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会員の皆様よろしくお願いいたします。

「鉱物友の会」発足のごあいさつ
2014年に発足した
「埼玉鉱物同好会」
は皆様のおかげで盛会と

へと移行し 2017 年 4月1日発足の運びとなりました。
ひとえに鉱物

なり、
埼玉だけには留まらず全国各地から集まった会員様からのご期

を愛する会員様のおかげと感謝し
「NPO 法人鉱物友の会」
を盛り

待に応え、
活動エリアを全国に拡げる為に
「NPO 法人鉱物友の会」

上げていただくよう何卒よろしくお願いいたします。

活動目的
は、鉱物に興味・関心を持ち、鉱物を愛
「鉱物」広く言うと、
「石」
は古くから人間の生活と深く結びつき、生 「NPO 法人鉱物友の会」
活道具・住居・美術品・装飾品・文化財として、人間の営みに
絶ちがたく根ざしています。
また、近代の科学の進歩を支えた元素の
発見も鉱物なしにはありえませんでした。鉱物は、地球を形造る自然
そのものです。鉱物結晶の形や色の美しさに私たちが魅了されるの
は、
そこに大自然の神秘が隠されているからではないでしょうか。

する人たちの集まりです。私たちは以下の目的で活動します。

・鉱物を文化として扱い、
その普及に努める。
・交流を通して鉱物への関心や理解を広める。
・鉱物採集をおこなうとともに、
自然保護活動に努める。
・鉱物を通して、
コミュニティ作りをする。
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はじめまして。今回、鉱物友の会会長に就任させていただくことになりました、杉森城仁と
申します。私は鉱物に恵まれた奈良県の出身で、現在も奈良県に在住しております。幼少期
から水晶に興味があり鉱物採集が趣味で、
日本中、主に水晶やガーネットを探し歩いて参り
ました。200４年にはレインボーガーネットを発見し、以後、数々の美しい水晶やガーネットを
発見致しました。長年、
サラリーマンをしながら "tenkawacrystal "（鉱物店）
を運営し、時間
の限られた中でネットショップやミネラルショー出展と多忙な毎日を過ごしておりましたが
2016 年秋に20年間勤めていた会社を退社し、現在は tenkawacrystal の運営に全力を
注いでおります。
日本だけにとどまらず、
世界中の美しい、
新しい、
珍しい石を求めるため、現地
の人々との交流をし、実際の採掘などの体験もしております。
また、
ミネラルショーの出店も以
前より積極的に行い、海外への出店も致しました。
今回「鉱物友の会」会長という大役を任され、大変身の引き締まる思いでございます。
まだ

会

長

杉森城仁

まだ若輩者ではございますが、私の経験や知識が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
ご指導、
ご鞭撻のほど、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

この度、事務局長に就任させていただきました大山です。皆さんよろしくお願い致します。現在「鉱物友の
会」
の事務所に毎週出勤いたしまして、事務仕事から雑用までなんでもこなしています。石好きによる石好きの
ための会にすべく、頑張ってまいりますのでご意見ご希望がございましたらご連絡いただくと同時に、色々皆
さんから教わっていきたいと思います。
また、私個人としては、
パワーストーンから石の世界に入りこみ、原石・
鉱物標本へとのめり込んでいったタイプですので、
比較的守備範囲が広いです
（笑）

事務局長
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理事兼副会長
堀 越 文 明

皆様こんにちは。
この度「NPO 法人鉱

「鉱物友の会」
に参集していただいた

物友の会」
理事および副会長に就任いた

方々にお礼の言葉をお贈りします。
「鉱物

しました。堀越文明と申します。
「鉱物友の

友の会」
の大きな目的の一つは、鉱物の

会」
では、未だなお、
あまりメジャーではない

文化を日本に広めようというものです。何

鉱物趣味を普及すべく、鉱物の観察およ

万年、何億年かけて地中で育った鉱物や

び採集会や、全国で行われていく勉強会

その結晶を見ていると、
その美しさや自然

を通し、
１人でも多くの皆様に鉱物に親
しんでいただけますよう邁進し、鉱物好き
の方が増え、裾野を広げていけたらなと思
います。
これから先も行われる定例会や採
集会、
ミネラルショーなどをはじめとする鉱
物イベント等で皆様と交流できることをと
ても楽しみにしています！

の妙に感心せざるをえません。
そんな鉱物
の魅力を少しでも多くの方々に知っていた
だきたいのです。
「鉱物友の会」
では、鉱物
についての様々な情報や知識を会員の
皆さまにお届けします。鉱物を通して会員
の皆さま相互の関係が深まることを祈って
います。

理事兼副会長
和 田 文 明

採集リーダー紹介

「鉱物友の会の採集会には日程が合わない」
「行ってみたい産地がある」
など、会員様のご希望
に出来るだけ応えられるよう、個 別、
または小グ
ループでの採集会が催行出来るように経験豊富
な採集リーダーをご紹介致します。詳しくは直接問
い合わせるか
「NPO 法人鉱物友の会」
ホームペー
ジにてご確認ください。
また、鉱物に関する疑問な
どにも出来る限りお答え致します。

杉森 城仁
好きな鉱物：水晶
得意な産地：奈良天川村

堀越 文明
好きな鉱物：水晶・柘榴石
得意な産地：秩父鉱山・甲武信鉱山

森 康治
好きな鉱物：紫水晶、国産鉱物
得意な産地：東北、四国

法人会員紹介 探金屋（Native Gold Shop）

はじめに
「黄金の国ジパング」
とかつて呼ばれた日本では
「金」
が豊富に産出され
ていたのは、
日本が
「火山列島」
であることと無関係ではありません。太古の昔から
の火山活動により
「熱水鉱床」
と共に地球内部より地上近くまで押し上げられて石
英脈と共に
「山金」
として産出されています。
また、
「山金」
は自然の風雨によって川
に流出し
「砂金」
となります。
「金」
は展性が大きい為、加工しやすく、耐食性や電導
性にも優れている特徴を持つ為昔から貨幣や装飾品に使われており、現在に至っ
ては電子機器の部品にもなっています。探金屋（Native Gold Shop）
では、金の
素晴らしさを知って頂く為のきっかけを用意しております。
月一度の砂金採り講習会
（関東近郊）
を始め、遠方の方には地質調査による砂金スポットの案内や道具類
の提供。
ショーなどでは、金鉱石や等軸晶系、
ナゲットや砂金や砂金採り道具の販
売をしております。
また、当店では
「都市鉱山」
にも力を入れており、使えなくなった小
型電子機器の買い取りもしております。特に携帯電話からは、
「金・銀・銅・鉄」
を抽出することに成功し、
リサイクル業にも着手しています。
野中誠人

2017 年度上半期スケジュール

「NPO法人 鉱物友の会」
は年間 ●定例会開催：全国 10 会場開催

埼玉での当社店頭
これが都市鉱山！

NPO法人 鉱物友の会会員様
「探金屋」特典‼
砂金採り体験セット
（砂金採り体験袋 300ｇ・
パンニング皿・保存ケース）
通常3,000円のところ、
会員様に限り1,500円でご奉仕‼

●採集会：2〜3 回催行

●懇親会：適時

●会報誌発行：

4回
（不定期発行）他を開催予定しています。会員様には
「NPO法人 鉱物友の会」
の行事への積極的なご参加お待ちいたしております。
2017年度下半期のスケジュールにつきましては 2017年秋頃発行の会報誌にてご確認ください。
日時（期間）

開催内容

会場

４月１日
（土）

第 1 回懇親会開催

さいたま市

第 1 回仙台定例会

みちのくミネラルマルシェ

第 1 回沖縄定例会

沖縄ミネラルマルシェ

４月１日
（土）
５月初旬

５月２７日
（土）
６月１７日
（土）

６月３０日
（金）〜７月２日
（日）
（いずれか1日）
７月７日
（金）
〜９日
（日）
（いずれか1日）
７月２２日
（土）

７月２８日
（金）〜３０日
（日）
（いずれか1日）

９月２２日
（金）〜２４日
（日）
（いずれか1日）
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NPO法人 鉱物友の会発足
会報誌 vol.1 発行
第 1 回埼玉定例会
第 1 回広島定例会
採集会

第 1 回博多定例会
第 1 回新潟定例会

埼玉県鴻巣市 クレアこうのす
広島ミネラルマルシェ
群馬県沼田市鉱石山

博多ミネラルマルシェ
新潟ミネラルマルシェ
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鉱物のことを知れば、鉱物がもっと好きになる！

2017年度 定例会開催告知
日

時：2017年 6 月17 日
（土）
13:00 〜 13:30 提供鉱物受付・展示準備
13:20 〜 13:50 受付
14:00 〜 16:00 定例会
場
所：クレアこうのす
（鴻巣市文化センター）大会議室 B
JR 高崎線 鴻巣駅から徒歩約２０分
バス：免許センター行 免許センター下車、目の前。
無料駐車場完備。施設内に和食レストランがあります。
内
容：●鉱物友の会 総会
●勉強会 水晶 ~ インクリュージョンの世界 ~
●提供鉱物配布会
持 ち 物：筆記用具など
参加申込：５月１５日
（月）〜６月５日
（月）
までに出席する方は必ず
事務局までメールか電話にてお申込ください。
参加者全氏名と合計人数、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、事務局にメールか電話にてご連絡ください。件
名を「定例会申込」とご記入ください。
info@ishitomo.club

●鴻巣鉱山臨時営業のお知らせ

定例会終了後、鴻巣鉱山の臨時営業をいたします。
皆様のご来店をお待ちしております。

免許センター
免許センター入口
陸上競技場
臨時駐車場
総合体育館
臨時駐車場
総合体育館入口
←熊谷

鴻巣警察署●

クレアこうのす
駐車場

鴻巣市役所

臨時駐車場

鴻巣駅東口より
川越観光バス・朝日バス・東武バス
免許センター行き（170円）
免許センターバス停下車
鴻巣警察署前

国道17号線

上尾→

●鴻巣鉱山

←熊谷

東口

JR高崎線 鴻巣駅

大宮→

●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、お手数ではございますが
下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。
１・国産、外産は問いません。
２・必ずロケーションカードを添付してください。
３・当日は 13:00〜13:30 に受付いたします。

第一回懇親会レポート
第 5 回埼玉ミネラルマルシェの中日、
4 月1日の土曜日、
まさに
「鉱物友の会」
立ち
上げ初日に鉱物友の会初の懇親会
（飲み会）
が開催されました。
19時に埼玉ミネラルマルシェ会場前に参加者が集合し、
大宮駅東口の会場である某
居酒屋に移動、
第一陣は 30名程度が入れる個室に案内され、
ミネラルマルシェ出展
者チームの第二陣を待ちます。
第二陣がお店に到着すると・・・あれ？ 懇親会参加者40名なのに 30名のお部屋
しか用意されてない？
このお店、
ちょっと変わっていて、
入り口は 2 つ、
お店の
名前はそれぞれ違っていて、
お店は別だけど中では
繋がっているという不思議な作りのお店。
どうやら
そこら辺に懇親会参加者の人数変更の連絡
が伝わっていなかった原因があるのか？ 当然
全員同じ部屋には入れず、
店に文句を言うも
「聴いてないと」逆ギレ (@̲@)とんだ波乱含
みの幕開け！まあ、
すったもんだは有ったモノの
1 時間遅れで
「鉱物友の会」
会長の乾杯の音
頭で乾杯！宴が始まります。

目指せ！何を？（Ｗ
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狭いけど、乾杯〜っ！( 笑 )

会長は
「会長と言われてもピンとこない」
との事
ですので、会長の事を
「ロプロス」
と呼んであげ
てください。
っと！
何でって？ 40 代以上の方は何となく解るとは
思いますが、
1973 年にアニメテレビ放映された横
山光輝原作の漫画
「バビル二世」
に出てくる
「怪鳥
ロプロス」
の事です。
（会長＝怪鳥と、
掛けています）
宴
はいつも以上に盛り上がり、
じゃんけん大会で副会長
（和
田文明氏）
からのプレゼントも！皆さんが終電を気にする時間ま
で大いに盛り上がりました。
皆さん、
石好きとの楽しい会話に美味しいお酒に料理に夢中
にはなっていましたが、
お家に帰るまでが遠足・・・ちゃう
！飲み会です！皆様無事にお家
に帰れましたか？ 実は
「鉱物友の会」
幹事の山田氏は千鳥足で帰宅途中自宅近くで転
倒！道路でご自分の顔を研磨してしまいました！幸いにも研磨
（怪我）
の状態は軽く、
翌日
のミネラルマルシェの店頭では帽子とマスクで顔を隠しながら店頭に立っておりました。
お大事に。
（転倒と店頭は掛けていませんｗ）
まあ、
私、
広報の福田も帰り際にちょっとしたハプニング？が有った事は内緒です
（ｗ
皆様も飲み会、
採集会でも怪我無く安全に
「鉱物友の会」
を今後とも楽しんでくださいね。
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自分の手でお宝を手に入れる喜びを知ろう!

2017年度 採集会開催告知
2017 年度 第1 回採集会についての詳細

目 的 と 目 標： 登山道の清掃と鉱山観察
開 催 日： 2017年 7月 22日
（土）
採 集 場 所： 群馬県沼田市 鉱石山 柘榴石産地です。
行
程 ：４０〜６０分程の登り登山。
登山道完備。
帰りは下りのみ。
登山道で見つけたごみは拾って持ち帰る事。
参 加 資 格： 鉱物友の会会員
（小学生は保護者同伴）
募 集 人 数：２０人
応募者多数の場合は、
まだ採集会参加
（入山）
した事のない方を優先させていただきます。
募 集 期 間： 5 月15 日
（月）
１０：００〜先着順で受付。
定員に達し次第締め切らせていただきます。
ＨＰを確認してください。
申 込 方 法： 参加者氏名・年齢・緊急連絡先・当日の集合場所までの利用交通機関を
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
「採集会申し込み」
とご記入ください。
info@ishitomo.club 048-541-0123 鉱物友の会 採集会受付
お車で参加の方へ：集合場所より参加者の方のお車に分乗して現地まで参ります。
お車に何人乗車できるかもお書き添えください。
参 加 費 用： 保険料 2 ００円。
当日集金
（釣銭のない様に名前を書いた封筒に入れて当日受付にお渡しください）
集 合 場 所： 車でお越しの方：鉱石山登山口 ふじやまの湯前・川場スキー場駐車場
電車でお越しの方：JR 上越線 沼田駅改札出口付近
７：４５発→沼田８：３３着にご乗車ください。
集 合 時 間： 車でお越しの方：10:00 電車でお越しの方：上越線 高崎（水上行）
ルート例 ※ダイヤ等変更がある場合があります。インターネットなどでご自身でのご確認をお願い致します。
上野発 高崎線：上野
（高崎行）
5:43 発→大宮 6:10→熊谷 6:48→高崎 7:29 着
上野発 新幹線：上野
（越後湯沢行）
6:42 発→大宮 7:02→熊谷 7:15→高崎 7:34 着
持

ち

（弁当／途中購入不可）
・携行食
（チョコ・飴等）
・飲み物・レインコート
（傘不可）
・タオル・
物 ： お昼ご飯
救急セット・新聞紙・ビニール袋
（採集したものを入れる袋）
・ごみ袋・熊鈴・着替え一式・
熊手
（あれば、
ハンマー・たがね・ゴーグル・スコップ等）
服
装： 長袖長ズボン・帽子・リュック・ゴムや皮製滑り止め付手袋または軍手・悪路用防水ハイカット登山靴
（または履き慣れた運動靴・トレッキングシューズでも可）
・登山ストックがあると◎
雨 天 の 場 合：・天気予報による催行不能の場合は前日の２１時までにＨＰにて発表します。
・当日現地での催行不能の場合は一度集合した上で、
近隣施設の見学等を行う場合があります。
その際は責任者の指示に従って行動してください。
皆様へお願い： 参加者の方は当会の産地保存の理念に基づき、
ご自身のホームページやＳＮＳ等への投稿はご遠慮ください。

みんなの山をきれいにしよう！ 〜ゴミ拾いのススメ〜
鉱物採集に最適な季節になりました。

会員の皆様には安全でマナーを守った採

集を楽しまれていることと存じます。
さて、
当会では採集の為に入山した際に
ゴミ拾いをして頂くことを推 奨していま

す。
有名産地などに行くと沢山のゴミを目に
しませんか？これを機に採集に行った際は
ゴミ拾いをして帰ってきていただきたいの
です。
「拾ってきました！」
という写真を

きれいな山で、楽しく鉱物採集
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事務局では募集しています。
顔が写っていなくてもＯＫです。
皆様のご協力をお願いします。
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ミネラルマルシェ情報局ＮＯ１ ミネラルショーに行ってみよう！vol.1

みちのくミネラルマルシェ開催！
東北地方の皆様、
お待たせいたしました。
新緑がさわやかな仙台にて第３回みちのくミネラルマルシェが開催されます。
今年のテーマは
「子供にもっと、
好奇心を」
「
。なんだろう？「
」どうしてだろう？」
気になることがあればお気軽に出展者までお声掛けください。
鉱物・化石・
宝石のプロフェッショナル達がわかりやすくご説明いたします。
気になるイ
ベントも盛り沢山！お子様に大人気の隕石プレゼントや秋葉原・浅草橋・
埼玉で大人気の鉱物和菓子を販売します。
出展者も多彩な顔ぶれが
揃い、
皆様のお越しを心からお待ちしております。
また、
鉱物友の会発足後初の勉強会を開催いたしますのでお気軽に
ご参加ください。

一般向
広告

鉱物
限定 和菓子
5月

28日

売切必至の大人気 !

数量限定販売
●鉱物和菓子手作り体験教室
ご予約は
048-541-0123まで
●

子供向
広告

地球が創った宝物展
天然石・化石・隕石などの展示販売

5月26日（金）・27日（土）・28日（日） 入場
16:00〜20:00 10:00〜17:00 10:00〜17:00

仙台港

夢メッセ 西館

お車でお越しの方

仙台市宮城野区
港 3 丁目 1-7

電車でお越しの方

無料

東北自動車道 仙台南インターより仙台南部道路、 JR仙台駅より JR仙石線約18分、中野栄駅下車
仙台東部道路経由、仙台港インター 約20分
徒歩約15分、タクシー約５分

編集後記

初めまして。広報を承りました瀧澤淳子と申します。
「埼玉鉱物同
好会」時からの引き継ぎとなりましたが身の引き締まる思いで今号の
編集をさせていただきました。至らない点も多々あると思いますが、
万里一空の心で務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い
いたします。
瀧澤淳子

お楽しみ EVENT

鉱物のことを知れば、もっと好きになる！

●NPO法人鉱物友の会主催

無料鉱物勉強会 ※小学生以上対象

予約不要・詳細はＨＰにて
5月２７日
（土）

中から現れる世界に好奇心が驚かされる！

水晶ジオード割り体験（有料）

●

あなたのお宝鑑定団！

国産鉱物 査定・買取

●

※ご希望に添えない場合もございます。

こんにちは。埼玉鉱物同好会から広報誌制作をお手伝いさせて
頂いてる福田陽一朗と申します。NPO 法人となった「鉱物友の会」
の広報誌の制作を引き続きお手伝いいたします。とはいえ、鉱物の
ことは全く解らない素人ですので、会員の皆様のご指導どうぞよろし
くお願いいたします。
福田陽一朗

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。鉱物の調査研究採集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、採集情報等
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 8 月初旬の
発行予定です。

「NPO 法人 鉱物友の会」とし
ての 初 の 定 例 会、採 集 会レ
ポート。
「ミネラルショーに行って
みよう
！」等の記事を掲載予定！
次回もお楽しみに！
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