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堀江ニュース
もっと知ってほしい、堀江のこと

料金別納
ゆうメール

恋路十六夜 ( こいじいざよい )
〜古来からの９月の色〜

今夏は殊更暑さがこたえます。皆様
方、お元気でお過ごしでしょうか？ あ
まりの暑さにもう少しで鬼の霍乱にな
るところでした。
昔から「年寄りの
冷や水」とことわざ
にありますが、辞書でみますと「年
寄りがふさわしくない危ないことを
する」とありまして、私が思ってい
たヤセガマンとは似て非なる事でし
た。私のような調子者は自分の年を「知っている」と「弁

平成28年9月号

2016年9月号
宝石の堀江
℡21-4616

うなじをなぞる一陣の涼風が、秋の始まりをつげる。
あの夏の日の思い出も、気が付けば十六夜月の
ミステリアスな輝きにすっかり色あせて･･･。
える(わきまえる)」の違いでしょうか、判っているつも
りが全然判ってなくて、まあまあと行ってしまいます。
最近は霍乱の続きなのか、新しい疲れなのか、くたび
れが取れません。一寸前に読んだ「社会人としての言葉
の流儀」(川村二郎著)の中に年寄りに「お元気ですか」と
聞くのは、善意から云ってることはわかっているけど、
面と向かって「お元気ですか」はやめた方が良い。
「お元
気そうですネ」の方が受け入れ易い。そうなると私はも
う一度日本語を学び直す必要があるようです。因みにこ
の作家さんは私より10才下でした。とすれば私は許され
る…。ともかく、エーイ、メンドクサイ〜。

この９月 15 日に創業 61 年を迎えることができ

季節も夏から秋へ移り変わりま

そうです。ひとえに皆さまのご愛顧のおかげで

すが、なかなか涼しくなりそうも

す。御礼申し上げます。カープの優勝予測が 15 日

ないようで、残暑もいつまで続く

との説もあり楽しみな９月です。

のでしょうか…。早く過ごしやす

先日、年に２回開催の『ジュエリーなんでも相

い季節になって欲しいものです。

談会』を開催いたしました。やはり、ダイヤの指

熱い戦いのリオオリンピックも

輪のペンダントへのリフォームが多いです。最近では、Dancing

終わり、いよいよ４年後に日本で開催になります

Stone タイプの揺れるデザインが人気です。また、おばあさんの

ね!!リオでの日本選手の活躍はメダルが増えたよう

形見などの相談も多いですね。
「価値はあるのかな」
「どうしたら

に、とてもすばらしかったです。中でも私がバドミ

使えるようになるかな」などなど…。

ントンをしているもので、バドミントンの試合は釘

最近、大事にしてきたジュエリーを

づけで見てました。今までマイナーな競技でなかな

娘に譲ろうとしても「いらない！」の

か放送されることがなかったもので…。これも日本

一言で断られるケースが多いようで

の選手の活躍があって、注目されるようになっての

す。もちろん、デザインの流行も今と昔では違うので、なかなか「あ

ことですよね。それだけ日本の選手も強くなってき

りがとう」って受け取るのも難しいのかもしれません。そこで、

たんです。日本開催のオリンピックは現地に行って

うちの母がよく言うアドバイスを１つ。
「大事なものだからといっ

試合観戦したいなぁ〜。

てしまわないこと」
「気に入っているものはつけること、特に、娘

次は９月７日〜 18日開催

や孫が来る時は必ず !!」娘さんたちは大事なものがわかりません。

のパラリンピックです。

でも、いつもつけていると、
「これはお母さんがいつもつけてた

日本選手のさらなる活躍

の。」
「お母さんのお気に入り」と想い出とともに大事にされます。

を応援しましょう!!

実際にそんな言葉をよく聞きますので、是非是非、実践を!

フレ〜フレ〜 NIPPON!!

水素で元気！キャンペーン中!!

「夏の疲れが取れない･･･」
という方に 元気応援 企画です
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サファイア
石言葉:誠実・徳望

月 の誕生石

INFORMATION

乙女座の星座石
サファイア
･シトリン･トパーズ
天秤座の星座石
オパール
ペリドット
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９月の誕生石、サファイア
聖書の中にも一番多く登場する宝石で、貞節という
意味もあるように、浮気封じの石としても扱われてきました。
サファイアの中でもスターサファイアには不思議な力があり、
別名「運命の石」
と呼ばれ、石に軽く触れるだけで
幸運が訪れると言われています。恋人が欲しい貴方はもちろん、
遠く離れている彼にも思いが通じるとされ、幸福な結婚を願う
人にもパワーを発揮します。

まだまだ暑い９月です。皆様お元

毎日、毎日、暑い日が続いていますが、

気ですか。私は『あつい！』
『あつい！』

元気に過ごされていますか…？残暑が

と言いながらも元気です。あまりの

厳しいですが、早く過ごしやすい気候

暑さに冷えを感じにくくなっている

にならないかなぁ〜。

せいでしょうか。

この暑い夏にオリンピックで更に熱く

６月から始めた隔週のヨガ教室も

なりました。メダル獲得数、最多の 41

続いています。少し慣れたので、いつもより少しレベ

個☆2020 年の東京オリンピックが楽しみですね♪

ルアップしたヨガを８月に入って、３週続けて経験

そして、さらに熱くなっているカープ！マジックも

したのですが…。思うように身体が動かないし、つい

点灯し、このままリーグ優勝するのか期待は膨らむば

ていけな〜い。あまりにできなくて笑っちゃいまし

かりですね♪テレビで見ていても、球場へ行っても赤・

た。でも、先生は優しく「まずは、できるところまで

赤・赤！ ( 他球場の試合でもカープファンがたくさん

でいいですよ〜」って(トホホ ) その優しさに応え

いますよね！ ) チケットが完売していたりして、応援

るべく、いえいえ自分の身体の為にも、もう少し続け

に行きたくても行けない…( 涙 ) って方も多いですよね。

ていこうかなとおもっています。

予想では９月中旬頃…？と

今のところ、ヨガをした日は

なっていましたが、リーグ

気持ちよく眠れています。この

優勝の瞬間をみんなで味わ

暑い時期には大切なことと思

いたいですね☆これからも

います。また、嬉しい変化があ

カープから目がはなせませ

ればお知らせしますネ。お楽し

んね。みんなでカープを応

みに…(私自身も楽しみです。)

援しましょう♪

品質は、最高の品質
オーロラ花珠ＲＧタイプ

おすすめ
ジュエリー

９月の

やっぱり娘にはいいパールが…
真珠を表す
「珠」 孔雀を意味する
「マユラ」
これらをつなぎ合わせＴＡＭＡＹＵＲＡが
生まれました。
まるで孔雀の羽のような輝きは
品質にこだわりぬいたパールの証です。

純日本産のジュエリー見つけました！！

K18YG 北海道ロードクロサイト リング・プチネック
各 ２９８.０００円

キャンペーン中！
！

イヤリング゛
or ピアスセッ
ト

７〜７．
５ｍｍ ￥１８８，
０００
７．
５〜８ｍｍ ￥２３０，
０００
８〜８．
５ｍｍ ￥３３０，
０００

TAMAYURAをお買上
の方にはアコヤ真珠
ブローチをプレゼント！
！

海外のそれとは違う洗練された優美
さと高い品質を兼ね揃えた品のある
落ち着いた淡いピンクの北海道産
ロードクロサイト。
ジュエリーでは珍しい
産地証明付き鑑別書

なんでもご相談ください

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

残念ながら、北海

（道の鉱山は現在で
）
は閉山しています

Ｐ
●

Facebook
QRコード

ホームページ
QRコード

