難関JC1級に4名が合格

注目集まるジュエリーコーディネーター
次回の3級試験は2019年3月6日

は、健全なジュエ
リー 産 業を発 展
させることを目的
に一般社団法人

これまで僅か37名しか合格していな

日本ジュエリー協会（JJA）が実施して

い難関資格と言われている、“ジュエ

おり、1級試験は2005年度より実施さ

リーと消費者をつなぐ販売の最高資

れ、今回で14回目を数えた。

格”ジュエリーコーディネーター検定

ジュエリーコーディネーター資格者

（JC）1級で4名の合格者が誕生した。

は、ジュエリーに関する高度な専門知

合格者は、シモン・パドロス・恵美さ

識と高度な接客及び販売の実務技術

ん（ 東 京 都 ）、ダルマダーサ悦 史さん

を持ち、豊富な経験と見識で人材の育

ジュエリーと消費者の
（愛知県）、新山亜香里さん
（兵庫県）、 成、指導ができ、
架け橋となって活躍している。

三宅典子さん
（岡山県）
の4名。
本年度より1級試験の制度が変更さ

なお、8月のジャパンジュエリーフェ

4講座加わり
全 講座で更に充実
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﹁宝石を手に取って
価値のつき方を学ぶ﹂

（4）
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宝石品質判定士の資格も
日本 宝 飾クラ

ン・アクアマリンなどといった多くのカ

の「 宝 石 を 手 に

ラーストーンの他、
ジュエリー製品の品

取って価 値のつ

質判定を学ぶことができる。

品質判定講座

また、オークションに参加し、学んだ
ことを実践する講座も設けられた。

に、新たに4講座

全講座を受講し6月頃に行われる認

が加わり全10講

定試験に合格すると
「宝石品質判定

日本宝飾クラフト学院

とⅡ部試験（ロールプレイング・実技） ディネーター接客コンテスト公開最終

充実した。

フト学 院 で 人 気

き方を学ぶ」宝石

（水）
エメラルド講座

士」資格を得ることができる。

・光彩効果石講座・そ
新講座では、光彩効果石やトルマリ 【新規開講講座】

夏の人気講座を集めた
「ウインターセミナー」はじまる

「ジュエリーコー
れ、1次試験がⅠ部試験（記述・論文） アの期間中、会場では

座となって内容が一層

の他カラーストーン講座・ジュエリー製

品質判定入門講座（必修） ▼2月6日

イヤモンド講座

▼3月13日
（水）翡翠

＆オパール講座

▼3月20日（水）光

彩効果石講座

▼3月27日
（水）その

ジュエリー製品講座
オークション講座

（水）宝石品質判定入門講座（必修） 彩効果石講座
▼2月13日
（水）
ルビー講座
20日
（水）
サファイヤ講座

▼3月6日
（水）
ダ

他カラーストーン講座

品講座・オークション講座
【開講日・講座】▼12月13日
（木）宝石

▼2月
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▼4月3日
（水）
▼4月26日
（金）

▼5月9日（木）光

▼5月16日
（木）その

他カラーストーン講 座

▼5月2 3日

ジュエリー製品講座
▼2月27日 （木）

本校（御徒町）
と名古屋校にて

門技術、
ビーズ刺繍のコスチュームジュ

好評の複数受講割引や企業割引な

開講する。

エリーなどのアクセサリーテクニックま

どは今回も継続して行われる。例年、
す

同セミナーは、毎年夏に多く

でを行う。
新規講座は
「ブライダルデザイ

ぐに定員に達してしまう講座もあるの

が受講している夏期宝飾実務

ン画」
（東京本校）
と
「合成石・人造石の

で、希望者は早めの申し込みを。

講座の人気講座を集めたもの

基礎知識」
（名古屋校）
となっている。

問い合わせ＝日本宝飾クラフト学院
東京本校 TEL 03-3835-3388。
ホー

で、今年は東京と名古屋を合わせた19

受 講 の 申し込 みは同 校 のホーム

今年8月に東京と大阪で開催された

トには5名しか選ばれないが、今年は

例の
「ウインターセミナー（第74回宝飾

講座。3DCADやパールの糸替えなどの

ページで受け付けている。講座の詳細

ムペ ー ジ は 、h t t p : / / w w w . j j -

1級1次Ⅰ部試験には17名が受験。9月

77名もの応募者があるなど多方面か

実務講座）」
を12月17日
（月）
より東京

実務技術から、
インチジオーネなどの専

についても掲載されている。

craft.com/

に東京で開催された1級1次Ⅱ部試験

らも注目を集めている。

には、その1 7 名とⅠ部 試 験を免 除と

次回のJC検定3級試験は、2019年

これはモノづくりのまち福井県鯖江

なった12名の計29名が受験。
その後1

3月6日に、札幌、仙台、東京、新潟、甲

市で1500年の歴史を持つ越前漆器

次試験の合格者6名が2次試験に挑

府、名古屋、大阪、広島、福岡で実施さ

と、同市で日本一の生産量を誇る眼鏡

み、4名が合格した。

れる。申込締切は、法人が1月28日、個

枠製造との異業種コラボレーションで

ジュエリーコーディネーター 検 定

生みだしたもの。当初、クラウドファン

人は2月1日となっている。

〜実務経験を積み優れた技術者に〜

JOA認定オプトメトリストに3名が合格

ディング『マクアケ』
にて先行販売したと
なお、認定証授与式は、11月21日の

ころ好評を博し、今回、バングルウォッ

協 会（ J OA 。森 一 成 会 「2018年度第2回オプトメトリックセミ

チのビッグフェイス新色3タイプ、新色に

日本オプトメトリック
長）認定の試験「第76回

ナー」
に先立ち開催される予定。

筆記試験」
（目の解剖と

オプトメトリストは、眼に関連する機

生理・生理光学視科学

能を検査し、視力の問題や眼の病気、

Ⅰ群・視科学Ⅱ群・理論

その他の異常な存在を見つける高度

光 学・眼 鏡 光 学・眼 科

な技術者。
そして、
すべての人が一生を

鯖江の眼鏡と漆器の
職人技を融合
本格的に全国販売へ

ピアノブラックバングルをセットした3タ
イプ、スモールフェイス6タイプを追加

食器メーカーが作る
ABS製の眼鏡

日本宝飾クラフト学院では、毎年恒

近代漆加工を施し世界市場へ

審査」が開催されている。
ファイナリス

の2部制になった。

し、本格的に全国販売するに至った。

幅広い場面で使われている眼鏡
だが、海外委託生産が進み、日
本市場における日本製眼鏡の比
率は年々減少傾向にあり、大量
生産による商品の均一性も生ま
れてきていることを挙げている。
そこで、
日本の鯖江市にて、軽
くて丈 夫なA B S 素 材で 眼 鏡フ
レームを作成し、そこに1個から
加工可能な近代漆を施すという
同商品を開発した。
これにより、

食器や家具の企画・製造を行うユニ

商品の定番ラインナップから選ぶ以外

鯖江市の地場産業である、漆器・眼

バーサルエージェント㈱（福井県鯖江

に、特注カラーでの注文もできるように

学、以上7科目）が大分、 通じて快適で能率的な視生活ができ

鏡素材を使った商品の企画製造販売

市、若泉統一郎社長）は、
アイウェア新

なった。

名古屋、東京、仙台の4

るよう、乳幼児から高齢者まであらゆ

を手がける㈱サンユー（ 福 井 県 鯖 江

ブランド「香化瑠-KAKERU-」を立ち

個を大切にする時代に、世界に誇る

会場で、
「 第27回検眼実

る人々に対し、
ビジョンケア活動をする

市、五十嵐一男代表）が、漆器と眼鏡

上げ、近代漆を施したABS（プラスチッ

眼鏡産地・鯖江の技術と、1500年の

技試験」が名古屋で、共

ことが使命となっている。

の素 材と技 術を融 合させたブランド

ク）製眼鏡を10月のIOFT2018で発

歴史を誇る越前漆器の匠の技を融合

表、販売開始した。

した「made in JAPAN」商品の数々

に9月に実施され、両試

オプトメトリストに要求される専門知

「イガッタコレッティ」から、バングル

験の結 果 3 名が 合 格し

識・技術は、眼の解剖と生理、眼疾患

ウォッチの新商品をウェブサイトで販

た。
これによりJOA認定

に対する医学的知識、両眼視機能検

売開始した。

オプトメトリストは合 計

査を含めた検眼技術、
コンタクトレンズ

で588名（男子404名、 の知識、メガネ加工調整技術とフィッ
女子184名）
となった。

ティング技術、
レンズを中心とした光学

今回の合格者は、藤田

理論、心理学とカウンセリングなど。
こ

倫明さん（キクチ眼鏡専

れらの専門知識・技術を習得し、さら

門学校／全日制2017年

に長い実務経験を積むことによって優

度卒）、鈴木亜希子さん

れたオプトメトリストとなる。
また先に述

（キクチ眼鏡専門学校／通信制2012

べた専門知識はすべてにおいて変化し

年度卒）、荒川智行さん
（キクチ眼鏡専

ており、最新の知識を常に得るために

門学校／通信制2017年度卒）
の3名。

生涯教育を受ける必要がある。

路傍の
路傍の
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世事雑感

「出会うということ」

「おじさんは勉強ができることを大切
な事と思っている? それともたいしたこ
とじゃないと考えているの? 」
「勉強というのは答えのある世界だ
からね。問題集の最後には答えがある

宝石学から考える
「宝石の国」
JGS宝石シンポジウム
11月21日東京／1月15日大阪

日本市場だけではなく世界市場に
ブランド立ち上げの経緯としては、 を、

学から考える
「宝石の国」
の宝石たちを
テーマにしたシンポジウムを11月21日

前線で活躍する会員が持つ情報を会員
のために提供し、
プロのジュエラーとして
のスキルアップを図る一環として、宝石

も発信し続けていきたいと考えている。

12月6日のTDE勉強会で

告されているとしている。
会費1000円。

歴代JJA会長が語るセミナーは延期

東京、来年1月15日に大阪で開催する。
講師は日独宝石研究所所長の古屋正
貴氏。
「宝石の国」
に登場する主要な宝
石を紹介するとともに、宝石学的特徴を
検証する。標本石として
「フォスフォライ

日本宝石協会（JGS）
は、国内外の最

医療機器やファッションアイテムとして

ト」
「レッドベリル」
「イエローダイヤモン
ド」
など多数を用意する予定としている。

GIAの
「メレダイヤのアップデート」

東京ダイヤモンドエックスチェンジクラ
ブ（TDE）
による12月6日11時45分から
の昼食講演会では、GIAリサーチサイエ
ンティストの小竹翔子氏による
「メレダイ
ヤモンドの鑑別のまとめと最新情報」
を
聞く。世界では宝石品質のダイヤモンド
が大量に合成され、天然メレダイヤモン
ドへの合成メレダイヤモンドの混入が報

日本ジュエリー協会が主催するセミ
ナー
「歴代JJA会長が語る」
が11月19日
に予定されていたが、講師の政木喜三
郎元会長の都合により、11月14日に延
期を発表している。
なお、急なお知らせ
に陳謝するとともに、開催時期が決定次
第連絡するとしている。

も勉強ってそういう功利的な取り組み

下げれば、今度はモノが成り立つ原子

に考えないでなんとか次のテストをクリ

子供たちにただ知識を詰め込むのでは

でいいのかな。点数至上主義というの

の世界に入り込んで行く。
もっと深く知

アしようとしているじゃないか」。

なく、彼らが知識の世界に出会うという

はちょっと違う気がするけど」。

りたくなれば、物理の入門書の巻末に

「だから知識が学ぶ者にとって無味

ことを教育の場で大切にしていけば、

わけで、訓練すればだれでもある程度

「勉強には登りの勉強と下りの勉強

文献が掲載されているからそれを読む

乾燥な味気ないものになってくるのさ。 学校生活は今よりは楽しくなることは

まではいくさ。暗記物の知識なんて言

があるのさ。
みんなが取り組んでいるの

ようになる。文献は外国のものもある訳

それはどんなに優秀な生徒でも同じこ

うのは昔なら百科事典、いまならスマ

はカリキュラムに沿った勉強で、中学の

だから、英語の勉強が必要になるし、 とで自分にとって知識が親和性を持た

貧骨

ホですぐ手に入る。博覧強記という言

一年ではここまで、二年になったらここ、 数学も化学も基礎素養が当然求めら

ないという事。知識の世界に出会うの

cosmoloop.22k@nifty.com

家庭用永久磁石磁気治療器

金具のないネックレス
簡単に着脱できるマグネット式にして、
留め金を無くしました。多彩なカラー
と素材展開で、
どんなスタイルにも対
応できます。

http://www.sunchalaine.com
〒110-0005
東京都台東区上野5-16-16 天美ビル3階
TEL:03-3836-5800 FAX:03-3836-5850
E-mail:info@sunchalaine.com
ULTRA Neo は当社の登録商標。商品は当社の特許製品。模倣行為は違法であり、禁止。

葉 が あるが 今

高校になったら例えば微分積分を学習

れるようになる。そうやって勉 強は広

は、誰でもではないし、
また年齢も関

のような情報社

するというように、順番に学んでいくわ

がっていく。
あるいはなぜこの世の中に

係ない。一生無縁な人もいるし、そ

会ではさほど意

けだ。学ぶ側からみると何故、
ここを学

は貧しい人と豊かな人がいるのかとい

れはそれでいいのさ。でも例えば野

味を持たないと

ぶかという事の説明は無しで、
ただひた

う関心でもいい。
そのことを自分なりに

球の世界でも、バッティングを突き

思うが 。まあ日

すら与えられた内容を理解していくこと

納得いくまで調べていけば、歴史や社

詰めていけば、肉体的な訓練だけで

本は学歴社会、

が求められる。
だから勉強は面白くもな

会の仕組みや経済の在り様に必ずぶ

はなく筋肉の使い方やメンテナン

肩 書 社 会だか

いし、嫌々ということになりがちなのさ」

つかるさ。歴史は学ぶ者に生き生きと

ス、動体視力の在り様などアスリー

ら勉 強 が 出 来

「でも勉強ってそういうものではない

した動体として現れるはずだよ。すると

ト知識が当然必要になる。学校の勉

た方 が 世の中

の? 」。
「そんなことはないさ。君がもしも

古典を読むには、古典の文法の知識が

強はやらなくても、
スポーツという世

を渡っていくと

なぜ月は地球に落ちてこないのだろう

必要になってくるというわけだ。
そう、
そ

界から知識の世界に出会うのさ」。

いう意味では有

と不思議に思って調べ始めたら、
モノと

の時君は知識の世界に出会っている。

利だろうね」。

モノが引き合う重力の関係にぶつかる

これが下りの勉強だよ」。

「おじさん、で

だろうし、
では重力とは何かと一歩掘り

「でも、大概の学生さんは、
そんな風

「評判が悪かった“ゆとり教育”っ
て、おじさんのいう下りの勉強のこ
とかな」。
「そうかもしれないけどね、

確かだね」。

