コウベ・プレシアス・パール会報

2018 年（平成 30 年） 9 月
第 24 号

貴方の笑顔のために
す。ｚｚｚあなかいｋ
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

「物質的に繁栄すると、とかく人間の心はゆるむ」
これまた「宇宙の大法」の一顕現であり実証である。
森

ジ ェラ シ ック ワー ルド
松 田 泰英

先 日、久 しぶ りに妻 と映画を観 に行きま した。第 一作 か

ら観 て いるジ ェラ シ ックパー ク シリーズ の最新作 で、全作

品通 じ てク ロー ン技術 で恐竜 を蘇さ せる内容 です。

大変迫力があ って楽 し い映画な のですが、今 回は、人間

の都合 で蘇ら せた恐竜 を選別 して、お金儲 け の道 具 にす る

と いう ストーリー で、生命 に ついて考えさ せられま した。

生き ると いう こと は食 べると いう こと に直結 して いて、

日 々、他 の命 を いただ いて生命 を維持 して います。

現在、人間が地球 の支 配者 と して、人間 の命 を第 一に考

え、他 の命 を尊 重 しな いこと は、や はり自然 の掟 に反す る

と感 じ て います。

動物、鳥、魚、昆虫、植物、 みんな命 と いう こと では同

じ です。それぞれ領域があ り、大きな範囲 で地球上 に、お

互 い様 でバラ ンス良 く共存 共栄 して います。生き物 の生命

が長年繋 が って いると いう こと は、地球上 で何ら か の意味

があ ると いう ことだと思 います。

文明が進 ん でも、 人間が命 を つく る こと はできません。

人間 の都合 でむや みに他 の命 を コント ロー ルす ると、必ず

自然 から のし っぺ返 しを受け る こととな るでし ょう。

私自身、大きな こと はできませんが、身 の回りにあ る い

ろ いろな命 を無駄 にせず、感謝 して、大 切 にした いと思 い

ます。 一緒 に住 ん で いるトイプード ルの ココち ゃんと、 コ

温和で、ほとんど
怒らない平和主義
者のココちゃん

ザ クライ ン コの五郎ち ゃんと の時間を大 切 にします。

マイペースで、
怖いもの知らずの
五郎ちゃん

信三（教育哲学者）

真珠と汗
以前、真珠が水に弱いことを書きましたが、汗にも弱いです。
「真珠は汗に弱いので、夏はあまり着用してはいけない。素肌に、ふれさせてはいけない。」と一般的にもよく言わ
れていることですが、実際のところ、高価なものでもあり、傷んだ真珠をお客様が持参されても、どのくらいの量の汗
がどのくらいの時間付着したかもわからず、はっきりしたことは真珠業者でもわかりませんでした。
何年か前に、当社の事業計画が近畿経済産業局の補助金事業に認定された時、真珠の耐久性
を調べる実験をしました。そのひとつが汗に対する耐久性で、人工的にアルカリ性、酸性の
二種類の汗をつくり、アコヤ真珠を漬けて実験したことがありました。
結果は、アルカリ性、酸性とも一夜で表面の真珠層が溶解して、ぼろぼろになりました。
あまりにはっきりした実験結果だったので、驚きました。
真珠の主成分の炭酸カルシウムが、汗の成分によって溶けると考えられます。
神経質になる必要はありませんが、夏場に真珠を着けたときは、乾いた布で丁寧に拭いて、
表面に付着した汗を拭きとることは、真珠の輝きを維持するために必要な手入れです。

人工の汗によって表面の
真珠層が溶けた真珠

NEWS
★フェイスストレッチング
当社展示会の共同出展者でパーソナルカラリストの垣内真澄さんが、この度フェイスストレッチングの講師になら
れました。フェイスストレッチングとは、お顔の美容体操で、表情の改善、シワ、たるみの改善、
飲み込み、咀嚼力、唾液の分泌の改善があります。無料体験もございますので、下記のメール、
お電話でお問合せください。
お問い合わせ

Mail: marymasumi@irototanosiku.com

電話：090-9616-1444

★京町堀でヒロエ鍼灸院新装オープン
当社展示会の共同出展者で鍼灸師の新開弘枝さんが、この度京町堀で鍼灸院「Voce（ヴォーチェ）」を、オープン
されました。今までの鍼灸治療だけでなく美容に特化したイオン導入やクレイクパック、
アロマトリートメント、スポーツ鍼灸などメニューも充実し、薬膳や漢方茶講座も
開講されます。肥後橋、西宮サロンも営業しています。
お問い合わせ

Mail: dr.hiroe@gmail.com 電話：090-5883-8331

社長のトライアスロン
今年の皆生トライアスロン大会は、梅雨明けの猛暑で熱中症との闘いでした。
私は暑さに苦手意識はなく、寒い方が苦手です。学生時代は野球部に所属したことがあり、当時は練習中に水を飲む
事は禁止されていて、夏休みは炎天下のグランドで延々とランニングをしてそれから野球の練習でした。
毎日、喉がカラカラに渇きましたが、その経験が今でも暑さに対する自信となっています。
過去に真夏のトライアスロンのレース後、熱中症で目の前が太陽を直視したように明るくなって、気分が悪くなった
ことがあります。その経験で、自分の身体の限界も把握することができています。
熱中症対策は水分と塩分補給が基本ですが、ある程度身体を暑さに慣れ
させておくのも重要だと思います。汗をかいて汗腺を慣れさせ、さらさら
の汗をかけるようにしておく、ある程度日焼けをして皮膚を慣れさせて
おくと、大分暑さに対応できます。
今回のような炎天下のレースでは、直接塩を多めに摂取する、上半身、
頭部に水をかけて、気化熱で冷やすことに注意しました。

おすすめスポット
芦屋リストランテベリーニ

日陰が無いランコース

いつも、ありがとうござい
ます！
夏の疲れがでますので、

芦屋市月若町 2－17

睡眠を十分にとって、身体

阪急芦屋川駅南徒歩 5 分

を休めてください。

電話：0798-32-1777
芦屋川沿いにあるイタリアンレストランです。店舗は
一軒屋風で、入り口はちょっとわかりにくいです。
料理は、一品一品丁寧に作られています。
パンは、スティック状に焼かれて
いました。店内はシンプルにフォー
マルなつくりですので、会合を開催
するのに適しています。

今回使用しました。

西宮掃除に学ぶ会
第 202 回 9 月 23 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 138 回 9 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

