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﹁宝石品質判定士﹂に 名が認定

（4）

2019年（令和元年）9月15日

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

多くの中国人も学びに来ている
日本宝飾クラフト学院

試験」
も開始、
6月26日には第1回目の試
験が行われ、15名が合格し、最初の
「宝
石品質判定士」
として認定された。
8月30日には、同校の東京本校（御

との激励の言葉が送られた。

認定式では、最初に大場学院長より

授与式の後は、懇親会が行われ、合

「講座を始めて3年で資格試験を実施

格者はそれぞれ講座を受けた感想や

できたことは大変嬉しく思う。今後は一

今後の仕事に学んだことをどう活かす

期生として活躍して欲しい」
との祝辞が

かなどを語った。

続いて、諏訪特別講師より
「宝石学

2020年1月15日に開催予定。受験を希
望する人は、9月以降も講座を開講して

（ 大 場よう子 学 院 長 ）が

にとって見て、価値のつき方を学べる

安をつけられる人は少ない」
と、
この講

いるので、
まずはそちらを受講することに

開 講し、今 年で3 年目を

ワークショップが人気となり、受講者が

座と宝石品質判定士の重要性が語ら

なる。講座の詳細・申込は、同校HP：

迎えた
「宝石品質判定講

増えている。

れた。
さらに、合格者には新しく発行さ

https://www.jj-craft.com/から。

がプレゼントされ、
それを元にミニセミ

3388-26。

と述べており、会員それぞれが幸せの形
をジュエリーで表現している。

生活空間から別

9月17日〜22日、渋谷

に、年間購読料を8500円
（税込・送料込）
に改定させていただきます。
本紙は月2回（1日・15日）、年間24回発行。更に製造側と販売側を結び
つけ、消費者へ発信できるオールカラーの
「QUALITY」
（1月
（ブランケット
版）
、
8月
（タブロイド版）
）
が年間購読料に含まれております。
ご愛読者様にはご負担をお掛けすることとなりますが、
引き続き業界の
健全な発展に資する専門紙の発行を継続させるため、
ご理解とご協力を
お願い申し上げます。
また、
お振込み手続きをお忘れの読者の皆様は、購
読料のお支払いにご協力をお願い致します。
・取引銀行＝みずほ銀行上野支店：普通預金、
口座番号：1030608。
㈱時計美術宝飾新聞社

SWANSブランドのゴーグル・
する山本光学㈱は、国際パラリ

空間に移動した

ンピック委員会（IPC）傘下であ
る世界パラ水泳連盟（WPS）
と

ジュエリーアート
「しあわせのかたち」』 したらしあわせにしてくれる形かもしれな

オフィシャルサプライヤーとして

が、9月17日〜22日、東京都渋谷区に

い。昔からジュエリーは女性を幸せにし

のパートナーシップ契約を締結

あるヒルサイドテラスエキシビジョン

てくれる即物的なものとして多くの素材、

したことを8月22日に発表した。

ルームで開催される。時間は11時〜

デザインや技術に時間と思いを注がれ

WPSでは、
これまで視覚障が

19時（最終日は16時）、入場無料。

てきた。
そして今日も役割は変わってい

いクラスS/SB/SM11に定める

ないが時代に合った形が生まれている」

規定の「ブラックゴーグル」を公

黒 沢 秀 二 会 長は「 心 動かすジュエ

ひとりでつけられ

じぶんでよめちゃう腕時計

ラボレーションし、全国の系列店と
オンラインストアで販売開始した。
デ ザインは 色 づ かいからディ

創美展2019AUTUMN
10月25・26日、帝国ホテル

会 場 では 、オリジナルブランドの
「NADIA」
をはじめ、
コルロフ、
スカヴィ
ア、
コンコルド、
ブチェラッティ、D&Dエ
レガンスなど、層の厚いジュエリーが

ゴリーの選手に向けて既に販売

していた
「ブラックゴーグル」
の製

スポーツアイウェアを製造販売

感覚を味あわせてくれる。
それが、
もしか

員8 9 名による展 覧 会『 2 0 1 9 日本の

品 紹 介 を行 った結 果 、カテゴ

リー専用のゴーグル製造者・ブ
ランドとしての契約締結（2017

式に製造、供給しているスイミン

年7月〜2019年6月）
となった。
その後、契約期間中、同社の製
品 が 高 評 価 であったこと、サ
ポート体制が整っておりWPSと
の連携も良好に取れていたこと
が評価され、契約更新の協議を
経てオフィシャルサプライヤーと

して、今回の契約に至った。

グゴーグルのブランドが無く、山
本光学が日本国内の上記カテ

テールにまでこだわっている。モン

毎回、2日間で10億円を超す売上を

テッソーリ教育を土台にした幼児

記録するビッグイベントとして注目され

の理解を促すデザインで、
ひとりで

る㈱ナガホリ主催の消費者展「創美展

も着脱しやすいベルクロ素材のス

「 渦」をテーマにデザインするカ
2019AUTUMN」は、10月25・26日、 には、

鋳 造 機 、レーザー 溶 接 機 、レーザ

小型遠心鋳造機TCM-3100を披露す

トラップ、着けたまま手洗いできる

東京・日比谷の帝国ホテルで開催され

ラッチの原正次氏が、新元号改元記念

マーカー、3Dプリンターなどの発売元

る。ブースN o ＝ 5 G 2 3 2 ／ D o u b l e

10気圧防水、電池交換不要な光

る。
テーマは
「Brightness」。

として登場する。

である㈱田邊研電（田邊晴己社長）の

Technology LTD。

れない。
我々は日本に住んでいるから、
日

ドに紳士的だったわけではない。

れて当然だが、英国もオランダも日本

一堂に並ぶ。
今回のクローズ・アップ・デザイナー

香港フェアに鋳造機

田邊研電が披露

宝飾機材部が、9月香港フェアの完成
品会場（香港島：18日〜22日）に出展
し、真空吸引加圧鋳造機TCG-2000と

発電と、子ども用腕時計として理
想的な仕様。幼稚園・保育園の卒

チズン時計㈱のQ&Q smile solarとコ

税率改定に伴い、10月1日より、本紙一部定価を450円（税込・送料別）

山本光学が世界パラ水泳連盟と
オフィシャルサプライヤーとして
パートナーシップ契約

リーは、時に身に

日本のジュエリーアート
「しあわせのかたち」 つけた人を日常

「funpunclock to wear!」
を、
シ

すが、原材料費の高騰、製作・流通経費の値上げ、更に10月からの消費

れた
「Gemstones Quality Guide」 ▽ 問 合 せ ＝フリーダイヤル 0 1 2 0 -

JJDA会員89名による

TiCTACが、子ども用腕時計

2014年以来5年9カ月にわたり据え置きにしてきました年間購読料で

次 回の 宝 石 品 質 判 定 士 試 験 は 、

を学んだ人はたくさんいても、価値の目

日本ジュエリーデザイナー協会の会

面作りに励むことが出来ております。

一人に認定証が授与された。

を迎え、様々な種類の宝石を実際に手

講したら受験できる
「宝石品質判定士

TODAY」
は、皆様の購読料と広告費により、業界の健全な発展に資する紙

その後、大場学院長より合格者一人

日本宝飾クラフト学院

貿易会長の諏訪恭一氏

いつもご購読頂き有難うございます。
本紙
「THE WATCH & JEWELRY

心だったので、彼らに負けないように宝

授与式」が開催され、大場学院長、諏

送られた。

それに伴い、今年から全10講座を受

年間8500円、一部450円に

は中国の方が何名も受講し、非常に熱
石品質判定士として活躍して欲しい」

14名が出席した。

座」は、講座監修に諏訪

10月1日より購読料を値上げ

最後に山岸講師より、
「 8月の講座に

徒町）にて「宝石品質判定士 認定証
訪特別講師、山岸昇司講師と合格者
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ナー「宝石とは何か」が行われた。
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園記念品にもおすすめ。

ファッションとITが融合した
ウェアラブル店舗が表参道に

参 道に9月1 0
日プレオープン
し 、2 7 日より
オープンする。

「ファッションとITの融合」をテーマ

同店では、楽天市場で通信販売を

に、
ウェアラブルデバイスを組み込んだ

行 って い るファッシ ョン ブ ランド

路傍の
路傍の

カ
カナ
ナリア
ア57

日韓対立

ニュースの奥行

アパレル製品やスマートグラス等のウェ 「wearable」の商品を体験・購入でき

本ではさほど反韓抗議の運動が熱を帯

インドの繊維産業はイギリスによっ

のように事あるごとに謝罪を表明して

びていないことは明らかである。
どちらか

て壊滅的打撃をうけ、白骨街道と言い

いるわけではないし、当該国から謝罪

というと日本の国民は醒めていて
「ああ

伝えられるほどの収奪が行われたこと

要求をされているとも思えない。

またか、
また韓国が戦争責任、
賠償問題

は歴史的な事実である。

を言い出した」程度の受け止め方であ

日韓の対立を不毛にしているのは世

またイギリス人のインド人への差別、 界史を顧みて、植民地経営にはいかな

る。
韓国の反日への激しさは、
1910年の

虐待も日常茶飯であつた。インドでは

る形があり、欧米各国が他国をどのよ

日韓併合条約に端を発した日本の植民

道路の中央の平らなところは支配者の

うに管理運営していたのか、
という奥

地支配への韓国側の恨みつらみが根っ

通るところであり、
インド人は道の端の

行きのある視点が無いことである。

こにあることは間違いない訳で、
比較的

凹凸のあるところを通らねばならず、
も
し真ん中を通ると、足蹴にされるなど

配の在り様を見てみれば、非道なこと

言語道断な暴行を受けた。

もあったが、
そればかりではないだろう

この視点から改めて日本の韓国支

アラブル製品の開発および販売を行っ

る。更に、新しいウェアラブルデバイス

感情が勝ると物事というのは歪んで理

友好な状態が両国民に訪れてもちょっ

ている㈱ウェアラブルは、IT技術をもと

を搭載したウェアの開発や、
ウェアだけ

解されるものであるが、双方の言い分の

としたきっかけですぐ反日が盛り上がっ

に、
より豊かな生活を送ることができる

でなくバッグやシューズなどのファッ

へだたりが大きければ大きいほど、
その

てしまうのである。下世話に言えば殴っ

汽車ではインド人は英人と同じ車室に

から、今少し冷静な議論が出来るので

サポートをしていくとして、ITの進化に伴

ションアイテムの販売も順次開始。ま

渦の中に入り込むと視野狭窄の果てに

た側は忘れても殴られた側はその痛み

同席できなかった。
さらに一般の英国人

はあるまいか。
（引用文 献：岡崎 久 彦

い、ウェアラブルという言葉が身近に

た 、す で にリリース 済となるアプリ

怒鳴りあい罵り合いに終始してしまうも

を忘れないという事であろう。
だから今

はよくインド人を射殺した。
かれらは裁判 「重光・東郷とその時代」）

なってきていることから、店舗でのセン 「Wearable Challet（ウェアラブル

のである。
けれども物事の奥行ということ

後もこの関係性はさほど変わらないだろ

にかけられたが、
狐と間違えて撃ったとい

貧骨

チャレット）」では、センサー付ウェアと

を考えてみれば、
目の前の事案も違った

うけれども、
いつも思うことだが日本の韓

う咎で罰金刑に処せられただけだったと

cosmoloop.22k@nifty.com

相を見せるものではないだろうか。

国に対する植民地支配は他の欧米諸国

いう。
オランダの

日本と韓国が戦時中の徴用工の賠償

の支配に比べて段違いに過酷なもの

インドネシアに

チャット機能を

金支払いを巡って対立し、お互いの報

だったのだろうか。何とはなしに加害者

対する植民地支

用いて 友 達と

復合戦も熱を帯び、遂には両国の安全

意識のためかいかにも日本人だけが非

配の実情も似た

結 果を共 有す

保障まで危うくなりそうな気配である。 道な事をしたように思い込まされている

り寄ったりで、植

ることもでき、

韓国では
「反日」
のムードが盛り上がっ

が、
そのあたりが常に曖昧で解説されて

民地の支配被

今後、ウォレッ

ていて、
日本製品の不買運動も起きてい

いない。
たとえばイギリスもインドをほぼ

支配関係という

ト機 能 による

る。報道されているというか報道が作り

１００年にわたって植民地として支配し

ものは、
当時はど

wearable店

上げているイメージというのは、
この反日

ていたけれども、
今なおインド人がイギリ

こでもそんなも

舗でのポイント

抗議デモは韓国全土に広がっているよ

スに激しい感情を抱いているという話を

のだったのだろ

管 理・仮 想 通

うに見えるが本当のところはよくわから

聞かない。
むしろ現在ではイギリスには

う。

貨 決 済 等も予

ない。
局部を全部のように見せて面白お

好意的な印象を抱いている国民が多い

是 非の話を

定している。

かしく対立を煽るメディアマジックかもし

と言われている。
といってイギリスがイン

すれば 非 難さ

サーやアプリ体験等ができる店舗を、表

連 動して運 動
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。

量 を 測 定 、

特殊研磨・石合わせ在庫豊富
裸石・原石カット
輸入卸・小売
金・銀・白金部品
製造販売・展覧会用
特別研磨
（どのような変型石でも研磨可）

株式
会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 2-26 -11 種苗会館ビル3 階
TEL.03 -3812 -7338
[ 営業時間 ] 10 : 00 〜 18 : 00 （月曜〜金曜）

