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人間五十ともなれば、何らかの業を成して、多少は人に
報ゆる処なかるべからず。
森

小笠原流煎茶道
松 田 泰英

自 動車 教 習 所 Ｍラ ンド丹波 さ さや ま校 を会 社 訪 問 した

時、社屋 に茶室があ りま した。 いい歳 を してお茶も知らな

いと恥ず かし いと いう こと で、茶道 を学ば れ て茶室を つく

られたそう です。私も全 く無縁 の世界だ った ので、茶道 を

最低限 で いいのでや ってみた いと思 いま した。

調 べて いて 一番参加 しやす い時間帯、場所だ った のが、

小笠原煎茶道教室 でした。家 元嗣 の小笠原秀邦先生 は甲南

小学校 から の後輩と いう こと でご縁 を感 じ、こちら に参加

す る こと にしま した。小笠原煎茶道 は、鎌倉 時代 から の歴

史 があ り、思 いや りや、和 の精神を継承 して います。

参加 して いる西宮教室 では、関西学院大学煎茶道部 の皆

さ んが活動さ れ て います。部員 の皆さ んは、作法がきち ん

と でき、 し っかりして いて、 い つも助けられ て います。

先 日、春 風 の宴が甲南学 園平生記念 セミナー ルー ムで開

催さ れ て、お茶会デ ビ ュー しま した。会場 に飾られたお花、

掛け軸、茶器など、さすがと思 いま した。今 回は畳 ではな

く テーブ ルと椅 子 で、気楽 に参加 でき るお茶会 でした。作

法を間違 わな いよう に緊張 しま したが、お弟 子さ んがサポ

ート してくださ って無事 に終 了 いた しま した。女 子大生 の

皆さ ん の振袖姿 も、と てもあ でや かでした。

日本 の伝統文化 にふれ ると いう こと で、皆さ んも機会 が

おもてなしの茶器

あ りま したら是非ご参加 してみてくださ い。

意味ある花と掛け軸

信三（教育哲学者）

神戸セレクション 2018 選定商品内覧会・展示会
2 月 23 日、神戸セレクション 2018 に選定された商品が一堂に集まる内覧会・展示会に
出展しました。会場は、六甲アイランド内の神戸ファッションマート１階でした。
前半はバイヤー、公的機関の方、後半は一般の方のご来場となりました。
選定商品の「クーレペルル」をメインに、パール・パール・コウベ、GRANGE の商品を
展示販売しました。普段付けできるパールタックブローチが好評でした。

当社のブース。多くの方に
ご覧いただきました

当社の「クーレペルル」のプレゼンテーションでは、永野さんが
ステージに立って挨拶しました。
今回からの試みで、選定商品を着けた神戸美人塾の生徒さんに
よるファッションショーが開催されました。華やかでした。
隣のブースには今年の西宮神社の福男の佐藤玄主さんがお父さん
のお手伝いで参加していました。福男Ｔシャツを自身で作成販売
して、利益の一部を東北の被災地に寄付されています。

クーレペルルの
プレゼンテーション

神戸美人塾による
ファッションショー

いつも元気な
福男の佐藤さん

NEWS
★平川さん TV 出演
当社の展示会などでお世話になっている甲南女子 OG の平川宣子さんが、毎日放送の番組に
出演されました。同級生 OG の藤田さん、桜井さんと 3 名で、カーリングに挑戦されました。
皆さん、はじめてながら、氷上でみごとな腕前を披露されました。
★清原由季さん

個展

ITOKAO－fabric garden－

甲南女子 OG 清原由季さんの個展に行ってきました。糸、革、ビーズなどを使って刺繍し、
油絵のようなタッチで表現されています。人の顔や動物など、とても素晴らしかったです。
私は犬の表情に惚れ込みました。（風井）
★梓文音(本名：角野ゆか)さん、サン TV で MC。
お世話になっている歌手の梓文音(あずさもね)さんが、動物愛護番組の MC をされます。
4/1 から毎週日曜日サンテレビ朝 10:15～10:30｢Wagging Tail｣です。犬猫の命を１つでも
多く救うため、歌を通して命の現場を伝え続けるモネさんを応援したいと思います。（風井）

福島支援「綿毛にのって」
福島支援の「綿毛にのって」第三集の卓上型万年日めくりカレンダーが発売となりました。
詩は、今は亡き元中学校の教頭先生の三本杉祐輝さんで、45 歳で悪性リンパ腫を発症し、東日本大震災の原発事故
により避難を余儀なくされ、最期までメッセージを発信されました。写真は、福島市在住で三本杉さんの闘病を支えた
矢口洋子さん、筆文字は、東晴美さんで、監修と発行者は、株式会社新宮運送

代表取締役の木南一志さんです。

福島の恵まれた自然の美しさと、四季に目を惹かれ、三本杉先生の詩は、深くそして暖かみがあります。
売上の利益は、諸経費を除いて、被災地、がん医療、福祉団体等にすべて寄付されます。
卓上日めくりカレンダー
１冊 １０００円
消費税込み＆送料、
振り込み料無料
ご希望の方は、ご連絡下さい。
代金は商品到着後、振込用紙
でお支払い下さい。

おすすめスポット
鉄板焼「心」
神戸市中央区 波止場町 7-2
ホテルラ・スイート神戸ハーバーランド 2 階
電話：078-371-6644
地産地消をコンセプトにした鉄板焼スタイルです。
播磨牛のステーキがメインですが、
野菜、椀物、デザートも丁寧につくら
れています。窓から見えるハーバー
ランドの景色もきれいです。
食器も兵庫県産の丹波立杭焼きを
使用し、シェフのお話も勉強になります。

ありがとうございました！

西宮掃除に学ぶ会
第 197 回 4 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 133 回 4 月 25 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

