説き明かす詳細な発達史

日本の誇るべき宝飾装身具文化を

2019年（平成31年）4月15日

﹁詳説 日本の宝飾文化史﹂

（4）

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

〜いままでのジュエリー観が一変する〜

究家として知られている露木宏（つゆ

白く多くの示唆を含んだ内容となって

き・ひろし）氏。

いる。

自の 宝 飾 装 身

同書は、日本に現代的な意味での

書名：
「ビジュアル版 詳説 日本の宝

具文化が存在

ジュエリーの概念が生まれ固有の文

飾文化史」、著者：露木宏、仕様：B5判

したことを説き

化が花開いた重要な時期（安土桃山

／ 並 製 カバ ー 装（ 2 1 6 頁 ）、価 格：

明 か して い る

時代から明治時代まで）に焦点を絞り

4300円＋税、発行：㈱東京美術。問い

「詳説 日本の宝

多角的な考察を試みた、ほかに類を見

合わせは、東京美術（担当：工藤みゆ

飾文化史」が先

ない宝飾装身具に関する詳細な発達

き）＝03-5391-9031まで。
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100年企業 今岡時計店がサポートする

豊富な商品を活かす体験型イベント
一緒に考え、一緒にやりましょう
IJK：No．C4-09

ごろ発 売され 、 史となっている。
作品そのものはもとより絵画、古書、

機 知に富んだ
読み物としても

文学、広告など掲載図版は多岐にわた

話題となってい

り、それら膨大な資料を駆使して日本

る。

にも誇るべき独自の宝飾装身具文化

著者は、東西

が存在したことを説き明かしている。

領 域 の ジュ エ

また、露木氏ならではの広範な視点

日本にも

リー史に豊かな見識のある、
日本宝飾

で、西洋一辺倒のジュエリー観に一石

誇るべき独

クラフト学院理事長であり、宝飾史研

を投じており、読み物としても非常に面

4月2日に香港で開催された「サザ
ビーズオークション」
で、88.22カラット
のオーバルダイアモンド（Dカラー、
フ
ローレス、タイプ2A）が日本人の個人

88.22ctのオーバルダイアモンド

日本人が15億円超で落札

コレクターによって、1億800万香港ド

Sothebyʼs

クションは香港だけでなく世
き、今岡社長自身も“体が楽に

界各地で定期的に開催され
ている。最大規模のジュネー

100年続くジュエリーの総合卸業者

なった”という実体験をもつことから自

ブは、貴族や王族由来のジュ

今岡時計店（大阪市心斎橋、今岡務社

信をもって推奨できるという、近年では

エリーやビンテージ時計が

長）は、昨年から、
より力を入れている

人気シリーズとなった健康ジュエリー

ル
（約15億3000万円）
で落札された。

ウォン氏は、
「アジアにおける新しい記

関してもいずれもエ

集まり、数十億という高額で

も豊富に用
“小売店の生き残り”をキーワードに、小 「アイシリーズ アルファー」

50カラット以上のオーバルダイアモ

録の一つに加わった。
アジアでの最高

クセレントで、完璧

落札されるものもある。昨年

売 店のあらゆる困った時に寄り添う

ンドが登場したのはオークション史上

品質のダイアモンドへの需要の高さが

な石 。タイプは2 A

は、マリー・アントワネットゆ

サービスとして、関西地区を中心に
「す

また、新たな需要拡大に期待ができ

これが3つ目。
アジアからの3人の入札

証明された。地球の産み出した最古で

で非常に優れた透

かりのジュエリー が出 品さ

ぐに駆けつけて今岡時計店だからでき

ると好 評の「メディカルアロマジュエ

者が競り合った結果、落札予想価格の

最高の宝物がたどる軌跡の中で、訪れ

明度を持っている。

れ、話題を呼んだ。2019年は

る解決方法」
を提供し続け、順調に取引

リー」
も同時に展示。
きちんとした知識

8800万〜1億香港ドル（約12億5000

たハッピーな瞬間です」
とコメント。

この石は、世界中でほんの一握りの

オンラインオークションも含め、ジュエ

先を増やし続けているが、関西地区だ

を得てからの販売が相応しいことから

意する。

万 〜 1 4 億 2 0 0 0 万円）を上回り、1カ

4Cすべてにおいて最高ランクを獲得

ダイアモンドカッター（研磨職人）だけ

リーと時計のオークションだけで計約

けに限らず、
さらなるシェア拡大を目指し

会 期 初日の1 6日1 8 時 からは、開 発

ラット当たり124万香港ドル（約1800

し、色はDカラーの最 高 等 級 。クラリ

が持つ高いレベルの専門知識と職人

40回開催される予定。各オークション

て今年も5月16日から神戸で開催され

メーカーである㈱ジュホウ代表取締役

万円）
となった。

ティーはフローレス、
カットやポリッシュ

技により誕生した。

には、数十万円から数百万円の比較的

る国際宝飾展IJKに出展し、5つのキー

社長の木村亮治氏と協力し、メディカ

手頃なアイテムも出品されている。

ワードを掲げて小売店の生き残りに向

ルアロマジュエリーの活用した取り組

そしてシンメトリー（対称性）に
サザビーズ・アジア会 長のパティ・ （研磨）
日 本 ジュ

サザビーズのジュエリーと時計オー

けた提案を行うということで注目だ。

JJA総会は6月11日

2018年10

みや、実 店 舗の価 値を高める体 験 型

トや有力販売店が自社の顧客に夏か

まず100年企業である今岡時計店

マーケティングで顧客を広げる方法な

ら年末にかけての商品の売り込みの場

の金庫を開き、数千点の在庫の中から

どを中心に、
これからのジュエリー業

として活 用されている大 規 模なユー

必ず利益の上がる選りすぐりの商品を

界についても考察するセミナーを小売

ザー展として人気を集めている。

揃えるのをはじめ、同社オリジナルジュ

店に向け開催する。
さらに本物のアロ

イヤモンド

シチズン宝飾グランドフェアin大阪
5月18日・19日

と合 成ダイ

シチズン宝飾㈱が主催する関西地

ヤモンドの特徴を簡潔にまとめた資料

区のビックイベント
「シチズン宝飾 グラ

毎年好評のディナーショーには、初

「ダイヤモンド5つの真実」
「 合成ダイヤ

ンドフェア in 大阪」が、5月18日・19日

日
（18日）が、CD130万枚を売り上げ

パールジュエリーの他に、店頭やイベ

阪大学名誉教授永井克也氏による貴

2019年度事業計画案を全員異議

モンド5つの真実」の日本語版を、東京

の2日間、
ホテルニューオータニ大阪で

た記 録をもつ「 千の風にのって」のテ

ントでの売れ筋商品から特価商品な

重な説明も聞くことができる。

なく承認。2019年度収支予算案は、経

ダイヤモンドエクスチェンジ（TDE）
と

開催される。

ノール歌 手 、秋川雅 史さんで、2日目

どを幅広く披露する。

常収益・経常費用ともに前年度より減

JJAが公開するとした。

エリー 協 会
の第9回理
事会が3月

月に天然ダ

南ア視察やEU離脱等の報告受ける
デザインアワードの協力要請も

26日に開かれ、以下概要が発表され
た。

エリー 、カラーストーンジュエリー 、 マ商品とは何かを知ることができる、大

ジュホウの木村氏とは、IJKの3日間を
通して協力体制を取り、同紙コラム
「木

は、
ものまねグランプリ2018年
同展は、個性あふれるデザイナーズ （19日）

今岡社長［＝写真上:左］は「様々な

チャンピオンの神無月さんと、早くも予

商品を揃えられるので、多様化するニー

村さんのひとり言」
などで提案している、

額となり、経常増減額は135万円のプ

1月26日〜2月3日の南アフリカ・プ

ジュエリーをはじめ、希少なカラース

ラス。収支予算書の実施事業等会計

ラチナ鉱山視察について、採掘鉱物中

トーンジュエリーや逸品のジュエリー

約がいっぱいになりつつある。両日とも

ズを捉えた各小売店に合う商品を提案

これから先の店頭や実店舗などに関す

のマイナス部分が公益財産の返却部

のプラチナ含有率、採掘現場の状況等

などを一堂に集め、関西地区のデパー

に昼・夜の2部制。

していきたい」
と、
ブースNo．C4-09に足

る相談室として、木村氏が3日間のブー

分になるなどを説明し、全員異議なく

の視察報告があったとだけ公表した。

を運んでほしいと話している。

ス常駐を予定し、多角的に小売店をサ

承 認 、共に第 8回通 常 総 会で報 告す

3月に開催の「第30回技能グランプ

る。
なお、通常総会は6月11日。審議事

リ」
について、参加者は20名。入賞者に

項は2018年度の
「事業報告」
「 決算報

奨励金が贈呈され、総会・懇親会で紹

告」
「 役員選任について」、報告事項が

介するとした。

2019年度の「事業計画について」
「収

ジュエリーデザインアワードのプロ
フェッショナル 部 門 へ の 応 募 数 が

支予算書について」
となる。
英国のEU離脱に伴う影響等につい

2016年度より減少傾向が強くなって

て、経済産業省欧州課よりブレグジッ

いると報告があり、応募数増に向けて

ト
（英国EU離脱）
を巡る動向について

の協力要請を行った。
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補欠たちの悲哀

高校野球で暴力沙汰が起こるとき、
レギュラーでない上級生による下級生
いじめがしばしばあるのは、
そのあたり
の鬱 屈した心 理のなせる業だと思え
る。補欠であることの「格好悪さ」を自
分の中で消化できないのだ。
TVで甲子園の高校野球を見ている
と、
ユニフォーム姿の選手たちがスタン
ドで応援している。部員全員一丸となっ

次に提案するのは、商品だけに頼る

ポートできる体制を築くとしている。

のではなく、売り上げに繋げるための

注目商品には、完売必至のピンクカ

「体験型イベント」を勧めたいとしてい

ラーのCVD合成ダイヤモンド を100

る。
どこもマンネリに苦しんでいる店内

ピース限定で用意できたという。今岡

催事ではなく、時代を捉えた新しい発

社長は
「これからの市場を見ると、合成

想の「体験型イベント」の提案で小売

ダイヤモンドを知らないわけにはいか

店と一緒に新規顧客創出を狙う。

ない。販売目的だけではなく、店頭サン

そして、取り扱いを始めて1 5 年 以

プルとして一つは持っておくべき商材

上、購入者からも多数喜びの声が届

であるはず」
と語っていた。

説明を受け、キンバリープロセス制度

3月の香港ショーには、昨年より10

て戦う、
その意図のパフォーマンスだろ

におけるダイヤモンド原石の英国から

社（18小間）多い139社（186小間）が

中学生の時野球部に入っていたが、 うが下級生ならともかく上級生ともなれ

皇嗣となる。が、
「 天皇の補欠」
ともいう

の輸入において影響はないと回答。

出展したと報告。

日頃の練習に精が出るというものだ。
ア

一度も試合に出ることなく３年を終え

ば胸中複雑ではないか。観客に自分が

べきその立場をごく自然に天命として

新入会員は5社、退会は10社あり、3

マチュアスポーツの運営精神というか

た。運動神経は人並み以下だったから

補欠であることを知らしめているような

受け入れているだろうか。
それとも補欠

月末現在の正

思想は、
ここらあたりにあるのではなか

補欠は冷静に考えれば定位置なのだ

ものである。監督や部長はそのあたりの

球児たちの悲哀と通じ合うものを心中

会員は815社。

ろうか。

が、やっている本人にとっては辛いもの

配慮をどう考えているのか。高校野球

新年号が「令和」に決まった。
５月１

深いところで感じているだろうか。天皇

である。練習を毎日しても試合に出れ

は教育の一環であったはずだが。補欠

日に皇太子徳仁殿下は新天皇に即位

即位の儀式「大嘗祭」の経費を巡る発

ダイヤモンド生産者協会（DPA）が、

家庭用永久磁石磁気治療器

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。

6月 日は
時の記念日

金具のないネックレス

10

ないのであれば、それはつまらないで

は補欠、
レギュラーの練習台、君の位置

する。
目出度いことだ。譲位という穏や

言を含め、彼の言動の中に皇室行政

あろうと他人は想像しがちだが、辛い

は自己責任とでも思っているかもしれな

かな天皇の交代も新天皇即位を明る

への疑問だけでなく、自らの立ち位置

のはむしろ補欠であることへの外から

い。元補欠としてはあの光景を見るたび

くしている。
ここしばらくは外国の王族、 そのものへの割り切れなさをみるのは

の視線である。同じ学年の部員はとも

にハラハラしてしまう
（笑）

国内外の要人たちの祝賀の訪問も相

杞憂だろうか。

かく、
クラスの連中や下級生の部員か

かなり以前のことだがどこかの大学

次ぎ、新天皇徳仁殿下と雅子妃は宴

華やかなものがそれだけで成り立た

らの目線を嫌でも意識してしまう。
まあ

のサッカー部には
「補欠がない、
みんな

の主役として華やかな光をしばらくの

ないことの道理を考えながら、
そういえ

そういう年頃でもあるのだが。からかわ

試合に出るという記事を新聞で読み、

間浴びることになるだろう。

ば今祝賀に沸く皇室もたぶん例外で

れたわけでもないにしても補欠という

その在り方は忘れたが、
とても印象に

さてと思う。弟の秋篠宮殿下の胸中

立場はそれだけで劣等感を過剰に感

残っている。勝ち負けはもちろん大事だ

はいかばかりであろうか。彼は新天皇

貧骨

じてしまうものなのだ。

が、下手な選手も試合に出ればさらに

の皇位継承者一位の人となり称号も

cosmoloop.22k@nifty.com

はないのだろうと思った。

