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研修旅行(台湾)

お墓の改葬工事

１２月２９日〜１月４日

︵仏石・水鉢・花立は石を取り替え︑台石は
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辛い時でも顔には出すな！

１月５日〜１月８日

もらいましたが︑その当時一人一人の人
間がどのような思いであったのか︑特に
この特攻隊員たちのような立場に立つ人
間がどのような思いで亡くなっていった
のかを知ることでただ単に戦争がダメだ
ということではなく︑より深く戦争のむ
なしさや命の尊さを考える良い機会にな
りました︒そして何よりも今の時代の日
本が平和であることのありがたさを感じ
ることが出来︑同時に先人が築き上げて
くれた日本をより良く次の世代に引き継
いでいけるようにしなければと背筋が伸
びる思いをしました︒
日帰りでの短い時間ではありましたが
充実した研修の一日となりました︒
最後になってしまいましたが︑近頃行
く先々のお寺や墓地などで﹃いつも通信
読んでるよ︒ありがとう！﹄とお声を掛
けて頂ける機会が増えており︑大変嬉し
く感謝致しております︒年末にはお墓参
りに行かれる方も多いと思いますがお墓
の水アカのお掃除︑草抜き︑目地切れの
補修︑玉砂利の補充など日頃からお気づ
きの点などございましたらお気軽にご相
談下さい︒
日増しに寒さも強くなっており︑年末
年始はご多忙のことと存じます︒皆様も
お身体には十分にご自愛頂き︑来年も変
わらぬご愛顧を賜りますよう︑よろしく
お願い申し上げます︒

皆様にはご迷惑をお掛け致しま

私が高校生の時には毎日のように先生
に怒鳴られていた言葉です︒
私が清教学園高校の柔道部の課外指導員
をさせて頂くようになってからもうすぐ
三年になります︒当時︑大阪府下では一
回戦負けが常連だったチームも近頃では
三回戦あたりまで勝ち進めるようにな
り︑段々と力もついてきました︒
この冬休みには体力作りの基礎トレー
ニングを重点的に取り組もうということ
になり︑生徒達と一緒にランニングや坂
道ダッシュ︑バーベルなどの機械トレー
ニングにも励んでいます︒年甲斐もなく
生徒を相手に張り合って︑毎度毎度全身
筋肉痛になっているのですが︑楽々とこ
なしているように見せないといけないの
が辛いこの頃です︒ 欣(弘 )

9:00〜12:00予定

年末年始休業のお知らせ

通常営業再開
１月９日〜

餅つき大会
１２月２８日

にはその時飛び立っ
ていった隊員達の遺
影や遺書︑遺品など
が多数展示されてい
ます︒人から勧めら
れたとはいえ︑なぜ
鹿児島まで行ったの
かというと︑今年の
一月に石材組合の旅
行で行った靖国神社
参拝を通じて先人達
の築いてこられた日本の歴史や事実を知
るということは非常に大事であるという
ことを感じたことと︑当時の最前線の基
地として多くの二十代前後の若者が命を
掛ける覚悟をした時の想いを知りたかっ
たからです︒
施設には本当に多くの遺書や遺品が展
示されていました︒隊員さんの中には十
七才という若さの人もたくさんいたよう
で︑見ていて胸が
痛くなる思いをし︑
戦争の悲惨さを改
めて肌で感じる事
が出来ました︒
小学生の時から
義務教育が終わる
頃まで戦争はダメ
だということは耳
にタコが出来るく
らい聞き︑教えて

磨き直しました︶

after
before

庭の自然石・雪見灯籠施工
お寺の参道石貼り工事
玄関の石貼り工事

本年も残すところあとわずかとなりましたが
皆様方におかれましてはいかがお過ごしでしょ
うか︒私は毎朝近くの公園で︑娘と桜の葉が毎
日少しづつ落ちているのを見て︑冬の訪れと共
にこういう事に関心を持つようになった自身の
年齢を感じています︒
さて︑つい先日の事ではありますが︑茨城県
での経営者養成塾で一緒に勉強している方の勧
めで鹿児島県南九州市の知覧町にある特攻平和
会館へ行ってきました︒九州へは何度か行った
ことがありますが︑鹿児島へは初めてで︑伊丹
空港から飛行機で一時間弱と意外にも早い時間
で行くことが出来ました︒飛行中は雲も多かっ
たですが︑時折見える九州の山々の雪景色を楽
しんでいるうちに到着となりました︒鹿児島空
港から車で約一時間半ほどの距離にある知覧町
は本土最南端の町で︑緑の多い自然豊かなとこ
ろでした︒ご存じの方も多いと思いますが︑知
覧は大東亜戦争末期の
沖縄戦での特攻作戦の
出撃地として多くの隊
員が命を掛けて飛立っ
た場所として有名で
す︒この特攻平和会館

休業日
↑道中の高速道路から桜島が綺麗に
見えました

今月の小路口石材活動記
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方が優れている為︑明治後半頃
より徐々に使用されなくなりま
した︒因みに今月の活動記の改
葬写真の工事前 二(段目左側 の)仏
石が和泉砂岩製で︑老朽化の為
に取り替え工事をさせて頂きま
した︒今でも泉州地方にはたく
さんの和泉砂岩製のお墓が見ら
れます︒
余談ではありますが︑江戸時
代より全国に移住していった泉
州石工が現在の石材加工産地で
有名な香川県の庵治や愛知県の
岡崎のはじまりになったといわ
れており︑我が小路口家も岬町
から堺へ移住した泉州石工の末
裔になるかと思います︒今の時
代では考えられないですが︑昔
は旅の石工職人も多かったとい
うことで︑風来坊の旅をしなが
ら旅先で石を刻むような生活に
少し憧れたりもしますが︑当分
は﹁地域密着﹂をモットーに堺
の皆様から愛される石屋を目指
したいと思います！︵欣弘︶
↑和泉名所図会で泉州石工達が和泉砂岩を加工する様子を描いたものです。

〜和泉石編〜

和泉名所図会
私が高校生の時
︵下図︶には泉州
には毎日のよう
石工の地元で産
に先生に怒鳴られていた言葉です︒
出される和泉石
私が清
を狛犬︑石灯
篭︑石臼に加工
する彼らの姿が
描かれていま
す︒同図会によ
ると彼らが加工
している和泉砂岩についても説明が
あり﹁名産和泉石 鳥取荘及び下箱
作村︑多く出る 某色︑青白にして
細密なり︒石碑を造るに文字顕然た
り︒京師及び諸国に出ること多し
⁝﹂というように当時は石材として
高い評価があったようであります︒
また現在の日本国内で流通している
石材で最も高価なものは香川県の庵
年︵明
治石︵花崗岩︶ですが︑ 1879
治十二年︶の庵治石産出表によると
庵治石は上等の石材だが和泉の石よ
りは一等下につくとしており︑軟質
で細密な加工がしやすく︑しかも︑
加工直後には見栄えも良いとされて
おり︑おそらく当時では西日本を代
表する銘石だったことがうかがえま
す︒しかし砂岩という性質上︑石の
表面が皮がめくれるようにポロポロ
と剥がれ落ちる墓石もたくさん見ら
れ︑墓石材としての耐久性では現在
一般的に使用されている花崗岩の

毎朝の環境整備活動について

日本の銘石

大阪府泉南地方から産出する白亜
紀の砂岩で一般には和泉砂岩の名前
で知られています︒石目は緻密 ち(
みつ で)緑灰色です︒和泉石の歴史
は非常に古く︑古墳時代 ３(世紀半
ば過ぎから７世紀末頃 に)堺市にあ
る二本木山古墳の石棺が最初だった
といわれています︒その後堺市の乳
岡古墳や和泉市信太千塚古墳群をは
じめ︑この付近の多くの古墳の石室
構造にも多数使用されてきました︒
この和泉石は先に記した古墳時代
から活動をはじめ︑江戸時代から明
治にかけて全国で活躍した泉州石工
という石工集団の存在があったこと
により︑非常に有名な石となってい
ます︒泉州石工とは近世に現在の大
阪府阪南市︑泉南市︑泉南郡岬町付
近を本拠に全国で活躍した石工集団
で︑狛犬︑石灯篭︑石臼︑石鳥居な
どの石彫を得意とし︑石材の細密な
加工や細かな碑文の製作に加え︑本
格的に活動を開始したとされる中世
の高野山の五輪塔群が有名です︒有
名な戦国大名のものとしては武田信
年︶の日付の和
玄の天正元年︵ 1573
泉砂岩製の五輪塔も存在していま
す︒
江戸時代後期︑寛政年間出版の

今回は墓地内に植えているツゲの撤去作業のご紹介をしま
す。鉢ヶ峯公園墓地など、比較的墓地の面積が広いところで昭
和５０年頃にツゲの木を植えるのが流行しました。
当時は水を与えなくても枯れない、手間があまりかからない
からと石屋側の勧めもあったようですが、皆さん植えておられ
ました。しかし手入れをしないで２０年以上成長を続けるとど
んどん大きくなってしまい、通路や隣の敷地にはみ出していた
り見た目が良くないばかりか、根が張りすぎて巻石を動かした
before
り、時には地中を伝って納骨室の中が根っこだらけになった
り、お隣の墓地から芽が出るということも起こっています。最
悪の場合、巻石を一度解体しないと元に戻らない事もありま
す。頻繁にお参りをされて手入れが行き届いている場合は良い
のですが、なかなかそうもいかないと思います。そのような場
合は今回の様に抜いてしまうのも一つの方法です。見た目以上
に土の中で根を張っておりますのでなかなか大変な作業ですが
出来る限り取り除きます。キレイに落ち葉などを取り除き玉砂
利を補充すれば見違えるほど見映えの印象が良くなります。
ツゲの木の場合は一本3,000円から撤去を受け付けております。
after
墓地内の植木が成長しすぎて困っている方がいらっしゃいまし
たらぜひご相談下さい。（和弘）

↑有馬の温泉神社の鳥居の
柱に彫刻されていました

毎朝３０分間だけですがほぼ毎日継続しておこなってまいり
ました。お店前の歩道の清掃は通行される方のご協力によっ
て、ポイ捨てやゴミの不法投棄は確実に減少傾向にあります。
開始当初は生活ゴミや様々なものが投棄されていましたが、毎
日の清掃によって、「ゴミを捨てにくい環境」に変化してきた
ことにより、徐々に成果が出てきたと思います。そして会社内
の環境整備につきましては、よく使うものとあまり使わないも
のとを仕分けし、使う頻度の高いものを棚に配置し、あまり使
わないものを物置に収納し、見た目にもきれいで、仕事がしや
すい環境の会社にしていこうと活動を継続中であります。こち
らのほうも継続して行うことにより、理想の形に整えていきた
いと考えております。
店舗前に設置させて頂いているフリーボックスですが、現在
も継続中で、石を入れておくとあっと言う間になくなったり、
持ち帰る前に声を掛けて下さったりと、なかなか好評のようで
す。以前は産業廃棄物として処分していたものですので、地域
の方に喜んで頂きながらこちらも処分費用が掛からないのでこ
れからも継続していくとのことです。このように物を大事に
し、有効に活用することも環境整備の一環なのではないかと思
う今日この頃です。
↑歩道の草刈りをしている時の写真
です。

〜墓所内のツゲの撤去 〜
今月のリフォーム工事

