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平成30年西日本豪雨 岡山県支部の活動
この度の西日本豪雨により被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。みなさまの安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

7月
「晴れの国おかやま」
が未曾有の豪雨災害に合いました。
8月4日、
大きな水害に見舞われた倉敷市真備町川辺にある寺院
（曹洞宗 源福寺）
にて、
境内にある冠水し泥をかぶった墓石約350
基の清掃作業に当たることになりました。
参加団体 ：岡山県石材業政治連盟／全国石製品協同組合／全国
石材施工協会／全国優良石材の会／良いお墓屋さんネットワーク
岡山／曹洞宗岡山県青年会／日本石材産業協会

災害支援として重機レンタル会社より給水車や大型タンクを無
償提供していただき、
岡山県内はじめ、
香川県、
千葉県、
山形県、
熊
本県など各地の石材店の従業員ら20社約50人がボランティアで
集まり、
高圧洗浄機やブラシを使って墓石の表面や隙間に詰まっ
た泥を丁寧に洗い流した後、
雑巾で丁寧に拭き取っていきました。
また、
泥にまみれた骨壷も洗ってほしいと、
この清掃作業に合わせ
て来た方のご要望にも応え、
水の引いたカロートから丁寧に取り
だし、
洗浄していきました。

「墓石を扱う自分たちにとり、
お寺は大切な存在でお墓
は心のよりどころ。お盆に墓参りに来て泥に覆われた
ままのお墓をみて寂しい気持ちにならないようにでき
る限り手助けしたい。
」
と、
当会河田岡山県支部長が県内の石材関係団体に呼びかけ実現
しました。

「浸水した自宅の片付けで精いっぱいで、
お盆が近づ
きお墓が気になっていました。きれいにしてもらえてあ
りがとうございます。
」
檀家の方から、
御礼の言葉をいただきました。

多くの地域で墓地が土砂災害に合い、
ほとんど報道されていません。
大雨の後の地盤は時間をかけて緩んでいき、お盆のお墓参りに
出かける頃に突然崩れてしまった墓地もあります。
国土交通省の災害復旧事業(補助)概要で対象とされている施設
は、
河川、
海岸、
砂防設備、
林地荒廃防止施設、
地すべり防止施設、
急傾斜地崩壊防止施設、
道路、
港湾、
漁港、
下水道、
公園で、
国が費
用負担してくれる対象に墓地は入っていません。
被災者生活再建支援法に基づいた支援も、生活に直結してない
墓地は対象外のため、
罹災証明も被災証明もとれません。個人の
墓地が土石流により100メートル以上にわたり流されていても、
何の保証もなく自腹で補修するしかない現実。山の斜面にある
寺墓地の地盤が崩壊し何世帯ものお墓が流され、行政に支援を
再三願い出ても取り合ってもらえず墓地を、
お墓をあきらめるこ
とを選択する方もでています。

行政を動かすには多くの目に被害の現状を伝え、
多くの声をあげていく必要があります。
東日本大震災や熊本地震で多くの被害を出し、
墓地や墓石の被害
が大きく報道された自治体では、
5世帯以上で管理する墓地に対
して災害復旧事業補助金の交付を条例で定めてあります。
地球温暖化が進む今、
大きな自然災害は避けて通れず同じような
災害は必ず発生します。その時、
被災された方々がお墓や墓地を
あきらめないでいられるよう、石屋として、
業界として何をして
いくべきかしっかり考え行動を起こさなければ、
ますます墓離れ
が進んでしまうと痛感しました。
［岡山県支部 小野純子］
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「秋分の日はお墓参りの日」
ポスター貼りまくり作戦
秋分の日はお墓参りの日

茨城県支部 お墓参りポスター

1,800枚必達！
！
茨城県支部の活動

9月1日（土）
曇り時々晴れ
気温28°湿度74％

訪問エリア：茨城県桜川市真壁町エリア
訪問者：有限会社坂口石材工芸社／坂口 登
太陽研磨材株式会社／吉野 博
訪問手段：自家用車

レポート

活動を終えて

「やれば出来る！」

「どこに貼ろう」
「 こんなに
たくさん、訪問時間あるか
な」まずは行動！始めてみ
ると短時間で意外に貼れる
ものですね(^̲^)

やって来ました。茨城県真壁町。
ポスター貼り、秋分の日直前レポ
します。
◎13時15分
㈲坂口石材工芸社を出発▶ナニワ
合金㈱様真壁出張所▶花の小森▶
小田部生花店▶真壁特産農産物直
売所▶真言宗熊野山密弘寺▶㈲金
子昭商店谷貝SS▶宮川生花造花店
（敬称略）
◎14時30分：つくば市内解散
1時間程の活動でしたが、坂口さん
の地元人脈もあって、
訪問店も様々
に、計7店舗 で 快 く ポ ス タ ー 掲 示
を引き受けていただけました。

SNSを活用して
お墓参りを盛り上げる！
お墓参りの様子を写メして、
Twitter投稿！
＃秋分の日はお墓参りの日
忘れずにね(^̲^)

チェック！

「1,800枚必逹！」
茨城県支部では、今回のポ
スター貼りまくり作戦として
県庁を通じ、茨城県内の公
立小中学校に800枚、支部
会 員ノルマの1,000枚計
1,800枚のポスター掲示を
目標に活動しています。

ＳＮＳ
拡散
展開中！

始めよ。
LINE＠
えっ？まだ登録してませんか。
毎月14日に石発信。大事な情
報があなたの目に留まる。石
産協情報は、
LINE＠で！

Twitterも
始まってるよ。
「お墓参りの日」拡散
大作戦 。Twitterマ
ニュアル配布中。

近畿地区全体会議「近江商人の魂に触れる」
2018年7月18日
（水）
・19日
（木）滋賀県近江八幡市

「三方よし」
《売り手よし、
買い手よし、
世間よし》
という訓は大変有名で、
売り手と買い手の心の
一致と共に、社会に役立つ、本当の意味でお客さまに喜んでいただけることが商いの基本であ
ることを近江商人の代々継承してきました。その後滋賀県からは、
日本を代表する大企業を多
数輩出し、
その生き様や心意気といったものが日本経済の礎になったといっても過言ではあり
ません。
第一部では
「てんびんの詩」
を上映。
ラストは主人公の少年の姿に思わず涙し
（DVD申込可）、
第
二部、
河内美代子氏の商人を支える妻
（内助の功）
の講演では
「始末しておき張りやす」
という挨
拶とともに、女性の支えがあってこその
商いだと思い知らされました。翌日は市
内各所を探訪し、今も随所に息づいてい
る近江商人の心意気を実感させられる
一日でした。
地区長就任後、すぐ、大舞台に立つこと

新入会員紹介
会員数：1,190名
（2018.8.6現在）

東京都

になり、行き届かないことが多々あった

損害保険ジャパン日本興亜㈱

かと思いますが、参加・協力いただいた

会員代表：石﨑貴幸

みなさまのおかげで無事終了すること

設

立：明治21年

業

種：関連

ができました。
［近畿地区長 大石文彦］

兵庫県
㈱森田石材店

岐阜県大垣市出身
只今、
丁稚2年目
25歳！
私は昨年から実家である岐阜の石材店を継ぐために、森田石材店
で働かせてもらっています。3年という修行の期間、最初の1年半
は現場での施工を知り、より効率的な作業の仕方を学ぶことで修
行を終えて実家に戻った際にはより良い新しいやり方を見つけて
いけたらと考えています。また、残りの1年半では営業に移り、お
客さまの希望に最大限応えられるように、様々な形の提案を知り、
そのノウハウを学びとっていきたいと思っています。
現在、実家のある岐阜でも墓じまいが増え、新しくお墓を建てよう
とするお客さま減っていく一方です。そういった状況の中で「あ
なたの店で買いたい。」そう思っていただくには、新しい価値の創
造が不可欠です。それは、新しいサービスであり、新しい販売の形
であると思います。まだ答えは出ていませんが、残っている時間
で少しでも多くのことを学び、実家の石材店を継ぐ際にはお客さ
まに選んでいただけるような強みを持ち、岐阜の地域性にも合っ
た新しい形の店を作っていきたい。それが今の私の夢です。

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

当会ブースでは、お墓ディクター検定試験、輸入卸商部会・墓石
部会・顧客満足推進委員会・広報委員会の活動と会員拡大につな
げるPRを行いました。また、
当会企画の7つのセミナーは満員御
礼、
立ち見が出るほどでした。
全国から、終活を扱う業者が出展し、業界のトレンドを敏感に感
じ、勢いある企業の発信力と、新しい商品、豊富なアイディアを
直に受け取ることのできる充実した展示会でした。
残念ながら来場
できなかったみ
なさまにも出展
企業紹介冊子を
同封します。
［ジャパンストーン
ショー運営委員長
上野國光］

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︒

藤井勇輔さん

わたしの夢
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国分 陸さん
茨城県
㈲坂口石材工芸

次世代を担う
19歳！
日本一の職人を
目指します。

私の家は、福島県本宮市で国分石材という会社を
お爺さんの代からを営んでいます。墓石工事、河川
の護岸工事などいろいろな石工事をしています。
高校生の夏休みにアルバイトで、家の石工事の仕
事を手伝いました。工事が終わりお客さまにお引
渡しした時に、お客さまに大変感謝され、感動した
ことを思い出します。その時に家業を継いで石屋
になりたいと強く思うようになりました。そして
高校を卒業し、現在、坂口石材工芸に5年間見習い
としてお世話になり、
ようやく1年がたちました。
社長には常々、お墓は100年200年と人が手を合わ
せるものだから、恥ずかしくないものを作れと言
われています。まだ右も左もわからないですが、頑
張って５年勤め日本一の職人を目指し頑張りたい
と思います。

石工男子
オフィシャルキャラクター

ジャパンストーンショーに降臨ッ
！
！
！
ジャパンストーンショー2018にて石工
男子のキャラクターパネル展示を行い
ました。このデザインを基に、
LINEスタ
ンプの企画も進行中です。乞うご期待！
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第15回お墓ディレクター検定試験
2019年1月23日
（水）全国6会場
お盆を過ぎ、
来たるお彼岸に向けて日々ご多用のこととお察し申し上げます。
8月22〜24日に開催されたジャパンストーンショーに、
お墓ディレクターブース『パワー石
（ス
トーン）
カフェ』
を出展しました。1級・2級の過去問題に答えていただいた方に国産石材パワース
トーンをプレゼント！！みなさま真剣に解答を考え、
真剣に取り組んでくださる姿が嬉しかった
です。
『10年後の生き残りをかけたお墓ディレクターの挑戦』
と題したセミナーへは、
北海道の㈲マル安
三上石材工業所 三上貴康氏、
大阪府の大阪石材工業(株)望田彩香氏のアイデアと行動力に溢れ
た講演に多くのみなさまのご参加をいただきました。
また、
第15回検定試験
（2019年1月23日
（水）
札幌、
仙台、
東京、
大阪、
高松、
福岡の6会場にて実施）
の
詳細が発表され、
イベントブース内にて受検要項を配布しました。

みなさまへ
吉報！
！
詳細は同封のチラシをご覧ください。

今年度から受検要項ほか申込用紙がWEBサイトからダウンロードできるようになり
ました。これまではご希望の方へ郵送していましたが、各自で印刷できますので
http://www.japan-stone.org/ohaka/examination.htmlをチェックしてください！
申込み受付期間は10月25日から12月10日
（消印）
です。
お墓ディレクター資格を取って、
あなたの実力、
「見える化」
しましょう！
［お墓ディレクター委員 塩田 結］

関連部会

ストーンアシスト2018 in Tokyo
2018年10月23日(火）CIVI秋葉原
（東京都千代田区）

オールスター関連部会祭 炎の大研修
今年度より関連部会部会長に就任しました、㈱生田化研社大塚俊明
です。クリーン且つ、爽やかです。さて就任一発目の仕事は恒例とな
りました
「ストーンアシスト」
です。第4回目は
「オールスター関連部会
祭 炎の大研修」
として、オールスター感満載のボリュームとめった
に聞けないお話をご用意します。何といっても目玉は〜夢の３ちゃん
対談！！〜エノモッちゃん、シミちゃ
ん、
イバちゃんによる有料セミナー「地
域石材店が売れる理由」
です。今回の
お待ちして
おります。
奇跡的な実現をお見逃しなく！
（注 3ちゃん：㈱はせがわ 榎本哲治執
行役員、㈱鎌倉新書 清水祐孝会長、
当
会 射場一之会長）
［関連部会長 大塚俊明］
（招待券同封）

加工部会

石材加工講習会 in 埼玉

2018年10月25日(木）原産業株式会社
（さいたま市中央区）
おひざ元、埼玉県石材技能士会のご協力をいただき、午前中は当会顧
問でもある小川長四郎氏より
「石材加工の魅力」講演、午後は電動加
工と手加工両方の作業で一輪ざし花器作成にチャレンジしてていた
だきます。
日々の仕事に役立つ研修会
です。東日本、西日本交互に開催して
いますので、お近くの方はこのチャン
スをお見逃しなく！なお、定員制のた
め、
お早めにお申し込みください。
［加工部会長 大川弘展］
（ 詳細・申込
用紙同封）

『マンションのゴミ置き場に遺骨と骨壺を
不法投棄容疑の石材店経営者、
逮捕』
の報道を受けて。
７月。とても残念なニュースがあり、先日当会に警視庁生活安全部
から指導がありました。お骨を扱う石材店としてあるまじき行為
ですが、我々も初心にかえり、気を引き締め、安心と信頼の石材店
の集合体である日本石材産業協会であることを強く発信していき
ましょう。
（指導通知同封）

10月4日
（木）

正副会長会議

10月13日
（土）

建築石材アドバイザー資格認証試験

10月22日
（月）

理事会

11月15日
（木）

正副会長会議

東京都

事業案内
9月〜11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・大阪・大垣
東京都

大阪府

委員会・部会活動 9月〜 11月

（木） 東京都 墓石の公正競争規約 発起人会
10月11日

（金） 大阪府 建築・環境部会
（木） 東京都 お墓ディ
レクター委員会 10月12日
9月20日
（火） 東京都 輸入卸商部会
9月25日

（月） 東京都 採石・加工合同部会
10月22日

（水） 東京都 関連部会
9月26日

（月） 東京都 CS委員会
10月22日

（火） 東京都 ストーンアシスト in Tokyo
9月26日（水）27日（木） 茨城県 国産銘石アドバイザー研修 10月23日
（火） 東京都 お墓ディ
（木） 東京都 公正競争規約推進委員会 10月23日
レクター委員会
10月4日
（金） 大阪府 広報委員会
10月5日

（木） 埼玉県 石材加工講習
10月25日

（金） 東京都 墓石部会
10月5日

（日） 中国・恵安 日中墓石交流会
11月11日

事務局より
石産協HP〈会員ページ〉
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