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１月６日（月）より通常営業いたします。
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幸福とは求めるものでなくて、与えられるもの。自己の
爲すべきことをした人に対し、天からこの世において与え
られるものである。

信三（教育哲学者）

謹賀新年
松 田 泰英

明けまして、 おめでとうござ います。

旧年中 は、大変 お世話 になりまして、ありがとう

ござ いました。本年も、宜 しくお願 いいたします。

昨年、人間学塾 ・中之島 の研修合宿 で、二年ぶ りに伊勢

神宮 に隣接 して いる修養 団伊勢青 少年研修 セ ンター に、行

ってきま した。

初 日は、伊勢神宮 で働 いて いる方 の講演があ り、内容 は

皇室と神宮 に ついてでした。 日本 人 であ りながら、神話、

皇室 の歴史 に ついて知らな い事が多 すぎ ると感 じま した。

他 国 にな い二千年 にも 及ぶ 皇室 の歴史 を学 校 で教 え な

いのは勿体な いことだと思 います。第 二次世界大戦後、特

に西洋 の文 化 を取 り 入れ る ことが よ しとさ れ てき ま した

が、自 国 の文化、歴史 を捨 てる こと は国 の衰退 に つなが る

と思 います。

五十鈴川 で の禊 の水行 は、や っぱ り奥歯 が震え るほど に

冷 たか った ですが、 一歩踏 み出す勇気を いただきま した。

翌 日は、早朝 から の伊勢神宮 正式参拝を しま した。広 い

森 から感 じる、神聖な空気感 は特別 でした。

二日目 の講演 で、戦後、日本が主権 を取 り戻す時 に助け

てくれた スリラ ンカ初代大統領 のＪ ・Ｒ ・ジ ャヤ ワ ルダ ナ

氏 のお話があ りま した。恥ず かしながら、私 はよく知 りま

禊の撮影はできな
いので、よく表し
ている絵です。

せん でした。自 国 であ る日本 の恩 人を忘 れず、し っかりと

恩 返 しを した いと思 いま した。

伊勢神宮の朝日
は、身が引き締ま
あにかの
ります。

森

コウベ・プレシアス・パール冬の展示会
12 月 12 日から 14 日まで、当社冬の展示会を開催しました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。
今回の展示会用に永野さんが作成したマベパールのジュエリーは、最近、皇后雅子様も着けていらっしゃるので好評
でした。アコヤ真珠、タヒチ黒真珠のスタンダードなネックレスも人気でした。
共同出展の平川宣子ニット教室展には多くの方にご来場いただきました。展示作品も多かったです。みきしほさんの、
ビューティーワンポイントアドバイスは、メイク、エステ、スキンケア・ヘアケア等の商品をお楽しみいただきました。
あかまつともこさんのカラーセラピーで、色彩心理をみていただきました。水落玲子さんの武術整体は、姿勢の指導と
丁寧なマッサージで、すぐに効果があらわれました。YUUMAN KYOTO さんの裂織和風バックは、デザインの良さが、
目を引きました。e-JAF shop 芦屋の
全国特産の食品は今回も人気でした。
今回は神戸ルミナリエの開催時期に
日程を合わせましたので、ルミナリエ
も楽しんでいただけました。

マベパールのジュエリー

パールネックレス

数々の展示作品

共同出展の皆さん

NEWS
★’19 KOBE PEARL MUSEUM

★ビーズアートショー横浜、神戸

ルミナリエ期間中に、日本真珠会館で

ジャパン・ビーズ・ソサエティ主催

開催された、パールシティ神戸協議会
主催「’19 KOBE PEARL MUSEUM」に、

のビーズアートショー・素材博覧会
横浜と神戸に、アコヤ真珠素材を出品
りますのｄは、
しました。ビーズアートの人気は高く、

ます

出展しました。お花屋さんが作成した
クリスマスツリーがとても立派でした。

連日会場はにぎわっていました。

糸通しゲーム、オークションなど催されました。

デザイナーさんと意見交換もできました。
★ひょうごふるさと館出展

★甲南女子大学「清友のつどい」出展
甲南女子大学同窓生ショップの

常設で出店している兵庫県物産協会

「清友のつどい」に、今回も出展

主催の「ひょうごふるさと館」で、

させていただきました。

展示即売会に出展しました。

ブースが、例年より大きくなり

普段展示していない、高価な商品も

より多くの商品を展示できました。

観ていただくことができました。

社長のトライアスロン
今年も私がお世話になっているトライアスロン「チームブレイブ感謝の集い」に参加しました。
感謝の集いでは、毎年ジュニア選手のスピーチを楽しみにしています。１年を通して自分の成績、感じたことなど
を発表するのですが、今年も皆さん素晴らしい内容でした。聞くところによりますと、スピーチの準備をせずに、い
きなり振られて話したみたいですが、かえって飾り気がなく本音だったので、良かったのかもしれません。個人的な
試合の結果、技術的な内容はもちろんですが、チームとして自分はどうだったか、トライアスロンを離れた私生活で
はどうだったかまで話してくれました。選手の話しが上手なのは、監督の八尾彰一氏の影響だと思います。
１秒でも短縮する、いろいろな技術で相手
に競り勝つことを教えるスクールも多いです
が、チームブレイブでは自分に勝つことに
重きを置いているので、人間的に立派な選手
が育っています。ジュニア選手を見ていて、
教えられることが多いです。

一人ずつ話しました。

おすすめスポット

チームメイトの皆さん

ありがとうございました！
西宮掃除に学ぶ会
第 218 回 1 月 19 日（日）

神戸税関食堂

AM8:00～10:00

神戸市中央区新港町 12－1

西宮神社トイレ掃除

神戸税関内 8 階
電話 ： 078-333-3010
定休日、土曜、日曜、祝日
神戸税関の中にある食堂ですが、入口で手続きすれば
入ることができます。建物がとても立派です。
セルフサービスで定食などのメニュー
があります。塩分、カロリー調整して
あり、ヘルシーです。お値段も、税関の
職員さん向けとなっています。
窓から見える景色が、大変きれいです。

景品を協賛しました。

ネットワーク神戸作成

参加費 500 円
三宮掃除に学ぶ会
第 154 回 1 月 22 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

