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人間も真の逆境の期間は、概して短きものなり。大たい
のところは、正直三年と心得て間違いなからむ。 十年も
たてば、凡ては一変するものなり。教育哲学者

NOP 法人 WA ネットワーク神戸様の協力で、この
会報を発送させていただいています。

信三

日本 万国博覧会
松 田 泰英

家 で断捨離を して いると、１９７０年 日本 万国博覧会 の

ガ イドブ ックが出 てきま した。当時、私 は幼稚園 でしたが、

家族とよく来場 して、鮮烈な記憶が今 も残 って います。

万博 に行 った こと で、幼 いながら 日本 以外 の国 のことを

初 め て意識 しま した。会場 で遭 遇 した外国人、プ ラ スチ ッ

ク のフォー クと スプー ンで食 べた海外 の料 理は衝撃的 で、

世界各 国 の国名と国旗 を 一所懸命 に覚え ま した。

万博 の象徴だ った太陽 の塔 のデザ イ ンが好き で、太陽 の

塔 の貯金箱 を買 って大 切 に飾 って いま した。

世界各 国、当時 日本を牽 引 して いた企業 のパビリオ ンは

先進的なデザ イ ンで、展示物も 工夫さ れ て いま した。

あら た め て ３ ５ ０ページ あ るガ イ ドブ ックを読 ん でみ

ると、当時 日本、世界各 国、そして各企業が威信 を かけた

真剣勝負 のイ ベ ントだ った ことが伝わ ってきます。

パビリオ ンでは、１９７０年当時 に考えられ るかぎ り の

明 る い未 来 都市 を表 現 し て いま した。 それ から 五十年経

ち、当時夢だ ったも のの多 くが商 品化もさ れ て いますが、

万博 で感 じた ワク ワク感 は感 じられません。

進歩と調和が テー マでしたが、イ ンターネ ット の世界 は

人間 のリ ア ルな コミ ュニケー シ ョンを減ら し、新型 コロナ

ウイ ルスの影響 で世界各 国を分断 し鎖 国化 して います。

衣食住、色々な事
が試されました。

２０２５年 に大阪 万博が開催さ れますが、実益だけ では

なく、 また ワク ワクす る未来を見 てみた いです。

文字が多く、読み
あにかの
応えがあります。

森

南洋真珠
南洋真珠は、主にオーストラリア、インドネシアで養殖されます。母貝は白蝶貝で、サイズが大きいのが特徴です。
以前は法律で規制されていたので、養殖できる養殖場が限られていて、生産量も少なく、大変貴重価値があり、値段
も高価でした。その後、1997 年の規制緩和で養殖場が増えて、生産量、流通量も増え、値段もかなり下がりました。
南洋真珠はアコヤ真珠ほど干渉色がある輝きの強い真珠は限られていますが、真珠層が厚く、上品で落ち着いた輝き
があります。色は乳白色が多いのですが、黄色系もあり、濃いものはゴールド系、最も濃いものは茶金と呼ばれていま
す。サイズは直径約１１ｍｍから１８ｍｍです。形はラウンド、セミラウンド、バロックがあります。特にバロックは
サイズが大きいので迫力があります。ネックレスは、中心が
大きいグラディエーションタイプが多く普段使いよりパーティー、
会合、スピーチをする時などに合います。リングに加工しますと
ボリューム感がでます。一粒のペンダントは上品で普段使いにも
できます。以前よりデザインのバリエーションが増えて、お求め
やすい価格となっていますので、おすすめです。

大珠のネックレスは、迫力があります

気品のあるリング

NEWS
★切手を頂戴しました
以前当社で一緒に仕事をしていた方から、切手が届きました。会報をご覧になって、以前
運営していたデイサービスの会社で買い置きしていたものを使ってくださいとのことでした。
現在は介護認定調査員をされています。お母さんの働く姿を見て育ったお子さんは、病院、
今月号から会報のラベル貼り、封入作業を、
ます
りますの
特別介護老人ホームで活躍されています。切手、有り難く使わさせていただきます。
ｄは、
★New York 時代のギリシャ人の友人
長らく音信不通だったギリシャ人の友人から、新型コロナウイルスの影響は無く、無事の連絡が
届きました。彼は 35 年前に、私がはじめて New York に語学留学に行った時の同級生で、New York
で働いていた時もよく会ってました。現在は、Albany でナノエンジニアリングの大学教授をしてい
ます。娘さんは、New York city の病院で新型コロナウイルスの対応をしています。
★サンスベリアの花が咲きました
会社のサンスベリア（トラノオ）の花が咲きました。10 年以上栽培していますが、初めてのこと
です。可愛い白い花で、ドラセナの花によく似ていますが、香りはきつくないです。

社長のトライアスロン
7 月は皆生トライアスロンがあるので近年参加できていませんが、富士山を山頂まで標高 3,711ｍ、約 21ｋｍを一気
にかけあがるマラソン大会の「富士登山競走」が開催されます。制限時間は 4 時間 30 分です。この大会は、まず五合
目コースを制限時間内に完走できた選手が、翌年山頂コースにエントリーできる仕組みになっています。
スタート地点は、富士吉田市役所です。すぐに北口本宮冨士浅間神社があり、その後山岳地帯を上っていくのです
が、生えている草木や空気感が平地とは違っていて、五合目までは自然がとてもきれいです。
山頂コースの五合目から上は、一転山の様子が変わり、火山灰に覆われ、月面のような山肌を上っていきます。
この辺りから空気の薄さからくる高山病の影響で、手や顔色が黄色
くなってきます。そして岩場の急斜面を登るロッククライミングに
なってきて、気を抜くと後ろに転げ落ちるような感覚になります。
空気の薄さからか徐々に身体が動かなくなり、私は八合目の関門を
通過できずリタイアとなりました。その後の下山も大変でした。
景色を楽しみながらの五合目コースにまた参加してみたいです。

おすすめスポット
いなり名代「道八」
京都市伏見区深草祓川町１５
電話 ： 075-641-1951
京阪

伏見稲荷駅から徒歩２分

伏見稲荷大社の側にあるうどん屋さんで、昭和を感じ
る落ち着いた店内です。稲荷ということできつねうどん
を注文しました。お揚げが通常と違い、大変に分厚くて
大きく、京都風のお出汁でとても美味
しかったです。おにぎり、わらび餅も
手作りの味がしました。伏見稲荷大社
参拝時は、おすすめのお店です。

緑の五合目コース

今月も差し入れ頂戴し、
ありがとうございます！

月面を歩く感じの山頂コース

※開催は、新型コロナ
ウイルスの感染状況に
より変更があります。
西宮掃除に学ぶ会
第 221 回 7 月 19 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 157 回 7 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

