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秋分の日がやって来る

LET S お墓参り！
2020年の
「秋分の日」
は9月22日
（火・祝）

今

年のお盆はコロナ禍で、お墓
参りができないニュースがた
くさんありました。でも、お墓参り
はお盆にするだけ？“今年のお墓参
りは秋にしませんか”。
改めて、秋分の日は、“お墓参りをす
るため”の祝日なのです。秋分の日
は、1948年に公布・施行された国民
の祝日に関する法律によって「祖先
をうや ま い 、亡 くな った 人 々 を 偲
ぶ。」
ことを趣旨として制定されまし
た。秋分の日を中心とした一週間を
「秋彼岸」といい、家族そろってお墓
参りするなど、祖先を供養する行事
が催されています。今年も「秋分の
日はお墓参りの日」
ポスター貼って、
貼って、貼りまくりましたか！ ポス
ターを貼っていただいた様子を全力
でアップしました。
「秋分の日には
そんな意味があったのか」という新
しい気づきは人の行動意識を働かせ
ます。
「わたしのひと貼り」で秋のお
墓参り行動が広がります。
［広報委員会 吉野 博］

《 社内のみなさまで回覧してください》

女性ネットワーク委員会

女子力アップセミナー①

「マンダラエンディングノートで
豊かな人生を創る」

〜各専門分野から学ぶ供養の在り方〜

女子力アップセミナー①
９月８日
（火）
19時〜21時15分：Ｚoomにて開催

この度、女性ネットワーク委員会 委員長の職を務めます西村
周子です。長江前委員長よりこの委員会を受け継ぎ、委員会
では、まず、石材人としての知識を深め、協会内外の石材業界
の女性との繋がりを活かし、女性からの目線や考え方を共有
することにより、交流を深めながら女性ネットワークを広げ
たいと考えています。私自身が未熟な部分を、心強い三浦副
委員長の企画力と包容力で支えていただききながら、元気
いっぱい活動して参ります。コロナウイルスの影響で十分な
活動はできませんが、オンラインでの初委員会は、なんとも言
えない嬉しさがありました。少しずつ輪が広がり、協会活動
の一助に繋がるよう精一杯務めて参りますので、引き続き、当
委員会にご理解ご協力よろしくお願いします。

委員長

西村周子
香川県
㈱EBiSU

今年度より副委員長を仰せつかった三浦輝美です。女性ネッ
トワーク委員会は全国の石材女子の交流を深めることで石材
業界を盛り上げることを目的としています。繋がることで
HAPPYを共有したいと考えています。私たちがHAPPYな気持
ちでなければお客さまにHAPPYな気持ちになっていただけな
い！好奇心いっぱいに取り組みたいと思います。ぜひみなさ
まのお力添えをお願いいたします。
Zoomの活用について
三和研磨工業㈱
竹ノ内社長を
お招きしての講演・
ワークショップ開催

副委員長

三浦輝美

千葉県
㈱うめ家石材店

C S ノ ス ス メ

ウィズコロナ時代を
石屋目線で考えてみる②
顧客満足推進委員会

コロナ禍のニューノーマル時代に石材店は何ができるのか？何をするのか？「自分たち
の在り方や原理原則を見つめ直す・・・」ただそれだけで良いのではないでしょうか。地域
に即した「コミュニケーション」を掘り起こす取り組みをしませんか。
・今までご縁のあった方々の顧客情報を整理し見直してみる。
・ご縁のあったお客さまのお顔を思い浮かべる。

そうすると、やるべきことも見えやすくなります。まずはその方たちにお手紙やDM、お電
話をしてみましょう。
「コロナで大変な時期ですけど、お元気にされていますか？お子さ
んと連絡は取れていますか？」など、簡単にトライできることです。宗教離れもお墓離れ
も根本は「生活者とのコミュニケーションの希薄化」だと感じます。石屋である前に地域
の人間であり、頼りにされる相談しやすい人でいなければなりません。これがニュー

ノーマル時代の原理原則、いやオールドノーマルから必要とされている原理原則です。当
たり前と思われた方が多いと思いますが、地域に必要とされることは原理原則・・・。どん
な時代でも不変なものであると思います。
［顧客満足推進委員会 副委員長 川上明広］

お墓物語Ⅲ

発売
決定

〜「つながり」
のものがたり〜

一般の方から募集したお墓にまつわ
る素敵なお話240作品の中から20作
品を厳選し、このたび発売が決定しま
した。大変好評だったⅠ・Ⅱを上回
り、期待の第3弾です。石材店を通し、
多くの消費者に広めてください。詳細
は別紙をご覧ください。

み

こ

有木美子さん
広島県／リミット㈱

働く人々に誇りと輝きを
「働く人々に誇りと輝きを」
をキャッチフレーズに、
企画、
製造、
販売までを手掛けるユニフォームメーカーに嫁い
で25年。全国のあらゆる働く現場を訪問して意見交換
しながらモノ作りをする中で、
羽織った瞬間に仕事人と
しての顔になるその凛々しさに
「あ〜、
この仕事をしてよ
かった〜！」
を積み重ね、
現在に至ります。着るもので人
は変われます！その一着を羽織ることでスイッチが入る、
そんな働く人のスイッチになることが、
私の夢です。
（不織布マスク用シール、
最近人気です＾＾）
私の地元
これが
おススメ！

わたしの夢

き

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︒

あり

たか まつ ひで

岡山県／鶴田石材㈱

石工の仕事を通して、
笠岡の魅力を発信

昨年、
笠岡市は
「石の島」
として日本遺産に認定されまし
た。私達の夢は、
これをきっかけに多くの人に笠岡市を
知ってもらいたい！ということです。
北木石は、
笠岡市を知ってもらうためのアイテムの1つ
です。日本の石文化
（建築・墓石）
を支え続けてきた石と
して興味を持ってもらい、
技法や伝統を伝承することで
笠岡市へ来てもらう橋渡しになれればと思っています。
その他にも、
養鶏が盛んだったころから親鳥を使った
チャーシューが特長の笠岡ラーメン。広大な干拓地や日
本唯一のカブトガニ博物館など多くの人に知ってもらい
たい。
石工職人の仕事を通じて我々が役に立つように頑張っ
ていきたいと思います。

「くわいぽたーじゅスープ」

こんな時代だからこそ
オンライン会議を活用しよう！

広報委員会（7月28日）

オンライン参加：7名

建築環境部会
（8月7日）

リアル参加：15名／オンライン参加：1名

せき たに まさ ふみ

高松英男さん 関谷正史さん

福山はクワイ生産日本一！
！

コロナによってオンライ
ン会議が活発に行われる
ようになったことは、良
いことのひとつです。移
動時間に制限がかからな
いことで、以前より参加
し易くなったことや出張
費が節約されるなど新た
な発見が色々とありま
す。しかしながら、
リアル
会議の大切さも同時に気
づかされました。無駄ば
なしから生まれるヒン
ト 、そ の 場 の 空 気 感 な
ど・・・。オンライン、リア
ル 会 議ともにコミュニ
ケーションの取り方はさ
まざまですが、集まって
会議ができない時期です
から、今こそ最大限にオ
ンライン会議を活用して
まいりましょう。

お

事務局からのお知らせ
事務局では支部長連絡会議、部会、委員会のZoom開催をバック
アップしています。検討している方はお問い合わせください。

関連部会（7月29日）

リアル参加：7名／オンライン参加：12名

近畿地区支部長会議（8月17日）

オンライン参加：10名

常任理事会（8月4日）
オンライン参加：38名

お墓ディレクター委員会（8月21日）
オンライン参加：7名

コロナウイルス感染拡大に充分な対策をして、
2021年検定再開を目指します。
お墓
ディレクター

NEWS

第17回お墓ディレクター検定は
来年に延期することとなりました。

暑い夏、
いかがお過ごしでしょうか？ コロナ禍での夏、
さまざまな対策を講じてお
られることと思います。コロナにも暑さにも、
いつまでも圧されてはいられません！
ないことを悲しむより、
あるものを喜び、
未来を創るワクワクを感じながら乗り切り
たいものです。 委員会からは残念なお知らせです。2020年11月25日に予定して
いた第17回お墓ディレクター検定を、
来年に延期することとなりました。コロナウイ
ルス感染拡大に充分な対策をして、
2021年の検定再開を目指して準備を進めて参
ります。今年試験がないということは、
来年に向けて勉強時間が延びましたね！と
捉えていただき、
新しい
『お墓の教科書 改訂2020年版』
をぜひ手に取っていただき

イラスト：塩田画伯

たいです。
『お墓の教科書 改訂2020年版』
では、
これまでの内容を見直し・加筆し、
時代の変化と共に求
められる新しい知識を充実させるべく、
新しい執筆者もお迎えしました。前版からさらにお墓を深く知る
ことができ、
充実した厚みのある内容となっています。おうちで過ごす貴重な時間に、
お墓の勉強しませ
んか。そして来年はお墓ディレクター検定にぜひ挑戦してください。お客さまに喜ばれる、
頼りになる石
材店を資格という形で
「見える化」
しましょう！［お墓ディレクター委員会 塩田 結］

ダウン症の天才書家・金澤翔子氏の揮毫、善立
寺御住職の新倉典生師記念法要、
「 平和」を
テーマにした朗読劇、祈り鶴のワークショッ
プなどのイベントを計画しておりました「祈
りの日2020in広島」は、コロナウイルス感染
拡大の影響で10月開催予定を2021年3月に
再延期することとなりました。日程が決まり
次第、改めてお知らせいたします。
［広報委員会 PRAY for(ONE)担当 上野國光］

LINE公式アカウント

お友だち1000
プロジェクト
【Vol.4】

はーい(^̲^)みなさん、毎月14日は石（14（い
し）
）
isi発信の日です。ぜひ、
お友だち登録してく
ださい。ホットな情報を月2〜3回発信します。

第4回
メモリアルストーンショー
2020年11月24日(火）
〜26日(木） ＊日程が変更になりました。
東京ビッグサイト
青海展示棟Aホール

今年度から、総称が「セレモニージャパン」
（旧エンディング産業展）
となりました。当
会は第4回メモリアルストーンショーを後
援し、セミナーを企画しています。詳細が
決まりましたら改めてご案内いたします。

石屋ならではのLINEスタンプ

他にも
〝使える〟
LINEスタンプ
が計４０種！

「祈りの日2020 in 広島」
10月開催予定を
2021年3月に再延期！

事業案内

2020年 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24日
（木）
・Zoom

第4回正副会長会議
▶ 10月13日
（火）
・Zoom

第2回理事会

部会・委員会活動

2020年 9月〜11月

▶ 9月25日
（金）
・Zoom

広報委員会
▶ 9月28日
（月）
・リアル +Zoom

新入会員紹介

会員数：1,157名
（2020.8.4現 在）

千葉県
㈱井比石材工業
会員代表：井比宏育

設立：平成4年
業種：関連

神奈川県
（一社）グッドリレーション協会
会員代表：中川淳一郎

設立：平成30年
業種：関連

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
https://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
一番大切なことは目では見えない。ただ、
それを
感じるための"鍵"を持つことは大切だと思う。お
墓とはそんな"鍵"でもあるのではないだろうか。

輸入卸商部会
▶ 9月29日
（火）
・Zoom

関連部会
▶ 10月7日
（水）
・リアル +Zoom

墓石部会

中止／11月開催事業
新型コロナウイルス感染症拡大の
影響で、
下記の事業は今年度の開
催が見送りになりました。
●第17回
お墓ディレクター検定試験
（お墓ディレクター委員会）
●中国四国地区全体会議 in 徳島
（四国地区徳島県支部）
●日中墓石交流会
（輸入卸商部会）

石産協HP〈会員ページ〉
ログインID：groupjapan
パスワード：NSJJCn

石産協通信は
webでも
閲覧できます。

