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三宮掃除 に学ぶ会

松 田 泰英

フォーマルのイメージ強いので、黒真珠の方がおしゃれの幅は広がります。

清掃 活動をす るにあた って、してみたか った のは、トイ

特にルールはありません。黒真珠が出回る前は、普通の白い真珠を着けていました

レ掃除 と街頭掃除 でした。三宮 で街頭掃除 を探 してみたと

そもそもお葬式の時に真珠を着けていいのかという質問もよくありますが、

ころ、月 一回平 日 の朝六時 から、三宮 駅周 辺 の掃除 を して

あります。緑色が入ったピーコックカラーが、最上級とされています。

いる 「西宮掃除 に学ぶ会」をネ ット上 で見 つけま した。

タヒチ黒蝶真珠には、真っ黒なベースのブラック系とメタリックなグレー系が

早速 参 加 したと ころ、 現在 工事 中 の三宮 駅北 側 の公園

高価だったのですが、近年生産量が増えて価格ももとめやすくなりました。

を、 十年 ほど 二人 で掃除さ れ てきたと のこと でした。

市場でも見かけなくなってきました。一方タヒチ黒蝶真珠は、昔は生産量が少なく

今 ま で全 く気 にして いません でしたが、実際 に掃除 を

黒真珠の用途は葬式だけでなく、普段着けにも使用できます。白い真珠が

してみると、これ ほど吸殻、食 べ物 のパ ッケージ、空き缶、

ので、黒真珠を着けても大丈夫です。

コップ、ペ ットボ ト ル、空き瓶などが捨 てられ て いる のに
驚 きま した。 私も今 ま では、ゴ ミ箱が見当たらな い時 は、
何 も考えず にポ イ捨 てして いま した。
街頭掃除 を し始 めた頃 は、飲 み残 しや食 べ残 し のひど い
ゴ ミを見 つけ ると、な んと いう事 をす る輩が いるも のだと
腹が立ちま した。 でも、街頭掃除 を続け て いくうち に、
ひど いなと は思 いますが、片付ければ いいのだと いう思 い
が わ いてき て、 淡 々と片 付 けら れ るよう にな ってき ま し
た。掃除 をす る ことが、習慣 にな ってきた気が します。
途方 にくれ る様な汚れ方 でも、ひと つづ つ拾 って いくと
徐 々にきれ いにな って いき、朝 から何とも清 々し い気持ち
にな ります。
月 一回 の掃除 の会 にも、参加者 が増え てき て、名称も
「三宮掃除 に学ぶ会」と改 め て活動を広げ て います。
毎 回ゴ ミが い っぱ いの
三宮 ですが、掃除 が浸透
す るには十年 はかかると
掃除 に学ぶ会 の先輩 は、
お っしゃ って いま した ので、
コツ コツと続けます。

黒真珠

「お葬式用に黒真珠を」という引き合いがよくあります。昔は、アコヤ真珠のグレー系を黒真珠と言っていましたが、

近年ではタヒチ産黒蝶真珠を黒真珠という傾向があります。

アコヤ真珠の黒真珠は、天然の黒真珠と、加工した黒真珠がありますが、共に素材が少なくなり数量が極端に減って、
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★「ひょうご・神戸合同商品展示会」

★繊研新聞に、掲載

神戸サンボーホールで開催された、

アパレル専門の繊研新聞に、

神戸商工会議所主催のひょうご神戸

当社のパールジュエリー

合同商品展示会に出展しました。

ブランド「GRANGE」が、

地元を中心に多くのバイヤーさん

掲載されました。

が、来場されました。
★兵庫同友会で、報告

★サンテレビで、バンス紹介
地元神戸のサンテレビ

経営者の勉強会「兵庫同友会」の、

「午後キュン」で、

神戸中央支部ブロック会を当社で

神戸べっぴんものがたり

開催し、補助金事業を中心に

「パールバンス」が

私自身の経営体験を報告させて

紹介されました。

いただきました。

社長のトライアスロン
私は、縁あって猪名川のトライアスロン「チームブレイブ」に、参加させていただいています。監督の八尾彰一さん
は元実業団選手で、実業団チーム監督時代にオリンピック選手を 3 人輩出されました。
トライアスロンを始めた頃、トライアスロン月刊誌を教科書にしていて、八尾監督の記事がよく掲載されていました。
オリンピックレベルの「身体と心」両方を鍛える指導法は、経営者としても勉強になっています。
初めてブレイブの練習会に参加して驚いたのは、指示だけ
だすコーチが多い中、監督が先頭に立って選手と一緒に練習を
されていたことです。子供から大人、初心者からトップレベル
まで、幅広いメンバーが一緒に汗を流しています。
現在、猪名川、芦屋、尼崎、西宮で開校されていて、毎週
芦屋のスイムレッスン、シーズン中は猪名川でのバイク練習を
中心に参加させていただいています。
ご興味ある方、是非一度ご参加してみてください。

色々といただきまして、ありがとうございました！

おすすめスポット
ワールドワングループ
金魚

金八

芋男爵

脂屋肉八

土佐清水ワールドなど

日頃からお世話になり、ジョギングも一緒に練習させ
ていただいている方が取締役のお店です。
元々沖縄料理ですが、三宮を中心に店舗展開されてい
ます。
料理はもちろん美味しく、
お店も綺麗で、スタッフの
対応も良く、お客様との
食事によく使わせていただ
いています。

