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謹賀新年
松 田 泰英

明けまして、 おめでとうござ います。

旧年中 は、大変 お世話 になりまして、ありがとうご

ざ いました。本年も、宜 しくお願 いいたします。

昨年 は、公私共 に色 々な逆境 にあ いま した。自分 の力だけ

ではどう にもならな い事 もあ りま したが、色 々な新 し い事

に挑戦 し、色 んな方 と出会 った事 で、自分 にプ ラ スにな っ

た事が多 か った です。常 に変 化 しな いと いけな いと思 い つ

つ、人間、困らな いと今 ま でと違 った こと に踏 み出 せな い

のでし ょう か。 「ピ ンチ は、チ ャンス」とよく言われ て い

ます。実際、壁を乗 り越え る行動 にう つす のには、かな り

の勇気が いりますが、そ の結 果、得 るも のが大き いのも実

感 しま した。

子供 のころ から 要領 が良 い のが取 り柄 と思 って いま した

が、 手を抜 いて いる事 はし っかりし っぺ返 しがきます。

表面上 はうまく見え て いても、長期戦 にな ると土台 から

崩 れ て いきます。結 局、先を急 がず に コツ コツと歩 ん で い

る人に、追 い つかれ、追 い越さ れ る事が多 か った です。

自 分が苦 手 にして いる 「面倒 くさ い」と思う こと に、 手

を抜 かず行動す る。手間隙 かけ ると、あ っと いう間 に時間

が経 ってしま い、予定がく るう事ば かり気 にな って いま し

たが、 一所懸命取 り組 ん で いると時間 のことも忘 れ、結 果

的 に良 い方向 に進 みま した。

「面倒 くさ い」と いう言葉 を

禁句と し、 一歩 止ま って 一息

ついて、 コツ コツと物事 に

取 り組 む 一年 にします。

今年も、皆さ んと のご縁 に、

感謝 いた します。

コウベ・プレシアス・パール冬の展示会
当社では 6 月と 12 月の年二回、展示会を開催しています。12 月 1 日から 3 日まで、冬の展示会を開催しました。毎
年ルミナリエの開幕と重なり、寒い日が多いのですが、今年は暖かい日が続きました。共同出展初日、シルバージュエ
リーの井川さくらさんは、今回も個性的な作品を出展しました。2 日目のメイクセラピーshin.shin さんは、NAOKO
さんの簡単ヘアメイクを中心に、みきしほさんのワンポイントメイクアドバイスも好評でした。3 日目のあかまつとも
こさんの TC カラーセラピー、皆さん真剣に聞き入っていました。3 日間をとおして展示でした平川宣子先生のニット
展、金属工芸家 榎京子さんの柿渋を使用したバック、あらためて手作りの良さを
感じる作品で、皆さんの目を引いていました。セレクトショップ「Maison De La
Seagull」荒木店長のご紹介で、FM OSAKA DJ の若宮テイ子さんに、ご来場して
いただけました。会社の BGM で若宮さんのお声はよく聴いていましたが、さすが
のオーラ、感激しました。ご自身も岡本で、「galet」というアクセサリーショップ
をされています。今回も多くの皆さんにお越しいただきまして、スタッフ一同感謝
しています。ありがとうございました！

NEWS
★ゾンタクラブ出展
全女性の地位向上をはかり平和と健やかな生活を目指す「フェニックス神戸ゾンタクラブ」
のバザーに出展しました。3 回目の出展で、風井さんがブースに立ちました。
★ 神戸マラソンサポート
当社オフィスが、神戸マラソンスタートの真横なので、ゆるゆるジョギングの会、
芦屋トライアスロンスイムのメンバーの皆さんに開放いたしました。
レース前に、ゆっくり着替え、トイレ使用していただきました。
皆さん、無事完走されました！
★スタッフの八尾さんが、甲南大学文化祭で出展しました
八尾さんは、美術部に所属していまして、甲南大学摂津祭に作品を出展しました。
テーマは、「レトロ」でした。八尾さんはアートが好きで、細かい作業に強く、
その技術は、ネックレス通しなど当社の真珠加工作業に活かされています。

社長のトライアスロン
私が住んでいる西宮市甲陽園近辺は、神社やお寺が多いので、ランニングもお参りできるコースを走ることが多いです。
普段は早朝 5 時前からスタートして、5～10km を走ります。それぞれのコースに特徴がありますが、どのコースもア
ップダウンがついてきます。朝、人気の無い、静まり返った神社、お寺にお参りすると、清々しい気持ちになります。
神呪寺は甲山の中腹にあり、見晴らしが良く、朝陽が上るころは、本当にきれいです。廣田神社は、そのつくりから
歴史を感じ、身の引き締まる思いがします。越木岩神社は、大きな岩が祀られていて、自然の大きさ、大切さを再認識
させてくれます。鷲林寺は、以前全国ネットの肝試し番組でも撮影されたぐらい神聖さを感じます。門戸厄神は、あず
けられている供養の人形の数に、驚きます。西宮神社は、賑やかさを感じ、やはり商売の神様らしいです。

おすすめスポット

JAF ステーション芦屋

「マーヤカレー」

芦屋の国道 2 号線沿いにある JAF ステーション芦屋で

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目１１−１

は、2 階に最大 20 名ほど入れる会議場スペースがあり、

サンセンタープラザ地下

地域のコミュニティーの場として開放しています。1 階

手作り感のある、毎日食べても飽きない味のカレーです。

には喫茶スペースがあり、美味しいコーヒーも飲めます。

ライスはサフランライスで、450 円。トッピングに種類

もちろん JAF 会員で無い方も、ご利用できます。ご利用

があり、オムレツをかけた様なふわとろ卵が人気です。

ご希望の方は、0797-25-9711 にお電話ください。

女将さんは、夜はお好み焼き「けいちゃん」も営業され
ている働き者です。
最近は、親子で
ジョギング練習会
にも、参加されて
います。

