
2018 spring

vol.4 2018 spring

1鉱物友の会 会報誌Vol.4

会報誌
ようこそ！めくるめく、鉱物の世界へ

鉱物友の会NPO法人

Newsletter

「鉱物友の会」 新会長挨拶
会員の皆様よろしくお願いいたします。

鉱物友の会 定例会レポート
鉱物のことを知れば、鉱物がもっと好きになる！

ブラックオパール

2018年1月27日土曜日。クレアこうのす大会議室
において、今年度3回目の定例会が開催されました。
参加者は約50名（役員等除く）で執り行われました。
   今回の講話は会員による「希少鉱物について」で
した。（詳しい内容は次ページをご覧ください。）
   彼は希少鉱物のコレクターとしても有名でその知
識量は多岐に渡ります。前回の採集会の時も丁寧
な説明で参加者全員が満足できる標本を手にする
事ができ、今回も巧みな話術で参加者を夢中にさせ
てくれました。また、コレクションの一部をこの会のため
に公開・展示し休憩時間中には黒山の人だかりが
できていました。あのコレクションは必見の価値があっ
たといまだに話題に上るほどです。

　今回も沢山の放出鉱物が展示、供出され
ました。中でも女性達が「嘘！これもいいの？」
と思わず呟いてしまったのは「ラリマー」。い
つも案内役に徹する私も流石に「欲しい」と
思ってしまったほど。（思っただけで終了です
が…）原石だらけの放出鉱物に現れた新星
は参加者の目を引きました。なるほど、原石で
なくても良いのかと思った方も多かったので
はないでしょうか。

　実は、この放出鉱物の配布会に関して会員様から「どんな
流れなのか知りたい」というお声を多くいただいております。
3ページの「2018年度 第1回定例会のお知らせ」にて、配布
会の流れを紹介していますのでご覧になってください。また、円
滑で短時間での配布を確保するために5つの諸注意を用
意しました。お手数ですが、日頃ご参加いただいている皆様も
ご一読、ご確認くださいますよう、よろしくお願いします。

今回は誰もが羨む「ダイヤモンドより希少な宝石」の講話

今回は特に最高の品揃え！

某A社にも無い様なマニアックな専門書の数 ！々

真剣な見極め！

　今期、鉱物友の会の会長に就任することになりました、與儀守剛（ヨギ モリタケ）と申します。
沖縄でスピリチュアルショップ 「Ａ ｓｏｒｃｅ ｏｆ ｌｉｇｈｔ 月の雫」を夫婦で営んでおります。
「鉱物」は、まだまだ勉強中の身ですので、「会の役職、ましてや会長に・・・なりません！」と最後まで、
あがいてみたのですが理事や役員の方々の会議で決まったようで（笑）
　私は、学生時代は環境保護活動に携わり、環境生態系の調査に参加したり、幼少時より生き物好き
だった事が高じて、エコツアーガイドや環境学習や体験会などの経験もありその分野では、多少でも鉱
物友の会でシェアできます。「鉱物」「パワーストーン」「宝石」などは知見が浅いので、役員・会員の皆様
からのご教授賜りたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。沖縄という遠隔地ですが、ミネラル
マルシェ、鉱物友の会の活動を通して、皆様と共に楽しく「鉱物」の世界をエンジョイしていきたいです。新会長 與儀 守剛（ヨギ モリタケ）

   今回の定例会では鉱物関連の書籍
の販売も行われました。書店であまり目
にすることのない鉱物関連書籍という
だけあって多くの方にご購入いただきま
した。次回も是非というお声も頂戴しま
した。皆さん探していらっしゃるんですね。
　次回の定例会は天然石の切断や磨
きについて行います！実際に機械を持ち
込んでの講習ですので、お楽しみに！
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アレキサンドライト
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Alexandrite(Chrysoberyl)
なし（金緑石）
酸化鉱物
BeAi2O4
マダカスカル
斜方晶系
8.5
3.8
強い多色性

ベニトアイト
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Benitoite
ベニト石
ケイ酸塩鉱物
BaTiSi3O9
アメリカ カリフォルニア サンベニト
六方晶系
6.0-6.5
3.6
蛍光性

マスグラバイト
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Musgravite
マスグレイヴ石
酸化鉱物
（Mg,Fe,Zn)2Al6BeO12
スリランカ ラトゥナプラ
三方晶系
8.0-8.5
3.61-3.69
スリランカ産のターフェアイトに
混じっている事が多い

グランディディエライト
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Grandidierite
なし
ケイ酸塩鉱物
(Mg,Fe)Al3(BO3)(SiO4)O2
マダカスカル トラノマロ
斜方晶系
7.5
3.01
かつては産出量が少ない、
産出国が少ない

タンザナイト
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Tanzanite(Zoisite)
なし（灰簾石）
ケイ酸塩鉱物
Ca2Al3(Si2O7)(SiO4)O(OH)
タンザニア アルーシャ地区 メレラニ鉱山
斜方晶系
6.0-7.0
3.35
強い多色性

ビクスバイト（レッドベリル）
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Bixbite(Beryl)
なし（緑柱石）
ケイ酸塩鉱物
Be3(Al,Mn)2Si6O18
アメリカ ユタ ビーバー郡 ワーワー山脈
六方晶系
7.5
2.7
Mnによる発色

ペイナイト
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Painite
ペイン石
ホウ酸塩鉱物
CaZrBAl9O18
ミャンマー モゴック オン・カイ谷産
六方晶系
8
4.00-4.03
2005年にギネス認定

レッドダイヤモンド
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Diamond
金剛石
元素鉱物
C
オーストラリア アーガイル鉱山
等軸晶系
10
3.52
圧力により、結晶構造が変化。
ダイヤモンドの中で最も希少

緑色
黄色
青色
ピンク
無色
赤色

ベリルの色相変化
エメラルド
ヘリオドール
アクアマリン
モルガナイト
ゴシェナイト
ビクスバイト

黄色
青色
ピンク
緑色
黒色

ダイヤモンドの発色原因
炭素の一部が窒素と入れ替わってる
炭素の一部がホウ素と入れ替わってる
高い圧力によって、結晶構造に変化が生じた
ダイヤの母岩から天然放射線が照射された
石墨の微粒子が混入している

ジェレーメージェバイト
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Jeremejevite
エレミア石
ホウ酸塩鉱物
Al6B5O15(F,OH)3
ナミビア エロンゴ山
六方晶系
6.5-7.0
3.28-3.31
かつては産出量が少ない

ポードレッタイト
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Poudretteite
ポードレット石
ケイ酸塩鉱物
KNa2B3Si12O30
ミャンマー モゴック
六方晶系
5.0-6.0
2.50-2.55
スギライトの仲間、
極めて産出量が少ない

ターフェアイト
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Taaffeite
ターフェ石
酸化鉱物
BeMg3AI8BeO16
スリランカ、ラトゥナプラ
六方晶系
8.0-8.5
3.58-3.62
変種はマスグラバイト
スピネル（尖晶石）に混じることも！

フォスフォフィライト
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Phosphophyllite
燐葉石
リン酸塩鉱物
Zn2Fe2+(PO4)2・4H20
ボリビア、ポトシ、セロ・リコ銀山
単斜晶系
3.0-3.5
3.05-3.14
「宝石の国」の主人公により
人気沸騰中！！

その他の
希少な宝石

～～

今回の講話では「ダイヤモンドより希少な宝石10選」を紹介致しました。
その他、フォスフォフィライトなどの希少石を紹介させていただきました。

ダイヤモンドより
希少な宝石10選～ ～

宝石（jewel）とは．．．

要するに珍しくて、綺麗なもの！

希少価値が
ある

硬度が
高い

鉱物などのこと
貴石ともよばれる美しい
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日　　時：2018年6月10日（日）
　　　　  13:00～13:30配布鉱物受付・展示準備
　　　　  13:30～14:00一般受付・配布鉱物見学
　　　　  14:00～挨拶等 14：15～第1部 14：45～休憩
　　　　  15：00～配布会 15：15～第2部
　　　　  15：45～諸連絡 16：00撤収
場　　所：エルミこうのす  アネックス館3階 会議室A
　　　　  JR高崎線 鴻巣駅東口直結・駐車場完備
内　　容：●講話1部 / 鉱物の断面構造を見る
　　　　　　　　2部 /鉱物の切断と研磨
　　　　  ●提供鉱物配布会 など
持  ち 物：3センチ四方未満のカットをしてみたい鉱物が
　　　　  あればお持ちください。他、筆記用具 など
参加申込：2018年6月1日（金）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。↓

●お車での来場の場合

★会場が前回とは違い
　ますのでご注意ください。

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・必ず産地等の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。

●無料配布鉱物へのご協力のお願い

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。また供出鉱物は、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
下さい。
受付後見学→講話後の休憩時間にクジ配布・欲しいものを3～5つ程決
めておく→休憩後配布開始・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。
＊＊＊＊5っの諸注意＊＊＊＊
  潤滑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・休み時間中に欲しいものを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。

●配布会の流れ

●鴻巣鉱山

東口

エルミ
こうのす
本館

アネックス
3階

会議室A

JR高崎線 鴻巣駅

鴻巣警察署前交差点
←熊谷

←熊谷

上尾→

↑免許センター

大宮→

国道17号線

2018年度 第１回定例会のお知らせ

件名を「定例会申込」と表記。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、事務局にメールか電話
にてご連絡ください。　info@ishitomo.club
（TELは水木のみ）048-541-9630

「エルミこうのす」の駐車場は大変混み合う
場合がございます。お早めにご来場頂くか、
公共交通機関をご利用願います。

フェナカイト
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Phenacite
フェナス石
ケイ酸塩鉱物
Be2SiO4
ミャンマー ケッチェル
六方晶系
7.5-8.0
2.97-3.00

パラスティックペリドット
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Forsterite
苦土橄欖石
ケイ酸塩鉱物
Mg2SiO4
石鉄隕石のパラサイトに含まれる
斜方晶系
6.5-7.0
3.5

パライバトルマリン
英名
和名
分類
化学組成
主な産地
結晶系
モース硬度
比重
備考

Elbite
リチア電気石
ケイ酸塩鉱物
Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O13(OH)4
ブラジル パライバ州 サンジョセ・ダ・バターリャ鉱山
六方晶系
7.0-7.5
3.04-3.07
様々な色合いを持ちます

   今回の定例会、閉会後に鴻巣駅前「エルミこうのす」の「アジ
アンスパイスレストラン サモサ」にて、新年会が開催されました。
　正直最初は「えっ！カレー屋さんで呑み会！」と思いました。カレー
屋さんなので、個室も大テーブルも無いので、４人掛けのテーブ
ルにそれぞれ「仲のいい人」「年齢が近い人」「顔見知りの人」と
いう感じで先ずは着席。乾杯と共に料理が運ばれてきます。内容
は「サラダ」「生春巻き」「タンドリーチキン」・・・次には冷や奴、
枝豆等など･･･だんだん怪しくなってきましたが、やはりカレー屋さ
ん！カレーにナンにライスと、どの料理も大変美味しかったです。

   お酒も入り、恒例の鉱物クイズ大会も
始まると、皆さん席を移動し、老若男女分
け隔て無く鉱物や好きなモノの話に夢中
でした。次回は埼玉ミネラルマルシェ会
期中に「懇親会」が開催されます。詳しく
は6ページに記載されていますので、鉱
物探しの後に是非ともご参加ください。

そ れ か ら

☆新年会レポート

・パパラチアサファイア
・ペツォッタイト
・ツグツパイト
・バーマイト
・インペリアルシェード
・インペリアルトパーズ
・デマントイドガーネット
・エンジェルラダークォーツ
・アンモライト　他があります

みんな大好き！カレーと鉱物！
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第2回 ぷちまるレポートin渋谷
会員さんが主役！石好きさんの祭典！

　鉱物友の会の新たな活動として「会員および鉱
物ファン同士の交流・コミュニティ」を主体としたフ
リーマーケットタイプのミネラルショー「ミネラル・プ
チ・マルシェ」を渋谷にて開催いたしておりますが、
この度、埼玉県さいたま市（大宮）にて第３回ミネラ
ル・プチ・マルシェ in 大宮を開催する運びとなり
ました。つきましては、会員様ならびに関係者様へ
優先出店のお知らせをご案内いたします。
　取扱品目に関しましては、鉱物・天然石を主体
としたものであれば形態は問いませんが、埼玉ミネ
ラルマルシェで一部認知されております「国産鉱物
の聖地」としての確立を目指して参りますので宜しく
お願い致します。

第1回目は開場と共に大盛況！

第2回目も開場と共に大盛況！

出展者！大忙し！ ミネラルマルシェ顔負けの来客数！

2018年4月8日（日）10:00～16:０0 来場者入場無料
NPO法人「鉱物友の会」
(株 )ミネラルマルシェ
埼玉県大宮・JA共済埼玉ビル 3階大会議室
〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町１丁目２
■JR大宮駅・東口から徒歩約13分　東武バス「上尾駅東口」行に乗車「裏参道」で下車
■東武・アーバンパークライン（野田線）北大宮駅から徒歩約5分
JA共済埼玉ビル タイムズ駐車場併設。最初の1時間400円  以降30分ごとに200円
最大料金900円　入出庫は7:30～22:00 32台 または近隣のコインパーキング利用
9:00～10:00　会場正面入口または裏手駐車場よりエレベーターを使用してください。
16:00～17:00 ※17:00完全撤収
100テーブル（200コマ）
●鉱物、天然石そのもの　●鉱物、天然石に関する書籍類　●鉱物、天然石を主体、
モチーフとしたアクセサリー・インテリア　また、それに付随する備品や加工品 等
「鉱物友の会」会員 2,500 円／1 コマ 90ｃｍ×45ｃｍ 椅子 1 脚付
※コマ数増の場合は、＋3,500 円／1 コマ
非会員 3,800 円／1 コマ 90ｃｍ×45ｃｍ 椅子 1 脚付
法人会員 2,000 円／1 テーブル 180ｃｍ×45ｃｍ 椅子 1 脚付
メールまたは、お電話にてお申し込みください。
info@ishitomo.club（TELは水木のみ）048-541-9630
090-2669-6674（小出）080-2166-0987（大山）080-3316-5512（堀越）　
※予定数に達し次第お申し込みを終了させて頂きます。

日　　 時：
主　　 催：
協　　 賛：
会　　 場：
　
交　　通：
　
駐 車 場：
　
搬　 　入：
搬　　 出：
募集区画：
販売品目：
　
出 展 料：
（税込）　　
　
　
申 込 み：

※出展受付完了はお申し込み後お知らせ致します。出展料入金の時点で完了となります。
※出展料入金後の返金はいかなる場合においても出来かねます。
※出展者さまには会場の設営、撤収作業のご協力をお願い致します。
※会場に駐車場はありますが限りがありますので、出来るだけ公共交通機関のご利用で、
　お荷物等はハンドキャリーなどのご利用をお願い致します。路上駐車は禁止です。
※宅配便等での搬入・搬出は出来ません。
※その他、ご不明な点は担当者までお問い合わせください。

そ の 他：

in埼玉

第3回
アマチュア
出展者募集

　2018年2月17日、渋谷フォーラム8にて、第２回ミネラルプチ
マルシェin渋谷が開催されました。出展者は前回よりも多くなり、
オープンからラストまで人の波が絶えない賑やかな１日となりました。
   今回、出店数社が500円・1000円均一を開催 !鉱物マニア
がお宝探しに熱中している場面が見られ、その熱気は真冬の会場
内で冷房を入れる事態になるほどでした。
   閉会後は、NPO法人鉱物友の会の座談会が開催されました。
半円形に設えられた椅子に会員の皆様に座っていただいて、日頃
疑問に思っていることや質問などを話しました。
   まず、出展をされている会員の方から「値段のつけ方がわからな
い」という質問がありました。「周囲の値段に合わせる」「仕入れの値
段から見当をつける」等ありましたが、ベストアンサーは「お客様が
喜んで幸せになれる値段をつける」だったのではないでしょうか。
   次に「皆さんはどんな風にコレクションを整理しているのですか？」
との質問。これについては「トレーに入っている鉱物名を書いて」「種
類別」「医療用ガラスケースに陳列」等、様々な整理法が出てきて
参加者は熱心に耳を傾けていました。
   最後に、「何で石が好きになったんですか？」という質問には「職
業を通じて」や「ブレスレットがきっかけで」など、気になるあの人の
「きっかけ」も聞く事ができたのではないでしょうか。
   初めてのことで、進行を担当した私も参加者の皆様も緊張して
いたと思いますが、「定例会では聞けない事」をテーマに皆さんとの
距離が近くなれたらいいなと思います。短い時間でしたが、どうもあり
がとうござました。

切断したオパール
はお持ち帰りい
ただけます

（会員）350 円
（一般）400 円

宝坂オパール切断体験Event 体
験
料 200個限定
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　今回、日本初来日の出展者がいたこともそうですが、ツーソン
新着鉱物のお披露目が行われるこのショーに多くのファンが遠方
から訪れていたのはいうまでもありません。
　前週に開催された、渋谷プチマルシェで知り合った会員の方 も々多
くお見かけし、お声がけくださいました。そして、３階では当会の会員募集
の呼び声が。ジオラマの隣とういこともあって、こちらも多くの方 が々興
味を示している様子を目にしました。
　熱心にお目当てのものを探している方々の熱気と集中力。額に汗を
浮かべながら「１番」を見つけた時の笑顔は格別です。そして、その出会
いのやりとりをしている時の出展者の皆さまの笑顔も格別！誰もが笑顔
で過ごせるひとときと、最高の出会いがこの会場にあったのでないかと
思います。来年もまた、そんな時間が過ごせますように。

浅草橋ミネラルマルシェ レポート
ミネラルショーに行ってみよう

同時開催の「ヒーリングマーケット」会場

初出展の「鉱物ソープ」作り体験教室 大人気で予約制の鉱物和菓子作り体験

弊社自慢の鉱物切断機材山梨・昇仙峡近くにお店はあります。山梨旅行の際には是非お立ちよりを。

「鉱物友の会」受付でも鉱物やアクセサリーを販売

連日人が絶えない大盛況！

法人会員紹介 甲州屋
　「御岳昇仙峡の奥地金峰山で水晶の原
石が発見され、山梨県での水晶細工が始まっ
たのが今から１０００年前のことです。この事が
水晶細工の起源といわれています。この様な
歴史ある場所、昇仙峡に甲州屋はあります。
また、水晶を加工するための機械工具なども
生産しており、より便利により短時間に加工
できる工具の製造販売を日々行っております。
甲州屋はもっと身近に水晶研磨加工を知っ
て貰いたい思っておりますので、いつでもご相
談ください。」

　 2018年２月２３日～２５日の3日間、浅草橋
ミネラルマルシェが開催されました。
   初日から多数のお客様にご来場いただき、会
場内はいつも人であふれていました。誰もが出
展社のテーブルに並ぶ、店主自慢の鉱物・ルー
ス・化石・アクセサリーなどなどに目を奪われ、
心を奪われ、財布の中身を奪われ（笑）充実した
時間を過ごしたのではないでしょうか。
   大好評の鉱物和菓子ワークショップをはじめ
とする、来場者が楽しめる体験型鉱物イベントと
して確立されたミネラルマルシェ。今回初お目見
えの180×90sizeの巨大ジオラマ「ミニマル
シェ」にも多くの人が集まり写真撮影を楽しんで
いました。 鉱物和菓子

3品が作れます！

ミネラルマルシェが
ジオラマに！

完成した鉱物ソープ！
プレゼントにも最適！



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。
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NPO法人 鉱物友の会の活動について

梅の花vs桜の花、万葉集に多く出てくるのはどちら？そんな春のクイズが出てくるような麗らかな陽気が続くようになってきました。会員の
皆様は「花より団子」ではなく「花より鉱物」でしょうか。今年の冬は各地で雪が多かったようですが、そろそろ鉱物採集の季節ですね。
次回の定例会での各種報告を楽しみにしています。因みに答えは「桜」ですよ♬　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀧澤淳子

編集
後記

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

定例会、採集会の告知、
ミネラルショー関連記事等を
掲載予定!
ぷちまる情報もあるかも！
次回もお楽しみに！

次回は2018年夏頃の
発行予定です。
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☆埼玉ミネラルマルシェ 親睦会のお知らせ

日　　時：2018年4月21日（土）18:30会場エントランス集合
　　　　 19：00開始～21：00終了
会　　場：当日発表！（JR大宮駅付近を予定）
会　　費：おひとり様4,000円位を予定
参加申込：4月3日（火）までに事務局（親睦会受付）にメールか
　　　　  電話にて参加者全員の氏名と合計人数、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、お申込ください。
　　　　 当日座席予約等の都合上、必ずご連絡ください
info@ishitomo.club（TELは水木のみ）048-541-9630

埼玉ミネラルマルシェ会期中の土曜日に、会員様同士の親交を深められる機会として
親睦会を開催いたします。同じ趣味の友だちや仲間を増やせるチャンス！皆様ぜひご参加ください。
会場の予約の都合上、出席の方は早めに事務局までご連絡ください。


