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物事は一おう八０点級の出来映えでよいから、絶対に
期限に遅れないこと。これ世に処する一大要訣と知る
べし。

信三（教育哲学者）

ボ ヘミア ン ・ラプ ソデ ィ 松 田 泰英

昨 年 末 から大 ヒ ット し て いるイギ リ スの ロック バ ンド

「 クイー ン」 の歌 手 フレデ ィ ・マーキ ュリー の自伝 の

映画 「 ボ ヘミア ン ・ラプ ソデ ィ」を観 てきま した。

こ の映画 に関 しては色 々な感想があ ると思 いますが、私

は、改心す る勇気、許す優 しさ に心を動 かさ れま した。

イ ンド系など の劣等感をば ね にして、素晴ら し い歌声、

作曲能力、表現力 で フレデ ィは、自分 の曲を ヒ ットさ せま

す。そして、慢心 し天狗 にな り、家族、バ ンド のメ ンバー

にひど いことを言 って絶縁 しますが、自分 の周りに信用 で

き る人が いなくな り、孤独 にな って、改心 しま した。

和解 であや まりに来た フレデ ィを、バ ンド のメ ンバーと

家族 は、受け入れ て許 します。 フレデ ィは、もともと心優

し い人たち に囲まれ て いま した。

そして再 スタートをき ったとき、 フレデ ィは、す でに エ

イズを発病 して いて、フレデ ィに残さ れた時間 は限られ て

いま した。命 を かけた伝説 のライヴ エイド で の コンサート

は、多 く の人 々に感動をあたえ ま した。

フレデ ィが反発 したお父さ ん の 「 善 い思 い、善 い言葉、

善 い行 い」と いう言葉、認めるま では時間が かかりま した

が、 フレデ ィの心 の奥底 にはし っかり根付 いて いま した。

インドから革命、移民など、
苦労をしてきた厳格なお父
さんと、フレディに対して、
常に優しかったお母さん。

ロック好き で無 く ても、観 て いただきた い映画 です。

ロックバンドとしては、珍し
く常識的なメンバーでした。
演奏技術が高く、知的で、
何より優しかったです。

森

Made in Japan
昨年末から立て続けに、アジア市場のタイ、モンゴル、インド、ベトナムからの引き合いがきています。
以前に、アジア市場からのアプローチもありましたが、当時は一般国民の生活水準が低く、円高ということもあって、
日本産アコヤ真珠は高価すぎる商品でした。しかし近年アジア圏の経済が発展し、国民全体の所得も右肩上がりで上昇
していて、嗜好品である真珠の需要が出てきたみたいです。
需要の特徴は、上級品を好むところです。あと加工の依頼もあり、自国で加工した方が、金額が安いのではないかと
思いましたが、自国の業者は商品のすり替えや、作業が雑ということで、高くても信頼の
おける日本の業者にお願いしたいとのことでした。
価格競争では多くの分野で中国などのアジアの国々に負けていますが、お客様に対する
サービスの良さ、信頼、技術力などで、まだまだ made in Japan ブランドは強いなと
感じるとともに、大変誇らしく思いました。
なんでも海外の真似をするのではなく、古来より日本に伝わる信頼を大切にした長い目で
見る商売を続けていこうと思います。

NEWS
★榎京子さんチャリティ・アート展出展
当社がお世話になっている銀工芸作家の榎京子さんが、1 月 5 日、6 日に福島のラズギャラリーで
開催された「未来をひらく子どもたちのために

第 2 回チャリティ・アート展」に出展されました。

新作の銀製品、カバンなど、個性的な作品が出展されました。
ます
りますのｄ
★米寿のお祝い
当社の元会長の松田泰尚氏が、米寿を迎えましたので、お祝いをしました。
昭和 6 年生まれで、第二次世界大戦の後、外貨を稼ぐ貴重な日本の商材として、真珠の
加工、輸出にたずさわってきました。体調を崩してからは一線から引いて
タヒチ黒蝶真珠、南洋白蝶
いますが、朝の散歩を日課とし、食欲も旺盛で、まだまだ元気です。真珠にも興味をもたれて
います。

★越木岩神社で巫女さん
宮司様の奥様が甲南女子 OB で、当社がお世話になっている西宮の越木岩神社で、スタッフの
松田涼香さんが、巫女さんのアルバイトをしました。気温が低く、参拝される方も多い中、絵馬や
おみくじを授与しました。貴重な体験ができました。

社長のトライアスロン
冬の屋外バイク練習は、寒い、風が強い、スピードが乗りにくいなど、条件が厳しく、また寒さ対策の準備も大変で
あまり気乗りしないものです。その様な理由から、ローラー台を使って室内で練習することが増えます。
ただバイク練習は、
「冬の努力は夏に開花する。
」とも言われています。鼻水も出て、手足の感覚が無くなり、身体も
冷え切ってしまいますが、練習後に入る温かいお風呂は、最高に気持ちがよく、冬のバイク練習ならではのものです。
寒さ対策として、ネオプレーン製のシューズカバー、手袋の二枚重ね、ヘルメットの下にアンダーキャップ、ヘッド
バンドで耳をカバー、ネックウォーマー、温かくなるアンダーウェア、足用カイロなどがあります。
ウィンドブレーカーも良いですけど、空気抵抗が増えるので、冬用サイクル
ジャケットが、身体にフィットして空気抵抗も少なく快適です。
裏起毛の防風サイクリングパンツも、脚の冷えを防ぎます。
乗る時の注意としましては、峠を走る時は路面凍結に気をつけてください。
特に下りは慎重に走らないと、タイヤが滑って落車につながります。
準備に時間はかかりますけど、冬のバイク練習を楽しんでください。

おすすめスポット
うどん讃く
大阪市福島区福島２丁目８−３
電話 ： 06-6455-6613
外見はちょっと敷居が高そうなお店の構えですが、中
はお手ごろ価格のセルフの讃岐うどん屋さんです。
うどんは太目の麺で、茶色い粒が練り込んであり、聞
いたところ「香味麦芽」だそうです。
そんなに量が無いように見えたの
ですが、お腹いっぱいになりました。
天ぷらも、揚げたてサクサクです。
手作りの味、美味しかったです。

シューズカバー
は、必須です。

ありがとうございます！

寒い中での集団走行も、
楽しいです。

西宮掃除に学ぶ会
第 207 回 2 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 143 回 2 月 27 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

