2019年（令和元年）7月15日

幻の有田焼ジュエリー「トシカネ」を一挙公開
世界初の展覧会が渋谷で開催中

周年記念 松方コレクション展』
のミュージアムショップにて、販

7月18日まで

売されている。
限 定デザインは、美 術 館 開

して誕 生した有田焼のジュエ
リーブランド。太平洋戦争がは

催を記念してデザインされたも

じまると、帯留めは贅沢品とな

ので、睡蓮の花をイメージした

り制作が禁止され、軍人微章

「SUIRENシリーズ」3アイテム。

作りに転向。
そして終戦を迎え

ユーカリ、アジサイ、カスミソウ

ると進駐軍向けにアクセサリー
制作を開始する。
時代の流れに合わせて姿を
変えてきたトシカネ。
もっと広く

「Missinglink」
プロジェクト第一弾

ボタニカルアクセサリー「Kunie Katori」
美術展開催記念商品を販売

ハイジュエラーのブルガリ
は 、1 2 5 周 年 を 記 念 し た
2009年に、世界の恵まれな

知られるためにはと、試行錯誤

本物の花や植物を素材に使ったア

のプリザーブドフラワーを素材としてい

い環境にある子どもたちのた

を重ねた中で作られたオリエン

クセサリーブランドとして2018年3月に

るため大変軽く、動きに合わせて揺れ

めのより良い未 来に貢 献す

タルなデザインが欧米人に好

誕生したボタニカルアクセサリーブラン

動くので存在感もでる。
また睡蓮の花

るため、ひとつの壮大な夢に

まれ、多いときは年間数万個の

ドの「Kunie Katori（クニエ・カトリ）」 をイメージしたオリジナルのカラーリン

よって推進されるセーブ・ザ・

（第一園芸㈱）限定デザインのオリジナ

グは、様々なシチュエーションで個性

チルドレンとともに歩みをは

注文もあったという。
1985年の世界的な経済のあおりを

ルアクセサリー3点が、6月11日〜9月

を演出する。価格は5500円（税込）※

じめ、今年でパートナーシッ

埋もれてしまった、幻のポーセリング

受け、輸出が完全にストップし、次第に

23日開催の『国立西洋美術館開館60

イヤリングタイプは6100円
（税込）。

プ10周年を迎えた。セーブ・

ジュエリー「トシカネ」の希少なコレク

姿を消し“幻のジュエリー”となってし

ションを一挙に集めた、世界初となる

まった。

企画展が、
ジュエリーの専門学校ヒコ・

近年、現存するものだけという流通

みづのジュエリーカレッジが運営する

の稀少性価値から、海外のコレクター

『Gallery HOLE IN THE WALL』

の中で再注目を集め、海外オークショ

で、7月7日〜18日まで開催されている。 ンでは1円玉サイズ程のものが、数万
まさに
俊兼ジュエリー（通称：トシカネ）
は、 円という高値で取引されている、
佐賀県有田で昭和6年に帯留め作りと

“幻のジュエリー”といえる。

■4℃が鹿児島初のカスタムジュエリー

リーを届けるほか、鹿児島に由来する

「4℃」は、鹿児島・山形屋1号館1

モチーフの限定チャームを提案する。

階 STAGE101にて、7月4日〜7月11

また、店頭でジュエリーを試した人

合成ダイヤの
基礎知識から最新情報

として、
日本では知られずに歴史の中に

ザ・チルドレンの100周年と

7月26日、中宝研の北脇氏が講演
水宝協青年部の「勉強会」

いることから、今後はその知

も重 なり、共 同アニバ ー サ

識が必要不可欠となり、合

リーイヤーとして、寄付金総

成ダイヤモンドの基礎知識

山梨県水晶宝飾協同組合

から最新情報などをわかりやすく知る

の青年部による7月の勉強会

ために、㈱中央宝石研究所の博士、北

は、CVD合成ダイヤモンドや

脇裕士氏を講師にしたセミナーを、7月

HPHT処理された合成ダイヤ

26日、17時30分から、
甲府商工会議所

モンドが、国内市場においても

で開催する。
なお、会員でない一般にお

入手可能となり、発展を遂げて

いても受講は可能（無料）。
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額1億ドルの壮大なゴールを
発表した。
ブルガリの「セーブ・ザ・チ
ルドレン」
ジュエリーは、累計
で約 9 0 0 0 万ドル（ 約 9 9 億
3000万円）の寄付金を集め
ており、主に発展に不可欠な
基盤として、質の高い教育の
確保に投資されている。
第4弾のシルバーにオニキ
スをあしらった新作ネックレ
ス（ 5月発 売 ）は、特 徴 的な
サークルモチーフを大 胆な
ダブルロゴが取り囲み、モザ
ンビーク産の希少なレッドル
ビーがあしらわれ、背面には
セーブ・ザ・チルドレンのエン
ブレムと、希 望 にあふ れる
メッセージを示している。価
格は770ドルで、75ドルが寄
付される。

メンテナンス工賃が無料に！
！
8月1日
「夏のレーザフェア」
田邊研電が御徒町で実施

会 場では、
レーザマー
カー 、レー ザ
溶接機
（EVO
200J／MiDi

ス埋め機-FIXER、3Dプ
貴金属・装身具業界向けの加工用 〈115万円〉）、
機器を得意とし、多品種少量生産に対

コメ兵の買取キャラバンカー

ブルガリとセーブ・ザ・チルドレン

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

未来を変えるための 年をともに歩む

（4）

リンターなどを展示する。

可能に）
を機に、㈱コメ兵は、飲食店や

応したロストワックス精密鋳造設備を

また来場者特典として、会場でレー

商業施設、百貨店の催事などさまざま

製造・販売する㈱田邊研電が、8月1日

ザ溶接機のメンテ
（パーツ交換を伴う）

な場所で買取イベントを行ってきた。6

に、恒例の御徒町プライベート展示会

を依頼すると、メンテナンス工賃が無

月14日〜30日の期間中には、名古屋

「夏のレーザフェア」を、今回から広い

Light Beach」を開催し、光を受けて

ンクを提供する。さらに、
ファッション

刻々と変わる自然の輝きを表現した新

ジュエリーを1万800円以上の購入者

作のジュエリーや、
カラーストーンを用

に、オリジナルジュエリーボックスをプ

改正（営業制限の見直しにより、既存

市内の座って読める本屋「らくだ書店

会 場に場 所を移し開 催する。時 間は

いた鹿 児 島 初 上 陸のカスタムジュエ

レゼントする。

の店舗や顧客の自宅以外で買取りが

本店」
で買取イベントを実施した。

11時〜18時。

に放り込んでおくか、それではいつの

ということだ。だから当たり前のことな

間にか忘れてしまっていざ必要なとき

がら心の痛みは感じないで済んでい

に役に立たない。万が一に必要なとき

る。
でも目の前にある始末のつけにくい

話を戻そう。始末のつかないモノの

のために取っておくのなら、やはり普段

モノはまだ十分使えるのだ。いやモノ

一つが、
リモコンのスイッチ。室内灯を

から確かにここにあるという、生活の視

自身がそう主張している。私を捨てる

購入したらリモコンスイッチが２つ付

野の中にほんの少しだけでも収まって

のか、
それでいいのか、小動物のように

いてきた。サービスのつもりだろうが、

いないと意味がない。

その存在を主張する。

二個目はどう始末すればいい。補欠の

日本ジュエリー協会の2019年
度第1回理事会が4月23日に開
かれ、以下概要が発表された。
UBMジャパン㈱と協議し、人
的及び経費面での負担軽減に
よるフェア全体の効率的運営に
向け、会期初日の夜に実施して
いたレセプションパーティを中止

JJA第1回理事会報告

にはフォトジェニックなスペシャルドリ

JJFパーティを中止し︑
経費削減
正会員が800社を切る

日まで、
ポップアップショップ
「Summer

2019年3月8日に登録された。
さ
らに、2018年度制作の「二十歳
の真珠」動画静止画の使用期限
が、6月1日になっていたが、要望
が多かったことから1年の延長
が決定した。
新規入会会員宛に配布してい
た
「ジュエリーの表示と商品説明

名古屋のらくだ書店に初登場

2010年10月の古物営業法の一部

路傍の
路傍の

カ
カナ
ナリア
ア55

モノと格闘の日々

に関するガイドライン」
について、

し、テープカット及びジュエリー
デザインアワード表彰式等を会期初日

販売現場からの意見を参考に、消費者

の14時スタートにするとした。

部 屋の中を整 理していると必ずと

料になるサービスを実施する。
会 場＝B M T 会 議 室（ 台 東 区 上 野
3-7-3SDビル5階）
いまはモノを拒否するミニマニスト
が生まれている。

部屋の中にモノが少しずつ増えてゆ

選手のようなものだ。いつか使ういつ

手紙封書の類、写真類、新聞の切り抜

く。モノはどこかから湧いてくるようにそ

か使うと思いつつ、でも一個目は壊れ

き、
などなど一応のカテゴリーの中に納

こにある。

ない。頭に汗かいて考えても、結局蹴

例えば道具箱、文具入れ、薬関係、

まってくれればいいが、
それだけが妙に
自立して存在を主張するから困る。

部屋のモノをかき集めてみたら、
サイ

飛ばしておくしかない、梅雨空のように

ズを図るメジャーが2つ、爪切り3つ、 うっとうしい。

会員の新規入会は1件。退会は6社

言っていいほど整理のつきにくいモノ

及び賛助会員1団体より届けがあり、

が出てくる。
どこへ置くにしても中途半

そうだ、いっそ捨ててしまおう、如何

ボールペン１０本、赤鉛筆２本、工具の

渡辺真知子が歌っていた
「捨ててし

さらに年会費未納による退会扱いは

端。
とりあげては右に置き左に置き、な

ということはない。
ごみ箱に一直線、悩

ドライバー３セット、似たようなハサミ3

まったわ、昔のプライドなんて、もしも

10社となった。3月末現在の正会員数

かなか始末が出来ない。結果また適当

みは解決と思うすぐそばから、何ともっ

つ、
などなど、手軽に買える１００円ショ

許されるものならきっと生まれ変わる」

は814社となっている。

に部屋の片隅にとりあえず置くが、
とり

たいない、
まだ十分使えるじゃないかと

ツプこそモノの湧き出る泉かしらん。

プライドは捨てられるか、
それなら２個

いやそれよりも
「捨てる」
とはい
あえずだからまたあちこちへ置き換え、 いう声。

今年度予定されている国際的な審

意識的にモノと正面から格闘して、 目を付けたサービス精神も捨てられる

査への対応として、犯罪収益移転防止

その存在感に負けて見ぬふりをしてし

かなることか、我々は確かに毎日何か

きちんきちんと最低限の必要分で生活

か 。いやいや貧しさの記 憶 が 呪 縛と

法（犯収法）への認識をより深めるた

まっているモノが確かにあるのだ。
よし

を捨てている。でもそれは使い切った

をオペレーションしないとゴキブリのよ

なってかのリモコンはまだ私の手の中

め、
ジュエリー業界における
「犯収法ガ

今度こそは決着をつけよう、正面から

モノ、壊れてあるいは汚れて使えないモ

うにモノが 増えていく。知らず 知らず

で踊っているのである。迷い道くねくね

委員会にて現状に見合う内容に一部改

向き合ってあるべき場所にきちんと整

ノが大半で、モノを作った、
いや考え出

に。昭和の時代、モノは貴重だった。貧

なのだ。

訂し、改めて会員宛に配布。
さらに新規

理してやると思い立つのだが、
そのある

した人たちの精神を十分尊重した上

しいとはモノを大切にすることであった

べき場所が見つからない。押入れの奥

での廃棄である。それがモノを捨てる

し、モノは生活の豊かさの象徴だった。

イドブック」
を作成し、会員に配布した。
2018年3月に出願の「二十歳の真

珠（はたちのパール）」の商標登録が、 入会会員宛にも配布していくとした。

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。

貧骨
cosmoloop.22k@nifty.com

Necklaces&Brecelets
地 金 ネ ック の オ ー ロ ラ
業者専用サイトで
いつでも手軽に仕入
・ネックレスからブレスレット
・新製品から特価品
・即納率90％以上

http://www.aurora.co.jp

スマホにも
対応！
！

株式会社オーロラ
〒110-0005 東京都台東区上野3-23-11 松田ビル3F
℡.03-3836-5678 ℻.03-3836-5680 E-mail:ask@aurora.co.jp

南久宝寺町
No.2,13/F,Wah Hung Center,41 Hung To Road,
Kwun Tong,Kowloon,Hong Kong

