
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
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　オーガニック・ラグジュアリーの
「 N A D I A 」はじめ「 S C AV I A 」
「BUCCELLATI」などの著名ブランド
が展示される㈱ナガホリ（東京、長堀
慶太社長）主催のジュエリー消費者展
「THE LUXURY」の横浜展が2月6
日、横浜ベイシェラトンホテル＆タワー
ズで開催され、横浜地区を中心とした
300名のお客が来場、1億円を売り上
げた。
　前年よりも若干集客数は減少したも
のの、集客先で見ると近郊の百貨店外

商客が増え、チェー
ン店のお客が減って
いるとの傾向。
　売り上げでは、今
回は1千万円を超え

る高額品の決定がなかったものの、低
単価商品の点数を伸ばした模様だ。
　出展商品は、アンナマリア、イザベル、
コンコルドジュエリー、コルロフ、ニナリッ
チなどの多彩なブランドジュエリー。
　この「THE LUXURY展」は、横浜を
皮切りに、3月4日：東京・パレスホテル、
4月12日：金沢のANAクラウンプラザ
ホテル金沢、4月23日：ヒルトン名古
屋、5月12日：仙台国際ホテルの全国5
大都市で開催される。

　創業140周年を迎える㈱天賞堂（東
京、新本桂司社長）は、2月14日よりラ
ボ・グロウン・ダイヤモンドを使用した天
賞堂オリジナルジュエリー新ブランド
『Tensi テンシ』の販売を開始した。
　ラボ・グロウン・ダイヤモンドとは、最先
端の研究により生み出されたダイヤモン
ドで、化学気相蒸着法（CVD）と高温高
圧法（HPHT）の2種類の方法で生成さ
れ、天然のダイヤと完全に同じ成分・特
徴を持っている。キュービックジルコニア
などの模造石や類似石とはまったく異な
り、専門家が見ても見分けがつかないほ

どで、天然のダイヤモンドと比べて市場
価格は5～7割ほどと安価になる。
　天賞堂が販売を開始する『Tensi』ブラ
ンドは、LGダイヤモンドを使用したオリジ
ナルデザインのルース（裸石）とペンダン
トが中心で、無色以外にも、希少・高額と
されているピンクやブルーといったカラー
も取りそろえる。カラーダイヤモンドは、結
晶構造の歪みや成長過程の特定の元素
の混入により、奇跡的に生み出されるた
め、非常に希少・高額な宝石となる。
　『Tensi』ブランドのカラーダイヤモン
ドは、同じカラットやクオリティの天然ダ
イヤモンドと比べて安価な価格設定と
なるため、輝きはそのまま憧れの石を手
にすることが可能となる。

　ジュエリータウンおかち
まち（JTO。田中勇会）が
主催する「第15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、
上野精養軒で行われた。
　主催者として田中会長
は「このコンテストは、い
わゆる製品のコンテストと
は一線を画し、宝飾業界
の将来を担う皆様、特に
学生の皆様を中心に開
催している。前回からテー
マを設けました。今年のサ

インというテーマを深く考え、色々なコ
ンセプト、多彩なデザイン画を一生懸
命描いていることがとても伝わってきま
した。お陰さまで、今回は過去最高の
応募数となり、本当に選ぶのが大変で
した。入賞者の皆様は、167点の中の
トップ9名となり、それを今後の糧とし
て、是非とも宝飾業界の中心となって
活動いただけたらと思う」と述べた。

　▼東京都知事賞＝藤田貴大、「イン
クと羽ペン」（日本宝飾クラフト学院）。
▼台東区長賞＝池田亜由美、「雪解－
雪華と春告げる花たち」（日本宝飾クラ
フト学院）。▼東京商工会議所会頭賞
＝丸山夢美、「朝と夜」（日本宝飾クラ
フト学院）。▼JTO会長賞＝ホウ・レイ
レイ、「Responsibility」（金沢美術工
芸大学）。▼オリエント4C’s賞＝山嵜
美幸、「兆し」（東京デザイン専門学
校）。▼グリン宝飾賞＝西原志捺子、
「春ノ訪レ」（日本宝飾クラフト学院）。
▼ジュエリー・ミウラ賞＝大野礼奈、
「姫金魚草」（東京都立工芸高等学
校）。▼セレナ賞＝ババヤン・タテフ、
「Hert of Music」（文化学園大学）。▼
ミユキ賞＝鈴木香澄、「目に見えない
sign」（山脇美術専門学校）［敬称略］。
　応募作品数は167点。第1次審査に
より公開作品数を150点に絞り、WEB
投票（983票）、展示会場（歳末タウン
セール期間／166票）の得票合計、上
位42作品の中から本審査を実施した。

　ジュエリータウンおか
ちまち（JTO。田中勇会
長）の「令和2年ジュエ
リータウンおかちまち新
年会」が、1月29日、東天
紅で開催され、来賓はじめ会員など約
150名と共に新年を祝した。
　冒頭、昨年開催された「第1回ジュエ
リーフェスタ」の様子を写した動画が
流された。
　田中会長は挨拶の中でジュエリー
フェスタについて触れ「昨年最大のイ
ベントだった。会員が一丸となって準
備した。これは、ジュエリー離れと言わ
れる中で、JTOがジュエリーの発信地
となり、元気を取り戻して欲しいと考え
たジュエリーの普及イベント。上野・湯
島・御徒町の連携による街の盛り上げ

への 貢
献ととも
に、2回・
3回と続
けていく
中で 街
の 一 つ
の イベ
ントとし

て認知されることを願っている。また、
台東区と上野警察署にご後援いただ
き、上野警察署にはブースを出しても
らった。パンダ広場で開催されたイベ
ントの中では一番安全だったとの言葉
も頂戴できた。ジュエリーの会社が集
まるJTOとしては、常に犯罪者に狙わ
れている立場であることを認識し、防犯
活動にも力を入れていく」などと話し、
挨拶にかえた。
　来賓の挨拶の後に、日頃の防犯パト
ロールに貢献していることから、特別功
労賞と感謝状が贈られた。続いて乾杯

の掛け声で懇
親会へ移り、
出し物や恒例
のビンゴ大会
などを楽しん
だ。
　最後は、若
手理事たちを
壇 上 で 紹 介
し、前田智則
副会長の締め
の挨拶でお開
きとなった。

　日本貴金属製鎖工業組合
（JPC＝加盟10社。村尾嘉章
理事長）による恒例の「2019
年度JPC地金使用量発表午餐
会」が、2月4日、東京・東上野
のオーラムで開催され、来賓は
じめ、報道関係者など30名弱
が集った。
　村尾理事長は「自然災害、香
港宝飾展の低迷、地金高騰な
ど明るい要因がない状況。さら
に政府主導による働き方改革
によって同一賃金など、我々中
小企業にもコストアップがのし
かかってくることを懸念する」と
した。続けて「しかし明るい材料
として東京オリンピック・パラリ
ンピックによって、大勢
の人が海外からやって
来る。外的要因ばかり
に目を向けず、自分たち
のできることに注力して
いけたらと考えている。
ここに集まる皆様のお
知恵を拝借し、業界の
拡大、組合の発展に努
めたい」と述べた。
　来賓を代表し、プラ
チナ・ギルド・インター
ナショナル㈱のハンキンソン尚子社長
は、プラチナの2019年のデータは2月
末～3月頭に出る予定と前置きしてか
ら「年末、クリスマスと大変厳しかった
と聞いている。ラボグロウンダイヤモン
ドの噂などがある中、地金ジュエリー
が見直されたのは事実である。また、男
性が結婚指輪を着けるようになり、着
けるなら一時の軽いものよりもう少し
しっかりしたものをという傾向が2018
年から続き、国内ブランドにおける1本
あたりの単価も上がっているようだ。ま
たパラジウムの価格が増加したのを受
け、プラチナの純度をアップして合金を
変える動きなどの3つを総合して考える

と、2019年は前年より微増にな
ると弊社では見ている」と述べ
た。また「アメリカの業界メディ
アのリポート見ると、ティファ
ニーやカルティエなどで、男性も
ののチェーンジュエリーが流行
り始めていると取り上げられて
いた。18KWGで8000ドル、シ
ルバーで2500ドルとブランドが
力を入れている。日本でも流行
るのではないかと思っている」な
どとして挨拶にかえた。
　続いて、水野ハンディー・ハー
マン㈱水野由み香専務による乾
杯の音頭で、午餐会へと入っ
た。
　JPCの地金材料使用量調査

の発表は、加盟企業が
無記名で出したデータ
を合計したもので、
1981年より継続して行
われている。また、村尾
理事長（㈱ムラオ）を筆
頭に、目黒和紀副理事
長（三和精密工業㈱）、
安藤兼輔専務理事（㈱
安藤製作所）と役員の
若返りも図った。
　2019年の金（K24）

使用料は5247kgで、前年比99.8％。
WGは644kgで、前年比72.7％と大幅
減となった。プラチナは3078kgで、前
年比94.6％。年間売上高は586億円
で、前年比96.2％となった。小売平均
価格は、金が4911円で、プラチナは
3118.8円とした。期初期末で見ると、
金は4500円で始まり、5300円で終
え、800円の値上がり。プラチナは
2900円で始まり、3350円で終わり、
450円の値上がり。なお、パラジウムは
2000円程上がった。
　会の中では、来賓の田中貴金属工
業㈱やジョンソン・マッセイ・ジャパン
合同会社による情報共有も行われた。
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　朝の散歩は日課になっている。真冬
でも薄着で出ていくので家人がこれも
日課のように「風邪をひくからそれなり
の恰好をしろ」とうるさい。うるさいつい
でに日ごろのうっぷんもまぜこぜになる
から、口げんかになる。
　「朝の体力のある時に薄着だからこそ
耐寒性を強化できる。空中に飛んでい
る風邪の菌を吸い込むことで言わばワ
クチン接種と同様の効果を得ることが
できる。こういう療法を外気性免疫とい
う。あなたの知識不足だよ」と講釈した
らいささか静かになった。嘘である。嘘
だが相手を黙させる効果はあった。
　ソビエトの時代にはね、交通信号は
西側諸国とは逆に「赤」は進めを意味
していたのさ。「赤」は止まれ、危険とい
うのは資本主義の深謀遠慮の賜物で、

無意識のうちに大衆に共産主義の象
徴たる「赤」を危険視するよう仕組んだ
ものだよ。だからソビエトでは、その意
図を見抜いて「赤」こそ安全と宣伝する
ためにも交通信号は逆になっていたと
いうわけ。
　ソビエトを訪問した人たちは、最初結
構戸惑ったと言っていたね。この話をま
じめな口調で話すと、なるほどと納得顔
の人が少なからずいる。もちろん嘘であ
る。とはいえ中国で紅衛兵が盛んな頃
には実際に立案されたと聞いているか
ら、それなりに説得力はあるわけだ。
　雨の日に傘をさして自転車通勤をし
た時のこと、誰かからそれは交通違反
だと指摘された。
　「いや、県の条例の附則に午前６時
から１０時の通勤時に限っては、この
規則を適応しないと書かれてある。だ
からなんの問題もないよ」と答えてお
いた。ああなるほどね、朝は忙しいから
と相手は納得していた。まさか県の条
例をいちいち調べる人がいるとも思え
ない。
　「らしい嘘」は「らしい口調」で真顔で
話せばたいてい通る。嘘はいくらでも作
ることができるが、実害がない、或い
は、他に及ばないという一線は守って
おいたほうが無難である。
　私の嘘は可愛い方である。武田邦彦

まやかしの
罪と利と

62
路傍の
   カナリア路傍の
   カナリア路傍の
   カナリア の「偽善エコロジー」（幻冬舎新書）

「エコと健康の情報は間違いがいっぱ
い」（廣済堂新書）をぱらぱらと読め
ば、世の中には堂 と々まかり通っている
嘘が山のようにあるのが分かる。
　ダイオキシンは猛毒ではないし、狂
牛病は恐ろしくない。石鹸のほうが洗
剤より環境にいいのは「まったくの誤
解」。家庭のゴミの分別もさほど意味
がない。「高血圧は危険だから血圧は
下げなくてはならない」の説もかなり疑
問。「コレステロールは危険である」とい
うのは間違った情報、等々。「なあんだ
みんなフェィクじゃん」。
　氏はタバコと肺がんの関係について
も否定的で「タ
バコを吸って
いるから肺が
んになる」とは
言えないと断
言している。
（興味のある
人は一読を）
　こうなると
いったい何が
本当で何が嘘
なのか、地球
温暖化にして

も温暖化していないという学者もいる。
けれどもこの社会的に認知されたイデ
オロギーの不確かさこそがまやかしの
利であって、信じることの危うさ、自分
の頭で考える大切さを暗に示してい
る。
　連日のように報道されている新型肺
炎ウィルスにしたところで、専門家の説
も群盲像をなでるのごときだが、その
言わばいい加減さが貴重なので、結局
事実だけを丹念に見つめていたほうが
はるかに真実に近づくという命題の重
みがわれわれに迫ってくるのである。
　　　　　　　　　　　　　   貧骨
　　    cosmoloop.22k@nifty.com
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