「鉱物友の会」事務局からのお知らせ

ミネラルを止めるな！

特報

月刊ミネラルマルシェ
鉱物友の会販売ページ掲載鉱物募集のお知らせ

月刊ミネラルマルシェ 3号より、
当会の通販ページが誕生しました。
会員ならどなたでも掲載販売する事ができるページです。

NPO法人

鉱物友の会 会報誌

ウォーターメロントルマリン

鉱物友の会 特別顧問に市岡元気氏 が参加！
サイエンスアーティスト 市岡元気氏のあいさつ

下記に掲載条件等を簡単に紹介いたします。
皆さんのご参加を心からお待ちしております。
掲載の様子などは月刊ミネラルマルシェ 4 号以降を御覧ください。

この度、
鉱物友の会顧問・サイエンスアドバイザーとして就任させていただき
ました、サイエンスアーティストの市岡元気です。大学を卒業してから 13 年間
米村でんじろう先生のスタッフとして科学実験を勉強させていただき、去年９月
に独立いたしまして、沢山の方に科学を好きになってもらうきっかけになるよう

掲 載 鉱 物 : 国産鉱物に限る
掲 載 条 件 : ①現在採集可能な場所の鉱物であること
※採集禁止地域である場合採集年を記載
②採集地、鉱物名が明確であること
通販マガジン
「月刊ミネラルマルシェ」
の購読方法は
販 売 手 数 料 : 販売価格の 50％がお手元に戻ります
ミネラルマルシェホームページより問い合わせを
お預かり方法 : 元払い宅急便にて当会事務局まで
https://www.mineralshow.net
〒365-0043 埼玉県鴻巣市原馬室 639-4（エディオック内）
NPO 法人 鉱物友の会事務局 月マル友会販売受付 Tel: 048-541-9630
締 め 切 り : 毎月第 1 火曜日必着 ※応募者多数の場合掲載までお時間がかかることがあります。
掲
載 : 掲載品多数の場合は随時。掲載時に連絡します。 ※掲載本の献本あり
写 真 撮 影 : 当会にて責任をもって撮影します。
サイズ
（幅 奥行き 高さ 重さ）、販売希望価格を明記してください。
出 品 情 報 : 鉱物名と産地、
売 上 振 込 先 : 申し込み時にお知らせください。
申し込み・問い合わせ： 広報 瀧澤までメールにて Mail jyunko@ishitomo.club

なコンテンツを作っております。
私は小さい頃から芸能界を目指しておりまして、その夢はずっと諦めないまま
大学では同時に理科の教員を目指していましたのでそれが混ぜ合わさり現在
の活動に結びつきました。
私が小学生の頃に芸能界を目指したきっかけはまさに「鉱物」なのです。私は
長野県の松本市出身なのですが、小学六年生の頃、小学館の雑誌「小学六年
生」という雑誌で読者モデルとして小学館の編集部の方達と一緒に和田峠の
川で「ガーネット」探しをしたことがきっかけでした。そこから芸能界を目指した
わけですが、今もあの時感じた普通の山から宝石が採れるという感動を忘れら
れずにいます。それだけでなく今でも綺麗な鉱物や面白い鉱物を見るだけでも
ワクワクする気持ちが止まりません。
こんなワクワクする感動を映像にしてお子さんから大人の方まで沢山の方に届
けることができたら、鉱物好きな仲間を増やすことができるのではないかと思っ
ております。
まさに現在の YouTu be を見ている年齢層は石が好きな方が多いらしく僕の
あげた動画も石に関する実験ですと沢山再生される傾向にあります。
私は主に YouTu be で週３回新しい実験を開発、公開しており、教育になる実

予告 ・決済方法変更のお知らせ

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口座変更等による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。

編集
後記

2020年10月1日
（木）〜2021年3月31日
（水）
上記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。
上記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
ホームページをご確認ください。 ※今年度会費を納入済みの場合は再徴収はございませんのでご安心ください

サイエンス アーティスト

市岡 元気

M²C Science株式会社
代表取締役社長 CEO

今年は病気に天災にと落ち着かない毎日を過ごしていますね。皆様お変わりありませんか？ いつもでしたら定例会のお知らせや観察会
のお知らせと、
イベント告知に賑やかな紙面も何となくしんみりしています。こんな時は近場でゆっくりと鉱物時間が過ごせるといいですね。
今回は我が家から車で15 分の産地をご紹介しました。ご案内することもできますのでお声がけくださいね。
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

鉱物友の会 会報誌 vol.15

Newsletter

テレビやYouTubeで大人気のサイエンスアーティストが鉱物友の会に参入！

国産鉱物をより多くの皆様にご提供し、
当会の周知と運営費確保を目的としています。
掲載には手数料が発生しますが、諸手続き等はこちらにお任せください。
窓口は広報瀧澤です。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

移 行 期 間:
移行特典 ① :
移行特典 ② :
移行手数料 :
移 行 方 法:

vol.15 2020 summer

次号予告

次回は 2020年10月頃
発行予定です。

定例会や観察会告知をお知ら
せ出来ればと思っております。
他にも、ミネラルショー関連
記事等を掲載予定。
次号も楽しみに!
※掲載内容は変更されることもございます。
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科学実験王国

験以外にもサイエンスアーティストとしてサイエンス ×〇〇という新しいことに
色々とチャレンジしております。TV ではサイエンス × 罰ゲームで「笑ってはい
けない」や「アメトーーク」などにも毎年出演、サイエンス × ゲームで「ポケモン
の家あつまる？」
でポケモンの技を実験で再現したりもしております。
今回は、顧問・サイエンスアドバイザーというたいそうな役割をいただきまし
たが私自身皆様ほど鉱物に関して深く詳しくはないので、皆様から沢山勉強さ
せていただき、皆様の知見＆サイエンスで何か新しいものを作り出していけれ
ば面白いと思いましてお引き受けさせていただきました。
私の科学の知識と YouTu be 登録者 16 万人、TikTok10 万人という拡散力
を生かし、ぜひ鉱物友の会の皆さんと今まで見たことがないオリジナルで面白
いコンテンツを創り出していき鉱物界全体を盛り上げることができれば嬉しい
と思っております。
そしてもし僕と一緒に積極的にお力になっていただける方がいましたら、僕が最
近立ち上げた「科学実験王国」というプロジェクトにご参加いただけないでしょ
うか。１人でやれることには限界がありまして、沢山の仲間がいたらやれること
が一気に広がります。そこで一緒に動画の内容を考え一緒に成長していける仲
間を集めた
「科学実験王国」
というコミュニティをオンラインで立ち上げました。
こちらでも鉱物界を盛り上げるお手伝いしていただければ幸いです。仲間に
なっていただける方ぜひご登録お願い致します！

市岡元気先生のホームページ https://sciencegenki.com/
ツイッター 市岡元気＠科学実験王国メンバー募集（@genkiichioka）さんをチェック!
鉱物友の会 会報誌 vol.15
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2020年度 定例会のお知らせ

ミネラルショーに行ってきました！

今回は
「新潟ミネラルマルシェ」会場内での開催です。

沖縄ミネラルマルシェレポート！

皆様お待たせいたしました。2020 年度最初の定例会の開催が決定いたしました。
今年は新型コロナウイルスの影響により会場の確保が難しく、幹部会議で何度も話し合いを繰り返した結果、
9月18日
（金）
〜20日
（日）
に開催の新潟ミネラルマルシェ会場内にて開催する運びとなりました。
新潟の会員さんはもちろん、全国の会員さんのご参加お待ち致しております。奮ってご参加ください。

えっ！遠い！？ 新潟ミネラルマルシェの会期は秋の連休期間に開催されます。
GO to なんとかで、お得に旅ができますので、この機会に新潟へ足を運んでみては？

新潟ミネラルマルシェは広い会場です、コロナ対策も万全に整えまして皆様のご来場を待ちしております。
参加人数の確認の為、出席予定の方は予め事務局まで御連絡ください。
皆様とお会いできることを楽しみにしております。

定例会が始まるまでは会場内を自由にお楽しみいただけます。楽しい 1 日をお過ごしください。

開催日 : 9月20日
（日）
会 場 : 新潟市産業振興センター 新潟県新潟市中央区鐘木（しゅもく）
185-10
新潟ミネラルマルシェ会場内〈新潟ミネラルマルシェ会期は 9月18日
（金）〜20日
（日）
〉
受 付 : 13:00〜 開催 :14:00〜 講座内容：「鉱物の熱処理実験」
「熱や放射線による鉱物の着色について」
持ち物 : 会員証を必ずご持参ください
申 込 : 9月15日
（火）
までに事務局までご連絡をお願いいたします
件名を「新潟定例会申込」
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、
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）

ご注意 : 新型コロナウイルスの影響により開催内容等が変更になる場合がございます事を予めご了承ください
●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 12:00〜13:00 に受付いたします。
4・郵送の場合、着払い 9月８日
（火）
必着でお願いいたします

夕焼けだけでも絵になる沖縄！

「Crystal Days in 沖縄」
より楽しみだった美ら海水族館！

今回、
父が出展するクリスタルデイズ in 沖縄についていきました！人生初の沖縄！
まずは、
イベント２日前に飛行機で到着して沖縄を観光です。
１日目は父が予約していたレンタカーで、美ら海水族館へ。水族館ではキモかわいい
チンアナゴにキュンキュンして、タコクラゲに興奮し、壮大なジンベイザメや巨大マン
タに感動！
そうそう！蛍光するサンゴや魚も楽しみました！
（蛍光というワードには、やや敏感ｗ）
２日目は鍾乳洞へ。
神秘的な景色に気を取られてか、
父がメガネを水の中に落としてしまいました。
3 日目からイベントがスタートしましたが、疲れてしまってあまり手伝えませんでしたの
で、ショーのレポートは母にバトンタッチします！

新潟で、鉱物と食を楽しみましょう！

アクセス

写真は昨年の新潟ミネラルマルシェの様子

AI サーモカメラで対策はバッチリ！

北陸・磐越自動車道新潟中央 IC 所より約 2 分・新潟バイパス女池 IC より約 5 分

黒埼IC

新潟バイパス

弁天IC

紫竹山IC

鳥屋野潟
●
鳥屋野潟
公園

至新発田

新潟市
●
産業振興センター ビッグスワン

４９

号線

北陸自動車道

新潟空港から

●
●
●
新潟市民病院 新潟テルサ エコスタジアム

〔JR新潟駅南口行き
バ ス 空港前バスのりば
（急行）
〕
約25分JR新潟駅南口乗換

タクシー 約45分

女池IC 桜木IC

JR 新潟駅
南口

国道

〔新潟市民病院・曽野木ニュータウン行き〕
約20分
産業振興センター前下車、徒歩約2分
タクシー 約15分
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号線

バ ス JR新潟駅南口バスのりば①番線

至東京・大阪

JR 新潟駅から

新潟西
料金所

国道

※新潟中央 IC 料金所を出たらすぐ左に降りて
「鳥屋野潟公園方面」
の案内にしたがって、
一つ目の信号を右折、約700ｍ先の左手側。

新潟中央 IC
磐越自動車道

至会津若松

日本海東北自動車道

新潟亀田 IC

至新潟空港

観察会につきましては現在検討中でございます。詳細が決まりましたら改めてご連絡させていただきます。

2
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この二人の前ではコロナも逃げ出す（ｗ

会場は密にならない配慮です

この神秘さはミネラルそのものなのですね

はい、
母です。
ここからは私が‥。
７月９日、約 20 年ぶりに降り立つ、日本最南端の県。
暑いと言われる埼玉からの来訪でしたがこちらのほう
が何枚も上手。
今回私は、5 月開催予定だった沖縄ミネラルマルシェ
の代替イベント「Crystal Days in 沖縄」に参加するた
め、
やってきました。
今年は新型コロナの影響で各地のイベントが軒並み
中止や延期をせざるを得ない状況でしたが、ミネラル
マルシェは感染拡大防止の対策もばっちりしてくださ
り今回の実施となったわけです！
鉱物友の会会長、與儀（よぎ）さん夫妻にもご挨拶を
すませ初日は午後２時より、
いよいよスタート！
沖縄の空気感か、並びはあまりたくさんではなかった
のにやんわりじんわり、会場はいい感じにお客さんで
にぎわってきてるみたいでした。密にならない工夫も
そこかしこに。
まずワンフロアを３つに分け、今や恒例にもなりつつ
ある「東洋ルースの東洋ルーム」が奥に。これならゆっ
くりと吟味できるってもんです。他の部屋には法人会
員さんも多数参加！ ２階には「きゅんきらフェス」で、
癒しもプラスされていました。
お客様からは、
「開催してくれてありがとう！」や「まって
ました！」など、嬉しい声がたくさん聞けました。来年
は、コロナも治まり通常開催ができるといいですね。
大山 麗依 幸恵
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Crystai days in

広島

ミネラルマルシェ

お客様は広島開催を待ちわびていました！

会場建物です！

7 月17日〜19日、広島県立広島産業会館西館にて、第 5 回
広島ミネラルマルシェが開催されました。緊急事態宣言が解除さ
れたとはいえ、
このコロナ禍での開催です。ミネラルマルシェでは、
ファストパス先行予約入場をはじめ、行政の要請に基づく入場者
追跡の為の記録簿記入、高性能サーモシステムによる検温等対
策を取っています。もちろん、
出展者においても海外渡航歴の調
査や開催期間中、
毎朝のスタッフによる検温等、
対策は万全です。
また、
会場内では全員マスクやフェイスシールドの着用が絶対条件
となっています。
画像でもわかる通り、
会場はとても広く、
端から端は
見えない程です
（笑）通路も 4m 以上の幅を確保し、
基準以下に
抑えてはいましたがどれだけ混んでも密にはならない様にしています。
毎時、大きな鉄扉を開いての換気も欠かさず行っていました。…と、
ここまで書くと非常に物々しい雰囲気を感じてしまいま
すが、会場内は終始和やかであちらこちらでマ
スク越しの笑顔や笑い声が…。出展者もお
客様も楽しく過ごした 3 日間でした (^^)

会場内です！

会場にはコンビニや飲食店もありますが、
地方ならではの
ご当地グルメ飲食ブースもあり、
ミネラルマルシェ代表でもあり、
お好み焼きとレモンは
必須です！
友の会代表理事の小出氏も何やら買い込んでいました
（笑）
さてさて、私の地方レポートで欠かせないのは、
飯テロ ! 今回も広島の街を夜をグルメを満喫
して参りました。広島と言えばお好み焼き ! に牡蠣 ! 牡蠣は生も鉄板焼きもどちらも美味い (^^)
マンホールもカープ !
雲丹ホーレンにがんす、
タコをはじめとする瀬戸内海の新鮮な魚介類、
広島ラーメンに広島激辛つけ麺……
ご当地グルメの為に全国のミネラルショーを周っていると言っても過言ではない……
（爆）
堪能いたしました (^^)
過去の戦争や 2 年前の豪雨災害など、
悲しい歴史のある広島ですが、地元の皆様のエネルギッシュなパワー、
活気や笑顔を沢山いただいた広島ミネラルマルシェ。来年もよろしくお願いいたします！
Carry Lack 大山 富士男
広島では、
マンホールまでもが広島東洋カープ !

原宿

ジュエリー中心と天然石のコラボマルシェ！

6 月末。久々に開催されたミネラルマルシェ、
「Crystal days in 原宿」
と銘打って
コロナ対策を十分取っての開催となりました。会場は今大注目の新施設、
ウイズ原宿。
この施設、新しくなった原宿駅の目の前。お洒落な外観と原宿という特別感ある好立
地で、訪れる人の好奇心をくすぐります。
今回コロナ対策としてファストパス制を導入。事前に入場時間をお客様に予約
をしていただくシステムを取り、来客数を抑えることにより会場内はゆったり
と見て回る事ができてファンにとっては嬉しい限り。私もその恩恵に預
地元だけじゃない !
かり、
鉱物との出会いにお財布の紐が緩みまくってしまいました。
旅行気分で全国各地開催の
ファストパスと共に導入されたのが AI カメラ。
お客様の体温を即
ミネラルマルシェに行ってみよう!
座に測定できる優れもの。会場入口に設置されていましたが、気
がついた方は興味津々でのぞいて行かれました。
万全のコロナ対策を講じてスタートしたミネラルマルシェ。
これから各地を訪問することになりますが、安心してご来場い
ただける事と思います。
Crystal days in 原宿は、久々に顔を合わせることができた
安心感と満足感で満ち溢れた 3 日間でした。 瀧澤淳子

日本各地の
ミネラルショーに
行ってきたレポート！

秋葉原

久しぶりのミネラルマルシェなので、気合い入ってます

新築はイイ !

渋谷

ミネラルマルシェ

半額マルシェ
1000円 マルシェ

密じゃな〜い ! 全然密じゃな〜い !
次回は同じ会場で秋葉原ミネラルマルシェでお逢いいたしましょう！

1000円！1000円！どれでも 1000円！
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屋根付き屋外会場なので、換気はバッチリ！

兼ねてから開催希望の声の大きかった 1000円マルシェ。9月開催で毎年賑わう秋葉原
UDX の外の部分を使用して、半額マルシェと1000円マルシェが土日の 2日間開催されました。
整列などで発生する
「密」
を緩和する為に宣伝等を行わなかったにも関わらず、
早朝から待機する
お客様の列ができてしまった為、
出展者の皆様のご協力もあり両日とも 30 分早く開場しました。
土曜日は全品半額という事もありかなりお得なお買い物ができたようで、皆さん前から気になって
いたというあれやこれを迎えられてニコニコ顔。
「瀧澤さん ! これ見てください !」
と戦利品を見せに
来てくれる会員さんもいらっしゃいました。
日曜日は
「千円札でお財布がパンパン !」
と朝一番で仰っていた方が「諭吉さんまで旅立ちまし
た」
と力なくいいつつも
「後悔していませんから !」
と笑顔でガッツポーズを見せてもらって私の方
が嬉しくなってしまいました。
皆さんお気に入りのものを見つけることができて、会話も弾んだ様子が見られた 2 日間。9 月の
秋葉原ミネラルマルシェ本番が待ち遠しくて仕方ありませんね。
瀧澤淳子

広い ! 広すぎる !

本来なら、東京オリンピック 2020 の開会式
会場は
「広い ! 広すぎる ! 全然密じゃない !」
で沸き立っていたハズの 7月の４連休 !！まさか
こんなにゆったりと石を見て回れる会場は今までに
新型コロナウィルスの影響で、不要不急の外出
無かった ! というソーシャルディスタンスぶり。新型
を自粛自重する４連休になるとは、誰も思って居
コロナ前は会場狭しと、販売店とお客様でごった
なかったことでしょう。
返す、盛況イベントの様子をカメラに収めてきました
とはいえ、渋谷ミネラルマルシェは皆様にとっても、
ので、今回撮影した写真を見ると、
「お客さん居ない
業者さんにとっても、必要急用の一大イベント ! 新型
の？」
と疑ってしまうレベルの余裕感。新型コロナが収
アマビエ様水晶とオニキス
コロナ対策はバッチリの渋谷ミネラルマルシェへ仕事を
まっても、
このゆったり感は欲しいですね。
抜け出して行って参りました。
さて、仕 事を抜け出して来ているので、今 回お目当ての
あれ？
！会場入口に密な列が（某ファ
!
ッションイベント列でした）
アマビエ様の水晶とオニキスを購入して早急に退散。う〜ん。もう
渋谷ミネラルマルシェは事前予約制で、入場人数を限定してのイベント 少し見て回りたかったと、後ろ髪を引かれての退場です。
ですので、密列とは無縁。会場入ると、先ずは連絡先の記入（新型コロ
最近のミネラルマルシェでは新型コロナを気にして、
出展や参加を見
ナウィルス感染者が出ても、
いつでも履歴が追えるよう配慮）。サーモ 送る方々が多いと聞きます。そのような方々にもにも安心して来れる日
グラフィーカメラによる入場者の体温確認と、万全の体制です。そして が早く来ることを祈ってやまないと思う今日この頃です。 福田 陽一朗
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自分で見つけた鉱物は、
一生の宝物になる

クロスワードパズル！
！

新企画 第二弾！ 頭の体操！

ぶらり時々鉱物散歩−吉見編−
なかなか上がらない雨にヤキモキしながら、今日の天気予報を確認。
どうやら午前中は雨が降らない様子。
「いまだ！」とばかりに探金屋さんと
共にちょっとお出かけをしてきました。
それこそ本当に「ちょっと」と言う言葉が最適。なんと言っても今回のお
散歩は鴻巣駅から車で15 分の場所。埼玉県吉見町の沸石産地です。
ここはかなり以前から沸石の産地として紹介されていて多くのファンが訪
れています。最近露頭部分を崩す工事が行われた事は聞いていたのです
が、何せ「近くて遠い」
。この産地の手前数分の所までは月に数度訪れる
のにその先へは中々足が伸びませんでした。
観察できる鉱物はトムソン沸石や灰菱沸石、十字沸石などの沸石が主
で白から透明の結晶はキラキラ輝いて中々綺麗です。時折黄鉄鉱や方
解石も観察することができます。
この日は月曜日。前日は時々晴れ間も見えたのでその隙に来ていた方が
居たのか、
ぬかるんだ足元には割ったばかりの沸石が転がっていました。
実は私がここを訪問するには理由がありました。月刊ミネラルマルシェの
友の会ページにこの産地の方解石掲載が決まり、
それを撮影した時に
「ま
だあるのかな？」
と思ったからです。
と、
言うことで今回の来訪となったのですが、
さてその行方はいかに？

1→

a
↓

b
↓
d
↓

2→

3→

4→

B

f
↓

縦 のカギ↓

夏は下草が茂り、どこだか解らないですよね

A

D

C

こちらは方解石、どれだか解るかなぁ？

んん？！蛍光した？！

写真だとキラキラが表現出来ない〜
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天気予報は大はずれ。小雨が降る中、
露頭部分にへばり
ついて観察している私。その姿や多分かなり変なおばさん
に見えた事でしょう。
白っぽい脈の部分や、雨に当たってキラキラ光る沸石の部
分など、目ぼしいところをしらみ潰しに観察していきます。
何せターケットは 1 センチに満たない位の小さな結晶。
いたずらに時間が経ち、着ていた上着もしっとり濡れ始め
た頃、沸石とは明らかに違う結晶がニョキっと筍のように
生えていました。
「あった！」と、思わず声を出してしまいま
した。それはあまりに小さくてよく見なければ見逃してしま
う大きさ。でも、現地にて実物を観察する事ができて大満
足です。
ここで雨脚が急に強くなりタイムオーバー。撤収を余儀な
くされました。折角の来訪なので足元に転がっていたいく
つかの沸石をお土産に持ち帰りました。自宅に戻り、持ち
帰った標本の１つ UV ライトを当ててみてびっくり！蛍光す
る！！え？これも方解石だった？！
1 日に 2 度感嘆の声をあげたのは言うまでもありません。
沸石だと思って持ち帰ったのですが偶然とはいえ嬉しい誤
算でした。
これからの季節は蚊に悩まされそうな立地。下草の枯れる
秋から冬にもう 1 度遊びに行きたいと思います。
この産地の標本は月刊ミネラルマルシェの 4 号に掲載予
定です。私の重い腰を持ち上げさせた可愛い方解石も登
場しています。冊子だけではなく PDF での配信もしていま
すので気になる方は是非ご覧になってみてくださいね。
瀧澤淳子

a ラクダの背中にあるよ→〇〇
b 複写機→〇〇〇
c 今日の次→〇〇
d 水族館の水槽に使われているよ→〇〇〇〇
e 実ほど頭を垂れる稲穂かな→〇〇
f 黄色い人気者◯◯チュウ
g イカ〇〇パスタ

g
↓

5→

e
↓

正解は

1 生まれたての小さなニャー→〇〇〇
2 耳につけるアクセサリー→〇〇〇
3 山の頂上→〇〇〇
4 〇〇スミパスタ
5 木の実が大好き→〇〇
6 原材料はボーキサイト→〇〇〇

c
↓

6→

よ〜く見ると、沸石の小さな結晶が！

横 のカギ→

この問題！解けるかなぁ？

A

B

C

D

みんな、解ったかな？
そう！ 正解はアノ鉱物名でした！
えっ！？解らない？！
正解は 8月31日に各SNSで発表します。
また問題を出しますね。お楽しみに〜！

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

Twitter アカウント
NPO 法人鉱物友の会公式 Twitter アカウントの登録の仕方
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

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。

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 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。
♥いいね、リツイートされると
事務局長 大山が大喜びです。

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。
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