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ニ ュー ヨークで の生活

松 田 泰英

一九 八七年 に大学 を卒 業 した後、真 珠 の修 行 期 間 と し
て、真珠 の養殖場 で養殖を学ぶ のと、 ニ ュー ヨー ク の取引
先 で海外取引を学ぶと いう 二 つの選択肢があ りま した。
英語を学ぶ のは大変 でしたが、養殖場 で の生活 はき つく
退屈だ った ので、迷わず ニ ュー ヨー ク行きを選びま した。

ランド開発など、新しい事にチャレンジし、撒いた種が芽を出す事によって助か

ニ ュー ヨー クは 一流が集 ま る魅力的な街 でした。しかし

経営環境が変わる度に、小売店舗の出店、補助金事業、異業種共同での神戸ブ

そ の良さがわ かる前 に、英語が理解 できず、生活習慣 にも

ス半壊と、満足に営業する事ができない時もありました。

慣れず、半年間ぐら いは、 ホー ム シ ックにかかりま した。

かかわる全ての人が楽しく仕事できることを大切にしていきます。

和、人情、謙虚 が通用 せず、自 己主張 して いな いとどん

これからもお客様に喜んでいただけること、スタッフ、当社に

どん損 をす る毎 日に、疲 れ て いま した。治安 も悪 か った の

った事が、何度もありました。

で、仕事 から帰 り、アパート の鍵を かけ て、や っと ホ ッと
す る ことが できま した。
こ の頃、アメリカ の成金成功者 の象徴が、 ニ ュー ヨー ク
を拠点 と した現大統領 のドナ ルド ・トラ ンプ氏 でした。
ニ ュー ヨー クには ５年 ほど いま して、だ んだ んと欧米 ス
タイ ルの生活 にも慣れ てきま した。英語も、目標 にして い
た電話 で商談 でき る様 にな りま した。
一年 に 一度 は日本 に帰 って いた のですが、段 々こ のまま
では、日本文化 に対応 できなくな ると感 じ、日本 に帰 る こ
とを決意 しま した。自 己主張と、正当化。人 の出入りが激
し い ニ ュー ヨー ク では、他 人を信用 せず、自分を守らなけ
れば生き て いけな いのでし ょうが、
残 る のは孤独感だけ です。
アメリカに ５年間 いて学 んだ事
は、自分 は日本 人 で、 日本 しか帰
ると ころは無 く、和、謙虚、思 い
や る、譲 るなど、 日本文化 の良さ
に気づ いた事 です。

今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
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設立 25 周年

この 4 月 1 日で、株式会社コウベ・プレシアス・パール設立 25 周年を迎えます。当社を支えてくださった皆様に、

厚く御礼申し上げます。叔父の竹内商店、父の松田真珠から引き続き真珠加工販売業 3 代目となります。

1992 年設立当初は、アコヤ真珠素材の輸出販売会社としてスタートしました。世界各国に日本の真珠を輸出するの

が夢でしたが、アコヤ真珠の減産、円高、南洋真珠、タヒチ黒真珠、淡水真珠の生産量増などにより、輸出をあきらめ

て国内販売を伸ばしていくという様に、事業内容も大きく変化しました。また阪神大震災の時は、加工場全壊、オフィ

NEWS
★ラスベガスファッションショー「MAGIC」に出品
ラスベガスで開催されたファッション
ショー「MAGIC」に、中小企業基盤整
備機構「Rin Crossin」のブースで、「パ

★榎京子「手づくりのおくりもの展」
叔母で銀工芸作家の榎京子が、茶屋町画廊で開催され
た工芸三人展に出展しました。
手作りのシルバージュエリー、

ール・パール・コウベ」と「GRANGE」

柿渋を使用したバックなどが出

を出品しました。

品されていました。

★塩屋カントリークラブの記念品

★JAF 通販サイトの人気商品ランキング 1 位に

塩屋カントリークラブで開催されたテニス大会の記念

JAF の通販サイト e-JAFShop で特集が組まれ、NHK

品に、本真珠タックブローチを使用

連続ドラマ「べっぴんさん」ロゴ許諾商品の四葉のクロ

していただきました。

ーバー本真珠シルバーペン

テニスラケットのモチーフで、ロ

ダントが 1 位、ストラップが

ゴと文字が入っています。クラブで

4 位、タックブローチが 7 位

は、レストランも営業しています。

になりました。

社長のトライアスロン
私がトライアスロンを始めるのきっかけとなったのが、水泳でした。
ジムに通いだして、筋トレもスタジオのエアロビもなにかピンとこなかったのですが、そんな時、テレビで毎日 1km
泳いでいるというの吉永小百合さんの CM が格好良くて、自分もやってみたくなりました。
小学校の頃は得意だった水泳も、25m 泳ぐと息も絶え絶えでした。プールのレッスンに入り、自分でも色々と調べ
て、3 ヵ月後ぐらいにやっとクロールで 1km 泳げるようになりました。それからは、長距離を泳ぐのが楽しくなり、
現在もコンスタントに 1,000～2,500m 泳いで、水泳を楽しんでいます。
水泳の良いところは、非日常的空間なところと、泳ぎに集中するので、仕事の後の良い気分
転換になるところです。故障や身体への負担も、マラソンに比べるとずっと少ないです。
女性の方は髪の毛とお化粧が大変かもしれませんが、とりあえず水着とタオルがあれば良い
ので、用意が簡単です。追い込む練習をしないとダイエット効果は少ないですが、水に浸かっ
て身体を動かし、普段使わない肩など使うので、肩こり解消には効果絶大です。
何か身体を動かすことをお考えの方に、水泳はおすすめのスポーツです。

おすすめスポット
神戸みなと温泉「蓮」

フルマラソン完走！
いつもお世話になっている河野 眞美さんが、3 月 12

兵庫県神戸市中央区新港町１−１

日に開催された名古屋ウィメンズマラソンに参加されて

Tel: 078-381-7000

無事完走されました。
10km ぐらいで転倒というアクシデントがありました

ホテル・ラスイート神戸の運営で、昨年オープンしま

が、30km 以降も大きくペースダ

した。綺麗な施設で、露天もあり、本格的に温泉が楽し

ウンすることなく、はじめて最後

めます。レストランも本格的で、美味しいです。

まで歩かずにゴールされました。

ハーバーランド方面の夜景

完走者には、タキシード姿の

がとても綺麗です。三宮駅か

男性からティファニー製のオリジ

らも近く、気軽に温泉が楽し

ナルペンダントが贈られました。

めます。日帰り、宿泊ともに

来シーズンの活躍が楽しみです。

各種プランがあります。

おめでとうございました！

