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母の日参りパートナーシップ共同プレス発表会
日時：2018年 4月23日(月）場所：フェニックスホール(東京都中央区銀座）
多くの取材陣が集まる中、パートナーとして参加している当会も、会員向けに配布したポス
ターや、
活動PRをいたしました。
母の日は亡き母をしのぶひとりの女性の呼びかけから始まったといわれています。これにちな
み、
天まで届けたい心を綴った亡き母への手紙を募集し、
第1回手紙コンクールが行われまし
た。選考委員長に歌舞伎俳優の中村獅童氏がご登壇され、
金賞受賞発表と、
手紙を朗読されま
した。1800通を超える全国からの応募があり、
どれも心あたたまる感動のエピソードです。

https://hahanohi-mairi.jp/index.html

受賞作品とプレス発表の内容はHPでもご確認いただけます。今後も
「母の日参り」
の活動を継
続していきますので、
ご協力をおねがいたします。
［広報委員 上野國光］

お墓参り時の注意喚起について

い

ば かつ ゆき

会長 射場一之

今年2月、
幼稚園児が倒れた墓石の下敷きになるという痛ましい事故がありました。会員のみなさまに
おかれましては、
折に触れてぜひ、
お墓参りの時の注意事項の啓発に努めていただきたいと存じます。
当会では2014年に、
『お墓の取り扱い説明書』
を作成いたしました。広島の今野栄一朗さんや京都の河
波忠兵衛さん、
兵庫の森田浩介さんらが中心となり作成してくださいました。このトリセツは以下の目
的のために作成されています。
①墓石販売店が消費者に対して墓石の
「危険性・取扱いの注意点・正しい取扱い方法」
等の
情報提供を行う。
②正しいお墓の取扱いを行ってもらうことにより、
消費者の安全を確保する。
③墓石販売店と消費者との
「知識の共有」
を図る。
④認識の違いから発生する
「事故・クレ−ム・トラブル」
等を未然に防止する。
このトリセツでも、
真っ先に
「石の転倒脱落に注意してください」
と注意喚起をしています。ただ、
このト
リセツは最大公約数で作成していますので、
地方によっては掲載されている写真とその地方の一般的なお墓の形状が違う場合も
あるでしょう。その地方独特で必要な説明が不足していることもあるかもしれません。射場石利石材では、
特にご注意いただきた
い部分に赤線を引いたり手書きでコメントを入れてみたり、
必要に応じて写真を挟み込むなど、
カスタマイズして活用しています。
みなさんもぜひ、
ご活用ください。
ご先祖様が眠るお墓で悲しい事故を絶対起こしたくない――お墓づくりに携わるすべての人の願いでこの取扱説明書が作られま
した。安心・安全にお墓参りをしていただくためにも、
ぜひ
『お墓の取り扱い説明書』
をご活用ください。そして、
安全に安心してお
墓参りをしていただくためには
「お墓の健康診断」
が必要であることを啓発してください。
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第9回定時総会 in高知
2018年6月22日(金）高知市文化プラザ かるぽーと
（高知県高知市）

「ザ・激論〜業界を今一度せんたくいたし申候」とことん高知で語り合おう！一寸先
は闇か、光か？ 全員参加型、テーブルディスカッション形式で進行します。また、翌
日は四国の4支部が総力を上げ、
エクスカーションを企画。東京開催になかなか参加
できない方も、
この機会にぜひ、
ご出席ください。

6/23
（土）
エクスカーション
愛媛コース
『しまなみ石塔巡礼ツアー』
定員20名／参加費￥6,000
香川コース
『讃岐で石に平和を祈るツアー』
定員15名／参加費￥5,000
高知コース
『高知の歴史に触れ、
坂本龍馬と握手するツアー』
定員25名／参加費￥4,000
徳島コース
『はじめての徳島“まんきつ”ツアー』定員15名／￥5,000
総会は定款に則り、
「 毎事業年度の終了後
3ヶ月以内に開催する」ものです。それは「会
員で構成」され、
「 本会の運営に関する重要
事項を議決」
していただきます。また、
「やむ
を得ない理由のため、総会に出席できない
構成員は、あらかじめ通知された事項につ
いて、書面又は構成員の中から選任した代
理人によって議決権を行使することができ
る。」ため、必ず委任状の提出をお願いいた
します。提出期限：2018年5月31日(木）

速報! 関連部会 カタログ展示会開催決定!
この度、関連部会におきまして、第9回定時総会参加
者に限定した「カタログ展示会」を企画します。総会
開催中の休憩時間などを利用して実施する小規模な
内容となりますが、
関連部会に所属する企業が、
新製
品紹介や各種サービスの提供を行うことで、業界の
旬な話題の情報提供を目的としております。この機
会に定時総会への参加及びカタログ展示会への来場
をお待ちしております。
［関連部会長：竹ノ内壮太郎]

終活セミナーキット
ＰＲＡＹｆｏｒ
（ＯＮＥ）
ご購入者限定勉強会
『祈りの日』
記念法要
《顧客満足推進委員会》 2018年3月27日(火）善立寺(東京都足立区)
2018年5月15日
（火）東京都千代田区
2018年6月9日(土）香川県高松市

2017年12月から販売スタートした「終活セミナー
キット」
が好評です。ご購入特典として、
何倍にも活用
していただくための勉強会を行います。6月開催は
『庵
治ストーンフェア』の日程に合わせ、参加しやすいス
ケジュールとしました。パワーポイントの使い方やプ
レゼン方法など、ど
のように活用して
よいか悩んでいる
方、ぜひ勉強会にご
参加ください。これ
こそ、会員メリット
です。まだお持ちで
ない方は、この機会
にご購入をお勧め
します。

講師：藤野正成 氏
㈱トランスブレイン
専務取締役

当会が協賛している、一般社団法人PRAY for (ONE)では、
このた
び
「3月27日を
『祈りの日』
」
と登録し、
制定を祝した
『祈りの日』
記念
法要を開催しました。当日は、
見る者の魂を揺さぶる作品を創作し
続けるダウン症の女流書家・金澤翔子さんを迎えての席上揮毫を
はじめ、翔子さんの母であり書の師匠でもある金澤泰子さんの記
念講演、さらにはPRAY for (ONE)活動のシンボルといえる「祈り
鶴」のワークショップ等を通し、観念的に偏らず体感的に“祈り”に
触れるひとときを共に分かちあえる催しとなりました。
［広報委員 上野國光］

香川県
㈱大川石材
常務取締役

次世代へ受け継ぎ
繋いでいきたい。
最近では、
「お墓はなくてもいい」という考え方やお墓の
継承に負担を感じている人が増え、様々な理由がある中
で無縁墓が増加しています。実際に、私の実家でも父が5
年前に他界し、長男である兄は東京で生活している為、母
一人で墓守をしている状況です。約670年前から代々守
られてきているお墓ですので、これからも次の世代へと
受け継いでもらいたいと願っております。
私にも子供がおりますが、
自分の子は勿論、次世代の方々
に日本の伝統・文化・石工の技術など全て継承してほしい
と思います。そして、できることならふるさとの石で、職
人の手で作ったお墓に手を合わせていただける様な世の
中になってほしいと思います。
私の夢は、先程申し上げたもの全てを次世代へ受け継い
でいくことです。自分の日々の仕事が少しでも「繋ぐ」こ
とに貢献できる様、
日々精進して参ります。

この想いを夢のバトンに託して︑
出来るだけ多くの人に手渡したい︒

大川絵里さん

近畿地区全体会議 in 滋賀
2018年7月18日
（水）
・19日(木）滋賀県近江八幡市

わたしの夢
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海老原まち子さん
茨城県
㈱海老原石材店
専務取締役

見てみたい！
お嫁さんが
活き活きと
石 を語る姿

明治25年創業の海老原石材店を営む、海老原家に嫁

いだのは、今から30年前。真壁石産地で育った私の
環境も、周囲はほとんどが石材店従事者、経営者な

ど。幼い頃から、遊ぶ場所も原石置き場や工場の中。
山の発破の時間は警報がなるから近寄らないこと、
そんな環境で育ってきました。

しかし、私の息子の育った時代は、輸入材を運ぶト
レーラーが行き交う中国製品全盛期。時代は大きく
動きました。そんな中、息子のところにきた嫁は、石
とはほぼ無縁の東京から。そんな私の夢は、
いつか息
子の嫁が活き活きと石を語る姿を見ることです。

Twitterの活用

近畿地区全体会議を滋賀県支部主管で開催します。近江商人の

この度、広報委員会ではSNSを活用し、業界への注目度や協会の

精神に触れ、
いま一度、商いの原点を見つめなおす機会を企画し

認知度向上を図るために動き出しました。現在Twitterのアク

ました。映画
「てんびんの詩」
は商いの真髄が描かれており、
企業

ティブユーザー数は4,500万人といわれており、約3人に1人が

研修用のDVDとして㈲日本映像企画より販売されていますが、

利用している計算になります。また、情報番組などで放送する内

今回許可をいただいて上映できることになりました。制作者た

容をTwitterを使い情報収集を行っていることも多く、現在

ちがこの映画に

Twitterは「一部の若者層が利用するサービス」ではなくなって

込めたメッセー

きました。業界としてTwitterの利用が広まることで、以下の3

ジは、必ず参加さ

つの効果が期待できると考えています。

れたみなさまの

1. 情報収集をするメディアからの目に留まりやすくなる。

糧となるはずで

2. 一般消費者の目に留まりやすくなり、お墓に対する潜在意識

す。会場は、多く

の繋ぎとめができる。

の近江商人を育

3. 同業者から当会への興味が高まり、
新規会員獲得へ繋がる。

み、今も当時の雰

幅広い利用者がいるTwitterだからこそ、さまざまな効果が期待

囲気をのこす町、

できると思います。そこで、新たに「石産協広報チーム」として公

近江八幡です。詳

式アカウントを開設しました。今後、当会に関する投稿には「#

細は同封の案内

日本石材産業協会」とハッシュタグをつけていきます。すでにご

をご覧ください。

自身のアカウントをお持

会員と会員企業

ちの方は、ぜひアカウント

従業員多くの方

のフォローをお願いたし

のご参加をお待

ます。
（ID：@jsia76817）

ちしています。

使用したことがない方は、

［次期近畿地区長
大石文彦］

この機会にTwitterを始
めてみてはいかがでしょ
うか。
［広報委員 田中彩友美］
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お墓ディレクター委員会、
初の女性委員長誕生！
！
！

本年度、
お墓ディレクター委員会委員長予定者の小野純子です。
岡山県支部に所属し、
備中青みかげ石の採石・加工を行っております。
みなさまどうぞよろしくお願いいたします。
私が思うお墓ディレクターとは、
ご供養に関する選択肢が多
様化する昨今、
一般消費者の方々のお墓に対する多種多様な
不安の声を拾って応え、
日本のお墓文化の未来を開拓してい
く人材ではないかと思います。
今回の第10回お墓ディレクター更新については、
3月31日を
もって終了させていただき、
1級81名・2級452名のあわせて
533名の方が更新されました。第14回の検定試験では1級33
名・2級228名の方が合格されました。
本年度のお墓ディレクター委員会では、
今回合格された新たな仲間をはじめ、
有資格者の
みなさまが資格を活かして活躍できるようなフォローアップ事業に力を入れていく予定
です。
そして、
この企画を一緒に盛り上げてくれる新しい仲間も当委員会では絶賛募集中です。
お墓ディレクターという資格を通じて石材業界の未来を変えたい！という熱い思いを胸
に秘めている１級取得者のみなさま、
是非一度委員会に参加してみてください。お待ちし
ております！［次期お墓ディレクター委員長 小野純子］

俺たち石工男子！ Vol.4
ゆうおうまいしん

勇往邁進 石工男子！

ジャパンストーンショー2018
日時：2018年 8月22日
（水）
・23日
（木）
・24日
（金）
場所：東京ビッグサイト東7ホール

ジャパンストーンショー企画のセミナーが決定しました。準備が

森本康介

整い次第、エンディング産業展ホームページより、web上でセミ
ナーの事前登録が始まります。招待券は改めてお送りいたします

島根県 (有)森本石材

が、席数に限りがありますので、早めのお申込みをススメします。

1995年生まれ
得意な石工作業 : 左官、
仕上げ
「国産銘石アドバイザーをも目指す、
マルチ石工男子！」

［ジャパンストーンショー運営委員長 上野國光］
5月16日
（水）

東京都

事業案内
5月〜 7月
当会ホームページに
カレンダーが表示
されています。

第1回理事会(新旧合同）

5月17日
（木）

東京都

6月7日
（木）

東京都

理事オリエンテーション(新旧合同）
第2回正副会長会議(新旧合同）

6月22日
（金）

高知県

第9回定時総会

委員会・部会活動 5月〜 7月
（木） 東京都 広報委員会
（火） 東京都 公正競争規約推進委員会 5月17日
5月15日
（木） 東京都 お墓ディ
（火） 東京都 ジャパンストーンショー運営委員会 5月17日
レクター委員会
5月15日
（火） 東京都 顧客満足推進委員会
5月15日

（土） 香川県 終活セミナーキット勉強会
（2）
6月9日

（木） 高知県 輸入卸商部会
（火） 東京都 終活セミナーキット勉強会
（1） 6月21日
5月15日

今 月のイチオシ

墓石の取扱説明書
P1でご紹介したように、会員から消費者へ配
布することでお墓の啓発活動にもつながりま
す。電気製品についてくるトリセツのように、
すべてのお墓が安全に取り扱われることを
願います。ぜひこの機会にご購入ください。

（水） 東京都 採石・加工合同部会
5月16日

（水） 東京都 関連部会
6月27日

事務局より
◎2018年度会費は6月27日
（水）にご指定の口座から自動引落
しさせていただきます。 請求書は6月初めに発送予定です。
石産協HP
〈会員ページ〉ログインID：groupjapan

パスワード：ooFOO8
オーオーエフ オー オー ハチ

石産協HPはこちら

編集者：広報委員 小田和比古

