2020年（令和2年）10月15日
策を徹 底した上で再 開され

に揃っているので、公式ホームページで

ており、出展社の多くも活発

確認を。
また、
レンズ技術セミナーや日

な商談に繋がることを願って

本眼鏡学会オープンセミナー、補聴器

いる。

セミナーも例年通り実施される。

会 場は、日本 最 大の眼 鏡

また、
メガネに大きな話題性をもたら

専門展らしく最新のメガネ・

す「日本メガネベストドレッサー賞」に

アイウェア・眼鏡関連製品が

は、政界部門＝加藤勝信氏（内閣官房

日本メガネベストドレッサー賞に
新たに芸人部門、
よしもとから4組決定
IOFTは10月27日〜29日、東京ビッグサイト
業界の活況を取り戻すため、
有力眼鏡

一堂に集まり、メガネに関する、仕入

長官）、文化界＝古舘伊知郎氏（タレ

店から期待の声が寄せられ、10月27日

れ・情報収集・OEM発注などができる

ント）、芸能界＝中井貴一氏（俳優）、

からスタートするIOFT
「第33回国際メガ

絶好の場となる。

ネ展」
は、
リードエグジビションジャパン

吉田羊氏（女優）、サングラス＝滝藤賢

特別講演では、先進アイケアサービ

㈱と
（一社）福井県眼鏡協会が主催し、 ス・店舗の拡大や積極的なM&Aといっ
全日本眼鏡工業
（連）
と日本眼鏡卸組合
（連）
が共催、
日本眼鏡販売店（連）、
（公

た成長戦略を加速させ、
メガネスーパー

一氏（俳優）、藤田ニコル氏（モデル）、
特別賞＝生見愛瑠氏（モデル）が決定
していたが、
さらに芸人部門が加わり、

として、銀シャリ
を再建させた星﨑尚彦社長による
「非 「よしもとメガネ選抜」

業界唯一の国家検定や技術の伝承に貢献した
日本貴金属文化組合の小原雄司理事長が
産業振興発展の功労者として表彰される
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小原氏

会館問題委員長として組合の財産を

は、平成6

守り堅 実な組 合 運 営にも寄 与してき

年 に同 組

た。理事長就任後は、台東区ものづく

合の常 任

りシリーズとして作成した「ジュエリー

理事時代

石留技法」が好評となり、青年部と組

に 、青 年

合員の協力で「DVDで解説・わかりや

部 長 とし

すい彫り留技法」を完成させ、技術の

てコンテ

伝承に貢献。国家資格制度（技能検

ジュエリー 業 界 で

スト事業を立ち上げ、創作コンテストの

定）
の運営組織（東京貴金属検定協議

唯一の国家検定試験

発展に貢献したのをはじめ、平成7年

会）へのバックアップや、他の宝飾団体

である貴 金 属 装身具

に東京都中小企業団体中央会の活路

の役員をはじめ地域経済団体の役員

製作技能検定に大き

開拓ビジョン調査で、
「 後継者育成と

として、若手技術者や宝飾技術を学ぶ

く貢 献 する日本 貴 金

事業継承」をテーマに調査・研究・ビ

学生などの育成にも尽力。
さらに、
日本

属文化工芸協同組合

ジョンを作成し報告書をまとめた。平

ジュエリー協会の委員も歴任。理事時

の 理 事 長（ 4 期目）を

成8年には青年部中心の14社でJJFに

代には後継者育成委員会委員長とし

務める小原雄司氏（東

出展し、PGIとの共同開発商品「マイ・

て技能五輪・技能グランプリ・技能検

京 都 台 東 区 、㈱ 小 原

ファースト・プラチナ」を発表。
その後、 定事業に力を注いだ。

製 作 所：社 長 ）が 、永

世界3大ジュエリーショーJCKにジャ

小原氏は「これまで様々なことに関

年にわたり宝 飾 産 業

パン・クラフト・ユニオンとして共同参

わり楽しいことが多かったです。組合の

の振 興 発 展に尽力し

加するなど市場開拓のリーダーとして

活動をすることで得られるメリットは知

社）
日本眼鏡技術者協会、
（一社）
日本補

常時に試される真の実力」、
アシックス

の橋本直氏、アインシュタインの稲田

聴器工業会が協賛する、眼鏡業界を代

が推進するサステナビリティ
「スポーツを

直樹氏、相席スタートの山﨑ケイ氏、
ミ

た功績が認められ、3

組 合 員を先 導 。また、製 造 団 体 初の

識や仲間ができることだと思いますが、

表する団体が名を連ね、
厳しい難局を共

通して希望を」、蔦屋家電+が体現する

キの二人が新たに決定。27日の16時

月13日に東京都台東

ユーザー展「東京ジュエリーショー」
を

今の若者に“このメリット”を伝えること

に乗り越えようとしている。

アフターデジタル時代の「メディア化す

30分頃より受付前にて受賞者発表に

区商工観光功労者表彰を、10月1日に

成 功に導いたほか 、同 組 合 のファミ

が難しくなってきました。ですが、後進

9月からは他産業による大規模商談

る店舗」
などといった、
メガネ業界の関

受賞者が登壇するほか、出展社ブース

令和2年の東京都功労者表彰の産業

リーセールを毎年継続。経理部長とし

のためにもなるだろうと思い今回の賞

展も新型コロナウイルス感染拡大防止

係者ではなくても聴きたい内容が豊富

訪問が行われる予定となっている。

振興功労部門を受賞した。

ては組合の財政健全化に務め、組合

を受けました」
と話した。

開 催に向

マーサインターナショナル㈱（東京

H A R I O の アク セ サリ ーブ ランド

用した時 計

けては、新し

都中央区湊、村松優社長）は、
アメリカ

“HARIO Lampwork Factoryが初

の文 字 盤に

東京眼鏡卸協同組合（蟹

い展示会のあり方を探求し、来場者が

の時計ブランド
「BREDA」
と
「HARIO

のコラボレーション。
ブランドデビュー

も、アクセサ

江一郎理事長）
は、2021年

安心して来場できる
「新しいルール」
を

Lampwork Factory」
との日本限定コ

当時から様々なタイムレスなアクセサ

リー の デ ザ

4月6日・7日に、同組合の共

徹底して実践し、
自らを守りながら、感

ラ ボ 商 品 とし

インをあしら

同宣伝事業である
「ワールド

染しない、感染させない行動を都が公

て、時 計とアク

BREDAとHARIO Lampwork Factoryの日本限定

オプチカルフェア」
（WOF）
の

表した
『事業者向け、東京都感染拡大

セサリーがセッ

開 催を決 定 。新たに、東 京

防止ガイドブック「新しい日常」
の定着

トになった特別なアイテムを10月16日

リーを展開してきた“HARIO Lamp-

より販売する。

work Factory”に、BREDAのエッセ

それぞれの時計のケースに合せたア

インデックスにはゴールドをアクセントと

ンスが加わり、特別な時計とアクセサ

クセサリーをデザイン。
アクセサリーはク

して配し、
アクセサリーとの統一感も感

眼鏡業界の発展と
組合員の安定化を推進

WOFは2021年4月6・7日に開催決定

い、サンレイ

時計とアクセアリーのコラボセット商品

文 字 盤との
2トーンに。

都立産業貿易センター（浜

に向けて
（イベント編）』
を踏まえ、行動

松 町 館 ）に会 場を移す。出

する。
また、眼鏡業界の改善発達と財

展 料も従 来より5 万円ほど

政の健全化を図り、組合員個々の事業

デザインの時計ブランド
「BREDA」
と、 リーがセットになった日本限定（数量

リアなガラスにフロスト加工でアクセント

じられる。シーズン問わず使いやすく、

値下げが可能となり、総合

の安定化を推進するとした。出展申込

ガラスメーカー の 代 表ともいえる、 限定）商品となる。

を。肌馴染みのいいセージグリーンを採

色々なコーディネートを楽しめる。

展としての期待に応えたい

は、12月25日まで。前回同様に、案内

としている。

状名刺広告の募集も行っている。

子供から癒しを求める大人の女性
まで人気を博すリ
ラックマの目ざま

ゴールドの縁とスヌーズボタンなど、
ワ

リラックマの新作目ざまし時計

し 時 計 1 機 種 が 、セイ

セイコークロック

ンランク上の上質
な可愛らしさが感

じられるように仕立てら

コークロック㈱から10月

れた。
また、
スヌーズボタ

16日より販売される。販

ンを押すと、残照ライト

売目標は年間3000台。

によりカバーに施された

オープン価格。

模様やキイロイトリが光

ピンクベースの 文 字

る。カバーと明るく照ら

板に立体感のあるリラッ

された文字板がメルヘ

クマと4 カ所 の 数 字 や

ンの世界を届ける。

シンプルでスタイリッシュなミニマル

路傍の
路傍の

カ
カナ
ナリア
ア70

は、それとは全く別物の衝撃で今でも

しながら肉体は女性の場合、
その男性

この事象の前で立ちすくんでいる。私

であるという意識は混じりけのない男

が男であるという自己認識と肉体とし

性の意識なのかそれとも自意識は確

ての男性であることは紙の裏表のごと

かに男性なのだが２０％程度は女性の

き一体のもので当然の事象だと漠然と

意識があるが、顕在意識に上がってこ

思っていたがそうではなかった。意識

ない混在型の同一性障害はあるのか

は意識、肉体は肉体でその二つが一

ないのか。例えばホモセクシュアルやレ

枚の紙のごとくぴたりと重ねあわされ

ズビアンの同性愛者は自意識と肉体

ていたということだ。存在は意識を規

の性的同一性は保たれているが、同性

定するという命題に沿えば男性の肉体

への嗜好がある。
それは性同一性障害

意識の問題、脳の問題、性的趣向の問

が男性であるという意識を生み出すと

の変異 と考えると一応の筋は通る。性

題を視野に入れながら考えていくと逆

我々が出会うこの世の中の事象とい

いう理解になるが、
これでは性同一性

の意識に反対性が過剰に組み込まれ

に純粋男性、純粋女性のほうが少数

うものは大概は理解できるもので、自

障 害は理 解できない。胎 児の成 長の

ているという理解である。戦国大名や

者かもしれない（以前南アフリカの陸

分の漠とした世界観が揺さぶられるこ

過程での自意識の発達に何事かの障

徳川将軍の中には若い小姓を性の対

上の選手が女性か男性か判然としな

純粋男性と
純粋女性

リズム

を迎える本年、
グループの国内基幹3

とはない。
フランス現代思想にしても量

害が生まれたのか。
自意識と肉体の関

象としたという逸話があるが、それは

いニュースがあったが肉体的差異さえ

時計工

「RHYTHM」として強化・発展 業㈱とそ

社が『RHYTHM』
としてひとつになる

子力学にしてもあるいは生命科学にし

係性そのものが問われている事象であ

決して不自然なことではなく、我々もま

あいまいな事例がある）。

ことでガバナンスの強化や資産の有効

ても難解で自分には歯が立たないが、 る。性同一性障害があるならばもしか

た男性の意識、女性の意識を持ちなが

性的少数者への関心はからかいを

の連結子会社である東北リズム㈱、
リ

活用等による収益力の強化と持続的

解説本を頼りにすればある程度の輪

して類同一性障害もあるのか。自分の

ら幾分か反対性を有しているかもしれ

含めた不真面目なものが多いが、男と

ズム協伸㈱の3社は10月1日付で合併

な発展を目指し、
また今まで築き上げ

郭はつかめるものだし、知識の上乗せ

意識は狐であるのに肉体は人間であ

ない。

女の性の境目を考える上では蔑ろにで

し、商号をリズム㈱に変更した。

た価値を引継ぎながら更なる企業価

にはなるがそれだけのことである。

ることに強い違和感を感じ狐になり切

最近「男性脳」
「 女性脳」が話題に

きない問題を含んでいる。AとBは反対

りたいと悩むという類の症例である。想

なっている。男性と女性では同じ問題

概念だとしてもその中間のAとBの混

像は膨らむ。

を解くにしても脳の使う部位が違うと

在する中間者こそ生命の領域では多

リズムグループ
国内基幹3社が合併

リズム時計工業の創立から70周年

値の向上にも努めていく。

「性同一性障害」を知った時の驚き

もしもそのことが事実だ
推 論だが 。 いう話である。

家庭用永久磁石磁気治療器

肉体の性は現
修理・
リフォーム
時計彫りなど

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。

特殊な修理を
得意とする
〜WOODY BELL〜

Woody Bell （ウッディー ベル）

数派ではないのか。

としても、性同一性障害があるなら胎

性同一性障害は胎児の成長の過程

実 のものとし

児の発達過程で脳のクロッシングもあ

で起きる障害と理解しているが、妊娠

てそこにある

りうるだろう。男性に女性脳が女性に

から誕生までの人間の歩みはたとえ１

が 、それと正

男性脳が組み込まれているということ

０か月とはいえ生命の歴史を再現する

反対の自意識

である。理系女子などは男性脳をもっ

過程といい実に濃密で波乱に飛んだ

が人に生まれ

た女性、文学に卓越した男子は女性脳

人生だと思える。生まれ落ちてから歩

るとしてそ の

の男性かもしれない。ただ性同一性障

む１００年に近い人生と釣り合うほど

意識は100%

害のような病的異常感に苛まれてはい

の重さを感じるのである。

真 逆 なのか 。 ないが。

東京都台東区東上野2-10-2第5政木ビル3階
TEL 03-5688-2390

男性 であると

男性と女性を肉体的な差異で区分

貧骨

http://woodybell-j.com/
e-mail/woodybell12@gmail.com

いう意識を有

すればシンプルで分かりやすいが、自

cosmoloop.22k@nifty.com

