てきた
「走る人」
「 支える人」
「 応援する
人」、そしてまだ関心のない人にも“こ

いてのセミナーを開くことがわかった。

れから、何か面白いことが起きそうな

究所で20年間にわた

通常の竹本氏による宝石店経営研

気がする”という期待感が高まるような

り宝飾業界のトップコ

究会は有料の会員制となっているが、

デザインで、中心 奥から螺 旋 状に広

ンサルタントとして活

合成ダイヤモンドの箇所のセミナーの

がっていく
「ワクワク感」
「 期待感」
を表

躍した 竹 本 圭 太 氏

みならば、W&Jの読者に限り20名限定

現している。
またメダルのリボンは
「ラン

（現・㈱フレネルライン

で無料の特別枠の提供を受けられるこ

ナー」
「ボランティア」
「 観衆」の一人一

代表）が主催する宝石

とになり、先着20名を特別招待する。
当

人を表す一本一本の線が織り重なっ

店 経 営 研 究 会の中

日は、
ピュアダイヤモンドのラボラトリー

で、最 近 T Vなどでも

グロウンダイヤモンド（合成ダイヤモン

話題となっている合成

ド）
も見ることができる。

ダイヤモンドについて
㈱ピュアダイヤモンド
代表取締役の石田茂
之 氏が 、
「 合 成ダイヤ

モンド の 基 本 」から

「合成ダイヤモンド市
場のこれから」、
「 消費者の意識」、
「合

▼日時：3月13日、13時30分〜15時。

東京マラソンの「表彰メダル」

TANAKAホールディングスが提供

女上位3名と車いすマラソン男女上位

1-24-12［北品川駅より徒歩3分］）。▼

がTANAKAホールディングス㈱の提

□ 問 合 せ 及び申し込み＝時 計 美 術

メダルの直径は約65mmで、重さは

主催：㈱フレネルライン。

宝 飾 新 聞 社 ＝ 担 当：藤 井 勇 人

たタペストリーのような大会ロゴをモ
チーフにしている。

3月3日に開催の東京マラソンの男

▼場所：㈱ジェイ・ジー・パートナーズ1

階 会 議 室（ 東 京 都 品 川 区 北 品 川

3名の合計12人に金、銀、銅のメダル
供で授与される。
純金約200ｇ、純銀約110ｇ、純銅約

ジュエリーコーディネーター連載2

90ｇ。
これまで東京マラソンに関係し

まで。
成ダイヤの販売方法の実例」などにつ （hayato@carol.ocn.ne.jp）

2代目に受け継がれ、再出発したJTO

街の発展と、
業界の最前線基地を担う

開催された
「平成31年ジュエリータウ

冒頭 、田中 勇 会 長 は

リーも、今の時代の“繋がりを大切にす

「JTOは、昨年の3月に開

る想い”と同調すると思う。
私は、
“宝石は

催した創立30周年記念

想い出の入れ物”というフレーズを以前

祝賀会を一区切りに、再

めの、業界の最前線基地の役
割があると考えている。
そのた
めの情報発信や、“お困りの際

「ジュエリータウンおかちまち新年会」

1月30日、東京・台東区の東天紅で

画像未着

アイプリモ銀座本店︑前澤梨沙さん

前職の船井総合研

信頼を勝ち取る強い味方

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

読者に限り先着20名を特別招待

第2377号

お客様にも喜ばれ︑
JC資格を誇りに思う

2019年（平成31年）2月15日

竹本氏主催の宝石店経営研究会で
ピュアダイヤモンドが語る

合成ダイヤの消費者意識や販売実例など

（4）

にはJTOまで”を旗印に、会員
一同頑張って参りたいと思いま

す」
と力強い挨拶を述べた。

ジュエリーコーディネーター資格制度（JC）が誕生してから20年余り、
JC資格登録者数も1万人を超えようとしている。ジュエリー産業の健全な
発展と消費者の利益に資することを目的に創設されたJC資格制度は、消
費者との架け橋として期待されるとともに、安心・安全な流通を図るのにも
役立つ基本知識が備わっている。異なる店舗やシチュエーションによりJC
資格の役立て方もそれぞれ。JC資格者に話を聞いてみた。
前澤梨沙さんは、
アイプリモ銀座本

ました。
デザインだけで選ばれるお客さ

衆議院議員の辻清人氏、上野警察署生

店に勤める入社4年目の24歳。
プリモ・

まには、
デザインだけではなく、
より魅力

から大切にしているが、
いまこそこれを広

安課長の中野宣彦氏、上野消防署長の

ジャパン㈱（澤野直樹社長）は、
ブライ

的な部分をご紹介できるようになり、大

出発し、2代目を中心とし

めていくことが、
業界にとって大事なので

手塚徳氏、
上野観光連盟会長の二木忠

ダルジュエリーに特化して、国内外に

きな力となっています。

た理事に変わり、理事の

はないかと思っている」
と語った。
また、 夫氏の来賓挨拶の後で懇親に入り、途

110店舗、
そのうち22店舗を中華圏に

お客さまにもJC2級の資格を持って

中余興のマジックショーやJTO新年会

展開している。
アイプリモのスタッフの

いる人から購入出来てうれしい、
という

恒例のビンゴゲームなどで楽しんだ。

約9割がJC3級を取得している。

「昨年は街の宣伝に力を
若返りが街に浸透してきていると思う。 JTOについては
こうして活動できるのもご列席の皆様

いれ、
テレビ取材も計7回あった。
その半

その後は、台東区長の服部征夫氏、

言葉をかけられるときは非常に誇らし

数以上は、本日ご列席の上野観光連盟

また、近年増加中の新入会員の紹介

前澤さんが新卒入社したのは札幌

く思います。名刺にはJCマークの表示

近くが参加し盛大に行われ、参加者の

続けて、
「 国内は若い世代を中心に

会長の二木（忠夫）様にご紹介いただい

をはじめ、新理事の紹介に留まらず、
こ

店。将来は店長になりたいと、JC2級を

しかないので、
「 2級」の文字も併記さ

うち半数以上が来賓はじめ、地域を代

ジュエリー離れが進んでいると言われ久

たことから繋がったこと。今年も街の宣

れまで中心となって活躍してきた理事

入社2年目で取得。
その積極的な姿勢

れるといいな、
と思います。

表する関係者など、会員を上回る人数

しいが、
購買欲がモノからコトへ移りゆく

伝に注力しつつ、地元の台東区、上野−

会員を紹介するなど、JTOの層の厚さ

が認められて、昨年7月から銀座本店

を招待したところに、新しい組織を築こ

中で、
ジュエリーこそ心や想いが込めら

御徒町の発展のために努力していく所

と共に、初代から2代目へとしっかりと

に転勤してきたばかりだ。

うとするジュエリータウンおかちまち

れる最高のギフトになり得ると声を大に

存です」
と述べた。さらに「これからの

引き継がれている組織であることが垣

して言いたい。
また、受け継がれるジュエ

JTOには、
ジュエリーに親しんでもらうた

間見られた。

ンおかちまち新年会」には総勢100名

（JTO）
の勢いが感じられた。

路傍の
路傍の

カ
カナ
ナリア
ア50

介護の死角

なぜホストクラブ付き
介護施設はないの
だろうか
道楽というのは楽しいものだ。男の

のお陰です」
と感謝を述べた。

身代を失った御仁もいる。女に貢いで

めます酒場」
「 寝たきりでも美しく高級

の上に立って学校、病院、会社等のシ

気が付いたら無一文になっていた話は

エステ」
などが併設されたら、高齢者の

珍しくもない。
けれども途中で引き返そ

活性化に役立たないだろうか。

◇JC取得のきっかけは？

ステムというのは構築されているし、世

バイトの立場で職場体験をしていまし

ストーンに触れる機会が非常に少ない

代の交代に合わせてシステムそのもの

た。その時JC3級の挑戦を推奨され、 ので、経験不足により自信が持てない

も改善、修正されてきたともいえる。

入社前に取得。入社して間もない時、 のが現状ですが、勉強できる機会を見

がわが身を離さないのである。体の中

になったり、
デイサービスのお迎え車に

の狂気ともいうべき
「血が騒ぐ」からで

渋々乗っているおばあさんが、嬉々とし

係が成立しない。介護されている老人、 して2年目に2級に挑戦して取得する

あろうが、
この「血の騒ぎ」
こそが人の

て化粧までして施設へ赴くのではない

痴呆に病む高齢者がその後社会復帰

ことができました。
（アイプリモでは、入

活力の源という見方もできる。女性でも

か。

して介護者に回るということは現実に

社前の3級取得率は100%に近い。
し

「介護者と老人」
というのは、
この関

何か強みを身に付けたいと思い、入社

「おしゃべり、着飾る、食べる」
は身の破

これは高齢者を茶化したような冗談

はない。だから本当のところ今の介護

かし、2級取得者は自発的に受験して

滅まで行き着かないにしても女性特有

話ではない。我々は高齢者というもの

の在り様が、介護されている人にとつ

いる）

の深い楽しみであろう。
それを封じられ

が本当のところよくわかっていない。教

て適当なものかどうかは実際のところ

たらどんなにか人生は味気無いもので

師と生徒、医者(看護師)と患者、監督と

は手探りであつて、
そこに介護というも

あるに違いない。

選手、親と子、上司と部下、
どの関係で

のの難しさがある。
と同時に介護施設

定番ともいうべき
「飲む、打つ、買う」は

だから管理の極みの如き今の介護

もいいのだが、
これらの人間関係と
「介

の運営が「無事一辺倒」の管理になり

説明などいらないであろう。深入りすれ

施設に「ホストクラブ」や「ノーパン喫

護者と老人」の関係は全く違う点があ

がちになる現実がある。

ば身の破滅にまで行くところが道楽の

茶」、
「スイーツ食べ放題」
「カラオケ歌

る。
それは上に立つ者は何らかの形で

道楽たるところで、酒に飲まれて命を縮

い放題」
「 馬券、舟券買えます、人生最

必ず下の者を経験しているという事実

めた人もいれば、賭博にのめり込んで

後の株で勝負、手伝います」
「 朝から飲

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。

業務では主にダイヤ、
プラチナ、
ゴール
ドしか扱っていません。
そのためカラー

寝たきりの爺さんがリハビリに懸命

金具のないネックレス

1級への挑戦意欲はあります。但し、

入社が内定して、卒業までの間アル

うと思ったときには、今度は道楽の方

家庭用永久磁石磁気治療器

◇上級JCへの挑戦の意識は

つけて挑戦できるよう頑張ります。
◇JCを目指す人への提言
私どものような仕事に従事する者に
とってJC3級は必須だと思っています。
更に2級を取るには深い部分まで勉強

◇JC取得のための対応、勉強の仕方

が必要。お客様の中にはジュエリーに
非常に詳しい方もいらっしゃるので、対

挑 戦すると決めてからは3 か月間

等にお話しでき信頼を勝ち取るには強

みっちり勉強しました。社内に過去問

い味方になると思っています。是非2級

寝たきりや頭の動きが鈍くなってい

が収集されていたので、過去問を中心

まで目指して欲しいと思います。

る高齢者の精神の在り様をただ封じ込

に、わからないことはテキストで調べて

ごく当たり前の
である。教師は学生を経験しているし、 めてしまうのではなく、

習得に役立てました。弊社はダイヤモン

医 者も病 気 で

人間として再生させていくという問題

ド専門店なので色石については苦労し

銀座本店は立地からも国内外の高

寝 込 んだ 経 験

意識に立てば、
「 血が騒ぐ」愉しみを提

て、
テキストを開いて勉強したり、
ネット

級志向のお客が多い。一生に一度の

をしている。親

供することはさほど的外れだとは思え

でカラーストーンについて調べて覚え

ブライダルジュエリーを、日本の銀座

は当 然 子 供 で

ない。血が騒げばそれだけで人は活性

るようにしました。休日も必死で勉強し

本店で購入したいと言う外国人も多

あった。監督に

化するものだ。

たので2級合格は、
うれしかったです。

いとか。

しても上司にし

「極楽へ旅立つ前の極楽生活」
は現

ても同じことで、 在へのアンチテーゼだが、その先にジ
その経験があっ

ンテーゼとしての介護施設が生まれて

て 初 めて 下 の

くればもう少し介護も介護される側か

位 置 にいる 者

らみて人間らしくなってくるのではなか

の 気 持 ちを 汲

ろうか。

み取ることが出
来る。この基礎

貧骨
cosmoloop.22k@nifty.com

前澤さんは
「弊社の高品質で統一さ
◇JCを取得してからの

れたジュエリーを、
自信をもってプレゼ

業務への活用は？

ンできる深い知識があればこそ、国内

2級資格を取ったことで、弊社が取り

ていただくことができるものだと思って

扱っているダイヤモンドのすばらしさを

います」
と優しい笑顔のなか、
しっかり

より強く実感できるようになり、自信を

と自信をもって応えてくれた。

もってお客様にお勧めできるようになり

外のお客さまと長くお付き合いをさせ

