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一心だに決定すれば、人は如何なる環境に置かれると
も、何時かは道の開けて来るものなり。唯そこに到る時の
遅速あるのみ。

森

素敵な おせ っか い
松 田 泰英

私 が参 加 し て いる みやざ き中央新 聞神 戸読 者 会 が主 催

で、 一般社団法 人おせ っか い協会 の高橋恵会長を お招き し

て、 おせ っか いのすすめ講演会 を開催 しま した。

高橋恵さ んは、小さ いころに大変苦労さ れ て、四十代 で

ＰＲ会社 のサ ニーサイド ア ップを娘さ んと 二人 で創業 し、

上場企業 にま で大きくさ れま した。今 回準備 から高橋さ ん

と打ち合わ せさ せ て いただ いた のですが、思 い ついたらす

ぐ動 かれ る、大変気配りさ れ る方 と感 じま した。

見返りを求 めな い行為が おせ っか いで、良 いことと思 っ

たら、遠慮 せず に即実行が大 切だ そう です。石橋 は叩く前

に渡 りき ると いう例え話 は、 面白 か った です。

みやざ き中央新 聞 の松 田く るみ社 長 も お話 さ れ た ので

すが、明 るく大ら かで、大変器 の大き い方 です。

難病 を発病さ れ て現在 も治療中 の、地 元神戸 のオカリナ

演奏者さくら いり ょう こさ ん の演奏 も心 に響きま した。

こ の講演会 を企 画 した神戸読書会 の大槻博美代表 は、志

半ば で逝去さ れ、奥様が後を引き継がれ て開催 しま した。

素材博覧会

大槻さ んも見返りを求 めず、人 のために行動さ れ て いた

大槻さんに、感謝いたします。

方 で、私たち に、も っとおせ っか いしなさ いと伝え たか っ

た のでは無 いかと思 いま した。
皆さん、心に響く内容でした。

信三（教育哲学者）

横浜

2 月 15 日～17 日に横浜で開催された「素材博覧会」に、主催者のジャパンビーズソサエティ様のブースで、当社の
真珠素材を出品させていただきました。真珠業者間、宝飾業者間では、完成品ではなく素材の真珠を販売していますが、
一般のビーズ作家向けに真珠を販売することは過去に無かったので、今回が新しい試みとなりました。
どのようなアイテムが人気なのか見当がつかなかったので、とりあえず、ネックレス、バラ珠各種取り揃えました。
やはり真珠は敷居が高いのか、はじめは中々人が寄り付きませんでしたが、徐々に質問する方が現れました。
通常は市場に流通していない珍しい商品に、興味をもたれた方が多かったです。
「直径 3mm.から 5mm.までの小さ
い珠は、価格的に使用しやすい」「変形したバロック形の真珠は、個性が強く、デザインネックレスにしてみたい」
「ナチュラルグレイの真珠は、深みのある色と
光沢が魅力的」「ブラックの真珠は、男性が着け
てもしっくりくる」等の意見をいただきました。
真珠専門家ではない方の意見から、あらためて
真珠の魅力を知ることができました。

小さいバラ珠

バロック形

ナチュラルグレイ

ブラック

NEWS
★Instagram 開設
パール・パール・コウベの Instagram を開設しました。ネックレス、ブローチ、ピアスなど、当社
の商品を永野さん、八尾さんがピックアップして投稿しています。Instagram をされている方は、
「パール・パール・コウベ」で検索して、ご覧になってください！
ます
りますのｄは、
★横田南嶺老師からの日めくり
人間学塾・中ノ島で毎年 2 月の講師をしてくださっている円覚寺の横田南嶺老師から日めくりを、
頂きました。日めくりは、毎日勉強になる言葉が掲載されて、繰り返し見ることで浸透していきます。
当社では、鍵山秀三郎氏、金澤翔子氏、「綿毛にのって」と合わせて四冊目になります。
★小笠原流煎茶道主催「春風の宴煎茶会」
小笠原流煎茶道主催で「春風の宴煎茶会」が、平生記念平生記念セミナーハウスで開催され
ました。今回は、甲南大学 OB の小笠原秀邦若宗匠が企画した香煎茶席も設けられて、新しい
スタイルの煎茶も楽しめました。私も何回か茶会に参加することで、大分雰囲気にも慣れてきて、
お茶、流れを楽しめるようになってきました。

社長のトライアスロン
トライアスロンの練習をしていて、時間や距離を記録に残しますが、心拍数を管理するのも重要です。
心拍数は、おこなっているトレーニングの強度や、元気なのか疲れているのかなどの体調がわかります。
心拍数を計測するのに、以前は胸にバンドを回して、心臓近くに計測器を着けるタイプが主流でした。胸にバンドを
回すタイプは、どうしてもずれて落ちてくることが多く、私は苦手でした。
最近では、脈拍で心拍数を計る腕時計タイプが増えています。こちらは、簡単に計ることができ重宝しています。
練習量が多く、体調が良いときは、平常時の心拍数は下がり、私も毎分 40 回ぐらいになっていました。
ただ心拍数が下がれば良いというわけでもなく、トライアスロンレース後半で疲れが出てくると、速く走ろうとして
も心拍数が上がらなくなります。
平常時にあきらかに通常より心拍数が高い時は、
疲れがたまっているので、休養か、軽めの練習に
します。感覚も大切ですが、自分の状態を数値で
知っておくと安心です。

時計裏のセンサー

おすすめスポット
LUNCHAN AVENUE
（ランチャンアベニュー）
神奈川県横浜市中区日本大通 11
電話：045-641-2666

心拍数の表示

おかげ様で、
（株）コウベ
・プレシアス・パールは、
現代表の松田泰英の叔父
竹内明義が、1949 年に
（合）竹内商店を設立して
から、三代創業 70 周年を
迎えることとなりました。
ありがとうございます。

第 209 回 4 月 21 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
AM6:00～7:00

で、海の近くの関内にあります。昭和初期に建てられた

三宮駅周辺街頭掃除

横浜市認定歴史建造物内にあり、ドラマの撮影でも使用

広田参道を美しくする会

されているおしゃれな店内です。

毎月第一、第三日曜日

料理はフレンチの前菜、サラダ、
両方の味が楽しめました。

西宮掃除に学ぶ会

第 145 回 4 月 24 日（水）

先日の横浜出張で、出展者交流パーティーをした会場

お肉と、イタリアンのパスタなど

パソコン、スマホでデータの管理

松田真珠（株）
代表 松田泰尚

AM8:00～9:00
廣田神社境内参道清掃

