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人間が謙虚になるための、手近な、そして着実な道は、
まず紙屑を拾うことからでしょう。
森

英雄的瞬間
松 田 泰英

私 は、朝 のラ ン ニング、街頭掃除 は ４時台 に起き て スタ

ート しますが、 「 よく起 きら れますね。ぱ っと 目覚 めら

れ る のが羨 ま し いです。」と よく言わ れます。 しかし実際

は、目覚 めが悪 いときも多 く、 ニ度寝 の誘惑 に負 け るとき

も度 々あ ります。

気合 いを入れ て 一気 にぱ っと起き る のですが、先 日ラジ

オ番組を聴 いて いると 「 英雄的瞬間」と いう言葉が流 れ

てきま した。善行をす るために、間髪 入れず に決断す る こ

と で、例と して早起きが使われ て いま した。

いろ いろ考えず に、 まず動 いてしまう 「 即行動」が、

英雄的瞬間 かも しれません。

人間 は、しな い言 い訳は いくら でも頭 に浮 かん できま し

て、時間を かけ て いると実行 しなくな ります。

年を重ねれば重ね るほど、知識と経験が増え てき て、そ

の傾向 は強 くな り、私も注意 しな いと、行動 しな い誘惑 に

負 けそう にな ります。

私が参加 して いるトライ ア ス ロンチー ムでも練習 では、

「 答え は ０．３秒、ハイか ＹＥＳ」と教えられ て います。

どう しても億劫なとき は、やらなく ても、とりあえず ス

タート地点 へ行 ってみると いう方法を聞きま した。行 って

ぼ ちぼ ち始 めると、段 々調子が出 てきます。

三宮街頭掃除、遠方か
ら始発で参加される方
もいらっしゃいます。

英雄的 と表現す る のは、人に説明す る のにもと ても良 い

言葉だと思 いま した。
朝のランニングで、
よく参拝する廣田神社

信三（教育哲学者）

JR 名古屋高島屋「神戸セレクション」
5 月 2 日から 7 日まで、JR 名古屋高島屋で開催された催事「神戸セレクション」に出展しました。
お話をいただいた時は、期間がゴールデンウィークということもあり一瞬躊躇しましたが、今まで名古屋方面は、
伊勢の真珠業者さんが近いということで、ご縁が無かったので出展を決めました。
名古屋は、いつもは東京出張で通過するだけですが、名古屋駅前の雰囲気は最近の東京に近い感じがしました。
「神戸セレクション」は全国の百貨店で催事をしていますが、当社は今回が初出展でした。靴、カバン、洋服、洋菓
子、中華料理など神戸セレクション選定企業が合同出展しました。
名古屋のお客様は見た感じシンプルなファッションと感じまし
たが、地元の方によると結構派手なのが好きとのことでした。
今回は、パールバンスとタックブローチが広告掲載となり、
こちらのアイテムは人気でした。
期間中は、朝のランニングで熱田神宮、名古屋城、大須観音など入り口のディスプレ
をめぐり、特に熱田神宮の神聖な空気は、印象に残りました。

イも素敵でした。

当社のブース

熱田神宮は三回
参拝しました。

NEWS
★コウベ・プレシアス・パール夏の展示会
コウベ・プレシアス・パール夏の展示会が、いよいよ 6 月 14 日（木）、15 日（金）、16 日（土）
に開催となりました。今回もチラシは学生スタッフの八尾さんがデザインしました。
ギフト、通信販売で人気の新商品も用意していますので、皆さん是非ご来場ください！
★皆生トライアスロン
今年も全日本トライアスロン皆生大会

★JAF 母の日企画
e-JAF Shop 母の日企画で、パールペン

の選考に受かりまして、7 月 15 日に出場

ダント、シルバーブローチ、メガネチェーン、

できることとなりました。

スカーフリングが掲載されました。

★甲南女子大学シェイクスピア祭
4/26 に芦屋のルナ・ホールへ第 53 回シェイクスピア祭「ロミオとジュリエット」を観て来ま
した。英文科の授業で学んだシェイクスピア物語を 4 回生が原語で演じます。私も 40 年ほど前
に同じ題で舞台に立ち、スタッフの人達と力を合わせて 1 つの舞台を作り上げる難しさと楽しさ
を経験しました。懐かしいです。来年は「テンペスト」を上演するそうです。(風井)

社長のトライアスロン
4 月 22 日全日本トライアスロン宮古島大会が、開催されました。私の友人も何名か出場しましたが、大会一週間前
にバイクが故障してしまい新しいバイクを購入した方、宮古島に向かうバスの中でカード、免許書入った財布を落とし
た方、受付時にヘルメットを忘れて大会に出場できなかった方などアクシデントにあっています。
ロングのトライアスロンは用意することが多く、レースも長時間なので、多数のアクシデントが発生します。そんな
ことから、トライアスロンはアクシデントとの戦いといってもいいです。
ベテラン選手はアクシデント慣れして、準備、レース中にも余裕があり、うまくまとめて完走しています。
私も過去には、海水の水温が低い、レース前日バイク練習中に後ろから追突され
てバイク故障、レース中バイクで後ろから追突されて落車、バイク走行中に障害物
で車輪がずれる、警報が出るほどの豪雨などのアクシデントにあっています。
人生も考えてみると予期せぬアクシデントの連続です。思い通りにならなくて
当たり前と考えていると、アクシデントにも慌てずに対応できるようになります。
アクシデントに慣れるということも、トライアスロンの魅力のひとつです。

おすすめスポット

ありがとうございました！

西宮神社トイレ掃除

熱田神宮近辺

参加費 500 円

電話：052-671-8686

三宮掃除に学ぶ会
第 135 回 6 月 27 日（水）

熱田神宮の側にあるうなぎ屋さんで、元祖ひつまぶし

AM6:00～7:00

のお店です。お店は日本家屋の一軒家風で、お座敷でし

三宮駅周辺街頭掃除

た。店外、店内で待つ時間が結構あります。

広田参道を美しくする会

ひつまぶしは、十分なボリューム

確認した方が良いと思います。

西宮掃除に学ぶ会
AM8:00～10:00

名古屋市熱田区神戸町５０３

神宮店もあり、時間と定休日を

パンク修理

第 199 回 6 月 16 日（日）

あつた蓬莱軒本店

があり三種類の食べ方が楽しめます。

低い水温

毎月第一、第三日曜日
三田市の貸しスペース
La・Luce で、お掃除仲間の
バーベキューをしました。

AM8:00～9:00
廣田神社境内参道清掃

