君の水晶をたべたい。
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Newsletter

糸魚川ひすい
（ラベンダー）

鉱物のことを知れば、鉱物がもっと好きになる！

鉱物友の会 定例会レポート

定例会前の頒布会は定番となりました

新元号が始まり最初の頒布会と定例会が「クレ
アこうのす」
にて開催されました。
頒布会には会員証の提示を予めお願いしていたこ
ともあり、皆さん入り口でご提示くださいました。ご協
力、
ありがとうございました。アナウンスが行き届いて
いるのだと実感して嬉しく思いました。
のんびりとした雰囲気での頒布会はアクセサリー
からレア鉱物まで品揃えは天下一品 ! お子様連れ
でご来場いただいても、
ゆっくりと吟味することが出
来るのが嬉しいとのお言葉も頂戴しました。次回も
開催しますので是非ご来場ください。

定例会は午後から。会場内には今回も多くの皆様がご来場くだ
さいました。初めて参加される方も多く、今回のテーマ
「翡翠」
の人
気度が伺えます。
今回翡翠と姫川薬石を、株式会社エディオックとCarryLackの２店
から提供していただき、参加者の皆様にお配りしました。思いがけな
いプレゼントにみなさん嬉しそうでした。
翡翠については副会長の和田が講話をし、
その後川口ボーリングの
山田氏に
「翡翠のいい話」
という講話をしていただきました。
山田氏は多くのミネラルショーに出展されていて、翡翠を見る目は
プロ中のプロ ! 勿論、今回の観察会にも同行してくださいます。講
話は山田氏がこれまでに体験してきた翡翠との逸話を交え、時に笑
い 時に驚き 時に恐怖に震えた、
とても楽しいお話ばかりで時が経つ
のを忘れてしまいました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

ひすいの話に皆夢中！

今回はお子様と初めていらっしゃった方、
そして女性会員に
向けて可愛らしい提供小物もありました。小さくて綺麗な勾玉

特別講話をされた山田氏、国産鉱物の賢者です

のストラップの数々。毎回司会進行役という事で無料配布鉱
物をいただくことのない私ですが、
「瀧澤さんも女性なんですか
らどうぞ !」
と声をかけていただきひとつ頂戴しました。とても可
愛らしくてとても嬉しくって、友の会用資料ファイルにつけさせて
いただきました。お声をかけて頂きましてありがとうございました。
恒例の配布鉱物も終わり、観察会についてのお知らせとボ
ランティアに関してのお礼とお願いをさせていただきました。こ
れからミネラルマルシェの各会場や友の会イベントに於いてボ
ランティアさんを募集すると思います。皆さんとの交流の場とも
なりますので、
是非ご参加下さい。どうぞよろしくお願いします。

定例会が終わり、
希望者のみ残り懇親会も開催しました。今回は定例会参加者の半
数以上が参加してくださり、
皆様それぞれ交流を深めていらっしゃいました。やはり同じ趣
味を持つお友達を探している方も多く連絡先の交換や、
ご自身のコレクションを見せ合う
など、
かなり内容の濃い４０分となったのではないのでしょうか。お子様も参加していたの
で、
これから回を重ねるごとに、
もっとお子様同士も仲良くなっていただけたらなと思います。
今回、朝10:00〜最後の17:00までお付き合いいただいた会員の皆様もいらして、定
例会が皆さんの居場所の１つになってくれていると感じることができました。
これからも居心地の良い、
また参加したくなる定例会の企画を考えていきますので、
どうぞ
楽しみにお待ちください。
あ ! 会場を後にした有志の皆さんはこの後セッティングされた、大人の親睦会（飲み会）
に参加されたようです。残念ながら今回はレポ無しです m(̲ ̲)m きっとお酒の力も相まっ
て、
何時もの如く濃い石談義に花が咲いたことでしょうね !
瀧澤淳子
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糸魚川ひすいと
姫川薬石の
特別プレゼント

本物の糸魚川ひすいに触れてみよう！

石の話となると、もう！止まりませんw
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©糸魚川観光協会

「鉱物友の会」定例会 講話

ひすい
（翡翠）
にチャレンジ

自分で見つけた鉱物の観察が楽しめました！

糸魚川ひすい観察会レポート

和田文明

〜色々なひすい（翡翠）〜

車の時計は 23:38。私達は自宅を出発しました。カーナビに表示された予
定到着時刻は
「3:28」丁度 4 時間後。久々の真夜中ドライブです。途中 4

ひすい
（翡翠）
はもともと、照りのある白い石です。ひすいは一般的に緑色が多いと言われますが、
緑の

度の休憩を経て 4:00 丁度に集合場所の
「親不知ピアパーク」
に到着しまし

発色の原因は、
クロム・鉄によるものです。ラベンダーひすいとして有名な薄紫色をしたひすいの発色原因は
チタン鉄です。他にも黒ひすいはグラファイト。青い翡翠には鉄・チタン・アルミニウム。黄色の翡翠には
ハイドログロシュラー。紅の色をしたひすいには桃簾石（チューライト）
が入っています。

た。長野あたりを走行中は雨が降っていましたが、現地は雨も上がっていて雲
の隙間からは青空も見えます。波も全くなくベタ凪。海で水遊びを楽しみにし
てくる子供達にとっては最高の海水浴日和です。ひすいを拾うには‥ちょっと
厳しいかもしれませんが、参加する子供達が楽しめるのが 1 番です。
2 時間ほど仮眠をとって外に出てみると
「瀧澤さんおはようごさいます !」
と元
気な声。既に会員さんの姿があってビックリ。散歩がてら海岸を歩けば
「瀧澤さ
ん、
これひすいですか？」
と、
また別の方に声をかけられて。と、皆さんやる気十
分です ! と、
いうか、朝一番から現場にいて良かったと思いました
（笑）

〜ひすい（翡翠）の特徴〜
① 形

ひすいは硬いので、
あまり真ん丸にはならず、面があって角があり、面が
あって角がある、
といった形をしている。
②手触り 滑らかで、
「すべすべ」
「てらてら」
している。表面がざらついていることは
あまりない。
しかし、
つるつるとし過ぎるのは別の石である。
③ 色
ひすいの色は基本は白っぽいが、緑・薄紫・紺・黒・紅などの色が
入るときがある。
④重 さ 密度が高く、他の石に比べると、
ずっしりと重い。
⑤結 晶 ひすい輝石の結晶は、表面に
「味の素」
のような細長い結晶が見える。

〜ひすい（翡翠）に似た石〜

分
類
化学組成
結 晶 系
へ き 開
モース硬度

⇒ ケイ酸塩鉱物
⇒ NaAlSi2O6
⇒ 単斜晶系
⇒ 二方向に完全
⇒６，
５〜７

光
色
条
比

沢 ⇒ ガラス光 沢白
⇒ 色、
淡緑色
痕 ⇒ 白色
重 ⇒３，
３

皆さん早く海岸に行きたくてソワソワしています

〜日本でひすい（翡翠）のとれる場所・見られる場所〜

ひすいの原石とひすいによく似たキツネ石を見分ける方法として
確実なのは、
「削ってみる」
ことです。鉱物用カッターで削ると、
キツ
ネ石やネフライトはすぐに石の内部まで刃が通ります。しかし、
ひす
いはカッターの刃を当てても、
ガリガリと表面が削れるだけです。

ヒスイ海岸

︵糸魚川海水浴場︶

糸魚川駅

姫川河口

青海川河口

今回はココ！親不知海岸

親不知海岸

市振の関

親不知観光ホテル下

フォッサマグナミュージアム

親不知ピアパーク

青海川

和田氏が薬石を沢山拾ってお土産に配布しました

小滝川ヒスイ峡
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市振海岸

ひすい輝石はジェダイトと呼ばれますが、輝石の基本構造は、
〇〇Si2O6 の形を取ります。
・ひすい輝石 ⇒ NaAlSi2O6
・透輝石
⇒ CaMgSi2O6
・エジリン輝石⇒ NaFe3+Si2O6
☆輝石と長石の違いは、長石は〇〇Si3O8 の形を取ることです。
長石の仲間には、馴染みのムーンストーン、
アマゾナイト、
ラブラドラ
イト等があります。
・正長石 / 微斜長石⇒ KAlSi3O8
・曹長石
⇒ NaAlSi3O8

宮崎海岸

〜輝石と長石〜

︵朝日ヒスイ海岸︶

１．
ネフライト
（軟玉）
中国ではひすいと偽ってネフライトで作った彫刻品が多くあります。
ネフライトとは、一般に、緑閃石（アクチノライト）
や透閃石（トレモラ
イト）
から成る角閃石を指します。
２．
ロディン岩
ヒスイ海岸でヒスイを探していると、
いちばんひすいに間違いやすい
のがロディン岩です。きつね石の正体は大体これです。ロディン岩
は、
緑色の透輝石（ダイオプサイド）
を含んだ石を指します。
３．
石英
石英は言わずと知れた、結晶すると水晶になる鉱物です。白っぽ
く、
滑らかな石英の塊も、
ひすいと間違えられやすいのです。
４．
蛇紋石
蛇紋石（サーペンティン）
は石の表面に蛇のような模様があるので、
その名が付きました。
＊ひすいとはちょっと関係ないけど・・・
５．
インド翡翠
（グリーンアベンチュリン）
水晶や石英にクロム雲母が混入した鉱物です。
６．
オーストラリア翡翠（クリソプレーズ）
緑玉髄と呼ばれ、水晶 (SiO2)と同じ組成を持つが、
ニッケル・鉄・
蛇紋石等を含む。

みんなで記念撮影。今回は大所帯です！！

コレは！来たか !

姫川

集合時間になり、
山田氏より
「この人数いても拾えるのはひとつ！」
と言われて
「そんなに簡単じゃないよね〜」
というかたも。
「ではみなさん頑張りましょう!」
の
言葉で一気に海岸へ。子供達は海で泳いで遊び、大人は目を皿のようにして
石をひとつひとつ観察。ひすいじゃなくてもいいよね ! という声が飛び交い、
お
気に入りの石を見つけては袋に中へ。1 時間もすると、
ひすい以外の石で皆さ
んの袋は重くなっている様子。
「ひすいはー？？？」
「いいんですー綺麗な石を拾えたから♡」
なるほど。確かにそ
うなのです。狐石はどれも綺麗だし、
ひすいじゃなくてもその価値はあり。姫川
薬石も沢山あるし瑪瑙や石英も綺麗どころが見つかります。そして何より楽し
いのは、気の合う仲間達との語らいや一緒に過ごす時間だと思います。誰もが
笑顔で自分のお気に入りの石を拾って、
大いに笑った事と思います。
空模様も怪しくなった事もあり、和田氏が集めた姫川薬石をみんなに分けてこ
の日は解散となりました。

©糸魚川観光協会

©糸魚川観光協会

〜ひすい（翡翠）の歴史〜

コレは「糸魚川で見つかる石」
というセットに入っています

ひすいは古来、
東アジアや中南米の国々では宝石として用いられてきました。
★日本では、縄文時代中期、今から５，
０００年以上も昔から ひすいで作った装身具、
勾玉などが見つかっています。
★ヨーロッパでは先史時代に石器武器の材料として使われたり、
ひすいで作った石斧
が見つかっています。
★中国では金や他の宝石よりもひすいが価値があるとされ、腕輪・装飾品・器に使
われていました。
★中国、
中南米では王がひすいの玉で覆われて埋葬されていました。
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水遊びにはちょうどいい水温。子供達は泳いでいました

「親不知ピアパーク」内にはひすいについての展示や、
小さな翡翠屋さんの出店も出ていました。私もひすいを拾
うことはできなかったので、記念に購入してきました。やっ
ぱり綺麗です。この本物を見ると拾った石は全て翡翠に
あらずですね。
帰路についている途中グループ LINE がはいりました。
解散後フォッサマグナミュージアムで鑑定していただいた
方が、
ひすい認定を受けたそうです。おめでとうございます！
今回ゴミ袋を持参して行ったのですが、
キチンと整備され
た海岸にはゴミがなくゴミ袋の出番がありませんでした。海
洋汚染が叫ばれている昨今、
こうした綺麗な海岸が増える
ことを切に願います。
瀧澤淳子

Congratulations! 糸魚川観察会で観察された鉱物紹介

画像提供 @RIKA 様

画像提供 @ たわら様
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惜しい！

コレは！！

綺麗なシーグラス

ひすいをちょっとだけ含む石英
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宇都宮

仙台
（みちのく）

6 月 14 日から 6 日間、東武宇都宮百貨店で開催された
宇都宮ミネラルマルシェに出店しました。６日間の開催とい
うこともあり、初日、週末は混みあいましたが、平日は比較的

ミネラルマルシェ

空いていてゆっくり鉱物を見て頂いてお客様とお話もできる
良い機会でした。ミネラルショー初心者の方、都内イベント

ミネラルマルシェ

は混み合っていてゆっくり見られないという方やお客様に
は、入りやすいイベントだと思います！私もお客様はもちろん、
MAMPUKU自慢のアクアマリン
近くの業者さんとも話せる時間があり楽しめました。
当店が百貨店でのミネラルショーに出店するのは、年始に開催された長野東急ミネラルマル
シェに次いで、
また 2 度目。宇都宮は初出店ということもあり、何を持っていこうか何が求められ
ているのか商品構成にとても迷いました。長野ではいつも通りのミネラルショーの商品で出店
鉱物の新しい見せ方！コレクションBOXから水槽へ！
したのですがなかなかの苦戦でした。というのも本来の百貨店のお客様、
ミネラルショーとは知
はじめまして、
アクアリウムとミネラルのコラボを企画・提案させて頂いており
らず百貨店自体にきてたまたまイベントに立ち寄ったというお客様が多いのです。そのため標
ますミネラリウムの代表 植村益忠です。最初にミネラリウムの簡単な自己紹
本、鉱物そのままより身につけられるジュエリーの方が人気です。当店は標本メインなのでその
介から書かせていただきます。
辺がほとんどないのです。そこで、同じく出店していたワイヤーの作家さんに当店の原石をまい
ミネラリウムとは、
アクアリウム水槽等に、水との相性の良い鉱物をレイアウト
てアクセサリーにしていただいたりと協力体制で乗り切りました。６日間という会期の中でそうい
してこれまでにない楽しみ方を
ご提案させていただくものです。実店舗は、全国
う工夫が生まれたことも楽しかったです。
でも有数の金魚養殖生産の街である奈良県大和郡山市にある
（株）植村養
接客の中で今まで鉱物原石には興味がなかったお客様にも魅力を説明できたと感じてい
魚場プロデュース 総合アクアショップ アクアトレンディの店舗内にございま
て、第 2 回３回と徐々に鉱物好き ! が増えてくれるのことを期待してます。お客様に教え
す。ミネラリウムは今から１２年前、京都で開催されます石ふしぎ大
ていただいた
「来らっせ」
という餃子の名店が集まる施設もあり、
お安くお腹いっぱ
発見展（みやこめっせ）
にて、株式会社エディオック
（小出社
い食べれてとても満足でした。
ゆっくり鉱物を見れて餃子もおいしい宇都宮に
長）
様との協同出展で産声をあげま
した。
十数年の時を
地元だけじゃない
!
来年も出店したいです。8 月の長野東急ミネラルマルシェも出店します。
経て２０１９年１月の熊本ミネラルマルシェをかわきりに、
今回同様、
ワイヤー加工も頼めますので、
ぜひ遊びにきてください。
旅行気分で全国各地開催の
ようやくオフィシャル活躍（商標登録済）
させていただく
MAMPUKU
ミネラルマルシェに行ってみよう !
ことになりました。

百貨店なので、客層が違いますね

日本各地の
ミネラルショーに
行ってきたレポート！

渋谷

ミネラルマルシェ

by「鉱物友の会」
法人会員
迷路迷宮でのお宝探しでテンションが上がります

複雑な会場はまるでダンジョン！

鉱物友の会法人会員の CORO CORO STONE と
申します。6 月 28 日から 30 日まで開催された第 1 回
渋谷ミネラルマルシェは 4 階から 6 階までの 3 フロア
での開催でした。各階が雰囲気の違ったフロアでした
が、
ご来場いただいたお客様には楽しんで頂けたかと思
います。
浅草橋、秋葉原での開催とはまた少し違う雰囲気で
の展示会だった気がします。通常の天然石も人気があ
りましたが、天然石を使ったアクセサリーなども好評でし
た。CORO CORO STONE ではブレスレットやフロー
ライトの原石などを展示販売していました。フローライト
に関しては、湖南省のヤオガンシャンや福建省のタンザ
ナイトカラー、
そして内モンゴル産の新種のフローライト
は大人気でした。1 テーブルすべてをフローライトで埋
め尽くしていますのでお客様は選ぶ楽しさ半分、見つけ
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オールインワンなので
簡単 ! 手間いらず !

さて、
去る 5月 29日〜 31日、宮城県仙台市 夢メッセみやぎでみちのくミネラ
ルマルシェに出展いたしました。行きは名古屋港からフェリーを利用しました。
酷い船酔いにみまわれましたが、船外展望デッキからの絶景がとても美しく印
象的でした。仙台港には約２２時間で到着です。ミネラリウム搬入は、鉱物部
門とアクアリウム部門の両方の同時搬入になりますので、
どの会場でもいつも
工夫が必要で、結構時間もかかってしまいます。いつも搬入時間はあっと言う
間に過ぎています。どんな鉱物マニアさんとの出会いがあるのか、
いつもわくわ
く
ドキドキです。鉱物は元より、
アクアリウムにご興味をもっていただくと、
ついつ
い本業心が騒いでとても嬉しく感じます。
本格的な水槽はちょっとハードルが高いという方には、“簡単ミネラリウム ベ
タ編”をご提案させていただきます。詳細はブログ
【https://ameblo.jp/aquatrendy/】
などで触れさせて頂いておりますので、
そちらでもよろしくお願い致します。
ミネラリウムとは違うカテゴリーとなりますが今旬のご提案は、水を張らないタ
イプでミニチュアガーデン
（箱庭風）
です。照明や湿度を自動管理機能のつい
たジオラマ風球体型水槽（ミニチュアガーデン・エアー）
はどの会場でも非常
に好評いただいております。難しいコケや植物の管理も非常に手間いらずで、
かなりオススメできます！
今後のミネラリウムの展開ですが、
私も日々試行錯誤創造中です。水槽レイ
アウトのデザインには正解はありません。自由な発想の元で自分の思う空間を
個々に表現することが一番です。さあ、皆さんも是非ミネラリウムの世界に踏み
込んでみませんか。まずはミネラリウムを知って頂く、
ここをポイントに活動してま
いります。末永くどうぞよろしくお願い致します。
ミネラリウム

広島

初・ミネラルマルシェ出店、初・国内線、初・広島 ! 初めて尽くしの
出店となりました。朝 4 時半に家を出発し、
羽田空港に向かう途中、
パスポートを忘れたことに気づき慌てました。ドキドキしながら検索すると、
ミネラルマルシェ
国内線はパスポートが要らないことが判明しホットしました。
ふぅ…冷や汗もののスタートでしたが、何とか広島空港に到着できました。空港から会場までバ
スを乗り継ぎ、
やっとこ到着できたのはお昼前。7 時間半掛かったー ! そして、
日本語が通じて良
かった ! 会場入りすると、熱気に溢れた煌びやかな空間。広い ! 出店者の方々の勢いのある”気”
を感じました。すごいなー…会場に来るだけでも元気がもらえます。私も頑張らなくっちゃ ! 今回は
お客様ではなく、
出店者側です。しかも、鉱物ではなく
『耳つぼ施術』
。そもそも認知度の低い中、
異色の出店です。結果は、後程…一人参加で不安な中、
マルシェが終わってからの懇親会、
めっ
ちゃ親しくなれました。今回の出店での成果は、
出店者の方々の自分のお店に対する”こだわり”
や”熱意”のお話を伺えたことや、私のお店に欲しいものがその場でほとんど手に入ることです。
とっても素敵な方々と、
いっぺんに知り合いに
なれるなんて機会はそうそうありません。人脈
は宝です。本当にありがとうございます。
次回の出店は、
『ドイツ・ミュンヘン』
です。
そうなんです !『耳つぼで世界に』
が実現いた
します。耳つぼ世界デビューの夢が叶います!!
皆様、
よろしくお願いいたします。
追伸：耳つぼ出店の結果は…心優しい出店
者の方々が体験してくださいました。ありがとう
ございました。

会場狭しと！賑わいました

る大変さが半分といったところでしょうか、
なかなか決めら
れず30分以上も悩んでいる姿をよく目にした気がします。
また、
ブレスレットに関しましては毎回好評をいただい
ていますラリマーやルチルクオーツ、
スーパーセブンなど
高級なブレスレットを展示販売していました。とても希少
なアホイトインクォーツのブレスレットも皆さんに喜んでい
ただけたかと思います。高級なブレスレットだけではなく、
サンストーンやアクアマリンなどが大特価になっておりま
した。ラリマーのカボションなどは朝 1 番から大人気で
した。もちろんラリマーのブレスレットも大人気であっと
いう間になくなりました。
お客様との会話の中で、
「あっちのお店やこっちのお
店にもあるから比較したりして迷っちゃう」
と話していまし
たので、
ミネラルマルシェを楽しんで頂いている感じがし
ました。

ミニチュアガーデンも大人気 !

お気軽にルンルンと声を掛けてください

当店ではルンルン店長が直接中国に
行き買い付けをしております。フローライト
の原石やブレスレットなども一つ一つ手に
取り選んでいます。2 ケ月に 1 度は買い
付けに行きますのでお客様からの注文も
随時受け付けております。現地で大量に
買い付けをして販売価格を抑えられるよう
に努力しております。
これからも全国各地で開催されているミネ
ラルマルシェで楽しんで頂けるように頑張
りたいと思います。
CORO CORO STONE
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耳つぼ専門店ビューティラグゼ Kirei

広島初の友会懇親会

2019 summer

5

定には
予
の
み
夏休 たかな？！
入れ

8月30日
（金）〜9月1日
（日）
は

秋葉原ミネラルマルシェの日

チャリティーオークション
出品提供鉱物・雑貨提供のお願い

！
札
落

オークション運営スタッフや友の会ブースでの案内係といったスタッフさんが足りません！(T^T)
そこで！
「鉱物友の会」会員様で『お手伝いしてもいいよ！』
と、
おっしゃっていただける方を大募集！
当日飛び込みも大歓迎ですが、予め皆様からのお申し込みがあるととても助かります。
1 時間からで結構です。勿論長時間のお手伝いをしてくれたらとても嬉しいです！
お友達と一緒、ご家族でのご応募も歓迎いたします。
見て買うだけのミネラルマルシェから参加するミネラルマルシェへ！
！
みんなで秋葉原ミネラルマルシェを盛り上げましょう！
！
お手伝い内容・募集時間帯・注意事項などを確認の上ご応募ください。

「鉱物友の会」事務局から皆様にお願いです。
埼玉ミネラルマルシェで大好評だったチャリティオークションを
秋葉原ミネラルマルシェでも開催する運びとなりました。
つきましては皆様から出品物の提供のご協力をお願い致します。
今回も土日の 2 日間、MC 瀧澤が精一杯皆さまを盛り上げるべく
頑張りますので、皆様からの援護射撃を何卒よろしくお願いいたします。
当日の朝搬入が困難な方や地方在住の方には、送料着払いにて受付いたします。
お忙しい事とは存じますが、皆様のご協力を厚くお願い申し上げます。

1・
「鉱物友の会」
オークションのお手伝い お食事券付きボランティアさん

搬 入 受 付：①８月20日
（火）
までに友会事務局まで着払いにて送付 ※必着にてお願いいたします
②秋葉原ミネラルマルシェ会場に持ち込み受付
8 月 30 日
（金）
13:00〜18:00 友会ブースにて
8 月 31 日
（土）
・９月 1 日
（日）9:30〜10:30 オークション会場にて
提供品について：募集する鉱物は国内外産を問いません。
ロケーションカードをおつけください。
・カボッション、
ルース等 品名を必ず明記 ・鉱物を使ったアクセサリーや雑貨
（中古不可） ・鉱物グッズなど関連商品
（中古不可）
・ハンドメイドも鉱物を使用していれば OK
※提供いただきましたお品物の売り上げは全て友の会運営費に充当させていただきます。
目 的 と 運 用：
「鉱物友の会」
の周知活動イベント運用費用として。
清掃活動、
環境保護、
産地整備等における活動費と運営費の確保。
ご 注 意 ：出品数と出品物の都合上、
オークションにかけられない場合がございます。その際は後日開催の
「鉱物友の会」
定例会などのイベントにて活用させていただきますことを重ねて御了承頂き
ますよう、
宜しくお願い致します。
お問い合わせ：鉱物友の会事務局にて承ります。

Mail: info@ishitomo.club

鉱物友の会
ボランティアスタッフ募集

Tel: 048-541-9630（月〜金 9:00〜17:00）

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）

（土）❶ 9:30〜14:30 ❷14:00〜18:00
活 動 日 時： 8 月31日
9 月 1 日（日） ❸10:00〜15:00 ( 休憩あり )
活 動 内 容： オークション商品の管理・各回 2 名 / 落札品の梱包受け渡し・各回 2 名 / レジ係・各回 2 名
申 込 受 付： ① 8月27日
（火）
までに下記事務局：広報担当 瀧澤までメールにて申し込み
メール：件名
『ボランティア受付』氏名・会員番号・携帯電話番号・希望時間と活動内容
（第3希望までお書きください）※活動内容はご希望に添えない場合もございます。
②当日飛び込みも受け付けます。
その際は担当者の指示に従ってください

2・
「鉱物友の会」
ブース

（金）〜9 月 1 日（日）秋葉原ミネラルマルシェ会期中
活 動 日 時： 8 月30 日
の顔として、
来場者の皆様へ勧誘活動をしていただきます。
活 動 内 容：「鉱物友の会」
「鉱物友の会」
入会案内 /「鉱物友の会」
運営案内 /「鉱物友の会」
入会勧誘チラシの配布
「鉱物友の会」
ブースに直接お声がけください。
申 込 受 付： 事前受付はございません。秋葉原ミネラルマルシェ会期中、
共通のご注意： ※どちらもボランティア中の着席はできません。
※誠に申し訳ございませんが、
お申し込み後のキャンセルはご遠慮ください。
※オークション時間によりお手伝いの時間が前後する場合があります。
※
「鉱物友の会」
会員証を必ず身につけてください。
（パスケース等の配布はありません）

Mail : jyunko@ishitomo.club

「鉱物友の会」会員特典 ※会員証の提示が必要です

秋葉原出展

「鉱物友の会」法人会員一覧

○

優美堂

探金屋 (Native Gold Shop)

砂金取り体験セット半額

○

株式会社エディオック

3,000円以上お買い上げでオリジナルエコバック

月の雫

「鉱物友の会」法人会員一覧

で
みんな よう！
盛り上げ

NPO法人

NPO法人 鉱物友の会事務局：広報担当 瀧澤

「鉱物友の会」会員特典 ※会員証の提示が必要です

秋葉原出展

甲州屋

店舗にご来店で粗品プレゼント

○

○

wacca.( ワッカドット）

初回購入 20％OFF、以降 15％ＯＦＦ

○

ーーーーー

○

ミスターストーン

全品 20％ＯＦＦ

○

天然石とパワーストーン CarryLack

全品 20%ＯＦＦ

○

株式会社 Rose Clystal

ーーーーー

○

ミネラルアドベンチャー

全品 20%ＯＦＦ

○

株式会社 T.G. ワークス

ーーーーー

○

株式会社 FaceCreation

1,000円以上お買上げでオパールガチャ1 回サービス

○

きれいプロジェクト株式会社

ーーーーー

○

CORO CORO STONE

3,000円以上お買い上げで 10％ＯＦＦ

○

天然石工房 cue（キュー）

ーーーーー

○

株式会社ミネラルマルシェ

鉱物友の会 会報誌 vol.10

ーーーーー

2019 summer

6

鉱物友の会 会報誌 vol.10

10,000円以上お買い上げで粗品サービス

○
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第4回！

NPO法人

鉱物友の会

鉱物頒布会

法人会員ディーラーによる鉱物・関連図書の頒布、国産鉱物同定会
（原石のみ） 珪化木がブレイクの予感 !

ミネラルマルシェで多くのファンを持つ当会法人会員が、友会会員様だけに贈る
特別頒布会です。欲しかったあの鉱物が格安で入手できるかもしれません。
会員限定イベントですのでゆったりのんびりお買い物ができます。

※入場には会員証が必要になります。紛失されている場合は予め事務局までご連絡ください。

日時：令和元年10月5日
（土）10:00〜12:00
場所：クレアこうのす
（鴻巣文化センター）大会議室
参加資格：鉱物友の会会員・会員証持参

＊売り上げの 10% は鉱物友の会活動費として充填されます＊

ご注意！会場は「クレアこうのす」
です。お間違えない様に

第2回定例会のお知らせ

●日時：令和元年 10月5日
（土）
13:00〜13:30→無料提供鉱物受付
13:30〜14:00→一般会員受付・配布鉱物見学
免許センター
14:00〜15:20→講話〜内容は次号会報誌にて発表します〜
免許センター入口
15:20〜15:30→休憩
クレアこうのす
陸上競技場
15:30〜15:45→無料提供鉱物配布会
臨時駐車場
駐車場
15:45〜16:00→諸連絡等と後片づけ
鴻巣市役所 臨時駐車場
16:00〜16:45→懇親会
（参加費200円）
→終了
総合体育館
臨時駐車場
●場所：クレアこうのす
（鴻巣市文化センター）大会議室
鴻巣駅東口より
川越観光バス・朝日バス・東武バス
総合体育館入口
JR 高崎線 鴻巣駅から徒歩約２０分
免許センター行き（170円）
免許センターバス停下車
バス：免許センター行
免許センター下車、目の前。
鴻巣警察署●
無料駐車場完備。施設内にレストランがあります。
鴻巣警察署前
←熊谷
国道17号線 上尾→
●持ち物：筆記用具など
●鴻巣鉱山
（水）
までに下記の要領にてお申込ください。
●参加申込：令和元年9月25日
エルミこうのす●
●お車での来場の場合
東口
←熊谷
「クレアこうのす」の駐車場は大変混み合う場合がございます。お早めに
JR高崎線 鴻巣駅
大宮→
ご来場頂くか、臨時駐車場または公共交通機関のご利用を願います。

件名を「定例会申込」
と表記して。参加者全氏名、代表者緊急連絡先（当日連絡が取れる携帯電話番号）
を必ず明記の上、令和元年
9月25日
（水）までに。事務局にメールか電話にてご連絡ください。 info@ishitomo.club Tel: 048-541-9630（月〜金 9:00〜17:00）

●無料配布鉱物へのご協力のお願い

大変ご好評いただいております、無料配布会には毎回皆様の温かいご協力をいただき １・国産、外産は問いません。
まして誠にありがとうございます。今回も実施したいと思いますので、お手数ではござ ２・必ず産地等のロケーションカードを添付してください。
いますが右記注意事項を一読の上ご協力のほどお願い申し上げます。
３・当日は 13:00〜13:30 に受付いたします。

●配布会の流れ

毎回好評をいただいている配布会ですが、定例会のメインは「講話」や
「勉強」です。会の運営を妨げる事のないよう、短時間での配布を致しま
すのでご理解ご協力をお願い致します。また提供鉱物は、
会毎に配布数・
種類共に異なります。皆様のご厚意によって成り立っている事を予めご
理解ください。受付後見学→事前に欲しいものを 3〜5つ程決めておく
→クジ配布→1 巡目はクジ番号 1 番から、2 巡目は最後尾から、3 巡目
は一度着席した後に自由配布に移ります。

編集
後記

＊＊＊＊5っの諸注意＊＊＊＊
スムーズな配布を行うために、下記5点のご協力お願い致します。
1・事前に欲しいものを 5 個ほど決めておいてください。
2・配布開始後のペンライトやルーペ等を使用しての検品は厳禁です。
3・配布の順番はアナウンスいたします。係の指示に従ってください。
4・配布が始まったら、決して立ち止まらず速やかにお進みください。
5・2 巡目の際、番号札を回収させていただきます。

この会報が皆さんのお手元に届く頃には梅雨も明けて夏本番 ! ...と、なっていますでしょうか？ いつもと違う会報でしたが、皆様楽しんで
頂けましたか？ 会員の皆様と交流を持ちながらの会報に育てるべく、挑戦中です。SNSからも皆さんからのコメント頂けたらとても喜びます。
暑い夏に負けずに乗り切りましょう!
瀧澤淳子

個人情報の取扱い

事務局より

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。

NPO 法人 鉱物友の会の活動について

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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次号予告
次回は 2019年9 月頃
発行予定です。

第2回観察会募集告知、
第2回定例会内容発表、
ミネラルショー関連記事等を
掲載予定 !
次回もお楽しみに！
2019 summer
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