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足もとの紙クズを拾う点では、わたくしも人後に落ちな
いつもりです。神戸大学七年間は、就任の翌日から退職の
その日まで、わたくしは見つかった紙クズはすべて拾った
ですね。
森 信三（教育哲学者）

こども ワク ワク食堂
松 田 泰英

毎 月 一回、土曜 のお昼 にカトリ ック兵庫教会 で、こども

ワク ワク食 堂 が 開 催さ れ て います。 興味 が あ りま した の

で、 まず は参加 してみま した。

主催者 の方 から、こ の食堂が 子供達 にと って家 以外 の居

場所 にな るよう に開催 して いて、大 人と子供が 一緒 に いる

こと で、たくさ ん の生き方 を みて、子供が色 々な将来 の可

能 性 を 見 つけ てほし いと いう お話 を聞 き ま した。 こ の日

は、ピ アノ、バイオリ ン演奏者、ジ ャズボ ーカリ スト、 ヘ

アデザ イナーが参加さ れ て いま した。

食堂 と いう こと で、昼食が メイ ンな のですが、と にかく

おかず の点数が多 いのと、ど のお料 理も、食材を活 かした

調理がさ れ て いて、と ても家庭料 理と は思えな いほど美味

し いこと に驚 かさ れま した。

こちら のお料 理 つく って いる皆さ んは、普 段 は料 理教室

の先生だ そう です。調理場が食事 を して いるすぐ横 にあ る

のですが、皆さ ん、子供 たち への給仕、声 かけをさ れ て い

て、と ても暖 か い雰囲気が しま した。

昭和時代 の近所 のおばさ んを思 い出 しま したが、近所 の

大 人が みんな で、子供 たちを見守 る コミ ュニテ ィーがあ る

ことが重要だと感 じま した。

ぽ つんと して いる子供も何 人か いま したが、こちら の雰

とにかく愛情たっぷり
のカレーが、美味しかっ
たです。

囲気 でしたら安 心だなと思 いま した。

皆さんよく動かれ
て、笑顔が大変素敵
でした。

JICA（国際協力機構）研修
公益財団法人太平洋人材交流センター（PREX）からの依頼で、9 月 18 日、JICA2018 年度課題別研修

中小企業

振興のための経営強化・金融支援で、各国から選ばれた研修員の皆様に当社を見学していただき、その後 JICA 関西で
当社の経営事例の講演を聞いていただきました。
今回はアフリカからの方が多く、コンゴ、ガーナ、マラウイ、ナイジェリア、スーダン、タンザニア、トルクメニス
タン、ザンビアの 8 カ国から参加されました。それぞれ、自国は貧富の差が大きく、贅沢品とされる日本産アコヤ真珠
のジュリーは珍しかったみたいです。
また神戸の地場産業である真珠加工の工程にも、穴あけ、
選別、ネックレス通しなど、大変興味を持たれました。
今回の研修テーマは、政府、県、市の公的援助で、日本
ではどの様な仕組みで実行されているのか学ばれました。
支援をするにあたって、計画や補助金も大切ですが、
しっかり販売して利益を出すことが重要と確認しました。

加工前の真珠素材、製品の作成
工程を見ていただきました。

先入観が無く、鋭い質問が多か
ったです。

NEWS
★コウベ・プレシアス・パール冬の展示会
当社冬の展示会の共同出展者が、決定しました。11 月 29 日（木）メイクセラピーのみきしほさん、30 日（金）
アロマハンドトリートメントの新開弘枝さん、12 月 1 日（土）占術、霊感タロット、ダウジングの子生龍命さんで
す。3 日間とおして、ニット教室の平川宣子さん、金属造形作家の榎京子さん、ガラス造形作家の岡田親彦さん、e-JAF
Station 芦屋

羊毛フェルト作家の Miho さんです。

★「世界の真珠を神戸から」NHK のニュースで紹介
10 月 5 日から 8 日まで、日本真珠会館で開催されたパールシティ神戸協議会主催の
イベント「世界の真珠を神戸から」が NHK のニュースで紹介されました。
その効果もあって、台風にもかかわらず、来場者、売上とも多く、盛況でした。
販売をしていた永野さんが、映りました。

社長のトライアスロン
今年の皆生トライアスロン大会へ向けての練習は、会合などで平日にあまり時間をとれませんでした。
もともと練習は「まずは量」という思いがあるので、練習時間が短いというのは、レース前に大きな不安でした。
練習量を補う対策としては、比較的時間がとれる週末、土曜、日曜に長め、もしくは強度の高い練習をして身体に負荷
をかけて、平日は休養か、軽めの練習にしました。過去の練習記録と比べて、例年より練習時間が少なかったので、大
会ではどんな結果がでるか心配でした。ただスイム、バイク、ランともに、練習中のタイム計測では、あまり落ちる
ことはありませんでした。
実際のレースでは、若干タイムは落ちましたが、猛暑でコンディションが
例年より厳しかったことを考えると、例年並みの記録が出たと感じました。
今までは、どちらかといえば練習量をこなせば、パフォーマンスも上がって
いったのですが、年齢が増えるにしたがって、段々と練習後の回復に時間が
かかるようになってきました。ただ長時間の練習をするのではなく、身体の
動きを考えて丁寧に練習した方が、結果がついてきそうです。

おすすめスポット
幸福源
神戸市中央区三宮町２丁目１１−１
センタープラザ地下
電話：078-321-1168
中国人の店長と奥様のふたりで、営業しています。
本場中国の味付けで、コストパ
フォーマンスが高く、酢豚などの
日替わり定食、私が大好きな麻婆
豆腐定食が 600 円です。
開店当初は心配でしたが、味と
人柄の良さで、繁盛店となっています。

ペースがわかる北山
ダムの周回コース

いつも、ありがとうござい
ます！

西宮から猪名川方
面のアップダウン

西宮掃除に学ぶ会
第 204 回 11 月 18 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 140 回 11 月 28 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

