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大宇宙というものは、巨大な「調和」と「動的統一」と
いう絶大な宇宙法則によって支配されているのであって、
「陽」があればその反面必ず「陰」がはたらいていると
いうことです。
教育哲学者 森 信三

倍返しはしな い
松 田 泰英

テ レビドラ マの 「半 沢直樹」が 人気 です。銀行 が舞 台

のお話 で、主 人公 の半沢直樹が上司や取引先 に理不尽な扱

いを受け て復讐 す る池井戸潤原作 の物語 です。

主 人公 のセリ フ 「やられたらや り返す、倍返 しだ」は、

勧善懲悪 で、日曜 の夜 にドラ マを観 て、す か っと した気持

ち で、週明け月曜 の朝を迎え る ことが できます。

やられたらや り返す こと は欧米的な考え方 で、私が滞在

して いた ニ ュー ヨー ク でも、 必ずや り返 して いま した。

こ のテ レビドラ マが流行 ると、世間 でもやられたらや り

返 した方が良 いと いう風潮 にな りますが、実際 は、や り返

すとまた報復があ り、 延 々と報復合戦が続きます。

以前勉強会 でご 一緒 した、争 わな い弁護 士 の西中務先生

は、人と の争 いは、でき るだけ避け る ことが幸 せに生き る

コツだと常 々お っしゃ って いま した。裁判 で大勝ちす ると

良 いことがなく、相 手に譲 って少 し負 け るぐら いの方が、

後味 が良 く て、 そ の後 の人生も運が良 くな るそう です。

もち ろん言う べき こと は言 って、自分を守らなければな

りませんが、相 手をや っつけようと は思わな い方が、憎 ま

れ る こともなく、楽 しく暮ら せると思 います。

私も欧米 のや り方が正し いと思 って、長年や り返 して い

ま したが、西中先生 に出会 ってから は、でき る限りや り返

譲り合ってほしい
二人です。

さな い様 に心がけ て います。譲 ると不思議と譲られ る こと

が 日本 では多 く、倍返 しはしな いこと ですね。

争わない西中務
先生のご著書 あにかの

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。

香港ジュエリーショー
2000 年頃から、香港はジュエリー市場の中心地です。以前はスイスのバーゼルフェアがジュエリートレンドの中心
でしたが、自由貿易と利便性、近年では中国を筆頭としたアジア市場の躍進で、中心は香港に移りました。
それが昨年から中国の香港に対する干渉が強まり、今年発令された「香港国家安全維持法」によって、変化の兆しが
でています。香港で年三回開催される大規模な宝飾展示会で大きな商談が決まるのですが、大規模なデモや COVID-19
感染拡大の影響もあり、開催が難しくなっています。中国としては、このまま香港で展示会を開催して、ジュエリーの
中心地としたいのでしょうが、商談上のトラブルで逮捕される可能性もあるとなると、業者も参加に二の足を踏みます。
真珠取引も、阪神大震災以降は中心が神戸から香港に移っていました。香港だと真珠以外の宝石も購入できるのと、
出荷の制約が少なく、支払いも自国通貨が使用しやすいなどが要因です。
真珠、宝石の買い付けは、基本的に実際に現物を見て決めますが、
今後はインターネットで画像を見ながらの商談が増えると思われます。
今年に入ってから海外からの引き合いが増えてきて、世界のジュエリー
取引も変化の時を迎えているのかもしれません。

賑わっていた香港ショー

ライブ販売も急増

NEWS
★亀井良子ボタニカルアートグループ総合展
COVID-19 感染拡大の影響で延期となっていた甲南女子 OG の亀井良子さん主催ボタニカルアート
グループ総合展が 9 月 20 日（日）～22 日（火）10：00～16：00（初日 13：00～）阪急芦屋川駅
側のぎゃらりー藤で開催されます。ボタニカルアート、デジタルアート、当社の商品も展示されます。
今月号から会報のラベル貼り、封入作業を、
ます
りますの
詳しくは、亀井良子ボタニカルアートグループ
0797-31-9542
にお問い合わせください。
ｄは、
★ひょうごふるさと館ネットショップ
公益社団法人兵庫県物産協会が運営する「ひょうごふるさと館」のヤフーネットショップが開設
されました。実店舗は神戸阪急百貨店新館の５階にあり、当社の商品も販売されています。
今回ネットショップの開設で、より兵庫の商品をお求めやすくなりました。
★ネットワーク神戸
ご縁あって就労継続支援（B 型）「特定非営利活動法人 WA」ネットワーク神戸様に、当社の真珠
加工の一部を本年からお願いしています。主にネックレスを完成させる工程ですが、細かい作業が
得意で、一本一本丁寧に綺麗に仕上がっています。お問い合わせは、078-575-8580

です。

社長のトライアスロン
トライアスロンといえば多くの方がイメージするのは、競技距離の長いアイアンマンレースです。多くのトライア
スリートの目標であり憧れで、スイム 3.8km、バイク 180ｋｍ、ラン 42.195km の長時間かかる過酷な大会です。
ハワイのコナで世界一を決める大会が開催されますが、それまでには世界各国で同じ距離の予選大会があります。
以前は日本でも琵琶湖、五島、洞爺湖で予選大会が開催されて、私は日本でのアイアンマンレースを完走すること
が目標でした。残念ながら経費などの問題で 2015 年を最後に、日本でアイアンマンレースは開催されていません。
私はギリギリ 2015 年に北海道洞爺湖で開催された大会に出場しました。初めての北海道、ワクワク感、緊張感で、
いっぱいでした。スイムコースの洞爺湖は、普段は泳ぐことは禁止されています。
水質がとてもきれいで波もほとんどなく泳ぎやすかったです。バイクは羊蹄山を
回る山岳コースでした。台風の影響でコースが山越えに変更されて、とても長く
感じました。ランはほぼ平たんの折り返しがあるコースでしたが、時間がかかって
しまい、真っ暗な中をライトで足元を照らしながらゴール目指して走りました。
またいつか日本でアイアンマンレースが開催されることを願います。

おすすめスポット
「ガンジ」カレーショップ
神戸市中央区三宮町 1 丁目 9－1
電話 ： 078-391-5882
センタープラザ西館地下
創業 20 年以上で、年輩のご夫婦のお店です。ご主人
が元々洋食屋さんなので、ハンバーグやカツをトッピン
グした洋食のカレーがメインです。
ルーは、しっかり煮込んであって、
じっくりとした辛さがあります。
辛さは何段階かあって選べます。
ハヤシライスも美味しいです。

美しい洞爺湖

今月も差し入れ頂戴し、
ありがとうございます！

笑顔でゴール

※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 223 回 9 月 27 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 159 回 9 月 23 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
AM7:30～8:30
廣田神社境内参道清掃

