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自分に対して、心から理解しわかってくれる人が数人
あれば、一応この世の至楽というに値しよう。
森

手洗 い洗車
松 田 泰英

こ の度、車 の調子が悪くな って、 い つもお世話 にな って

いる菊 川 モーター スさ ん で、車を買 い替え ま した。

学生時代 は車が ステイタ スで、当時中古 の日産 フ ェア レ

デ ィＺに乗 って いま した。し っかり ワ ック スを かけ て、常

にピカピカに磨 いて いま した。

そ の後仕事 で ニ ュー ヨー ク へ行き、交通網が充実 して い

る のと、維持費 が高 いので車 には乗 りません でした。

帰国後、仕事 でも車を使用す る のでまた乗 るよう にな り

ま した。しばらく は丁寧 に洗車 して いま したが、段 々と洗

車頻度 が減 り、近年 ではほ ったら かしにな って いま した。

お世話 にな って いる方が、毎 日ご自身 で洗車を して いる

と いう ことを聞き、 二年前 ほど から毎 日はできませんが、

毎週 一回は自分 で洗車す る こと にしま した。

以前 は雨が降 りそうなとき には洗車 しません でしたが、

今 は例外を つくらず、 雨が降 る前 でも洗車 して います。

車が雨 で濡れ ると、 以前 はが っかりして いま したが、

し っかり洗車 して いると雨が降 っても水を はじ いて、乗 っ

て いても気持ちが良 いです。次 に洗車す るときも楽 です。

自分 で手洗 い洗車 して いると、車 の細部 ま で注意が行き

多く積めて便利です

届き、自分 の車 のことが良 くわ か ってきます。

今回の車は、荷物が

傷 つけ ては いけな いと いう心が はたらくためか、運転 も

フェアレディ Z

優 しくな った気が して います。

学生時代に乗っていた

信三（教育哲学者）

神戸セレクション 2018
この度、当社の永野さんがデザインした 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、

公益財団法人 神戸市産業振興財団主催の神戸セレクション 2018 に選定されました。
神戸セレクションには、2007 年第 1 回に応募しましたが、落選となりそれ以来応募はしませんでした。
昨年、神戸産業振興財団の方からお声をかけていただき、再びチャレンジしました。
永野さんは、まずピアスからデザインしました。クーレペルルとは「流れる真珠」
という意味で、そのイメージで、曲がり具合、真珠のサイズなど何度も試行錯誤を繰り
返し、職人さんと意見交換しました。正直私はそこまでしなくてもと思っていましたが、
手間隙をかけたので、神戸セレクションで評価されるデザインに仕上がりました。
シルバーの鏡面仕上げ、マット仕上げのコントラストと、アコヤ真珠の輝きとの調和
を楽しんでいただけるネックレスとピアスです。
価格は、ネックレスが 20,000 円（税別）で、ピアスが
15,000 円（税別）です。

NEWS
★2018 ひょうご・神戸合同商品展示会出展
1 月 17 日に、神戸商工会議所主催の「2018 ひょうご・神戸合同商品展示会」に出展しました。
阪神大震災から 23 年、この日に当時と同じく真珠業者で出展できるのは、ありがたいことです。
地元の 91 社が出展し、今回も良いご縁をいただきました。
★杉本さん淡路島サイクリング 50km
自転車好きの杉本さんが、淡路島で 50km サイクリングしてきました。冬の淡路島は風が強く、
気温も低くて走りにくい環境ですが、練習の成果で長距離ライドできるようになりました。
スタッフへのお土産は淡路名物「たこせんべい」で、みんなで美味しくいただきました。
★永野さんお母さんへのネックレス
永野さんが自分のデザインしたネックレスを、お母さんにプレゼントしました。タヒチ黒真珠と
18K ゴールドチェーンのステーションネックレスで、ゴージャスなデザインになっています。
お母様も喜ばれて、とても素敵な親孝行となりました。

社長のトライアスロン
昨年のテレビドラマ「陸王」で、主人公が履く地下足袋シューズが注目を集めました。
7 年前、私は薄底のマラソンシューズを履いても足を痛めないために、足の裏を鍛えるのはどうすれば良いかと考え、
裸足に近い普段履きシューズをいろいろと探してみました。
カンフーシューズ、体育館の上履き、パンサーなど調べてみましたが、どれも普段履くには違和感があるなと思って
いたときに発見したのが地下足袋でした。地下足袋は、思っていたよりデザインがおしゃれになっていましたが、指先
部分が割れているタイプは、さすがに普段履きする勇気がありませんでした。
調べていると先が割れていないタイプの地下足袋があったので、早速購入してみました。
履いてみると裸足に非常に近く、地面の感触が直に足裏に伝わってきました。
はじめは歩いていると地面からの衝撃を強く感じましたが、自然に衝撃を緩和する歩き方に
変わり、徐々に走れるようにもなりました。
そのおかげで、どんな薄底のマラソンシューズをはいても、違和感がなくなりました。
足が疲れず現在もこの地下足袋を愛用していまして、おすすめの一足です。

おすすめスポット
GOCOCU
神戸市中央区港島中町 6 丁目 10-1
ポートピアホテル本館 30 階
電話：078-303-5230
甲南 OB の方がポートピアホテルで勤務されていて、
会合で席をとっていただきました。ブッフェスタイルで、
料理は和食、洋食、デザートと、
どれもホテルクオリティーの
美味しさでした。
30 階からの夜景が、抜群に
きれいでした。

今月も、ありがとうござ
いました！

西宮掃除に学ぶ会
第 195 回 2 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 131 回 2 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

