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修験道者と宮古島霊能者による一大コラボが実現

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

宮古島の聖地から世界平和を祈る
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ハーモニーから続く

修験道者と宮古島霊能者による一大コラボが実現
　宗教の自由を重んじる日本
では、全国各地で多くの人が
様々な信仰生活を送っています。
中でも琉球諸島は宗教色の大
変強い地域であり、古代より
伝承されてきた宗教関連の祀
りごとや風習の多くが、今日ま
で固く守られ続けています。そ
の琉球の南方に浮かぶ宮古島
の砂山ビーチ近郊にて、2017
年 5月27日の昼過ぎ、「宮古
島 INORIE 555」という極め
て珍しい聖会が開催されまし
た。世界平和は人類の願いで
あることから、聖会のテーマは
「世界の平和と地球の調和、ま
た宇宙の融和」と提言され、
参加者皆が心を一つにして、家
庭や地域、国家、そして世界
平和のために祈りを捧げること
になったのです。
　その聖会を導く祭祀者と大導
師の名前に注目が集まりました。
それはかつてない、新しい試み
の始まりだったからです。まず、
INORIEの祈祷を導く祭祀者は、
宮古島の霊能者、カンカカリャー
として知られる根間ツル子氏でし
た。宮古諸島では古代より神懸
かり体験を経たカンカカリャー
と呼ばれる女性霊能者が、地域
の住民に対してアドバイザー的
な役割を果たしてきました。そ

のカンカカリャーとして、宮古島
でも最後の一人になるのではと
噂されているのが根間氏であり、
その地元、宮古島にて祈りの会
が開催されることになったのです。
　この祈りの会の主旨に賛同し、
協力を約束してくださったのが、
世界遺産に指定された「紀伊山
地の霊場と参詣道」の一部を構
成する吉野山の金峯山寺にて住
職を務められている方々でした。
数年前、根間氏が体調を崩し、
入院された際、ふとしたきっか
けで金峯山寺の住職との出会い
があり、その繋がりからこの度、
住職が大導師として祝詞をあげ
るだけでなく、護摩木法要を催
行する役もかってでられたのです。
こうして全国各地を行脚する傍ら、
奈良県吉野の金峯山寺から住職
の方々が宮古島まで旅してきて
くださることになりました。そし
て前例のないコラボの試みの
ニュースは瞬く間に宮古島を愛
する信仰者の間で広がり、祈り
の会に大きな期待が寄せられる
とともに、全国から多くの方々
が参加の意向を表明しました。
　INORIE聖会の原点には、神
様と仏様、双方が大切であり、
皆の祈りが大事であるという根
間氏の信念が息吹いています。
よって、神道や仏教、修験道も

含め、如何なる道に精進する者
であっても、皆が思いを一つに
して祈ることが重要視されたの
です。しかも、その祈りを宮古
島の古代聖地にて捧げることに
より、祈りが天に届くことが期
待されたのです。そして根間氏
は天から「三位一体」という言葉
を事前に授かったことを証され、
そのテーマを念頭に、祈りに専
念することとなりました。
　霊能を極めた宮古の女性祭祀
者と、遠く離れた奈良の吉野に
て修験道を精進してきた住職ら
が共に力を合わせて祈りと浄め
の聖会を宮古島にて実現するた
めには、様々なハードルを乗り
越えなければならなかったこと
でしょう。そして運命の時が到
来し、多くの賛同者の理解と協
力を得ながら、日本列島のほぼ
最南端に浮かぶ宮古島にて、宗
派を問わない祈りの会 INORIE
が無事、開催されたのです。世
界平和に対する人々の熱い思い
が、宮古島の海辺から天に向け
て祈られることとなりました。

琉球、宮古島の霊能者とは

　今一度、女性霊能者が古代
より存在してきたことで知られ
る琉球、及び宮古島の背景に
ついて考えてみましょう。古代、

中国では大陸よ
り東方に浮かぶ
島々を、台湾も
含めて琉球と呼
んでいました。
今日、日本では
沖縄諸島以南の
日本列島に含ま
れる島々や、沖
縄のことを琉球
と言うことが多
いようです。その琉球の中でも、
沖縄本島より南西300㎞ほど
に位置するのが宮古島です。宮
古島から西方へ向かい60㎞弱
の多良間島までに浮かぶ、合わ
せて8つの宮古島に隣接する
島々を宮古列島と呼びます。ま
た、宮古列島より以西、石垣島
から台湾近くの与那国島までの
八重山諸島と宮古列島を合わ
せ、時には尖閣諸島も含めて先
島諸島と呼びます。
　琉球は日本国内でも、土着の
民間宗教が古代より最も強く根
付いている地域として知られて
います。その宗教は地域の文化
と生活そのものに密着してきた
ことから、時には琉球神道とも
言われています。島々の随所に
は、古代より御嶽（うたき）と呼
ばれる祈りの場が設けられ、今
日まで大切に保護されてきた御
嶽も多数存在します。古代より
宗教儀式が執り行われてきたそ
れらの霊場を訪れるだけで、琉
球に住む人々の信仰生活の在り
方を垣間見ることができます。

　先島諸島の島々を旅すると、
その最西端にある与那国島か
ら最東端の宮古島に向かうにつ
れて、宗教文化の度合いが増し
加わってくることがわかります。
のどかな牧場にて馬が放し飼い
にされている光景が目に映る与
那国島では、土着した宗教の存
在を目にする機会はあまりあり
ません。ところが、そこから東
方に向かい石垣島に到達すると、
御神崎（おがんざき）の磐座が
存在感を示し、島の随所にて
宗教色を感じるようになります。
さらに東に海を渡ると宮古島に
到達し、そこでは伝統的宗教観
が頂点を極めたと言っても過言
でないほど、琉球諸島の中でも、
最も根強い民間宗教が古くから
息吹いていたのです。
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　例えば、古代より人々が聖域
に祀られた神に祈りを捧げ、先
祖の魂を供養した御嶽や、井泉
（ガー）、龍宮（海の入口）など
の聖域は、面積が 200㎢ほど
しかない宮古島だけで、少なく
とも 230 か所も存在します。
つまり宮古島では、1㎢あたり、
1か所以上の聖地が存在する
のです。宮古諸島の他の島々
に存在する聖域は、合わせて
も40か所少々しか知られてい
ないことから、いかに宮古島
の存在が聖域と深く結び付い
ていたかがわかります。
　これら御嶽などの聖域で祈り
を捧げてきたのが、宮古島では
神女（カミンチュ、シンニョ）、
沖縄本島ではノロ（祝女）と呼
ばれる、地域の女性や住民から
選ばれた人達です。共同体の神
事や祭事もつかさどり、神 と々
人間との仲介を執り成す神女は、
従来、祭祀の家系によって世襲
的に継承されることが多く、宮
古島ではツカサ、サスとも称さ
れています。地域の祭祀活動を
執り行う神女以外に、琉球には
巫女として知られる女性預言者
も存在します。神女の中でも神
懸かり的な様相が濃い霊能者は
ユーザス、沖縄本島では「ユタ」
と呼ばれ、宮古島では「カンカ
カリャー」として知られています。
　神女の本質は霊の支配と
メッセージの伝授に象徴され、
宮古島の狩俣ウヤガン祭りの
ように、神が乗り移って人間が
神と一つになるという不思議な
現象がおきる祭も存在します。
そして神ダーリと呼ばれる神懸
かり的な憑依によって培われた
霊能力は、知られざる神言葉
や神歌を語り告げるだけでなく、
エクスタシーの最中に与えられ
るビジョンや幻などの霊体験へ
と発展していくこともあるよう
です。一見、信じがたいような
話ですが、数々の預言の成就を
もって、それが偽りでないこと
が庶民の体験談や証言からも
明らかにされるにつれ、神女の
権威と職能が次第に認知され
るようになったのです。
　宮古島の「カンカカリャー」は、
そのほとんどが女性であり、
シャーマンと同様の存在と言え
るでしょう。女性霊能者は65
歳から90歳までの高齢者が多
く、市内に居住しながら、家の
神棚に供え物や祭器を飾り、そ
こで祈りを捧げています。そし
て、地域において庶民にアドバ
イスを与える存在となり、わず
かな香代のみで干支を開いて線

香占いをしたり、祈りの中で得
たひらめきを周囲の人々に伝え、
特に不治の病や、子供の問題、
商売の失敗など、現実的な庶
民の問題に対して、具体的な救
済策を提言するような機会も少
なくありません。また、判事や
地域の政治、神事にも大きな影
響を及ぼすこともありました。
こうして宮古島では霊感を持つ
「カンカカリャー」は神の言葉を
伝える存在として、古くから親
しまれてきたのです。
　琉球では古くから「カンカカ
リャー」のような霊能者は、「ツ
ヅの指導のまま、神の言うまま」
に語ることが、使命として求め
られてきました。島々には古代
から石に対する信仰が伝承され
ており、人の魂や神が石に宿る
と信じられてきました。よって
今日でも、島々の随所に神の石
が聖域の中に存在します。この
磐座とも呼ばれる石は、古代イ
スラエルでも神と呼ばれること
がありました。ヘブライ語で、
「ツ」は石を意味し、時には神と
考えられています。よって「ツヅ」
は、「神 」々を意味しています。
遠い昔、イスラエルから渡来し
た多くの民は、琉球を経由して
日本列島を訪れたと考えられる
ことから、琉球で語り継がれて
きた「ツヅの指導」とは「神々の
教え」を意味していたのでしょ
う。神々が語るままに、人々に
伝えることが、霊能者の職務で
もあり、特権でもあったのです。
　しかしながら、少子高齢化
の波は琉球をも襲い、今や村
の祭祀を支えてきた「カンカカ
リャー」やユタなどの霊能者ら
神女もみな高齢化し、後継ぎ
がないまま、自らの代で祭祀活
動が終わらざるをえない状況
に陥っています。そして宮古島
を含む多くの琉球諸島では、開
発が無雑作に進むあまり、古代
聖地が失われ続けてきました。
後継者が不在の祭祀活動の現
実が明らかになるとともに、宮
古、そして琉球の精神文化が大
きく崩れていく危機を覚えてい
る人は少なくありません。日本
の古代ルーツを担う重要な位置
を占めてきた琉球、そして宮古
島だけに、霊能者である根間
氏は平和を祈願するとともに、
聖域の保護と祈りの文化の継
承を訴え続けてきました。祈ら
ずして世界平和はなく、日本国
家、宮古島の未来はない、と
いう信念があったからこそ、今
回 INORIEの主旨に多くの方
が賛同し、金峯山寺の修験道
者も心を共にすることができた
のではないでしょうか。

カンカカリャー根間ツル子

　今回の聖会を祭祀者として導
く役を担った根間ツル子氏は、
昭和 46 年、マサイカンカカ

リャー（優れた信仰の巫女）と
して激しい神懸かりを経験し、
それから5年の歳月をかけて、
過酷な試練を乗り越え、カンカ
カリャーとなるべく生まれ変
わったと言われています。大変
貧しい家庭に生まれ、幼少時の
病気や拒食、不眠、痛みなどを
伴う大病を患い続けましたが、
ある日、神託により世に役立て
んと神ダーリの霊的体験を経て、
健康を取り戻したのです。そし
て孤独の苦しみや修行を通じ、
様々な家庭問題に関わる精神
的な悩みをも乗り越え、今日に
至っています。
　根間ツル子氏が一躍有名に
なった事件が昭和46年におき
ました。当時、宮古島は本土に
復帰した直後から始まったリ
ゾート開発の結果、短期間で
樹木が伐採され、島の緑は半
減していました。そして島内に
ある数々の御嶽、小し（示＋
司）、井泉（ガー）などの聖地が
破壊され続けたのです。その実
態を嘆き、カンカカリャー、ツ
カサ、ユーザスの神女が声を上
げ始めた矢先、神の島である宮
古島を守るためでしょうか、根
間氏に神ダーリが乗り移り、工
事で埋め立てられてしまった井
泉（ガー）を「掘り返せ、掘り返
せ」と半狂乱に叫び続けたので
す。また、乗り移った神は、「駐
車場建設を取り止めないと、津
波を起こすぞ、飢饉を起こすぞ」
と大声で警告し、実際に1971
年、その年に 3か月もの間、
雨が降らずに深刻な水不足に
なったことから、宮古市は建設
の断念を余儀なくさせられたの
です。こうして根間氏の名は、
事件直後から世間に知れ渡る
ようになりました。
　長年にわたる無謀なまでの島
の開発により、島の守り神の存
在が危うくなり、日本国家その
ものが危機に面していることを、
今日、根間ツル子氏は危惧して
います。そのため、島の自然を
守り、聖域を大切にして神を敬
う信仰心の復興を訴え続けてい
ます。根間ツル子氏の自宅の居
間に入ると、神棚の背後には八
幡大神、天照皇大神、春日大
神という3神の名前が大きく書
かれた掛け軸が目に映ります。
魂の輪廻を信じ、天界と地上界
のつながりをもって霊が働きか
けていることを、自らの体験を
もって知り尽くしているからこそ、
先祖の霊も大切に祀ることを心
がけているのでしょう。そして
先祖がやり残したこと、やり損
なったことを成し遂げるために
生まれ変わってきた自分がいる、
という信条のもとに、根間氏は
生きている間、人助けのために、
そして国家や、世界平和のため
に尽くし続けています。
　一見、新興宗教の教祖のよ

うな側面がありそうですが、実
際は全くかけ離れた存在です。
根本的な相違点は、根間ツル
子氏の生きざまそのものに、
お金や権力、ステータスに対
する願望がみじんも見られない
ということです。よって、今もっ
て宮古市街の一角に佇む古屋
にひっそりとお住まいになり、
一見貧しそうにも見られかねな
いほどの素朴な生活をしていま
す。お金や権力の誘惑に打ち
勝ち、ひたすら霊の導きによる
メッセージを語り告げ、信仰を
お金もうけの道具には絶対し
ないという信念を貫いてきたか
らこそ、悪の力に打ち勝ち、人々
に幸せをもたらすことのできる
カンカカリャーとして、その使
命を達成することができたの
でしょう。まだまだやるべきこ
とが残っているという使命感を
語られている根間ツル子氏であ
り、ご高齢になられたこれから
も、宮古のため、そして日本と
世界平和のため、今後も活躍
されることでしょう。

金峯山寺の修験道とは

　カンカカリャーの根間ツル子
氏と共に心を一つにして、宮古
島で祈りを捧げようと、奈良県
の吉野から INORIEの聖会に
参加することを決めたのが、修
験道の総本山としても知られる
金峯山寺の住職です。金峯山
寺が建立された吉野の地域は
世界遺産に指定されている「紀
伊山地の霊場と参詣道」の一角
でもあり、多くの参拝者が訪れ
る著名な寺です。今一度、金峯
山寺の歴史的背景に目をとめ、
その影響力と素晴らしい宗教
観について学んでみましょう。
　奈良県の南方には吉野と呼
ばれる美しい山岳地帯が続き
ます。古代では大和国の一部
を占め、吉野から大峰に至る
山岳は金峯山とも呼ばれてい
ます。山上ケ岳を含む大峰は奥
吉野とも呼ばれ、熊野へと連
なる険しい山道が存在するこ
とから、長年にわたり修験道
者に魂の訓練の場所を提供し
てきました。こうして金峯山は
修験道のメッカとして、金の御
岳（みたけ）としても知られる

ようになったのです。その金峯
山の中心に建立されたのが金
峯山寺です。吉野のシンボルと
して不動の位置を占める金峯
山寺こそ、世界遺産にも名を連
ねる修験道の根本道場です。
　金峯山寺の歴史は1300年
以上も遡る7世紀の後半、役
行者（えんのぎょうじゃ）が吉野
山で修行し、金峯山寺を建立し
たのがその始まりであると伝え
られています。今日、境内に見
られる本堂、蔵王堂は16世紀
末に再建築されたものであり、
秘仏本尊蔵王権現など、多くの
尊像が安置されています。その
金峯山寺を総本山として、厳し
い修行を通じて霊の力を体得す
る道を説くのが修験道です。日
本古来の山岳信仰に、神道や
仏教の要素が多分に取り込まれ
た修験道では、大自然の中で心
身共に清め鍛えるという実践主
義を貫いています。そして修行
者は役行者の教えを守り通し、
菩提心に近づくことを願い求め
ます。特筆すべきは修験道が在
家主義を掲げていることです。
つまり出家はせず、在家の生活
を保ちながら修験道の道に励
み、自らを磨き上げていくこと
を教えているのです。
　金峯山寺の修験道では、祈
りが重要視されているのは言う
までもありません。祈りなくし
ては、霊の目覚めもなく、霊性
を高めることもできないからで
す。また、御本尊や神が降臨
される箇所に壇を設け、そこに
火を焚いて神仏が降臨すること
を念じながら祈る護摩供も執
り行われています。護摩の原語
はサンスクリット語で「物を焼
く」ことを意味し、そのルーツ
はペルシアの密教とも言われて
います。金峯山寺の護摩供の
祈りでは、願いごとを護摩木に
書き、それを燃やしながら、神
仏の知恵の象徴である護摩供
の炎により叶えてもらうことを
祈り求めます。連日、連夜、護
摩を焚き続けることもあり、行
者の修行においては火傷をす
るほど壇の周囲は熱されること
がありますが、その炎の熱を耐
え、いつしか苦にしなくなるま
で鍛錬を続けるのが修験道者

2017年（平成29年）6月17日発行　第178刊　毎月第3土曜日発行　購読無料

-3--2-

宮古島の美しい海岸

金峯山寺の本堂



の通る道なのです。
　修験道の行者は山伏と呼ば
れ、その頭には兜巾と呼ばれ
る尖頭円型をした黒色の被り
物を付けています。それは大日
如来と一体になることができる
ことの印とも言われています。
また、山伏は法螺貝を吹くこと
でも有名です。山伏のルーツは
おそらく古代イスラエルに由来
すると考えられます。祈る際に、
古代イスラエルの祭司は山伏の
ように白い服装を身に付け、ヒ
ラクリティーと呼ばれる神の言
葉が記された小さな黒い箱を
頭に被り、羊の角笛である
ショーファーを吹き鳴らしまし
た。その姿は正に、兜巾を被っ
て法螺貝を吹く山伏の姿と同
じです。また、旧約聖書による
と、人が神と出会う場所は高
い山であったことから、神と出
会うために山に登ることは、イ
スラエルの民にとってはごく当
たり前のことだったのです。そ
の古代イスラエルの慣わしと信
仰が山伏によって受け継がれ、
今日まで大切に守られてきたの
ではないでしょうか。
　金峯山寺では神仏和合に基
づき、巡礼ルートの一端を担う
ことも大切に考えられています。
神仏霊場会奈良二十六番札所
や、役行者霊蹟札所会の札所、
そして大和四神めぐりの巡礼
地としても金峯山寺は名を連
ね、連日、多くの参拝者が訪
れています。また、修験道を学
ぶ者は、自ら他の巡礼地へ足
を運び、日本全国各地を行脚
しながら、山岳地帯において
修練と学びの時を持ちます。こ
うして霊性を高めていくことに
努めているのです。

　これらの修験道の背景を考
慮するならば、カンカカリャー
が祭祀者となる宮古島の
INORIE聖会において、修験道
を象徴する金峯山寺の真骨頂と
も言える護摩供が住職のチーム
によって導かれたことは、正に
奇跡のコラボだった言えるで
しょう。多くの人々が宮古の聖
地に集い、根間ツルコ氏の祈り
と共に修験道者も祈りを捧げ、
そこで共に神を祀ることができ
た瞬間こそ、皆が願い求めてい
た平和の具現化と言えるのでは
ないでしょうか。

2017年宮古島INORIE555

　5 月 27 日、 宮 古 聖 会
INORIEの当日、筆者は早朝6
時40分羽田発の飛行機に乗っ
て宮古島へと直行便で飛びまし
た。ちょうど3時間のフライト
でした。事前に60名ほどの参
加者があることを主催者側から
聞いていましたが、とにかく初
めての試みでもあり、ワクワク
感がつのります。
　1時 20 分頃、集合場所の
砂山ビーチ駐車場に到着する
と、そこには既に大勢の参加
者が、INORIEとプリントされ
た白いＴシャツを着て、根間氏
ら御一行が到着されるのを
待っていました。この人達と世
界の平和、日本の平和を祈り、
ひいては宇宙の融和という大
きなテーマまでも想定して、天
にもつながる聖地で祈祷会が
行われるのかと思うと、心が
弾んできます。聞くところによ
ると、大半の方々はこの一大イ
ベントのため県外から来てい
るとのこと。そして定刻の1
時半になると、根間ツル子氏

が主催者らと一緒に乗用車で
来られました。そこから皆と一
緒に車で移動し、海岸近くの
樹木に囲まれた、ちょっとした
森のような場所を走っていると、
目の前に大きな鳥居が見えて
きました。その前から狭い道
沿いに何十台となく車が一列
に止められ、そこから最初の
祈りの場所まで歩いて行くこと
になったのです。
　100ｍほど歩くと、ひっそ
りとした森の木陰には、すで
に祭壇が作られており、金峯
山寺の住職に導かれ、祝詞が
あげられました。その場所の
名前は定かではありませんが、
地元の方々は、パザカンミと呼
ぶことがあるようです。少子高
齢化と過疎化の影響が厳しい
離島の地域だけに、宮古島も
例外にもれず、地名に限らず古
来の風習や言い伝え、宗教的
儀式などが、矢継ぎ早に失わ
れつつあります。パザカンミの
ような古代の聖地を、いかに
大切に守り続けるかが今後の
チャレンジであり、人々の祈り
があってこそ、宮古島の平和が
守られるのではないかと祈らず
にはいられませんでした。

　30分ほどして祝詞の儀を終
えた後、再び皆と共に車で近く
のクーラバマと呼ばれる海辺へ
と移動することになりました。
宮古島を最初に訪れた際、何も
知らずに筆者もその海辺を歩い

た記憶があり、再び同じ場所に
戻ってきたことを不思議に思っ
たものです。公園の駐車場に車
を止めて、そこから細道を下っ
て川を渡ると、すぐに砂浜が見
えてきました。そして砂浜の一
角では既に、金峯山寺から来ら
れた修験道者によって護摩法要
を執り行うための準備が完了し
ていました。

　古代では柴や薪で壇を構築し
たことから、真言系の修験道に
おいて護摩法要は、柴燈大護摩
供（さいとうおおごまく）とも呼
ばれています。その伝統的な儀
式が、宮古島の海辺で行われる
ことになったのです。野外の海
辺で催される護摩法要であるこ
とから、祭壇が作られた場所の
四方には、1辺が10ｍ少々の
長さにしめ縄が張り巡らされて
いました。宮古島のクーラバマ
が正に聖地化され、結界した時
でした。そして祭壇手前の中心
には、1ｍ四方、高さも1ｍほ
どの壇が構築され、その中に積
まれた護摩符は壇の枠組みと共
に青葉で覆い飾られていました。

　しばらくして、道場の四方が
清められた後、法螺貝の響き

と共に山伏団が大声をあげて
自ら名乗りを上げ、問答を繰り
返して唱えながら、しめ縄を
切って後方より隊伍を組んで結
界へ入場してきました。そして
住職が祭壇と相対する位置に
座られると、山伏らは刀をもっ
て護摩壇を打ち振い、道拓き
をする儀式と進みました。直後、
大灯火が青柴と古材に点火さ
れ、柴燈護摩壇からたちまち、
白い煙が舞い上がり、一気に
燃え始めたのです。すると、す
ぐに般若心経の大誦読が始ま
り、怒号のように響く山伏の声
の響きに、一部参加者の誦和
も加わり、舞い上がる火の手と
共に、あたりは騒然とした雰囲
気に包まれました。
　その山伏の般若心経の祈
りの響きと、檀からもくもく
と舞い上がる煙と共に、根間
ツル子氏も祭壇の前で微動
だにせず祈り続けておられま
した。三位一体、神仏融合
を念頭に企画された聖会で
したが、正にその思いが実現
した時でした。神を信じる者、
仏を信じる者、そして共に祈
りを捧げたく参加した者、皆
が一つになって祈りを捧げ、
宮古島のクーラバマから舞い
上がる煙と共に、その祈りの
思いが天にまで届くように思
える平安の時を過ごすこと
ができたことに感謝があふ
れてきました。（文・中島尚彦）
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NCJ編集長  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。

編
集
後
記

最近ふと、宮古島の美しい海辺の景色を
思い起こすことがあります。その宮古島の海辺で
開催された祈りの会は、宮古の霊能者と
修験道者が心一つにして祈るという、これまで
聞いたことのない一大コラボレーションの
イベントでした。先が見えぬまま参加させて
頂きましたが、ふたをあけてみると、天候
にも恵まれ、大勢の参加者と共に思いを一つ
にし、手を取り合い祈ることは大切なことだと、
海辺で考えさせられる大変有意義なひとときを
持たせていただきました。

WEBサイト案内
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/

求人情報 人気の天然温泉個室露天、食事処やスパも備える

給　与▶上記参照　※経験・
スキルを考慮

休　日▶シフト制
待　遇▶社保完備、大駐車場

あり、制服貸与、当館
無料優待（家族含む）など

応　募▶右記まで電話連絡の上、
履歴書持参ください

パ 1,100円～時
給

調理アシスタント
調理補助、キッチン業務全般

時間／9:00〜22：00　
※シフト制・時間応談、経験者歓迎

パ 1,000円～時
給

フロアスタッフ
レストランでの配膳、フロント受付他

時間／9:00〜22：00　
※シフト制・時間応談、経験者歓迎

マッサージ施術師・セラピスト

0476-28-8111
〒286-0841千葉県成田市大竹1630

e-mail： info@yamatonoyu.com（担当：採用係）

［業務］高級感ある当館施設内での施術

［資格］各種資格取得者歓迎します

［時間］11:00～21:00内でシフト制

［給与］委細面談 (経験者優遇　高歩合 )

［応募］電話連絡の上、履歴書を持参

同時募集

カリフォルニア州にて採水、逆浸透膜、
オゾン殺菌処理により安心なお水です

大和の湯、サウンドハウス・ショールームにて

日本全国へお届けいたします

カリフォルニアのおいしい水 アクアヴィル

1本あたり

サウンドハウス
ご注文は、お電話またはWEBサイトへ!

0476-89-1111
アクアヴィル

☎
お気軽にお問い合わせください

http://www.soundhouse.co.jp

463円

1,713円

24本

48本

店頭
価格

送料込
価格

（税抜）

（税抜）

（500㎖PETボトル） 19.3円

しめ縄で結界された護摩法要地

柴燈護摩壇の周囲を回る参拝者

宮古島の聖地へ入る入口の鳥居

海辺に作られた祭壇のお供え物
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Furniture House

www.furniturehouse.co.jp
※ショールームは現在準備中です。何卒、ご了承下さい

スマホ・携帯電話
からはコチラ!

この他、多数商品を取り揃えております。是非
ファニチャーハウスのWEBサイトをご覧下さい。

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。

〒286-0825千葉県成田市新泉14-3

www.furniturehouse.co.jp

ご注文・お問合せは、WEBサイト・電話・ファックスから

平日10:00～18:00 / 土曜12:00～17:00営 業 時 間

※掲載している価格は2017年6月現在のものです。 最新の価格はファニチャーハウスWEBサイトにてご確認下さい。

TEL：0476-24-5111
FAX：0476-24-5112
WEBサイト

■素材：チーク天然木
■サイズ：135×190㎝
組立式

■素材：チーク無垢 
■サイズ：135×190㎝
組立式

■カラー： ホワイト
■サイズ：
　110×60.2×76.4㎝

■カラー： ホワイト
■サイズ：
　120×48×72㎝

■素材：チーク天然木
■サイズ：195×45×125㎝
完成品

■インドネシア製 
■サイズ：80×80×35㎝
完成品

■カラー：コーヒー 
■サイズ：149.4×60×73.4㎝

■カラー：オーク・ホワイト
■サイズ：141.1×39㎝×35.9㎝

■カラー：クラシックチェリー 
■サイズ：149.4×75×73.4㎝

■カラー：コーヒー 
■サイズ：149.4×60×73.4㎝

■カラー：クラシックチェリー 
×75×73.4㎝

■サイズ：195×45×125㎝

■サイズ：
　46×120××35㎝
完成品
　46×120××35㎝

24079B 4,280円4,280円

70023BWW 6,380円6,380円

71067DW 10,800円10,800円

77820W 13,800円13,800円

78752 24,800円24,800円

65103M 79,800円79,800円

79403W 8,980円8,980円

80120W 8,980円8,980円 80121 12,800円12,800円80134W 6,480円6,480円

80420CO 12,800円12,800円 79705DW 12,800円12,800円80479 7,980円7,980円

81204CC 8,980円8,980円

ABD318 84,800円84,800円

81203CO 7,980円7,980円 COE210 5,280円5,280円

ABD317 84,800円84,800円ANV032 79,800円79,800円

COE161 5,280円5,280円 COE321 7,980円7,980円

ATC010 69,800円69,800円

79440AA 54,800円54,800円

TVなども収納できる
トールタイプのウォー
ルシステム

アジアン家具、北欧家具、ガーデン家具の全国通販

掲載価格はすべて税抜価格となっております
EARLY SUMMER CLEARANCE SALE!

処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏初夏 のののののの 処分市大初夏 の 処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市処分市
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輸 入
家 具

■カラー：メイプル色
■サイズ：115×61×212㎝
組立式

■カラー：
　ウォルナット/ホワイト
■サイズ：120.2×35.2×82.1㎝

■カラー：ダークウォルナット
■サイズ：70.2×20×136.4㎝
組立式

■カラー： ビーチ
■サイズ：直径70×高さ43㎝
組立式

ウォールシステム
Tvilum-Scanbirk

チェスト 4段/2扉
Tvilum-Scanbirk

プライベートな
スペースに丁度
い い 、小 型 の 丸
テーブル

重厚感のある
しっかりとし
た素材を使用

シューズキャビネット
Tvilum-Scanbirk

重厚感のあるしっかりと
した素材を使用し、高品
質でモダンなデザイン

■カラー：ホワイト
■サイズ：
　130×62×74㎝

パソコンデスク
Tvilum-Scanbirk

アンティーク風
のデザインのオ
フィスデスク

TVボード
Tvilum-Scanbirk 飽きの来ないシンプルな

デザインと十分な収納力

ラウンドテーブル
Tvilum-Scanbirk

■カラー： ホワイト
■サイズ：80.1×35×114.5㎝
組立式

■カラー：ダーク
　ウォルナット
■サイズ：
　121.7×30×101.9㎝

ベーシックなデザイン
でどんな場所にも馴染
みます

本棚 3段
Tvilum-Scanbirk

■カラー：クラシックチェリー・ホワイト 
■サイズ：47×40×113㎝
組立式

使い易いサイズとシン
プルなデザインで様々
な場所にマッチ

本棚 3段 
Tvilum-Scanbirk

シ ン プ ル な
デ ザ イ ン で
し っ か り し
た作り

ボックス型デスク
Tvilum-Scanbirk

しっかりした
作りの奥行き
75㎝のBOX
型デスク

ボックス型デスク
Tvilum-Scanbirk

ダブルサイズの
ハ ン ド メ イ ド
アジアンベッド
フレーム

アジアンチークベッド
BASIX

シックなカラー
で重厚感のある
コーヒーテーブル

アジアンコーヒーテーブル
BASIX

モダンなデザイン
使い方も色々本棚

Tvilum-Scanbirk

■カラー：ブラック・ブラウン 
■最大サイズ
　45×60×127㎝

好みの角度、高さに
調節できる独立した
ヘッドレスト付属

オフィスチェア
BASIX

■カラー：全6色 
■最大サイズ
　68×67×122㎝

独自設計の背もたれ
が、バランスの取れ
た姿勢へ導きます

オフィスチェア
BASIX

■カラー：ブラック
■最大サイズ
　62×47×107㎝

肩までホールドする
ミッドバックタイプ。
快適な作業環境を提供

オフィスチェア
BASIX

機能性にも優れた
飽きの来ないシン
プルなデザイン

アジアンTVボード
BASIX

シックにもエ
レガントにも
変化できるダ
ブルベッド

アジアンチークベッド
BASIX

本棚だけでなく
デ ィ ス プ レ イ
ラックとしても!

本棚 
Tvilum-Scanbirk

すっきりとした
デザイン、コンパ
クトな仕様

パソコンデスク
Tvilum-Scanbirk

■カラー： 全3色
■サイズ：
　145×60.2×76.4㎝

ダークウォルナット・
ブラックウッドグレ
イン・ホワイトの3色
をラインナップ

パソコンデスク
Tvilum-Scanbirk

事務用や書斎、
お子様の勉強机
としても最適

パソコンデスク
Tvilum-Scanbirk

■カラー：コーヒー
■サイズ：89×40×186㎝
組立式

無駄がなく柔軟な設計の
北欧デザインシェルフ。
キャビネットとしても

本棚 5段
Tvilum-Scanbirk

8,9808,9808,980円円円

COF154 4,980円4,980円

■ネット&メッシュチェア
■最大サイズ：
　59×49×103㎝

座面・背もたれ部
分はムレを防ぐ
メッシュ仕上げ

オフィスチェア
BASIX

GCT003 19,800円19,800円GCT009 10,800円10,800円 GCT020 11,800円11,800円 GCT023 39,800円39,800円

GCT044 16,800円16,800円 GBT620 29,800円29,800円GTT031 16,800円16,800円

■高級チーク無垢
■サイズ：
　65×69×104㎝

6段階のリクライ
ニング調節機能
が 便 利 、肘 掛 け
付き

ガーデンチェア
BASIX

■高級チーク無垢
■サイズ：70×70×
75㎝

チーク無垢による
スクエアタイプの
ガーデンテーブル

ガーデンテーブル
BASIX

■高級チーク無垢
■サイズ：48×60×
100㎝

スマートなフォルム、
チーク無垢のぬくもり
あふれる逸品

ガーデンチェア
BASIX

■高級チーク無垢
■サイズ：50×61×
86㎝

コンパクトサイズの
折りたたみガーデン
チェア

ガーデンチェア
BASIX

■高級チーク無垢
■サイズ：
60×90×90㎝

チーク無垢の素
材感を活かし、
ゆるやかな曲線
を描いたライン

サンデッキチェア
BASIX

■高級チーク無垢
■サイズ：
　100×40×40㎝

座面の前後が
緩やかにアー
チを描く特徴
的なデザイン

ガーデンベンチ
BASIX

2つの山を
イメージし
た背もたれ
が印象的

ガーデンベンチ
BASIX

ABT120 17,800円17,800円

ANH035 42,800円42,800円

■素材：チークウッド 
■サイズ：120×25×42㎝

チークウッド無垢の
素朴なデザインが魅
力的なベンチ。

ベンチチェア 
BASIX

直線的なフォ
ルムが魅力の
コンソール

アジアンコンソール
BASIX

ANH156 32,800円32,800円

BMW020 19,800円19,800円BMW004 34,800円34,800円

■素材チーク天然木
■サイズ：150×35×110㎝
完成品

リビングや廊下
を飾る奥行きの
浅いコンソール

アジアンコンソール
BASIX

■素材：チーク天然木 
■サイズ：200×4×119㎝
　完成品

組み木風にデザイン
された大きなチーク
製フレームの姿見

アジアンミラー
BASIX

■素材：チーク天然木 
■サイズ：60×5×105㎝
　完成品

ウォーターヒヤシン
スのフレームが自然で
シックな印象

アジアンミラー 
BASIX

■カラー：アッシュ 
■最大サイズ
　269×38×190.7㎝

■高級チーク無垢
■サイズ：
　120×49×90㎝

RC22IV 21,800円21,800円 RC27WH 21,800円21,800円

RC33BK 34,800円34,800円RC35 29,800円29,800円

RC18BK 15,800円15,800円

RC37BK 34,800円34,800円

SM64E/Suara29 27,800円27,800円SM64N/Rex70125,800円25,800円

SM66B/Papago2729,800円29,800円 SM66N/Papago3029,800円29,800円

SM64B/Plain2725,800円25,800円

SM91E/Suara29 27,800円27,800円

■素材：本革
■最大サイズ：
　81.5×125×96㎝

無段階で調整可能な
簡単ネジ留め式リク
ライング

リクライニングチェア
BASIX

■カラー：ビーチ
■サイズ：
　45×41×95㎝

美しいアーチを描く
背 も た れ の ア ウト
ラインが魅力

ダイニングチェア
SKOVBY

■カラー：オーク
■サイズ：
　45×41×95㎝

シンプルなデザイン
の中に、SKOVBY
職人の技

ダイニングチェア
SKOVBY

■カラー：オーク
■サイズ：
　45×54×84㎝

シンプルなデザ
インのスラット
バックチェア

ダイニングチェア
SKOVBY

■カラー：ウォルナット
■サイズ：
　45×41×95㎝

シンプルなデザイン
の中に、SKOVBY
職人の技

ダイニングチェア
SKOVBY

■カラー：ビーチ
■サイズ：
　45×41×95㎝

SKOVBYデザインの
スタンダードといえる
モデルです

ダイニングチェア
SKOVBY

■カラー：ビーチ
■サイズ：
　45×41×95㎝

絶妙なアーチを
描いて縦に伸び
た背もたれ

ダイニングチェア
SKOVBY

■素材：ソフトレザー
■最大サイズ：75×
145.5×98.5㎝

オットマン一体型
のリクライニング
チェア

リクライニングチェア
BASIX

■素材：ソフトレザー
■最大サイズ：80×
110×106.5㎝

回転式ミニテーブル
付きのリクライニン
グチェア

リクライニングチェア
BASIX

■素材：ソフトレザー
■最大サイズ：80×
112×99.5㎝

ヘッドレストの高さ・
角度調節可能
10段階調整リクラ
イニング

リクライニングチェア
BASIX

■素材：本革
■最大サイズ：
　76.5×118×102㎝

耐久性に優れた
本革仕様のハイ
エンドモデル

リクライニングチェア
BASIX

■素材：本革
■最大サイズ：
　82×114×100㎝

無段階で調整可能な
簡単ネジ留め式リク
ライング
ブラックまたはカーキ

リクライニングチェア
BASIX

※マットレス別売※マットレス別売


