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人生を真剣に生きるためには、できるだけ一生の見通しを
立てることが大切です。いっぱしの人間になろうとしたら、
少なくとも十年先の見通しはつけて生きるのでなければ、
結局は平々凡々に終わると見てよい。森 信三（教育哲学者）

クリ ス マスの夜 に
松 田 泰英

早 いも ので、今年も年末、クリ ス マスの季節 とな りま し

た。私 は、仏教、神道 でキリ スト教 と は無縁 ですが、キリ

そ の中 でも、

スト教信者、 それも シスター の本 に心を動 かさ れます。

三浦綾 子氏、渡 辺和 子氏、神谷美恵 子氏

鈴木秀 子氏 の 「 死にゆく者 から の言葉」と いう本 に、と

ても興味 を持ちま した。臨 死体験をさ れ てから、重症 の

病 人 のも と へ行 かれ る ことが増 え た そう です が、 そ こに

は、 人生 の縮 図、総決算 が感 じられ るそう です。

一度 お会 いした いと思 って いま したら、人間学塾 ・中 ノ

島 で講演を聴 く ことが できま した。最 近、不思議と会 いた

いと思う方 に会え る ことが増え て います。

お歳 を感 じさ せな い、凛 とさ れた方 で、主 に命 の尊さ に

ついてお話 しさ れま した。そ の中 でも、心を満 たす重要な

こと で、自分 の中 で喧嘩を しな いと いう のがあ りま した。

競争 の多 い世 の中 ですが、自分を下げ るような言葉 を言

わず、 できな い自分を許す ことが重要と のこと でした。

人間 は、死を意識 し、自分 の持ち時間が限られ て いると

認識 したとき に、自分 の人生 に素直 に向き合え る。森信 三

先生 の 「 人生 二度な し」と いう言葉 と重な ります。

プ レゼ ント交換 のイ ベ ント にな ってしま った クリ ス マ

スですが、聖な る夜 に 「 一ミリ で いいから、他 の人が

喜ぶ ことを して いただければ と思 います。」と いう鈴木

今を大切にしたいと
思う本です。

先生 の言葉 を かみ締 めた いです。

芯の強さと、優し
さを感じました。

明治神宮秋の大祭に奉献
明治維新百五十周年奉祝明治神宮平成三十年秋の大祭に、全国特産品として、大阪錫器株式会社様と当社で共同開発
したの真珠付き錫製花器「さざなみ」を奉献させていただきました。錫は水が腐りにくくなるので、生けた花が長持ち
する特長があります。そして明治節 11 月 3 日の例祭に、参列させていただきました。
明治神宮へ行くのは初めてでしたが、夏に訪れた熱田神宮以上の広さに驚きました。集合時間に十分に間に合う予定
でしたが、拝殿までの参道がとても長く、若干遅れてしまいました。拝殿横の駐車場には、領事館ナンバーの車が並び、
各国の外交官が多数参列していました。
2 時間ほどの神事を、拝殿横の間近で観ましたが、そのしきたり、
伝統、格式に圧倒され、勉強になりました。
皇室に自社の製品を奉献することは昔から憧れでしたが、この度
明治神宮に奉献させていただき光栄です。
物をつくる会社が減っている時代に、あらためて物づくりの
仕事をしていて良かったと思いました。

現在工事中で
仮殿でした

兵庫県コーナーに
展示されました

手拭、御神酒、
干菓子です。

NEWS
★コシノミチコ氏講演会（永野）
ファッションデザイナーのコシノミチコ氏の講演会に参加しました。
コシノミチコさんといえば、「ミチコロンドン」が思いうかびますが、なぜロンドンを拠点に活動されるように
なったか理由がわかりました。ミチコさんはずっと姉のコシノヒロコさんとコシノジュンコさんのお手伝いをして
ます
りますのｄ
いて２４、２５歳過ぎた時に「自分の事を考えるときがきた！今後も一生姉達の
お手伝いをしていくのは嫌だ！」と思い、唯一姉達の手のとどいていなかった
場所がロンドンだったそうです。そして最初からデザイナーをされていた訳では
なく、ロンドンでの初めてのお仕事はビジネスホテルの清掃の仕事でした。
「洋服は勉強するものだと思っていない。あるものをデザインするのは、
デザイナーとは言わない。ないものから生み出すのがデザイナーです。」
この言葉を聞いて、服飾の専門学校へ行こうと決めたときを思いだしました。

会場は芦屋大学
で、盛会でした。

記念撮影にも、
気さくに応じて
くださいました。

★冬休みのお知らせ
勝手ながら、平成 30 年 12 月 29 日から平成 31 年 1 月 3 日まで冬期休暇とさせていただきます。

社長のトライアスロン
出張に行く時の楽しみは、朝のジョギングで出張先の街や名所をまわることです。大体 5 時半ぐらいから走り始めま
すが、早朝は、その街の昼間とはまた違った顔が見えて面白く、いろいろな発見があります。
自分の足でまわると、その街のつくりも覚えます。スマートフォンが無い時代は、事前にインターネットで場所、
経路を確認し、打ち出した地図を確認しながら、間違えないように走るのが大変でした。
今は、スマートフォンの地図のアプリで目的地を検索すれば距離、最短コースを示し、GPS 機能もあるので、途中
で道に迷ったり、コースを変更しても、安心してホテルに戻れます。
シューズとウェアだけなので、荷物もそんなに増えません。
今回の東京出張では、定番の皇居ラン、上野公園ランをすること
ができました。電車をランと組み合わせると、行動範囲がかなり
広がり、いろいろな場所を観ることができます。
歩くと時間がかかってしまいますので、出張ジョギングをすると
マラソンをやっていて本当に良かったなと思います。

おすすめスポット

早朝は人が少な
い皇居ラン

皇居ラン途中で
靖国神社参拝

本年も、ありがとうござい
ました！来年も、よろしく

酒肆大関（しゅしおおぜき）

お願いいたします。

神戸市中央区下山手通１丁目５−４

良いお年をお迎えください！

三宮東門筋
電話 ： 078-332-0090
三宮東門筋の真ん中にある創業 49 年の元祖炉ばた焼
のお店です。女将さんは、兵庫同友会でご一緒していま
す。365 日 4 時就寝 8 時半起床で、
お店を切り盛りされています。
どの料理もしっかり手作りの味で、
大関のお酒も料理に合います。
落ち着いて飲めるお店です。

西郷どんにも、
朝のご挨拶

西宮掃除に学ぶ会
第 205 回 12 月 15 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 141 回 12 月 26 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

