
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

金具のないネックレス

家庭用永久磁石磁気治療器

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。

〒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
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「2018日本ジュエリー展」
6月16日から東京都美術館で展覧会

　「2018日本ジュエリー展」の大賞
に、松本のりこさんのネックレスが選
ばれた。
　大賞作品は、銀、パラジウム、赤銅、
18金という金属素材を使用し、象嵌と
鏨を駆使されてリズミカルな表情を見
せ、はり合わせ技法によりつくられた
フォルムのつながりが、完成度の高い
ジュエリーとなっている。そして、パー
ル、キュービックジルコニアが加わるこ
とで、高いファッション性を持ち、大人
のジュエリーとして楽しめる要素が強

く引き出されて
いる。豊かなセ
ンスと遊び心が
高い技術力で表
現された作品と

評価された。
　同展は、1965年より
隔年で（公社）日本ジュ
エリーデザイナー協会
（JJDA）が開催を続けて
きたもの。今回で30回目
を数え、ライフスタイルの
変遷とともに、ジュエリー
のもつ役割も変化してき
ているという。その中で同

展は、時代にあったジュエリーの可能
性を引き出すとともに、ジュエリー作家
の登竜門として多くのアーティストを
排出してきている。今回は、305名645
点の応募があった。
　なお、6月16日～21日（18日休館）に
は、東京都美術館1階第4展示室で、
571点の授賞及び入選作品の展覧会
が開催される。入場料は一般500円。
また、同時併設展として、ジュエリーと
そのデザイン創作の源を表現する
JJDA会員18名の作品も展示する。

【眼鏡記者会共同】キク
チ眼鏡専門学校（森一
成理事長、伊藤克也校
長）の平成29年度卒業
式が3月20日に行なわ
れ、全日制・通信教育合
わせて68人の卒業生が
社会へと巣立った。　
　伊藤校長は「本当の勉
強はこれから。さらに成
長してもらうために3つの

お願いをする。一つは、誠実に人の役
に立ちたいという心構えで仕事をする
こと。人工知能やロボットが開発され
ているが、相手の気持ちをくみ取り、懸
命にそして誠実にビジョンケアができ
るスペシャリストであってほしい。二つ
目は誠実性に加えて明朗性・積極性と

いった人間力を磨き続ける
こと。明るい笑顔に人が集ま
る。笑顔を絶やさずにいてほ
しい。また失敗を恐れない
積極性が明日の成功につな
がる。人間力は大切だ。三つ
目は、人とのつながりを大切
にすること。仲間同士で切
磋琢磨して、この国のビジョ

ンケアを支えてほしい」と、卒業生の活
躍と幸せを祈る式辞を述べた。
　続いて表彰式では、鄒方義氏に愛知
県知事賞、藤田倫明氏に愛知県専修
学校各種学校連合会会長賞、藤田隼
斗氏に職業教育・キャリア教育財団理
事長賞、宋雪氏に特別賞が贈られた。
　AJOC共栄会会長の古澤武雄氏
（東海光学会長）が来賓祝辞として
「日本は人口減少やグローバル化など
変化の激しい時代。変化のスピードは
ものすごく速い。しかし継続的な勉強
と努力、仕事を通じた社会貢献の重要
性は変わっていない。サポートしてくれ
る方々への感謝の気持ちを忘れずに
良い人生を過ごしてほしい」と述べた。
　その後、祝電披露があり卒業式を
終了した。

　人気キャラクターやブランドとのコ
ラボによる新たなビジネスチャンスと
なる「ライセンシングエキスポジャパン
2018」が、4月25日から3日間、東京
ビッグサイトで開催される。主催は
UBMジャパン㈱。
　市場において、他社が所有する人

気のキャラクターを新製品の開発に
活用したり、知名度の高い別業界のブ
ランドを自社の新たなブランディング
戦略に活用したりと、商品企画からプ
ロモーション戦略まで、すでに様々な
産業分野において活用されているライ
センスビジネス。なお、会期中は、世界
最大のアパレルイベントの日本版「IFF 
MAGIC」も同時開催。ライセンス展へ
の来場登録で入場可能。

コラボによる新たなビジネスチャンス

4月25日～27日
ライセンシングエキスポジャパン

況」そのものである。
　野党の力量不足が物事を前に進め
られないのである。この日本を将来的
にどういう社会にしていくかというトー
タルビジョンが鮮明でないから、その
実現の手段としての経済政策も曖昧
模糊としている。せいぜいアベノミクス
の弊害をあげつらうだけである。この
世に「いいことづくめ」の政策などない
のだから、批判ばかりしていても所詮
は自民党政権の枠の中での批判的補
完の役割を結果として果たしているに
過ぎない。文句をいって自己満足し、こ
ぶしを振り上げるパフォーマンスで一
定の批判勢力の支持を得ているに過
ぎないことを国民に見抜かれているの
である。
　消費税の更なる上乗せは反対で、
日銀の大胆なる金融緩和にも反対で、
では福祉拡充、円高誘導、成長確保と
いう経済理論が本当に可能なのかど
うか聞いてみたいものである。
　加えて日本を取り巻く安全保障の現
実を目の当たりにすれば、ただただひ
たすら憲法９条の条文に防衛能力とそ
の運用を近づけていくという論法自体
が、憲法解釈上理に適っていようと政
治としては極めて無責任であることは、
明々白々であることは言うまでもない。
　政権与党に対する批判勢力から脱
皮して国民の信に堪えうる政党が育た
ないことは、無党派層というある意味

不満分子の塊がどんどんと増えていく
ことを意味している。戦前なら「血気盛
んな青年将校」の暴発も考えられる
が、現在でもあの「希望の党」の一瞬と
はいえ熱に浮かれたような支持をみる
と、本当はかなり危うい機運が醸成さ
れているのだろう。
　嫌な話だが、閉塞状況を突破するも
のは往々にしてテロを含む暴力である。
そうならないためにも野党は過去の体
験、現在のしがらみに捕らわれることな
く、不断の自己改革に取り組み、国民
の鬱屈、不満、願いを組み込んでいか
ねばならないが、現状悲観的である。
　よく見てみると自民党は利権や既得
権に縛られているように思われるが、
一面では遥かに革新的なのである。小
泉進次郎の農協改革などをみてもよく
わかる。政治全体から見れば小さな改
革かもしれないが、そこに自民党の時
代への危機感が如実に表れている。自
民党中枢は優秀なのである。
　自民党に対抗できる政党は、今の旧
態依然とした野党の中にではなく綱領
から公約までAIが作り上げてしまう新
党が最も有力かもしれない。では誰が
党首に相応しいかということになると、
それもAIが最適者を決めることになる
と、国民から見るとなんとも物悲しい
話ではある。
　　　　　　　　　　　　　  貧骨
　　 cosmoloop.22k@nifty.com

　「閉塞状況」という言葉がある。これ
以上どこにも進みようがない穴倉にと
じこめられている状態と形容すればい
いかもしれない。公文書の改ざんとい
う稀にみる政治的不祥事が起きた。証
人喚問を含め、当該事案に対処する
内閣の姿勢は国民の厳しい批判を浴
び内閣支持率が急落したことは周知

の事実である。
　与党自民党にしても証人喚問後は
早々に事件の幕引きを狙っていて、世
論の声とはかなりの隔たりがあること
もはっきりしている。だからどう考えて
も野党の政党支持率は上昇してしか
るべきだが、世論調査の結果をみるか
ぎり自民党が減らした分無党派層の
支持率があがっているが、野党の支持
率は上がっていない。

　国民の政治
的不満、鬱屈は
宙を彷徨したま
ま濃密にこの国
を覆っている
が、今の野党に
政権を託そうと
いう機運は、こ
れほどの不祥事
にもかかわらず、
盛り上がらない
のである。まさに
政治の「閉塞状

政治的不満、
鬱積はどこへ行くか
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【4月10日】
◆香港での宝飾品やその他
の高級品の売上高は、雇用の
改善と観光客の増加により、
今年の1月、2月と増加した。
　1月と2月の宝飾品、腕時
計、時計、そして高額贈答品
の売上高は21％増の20億
5,000万ドル。
　これは、売上高が最も高い
小売カテゴリーの1つで、「そ
の他の消費財」に次いで2番
目。
　中国旧正月を含む当該期
間の小売総額は、一時的に
前年比で16％増加し、114億８,000
万ドルに達した。

◆RapNet Diamond Index
（D-H、IF-VS2）、ポインター
の上昇傾向続く。
　ベストプライスは0.3ctが
+2 .4%、0.5c tが+1 .8%、
0 .7c tが+1 . 7%、1 .0c tが
+0.7%、
　2.0ctが+1.0%とやや上
昇、1.5ctが-0.1%、3.0ctが
-2.0%と下落。
　 平 均 価 格は 0 . 3 c t が
+6 .5%、0.5c tが+4 .1%、
0 .7c tが+2 . 6%、1 .0c tが
+1.0%と上昇、
　1.5ct及び3.0ctは僅かに

下落し、2.0ctは変わらず。

［提供 : ㈱ネットジャパン http://www.net-japan.co.jp/market/2018/04/post_207.html］

Rapaport® Diamonds.netより一部抜粋
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『職場に広がるハラスメント』

www.mmjp.or.jp/UENO-JMI

上野延城の
「時流」「対応」のビジネスに役立つヒント

　不快な匂いは関係悪化のシグナル。嫌
がらせを意味する「ハラスメント」の領域
が広がっている。最近、「匂い」によるハラ
スメント、通称「スメハラ」が定着してきた。
　体臭から柔軟剤まで原因は様々だ
が、サービス業を中心に企業も対策に動
き始めた。
　セクハラ、パワハラならぬ「スメハラ」が
現在、企業社会で注目されている。
　男性化粧品を手掛ける「マンダム」の
働く男女１０００人を対象に行った調査
によると、６割超が周囲の体臭や口臭な
どの匂いが気になると答えている。
　見逃せないのが体臭や口臭だけでなく、
本来は快適であるはずの匂いにも不快と
感じるビジネスパーソンが多いとのこと。
　マンダムの調査では、香水や化粧品が
３割、柔軟剤や芳香剤は１割が気になる
と答えている。
　匂いは職場で気になるが、最も言いずら
い。企業のエレベーターに乗ったとき香水
のニオイが強く感じられることがある。
　マンダムの調査でも回答者の９割が
指摘しにくいと答えている。

　上司であっても部下と面と向かって指
摘はできない。スメハラは欧米には存在
せず日本特有の問題といわれている。
　日本には、お香など香りの文化があり
ますが、多くの人が無香料を好む。
　体臭があり香水などでマスキングする
欧米とは対照的である。
　もつとも日本では無臭文化が過度に
進んだ面もあり、今や観光地のトイレで
すら不快なニオイを感じることが少なく
なった。
　社内で一番気になるのはニオイであ
る。１位はタバコのニオイ、２位：汗のニオ
イ、３位：口のニオイ、４位：足のニオイ、
５位：きつすぎる香水のニオイ。
　現代社会に浮上した新しいハラスメン
ト、企業はどこまですべきなのか慎重な
対応が求められている。
　香りが多様化する中で、匂いの捉え方
も多様になっている。現実問題として、ス
メハラが問題になっている現状を考えれ
ば、一人ひとりがエチケットとして他人に
配慮するといった、マナーの観点からの
教育も重要になりそうである。
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