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幸福とは、縁のある人々との人間関係を噛みしめて、
それを深く味わうところに生ずる感謝の念に他なるまい。
森

中小企業家 同友会
松 田 泰英

私が、二〇 一五年 から参加さ せ て いただ いて いる兵庫県

中 小企 業家 同友 会 の全 国組織 であ る中 小企 業家 同友 会 全

国協議会 が、五十周年を迎え ま した。同友会 は、経営者 が

経営 の勉強をす る異業種交流会 です。

知 人 の紹介 で最 初 は 二〇 〇 三年 に大 阪 同友 会 に参 加 し

ま した。そ の時支部長だ った株式会社 モリ シタ の山本晃 三

社 長 と 副支 部 長 だ った新 生 紙 化 工業 株式会 社 の吉 田俊 夫

社長が、上 から 目線 ではなく同じ社長と して接 してくださ

った のが、今 ま で経験 した ことがなくと ても新鮮 でした。

例会 では、毎 月会員さ んが経営報告 しますが、ご自身 が

体験 した ことを、良 い格好 せず に失敗談 でも正直 に話 して

くださ る ので、と ても心 に響きま した。

何 のた め に働 いて いる のかに ついて考 え る機会 が多 か

った ですが、私 の場合 は自 己顕 示欲が強 か った こと に気づ

かさ れま した。そして、自分 に係わ り のあ る全 て の人 々を

喜ばす ことが、本当 の働 く喜 びだとわ かりま した。

私も何 回か経営報告、例会 の運営、会員 の増強 の担当を

さ せ て いただき、経営 理念、経営計画書 の つくり方 も教え

て いただ いて、私 にも会社 にもプ ラ スにな りま した。

同友会 の会員さ んは、自社を良 くす ると いう志が高 く、

会員企業の
会社訪問が、
異業種を知る
ことでと勉強
になります。

尊 敬 でき る方が多 いので、良 い人脈も築 けま した。

あにかの

い つの間 にか、私も年長 の部類 に入 ってきま した ので、

次 の世代 の方 に、私が先輩 から教え て いただ いた ことを、

自分 の経験 も含 め て伝え て いきます。

東日本大震災
後に茨城同友
会で、阪神大
震災のお話を
させていただ
きました。

信三（教育哲学者）

コウベ・プレシアス・パール創業 70 周年夏の展示会
6 月 20 日から三日間、コウベ・プレシアス・パール創業 70 周年記念の夏の展示会を開催しました。
今回は、当社の歴史を知ってもらうということで、先代からの真珠加工機具を展示しました。製品だけ見ているとわ
かり辛いですけど、多くの人の手間隙がかかっている真珠加工の工程を理解していただけて良かったです。
今回の展示会用に、永野さんが近年少なくなったナチュラルグレーパール、ツインパールを使用してデザインした
ジュエリーが人気でした。深みのあるアコヤ真珠本来の輝きと、バロックの形が魅力的な作品です。
共同出展では、羊毛フェルトの MIHO さん、ウォーキングとメイクのみきしほさん、パーソナルカラーとフェイス
ストレッチングの垣内真澄さん、銀工芸の榎京子さん、そして e-JAFshop 芦屋の全国名品を楽しんでいただけました。
今回もリフォームを承り、
大変貴重なジュエリーが多数
あって、私どもも勉強になり
ました。また次回、よろしく
お願いいたします。

真珠加工機具

記念商品

MIHO さん

みきしほさん

垣内真澄さん

JAF 芦屋

榎京子さん

NEWS
★井川さくらさんご結婚
当社の展示会に共同出展してくださっているシルバーデザイナーの井川さくらさんが、この度
ご結婚されました。新婦の酒井翼さんは研究員をされていて、ジョギング練習もご一緒したことが
あります。教会で式を挙げられて、ＡＮＡクラウンプラザホテルで開催された披露宴は、とても
ます
りますのｄは、
素適でした。引き続き、シルバージュエリーの作品をデザインされます。
★旧居留地連絡協議会
当社が所在する神戸三宮から元町までの南部地域「旧居留地」を、活性化する団体「旧居留
連絡協議会」に加盟することになりました。今後は、イベント、清掃活動、広報活動などに参加
して、旧居留地のブランドイメージのアップに協力します。
★全日本トライアスロン皆生大会
７月１４日に鳥取県米子市で開催された第３９回全日本トライアスロン大会に松田が参加し、
１２時間５０分で無事に完走しました。雨の予報でしたが、朝方に奇跡的に雨が止みまして、
皆生大会では珍しく気温が低い大会となりました。

社長のトライアスロン
昨年の全日本トライアスロン皆生大会以降、練習量が少なくなり、オフシーズンは体重も体脂肪率もかなり増えま
した。最低限のスイム、ランニングは続けていましたが、体形を維持するには不十分だったみたいです。
今年の大会が近づき、4 月から本格的に練習量を増やしました。日曜日のポイント練習で、自転車約 100km、ラン
ニング約 15km の 6 時間程度のハードなメニューを入れると、身体も相当な疲労を感じましたが、体重、体脂肪率も
一気に下がり、レース時の数値に近づきました。
オフシーズンに体重 60kg 体脂肪率 13％台だったのが、一番低い数値の時で体重 53kg、体脂肪率 6％台まで落ちま
した。一旦体重が落ちた後は、平日の軽めの練習で、好きなように食べても体重、
体脂肪率は、変わりませんでした。
体重が落ちるとやはり動きやすくなり、ランニングは自然と平均ペースが上がり
自転車も坂を上るのが楽になりました。
体重を落とすには日々の軽いトレーニングも一定の効果はありますが、劇的に
減らすためには、身体に強い負担をかけることが必要と感じました。

おすすめスポット
味加味
神戸市中央区中山手通１丁目２２
電話：078-242-5200
（8 月 1 日に移転されました。
画像は、旧店舗のものです。）
昼間は定食屋ですが、シェフが 3 人いて、夜は和風
、イタリアン、中華それぞれの料理を味わえます。予約
を入れると希望にそったメニューにしてくれます。私が
行った時は、生ハム、鰹のたたき、
焼き豚、蕎麦など出ました。
お店の雰囲気は庶民的で、気取
らずに一流の料理が楽しめます。

山岳コース

今月も、差し入れありが
とうございました！

平坦なコース

西宮掃除に学ぶ会
第 213 回 8 月 18 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 149 回 8 月 28 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

