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主催：一般社団法人 日本宝石協会（JGS）、協賛：ジュエラーズスタディクラブ（jsc） 

第 13回 JGS宝石シンポジウム in 大阪 のご案内 

平成 29年 11月吉日 

一般社団法人日本宝石協会は、業者だからできること、業者にしかできないことを題材として、宝石の信頼性

向上に役立つことを皆さんと共に考え、国内外の最前線で活躍する会員が持っている情報を業界のために提供

し、発信することを事業化し、実践しております。JGS宝石勉強会・シンポジウムでは、単に講師の話を聞くの

ではなく、自ら参加し、自らの目で確かめ、発言し、討論することにより真実を掴み取ることができる、体験学

習の場を提供します。自らが実物を手に取り経験することが、お客様に過不足なく宝石の真の姿を伝えるのに

欠かせない自信となり、宝石のプロとしてお客様に信頼され、販売する宝石の価値、販売する人の価値を高める

一助となると考えています。 

珊瑚は我国では古来より七宝のひとつに数えられ、広く愛好されてきた宝石であり、見るべき宝石産出のな

い日本で世界に誇り得るのは、真珠と共に海の宝石である珊瑚でしょう。テーマを「珊瑚 ～貴重なコレクショ

ンから～」と題して、株式会社髙田寶飾店、髙田富士夫氏（JGS理事）の御祖父様のコレクションより数十点を

選び、観察していただきます。講師には創業 130 年になる珊瑚専門のパシフィック・コーラル株式会社の吉本

房夫氏をお迎えします。是非ご参加ください。 

----- 記 ----- 

◇ 日 時   平成30年1月17日 水曜日 １３：３０～１７：００（13:00受付開始） 

◇ 会 場  「住友クラブ」大阪市西区江戸堀1丁目13番10号 TEL：06-6443-1986  

      地下鉄四ツ橋線「肥後橋」駅下車10号出口よりすぐ www.sumitomoclub.com 

◇ テーマ  「珊瑚 ～貴重なコレクションから～」 

☆解説：吉本房夫氏（パシフィック・コーラル株式会社）、髙田富士夫氏（株式会社 髙田寶飾店） 

◇ 参加費   日本宝石協会法人会員とその社員（計2名まで） ＝ 1人 ￥2,000_（*注） 

一般 ＝ 1人 ￥8,000_ 

*注： 1法人会員につき2名までが、お一人2,000円で参加可。3名以上の場合、3人目からお一人8,000円で 

ご参加いただきます。 

◇ 定 員   25名（サンプルストーン数の都合により。先着順） 

◇ 親睦会   17:30より 参加費：￥5,000_（1名） 

（申し込み受付後、指定口座へのご入金を持ってご参加を確定させて頂きます） 

 

★ 協賛の jeweller’s study clubが同会場で午前 10時から 2018新春ゼミナールを開催いたします。 

ご参加ください。詳しくはこの裏面にて。 

お問い合わせ ⇒ 世話人：松室明雄 TEL：072-331-1500 

  

mailto:info@japangemsociety.org


 

Jeweller’s Study Club  

非営利のJSCは真のジュエラーの姿を追い求め、専門知識を相互教育により高めることを目的とし平成6年に発足しました。 

 

☆☆☆ ２０１８年新春ゼミナール ☆☆☆ 

 

２３年目を迎えた J S Cは真のジュエラーとしての教養を相互教育により高めることを原点

に、宝石・宝飾に関する正しい情報をより早くキャッチすること。消費者の立場に立った「モ

ノ作り」「販売」を追求します。特別ゼミとして昨年１０月にザンビアで行われた国際宝石学

会の報告とダイヤモンド鉱山の視察報告を大久保洋子氏に、又特別講師に石河通春氏を迎え宝

石業界を取り巻く世界情勢から、作家としての生き方、ハウスブランド構築、又個店として生

き残る手立てのヒントをお話し頂きたいと思っております。宝石が夢と希望、そして幸せを売

る存在という大きな意味を確認できるでしょう。年始のお忙しい時期とは存じますが皆様お誘

い合わせの上、是非ご参加ください。 

 

記 

 

◇ 日 時   平成３０年 1月１７日 水曜日 10：00～12：30 

◇ 会 場  「住友クラブ」大阪市西区江戸堀 1丁目 13番 10号 TEL：06-6443-1986  
地下鉄四ツ橋線「肥後橋」駅下車10号出口よりすぐ www.sumitomoclub.com 

 

◇ 会員研究   テーマ 『 ３Ｄジュエリー 』     
☆ 東川 千津子（ひがしがわ ちずこ）氏 Mille Rere代表 ３ＤジュエリーＣＡＤ 

ジュエリークリエイター  「子や孫にも受け継いでいきたいジュエリー作り」を目指して活動中。 
  

◇ 特別ゼミⅠ  テーマ 第 35 回国際宝石学会（I.G.C）及び鉱山視察報告 
☆ 大久保洋子(おおくぼ・ようこ)氏 ジェム Y.O代表 1970年全国宝石学協会 C.G取得、1972年 

F.G.A取得。1997年第 26回 I.G.C（ドイツ開催）～第 35回 I.G.C（ナミビア開催）出席。 

 

◇ 特別ゼミⅡ  テーマ 『 ハウスブランド ジュエリーの確立 』 
☆ 石河 通春（いしかわ みちはる）氏  (有)アトリエ・アル 代表  社寺、仏閣の彫

刻師を祖父に持つ。デザイナー、デザイン、スタジオ、工芸学校、洋裁学校等で助手をし

ながらインテリア、グラフィック、木材工芸、ファッション、七宝等を学ぶ。この間、コ

シノ･ジュンコ、コシノ･ヒロコを初め、日本レース、ナショナルブドーテックス、レプロ

ン、D.Sスタイル等のファッションショー、コマーシャルフォトの仕事をする。1967年ア

トリエ開設。ダイヤモンド・インターナショナルデザインコンテスト入賞。インターナシ

ョナル・パールデザインコンテスト入賞。プラチナデザインコンテスト等その他受賞歴多

数。 

 

◇ 会 費  一般：￥３，０００ （JSC 会員：￥２，０００）  
 

 

お申し込みは別紙をご利用になり、1／９(火)までにお済ませください。 

 

申      ma     ご質問・お問い合わせ ⇒ 世話人：松室明雄 まで  TEL：072-331-1500  gem@matsumuro.com 
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2           一般社団法人 日本宝石協会 

 

WEB申込フォーム、あるいはFAX申込書にて2018年1月９日（火）までにお申し込みください。 

【お申し込みの確定】はE-mail、またはFAXにてお知らせいたしますのでしばらくお待ちください。 

 

2018年 1月 17日 jsc 新春ゼミ、JGS 宝石シンポジウム、懇親会 WEB申込フォーム 

 

http://japangemsociety.org/sym13th-20180117/form.php 
 

上のURL、または右のQRコードからアクセスしてください。 

 

 

※インターネットをお使いでない方は、下の FAX申込書をご利用ください。 

 

2018年 1月 17日 jsc 新春ゼミ、JGS 宝石シンポジウム、懇親会 FAX申込書 

一般社団法人 日本宝石協会 事務局 行（FAX：０３－５８１２－４７８６） 

 
10:00 ～ 12:00 Jewellers’Study Club  2018新春ゼミナール 

 
13:30 ～ 17:00 

第 13回 JGS 宝石シンポジウム in 大阪 

「珊瑚 ～貴重なコレクションから～」 

 
17:30 ～  親睦会 

（   参加ご希望の項の左に○を書き入れてください） 

＊ 参加お申込は原則的に1法人あたり2名までとし、先着受付順とさせていただきます。 

 

参加希望者名 1.                 2.                

ローマ字 1.                 2.                

住 所：〒                               JGS会員様は省略可 

会社名：                            (JGS会員・一般 ←○で囲む)  

業 態： メーカー 卸 小売り 加工 デザイナー 鑑別 教育 貿易 その他 ←○で囲む 

TEL：                  ★FAX：                  

 FAX またはEmail Addressは、必ずご記入ください。 

★Email Address                ＠                        

★Emailアドレスは、添付ファイル（主にPDF）を受信できるものをご記入ください。 

 ※ JGSからのお知らせが届かないことでお申し込みのシンポジウムや勉強会にご参加いただけなくなる場合もございます 

ので、PDFなどのデータファイルを必ず受信できるEmail Addressをお書きください。 
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