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鉱物友の会 会報誌
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ピンクトルマリン

ミネラルショーに行ってきました！

浅草橋ミネラルマルシェレポート！
「おはようございます！3日間よろしくお願いします！」
開場 2時間前、私はこの日から 3日間開催される浅草
橋ミネラルマルシェの会場内に入りました。
今回のお仕事は友の会ブースで勧誘や説明をするこ
と。これまでも取材の為に訪れていましたがお手伝い
をすることはなかったので、
ちょっと緊張です。私達友
の会のブースは国産鉱物が所狭しと並んだ部屋で見
知った方ばかり。挨拶が終われば緊張も解けました。
会場前にはすでにたくさんの方が訪れており、
この会
場の人気が伝わりました。勿論、
会員さんの顔もあり冬
の終わりの寒さに耐えながら並んでいらっしゃいました。
開場するや否や、国産鉱物の部屋にも多くのお客様
が入室してきました。皆さんお目当てのお店へ一目散！
！
30分ほどで会員さんが
「これみてーー」
と早速買ったば
かりの鉱物を見せてくれました。この部屋にはテーブル
と椅子が並んでいて、
いつの間にか目的を達成した
方々がお互いの逸品を見せ合う場所になりました。
「ど
このお店？」
「まだあったよ」
「本当？
！」
という会話の末会
場内へ戻っていく姿や、
「写真撮らせて」
「いいよー」
と
いってその場で写真撮影をする方の姿も。休憩スペー
スの使い方も色々ですね。

国産鉱物会場はマニアのメッカに！

鉱物友の会にも多くの方が訪れました

友の会ブースへも多くの方が訪れてくださいました。説明を熱
心に聞いてくださる方がとても多く、
この会に興味を抱いて居る
方が多いことが嬉しくなりました。会員さんからの
「これ、
なんの石
かわかりますか？」
という質問も、
周囲の出店者の皆様のご協力を
得て回答することが出来ました。
今回みなさんが気になったのは、観察会の事。ホワイトボードに
貼りだされた
「糸魚川翡翠観察会」
の文字！
！誰もが足を止めてど
うしたら行けるのか質問してくださいました。
また、要望･質問･希望といった声もお聞きすることが出来ました。
全て持ち帰りましたので、
今後の運営に役立てたいと思います。

第１会場は熱気に包まれています

さて、
ここまで友の会ブースについてでしたが会場内につい
てもレポートもしましょう! 会場内は例年通り、
人で溢れかえっ
ていました。クロークも用意されてコート類はお預かりしている
にも関わらず ! 一度用ができて、
メイン会場を訪れましたがあま
りの熱気に当てられそうになってしまいました。この中から自慢
の逸品を見つけてくるのですから、
鉱物ファンって凄いです！
！
また、前回の定例会で八面体講習会の講師を務めてくださっ
た
「MOMURI WORLD」
さんの八面体作り体験も大好評
だったようです。他に、関東初進出の鉱物とアクアリウムが
素敵に融合した
「minerariumu」
が展示販売されていました。
水槽の中には青々とした水草と水中で美しく光る鉱物。そし
て綺麗な熱帯魚が優雅に泳ぐ、、、。そんな光景はまさに自然
の美！
！こんな素敵な水槽が我が家にあったらどんなに癒され
るかと、
うっとりと見つめてしまいました。これからがとても楽し
みなお店です。これからも各地のミネラルマルシェに出展され
ますので、
是非ご覧になってください！
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大好評の八面体作り体験

一家に一つは欲しい minerariumu

ミネラルマルシェに定番化したオークション

それともう1 つ。既に各 地で放 送されたり、
SNS 等でご覧になった方も多いと思いますが、
3日目の朝、
ミネラルマルシェの CM 撮影が開場
前の会場内にて行われていました。これから首
都圏でも放送されますので、皆さん楽しみにして
いてください。また、
ミネラルマルシェのホーム
ペ ージ https://www.mineralshow.net でも、
ご覧頂けます。
白熱した 3 日間だった浅草橋ミネラルマルシェ。
初めてお手伝いの募集もさせて頂きました。土日
とお手伝いをしてくださった皆様、
ありがとうござい
ました。皆様のおかげで無事に終了することが
出来ました。この 3 日で沢山の出会いをさせても
らい、楽しいひと時を過ごせました。宝物もちゃー
んと増えました♪また皆さんにお会い出来るのを
楽しみにしています !
瀧澤淳子
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ミネラルショーに行ってきました！

埼玉ミネラルマルシェレポート！
3 月最後の週。桜が咲いたのに花冷えの 3 日間、大宮
ソニックシティにて埼玉ミネラルマルシェが開催されました。
初日は金曜日。早くから多くの方が列を作り開場と同時に
お目当てのお店へ！
！
この会場は第 1会場と第 2会場と分かれていて、明るく
ゆったりと鉱物やそれを使った手作り雑貨を手に取れる、
友会本拠地で開催のミネラルマルシェです。
私のいる第 2会場にも多くのお客様がやってきました。
第 2会場は国産鉱物手作り雑貨が所狭しと並んでいます。
お客様がキラキラした瞳で会場内を回っている最中、私は
友会ブースでワタワタと作業の真っ最中でした。
そう! 今回は友会初のオークションを開催する事になって
いたのでその準備のお手伝いです。何事も始めてという
のは大変でして、
まるで勝手がわからない。とりあえずこの
日の作業は無事に終えて私も会場内を回ってみました。
前回の浅草橋とは全く違う雰囲気の中、
お客様とお店の
方々の朗らかな会話も柔らかく耳に届きます。私はこの会
場の雰囲気が大好きです。
ふらふらと会場内を回って楽し
ませてもらいました。

開場と同時に第１会場はお客様で埋め尽くされました

手作りアクセサリーにも興味津々

第2会場も大盛況です オークション商品の準備中

「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。
チャリティーオークション
先日、開催されました
「埼玉ミネラルマルシェ」
では、
ご多忙の中、
「NPO 法人鉱物友の会
結果報告
ボランティアスタッフ」
にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。非常に多くの方にご
総売上
674,156円
ることが出来ました。これも皆様方のご支援とご愛顧によるものと、心から感謝申し上げます。 手数料収入
103,560円
（業者オークション）
並びに、
埼玉ミネラルマルシェでは、
当会主催の
「チャリティーオークション」
を開催いたしました。
皆様方には大変多くの
「鉱物」
のご寄付を賜りまして、誠に有難うございました。皆様方の温 チャリティー収入
156,355円
かいご支援に、
あらためて心より厚く御礼申し上げます。
友の会総収入
259,915円
参加頂き、大変円滑に有意義な
「埼玉ミネラルマルシェ、鉱物友の会オークション」
を開催す

鉱物友の会がさらに発展できますよう、皆様のおこころざしを使わして頂く所存でございます。 友の会総収入は
「鉱物友の会」
の運営費として
また最後になりましたが、両者に多大な尽力を尽くしていただき、
ご参加くださいました皆様をこ 大切に使わせて頂きます。皆さまのご協力、誠に
の場をお借りして、
ご紹介させて頂きます。

ボランティアスタッフご協力者様
戸矢 穂乃花 様

針生 眞由美 様

宮田 健人 様

堀越文明
I様

高橋 真海 様

ありがとうございましｔ。

福田 陽一朗 様

瀧澤 芳治 様

瀧澤 淳子 様（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

A.N 様 K 様 米山 若菜 様 森 康治 様 宮ちゃん クマさんの石の部屋 tenkawacrystal MOMURI WORLD Minerarium
マクラメ工房 Love&Peach Crazy Stone エスプレス・メディア出版（ミネラ） ミネラル姫 ミスターストーン MAMPUKU
株式会社 Facecreation CORO CORO STONE CarryLack ミネラルアドベンチャー （敬称略・順不同）
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2 日目は朝からどんより‥‥。雨は夜になってか
らとの予報でした。会場内は昨日よりも賑わい、
オークション出品物の前にも多くのお客様が集まっ
て来てくれました。中には、
会場内で同じような商品
を見つけてきて
「これ、落札したいな」
と呟く方も。
オークションが始まるとその方は見事落札して行
かれました。思わず
「よかったですね！」
と個人的に
声を掛けてしまった程でした。
この夜は
「鉱物友の会」
の交流会もありました。
そちらのレポートは出席した福田が下記で書いてい
ますので、
笑ってやってください。

オークションは毎回大盛り上がり！商品が多いので、どんどん進んでいきます

3 日目。夜のうちに降った雨は止んで地面も乾い

今回初めてのオークションのお手伝い。そ

ていました。空気は相変わらず冷たいけれど空には れも MC という大役をさせていただきました。
うっすらお日様が。ロビーに飾られていた花もお客様 皆さんに満足していただく役が務められたか
に持ち帰っていただくなど、
サプライズイベントも発生。 は不明ですが、無我夢中でやり切らせていた
だきました。そう出来たのも当日ボランティア

皆さん嬉しそうにお花を抱えていらっしゃいました。

チャリティー
この日もオークションを開催しました。最後のオーク でお手伝いしていただいた皆様、
ションという事もあって、法人会員さんや出店している 出品に協力してくださった皆様、温かく見守っ
そして参加して下さった皆
会員さんからもチャリティー出品をお願いして、昨日よ てくださった皆様、
りも多くの品を並べることが叶い、
おかげで、
この日の 様のお陰と心から感謝しています。この場を
オークション前の品定め！

借りて厚く御礼申し上げます。

オークションも大盛況に終わることができました。

瀧澤淳子

ミネラルオークションのすすめ！

会員の皆さまの中には既にミネラルーオー 出来ちゃうんですよ ! かくいう私もオークション

オークションに参加していま
クションに参加し、
お目当てのお宝を手に入れ スタッフの合間に、
た方も居られるとは思いますが、
まだミネラル した。お店で買うと合計ンっ万円になるモノを
オークション未経験の方も数多くいらっしゃる 1 万円以下で入手出来ました ! 値段言うの恥
のでは？「オークションって高いんじゃ・・・」 ずかしがっていたら、欲しいものは入手出来ま
そこは頑張りましょ
「値段言うの恥ずかしくって・・・」
なんて思っ せん ! 言うのはタダなので、
てはいませんか？ミネラルマルシェのミネラル う! でも、値段の駆け引きも楽しみの一つです
オークションは普段お店でンっ万円で売って よ。次回のミネラルマルシェでの楽しみが一
いるモノが、格安で ! もしかしたら1円で Get! つ増えましたね。

広

報

福田

ダ ダ
の メ メ

福田陽一朗

私のオークションでの戦利品です

「石
埼玉ミネラルマルシェで鉱物分を補充した後 るモノが開催されました。読んで字の如く、

交流会レポートの会」交流会に参加です ! 会員様との親睦を

です。
は、喉も渇いたし、
お腹も空いたので 「鉱物友 好きな独身男女のための婚活イベント」
埼玉ミネラルマルシェ金曜日の夜にロビーで呑

（汗
深めるという名目で、
本当は皆さまと一緒に楽し んでいた集団は実はコレでした
く呑みたい ! 話したい ! 石友作りたい ! が本音 お恥ずかしい話、私も参加したのですが、酔っ
のイベントです。今回も埼玉の美味しいお店を 払って寝ちゃうわ、黒翡翠のブレス無くすわ、関
知り尽くした、美人エグゼクティブプロデュー 係各位様にはご迷惑をお掛けしたことを紙面を
サーお勧めの串揚げとお蕎麦のお店です。

お借りして謝罪させてください m(̲ ̲)m

お
大山氏の無茶振りな乾杯ご指名で、乾杯の合 ですので、土曜日の交流会はお酒は程々に、
（人の分まで）
図で一気に盛り上がり、
それぞれ石談義が始ま 蕎麦を頂いておりました。
にご興味のある方は Facecreation
り、多種多様な話題に花が咲き、大いに盛り上 「石コン」
がりました ! 勿論、
ノンアルコールでも大いに盛 様までお問い合わせください。

福田陽一朗

り上がれるのがこの会のいいところ。未だに参
加したことのない方は次回の機会には是非とも
参加してくださいね。とても楽しいですよ。
さて、個人的な話で申し訳ございませんが、
料理もお酒も美味しくて笑顔に
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前日には Facecreation様主催の
「石コン」
な

へぎそば！超旨い！
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日本各地のミネラルショーに行ってきたレポート！

岡山ミネラルマルシェレポート！
岡山ミネラルマルシェに行ってきました。
4 月５日
（金）〜４月７日
（日）の３日間、岡山市にある“コン

息つく暇もない位の来場者様にお越し頂けました

2 日目と 3 日目には、恒例のオークションもありました。
MCの方のテンポの良い進め方や、事務局の堀越さんの
鉱物説明の分かりやすさも相まって、
オークション会場は
2 日間ともとても盛況でした。オークションには割合大き目
な鉱物やルースが出品され、水晶クラスター、
アメジスト
ドーム、結晶のきれいなフローライト、
また、磨いた水晶玉な
どが次々に壇上に登りました。１円スタートの鉱物であって
も数万円で落札されるなど、立見客まで出たオークション
会場は人々の熱気で盛り上がっていました。
今回、
特徴的だった何点かをご紹介します。
まず、
とても廉価なルースを扱っているブースに
お客が集まっていました。ダイヤモンド、
エメラル
ド、
コランダム、
オパール等、
なんでこんなに安いの
だろうと、気になって、
「これは全部本物ですか」
と
店の方に訊いてみました。すると、店の方、曰く、
「モノによっては、確かに焼いてあるものなどありま
すが、全部、本物ですよ」
と。説明を伺うと、廃品
になった指輪やネックレスなどから、
ルースだけ取
り外して、
それを販売しているそうです。なるほど、
ルースによっては傷が付いていたり多少割れてい
たりするモノもあるのですが、全く無傷の標本もあ
り、
これはお買い得と合点したしだいです。

ベックス岡山”で岡山ミネラルマルシェは開催されました。会
場の“コンベックス岡山”は倉敷駅と岡山駅のちょうど中間
に位置した、
小高い丘の上にあります。
倉敷には“倉敷美観地区”があり、岡山には“後楽園”や
“岡山城”があります。すぐ近くに観光名所を従えた、
まさに
絶好の場所で岡山ミネラルマルシェは開かれました。
会場は、昨年に比べ１，
５倍くらいの敷地面積を占め、約
９０社の鉱物・宝石・化石業者が出店しました。
1 日目、2 日目は人波が花見に向かったせいか、昨年より
も人の出足が良くなかったのですが、
さすがに 3 日目には多
くの客が詰めかけ、
出店ブースによっては黒山の人だかり状
態となりました。好みの鉱物やルースをジッと見つめる真剣
な眼差し、
また、口元に笑みを浮かべてお目当ての石を見つ
める心温まるシーンなど、
やはり、
ミネラルマルシェはファンの
心をがっちりと掴んでいました。

岡山でもオークションは大人気！

天然石や鉱物では、比較的オーソドックスな石
や綺麗な石に人気が集まっていたようです。水
晶、
フローライト、
アポフィライト、
アズライト、
マラカ
イト、
オパール等に人々の目がいっていたように思
えます。水晶では、
やはり、
アーカンソー、
ガネッ
シュヒマール、
ミナスジェライスなど、透明感や照り
のあるモノに人気があります。
フローライトでは、一
時を風靡したスペインやモロッコ産をしのいで、中
国産やパキスタン産などに人気が集まっていま
す。福建省ヨンチュンや内モンゴル産のフローラ
イトは濃い青をしていながら透明感や照りがある
ので、人々の心を魅了してしまうのにも合点が行
きます。

年々規模が大きくなる岡山ミネラルマルシェ

そのようなフローライトをカメラや iPhone で撮っ
ていかれる方を少なからず目にしました。
他の会場では人気のある希少鉱物（ジェレー
メージェバイト、
フェナカイト、
ペゾッタイト、
ゴシェナ
イト、
レッドベリル、
ペイナイト等々）
への興味は今
一歩でしたが、
岡山に集う人たちの間で人気が上
昇してくるのも時間も問題でしょう。 和田文明

初出展社様も多かったです

●法人会員紹介 株式会社 T.G. ワークス（KASEKIYA）
株式会社 T.G. ワークスの主な仕事は 2 つ。
１）
建物などの建設時の地盤調査・解析業務
２）
化石の輸入販売
（化石ショップ KASEKIYA の運営）
業務
化石は特別なもの・・・と思われがちですが、意外と身近にあり手
軽に手に入るものなんです。
「KASEKIYA」
では化石を手軽に、
でき
るだけ安価で提供し、地学、地球科学を身近に感じていただくきっか
け作りができればと考えております。
また、専門家やコレクターの方々
のニーズにもこたえられるよう、
品質の良い化石を提供いたします。
〒206-0034 東京都多摩市鶴巻 2-23-14 パワーク唐木田 102
TEL : 042-401-9818 Email : kasekiya@tg-works.net
代表取締役社長 細川 努
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化石の品揃えは抜群です！

化石のことなら何でもお任せください！
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第3回！

NPO法人

鉱物友の会

鉱物頒布会

法人会員ディーラーによる鉱物・関連図書の頒布、国産鉱物同定会
（原石のみ）

ミネラルマルシェで多くのファンを持つ当会法人会員が、友会会員様だけに贈る
特別頒布会です。欲しかったあの鉱物が格安で入手できるかもしれません。
会員限定イベントですのでゆったりのんびりお買い物ができます。

※入場には会員証が必要になります。紛失されている場合は予め事務局までご連絡ください。

日時：令和元年6 月1 日
（土）10:00〜12:00
場所：クレアこうのす
（鴻巣文化センター）大会議室
参加資格：鉱物友の会会員・会員証持参

＊売り上げの 10% は鉱物友の会活動費として充填されます＊

ご注意！会場は「クレアこうのす」
です。お間違えない様に

第1回定例会のお知らせ
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

←熊谷

鴻巣警察署●

東口

●日時：令和元年 6月1日
（土）
13:00〜13:30→無料提供鉱物受付
13:30〜14:00→一般会員受付・配布鉱物見学
免許センター
14:00〜15:20→講話〜翡翠〜
免許センター入口
●講話会内容
翡翠の硬度や見分け方、翡翠について詳しく学びましょう。
クレアこうのす
15:20〜15:30→休憩
駐車場
15:30〜15:45→無料提供鉱物配布会
鴻巣市役所 臨時駐車場
15:45〜16:00→諸連絡等と後片づけ→終了
鴻巣駅東口より
●場所：クレアこうのす
（鴻巣市文化センター）大会議室
川越観光バス・朝日バス・東武バス
JR
高崎線
鴻巣駅から徒歩約２
０分
免許センター行き（170円）
免許センターバス停下車
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。施設内にレストランがあります。
鴻巣警察署前 国道17号線 上尾→
●持ち物：筆記用具など
●鴻巣鉱山
●参加申込：令和元年5月22日
（水）
までに下記の要領にてお申込ください。
●お車での来場の場合

JR高崎線 鴻巣駅

大宮→

「クレアこうのす」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、臨時駐車場または公共交通機関のご利用を願います。

●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 １・国産、外産は問いません。
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 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。
いますが右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。
３・当日は 13:00〜13:30 に受付いたします。

●配布会の流れ

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。また提供鉱物は、
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
理解ください。受付後見学→事前に欲しいものを 3〜5つ程決めておく
→クジ配布→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＊＊＊＊
スムーズ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・事前に欲しいものを 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。

鉱物産地にて自ら観察出来る感動を！

2019年度 第1回 観察会開催のお知らせ

お待たせしました！観察会の詳細をお知らせいたします。下記の内容を確認に上、
お申し込みください。

目
的 ：海岸での翡翠観察と調査。
開 催 日 ：令和元年 7月 20日
（土）
海岸清掃。
集合場所・時間：道の駅 ピアパーク親不知 亀の像前・11:00
観 察 場 所：新潟県糸魚川市の海岸
参加費（保険料）
：おひとり 200円
糸魚川翡翠！見つかるかな？
参 加 申 込：令和元年 6月5日
（水）
〜25日
（火）
までに下記の要領にてお申込ください。
※場合により、
早期に締め切らせていただく場合があります事を予めご了承ください
参 加 資 格：鉱物友の会会員
（小学生は必ず保護者同伴の事）
※同行されるご家族、
ご友人も必ずご入会ください。
会員証の提示 ( 紛失されている方は早めに事務局までお申し出ください )
交 通・宿 泊：当会の観察会は、
現地集合現地解散となっています。宿泊地を含む移動手段の手配やご案内は致しません。
参加者個人の自己責任でお願い致します。
【JR糸魚川駅（北陸新幹線）
から約16km 車（タクシー）
で約 30 分】
詳
細 ：持ち物等のその他詳細は参加される方へ直接メールなどでお知らせ致します。
参加者へのお願い：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。

件名を
「定例会申込」
または
「観察会申込」
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、定例会は令和元年 5月22日
（水）
までに。観察会は令和元年 6 月5 日（水）〜25 日
（火）
。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
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令和元年の

1000円

5 6

月 日

均一

ク
ー
ィ
ウ
ン
デ
ゴール は大宮で

大宮ソニックシティ第2・3展示場
11:00〜15:00 入場無料

・天然石・パワーストーン・アクセサリー・その他石に関する何でもかんでも
全店の全商品が税込1000円です！皆様のご来場お待ちいたしております。
GWのおこづかい残しておかないと、後悔するかもよ！(=^..^=)ﾐｬｰ
至川越

至所沢

docomo
ショップ

至熊谷

埼玉りそな銀行
JACK 大宮
ARCHE

至浦和

ビックカメラ

丸井・DOM

至高崎・宇都宮
至春日部

西口

JR大宮駅

大宮そごう

至東京・上野・新宿・横浜

プチマルシェでお店屋さん
デビューしませんか？

今回のプチマルシェは 1000円均一！
1000円なら、
採集した物や購入したコレクションは
勿論、
手作りの鉱物雑貨の販売も可能です。
ひとコマ 5000円でお店屋さんデビューが
出来ますよ〜！詳しくは事務局まで！！！

編集
後記

プチミネラルマルシェ
ボランティアスタッフ緊急募集!

会場の設営、運営等のボランティアを募集します。 下記内容
どれかひとつでも結構です。一緒に会を盛り上げませんか？
①
「鉱物友の会」
ブース受付 11:00〜15:00
②搬入案内 8:30〜 搬入口の案内・搬入終了後解散
③会場設営 8:30〜 会場の設営・設営完了後解散
④撤収要員 15:00〜17:00 会場の撤収と清掃
応募は
「鉱物友の会」
事務局にメール
（件名
『ボランティア受付』
『会員番号』
・希望の活動、時間帯等ある場合は記入）
また
は、
電話
（水・木のみ）
にてお申込ください。
当日の飛び入り参加も大歓迎です！
皆様の力を貸してください。
どうぞよろしくお願い致します。
※必ず会員証を身につけていただきます。

新しい元号「令和」を何度か打ち込んだ今回の会報誌。実は感謝感謝の会報誌です。いつもこの会報誌を待っていてくださる皆様にあり
がとう! 相棒の福ちゃんいつもありがとう! 平成最後の会報誌が、感謝の会報誌になってよかったと思います。
瀧澤淳子
毎号会報誌の殆どの原稿を書き、定例会では司会役を買って出て、更に「埼玉ミネラルマルシェ」では、オークションのMC 役で大いに盛り
上げてくれた瀧澤さんにありがとう。次号からは「令和」と共に会員の皆さまで「鉱物友の会」を盛り上げて行きましょう!
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8 月頃
発行予定です。

定例会、糸魚川観察会報告、
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！
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