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　1828年の江
戸時代から続く
福岡の老舗宝石
店「宝石・時計い
のうえ」（福岡県
福岡市、井上晃
一社長）は、国内
で最も権威のあ
るジュエリーコン
テスト「JJAジュエ
リーデザインア
ワード2021」に
初出場し、グラン
プリの内閣総理大臣賞と台東
区長賞の2作品が、9月1日に
ダブル受賞予定となった。
　新型コロナ拡大により“不
要不急” の商材を扱うジュエ
リー業界は大きな打撃を受
け、2020年の国内ジュエリー
小 売 市 場 規 模は前 年比
83.2%の1,656億円の減少と
なり、リーマンショック以上の
縮小。
　この逆風の中、宝石・時計いのうえで
は30歳と28歳の若手デザイナー・クラ
フトマンに活躍の場を設け、老舗企業
として技術や伝統を守りつつ新たな
チャレンジも続けることで、九州初・福
岡初の受賞予定内諾の快挙となった。
　グランプリ内閣総理大臣賞の受賞

作品「Twinkle～星影の記憶～」
（写真:上）の作品テーマは、子供の
頃に見た流星群の記憶。プラチナと
ホワイトゴールドで構成した淡いス
トライプの木目金は、流星が過ぎ
去ってゆく余韻と次の瞬間に降り注
ぐ期待を表現。僅かに揺れる金の
輪は空の彼方で輝く星を想わせる。

二段構成の曲線は、
様々な輝きの表情を見
せ、首に添う角度と重心
で着け心地も軽やかに
なるよう工夫している。
デザイナー・製作者は、
上久保泰志氏。

　台東区長賞の受賞作
品「軌跡」（写真:上）の
作品テーマは、ローマを
訪れた際、印象に残っ
た石畳の道。それは文
明の発展と共に長い年
月をかけて表面がすり
減り、うねって湾曲して
いた。石畳は天気によっ
てその表情を変え、雨の
日には艶っぽく、晴れの
日にはざらり。ローマで
魅せられた様々な変化
を3種の質感に仕上げ

たゴールドで表現した。デザイナー・製
作者は、高橋里奈氏。
　今後も同社は、顧客に最も適した
ジュエリーを提案できる専門家「かかり
つけの宝石店」として、ジュエリーを通
じて心と生活を豊かにしていくことを目
指す。なお、来年以降の国際コンテスト

にも積極的にエ
ントリーする予
定としている。
　▽『宝石・時計
いのうえ』＝「か
かりつけの宝石
店」として、福岡
市博多区・中洲
川端で宝石店を
経営。創業は文

政11年（1828年）で、現在は7代目とな
る42歳の井上晃一氏が代表を勤める。
創業時から細工の丁寧さ・表現力の豊
かさには定評があり、お客様第一の仕
事ぶりで高い評価を受けてきた。
　また、経営効率化の徹底とIT活用
で、高品質ジュエリーを相場よりも安く
提供。県外の顧客からの注文も多数得
ている。さらに、働き方改革として、女性
が働きやすい職場づくり・若手の活躍
の場・リモートワークも推進。顧客だけ
でなく従業員・取引先も含め、ジュエ
リーを通じて心と生活を豊かにするこ
とを目指している。

　メガネ・補聴器を販売する「メガネの
愛眼」「Aigan」を運営する愛眼㈱は、一
時、品薄になったほど大好評の「ばねの
メガネ スプリングラス」シリーズの第二
弾を、8月3日より全国の愛眼店舗並び
にオンラインショップにて販売開始した。
　連続開閉テストで10万回をクリア※
した驚異のバネ性を誇る「ばねのメガ
ネスプリングラス」は、メガネが初めて
の学生、掛け外しが多い人、コンタクト
レンズを併用する人におすすめ。曲がっ
ても元に戻るので、仕事、家事、育児な
どでも、掛け心地や見え方の変化の原

因となる変形を
軽減するメリット
があるという。
　そのメリットを
生み出すタネは
4つ。1.曲げに強
いバネ【スプリン
グ素材】、2.ねじ
れに強い【筒形
ジョイント】、3.
広 がりに強い

【平ばねプレス】、4.優しい掛け心地の
【抱込みテンプル】。
　第二弾はトレンドデザインをメインに
した全20バリエーション（5型、各4色）
を追加で用意。「ばねのメガネスプリ
ングラス」によって、掛け心地や見え方
が簡単に変わらない、ストレスフリーな
使いやすさを楽しめる。
　※テンプル両開き耐久性試験にて、
連続10万回の両開き試験後、あらゆる
部分の破断等の異常は認められな
かった（一般財団法人日本眼鏡普及
光学器検査協会 JOSI）。

　刃物のまち岐阜県
関市で開催される、
金属を使ったアート
作品の祭典「関メタルアート展」の作品
を募集している。岐阜県関市は金属を
使ったものづくり文化のまち。そんな魅

力を全国に広めようと
この祭典がスタート
し、今年で7回目。新

名所せきてらすでの作品展示に加え、
インスタグラムを活用したオンライン展
示も行う。
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左から、高橋氏、井上氏、上久保氏

曲がっても元どおり。
愛眼の「ばねのメガネ スプリングラス」

「関メタルアート展」
出品作品募集中

　旧盆の時期になると死者が騒がし
い。戦没者の慰霊祭もこの時期に重な
る。亡くなった者たちがあの世から帰っ

てくる言い伝えもあって生きている我々
は自然とかれらを思い出す。それは苦く
もあり、悲しくもあり切なくもありなのだ
が、思い出すという心理の劇の中で確
かに彼らは生きている。肉体は滅びて
いるのに生者の中で眠るように生きて

いて、思い出されるとき生き生きと我々
に何事かを語りかけてくる。死者は本
当の死者ではなく縁ある人々の中で生
命力を保っている。そう考えると我々も
仮にあの世に旅立ったとしても誰かの
中で生き続けるはずである。１００年の
命を終えたとしても自分たちを思い出
す人たちがいる限り５０年か６０年か
はともかくとしてその程度は他者の中
で生きている。死者の生命力というと
不思議な表現にはなるが、肉体的な死
というものは生命の通過点ということに
なる。
　それ以上に生命力を保つものに思
想やイデオロギーの類がある。古事記、

源氏物語をはじめ古典と言われる書
物は今尚我々に何事かを語りかけてく
る力を持っている。そればかりか、現在
によみがえって乱すら起こすエネル
ギーを蓄えている。例えば日蓮の「立正
安国論」は鎌倉時代時頼の治世の安
泰を説いた書物であるが、「安国論」を
含む日蓮宗の教義は昭和初期井上日
昭が起こした血盟団事件、その後の
５．１５事件、２．２６事件に大きくかか
わっている。マルクスの思想はどうだ。
「共産主義という妖怪」は少し前までは
世界を二分し今尚多くの知識人を魅
了し続けている。ケインズの経済思想
にしても想定を超えた大不況が到来す

れば不死鳥のごとくよみがえるはずだ。
刑死した麻原は思想として生きている。
ビンラディンを慕う人たち、その反米思
想に共鳴する多くの人たちを根絶やし
にできるはずがない。いやすべての思
想家は「思想」という世界に自らを投じ
ることによってたぶん「永遠」を生きよう
としているかもしれない。
　古今東西国家の指導者たちは自らの
権力の維持のためにも社会の安寧のた
めにも「危険な思想」「不都合な思想」は
抹殺したいと願うものだが、思想やイデ
オロギーの生命力を断つことは難しい。
そこに恐ろしいほどの怖さがある。
　宗教の消滅は天上に作られた理想

郷を地上に実現した時に成るとマルク
スは述べたが、そう簡単ではないだろ
う。宗教を含め思想の生命力の継続と
無力化は我々が解かねばならない侮
れない課題である。

　死と生が交錯するとき火花のごとく
「永遠」が光芒を放つ。人はどこかで
「永遠の生」を手に入れたいと願うもの
だが、いや「永遠」に手をかけようとする
そのことに気づくことが思想的に何事
かなのだと述べた誰かの一文が印象
に残っている。
　　　　　　　　　　　　　   貧骨
　　    cosmoloop.22k@nifty.com
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