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信三（教育哲学者）
森

人間はおっくうがる心を刻々に切り捨てねばならぬ。

そして齢をとるほどそれが凄まじくならねばなるまい。

リ ア ル下町 ロケ ット

松 田 泰英

ドラ マ 「下町 ロケ ット」を地 で行 く株式会社植松電機
の植松務社長 の講演を聴 いて来ま した。
植松電機 は北海道 にあ る中 小企業 ですが、独自 で宇宙開
発研究を して、 ロケ ット、人 工衛 星が つくれます。そ の技
術 力 は高 く、大 手上場企業 と の取引もあ ります。
植松社長 は、幼 少 の頃 から機械を組 み立 てる のが好き で
したが、学校 では現実味 のあ る将来 目標 でな いと みとめら
れま せん でした。 周 りから の 「どう せ無 理」と いう言葉
に苦 しみ、 それを はね のけ て、現在 に いたりま した。
元 々自 己を貫く、強 い精神力を お持ち の方 かと思 って い
ま したが、実際 お話を聴 いてみるとそう ではなく、 一度徹

出展者、来場者が皆さんファミリーみたいで楽しかった」

底 した利益優先、競争主義 にな り、会社 も家族 も失うぐら

お客様から、
「コウベ・プレシアス・パールの展示会は、

い苦 しん で、現在 の考え方 に辿 り ついた ことがわ かりま し
た。経営者 と して つら い経験を してから の、これから未来

というお言葉をいただいたのが、嬉しかったです。

を背負 ってた つ子供 たち へのメ ッセージ でした。
「人 の自信 を奪 っては いけな い」と いう言葉、今 の時
代 は大 人から 子供ま で人 の不安 をあ おる ことば かり です。

また次回、よろしくお願いいたします。

人 の自 信 を奪 う のではな く、 人 の目を気 にす る ことな
く、失敗を恐れず、や った ことな いことをや る のが自信 を
つけ る方法だと話さ れ て いま した。
私自身、 いろ いろな ケー スで、他 人を蹴落と して勝 つと
いう ことが善 と教えられ てきま した。自分 は勝 った つもり
だ ったかも しれませんが、
人と人とが繋 が って いる
世 の中 で、自分だけが勝
つこと はあ りません。
人に自信や 希望を持 た
せる生き方 を考え ま した。

インネックレスも好評でした。
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コウベ・プレシアス・パール展示会

6 月 15 日からコウベ・プレシアス・パール 25 周年記念夏の展示会を開催しました。

梅雨時でしたが、今回は 3 日間とも晴天に恵まれました。

共同出展では、ハンドマッサージではリラックスしていただき、四柱推命では未来に

希望を持たれ、カラーセラピーでは自分の過去、現在、未来に納得されました。

特価の美用品、着物リフォームグッズも人気でした。

トーキングジャズシンガーで、アクセサリーショップを経営されている若宮テイ子さんも、ご来場いただきました。

ジュエリーリフォームのご相談も各種いただき、25 周年記念のパール錫ペンダントネックレス、アコヤ本真珠デザ
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社長のトライアスロン
自転車ロードレーサーマイスターの講習を受けて、無事に 2 級に合格しました。
開催した篠山自動車学校「Ｍランド丹波ささ山校」は、交通事故撲滅の為、一般受講生にも規律を
重んじ、トイレ掃除もしてもらっています。今回は、講習前にトイレ掃除もしてきました。
最初に講義では、自転車事故が起こるような盲点について学びました。
実技では、走る前の自転車チェックポイントの確認、パンク修理の仕方、後輪ギアのはずし方を学びました。
その後、スラローム走行、一本橋走行、オートバイに先導してもらう高速コーナリングの練習をしました。
最後は筆記テストをして終了となります。
今回、鳥取県米子市から元オリンピックトライアスロン代表の小原工さんも参加されました。
歩行の延長の軽い気持ちで自転車に乗っている人が
多いですが、しっかりと乗り方を学んだ方が良いと思い
ます。自転車での交通事故撲滅の為、少しでも役に立て
るように努力いたします。

おすすめスポット
やまや
住所: 兵庫県神戸市中央区北長狭通
１丁目１０−９
Tel: 078-392-8889
三宮サンパルの地下にある、仕事帰りにありがたい
リーズナブルな価格の居酒屋です。
焼き鳥がメインですが、その他ひとくふうあるアイデ
アメニューがいっぱいあります。
スタッフの元気が良く、帰りは
お見送りしてくれます。
店舗拡張して、会議もできます。
店長は、兵庫同友会の会員です。

今月も、ありがとうございました！

