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大阪府北部地震に被災されたみなさまへ
6月18日7時58分頃、
大阪府北部を震源としたM6.1を観測する大きな地震が発生しました。被災された方へ、
お見舞い申し上げます。予測が
できない余震に、
不安な日々をお過ごしのことと思います。まずは、
身の回りの安全を第一にお過ごしください。また、
情報を事務局までお知
らせください。状況の把握が整いましたら当会としての方向性を改めて周知いたします。
［災害対策本部長 射場一之］

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）

大阪府北部地震に被災されたため、
射場会長不在の総会となりましたが、
会長代行に
白木副会長が任命され、滞りなくすべての議案が可決されたことをご報告します。
高知県開催ということもあり、公務ご多様な中を高知県知事 尾﨑正直様にご臨席
賜り、心温まるご祝辞をいただきました。特筆すべきは、第2号議案で役員候補者、第
3号議案で組織図が承認され、
射場会長を筆頭に新しい理事会が発足しました。事業
計画は総会資料に掲載されていますが、
今後石産協通信を通し、
地区・支部、
部会、
委員
会の活動をご紹介していきますので、
乞うご期待。
定時総会 出席者 168名

高知県知事 尾﨑正直氏

白木秀典会長代行

小松実行委員長

いま、
時代はＶＵＣＡ
（ブーカ）
の時代と言われています。
「変化が
速く大きく、先行きは不透明であいまいで、物事の成り立ちが複
雑な時代」
という意味です。人々の価値観は大きく変容し、
葬送の
あり方も多様化しています。しかし、6月18日に発生した大阪北
部地震に関連して、
当店でも本当にたくさんの方からお墓の修理
依頼や、
神社・仏閣の復旧依頼をいただいています。
「お墓じまい」
の見積もり依頼も皆無ではありませんが、
その数は本当に微々た
るものです。
今回の地震を通して私は、
「時代は変貌を遂げても、
先祖を思いや
る人間の心は変わらない」ということを、身をもって感じていま
す。日本人の、
無垢な心で神仏を信頼し、
崇拝する信仰心を感じて
います。社会心理学に「予言の自己成就」という概念があります。
本来なら起こり得なかった状況が、人々が起こりそうだと考え、
行動することによって、
実際に起こってしまうことを言います。
石材業を営む私たち一人ひとりが、
「お墓参りという習慣を持つ
暮らしの豊かさ」
と、
「石という素材の持つ魅力と多様性、
可能性」
を自分の経験と言葉で語っていけば、
必ずや
「お墓離れ」
を
「結果」
ではなく
「経過」
にすることができると私は信じます。実現へ向け
た執念を持ち、
どんな難題にも、
たとえ前例がないことでも、
考え
抜き、
けっしてあきらめない。そんな想いで、
石産協を前に進めた
いと考えています。
［会長 射場一之］

激論出 席者

138名

祝賀会 出席者

150名

今年は初の地方開催となり、
どれくらいの会員に集まっていただ
けるか心配でしたが、
みなさまのご協力の下、
予想を上回るたくさ
んの方々にご参加頂きました。開催日直前に大阪北部地震が発生
し、その影響で射場会長が出席出来なくなるというトラブルに見
舞われましたが、
急遽、
白木副会長が会長代行され、
副会長、
事務局
スタッフの機転の利いた見事な連携により事なきを得ました。
ワークショップ「ザ・激論」
では10年後の石材業界について一人ひ
とりが真剣に議論し、
違った考え方で意見を出し合い、
自分は明日
から何を始めるべきか具体的なビジョンを描くことが出来たに違
いありません！円卓会議の中でまさに膝を突き合わせた高知での
「ザ・激論」が参加した全ての会員にとって有意義なものであった
と思っていただけたら幸いに存じます。最後に今総会開催にあた
り多大なご協力を賜りましたみなさま、本当にありがとうござい
ました。心より感謝申し上げます。
［実行委員長 小松伸壮］
今回、急な対応として私が会長代行を務めることとなりました。
十分な準備も出来ないままに当日を迎えましたが、
「代行は大丈夫
だろうか？頑張れ！」
とみなさまの熱い視線と協力に支えられ、
何
とか無事？に終えることができました。射場会長としては、不慮
の出来事で、被災当事者として何ともし難い状況ではなかったか
と推察いたします。当日は小松実行委員長、寺尾四国地区長を中
心として、
四国4支部のご協力をいただき、
総会では阿部徳島支部
長の司会と友常副会長の議事進行でスムースに進められ、懇親会
では尾﨑高知県知事推奨の高知の酒と料理を満喫することが出来
ました。すべての人々に感謝いたします。
［会長代行 白木秀典］
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◎ザ・激論
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〜業界を今一度せんたくいたし申候〜

㈱スタイリッシュアイディアのみなさまの進行により、熱い議論
が交わされました。

◎祝賀会
2018年6月22日(金）
ホテル日航高知 旭ロイヤル ゴールデンパシフィック
高知といえば「よさこい」。高知市長 岡﨑誠也氏と地元で活躍の
よさこいチームが会場を盛り上げてくださいました。

◎関連カタログ展示会
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）
関連部会では、定時総会に参加される会員の方々を対象とした
「カタログ展示会」を開催しました。今回は、会場内の限られた
スペースで、総会開催前の時間帯や休憩時間を利用しての説明
となりましたので、ゆっくり見ていただく時間がなかったかも
しれませんが、出展企業は売れ筋商品の展示や説明を行いなが
らパンフレットの配布に力を
入れました。今後も関連部会
としましては、さまざまな企画
を立案し、会員のみなさまに最
新情報を発信したいと考えて
おります。
［関連部会長 大塚俊明］
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◎エクスカーション
2018年6月23日(土）

高知
コース

▶参加者：20名
同業の方々の貴重な
意見をたくさん聞く
ことができ、とても勉
強になりました。高知
の歴史や、食文化にも
触れることができ、大
変有意義な二日間で
した。
（埼玉県／大川隼人）
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秋分の日は
お墓参りの日
活動報告
お墓参りを通じた仏教の布教活動に活用していただくこと
を目的として、
日ごろからお世話になっている近所のお寺に
25部ほど配りました。その他の目的としては、弊社のお寺へ
の貢献アピールという側面もありました。
ポスターのまま丸めて配るとたいがい貼っていただけませ
んので、看板のような状態にして持っていけば手軽に飾って
いただけると思い、パネルに貼ることにしました。糊付きの
A1パネル（1,350円）とA2パネル（850円）を購入してポス
ターを貼り付け、
あえて金額の入った正札を剥がさず持って
いき、
さらには自分で貼ったことも説明することで価値を分
かっていただくようにしたところ、大変好評でどのお寺も一
番目立つところに飾っていただけました。

愛媛

コース
▶参加者：6名
何よりも素晴らしかったの
は、ツアーコンダクターを
務めてくださった小田愛媛
県支部長の解説でした。し
まなみ石文化研究会の代表
でもあり、なぜこの地方に
これだけの石造物が点在し
ているのか、中世石造物の
見方など、深い知識を楽し
く披露してくださいまし
た。今度はプライベートで
も、しまなみ海道を巡って
みたいですね。
（東京都／大代賢太郎）

徳島

コース

▶参加者：8名
「満足度300点！サイ
コーによかったです！
みなさんも、
ぜひ 一度
は徳島へ行くべきです
よ。
」
（神奈川県／緑間浩市）

中には
「次回は
【お寺参り】
のポスターを作ってほしい」
という
新たな要望までいただき、お寺とのコミニュケーションツー
ルとしても大変役立つアイテムとなりました。これからも毎
年有効に活用していきたいと考えています。

長田教義

山梨県
㈲依田石材店
代表取締役

未来の墓石業界のため、
お墓参りを推進しましょう!
今年も｢お墓参りの日｣定着へ向けて啓発活動のため、
会員各位へポスターを配布させていただきましたが、
皆さんはもう、掲示や配布を済まされましたか？｢お
墓参りの日｣が制定されて5年が経ちますが、未だ、こ
の記念日が一般的になったとは言えません。当会員の
事業者は墓石関連が大半を占めるため、
｢お墓｣の普及
活動は必須事項であると思われます。今一度、会員各
位のポスター配布等の活動を通じて｢お墓参り｣を国
民行事にするべくご尽力いただけますよう、よろしく
お願い申し上げます。
［広報委員 青木秀敏］
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終活セミナーキット

顧客満足推進委員会

購入者限定勉強会
2018年5月15日
（火）東京会場／2018年6月9日
（土）
高松会場

5月
（東京会場）
6月
（高松会場）
と終活セミナーキット購入者限定セミナーを開催しました。勉強会前半は、
キット内容の意図やセミナー受講者
に伝えていただきたいことを㈱トランスブレイン藤野正成氏にお話いただきました。全国で終活セミナーをプロデュースしてきたご本人で
すので、
幅広い情報を分かりやすく分析しているのが非常に好評でした。後半では顧客満足推進委員会の川上委員が
「セミナー開催の実際」
と
いうテーマでお話させていただきました。両日共、
参加者はお役に立てたと思いますし、
単なる
「ソフト販売」
に終わらず、
キットの活用方法を
セットでご提供できたことは、
今後の事業開発にも大きなヒントとなったと思います。これからも様々な地域の様々な会員のみなさまに喜ん
でいただけるツールを委員会としてご提案できたらと思います。
［顧客満足推進委員会 川上明広］

活用事例

2018年6月10日
（日）
岩手県北上市「ホテルシティプラザ北上」
参加者：74名

過日、
地元新聞社主催の終活セミナーにおいて、
セミナーキットを活用して、
40分程講
演を行いました。テーマは
「現代の埋葬とお墓事情」
。岩手県の現状に合わせて、
キッ
トにアレンジを加えた上で講演を行いました。墓石店が行うセミナーとなると、
お墓
と石のみの話となり、
一方的に
「お墓を売り込まれる」
と警戒される場合もあろうかと
思いますが、
このキットは、
「現代の埋葬」
という観点から、
急増している自然葬や合葬
墓・お墓じまいに関する内容も含まれており、それぞれメリット・デメリットに触れた
上で、
お墓の大切さ・意義等を伝える内容となっております。どのような埋葬をしても
一番大切なのは
「供養の心」
を忘れないことであり、
そのためにはやはり
「お墓が最高」
なのだということが伝わればうれしいですね。
［岩手県支部 瀬川賢孝］

北海道

新入会員紹介
会員数：1,195名
（2018.5.16現在）

神奈川県

茨城県

東京都

㈱山本石材

㈲廣瀬産業

㈱終活ねっと

会員代表：山本

会員代表 ：廣瀬一重

会員代表：佐々木将一

充

設

立：昭和56年4月

設

立：昭和54年6月

設

立：平成28年9月

業

種：墓石・加工

業

種：墓石

業

種：関連

滋賀県

滋賀県

㈱路川石材工業所

石角石材店

河島石材

会員代表 ：路川友子

会員代表 ：藤澤式一

会員代表 ：河島

東京都
㈲坪内石材店
誠

会社代表：福代明正

設

立：昭和21年1月

設

立：明治29年1月

設

立：平成25年

設

立：昭和56年7月

業

種：墓石

業

種：墓石・加工

業

種：墓石・加工

業

種：採石・加工

北海道
柴田石材工業

地域で愛され
必要とされる
石材店
私の夢は、
地域で愛され必要とされる石材店となること
です。ここ北海道の北見地区では墓じまいの流行や人口
の流出などで年々解体数は増加、
建墓数は減少という大
変な状況を迎えております。しかしそのような状況でも、
建ててよかったと言っていただけるような、
頑丈でいつ
までも綺麗・お参りに行きたくなるお墓は常に追求して
いきたいです。それと同時に、
石産協の集まりで得た情報
や勉強したことを、
施工の際やセミナーを通してお客さ
まに発信し、
それぞれに合ったいいお墓、
最期のカタチを
提案していくことも忘れずにいたいと思っています。ま
た、
最近では町のお祭りの焼肉コーナーや各団体の親睦
会の焼肉などに溶岩プレートの貸し出しと使い方のコツ
の説明を行っており、
これが意外と好評でした。なので、
他にも生活に身近で便利な石製品を開発し、
素材として
の石の魅力を発信していきたいです。これらの情報発信
を通し、
石材店としての間口を広げ、
地域で愛され必要と
される石材店になることが、
私の目指すものです。

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︒

柴田将兵さん

わたしの夢
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糸数盛夫さん
沖縄県
みくに㈱
代表取締役

お墓の
問題解決
コンサルタント

現在、
8箇所の墓地で墓石を販売しております。それ以外
に現在進行中のプロジェクトがあります。4年前に無縁
墓の追跡調査を1300坪の土地の地主から依頼されまし
た。その数なんと300件。4年という月日をかけ持ち主を
探し出し、
現在、
別の場所へのお墓の引越し・墓地の建立
を受注させて頂いている状況です。私のライフワークは、
余命宣告から旅立ちまでの時を専門家としてプロデュー
スすることです。私は牧師でもありますので、
キリスト教
の牧師・見取り士の立場から、
墓地の建立・遺品整理・遺産
相続等の問題について、
医師や専門家
（遺品整理士、
弁護
士、
税理士）
の方々と連携し、
余命宣告を告知された本人
とご家族が幸せな最期がおくれるようにお手伝いしてい
くこと、
そして、
この仕事に関る人材を育成し、
多くの経
営者を輩出して、新しい事業体を構築すること、それに
委員名
よってお客さまに貢献していくこと、
これが私の夢です。

採石・原石／加工部会 最強の営業マンを育てる！

第2回国産銘石アドバイザー研修
2018年9月26日(水）
・27日(木）

第2回目は茨城県の『真壁小目石』と『稲田石』。関東で国産墓石売れ筋No.1とNo.2です。採掘場見学と工場見
学、国産材をいかにして売るか？ ロールプレイングを盛り込んだ、あなたの仕事に役立つ研修会です。首都圏
に近いので、従業員の研修にも是非お役立てください。

北関東編
その１

真壁小目石
稲田石

こんな方におススメです︒

1. 会社の売り上げを伸ばしたい。
2. 中国材しか販売したことがない。
3. 国産材に興味はあるが販売トークがわからない
4. 新人社員、営業マンに国産材の魅力を知って
販売につなげてほしい。
5. 国産材をもっとたくさん販売したい。
6. 社員研修・社員教育をしたい。
7. 採掘場を見学したい。
8. 墓石の加工について学びたい。

この研修を受けたら必ず売れる様になり、必ず成績が伸び、そ
して給料UP！ということは会社の売上げにもつながるのです。
墓石業界にとって厳しい時代が続きますが、そんな中でも国産
材を順調に販売すると、売上げがあがり、安売り合戦もしなく
てすみます。知識が無くても売れるわけがありません！国産材

が売れている会社はそのための社員研修をしているのです。
売れる営業マンと売れない営業マンの差は研修です。この機
会に国産銘石アドバイザー研修をぜひ、
受講してください。
［広報委員 坂口 登］
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お墓ディレクターNEWS

集まれ！全国の
お墓ディレクター諸君
8月22日14時より、
ジャパンストーンショー2018にて、
「10年後の生き残りをかけたお墓
ディレクターの挑戦」
と題し、
セミナーを行います。年々声高に叫ばれる
「墓じまい」
「墓離
れ」。この流れを止めるのは、
日本のお墓文化の発展とお墓の正しい理解と普及を図るた
め、
お墓についての幅広い知識と教養を兼ね備えた人材であるお墓ディレクターです。厳
しい時代の先を見据え、
生き残るためにお墓ディレクターが実際にどのように資格を活か
し、
未来のためにどんな挑戦をしているのか、
メディア等で紹介され
ている2名の有資格者の生の声をお聞かせします。
会場内にはお墓ディレクターのブースを出展。検定模擬問題にチャ
レンジしていただいた方に国産石のサンプルをプレゼントいたしま
す。また、次回第15回お墓ディレクター検定試験の案内も配布いた
しますので、
みなさまお誘いの上是非お越しくださいませ。

建築石材アドバイザー 及び
建築石材シニアアドバイザー
資格認定試験
日時：2018年10月13日
（土）場所：東京・大垣・大阪
「建築石材業のプロ中のプロを育成すること、
あるいはプロ中のプロ
であること」
を、
全国建築石材工業会が認証することを目的していま
す。全国建築石材工業会と業務提携があるため当会員に受験資格が
あります。ご希望の方は、
同封のご案内をご確認の上、受験申請書を
ご請求ください。

ジャパンストーンショー2018

俺たち石工男子！ Vol.5
北木の石材加工を
継承する石工男子！

米田雄樹
岡山県 栄龍石材(有)
1984年生まれ Ｏ型
ひとつひとつ丁寧な加工、
そしてぬくもりのある仕事
にファン多し。国産墓石なら
お任せあれ！

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

供養産業最大のエンディング産業展と同時開催される、ジャパンス
トーンショーです。招待券を同封しますのでお誘いあわせの上ぜひ、
ご来場ください。セミナーはwebからも絶賛受付中です。席に限りが
ありますのでお早めにお申し込みください。
［ジャパンストーンショー運営委員長 上野國光］

7月18日
（水）
・19日
（木）

近畿地区全体会議 in 滋賀

8月6日
（月）

第1回常任理事会

滋賀県

事業案内
7月〜10月
当会ホームページに
カレンダーが表示
されています。

東京都

8月22日
（水）〜24日
（金）

東京都

10月13日
（土）
東京・大阪・大垣

LINE＠始めました

日本石材産業協会の情報配信いよいよ開始！
大事な情報があなたの目に留まる。
石産協情報は、
LINE＠で！
今すぐ、QR登録▶

今 月のイチオシ

お礼はがき
顧客へのお礼状、季節のご挨拶はがきは、
営業ツールとして最も重要なアイテムです。
オリジナル性があり、使いやすい6種類の
デザインで、
すぐにスタートできます。詳し
くは、
申込み用紙を同封します。

ジャパンストーンショー2018

建築石材アドバイザー資格認定試験

委員会・部会活動 7月〜 9月
（金） 東京都 建築環境部会
7月13日

（木） 東京都 関連部会
8月9日

（水） 東京都 顧客満足推進委員会
（金） 兵庫県 お墓ディ
レクター委員会 8月22日
7月13日
（木） 東京都 墓石部会
7月19日

（木） 東京都 輸入卸商部会
8月23日

（木） 東京都 広報委員会
7月26日

（金） 東京都 採石・原石、加工、関連合同部会
8月24日

（火） 東京都 お墓ディ
レクター委員会 9月26日（水）・27日（水） 茨城県 国産銘石アドバイザー研修
8月7日

事務局より
定時総会を経て、いよいよ2018年度事業が動き出します。随時石産協
通信やホームページで情報発信しますので、興味をもってご覧いただ
き、会員メリットを十分に活用してください。
石産協HP
〈会員ページ〉

ログインID：groupjapan パスワード：RrucKH

石産協通信はweb
でも閲覧できます。

編集者：広報委員 望月秀康

