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縁なき人の書物を数十ページ読むのが大事か、それとも
手紙の返事を書く方が大事か―このいずれをとるかによっ
て、人間が分かれるともいえよう。森 信三（教育哲学者）

怨親平等
松 田 泰英

人間学塾 ・中之島 と いう勉強会 で、毎年 お話を聴 かせ て

いただ いて いる のが、 円覚寺 の横 田南嶺老師 です。

円覚寺 は禅宗 の臨済宗大本 山 で、横 田老師 は管長をさ れ

て います。 同門 では、 一休さ ん、 沢庵 宗彭が有名 です。

今 回 のお話 は、怨親平等 に ついてでした。私 は不勉強 で

知らな か った のですが、敵 も味方 も 一緒 と いう意味 で仏教

では当たり前 の言葉だ そう です。自 国 の利益が 一番、自分

の利益が 一番と いう世 の中 の風潮 にな ってき て、あらため

てお話をさ れ る こと にさ れたそう です。

日本古来 の武道 では、勝敗 は つけますが、礼 に始 まり礼

に終わ るで、勝者 が敗者 に対 して気遣 いがあ ります。

西洋 から 入 ってきた スポー ツは、と にかく相 手に勝 つこ

とが重要 で、勝者 は大喜 び しても良 く、そ こには敗者 への

気遣 いはあ りません。元 々騎 士道 と いう フ ェアプ レー精神

があ りま したが、近年 ではどんな 手段を使 っても勝 つこと

に重きを置 いて いると感 じられます。

自 分 と 対立 す るも のを廃絶 し て いけば 幸 せ にな る かと

いうとそんな こと はあ りません。対立す るも のも幸 せ であ

る ことが、全体 の幸 せに繋 が ると いう考え方 は、わ か って

いても実際 は受け入れがた い気持ち にな ります。

いただいた日めく
りカレンダーは、
机の横にかけて、
毎日観ています。

横 田老師 は、私たちが怨親平等を 日常 にでき る こと は、

あにかの

日本 人 の特長 であ る微笑 みを大 切 にして、い つも ニコニコ

す る ことだとお っしゃ って いま した。

とても響く、良い
お声です。

リフォームのブログ開設
当社ではお客様がお持ちのジュエリーのお修理、リフォームを承っていまして、その数も年々増えています。
リフォームはひとつひとつにストーリーがあり、種類もふたつとして同じものがありません。当社では、その記録を
とっていますが、眠らせているのが勿体ないのと、他の方の参考になればいいかと思い、過去のリフォーム、リメイク
専門のブログを開設しました。皆さんそれぞれ思い出深いジュエリーをお持ちですが、リング、ペンダント等の地金の
部分は、その時代の流行があります。当時は最先端でも、時代とともにデザインは変化し、ファッション性が強いほど、
現在では着けにくくなります。宝石はあまり流行が関係ないので、地金の枠の部分だけ今風に変えれば、思い出のある
ジュエリーを身に着けることができます。地金は買取りできますので、リフォームの代金にもなります。
いろいろなリフォームを紹介していますので、皆さん
是非当社のリフォームブログをご覧になってください。
「神戸のジュエリーリフォーム・リメイク」
http://jewel-remake-kobe.blog.jp/

ダイヤのご要望多いです。

バリエクラスプが人気です。

色石も承ります。

NEWS
★会社の掃除機
長年使用していた会社の掃除機が故障したので、新しく購入しました。今までは紙パック式だった
のですが、サイクロン式を選びました。使用してみると、吸引力が大変強いので驚きました。
吸ったゴミが見えるのですが、毎日細かい塵が結構たまっています。掃除する励みになります。
今月号から会報のラベル貼り、封入作業を、
ます
りますの
★印鑑供養
ｄは、
先代の松田真珠が使用していた会社の実印などの印鑑を、世界文化遺産に登録されている京都の
賀茂御祖神社（下鴨神社）に納めてきました。毎年 9 月下旬に全国から集まった印鑑を、末社の印納社
で印章祈願祭が開催されて供養されます。お世話になった印鑑に、感謝いたします。
★ネットワーク神戸
就労継続支援Ｂ型

ＮＰＯ法人ＷＡ「ネットワーク神戸」様に、今月号から会報のラベル貼り、

封入作業を、お願いしています。色々な作業を請け負い、貸ホール、自主製品販売されています。
連絡先

〒652-0801 神戸市兵庫区中道通 9 丁目 1 番 5 号
Tel & Fax: 078-575-8580

e-mail: wa-netk@etude.ocn.ne.jp

社長のトライアスロン
新型コロナウイルスの影響が、いろいろなところに出てきています。
マラソン、トライアスロンの大会が中止になり、プール、ジムの臨時休館で、練習もままなりません。また当社と
しても、海外からのお客様が減り、中国から仕入れる資材などに今後影響が出てくるかもしれません。
先が見えず不安な気持ちの方も多いと思いますが、こんな時、私はトライアスロンをやっていて良かったと感じて
います。長距離のトライアスロン大会に出場していると、必ず最後のマラソンパートで何度か「もう限界」と思う時が
あります。私の場合は自転車パートを終わった段階で相当体力を使っていて、もう動きたくないのですが、その状態
でマラソンのスタートを切ります。途中で「もう限界」と思ったときに、止まらずに
ゆっくりと歩いてでも前に進みます。ゆっくりと動いて前に進んでいると、ある時期
から不思議と身体が動き出して、また走れるようになります。限界のときは、止まり
たくなるのですが、復活した経験があるから、それを信じて動くことができます。
普段の生活や仕事でも同じで、「もう限界」と感じたときに、止まってしまわず少し
でもできることをし続けて、苦しくても我慢してると、状況が好転していくと思います。 次の休憩所を目指して進みます。

おすすめスポット
西村屋

花みかげ

神戸市東灘区御影山手 1-2-10
御影ガーデンシティー2F
阪急御影駅から北東へ徒歩約 2 分
電話 ： 078-822-1777
甲南大学 OB で、城崎温泉で蟹の有名な西村屋の日本
料理店です。コース料理をいただき
ました。少量で品数が多く、ひとつ
ひとつ手の込んだお料理で、食材も
季節にこだわっていました。住宅街
なので、ゆっくり食事が楽しめます。

今月も、差し入れ
ありがとうございます！

西宮掃除に学ぶ会
第 221 回 4 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 157 回 4 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

