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人間は一生のうち逢うべき人には必ず逢える。
しかも一瞬早過ぎず、一瞬遅すぎない時に。
森

英語 の勉強方法
松 田 泰英

息 子が、英会話を習得 しようと して います。私が、大学

卒業後 に、進路 を アメリカ の会社 へ決 めた時 に英語 の勉強

を真剣 に取 り組 んだ ことを思 い出 しま した。

学生時代 は、英語 の成績 が悪 か った のですが、生活が か

か って います ので、 まず は勉強方法 から考え ま した。

いろ いろ探 して いて、松本道 弘氏 の私 はこう して英語を

学 んだと いう本と出合 いま した。松本氏 は、英語を英語道

と考え、求道的、か つ理論的だ った ので、大変興味 を持ち、

そ の勉強方法を実践 しま した。

まず はイ ンプ ットが重要と いう こと で、辞書を片 手に、

毎 日徹底的 に現地 の英語 の本を読 みま した。はじめは全 く

理解 できません でしたが、読 み続け て いると段 々と単 語を

覚え て いき、あ る日突然英語が頭 に入 ってく るよう にな り

ま した。そうな りますと、今 ま で全 くわ からな か った英語

の ニ ュー ス、番組が聞き取れ るよう にな ってきます。

それから アウトプ ット で、日記を英語 で書き続け て いる

と、自然 と英語が話 せるよう にな って いま した。

当時 は、現地 の英語 の本、雑誌 の入手、英語 の ニ ュー ス、

番組を聴 いたり観 たりす る のは大変 でしたが、現在 は英語

の勉強材料が簡単 に入手 でき、と ても便利 にな りま した。

TIME の英語
が、最上級で
した。

あ る程度 の英語力が ついた 日本 人が求 められ る こと は、

あにかの

日本文化を いかに説明 でき るかと いう こと です。

これから は、今 ま で学 んだ英語力を生 かして、し っかり

と 日本文化を英語 で伝え て いきます。

量稽古が基本
です。

信三（教育哲学者）

免税店認可
一昨年ぐらいから、海外からの観光のお客様が当社の真珠商品をお求めになられる機会が増えてきました。
事前に連絡もなく、突然事務所に外国人が訪問することに、スタッフもはじめは戸惑っていましたが、最近は慣れて
きました。当社は基本的に卸売りですが、会社には完成品もありますし、日本の真珠が好きな方には販売いたします。
自国へ持って帰られるということで、他の免税店で購入されるように、消費税分を引いてほしいというご要望があり
ます。たとえ海外の方が海外に商品を持って帰られるとなっても、日本国内で販売するかぎり当社は消費税を申告しな
ければなりません。当社は小売店ではないので迷いましたが、海外のお客様に
喜んでいただくために免税店の申請をして、この度認可されました。
お買い上げ金額が 5,000 円以上で、用紙に書き込まなければなりませんが、
これで海外のお客様も当社の真珠製品をお求めやすくなります。
香港の治安の関係で、真珠を求めて神戸に来る外国人は増えるかもしれません。
海外からのお客様で、日本のお土産に真珠製品をお探しの方がいらっしゃい
ましたら、是非当社にご連絡ください。

日本産真珠は人気です

免税店マーク

NEWS
★神戸市立博物館

★小笠原流煎茶道忘年会

昨年 11 月リニューアルされた

お世話になっている小笠原流

神戸市立博物館のミュージアム
カフェ内のショップで、当社製の
アコヤ真珠バロック形ロング

煎茶道青峰会の忘年会が開催され
ます

ました。関西学院大学、同志社大学、
りますのｄは、
神戸女学院大学の煎茶道部の幹部

ネックレスとピアスのホワイトとナチュラルグレーが、 交代式をして、皆さん一年を振り返ったスピーチをされ
販売されています。ショップへの入場料は、無料です。

ました。恒例のクイズも、盛り上がりました。

★クリスマスゴミ拾い

★西宮掃除に学ぶ会取材

養父市の西村徹先生が提唱され

ケーブルテレビ局ベイコムが、

ているクリスマスゴミ拾いに三宮

西宮掃除に学ぶ会の西宮神社の

掃除に学ぶ会が賛同し、サンタク

トイレ掃除を取材し「チームベイ

ロースの恰好で三宮駅周辺の街頭

コム」という番組で 10 分ほど

清掃をしました。この活動は、全国に広まっています。

紹介されました。細かく伝えることができました。

社長のトライアスロン
ランニングなど運動をしたり続けていると、ほどんどの方が経験するのがケガ、故障です。筋肉痛など軽いものか
ら、腰痛、関節痛、肉離れ、捻挫、骨折などの激しい痛みなど身体の故障は幅広いです。原因も突発的なものから、
身体の不自然な使い方、長時間の無理な動き、用具が合わない、疲労の蓄積、激しい練習のしすぎなど様々です。
私はトライアスロン歴 17 年ほどになりますが、幸い大きな故障をしたことがありません。強度が高い練習、長時間
の練習をあまりしていないからだと思いますが、毎朝のストレッチ、体操は、欠かしたことがありません。
故障は早く治りたいので、皆さんいろいろな治療をされます。そして少し良くなると、体力のおとろえを心配して
つい練習を再開してしまい、また故障という方も少なくありません。
以前、マラソンの小出義雄監督が「故障を治すには痛みが無くなる
まで走らないこと」と話されていました。当たり前のことですが練習
をしないとほとんどの故障は治ります。レースなどで、練習の予定も
あり、練習できないことに焦りますが、練習しないことが一番の近道
です。あと、普段からのまめな身体のケアが、故障対策に重要です。

おすすめスポット
たのしや
芦屋市大桝町 5-12
阪神芦屋駅から徒歩約 5 分
電話 ： 0797-38-2225
塩おでんのお店ということですが、コース料理を注文
しますと、野菜、お刺身、焼き肉、天ぷらなど美味しい
料理が少量ずつ、品数がたくさん
でてきます。最後に塩おでんが出て
きますが、お出汁がとてもよく効い
てます。お店の雰囲気は和風で、
落ち着いて話しができます。

身体の動かし方は重要です。

熟読しました。

ありがとうございます！
西宮掃除に学ぶ会
第 219 回 2 月 16 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 155 回 2 月 26 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

