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同僚より五分前に出勤する心がまえ－それが十年も積
み重ねられたとき、いつしか大きなひらきとなる。
森

争わな い弁護士
松 田 泰英

勉強会 「人間学塾 ・中 之島 」 でお世話 にな った弁護 士

の西中務先生が、 こ の冬 にお亡くな りにな りま した。

弁護 士と いえば、通常 どんな 手を使 ってでも依頼者 の有

利 にな るよう に、裁判 に勝 つ事が重要とさ れ て います。

西中先生 は 「ベテラ ン弁護 士 の争 わな い生き方 が道 を

拓 く」と いう著書を発刊さ れた、珍 し い争 わな い弁護 士 で

す。争 って勝 ったと しても恨 みを かう こととな り、そ の後

の人生 ろくな ことがな いと いう のが、 一万人 の人生をご覧

にな ってきた西中先生 のお言葉 でした。裁判 に勝 っても、

相 手が弱者なら払う ことをすす めると のこと でした。

西中先生 は、他 人 への思 いや りを重視さ れ 「美味 し い

まんじ ゅうを 一人 で食 べず、多 く の人と分け て食 べる のが

良 い。」 「町 で配 って いる テ ィ ッシ ュは受 け 取 ってあげ

る。」 「絵 画展 では、最終 日に行 って何 か買 ってあげ る。」

など、運を良 くす る方法を語られ て いま した。

アメリカ で勝 つことば かりを学 ん できた私 には、驚 き の

出会 いでした。勝 ったと思 って いる裏 で、何 人 の方 に迷惑

を かけ て いる のか。争うと、たとえ勝 っても運が悪くな る

と いう のは、 理にかな って います。

まだまだ お話を聴きたか った のですが、争 わな い生き方

を実践 して西中先生 の思 いを受け継ぎ た いです。西中先生

最新の著書

の元気な 「は い っ！」と いうご挨拶が、思 い出さ れます。

大阪市中央公会堂での
講演会

信三（教育哲学者）

真珠加工機械
先日、お客様が会社に置いてある機械を見て「これは、なんの機械ですか？」と質問されました。
阪神大震災で、加工場が全壊したときに持ち出した真珠加工用の脱水機と研磨機で、40 年以上前の古い機械です。
真珠は海から揚がってきた状態の真珠をそのまま製品として販売するのではなく、洗浄、穴あけ、染み抜き、研磨な
どの加工を施し、選別作業を繰り返してネックレスなどの完成品となります。
脱水機は、洗った真珠を乾かす機械で、遠心分離機です。真珠は水に弱い
ので、遠心力で水を飛ばしてから乾かします。
研磨機は、真珠をチップで磨く機械です。樽の中に真珠と竹のチップを入れ
ゆっくり時間をかけて回転させます。竹チップで真珠の表面が研磨されて輝き
ます。現在では高速研磨機が主流となっています。
どちらの機械も、真珠用に特注で作られたもので、真珠を加工してきた先人
がが、試行錯誤して知恵を振り絞り開発されたのがわかります。
美しい真珠をつくりだす、真珠加工の技術と志を引き継いでいきます。

脱水機は、音も振動
も大きいです。

研磨機は、木の樽が
優しさを感じます。

NEWS
★コウベ・プレシアス・パール夏の展示会
当社夏の展示会の日程が、6 月 14 日（木）、15 日（金）、16 日（土）となりました。
共同出展は、14 日がシルバージュエリーの井川さくらさん、15 日がコスメ・スキンケア・ファスティングダイエ
ットのみきしほさん、16 日が初参加で、兵庫同友会でご一緒している
漢方整体の野上ふきさんです。漢方整体は、痛み改善、頭痛や目の疲れの

野上さん

特化コースもあり、引っ張るという独特な手技を使った優しい刺激です。
3 日間とおしては、金属造形作家の榎京子さんと、埼玉から初参加される
天然石アクセサリーの渡辺真理さんです。
★繊研新聞に掲載

★神戸セレクション展示会

JR 名古屋高島屋

ファッションビジネス専門紙の繊研新聞

5 月 2 日（火）～7 日（月）

3 月 16 日号に、当社の「パール・パール・

「神戸セレクション」JR 名古屋

コウベ」クーレペルル ネックレス＆ピアス

高島屋店に出展いたします。

を、掲載していただきました。

名古屋には、初出展です。

社長のトライアスロン
最近ではランニングのアイテムとして一般的になった GPS 時計ですが、まだ使用してない方、ランニングをこれか
ら始める方には、練習した距離、タイム、ペースの正確な数値を知る、モチベーションを上げるのにおすすめです。
以前は、車でランニングコースを走行したり、地図を調べたりして大まかな距離を測っていました。そして、腕時計
のストップウォッチを見ながら目標で距離を確認することで、キロ何分というペースを頭で計算していました。
GPS 時計は、走った距離と時間を換算し、現在キロ何分ペースで走っているかが、走りながら確認できます。
GPS 時計があれば、自分の好きなコースを、距離を確認しながら走ることができます。
走った記録はインターネット上で管理でき、モチベーションがアップします。
メーカーは何種類かありますが、ガーミンとエプソンの 2 社がメジャーです。
デザイン、多機能、新機能ではガーミン、安定性ではエプソンでしょうか。
GPS 時計を使用して記録をつけだすと、ランニングには手放せないアイテム
となります。ただあまりに距離、タイム、ペースにこだわり過ぎると義務感で
疲れますので、たまには数値を忘れて、走ることを楽しんでください。

おすすめスポット

常に新しさを
感じるガーミン

ありがとうございました！

AM8:00～10:00

兵庫県淡路市佐野 634−1

西宮神社トイレ掃除

東浦近辺

参加費 500 円

電話：0799-70-1353

三宮掃除に学ぶ会
第 134 回 5 月 23 日（水）

淡路島の食材を中心にした、定食、パスタがメインの

AM6:00～7:00

お店です。手作りなので若干時間がかかりますが、作り

三宮駅周辺街頭掃除

たての美味しさが楽しめます。

広田参道を美しくする会

建物もオーナーが作成したログ
い場所ですが、海辺で気持ちいい
ロケーションです。

西宮掃除に学ぶ会
第 198 回 5 月 20 日（日）

カフェレストラン海

ハウスです。ちょっとわかりにく

信頼性が高い
エプソン

毎月第一、第三日曜日
今年も以前いただいた
胡蝶蘭が、キレイに咲きま
した。

AM8:00～9:00
廣田神社境内参道清掃

