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自ら語ったと思う瞬間、即刻迷いに堕す。自分はつねに
迷い通しの身と知る時、そのまま悟りにあずかるなり。
森

字 の書き方
松 田 泰英

パ ソ コンが普 及 してから、字 を書 く機会 が減 りま した。

四年 ほど前 に、お世話 にな って いる方 から、葉書を書 く

ことを、すす められま した。私 は字 が下手な ので躊躇 して

いま したが、字 が下手 であ っても、書 く ことが大 切と いう

こと で、複写葉書を書き始 めま した。

そ の後も字 は上 手くならな か った のですが、先 日、参加

して いる兵庫県中 小企業家 同友会広報委員会 の勉強会 で、

漢字、 ひらがな書き方 の基本を教え て いただきま した。

講師 は、伊 丹 で溪泉書院と いう教室を開 いてら っしゃる

西濱溪泉先生 です。手本を見ながら書 いて練習す る のです

が、 まず真 っ直 ぐ に横線 を書 く ことが できません。

口、 田、木、事など、漢字 の書き方 の法則を教え て いた

だきま したが、今 ま で知らな いことば かり でした。

字 を 丁寧 に書 く作業 は、時間が かかり、集中 しな いと い

けな いので、頭が本当 に疲 れま した。

参加者 の 「 字 は大 人にな ったらうまくな ると信 じ て、

今 ま でうまくならな か った 」と いう意 見 は、同感 でした。

教え て いただ いたポ イ ントに気を つけ て書 いて いると、

心な しか私 の字 も読 みやすくな ったような気が します。

ひらがな、漢字 とも に、 一字 一字形 にも意味 があ って、

新商品

おろそかにできな いと痛感 しま した。今後 は丁寧 に時間を

「ありがとう」の五文字
も、難しかったです。

かけ て、注意 しながら字 を書きます。

西濱先生の教えは、
とても丁寧でした。

信三（教育哲学者）

トップが表裏で使える「リバーシブルペンダント」

「毎日のアクセサリーを色々な使い方でもっと楽しんでほしい。」という想いで、新作「リバーシブルペンダント」
をデザインしました。２WAY や個性的なデザインだと使っていて自分も楽しいし、それを他人が気づいて褒められる
と少し嬉しかったりします。「毎日使うものはできるだけお洋服に合わせやすい無難なデザインがいい。でもどこか遊
び心がほしい。」という方にこのリバーシブルデザインはぴったりです。
天然石の組み合わせはブルートパーズ x ガーネット、シトリン x アメジストと反対色にして、同じデザインでも
全く違う雰囲気になる様にしました。どのようなデザインに
すると綺麗に見えるかなど職人さんと何度も話合いました。
真珠は厳選した 6-6.5mm のアコヤ本真珠を使用し、
チェーンも全長 45 ㎝のシルバー925（ロジウム仕上げ）
スライド式アジャスターにして、できるかぎり色々なタイプ
の方が使えるようにしました。
お揃いのピアスもあります！（永野）

NEWS
★ひょうご・神戸合同展示会出展
1 月 17 日に神戸サンボーホールで開催された神戸商工会議所主催の「2019 ひょうご・神戸合同
商品展示会」に出展いたしました。今回は、インバウンドゾーンに出展して、海外向け商材を展示
しました。日頃お世話になっている皆さんともお会いできて、良かったです。
ます
りますのｄ
★新年会
当社新年会を、兵庫同友会神戸中央支部で一緒に勉強している方がオーナーの「Vegetable dining
畑舎」で、開催しました。肉ダメ、生魚ダメ、果物ダメがいるスタッフの好みに合わせたメニューが
用意され、美味しい野菜料理をいただきました。なかなか全員そろう機会が少ないのですが、仕事
ネックレス、ピアスともに、2 種類あります。
ネックレス各 15,120 円（税込） ピアス各 21,600 円（税込）

以外のプライベートな話ができました。
★オフィスの花

当社応接室のシクラメン、シャコバサボテン、ベゴニア、ポインセチアが、きれいに咲いています。
暖房が入って気温が高いこともありますが、大きな窓の側で、太陽の光をいっぱい浴びているのが
植物にとっていい環境なのではないかと思います。

社長のトライアスロン
近畿圏でのマラソンシーズン締めくくりのレースといえば、毎年 3 月第一日曜開催で 39 年の歴史がある篠山 ABC
マラソンです。大阪マラソン、神戸マラソンの都市型マラソンが始まるまでは、長年にわたって秋の福知山マラソンと
篠山マラソンが記録ねらいのメインレースでした。
篠山マラソンは、以前はアップダウンが多いコースでしたが、近年変更されてアップダウンも少なくなりました。
篠山の自然をたっぷり楽しめるコースですが、天候が荒れることで有名です。春のように温暖な時もあれば、雪が積
もるぐらい降る寒い日もあります。
私も何度か走ったことがありますが、一度冷たい雨のときがあり
この時はあまりのコンディションの悪さに、つらさを通り越して
こんな時にマラソン走っている自分が可笑しくなりました。
レース後半と終わってから振舞われるしし汁が有名で、力を出し
切ったあとの身体に染み渡って美味しいです。
都市型もいいですが、是非篠山も走ってみてください。

おすすめスポット
エデンの東
兵庫県たつの市龍野町上川原５２
電話 ： 0791-63-1273
本竜野駅から約 1km のところにある昔ながらのカフ
ェレストランです。店名の由来は、オーナーがジェーム
ス・ディーンの映画「エデンの東」が好きだったからだ
そうです。数量限定の、オーナー
自慢日替わりランチは、ボリュー
ムもあって美味しいです。
童謡「赤とんぼ」由来の地の
赤とんぼピザも面白いです。

適度なアップダウンがあって、
走りやすいコースです。

風邪に気をつけてください！

冷たい雨の中、笑うしか
なかったレースです。

西宮掃除に学ぶ会
第 208 回 3 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 144 回 3 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

