石産協コミュニティーの中での対話を深化させ、
みなさんの想いと力を結集し、より良い業界の未来へと踏み出
したいと願っています。 ぜひシナリオを各支部でもご活用くだ
さい！［関連部会長 竹ノ内壮太郎］

シナリオ・プランニング
関連部会墓石部会

20XX年放送予定
「情熱大陸～
 石材関連商社・
 田原尚子～」

事業案内2017
9月～11月

東京都10月18日（水）
第2回理事会

東京都11月16日（木）
第5回正副会長会議

11月22日（水）・23日（祝木）
中国四国地区全体会議 九州・沖縄地区全体会議

当会ホームページに
カレンダーが表示
されています。

9月25日（月）
10月4日（水）
10月13日（金）
10月14日（土）

委員会・部会活動 9月～11月
東京都

東京都

東京・大阪・大垣

お墓ディレクター委員会
墓石部会
採石・加工合同部会

10月17日（火）
10月19日（木）
10月23日（月）
11月8日（水）
11月12日（日）

東京都

東京都

東京都

大阪府

中国 恵安

輸入卸商部会
関連部会・シナリオプランニング
お墓ディレクター委員会
顧客満足推進委員会
日中墓石交流会（輸入卸商部会）

東京都
建築石材アドバーザー試験
（全国建築石材工業会）

東京都 東京都11月28日（火）・29日（水）

かい  り



開催決定！！ 2018年1月24日(水）　
第14回お墓ディレクター検定試験
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編集者：広報委員 永谷吉局事務局より▶ 新入会員紹介：8月24日入会のみなさまは、11月号でご紹介予定です。

今
月
の
一
冊

NEWS
お墓ディレクター

2017年8月5日（土）～14日（月）
奈良県／石川県支部 合同事業

奈良県支部では、7年連続で、世界遺産の地、奈良に集う人々の祈りを
ろうそくの灯りで照らす「なら燈花会」で、多くの方に石の魅力を幅広く
知っていただくための活動を実施しました。
今回も昨年に引き続き石川県支部の協力を得て、「石川の石を彫ろう
会」の作品を含め、「石あかり小径」に約40個の石彫刻を展示し、多くの
方に観ていただく機会を持つことができました。
また8月8日には、奈良県支部、石川県 中川支部長、石川の石を彫ろう
会、近畿地区会員との交流会も開催することができ、奈良県支部とし
ましては、今後もさまざまな形で「石工同志」が協力しながら、「石の魅
力」をうったえ続けたいと考えております。
［奈良県支部長 大石文彦］

申込書受付期間▶2017年10月25日～12月7日（消印）
全国6会場▶札幌・仙台・東京・大阪・高松・福岡
試験内容▶1級：①正誤判定30問・多肢選択20問 ②記述式
                   2級：正誤判定50問・多肢選択50問
会員受検料▶￥18,000

今年もなら燈花会で石彫刻を展示

2017年6月28日(水）
地方自治体担当者が参加する、資源エネル
ギー庁主催の勉強会に友常副会長が「石材産
業の現状と課題」として講演しました。 人事異
動が多く、多岐にわたる業務に追われる役所関
係者の方々に石材産地の現状をご理解いただ
く貴重な機会です。 今後も継続していきます。

採石法施行業務研修

2017年11月28日(火）・29日(水）
大分県大分市 アリストンホテル大分

初の地区全体会議を行います。 九州・沖縄地区会員向けの事業ですが、ご興
味のある方は石産協ＨＰからお申込みください。
［九州・沖縄地区長 玉田智久］

九州・沖縄地区全体会議 in 大分

「お墓と地震と地盤（実験DVD付き）」

2017年11月22日（水）・23(祝木）
鳥取県鳥取市 ホテルモナーク鳥取

本年度は鳥取県支部が担当します。 ぜひご参加ください。（案内・申込書同封） 
［中国地区長 姫田和雄］

中国四国地区全体会議 in 鳥取

墓石部会地震調査研究会が耐震実験を
行って編集した墓石施工に役立つ一冊
です。 地震の多い日本では特に知ってお
きたい情報が満載です。 この度、会員限
定で価格がお安くなりました。 この機会
に2冊まとめてお勧めします。

2017年11月12日(日）
中国・恵安

墓石市場の現状を両国で共通認識し、よりよい関係を保つための交流会で
す。 輸入卸商部会登録のみなさまには追って詳細をご案内します。 部会以外
の方でご興味のある方は、事務局までお問合せください。
［輸入卸商部会長 望月秀康］

日中墓石交流会案内

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!!

石工男子増員中！ あなたもエントリー！ 
※エントリー申込みについては石産協事務局までご連絡ください。

とう   か    え

主催：資源エネルギー庁

全国11,648名が受検した、
「お墓ディレクター検定試験」
あなたの挑戦、待っています！
※受検要項・申込書は9月下旬より発送いたします。
   ご希望の方は同封の送付依頼書にてお申し込みください。

会員価格￥5,000（定価￥10,000）
「地震に強いお墓の報告書」￥500（定価）

『お墓は、幸せのシンボル』
お墓参りフォトコンテストの受賞作品

▶ お墓10 0 年プロ
ジェクト毎年恒例の
お墓参り写真コンテス
トが行われ、石産協賞
として決定しました。 
お墓参りを大切にして
いることが感じられ
る、心温まる作品です。

作品名：
「次の世代へ」
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