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オルタンシアのブローチ︵ニト父子作︶

ジョゼフィーヌの
マラライト カメオ パリュール︵ニト作︶

手紙、挿絵入りの文
献など、通常一般公
開されていない作品

ゴシックベルト
（ニト父子作）
ⒸChaumet - Bruno Ehrs

は、原石のままで身に着けることが好ま

石が揃っている。

る。

アンカットダイヤモンドジュエリーコン

れていた。原石の形は様々で、正八面

最優秀賞（1作品、賞金10万円）
と

ショーメの歴史的

テスト」
は今年で12回目を迎え、4月12

体の結晶や丸みを帯びたもの、平らな

優秀賞（2作品、賞金3万円）はジュエ

なコレクションに加

日から募集要項が同社ホームページ

もの、三角形のものなどがあるが、透明

リー製作が行われる。募集期間は6月

え、個人所蔵の作品

で公開された。

度が高く美しいものは全体の僅か数

14日
（当日消印有効）
まで。詳細・応募

パーセントしかない。

はsuwagem.com/jp。

ンテーヌブロー宮殿、
マルメゾン城とボ

の物語を

ワ・プレオ城、マセナ美術館（ニース）、

振り返る。

カルナヴァレ美術館、
ドーヌ＝ティエー

ショーメ

ル財団などから貸し出された数多くの

が本店を構えるヴァンドーム12番地。 作品も展示される。
フランス国立図書館、軍事博物館、

でパリ・ヴァンドーム本店でデジタル技

その大規模なリニューアルから一年を

術を駆使した
「ジョゼフィーヌとナポレ

迎えた今年、美しさを取り戻したアーカ

国立文書館といった権威ある公立機

オン展−非凡で普遍的な物語−」
を一

イブルームの中でも、ひと際美しいル・

関と並び、ショーメはナポレオン没後

般公開。
ナポレオン没後200周年を記

グラン・サロン（大広間）で開催される

200年記念イベントへの参加を許可さ

念して企画され、
ショーメのメゾン創立

同展では、ジュエリー、絵画、美術品、 れた唯一の企業になっている。

高水準の金価格に合わせ
日本橋高島屋で﹁魅惑の輝き 黄金展﹂

貴金属類の買取り も実施

金 箔 約
500枚が使
用され た 鉄
腕アトム（ 高
さ約135cm）
は1650万
円。10体限定のK24鉄腕アトム
（特別

デザインを募集。テーマ石は3つ。
それ

ドの魅力を伝えようとはじめた
「SUWA

二人の愛

登場した。

が 、ヨーロッパで

える作品が展示され

ナポレオン財団、
ルーヴル美術館、
フォ

央さんの像も

楽 し ま れ て い る （魅力）をさらに引き出すことのできる
ぞれ形が異なり、個性あふれる美しい

者が見た

中の浅田真

コンテストでは、テーマ石の独自性

研 磨 技 術が 生まれた後の1 5 世 紀で

路傍の
路傍の

カ
カナ
ナリア
ア76

研磨技術によってダイヤモンドはカッ

アクセサリー用
コーティング剤で
地球の笑顔を ％増やす！

「ショーメ」は、5月8日〜7月18日ま

トされ、
その輝きが

諏訪貿易㈱がアンカットダイヤモン

ドゥー、
フランソワーズ・ドゥヴィル）や、

ショーメがデジタル技術を駆使

応募締切は
6月14日

を含む約150点を超

（デンマーク王 室 、N B C ブリュノ・ル

ナポレオン没後200年を記念し
パリで「ジョゼフィーヌとナポレオン展」

アンカットダイヤの魅力を伝える
SUWAのジュエリーコンテスト

第2429号

10

供 給することによ

す。
このコロナ禍、世界中で他人を思い

り、地球を笑顔で

やる心が希薄になってしまっているよう

いっぱいにし世界

に感じられる中で、
「スウェットバリア」

平和の実現に貢献

は金属アレルギーの人に笑顔を届け

すると発信した。

る。地球上に10%の笑顔を増やし、世

「スウェットバリ

界中に10%の思いやりを増やし、10%

ア」
はアクセサリー

の思いやりは争いを鎮め、世界に平和
をもたらすこととなる。

コーティング剤の企

ユーザーが自分で、簡単に、安全に塗

画・開発・製造・販売

布できるコーティング剤。
これをアクセ

㈱サフィックスは、
現在
「スウェットバリ

を手掛ける㈱サフィッ

サリーに塗 布することで 金 属アレル

ア」
を世界中の金属アレルギーの人に供

ルートの拡大を図っている。
こ
クス
（長野県長野市、 ギーを防止することができる。そして、 給すべく、
景 山 斉 社 長 ）は 、 金属アレルギーを持っている人でもそ

の動きを加速するため、
一緒に世界平和

“April Dreaｍ4月1

れを気にすることなく好きなデザインの

に貢献するパートナーも募集している。

日は、
夢の日”に参加し、
アクセサリーユー

アクセサリーを身に着け、笑顔で毎日を

＊
「April Dream」
は、4月1日に単に笑

ザーが自分で塗布することで金属アレル

過ごすことができるようになる。

えるネタではなく、実際に企業が叶えよ

㈱サフィックス

うとする夢を発信するPR TIMESによ

ギーを防止するアクセサリー用コーティ

笑顔は人の心を穏やかにする。穏や

ング剤「スウェットバリア」
を世界市場に

かな心は他人を思いやる心を生み出

るプロジェクト。

ふくらはぎが押される感じでこの姿勢

化器系の生の情報である。
これくらい確

きてそこに食したものの何が残されて

和式トイレと
理想のトイレ

から立ち上がるのは力がいる。洋式トイ

かなものはない。
よく観察するには和式

いてどの程度が体内に吸収されたか、

レが普及して日本人の足腰が弱くなっ

のほうがはるかに便利である。便は食し

それは標準値からみて許容範囲か否

たと言う人がいるが、毎日の所作だけに

たものと因果関係がある。便から辿って

かなどなど数値が印字されていれば自

先行受注／シリアルナンバー入り、高

昨年の夏に腰を痛めてから洋式トイ

侮れない影響が出ているだろう。的確

なにを食べると自分の体に負担がかか

分の健康度が分かろうというものだ。

昨年8月に最高値を更

さ約13.5cm）は231万円。重要無形

レを使っていたが、腰の状態も良くなっ

な指摘だと思う。大相撲で土俵に根が

らない排泄ができるかある程度は分か

以前医師に腸の潰瘍性の潜血と痔の

新した金価格が、依然とし

文化財保持者（人間国宝）奥山峰石

てきたのでこの頃は和式トイレを利用し

生えているように見えるほど重心が低

るはずだし、
それが自身の健康に寄与す

潜血は検便検査で区別がつくかと問う

て高水準を維持する中、
日

氏作の「K18 おりん 3.5寸」
（ 重さ約

ている。
しばらくぶりで感じるのは
「しゃ

い力士を見かけなくなった。小兵ながら

ることは言うまでもない。
バリウムを飲ん

たところそれは分からないと言われた

本橋高島屋では、金の工

550ｇ）
は859万1000円。

がむ」
という行為は足腰に結構な負担

土俵際のうっちゃりを得意とする力士も

だり胃カメラや内視鏡で体内をかき回さ

が、即時分析のテクノロジーが進化す

芸品の展示や販売をおこなう
「魅惑の

がかかるということである。
またしゃがん

見かけなくなった。
このあたりは和式ト

れて医源病のリスクにさらされるよりも

れば、
それすらも可能なはずである。分

輝き 黄金展」
（ 4月14日〜19日）を開

でから立ち上 がるのも厄 介 である。 イレの減少が遠因かもしれない。

はるかに自然な観 察 方 法だといつも

析された排出物は水分が分離され臭

催。黄金のぐい呑みや盃、
おりんなど約

「しゃがむ」
というのは生活の中に組み

私が和式トイレ
（水洗）
にこだわるの

思っている。栄養学は体に食物を取り

気が除去された顆粒状に加工されて

1000点の金製品が並ぶほか、“コロナ

込まれた行為でないから余計負担感を

は足腰のためというより、排出された便

入れることに重点があるが、排出から食

肥料として役に立てる。回収箱に入れ

断捨離”によって眠っていた貴金属類

感じるのだろう。
それではと部屋の中で

や尿をより間近に見ることができるため

物を見る視点は同等以上の意義を持っ

るとお金が出てくるというシステムは私

（金・銀・プラチナ製品）
の買取りも行っ

「しゃがんで」
それから立ってみるとさほ

である。昔から便や尿は汚物として扱わ

ている。なぜかと言えば栄養学は所詮

が考える理想の食物エコロジーであり

ている。また、デビュー70周年を記念

どではない。楽なのはかかとを床につけ

れてきて、話題になるのは検便の時ぐら

一般論だが排泄はその人固有の体の

トイレである。
この程度のテクノロジー

し、金箔等身大の黄金の鉄腕アトムと、

ていないからで実際にトイレを使用する

いだが、
それでも汚いというイメージは

反応だからである。野菜を取れ取れと

は今でもたぶん可能だろうがそうなら

アイスショー「サンクスツアー」で活躍

ときは脚を開いてかかとを床につける。 そのままである。が、便や尿は自分の消

家人が口うるさいが、
トイレを見ながら

ないのは排出物を汚物ととらえるか体

なにを食べるこ

内情 報なのかという健 康につながる

の問題ではないかと常々思って
とがいいかを考 「思想」

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。

estate@kha.biglobe.ne.jp

えている自分の

いる。それにしても我々が生理的に排

ほうがはるかに

出するもの、汗も唾も便も鼻水もみな

健康的なことは

不衛生極まりないものであるが、同時

言うまでもない。

に観念として排出するもの、音楽も絵

とはいえまだ

画も文学も学的論も含めたトータルと

まだ便や尿の即

しての文化は人々に感動と勇気と進歩

時の分析ができ

をもたらすことを考えあわせると人間と

てはいない 。水

いうのは不思議な生命体であると思わ

洗で流したらカ

ずにはいられない。

タカタと脇 から

貧骨

レジ用紙が出て

cosmoloop.22k@nifty.com

