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誠に勝手ながら 2019 年 12 月 28 日から 2020 年
1 月 5 日まで冬季休暇とさせていただきます。
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一生を真に充実して生きる道は、結局今日という一日
を、真に充実して生きる外ないでしょう。 実際「一日が
一生の縮図」です。

信三（教育哲学者）

運命 に体当たり
松 田 泰英

以前、憧 れ の思想と いう執行草舟先生 の本が評判 にな っ

た ので、私も早速読 ん でみま したが、垂直を仰ぎ 不合 理を

愛す る人生など、難解 であまり理解 できません でした。

こ の度、執行先生 の講演があ り、お話を聴 く ことが でき

ま した。お話を聴きますと、執行先生 の考え方 は いた って

シンプ ルに感 じた のと、私が勉強 して いる森信 三先生 の人

生 二度な し の考え方 と共通 して いると感 じま した。

執行先生 の葉隠れを基準と した武士 の生き方 は、自分 の

運命 を受け入れ る こと で、そ こには良 い悪 いはなく、 一所

懸命 に今 を生き続けたかどう かが重要とな ります。

自分 にと って都合 の悪 いこと、苦 手にして いる こと に、

正面から行動を起 こす こと は、大変勇気 のいる こと です。

結 果 ではなく、勇気を持 って行動 した こと に意義があ る

と いう考え方 は、現在 では違 和感があ るかも しれません。

結 果ば かり追 い求 め て いると、中 々 一歩が踏 み出 せな い

のですが、未完 でよ いのなら前 に踏 み出 せます。

執行先生 のお話 は極端 でしたが、迷 いが消え て、目 の前

の問題 にぶ つか って いく勇気を いただきま した。

今 の時代楽 しく楽 に生き る ことが尊 重さ れますが、人生

は辛 いのが当たり前だと割 り切 って いれば、しば し の休息

読書は理解より、
考えることが大切
だそうです。

が有難 く思え、乗 り越え たとき の達成感が ひと しお です。

あにかの

今 日も高 い青 空を見上げ、勇気をふりしぼ って、自分 に

次 々とや ってく る運命 に全力 で体当たりします。

優しい対応される
方でした。

森

酒蔵文化道場
ノーベル賞公式行事で使用されている日本酒「福寿」で有名な株式会社神戸酒心館が主催の第 116 回酒蔵文化道場
に、「真珠屋 3 代目が語る真珠の街神戸」という題目で講演させていただきました。
株式会社神戸酒心館の安福幸雄会長は、甲南幼稚園からの先輩で、今回お声をかけていただきました。
酒蔵文化道場では今までに真珠についての講演が無く、私がはじめてということで、少しでも多くの方に神戸の地場
産業の真珠加工業について知っていただきたいと思いました。講演時間を 1 時間 30 分いただいたので、真珠の加工場
で育った私の生い立ちから、自社のこと、真珠の街神戸の歴史、真珠加工業者、日本真珠会館、真珠の成分と種類、
真珠の養殖、加工、販売、見分け方など、盛り沢山の内容となりました。
講演の資料を作成することで、私自身いろいろと勉強になりました。
養殖、加工ともに今の真珠業界には多くの心配事がありますが、目の前
にある自分のできることから行動を起こして未来につなげます。
講演の後は、参加者の皆さんと「さかばやし」で美味しいお料理と
福寿のお酒をいただき、真珠について語りました。

会場は、神戸酒心館ホール

歴史ある勉強会

NEWS

冬の展示会 12 月 12 日（木）、13 日（金）、14 日（土）開催いたします！

★明治神宮奉献

★甲南小学校同窓会総会の景品

令和元年明治神宮秋の大祭「全国特産

甲南小学校同窓会総会の抽選会の景品

物奉献行事」兵庫県の代表として当社の

として、当社のパールネックレスを協賛

アコヤ真珠ナチュラルグレーバロック
パールリングを、奉献させていただき

ます

させていただきました。久しぶりの母校
りますのｄは、
と同窓会で、懐かしい想いと、時代の

ました。昨年から二回目です。

流れを感じました。

★兵庫同友会神戸中央支部で経営報告

★オール甲南の集いの景品

兵庫同友会神戸中央支部ブロック会を弊社で開催し、
経営報告させていただきました。
新しい会員さんも参加されて

甲南大学同窓会「オール甲南の集い」抽選会の景品に
当社のアコヤ真珠ナチュラルグレー
ネックレス＆イヤリングセットを使って

いたので、私が中小企業家同友会

いただきました。甲南学園創立１００

で学んできたことを中心にお話し

周年記念でしたので、多くの方が参加

させていただきました。

されて盛会でした。

社長のトライアスロン
「趣味はトライアスロンです」と言うと、「そんな過酷なスポーツをよくやりますね」と言われることが多いのです
が、実際やってる本人はそんなに過酷だとは感じていませんし、過酷だと何年も続けることができません。
水泳、自転車、マラソンをそれぞれ専門でされてる方が、よっぽど過酷で大変だと思います。
私は主にトライアスロンの距離が長い大会に出場するのですが、全力では競技していません。感覚的にはレースを
通して、７０％ぐらいの力で競技しています。逆に距離が短い大会の方が、全力で競技するので過酷です。
水泳は好きですが、毎日２５m プールの同じ景色を往復し続けるのは、精神的にきついです。自転車も毎日乗ると
自転車の準備と手入れだけでも大変です。マラソン練習で、毎日一人で
走り続けるのも、精神的負担がかなり大きいです。
トライアスロンだと三種目を交互に練習するので、精神的にはずっと
楽で、長続きしやすいです。また各種目を練習することで、他の種目の
パフォーマンスも上がり、非常に効率よく練習することができます。
トライアスロンは、実はやってて楽しく長続きするスポーツです。

おすすめスポット
カフェテリア

フォレスト

神戸市中央区浜辺通 5 丁目 1－14
神戸商工貿易センタービル 12 階
電話 ： 06-6582-2713
神戸商工貿易センタービル 12 階にあるカフェテリア
です。3 種類の日替わりランチ、お惣菜を選べてご飯、
みそ汁、お漬物はおかわりできます。
和洋中のお料理、手作りにこだわって
いてカロリー計算もしてくれています。
見晴らしがよく、窓からの見える神戸
の港の景色が、とてもきれいです。

バイク、ランとも応援に対して、にっこりしてます。

本年も、お世話になり
ありがとうございました！
良いお年をお迎えください

西宮掃除に学ぶ会
第 217 回 12 月 15 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 153 回 12 月 25 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

