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sekisankyo tsuushin

女性ネットワーク委員会
9月8日
（火）
Zoom
女子力アップセミナー
「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〜」
25名の全国各地の女性石材関係者の参加をいただ

き、
（一社）
マンダラエンディングノート普及協会 小
野寺先生を講師として、講演＆ワークショップ形式

で供養・お墓を重点に終活に対する理解を深め、意

見交換のもと、充実した情報交換の機会・学びとな

りました。協会の魅力発信や女性ネットワークの拡

大にも繋がり、今後は、このご縁をきっかけに委員
会活動の充実に繋げて参ります。

［女性NW委員長 西村周子］

コロナ禍だからこそできたこと

新しい生活様式が求められ、
当会では会議の在り方をはじめ、
様々な変革を急激にもたらし大きな成果を上げています。
大切なのは、
この変革する力とそのスピード感です。
常に変革を意識していくことの大切さを
「コロナ禍」
が教えてくれました。

輸入卸商部会

建築環境部会

9月29日(火) 神田会場+Zoom

10月16日(金) 名古屋会場＋Zoom

当部会は
「業界内唯一の問屋の寄り合い」
を自負しており、
年6回

当部会は新型コロナウイルスに関わらず、特別にイベントを計

「日中交流会」では中国サイドとの交流にも努めております。し

計4回の通常部会会議を考えておりましたが、5月に東京で予

の部会では部会員間の交友と情報交換、そして年に一回開催の

かしながら今期はコロナ禍の影響で、Zoomを主とした部会開
催や日中交流会の中止と大きく運営内容を変えざるを得なくな

りました。このような状況下ではありますが、部会においては
ネットを利用した展示会開催や相互交流などアフターコロナの

画して実施はしておりません。本来、
5月・8月・10月・1月頃に合

定していました部会はコロナ渦のため、
中止延期を余儀なくさ

れました。8月に大阪にて第1回の部会会議を開催しましたが、
各部会員の希望に合わせ、今後はリアルとリモート開催をしな

ければならないと痛感しま

卸業の在り方を模索し活発な意見交換が行われております。

した。コロナの今だからこ

と題し、弁護士を迎えご講演いただきました（写真右：堀口雅則

るリモート会議の推進が図

方はぜひお気軽に参加ください。
［輸入卸商部会長 吉川信貴］

［建築環境部会長 棚瀬健教］

また、先日は「社員との機密保持契約と違反時の対応について」
先生）
。オブザーバー参加はいつでも大歓迎ですので、
ご興味ある

そ、時間と経費を節約でき
れたと思います。

《 社内のみなさまで回覧してください》

墓石部会

関連部会

10月7日(水) 名古屋会場+Zoom

10月20日(火) 神田会場＋Zoom

多方面でご活躍中のPOP講師石川伊津氏をお招きし、お客さ

得意のイベントが突如、開催できなくなったので、定例会議を

まに一番近いPOPについて学びました。コロナ禍でありました

オンラインに切り替え、
隔月開催を毎月開催にし、
交流を強化す

ので講演と実践ワークをZoomで開催することで、遠方の方で

ることにしました。マンネリ化を防ぐことも含め、理事の方々

の様子です）POPひとつでその商品、ひいては店舗の売上を左

副会長は高校生の頃、
ロ

も安心して参加できるよう努めました。
（写真：試行錯誤の配信

から4名にお願いし、
ゲストトークショーを併催しました。水野

右する程の力を持っている

ン毛だった話など、普段

たのではないかと思います。

らなかったパーソナリ

得られるような部会を精力

しいだけでなく、
ビジネ

と改めて感じる機会になっ
今後も会員が多くの学びを
的に開催していきます。

［墓石部会長 鈴木一成］

交流があるのに全然知

ティが聞けることは楽
スパーソンとしても大
変勉強になりました。

［関連部会長 大塚俊明］

第4回メモリアルストーンショー
同時開催：第6回エンディング産業展
2020年11月24日(火）
〜26日(木）
東京ビッグサイト 青海展示棟Aホール

当会はメモリアルストーンショーに後援し、
セミナー開催を企画しています。会場でしか体験できない耳より
情報満載のセミナーは必聴です。コロナ感染対策は十分に行って、
自社事業のヒントを持ち帰ってください。
・セミナー参加費無料 ただし、来場には事前登録が必要です。事前登録がないと、入場料が有料になり、受付に時間がかかる
ことがありますのでご注意ください。

26日
（木）
開催
セミナー内容

11：00〜12：30 プロの目利きがお届けする
「プラスダイヤルショー」
！
！〈関連部会 大塚・宮下〉
13：00〜14：30 事業の活力は他の成功事例から学ぶのが手っ取り早い！
！
〈広報委員会 吉野・上野〉

の

ゆ

き

埼玉県／㈱大塚

歴史ある社風を
受け継ぎ
つなげていく
大塚に入社して三年が経ちました。最初の頃は覚える
ことが沢山あり、
できることを増やすのに精一杯でした。
優しい先輩方が根気よく指導してくださり、
少しずつ仕
事に自信が持てるようになってきました。入社前は、
お
墓を代々持つことが当たり前と思っていましたが、
近年
はお客さまによってはお墓を持たない方や、
代々のお墓
を諸事情により、
墓じまいをする方もいらっしゃることに
驚きました。今後も多様化する時代の中で、
お客さま一
人ひとりに寄り添い、
お客さまにとって一番理想といえ
るご供養の提案をしていきたいと思います。お墓を通じ
てご縁を結び、
「大塚さんにお願いして良かった」
「大塚
さんに相談すれば安心」
と思っていただける、
80年の歴
史ある温かい大塚を先輩のみなさんにならい、
守り続け
ていくことが私の夢です。
私の地元
これが
おススメ！

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︒

和野有希さん

わたしの夢

わ

にし やま まさ

き

西山正起さん

長野県／㈲石正

石屋さんに必要とされる石工でいること
私は、
石屋という仕事が大好きです。そんな私が日々

思っていることを夢として書かせていただきました。と

いうのも、
「石屋さんに必要とされる石工」
でいるという

ことは、
石屋さんが仕事を任せて安心な技術力、
経験
値等を持っていないといけません。それは日々、
自分の

技術力を高めるとともに、
勉強し続けていなければなら

ないことだとも思います。難しい加工や現場も、
「石正な

らできるんじゃないか、
任せてみるか」
と言っていただけ
るような石工職人でありたい。毎日の仕事を楽しみな
がら勉強し、
石屋を続けていきたい。それがお客さまへ
の良い仕事の提供につながり、
自分の夢に近づくこと
だと思っています。

巨匠周富徳さんの直弟子のお店

私の地元
これが
おススメ！

「福来門」埼玉県伊奈町

日本三大そばのひとつ

「戸隠そば」

【千葉県支部】

千葉県と災害協定締結

新入会員紹介

2020年9月16日
（金）千葉県庁

業界団体としての認知向上と社会貢献をできないかと以前から考えてい
ました。千葉県に県の石材組合はなく、行政との接点が弱いことが支部
の課題でした。昨年の台風15号、
19号の甚大な被害に直面したことや、
今
回支部長になったことをきっかけにチャレンジしたところ、あれよあれよ
という間に調印式の運びとなりました。県の担当者や森田県知事との話
の中で印象的だったことは、
「日常生活で石造構造物は当たり前のように
身の回りにあるのに、
災害時における対応先ということに頭が向いていな
かった」
「実際、
どこに頼んだら良いのかわからなかった」
などで、
石材業の
団体があることすら知られていない様子でした。加えて、
「各市区町村の
持つ霊園や石造構造物に関して、
県が窓口となり相談しても良いか」
「困っ
た時は千葉県支部に相談する」
と言葉をいただけたことも、大きな一歩で
す。また、
有償作業となる面で少なか
らず会員にもメリットがあるのでは
ないかと思います。県民に対しても
PRでき、社会貢献を果たせることも
嬉しい限りです。千葉県に限らず、
役
所より県政に力を持つ県議を頼ると
話が早いと実感しました。未締結の
支部は、
ぜひ検討を。
［千葉県支部長 湯浅 篤］

会員数：1,162名
（2020.10.13現在 ）

北海道

東京都

㈲三愛

関東大理石㈱

会員代表：松尾拓也

会員代表：安藤

設立：平成10年3月
業種：墓石

業種：建築

岩手県
㈲ルイ

東京都

岩手営業所

光栄商事㈱

会員代表 ：服部一幸
設
業

会員代表：内田

立：平成22年4月

業種：建築・関連

千葉県
会員代表：船田崇行

設立：平成31年

業種：墓石・建築

勲

設立：昭和50年

種：輸入

㈱船田石材工業

翔

設立：昭和27年

東京都
㈱モスティープレイス
会員代表 ：箭内希美
設
業

立：平成29年1月
種：関連

新プロジェクト始動！ 参加者募集！あなたのアイデアが業界に革命を起こす？
お墓
ディレクター

NEWS

お墓ディレクター 資格者の存在を
世の中にアピールするプロジェクト

絶賛発売中！
！ お墓の教科書改訂2020年版

今年度予定通りならば11月は当委員会メイン事業であるお墓ディレクター検定試験開催に
むけ繁忙期を迎えていたはずですが、
コロナ感染拡大を防ぐため苦渋の決断を下した結果、
今まで着手できていなかった お墓ディレクター 資格者の存在を世の中にアピールするプロ
ジェクトを進めていくことに！
！ 東大王に負けないお墓ディレクター王を生み出すかもしれな
い企画。お墓参りとグルメをミックスする
企画などなど、委員会メンバーが今まで
胸に秘めていたアイデアが泉のように沸き
出てきてます。シャイな性格のメンバーが
多い委員会ですが、
束になるとすごい科学
反応を起こします。自分も一緒にやりたい！
と思った１級取得者のアナタ。Zoom参加
も可能です。ぜひ、
お墓ディレクター委員会
にご参加ください。
［お墓ディレクター委員長 小野純子］

【お墓100年プロジェクト】

フォトコンテスト
「石産協賞」
決定！
第九回お墓参りの写真フォトコンテストは

石屋ならではの
LINEスタンプ

コロナ禍であるにもかかわらず、応募数128

他にも“使える”
LINEスタンプが

枚と、たくさんの方から写真が集まったとの
ことで、石産協賞を1枚に絞るのに苦労しま

計40種！

した。相対的にはお子さまが登場している
写真が多く見られ｢親が子を思う気持ち｣が
にじみ出ているような気がしました。やはり
｢お墓｣って人への思いやりを育む重要なア
イテムであると、改めて感じさせられる気が
します。
［広報委員会 青木秀敏］

お友だち1000
プロジェクト
【Vol.5】

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。

事業案内

2020年 11月〜12月

ホームページにカレンダーが掲載されています。

▶ 11月24日
（火）
・東京+Zoom

第5回正副会長会議
▶ 12月10日
（木）
・東京+Zoom

季刊誌「祈りを紡ぐ」vol4ができました。今号
も感動のコラム満載です。PFOも同様にコロ
ナの影響で活動自粛が続いていますが、広島で
の祈りの日開催を目標に掲げ、
調整中です。

［広報委員会 PRAY for(ONE)担当 上野國光］

ログインID：groupjapan
パスワード：uUtIIW
石産協通信は
webでも
閲覧できます。

第2回常任理事会

部会・委員会活動

2020年 11月〜12月

▶ 11月19日
（木）
・Zoom

関連部会

季刊誌
「祈りを紡ぐ」
Vol.4発行

石産協ＨＰ
︿会員ページ﹀

LINE公式アカウント

▶ 11月25日
（水）
・東京+Zoom

輸入卸商部会
▶ 11月26日
（木）
東京ビッグサイト青海展示棟Aホール

メモリアルストーンショー セミナー
▶ 12月3日
（木）
・愛媛+Zoom

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
年末恒例
「今年の漢字」
。広報委員会では、
毎年
当てっこしてます。昨年は、
令和元年の
「令」
。あ
まりにも工夫がなくがっかり。話題が尽きない
今年はなんでしょう？ あれこれ一年を振り返り
「今年の漢字」
を考えてみるのも
「いい感じ！
！」

建築環境部会
▶ 12月4日
（金）
・京都＋Zoom

広報委員会

「今年の漢字」
思いついたら
メールください。

▶ 12月11日
（金）
・東京+Zoom

採石原石・加工合同部会

編集者：広報委員 上野國光

