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食事をするごとに心中ふかく謝念を抱くは、真人の一
特徴というべし。それだけにかかる人は意外に少ないよう
である。

森

心 で話す ＤＪ
松 田 泰英

大阪学院大学 で、ラジ オパー ソナリテ ィー若宮 テイ子さ

ん の講義 を受けま した。テイ子さ んは、 一九八〇年代 から

関西 ＤＪの第 一線 で活躍さ れ て、当社 のＢＧＭと してよく

聴 いて いま した。現在 は、ラジ オ大阪 で毎週金曜 日に朝八

時 から ハッピープ ラ スと いう番組を持 たれ て います。

こ の歳 にな って、大学 で現役学生さ んと授業を受け る の

はと ても新鮮 で、私 の時代と は大分変わ って いま した。

今 回 の講義 は、学生さ んが将来 に役立 つことを、日頃 の

習慣を変え る こと に重点を お いて、 お話 しさ れま した。

人に親 切 にす る こと は、相 手も気持ち いいですが、良 い

ことを した自分も気持ち良 くな り、親 切 の連鎖が広が ると

いう お話、今 の日本、世界を救う考え方 かも しれません。

あ る時期 に、学校 へ行けなくな った テイ子さ ん の娘さ ん

は、運動を習慣付けす る こと によ って、気持ちが前 向き に

な って学校 へ行け るよう にな ったそう です。

今 のテイ子さ んから は考えられませんが、ラジ オ番組 に

出演 しはじめた頃 は、 話 し方 の基 礎 を学 ん でな か った の

で、周 りから へたくそと言われ続けたそう です。 そ の時、

テイ子さ んは心 で話す ことにしたら、 フ ァンが増え たそう

です。私が テイ子さ ん のラジ オ番組 に惹 かれ る のは、 い つ

も心 で話さ れ て いるから かも しれません。

高橋尚子さんが、
卒業されています

今 もご自身 が成長す るために、三年 日記など地道 に勉強

と努力をさ れ て いるテイ子さ んを私も見習 います。

学生さんも、聴き
入っていましたあにかの

信三（教育哲学者）

素材博覧会 KOBE 2019
６月１３日から三日間開催されたジャパンビーズソサエティ様主催の「素材博覧会 KOBE 2019」に、アコヤ真珠の
素材を出品させていただきました。会場は、デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）でした。ビーズを使っ
て自分でアクセサリーを作成する趣味をお持ちの方は多く、初日から来場者はいっぱいでした。
通常、アコヤ真珠の素材はバラ売りしないのですが、「自分で作成するアクセサリーに、本物の真珠を使いたい」と
いう要望がジャパンビーズソサエティ様に多数寄せられたので、是非協力させていただきたいと思いました。
二日目には、「真珠の街神戸から、パールの基礎知識」という題で講演させていただきました。熱心な方も参加され
ていて、真珠の手入れ方法や、今後のアコヤ真珠業界の展望などの
質問がありました。アコヤ真珠ネックレス素材にクラスプを着けて
完成させるワークショップも開催しまして、大変喜んでいただけ
ました。素材博覧会に、神戸地元のサンテレビ「４時！キャッチ」
の生中継の取材が入り、真珠のブースも紹介されました。
今後もアコヤ真珠の魅力を、多くの方に伝えていきます。

自分の勉強にもなりました

リポーターは、のぞみさん

NEWS
★劇団ぷらっと公演
お世話になっている甲南大学ＯＧの福島啓子さんが所属する劇団ぷらっとの公演が、神戸アート
ビレッジセンターで開催されました。毎回、家族や人生について考えさせられるテーマで今回の
「葬儀はキャンセルできない」も公演時間の１２０分があっという間に感じました。
ます
りますのｄは、
★甲南学園設立１００周年
平生釟三郎先生が甲南学園を設立されてから１００年が経ち、その記念行事として甲南中学
高校大同窓会をポートピアホテルで開催し、約５００名が参加しました。平生先生の足跡が映像
で紹介されましたが、あらためて教育、事業にかける情熱を感じました。
★神戸農村歌舞伎保存会

楠公祭

湊川神社の楠公祭奉納ステージで、神戸農村歌舞伎保存会が出演しました。演目は、今回も
白浪五人男でした。主役の衣装の到着が遅れてぎりぎり間に合うというハプニングもあり、全体
練習もできていませんでしたが、皆さん場慣れていて、無事に演じきることができました。
また違う演目を演ずる企画もありますので、しっかり練習いたします。

社長のトライアスロン
仕事をしている方にとって、平日のトレーニング時間は、朝型か夜型に分かれることが多いです。
私は元々夜型でしたが、阪神大震災以降に早起きせざるおえない状況となり、トレーニングも基本的に朝型です。
朝型練習の良い点は、やはり空気が新鮮で気持ち良いことです。道路が空いているので、ランニングしても安全です。
朝から心拍数を上げるので、仕事も午前中からエンジンがかかります。悪い点は、冬の寒い時期は、はやり起きるのが
つらいです。あと朝から運動するのは、心臓に悪いとも言われています。
夜型練習の良い点は、身体も慣れているので動きが良く、タイムも早いです。仕事の後で、ストレスを発散できます。
参加できる練習会も多いです。悪い点は、夕食、就寝時間が遅くなり、
朝起きづらくなることです。私は、水泳の練習は、夜にしています。
ロングのトライアスロンは、水泳のスタートが朝６時、７時ですが、
私の場合、普段から早朝に練習しているので、早起きも、いきなりの
水泳もあまり苦になりません。朝型、夜型ともに一長一短あります
ので、自分に合った時間帯で練習してください。

おすすめスポット
どんぶりころころ
神戸市中央区三宮町１丁目８−１
さんプラザ 地下一階
電話：078-333-0222
三宮さんプラザ地下の食堂街にあるカツ専門店です。
とにかく量が多く、名物はトリプルミックス丼で、豚、
チキン、海老の三種盛りとなり、味
もも、和風、ソース、カレー、中華
から選べます。学生の味方のお店で
すが、ハードなトレーニングの後は、
私もよくお世話になっています。

綺麗な朝焼け

今月も、差し入れありが
とうございました！

競技場を使ったチームの練習会

西宮掃除に学ぶ会
第 212 回 7 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
第 148 回 7 月 24 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
AM7:30～8:30
廣田神社境内参道清掃

