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書物に書かれた心理を平面的とすれば、「師」を通して
学びえた真理は立体的である。
森

ニ ュー ヨークで の恩 人
松 田 泰英

私が大学卒業後、 ニ ュー ヨー ク でお世話 にな って いた真

珠会社 の社長夫 人 で、ホ ロコー スト の生き残 りだ った ロー

ザ ・ストリグ ラーさ んが 一月 に亡くなられま した。

第 二次世界大戦 ホ ロコー ストから奇跡的 に脱 出 し、単身

で ニ ュー ヨー クに渡 って真珠事業 で成功さ れま した。

ポーラ ンド系 ユダ ヤ人 であ る こと に誇 りをもち、私財 の

ほとんどをイ スラ エルや ユダ ヤ人 のために寄付 しま した。

語学 が堪能 で七 ヶ国語を話 し、 い つも周 り の人を褒 め、

そ の腹 のすわ り具合、自分 に執着 しな い姿 には、と ても か

なわな いと当時思 い、今 でも尊 敬 して います。

お子さ んを亡く してしま い、孤児 のサポートをよく して

いま した。 ローザ を騙す ような孤児 も いま したが、 い つも

平気 で騙さ れ て いた のが印象的 できた。

ローザ が い つも言 って いた成功 の秘訣 は、掃除 でした。

料 理、勉強 も できなく ても、掃除 が でき て、常 に周 りを

きれ いにしてピカピカに磨 いて いたら成功す ると言 って、

率先 してオ フィスの掃除 を、裸 足 でして いま した。

当時 は適当 に聞 いて、自分 の机 もあまり掃除 しません で

したが、今 にな ってトイ レ掃除や街頭掃除 を して いる こと

を思うと不思議 です。

喜多 俊之先生

最 後 に会 った のは、 阪 神大震 災前 に来 日 した と き です

当時の書斎です。
名画、美術品コレク
ターでした。

が、 もう 一度会 ってお礼を言 いたか った です。

大変社交的で、
華やかでした。

信三（教育哲学者）

イタリア共和国功労勲章受勲

当社のブランド「GRANGE」は、神戸市、神戸商工会議所主催の「デザイン・ルネッサンス神戸プロジェクト」で、
一年間かけて喜多俊之先生の監修の下に完成しました。
喜多先生は、シャープの AQUOS、三菱重工業のロボット wakamaru などをデザインされた大阪出身のプロダクト
デザイナーで、この度イタリア共和国功労勲章のコンタドーレを受勲されました。
喜多先生とご一緒して感じたのは、やはりデザインに対するこだ
わりです。どのような場面においても、妥協なくダメなものはダメで、
それが世界に通用するこだわりだと感じました。
デザイン・ルネッサンス神戸では、当社スタッフがデザインした
ジュエリーに対してアドバイスをくださいました。
特にパッケージにはこだわった方が良いとおっしゃられて、色、
字体、紙の質などを厳選して完成しました。
喜多先生とご一緒して、大変勉強になりました。

喜多先生と在大阪
イタリア総領事

GRANGE の製品とケース
試行錯誤して完成しました。

NEWS
★中小企業家同友会物産展
当社が加盟している中小企業家同友会主催の全国大会、第 48 回中小企業問題全国研究
集会 in 兵庫の物産展に出展いたしました。
会場はポートピアホテルで、全国から 2,000 人以上の経営者が参加されました。
クーレペルルをはじめ、タックブローチ、ストラップ、ペンダントなどパール・パール・
コウベのパールアクセサリーを展示販売しました。
★新年会
少し遅れましたが、当社の新年会をラスイート神戸オーシャンズガーデンで開催しました。
スタッフは結構食べられない物があり、好みがバラバラですが、料理長
が事前の情報を基にみごとなフランス料理をつくってくださいました。
オードブル、メインと各自少しずつ違う内容となっています。
ポートタワー、ハーバーランド方面が見える夜景も大変きれいで、神戸
らしい素敵な新年会となりました。

社長のトライアスロン
三浦綾子の「明日のあなたへ」という小説で「力というものは、出せば出すほど、出てくるものなのだ」という一節
があります。トライアスロンでも、マラソンでも、練習で力を出し切ることは、非常に重要なことだと感じます。
各種目にある程度慣れてくると、練習では力をセーブして限界まで追い込まなくなってきて、量をこなすだけの練習
となりスピードの頭打ちとなってきます。
ただ自分ひとりで限界近くまで追い込むのは、余程精神力が強くないと難しいことです。そんなとき、自分より少し
速い人と一緒に練習して競うと限界以上まで追い込みやすいです。
人間、目標が目の前にいると不思議と本能でついていこうとします。
コツコツと練習しているのに、スピードが速くならないと伸び悩んで
いる方は、自分よりちょっとレベルの高い方が参加している練習会に、
参加することをおすすめします。そして、自分より速い方の後ろにいき
短時間でも良いので、頑張ってついていってみてください。
思ったより身体が反応して、以前より速いスピードが出ています。

おすすめスポット
西村屋ダイニング
神戸市中央区御幸通８丁目１−６
神戸国際会館 10F
電話：078-230-3330
城之崎温泉で有名な西村屋系列のレストランで、オー
ナーの息子さんは甲南 OB です。
店内はフレンチレストランのつく
りで、お料理は和食がベースになる
フレンチといった感じです。
10 階からの景色も綺麗で、会合
にも適しています。

自転車はスピードが速い
ので、集中します。

ありがとうございました！

前の背中を追い
かけましょう！

西宮掃除に学ぶ会
第 196 回 3 月 17 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 132 回 3 月 28 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

