貴方の笑顔のために
す。ｚｚｚあなか

やかやか通信

感動を感謝 の言葉 にす る 松 田 泰英
先 日、チー ムブ レイブ のトライ ア ス ロン兵庫プ ロジ ェク
ト選手育成練習会 で、奈良県警 の警察官 で 「 な かよし の
掃除 に学ぶ会」代表 の羽根康英様が講演さ れま した。
街 の治安 を守 るため、非行少年対策 の任務 に就 かれ て い
た時 のお話 でした。非行少年を更生さ せるため、まず非行
に いた った原因を調 べま した。非行グ ループ に誘われ て、
単車 の乗 り方がうま いと褒 められ て、自分 の居場所 にな っ
たと いう ケー スが多 か ったそう です。
そんな非行少年を、羽根さ んがやや強制的 ではあ りま し
たが、繁華街、公衆 トイ レに連 れ て行き、そ こで掃除 を し
てもら いま した。す ると、大 人から 「 あ りがとう」と言

されたシルバージュエリー、アクセサリーを是非

葉 を かけられ て、感謝さ れ、褒 め てもら った こと によ って、

シルバーを敬遠されている方も、ロジウム加工

迷惑行為 をや め て更生 したと のこと でした。

欠点としましては、コーティング加工されている

羽根 さ んご 自身 も、 子供 の時 に大 人 から褒 めら れ た事

ゴールドと変わらず、上品な高級感があります。

が、 つら い時 に、自分自身 の支え にな って いるそう です。

ので、デザイン、サイズ変更がしにくい事です。

人 の善行 に気づ いて感動 したとき、感謝 の言葉 を かけ る
ことが、そ の人にと って大変役 に立 つと いう ことを学 びま
した。うわ べだけ褒 める こと はできますが、感動 した時 に
そ のタイ ミ ング で言葉 にして伝え る のは、普 段 から感性を
豊 かにしておかな いと、 できな い事だと思 います。
私も普 段 に 「 あ っ、良 い事だな」と思う こと はあ って
も、 そ の場 で声を かけ るま では、な かな か勇気が無 く て、
でき て いません。
おせ っか いや 場違 いに
な る可能性があ っても、
そ の 一 言が役 に立 つなら、
一 歩踏 み出 して、声を か
け るよう に心がけます。

一度お試しください。

http://pkobe.jp
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黒ずみにくいシルバー

パールジュエリーで真珠と組み合す金具は、日本ではプラチナやホワイトゴールドが多いのですが、近年は地金の

価格が高騰し、以前に比べると豪華なデザインが減って、華奢なデザインが増えています。

当社では、価格帯を押さえて、カジュアルに普段着けできる様にシルバーを使用したジュエリー、アクセサリーを

多く取り扱っています。

無垢のシルバーは黒くなるので敬遠する方も多いのですが、当社が取り扱っているシルバーは、ロジウム加工が施さ

れてコーティングされているので、通常着けていても黒くなりません。そのため見た感じは、プラチナ、ホワイト

NEWS
★大阪錫器様へ工場見学
風井さんが、当社がお世話になっている
大阪錫器様へ工場見学に行ってきました。
古来より宮中で使用されている錫器を、
日常家庭でも使えるようなデザインに

★平川功

水墨画展

風井さんが、お世話になっている甲南女子 OG の平川
宣子さんの息子さんの「平川功

水墨画展」

に行ってきました。
会期中かけて画廊内で一部分ずつ描い

仕上げ、職人さんの技が光る伝統工芸「大阪浪華錫器」 ては貼っていき、壁一面に咲く桜は圧巻
のタンブラーで飲むビールは最高です。

でした。

★東京旅行

★コウベ・プレシアス・パール 25 周年記念展示会

永野さんが、GW に久しぶりに東京
へ行ってきました。
銀座の新しい商業施設「GINZA SIX」

6 月 15 日（木）、16 日（金）、17 日（土）開催の展示
会、今回の共同出展者は、アロマハンドトリートメント
の新開さん、四柱推命の伊関さん、TC カラーセラピーの

や、御徒町のジュエリー街の視察で、

あかまつさん、芦屋隠れ家サロンのみきさん、金属造形

多くの刺激が得られました。

作家の榎さん、着物リメイクのはまさんです。

社長のトライアスロン
6 月は広島県で、はつかいち縦断みやじま国際パワートライアスロン大会が開催されます。
5 年前の 2012 年に参加した、初めての地方遠征の大きな大会です。
スイム 2.5km、バイク 55km、ラン 20km のミドルディスタンスの大会で、愛称が「WoodMAN」と言われるぐらい
山の緑がきれいなコースです。レース前日が雨で、緑が萌えていました。
スイムコースは、満ち潮の時に、厳島神社の鳥居をくぐってのスイムのスタートとなります。通常は入ってはいけな
い場所で、鳥居を目の前にしてワクワクしました。
バイクコースは、前半緑の多い平坦な市街地を走りますが、終盤に標高 850m を上る山岳コースとなります。
ランコースも山岳コースで、ずっとアップダウンが続く
20km となり、走りごたえがありました。
海と山の自然が豊かな宮島は好きな場所なので、また
行ってみたいのですが、レースはタフでしたので、観光
でのんびりと楽しんでみたいです。

おすすめスポット
再度山荘

みやざき中央新聞
「みやざき」と名前がついていますが、宮崎のニュー

住所: 兵庫県神戸市中央区神戸港

スが載っている地方新聞ではなく、全国の各種講演会を

地方再度谷６３

取材して、面白かった話、感動した話、心温まった話、

Tel: 078-341-2251

ためになった話を掲載している新聞です。

街から山に近いのが神戸の特長ですが、六甲山山系再
度山の途中にある山小屋風レストランです。緑が間近に

私も、仕事、健康、家庭、普段の生活で、色々な情報
をいただき、大変役に立っています。

見ることができて、本当に綺麗です。

１ヵ月の無料見本紙もあります。

メニューは炭焼きのスペアリブ、

月 4 回発刊/１ヵ月 1,080 円（送料込）

BBQ と各種ピザです。車では最寄

Website: https://miya-chu.jp

の駐車場までしかいけませんが、

お問い合わせ

ピクニックを楽しんで寄ってもら

Tel: 0985-53-2600 Fax: 0985-53-5800

いたいレストランです。

e-mail: info@miya-chu.jp

