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人間のシマリは、まず飲食の慎みから。次には無駄づか
いをしない事。そして最後が異性への慎み。
森

神戸農村歌舞伎保存会
松 田 泰英

越木岩神社 の椿 ま つり の奉納演芸 で、神戸農村歌舞伎保

存会が演ず る白浪五人男 のツケ打ち で、歌舞伎 に初参加さ

せ て いただきま した。

越木岩神社 は我が家 の氏神様 で、宮 司 の奥様 は甲南女 子

のＯＧです。い つもお世話 にな って いる同じく甲南女 子 Ｏ

Ｇの大 谷内さ んから お話を いただ いた時 は、歌舞伎 にま っ

たく縁が無 か った のでお断 りした のですが、これも何 か の

ご縁 と思 い、引き受けさ せ て いただきま した。

簡単 と言われ て いま したが、や ってみるとタイ ミ ングが

非常 に難 しく、間違うと劇が台無 しにな ってしまうと いう

重要な役割 でした。日本文化 は、間が大 切だと感 じま した。

全体練習が ほとんど できません でしたが、本番 はメ ンバ

ー の皆さ んが経験豊富だ った ので、何と か気合 と度胸 で乗

り切 る ことが できま した。

今 ま で歌舞伎 にはま ったく興味 が無 か った のですが、自

分 で演 じ てみると、不思議と テ レビで放映さ れ て いる歌舞

伎を観 る ことが でき るよう にな りま した。

神戸農村歌舞伎保存会 は、 一般 の方 に歌舞伎を慣れ親 し

ん で いただき、 子供、年配 の方が演 じられ る会 です。

終始、明るい雰囲気でした

貴重な 日本文化を伝 承 でき るよう に、今後少 しでもお役

あにかの

に立 てたらと思 います。

有名な演目です

信三（教育哲学者）

真珠の養殖と加工の未来
株式会社コウベ・プレシアス・パールは、現社長の叔父の竹内明義が、1949 年に合資会社竹内商店を設立してから
創業 70 周年を迎えました。私が手伝いを始めてから 45 年ほど経っていて、真珠業界の環境も大きく変わりました。
真珠業界の未来を考えると、養殖と加工に問題を抱えています。真珠養殖は、2ｍｍ.から 10ｍｍ.までバランス良く
養殖されていましたが、バブル期を堺に大きく変わり、近年特に 8mm.以上の大珠をつくる傾向が強くなりました。
手間と技術が必要で、売上高が低い 7ｍｍ.以下の小さいサイズをつくる養殖場が減っています。
加工に関しても、穴あけ作業とネックレス連組作業の職人さんの
高齢化、廃業が増えています。穴あけ作業は、瞬時にしてどこから穴を
あけるかを判断し、早さが求められます。連組み作業は、いかに組み
残しの真珠を少なくし多くのネックレスを早くつくるかが求められます。
海の汚染、母貝の養殖などの問題もありますが、やはり職人の技術が
重要で、AI が取って代わることができない作業といえます。
日本の真珠産業は、早急な人材育成が、求められています。

穴あけ作業

ネックレス連組作業
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夏の展示会

コウベ・プレシアス・パール夏の展示会の日程が 6 月 20 日（木）、
21 日（金）、22 日（土）と決まりました。今回は、皆様に感謝の気持ちを込めた創業 70 周年記念です。
当社で加工したアコヤ真珠をはじめ、珍しいアイテムを用意します。共同出展者は、e-JAFshop
ます
りますのｄは、
羊毛フェルトの西村さん、メイクセラピーshin.shin みきしほさん、フェイスストレッチング講師垣内さんです。
★若宮テイ子さん新番組「ハピプラ」
当社が応援している関西のレジェンド DJ 若宮テイ子さんの新番組が始まりました！
毎週金曜朝 8 時から 11 時 30 分のラジオ大阪「新しいおとなにハッピープラス」です。
radiko というアプリを使用して、スマートフォン、パソコンでも聴けます。
★PREX シンポジウム 2019
公益財団法人 太平洋人材交流センター主催の PREX シンポジウム 2019「世界とシェアする日本の
未来」に参加しました。今後人口が増えるアフリカと、日本の役割について考えさせられました。
基調講演は、西アフリカのマリ共和国生まれの京都精華大学学長ウスビ・サコ先生でした。

社長のトライアスロン
気候が良くなり、マラソンを新たに始めようかなというお話も聞きます。我流で練習を始める方もいらっしゃいます
が、マラソンは身体に負担がかかり故障をするケースもありますので、要注意ポイントをいくつかあげてみます。
○結構スニーカーで走る方がいらっしゃいますが、走りやすいランニング用シューズをおすすめします。
○走る前には準備体操が必要で、伸ばすストレッチより、ラジオ体操などの動的ストレッチが良いです。
○計画をもって走ることが大切で、一回に走る距離、時間、走るペース、一ヶ月、年間の練習量を計画します。
○熱中症など脱水症状は危険なので、走る前、走っている最中、走った後に、こまめに給水する。
○走り終わったら疲れを残さないように、セルフマッサージ、ストレッチ、お風呂などで身体のケアします。
○5ｋｍ、10ｋｍなどの短い距離の目標になるレースにエントリーすると、練習のモチベーションが上がります。
急激に走力がつくことは無く、少ない距離、時間でも
コツコツと継続して練習していると、徐々に体質が変わり、
体力もついてきて、その身体の変化が楽しくなってきます。
無理せず続けることが、マラソンを楽しむこつです。

おすすめスポット
バーンタイ

ASHIYA

芦屋市川西町４−２ VIVO 芦屋
電話 ：

0797-78-8559

芦屋の国道 2 号線付近にある、タイ料理のレストラン
です。シェフがタイの方で、本国に近いメニューと味付
けが楽しめます。辛さは、抑え目ということでしたが、
トムヤムクンスープなどはしっかりした辛さでした。
野菜が多くボリュームがあって、
見た目も色とりどりで綺麗でした。
お店の内装が芦屋らしく、とても
洗練されていておしゃれでした。

お好きなデザインで

肩甲骨もほぐします

今月も、ありがとうござ
いました！

塩分も追加で摂取

西宮掃除に学ぶ会
第 210 回 5 月 19 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 146 回 5 月 22 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

