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もっと知ってほしい、堀江のこと
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宝石の堀江
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宝石の堀江
Facebook 開設 !

風の音や草の匂いがなつかしい季節、
澄みきった青空、目に染み入る青葉の風情を、
かつては、産毛におおわれた青い薊 ( あざみ ) の
つぼみにたとえた。

初恋薊 ( はつこいあざみ )
〜古来からの５月の色〜

ハーイ、皆様お変わりございませんか。 ラビラ簪(かんざし)」の展示を駆け抜けて観ました。これ
私共一同元気です。先月中旬に甲山ふれ

を観に行くのにどうしたら良いのかと思ってただけに、天

あいの里のしだれ桜の並木を観に行きま

からのプレゼントでした。べっ甲に漆の蒔絵で鳥が描いて

した。この並木で遠出をして桜を観るの

あるのがとても印象的で、大きな商家のお内儀さんが渋い

は最後と友人と出掛けましたの。噂にた

着物でおっとりと座っている姿まで見える様でした。今年

がわず 200ｍの間の並木は吉野桜と違っ

になっての素的な二つ目のプレゼントでした。
ど〜ぞ、皆様も行ける時行ってみてください。ただし、

てすっきりと立ち、隣りの枝同士がからみ合い、遠目には
ピンクの春霞の様です。京都、円山公園の一本桜は大きさ

足の丈夫な時にです。何故か

に圧倒される力強さでしたが、このしだれ桜の並木道は優

と云いますと、甲山の里でも

しくて庶民的な美しさでした。これで、花見は私の内では

小高い所の一本のしだれは下

打ち止めです。あとは思い出して楽しむだけです。しだれ

りるのが大変と敬遠したから

桜を付き合ってくれた友人にありがとうの感謝です。そう

です。無念…。
又今度は皆様のお楽しみを

そう、ツアーの帰りに三次のワイナリーに寄った所で、奥
田玄栄美術館に飛び込み、
「櫛」と「笄(こうがい)」と「ビ

店で聞かせて下さい。では又、ご機嫌よう。

５月です。まずはお詫びから、先月の堀江
ニュースにて「６月 19 日･20 日

本通りのハナミズキの木々にも
美しい花が咲き、春本番 !!

創業 60 年

ホテル展示会開催決定 !」とお知らせ

５月になりました。皆様、おか

いたしましたが、諸般の事情で、７月 24 日・

わりございませんか。４月に熊本

25 日に変更になりました。６月開催なら急い

で発生した大地震、大地の揺れが

でお知らせしないと

早くおさまり、復旧へ向けて動き

記念

だせるように祈るばかりです。

と先走ってしまいました。おかげで
さまで、時間的にも少し余裕ができ

以前、神戸大震災で被災された方から、枕元に

ましたので、皆さまにしっかり楽し

は『くつ』と『バール』を準備しておくようになっ

んでいただける展示会を企画してい

たと聞いたことがあります。逃げる時に足のケガ

きますので、どうぞ、７月は堀江の

を防ぐために『くつ』を履き、ドアや窓があかな

創業 60 年を一緒に祝っていただければと考えています。

い時に逃げ道を確保するために『バール』が必要

新緑の季節で、ゴールデンウィークもあり、お出かけの季節

だったと…。

となりました。さあ、皆さまはどこにおでかけでしょうか？

年月が過ぎるとつい忘れてしまいがちなことで

こんな商売をしていますので、個人的にはゴールデンウィー

はありますが、日ごろから『もしも』の事を頭の

クの想い出はいっさいありませんが、５月は誕生月なのです。

片隅ににおいて、準備しておくこと、家族との連

５月の誕生石はエメラルドと翡翠、どちらもグリーンで新緑

絡のとり方などを確認しておくことが大切ですね。

の季節にぴったりの宝石です。石言葉も幸福・平和と、緑の

震災時の必需品（両手のあくリュックで持出袋）

山々をながめながらホッとする風景が目に浮かびあがるよう

・住所

です。皆さま、ホッと一息ついて、楽しみましょう。
おかげさまで創業60年

おかげさまで創業60年

創業60年

創業60年 特別ホテル展示会 開催決定!!
平成28年 7月24日㊐・25日㊊ 呉森沢ホテル
前回の堀江ニュースでは6月の予定でしたが、変更しましたのでご注意ください
おかげさまで創業60年
おかげさまで創業60年
おかげさまで創業60年

おかげさまで

おかげさまで創業60年
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･氏名

･血液型

･電話番号

現金･口座番号・身分証明書
非常食・飲料水 (１日２㍑目安 )
携帯電話 ( 充電器 )・携帯ラジオ ( 予備電池 )
救急セット･常備薬・おくすり手帳・ラップ
懐中電灯・万能ナイフ・使い捨てカイロ・マスク
軍手・マッチ・保温シート
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もうすぐ母の日・・・
今年は思い切ってジュエリーを・・・
本通り沿いのハナミズキの花も咲きは

桜の木もすっかり葉桜となり、緑が

じめ、新緑の季節になりました。やっと

まぶしい季節になってきました。

暖かくなり、過ごしやすくなりました。

梅雨になるまでの初夏の良い季節…

ゴールデンウィーク、今年は長い方は

ゴールデンウィークもやってきます

10連休あるそうですね。みなさまは遠く

ね!!出かける事が多くなると思います

へ？ 近くへ？ 旅行やショッピングへ行

が、出かける前に是非、ジュエリーの

かれる予定はございますか?? 近場では、呉みなと祭→

クリーニングをお持ち下さい。汗ばむ季節でもありま

カープ→フラワーフエスティバル→カープ→母の日と行

す。皮脂・汗でジュエリーが汚れ、本来の輝きを失っ

事がたくさんありますね。
ゴールデンウィーク最終日は『母の日』です。いつまで
もステキなお母さんへ…の気持ちを込めて、プレゼント
してみてはいかがでしょう。

いておくと、いざ使おうと思った時に、 変色してい
れた方はわかっていらっしゃると思いますが、これか

…ダンシングストーンシリーズ

らの季節は充分に気をつけて下さい。パールのネック

お仕事中、ネックレスやリングを

レスも同じです。使われた後は必ずふいて収めて下さ

はずされるお母さんに

い。真珠層に皮脂・汗がついて変色のもとになります。

…ジュエリーポーチ
などなど、ゴールデンウィーク特価も用意していますので、
ぜひご来店くださいね☆
最後に、熊本の地震、怖かったですね。
みなさまのまわりは大丈夫でしたか??
今年は雨が多いと予想されていたので、
気をつけましょうね。早く、九州・熊本
の方々が安心できるようになるように
願っています。

5

後でもクリーニングは必要です。そのまま片付けて置
た〜 !! な〜んてことになりかねないですよ!!経験さ

いつまでもキラキラしているお母さんに

May

ていては着けたかいがないですよ〜。お出かけされた

エメラルド・翡翠
石言葉:
幸福・平和

月 の誕生石

きれいな白色から黄色に変わってしまいますよ!!
大 事 な 宝 石。宝
に 使 っ て 下 さ い。
気をつけて使って
い れ ば、い つ ま で
も輝いて、癒して、
守ってくれますよ。

クレオパトラがこよなく愛した宝石。
アンラッキーやストレスを解消して心に平和を運び、
またキャリアアップや成績アップにも大きなパワーを
発揮する石といわれています。

堀江

あなたのジュエリーアドバイザー

宝 石 の堀 江

ジュエリークリニック

Jewelry Clinic

もしもあなたのジュエリーが…
壊れているのなら… 使いにくいのなら… いらなくなったら…
使いやすく加工しましょう! 買取りもいたします!
修理しましょう!

─加工─
想い出のあるジュエリーは

作り変えて楽しみましょう。

リサイクリング

─ 貴金属現金買取 ─
壊れているジュエリー、片方しかない
ピアスなど、すべてお持ちください。

あなたの楽しいジュエリーライフのお手伝いを!

ギンザ

本通４
バス停

Ｐ
●

宝石の堀江
Ｐ
●

アサヒ

本通３
バス停

市営本通

←
音戸

楽しみましょう。

リフォーム

jewelryhorie.com
facebook.com/jewelryhorie

本 通

─修理─
大切なジュエリーは直して

Reform Recycling

☎ 0823-21-4616
→
広

リペア

呉本通4−3−18 am.10:00〜pm.7:00（火曜定休）

れんが通り

Repair

水かぬるま湯につけ、歯ブラ
シにキッチンの中性洗剤を薄
めたものをつけて洗います。
細工の内側や裏側はブラシで
たたくように洗うのがコツ。
※あまり強くたたかないよう
に。また、エメラルドやトルコ
石はデリケートなので、堀江
にお任せください。

５月の誕生石、
エメラルド。

牡牛座の星座石
エメラルド
サファイア
双子座の星座石
シトリン
トパーズ

なんでもご相談ください

汚れが目立ってきたら

物 で す か ら、大 切

Ｐ
●

Facebook
QRコード

ホームページ
QRコード

