
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。
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　ジュエリータウ
ン お か ち ま ち
（JTO。田中勇会
長）が宝飾産業の
更なる発展と若い
クリエイターの育
成を目指した「第
14回ジュエリーデ
ザイン画コンテス
ト」の表彰式が、2

月5日、東京・上野の上野区民館で行
われた。
 同コンテストには、116人138点の作
品が集まり、厳正なる第一次審査の結
果85点を選考通過作品とし、その後の
WEB投票と「JTO歳末タウンセール」
特設会場での投票（有効投票総数
935票）による上位数十作品を対象
に、外部専門家を含む本審査委員会

によって、東京都知事賞を含む入賞4
作品などが決められた。
　田中会長は「今回、初めてテーマを設
けた。『ギフト』というテーマは、応募者の
アイデアを制限するものではなく、無限に
広がる可能性を引き出せればと考えた
ものです。素晴らしいデザインが多かっ
たですが、コンセプトの文章を読むだけ
で幸せな気持ちになる作品が多かった
です。各地に宝飾店は色 と々ありますが、
お店に一歩踏み入れるお客様の気持ち
を考えれば、お店に入るという所からス
トーリーは始まっています。それは大切
な人にプレゼントするものであったり、
代々受け継がれるジュエリーをリフォー
ムして娘さんやお孫さんにプレゼントし
たり、自分へのご褒美として買うものな
ど、ジュエリーは夢や想いを具現化でき
る素晴らしいものです。将来デザイナー

として世に出ていく皆
様には、たくさんのデ
ザインを生み出し、そ
ういった方々の夢を
手助けして行ってもら
いたい」との熱い思い
を伝えた。
　台東区長の服部
征夫氏は「台東区は
多彩な産業が集積、
次代の担い手にしっ

かりと継承されてきたからこそ今日の産
業がある。皆様には次世代の後継者と
なることを期待する」などと語った。
　東京商工会議所台東支部副会長の
桑山征洋氏（㈱桑山会長）は「創造性
豊かな作品が多く、一日も早く商品と
なることを楽しみにしている。素晴らし
い作品として夢を形にするのを目標に
想像を超えた作品を数多く作っていく
中で、一般的な作品も出てくると思う。
形になることが大事だと思う。全世界
の女性が憧れるようなデザイナーに
なってください」と応援した。
　入賞作品：▼東京都知事賞＝糸賀
英恵さんの「sparkling！」。▼台東区
町賞＝名古屋造形大学・石羽莎（セ
キ・ウサ）さんの「レインボーカーネー
ション」。▼東京商工会議所会頭賞＝
名古屋造形大学・石羽蒙（セキ・ウモ

ウ）さんの「千里送鵞毛 礼軽情意重」。
▼JTO会長賞＝日本宝飾クラフト学
院・野澤満帆さんの「Ribbonish」。
　冠会員証：▼オリエント4Cs賞＝ヒ
コ・みづのジュエリーカレッジ・王皆祺
（オウ・カイギ）さんの「Evergreen」。▼
グリン宝飾賞＝アテナ宝石デザイン研
究所・阿久戸香さんの「愛し子をここ
に」。▼ジュエリー・ミウラ賞＝文化学
園大学・岸田桃果さんの「bouquet」。
▼スミノ宝石賞＝日本宝飾クラフト学
院・樺沢実栄さんの「わびしく燦爛なあ
なたへ」。▼セレナ賞＝日本宝飾クラフ
ト学院・森山琳央さんの「Pack your 
heart！」。
　奨励賞：東京都立工芸高等学校・佐
藤ゆめみさんの「カスミ草」、山脇美術専
門学校・福島葵さんの「Campanula」、
東京デザイン専門学校・郭瑾（カク・キ
ン）さんの「GIFT」、福島県立福島西高
等学校・岩崎由香さんの「思い」。
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　パナソニック㈱と㈱ロフトワーク、カ
フェ・カンパニー㈱の3社が共同で開
設した「 未 来 を つくる 実 験 区 
100BANCH」で活動している『イノカ』

がサンゴ礁ウィーク2019に参加
し、『渋谷にサンゴ礁を作ろう！』
を3月10日に開催した。
　「人と魚が寄り添う社会」を目
指すイノカが実施するこのイベン

トはサンゴの小さいかけら『フラグ
（fragment）』を人工的に大きく育てて
海に返すという、サンゴ礁の保全活動を
体験するもの。参加者には親株のサンゴ

を折ってできたフラグ
を岩にくっつけ、イノカ
が100banchで管理し
ている水槽に入れる。

　水槽に入れたサンゴのかけらたち
は、100BANCHの水槽で大きく育て
て海に返すことで渋谷で育ったサンゴ
たちが自然にかえっていくまでを体験。
参加者は、水槽でのサンゴの成長過程
をオンラインでいつでも鑑賞できる。
　綺麗な海から離れた、東京という場
所に住む人たちに、サンゴの生体を身
近に感じてもらい、サンゴがどのように

育つのか、どれほど「成長が遅いのか」
を実感してほしいとの願いだ。
　サンゴ礁を破壊すると、元に戻すに
はとても時間がかかるということを知っ
てもらい、環境への意識を少しでも変
えるきっかけになればとこのイベントは
企画された。
　また、沖縄県サンゴ礁保全推進協議
会は2月23日～3月10日まで、“サンゴ
礁はみんなの大切なもの！”として「サ
ンゴ礁ウィーク」を開催。各種イベント
の中には、「サンゴとサンゴ礁と宝石サ
ンゴのおはなし」もあった。

サンゴと宝石サンゴのおはなし
渋谷にサンゴ礁を作ろう
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　ヴァンクリーフ&
アーペルのドゥ パ
ピヨン・コレクション
から、ラピスラズリ
の深い輝きとイエ
ローゴールドの温も
り、そしてダイヤモン
ドのきらめきを組み
合わせた4点の春
の新作が登場した。
　アントレ・レ・ドアリン
グとイヤリングのクリエイ
ションでは、素材と陰影
の妙なるを引き出し、繊
細なラピスラズリの深い
紺色がゴールドとダイヤ
モンドの輝きを際立たせ
ている。この2つのアイテ
ムがまとうのは、常に変
化する自然界にインスパ
イアされた非対称の美という、ヴァンク
リーフ&アーペルを象徴するスタイル。ア
ントレ・レ・ドアリングは、会話をする親

友同士のように2つ
のモチーフをオー
プンバンドで結合
したデザインで、メ
ゾンが大切にして
きた革新の精神を
体現している。一
方、イヤリングは、
深く輝くラピスラズ
リと、きらめくダイヤ

モンドが重厚なコントラ
ストをなして美しい瞬き
を生み出す。
　また、今回新しいスタ
イルのリングも登場。モ
チーフは、ゴールドとダイ
ヤモンドの羽を広げる1
匹の蝶。ペンダントは、優
美に羽を広げる蝶が一
粒の輝くダイヤモンドを

求めてひらひらと舞う姿を思わせる。蝶
の傾いたポーズは、2つのモチーフの非
対称性を際立たせている。

　前職の船井総合研究
所で20年間トップコンサ
ルタントとして活躍した竹
村圭太氏（㈱フレネルラ
イン代表）が主催する3月
13日の宝石経営研究会
の一部で、合成ダイヤモ
ンドを輸入販売する㈱
ピュアダイヤモンドの石田
茂之代表が、合成ダイヤ

モンド市場のこれからや、販売方法の
実例、消費者の意識、海外での反応、
問題点や課題などを具体的に説明。
ピュアダイヤモンドのラボラトリーグロ
ウンダイヤモンド（合成ダイヤモンド）の
実物も目にすることができた。
　石田氏も指摘していたが、懸念され

るのは他業種に市
場を奪われること。
合成ダイヤモンド
に限らず、ネット販
売や買い取り業な
どからの参 入 、
メーカーだけでは
なく個人事業主に
よる直販など、ジュ

エリー市場が減少する中で見えない販
売先（店）が、徐々に増えていっている
ようだ。特に宝飾業界が苦手としてい
る若年層へのアプローチでは若手クラ
フトマンやデザイナーなどが顕著。しか
も宝飾業界が持ち合わせていない感
性や縛られない自由な発想で商品化
されていることは注目に値するだろう。
 なお、ナノ・ユニバースやバーバリー・
ジャパン、SHIBUYA109、阪急阪神百
貨店などの豪華有識者が揃う「ファッ
ションワールド東京」の注目度の高い
セミナーにおいて、開催中日となる3月
28日11時40分～12時25分、「合成ダ
イヤモンド元年における新たなダイヤ
モンドビジネス」をテーマに、石田社長
は講演する。

■PROJECT TOKYO
　3月27・28日／東京国際フォーラム
　3月27日・28日の2日間、東京国際
フォーラムでファッションの展示会
「PROJECT TOKYO」が開催される。
　同展はニュー
ヨークで年4回、
ラスベガスで年
2回開催され、
幅広いテイスト
のメンズブラン
ドとウィメンズブ
ランドが結集。
アメリカ以外で
の開催は今回
が 初となる。
JEWELRY&
AC C E S S O -

RIESのカテゴリーとしては45ブランド
が揃い、一点物からアート作品のような
ファッショナブルなジュエリーや時計な
どもいくつか見つかる。主催はUBM -
Japan㈱ファッションDivision。

ドゥ パピヨン コレクション春の新作
ヴァン クリーフ&アーペル
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　天皇陛下在位30年式典に臨んでの
陛下のお言葉が新聞に掲載されてい
る。その文中に「平成がはじまって間も

なく」美智子皇后が詠んだ歌が記して
ある。

ともどもに平（たひ）らけき代（よ）を築
かむと諸人（もろひと）のことば国うちに
充（み）つ

　平成という年号が小渕官房長官に
よって示されたとき、この平成は平らか
に成るという意味だと解釈されたことを
記憶している。この歌を読めば平らかに
成るということが皇后には平和な世の
中であって欲しい、国民もみなそうある
ことを望んでいる、そういう意味として
受け止めたという事だろう。この思いは

今上天皇にとっ
ても同じに違い
ない。いやむし
ろ「平和」がた
だシンプルに貴
重だという事を
越えて特別な感
慨が天皇には
あるかもしれな
い。明治天皇は
日清、日露の開
戦の聖断を下し
大正天皇は第

一次大戦への参戦を認可し昭和天皇
は太平洋戦争開戦の聖断を多分本意
ではないにしても下している。時代背景
が違うとはいえ顧みてこの国が戦争の
当事者として関わることなく平成を終え
るということは天皇にとって「平たんで
はなかった」にせよ満足のいく30年で
あつたということになるのだろう。
　殿上からみれば平和を意味する「平
成」も、娑婆でこの30年を過ごしてみる
と平らかに成るとは別の感が強い。バ
ブルがはじけて不動産の価格は暴落
し、土地の神話に踊った企業は破綻の
末の消滅か他企業への吸収の末路を
たどった。残された不良債権の山を半
ば強制的に整理する中で、老舗の金融
機関も証券会社も百貨店も総合スー
パーもマーケットから退場した。加えて
小売の現場では規制緩和の波が、零
細な商店やそれに連なる商店街をな
ぎ倒した。平成も後半になるとスマホに
象徴される技術革新の急速な展開の
中でネットの破壊力が従来型の店舗で
モノを売る商売をダメにした。
　小売りだけではない。「昭和」が到達
した一億総中流は解体され、グローバ
ルな競争社会がもたらした一握りの勝
ち組と多数の負け組の格差社会が現

出した。それは働き方も家族の在り様
も男女の在り様も変えるほどの変化で
あった。
　時代の流れに是非はないのだし、清
算された更地のうえには新しい業態
が、新しい働き方が生まれてはいるの
だけれども、自分の立ち位置から見れ
ば平らかに成るとはすべてが「ぺっしゃ
んこ」になってしまった感がある。サラ
リーマンの世界も同じように「ぺっしゃ
んこ」にされた人々で溢れているのであ
ろう。名は体を表すというがまさに「平
成」とはそういう時代であった。
　誰かが「平成」の30年は時代の踊り
場でこれからの坂道には多くの困難が
待ち受けてはいるが勇気をもって登っ
て行ってほしいと書いていた。確かにそ
の通りであろうが、さて上り坂なのか下
り坂なのか そこは判然としない。判然
とはしないが自分の生活実感でいえ
ば、楽観には程遠い。政府が旗を振る
オリンピックも万博も虚妄のように見え
て致し方ない。「平成」程度のぺっしゃ
んこが懐かしいほど困難な時代が
ひょっとしたら待ち受けているかもしれ
ない。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　   　　貧骨
　　    cosmoloop.22k@nifty.com

「平成」雑感
みんなぺっしゃんこ
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