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clam gets killed
「人類と真珠貝の奇跡の共同作業」その実態は、貪欲な人間が真珠を採ってかわいそうな真珠貝は殺される

松 田 泰英

当社が動画サイトにア ップ して いる

真珠 の養殖 ビデ オを観 て、海 外 から こ の

様な コメ ントが着 ま した。 三代 にわ たり

真珠業 を営 む立場 から は、 と ても納得 で

きな い コメ ント でした。 でも市 場 に流 通

して いる真珠 の数だ け、多 く の真珠 貝が

命 を奪 わ れ て いる のは事実 です。幼 い頃

から たくさ ん の真珠 を見 て、穴あけな ど

の加 工を 手伝 って育 ち、 日 々の仕事 の中

で販売す る ことば かり考え て、忘 れ て い

た こと でもあ ります。真珠 をと った後 の

ア コヤ貝 は、身 は柔ら かすぎ て食 べる事

できず、 貝柱だ け食 べて、後 は廃棄さ れ

ます。 三重県な ど の養殖 場 では、真珠 貝

の供養祭 を開催 して います。 と りあえず

毎朝、真珠 貝 に手を合 わす事 を はじめ、

スタ ッフにど のような経緯 で現在 の真珠

業界が成 り立 って いるかを説 明 し、真珠

貝 に感謝 して、 少 しでも供養 を、 いた し

ます。

真珠と真珠母貝

"Miraculous partnership between man and nature" ....greedy man gets his pearl and the poor oyster/

神戸べっぴんものがたり
「神戸べっぴんものがたり」は、昨年 4 月から神戸商工会議所が中心となって、神戸に新しい土産物ブランドをつくる
という主旨のもと、「美」と「健康」をテーマに神戸の地元企業 12 社でスタートしました。神戸は真珠加工が地場産
業ということで、当社にも声をかけていただきました。通常のアクセサリーはつくらないというコンセプトで、バンス、
ピンブローチを、当社スタッフがデザインしました。昨年 12 月から販売開始となり、食品類は高速道路のサービス
エリア、JR 三宮駅、当社のアクセサリーは、ホテルラスイート神戸、神戸みなと温泉蓮、ANA クラウンプラザホテル
神戸、神戸百貨店ハーバーランド店、伊丹空港などでご覧いただけます。NHK の朝ドラ「べっぴんさん」が 10 月
から始まり、神戸市もべっぴんで盛り上げるので、これから期待です。

NEWS
★冬のジュエリー展示会「感謝の集い」12 月 1 日（木）、2 日（金）、3 日（土）に、開催
ジュエリー、アクセサリー、リフォームと共に、井川さくら 銀工芸、shin.shin 芦屋 NAOMI 簡単ヘアメイク、
あかまつともこ カラーセラピーの日替わり共同出展、甲南女子 OG の平川宣子先生 ニット展、榎京子先生 バッグ展
をお楽しみください。粗品もご用意しています。
★甲南中高大の同級生がオーナーのお店、阪急六甲にオープン
洋服がメインですけど、ジュエリー好きの素敵な店長が選んだ当社で作成したパールジュエリーも販売しています。
Maison De La Seagull 神戸市灘区篠原本町 1 丁目 7-1 メープル六甲 102 Tel: 078-871-1655
★神戸みなと温泉「蓮」で、10 月 28、29、30 日にハロウィンナイトプールパーティー開催
当社の元読者モデルの方が、参加しました。「蓮」では、当社のアクセサリーも販売されています。
★スタッフの杉本さん、しまなみ海道サイクリング初挑戦
乗馬の得意な杉本さん、長距離のサイクリングは初めてでしたが、40km 無事完走しました。
サイクリングが楽しかったそうで、これからはまりそうとのことです。

社長のトライアスロン
９月に開催されたリレー・フォー・ライフ芦屋キャンドルラン 12 時間チャリティーリレーマラソンに参加しました。
がん患者さんとそのご家族を支援する主旨で、走った分だけ募金します。私が参加しているジョギングの会 13 名を
2 チームに分けて走りました。会場は、芦屋市立川西運動場です。スタートは 20 時 30 分、1 周 200m の周回コースを
大体ひとり 2km 走って交代します。エイドのドリンク、フードとも十分あり、隣接する体育館も休憩に使用できて、
環境は良かったです。あいにく天候はあまり良くなく、夜中に途中雨が降り出して結構濡れましたが、翌朝 8 時 30 分、
全員無事に完走できました。ひとり 20km ぐらいは、走りました。1 回走ると 1 時間ほど休憩がありますが、１回が
2km と短い距離なのでペースを上げて走ってしまうのと、本来身体を修復している時間帯の寝る時間に走る為、身体
に残るダメージは大きいです。
私の身内にもがんになった者はいまして、
今回趣味のマラソンが少しでも役に
立てて良かったです。また来年もチーム
で参加したいです。

おすすめスポット

灘五郷 9 社の統一ブランド「生一本」

「神戸市役所職員食堂」

兵庫県産の酒米のみを使い、灘五郷の醸造技術や各蔵元

〒650-0001 神戸市中央区加納町６−５−１

の個性を活かし、コメと米こうじだけで仕込む純米酒

Tel: 078-331-8181

9 本です。5 年前にスタートした時購入しましたが、9 社

神戸市役所が職員の為に営業している食堂ですが、一般

とも辛口、甘口、濃さなどそれぞれの個性があって、

の方も利用できます。日替わり定食 580 円が毎日 3 種類

大変美味しかったです。9 本セットで、13,244 円（税・

あり、カロリーは大体 600Kcal 以下、塩分は 2g 以下に

送料込）です。バラ売りも、あります。販売元は、

抑えられています。はじめは味付けが物足りなかったの

(株)ヴィザヴィ神戸で、

ですが、慣れるといかに外食がカロリー高く、塩分多い

担当は、山内真知子さん

か舌が敏感になってきます。ここに通うと、1 ヶ月ぐら

です。

いで体重が落ちてきます。12 時から

Tel: 078-891-8018

12 時 30 分以外が空いていて、

Fax: 050-3488-9256

ゆっくりできます。

