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sekisankyo tsuushin

秋分の日は
「お墓参りの日」
。
9月23日
（祝・月）
9：00 SNSジャック！
ポスターを貼って、貼って、貼ってる写真を
facebook、
Twitter、
InstagramなどのSNSで一斉に拡散、
シェアしよう。
ハッシュタグは ♯秋分の日はお墓参りの日

おさらいQ& A
Q. お墓参りの日ってなに？
A. 日本石材産業協会が「お墓参りの日」を日本
記念日協会に記念日申請し、
2013年に制定され
ました。

Q. お墓参りの日はなぜ秋分の日なのか？
A.「秋分の日」は｢国民の祝日に関する法律｣に
よって
「祖先をうやまい、なくなった人々をしの
ぶ日」
と定められており、
お墓参りがその趣意に
最も適すと考えられるから。

Q. お墓参りの日は何をすればいいの？
A. ポスターを活用して一 般消費者にお墓 参り
を勧めていただきたい。特にSNSなどを日頃よ
り駆使されている方は積極的にアップしてくだ
さい。

Q. お墓参りの日を拡散する目的とは
A. お墓参りをする方が増える→お墓への関心が
高まる→墓石業界の仕事量が増加する。

Q. お墓参りの日を誰に勧めればいいの？
A. 出会う人すべてに伝えましょう。

Q. 我が家にはお墓が無いと言う人には？
A. 叱ってあげてください。自身の祖先や今は亡
き、
世話になった故人は必ずいるはず。そしてそ
の方のお墓はどこかにあるはず。探してお参りさ
せてください。

Q. 石産協がお墓参りの日に望む結果
「秋分の日はお墓参りの日」
普及のため、
（一社）
全国優良石材店の会との協働でポスター配布活動を推進しています。

A. 日本の全員1億2700万人がみんな｢お墓参り
の日｣にお墓参りに行くことです。

《 社内のみなさまで回覧してください》

メモリアルストーンショー2019
2019年 8月20日
（火）
〜22日(木） 東京ビッグサイト西2ホール
全体来場者数3日間22,082名（2018年度：24,972名）

エンディング産業展全体では3日間で90以上のセミナーが開催され、そのうち当会では8セミナー
を企画しました。メイン会場から離れていたので、参加者数が心配されましたが、どのセミナーも
ほぼ満席となりました。来場された方、セミナーに参加した方、いかがでしたか？ 来年度は東京
オリンピック開催のため、日時、
場所が例年と異なりますが、ぜひご注目ください。
2020年11月18日〜20日 東京ビッグサイト青海展示棟 Aホール

（一社）
全国石材施工協会
代表理事 井比氏によるセミナー

輝かしい女性の活躍
女性ネットワーク委員会

業界代表者によるパネルディスカッション 射場会長出演

半ズボンでも魅せます！
関連部会 ㈱生田化研社 大塚氏

毎回大好評！
関連部会 ㈱日本仏事ネット 寺田氏
ピンマイク装着で準備万端
顧客満足推進委員会 羽黒石材工業㈱ 中野氏

オープニングセレモニー

顧客満足推進委員会の講師リレー
㈱大橋石材店 大橋氏→ ㈱第一石材 能島氏

1級取得にチャレンジ！
お墓ディレクター委員会

『消費者のお墓に対する意識調査』
はじまる！
アンケート調査期間：2019年9月24日
（火）締め切り
当会ではこれまでもその時代時代に即したテーマで消費者の意識調査を行ってまいりました。
2005年には
【団塊世代のお墓の意識動向】
、
2011年には
【東日本大地震と日本人のお墓】
、
本年度
は
【福祉・介護とお墓】
をテーマとし、
『消費者のお墓に対する意識調査』
を実施いたします。本調
査は、
経済産業省傘下の全国中小企業団体中央会から
『中小企業組合等課題対応支援事業』
とし
て認定を受けた事業で、
同会からの補助金を受けながら行われるものです。少子高齢化の現代、
日本人の多くが、
家族そして本人の
『老後の福祉・介護』
の問題を少なからず抱え、
そしてその先に
『終活』
『お墓』
があります。家族の構成・在り方が変わってきたいま、
福祉・介護を通して
『お墓の在
り方』
の変化を調査したいと考えております。今回も業界外からも専門委員をお招きし調査分析
していくと同時に、
実際の福祉・介護の現場に出向き、
そこに携わる人たちの声も調査します。
《会員のみなさまにお願い》

配布した調査票を用い回答サンプルを集めてください

本調査では各支部長ならびに地区長を通し、
全会員にアンケート用紙での調査協力をお願いしています。調査対象は一般消費者
（業界
関係者はなるべくお避けください）
です。調査方法・締め切りなどの手順は支部長にお尋ねください。また詳しいことやご不明な点につ
いては事務局を通して当委員会にお尋ねください。あわせて、
本調査のお披露目・発表会である
【成果普及会】
を2020年2月に東京・大阪
の2会場にて実施いたしますので、
奮ってのご参加お待ちしております。
［墓石部会社会調査委員会 柴田清］

息子の夢を叶えるため、
応援する
昔は色々な夢があった私。
いざペンをとってみると
何も書く事ができませんでした。私にはサッカー
選手になるため、
日々練習を頑張っている二人の息
子がいます。いつの日か、
有名なサッカー選手にな
る夢を持つ二人の息子を応援する事が、
今の私の夢
だと言う事に気づきました。息子の夢を叶える事

わたしの夢

東京都 ㈱井口石材

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︒

湯浅和樹さん

が、
今の私の夢です。

笠原正通さん

静岡県 ㈱牧之原石材

お客様が大切にしてくれる
お墓を建てる
私は、
この仕事に就いて20年程になります。現場

一筋、
常に第一線に立ち仕事をしています。近年、
核家族化や社会背景の変化と共に墓石業界を取り

巻く環境も大きく様変わりし、供養の形もお墓以

外の選択ができるため、お客さまの要望も様々で

す。毎日が勉強であり、
冷静さと広い視野を持って
お客様の立場に立った仕事をしたいと考えていま
す。私が携わらせていただいたお墓をお客さまが
大切にしたいと感じ、
喜んでくれる、
そんな仕事を
これからも続けていくことが私の夢です。

第12回
石材加工講習会
2019年10月25日
（金）
新潟県新潟市㈲齋藤石材店本社

新潟県石材施工業協同組合と当会新潟県支部のご協力をい
ただき、新潟での初開催です。今回は参加者のレベルに合わ
せた課題をご用意。講師がマンツーマン指導しながら作品を
仕上げます。いまさら聞けない基本や石材加工の技をこの機
会に習得し、日々の業務に役立ててください。また、支部会員
の知識と技術の向上のために、会場を提供し講習会を開催し
たいという方は支部長とご相談の上、加工部会までお気軽に
ご連絡ください。
［加工部会長 大川弘展］

新入会員紹介

会員数：1,172名
（2019.8.6現在 ）

群馬県
㈱柄沢石材店
会員代表：柄澤純一郎

設立：昭和40年4月
業種：墓石

愛知県
石屋のあすか ㈲小野石材
会員代表：渡辺則子

設立：平成5年7月

産地証明書について重要なお知らせ
【変更事項】
1. 国産産地証明書の価格を10月1日より現行1枚1,000円から
1,100円（1,000円＋消費税）に改定いたします。※送料別途
2. 石種の表記について、品質を表現する記載は10月1日以降発行ができなくなります。
理由といたしまして、石材産地証明書は石材の産地を証明でするものあり、石材の
品質を証明するものではなく、消費者の誤解を招くこととなるためです。
●等級（特級、1級など）の記載はできなくなります。但し、石目の記載（○○石小目、
○○石細目、
○○石糠目等）
は可能です。●岩石分類の記載は許可
（花崗岩・御影石等）
【確認事項】
1. 商標登録の記載は、
（ ）内表記とし、石種名の後に記載。
2. 国産石材産地証明書の
（一社）
日本石材産業協会の証明印から下の記載欄について
は、採石業者の責任において、加工者、
施工者、
販売店、
所属組合等の記載ができます。

業種：加工・墓石

愛知県
ふじ家
会員代表：佐藤伸明

設立：平成29年 6月
業種：墓石

岐阜県
㈲砂原石材
会員代表：砂原吉浩

設立：昭和28年

業種：加工・墓石・建築

お墓
ディレクター

NEWS

お墓ディレクター検定1級
受検対策セミナー開催

こんにちは！お盆が過ぎて、
暑さが少し和らいできました。去る8月21日、
東京ビックサイ
トで行われたエンディング産業展開催中に、
「お墓ディレクター検定1級受検対策セミ
ナー」
を行いました。検定のキモである筆記問題回答のポイントを、
小川長四郎先生とお
墓ディレクター委員会メンバーがお話しさせていただきました。小川長四郎先生は、
石材
加工のポイントを分かりやすく説明してくださり、
改めて聞いてとても勉強になりました。
委員会メンバー担当部分は、
筆記の模擬問題にチャレンジしてもらいながら、
まさに
「そ
こまで言っていいんかい？委員会？」
状態！ 配点のポイントをご披露しました。セミナー
に来られた方は高得点間違いなし！です！「去年悔しい思いをしたのでリベンジしたい」
「筆記問題の点数アップのポイントが自分で思っていたのと違うことが分かった」
「過去
の論文問題との違いが知りたくて参加した」
「2級に受かったのでこの勢いで1級を受検
したい」
とさまざまな感想をいただきました。11月14日には、
大阪でもこのセミナーを開
催します。大阪会場、
参加者受付中です。ライバルに差を付けるチャンス！ 同封のDMよ
りお申込みください。委員会一同お待ちしています！［お墓ディレクター委員 塩田 結］

採石法施行業務研修

（経済産業省資源エネルギー庁主催）
2019年 7月10日
（水）経済産業省経済産業研修所
参加者：60名

▲参加者全員プレゼント

事業案内
9月〜11月
ホームページにカレンダーが掲載されています。

▶ 9月26日
（木）
・東京都／神田

第4回 正副会長会議

経済産業省、
地方公共団体等の採石法施行業務担当者の知識の

▶ 10月17日
（木）
・東京都／神田

師として友常副会長が招か

▶ 11月1日
（金）〜2日
（土）
・茨城県水戸市

向上を図り、
採石法の的確な遂行を図る目的で、
当会から外部講
れ
「石材産業の現状と課題」

第2回 理事会
北関東・信越＆南関東
合同地区全体会議

について講演しました。恒

例となる研修ですが、全国

▶ 11月21日（木）〜22日（金）
・広島県広島市

の採石業について、地方自

中国四国地区全体会議

治体の担当者にご理解いた

部会・委員会活動

だくための機会として、継

9月〜11月

続的に取り組んでいます。

▶ 9月11日
（水）〜12日
（木）
・福島県郡山市

改葬・改修ネットワーク
登録のお願い

みちのく編その１

▶ 9月26日
（木）
・東京都／神田
公正競争規約推進委員会

改葬・改修
（お墓じまい）
は、
石材業界にとっては悩ましい問題で

前向きに取り組むことで、
新たなビジネスチャンスを掴む機会で

▶ 10月2日
（水）
・静岡県静岡市

り組む石材店によるネットワークを構築し、
会員向けにWeb掲

▶ 10月5日
（土）
東京・大垣・大阪

もあります。そこで、
墓石部会では改葬・改修
（お墓じまい）
に取
載することで、
消費者の利便性確保、
ビジネスチャンスの創出に
役立てたいと考えました。申込みは石産協ホームページ
『会員専

用ページ』
をご確認ください。
［ 墓石部会長 佐野雅基 ］

広報委員会
墓石部会
建築石材アドバイザー試験
▶ 10月11日
（金）
・北海道札幌市
建築環境部会
▶ 10月16日
（火）
・東京都／神田

石屋ならではの
LINEスタンプ

TBSラジオ番組
『ACTION』
（毎週
月〜金15:30〜17:30放送の生
ワイド番組）
では、
パーソナリティ
やリスナーのちょっとした野望を
かなえる
「ACTION PROJECT」
企画が進行しており、
DJ松永氏
が担当の水曜日は、
「石フェス」
な
る企画で 盛り上がっています。
きっかけは、
アシスタントの幸坂
理加さんの
「石好き」
カミングア
ウトでした。
当会では、
この企画を応援してい
きます。そこで、みなさまの「石
フェス」
へのアイデアとご協力を
お願いします。窓口は、
広報委員
会です。事務局へメールでご連
絡ください。企画の進行状況は、
番組内で放送されます。
[広報委員 上野國光]

国産銘石アドバイザー研修

▶ 9月27日
（金）
・東京都／神田

すが、
お墓のプロとして、
しっかりとした意識を持った石材店が

TBSラジオ
『ACTION』
「石フェス企画」
を応援！

輸入卸商部会

消費増税に伴う
商品価格変更について

この度消費増税に伴い、
注文書を
改訂しました。9月30日
（月）
の
入金確認までは消費税8％で対
応いたします。以降は消費税率
10％となりますので万一差額が
ある場合は徴収させていただき
ます。購入希望の方はお早めに
お手続きください。
（注文書同封）
石産協HP〈会員ページ〉
ログインID：groupjapan
パスワード：0Ybjjn
石産協通信は
webでも閲覧できます。

▶ 10月18日
（金）
・東京都／神田
お墓ディレクター委員会
▶ 10月25日
（金）
・新潟県新潟市
第12回 石材加工講習会
▶ 10月29日
（火）
・大阪府大阪市

他にも“使える”LINE
スタンプが 計40種！

関連部会
▶ 10月31日
（木）
・東京都／神田
社会調査委員会

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
編集者：広報委員 小田和比古

