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や伊弉冉尊をはじめとする神々
の集団は西アジア、イスラエル
からの渡来者である可能性が高
く、国生みに直接関わった伊弉
諾尊を一世とするならば、天照
日本書記や古事記などの史書
大神やスサノオは二世にあたりま
後にも先にも大蛇の由来に関
とは、その場所に神宝の一部が
には十握剣や八咫鏡、八坂瓊の
す。よって、史書に記されてい
するヒントが史書には見当たら
保管、埋蔵されたことを示唆し
NCJ109日本とユダヤの
ハーモニーから続く
勾玉など、様々な神宝について
る神々により作られた神宝とは、
ないため、剣の出自については
ている可能性があるからです。い
の記述が存在し、剣に関する話
列島内にて鋳られたものと考え
推測の域を出ません。しかしな
ずれにしても、神宝とは、古代よ
も少なくありません。日本書記
て間違いないでしょう。天照大
がら、大蛇の中に神宝が秘蔵さ
り神々の創出を象徴する大切な
では、伊弉諾尊が身につけてい
神が天の岩窟へ隠れた時も、天
れていたという内容の記述から
存在であったことがわかります。
た十握剣が、神宝に関する最初
照の怒りをおさめて赦しを請うた
察するに、大蛇とは移動が可能
神話で終わらない八岐大蛇の物語
の記述です。記紀の中には剣で
めに工芸人によって鏡が鋳造さ
な何らかの乗り物であり、そこ
数多い神宝の中でも特に知名
切ることにより神々が生まれると
れただけでなく、和弊
（にきて）
、
に収納庫が搭載されていたと考
度の高い草薙剣は、スサノオと八
いう内容が散見されることから
（倭文、しつ）
、神衣
（かむみ
えても何ら不思議はありません。 文布
岐大蛇の戦う物語の中に、登場
しても、剣は神を産むことさえ可
そ）
、八坂瓊の五百箇御統等が作
単なる推測のように聞こえます
します。スサノオは頭と尾が８つ
能とした力の象徴であったと考え
られています。例えば、この時
が、草薙剣を祀っていた著名な
られます。また一書
（あるふみ） ある大蛇と戦い、十握剣を抜い
に作られた太陽の形を象徴化し
神社が確かに存在すること、遠
て大蛇の尾を切り裂いた時、そ
には、伊弉諾尊が 3 人の御子を
た鏡こそ、後に天照大神の御神
い昔から実際に存在していたと
授かる際、白銅鏡
（ますみの鏡） の中から見つけたのが草薙剣で
体となる八咫鏡です。
しか考えられないほど多くの記
す。スサノオはそれを
「神の剣」 述と言い伝えが残されているこ
を左右の手に取られ、2 人の尊
このように人の手によって作ら
とみなし、天神に献上するのです。 と、盗難されて海外にまで持ち
が生まれたことが記載されてい
れた神宝の記述は史書に多くみら
単なる神話として、おとぎ話の
ます。国史の初めから剣と鏡は、
れますが、出自が全くわからない
出されようとした事件記録が残
ような取り扱いしか受けないこ
神聖なる家系のシンボルとなって
神宝も存在しました。古事記によ
されていること、宮中に八咫鏡
とが多い八岐大蛇の物語ですが、 と共に長年祀られていたこと等
いたのでしょう。
ると、十握剣を保有して記述の中
実際に起きた史実を象徴的にま
伊弉諾尊が御殿を淡路国に構
に登場する最初の神が伊弉諾尊
から察するに、草薙剣は実存す
とめて物語化した文献としても解
えて永眠された後、歴史の主人
です。腰に十握剣を帯びていた伊
る神宝であったに違いありませ
釈できます。もしかすると大蛇と
公はスサノオと天照大神に移り変
弉諾尊は、その剣をもって迦具土
ん。それ故、草薙剣の由来を告
は、前後に４対の櫂を装備したタ
わります。ここでも十握剣が登
げる八岐大蛇との戦いの物語も、 神の首を斬り、その血から建布都
ルシシ船のような巨大な舟を指
場し、加えて八尺瓊の五百箇御
神とも呼ばれた御雷之男神
（たけ
単なる神話ではなく、古代の史
し、その合わせて８対の櫂をもっ
統の記述も見られ、共に噛み砕
みかづちのかみ）等、多くの神々
実を象徴化して編纂し、わかり
て蛇の８つの頭と尾に例えたの
かれることにより、新たなる神々
が生まれています。しかしなが
やすい言葉で物語としたのでは
かもしれません。スサノオは海を
が生まれています。あるふみには
ら、伊弉諾尊が手にした十握剣
ないでしょうか。もし草薙剣の
司る神であっただけに、大陸よ
天照大神が九握剣や八握剣と呼
は、元来、どこで作られたものな
存在が事実とするならば、その
り到来したその外来船団と、真っ
ばれる複数の剣を帯びていたこ
出所を考えてみる必要があります。 のか、その正体は不明です。
向から勝負を挑んだのでしょう
とも記載されています。また、噛
出自の不明な神宝のもう一つ
草薙剣は出自はイスラエル神宝？
か。すると大蛇の尾から取り出
み砕かれた神宝は、天真名井と
の事例が、草薙剣です。伊弉諾
記紀に書かれている神宝の多
された草薙剣とは、船団を守護
呼ばれる場所にすすがれたこと
尊が所有していた十握剣と同じ
くは、天照大神の時代以降に
する
「神の璽」であったとも考え
は注目に値します。天真名井を
く、その出所は不明のままです
人の手で作られた神宝です。こ
られ、それをスサノオが発見して
地名とするならば、砕かれた神
が、どちらも歴史が古い剣と考
奪い取ったとも解釈できるのです。 れまで解説した通り、伊弉諾尊
宝が地に
「すすがれる」というこ
えられるだけに、外来の剣が列
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最終編

島内に持ち込まれたと考えるの
が自然ではないでしょうか。伊
弉諾尊の十握剣は史書に記載
されている中でも最古の剣です。
また、草薙剣は八岐大蛇の物語
で記されている通り、船尾とも
考えられる大蛇の尾に収蔵され、
神秘性に富む存在として史書に
謳われていることからしても、こ
れらの剣は伊弉諾尊の時代を
遡り、古くから大陸に由来する
宝剣であった可能性が高いので
す。すると、西アジアより渡来し
てきたイスラエル系移民の存在と、
その宗教的な背景との接点が見
えてくるだけでなく、これら神宝
の位置づけと、その取り扱いの
重要性が理解しやすくなり、歴
史のつじつまがかみ合ってきます。
伊弉諾尊の十握剣や草薙剣の出
自が、イスラエル神宝と関連して
いたという推測は、検討の余地
を十分に残しています。
草薙剣の名前は、日本武尊が
伊勢の倭姫から草薙剣を授かっ
た後、東征に赴き、野火の災難
に遭遇した際に草薙剣をもって
草を薙ぎ払い、窮地を脱っした
ことに由来すると語り継がれてき
ています。それが史実に基づく
ものであったとしても、更にもう
一つ、剣の名前の根拠がその言
葉自体に秘められているようです。
草薙は、クサ・ナギ
（kusanagi）という２つの日本語の発音
から成り立つ言葉です。まず、後
者の
「ナギ」は、ヘブライ語で王
（nagid、ナ
子を意味する
ギ）と考えられます。すると
「ク
サ・ナギ」とは、
「クサ王子」を意
味するヘブライ語になります。で
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は、
「クサ」は何を意味する言葉
草薙剣を御神体として、その神
「クッシ」が
「イサク」の逆読み
取神宮の基となる社を建立した
でしょうか。旧約聖書によると、 であるという解釈について、もう
霊である熱田大神が今日まで祀
のでしょう。古代、建国に絡む
イスラエルの族長であるアブラハ
られています。熱田神宮の由緒
一つの事例を見てみましょう。諏
スサノオと出雲、八岐大蛇伝説、
ムは神の命により、一人子のイサ
によれば、第 12 代景行天皇の
訪大社にはアブラハムとイサクの
そしてこの二神が全て剣というモ
クをモリヤ山にて捧げるため、剣
御代、日本武尊は神の剣を尾張
話と酷似した、子供を犠牲として
チーフに深く絡んでいたことは注
をもってイサクの命を絶とうとし
の火上山
（名古屋市近郊）に置い
捧げる言い伝えが古くから残さ
目に値します。
ました。神を疑うことのないそ
たまま遠征に出陣し、三重県で
れています。神官が人身供養とし
時が満ち、瓊瓊杵尊が高天
の信仰故に、アブラハムは
「信仰
亡くなられた後、お妃の宮簀媛命
て子供を捧げるその伝承は、ミ
原から日向の高千穂峰に天下
の父」と呼ばれるようになりまし
シャクジ信仰と深く関わっていま （みやすひめのみこと）が日本武
り、豊葦原瑞穂国の統治を授かっ
た。そのアブラハムの子、イサ
す。この
「ミシャクジ」の
「クジ」 尊を偲び、草薙剣を熱田の地で
た際、天照大神より草薙剣と八
クが
「クサ」と考えられるのです。 も、イサクの坂読みの可能性が
祀ったとのことです。
咫鏡、そして八坂瓊の勾玉が授
イサクという名前はヘブライ語で
スサノオが大蛇を退治して草薙
あります。
「ミシャ」はヘブライ語
けられました。神武天皇の時代
(yits-khawk、イッハク)
剣を八岐大蛇の尾から発見した
で守護、守りを意味する
になると、都が橿原に創建され、
と書きますが、右から左に読むヘ （Mishmar、ミシュマー) ではな
時から日本武尊が草薙剣を手に
皇居の正殿には
「天璽」
（あまつ
いでしょうか。その
「ミシュマル」 するまで、少なくとも7 世紀とい
ブライ語を逆さ読みすると「
、クッ
しるし）である剣と鏡が共に安置
の語尾に
「クジ」が付加されて
「ミ
ジ」
、
「クッシ」となります。ヘブ
う長い年月が経ちます。記紀や古
され、そこへ瓊玉や捧げもの供
シュマクジ」となり、そらが多少
ライ語の逆さ読みは事例が他に
語拾遺などの歴史書の記述を辿
えられて祝詞が奏上されるように
略称化されて
「ミシュクジ」と発
も多々存在し、特にその人物の
ることにより、その間、剣がどこ
なりました。古語拾遺には
「草薙
音されるようになったと考えら
正体を隠ぺいしたり、言葉の遊
に保管されていたのか、およその
神剣者、尤、是、天璽」と書かれ
れるのです。つまり、ミシャクジ、 見当をつけることができます。し
びとして用いられることが多かっ
ていることから、正殿に安置さ
「イサクの守り」
、 かし模造品が複数作られ、熱田
たようです。そして語尾に
「ナギ」 ミシュクジとは、
れた天璽の剣は、おそらく草薙
を足すと
「クッジナギ」
、
「クッシ 「イサクの守護」を意味する言葉
神宮から盗難された後、草薙剣
剣を意味したものであり、それが
であり、確かに神から守護されて
ナギ」となり、それが多少訛っ
の真相は混とんとし始め、歴史 「神物の霊しき験」として謳われ
いることを象徴する言葉であった
て
「クサナギ」と読まれるように
の中に埋もれていくことになりま
てきた由縁であると考えられます。
と考えられます。
なったのではないでしょうか。
す。草薙剣の軌跡を、史書の記
それから六世紀程の時を経た
草薙剣の出自がイスラエル神
すると、
「クサナギ」は
「クッシ
述から辿りながら、その歴史の
崇神天皇の御代では、大和国笠
宝であり、しかもそれが何と、イ
ナギ」
、つまり
「イサク王子」を意
流れの全体像を掴んでみましょう。 縫邑
（奈良県桜井市）に神籬が建
サクが神から守られたことを象徴
味する言葉となります。これは
日本書記によると、スサノオは
立され、そこに皇統の証であり、
するアブラハムの剣であったとす
草薙剣が、実はアブラハムがイ
草薙剣を見出した後、それを天
国家を統治する権威のシンボル
るならば、スサノオがその剣を見
サクを捧げる為に用いようとし
照大神に献上しています。その
として崇められてきた天照大神
て感動し、これぞ
「天璽」と、神
た、その大切な剣、そのもので
後、
「剣の神」とも言われる経津
の御神体である鏡と草薙剣が
剣を崇め祀った理由がわかります。 主神と武甕槌神が葦原中国を平
あった可能性さえも示唆していま
いったん遷されます。神宝の存
す。アブラハムは結果として神か
定する為に遣わされ、出雲の地
在は皇位の証拠となる唯一の璽
聖地を遷り巡る草薙剣の行方
ら止められ、我が子に手をかけ
にてスサノオの子孫にあたる大国
であり、長年、宮中にて祀られる
草薙剣の存在は数ある神宝の
ることなく、その後イサクはアブ
主
（大己貴神）の前で十握剣を逆
てきた為、重大な事態が生じて
中でも、スサノオが八岐大蛇から
ラハムの子孫として大いなる祝
さに突き立て、刀剣神の出現を
いたことがわかります。当時、大
取り出した
「神の剣」として、そ
福を受けました。それ故、アブ
誇示して国譲りを誓わせます。そ
陸より朝鮮半島を経由して大勢
ラハムの剣はイサクに引き継がれ、 の後、数多く存在する神宝の中
して二神は出雲国を基点として
の渡来者が列島に訪れ始め、日
でも八咫鏡と共に最重要視され
長年にわたり家宝として収蔵さ
対抗する勢力を誅伐し、本州を
本の歴史は大きな転換期を迎え
てきました。初代神武天皇が住
れた後、そのイスラエル神宝が
およそ東西にかけて平定しまし
ていました。列島各地で人口が
まわれた橿原皇居、及びその正
八岐大蛇と呼ばれる蛇を形どる
た。古語拾遺では、経津主神
急増し、新しい集落が随所に造
殿の造営だけでなく、石上神宮
巨舟の中に搭載されて日本に到
を香取神、武甕槌神は鹿島神と
成され、勢力構成が瞬く間に変
や伊勢神宮が建立される背景と
来したのでしょう。スサノオの攻
明記されていることから、二神
わる最中、これまでの平穏であっ
も深く関わり合いがある草薙剣
撃を受けて舟は破壊され、そこに
は熊野の諸手船をもって出雲ま
た社会が一変して、権力闘争
は、
「尾張の国、熱田神宮に在る」 で到来し、その後、東方は鹿島、 の坩堝へと突入し始めたのです。
「イサク王子の剣、すなわち草薙
と日本書記に明記されています。 香取までの平定を実現し、常陸
（クッシナギ）の剣が正体を現し
そして皇位継承の印である神宝
その記述の通り、熱田神宮では
たと考えられるのです。
の国では鹿島神宮、下総では香
も盗難の危機に直面し、略奪の
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製品は、世界中で高い評価を受けています。
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ŜʟˋʶĜʇ౿

Ŝఋćɾʁ˃ʢʛʠ
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Ŝဍ 56Ŀ ȯ :6Ŀ
āܼȧ 52dn
ŜʟˋʶĜʇ౿

¥ 38,800

Ⴈߓෟɤ
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skovby ダイニングチェア
¥ 35,800

¥ 39,800

RC15IV

RC27WH

RC35KH

Ŝဍ 86Ŀȯ :6.93Ŀ
āܼȧ 8:.221dn
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¥ 12,800

¥ 18,000

¥ 23,800
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BASIX ダイニングテーブルセット
ATD034 + ACD005 ¥ 25,800
ŜʞĜʮ˃ćဍ 291Ŀ ȯ 88Ŀ ܼȧ :1dn
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噂までが聞こえてきたのではな
いでしょうか。それ故、神の威
厳と管理責任問題を畏れた崇神
天皇は、長年、宮中にて祀られ
てきた神宝を大和国笠縫邑の山
中に隠し、その代わりに模造品
を宮中に保管することにしたの
です。模造品の制作は神宝が盗
難の危険にさらされ始めた結果
でもあり、盗賊の難から守るた
めには必要不可欠な手段でした。
また、宮内に安置された神宝の
模造品については
「護身用の御
璽」と位置づけ、後世においては
これら鏡と剣も、天皇に奉献す
る神の璽として用いられるように
なりました。こうして真の神宝は
大和国笠縫邑に遷され、同時に
宮中では模造品の御璽が祀られ、
更に八十万郡神を天社、国社で
祀ることにより、天皇は安堵した
と言われています。
垂仁天皇の御代に入ると、一
旦は静穏に見えた国内の情勢と
は裏腹に、海を渡った朝鮮半島
では任那と新羅の抗争が激化し、
その悪影響が国内にも及んで一
気に不穏な空気が漂い始めます。
そして天皇暗殺の謀反が狭穂彦
王によっておこされ、国内の政情
が極めて不安定になる最中、垂
仁天皇は皇女倭姫命に対して天
照大神を鎮め座す場所を新たに
探し出すことを命じます。直後、
倭姫はその聖地を探し求めて近
畿地方を中心として各地を巡行す
ることとなります。これが元伊勢
の由縁です。長い年月をかけて
神宝が移動し続けるということ
は、イスラエルの天幕が神と共に
移動し続けた出エジプトの史実
に類似するところがあり、それは
神宝の秘蔵場所を分からなくす
る手段であったとも考えられます。
倭姫は最終的に伊勢の国の
五十鈴の川上に辿り着き、そこ
に社殿が建てられただけでなく、

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

選べる 23 種類！ skovby ダイニングチェア張地オーダー

ご注文・お問合せは、WEBサイト・電話・ファックスから

椅子デザイン・木枠・張地をお客様のお好みに合わせてカスタマイズ！無料お見積もりはファニチャーハウス WEB サイトから

-2-

www.furniturehouse.co.jp

TEL：0476-24-5111
FAX：0476-24-5112

営業時間

平日 10:00〜19:00
土曜 12:00〜17:00

送料・お支払い方法・発送時期などについては、お問い合わせください。
お客様のご都合によるキャンセル・返品は承っておりません。
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神に仕える斎宮も造営されまし
が抜本的に見直されることとなっ
た。この時代から、弓や矢、刀
たのは言うまでもありません。
剣を用いたお祭りが始まったこと
その後、草薙剣は熱田神宮に
は注目に値します。それは神宝を
安置されたまま守られたか、レプ
必ず護衛し、それを天命とする気
リカが作られて本物とすり替えら
迫の表れとも言えるでしょう。そ
れたか、どこか人気のないところ
して天照大神が祀られた伊勢神
へ隠されてしまったのか、今もっ
宮では草薙剣も奉還され、共に
てその収蔵場所は定かではあり
祀られることとなりました。そし
ません。鎌倉時代の史書、吾妻
て景行天皇の在位中、日本武尊
鏡に記されているように、壇ノ浦
により熊襲の征伐が行われます。 の戦いにおける平家滅亡の折に
その後、日本武尊は天皇から東
紛失してしまったいう説もありま
方 12 国の征伐を命じられ、東
すが、それが本物の草薙剣であっ
征に赴くことになります。その時、 たどうかさえ、知る由がありませ
日本武尊は激怒して嘆いたと古
ん。しかしながら、草薙剣は西
事記に記されているほど、事態
アジアに由来する古代の神宝で
は深刻でした。それを見かねた
あり、そう簡単に失われることは
倭姫は究極の決断として、伊勢で
ないはずです。
「神の剣」である
祀られていた草薙剣を日本武尊
だけに、二度と盗賊の被害など
に託したのです。これは日本武
にあうことがないよう、古代の
尊に対する信頼だけでなく、国
英知を尽くして安置する場所が探
家の危機がいかに重大であった
し出され、後世への証として時が
かを物語っています。その後、日
来るまで、日本列島のどこかに秘
本武尊は不慮の死を遂げるもの
蔵されていると考えたいものです。
の、草薙剣は熱田にて篤く祀ら
熱田神宮は、その草薙剣が収蔵
れることとなりました。
された聖地として、今日も人々の
それから五世紀以上も月日が
篤い信仰を集めています。
流れた天智七年、668 年、新羅
レイライン上に見出された熱田神宮
の僧、沙門道行が熱田神宮から
ところで何故、名古屋近郊の
草薙剣を盗難するという事態が
熱田という場所に神宝が収蔵さ
発生します。日本書記には、
「沙
れ、そこに熱田神宮が建立され
門道行、草薙剣を盗み新羅に逃
たのでしょうか。古代レイライン
げ行く」と記載されていること
を構成する拠点の中でも剣に関
からしても、朝鮮半島からの盗
わる場所を選別し、それらを紐
賊であったことがわかります。し
かしながら、
「中路に雨風あびて、 づけた線引きをすることにより、
尾張の国、熱田に草薙剣を宝蔵
荒迷いて帰る」と史書に記載され
する場所がピンポイントで特定
ている通り舟は難破し、神宝は
された根拠が見えてきます。
海外に持ち運ばれることなく列
熱田神宮のレイラインを神剣
島内にとどまりました。その後一
に結び付けて考える際、最初に
時は宮中に保管されるも天武天
業務拡張につき
業務拡
務 拡張につ
務拡
張に
張につき
につきス
スタッフ大募集
スタ
タッ
ッフ
フ大
大募
募集
思い浮かぶ拠点が、イスラエル神
皇は病に倒れ、これを神の祟り
宝の聖地エルサレムと同緯度に
として 688 年、盗難されてから
あるヒラバイ山です。大陸より持
20 年後、草薙剣は再び熱田神宮
ち込まれたと考えられる古代の
に戻されました。これらの事件
神宝だけに、そのルーツが西ア
を機に、神宝の奇しき霊検の力
ジアのイスラエルにあると想定
が再認知され、神宝の管理体制

し、エルサレムに紐づけられた中
甑島のヒラバイ山を、熱田神宮レ
イラインの基点とする訳です。ヒ
ラバイ山のレイラインは淡路島の
神籬石から諏訪大社、そして富
士山から鹿島神宮へと繋がるだ
けでなく、石鎚山と高千穂神社
も結んでいます。いずれもが神宝
に絡む重要な聖地であるだけに、
それらに紐づけられた神宝に纏
わる場所として、熱田神宮の場所
が厳選されたことがわかります。
次の拠点として考えられるのが
四国剣山です。国生み、伊弉諾
尊の時代から淡路島より遠くに
見える最高峰の山として、霊山と
しての地位を不動のものとしたと
考えられる剣山は、古代の民に
とって神宝を祀り崇める比類なき
聖山だったのです。山の名前に
いつしか剣の漢字があてられた
のも、神剣との関わり合いを示
唆する為だったのかもしれません。
その剣山とヒラバイ山を結ぶこと
により、草薙剣という神璽を取り
扱うにふさわしいレイラインの基
準線が浮かび上がってきます。
まず、ヒラバイ山と剣山を結ぶ
線を引き、尾張の国にむけて北
東方向に伸ばします。次にその
線上の位置をピンポイントで定
める為に、伊勢神宮の元宮であ
る伊雑宮に注目します。既に垂
仁天皇の時代では多くの元伊勢
を経て、天照大神の社殿が伊勢
の国、五十鈴の川上に建立され
ました。そして斎宮も造営され、
倭姫を中心として天つ神、国つ
神を祭る重要な神社となっていた
のが伊勢です。草薙剣は宮中に
て何世紀も共に八咫鏡と祀られ、
そして倭姫により、いったんは伊
勢に遷されてきたのです。伊勢
は八咫鏡が宝蔵される聖地とし
て名高く、長年、共に祀られて
いた草薙剣を伊勢に紐づけるこ
とは重要です。そこで伊勢の元

身御供に類似しています。ミシャ
クジの語源はヘブライ語のミ・イ
サク・チに基づき、ミは
「～から」
を意味することから
「ミイサク」と
は
「イサクから」
、
「イサク一族」
という説もありますが、
「イサク
の守り」を意味する
「ミシュマー・
クジ」が、その語源である可能性
が高いと考えられます。いずれに
しても、剣による人身御供の対
象となった主人公はイサクであり、
剣の取り扱いが極めて重要であっ
たことがわかります。また、アブ
ラハムがイサクを捧げようとした
場所はモリヤ山ですが、諏訪大社
の裏山も、同じ名前の守屋山で
す。守屋山の麓にある守屋神社
では、剣が宝蔵されていたとい
う伝承が残されているだけでな
く、神社本殿の裏方には剣の収
蔵庫の跡と思われる石棺が今日
でも祀られています。そして山頂
の東峰には磐座を伴う奥宮があ
り、山自体が御神体であるとも
語り継がれています。
もう一つの重要なヒラバイ山
のレイラインが、富士山を介して
鹿島神宮と繋ぐ線です。剣の神
である武甕槌大神が主祭神であ
る鹿島神宮は、香取神宮と共に、
剣に関わる重要な聖地として不
動の位置を占めています。更にヒ
ラバイ山は石鎚山とも紐づけら
れ、その線上には高千穂神社の
剣に絡むヒラバイ山のレイライン
存在が浮かびあがります。そして、
ヒラバイ山のレイラインは、剣
これらのヒラバイ山に絡むレイラ
山と熱田神宮を結ぶことだけに
イン上の拠点は、いずれも神宝
止まりません。ヒラバイ山からは、 に絡む重要な聖地であることか
日本列島を縦断する幾つもの大
ら、エルサレム神殿との繋がり
事な古代レイラインが存在します。 が思い起こされるのです。熱田
その中心線の一つが、ヒラバイ
神宮は、草薙剣を宝蔵するにふ
山と淡路島の神籬石、諏訪大社
さわしく、エルサレムにも繋がる
を結ぶレイラインです。前述した
レイライン上に特定された聖地
とおり、諏訪大社にはミシャクジ
だったのです。 （文・中島尚彦）
の伝承があり、その儀式は旧約
連載中の歴史コラムは随時更新して
http://www.historyjp.com/
聖書創世記の記述にある、アブ
に掲載しています。是非、
ご覧下さい。
ラハムによるわが子、イサクの人
宮であり、的矢湾に面した初代
の聖地である伊雑宮を基点とし、
そこから真東に向かうと的矢湾
の北方、管崎の岬にあたります。
その伊雑宮と同緯度の紀伊半島
の沿岸にあたる地点から、次に
真北の方向に線を引きます。そ
の南北に引かれた線と、ヒラバイ
山と剣山を結ぶ線が交差する地
点が重要なレイラインの交差点
になります。そこに熱田神宮が
建立されました。
熱田神宮はエルサレム紐づく
ヒラバイ山と剣山、そして伊雑宮
を結ぶレイライン上に建立され、
それらの地の力を引き継ぐシン
ボルとして選ばれた聖地だったの
です。古代の英知を結集して神
宝に関わる聖なる拠点が紐づけ
られたレイラインの交差点を特
定し、そこに神璽、草薙剣を宝
蔵するという戦略的思考を追求
した結果、見出された聖なる拠
点が熱田です。比類なき神宝を
収めるにふさわしい地の利に恵
まれた新たなる聖地が、レイライ
ンを用いてピンポイントに定めら
れたのです。熱田神宮が確かに
レイライン上にて複数の聖地と結
び付いていることは、熱田神宮の
レイラインを構成する根幹となる、
ヒラバイ山のレイラインを検証す
ることにより、明確になります。

業務拡張につきスタッフ大募集
ココから明日へステップ！

ココから明日へステップ！

業務拡張につきスタッフ大募集

①インフラエンジニア（正社員のみ）
PC 環境セットアップ、社内サーバ設定、運用保守をします。
インフラ関連業務経験者歓迎します。
正社員 年棒

350〜600万円

②通販電話オペレーター
電話・メール・FAX による注文・問合せに対応します

17.6〜23万円

正社員 月給

1000 円〜

パート 時給

③音楽機器販売スタッフ
ショールームでの接客、注文・問合せに対応します

17.6〜25万円

正社員 月給

1000 円〜

パート 時給

④技術・修理スタッフ
音響機器・照明機器の修理及びメンテナンスをします。
実務経験がなくても機械いじりが好きな方、大歓迎！
リペアー経験者は優遇。何でも一緒に直しましょう！

17.6〜38万円

正社員 月給

1000 円〜

パート 時給

［時間］平日9：00〜19：00
土曜11：00〜17：00（休憩 1H）
※早出、残業、休日出勤有 ※パートは1日6時間より応相談
［休日］日祝日、隔週土曜、年末年始休暇、有給休暇
［待遇］正 パ 社保完備、年 2 回賞与、天然温泉無料優待、
海外研修、記念日優待、TOEIC 受験支援制度 他
正 社宅あり（独身・家族用）

営業・物流スタッフ一同

国内最大規模の楽器・音響機器販売会社
株式
会社

お問合せ（担当：採用係）

●詳細／応募は WEB サイトをご覧ください

job@soundhouse.co.jp

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3（野毛平工業団地内）

0476-89-1777
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http://guide.soundhouse.co.jp/kaisya/recruit.asp
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クラシックプロ 商品 ID:25720

持ち運びラクラクな
コンパクトセットも
オススメ！

クア
ル
ヴィ

ʍĜ
ʷʅ
＋
Ĝ
Ĝʃ
ʑʬ
＋
ī
Ī2Ⴈ
ʶɼʇ
講演会やイベント、
ステージ用途に最適!

カリフォルニアのおいしい水 アクアヴィル

ベリンガー

ミキサー、スピーカー、ケーブル等を1つに収納可能。
コンパクトで軽量
（12kg）
、移動も簡単です！ ＊マイク1本付属

EPA150 25,800 円

10
月31日までの限定特価
10月31日までの限定特価
500㎖ボトル 24 本入
5

商品 ID:152428 送料無料

1ケース

ワイヤレスマイクセット

送料込

※

クラシックプロ

スピーカーケーブル＆
マイクケーブル付属！

CWM801S PLUS

箱を開けてセッティングすれば、
すぐに音出し可能。マイクは
合計 4 本まで接続可能です！

送信機内蔵・高音質マイクと受信機のセット！

23,800 円

2-191ܟ
2ケース
（送料込※）2-891ܟ

27,800円

※一部離島を除く

株式会社サウンドハウス

お手頃な価格でお届けします。

〒286-0825千葉県成田市新泉14-3（野毛平工業団地内）

◀携帯でのご注文はこちら

w w w. s o u n d h o u s e . c o . j p

ʭɻʛʠʥʑʧɾʑ

TEL:0476-89-1111 / FAX:0476-89-2222
ショールームでお待ちしています！

サウンドハウス

഼ɅɜఋęଲവȢɀȞɘȳĊ

R408
寺台インター
至
千
R51
葉 R295

セブン
イレブン

野毛平工業団地入り口

至
香
取

《営業時間》
平日 10:00〜19:00
土曜 12:00〜17:00
日曜／祝日 休業

7
(
/



秋深まる、大人の極上リゾートへ
589ܟ
ɺʇɺˌɻ˃

全
国
ト
ッ
プ

500㎖×24本

20

ラ
ン
ク
入
り

全国どこでも送料込
898円で配達します

段々と色づく山里を眺めながら、天然温泉で
ゆったりと贅沢な時間をお過ごしください

天然シマアジの
刺身
1,200円

三陸産 生牡蠣
ポン酢、もみじおろし

カワハギの薄造り …………………900円
タコブツ……………………………600円

（三杯）

……1,200円

＊入荷される魚は日々異なります。あらかじめご了承ください。

秋薫るやすらぎの露天風呂

広大な景色を一望できる展望ロビー

大好評！

あじ彩オリジナル
季節のピザ
……………… 800円
きのこサラダ… 700円

w w w.yamatonoy u.com
UFM

0476 -28-8111

日本シティジャーナルをご覧いただきありがとうございます。
本紙のバックナンバーは WEB サイトにてすべてご覧頂けます。
連載中の歴史に関するコラムは最新情報に随時更新して
スペシャルサイト「日本とユダヤのハーモニー」にまとめて
あります。ご意見・ご要望等をお待ちしております、FAX や
ホームページからお寄せ下さい。

日 本 シ テ ィ ジ ャ ー ナ ル ：http://www.nihoncity.com/
日本とユダヤのハーモニー：http://www.historyjp.com/

♦ボディ……………（30分）3,200円〜
♦フット……………（15分）1,800円〜

寿司バー

♦アロマ……………（30分）4,000円〜
♦フェイシャル ……（30分）3,500円〜

にぎり山之辺
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フィットネス 最新設備の整ったジムとプールで心身ともに健康に
ジム
♦ジム…… 新 1,000円
1
♦ジム＋プール …… 新 2,000円
2

… 700円
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編集後記

WEB サイト案内

アロマ・ボディなど一流施術師のケアでリラックス

案内看板

◀安食

★

◀我孫子方面
◀安食

18

成田安食バイパス
坂田ヶ池
●

松崎街道

体操王国日本。近頃特に男子選手の活躍が
メディアで注目を集めています。中でも若手の
ホープ、白井選手への期待は極めて高く、驚嘆
すべきは 彼の 試合 に臨 む 姿 勢と度 胸 です。
初めての大舞台に立っても、
「全く緊張しません
でした」
「楽しい」
、
という言葉が自然に飛び出し、
いざという時に自分の実力をフルに発揮できる
のです。これまでの本番に弱い日本選 手の
イメージは全くありません。本番に強い、真の
実力者が若者の中から続々と登場し、世界に
その名を轟かすことを期待します。日本の復活です。

-4-

●サンクス

408

●イオン成田

成田空港▶

上福田交差点 18 土屋交差点

下総松崎 JR成田線

NCJ 編集長

市街地▶

成田方面▶

中島 尚彦

1957 年 東 京 生 ま れ。14 歳 で
米国に単身テニス留学。ウォートン
ビジネススクール卒 業 後、ロス
アンジェルスにて不動産デベロッ
パーとして起業、ビジネス最前線で
活 躍 す る。1990 年 に 帰 国 後、
成田にサウンドハウスを立ち上げる。
現在ハウスホールディングス代表、
日本シティジ ャーナル編集長を
兼 務。趣 味はアイスホッケーと
読書、ここ数年は「日本とユダヤの
ハーモニー」の執筆に勤しむ。

JR 成田駅から1駅の
下総松崎駅から徒歩20分
房総風土記の丘・
坂田ヶ池公園に隣接。
大駐車場完備

