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人間は子孫に「血」を伝えた以上、わが子はもとより少な
くとも孫の代までは、自分の一生の歩みのあらましを伝える
義務があると思われてなりません。

信三（教育哲学者）

空き地
松 田 泰英

私が学生 の頃 は、家 の近所 に広 い空き地が結構あ りま し

た。学校が終わ った後や休 み の日は、友達 と 一緒 に空き地

で遊ぶ のが楽 しみでした。

空き地 には、 コンクリート の廃材など いろ いろな物が、

放置 してあ って、それを利用 して遊 んだ り、空き地 の隅 々

を探索す る のが面白 か った です。

規制も緩 か った ので、野球、キ ックボ ー ル、凧揚げなど

自由 に工夫 して、時間を忘 れ て楽 しむ ことが でき、今 でも

懐 かし い思 い出 です。

最 近 では空き地 は少なくな り、すぐに建物が建 つか駐車

場とな り、また空き地があ っても、入る こと はできません。

公共 の公園も今 では遊ぶ 人も少なくな り、雑草が生茂 っ

て いると ころが多 いです。危険 と いう こと で、ブ ラ ン コ、

ジ ャング ルジ ムなど の遊具も撤去さ れ て います。

小さ い頃 から、あれを しては いけな い、これを しては い

けな いと規則 にが んじがら め で、常 に監視さ れ て いる状態

では、 のび のびと育 つことが できません。子供 の遊ぶ声が

う るさ いと いう大 人が いますが、自分たちが 子供だ ったと

き はどうだ った でし ょう。

最 近 の多 く の子供 たち は、安全な テ レビや ス マート フォ

閑散とした公園

ンの画像 と向き合 って いますが、それが 日本 の閉塞感を生

ん で いる のではな いかと思 ってしま います。

日本 の子供 たち に、大ら かさを与え てあげ た いです。

最近できた近所の
あにかの
空き地

森

世界の真珠を神戸から
本年も昨年に引き続き、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」に出展いたしました。
同業者と一緒に出展するのですが各社得意分野があって、歴史ある大きな養殖場を所有している加工業者、元老舗の
養殖業者、宇和島出身の加工業者、真珠用空枠専門業者、それぞれが商品を持ち寄って売り場をつくりました。
会場の日本真珠会館は三宮駅からも若干距離があって、来場されるお客様もリピーターの方が多く真珠が好きな方ば
かりなので、どのような真珠を探していて、どこに疑問をお持ちなのか勉強になりました。
お嬢様にはじめての真珠のネックレスをプレゼントされる方も、一般的な一連ではなくて、グラデーション、９ｍｍ
近くの大きな珠、無調色などを選ばれていました。
百貨店のように販売のプロが接客するのでは
なく、歴史ある日本真珠会館で、神戸パール
ミュージアムで真珠の歴史を学び、真珠を加工
している職人が接客する販売会も、個性があって
真珠の街神戸らしいです。

日本真珠会館

数々のジュエリー

真珠加工の実演

オークション

NEWS
★Bead Art に記事を執筆
ビーズをアートに楽しむ情報満載マガジン「Bead Art & Embroidery」2019 年秋号パール特集
「アコヤ真珠の魅力」で記事を執筆させていただきました。販売元は、有限会社 KOBE とんぼ玉
ミュージアムです。パールを使ったデザインネックレスも、多数紹介されています。
ます
りますのｄは、
★キャッシュレス・還元事業
この度当社は、キャッシュレス・還元事業の対象店舗に認定されました。当社の店舗において、
クレジットカードでのキャッシュレスでお支払いのお客様に５％の還元があります。
期間は、2019 年 10 月から 2020 年 6 月までの間です。
★コウベ・プレシアス・パール冬の展示会
コウベ・プレシアス・パール冬の展示会の日程が 12 月 12 日（木）、13 日（金）、14 日（土）
に開催されます。ルミナリエの期間中となっています。今回は、珍しいマベパールを使用した
ジュエリーを作りました。リフォームのご相談も承ります。共同出展は、ニット展、猫背改善、
ビューティーワンポイント、カラーセラピー、和装鞄などお楽しみいただけます。

社長のトライアスロン
はじめてマラソンを完走するのに需要なことは、自分のペースを知ることです。ペース配分を間違ってしまうと、
完走できなかったり、後半ばてて苦しいレース展開となり、後味も悪くなってしまいます。
ペース感覚は、普段のジョギングで養います。私もマラソン大会に頻繁に出場していた頃は、今キロ何分で走って
いるかを正確に身体が覚えていて、自分の思っているペースで大体は走ることができました。
今は GPS の腕時計で自分のペースが随時確認できますが、GPS の腕時計が普及する以前は、ランニングコース内に
1 キロ単位の区間を決めて、そこを何分で走れるかを何度も繰り返し計って身体に覚えさせました。
レースがはじまり、スタート直後は周りにつられて普段より早い
ペースになりがちですが、これが後半に体力を消耗させる原因の
ひとつです。調子が良くてもスタートは予定のペースより遅めに
スタートし、レース距離の半分以上までは我慢して、終盤になって
からペースを上げていくと、遅れていくランナーをごぼう抜きに
できるので、走り終わった後に充実感があります。

おすすめスポット
Bar フリーク
大阪市西区九条 1 丁目 17‐22
阪神九条駅から徒歩約 5 分
電話 ： 06-6582-2713
九条のカウンターバーです。マスターは、ベテランの
トライアスリートで宮古島大会の常連さんです。
ビールから、珍しいウィスキー、日本酒、ワインなど
が揃っています。お酒だけでなく
マスターが素材にこだわった旬の
食材を使用した美味しいお料理も
つくってくれます。

ペースを確認しやすいトラック

今月も、差し入れ
ありがとうございました！
トライアスロン「チーム
ブレイブ」の選手が、茨城
国体でがんばりました！

GPS 腕時計

西宮掃除に学ぶ会
第 216 回 11 月 17 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 152 回 11 月 27 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

