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あけましておめでとうございます。
旧年中は石産協の活動にご協力いただきましたことお礼申し上げます。
本年も変わらぬご支援ご協力をお願い申し上げます。

昨年6月の総会で会長に就任以来、協会の会議や事業はリモート中心で運営されておりま
す。ですから、新理事や会員のみなさまとは、ほとんどお会いできていないのが実 情です。

会議は11月の正副会長会議からリアルを取り入れ、現在は理事会も常任理事会もリアルとリ

モートの併用で行われております。今年は一人でも多くの方に直接お会いして、色んなご意
見を聞けたらいいなと思っております。

一般社団法人 日本石材産業協会
会長

森田浩介

温かく見守ってください。
そんな中「会長ってどんな人？」
と思われる方も多くおられるようで、
「部会

や委員会で話をしてください」
と言われることがあります。私は人前で話を

することは苦手なのですが、
無下にお断りするわけにはいきません。そんな

わけで昨年は、
関連部会で私の自己紹介も兼ねて30分ほどお話をさせてい

ただきました。

本年も建築環境部会、
お墓ディレクター1級研修会でお話をさせていただく

ことになっております。みなさんの参考になるようなことは言えませんが、
その際には優しく見守ってやってください。

昨年の漢字「密」。
恒例の今年の一文字ですが、昨年発表された漢字は「密」でした。面白くも何ともないなあと思った私。では、私にとって昨年は何

だったのかと考えました。そして思いついた一文字は「謎」でした。未 知のウイルス、
しかし日本ではインフルエンザ並の毒性、でも
マスコミは過剰に反応、世間の多くの人は怖がることなくエチケットとしてマスクをし、消毒をしたら誰も風邪を引かなくなっていま
す。この状況が私には
「謎」
に見えました。ちなみに私が会長になっていることも
「謎」
に加えていただいて結構です。

やっぱり商売繁盛がいい。
私は石産協に入会し、
「とても得をした」
と心から思っています。
石産協では横のつながりが増えます。特に小売店は、普段、同業

者との横のつながりが少ないものです。

そんな中で、石産協の会員はフレンドリーでオープンな方が多い

と感じています。しかも、
このご時世にしっかり儲けている方も
たくさんおられます。そんな方とお友だちになれば、
商売繁盛の
秘訣を教えてもらえるかも知れません。実際に私も、今までた

くさんの方に教えていただき、
仕事に取り入れていることは多々
あります。

何らかで接点のある同業者がおられましたら、ぜひ石産協の入
会をおすすめください。みんなで商売繁盛を語りましょう。

「森田会長ってどんな人？」と題し次回の建築環境部会にお招きします。参加ご希望の方は事務局までご連絡ください。

《 社内のみなさまで回覧してください》

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
石産協企画セミナー

関連部会プレゼンツ

①プロの目利きがお届けする
「プラスダイヤルショー」

石産協企画セミナー

広報委員会プレゼンツ

②事業の活力は成功事例から学ぶのが手っ取り早い

講師 ： プラスダイヤ㈱ 宮下武・㈱生田化研社 大塚俊明

講師 ： 太陽研磨材㈱ 吉野博 ・イオ㈱ 上野國光

この坊主頭の人いつもふざけてばかりだけど、
真の実力を間近

発表テーマは、
『三人寄れば文殊の知恵、1,000人寄ればアイ

で見て、尊敬に変わりました。蓋を開けてみれば、予約時点で

デアラッシュ』
。当会の良さは、
会員が他業種にわたってたくさ

は真剣そのものでした。それもこれも今回は「売る側の視点」

の歴史に詳しい人、世界の採石場を渡り歩いた人など、たぐい

既に満席！プロの目利きと銘打っただけあり、参加者の眼差し

ではなく「使う側（参加者）の視点」にこだわったからなのかも

ん所属することです。会員の中には、
加工技術に優れた人、
石材
希な人がたくさんいます。こうした会員の集まりであるから大

しれません。
「全国のセミナー企画担当者様、オファーお受け

きなエネルギーが生まれます。さまざまな研修会体験参加や

なかなかお受けできないのです。申し訳ございません。（
」宮下

能になり、
たくさんのアイデアも生まれます。“数は力です” 今

したいのは山々ですが、
準備や裏方作業がとっても大変なので

資格制度の活用など、個人では出来ないことも組織だから可

談） そして、ご協力いただいた方、お越しいただいたみなさ

回は特に会員の多くの事業成功事例を伝え、
当会だから共有で

した！リンリン。[関連部会長 大塚俊明]

した。
［広報委員長 吉野 博］

ま、本当にありがとうございました。プラスダイヤルショーで

きる情報の豊富さをPRすることで、
会員拡大にチャレンジしま

第12回定時総会のお知らせ
2021年6月18日
（金）岡山県岡山市

昨年の総会はコロナウイルス感染拡大防止のため、理事によるオンライン総会となりました。今年は予防をしっかりし、安
全対策のもとでの開催を予定しています。詳細は次号石産協通信でご案内いたします。

ことです。特にお墓の仕事を客さまから依頼されたとき
は、
自分のご先祖様のお墓を建てているつもりで満足出
来る仕事を心がけています。小さな石屋だからこそ出
来る細かな対応があり、
そういう積み重ねを大事にし、
次の代に受け継いでもらいたいと思っています。未来
の孫と3代で楽しく仕事が出来る日を夢見て。
私の地元
これが
おススメ！

お客さまと信用を築いていきたい
うちは小さな石材店ですので営業はいません。お客さま
の大半は、
お寺さんや施工させていただいたお客さまか

らの紹介です。ですから、
うちを信用してご紹介いただ
いた方の信頼を裏切らないためにも、
お客さまのために
精一杯いい仕事をさせていただき、
お客さまに喜んでい

ただけることを心掛け、
誠意をもって対応させていただ
いています。

それがまた次の仕事につながっていくと信じ日々精進
しています。これからもお客さまの信頼を得るためにコ
ツコツと信用という名のお墓を築いていきたいと思い
ます。
私の地元
これが
おススメ！

本家小嶋の
「芥子餅」
と
「ニッキ餅」

【建築環境部会】

天理といえば彩華の
「彩華ラーメン」

茨城県

新入会員紹介

石材施工見学：道後温泉

㈲櫻井石材店

会員数
1,168名
（2020.12 .10現在 ）

2020年12月3日
（木）愛媛県松山市

コロナ禍でも、リモートとリアルを併用し2か月に1度開催し、建築石材
を扱う企業の近況報告とスペシャルゲストからお話しいただき、毎回充
実の部会を行っています。今回は日本最古といわれる歴史ある道後温泉
の石材工事見学をオプションに加えました。
1894年改築の道後温泉本館は、
現在足掛け6年もの耐震改修工事が施され
ています。営業しながらの工事を手掛けるＭＧＭストーン㈱ 三浦秀之氏
と地元ガイドのご案内で、歴史ある街や温泉施設を2時間に渡り堪能させ
ていただきました。翌朝並んだ6時前の入浴待ちの列、ここでは確かに湯
が生活と一つになっています。見学後は、
いよせき㈱白木秀典氏から、
永遠
のテーマ人材育成につき、講義いただきました。深く頷く内容であったこ
とは言うに及びません。
［建築環境部会副部会長 天池賢信］

おお がみ よ し ふ み

代金をお礼の言葉と共に頂戴する有難い仕事だという

さん

形にすることで喜んで頂き、
なお且つ決して安くはない

大上嘉章

や機械いじりが好きで、
自然と石屋の仕事を継ぎまし
た。この仕事をしていて思うことは、
お客さまの思いを

﹇奈良県支部長﹈
奈良県／石徳 大上石材店

から続き私で4代目となります。子供のころから物造り

わたしの夢

ろう

さん

当店は家族経営の小さな石材店ですが、
幸いにも明治

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︒

はま だ き ょ う た

浜田恭太郎

﹇大阪府支部長﹈
大阪府／石寅 浜田石材

いつか、
未来の孫と3代で

会員代表：櫻井隆夫

設立：昭和2年1月
業種：墓石

茨城県
㈲福地石材店
会員代表：福地修平

設立：明治10年
業種：墓石

栃木県
万石墓石設計合同会社
会員代表 ：吉森雄太郎
設
業

立：令和2年1月
種：墓石

埼玉県
㈱山家

東京都
㈱石の横商

会員代表 ：山﨑育彦

会員代表 ：塩澤秀樹

設

設

業

立：令和2年8月
種：墓石

業

立：平成20年
種：墓石

愛知県
㈱聖
会員代表：伊藤大二

設立：平成11年11月
業種：加工・墓石

大阪府
㈱AIS
会員代表 ：富田一平
設
業

立：平成23年
種：関連

会員拡大委員会より：地元やお取引先の石材店をご紹介ください。
全国組織のネットワークを通じ、石材業界を盛り上げていきましょう。

お墓
ディレクター

NEWS

お墓ディレクター1級
取得者研修会のご案内！
2021年2月10日(水)18：00〜20：30

今年はZoomで開催されます。簡単に内容をご紹介します。
【第1部】
「お墓は幸せのシンボル」
とお考えになられた小畠宏允先生の講義を深く掘り下げ、
お墓の本質につ
いて再考します。お墓ディレクター検定試験テキスト・お墓の教科書がこの度改訂され、
小畠先生の文章を改
めて掲載しました。採用の理由と重要なポイントを熱く解説いたします。また特別に亡くなる前の小畠先生
の貴重な映像を用意しました。小畠先生の実際の講義を再現いたします。
【第2部】
「森田石材店のヒミツ、
教えます・
・
・。
」
と題し、
丹波の地で営む森田石材店の専務として独自の取り組
みやご自身の哲学をお話しいただきます。森田会長がきっと身近な存在になるはずです。みなさまのご参加
をお待ちしております！［お墓ディレクター委員会 榎本高士］
◎第13回お墓ディレクター資格更新のお知らせ
5年に1度の更新です。更新対象者には登録住所へ申請書を郵送しま
した。期日までに必ず手続きを行ってください。お手元に届かない方、
移転された方は事務局までお知らせください。
対象者：
（認定番号の頭が）
05-、
10-、
15-で始まる方
締め切り：3月31日(水)消印有効

お墓ディレクターグッズで一番売れている
「のぼり(大)」
のデザインがリニューアル。1枚
から購入できるようになりました。是非最新
のお墓ディレクターのぼりを店頭に飾ってみ
てはいかがでしょうか。

【墓石部会】

採石場オンラインツアー

2021年2月4日
（木）Zoom

Zoomで北木石、青木石、滝根みかげ、稲田石の4産地を巡る採石
場オンラインツアーを開催します。産地からの生の声を聞き、作
業風景などを見て国産銘石の販売につなげましょう！永久保存
の貴重映像が見られると思いますので期待してください！たく
さんのご参加をお待ちしております。参加者には豪華特典が付
きますよ〜！（詳細同封）[墓石部会長 鈴木一成]
Check▶今回からインターネットで参加費の振込が可能になりま
した！今後の石産協イベントもオンライン決済
「everevo」
を活用し
ていく予定です。

事業案内

2021年 1月〜3月

ホームページにカレンダーが掲載されています。
日程の変更は随時お知らせします。

▶ 1月21日
（木）
・東京+Zoom

第6回正副会長会議
▶ 2月12日
（金）
・東京+Zoom

第3回常任理事会
▶ 3月12日
（金）
・東京+Zoom

第7回正副会長会議

部会・委員会活動

2021年 1月〜3月

▶ 1月20日
（水）
・東京+Zoom

輸入卸商部会
▶ 1月25日
（月）
・Zoom

関連部会
▶ 1月27日
（水）
・Zoom

広報委員会

【広報委員会】

▶ 2月2日
（火）
・東京+Zoom

"みんなで拡散しよう！"

建築環境部会
▶ 2月4日
（木）
・Zoom

墓石部会

広報委員会では"みんなで拡散しよう！"をテーマに活動しています。そ

▶ 2月10日
（水）
・Zoom

して、現在制作中の石産協動画は、自社のホームページやSNSでも活用

お墓D1級取得者研修会

できるものにしました。前回のLINEではショートバージョンを配信し

▶ 2月12日
（金）
・東京+Zoom

ご覧いただきましたが、お墓ディレクターが採石場に行き、石に関わる

採石・加工合同部会

説明するときは是非この動画を使ってみてください。そして会員自らが石産協の広告塔になり、
広げてください。
盛り上げるのは、
会員のみなさまです。
２月中旬以降配信を予定しています。
［広報委員長 吉野 博］

LINE公式アカウント

お友だち1000
プロジェクト
【Vol.6】

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。
編集
後記

石屋ならではのLINEスタンプ
他にも“使える”
LINEスタンプが

石産協ＨＰ
︿会員ページ﹀

素朴な疑問を投げかけます。現場で働く声は、消費者の心にきっと伝わります。お客さまにお墓が出来る工程を

ログインID：groupjapan
パスワード：Vp5u7D
石産協通信は
webでも
閲覧できます。

計40種！
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

今年最初の石産協通信は、森田会長の新年挨拶。
「石産協に入会し、とても得をしたと心から思っています。」
・・・会長、良いお言葉！たいへんな時期ですが、今年も横のつながりを深め、たくさん学び、しっかり
儲け、商売繁盛と行きましょう。我々、広報委員会も「見て、読んで、楽しい！ためになる！」をモットーに通信作りに励みますので、よろしくお願いも牛あげます。
［編集長：広報委員会 永谷吉局］

