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人は他との比較をやめて、ひたすら自己の職務に専念すれ
ば、おのずからそこには一小天地が開けて来るものです。
森

ご先祖を大切にす る
松 田 泰英

長年税 理士をさ れ て いて、色 々な会社 の繁栄と衰退を見

てきた天明茂先生が書 いた 「なぜう まく い って いる会社

の経営者 は、ご先祖を大 切 にす るか」と いう本 に興味 を持

ち、先 日講演会 へも行 ってきま した。自分 の行動 は、自分

自身 が決 め てきた ことだと思 って いますが、実 はご先祖 の

思 いがあ る シナリオが大きく影響す ると のこと でした。

ご先祖を知 るため家計図を作成 してみま したが、あ っと

いう間 に百名を超え ま した。あらため て、一人 の人間 には、

多 く の親族と の つなが りがあ ると実感 しま した。

私 はご先祖 の事 をあまり知らず、二代先、三代先 とな る

と、驚 く事ば かり でした。私 のご先祖 は、貿易を して いた

みた いで、海外と の取引 に興味 があ り、苦 にならず楽 し い

のは、 そ の様な背景があ る のだと納得 しま した。

また病気 にも共通点があ り、気を つけなければ と思 いま

した。ご先祖 の望 み、 できな か った こと、失敗 した こと、

す る べき ことなど、ご先祖が歩 ん できた生き様 から学 べと

示 してくれ て いると感 じま した。

思えば、私が生き て いると いう こと は、生命 が誕生 した

時 から続 いて いて、そ の細胞 は脈 々と受け継がれ て いるか

と思うと、本当 に生き て いる事 は凄 いこと です。

百年企業 の特長 は、ご先祖 の家 訓を大 切 に守 る ことだ そ

う です。先 日、甲南 大学 同窓会 で フォーラ ムに参加 して い

アコヤ真珠

た 五百年企業 「剣 菱」 の白樫新社長さ んが、 「ひたすら

での講演会

伝わ ってきた家 訓を守 る

事 です」と いう言葉が

印象的 でした。今 月も

し っかりお墓参 りに行 っ

てきます。

新大阪ブリックビル

信三（教育哲学者）

海外での好み

今回の米国トランプ大統領の来日で、メラニア夫人がミキモト銀座店を訪問されました。
海外の女性にとって、古くから真珠は憧れの宝石で、特に日本産のアコヤ真珠は人気が高いアイテムです。
当社は、設立当初は売上の約９０％が輸出で、各国それぞれの好みに合わせた真珠を選んで納品していました。
アメリカでは、イミテーションパールが先に市場に流れたので、丸くて白色でキズがない物が好まれています。
「歯を、真珠の色のようになるまで磨きなさい」という諺があるぐらい白色にこだわりがあります。
ヨーロッパでは、イギリス、ドイツはピンクで巻きの良い物、イタリアは白、スペインは黄色が好まれています。
天然志向で、形、キズより、真珠そのものの輝きが重視されます。
ブラジル、チリなどの南米、インドでは黄色が好まれています。
おそらく肌の色、太陽光線の加減が合うのだと考えられます。
中国や韓国のアジアでは、８ｍｍ以上の大きなサイズが好まれます。
海から揚がってくる真珠には、色々な色、形、サイズがあるので、
きちんと選別して、それぞれ好まれる市場に旅立っていきます。

アメリカ向き
ヨーロッパ向き

南米向き

NEWS
★デザイン

★e-JAF STATION 芦屋
当社学生スタッフの八尾

e-JAF STATION 芦屋

由菜さんが、冬の展示会の

のいちおし商品に、当社の

チラシと、日本を美しくす

14 金本真珠スルーネック

る会 関西ブロック大会の

レスが選ばれました！

パンフレットのデザインを
しました。
★みきしほさん著書出版

詳しくは、JAF ホーム
ページをご覧ください。http://jafevent.jp/
★甲南女子大学「清友会」バザー

当社がいつもお世話になっているメイク

10 月 28 日に開催された甲南

セラピストのみきしほさんが、著書「メイ

女子大学「清友会」バザー、お

クがシニアを元気にする」を出版されまし

蔭様で盛況でした。 ブースに

た。タイプ別にメイクの仕方が細かく紹介

立ち寄ってくださった皆様、

されていて、実用的な一冊です！

ありがとうございました！

社長のトライアスロン
忘年会、新年会シーズンが近づき、飲み食いが増えて、体重増加が気になりますが、トライアスロンをやっていると、
ダイエットについてよく質問されます。
私が 39 歳で運動を再開した時は、体重 64ｋｇ体脂肪率 28％で徐々に体重が増加していましたが、運動を続けるう
ちに体重、体脂肪とも減り、現在まで体重 57ｋｇ体脂肪率 10％を大体キープしています。
水泳、自転車、マラソンの 3 種目でどれが一番ダイエットに効果あるかというとランニングですが、身体への負担も
大きく、運動経験が少ない人には身体への負担が大きく、故障のリスクも高くなります。
一番効果があるのは、単純ですが食事の量を減らすことです。あっさりした身体に優しい
食品を、腹八分目食べる。私も年末年始で毎年体重、体脂肪率ともに増えますが、運動し
ながら食事の量を元に戻すと体重も自然と元に戻ってきます。ご飯を極端に減らすことは無い
ですが、しめのラーメンやお茶漬け等は、やはり体重増につながっています。
私は朝夕、入浴の際に体重、体脂肪率を量っていますが、自分の状態を知るということで、 体脂肪率、基礎代謝量、
毎日計測するのもダイエットには重要なポイントかもしれません。

おすすめスポット
まご八
神戸市東灘区田中町１‐１５‐７
バールビルＢ１Ｆ
電話：078-453-8886
JR 摂津本山駅南側降りてすぐにある和風創作料理店
です。店長は、甲南大学の先輩です。
お料理は新鮮な刺身豚が名物です。
こだわりの紙鍋のしゃぶしゃぶも、
お出汁をしっかりとっていて、深く
甘い味です。少人数で、楽しめる
お店です。

本年も、ありがとうござい
ました！
良いお年をお迎え下さい。

など計測できる体重計

西宮掃除に学ぶ会
第 193 回 12 月 17 日（日）

AM8:00～10:00
西宮神社トイレ掃除
参加費 500 円
三宮掃除に学ぶ会
第 129 回 12 月 27 日（水）

AM6:00～7:00
三宮駅周辺街頭掃除
広田参道を美しくする会

毎月第一、第三日曜日
AM8:00～9:00
廣田神社境内参道清掃

