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人はその一心だに決定すれば、如何なる環境に置かれよ
うとも、何時かは必ず道が開けてくるものである。

読書
松 田 泰英

コロナウ イ ル スの影 響 で緊急 事 態 宣 言 が 出 て いた時 期

に、ネ ット上 で自分 の好きな本を上げ るリ レーが流行 って

いま した。家 に いる時間 の使 い方 で、読書 と いう楽 しみ方

があらため て見直さ れ て いると感 じま した。

高校時代 は、あまり読書 は得意 ではあ りません でした。

ど のよう な 本 でも良 い ので年 間 百冊読 むと読 書 の習 慣

が つくと いう ことを聞 いた ので、大学時代 に三年間 は毎年

百冊 以上読 ん で、本を早く読 めるよう にな りま した。

定価 で購 入す ると結構な金額 にな る ので、よく古本屋 に

通 って いま した。何 から手を つけ て良 いかわ かりません で

したが、切 っ掛けとな った のは ＳＦの星新 一でした。そ の

後 は、 エッセイ、歴史 も のなど何 でも読 みま した。

読書 は心 の食事 ともたとえられ て いて、 一日読 まざ れば

昔 の人は読 みた い本が手に入らず、写本 して読 ん で いた

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
一日衰え ると言われ るぐら い継続が重要 です。

時代 もあ るぐら い貴重な物 で、今 と違 って有 り難 い気持ち

が強 く、内容 もよく頭 に入 ったと思 います。

森

読書 は、読書 で得 た知識を判断材料と して、日常 の行動

に活 かす こと に意味 があ ると思 って います。また読 む こと

で語彙 が増え て、表現力が豊 かにな ります。事前 に、予備

知識があ る のと無 いのでは、や はり行動 に差が出ます。

こだわりを、真似
しました。

出会 った本 によ って人生 が変 わ る こと も多 々あ ります

ので、今後も毎 日時間を つく って、読書 は 一生続けます。

一話が簡潔で大変
あにかの
読みやすいです。

教育哲学者

ティファニーの真珠
私が以前働いていた、叔父の取引先だったニューヨークの真珠輸入会社は、業界では大手の方でした。取引先には、
百貨店や有名宝石店があり、その中にはバブル当時に有名だった「ティファニー」もありました。
社長は、私にティファニーの真珠商品の準備という大役を任せてくれました。自分が選んで色合わせしたネックレス
が、ティファニーの店頭に並んでいるのを見ると、真珠職人としてとても嬉しく自信になりました。
ティファニーが好んだ品質は、色目はホワイトシルバー、形は丸、表面は無傷でしたが、真珠層の巻きは最上級では
なく、上級ですが色を合わせやすい巻きを選んでいました。アメリカ人がイメージする「美しい真珠」そのものでした。
品質面などでティファニーのバイヤーと交渉がこじれると、日本から
来た真珠加工場の息子ということで、私が営業と同行して真珠の説明を
しました。バイヤーは、真珠の一般的な知識はありましたが、実際現物
を見て、微妙な真珠層の巻きまで判断することはできませんでした。
商品の品質を狭い範囲に限定して、自社製品のブランド力を高めて
いるのは、さすが歴史のあるティファニーだと思いました。

ティファニーカラー

1980 年代のティファニー

NEWS
★ボード設置
コロナウイルス感染自粛期間中に、当社のホームページをご覧になられてオフィスへいらっしゃる
お客様が増えてきました。ショールームがオフィス内なので、入口がわからなかったり、入りずらい
と感じる方がいらっしゃるので、入口にボードを設置しました。デザインは、永野さんです。
今月号から会報のラベル貼り、封入作業を、
ます
りますの
★甲南
OB、OG
のホームページ
ｄは、
コロナ禍で経済活動が停滞している中、甲南 OB の有志が、甲南 OB・OG 企業が集まった
ホームページ「甲南マルシェ」を立ち上げました。当社も参加させていただきました。
有名企業がいろいろ出展していますので、是非ご覧ください！
ホームページアドレス

https://konan-marche.jp/

★神戸ストリートピアノ
神戸市は、誰でも弾くことができるストリートピアノの設置を進め、旧居留地連絡協議会も、
この活動をサポートしてきました。コロナウイルス感染の影響で一旦中止となっていましたが、
この度再開となり、三井住友神戸営業所前でミニコンサートを開催しました。

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、3 月から私が通っている阪神間全てのプールが閉鎖されました。プール自体は
塩素で消毒されていて問題ありませんんが、更衣室での感染が懸念されました。
6 月からプールと、私が通っているトライアスロンスイムセッションが再開されました。トライアスロンをはじめ
て 15 年ほどになりますが、三ヵ月間も泳がなかったことはありませんでした。ランニングは継続していましたので、
泳ぎも何とかなるだろうと思っていました。三ヵ月ぶりに泳いでみると、思うように水をつかむことができません。
自分でもお風呂上りに鏡を見て思っていましたが、上半身の筋肉が落ちて
いて、筋力の衰えが原因のひとつです。いつもは 2,000ｍぐらいは一回の練習
で泳いでいたのですが、500m ぐらいで疲れてきて、2,000m 泳ぐとヘトヘト
でした。水泳の持久力も落ちていました。再開から一ヵ月たち 50m を全力で
泳いでみると、以前と変わらないタイムが出たので少しホッとしました。
スイムセッションは週一回ですが、やはり継続して運動することが、筋力、
持久力、体力の維持につながっていると感じました。

おすすめスポット
休憩所「団ぷ鈴」
京都市西京区嵐山宮町３
電話 ： 075-861-0078
松尾大社境内
松尾大社を参拝した時に、お昼ご飯を探していて見つ
けた境内にあるお蕎麦屋さんです。きつね蕎麦を注文し
たのですが、揚げが丼いっぱいの大きさで驚きました。
出汁は京風の薄口で、麺もしっかり
作られていました。観光客相手のお店
と思って期待していなかったのですが、
さすが京都、大変美味しかったです。

芦屋海浜プール

今月も差し入れ頂戴し、
ありがとうございます！

ポートアイランド

※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。
西宮掃除に学ぶ会
第 222 回 8 月 23 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 158 回 8 月 26 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

