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- 情報ﾃﾞｻﾞｲﾝの総合力で事業をサポート -

12 月トピックス

●師走のごあいさつ
●弊社制作ホームページ紹介
●セミナー情報
●Ｏh! My-Ｋｏｂｅ 〜オススメ神戸情報〜 「生田神社」

本年も残すところ１０日余りとなりました。皆様にとって、どのような１年でしたでしょうか？

創業２年目の私にとっては、新たなお取引先やパートナーや仲間など・・・人との出会いでみ
のりを感じた感謝すべき１年でした。そしてウイズワンのことを知っていただく目的で 3 月から
配信をはじめたニュースレターもお陰様で１０号となりました。つたない内容にも関わらず皆
様に応援をしていただき、本当にありがとうございます。当初は、有益な情報を掲載したい！
と肩に力が入り編集に幾日も要していました。しかし現実には、本業の記事より私の旅行記
などへの感想メールをいただく傾向にあり、最近では気軽な読み物にシフトすることで筆が
進みます。今後も試行錯誤を重ね進化させていくつもりです。よろしくお願いします。
では、皆様が幸せな新年をお迎えになりますように心からお祈りしています。
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弊社制作サイトご紹介

１２月公開 ジュエリーリフォームサイト

ハギノパールアンドジェム様
http://www.hagino-shop.com/
神戸の真珠卸と小売、ジュエリーリフォーム、「パ
ールデコ」販売、地金買い取りなど。

私は、ホームページ制作をさせていただく場合、
お客様目線に立ち、現場となる会社や店舗に訪
問しています。そして商品に触れて可能な限り実
際にサービスを体験します。今回は、ハギノパールアンドジェム様のオリジナル商品「パール
デコ」のジュエリーリフォーム体験をご紹介します。

ジュエリーリフォーム初体験
「パールデコ」とは、白蝶真珠に宝石を象嵌した
ものです。この場合は、古くなった使わないジュエリ
ーを持参して宝石を取り外し再利用します。白蝶真珠
の直径は 約 10〜12mm 程度で費用はサイズにより異
なり 17,000 円〜27,000 円（税込）。デザインは職人さん
にお任せして、加工期間は約２週間程度です。そして

パールデコになる前の白蝶真珠

石を取り除いて、不要となった地金部分は買い取りをしてくれます。オーナーは、丁寧に金
の買い取り相場や手数料を説明してくれます。私も地金の買い取りを依頼してリフォームに
充当し、残りは現金で受け取りました。最後にオーナーの萩野さんからは、真珠効果を教
えていただいた。真珠は身につけていると肌が綺麗になったり恋愛運が良くなったり
と、女性運全般が上がるらしい。今、期待して仕上がりを心待ちにしているところです。
その他のジュエリーリフォームはサイトをご覧ください。
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http://www.hagino-shop.com/

ウイズワンビジネスセミナー情報
●好評の「お金に効く心理学ワークショップ」２００８年度開催 上期予定を掲載しています。
次年度は、新たに福岡を増設しています。詳細はこちらから→ http://withone.net

●他社セミナーご紹介
テーマ：「不安解消！リスクと向き合うための起業家セミナー」 創業体験編
神戸市内のベンチャー企業の社長 3 名のパネルディスカッション
対象者：起業家向け
日時：2008 年 1 月 19 日(土) 10 時〜12 時
場所：六甲アイランド SOHO プラザ/ＫＦＣ 神戸ファッションマート 4F
定員：10 名（先着順）
主催：神戸市

本年 9 月からシリーズで開催されているセミナーです。1 月は「創業体験編」として起業 3 年
未満の創業者 3 名によるパネルディスカッションです。実は、わたくし迫前もパネラーとして
参加します。経営者としてはまだこれからなので少々戸惑ったのですが、コーディネーター
役の方からは、「成功話より苦労話を・・・・」とのお話でした。社会経験 20 年、起業 2 年。それ
相応の失敗経験が豊富（？）な私の話が少しでも役立つのであればとお受けすることになり
ました。当日は本音の話をさせていただくつもりです。お申込や詳細は以下をご覧下さい。
主催者 http://www.soho-plaza.com/news/news20070910.htm

Ｏh! Mｙ-Ｋｏｂｅ

〜私のオススメ神戸情報を紹介〜

【生田神社】

例年、私が初詣に出掛けるのは ＪＲ神戸線三ノ宮駅北徒歩 5 分に
位置する生田神社です。神戸の繁華街の真ん中に位置しているそ
の立地から地元では、「生田さん」として親しまれ初詣や厄除け、お
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宮参り、七五三の参拝までとても身近な存在です。
今回、生田神社の歴史を調べ「蘇る神」としての崇敬も受けていることを知りました。
これは社殿が、昭和 13 年の神戸大水害、昭和 20 年の神戸大空襲、平成 7 年の阪神・
淡路大震災など幾度も災害等の被害に遭い、そのつど復興されてきたことからきてい
ます。なんと力強いことでしょう。しかし今年は「縁結びの神」として特別に注目を浴び
ました。これは、皆さんの記憶にも新しいかと思いますが、今年 5 月に藤原紀香さんと陣内友
則さんが結婚式を上げたことから全国からの女性や、カップルの参拝者が増加しているよう
です。私は、今年秋に明治神宮へ参拝しこのときも神社で２組の挙式風景を目の当たりにし
ました。神社婚はブームかもしれません。皆様も「縁結びの神」の効力を確かめにお越しに
なってはいかがですか。 私は、新年も家族揃って初詣に出掛けたいと思います。

参考サイト：生田神社 http://www.ikutajinja.or.jp/

＝＝編集後記＝＝
先月号でも書いたＮ英会話その後です。今月から、神戸の開校も決まり週末にレッスン再開
の手続きをしました。はじめに条件説明を受けましたが、以前と違い丁寧で真摯な説明でし
た。引き受け会社の名古屋Ｇ社の提供内容はＮ社の債務を放棄するかわりに残金額に相当す
る期間は割引料金が対応され月謝制でレッスンが再開できます。結果的には、幾分余計に費
用を支払うことになるのですが、紙切れ同然の債権を持っていてもしょうがないと決断しま
した。これで年内の問題を持ち越さずに新年度から心機一転してレッスンを再開できます。
頑張ります。

ニュースレター編集部

発行人 迫前美鈴
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株式会社ウイズワン （ホームページ制作、セミナー企画・運営） TEL&FAX 078-360-6115
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1 丁目 8 番 4 号 神戸市産業振興センター5 階（5-5）
ウイズワンＵＲＬ

http://blog.withone-jp.net

起業ブログＵＲＬ http://withone.jugem.jp/

セミナーサイトＵＲＬ http://withone.net
本紙は、お客様、セミナーご参加者、お取引先様に役立ち情報や弊社のＰＲ情報をメール配信でお
届けしています。記事は、調査、取材をもとに発行者視点で編集しています。送付不要、ご意見、ご
感想などが、ございましたらお手数ですがウイズワンへお願いします。
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お金に効く心理学

こんにちは、心理セラピスト Kannon の高塚です。
今 年 も残 りわずかとなりました。気 ぜわしい年 末 をお過 ごしの事 と思 います。
この時期 になると、今年 １年 を振 り返 ることが多 いですね。「2007 年 重大ニュース」
「2007 年レコード大賞」「2007 年の漢字 」などなど。
中でも、2007 年の漢字 は、「偽 」だそうです。たしかに、思 い返せばそういう年 だっ
たな・・・と納得 しなくもないですが。
食 品 偽装 問題 に関 して、明 るみに出 る理 由は内 部 告発 と聞 いています。そこで私
が疑 問に思 うのは、告発 した人 の態度 なのです。正 義感 をもって、会 社側 に直訴 し、
そのやり方 は違 うのだと、社内 で戦 えばいい話 で、何 も公 に知 らしめなくてもいいので
は・・・？と。 そこにも手段に対 する 偽 り があるように思 います。
「偽 」とい字 は、「人 」と「為 」で成 り立 ってますが、人の為に何かすることは、決 して
悪 い事 ではないように思 います。 自 分 が良 かれと思 ってしたこと、人 の為 に成 した
事 、その行為 は良 い行 いのように思 います。 ただ、自 分 の気持 ちに正直 でなかった
場 合 、本 来 の目 的 を見失 っていた場 合 、真 実 の行 為 でなかった場 合 、良 かれと思 っ
てしたことでも、「偽り」になってしまうように感じます。
せめて、自 分 の人 生 においては、自 身 の心 に対 して、偽 りなく生 きていきたいもので
すね。
この１年 （かな？）、私 のたわいない話 を読 んでくださって、ありがとうございました。
来 年 も、引 き続 き、のらりくらりペースの私 ですが、よろしくおつきあいくださいますよう
お願 いいたします。健やかに、よいお年 をお迎えくださいませ。
◆ ワークショップ【お金に効く心理学】１月開催日
１月１２日（土） 大阪・ホテル阪急インターナショナル
16 時〜18 時

12000 円（お茶代込み）

申込み・問合せ先 （株）ウイズワン

http://withone.net/

Tel：078-360-6115

↑これは、お寿司です↑

