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一、時を守り

二、場を浄め

三、礼を正す
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これ現実

界における再建の三大原理にして、いかなる時・処にも
当てはまるべし。

信三（教育哲学者）

綾心塾 綾部 正哉先生
松 田 泰英

大阪 ・松岡会 で二回にわた って、宮崎県 で綾心塾 の塾頭

をさ れ て いる綾部 正哉先生 のお話を聴きま した。

綾部先生 は、第 二次世界大戦終戦時 に、六歳 で三歳 の弟

さ んと 一緒 に家 族 と 別 れ て満 州 から 日本 を 目指 しま した

が、途中 で弟さ んと死別 し、 一人 で帰国さ れ ると いう辛 い

経験をさ れま した。そ の後 は、学校 の教師 とな り、退職金

で教師 のため の学校 の綾心塾 を設立さ れ て、約千七百名 の

先生が今 ま でに入塾さ れ て います。

綾心塾 の四 つの塾 訓 は、 一、慈 母 の愛、 二、良農 の誠、

三、名 医 の賢、四、利他自尊 で、技術 より、まず は人間力

を高 める こと に重きを おかれ て います。

会場 では、趣味 の尺八と ハー モ ニカ演奏 をご披露さ れま

したが、大変情熱的 でした。壇上 であれだけ見事な演奏 が

でき る のは、相当な精神力だと感 じま した。

講演後 に礼状を出 しま したら お返事 を頂 いた のですが、

毛筆 で、 見事な お葉書だ った のに驚 きま した。

綾部先生 のことを 一番すご いと思 った のは、普 段、笑顔

を絶やさず、と ても人当たりが優 し いこと です。大変 つら

い経験をさ れ て、ご自身 にも厳 し い方 ですが、人に接す る

時 は常 に優 し い笑顔 でした。私 は ヘラ ヘラして いると他 人

字体、内容、字数
とも整っています

に対 して失礼 かと思 い、 つい難 し い顔 にな ってしまう ので

あにかの

すが、そ の方が失礼と感 じま した。綾部先生 にお会 いして

から は、常 に笑顔を心がけ るよう にして います。

大変力強い尺八
演奏でした

森

アコヤ真珠 ナチュラルグレー バロック形
6 月の展示会で作成したナチュラルグレイカラーでバロック形のアコヤ真珠を使用したネックレス、イヤリング、
リングなどのジュエリーが、展示会後も卸売、小売ともに引き合いがあって人気です。
通常真珠は、形は真丸、色はホワイトピンク、表面はつるつるのイメージです。百貨店などで大量販売の企画をする
ときは、この方が均一されていて販売がしやすいので、こちらのタイプが主流となっています。
真珠のルーツは、アコヤ貝が自然に異物を飲み込んでできたものなので、形はバロック、色はグレイ系、表面には
しわがあります。ナチュラルグレーのバロック形は、本来の真珠
に近いので魅力があるのかもしれません。同じものが二つと無い
ので、それぞれが一点物となり、販売には手間隙がかかりますが
世界にひとつの自分だけの真珠という愛着は沸くと思います。
通常の真珠はフォーマル感が強いのですが、ナチュラルグレー
のバロック形は、上品な中にも個性があって、カジュアルに装着
できることも人気の要因です。

９ｍｍタックブローチ

バリエーションも豊富です

NEWS
★世界の真珠を神戸から
パールシティ神戸協議会主催のイベント「世界の真珠を神戸から」が９月２１日（土）から２３日
（月）に神戸パールミュージアム（日本真珠会館）で開催されます。販売会「パールサロン神戸流」
に、当社は出展いたします。真珠加工の実演や、産地別のオークションも開催されます。
ます
りますのｄは、
★毎日書道展
毎日新聞主催の「第７１回毎日書道展

関西展」が８月１４日から１８日までマイドームおおさか

で開催され、お世話になっている丹羽惠子先生の作品が展示されました。
その会場で、偶然に甲南小学校時代の恩師である藤原一三先生の作品と出会いました。
先生らしい厳しく、力強さを感じる作品でした。
★小笠原流煎茶道教室

懇親会

お世話になっている小笠原流煎茶道教室の懇親会が、神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズで開催
されました。大阪、神戸、阪神間の家元教室の皆さんが一堂に会して、親交を深めました。若宗匠
小笠原 秀邦先生の挨拶で始まり、ビンゴゲームなどを楽しみました。

社長のトライアスロン
今年で 4 回目の出場となる全日本トライアスロン皆生大会、無事に完走することができました。
今回は梅雨の最中だったので、例年のような灼熱地獄に悩まされることはありませんでした。当日は雨の予報でし
たが、前夜からの雨も朝には奇跡的に止みました。レース後の身体の負担は、例年より大分楽でした。
トライアスロンは準備の競技で、スイム、バイク、ランと、それぞれ着替えなど
の準備をしなければなりません。チェックシートを作らないと結構忘れ物をして
しまいます。近年清掃活動をしているおかげで、準備が整うようになりました。
それでも今回は、スイムが終わった後、バイクに乗って 2km ぐらい走ったところ
でゼッケン付け忘れに気付き、バイクスタート地点に取りに戻ることとなりました。
いつもなら失敗した自分を許せずにずっと引きずってしまうのですが、今回は
失敗した自分を笑うことができました。今回は「レースを楽しむ」という目標が
あったのですが、ゼッケンの着け忘れでタイムも順位も落としたことで、かえって
ペダル漕ぐこと、走ることに集中して、楽しむことができたのかもしれません。

おすすめスポット

今月も、差し入れありが
とうございました！

西宮掃除に学ぶ会
第 214 回 9 月 22 日（日）

かやく亭
神戸市中央区三宮町２丁目１１−１
センタープラザ西館 B1F
電話 ：

色々あった１２時間５０分でした

078-332-3886

カウンター席のみのうどん屋さんです。特殊な圧縮鍋
で茹でた麺には、茹で置きにもかかわらずコシがありま
す。大きな揚げなど具沢山な「あっさりうどん」と、肉
と卵とじの「こってりうどん」が
あり、かやくご飯がついた定食も
あります。出汁もしっかりとって
いて、優しい味付けになってます。

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 150 回 9 月 25 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

