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Woody Bell （ウッディー ベル）
東京都台東区東上野2-10-2第5政木ビル3階

特殊な修理を
得意とする
～WOODY BELL～

修理・リフォーム
時計彫りなど

日本青年会議所  時計・宝飾・眼鏡部会

業界の発展を目指し共に活動しませんか⁉

新入会員募集！
50周年電子記念誌を、

下記QRよりご覧ください。

私たちはJC運動を応援しています。
ホームページをご覧ください！www.jc-wjo.com

《お問い合せ》
info@jc-wjo.com  090-8485-6130
日本青年会議所　時計・宝飾・眼鏡部会　部会長　大沼貴代
〒270-0144　千葉県流山市前ヶ崎756-2（株）サン・スパッド

セミナー名

ベーシックコース（東京）

ダイヤモンドコース（東京）
ベーシックコース（大阪）

ダイヤモンドコース（大阪）

パールグレーディング（東京）
宝石鑑別コース（東京）

博多ダイヤモンドコース

※上記日程は都合により変更となることがありますので、あらかじめお問合せの上
　お申し込みください。
●受講料（税込）
　ベーシックコース （2日間） ￥25,000+消費税
　ダイヤモンドコース （2日間） ￥25,000+消費税
　パールグレーディングコース （1日間） ￥12,000+消費税
　宝石鑑別コース （2日間） ￥30,000+消費税
●セミナー開催時間： 東京 10:00～17:00
 大阪 10:30～17:00（会場の都合により）
 博多 10:00～16:30（開講最低人数5名）
お申し込みは下記までお願いします
東　京　TEL03-3837-0855  FAX03-3839-1455
大　阪　TEL06-6245-5187  FAX06-6245-5197
博　多　TEL092-472-3038  FAX092-472-3046
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　若者向けファッションウ
オッチブランド「ワイアード
エフ」から、若い女性を中心
に大人気のイラストレー
ター布川愛子（ふかわあい

こ）さんの著書『 F o u r
Seasons かわいいものいっ
ぱいの塗り絵ブック』とコラボ
レーションした、大人可愛い
限定ソーラーウオッチ2機種
が、国内販売数量限定各
700本で販売されるに当た
り、発売を記念し、布川さん

の直筆サイン入りブックなどが抽選で当
たるキャンペーンが4月29日よりスター
トした。希望小売価格2万5000円+税。
　ht t p : / /w -w i r e d . c om/pd f /
nurie.pdf

　㈱シードの新入社員入社式（平成
29年度は4月3日）は、同日にCSR研修
を行っている。
　シードでは、入社式を一人の大人と
して社会を支える側になるセレモニー
であると考え、社会人としての責任や
思いやりの心を育てるため、昨年より
CSR研修を入社式当日に行っており、
今年は68名の新入社員がCSR研修
に挑んだ。
　同社の企業ビジョンである“「眼」の
専門総合メーカーとして、お客様の
「見える」をサポートする”の一つとし
て、視覚障がい者の「見える」をサポー

トするアイメイト（盲導
犬）の支援活動を実
施していることから、
CSR研修では、盲導

犬との歩行体験を行い、実際に「見え
ない」ことを体験することで、「見える」
大切さを知り、自分たちの扱う商品に
対する責任の重さを実感することを目
的としている。同時に、町で困っている
視覚障がい者と出会った場合の接し
方など、ロールプレイングを通して、ど
んな場面に遭遇しても社会人として正
しく接することができるよう実践的に
学んでいる。
　新入社員の盲導犬歩行体験は、今
回で5回目。また、CSR研修の後半で
は、全盲の弁護士、大胡田誠氏の講
話も行った。

　シチズン時計㈱は、時計
の本質を追求し、卓越した
精度を誇る高品質ウオッチ
「The CITIZEN」から年差
±5秒の光発電「エコ・ドライ
ブ」を搭載し、日本伝統工芸
の手漉き和紙を文字板に初
めて採用した2モデルを、5
月12日に発売した。価格は、
各33万円+税。
　シチズン最高峰のモデル
「ザ･シチズン」にふさわしい、光発電
「エコ･ドライブ」の文字板素材を研究・
開発する中で、古来より障子など光を
取り込むために用いられてきた和紙に
着目。今回その中でも、薄さと丈夫さが
特長の日本三大和紙の一つである土
佐の手漉き和紙を初めて採用した。
　繊維の隙間から光を透過する土佐
の手漉き和紙により、光発電「エコ・ド
ライブ」を搭載する、今までにない魅力
的なモデルが完成。職人が手で漉き上
げるため、一つとして同じ文字板が無

いこともその魅力
のひとつ。
　「エコ・ドライ
ブ」を搭載して年
差±5秒という世
界最高レベルの
精度を実現した
ムーブメントを、
流行に左右され
ないスタンダード
なデザインのケー
ス、バンドにおさ
め、軽くてキズが
つきにくい、シチ
ズン独自のスー

パーチタニウム™を採用。日本の伝統
工芸である手漉き和紙と、シチズンの
先端技術が融合することで、日本的な
感性を持つシチズン独自のモデルに仕
上がった。
　なお、10年保証を約束するザ・シチ
ズンでは、ユーザーとのコミュニケー
ションを大切にしており、「シチズン 
オーナーズサイト」に登録することで、
購入後の問い合わせや要望に対して、
迅速かつ質の高いサービスを提供して
いる。

　【眼鏡記者会共
同】東京眼鏡懇話
会（片山敬三代表
＝東京眼鏡販売
店協同組合理事
長）は、4月21日、
第50回業界物故
者追善供養並びに

協賛者祈願成就の集いを上野公園不
忍池辯天堂前で行なうとともに、めが
ね之碑建立50周年記念パーティーを
東天紅上野店6階ソールルームで開
催。当日は懇話会会員はじめ約50人が
先人を偲ぶとともに50周年を祝った。
　式典は杉谷宗彦・東京眼鏡販売店
協組常任理事の司会で開会。須藤真
宏・東京眼鏡卸協組副理事長が「50
回という大きな節目を迎えた。戦後か
らの業界のさまざまな出来事や思い出

を胸に描
きながら、
この集いと
記念パー
ティーを過
ごしていた
だければ
幸い」と開

会の辞を述べた。その後、物故者に対
しての黙祷、北岡興真住職（東叡山寛
永寺不忍池弁天堂輪番）の読経で供
養。東京眼鏡懇話会の片山敬三代表
が「めがね之碑が明治100年を記念し
建立されてから半世紀が経ち、経済や
社会環境の劇的な変化を痛感してい
る。一人ひとりに合わせて作るメガネ
は、優れたレンズとフレーム、高度な技
術と経験及び専門知識を身につけた
眼鏡技術者の手を経て、初めて作るこ
とができると考えている。50周年という
節目を迎えるにあたり、我々眼鏡技術
者にとって悲願の資格制度の一日も早
い実現を期待している。メガネは国民
の福祉とともに社会生活の向上に密
接に関わる仕事。多くの先人達の努力
で築いてきたこの業界をさらに発展さ
せ、次世代にも責任を持ってつなげて
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文字盤に伝統工芸の手漉き和紙

　西日本の市場活性化に長けた宝飾小
売店のアイデアや情報交換の場から、よ
り日本全体のジュエリー市場を底上げ
することを目的とした「第1回西日本ジュ
エリーショップ大賞」（主催：日本宝飾記
者会）の入賞店舗11社が決定した。
　神戸国際宝飾展の会期2日目の5月
18日15時から、会場内で表彰式を開
催。入賞店舗11社の中からグランプリ
を決定する。
　入賞店舗が参加予定の表彰式後に
は、グランプリ受賞者による「売れる」
小売店のノウハウを学べるミニセミ
ナーの開催を予定しており、同時に名

刺交換も行える。
　入賞店舗＝▼ENOMOTO（福岡市
行橋市）、▼オートクチュール宝飾サロ
ンJ.C.BAR（富山県富山市）、▼ジュエ
リーサロン東京堂（大阪市中央区）、▼
フジミ本社ギャラリー（大阪府泉大津
市）、▼ジュエルヤマグチ（愛知県名古
屋市）、▼SHINKAWA（広島県広島
市）、▼ROCCA（鹿児島県鹿児島
市）、▼宝石・時計・メガネのニイミ（愛
知県半田市）、▼GRAVIE（兵庫県神
戸市）、▼ジュエリー＆ウォッチ ミムラ
（広島県福山市）、▼ジュエリー・タナカ
（岡山県岡山市）の11社。

「売れる」小売店ノウハウを学ぶチャンス
～このショップがスゴイ～
「日本ジュエリーショップ大賞」

　若者向けファッションウオッチブラン
ド「ワイアード」（SEIKO）から、メタリッ
クな重厚感で、自らの意志と感性を持
ち合わせる若者を表現した新シリーズ

「SOLIDITY」が発売される。希望小
売価格2万2000円+税～3万円+税。
アナログクロノグラフモデルが5月12日
より発売、BEAMSプロデュースによる
デジタルクロノグラフモデルは6月9日
からの発売を予定する。

　伊勢丹新宿店本館4階で、3月の
バーゼルで発表の新作全点をいちは
やく展示した「ジン」フェアが5月23日

まで開催。絶大な人気のEZM1のほ
か、歴史的名品の数々も展示される。
なお、テクノロジー実演講座（20日・21
日）も1日2回（14時・17時）実施する。

メタリックな重厚感
BEAMESとのコラボモデルも

ワイアード

いくことをここに誓う」などと祭文を読
み上げた。
　次に服部征夫・台東区長、保坂真
宏・台東区議会議員、水谷雅之・上野
観光連盟副会長の来賓あいさつ。参
列者による献花が行なわれた後、北岡
住職が「碑には徳川家康公のメガネの
モチーフが刻まれている。寛永寺は江
戸時代、徳川幕府のお寺という縁も
あって建立された。法要は50回目を数
えた。ここまで続けられたのは、メガネ
に携わる方々がこよなくメガネを愛して
いるから。好きでなければ続けられな
い。その思いはお客様にも通じると思
う」と講話した。
　最後に冨田洋正・東京眼鏡卸協組
副理事長が「盛大に無事にこの式典を
終了することができた。来年以降も
粛 と々続けていく。皆様と穏やかな時
間を過ごせることを祈念する」と閉会の
辞を述べ解散。一同、記念パーティー
へと向かった。

めがね之碑建立
50周年記念パーティー
　めがね之碑建立50周年記念パー
ティーは、辯天堂での供養の後、午後５
時30分から池之端の東天紅上野店で
開かれた。供養参列者ら50人が参席。
　まず、杉谷宗彦・東京眼鏡販売店協

組常任理事の
司会進行で、蟹
江一郎・東京眼
鏡卸協組理事
長が「供養を盛
大に行なえたこ
とをうれしく思
う。改めて先人
たちに感謝し、
思い出話をす
れば喜んでくれ
るだろう。碑に
は業界発展の

願いが込められている。大変な時代に
なったが皆の気持ちを一つにして進ん
でいきたい」と開会の辞を述べた。
　物故者に対して黙とうを捧げた後、
片山敬三・東京眼鏡懇話会代表が「碑
が建立された50年前、百貨店が相次
いで開店するなど日本は成長期にあっ
た。業界の景気も良く、翌年に眼鏡学
校設立、2年後には第1回WOFが開か
れた。素晴らしい商品が一堂に集まっ
たことに感動したことを覚えている。時
は経ったが、皆のいっそうの発展を祈
念する」とあいさつした。
　次に、辻清人衆議院議員、服部征夫
台東区長が来賓あいさつ。続いて西村
輝和・日本眼鏡販売店連合会会長が
「供養を50年積み重ねてこられたことに
敬意を表する。明治10年に第１回内国
勧業博覧会が上野公園で開かれ当時
の東京の先人たちが出品していた。め
がね之碑との縁を感じる。第5回は大阪
の天王寺で開かれ西村の名前も載って
いる。歴史を刻み続けることはたいへん
だが、業界が一丸となるシンボルとして
供養を続けていただきたい」と話した。
　また、相澤博彦・日本眼鏡関連団体
協議会代表幹事が「めがね之碑を支
えてきた眼鏡人に敬意を表する。国民
の視生活を向上させるための資格制
度を進めている。先達の思いを叶える
ことにも通じる。実現を祈念する」との
発声で乾杯、宴に入った。宴は、キュー
ティーパイまゆちゃんのミニライブ、デ
キシーランドジャズバンドの演奏が行
なわれ賑 し々いムードで進み、参会者
は先達の思い出話や旧交を温めるな
ど華やいだひとときを過ごした。
　最後に、開髙みどり・日本眼鏡卸連
合会会長が一本締めで中締め、金井
崇・東京眼鏡販売店協組副理事長の
「たいへん素晴らしい集いだった。来
年、再来年へと続くようお願いする」と
の辞で閉会した。

入社式でCSR研修を実施
社会人としての責任や思いやりの心

　一般社団法人日本ジュエリー協会
の平成29年度第1回理事会が4月25
日に開催され、以下概要を発表した。
　新規入会は1件、退会が5社。年会
費未納が9社あった。3月末の正会員
数は806社となっている。
　本年度の「いい夫婦の日」協賛につ
いて、作文コンテストは終了とし、パート
ナーオブザイヤーに協賛し、二組にリン
グを贈呈するとした。
　2015年7月より取り組んだ「アニ
バーサリーを推進する会」は、参加21
団体間との情報交換やコラボレーショ
ン企画など、当初の取り組み目的がほ
ぼ達成され、一時解散するとした。な
お、JJA独自のアニバーサリージュエ
リーは継続して推進するとしている。
　ジュエリーに相応しい著名人を毎年
表彰していくための制度化を進め、次
回以降の理事会に上程するとした。
　貴金属品位検査として「韓国」「イン
ドネシア」「タイ」「中国（香港）」4カ国
の海外製品6点の非破壊検査を行い、

すべて「K18」の刻
印が打刻されてお
り、すべて刻印以
上の品位が検出さ
れたとの結果報告

を行った。
　ダイヤモンド・グレーディング・リサー
チに関する報告として、調査結果の
フィードバックについて、AGLの前回理
事会報告と同様にGIAからも良好な回
答が得られ、継続実施による平準化が
進み、実績として残すことができたこと
から、今後は合成ダイヤモンドに対する
リサーチに移行していくとした。
　「ジュエリーコーディネーター（JC）」
の商標登録が確実となった。
　有期契約雇用社員の継続雇用等に
関する労働契約法の改正に伴い、「就
業規則」の改正について説明、全員異
議なく承認した。
　6月20日に、第6回通常総会と臨時
理事会、記者会見及び懇親会の時間
と総会資料の確認を行った。なお、平
成28年度の事業報告案、決算報告書
案などが上程される。また、現役員全員
が任期満了となり退任することに伴
い、役員選考委員会にて決議された次
期新役員候補の選任案も上程される。

6月20日に通常総会
次期新役員候補選任案を上程
JJA平成29年度第1回理事会報告

5月18日15時に
表彰式とミニセミナー

IJK会場内

■「ジン」フェア
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