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母校

松 田 泰英

対処が難しく、大きな規模の問題ですが、徐々にでも改善されることを願っています。

私 の母校 は、甲南 幼稚園 から甲南 大学 ま で、ず っと甲南

養殖業者の高齢化、廃業、若手不足、資金繰りも、深刻です。

でした。 おまけ に、 甲南病院 で生まれ て います。 両親 が、

につながるのですが、生き物がつくる宝石ですので、なかなかうまくはいきません。

私を受験な しで大学 に行 かせたか った ので、甲南 に入れた

海から揚がった真珠が、バランスよく販売されることが、価格、利益、真珠業界の安定

そう です。わけもわ からず幼稚園 に入りま したが、周 りは

ボリュームゾーンは、売れ行きも停滞気味で、価格も抑えられた一年でした。

明ら かに裕福な家庭 の同級生ば かり。我が家 も 一般的 には

の入札でも、驚くほどの高値で取引されています。ただ全体でみると、人気以外の

不自由 の無 い家庭 でしたが、ナ シ ョナ ル、三洋電機、東宝、
阪急、医者など、周 りから は、おぼ っち ゃん学校 と言われ、
納得 いかな いも のがあ り、 正直、 甲南 が好き になれず、
中学 は別 の学校 へ行きた い気持ちもあ りま した。でもそ の
気持ち 以上 に、良 い同級生、先輩、後輩が多 く、結 局、
甲南 大学 ま で行きま した。五十歳 を過ぎ た今 でも、ほぼ毎
年 小学校 の同窓会 を開催 し、 ＳＮＳでも交流 して います。
大学 同窓会 の神戸甲南会 の幹事 も、もう十年 以上勤 めさ せ
て いただ いて います。今 とな っては、 甲南学 園 は、私 の
アイデ ンテ ィテ ィの 一部とな って います。
ただ時代 は流 れ、甲南 の特長 の 一貫教育 も変わ ってきま
した。 現役大学生と接す る事 も多 いのですが、 たまたま
入 った大学 が甲南 だ った ので、 甲南 に対す る思 い入れも
少なく感 じます。仕方 の無 い事 かも しれませんが、個性を
活 かした甲南 ら しさを、少 しでも後輩 に伝 承す る のが、
生 粋 の甲南 生 であ る私 のライ フワー ク のひと つではな い
かと考え て います。 小学校、中学校、高校 の同級生も、
時代 の流 れ で、色 々な事があ った みた いですが、同窓会 で
顔を合わすと、昔 の気 の
置けな い同級生 に戻ります。
い つでも帰れ る母校があ り、
同級生が いる こと は、大変
有難 いこと です。

浜揚げ入札会

毎年 12 月から 2 月までが、アコヤ真珠の浜揚げシーズンとなります。三重県、四国、九州各地で、今年の真珠が浜揚

げされて、入札にかけられます。浜揚げされる真珠の数量は、バブル期を頂点にして減っていき、養殖場の老朽化で、

品質も下がってきています。海の汚染は、範囲が広い為に簡単には元に戻りません。以前は、直径 2mm から 10mm

までの真珠が、需要に合わせてバランスよく養殖されていましたが、近年作業しやすく、販売金額も上がる 8mm に

集中しています。大柄な欧米でも、着けた時のバランスを考えて、スタンダードなサイズは 6mm です。7mm 以下の

高品質な真珠は、極端に品薄になっています。昨年の販売状況は、人気のある品質とサイズは品薄状態で、今シーズン

NEWS
★チームブレイブ感謝の集いに参加
当社が応援している猪名川のトライアスロン団体「チームブレイブ」感謝の集いに参加し、
プレゼント賞品にパールネックレスを提供させていただきました。日頃お世話になって
いる方、70 名以上が参加されました。
★神戸検定の賞品
神戸商工会議所が主催の神戸検定の賞品に、昨年に引き続き当社の商品が採用されました。
アコヤ真珠のタックブローチで、舵がモチーフとなっています。
検定は、かなりマニアックな問題だそうで、合格率は低いそうです。
★ラスベガスファッション展示会「MAGIC」に出品
2 月 21 日～23 日にラスベガスで開催される展示会「MAGIC」に、中小企業基盤整備
機構が母体の「Rin crossing」のブースで当社のジュエリーを出品いたします。

社長のトライアスロン
冬場のトレーニングは、忘年会、新年会が重なり、風邪との闘いでもあります。私は、毎年１１月頃から、飲み会、睡
眠不足が続くと、扁桃腺が弱い為か、喉から風邪をもらい、声も枯れて仕事でつらい思いをしていました。もちろんト
ライアスロンの練習も控えますので、トレーニングの全体量も減ってしまいます。トレーニング量が減ると、血流が悪
くなり体温も下がる為か、免疫力が下がるのか、風邪も長引いて悪循環となります。
昨年、同級生が岡本で開業している三宅歯科で歯を治療してもらった時、うがい薬を使用するように言われました。
元々は、歯と歯茎の為に口内殺菌が目的のうがい薬でしたが、喉にも効くようです。
このうがい薬を朝と夜の２回、歯磨きの後に使用した昨年の冬は、全く扁桃腺の
風邪を引きませんでした。それ以降、年間通して使用していますが、扁桃腺の風邪を
引いていませし、引きかけても軽症で収まっています。
一回の使用量は、コップに１０滴落とすだけで、長期間使用できて、価格も高く
ありません。
冬場の風邪に困っている方には、是非試していただきたいです。

おすすめスポット
焼鳥 炭焼きつくねや「まいど」
神戸市中央区中山手通４丁目 18-28
Tel: 078-242-1912
三宮街頭掃除をご一緒している高寺さんがオーナーの
焼き鳥屋です。細かい手作業の炭焼きの焼き鳥、お料理
が美味しいのはもちろんですが、野菜
も美味しいです。盛り付けも、彩り
豊かで綺麗です。清潔感のあるお店で
女性も入りやすいです。
昼間は、美味しいお弁当も販売して
います。

色々なお品をいただきました。
ありがとうございました。

