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会報誌
君のトラピチェ&ガーネット その水晶のせいだよ♪
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大阪ミネラルマルシェ レポート大阪ミネラルマルシェ レポート
ミネラルショーに行ってきました！

　この度、「鉱物友の会」法人会員に加盟いたしました、
岐阜県高山市の『牡丹BOTAN』の山田と申します。 
大阪ミネラルマルシェに客としてお邪魔してきました♬
私の住む飛騨高山から今回の大阪会場まで約5時間。 
予定が開催日の初日しか合わず、日帰りだったため、わず
かな時間しか滞在できませんでしたが、その数時間がとて
も充実した時間となりました。
いつも感じることは販売業者さんも、お客様側もみんな
「楽しそう!!」なんです。
その会場に集まったみんなが笑顔で楽しく会場を盛り上
げていることが何よりの魅力だなと感じます。
今回の大阪ミネラルマルシェも、「石が好き」…その気持
ち一つあればそこにいる誰もが仲良くなれる、そんな不
思議なパワー溢れるミネラルマルシェだったなと感じてい
ます。 それぞれ個性的な店主さんがいて、そこで展示販
売されている石たちも個性的で魅力のあるものばかり。 
だけどそのお店に引き付けられる要因はやはり、店主
さんや販売員さんの持つ魅力ですね♬

残念ながらそれぞれの出展者様の商品
をゆっくり見ることも、土日開催の市岡
元気先生のサイエンスライブも参加でき
ませんでしたが、現場の雰囲気はしっか
り満喫してくることができました。
今年はコロナウイルスの影響で、このよ
うなイベントが開催されることもなかなか
厳しい状況ですが、今回多くの対策を行
いながら開催していただけたことを嬉しく
思います !このコロナ渦を乗り切って、ま
すますこの鉱物業界が活気づいていく
といいな～と思います。

　飛騨高山に2020年 2月に店舗をOPENしました
『牡丹BOTAN』（ぼたん）です。 早いものであっという間
に1周年。 飛騨高山は周囲を標高の高い山々に囲ま
れた景色の素晴らしい街で、観光地としても有名です。
ただし、県外からの観光客は昨年からのコロナウイルスの
影響で激減してしまいました…。 そんな中、地元のお客様
がたくさん来店してくださり、石の話で盛り上がったり、温か
い励ましをいただきました。 この街には石が好きな人がたく
さんいて、温かい人がたくさんいる。 世の中が落ち着いて
観光ができるようになったら是非1番に『飛騨高山』を選
択し、『牡丹BOTAN』に会いに来ていただけたら嬉しいで
す～ !!パワーストーンが主ですが、取扱商品は様 で々す♬

牡丹BOTAN 山田

会場は「マイドームおおさか」ネーミングがぁ・・・

各地で大好評の市岡元気氏によるサイエンスショー！

大阪城も歓迎 !

モダンな外観

「鉱物友の会」事務局からのお知らせ
年会費 決済方法変更のお知らせ

移行方法

～2021年3月31日（水）
期間中に移行をされた方にはもれなく、ミネラルマルシェエコバッグをプレゼント
期間中に移行された中から更に抽選で5名様に鉱物標本をプレゼント
無料
「鉱物友の会」ホームページをご確認ください。　https://www.ishitomo.club

移 行 期 間
移行特典 ①
移行特典 ②
移行手数料
移 行 方 法

:
:
:
:
:

この度、事務作業や諸経費の見直しを行った結果、会費決済システムを変更する運びとなりました。
この変更によりクレジットカードの期限切れや銀行口座変更等による年会費未納に関する諸手続きが簡
単になり、新規会員も現会員も「スムーズ・便利・お手軽」に決済ができるようになります。 つきましては、
会員の皆様に移行手続きのご理解とご協力をお願い致します。また、早期に移行してくださった方には
特典をご用意しております。

❶ 鉱物友の会ホームページにアクセス

またはインターネット検索
https://www.ishitomo.club

❷ ホームページ右上にある

❸ 「継続会員はこちら」をクリック

クレジットカードの方

これより先はお取引銀行サイトへ
遷移します。 ご登録方法は各銀行
により異なります

銀行口座引き落としの方

をクリック

❹ メールアドレスを入力してください

●ここから先は株式会社メタップスペイメント社の
　サイトとなります

❺ 必須項目を入力してください

❻ 入力完了後、会費ペイ利用規約に
　 同意していただければ、チェック
　 ボックスにチェックを入れ確認する

❼ 内容に相違なければ次へ進み、
　 決済方法をお選びください

※お取引銀行のインターネット
　バンキング契約が必要です

❽ 決済方法はクレジットカードまたは
　 銀行口座引き落としが選べます

● クレジットカード情報を入力して
　 登録願います

● お取引銀行をお選びください

※家族会員全員の入力もお忘れなく

鉱物友の会

※今年度会費を引き落とし済みの
　方の再徴収はございませんので
　ご安心ください

重
要

☜コ
レ

クレジットカード登録または銀行口座引き落とし登録を行い、登録完了となります！

牡丹 BOTAN鉱物友の会
法人会員紹介 実店舗あり

〒506-0824岐阜県高山市片野町6-70
11：00～16：00（火・土 定休日）
TEL：0577-70-8080
Email　botan8080@hidatakayama.ne.jp　
　 https://www.botan-powerstone.com
@powerstone.botan 

移行手続きが完了しますと、登録メールアドレスに「会員登録完了」と「継続課金方法登録完了」の
メールが送られてきますので必ずご確認ください。

店内はアットホームで、ゆったりした時間が流れています♬

今すぐ
パソコン

、

スマート
フォンで

更新しよ
う！



友会コソコソ噂話：友会法人会員のお店には一目でわかる旗が立っています！

鉱物マニアなら絶対に1つは欲しい日本式双晶！
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じゃない !
国各地開催の
に行ってみよう!

地元だけ
旅行気分で全

ミネラルマルシェ

各地の
ショーに
レポート！

日本
ミネラル
行ってきた

友会 法人会員のお店の目印はコレですよ！→

共にコロナを乗り越えよう！

　東京の蒲田「大田産業プラザ」この会場に到着してまず声に出した言葉は
「広い！」。 そして次に出た言葉が「寒い ! 」。 そう、暖房が入っているのにコートを
着ていなければ寒い会場。 それだけ換気がしっかりとしているという事です。
　広い会場内の半分のスペースが空いていて「鉱物友の会の定例会は窓側を
好きに使ってください」と指示を受けた時の私の心の声は（ラジオ体操もできそう）
でした。 定例会の様子や、講話内容は次の4～5ページをみてくださいね。
　インド出身の業者さん達が持ち込んだ宝石の数々や、美しい装飾が施された
洋服、BGMにかかるインド音楽にここが都内だとは一瞬思えません。
お馴染みの「いらっしゃいませえ↗」の声に思わずお財布の紐が緩みます。 私が
訪れたのは土曜日でしたが、金曜は多くの客様が来場していたようです。 密にな
りようがない会場でじっくり選べる贅沢さ。 これはとても良かったと思います。 アク
セサリーを置いていたお店は「デパートの半額以下にしていますから是非」と勧め
てくるし、アニダイヤモンドさんではワンコインのガラポンが登場。（4回もやったこ
とは秘密）1日中楽しんだお客様もいらっしゃったようです。 　　　　瀧澤淳子

　「今年のみちのくミネラルマルシェは開催出来ないよ！」
と言われたのはコロナ渦の2020 年夏。 ここ2年ほど、
個人的な用事で仙台に通っていて、今年もどうしても行き
たい ! どうせなら「みちのくミネラルマルシェ」開催時に行
きたいと「みちのくミネラルマルシェ」の開催を心待ちにし、
仙台旅行日程を調整していたのですが・・・。
コロナ渦の中、「みちのくミネラルマルシェ」が開催されな
いのなら、しかたがないので個別に行こうと、9月の某日を
旅行予定日に新幹線からホテルまで予約を取っていたの
ですが・・・、旅行直前に東北地方に大型台風が大接近！
私の目的地は船に乗って島に渡るので、渡し船の会社に
問い合わせると、「欠航！」
さ～て・・・どうしたモノかと・・・。
と、同時に「みちのくミネラルマルシェ開催出来るように
なったよ～!」の吉報！
それならばと、今回の旅行はキャンセル。 急遽「みちのく
ミネラルマルシェ」の開催日に合わせて、新幹線とホテ
ルの予約取り直し、「みちのくミネラルマルシェ」開催の
10月24（土）～25日（日）の一泊二日の仙台旅行！
仙台に着くと、先ずはマルシェ会場の「夢メッセ宮城」へ。
今回の会場は本館展示棟。 ソーシャルディスタンスのと
れる、広くて天井の高い換気の良い会場に急遽開催の
ため、出展社数は少なめでしたが、石の量はいつもより多
く見応えのある「みちのくミネラルマルシェ」でした。

今回気になったのは化石と・・・おや～ぁ？
コレは流行の何かに・・・。
こういうのはスピードが肝心！今も大人気ですからね。
と、「みちのくミネラルマルシェ」はそこそこにして、
仙台市内のホテルに戻り、GoToトラベルのクーポン券
で焼き肉の夕飯へ！
残念ながらおひとり様なので、一人前の量が多く、頼めた
のはカルビとレバーのみ・・・。 仙台名物の牛タンは今
回はパス。やはり焼き肉は数人で色々な部位を食べたい
ですよね。
　で、翌日は個人的な用事。 ローカル電車で女川へ。
ここ、金華山 黄金山神社は「3年参れば一生お金に困
らず」がキャッチフレーズの金運神社。
今回で3年目なのですよ! 満願なん
ですよ! 女川港から船で約 25分。 
参拝に祈祷に銭洗いと鹿さんとの触
れ合いと・・・。
あっという間に帰りの船に乗船。
2021 年も「みちのくミネラルマル
シェ」に合わせて来れたら良いなぁ・・・
と思いながら帰路の新幹線車中で想
う今回の仙台旅行記でした。 さ～て、
「一生お金に困らず」ですが・・・　

　福田陽一朗

　秋の日差しが心地よい季節。 今年も高島屋ローズホー
ルにて横浜ミネラルマルシェが開催されました。
　事前予約制もすっかり定着していましたが、私達は予約
なしにて会場へ。 室内の広い待機スペースにて待つ事10
分ほど。 エスカレーターに乗ればあっという間に会場です。
　コロナ感染症対策の一環としてオークションは中止。 私の
姿を見て「今日のオークションは何時から？」と声をかけてく
れる方もいて、1日でも早いコロナ収束を願わずにはいられ
ませんでした。
　会場内はとても広く、お客様との間隔もしっかり取れてい
て快適に買い物を楽しむことができました。　去年いらして
いた親子連れの方もいて「この会場は近所だから今年も楽
しみにしていました」との声も。
2021年はいつものように開催できる事を願うばかりです。
瀧澤淳子

　例年ならばミュンヘン新着ショーで大盛り上がりを見
せる季節。 今年はミュンヘンへの渡航ができず新着
ショーは無し。 その代わりに半額マルシェと1000 円
マルシェが開催されました。
　事前予約はオープン時のみの募集。 予約は満席と
なっていましたが、コロナ感染者数が徐々に増えはじめ
たこともあり当日キャンセルの方もいらっしゃったようで
す。 当日枠に並んだ方達もスムーズに入場でき、ゆとり
のある配置となっている会場内をゆっくりと回ることが
可能でした。
　友の会のスペースも確保されており、多くの会員さん
とお話をすることもできとても良い時間を過ごすことが
できました。 また両日共にテレビの取材が入っており、
取材に応じてくださった方々にはこの場をお借りして御
礼申し上げます。 次回はミュンヘンの新着鉱物が多く
並ぶことに期待しましょう! 　　　　　　　瀧澤淳子

ミスターストーン　吉田

友会 法人会員ブースを一堂に！ 今回購入したのはコレ、雑食なんです

友会コソコソ噂話：よく「半額マルシェと1000円マルシェ、どっちがおとくなの？」と、聞かれますが、コレばかりは両日来ないと解りません

大人気！皆様お待ちかねの半額&1000円マルシェ！友会も1000円！

おや～ぁ？この配色は・・・

焼肉♪焼肉 !焼肉♪
石より焼肉 !

戦利品の水入り瑪瑙

金華山 黄金山神社

みちのく
ミネラルマルシェ

宇都宮
ミネラルマルシェ

半額&1000円
マルシェ

インド
ミネラルマルシェ
in 東京 蒲田

横浜
ミネラルマルシェ

友会コソコソ噂話：今年もインド縛りのような、●●マルシェがあるかもよ！

　6月末の原宿ミネラルマルシェを皮切りに、東京・神奈川・埼玉で
はミネラルショーが開催されていましたが、やはり越県は厳しい状況だっ
た為に待ちに待っていたんだと仰ってくださいました。　やはり直接、沢
山の石を見て触る事のできるミネラルショーは格別なんだと。 リピーター
のお客様と久しぶりにお会い出来、話が弾みました。 初めてお会いする
お客様も多く、中には「月刊ミネラルマルシェ」でミスターストーンを知って
くださった方もいらっしゃり、直接お客様とお会いしてあれやこれやと石の
話をしながらでとても楽しかったです！  しかし、キャパオーバーで、ちゃんと
接客させて頂けなかったりお待ちして頂いた方も多く、申し訳ありません
でした。 6日間の開催中お客様は初日が一番多かったのですが、他の
日も沢山の方がご来場いただき、皆様が笑顔で楽しんでくださいました。
東武百貨店様の担当の方達が「この状況の中 こんなに盛況な石の世
界は凄い！」と驚かれていました。しかしながら、ご来場を自粛された方も沢
山いらっしたようです。 
　今年もどうなるのか分からない状況ではありますが、コロナが落ち着い
た際にはお会いできる事を心より願っております。 皆様と、どこかのミネ
ラルショーでお会いできる事を願いつつ ....

　「鉱物友の会」の皆様、こんにちは。 ミスターストーン 吉田です。 今回は
2020年9月24日～29日に開催された「宇都宮ミネラルマルシェ」
のレポートを書かせて頂きます。
　例年6月に宇都宮の東武百貨店様で開催されている「宇都宮ミネラル
マルシェ」 コロナウィルスの影響で一度は延期になり開催自体が危ぶま
れていましたが、東武百貨店様からの熱烈なお誘いも有ったそうで 9月
に無事に開催されました。 開催できるとはいっても状況を鑑み、いつもの
ような告知はほとんど出来ない中での開催。 果たしてお客様は来てくださ
るのか？ といった不安な中での出展だったのですが ... 迎えた初日なんと!
予想を上回る沢山のお客様がご来場くださったんです。 お客様が一様に 
「待ってました! よく開催してくれた! 」 と言ってくださったんです。



パキスタン
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第1回 定例会 レポート第1回 定例会 レポートinインドミネラルマルシェinインドミネラルマルシェ
鉱物のことを知れば、鉱物がもっと好きになる!

ムンバイ

ニューデリー

ジャイプール

マニカラン

プネー

アジャンタ石窟寺院

カルカッタ

ネパール

バングラデシュ

ミャンマー

スリランカ

チベット

ブータン

デカン高原

ヒマラヤ山脈

ア）ナマステ～!ナマステはインドの挨拶です。どうぞよろしくお願いします。
和）アニさん、いつも私達は「アニさん」とお呼びしていますが…。
ア）本当の名前はシャハです。
和）なるほど! 今日はよろしくお願いします !
　　早速なんですが、インドというと鉱物よりもルースの方が有名ですよね。
ア）そうですね。ムンバイはダイヤモンドが有名で、そこから更に250キロ
　　離れた街で研磨をしています。
和）色石は？
ア）色石は1200キロ離れたジャイプールで研磨販売をしています。
和）そんなに離れているんですね。
ア）ダイヤモンドは世界の90%、色石は70%と言われています。
和）それは凄い !
ア）ムンバイはダイヤモンドですが、ジャイプールはルビーなどコランダムを
　　はじめ、トパーズ・アクアマリン・アメシストなど2500種類以上の　
　　色石を扱っています。
和）それらの原石の輸入先は何処なのでしょう？
ア）ロシアや南アフリカ、ミャンマーなどから原石を購入しています。ワタシ
　　のように海外に自分のお店を持って販売している業者が多いです。
和）ダイヤの原石は何処で仕入れているのですか？
ア）南アフリカやロシアの原石を直接買うことはできません。オークション
　　があってそこに入って購入してから磨いています。
和）インドにもダイヤがありますか？
ア）インドにもダイヤモンドがあります。でも少ないです。過去には
　　3100ct のインド産ダイヤが王冠に使われたことがあります。
和）3100？！ それは凄い !そう言えば、インドはエメラルドが採れるとか。
ア）ハイ、採れますよ。インドのエメラルドはザコダ鉱山という所で産出して
　　います。
和）質はどうなんでしょうか？
ア）あまり…笑。サンプルがあるので皆さんにお見せしますね。
　　1ct  100円からあります。

和）先程見せていただきましたが、それでもなかなか綺麗でしたよ。
ア）ありがとう。お店にも沢山ありますから、後で見てくださいね。
和） 最後になりますが、今後のインドのルースについてお聞かせください。
　　あ、お店の宣伝もどうぞ !
ア）色石の世界はこれからも終わることはありません。新しいものも沢山出
　　てくるでしょう。ワタシのお店には数多くの色石があります。ダイヤモン
　　ドのピアスも沢山ありますから、是非見に来てくださいね。
和）ありがとうございました。
ね）アニさんありがとうございました！それでは、皆さん質問がありましたらどうぞ。
ふ）今後のダイヤの価格についてお聞かせください。
ア）ダイヤの価格はこれからも上がると思います。原石が少なくなってきて
　　いるから。
ふ）YouTubeから質問が来ました。ネットショップなどで販売しているダイ
　　ヤの信憑性とその質についてはどうでしょう？
ア）販売している99%は本物とおもっていいとおもいます。合成ダイヤは
　　そう記載してあるはずです。質については、金額によってランクが変わっ
　　ていくのが普通です。
ふ）なるほど!ありがとうございました。

こうしてアニさんのインタビューが終了しました。小公女セーラのお父さんは
インド資産家でダイヤモンド鉱山をーという話だったのを私はよく覚えています。
ここには記載しませんでしたが、アニさんと共にインド市場に行けば少し安く
ルースを仕入れる事も可能だとか。アニさんと行くルース仕入れのインド旅
行なんて楽しそうだなと思いました。　　　　　　　　　　　瀧澤淳子

アポフィライトは日本名で魚目石といいます。魚の目のようにキラキラとした
照りを放っているのが特徴です。デカン高原の西部のプネーなどが産地になります。
玄武岩（バサルト）、安山岩（アンデサイト）、巨晶花崗岩（ペグマタイト）などの空洞
中に産出します。水晶に似ていますが、真上から見ると、水晶が６面体なのにアポフィ
ライトは４面体になっています。条線が水晶は横に入りますが、アポフィライトは縦に
入ります。ゼオライト（沸石）、特に、スティルバイト（束沸石）と共生します。緑
が付くのは、バナジウムが原因すると言われています。

カバンサイトはブルーがとても綺
麗な鉱物です。針状の結晶が放射状
に伸びて、それが丸くまとまった形を作っ
ています。鮮やかなブルーの原因は、
バナジウムであると言われています。
カバンサイトは1973年アメリカのオレ
ゴン州で初めて見つかり、1990年代
になってインドでたくさん見つかりました。
カバンサイトの化学組成は、Ca
(VO)Si4O10・4H2Oですが、Ca（カルシ
ウム）、V（バナジウム）、Si（シリコン）の
頭文字をとって、カバンサイトと名づけ
られました。白いゼオライト（沸石）に
乗ったカバンサイトのブルーはとても人
気があります。産地はプネーです。

ペンタゴナイトはカバンサイトと
同じ化学組成を持っています。ただ、
結晶の現れ方が違うのです。これを難
しい言葉で「同質異像」又は、「多形」
と言います。肉眼で両者を見分けるこ
とはけっこう難しいのですが、カバンサイ
トが放射状結晶が丸みをもって現れる
のに対して、ペンタゴナイトは放射状結
晶が放射状のまま星（５角形＝ペンタ
ゴン）のような形で現れます。
<他の「多形」の例>
①ダイヤモンド/グラファイト（C）
②アラゴナイト/カルサイト（CaCO3）
③水晶 /めのう（SiO2）

オケナイトは火山性の岩石が晶
洞になっていて、その中に作られます。
これを「オケナイト晶洞」と呼ばれます。
ふわふわした柔らかい感じなのですが、
実は、ガラス質の細かい結晶が放射
状に伸びていて、それが丸みを帯びた
形になっています。外見の白さや柔ら
かさがウサギの尻尾に似ているので、
「ラビットテイル」とも言われます。また、
「コットンボールクラスター」とも呼ばれ
ます。
化学組成は、Ca10Si18O46・18H2O

ルビー in フックサイトはフッ
クサイト（クロム雲母）の中にルビー（コ
ランダム）が入った鉱物です。一般に
コランダムと言うと、赤色がルビー、青
色がサファイヤですね。パパラチアな
どは桃色と橙色の中間なので、真っ赤
なルビーと異なり、サファイヤに属しま
す。フックサイトは白雲母にクロムが含
有されたもので、クロムの度合いが多
いほど緑色が濃くなります。インドのこ
の産地では、フックサイトにカイヤナイト
の入っている物もあります。　　　　

インド北部には、ヒマラヤ水晶が採れる
産地が散在しています。ここで紹介す
るのは、マニカランの水晶です。マニカ
ラン水晶の特徴は、鉄分を内包し、水
晶全体が淡いピンク色に染められてい
ることです。透明感があり、良結晶の
水晶がピンクに輝いているのは見ごたえ
があります。マニカランのパールヴァ
ティー渓谷には、無色透明でクローライト
（緑泥石）の入っている水晶もあります。

アナンダライトは虹の見える
クォーツを言います。レインボークォーツ
ですね。アナンダライトの名前の由来は、
アゼツライトの名付け親であるロバート
シモンズ氏が付けたそうで、サンスクリット
語で「神の至福」を意味します。レイン
ボーに輝く理由は、その産地でできた水
晶が、光の反射の性質が違う層を幾重
にも作り、それがプリズムのような効果を
もって、虹を見せるということです。何か
オパールの遊色に似ていますね。産地
は、　アジャンタ石窟寺院の近隣です。

　初めて使用する会場という事もあり、午前中から集
まった幹部達による会場設置が進んでいました。 今回、
中でも重要なのがYouTube 配信の準備。 数日前の
幹部会の実験では成功していたのですが、現場が変わ
るとこれがまた・・・。 YouTube 配信の準備は福田に
任せて、私は会場の設置をしました。 いつもでしたら会
議室でテーブルがあり椅子があり…という形ですが、今
回はテーブルを使用せず椅子のみを配置しました。 これ
ですと会場内でソーシャルディスタンスを容易に取るこ
とが可能で、出席者の増減にも即座に対応できます。 
人と人との接触を極力減らせるように気を遣いました。
　14時になり、予定通り定例会が開始されましたが、
流石にこのご時世…とでも言いましょうか。 いつもより
はるかに少ない20名ほどの出席者が集まりました。
それと同時にYouTube 配信もスタートしました。 インド
鉱物とインド市場についてと、完全にインド縛り! 定例
会の講義内容については右ページに掲載しています。
　今回の講話は和田さん。 インド市場についてはアニ
ダイヤモンドのアニさんにお願いしました。 アニさんのお
話しも質疑応答形式で下記に掲載しますね。 

　どちらもとても面白いお話であっという間に1時間経ちました。 通常だと2時間開催
する定例会。 今回は1時間という短時間となりました。 それでも、ギュッと内容の濃い
1時間。 参加した皆さんも楽しんでいただけたことかと思います。
YouTubeですが講話と質疑応答までは配信できましたが、ネットトラブルの為事務局か
らの連絡は配信できませんでした。 お詫び申し上げます。
今後もネット配信にて多くの会員の皆様に定例会へ参加していただけるよう改善してい
きたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀧澤淳子

ミネラルマルシェ内で1番有名な人と言ったらこの人？！
「いらっしゃいまっせえ⤴」の声を聞けば、もう誰だかわかりますよね。
今回は（株）アニダイヤモンドのシャハさんにインドの宝石市場についてお話を聞きました。
ここから先、アニダイヤモンドのシャハさんは  ア）　和田さん（定例会講師）は 和）
根岸さん（司会）は ね）　福田さん（えせYouTuber）は ふ）とさせていただきます。

インド産の鉱物について

インド産の代表的な鉱物

定例会講話 和田 文明

　インドで産出される鉱物は、大きく二つのタイプに分けられます。 一つはヒマラヤ
山脈に由来する鉱物です。 他の一つはデカン高原に由来する鉱物です。 
　まず、ヒマラヤ山脈です。 ヒマラヤ山脈は、今から5,500万年～5,000万年前に、
インド大陸がユーラシア大陸に衝突したことによって出現しました。 山脈の麓に広
がる高原地帯には数多くの断層ができ、その断層周辺には鉱物を育む条件が整
いました。 よく、ヒマラヤ水晶と言いますが、ネパールのガネッシュヒマールやカン
チェンジュンガ、また、インドのマニカラン、ラダック、クル・マナリ等が有名な産地
になっています。 ヒマラヤ水晶はネパール、インドに留まらず、パキスタンにもその
産地が広がっています。
　次に、デカン高原です。 デカン高原は、今から6,700万年～6,500万年前、マグマの大噴出に
よって作られました。 活発な火山活動によって、高温で粘性の少ない溶岩が「洪水」のように噴出
したと考えられています。 デカン高原を形成する玄武岩の厚さは、2,000mにも及ぶと言われて
います。 その玄武岩を母岩として作られたのが、インド特有の鉱物、アポフィライト、カバンサイト、
オケナイト、アナンダライト等の鉱物なのです。
　インド南部に目を移すと、また、違った風景になります。 デカン高原の要素を保ちつつ、スリラン
カやマダガスカル（大陸移動説ではマダガスカルはインドにくっ付いていたとのこと）で採れる鉱物
の一部も産出されます。

友会コソコソ噂話：次回の定例会は6月の高崎ミネラルマルシェ内で開催予定らしいですよ！詳細は次号にて

友会コソコソ噂話：シャハさんはビーガンなのです

『インド産鉱物の生い立ち』
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本会は鉱物の愛好者で組織し、鉱物を文化として扱い鉱物への関心や理解を深め、科学的な知識及び自然尊重の精神を培
いその普及に努める。鉱物の調査研究観察をおこなうとともに、自然保護活動に努める。併せて会員相互の親ぼくをはかり、
コミュニティ作りを目的としています。本会はボランティア組織のため、お問い合わせなどに直ぐに対応できないことがあります。
また、会運営に関するご意見や質問、会報誌に掲載する記事、挿絵、写真、観察情報等がございましたら遠慮なく事務局まで
お申し出ください。
編集：瀧澤淳子　福田陽一朗　　
発行：NPO 法人 鉱物友の会事務局　〒365-0043 埼玉県鴻巣市原馬室 639-4（エディオック内）
　　  TEL 048-541-9630  FAX 048-577-3474  Mail info@ishitomo.club  URL https://www.ishitomo.club
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NPO法人 鉱物友の会の活動について

　早いもので今年も2月となりました。年頭から大雪やコロナウイルスのニュースなどあまり良いお話しを聞くことができません。そんな中、
少人数、埼玉県在住者限定ではありますが観察会のお知らせをする事が出来ました。少しでも皆さんに楽しんでいただけたらと思います。
まだまだ寒い日が続きますが、皆様体調には気をつけてお過ごしください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀧澤淳子

次号予告会員の個人情報につきましては、本人の書面（Eメールを含む）による了解無しに会事務局で無断で第三者に公開または提
供することはいたしません。また、会員の皆様におかれましても、会則に則り、活動を通して知り得た他の会員の個人情報等の
取り扱いには十分な配慮をお願いいたします。

個人情報の取扱い

観察会レポートに
ミネラルマルシェレポート
定例会告知
等を掲載予定。
次号も楽しみに!

次回は2021年4月頃
発行予定です。

※掲載内容は変更されることもございます。

「さいたま ミネラルマルシェ2021」
写真提供：STIB

第1回 観察会開催告知
鉱物産地にて自ら観察出来る感動を！

大昔の地球からのおくりもの”化石”をみんなで見つけませんか？
見つけた化石は持ち帰ることができます。 
※調査研究が必要な化石は持ち帰りできないことがあります
令和3年3月6日（土） 12:20～13:40　11:50現地集合・現地解散　雨天決行
埼玉県東松山市「化石と自然の体験館」  東松山市坂東山13（ばんどう山第2公園内）
鉱物友の会会員（小学生は必ず保護者同伴の事）  ※未就学児はご遠慮ください
20名（内引率役員2名）　●埼玉県民に限る（埼玉県の要請により県外からの入館者規制を行なっている為）
また、観察会初参加、参加回数の少ない方を優先とさせていただきます
令和3年2月16日（火）まで
メールか電話にて事務局までお申し込みください。 件名を「観察会申し込み」とご記入ください。
info@ishitomo.club 　（TEL月～金10:00～17:00）048-541-9630  鉱物友の会 観察会受付
※参加者全員の氏名と会員番号。 緊急連絡先を明記（家族参加の場合は代表者）をお願いいたします
2月17日（水）午後より参加当落選のメールを発信いたします。
翌日までにメールが届かない場合は必ず事務局まで電話にてご連絡ください。
入館料無料　実費／化石発掘体験プログラム費　大人一人1,000円／小中学生一人700円
【車でお越しの方】 関越自動車道 東松山インターより約10分
駐車場は、ばんどう山第2公園駐車場（11台・身障者用2台）または、ばんどう山緑地駐車場（15台）をご利用ください。
なお、葛袋神社前の駐車場の利用はお控えください。　
【電車でお越しの方】 東武東上線「高坂駅」下車。西口より　タクシーで約10分
鳩山町営路線バス「越生駅東口」行11:20発  「化石と自然の体験館」下車。帰り「高坂駅西口」行13:56発  15:16発

目　　　的：

開 催 日 時：
開 催 場 所：
参 加 資 格：
募 集 人 数：

募 集 期 間：
申 込 方 法：

参 加 費 用：
ア ク セ ス：

令和3年3月27日（土） 10:00～19:00　両日出展可
　　　　 3月28日（日） 10:00～16:00　搬入は9:00～　搬出は閉会後1時間以内
200×150cm（スペース貸しのみ） ※区画あたりの利用人数2名まで（ソーシャルディスタンスをお願いいたします）
※テーブルやイスは各自ご用意ください。
1日1区画1,000円（税込）  ※駐車場のご用意はございません。 個人にてご負担ください。
鉱物の販売（コレクション放出）や鉱物コレクション等の展示、パフォーマンスなど（鉱物に関わるもの）
仕入れをした鉱物の販売、自己採集鉱物の販売、営利目的での使用、ハンドメイドクラフト作品の販売（展示は可能）　
※販売をご希望の方は「さいたま ミネラルマルシェ内 ハンドメイドクラフト枠」へお申し込みください。
飲食が伴うもの、鉱物に全く関係ないもの、当会会員以外の方とのシェア　※詳しくはお問合せください
事務局にて事前出展内容審査がございます。 結果は3月4日（木）午前中にお知らせいたします。
受付期限ー2月28日（日）までにメールまたは、浅草橋ミネラルマルシェ友の会ブースにてお申し込みください。
 jyunko@ishitomo.club　件名を「友会出展」とご記入ください。　
受付受領ーメール返信を持って受領といたします。
①出展者氏名・会員番号（クループ出展の場合は全員）　②屋号等あれば　③連絡先電話番号　
④出展内容（詳しく）　⑤申し込み枠数と日程（複数枠、両日利用可）
当日の受付時に集金致します。
キャンセルは3月16日（火）まで。 メールにて受け付けます。 以降は全額のキャンセル料がかかります。
●出展者は必ず会員証をわかりやすい箇所に掲示してください。
●各区画内は各自が責任を持って管理してください。 紛失・破損・事故等の責任は当会では負いません。
●各自、新型コロナウィルス感染症対策を忘れずに行ってください。
・スタッフのマスク等の着用、手洗い、手指の消毒、出展前の体温測定など。
・アルコール消毒液等の設置。 テーブル等に飛沫防止用のビニールシート等の設置。 他
メールにて随時受付。 または、2月26日（金）～28日（日）浅草橋ミネラルマルシェ3階ホワイエ  友の会ブースにて、
出展のご相談、受付いたします。 お気軽にお声がけください。 閉会2時間前まで　　　  ー担当・広報 瀧澤淳子ー

開 催 日 時：

利 用 区 画：

利 用 料 金：
出 展 内 容：
禁 止 事 項：

出 展 審 査：
申 込 方 法：

申 込 内 容：

出展料徴収：
キャンセ ル：
注 意 事 項：

お問い合わせ：
出展ご相談会：

急なお休みや遅刻等ございましたら必ず連絡をください。　和田 080-3593-9737　瀧澤090-9849-4990
体験館周辺には、食堂・レストランなどの飲食店はございません。
新型コロナ対策のため　入館時・退館時のアルコール消毒または手洗いにご協力ください。
入館時の検温にご協力ください。　37.5度以上の発熱や風邪症状のある方は入館できません。　
館内では、マスクの着用、化石発掘体験プログラム中の軍手着用を必ずお願いします。
大きな声での会話はお控えいただくとともに、他の体験者との十分な距離をとってください。
体験中もこまめな手洗いをお願いします。
当日の状況下により急な中止、または、開催時刻の変更等発生する場合がございます事を予めご了承ください。

会員証、軍手、保護めがね、帽子、飲み物、滑りにくい運動靴など  ※タガネ、ハンマー、ふるいは体験館にてご用意
動きやすく汚れても良い服装

持     ち    物：
服　　　　装：
緊急連絡先：
注 意 事 項：

2020年度  第1回観察会についての詳細

延期とな
っていた

観察会
を

埼玉県民
限定で開

催!

埼玉県東松山市の「化石と自然の体験館」協力のもと観察会を開催できる運びとなりました。
但し、居住地域と参加人数を制限させていただきます。 同行する幹部も2人となります。
コロナ禍という事もあり、会員の皆様にはご不便をお掛けいたしますが
何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

3月26日（金）～28日（日）にさいたまスーパーアリーナにて開催される
さいたま ミネラルマルシェ会場内にて、鉱物友の会 会員のみ出展可能なスペースを設けます。
鉱物の販売、展示、パフォーマンスなどに是非ともお使いください。

鉱物友の会 会員出展スペース
参加者（グループ）募集のお知らせ

＝利用案内＝

　天然石卸のミスターストーンです。 普段は日本中の石屋
さんを車で回っていますが、日本中のミネラルショーにも出展
しております。 宝石業界に5年。 天然石業界に14年。 「綺
麗は正義」「ヘンテコは正義」をモットーにお客様に「珍品」を
お届けすべく仕入れをしております。 最近はインド、東～南部 
アフリカ諸国、アメリカ、ブルガリアの原石にも力を入れていま
すが、なかでもイチオシは綺麗で変わった石達。 そして美しい標本の数々…と、私が選りす

ぐった逸品をご用意しております!兎に角、店主の「好き！」を
詰め込んだ品揃えですので、感性が合えばハマって頂ける
はずです。 石好きさんとのお話やコレクションの見せっこ、
水晶についての質問など大歓迎です!宝石や、ミネラル
ショーだと質問しにくいなって雰囲気の、パワーストーンの
お話も大丈夫ですので、お気軽に話しかけてくださいね。

会員特典：ミネラルマルシェ会場にて一律20%OFF！ミスターストーン鉱物友の会
法人会員紹介 実店舗ナシ

滋賀県栗東市 ※店舗はございません
TEL ：090-9702-6591　Email　yoshidadesu1@gmail.com
　 http://www.mr-stone.info/ @mrstone_yoshidaザンビア産ウィッチドフィンガークオーツ

ミスターストーン  吉田

 「鉱物友
の会」

会員限定
イベント

も

あるかも
？！

お楽しみ
に！

新型コロナの影響により、集合時間と開催時間の変更が起こる場合があります。
その際は10：30集合　観察会11:00～12:30となります事を予めご了承ください。
変更が発生した場合は3月3日（水）までに各自にメールにてご連絡いたします。


