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清水寺 森 清範貫主
松 田 泰英

みやざ き中央新聞神戸読者会 の企 画 で、清水寺 森 清範

貫主 の特別法話を聴き に行 ってきま した。

清水寺 へ行 く のは、 小学校 の遠 足以来 です。

朝 ７時半頃 に到着 しま したが、朝 の清水寺 は昼間と違 っ

て、 人も少なく爽や かで神聖な空気 でした。

法 話 は、 正 面仁 王門 の左 手 の大 講堂 で拝聴 いた しま し

た。森 貫主 はお話 し上 手 で、世間話 から はじまり、徐 々に

仏教 の教え に ついて話さ れま した。

今 回印象 に残 った お話 は、 同席 対面五百生 （どう せき

た いめんご ひゃく し ょう）でした。電車 の中 でたまたま横

に座 る見ず知らず の人も、こ の世 の出会 いは前 世 で何 百回

と 一緒 に過ご した方だ そう です。また今 の自分 の出会 いが

子孫 の出会 いに影響す る ので、ち ょ っと した出会 いもご縁

を大 切 にしま し ょうと いう こと でした。

続 いて通 して いただ いた のは、大講堂内 にあ る迎賓室 で

した。 大 きな ガ ラ ス張 り の格 調高 く と ても立 派な お部 屋

で、国内外 の政府首脳が通さ れ る部屋 でした。

今 回 の訪問 で感 じた のは、清水寺が京都 で千 二百年 の歴

史 を誇 る風格 でした。天下をねらう武将、政治、経済など、

各分 野 でト ップ レベ ルのいろ いろな 人が出入りして、指南

してきたと いう、京都 で第 一 線 の寺院 を維持 してきたプ

ライドが随 所 に感 じられま した。

JICA 関西

http://pkobe.jp

研修講師

公益財団法人太平洋人材交流センターからのご依頼で、JICA 関西に研修で日本の経済を勉強しにきている開発途上
国の官僚候補生の皆さんに、企業経営と行政支援の活用についてお話しさせていただきました。
今回で 3 回目となります。アルバニア、アルゼンチン、アルメニア、バングラディッシュ、カンボジア、ラオス、
マレーシア、モンゴル、ミヤンマー、フィリピン、タイ、トルクメニスタン、ベトナムから 13 名が聴講されました。
2 時間の講義と質疑応答は英語ででしたが、通訳の方も同席されていたので助かりました。
神戸の地場産業である真珠の話に皆さん興味があり、自国で養殖してみたいという質問もありました。
当社が承認された補助金事業の感想、問題点などを、真珠の現物を目の前にして説明しました。
どうしても経済の発展の方に目がいってしまいますが、日本経済頂点のバブルの例を取り上げ、
経済ばかり追いかけた為に多くの産業が打撃を受けたことを説明しました。自国の文化を大切
にして成功の種をまき、コツコツ事業を育てていくことが、中小企業には大切だと痛感しています。
聴講された皆さんが自国に帰って、補助金事業、販路開拓、事業資金融資など中小企業の事業を
育てるサポートをしてくれることを願っています。

NEWS
★神戸国際宝飾展
第 21 回神戸国際宝飾展が、ポートアイランド国際展示

★神戸みなと温泉「蓮」ナイトプールパーティー
当社がお世話になっている神戸みなと温泉「蓮」で、

場で開催されました。海外からもバイヤーさんが来てい 今年もナイトプールパーティーが開催されます。
ますが、中国人バイヤーさんが高額商品の
商談しているのが目立ちました。
当社スタッフも見学へ行き、市場の研究の
調査をしてきました。
★劇団ぷらっと「煙が目にしみる」
お世話になっている甲南大学 OG の福島啓子さんが所

プレパーティーに、以前当社のモデル
撮影をお手伝いしてくださった松尾優輝
さんに参加していただきました。
5 月 21 日～9 月 10 日開催です。
★コウベ・プレシアス・パール 25 周年記念展示会
6 月 15 日～17 日に開催された展示会、

属している劇団ぷらっとの「煙が目にしみ

ご来場いただいた皆様、どうもありがと

る」を観てきました。福島さんの劇を毎年

うございました。

観に行っていますが、今回も笑いあり、涙
ありの深いストーリーでした。

設立 25 周年のパールタックブローチ、
スタッフの永野さんのデザインです。

社長のトライアスロン
毎年 5 月に青垣で兵庫県トライアスロン協会主催のファインキッズトライアスロン in 丹波大会が開催されます。
今回は、当社スタッフで甲南大学トライアスロン同好会部長の八尾由菜さんが出場しました。
キッズの大会となっていますが、参加者のレベルが高く、兵庫県の国体予選も開催されることがあります。
私は 13 年前にこの大会でトライアスロンデビューしたのですが、距離が短いので軽い気持ちで出場したら、散々な
結果となりました。トライアスロンに、初心者はいないと実感しました。
私が所属しているチームブレイブのキッズ、ジュニアの選手たちも、この大会に出場し
日頃の練習の成果を十分に発揮していました。
八尾さんは、女子の部でスタートしました。スイム 400m、
自転車 20km、マラソン 5km となります。
スイムは、トップであがってきました。バイクは練習不足で
順位を落としましたが、ランは最後までがんばって 40 歳以下
女子の部で、みごと 3 位入賞となりました。

おすすめスポット
青森ねぶたワールド
住所: 兵庫県神戸市中央区北長狭通
１丁目１０−９
Tel: 078-392-8889
ワールドワングループの新店舗です。
青森県と連携したお店で、とにかく材料が新鮮です。
随所に使用されているイクラ、
ホタテの刺身、各部位を使用した
馬刺しなど

青森の日本酒も美味

しいです。
店員さんもとびきり元気で、活気
のあるお店です。

今月も、ありがとうございました！

