さわやか
す。ｚｚｚあなかいｋ
にこやか おだやか

平素自分がうけている恩恵については、その程度の深い
ものほど、かえって容易に気付きがたいのは常です。

信三（教育哲学者）

謹賀新年

松 田 泰英

明けまして、 おめでとうござ います。
旧年中 は、大変 お世話 になりまして、ありがとう
ござ いました。本年も、宜 しくお願 いいたします。
昨年 は、兵庫県中 小企業家 同友会、トライ ア ス ロン、掃
除 に学ぶ会、甲南 大学 同窓会、人間学塾 ・中之島などを通
じ て、多 く の出会 いや学 びがあ りま した。
また、みやざ き中央新聞、ＰＨＰで紹介 さ れた方 の著書、
人から推薦さ れた良書 も、 でき るかぎ り読 みま した。
ただ いくら好 いことを読 ん でも学 ん でも、実際 に普 段 の
生活 で実行 でき て いな か ったら、自分 の身 に ついて いると
は いえず、 理屈ば かり の単な る頭 で っかち です。
な ので、今年 の目標と しま しては、学 んだ ことを少 しで
も多 く実行 して いく こと です。
普 段よりす る ことが増え る ので、 一日 の時間配分をよく

次回 6 月、また皆さんにお会いでき

考え て、時間を無駄 にしな い様 にしなければな りません。

榎京子さんのシルバージュエリーも、

身 に つけた いこと は毎 日した いのですが、時間的 に難 し い

奪われていました。

とき は週 一回、あ る いは月 一回 でも継続す るよう にして い

すてきなニット作品に、皆さん目を
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Fax: 078-333-8070
e-mail: info@kobepp.com
website: http://kobepp.com
ネットショップ http://pkobe.jp
発行責任者：松田 泰英
森

ます。頻度 が減 ってしま っても、やらな いよりは、や った

ファンの方がいらっしゃいました。

方が良 いと考え て います。

ることを、楽しみにしています！

毎 日、毎週、毎 月 のルー テ ィー ンはどんどん増え て いま
す ので、時間 の管 理、効率を良 くす る ことが重要とな って
きます。また実践す る ことが増え てく ると、忘 れ る こと に

今年で 10 歳です。

も気を つけなければな りません。
自分 で決 めた
約束事 は、例外
を つくらず守 る
一年 にして いき
ます。

我家の愛犬ココちゃん
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冬の展示会

11 月 30 日から 3 日間開催されたコウベ・プレシアス・パール冬の展示会、お蔭様で無事に終了いたしました。

共同出展初日のみきしほさんは、アシスタントの橋本さんのメイクが好評でした。ちょうど断食をされる方がいらっ

しゃって、ファスティングアイテムがお役に立ちました。

二日目の井川さくらさんは、製品作成に集中した充電期間あけで、新型の泡ジュエリーが人気でした。

三日目の垣内真澄さんのパーソナルカラー診断は、丁寧な説明で、皆さん自分に合う色を見つけていただきました。

三日間通して、平川宣子さんのニット教室展を開催しましたが、初日から多くの生徒さんがご来場されました。

NEWS
★神戸セレクション 2018 入賞
神戸市産業振興財団主催の「神戸セレクション 2018」で、当社のパール・パール・
コウベ「クーレペルル ネックレス＆ピアスセット」が選定商品となりました。
当社スタッフの永野
千賀さんが、デザインにこだわり、時間をかけて完成した製品
えを
で、選考会、最終審査会でも、しっかりした説明ができていました。
★e-JAF STATION 芦屋展示会
12 月 9 日、10 日に e-JAF STATION 芦屋で開催されたレザー＆アクセサリーマルシェに出展いた
しました。こちらの１階はカフェになっていまして、選りすぐりの地元から地方の名産品が販売され
ます。共同出展の手作りレザーバック、レザージャケットも人気でした。
★チームブレイブ感謝の集い
12 月 3 日に開催されたチームブレイブ感謝の集いで、今年もお楽しみ抽選会の賞品に当社の
パールネックレスを協賛させていただきました。100 名近い参加者で、盛会でした。
キッズ、ジュニア選手のスピーチが、大変しっかりしていて頼もしかったです。

社長のトライアスロン
マラソンを始めると、自分のタイムがどんどん早くなって嬉しくなりますが、タイムを競う競技では、どうしても上
を目指して「もっと、もっと」となり、人と比べて他人のタイムが気になってきます。
ライバルと競うことで練習のモチベーションを上げるにはいいのですが、常に勝ち負け、タイムにこだわっていると、
それがプレッシャーとなり競技が楽しくなくなってきます。
レース中にミスを犯さないことばかりが気になり、自己ベストに届かないとわかると、
そのレースをあきらめてしまう。私も多くの選手、市民アスリートを見てきましたが、
壁に当たったときにそのスポーツをやめてしまう人も結構います。
自分の調子がわるくなり、ライバルがどんどん良い結果をだしても、
「他人は、他人」、
今の自分で精一杯できたかに着目すると、モチベーションが持ち、練習をゆるゆる続け
ていると、調子もまた良くなってきます。

前回の皆生トライアスロンは、

趣味ではじめたスポーツですし、ある程度体力、技術もつき、やめるのは勿体無いので
自分の現状を受け入れて、無理せずマイペースで楽しむのが良いかと思います。

おすすめスポット
酒心館さかばやし
神戸市東灘区御影塚町１丁目８−１７
国道 43 号線南側
電話：078-841-1121
ノーベル賞晩餐会で提供され、甲南大学の先輩が会長
の日本酒「福寿」のレストランです。
お酒が美味しいのはもちろん
ですが、野菜、豆腐など素材に
こだわった料理も美味しいです。
特にお蕎麦は蕎麦専門店以上
の本格的な味わいです。

本年も、よろしくお願い
いたします！

兵庫同友会でご一緒している
方と譲り合ってゴールでした。

西宮掃除に学ぶ会
第 194 回 1 月 21 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 130 回 1 月 24 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

