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ミネラルショーに行ってきました！

秋葉原ミネラルマルシェレポート！

金曜の午後なのに、このお客様の数に圧倒されました！

鉱物友の会 法人会員のミスターストーンです。と、言っても
関西在住なので、
なかなか友の会の活動に参加できていない、
幽霊部員みたいになっていますが。さて、何分初めてで乱文で
はございますが、
ミネラルショーのレポートを書かせて頂きます。
8 月 30 日〜 9 月 1 日に開催された第 6 回 秋葉原ミネラル
マルシェ。ミネラルマルシェの中でも有数の、
とても沢山のお客
様がいらしてくださる会場ですが、今年は更に凄かったですね！
！
やはり、山手線内でのCM！そして、
ミネラルマルシェの人気が
上がってきている証拠ですよね !
初日のオープンから数時間はどんどんお客様がこ来場くだ
さり、去年よりも格段に広がった通路が埋まっていましたね。
出展者同士でも凄いねと、話していました。本当にありがたい
事です！
！結局、3 日間ともに大変沢山のお客様が御来場くだ
さいました。蒸し暑い中にも関わらず、開場待ちのお客様の行
列も長かったですね。皆様、狙いのお店があるようで、
開場ダッ
シュもされてましたし、熱かった！

そして、
オークションも大変盛り上がってましたね！他の会場で
は、
プロの方が対応されですが、今回は素晴らしい有志の方々
が、汗だくで声を枯らして頑張ってくださっていました。友の会の
チャリティーオークションも大好評だったとの事。感謝致します !
会場内ではお客様の動向を見てると、SNSでの告知が凄く
効いてる ! って思いました。そんな中、我がミスターストーンは
ちょうど真ん中あたりで、
角地ほど混雑する通路では無かったの
で、
ありがたい事にお客様とたっぷりとお喋りしながらでしたが、
今回は何が人気だったかと言えば！
！まんべんなくでした
（笑）
とにかく、朝から晩まで沢山のお客様とお会いできた、忙しくも楽
しいミネラルショーでした ! お立ち寄りくださいました皆様、
お買
い上げ頂きました皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございま
した ! また、
どこかのミネラルショーでお会い致しましょう! お気
軽にお声掛けくださいね !
店長の顔イラストが目印です！w

ミスターストーン

大人気 ! ザンビア産
宝石質アメシスト

オークション 激アツ！

「鉱物友の会」ボランティアスタッフ・チャリティーオークションにご協力いただき、
誠にありがとうございました。
ボランティアスタッフご協力者様
秋葉原ミネラルマルシェでは多くの皆様に御協力いただきまして、誠に

ありがとうございました。おかげさまで、
多額の収益を上げることが叶いまし
た。それもこれもひとえにご協力してくださった皆さまのお心の賜物と感謝
いたします。また、当日オークションに参加して場を盛り上げてくださった皆
様にもこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。
チャリティーオークションは今後も、
横浜ミネラルマルシェ・浅草橋ミネラル
マルシェ・埼玉ミネラルマルシェ・秋葉原ミネラルマルシェにて開催させ
ていただきます。鉱物友の会の運営を潤滑にする為のオークションです。
今後とも何卒ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。
それでは、
この場をお借りしてオークション結果と出品・ボランティアをし
てくださった皆さまをご紹介させていただきます。友の会総収入は
「鉱物
友の会」
の運営費として大切に使わせて頂きます。皆さまのご協力、誠に
ありがとうございました。
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瀧澤淳子

栗田様 細井様 成瀬様 高橋様 竹中様 幸村様
麗衣ちゃん 真海君 奏多君 瀧澤夫妻（順不同）

チャリティーオークションご協力者様・ご協力会社様
CarryLack ミネラルアドベンチャー Ｆａｃｅｃ
ｒ
ｅａ
ｔ
ｉ
ｏｎ 優美堂

ＣＯＲＯ ＣＯＲＯ ＳＴＯＮＥ ミスターストーン ＷＡＣＣＡ
ＭＡＭＵＰＵＫＵ ミネラリウム ミネラル姫 Ａｔ
ｏｍｉ
ｃＳｏｕ
ｌ
ＣＲＡＺＹＳＴＯＮＥ ＰｅｏｎｙＣｒ
ｙ
ｓ
ｔal ガーネットファンズ
シーサーズラボ クリスタルワールド
エスプレス・メディア出版（ミネラ） 洋灯舎オパール館
MOMURIWORLD ユリトリエ 宮ちゃん 米山様

名倉さん

福田屋 with CaratHouse たきざわ （敬称略・順不同）

出品点数 99 点

友の会総収入 166,108円
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長野

北九州

ミネラルマルシェ

ミネラルマルシェ

最近一押しの、ローマンガラス

百貨店なので、雰囲気も客層も違います！

お盆前の 8 月 9 日
（金）
から 13 日
（火）
までの 6 日間、
ながの東急さんの本館 5 階にて
「長野ミネラルマルシェ」
が開催されました。
夏と冬、年に 2 回この地で開催されますが、毎回楽しみに
ご来場いただけるお客様、
お盆の帰省に合わせご来場い
ただけるお客様、今回初めてご来場いただけたお客様で、
初日より熱気ムンムン大勢のお客様で賑わいました。
当店、CarryLack も久しぶりの参戦となりましたが、覚えて
いただいていたお客様もいらっしゃいまして感動してしまい
ました !
百貨店での催事のため、普段と違う出展者の服装（笑）
で笑いが起こる場面もあり、
ゆっくりとした時間
が流れた長野ミネラルマルシェでした。
次回開催予定は、
2020 年1月です。
地元だけ

MAMPUKU 自慢のアクアマリン

８月初旬、今年初開催の北九州市ミネラルマルシェに出展しました。
福岡というと観光やビジネスの拠点となるのは博多で、今回会場となった北九
州市小倉は博多からは電車で 1 時間ほど。仕事とはいえ、
なかなか国内旅行
もしない出不精なので普段足が延びないところに行くのというのはありがたく、
地方の時はなるべく仕事の前後ただ街を見るだけのため歩いたりしてます。
小倉の駅を挟んで海側には有名な八幡製鉄所の大きな高炉。海にそびえ立
つように大きな鉄の塊が建っているのは SF の世界のように感じました。8 月
の頭、夏休みということもありミネラルショーの日程と地元の大きなお祭りが重
なって、街は大混雑でした。初日には会場裏の海側から大きな打ち上げ花火
が上げられて、
花火にお祭りに
「夏休み」
らしいことを楽しめました。
ミネラルショーはというと北九州市ミネラルマルシェの会場は北
九州最大の規模の広さでお客様も見やすい会場でした。
じゃない !
国各地開催の ただ季節もタイミングも記録的に暑いときで空調も追い

旅行気分で全
ミネラルマルシェ に行ってみよう !

CarryLack

浅草橋国産

つかずお客様も業者も汗を流しながらのお買い物でし
たが、山口県からの初のバスツアーという試みもあり
３日間まんべんなく、
たくさんのお客様にご来場いた
だきました。
初の会場ということもありＣＭを見て初めてミネ
ラルショーというイベントに来てみたという方も多
かったのですが、山口県からはバスツアー、熊本
ミネラルショーにも来てくださってるお客様、東京
から観光ついでに来てくださったお客様もいて
遠方で顔見知りに出会える喜びもありました。

日本各 地の
ミネラル ショーに
行ってきた レポート！

ミネラルマルシェ

by「鉱物 友の会」
法人 会員

開場まだかと、大勢の開場待ち

どんな質問にも応えます

天気予報は雨。午後から回復に向かうとの事。家を出た時は土砂降り。
この雨が本当に止むのか心配しながら私は国産ミネラルマルシェ会場、浅草
橋ヒューリックホールに到着しました。既に搬入待ちの出店者の車列は見
知った顔ぶれ。挨拶もそこそこにこの日の会場セッティングが始まりました。
渡されたテーブル配置図を見て手際よく会場セッティング完了。このメンバー
は流石手馴れています。
11:00 のオープン前に並んだ１００人ほどのお客様が一斉に入場すると、会
場内は一気に華やかに。誰もがお気に入りの逸品を目指します。そこかしこ
で歓談と笑顔が溢れ、
目に前を歩く方達の誰もが浮き足立った雰囲気でした。
今回は国産の鉱物だけでなく、各国代表の鉱物が並ぶちょっと変わったマル
シェ。国別の出店なんて面白い企画です。勿論お客様も楽しんでいらっしゃ
いました。
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お手頃価格で取りそろえております

国産ならではのこだわり

コレは！お宝 ! 江戸時代の鉱物図鑑 ( 非売品 )

MAMPUKU

綺麗どころが揃います！
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新潟

ミネラルマルシェ

このお店はパキスタン産のみ

常に各テーブルには 2〜３人のお客様
が付き石談義に花が咲いています。ホワ
イエに設置されたテーブルと椅子で休む
お客様も石談義。本当に楽しい雰囲気
に見ているこちらの頬も綻びました。
あっという間の４時間。いつものちょっと
ピリッとした雰囲気のあるマルシェとは全く
違う、
のんびりと朗らかな１日となりました。
友の会テーブルにも多くの方が顔を出し
てくれました。皆さん、
お立ち寄りありがと
うございました。またお会いしましょう
！
瀧澤淳子
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ミネラルマルシェデビュー！今後ともよろしくお願いいたします。

是非ともお店にも遊びに来てくださいね。

鉱物友の会 会報誌 vol.11

新潟競馬場 I.C スグの天然石工房 cue では、
鉱物・天然石アクセサリーの店舗販売、
そして店舗前の別棟
工房では原石の研磨・切断・穴あけ等の加工をお客様自身で体験できる
「体験参加型の天然石ショップ」
です。
2019年 9月開催の第 7回新潟ミネラルマルシェは、当店にとって展示販売会の出展デビューでした。
地元新潟開催という事もあり、
まだ当店を知らない石好きさんに
「天然石工房 cue」
が新潟にある事を知っても
らえるよう、
来場者に店舗案内のフライヤーを 2,500枚手渡しで配布させていただきました。また、
購入者には当
店のロゴ入りトートバッグで商品をお渡しする事で、
「cueさんのバッグを持っている人が会場内に沢山いるね♪」
と嬉しいお声を多数の来場者から頂き、
お陰様で当店のブース前も、常に賑わっている状態を演出する事ができ
ました。鉱物友の会には、今年 7月に法人会員として入会させて頂き、同時に新潟の支部としての役割を担う事
となりました。新潟ミネラルマルシェ開催中は会員同士がつながる懇親会を開き、飲食＆石の交換会で大変盛り
上がる事ができました。今後も引き続き”子供も大人も楽しめるお店”として石業界を盛り上げていきますので、
天然石工房 cue
よろしくお願いいたします。
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何時も鉱物友の会と繋がる！楽しめる！

鉱物友の会 SNS のご紹介
「鉱物友の会」では、インターネットによる各種 SNSを展開！
定例会に参加出来なくても、観察会に来られなくても、いつでも友会と会員と繋がれます！
パソコンやスマートフォンをお持ちの方は是非！「鉱物友の会」各種 SNS に登録を！

NPO法人 鉱物友の会

Instagram アカウント

NPO 法人鉱物友の会 Instagram アカウントは、
誰でもフォローできます。広報 瀧澤による秘蔵の
お宝画像を連日投稿しています。今、
「鉱物友の会」
の SNS で一番熱い！
その他にも楽しい話題や
イベント情報も。

NPO 法人鉱物友の会公式 Instagram アカウントの登録の仕方
❶パソコンからは Instagram にログイン又はアカウントを取得し「ishitomoclub」を
検索してください。スマートフォンからは右のネームタグを読み取ってください。

❷「フォロー」をクリックして完了です。(^̲^;)wwwww
❸♥いいね、コメントしてくださいね。

NPO 法人鉱物友の会 Twitter アカウントは、誰でもフォ
ロー、ツイートできます。事務局長 大山によるによる「鉱
物友の会」情報に、鉱物関連情報や各地でのミネラルマ
ルシェに関する情報、フォロワーによる鉱物関連情報にミ
ネラルマルシェ現地プチレポート
など楽しい話題が盛りだくさんに
発信しています。
NPO 法人鉱物友の会公式 Twitter アカウントの登録の仕方
♥いいね、リツイートされると
❶パソコンからは Twitter にログイン又はアカウントを取得し「NPO 法人鉱物友の会」を
事務局長 大山が大喜びです。
キーワード検索してください。スマートフォンからは右の QR コードを読み取ってください。
もしくは @ishitomo̲club を Google 等で検索。
❷「フォロー」をクリックして完了です。(^̲^;)wwwww ♥いいね、返信、リツイートしてくださいね。

NPO法人 鉱物友の会

Twitter アカウント

NPO法人 鉱物友の会

公開グループ
NPO 法人鉱物友の会公式 Facebook 公開グループへの入り方
❶パソコンからは Facebook にログイン又はアカウントを取得し「NPO 法人鉱物友の会」
を検索してください。スマートフォンからは右の QR コードを読み取ってください。

❷「+ グループに参加」をクリック。

❸管理者からの承認があれば完了です。

NPO法人 鉱物友の会

会員専用グループ

NPO 法人鉱物友の会 Facebook 公開グループは、誰で
も参加出来る公開グループです。連日、
広報 瀧澤による
「鉱
物友の会」情報に、鉱物関連情報や各地でのミネラルマ
ルシェに関する情報、グループメンバーによる鉱物関連情
報にミネラルマルシェ現地プチ
レポートなど楽しい話題が盛り
だくさんに発信しています。
是非ご参加ください。
※鉱物友の会事務局の稼働日により、
鉱
物友の会公開グループへの追加が最大
で 1 週間ほど掛かる場合があります、
ご了
承ください。

NPO 法人鉱物友の会 LINE は、会員専用のアカウントです。
会員専用のプチ観察会のお知らせや、友の会からのお知ら
せをいち早くキャッチできるだけでなく、参加メンバーとの
楽しい石トークや、質問なども出来きて、楽しみ方色々！
是非ご利用ください。

NPO 法人鉱物友の会公式ＬＩＮＥグループへの入り方
❶スマートフォンから LINE アプリの「友だち追加」より QRコードを読み取ってください。

❷副代表理事 根岸と繋がっていただきます。
❹根岸より友の会グループ LINE へ招待。

❸本名 ( フルネーム )・生年月日を記入。

❺承認をして完了。

❻ホームのノートに記載されている利用規約をお読みください。

「鉱物友の会」法人会員も各種 SNSを使っています。フォローしてお得情報を先取りしよう!
鉱物友の会 会報誌 vol.11

2019 autumn

4

鉱物産地にて自ら観察出来る感動を！

第2回 観察会開催告知
2019年度 第2 回観察会についての詳細

目
的 ： 荒川のプラスティックゴミの清掃と産出鉱物
（コパル、
メタセコイア等の化石類と砂金）
の観察と調査
開 催 日 時：１１月３日 ( 日 ) ❶10:00〜12:00 ❷14:00〜16:00
※完全交代制です。❶希望の方は13:00までに撤収をお願いいたします。
採 集 場 所： 埼玉県深谷市荒川河川敷
参 加 資 格： 鉱物友の会会員
（小学生は必ず保護者同伴の事）
募 集 人 数： 募集人数 各40 名
募 集 期 間： 10月15 日
（火）
10:00 〜先着順で受付 応募締め切り 10月22 日
（火）
定員に達し次第締め切らせていただきます。
申 込 方 法： 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緊急連絡先を明記
（グループ、
家族参加の場合は代表者）
・現地への交通機関
（電車、
お車等）
・希望時間
（❶10:00〜12:00 ❷14:00〜16:00）
を明記する事。どちらでも良い場合はその旨明記。
10月23日（水）に受付完了のメールを発信いたします。万が一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。
参 加 費 用： 保険料おひとり 200円。当日集金（釣銭のない様に受付にお渡しください）
集合場所・時間： 下記現地地図参照 必ず集合時間の 10分前にお集まりください。
【車でお越しの方】カーナビ又はスマートフォンのグーグルマップ等で「埼玉県深谷市本田 45」で
検索してください。道が解りづらいです。
【電車でお越しの方】武川駅から送迎致します（人数限定）※詳細は後日ご連絡いたします。
秩父鉄道 熊谷駅（三峰口行）❶9：01発→武川 9：19 着 ❷13：14 発→武川 13：30 着にご乗車ください。
高崎線 : ルート例

ち

物： 飲み物・スコップ・ハンマー・タガネ・軍手・保護メガネ・
新聞紙・ビニール袋・化石用
（木工用ボンド・筆・小皿）
※砂金観察をしたい方はパンニング皿等お持ちください。
（当日現地でも購入出来ます）
（厚手のズボンやジーンズ等）
・帽子・長靴
服
装： 動きやすい服装
川が増水して観察場所が水没
雨 天 の 場 合： 雨天中止。また晴れていても、
している場合も中止します。
・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。
緊 急 連 絡 先： 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。
根岸 080-5185-1776 和田 080-3593-9737
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。

深谷

高崎

寄居
秩父

秩父

140

関越自動車道

持

※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。

❶新宿湘南ライン 籠原行：
新宿 7:38→赤羽 7:54→大宮 8:09→鴻巣 8:33→熊谷 8:49着
❶上野東京ライン 籠原行：
東京 7:27→上野 7:33→さいたま新都心 7:56→鴻巣 8:21→熊谷 8:36着
❷新宿湘南ライン 快速 籠原行：
新宿 11:49→赤羽 12:05→大宮 12:21→鴻巣 12:43→熊谷 12:58着
❷上野東京ライン 高崎行：
東京 11:39→上野 11:45→さいたま新都心 12:08→鴻巣 12:35→熊谷 12:52着

花園
IC

寄居

秩父鉄道

武川駅

熊谷

140
69

47

集合場所
鹿島 ●

荒川

古墳群
本畠駐在所

所沢

熊谷

●

押切橋

嵐山

81 熊谷

森林公園

この看板を目印に！

●熊谷方面からは
右手に看板がありますので、
右折
●寄居方面からは
左手に看板がありますので、
左折

みんなの川をきれいにしよう！ 〜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。

きれいな川で、楽しく鉱物観察
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皆様のご協力をお願いします。
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「鉱物友の会」事務局からのお願い
会員の皆さまには、
当会運営に関しご理解ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。事務局より、
会員登録及び決済等に
関し下記３点お願いしたい事がございます。
重要な事となりますので必ずお目通しのほど、
よろしくお願い致します。
⑴メールについて
事務局からの返信を受け取れるように迷惑メールフィルターの設定をお願いします。
⑵変更届け
入会時に登録していただきました、住所・氏名・電話番号・メールアドレス等に変更が生じた場合は直ちに事務局までご連絡ください。
⑶カード決済の不備について
カード引き落としができない事例が発生しております。
登録いただいているカードの有効期限の確認・更新を必ず行って
ください。カード決済会社からも連絡がありますのでご確認のほどよろしくお願いします。

「鉱物友の会」チャリティーオークションとボランティアスタッフ募集について
「鉱物友の会」
では、
毎回大変ご好評いただいております、
定例会での無料配布会。
ミネラルマルシェでのチャリティーオークションへの提供を常時受け付けております。
当日受付でも構わないのですが、
事前に提供を頂けると大変助かります。
ミネラルマルシェでの
「鉱物友の会」
チャリティーオークションは開催日が決まっておりますので
開催日の１０日前を目安に送料着払いでの提供をお願いいたしたいと思います。
また、
ミネラルマルシェチャリティーオークションでのお手伝い、
「鉱物友の会」
ブースでの
ボランティアも併せて募集しております。
開催日が近付きましたら会報誌、
Facebook、
Twitter ホームページ等でも告知いたします。
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。

会場名
横浜ミネラルマルシェ
浅草橋ミネラルマルシェ
埼玉ミネラルマルシェ
秋葉原ミネラルマルシェ

開催日時
2019年10月18（金）
〜20
（日）
2020年 2月 21（金）
〜23
（日）
2020年 4月 17（金）
〜19（日）
2020年 9月 11（金）
〜13（日）

提供鉱物受付目安
当日受付
2020年2月11
（火）
2020年 4月 7（火）
2020年 9月 1（火）

！
札
落

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。
その際は次回開催のオークションに出品させて頂きます。
お 問 い 合 わ せ：鉱物友の会事務局にて承ります。

提供鉱物受付

Mail: info@ishitomo.club
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）

ボランティアスタッフ受付

Mail : jyunko@ishitomo.club
NPO 法人 鉱物友の会事務局：広報担当 瀧澤

先ずはじめに、台風の被害に遭われた皆さまに心からお見舞い申し上げます。この編集後記を書いている間も、天気予報で台風の進路に
編集 ついての注意を促すニュースが流れています。被害のないこ
とを祈るばかりです。
今回の内容はミネラルマルシェレポが多く紙面を占めています。全国各地に鉱物好きの輪がもっと広がりますように! 各地の会員さんが 30 名
後記 ほどになったら支部定例会をと思っています。お友達を誘って地元での定例会を目指しましょう!
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12月頃
発行予定です。

第 2 回観察会レポート、
第3回定例会、新年会告知、
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！
※掲載内容は変更されることもございます。
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