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人間は自己に与えられた条件をギリギリまで生かす
という事が、人生の生き方の最大最深の秘訣。
森

日本 の掃除 の力
松 田 泰英

新型 コロナウイ ルス感染 の影響が広が り、普 段 の生活、

仕事、学業 にも色 々と支障 をきた して います。

世界中が混乱 して いますが、欧米や中国 に比 べて感染者

数、 死者数とも、 日本 は感染 を抑え 込ん で います。

そ の要因 は色 々あ ると思 いますが、私 は清潔好きな 日本

人 の文化 であ る掃除 の力が大き いと感 じ て います。

アメリカ では掃除 は、掃除 を職業 にす る人や、使用 人が

す る こと で、自分 ではしな いと いう考えがあ ります。

私 が ニ ュー ヨー ク で ア メリ カ人と ルー ム シ ェアを し て

いた時、自分 で掃除 をす る のは大変だ からと、人を雇 って

掃除 を してもら おうと言 い出 した こと は、非常 に違 和感が

あ り、私がそ の部屋を出た理由 のひと つでした。

そ の後ギ リ シャ人街 のアパート でギ リ シャ人、モ ロッコ

人と ルー ム シ ェアを しま したが、衛生的 にあまりに劣悪な

環境 で、最後 は ノミが原因 でそ の部屋を出ま した。

家 では靴を脱ぎ、浴槽 にお湯を張 ったお風呂 に入る日本

の習慣 は、海外 から見 ると潔癖症 とも映ります。

今 回 の新型 コロナウイ ルスで思 った のは、日本 は歴史的

に何度 も疫病 で苦 しめられ て、そ の経験を活 かし普 段 から

清潔 を大 切 にした のではな いでし ょう か。

掃除 は、最高 の神事 とも言われ て います。今 こそ先 人 の

広田参道を美しく
する会の境内清掃

智慧 を活 かし、日本 の伝統 の文化を思 い出 して、小まめな

掃除 で新型 コロナウイ ルスに立ち向 かう時だと思 います。

三宮掃除に学ぶ会
あにかの
の街頭清掃

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。

信三（教育哲学者）

真珠の品質
海外から新規の引き合いがありました。アコヤ真珠を取り扱うのが初めてで、いろいろな質問を受けました。
その中で、「真珠に、世界基準となるような公的なグレーディングはありますか」という質問がありました。
「AAA」「AA」「A」や「花珠」などの等級がありますが、どれも公的なグレーディングではありません。世界最大
の宝石協会の GIA（米国宝石学会）でも、グレーディングは定められていません。
グレーディングは、取り扱いの各真珠会社、小売店で決められていて、評価基準はお店によって違います。
真珠は厳密に言いますと一粒一粒違いますので、4 段階、5 段階ぐらいに分けることは不可能です。
真珠層の厚さ、輝き、形、表面の滑らかさ、色などが、品質評価の基準となります。
色々な種類の真珠が混ざった段階から選別して、一番重要だと思うのは輝きの強さです。
個性的であっても輝きが強い真珠は、選別していても気になって、強く印象に残ります。
また真珠層が厚いからといって、色目が良くて、輝きが強いとはかぎりません。
近年、インターネットで画像を見て販売をすることが増えていますが、やはり実物を見て、
色目、輝きを確かめて購入していただくのが一番納得できると思います。

左が一番上級品です。

NEWS
★楽天ショップオープン
パール・パール・コウベの楽天ショップがオープンしました。まだ出品数は少ないですが、
徐々に増やしていき、楽天ショップ限定の商品もアップいたします。室内、室外を問わずに、
働く女性の世代の方に、喜んでいただける商品をご提案いたします。
今月号から会報のラベル貼り、封入作業を、
ショップアドレス https://www.rakuten.co.jp/pearlpearlkobe/
ｄは、

ます

りますの

★実践人 4 月号に掲載
教育哲学者森信三先生の教えを学ぶ会「実践人の家」の会報「実践人」令和 2 年 4 月号に松田の寄稿
が掲載されました。森信三先生の教えとの関わり、学んだこと、実践したことなどについて書いてい
ます。トライアスロン、清掃活動、読書会でつながるご縁に感謝いたします。
★手づくりマスク
従妹が手作りマスクを送ってくれました。無地のみならず、花柄、犬柄など気持ちが和みます。
今や大変貴重で助かりました。ガーゼが不足しているので、裏側はさらしを使用していて、着け
心地もよく、しっかりしています。販売もしているそうですので、詳細は弊社までお問合せ下さい。(風井)

社長のトライアスロン
新型コロナウイルス感染の影響でグループでの練習ができなくなり、プールも
休館が延長されて、個人でランニングするか、サイクリングするぐらいしか練習が
できない状況です。モチ―ベーションの維持が、難しいです。
ひたすら我慢して感染が収まるのを待つしかないのですが、地元西宮市にある
兵庫県第一の古社（旧官幣大社）の「廣田神社」が、妖怪「アマビエ」の護符を
無料配布して、疫病退散を祈願していました。
アマビエは、日本に伝わる半魚人の妖怪で、光輝く姿で海中から現れて、豊作
や疫病などの予言をすると伝えられています。アマビエには、予言だけではなく
疫病を防ぐ能力を持ち合わせていて、妖怪よりは神に近い存在と言われています。
アマビエは「私の姿を描いた絵を人々に早々に見せよ。」と言ったそうなので、
この度はアマビエの絵を紹介させていただきます。
アマビエが、新型コロナウイルス感染を封じ込めてくれることを祈ります。

※開催は、新型コロナ
ウイルスの感染状況に
より変更があります。

おすすめスポット
ごはんや一芯

神戸

神戸市中央区琴緒町 5-3-3 B1
JR 三宮駅から北へ徒歩約 2 分
電話 ： 078-222-3999
甲南学園 OB のお店です。お昼の定食をいただいたの
ですが、店名のとおりに「ごはん」に
こだわりがあって、一人一人におひつが
付いてきます。食器は、信楽焼きを使用
しています。天ぷらは、からっとその場
で揚げたてでした。女性のお客様が多く
平日のお昼、店内ほぼ満席でした。

足が三本あります。

円覚寺 横田南嶺官長から
ご著書を頂戴しました。

西宮掃除に学ぶ会
第 221 回 5 月 17 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 5 月 27 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

