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「人は死んだら何処へ行くか」という問題ですが、
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結局「われ

われ人間は、死ねば生まれる以前のわが魂の故郷へ還りゆくこと」
としか考えられないのです。森

学校 の先生と のご縁
松 田 泰英

私 は商売 人 の家 に育ち、小さ い頃 から商売 人と して生き

て いくと思 って いま した ので、学校を卒業 した後 は学校 の

先生と は無縁だと思 って いま した。

いくら 一所懸命 に生徒 に教え ても、必ず感謝さ れ るわけ

でも無 く、教え た分だけ給料が多 くもらえ る ことも無 い。

そんな職業 は、自分 にはできな いと思 って いま した。

と ころが近年、掃除 を始 め、森信 三先生 の読書会など の

勉強会 に参加す るよう にな ってから、学校 の先生、元先生

とご 一緒 す る ことが多 くな り、ご縁が増え ま した。

私が会 で接す る先生方 は勤務時間外 に勉強さ れ て いる、

さすが に志が高 く、言動 一致 の尊 敬 でき る方ば かり です。

最 近 の学校 の現状を お聞き しますと、学校 の先生 の仕事

が、 いかに拘束時間が長く、週末 の休 みも休 暇も少な い、

長時間労働 であ る ことがわ かりま した。

そ の様な忙 し い中 で時間を つく って会報を発刊 し、掃除

の会 に参加、運営 し、勉強会 を開催す る先生が おられ る の

は、本当 にすご いことだと思 います。

利益を上げ る のは重要 ですが、損得勘定ば かり の経営者

の集 まりに参加す るよりは、心が穏や かにな ります。

先生 は人を育 てる専門家な ので、経営者 と して の人と の

トイレ掃除

かかわ り方 には、学ぶ ことがと ても多 いです。

毎月の会報

会社 にかかわ る全 て の人が、仕事 に打ち 込める良 い環境

を つく る のが経営者 の仕事な ので、これからも先生方 と の

ご縁 を大 切 にし、学ば せ て いただきた いです。

あにかの

信三（教育哲学者）

リフォーム
展示会でリフォームのご相談をいただきました。その方は社労士の先生で、ご本人は、宝飾品にあまりご興味が無く、
今まで義理のお母様や叔父様からいただいた物を処分したいので、見てもらえますかとのことでした。
基本的には、本物だったら地金の下取りで、良い宝石だったらリフォームがご希望でした。とにかく見てみないこと
にはわかりませんでしたが、お持ちになられたジュエリーを見てみますと、デザインは若干古いですが、なかなか見事
なジュエリーばかりでした。細工も丁寧にしていて、とても溶かして地金にしてしまうのは惜しいと思いました。また
今では作られていない極太の金のチェーンもあり、調べた結果は K22 で大変珍しい物でした。
今回はその中から、今では珍しいサンゴとダイヤを、最近のデザインのリングでリフォームさせていただきました。
この方は、お仕事では後見人もされ、普段から
地域活動のボランティアに参加され、献血も頻繁
にされていて尊敬していましたが、やはり徳の
あるご家系で、自然と良い物が集まってくるの
だなと納得いたしました。

貴重なサンゴ

上質なダイヤモンド

リングさら仕上げ

チェーン洗浄

NEWS
★コウベ・プレシアス・パールＰＲ動画完成
コウベ・プレシアス・パールの会社宣伝用動画が完成しました。今回は、主に海外市場に
向けて、真珠素材と加工、卸売をメインとした内容になっています。制作は、就労継続支援
Ｂ型作業所の「デジタルウィング」さんにお願いしました。YouTube
で当社を検索して
ます
りますのｄは、
いただくか、当社ホームページのトップページでご覧いただけます。
★アコヤ貝大量へい死
アコヤ真珠養殖用のアコヤ貝の稚貝が、愛媛県宇和島、三重県志摩で大量にへい死しました。
原因は今のところ不明ですが、気候の変化が影響を及ぼしていると思われます。稚貝は二年後の
養殖用なので、二年後の真珠生産量が大幅な減産になることが予測されます。
★さかばやし「酒蔵文化道場」で真珠の講演
甲南学園につながりが深く、ノーベル賞公式行事で使用されている日本酒「福寿」で有名な酒心館
さかばやしが主催の「第 116 回酒蔵文化道場」で、松田社長が「真珠の街神戸」について講演いたし
ます。開催日時は 11 月 2 日土曜日 16 時からで、会場は神戸酒心館ホールです。

社長のトライアスロン
秋になっていよいよ今期のマラソンシーズンが開始されますが、関西で都市型レースといえば大阪マラソンと神戸
マラソンです。この２つのレースで、関西でのマラソン人口は一気に増えました。私は 2011 年に第一回大阪マラソン
、神戸マラソン両方に当選して走りましたが、その後は落選が続き走ることができていません。
大阪マラソンは参加者が多く、スタート地点最寄り駅の電車を降りてプラットホームから長蛇の列ができていたの
に驚きました。コースはフラットが多くて走りやすく、大阪市街地を走るのでテンションも上がりました。レース
途中でバニーガールの仮装した女性ランナーと遭遇し、負ける訳にはいかないとペースを上げましたが、このランナ
ーはかなりの実力者で、私はペースをみだして後半失速してしまいました。
神戸マラソンは、自社のすぐ隣がスタート地点で、往路はいつも目にして
いる街並みや海岸通りを走るので、かなりテンションが上がりました。
復路は、後半のサッカー競技場あたりから応援も少なくなり、フィニッシュ
地点までのポートアイランドまでも上り坂があり、結構きつかったです。
当選倍率が高いレースですが、縁があればまた走ってみたいです。

おすすめスポット
相楽園
神戸市中央区中山手通５丁目３－１
JR 元町駅から北へ徒歩 10 分
電話 ：

078-351-5155

明治４４年に完成した日本庭園で、神戸市の迎賓館で
したが近年甲南 OB の方がリニューアルされました。
食事はフランス料理で、ひとつひとつ
のお料理が細かく丁寧に、色鮮やかに
作られています。ホールスタッフの
皆さんの対応も、大変良かったです。
景観が良く、格式高い宴会場です。

大阪マラソン

今月も、差し入れ
ありがとうございました！
秋の味覚、美味しいです。

神戸マラソン

西宮掃除に学ぶ会
第 215 回 10 月 20 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 151 回 10 月 23 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

