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東北の霊峰が６月初旬に見せた意外な姿とは

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

出羽三山を１日で参拝！

最終編最終編

NCJ109日本とユダヤの
ハーモニーから続く

東北の霊峰が６月初旬に見せた意外な姿とは

Part.IPart.IPart.I

　日本列島には多くの山々が聳
え立ち、その新緑や紅葉の美し
さは世界的にも有名です。四季
の自然に恵まれた日本列島なら
ではの、季節の流れに応じた山々
の衣替えは素晴らしく、南西諸
島の屋久島から北海道の最高峰
旭岳に至るまで、その色合いの
変化は多くの人を魅了し続けてき
ました。学校教育の中でも山へ
の遠足が含まれることが多く、小
中学生の頃から山の自然を体験
することが重要視されています。
山はその色合いだけでなく、姿
そのものもバラエティに富み、活
火山として地上から水蒸気を噴き
出している山や、頂上付近に大き
な貯水池を抱えている山、巨石
が随所に露出しているような山
もあります。また、古代から信仰
の対象として崇拝され、山岳信
仰の象徴となる霊峰として知られ
ている山も少なくありません。「う
さぎおいしかの山・・・」と小さ
い頃から誰もが歌ってきたように、
山はいつの日も、日本人にとって
心のふるさとなのでしょう。
　東北地方には青森県から栃木
県まで続く、国内最長の奥羽山
脈が存在します。しかしながら中
部地方のように3,000m 級の高
山がなく、登山のメッカとなるよ
うな地域ではないことから、こ

れまで蔵王など、地域の山や連
峰名を用いたスキー場の名称を
通して、山の存在が知られること
もありました。東北地方はむし
ろ、十和田湖や猪苗代湖のよう
な美しい湖が存在する地方として
知られ、奥入瀬のように大自然
の景観を極めた渓流も各地に存
在します。また、天然温泉が山
麓に湧き出でる温泉郷も多く、岩
手県の花巻などは皇族の方々も
頻繁に訪れるほどです。昨今で
は世界遺産に認定された平泉が
ツーリスト人気の的であり、浄土
思想に基づき造営された庭園や
見事な建築物を、美しい山々の
姿を背景に楽しむことができます。
　東北地方にも古代より崇敬さ
れてきた霊峰が存在し、大勢の
人々が参拝に訪れています。そ
の山岳信仰の対象となっている
霊峰が、山形県の出羽三山です。
羽黒山、湯殿山、月山と呼ばれ
る3 つの山からなる出羽三山は、
それぞれが現在、未来、過去の
象徴とも言われています。神社
の参拝は古くから伊勢参りが有
名ですが、その西方のお参りに
対し、東の奥参りとして知られて
きたほど、出羽三山の存在は古
代より注目されてきました。そし
て出羽三山は、いつしか修験道
の聖地としても知られるようにな

り、修験道を学ぶ山伏や行者に
とって、修行の道に欠かせない霊
場となったのです。こうして出羽
三山には古くから、多くの山伏
らが白衣をまとって集うようにな
り、自らが生まれ変わるための行
を積んだのです。
　出羽三山は山形市から日本海
側に向けて連なる山々の中に存
在します。山形市と言えば、東
西を山々に囲まれた盆地に位置
し、仙台市とほぼ同緯度、しか
も50㎞ほどしか離れていません。
その山形市から見て、仙台市と
は逆の北西方向に40㎞ほど進
むと月山と湯殿山があります。そ
こから更に17㎞北方へ向かうと、
羽黒山があります。出羽三山と
言われるだけあり、山々は互い
に近い距離に存在します。とこ
ろが標高を見ると、とてつもな
い差があることがわかります。月
山の標高は東北地方では8 番目
に高い標高1,984m を誇り、西
日本最高峰の石鎚山よりも2m
高いのです。ところが、羽黒山
の 標 高 はそ の 約 五 分 の 一、
414m しかなく、高山とは言えな
い小さな山だったのです。そして
月山に連なる湯殿山の標高は
1,500mです。
　これだけの標高差がありなが
ら、一貫して霊峰としての相互関

係の重要性を世に知らしめてきた
出羽三山だけに、それらが特別
視された理由があるのではない
でしょうか。さらに出羽三山のう
ち、標高が最も低く、何ら地勢上
の目印もない羽黒山が修験道と
山岳信仰の中心地となっているこ
とからしても、山の標高とは全く
関係のない視点から、出羽三山
が山岳信仰の対象になったと考え
られるのです。神秘的な存在感
が溢れる出羽三山について、その
歴史を振り返ってみました。

東北出羽三山の歴史

　出羽三山は、出羽国と呼ばれ
た山形県に聳え立つ羽黒山、月
山、湯殿山の総称です。羽黒山
に建立された出羽神社では伊氏
波神（いではのかみ）、稲倉魂命

（うかのみたのみこと）の二神が、
湯殿山神社では大山祇命（おお
やまつみのみこと）、大国主命が

（おおくにぬしのみこと）、少彦
名命（すくなひこなのみこと）の
三神が、そして月山神社では天
照大神の弟である月読命（つきよ
みのみこと）が祀られています。
出羽三山の山々は、それぞれが
時空に結び付けられた聖地でも
あり、羽黒山は現世でのご利益
を、月山は死後の体験を、そし
て湯殿山は未来に向けての新し
い命を得ることができる山として
考えられています。こうして出羽
三山はご利益が相互に絡み合う
霊峰として、多くの人から崇拝さ
れながら共に栄えてきたのです。
　自然崇拝を大切にする出羽三
山は、平安初期より仏教・道教・
儒教をはじめ、密教や道教など
神仏が習合する修験道の山とし
ても認知されるようになります。
修験道とは霊峰を修業の場とす
る山岳宗教です。大自然の中に
身を置いて自然を崇拝し、厳し
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アジアン家具、北欧家具、ガーデン家具の全国通販
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GCT009
10,800円10,800円

GCT023
39,800円39,800円

GCT044
16,800円16,800円

GBT620
29,800円29,800円

GTT031
15,800円15,800円

■高級チーク無垢
■70×70×75㎝

スクエアタイプのテーブル

ガーデンテーブル
BASIX

■高級チーク無垢
■48×60×100㎝

当社人気No.1ガーデンチェア

ガーデンチェア
BASIX

■高級チーク無垢
■60×90×90㎝

折りたたみ式のチェア

サンデッキチェア
BASIX

■高級チーク無垢
■100×40×40㎝

アーチを描く座面

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

■チークウッド 
■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

■高級チーク無垢
■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/Rex701
25,800円25,800円

SM66B/Papago27
29,800円29,800円

SM66N/Papago30
29,800円29,800円

SM64B/Plain27
25,800円25,800円

SM91E/Suara29
27,800円27,800円

■本革
■81.5×125×96㎝

リクライニングチェア
BASIX

■ビーチ
■45×41×95㎝

美しいアーチの背もたれ

ダイニングチェア
SKOVBY

■オーク
■45×41×95㎝

ダイニングチェア
SKOVBY

■オーク
■45×54×84㎝

ダイニングチェア
SKOVBY

ダイニングチェア
SKOVBY

ダイニングチェア
SKOVBY

■ウォルナット
■45×41×95㎝

シンプルの中に光る職人の技

ダイニングチェア
SKOVBY

■ビーチ
■45×41×95㎝

絶妙なアーチの背もたれ

■ビーチ
■45×41×95㎝

■ソフトレザー
■75×145.5×98.5㎝

リクライニングチェア
BASIX

■ソフトレザー
■80×110×106.5㎝

リクライニングチェア
BASIX

■ソフトレザー
■80×112×99.5㎝

10段階調整リクライニング

リクライニングチェア
BASIX

■本革
■76.5×118×102㎝

リクライニングチェア
BASIX

■本革
■82×114×100㎝

ナチュラルウッドの脚部がさわやか

リクライニングチェア
BASIX

ブラックまたはカーキ

オットマン一体型 回転式ミニテーブル付

綺麗なアウトラインスラットバックチェア

SKOVBYのスタンダード 無段階調整のリクライニング本革仕様のハイエンドモデル

満載!

上記以外の商品も衝撃特価で多数販売中! 詳しくはファニチャーハウスWEBサイトをご覧ください

アジアン家具
北  欧  家  具
ガーデン家具
リクライニングチェア
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送料・お支払い方法・発送時期については、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。
掲載している価格は2017年8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。
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鏡池の向こうに立つ三神合祭殿



い修行を経て神霊が宿ると見做
される自然界と一体となり、呪
術や祈りの力を通して悟りを得
ることを目指します。修験道とは
密教的な世界観を極めていく日
本古来の土着した宗教であり、
東北地方では、出羽三山がその
修行の地となったのです。
　その修験道の原点となる山が
羽黒山です。標高は低いながら
も、古代より羽黒山は出羽三山
修験道の中心的な聖地として知
られてきました。その創始は今
から1,400 年前、第 32代崇峻
天皇（587～ 92）の子である蜂
子皇子に遡ります。当時、奈良
を旅立たれた皇子は日本海沿岸
へと旅し、そこから船に乗って海
岸沿いを北上し、山形の羽黒山
を見出したのです。その後、蜂
子皇子はその小高い山に登頂し、
そこで「イツハの里の神」とも呼
ばれた伊氏波神（いではのかみ）
を拝し、その山頂にて祠を作ら
れ、出羽（いでは）神社の基となっ
たと言われています。その後、
蜂子皇子は月山、湯殿山にも登
られ、合わせて三山が開かれま
した。これら三山が見出される
にあたり、蜂子皇子が歩まれた
多大なる労苦を伴う修行の道は、

いつしか「羽黒派古修験道」と呼
ばれるようになり、羽黒山伏ら
が修練を積む古修験道の根本道
場として、東北の地でも広められ
ていくことになります。
　出羽三山の名声は次第に全国
に知れ渡るようになり、真言宗
の開祖である空海や、天台宗の
最澄も出羽三山を訪れ、修業を
積んだと言い伝えられています。
鎌倉時代においては、出羽三山
は「八宗兼学の山」とも称され、
全国各地から修行僧が集いまし
た。中世では、三山の中心に位
置する湯殿山が奥の院として認
知される時代もありました。湯
殿山の山麓からは天然の温泉水
が涌き出で、今日まで出羽三山
における大自然の力の象徴とも
なっています。こうして出羽三山
に登拝することは、いつしか東
の奥参りとも称されるようになり、
西の伊勢参りと相対して位置付
けられたほど、人生において一度
は経験したい大切な儀礼として
考えられるようになったのです。

出羽三山を登る絶好のチャンス到来！

　これまで日本列島の山々を登
山する際、悪天候に見舞われ、
濃霧に包まれて頂上からの景色

を見ることもできず、登山が台無
しになってしまうことも少なくあ
りませんでした。仕事の合間を
縫って登山をするため、休みは１
日しかとれず、天候に応じて予定
の変更や延長ができないのです。
それ故、登山にあたっては、天
気予報に特別の注意を払うよう
になりました。最近では天気図
と睨めっこすることも多くなり、
特に高気圧の中心が登山する地
域や山上を通るピンスポットを
狙うようにしています。すると雲
ひとつない青空の下、山頂から
遠く彼方まで景色を見渡せる可
能性が見えてくるのです！
　一度は訪れてみたいと思って
いた東北生粋の霊峰、出羽三山
を参拝する待望のチャンスが
2017 年の 6月に訪れました。
インターネットで閲覧できる天気
図の詳細予報によると、6月 6
日の午前、高気圧の中心が出羽
三山の一帯を通り過ぎることが
わかりました。つまり、6日の朝
は、美しく広がる青空を出羽三
山の山頂から眺めることができ
ると予想できたのです。また、
天気予報によると午前中にしか
絶景のチャンスは訪れず、午後
には再び雲で覆われてしまう可

能性が高いのです。よって、登山
をしながら雄大な景色を満喫す
るには、早朝からリミットは昼過
ぎまでです。早速 6 日の早朝、
出羽三山を登山すべく、旅立ち
を決意しました。自ら出羽三山
の標高差を、身をもって体験し、
その真実を受け止めることがで
きるチャンスに心が弾みます。
　あくまで東北への旅程も、仕
事の合間に行くことから、１泊１
日がルールです。登山する前日、
仕事を終えてから夜、東京を出
発し、翌日１日で出羽三山の登頂
を完結し、当日中に東京まで戻っ
てこなければならないというこ
とです。登山の時間は日中ぎり
ぎりしかないため、スタートは日
の出前、問答無用で早朝未明に
決定です。ところが日の出時刻
を調べてみると6月ということ
もあり、何と、朝の４時です。さ
すがに早い！だからこそ、出羽三
山を1日で登頂し、その日のう
ちに飛行機で東京へ戻ってくるた
めには、3 時 45 分の起床がマ
スト！と自分に言い聞かせたので
す。そして前日の夜に東京を出
発して出羽三山周辺に宿泊し、
翌日１日がかりで出羽三山を参拝
するという初体験にチャレンジす
ることにしました。
　山形と言えば、無論、山形空
港を考えます。よって当初、山形
空港へ飛び、東側から月山、湯
殿山、羽黒山の順番で登山する
ことを考えました。しかしながら
飛行機の便も少なく、時間が合
わないため、前夜のプランがまと
まらずに困っている時、ふと、飛
行機の路線図を見ていると、山
形県にある日本海側の空港が目

に留まりました。庄内空港から
羽黒山まではたった 20㎞、近く
には安価な宿泊施設も多く、1
日4 便あるANA のフライトの
最終便が夜8時20分なのです！

「これだ！」と思い、急きょ、登
山の順番を逆にすることを決め、
最初に羽黒山、続いて湯殿山、
月山を登頂することにしました。

夜明けの羽黒山にチャレンジ！

　出羽三山の玄関となる羽黒山
への大鳥居を抜けて、羽黒山参
詣道の入り口にある随神門（ずい
しんもん）前の鳥居に車で到着し
たのは予定より20 分遅れの早
朝 4 時 20 分。既に周辺の山々
からは夜明けの兆しを感じます。
鳥居横の石碑には、「出羽三山神
社」と記されており、羽黒山が山
岳信仰の中心となっていることが
わかります。随神門を通り抜け、
参詣道に沿って歩いて行くと、大
自然の至る所に重要な魂の修行
所があることに気が付きます。
　最初に目にするのが、修行者
の行法を行った場所と考えられ
ている天拝石です。その直後、
13 年という長い年月をかけて作
られた全長およそ1.2㎞にも及
ぶ 2,446 段の石段が始まります。
その両脇には樹齢 300 年から
500 年にもなる美しい杉並木が
あり、羽黒山頂上に至る総計1.7
㎞の参詣道には総計 585 本に
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夜明けの出羽三山神社鳥居

青空が冴えわたる早朝の三神合祭殿
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道0476-28-8111千葉県成田市大竹1630

未就学児の入館は
ご遠慮ください

1F3F

3F

星の雫 1,200円
星の雫 1,200円

癒しの空間、旬の味覚
グラスワイン500円～

ワインフェアー

開
催
中

国産

,
握り八貫 / 巻物1本 / 季節のサラダ / 汁物

ポーク・スペアリブ ……900円
黒豚冷しゃぶサラダ……900円

生タコ刺身…………… 650円
鯵の刺身 ……………… 700円

こんなに美味しい寿司屋が
成田にあった！

季節のオススメ
メニュー

季節のオススメ
メニュー

全国各地から厳選した
70種以上のワインを
取り揃えました。ぜひ
ご賞味ください

田園風景の美に包まれ大人の贅沢を愉しむ

田園風景の美に包まれ

大人の贅沢を愉しむ

■フィットネス

お食事もお楽しみいただける、限定3室の露天

風呂付き個室もご用意。 特別な時間と空間を

お過ごしいただけます。記念日や家族との

貴重なひと時などに、ぜひご利用ください。

12種類の
内湯・露天風呂

大小合わせて4つの内湯と、天然岩やジャ

グジー、樽風呂などの8つの露天風呂。極上の

湯に浸りながら心身がほぐれる悠久の

ひと時をゆっくりとご堪能ください。

トリップアドバイザー
全国 TOP20ランクイン
口コミで選ぶ“行ってよかった”日帰り温泉 & スパ

温泉と食事を楽しむ 個室露天

温泉と食事を
楽しむ 個室露天

神経痛､筋肉痛､関節痛､五十肩､運動麻痺､関節の

こわばり､うちみ､くじき、慢性消化器病､痔疾､

冷え性､病後回復期､疲労回復､健康増進､切り傷､

やけど､虚弱児童､慢性婦人病、など

温泉の効能・効果（適応症）

温泉の
効能・効果（適応症）

…

牛冷しゃぶ御膳 1,380円

0476-28-8111
千葉県成田市大竹1630

未就学児の入館はご遠慮いただいております

※小学生の入館料：300円（大人同伴の入館の場合）

※年中無休（全館禁煙）
《施 術 日》 木・土・日・祝日
《施術時間》 11:00～21:00
《施術料金》 1,500円（10分）

※ボディセラピーを、45分（4,500円）以上受けていただいた
　後に施術いたします。

カイロプラクティック
本場アメリカにて修行し、
国内屈指の技術を誇る
田中直文先生による施術

♦ジム
　1,000円
♦ジム+屋内プール
　2,000円

♦ジム
　1,000円
♦ジム+屋内プール
　2,000円

《ご利用料金》《ご利用料金》

《ご利用料金》《ご利用料金》

1F

♦アロマテラピー　
♦リフレクソロジー
♦ボディーセラピー
♦フェイシャルセラピー

♦アロマテラピー　
♦リフレクソロジー
♦ボディーセラピー
♦フェイシャルセラピー

....... （30分） 4,500円～
....（15分） 1,800円～
.....（30分） 3,200円～
..（30分） 4,000円～

....... （30分） 4,500円～
....（15分） 1,800円～
.....（30分） 3,200円～
..（30分） 4,000円～

■スパ &フィットネス

フィットネス プロのアスリートも
愛用する最上級の
マシンを完備

体のケアと癒しをプライベートな空間で
体験できるリゾート風スパ。 至高の
ひとときを約束いたします。

♦ジム …………… 1,000円
♦ジム +プール … 2,000円
♦ジム …………… 1,000円
♦ジム +プール … 2,000円

《ご利用料金》《ご利用料金》

YAYOI スパ

1Fフィットネスセンター

1F

3F

体のケアと癒しをプライベートな空間で体験

できるリゾート風スパ。至高のひとときを

約束いたします。 ♦ボディ ………（30分）3,200円～　
♦フット ………（15分）1,800円～
♦アロマ ………（30分）4,500円～　
♦フェイシャル （30分）4,000円～

♦ボディ ………（30分）3,200円～　
♦フット ………（15分）1,800円～
♦アロマ ………（30分）4,500円～　
♦フェイシャル （30分）4,000円～

“星の雫”..... 1,200円

こんなに
グラスワイン500円～

全国各地から
厳選した70種
以上のワインを
常時在庫。

ワインフェアー

開
催
中

国産

季節のサラダ、汁物つき

田園風景の美に包まれ大人の贅沢を愉しむ

極上の天然温泉

羽黒山参詣道入り口の随神門



もなります。これら見事な杉を
眺めながら上り詰める石段は華
麗であり、圧巻の思いに包まれま
す。その後、祓川に注ぐ小さな
滝を見ながら神橋を渡ると、平
将門が建立した東北最古の五重
塔が見えてきます。現存の塔は
およそ600年前に再建されたも
ので、国宝に指定されています。
　一の坂、二の坂を上り続け、
二の坂茶屋を過ぎると、御本坊
跡の標識が目に入ります。その
先、右手 500m ほど行くと、著
名な羽黒山南谷があります。人
があまり訪れないせいか、途中
雑草も多く、足元が悪い箇所が
ありますが、緑際立つ美しい光
景に誰も安らぎを覚えることで
しょう。ここで俳聖の松尾芭蕉
は奥の細道を行脚する際、門人
曾良と一緒に6日間、この南谷
に泊まり、「ありがたや、雪をか
ほらす南谷」と、一句吟じました。
　三の坂を通り過ぎると、左手に
齋館への門扉を見ながら参詣道
を上り続けると、羽黒山山頂に到
達しました。時刻は5 時 40 分。
参詣道をおよそ1時間少々で移
動してきたことになります。そこ
には三神合祭殿と呼ばれる三神
を合祭した日本随一の大社殿が
建立されています。正面には大き

な鏡池があり、名前の由来は古
代、銅鏡を池の中に奉納したこと
によると伝えられています。三神
合祭殿の先には出羽三山歴史博
物館があり、出羽三山について詳
細を学ぶことができます。
　写真を撮りながら頂上周辺を
散策すること、およそ30 分。ふ
と気がつくと時計の針は6 時15
分を指していました。「まだ、湯
殿山と月山が残っている！」と参
詣道を小走りに駆け下り、途中、
芭蕉の句碑が建立されている南
谷に寄り、その後、再び出羽三
山神社の鳥居まで戻ってきました。
時に 7 時15 分。時間は刻 と々
過ぎていきます。

天然温泉が湧き出でる湯殿山

　羽黒山から湯殿山までは、直
線距離では14㎞弱です。しかし
山々に囲まれていることもあり、
県道を使って迂回を余儀なくさ
せられることから、実際の走行
距離は30㎞を超えるため、思い
の他、移動時間を要することが
分かりました。また、国道112
号から湯殿山へ続く県道へ抜け
る場所がナビを見てもわかりづ
らく、途中道に迷ったこともあり、
湯殿山に到着したのは、10 時
ちょうどでした。

　そこには観光地に来たのかと
錯覚するような大きな駐車場と
売店はありますが、朝10 時で
も人影はまばらです。そして駐
車場の先には大きな鳥居がある
ものの、参道や本殿は目につか
ないことから、湯殿山そのもの
が御神体であることがわかりま
した。鳥居を通って舗装された
道を歩いていくと、その道路沿
いには三山地蔵尊や、湯殿山の
山姥（やまんば）が祀られていま
す。そしてしばらく歩き続ける
と、石段が目に入り、その入口
には「出羽三山奥宮　湯殿山神
社本宮　参道入口」と記載され
ていました。そこからが正式な
参道の始まりだったのです。　
参道の石段を上るとすぐに、「湯
殿山信仰碑」と彫られている石
碑が目に入ります。その後にも

石碑は続きますが、どちらも作
りや並べ方が少々雑であり、ど
うしたものかと思ってしまいま
した。そのすぐ後には湯殿山神
社に隣接する御滝神社ご神体と
なる小さな滝があります。そこ
を通り過ぎると、湯殿山神社の
御本宮御神湯に到達します。
　御神湯の由来書には、湯殿山
のご信仰は「生まれ変わりの時」
であり、過去、現在、未来を経る
三関三度の教えに繋がっている
ことが明記されています。実際
の御神体なる巨石は撮影不可と
いうことで掲げることができませ
んが、大きさは直径10m ほどの
丸い巨石であり、随所から温泉
が湧き出でていることから、その
水酸化鉄を多く含む鉱泉の効果
により、岩は赤茶けた色に変化し
ています。参拝者はその御神体

の周囲を裸足で歩き回ることが
でき、自然の湯の力、しいては
湯殿山の神威に触れることがで
きるのです。帰り際には、その
源泉を貯めた足湯が容易されて
おり、そこでじっくりと足を温め、
ひと時を過ごすことができます。

　さて、時計を見ると11時です。
まだ、月山の登頂が残っている
ことから考えているゆとりもあり
ません。颯爽と湯殿山神社を後
にして、出羽三山最高峰、月山
へと出発しました。

〔次号へ続く〕    （文・中島尚彦）

-3-

vol.　180

-2-

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

日本人は山を愛する国民ではないでしょうか。
古代より列島に住む人々は、常に高き所を求め、
山頂にて神を礼拝してきました。そして山の
頂きと思えるような地形を有していれば、山の
名前が付けられてきたのです。そのような国は
他に例がないでしょう。今日では登山ブームで
あり、特に50 ～ 60 代の方々が山登りにチャ
レンジしています。筆者も例にもれず、40 代の
頃から山に登り始めました。そして今回、出羽
三山にチャレンジすることになり、大変な苦労と
ともに貴重な経験することになりました。

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/

湯殿山神社本宮　鳥居 湯殿山信仰碑

湯殿山神社に隣接する御滝神社ご神体

求人情報求人情報

◆営業スタッフ

◆営業サポートスタッフ

◆編集・校正スタッフ

◆カスタマーサポート

◆技術スタッフ

資　格▶学歴不問 各職種の実務経験者歓迎します
給　与▶各職種欄参照　※経験・スキル・TOEICスコアを考慮して決定
時　間▶平日9:00～19:00／土曜11:00～17:00（時間は部署によって異なります）
 　※パートは1日5時間より応相談

休　日▶日曜、週休二日（シフト制）、年末年始休暇、有給休暇
待　遇▶社保完備、社宅あり、社内フィットネスジム、海外研修ツアー、温泉無料優待（家族含む）
　　　　サークル活動支援、英語学習サポート など

営業関連のデータを入力し、発注・納期管理
を行います。また、注文・問合せにも対応。

本社併設の物流倉庫にて、入出荷業務
及びスタッフの管理・監督を行います。

アプリ開発、システム設計、維持管理。社内
インフラの運用・維持・管理を行います。

◆WEBプロデューサー

◆WEB制作スタッフ

◆倉庫管理スタッフ

◆システムエンジニア

◆財務部長/CFO候補

WEBサイトの記事・ニュースの編集、ブログ・
雑誌広告、マニュアルなどの文書を校正します。

商品の修理・返品の受付や問い合わせ、電話・
E-MAILの応対、伝票処理などを行います。

経理部門長として、経理・財務のマネジメント
や予算作成、管理等を主導します。

パ 1,100円～1,200円時
給

パ 1,100円～1,200円時
給

パ 1,100円～1,200円時
給

パ 1,200円～1,250円時
給

パ 1,100円～1,250円時
給

パ 1,100円～1,200円時
給

正 22万円～25万円月
給 正 22万円～25万円月

給

正 24万円～26万円月
給

正 22万円～26万円月
給

正 22万円～24万円月
給

正 30万円～48万円月
給

経験・能力を考慮の上
当社規定により決定

※能力、経験を考慮します

※能力、経験を考慮します電話、E-MAILなど顧客からの注文・問合せ対応、
および楽器・音響機器の拡販に携わります。

自社ECサイト・SNSコンテンツの管理運用
を統括。企画の立案、進行管理を行います。

サイトやバナーの作成、コーディングなど
WEB制作業務全般に関わっていただきます。

正 24万円～32万円月
給

正 22万円～24万円月
給

正 22万円～25万円月
給

音響機器・楽器・ステージ照明機器などの
検証・修理・メンテナンス業務を行います。

※フォークリフト・中型（MT）
　免許取得者歓迎

正社員大募集
さまざまなスキルを活用できる、多彩な職種があります！募集職種

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

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

0476-28-8111
〒286-0841千葉県成田市大竹1630

e-mail： info@yamatonoyu.com（担当：採用係）

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☎
お気軽にお問い合わせください

http://www.soundhouse.co.jp

556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） 約23円

マッサージ施術師・セラピストも募集中！
詳細お問い合わせください

勤務地 成田市 ( 野毛平工業団地内 ) 正社員正 パ パート

業績絶好調

!
日本最大級の
楽器ネット通販

0476-89-1777

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3（野毛平工業団地内）

 job@soundhouse.co.jp 〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
株式会社サウンドハウス 採用係

下記まで履歴書（写真貼付・メールアドレス記載）を、E-mailまたは郵送にてお送りください。
 書類選考の上、面接日を連絡します。※E-mailで送る場合はPDF・Excel・Wordデータにてお送りください

応 募 方 法
株式会社 サウンドハウス

E-mail 郵 送
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※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。

国内最大級の楽器・音響機器専門店

良いものを一番安く確実にお客様の

もとへお届けしたい。そんな想いを

抱いて楽器・音響機器の輸入・販売を

スタートしたサウンドハウス。これからも

私たちの理念に変わりはありません。

「すべてはお客様の笑顔のために。」

この想いを忘れずに、これからも商品と

サービスを提供し続けてまいります。

www.soundhouse.co.jp

日々、顧客対応に奮闘している
サポート部、荒牧マネージャー


