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　齋藤石材店ニュースレター

齋石季報

あなたの町の石屋です！

これからもどうぞよろしくお願いします！

ごめんください。

新潟市北区の石屋、齋藤石材店と申します。

明治25年の創業以来、長年にわたり皆さまからのご愛顧を賜り

まして、おかげさまで今日まで石屋を続けてくることができました。

心より感謝申し上げます。

この石屋という仕事を通じて皆さまの暮らしに役立つことはでき

ないかと常日頃から思いをめぐらせておりますが、まずは皆さま

に私どものことをよりよく知っていただきたいと考え、このような便

りを作り、お届けすることにいたしました。年に数回、近所の石屋

が茶飲み話をしに来たと思って気軽に読んでいただければ幸い

です。

皆さまの暮らしや地域社会に少しでも貢献できるよう一層努力

してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

(有) 齋藤石材店

本社・工場

(有) 齋藤石材店

太平店

〒950-3321 新潟市北区葛塚４８０４

日本海東北道 豊栄新潟東港I.C.すぐ近くです

Tel： 025-386-3491 Fax： 025-386-3493

〒950-0005 新潟市東区太平２丁目１－３１

国道113号沿い、新潟空港の目の前です

Tel/Fax： 025-275-9638

E-mail： saitougs@beach.ocn.ne.jp

ホームページ： http://www.saitougs.com/
齋藤石材店 新潟 で検索

代表取締役 齋藤 繁樹

ニュースレター

創刊のご挨拶

さ い せ き き ほ う
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齋藤石屋からひと言

長年にわたり石と向き合い技を磨いてきた石工

職人たちを中心に、創業から４代目に当たる石

屋一筋５０年の社長と、５代目となる予定の兄弟

で切り盛りしています。

昔ながらの手仕上げで出す「手作りの味わい」

を大切にした墓石のデザイン・設計に自信があり

ます。

墓碑用石材の設計・加工・販売・メンテナンスの

ほか、建築用石材の加工・施工、各種石工事、

石材加工製品の製造・販売など、石に関するお

仕事・ご相談なら何でもかんでも承ります。どうぞ

お気軽にご相談ください。

社員紹介＆ひと言

について

答えています。

伝井 一弘

齋藤 大悟首藤 隼人 谷澤 誠

小柳 貴志 齋藤 賢太

佐々木 覚
中山 尚三

齋藤 勇介小林 絵里子

お花見です。

昨年は、弊社が

復元に携わった

新 発 田 城 に 行

きました。お城

と桜が綺麗でよ

かったです。

私の家の畑で

いろんな野菜

の種や苗を植

えて、芽花を

見るのが楽し

みです。

♨ 春になったらしたいこと ☺ 私の趣味

◎ 他と比べて新潟の良いところ

☆ うちの会社がすぐれていると思うところ

毎年欠かさず

お花見に行き

ます。オススメ

は村松公園

です。夜桜が

とってもキレイ

です。

健康診断の

結果が

ビミョー

だったので

ウォーキング

など

お米がおいしい

ところ。

あと四季が

はっきりして

いるところ☺

田んぼの地平

線に沈む夕日

は新潟らしくて

好きです。夏の

枝豆は日本一

美味いです。

技術向上に

日々取り組んで

おり、お客様に

ご満足いただ

ける商品を提供

できること。

昔の手加工の

技術を日々

磨いていること

と、社員の対応

がいいところ。

趣味でもある

バイクに乗って

出掛けたいで

す。 近 年 全然

乗れていませ

んが…。

齋藤 美代子

花粉症持ちで

春は鼻が

ぐずぐずに

なるので、

薬を買わない

といけない。。

齋藤 繁樹

蕎麦打ちです。

食べてくださる

人に喜んで

もらえることが

楽しみです。

薔薇と山野草に

ハマってます。

手をかけたものが

咲いてくれると

思わず笑顔に♪

石材施工１級技能士 お墓ディレクター
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子供の頃から、家族でたまに食べに行くラーメンが大好きでした。地元葛塚の

「東光」の味噌ラーメン、「林屋」のタンメン、今はなき「五泉屋」の昔ながらの中華

そばでラーメンの味を覚えました。

高校卒業後、札幌で大学時代を過ごしました。札幌は言わずと知れたラーメン

の町。毎日最低１杯、多い日は１日５～６杯と食べ歩きました。その後も全国各地

を旅すれば、北は稚内から南は沖縄・石垣島まで、他の名物に目もくれずラーメ

ンラーメンラーメン。

今年、約20年ぶりに新潟に戻ってきました。知らぬ間に新潟も「ラーメン王国」と

して全国に名を馳せています。春になったら食べ回りたいと思ってますので、皆さ

んのお勧めのお店がありましたら是非教えてください！【齋藤 賢太】

ラーメンが好きです

先日、結婚記念日が近いということもあり、お祝いがてらに東京旅行に行ってき

ました。目的はショッピングと、四年前から始めた夫婦共通の趣味であるご朱印

集めです。

今回は「江戸五色不動巡り」を決行しました。

五色とは、密教の陰陽五行説に由来し重んじられた、青・白・赤・黄・黒からきて

います。不動は不動明王様のことで、不動明王は今年の干支・酉年の守護本尊

です。自分が酉年の年女なので、開運・厄除けの願いを込めていざスタート。五

色といいつつも、実際は六か所を巡るため、電車・バスを利用しながらも歩いた距

離はなんと約20キロ！歩数は28,000歩にもなり、一日がかりでした。足はパンパ

ンでしたが、巡りきることができてとても爽快な気分でした。

皆様の趣味は何ですか？ 【小林 絵里子】

ご朱印あつめ

営業担当として入社しまして、試用期間もあけて、いざひとり立ちしてみると、

やっぱりまだまだ勉強不足だなあと痛感しています。

宗派もいろいろ、お寺さまもいろいろ、、、

お寺巡りが大好きで、その趣味が高じてこの業界に飛び込んだものの、やはり

勉強は大事だと、ただいま猛勉強中でございます。

一方で、プライベートでは最近結婚しまして、夏前には新しい命が誕生する予定

で、次々と幸せが訪れてくることがうれしい今日この頃です。皆さまはどうでしょう

か？ 【首藤 隼人】

よろしく

お願いします

最近なじらね？

３０代も後半になりまして、近年は会った人に大体「太ったね～。」と言われるよ

うになりました。

代謝が落ちてきた上に、仕事等で体を動かす頻度も減少して筋肉も落ちました。

でも好きな物を好きな様に食べている…当然の結果ですよね。

自分の顔と腹を見る度に「これじゃあイカン…。」とは感じますが…結局は特に

何も対策を講じておりません。とりあえず名刺の写真は変更しました。

楽して痩せる方法は無いと思っておりますし、最終的には自分自身の強い「意

志」が必要なのですよね。硬い「石」は取り扱っているのですが…。

毎日の生活の中で少しの運動を取り入れる習慣を付けていければ、と思うので

すが、皆さんはどうしていらっしゃいますか？実践して良かったと感じた軽い運動

などがありましたら教えて下さい。【齋藤 勇介】

太りました

2009年 2017年⇒
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このニュースレターに関するお問い合わせ・ご意見・ご要望はこちらまでお願いします。

お届け先の変更や、ニュースレター送付不要の際もお知らせいただければ幸いです。　（担当：　齋藤　賢太）

(有) 齋藤石材店 〒950-3321　新潟市北区葛塚４８０４　Tel：025-386-3491　Fax：025-386-3493

E-mail：saitougs@beach.ocn.ne.jp　ホームページ：http://www.saitougs.com/

春先によく見られるお墓の傷み・トラブル春先によく見られるお墓の傷み・トラブル春先によく見られるお墓の傷み・トラブル春先によく見られるお墓の傷み・トラブル

お墓は石で造られた丈夫なものですが、長く寒い冬

の積雪や凍結の影響で傷みが生じることがあります。

春先によく見られるお墓の傷みやトラブルについて紹

介しますので、お墓参りに備えてお掃除をするときな

どにチェックしてみてください。

春のお彼岸参り、なじですか？春のお彼岸参り、なじですか？春のお彼岸参り、なじですか？春のお彼岸参り、なじですか？

①①①① 目地の劣化目地の劣化目地の劣化目地の劣化・・・・ズレズレズレズレ

お墓の各部材を接着する

目地材が経年劣化し、開い

たすき間に入り込んだ水分

が凍結・膨張して部材のズ

レが生じる場合があります。

→古い目地材を除去して、

新たに目地加工することを

お勧めします。

②②②② 塔塔塔塔・・・・蓮華台のズレ蓮華台のズレ蓮華台のズレ蓮華台のズレ

①と同様に、塔や蓮華台

を接着する目地材が劣化し

て、入り込んだ水分によって

塔や台を滑らせてしまう場

合があります。

→新たな目地加工とともに、

各部材を芯棒でつなぎ止め

る耐震加工もできます。

③③③③ 花立の損傷花立の損傷花立の損傷花立の損傷

ステンレス筒（オトシ）を入

れていない花立は、穴の中

に入った水が凍結・膨張し

てヒビ割れが生じてしまう場

合があります。

お困りの際は、お気軽に弊社までご相談ください。

では実際のところ、どのよ

うにお彼岸参りをしたらよ

いのでしょう？

宗派によってお参りの考

え方や作法は異なるでしょ

うが、今回は北区嘉山の

七尾山照善寺 （浄土真宗

大谷派）のご住職に伺ったお話をまとめました。

（紙幅の都合もあり、すべての宗派を網羅するわけにも

いかず、、、他の宗派の皆さまには大変申し訳ありませ

んが、一例としてお読みいただければ幸いです。）

照善寺さま、ありがとうございました。

「暑さ寒さも彼岸まで」というように、お彼岸は昼と夜の長さがほぼ同じになる、季

節の変わり目の時期です。

お彼岸に行うお墓参りなどの先祖供養の風習は、仏教徒が多い国の中では日

本だけに独特のものだとか。

諸説あるようですが、「古来からの自然・太陽・先祖への崇拝をもとに、この時期

の真西に沈む夕陽を目印として、西の彼方にある極楽浄土を思い、そこにいる先

祖を偲んで夕陽を拝んだ」のが起こりの一つ、とも考えられているそうです。

春のお彼岸

に向けて

照善寺 本堂

①①①①

③③③③

②②②②

「お彼岸にお墓参りされる方は、昔に比べて増えた

なあという印象です。一方で、昔と違ってお墓だけ

お参りして、本堂へのお参りやお彼岸の行事・法

要に参加されない方が多いですね。」

「浄土真宗は、ご先祖様が浄土へ行けるように供

養する（追善供養）という考え方をとりません。なぜ

なら、ご先祖様は亡くなると同時に阿弥陀様のお

力でもって極楽浄土へ行っている（往生する）のだ

から。」

「お墓参りも、ご先祖様の供養のためではなく、阿

弥陀様のお力に頼るとともに、先に往生されて仏

様になられたご先祖様に導いていただき、自分も

往生したいと願うために行います。

ですので、寺へお墓参りに来られたら、お墓だけ

でなく本堂の阿弥陀様もお参りしてくださいね。」

「照善寺では、お彼岸の法要と永代経法要を同時

に行っています（3月18日(土)予定）。これは、この

浄土真宗の教えを後代に末永く伝え続けていくた

めの法要です。よろしくお願いします。」

←←←←

お墓参りの際にはバケツと雑巾を持参して、お墓

の汚れを拭き取ってからお参りしましょうね♪


