コウベ・プレシアス・パール会報

2018 年（平成 30 年） 10 月
第 25 号

貴方の笑顔のために
にこやか

おだやか

さわやか
発行：株式会社コウベ・プレシアス・パール
〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町 98-1
Tel: 078-333-8071
Fax: 078-333-8070
e-mail: info@kobepp.com
website: http://kobepp.com
ネットショップ http://pkobe.jp
発行責任者：松田 泰英

いやしくもわが身の上に起こる事柄は、そのすべてが
この私にとっては絶対必然であると共に、またこの私に
とっては最善なはずです。

信三（教育哲学者）

書家 金澤 泰 子
松 田 泰英

以前、ダ ウ ン症 の書家金澤翔 子さ んに興味 を持ち、お母

様 で同じく書家 の金澤泰 子さ ん の著書を読 みま した。

数 々のご苦労が書 かれ て いま したが、他 人と の勝ち負 け

の概念がな い翔 子さ ん の エピ ソードに惹 かれま した。

学校 で、何をや っても ビリを引き受け る翔 子さ んが いる

クラ スは、 い つも穏や かで優 し い雰囲気だ ったそう です。

私 には、 ビリを 一手に引き受け る勇気 はあ りません。

どんな方な のか、 一度会 ってみた いと前 々から ホー ムペ

ージ の予定 を確 認 して いま したら、淡路 で泰 子さ んが講演

会 を開催さ れ ると いう こと知 り、聴き に行 ってきま した。

翔 子さ んにもお会 いしたか った のですが、こ の日は残念

ながら参加さ れず、書を書 いて いる映像が流 れま した。

ステージ に立たれた泰 子さ んから は、離 れ て いても上品

でな んとも優 し い包 み込むようなオーラを感 じま した。

翔 子さ ん の人を惹き つけ る書 は、本 人が持 って生まれた

才能 もあ りますが、お話を聴 いて いて、お母様泰 子さ ん の

影響 も大 いにあ ると感 じま した。

ご主 人を早く に亡くさ れ、辛 いことが 一杯あ ったと思 い

ますが、辛さが多 いほど優 しくなれ る のかも しれません。

クラ スの中 では い つも ビリだ った翔 子さ んが、今 ではク

パールサロン神戸流

ラ スで 一番有名 にな ったそう です。泰 子さ んと翔 子さ んに

は、 たくさ ん の勇気を いただきま した。

直筆のお手紙をい
ただきました。

これからも、金澤翔 子さ ん のフ ァンで、応援 いた します。

凛とした出で立ち
でした。

森

パールシティ（ＰＣＫ）神戸協議会

10 月 5 日（金）から 8 日（月）まで、パールシティ神戸（ＰＣＫ）協議会が主催するイベント「世界の真珠を神戸
から～パールサロン神戸流」に当社は出展いたします。
ＰＣＫ協議会は、真珠業者の団体で、真珠の街神戸を国内、世界にＰＲする目的で 1981 年に発足しました。
真珠の産地、養殖場としての伊勢、宇和島は知名度がありましたが、真珠の加工、集散地として多くの真珠会社が集
まる神戸は知名度が低かったので、真珠業界の若手が中心となって立ち上げて活動しました。私も当社設立と同時ぐら
いから参加していました。神戸祭りにブースを出展したり、神戸北野町でウォークラリーを開催したりしました。
また若手の真珠業者が、親睦をはかる場でもありました。
今回の「パールサロン神戸流」の会場は、神戸パールミュージアム
（日本真珠会館 1F）で、10:00 から 19:00 まで開催されます。
神戸の真珠加工についてのパネル展示紹介、真珠の街神戸ならではの
真珠製品が展示販売されますので、皆さん是非お立ち寄りください。
「日本真珠会館」

神戸市中央区東町 122 番

Tel: 078-331-4031

1952 年に建てられた登録
有形文化財の日本真珠会館

色々な真珠が展示されて
いるパールミュージアム

NEWS
★「ワギングテイル」最終回（風井）
Monet(モネ)さんの番組「ワギングテイル」が 9/30 で最終回を迎えるにあたり、収録の応援に行っ
てきました。繁殖場などで酷い目にあっている犬や猫を保護し、里親を探す団体へのチャリティコン
サートでした。歌を通じて動物愛護活動を続ける Monet さん、6 ヶ月間お疲れ様でした。
そして、ご覧になって下さった皆様、ありがとうございました。「１つでも多くの命を繋ぎたい。」
Monet さんの活動は続きます。里親募集中。
★インターネットラジオ出演
10 月 8 日、15 日、22 日（月曜 19:30～20:00）インターネットラジオ fm135 に松田が出演し、3 週にわたって、
真珠、宝石鑑定士、トライアスロン、お掃除について話します。
★コウベ・プレシアス・パール冬の展示会
日程が、11 月 29 日（木）、30 日（金）、12 月 1 日（土）に決まりました。
★甲南女子大学ホームカミングデー
10 月 27 日（土）甲南女子大学「第 22 回清友のつどい」のバザーに出展いたします。

社長のトライアスロン
私は今までにあまり大きな故障をしていませんが、昨年の皆生大会の後に、肩と腰が痛くなったので、今年は予防と
いうことで、夏の展示会で共同出展していただいた「漢方整体院温緩堂」の野上ふきさんに診ていただきました。
最初にカウンセリングですが、私は普段から筋肉痛が当たり前となっているので、筋肉が緩んでいる良い状態を覚え
てくださいとのことでした。真っ直ぐに立って、色々な角度から写真を撮ってもらい、今の状態を確認しました。
まず毎日家でできる筋肉弛緩法を、教えていただきました。やりすぎると緩みすぎていけないそうですが、なかなか
動きを覚えるのが難しそうです。そして、台の上で寝て、お腹に暖かい石をのせて、内臓を暖めます。その状態で、マ
ッサージが始まります。頭からですが、結構筋肉が固まっていて、筋が緩んでいくのを感じました。眠ってはいけない
と思っていたのですが、すでにこの段階で意識が遠のいてきました。
そして腕、脚、腰、背中と全身を施術していただきました。
施術後、身体のバランスは見た目わかるほど改善され、肩痛、腰痛も
一安心です。身体のケア、大切にしてください。
漢方整体院温緩堂

神戸市東灘区御影石町 1-4−36−1 Tel:078-587-2731

おすすめスポット

温緩堂の入り口です。

台風 21 号および北海道
地震による被害に遭われた

パスタフレスカ ダンメン

皆様に、心よりお見舞い申

兵庫県淡路市 生穂新島９−１５

し上げます。

淡路島北東部の海沿い
電話：0798-32-1777
淡路島の製麺所直営レストランで、生パスタがメイン
です。オーナーは、私も参加している兵庫県中小企業家
同友会のメンバーです。お店から
見える海の景色が、大変綺麗です。
生パスタは多くの種類があり、
選ぶ事ができます。茹でたての
熱々で、香りがとても良かったです。

丁寧な施術でした。

西宮掃除に学ぶ会
第 203 回 10 月 21 日（日）

AM8:00～10:00
西宮神社トイレ掃除
参加費 500 円
三宮掃除に学ぶ会
第 139 回 10 月 24 日（水）

AM6:00～7:00
三宮駅周辺街頭掃除
広田参道を美しくする会

毎月第一、第三日曜日
AM8:00～9:00
廣田神社境内参道清掃

