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人間は、この「暑い」「寒い」と言わなくなったら、
そして、それを貫いて行ったとしたら、やがて順逆を
超える境地にも至ると言ってよいでしょう。
教育哲学者 森 信三

心 ここにあり
松 田 泰英

先 日、私が大好きな若宮 テイ子さ ん のラジ オ番組 の占 い

コーナー で、 日常 のアドバイ スと して 「心 ここにあらず

ではなく、心 ここにあ り です」とお答えさ れ て いま した。

近年、テ レビ、イ ンターネ ット、新聞、雑誌と情報量が

増え て、ス マート フォンの普 及 でそ の情報を い つでも見 る

ことが でき る様 にな り、常 に過去や未来 のことを考え て、

目 の前 のことが おろそかにな る風潮が増え て います。

デ ートや、友 人と食事 に行 って、お互 いが自分 のス マホ

を みて、言葉 を交わ して いな い光景をよく みかけます。

一緒 の場 には いますが、心 はそ こに無 いので、自分 一人

で いる のと変わ りがあ りません。

仏教 の禅宗 であ る曹 洞宗 では、掃除、洗濯など、日常 の

作業 であ る作務 を大 切 にして いると聞きます。目 の前 のこ

と に集中す る こと で、心が今 に戻 ってきます。私もトイ レ

掃除や街頭掃除 をす ると、目 の前 にあ る汚れ、ゴ ミに集中

して時 の経 つのを忘 れ てしま います。

神道 では 「中今」と い って、今 生 かさ れ て いる こと に

感謝 して、 こ の 一瞬 を精 一杯生き て いくを大 切 にします。

悩 み の多 く は過去 のことをくよくよしたり、未来 のこと

をあれ これ取 り越 し苦労す る ことな ので、今 目 の前 の行動

祭神 国之常立神
奈良の玉置神社

に集中す ると自然 と悩 みもなくな ります。

あにかの

よからぬ ことを考えだ したとき は 「心 ここにあ り」と

言 って、心を今 に戻 しま し ょう。

ラジオ大阪 毎週
金曜日 7:50AM~
若宮テイ子の
ハッピープラス

NOP 法人 WA ネットワーク神戸様の協力で、この
会報を発送させていただいています。

真珠の街神戸
同業者の間では当たり前と思っていますが、神戸が「真珠の街神戸」と呼ばれていることは、案外知られていません。
神戸の真珠加工業は約 200 社あり、神戸市の地場産業に認定されています。真珠と言えば、伊勢、宇和島などを思い浮かべ
る方が多いと思います。神戸には真珠養殖場はありませんが、浜揚げされた真珠の七割が神戸に集まり、ネックレス、バラ珠に
加工されて、全国に販売されます。神戸は真珠の集積地で、その歴史は昭和初期から始まっています。
伊勢で養殖に成功したアコヤ真珠は、当時の日本市場には高価すぎて、販売先は欧米でした。当時、港がある神戸には
欧米の商人が集まっていました。商人はアコヤ真珠に興味を持ち、神戸港から輸出しました。神戸は地形的に、伊勢、宇和島、
九州の中間地点で、神戸に真珠加工会社が集まりました。六甲山にはね返る北からのやわらかい太陽光が、真珠の選別に適し
ています。真珠の買い付けに、全世界からバイヤーが神戸に来ていましたが、
阪神大震災を境に、南洋真珠、黒蝶真珠、淡水真珠の生産量も増えたため、
真珠の取引の中心地は香港へ移りました。真珠加工に関しては現在も神戸が
中心で、真珠製品の大半は一旦神戸に集まっています。 香港が不安定な今、
海外からの引き合いが神戸に戻ってきて、今後入札、展示会が注目されます。

神戸の日本真珠会館

神戸パールミュージアム

NEWS
★コウベ・プレシアス・パール冬の展示会
夏の展示会は中止となりましたが、冬の展示会を開催いたします。日程は、12 月 10 日（木）、
11 日（金）、12 日（土）です。フォーマルのアコヤ真珠ネックレスをはじめ、新作ジュエリー
などご用意いたします。またジュエリーリフォームのご相談も承ります。共同出展はスキンケア、
今月号から会報のラベル貼り、封入作業を、
ます
りますの
静脈エステ、薬膳など美と健康をテーマに、平川宣子先生のニット展も開催いたします。
ｄは、
★神戸農村歌舞伎保存会
神戸市立西区文化センターで、子供たちが中心の「神戸の農村歌舞伎」が開催されました。
コロナ禍で、練習不足でしたが、みんなしっかり自分の演目を演じていました。緊張している子も
い

いましたが、みんな楽しそうでした。大人も負けずに応援ということで、甲南女子
OG の大谷内さんと一緒に、私も「三人吉三」のお坊吉三を演じました。

★Go To トラベル 地域共通クーポン取扱店舗
この度、パール・パール・コウベは、Go To トラベル事業「地域共通クーポン取扱店舗」に承認
されました。新型コロナウイルス感染防止ガイドラインを厳守して、対応いたします。

社長のトライアスロン
今年はほとんどのマラソン大会が中止となりましたが、小規模ですが再開される大会も徐々に増えています。
初めてマラソン大会に参加される方もいらっしゃるので、初マラソンの注意事項をあげてみました。
〇レース前は疲れないために、徐々に練習量を減らす。前日は、無理して走らなくても大丈夫です。
〇レース用シューズは、事前に何回か履いてならしておく。当日いきなり履くと、靴擦れなどで失敗します。
〇チェックリストを作成して、前日持参する物を確認する。結構忘れ物があるので、リストがあると安心できます。
〇寒い時期、レース前に並ぶ時用に透明な大きなゴミ袋を用意する。穴をあけてかぶると身体が冷えません。
〇可能なら、レース用ウェアを着ていく。着替えスペースを取れない場合もあり、時間の余裕もできます。
〇ゼッケンを簡単にとめるアイテムを用意する。安全ピンで留めるのが
寒い時は結構難しくて、案外時間をとってしまいます。
スタート直後は、多くの選手が高揚して普段より早いペースとなる
ので、しばらくはウォーミングアップぐらいの気持ちで走りましょう。
後半に体力温存して余裕をもって完走できると、達成感も大きいです。

おすすめスポット

便利なゼッケン留

今月も差し入れ頂戴し、
ありがとうございます！

AM8:00～10:00

香川県高松市牟礼町牟礼３１８６

西宮神社トイレ掃除

五剣山の麓、八栗寺参道沿い

参加費 500 円

Tel: 0120-04-6522

三宮掃除に学ぶ会
第 161 回 11 月 25 日（水）

本場香川の讃岐うどんの人気店で、中庭があり、お店

AM6:00～7:00

の大きさに驚きました。座敷もあって豪華ですが、メニ
うどんすき、うどん懐石の様な
高級なものまで幅広くあります。
麺はもちもちで、やはり本場の
讃岐うどんは別物でした。

西宮掃除に学ぶ会
第 225 回 11 月 15 日（日）

うどん本陣「山田屋」

ューの内容は、正麺工場のお店と変わらないものから、

暖かいゴミ袋

三宮駅周辺街頭掃除
お陰様で発刊 50 号です。

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

