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大よそわが身に降りかかる事柄は、すべてこれを天の命
として慎んでお受けするということが、われわれにとって
は最善の人生態度と思います。森

謹賀新年
松 田 泰英

明けまして、 おめでとうござ います。

旧年中 は、大変 お世話 になりまして、ありがとう

ござ いました。本年も、宜 しくお願 いいたします。

昨年、大阪 ・松岡会 に参加 して、四十七歳 から視力を失

われた西亀 真さ ん のお話を聴きま した。

見え て いたも のが見えなくな る恐怖 はもち ろん ですが、

今後ず っと 「 す みません」と声を かけ、人を頼 って生き

て いかなければならな いと いう のも恐怖だ ったそう です。

勇気を出 して 「 す みません」と言 ってみたと ころ、思

いの他 に優 し い人が多 く、 人 の温かさを感 じたそう です。

助け る側、助けられ る側、両方、はじめに声を かけ る の

は、勇気が いる こと です。良 かれと思 っても、おせ っか い

ではな いか、迷惑 ではな いかと躊躇 してしま います。みん

ながそ の様 に考え ると、結 果的 に つなが り の無 い、冷 た い

社会 とな ってしま います。

あ る テ レビ番組 の日本 で暮 ら す海 外 の方 へのイ ンタ ビ

ュー で、 「 日本 人 は、 と ても親 切 です。 こちら から、声

を かけ てから は。」と いう意 見があ ると のこと です。

私も人に声を かけ る のは得意な方 ではな いので、今年 の

目標 は、役 に立 てる、良 かれと思 ったとき は、積極的 に、

勇気を持 って、 こちら から声を かけ る こと にしま した。

命 と は、そ のも のに与えられた時間 であ る。たくさ ん の

人の温かさを感じる
ご著書です。

勇気をくださ った西亀 さ んに感謝 いた します。

ユーモアたっぷり
の講演でした。

信三（教育哲学者）

冬の展示会
2018 年 11 月 29 日、30 日、12 月 1 日の 3 日間、コウベ・プレシアス・パール冬の展示会を開催いたしました。
お忙しい中、ご来場いただいた皆様、共同出展してくださった皆様、どうもありがとうございました。
メイクセラピーみきしほさんと橋本さんは、姿勢、メイクのアドバイスと特別価格の化粧品が人気でした。ハンドマ
ッサージ新開弘枝さんと高橋さんは、短時間ながら皆さんにリラックスしていただきました。鑑定士子生龍命さんは、
皆さんの悩み事にアドバイスがありました。平川宣子さんのニット展は、鮮やかな作品が出展されて、皆さんを魅了し
ました。岡田親彦さんのガラス作品は、篠山の自然の
においがしました。e-JAFShop 芦屋

Miho さんの羊毛

フェルトは、可愛い動物に皆さん癒されました。榎京子
さんのシルバージュエリーは、目を惹きました。
パールアイテムは、18 金、シルバーなどを使った
デザインネックレスが人気でした。
次回 6 月の展示会も、よろしくお願いいたします。

NEWS
★チームブレイブ１０周年記念大感謝祭
当社が応援しているトライアスロン団体の「チームブレイブ」が、10 周年を記念して
大感謝祭を大阪新阪急ホテルで開催しました。元オリンピック選手を含む約 200 名が参加
されて、抽選会の景品に当社の真珠のネックレスを協賛しました。
ます
りますのｄ
★’18 KOBE PEARL MUSEUM
神戸市、神戸ファッション協会、パールシティ協議会などがバックアップする真珠
のイベント「’18 KOBE PEARL MUSEUM」が、ルミナリエ期間中に日本真珠会館
で開催されました。真珠講座、オークション、撮影会などのイベントも開催されて、
共同出展を、楽しん
各種類の真珠製品を
動物系のお土産も、
当社は、パールネックレス、ピアス、タックブローチなどを出品しました。
でいただけました。
ご用意しました。
好評でした。

手作りオーナメント、リースも人気でした。
★e-JAFshop 芦屋「クリスマス☆ギフト特集」
JAF のアンテナショップ「e-JAFshop 芦屋」の Web ショップのクリスマスギフト特集に、
当社のパールネックレス、ブローチ各種を掲載していただきました。

社長のトライアスロン
私が参加しているチームブレイブのスイミングセッションで、元ナショナルチームのコーチだった八尾彰一監督が
「リミッターを外す」話をされていました。自分の限界を頭の中で勝手につくってしまっているので、自分の意識の中
でその限界を外すことが記録をのばす上で重要とのことでした。「できる」と思うことだそうです。
トライアスロンは、水泳、自転車、マラソンの三種目をこなすことと、距離と競技時間が長いということで、リミッ
ターを外す要素を多くもっているスポーツと言えます。
私が、一番初めに自分でリミッターを外したと思ったのは、武庫川で開催されたユリカモメ
ウルトラ 70km マラソンでした。フルマラソンは完走していましたが、トライアスロンに挑む
ためには持久力が必要と考えて、挑戦しました。当日スタートするまでは、完走できるか恐怖心
との戦いでした。50km を超えてからヘロヘロになりながらも、無事完走することができました。
このレースを経験してからは、身体が辛いことはありますがトライアスロンをするにあたって
距離と競技時間に対する不安は、ほとんどなくなりました。
最近はリミッターを外さなくなってきましたので、今年はリミッターを外そうと思います。

おすすめスポット
うさぎ庵
東京都板橋区板橋１丁目３５−１０
電話 ： 03-3964-6895
東京に出張へ行く時は、必ず立ち寄る板橋のお店です。
ご夫婦で営業している一見普通のお蕎麦屋さんです
が、北海道の蕎麦粉にこだわった自家製手打ちの本格的
な蕎麦が各種食べられます。
喉越しが、大変爽やかです。
天ぷら、かやくご飯、お漬物、
そば茶など、しっかりと作られ
ているのが伝わってきます。

本年もよろしくお願いいた
します！

8 時間かかり、全力を
使いはたしました。

西宮掃除に学ぶ会
第 206 回 1 月 20 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 142 回 1 月 23 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

