鉱物が好物な人のための

会報誌
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埼玉鉱物同好会始動！
役員紹介・挨拶
初めまして。埼玉鉱物同好会会長の堀越文明です。
今、僕は１４歳で、３年前に地学の本を読み鉱物が好きになりました。
僕は鉱物を採集するのが好きで、毎週のように鉱物採集をしています。
少し前までは関東周辺で採集していましたが、最近では長野県で水晶を
中心に採集をしています。いつか、埼玉鉱物同好会でもいろいろな産地
に行ってみたいです。
まだ始めたばかりの僕が言うのもなんですが、この会から鉱物好き・採
集好きの方が増えればなと思っています。そして、例会・採取会をがん
ばり、この会を大きくしたいというのが僕の新しい目標です。
今後とも宜しくお願いいたします。

埼玉鉱物同好会
会長 : 堀越 文明

みなさま、こんにちは。埼玉鉱物同好会の和田と申します。
私は、鉱物好きになった子どもに連れられて、いろいろな鉱山や露頭、
またズリなどを徘徊しているうちに、だんだんと鉱物の世界にのめり込ん
でいきました。
埼玉県内では吉見町の沸石を皮切りに、秩父鉱山の黄鉄鉱・黄銅鉱・
ベスブ石・灰礬ザクロ石・金などに次々と出会い。鉱物と出会う面白さ
に胸が躍りました。
もう石は採り尽くされてしまったよと思われるズリであっても、じっくりと
腰を落ち着けて探してみると、意外な発見があるものです。

埼玉鉱物同好会
和田 文明

鉱物の世界は本当に面白いと思います。その面白さ・楽しさを皆様とシェ
アできればと思っています。
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埼玉鉱物同好会初会合レポート！

去る 6 月 15 日（日 ) に「埼玉鉱物同好会」の初会合である第 1 回の勉強
会が「エルミこうのす」
（埼玉県鴻巣市）にて開催されました。
第 1 回の勉強会には予想を上回る総勢 34 名もの鉱物を愛する会員が埼
玉だけではなく千葉や群馬、遠くは神奈川よりお集まり頂き、最年少はご
兄弟で参加された10 歳の男の子でした。
初会合の開催内容は会長をはじめとする役員の紹介や同好会会員の自己
紹介、勉強会では「鉱物はどうやって出来るのか？」というタイトルで水晶な
どの実際の鉱物を見て触りながら鉱物の基礎知識を学び。次回の初鉱物
採取会の現場の案内や採取出来る鉱物の紹介、採取時の注意事項や諸注
意、マナーなどが紹介され、初めての鉱物採取に関する不安や対処方法、
実際に採取された方の体験談を聴く事が出来、今後の埼玉鉱物同好会の活
動予定紹介と参加者の集合写真撮影を行い、つつがなく閉会となりました。
会員の自己紹介では会への入会理由や好みの鉱物が紹介され、鉱物の専
門知識に長けた方から、鉱物の知識は無いけど鉱物が好きという初心者の
方まで幅広い老若男女の様々で、好奇心旺盛な方々ばかり。
勉強会中は真剣にメモを取る方や、今回特別に参加特典として無料配布
されたバラ輝石（群馬県産）
、石榴石（長野県産）
、ベブス石（埼玉県産）
など数十種類の国産鉱物、を真剣に選ぶ参加者の生き生きとした表情が
とても印象的でした。
会合終盤には和やかに会員同士の交流が出来るまでになり、会合終了後
でも会場前ロビーで鉱物談義に花が咲き、それぞれが帰路につくまで笑い
声が響き渡っていました。
初会合としてはまずまずの船出ではないかと、会主催としては胸をなで下ろ
す感となり、今後の埼玉鉱物同好会の行く末を良い予感させる会合となっ
た事に参加者の方々には深く御礼申し上げます。
今回参加できなかった会員の皆様とも次回はお逢い出来ることを楽しみにし
ております。
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鉱物採取における必読事項

第1回採取会の募集要項は
次ページにて詳細発表！

鉱物採取には山のマナーに準ずる採取マナーや準備があります。以下の内容をよく読んでから鉱物採取に向かいましょう。

１０のマナー＋１
（団体行動マナー）
を守りましょう
１・自然保護の精神を忘れない
２・他人の敷地には入らない
３・危険な場所には近づかない
４・掘り返したら元に戻す
５・石垣は崩さない
６・人にあったら挨拶をする
７・持ち帰る標本は必要最小限にする
８・ごみは持ち帰る
９・体力と相談して無理をしない
１０・家族など周囲の人に行き先をきちんと伝えておく
＋１・集合時間等時間厳守、１０分前行動
鉱物の多くは形成までに長い年月を要します。地球の資源のひとつに鉱物
も含まれます。上記に挙げたマナーを良く守り自然保護の観念を忘れずに
安全で有意義な採取を心掛けましょう。

持ち物リスト
（全てリュックに入れましょう）
１・ハンマー（ホームセンターなどにある頑丈なもの１〜３キロ）
２・タガネ（マイナスドライバーで代用可能）
３・安全めがね（石を叩いた時に目に飛び込む事がある為）
４・手袋（軍手でよい）
５・食料（おにぎりや飴・ガム・チョコ等。ごみは必ず持ち帰る）
６・ビニール袋（採取したものを入れたり、ごみを入れたり）
７・飲み物（１〜２リットル・夏場は３００〜５００ｍｌ程冷凍して
行くと良い）
８・ルーペ・タオル

あるといいもの
（個人で判断してください）
１・新聞紙（採取したものを包める）
２・救急用品（絆創膏・消毒薬・虫刺され薬）
３・小さなレジャーシート
４・虫除け・UV ケア用品・ウエットティッシュ・汗拭きシート
５・登山用ストック
（伸縮してコンパクトになるものがよい）

服装について
１・長袖長ズボン
（夏でも守りましょう）
２・よく履きなれた運動靴か登山靴
（登山靴が望ましい）
３・帽子（落石や転落の際に頭を守ります）
４・リュックサック
（荷物は全てリュックに入れること）
山の中には蜂、ダニ、ヒル等、普段目にしない害虫が発生し
ている場合があります。不用意な虫刺されや感染症等を防ぐ
ためにも、肌の露出は極力少なくしましょう。襟が開いている
服装の場合はタオル等を巻きましょう。また、蜂は黒っぽいも
のに反応します。服装はなるべく黒いものを避け、明るい色
のものを選びましょう。もしもの時に発見しやすくなります。歩
行行程中の安全面からも手にはなるべく荷物を持たないこ
と。荷物は必ずリュックに入れて背負いましょう。リュックの中
はかなり重くなります。丈夫なものを用意しましょう。
履き慣れない靴を履く場合、靴下を厚手のものにすると靴擦
れが軽減します。

注意事項
１・マナーは必ず守りましょう
２・持ち物は個人で責任を持って管理しましょう
３・ハンマーを使う際は周囲に細心の注意を払いましょう
砕けた石が周囲の人に飛ぶと思わぬ事故になります
４・落石を起こした際は直ぐに下にいる人に「ラク！」と
声を掛けましょう
５・体調が悪いときは直ぐに周囲の人に伝えましょう
６・山にはトイレがありません。事前に済ませておきましょう
７・行程前後には必ず充分なストレッチをしましょう
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目的地に到着するまでの行程は、産地によって異なりますが、
一般のハイキングや登山に準じます。ここに挙げたマナーや
持ち物等をよく読んで、
前々日までに準備をし、
体調管理もしっ
かりとしてから当日に臨みましょう。観察会の場合、多くの参
加者がいます。トイレ等を済ませ装備を確認して、集合時間
１０分前には集まりましょう。遅刻は他の会員の迷惑になりま
すし、その後のスケジュールにも大きく影響します。参加者全
員が気持ちよく採取会に臨めるように時間厳守・１０分前行
動を守りましょう。
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第1回埼玉鉱物同好会 鉱物採取会開催のお知らせ
既にFacebook 等で募集しておりますが、
７月２６日（土）に第１回埼玉鉱物同好会 鉱物採取会を開催いたします。
行程等は以下の通りとなります。利用交通機関により集合場所・時間とが異なりますのでご注意ください。

〈25日 21時までに開催の決定をお知らせいたします〉
日
時：7月26日（土）
【雨天中止 振替日 7月27日
（日）
】
採取場所：群馬県桐生市茂倉沢鉱山（マンガン鉱物産地）
集合場所：カインズホーム 桐生梅田店 群馬県桐生市梅田町 1-284-1
希望者は JR 両毛線 桐生駅 9:15にお迎えにいきます
目的鉱物：バラ輝石、スズキ石
申し込み：7月22 日
（火）
までに事務局までご連絡ください。
saikoukai@mineralshow.net 参加者名、利用交通機関を明記。

予定スケジュール

行きの時刻表【大宮駅】

0９：１５ 電車でお越しの方は、JR 桐生駅（お迎えに上がります）

宇都宮線 6:54 発 宇都宮行 小山乗り換え
両毛線
7:57 発 高崎行
桐生 8:53 着

東北新幹線 7:06 発
小山乗り換え

高崎線
両毛線

上越新幹線 7:18 発
高崎乗り換え

0９：５０ 車でお越しの方は、カインズホーム桐生梅田店
１０：１０ カインズホームより車 3 台に分乗・ピストン輸送
１１：００ 準備運動後、現地に向けてトレッキング開始
（健脚向け・登り坂約 30 分）

6:42 発 高崎行
8:05 発 小山行

高崎乗り換え
桐生 8:53 着

桐生駅時刻表
高崎行 １４：０８ １４：５７ １５：３２ １６：１０
小山行 １４：３４ １４：５７（始発） １５：１９（宇都宮行） １５：５６

１１：３０ 目的地到着・採取観察開始・昼食
１３：3０ 下山開始

注意事項

１4：0０ 下山後、車３台に分乗・ピストン輸送

１・持ち物は前項をよく読んでご用意ください。
１４：3０ 解散（電車でお越しの方は駅にて解散）
当日の朝、カインズホームにて不足用具のアドバイスもいたします。
２・昼食・飲料水を各自必ずご用意ください。
帰宅するまでが採取会です。気を付けてご帰宅ください。
３・団体保険加入予定です。
キャンセルについて
４・お車はカインズホームに駐車となります。移動は主催者側の用意した
採取会への参加申し込みされた後、事情によりキャンセルせざるを得なく
３台の車に分乗しピストン輸送となりますのでご了承ください。
なった場合には事務局まで必ずご連絡をお願いいたします。
５・集合時間等、時間厳守でお願いいたします。

みんなで創る楽しい会報誌を！
埼玉鉱物同好会広報では、会合や採取会に参加しなくても交流が持てる会報誌を目指しています。
あなたの自慢のコレクションや鉱物採取の際に起こったびっくりエピソード。びっくり採取品などなど！
会報を彩る寄稿を募集しています。謝礼等はございませんが、まずは事務局までご連絡ください！
！

見てみて！私の石！
（自慢の逸品コーナー）
自慢の石を紹介します。写真は勿論、産地やエピソードなど伺えると嬉しいです。
写真撮影が必要な場合はご相談に乗りますよ！

こんなもの採りました！
当会の採取会に参加した感想は勿論、ご自身で採取した鉱物を紹介してください。
産地を公開してもいい場合は産地情報もOK！

私がハマったその理由
鉱物に興味を持ったきっかけや、今ハマっている鉱物について語ってみませんか？

教えて！鉱物・天然石の不思議
誰にも聞けない鉱物・天然石の疑問。答えられることだけ親切丁寧に解説します。
天然石・人工石。採取物、購入されたものやプレゼントされたものでもかまいません。会員の皆様
の楽しいお話をお待ちしております。お気軽に事務局までお知らせください。

事務局より

埼玉鉱物同好会の活動について
本会は鉱物の愛好者で組織し、各地の鉱物の調査研究採取を行い、また鉱物に関する科学的な知識及び自然尊重の精神を培い、併せて
会員相互の親ぼくをはかることを目的とする。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、採掘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。

個人情報の取扱い
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。
編集：瀧澤淳子 福田陽一朗 発行：埼玉鉱物同好会事務局 埼玉県鴻巣市原馬室 639-4（エディオック内）048-541-0123
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