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この地上では、何らかの意味で犠牲を払わねば、真に価値
あるものは得られぬとは、永遠の真理である。 だからもし
この世において犠牲の必要なしという人があったとしたら、
それは浅薄な考えという他ない。 教育哲学者 森 信三

陰と陽
松 田 泰英

普 段 から良 いことば かり起 これば い いな と思 い、 悪 い

ことが起 こると、自 分 はな んと 運が悪 い、 ついてな い、

自分だけなぜな のかと考え てしま います。

と ころが 世 の中 は自 分 に都合 の良 いことば かり は起 き

ません。 必ず良 いことと悪 いこと は対 にな って います。

陰陽道、易経など昔 の人は昼と夜、太陽と月、光と闇

など対 にな って いる ことをよく理解 して いま した。

良 いことば かり起 こるよう な 思想 、 セ ミナー、占 いな

どあ り、 悪 いこと を 忌 み嫌 う傾 向 が あ ります が、 実 はそ

う ではなく、悪 いことがあ るから良 いことがあ ります。

神社 の多 く も 元 々はご 神体 の祟 りを恐 れ て祀 り、 そ の

力 で地 元 の平和を守 って いる様 にみられます。

ど んな に良 いことば かり起 こ って いるよう に見え る人

でも、 必ず ど こか で悪 いことが起 こ って います。 ただ そ

の時 間軸 に ついては人 によ って違 います。 短 期 で来 る人

も いれば、 も の凄 く長 い期間 で訪れ る人も います。

今 回私 も病 を患 う と いう ことが あ りま したが、 そ のお

かげ であらため て健康 に気を つけ るよう にな りま した。

入院 生 活 の不自 由さ を経 験 した こと によ って、普 段 の

当たり前 の生活 の有 り難さが感 じられます。

わざと運を落とし
て運を上げる事も
書かれています。

禍福 は糾え る縄 の如 し

あにかの

自 分 にと って都合 の悪 いことが起 こ っても、 悲 観 せず

に淡 々と受け入れ て、良 いことが起 こる のを待ちます。

儒教の本で、陰陽
で森羅万象の変化
が説かれてます。

NPO 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。

ロボットによる真珠販売
先日ニュースで「ロボットによる接客で真珠のネックレスを買う時代は来るか」というパソコン専門誌の記事を見ま
した。AI による接客ですが、最近は店員さんとのやり取りが面倒で、ネット通販の方が気楽という方も多いです。
店員さんに自分が知らなかった商品の知識を説明されて、気に入っていた商品の購入をやめて違う商品を購入した
り、予算以上の商品を購入してしまったりして、後悔することも多々あると思います。
商品スペックさえちゃんとわかっていれば、ロボットによる接客で構わないという方も多いでしょう。
真珠屋を家業としてきた私としては、真珠の品質などの商品説明は当然ですが、お客様が求めている真珠を、いか
に自分の知識を使って最適な真珠を提案して、当社で購入して良かったと思っていただけるかです。
品質の判断は、以前真珠の選別ロボットが開発されたことがありま
したが、選別はバラバラで、結局すべて選別し直しとなりました。
真珠を選ぶには、やはり多くの真珠を見た経験が大切です。
近い将来にはロボットによる接客も増えてくると予測されますので、
ロボットに負けない知識と経験でご提案していきます。

対面販売を重視してます。

ロボット店員

NEWS
★コウベ・プレシアス・パール冬の展示会

★留学生のチャリティーコンサート

12 月 9 日（木）、10 日（金）、11 日（土）に、当社
冬の展示会を開催いたします。今回の
共同出展は、平川宣子先生のニット展、
大内 彩瀬さんのアロマハンドタッチ、
ます
りますのｄは、
couco さんのエステ、田中典子さんの

海外留学生をサポートしている特定非営利活動法人
Oneself 主催の給付型奨学金チャリティーコンサートが

今 月 号 か11ら月会13報日（土）13
の ラ ベ ル 時からふたば学舎
貼り、封入作業を、
3F 講堂で開催されます。詳しくは、
国際交流シェアハウスやどかり

ハンドマッサージです。

078-224-5247 までご連絡ください！

★平川義浩様 TV 出演

★毎日書道展

ニット教室の平川宣子先生のご主人の平川義浩さんが

京セラ美術館とみやこめっせで開催された第 72 回毎日

日本テレビ系「はじめまして！一番

書道展に、元甲南小学校教諭の藤原

遠い親戚さん」でロンブー田村淳

一三先生とお世話になっている丹羽

さんの親戚で登場されました。

恵子さんの作品が出展されました。

賽銭箱と富士山絵葉書が専門です。

会場も京都らしく芸術的でした。

社長のトライアスロン
心筋梗塞の術後は順調だったのですが、どうも花粉症の様な症状と頭痛がひどいので、同じ病院へ検診へ行ったと
ころ、CT で検査したら脳と頭蓋骨の間に血液が溜まる慢性髄膜下血腫と診断されて、また入院となりました。
手術は局所麻酔の簡単な手術で、30 分ほどで終わりました。幸い今回も早期発見で、術後も順調でしたので一週間
ほどで退院となりました。担当医の先生から、前回、今回ともに遺伝などいろいろな要因はありますが、老化が大き
な要因と言われました。トライスロンをしていますので、運動量、食事の内容、身体の変化には気をつけていました
が、受け入れるしかありません。今後も身体のメンテナンスに気をつけなければなりませんが、完璧は求めず、でき
るだけ身体に悪いことはしないぐらいの気持ちでいたいと思います。
また少しでも身体に違和感を覚えたら、病院へ行くことも大切です。
今の医療は、私が思っていた以上に進んでいました。治療費も思って
いたより安く、もしアメリカで同じ検査、入院、手術をしていたら、かな
りの高額だったと思います。日本の医療制度は、大変有り難いです。
手術後の傷が毛で隠れるまで、しばらくはヘッドバンドとなります。

おすすめスポット
自然酵房

麦笑

奈良県吉野郡東吉野村小 716
Tel: 0746-42-0662
丹生上川神社付近
丹生上川神社を参拝した時に発見した山奥の川沿いに
あるパン屋さんです。古民家を改造されて、環境にこだ
わったパンの自家製をしています。パンは色々な種類が
あり、どれも素朴で味わい深かっ
たです。挽きたてのコーヒーと
東吉野の自然が最高でした。
当面は土日のみ営業とのことです。

点滴は苦手です。

食事は美味しかったです。

月刊 PHP10 月号に株式
会社新宮運送 木南一志社長 西宮掃除に学ぶ会
の記事が掲載されました。
第 230 回 11 月 21 日（日）
AM8:00～10:00
西宮神社トイレ掃除
参加費 500 円
神戸三宮掃除に学ぶ会
第 167 回 11 月 24 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

