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人生の幕引きとなる最後の祈り場が奥坊主か？

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

熊野の秘境、奥坊主のレイライン

最終編最終編

NCJ109日本とユダヤの
ハーモニーから続く

人生の幕引きとなる最後の祈り場が奥坊主か？

Part.IPart.IPart.II

　日本は島国として知られていま
すが、実は山の国でもあります。
「日本山名総覧」によると、2万
5000分の1の地図上に載って
いる山の数は16,667にもなりま
す。アメリカのカリフォルニア州
ほどの大きさしかない日本に、な
ぜ、そんなに多くの山があるので
しょうか。これほどまでに細かく
山 を々命名するような事例は諸外
国にはほとんどないようです。
　例えば西日本で2番目の標高
を誇る四国の剣山周辺の山々を
探すと、その南方に向けておよそ
10㎞、東西に16㎞ほどの枠の
中に、少なくとも10の山が存在
します。剣山から約1.5㎞東方へ
向かうと一の森があり、同じ距
離を南方に向かうと次郎笈があ
ります。そこから2.5㎞ほど南を
見ると新九郎山があり、その東
方には折宇谷山、権田山、勘場
山が、そして西方には中東山が
存在します。さらに南へ進むと西
から石立山、杉生山、西山と続
きます。高い山の頂にはすべて名
前があると考えても過言ではな
いようです。山 に々名前が付けら

れるには、何等かの理由がある
はずです。
　古代から日本では高い山に
神が居着くと信じられていたこ
とから、山は神聖な場所と考え
られていました。よって山の頂
上周辺では神が祀られるように
なったと考えられます。また、日
本列島内に聖地を見出すために
は、山や岬などの自然の地形が
目印として用いられることが多
く、それらを結ぶ線上に神社が
建立されていきました。相互の
位置づけを細かく確認するため
に、必然的に山々には名前が付
けられたのではないでしょうか。
また、時には山の頂だけでなく、
なんの変哲もない丘陵や平地の
一点でさえも、聖地や地表を結
ぶ線が交差する地点は重要視さ
れ、その場所には名前が付けら
れることがありました。大台ケ
原の東方、熊野の秘境にある奥
坊主という場所も、その事例の
一つと考えられます。

大台ケ原と奥坊主の不思議

　大台ケ原山は三重県と奈良県

の県境にある標高1,695.1ｍの
山です。その最高峰は日出ヶ岳、
周囲の山々に囲まれた東西5㎞
ほどのエリア全体は、大台ケ原
と呼ばれています。その東方は
熊野の秘境に隣接し、西側には
標高差が1,000ｍにも及ぶ巨大
な断崖の谷間が形成され、大蛇
嵓（だいじゃぐら）、蒸篭嵓（せ
いろぐら）、千石嵓（せんごくぐら）
と呼ばれる断崖があります。大
台ケ原は太平洋側から湿った風
が吹き上げることから降水量が
大変多く、過去最大の年間降水
量となる8,214ミリの雨量も記
録しています。吉野熊野国立公
園内にある日本百名山のひとつ
である大台ケ原は、トウヒ林や
ブナ林からなる森林を主体とし
た大自然に恵まれ、その原生林
の中には、ニホンジカやニホン
カモシカ、ツキノワグマなど多く
の動物が生息しています。
　大台ケ原では、その大自然の
光景にちなんだ名称が随所にあ
ります。最高峰は日出ヶ岳と呼
ばれ、2㎞南にある堂倉山へと
向かう山道の途中には正木峠が

あり、その先には広大な立ち枯
れと笹原が目に映る正木ヶ原や
牛石ヶ原もあります。また、西方
の断崖は大蛇嵓と呼ばれていま
す。大台ケ原は降水量が多いこ
とから、高山でありながらも頂
上周辺には小川が多く流れ、そ
の所々には小さな滝が存在し、
それらにも東の滝、黒滝などの
名前が付けられています。
　大台ケ原を登山する際は、通
常、大台ケ原ビジターセンターに
車を止めて、そこを起点として入
山し、最高峰日出ヶ岳を登ります。
そこから堂倉山へと繋がる山道
を南方へ向かうと、その途中に
は尾鷲辻があり、堂倉山の手前
から尾鷲道と呼ばれる山道に合
流し、尾鷲まで遠い道のりを歩い
ていくことができます。また、尾
鷲道は堂倉山から東方へ向かう
と熊野の原野を経由して伊勢方

面へと繋がり、いったん堂倉山を
過ぎると山道と言えるような人が
歩いた形跡が残されている小道
がほとんど見えなくなります。そ
して山の尾根は深い谷間と多く
の枯れ木に囲まれ、まさに原始
林の様相を呈しています。
　大台ケ原ビジターセンターの
東方7㎞ほど離れたところに花
抜山があり、その中腹には花抜
峠に向かう登山道入り口があり
ます。その登山道からビジターセ
ンターに向かうためには、深い谷
を迂回しながら山の尾根に沿っ
て直線距離の倍にあたるおよそ
15kmを歩かなければなりませ
ん。一見、大した距離には見え
ませんが、熊野の秘境と言われ
るだけあり、実は大変な登山ルー
トです。まず、東西の高低差が
1,000m以上あります。そして雨
量が大変多いことから尾根づた
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いは深い谷がどこまでも続き、し
かも枯れ木と倒木が大変多いこ
とから自らの立ち位置を惑わさ
れやすく、自分の居場所がすぐ
にわからなくなります。一度道
を間違うと深い谷間に入ってしま
い、Uターンしてまた尾根まで登
らなければならず、体力の消耗
に繋がります。しかも周辺にはク
マが生息していることから、油断
すると襲われることになりかねま
せん。さらに危険なことは、天
候の急変です。標高2,000mに
近い高山だけに、思いもよらず
天候が急変し、すぐに深い霧が
かかり、強風にさらされてしまう
危険をはらんでいます。よほどの
健脚と登山経験を持ち、なおか
つ準備を周到にしない限り、日
帰りの登山でも遭難する危険性
が常に伴う秘境の地なのです。
　幸い、今日では携帯電話を使っ
てGPSを用い、衛星からのデー
タにより自分の居場所を地図上
で確認することができます。しか
しこれも携帯のバッテリーが続く
までです。7～8時間を超える
登山では予備のバッテリーがな
いとGPSも切れることになり、
危険はつきません。大台ケ原の
東方に広がる熊野の秘境は、そ
う簡単には入山できない場所と
言えます。
　その大台ケ原の最高峰、日出ヶ
岳から東方に向かって直線距離
で約5㎞、山道を経由して10
㎞ほど歩き、尾根から谷を下り、
熊野の奥地にある崖っぷちの終
点にまで足を運ぶと、そこに「奥
坊主」と名付けられた行き止ま
りのように見える小さな場所が
あります。地図上にてその地勢
を確認しても何ら特筆に値する
ことはなく、しかも人がなかなか
足を踏み入れることができない
ような熊野の奥地にて名前が付
けられていることからして、何故
かしらその場所には大切な意味
が秘められているに違いありま
せん。

レイラインによる奥坊主との出会い

　熊野から大台ケ原に至る広大
なエリアには多くの地名が存在
します。しかしながら何ら特徴
もなく、ごく限られた人しか足を
運ぶことができないような熊野
の奥地が、なぜ、奥坊主と命名
されたのでしょうか。奥坊主と
言えば、江戸時代では江戸城の
茶室を管理し、将軍家を接待し

た坊主のことを指します。坊主と
いう言葉自体、本来は房主と書
き、その房を管理する主のことを
言います。よって奥坊主とはいつ
しか、お殿様に仕えるという重職
を担う専門の給仕人であり、奥
房の主としての責任者だったので
す。その語源が江戸時代より昔、
どこまで遡るかわかりませんが、
いつしか熊野の原生林の一角も、
奥坊主として知られるようになっ
たのです。奥坊主はお殿様に茶
をもって仕える意味であったこと
からして、大自然の中の奥坊主
とは、そこで神様に茶をたてる、
すなわち祈りを捧げて仕える場
所であった可能性があります。そ
んな熊野の秘境にある小さな聖
地の存在に、ある日ふと気が付
くことになりました。
　日本に存在する古代神社の建
立地は、著名な霊峰や岬を結ぶ
架空の直線にて繋がっているも
のが少なくありません。この聖
地が一直線上に並ぶ状態をレイ
ラインと呼びます。レイライン
の存在を知るきっかけとなった
のが、四国剣山との出会いです。
GOOGLE マップを用いて四国
の剣山や伊勢神宮の位置付けを
検証していた時、ふとその2点を
結ぶ線が高野山の地点をピンポ
イントで通り抜けることに気が付
いたのです。高野山という山は存
在せず、その中心地と思われる
場所をGOOGLEマップは特定
していただけなのですが、偶然と
は思えませんでした。それゆえ、
聖地の数々を結び付けて線引き
をしながら、果たして他の聖地も
一直線上に並んでいるか確認す
るという、レイライン考察の旅が
始まったのです。その結果、例え
ば伊勢神宮から京都御所と高野
山までの距離はそれぞれ108㎞
と等しく、御所と高野山の中間に
ある石上神宮と伊勢神宮を結ぶ
線を更に西北西に延長すると、神
戸の再度山、生石神社の石の宝
殿、そして記紀に登場する比婆山
にまで一直線で繋がっていること
がわかりました。
　どうしても偶然の一致とは思
えないレイラインの存在に思い
を馳せ、さらに一歩踏み込んで
考察を続けた結果、思いついた
ことは、伊勢神宮と高野山、京
都御所の3点からなる二等辺三
角形と全く同じ大きさの三角形
を、今度は再度山を頂点に描く
ということでした。するとおよそ

六芒星のような形が生まれるだ
けでなく、底辺2点の場所に位
置する聖地を特定することがで
きたのです。まず北側の角には
皇大神宮とも呼ばれる若宮神社
がありました。そして南側の角に
あたる地点は大台ケ原に近い熊
野の奥地を示していたのです。と
ころが地図を見ても地勢上、特筆
すべき場所はなく、無論、神社
もありません。そこで地図を拡大
しながら検証しているうちに、何
の特徴も見出せない熊野の山奥
に「奥坊主」と呼ばれる場所が
あることを発見したのです。それ
をもって、伊勢神宮と再度山を頂
点に持つ架空の六芒星が完結し
たのです。
　熊野の山奥にある原生林の一
角が奥坊主と命名され、古代よ
りそこに人が到来し、その場所
を大切にしたのには、それなり
の根拠と理由があったことでしょ
う。その謎は、レイラインの検
証により解明できるかもしれませ
ん。最初に注目したのは、同じ
経度にある聖地です。古代、琵
琶湖では竹生島が聖地化されて
いたと考えられ、今日でも竹生島
周辺の琵琶湖の底には多くの遺
物が見つかっています。その竹生
島の真南に奥坊主があるのです。
次に同じ緯度線を引いてみると、
奥坊主の西側、同緯度上に古代、
海洋豪族が神を祀っていたことで
知られる金刀比羅神社が存在し
ます。日本の海原を行き来してい
た海洋豪族は、瀬戸内から内地
の琵琶湖にいたるまで、古代は船
で行き来していたことが知られて
います。よって、竹生島と金刀比
羅神社が、奥坊主を通じて紐づ
けられていたことに何ら不思議は
ありません。次に奥坊主と富士
山の山頂を結んでみました。そる
とその途中には古くから多くの神
宝が秘蔵されていたと言われる
神島が、伊勢湾の入り口となる伊
良湖岬の沖に浮かんでいます。さ
らに四国の足摺岬と室戸岬を結
ぶと、その先に奥坊主の場所を
見つけることができます。
　奥坊主と呼ばれる熊野の奥地
は、単に偶然にその場所が奥坊
主と命名されたのではなく、ど
うやら周到な計画をもって、綿密
にその場所が特定された可能性
があります。しかしながら熊野
の秘境となる山々は険しく、谷
も深く、そこまでの道のりはあま
りに遠いことから、いったん道
に迷えば帰ってくることができな
くなり、遭難死してしまうような
場所なのです。それでも、奥坊
主の場所が重要視されたからに
は、何かしら理由があるはずで
す。いつしかその謎に迫るため、
実際に奥坊主を自分の足で訪ね、
この目で確かめてみたいと思う
ようになりました。そして2018
年の5月、遂に奥坊主へ登山す
るチャンスが到来したのです。

大失敗に終わった初挑戦の奥坊主！

　2018年5月5日の「子供の
日」、待ちに待った奥坊主へ登山
するチャンスが到来しました。奥
坊主に関する情報はほとんどな
いことから、地図と睨めっこを繰
り返しつつ、運を天に任せてベス
トの登山ルートを探りあてます。
最終的に決まったルートは、まず
車で花抜峠登山道入り口まで行
き、そこから花抜峠を経由して奥
坊主に向かい、その後、更に西
に進んで終点を大台ケ原ビジター
センターとすることでした。その
ため、知人にお願いし、花抜峠
で下車した後、ビジターセンター
に迎えに来てもらうという段取り
でプランを進めました。花抜峠か
らビジターセンターまでは車でも
大台ケ原の南方を迂回して走らな
ければならず、その距離は100
㎞を超え、3時間近くかかります。
そのような険しい山並みを登山す
る訳ですが、健脚に自信を持って
いたからこそ、勇気をもって踏み
出すことにしました。
　幸いにもYAMAPという登山
者向けアプリには最新鋭GPSの
マップが搭載されたことから、ス
マホを携帯するだけで、電波の届
かない山奥でも道に迷うことがな
くなりました。それ故、安心しきっ
て熊野の奥地へと入っていくこと
ができるように思えたのです。し
かしながら十分な下調べをしな
かったこと、そして熊野の原生林
を甘く見ていたことから、大きな
挫折を味わうことになるとは、夢
にも思いませんでした。

　当初から誤算づくめでした。ま
ず、スタート時間を11時と遅め
に設定し、途中トレッキングの訓
練も含めて走ることから、夕方5
時までは終点の大台ケ原ビジター
センターに到達すると見込んだの
ですが、あまりに無謀な計画でし
た。また、スタートから終点まで
1,000m以上もある高低差も把握
しきれていませんでした。急斜面
の所々 に散在する枯れ木と倒木に
囲まれ、極めて足場の悪い山 を々
15kmもの長距離にわたり登山し
なければならず、その距離感覚も
読み誤ってしまったのです。しか
も、ほとんどの場所に山道がなく、
尾根沿いから奥坊主へと抜けるた
めには急斜面を1㎞以上も下らな
ければならないことが、現地をみ
て初めてわかりました。その通り
道は、奥坊主へ到達後、帰りには
再び登らなければならない急斜面
にもなることから大変な負担です。
ましてや道なき道を探しながら足
元に注意し、時間を気にしながら

熊野の秘境の地を小走りで進む訳
ですから、極度の神経戦を強いら
れるようなものだったのです。そ
のような環境下で、15㎞もの原生
林の中を5時間で走りきることを
目論んだ自分が愚かでした。
　これまで白山、立山、月山、旭岳、
石鎚山など多くの山 を々走り抜け
てきたことから、まさか奥坊主で
トラブルが待ち受けているとは思
いもよらず、花抜峠登山道入り口
から勇ましくスタートしたのです。
すると、しょっぱなから雲行きが
怪しくなりました。スタート直後
から道に迷ってしまったのです。
登山道入り口というのに小川が流
れていて、その先、どこにも道ら
しき道が見えないのです。そして
小川を行き来した際、うっかり川
石の上で足を滑らせて転び、すぐ
さま靴がびしょ濡れです。その後
も結局登山道が探せず、GPSを
頼りに急斜面を花抜峠に向けて一
直線に登ることにしました。しか
しながら斜面は予想以上に険し
く、また、原生林に囲まれてしまっ
たことから方向性を間違いやすく、
迷いながら急斜面を登ることで体
力をひどく消耗し、峠の近くに来
た時には既に午後1時20分を
回っていました。まだ全体の6分
の１にも満たない2㎞少々しか進
んでないことに、一気に焦りを感
じ始めました。
　このままのペースで進むと、終
点の大台ケ原ビジターセンターに
着くのは夜の10時を過ぎてしま
い、遭難する危険性が一気に高ま
ります。しかも手持ちの食糧はな
く、水を少々持ってきただけでし
た。そこで花抜峠を経た後は、傾
斜もゆるくなったこともあり、一
気に足を速めたのです。そして遂
に奥坊主へ繋がる尾根沿いに辿
り着き、そこから急斜面を下って
いきました。ところが時計を見る
と、すでに時刻は3時を回り、し
かも尾根からの坂道は下り坂が半
端ではなく、200mほど谷間を進
んでも行先がわかりづらく、GPS
上でも奥坊主はかなり先に見えま
した。と、その時2つの不安が
よぎりました。まず携帯のバッテ
リーを見ると、もう残りが30％
を切っているのです。すでに何度
も道に迷い、行ったり来たりを繰
り返していることから、熊野の奥
地でGPSが止まれば遭難は免れ
ません。そしてこの急斜面をどん
どんと下りながら奥坊主に向かう
ということは、その後、その斜面
を逆に登らなければならないとい
うことでもあり、このままいくと、
既に消耗し始めた体力が限界に
達し、夜になって遭難する可能
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花抜峠近くから尾鷲湾を一望する

どこもかしこも倒木の嵐だ。。

奥坊主

富士山

神島

竹生島

足摺岬

室戸岬

金刀比羅宮



性が高くなると思いました。しか
も出発時は20度以上あった気温
が3時になったとたんに急激に下
がってきたのです。体感温度はす
でに12～１3度を切ってきたよう
に思いました。
　奥坊主まであと、1㎞もない地
点まで汗水流して苦しい思いを我
慢してきましたが、軽装しか準備し
てないこともあり、遭難を回避す
るため、人生で初めて目的地到達
を断念。急いで急斜面をUターン
して登り、そこからGPSを頼りに
大台ケ原ビジターセンターへと向
かいました。すでに4時間少 の々
時間を費やして6㎞ほど斜面を歩
き通し、時刻は3時20分を回っ
ていました。そこからまだ9㎞の
距離を残しており、何とか夕暮れ
までに終点の大台ケ原ビジターセ
ンターまで到達することを願って
早足で進み続けました。
　登山とトレッキングは我慢の連
続です。すべてを耐え忍び、我慢
して進み続ければ、いつしか最終
地点に到達できます。しかしなが
ら、携帯電話のバッテリーも切れ
かかっており、残りが10％台になっ
ていました。そして迷うたびにマッ
プの詳細を見ると一気にバッテ
リーが消耗することから、マップ
を参照することもままならず、精
神的ストレスは極限にまで達して
いたのです。そして疲労困憊の中、
夕暮れとなった午後6時半、やっ
との思いでビジターセンターまで
あと2㎞という場所にある尾鷲辻
の休憩所に辿り着きました。ここ
までくれば遭難の危険はもうあり
ません。そこから急いでビジター
センターに向けて足を運び、終点
に到着した時、既に夜の7時を

過ぎており、辺りは真っ暗でした。
初めての敗北経験となる登山であ
り、熊野の奥深さと難しさを思い
知らされることとなりました。ビ
ジターセンターで長時間待ってい
てくださった友人に感謝します。
https://yamap.co.jp/activity/1849626
（「奥坊主に到達できず！」Yamap掲載）

2回目の奥坊主チャレンジも連敗！

　奥坊主がいかに遠い熊野の奥
地にあるかということを思い知ら
された初チャレンジの大失敗か
ら2週間後の5月20日、2度
と失敗は許されない覚悟で改めて
プランを立て直し、再度、奥坊主
に登山することにしました。今回
は自分で運転して同じ場所に帰還
しなければなりません。花抜峠
登山口は、周辺に何もない砂利
道の先にあり、ひとりで行くには
あまりに無謀であることから、大
台ケ原ビジターセンターを出発点
とし、そこにまた戻ってくること
にしました。そうすると、奥坊主
までの歩行距離は往復で20㎞を
優に超えてしまい、道に迷いやす
く足元も悪いことから、十分な時
間を確保する必要がありました。
といっても前日の夜は京都で仕事
があり、日曜の早朝5時に出発
して何とか9時までには大台ケ
原ビジターセンターに到着できる
ようにと計画しました。2回目と
いうこともあり、今回は携帯電話
を2台持参し、食料も少量抱え、
前回通った道を再び歩むことから
不安はありませんでした。
　人生にはアクシデントがつきも
のです。準備周到と思いきや、京
都で仕事をしている時に何と、予
備の携帯を新幹線に置き忘れてい

ることに気が付いたのです。何と
愚かな！そんな自分に嫌気がさす
ものの、仕方がないので1台の
携帯で奥坊主の再チャレンジを決
行することにしました。翌朝、京
都から大台ケ原ビジターセンター
までの道のりは意外に遠く、セン
ターに到着して登山を開始した時
刻はちょうど10時になっていま
した。しかしながら夕暮れまで8
時間あり、行く道と帰り道が同じ
ということもあり、奥坊主まで十
分に到達できるはずです。
　スタート直後から元気に駆け足
で、尾鷲道に向かって走っていき
ました。2週間前に一度通った道
でもあることから、最初は楽し
く、歌をうたいながら進んでいく
ことができました。その途中は倒
木の嵐であり、まさに恐竜がなぎ
倒したような様相の風景が続きま
す。無数の枯れ木が立っている姿
は、普通では考えられない光景で
す。しばらく行くと、遠く東南方
向に尾鷲の海が目に入り、心が弾
みます。ところが昼過ぎくらいか
ら周囲に雲がかかり始め、ガス（霧）
が押し寄せてくるように見えたの
です。天気図と予報を確認し、そ
の日は快晴であることを確認して
登山日和としました。いやな予感
がします。そして尾根から奥坊主
へと向かうため、急斜面を下がり
続けると、その奥地には何と小川
が流れており、そこには小さな滝
があったのです。これはすごいな、
と思うも、携帯のマップを見ても、
どの方向に進めば奥坊主がある
のかさっぱりわからないほどの急
斜面に囲まれてしまったのです。
周囲は一面、深い谷と斜面続きで
あり、どこも同じような様相に見

えてしまい、初回の登山と同じ状
況に陥ってしまいました。
　奥坊主まであと500 ～
600mほどしかないはずですが、
携帯電話を見ると残りのバッテ
リーが42％になっていました。
そして周辺一帯はガスが覆いか
かるように広がっていたのです。
このまま行き先がわかりづらい
奥坊主に迷いながら向かっても、
1台しかない携帯のバッテリーが
帰路の途中で確実に切れること
になり、しかも霧にまかれて遭
難する危険性が極めて高く感じ
られたことから、奥坊主の直前
でまたしても断念することにしま
した。悔しさよりも、身の安全
を優先したい一心での勇断です。

　それから急いで霧にまかれなが
ら、GPSだけを頼りに大台ケ原
ビジターセンターを目指しました。
そして予感は的中しました。3時
51分、ビジターセンターまで後2
㎞の尾鷲辻休憩所にやっとの思い
で戻ってきた瞬間、携帯のバッテ
リーは切れました。帰りがあと1
時間遅くなっていたら、どうなっ
ていただろうかと思うと怖くなり
ます。そして午後4時半、終点の
大台ケ原ビジターセンターに到着
しました。駐車場は霧につつまれ、
あたりは視界がほとんどない状態
でした。もしあの時、奥坊主への
道を断念していなければ、危うく
遭難するところでした。登山には

あきらめも肝心です。
https://yamap.co.jp/activity/1907317
（大台ケ原奥坊主への道は遠かった...YAMAP掲載）

念願の奥坊主に3度目の正直で到達！

　2度の登頂失敗を繰り返した後
の7月15日、3度目の正直とい
うことで、再び奥坊主の日帰りト
レッキンングにチャレンジするこ
とにしました。辛い体験を2度繰
り返していることから、これが最
後のトライになることは最初から
わかっていました。よって、最善
の準備を周到に行い、自信もって
チャレンジできる体制を整えまし
た。最も気をつかったのは、GPS
を終始維持するためのバッテリー
を保持することです。そこで、携
帯用の予備バッテリーを2個用
意し、さらに携帯はSoftbank, 
Docomo, AUの3台を準備しま
した。そして今度はスタート時間
を更に前倒しして、朝8時から大
台ケ原ビジターセンターを出発す
ることにしたのです。つまり最悪
でも10時間、片道5時間かけて
奥坊主に到達すれば、十分に戻っ
てこれると目論んだのです。
　3度目のチャレンジですから、
原生林と深い谷、そして倒木、枯
れ木が散在する山 で々も、何とな
く見慣れてきており、およそ行く
方向がわかってきました。それで
もGPSがないと所 で々曲がる場
所を間違えるほど周辺の景色はど
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正社員・パート募集

1日4～8時間、週3日以上シフト勤務、応相談1日4～8時間、週3日以上シフト勤務、応相談

顧客サポートスタッフ

インフラエンジニア

電気主任技術者

音響機器修理スタッフ

物流倉庫管理アシスタント

梱包・軽作業スタッフ

月給 24万円～

月給 38万円～

パート

正社員

パート

正社員

正社員

正社員

正社員

時給 1,200円

月給 35万円～

（45時間分の固定みなし残業代含）（45時間分の固定みなし残業代含）

月給 24万円～
（27時間分の固定みなし残業代含）（27時間分の固定みなし残業代含）

月給 25万円～
（27時間分の固定みなし残業代含）（27時間分の固定みなし残業代含）

27時間分の固定
みなし残業代含む
27時間分の固定
みなし残業代含む

（　　　　）週4日以上の
シフト勤務
週4日以上の
シフト勤務

（45時間分の固定みなし残業代含む）（45時間分の固定みなし残業代含む）

時給 1,200円～
●業務内容：販売計画の立案・実行、顧客からの注文、
　問い合わせ対応等
●必要スキル：PC操作 (タイピング)

●業務内容：社内インフラの設計、運用・維持・管理
●必要資格：サーバの構築・運用、またはLANの
　構築・運用の経験 （3年以上）

●業務内容：本社・関連施設における電気設備の保守
　点検・緊急対応など
●必要資格：第3種電気主任技術者以上

●業務内容：音響機器、楽器、照明機器などの検証、
　修理、メンテナンス
※家電製品、弱電機器関連の修理実務経験者優遇

●業務内容：本社物流倉庫にて取扱商品の梱包・
　ピッキング業務、倉庫整理など。
※未経験者歓迎

●業務内容：本社物流倉庫にて取扱商品の梱包・
　ピッキング業務、倉庫整理など。
※未経験者歓迎

0476-89-1777〒286-0825千葉県成田市新泉14-3（野毛平工業団地内）
株式会社 サウンドハウス www.soundhouse.co.jp

▶資　格 ： 学歴不問 各職種の実務経験者優遇します　
▶給　与 ： 各職種欄参照　※経験・スキルを考慮して決定
▶休　日 ： 週休二日 シフト制（正社員）、年末年始休暇、有給休暇
▶時　間 ： 平日9：00～18：00 ／ 土曜11：00～17：00
　　　　　 （時間は部署によって異なります）
▶待　遇 ： 社保完備、社宅あり、交通費支給、社内フィットネスジム
　　　　　海外研修、温泉無料優待（家族含む）英語学習サポートなど

国内最大級の楽器・音響・照明機器ネット通販

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

E-mail

郵 送

下記まで履歴書（写真貼付・メールアドレス記載）を、郵送
またはEメールにてお送りください。 書類選考の上、
面接日を連絡します。

応 募 方 法 ※Eメールで送る場合はPDF・Excel・
　Wordにてお願いします

募集内容は弊社WEBサイトに
詳しく掲載してます

応募フォームもあります

https://recruit.soundhouse.co.jp

こちらの
QRコードより
ご覧になれます

（　　　　　）

働きやすい
大型倉庫

誰もが
即戦力！

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▶下記番号まで電話連絡の上、履歴書持参ください

パ 1,100円～時
給

パ 1,000円～時
給

パ 1,000円～時
給

調理アシスタント
※シフト制・時間応談、経験者歓迎

レストランホールスタッフ

フロント受付スタッフ

※シフト制・時間応談

※シフト制・時間応談

0476-28-8111
〒286-0841千葉県成田市大竹1630

e-mail： info@yamatonoyu.com（担当：採用係）

時間/9：30〜21：30

時間/16：00〜22：00

時間/9：00〜22：00

調理補助、キッチン業務全般

料理の配膳、ホール業務全般

電話対応、受付業務全般

昨今話題の全米オープンテニス優勝者、大坂なおみの
プレーがどうしても見たくなり、東レパンパシフィック・
テニストーナメントの決勝戦を観戦してきました。残念
ながら大坂選手は優勝を逃しましたが、そのパワー感
みなぎる強打の連続は特筆するべきものがあります。両
プレーヤーともに時速190km台の強烈なサーブが炸裂。
グラウンド・ストロークも男性顔負けのパワースイング！
錦織のサーブが遅すぎると揶揄する彼女の気持ちが
やっとわかりました！観戦の合間に原稿の執筆をまとめる
ことができ、感謝！

本誌のバックナンバーはWEBサイトにて全てご覧いただけます。
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「日本と
ユダヤのハーモニー」にまとめてあります。ぜひご覧ください。

編 集 後 記

NCJ編集長　中島 尚彦

WEBサイト案内

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/

奥坊主へとつながる山道が遂に現れる！

突如として押し寄せてくる濃霧
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楽器・音響・照明機器ならサウンドハウス

国内最大規模のECサイトを運営。

海外著名ブランドの正規代理店として、

ユーザーを熱烈にサポート。

LINEやInstagramなどのSNS媒体を通じ、

最新の音楽情報を全国に発信中！ 西日本豪雨
復興支援

プロジェクトプロジェクト

よ い と こ

We love
Sound House

We love
Sound House

2018年、サウンドハウスは、
「YOITOKOプロジェクト」を始動。
人々の心をつないでいく音楽の力、
全国各地の“YOITOKO”（良い所）
そして人や街の魅力を
伝えていきます。

全国各地の
音楽シーンを応援

被災した楽器、音響・照明機材の無償修理を
行っています。お知り合いの方でお困りの方が

いれば、ぜひご連絡ください

「魂」で音楽を創るアーティストを発掘・応援
TuneCore Japanとタッグを組んで
オーディションを開催

こもかしこも似たようなものばか
りで、行ったり来たりの繰り返し
がありました。そして11時45
分、ついに尾根づたいから奥坊
主へと向かって谷を下りる地点に
までやってきました。2回目のチャ
レンジでは小川や小さな滝を見
つけましたが、その周辺は行き先
がわかりづらかったことから、今
度はアプローチの角度を変えて、
GPSを見ながらもう少し直線
コースで進むことにしました。
　それにしても本当にわかりづ
らく、自分がどこにいるのかさっ
ぱりわからなくなるばかりで不安
がつのる最中、崖や岩場を避け
ながら足場の悪い急斜面を神経
を尖らせながら斜めに進んでい
くと、突然、枯れ木の広場が見
えてきました。そして12時50
分、ついに光明が見えてきたので
す。それまで原生林を歩んでき
たのにも関わらず、奥坊主にかな
り近づいてきたと思われるその
小さな広場の先には、突如とし
て人が歩き続けてきたと思われる

山道が現れたのです。明らかに
長年、多くの人が歩いてきた形跡
のある山道が、奥坊主へ続く最
後のアプローチにのみ存在してい
たのです。これは正に、古くから
奥坊主には多くの行者が集ってい
たことの証ではないでしょうか。
　山道の確認と共にその狭い道
を早足で進んでいくと、徐 に々両
側の崖の幅が狭くなってきたこと
から、奥坊主が目前に迫ってきた
ことがわかります。もう迷うこと
はありません。あとはひたすら前
に進むだけです。最後の上り坂を
一気に進むと、ついに奥坊主と呼
ばれる最終地点に到達しました！
単に樹木に囲まれた10数坪にし
か見えない小さなエリアですが、
そこが古代の聖地かと思うと、何
かしら熱い思いが込み上げてきま
す。そして持参した奥坊主の標識
をリュックから取り出し、杭にね
じ止めしてハンマーで地表に打ち
付けました。新しい標識の打ち立
てに成功！我、奥坊主にあり！
　その後、すぐにUターンして戻
ることとし、奥坊主から出発しよ
うと立ち上がった瞬間、大きな黒
い影がガサガサ、と目の前で動い
たのです。まずい、熊か？と一瞬
不安がよぎります。そしてそっと
数歩、傾斜地を進むと、何と、自
分をじーっと見ている大きな動

物が、すぐそばにいるではないで
すか。初めてみる巨大な黒い動
物。ところがどう見ても熊ではな
いのです。しかも馬のように大き
く、牛のように体が太く、角はな
いが落ち着いた様相で立っている
のです。自分からの距離は15ｍ
ほどだったでしょうか。その正体
は、天然記念物となっているカモ
シカでした。驚いたことに、奥坊
主の頂上までカモシカが追いかけ
てきてくれたのです。というのも、
その周辺には崖しかなく、いくら
急斜面に慣れているカモシカとて、
その頂上まで上ってくる必要はな
いはずです。とにかく、一生に一
度の体験ですが、カモシカと挨拶
を交わすことができて、ありがた
き幸せと思いました。

　3度目の登頂チャレンジが成
功し、それから必死の思いで、ビ
ジターセンターまで足を運びまし
た。その途中、倒木の枝に足を
ひっかけ、すねの部分を10cmほ
ど深く切ってしまい、痛い思いを
しました。しかしそれよりもとに

かく、奥坊主へ到達できた喜びの
方が大きかったのです。ただ悔い
が残ることは、3度目も携帯電
話で失敗をしてしまったことです。
まず、予備のバッテリーの使い勝
手が悪く、結局は使えなかったこ
と。そして3台持ち込んでしまっ
たため、GPSの機能がうまく連
携できず、せっかく撮影した画像
と地図がリンクせず、YAMAPと
いうサイトにこれら感動のコメン
トを画像と共に掲載することがで
きなかったのです。が、奥坊主の
日帰り登頂に成功した感激の1日
であることに変わりありません。

奥坊主の意味を考える

　レイラインの考察から見出
した奥坊主ではありますが、そ
の場所の意義は、実際にそこ
に行ってみて、初めて理解する
ことができました。奥坊主は
どう考えても単なる修行の場所
ではないようです。その場所
は、一度行けば帰ってくること
ができない、一方通行の場所で

はなかったかと考えます。現代
のGPSを用いても健脚の人が、
かろうじて日帰りで行き来でき
るような奥地にあり、一般庶民
が行けるような場所ではないの
です。しかも奥坊主がある熊野
の奥地は日中と夜の温度差が激
しいだけでなく、雨量も多く、
高山であるだけにすぐに霧に包
まれ、周囲が見えなくなってし
まいます。つまり、奥坊主へ行
くということは、熊野から抜け
出すことができなくなる危険を
常に孕んでおり、そこで死ぬ覚
悟がなければ到底行けない場
所のように思えてきたのです。
　奥坊主とは、神様に祈りを捧
げ、そこで人生の最後を遂げる
覚悟をもった人のみ到達できる、
行者の最終修行地であったと考
えられます。古代の民は、その
場所が富士山と神島、琵琶湖
の竹生島、そして金刀比羅神社
に結びついていることに安堵し、
そこで生涯を全うするという思
いを馳せて、熊野の秘境を訪れ
たのではないかと推測します。
つまり、奥坊主は聖者の墓場で
もあったのです。大勢の聖者の
遺骨が、奥坊主の崖の先に埋も
れているのではと思うと、熊野
の長い歴史の重みを感じないで
はいられません。（文・中島尚彦）

倒木をまたぐ際に足を引っ掛けて大怪我！

奥坊主にて天然記念物のカモシカと遭遇

新しい奥坊主の標識を打ち立てる！


