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四国剣山に纏わる神宝の伝承を再検証！

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

奇跡の再会が2度！？

最終編最終編

NCJ109日本とユダヤの
ハーモニーから続く

ありえないことが起きる不思議な人生に乾杯！ありえないことが起きる不思議な人生に乾杯！
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　日本シティージャーナル11月
号（2019年）にて、成田POP
ランの10㎞走にて優勝した体
験談を記載しました。そもそも
走るのが嫌いで、長年、ランニ
ングなどしなかった自分が走る
ようになったきっかけは、遠い
昔の知人と、信じられない時、
信じられない場所で再会すると
いう、奇跡的な出会いがあった
からに他なりません。

寿司屋のカウンターに座っている隣人は誰？

　平成10年の初夏、筆者は成
田市の下総松崎駅近くにある古
屋の天然温泉施設を取り壊し、
新築の日帰り温泉施設を建築す
る工事に携わっていました。本
職の仕事は別にあったものの、
ふとしたきっかけで成田老人ク
ラブの依頼を受けて、新しく天
然温泉を建築することになった
のです。東京生まれ、東京育ち
の自分にとって、元々成田には
縁もゆかりもなく、ましてや栄
町の存在さえ、その数年前まで
は知りませんでした。そんな、
よそ者の自分が結婚を機に成田
に移住し、引っ越し当初は下総
松崎に住んでいたことから、そ
の近くにある天然温泉施設の再
建に携わることになり、話はあっ
という間に進んだのです。
　温泉のグランド・オープンま
であと3か月少々となった頃、
日夜、突貫工事の打ち合わせに
追われる毎日を過ごしていまし
た。週7日、休みなく続く激務、
そんな初夏のある日、その工事
現場から栄町方面に向かう県道
沿いにある柳寿司に、当時幼稚
園に通っていた2人の子供を連
れて、仕事帰りにお寿司を食べ
に行くことになりました。工事
現場のすぐそばで、時折口にす
ることのできる寿司は、当時の

自分にとって、最高の贅沢でし
た。しかも栄町でも定評のある
柳寿司は本当に美味しく、毎度、
行くことが楽しみだったのです。
　その頃の柳寿司は、街道沿い
の小さなお寿司屋さんでした。
ガラガラ！と扉を開けて中に入
ると、いつもどおり元気いっぱ
いのマスターがおられ、8席ほ
どあったカウンターには2人だ
けお客様が座っていました。お
そらく夫婦なのでしょうか、一
緒に寿司をつまんで楽しそうに
話をしていました。既に夜の8
時半を過ぎていたこともあり、
カウンター手前にあった2畳ほ
どの小上りに子供たちを座らせ
て食べさせようと思ったのです
が、2人ともバタンキュー、といっ
きに畳の上で眠りこけてしまっ
たのです。ちょっと時間が遅す
ぎたな、「ごめんなさい！」と心
に思いつつも、眠ってしまった
子供達を起こす訳にもいかず、
一人カウンターに座って、寿司
を食べることにしました。
　子供達の寝顔を見ながら、美
味しいお寿司を頂いていると、
日々の疲れがちょっとだけ癒さ
れるような気がします。仕事の
ことを考えながら一人、静かに
寿司を食べるのも、これまたお
つなものです。隣に座っている
夫婦はとにかく仲がよさそうで
あり、うらやましくも思えてきま
す。そろそろお腹がいっぱいに
なりかけてきた時、ふと、カウ
ンターに座っている男性の横顔
をちらっと見ると、「どこかで見
たことあるような？」と不思議
な感覚にかられたのを、今でも
はっきりと覚えています。
　その時から自問自答が始まり
ました。「どこかで会ったことが
ある？」「誰だ、この人は！」ぐ
たぐたと考えても埒が明きませ

ん。そこで思い切って声をかけ、
聞いてみることにしました。「お
話し中、すいません、どこかで
お会いしたことありませんか？」
見知らぬ人（？）に対し、何と
いう唐突な質問でしょうか！そ
れでも、いてもたってもいられ
なくなり、ついに均衡を破って
聞いてしまったのです。ところ
が思いのほか、反応は期待し
たほどではありませんでした。
「え？そうですか？」程度の返事
だけです。しかし、一言、二言、
会話を交わしただけで、ますま
す「絶対に会ったことがある！」
という思いが強くなってきまし
た。
　そこでちょっと申し訳なかっ
たですが、立て続けに、「確か
に会ったことあるような気が
するのですが。。。」と語り続け
るも、相手からは「そうです
か。。。？」という返事だけです。
そこで思い切って自らの人生の
旅路を振り返り、片っ端から出
会いの接点となる可能性がある
場所について話をしてみること
にしました。「僕は東京の渋谷
に住んでいたのですが、東京で
お会いしてませんか？」「音楽関
係の仕事しているのですが、音
楽関係のお仕事では？」そして
「アメリカのカリフォルニアにし
ばらく住んでいたのですが。。。」
とまで切り出したのですが、い
まいちピンとくる様子もなく、
ほどほどに関心をもって聞いて
もらっている程度にしか見えま
せんでした。それでも諦めるこ
となく、自分がアメリカに行っ
た理由にまで踏み込み、「僕は
テニスをしに、アメリカに行った
のですが。。。。」と語った瞬間、
突如、青天の霹靂のごとく真相
があらわになったのです。
　「テニス？！」「僕は今、テニ
スクラブを経営しているのだけ
ど。。。」と、男性が話始めたの
です。それで分かったことは、
何と、隣に座っていた方は、26
年前、筆者がアメリカにテニス
留学する前の中学3年生の時、
ウィンブルドンで勝ち進んだ著
名なテニスプレーヤー、故石黒
修氏の弟子として、自分をトレー
ニングしてくださった元全日本
の樺沢プロだったのです。中学
生時代に東京で一緒にテニスの
練習をしてくださった当時20

代の樺沢選手が、
それから四半世
紀経った後、アメ
リカ帰りの自分が
向かった縁もゆか
りもない印旛沼
そばの小さなお
寿司屋さんのカ
ウンターに偶然、
座っていたので
す！しかも自分の
真横であり、他に
お客様はいませ
ん！こんな劇的な
再会、出会いはあるでしょうか？
26年という時を経て樺沢プロ
の頭は白髪になり、自分も子持
ちの仕事人に化け、それぞれ心
身ともに様変わりしたことから、
お互いがすぐには気付くことが
できなかったのです！
　当時、樺沢プロは成田市の公
津の杜、駅前に京成電鉄より土
地を借り、そこでテニスクラブ
を経営していました。そして日
夜、テニスクラブでレッスンを
受けに来る多くのテニスプレー
ヤーを教えながら、日 、々テニ
スライフに明け暮れていたよう
です。その先輩プレーヤーと、
東京から遥か離れた印旛沼沿い
の小さな寿司屋で26年ぶりに
再会した訳ですから、再びラケッ
トを手にしないわけにはいきま
せん。かれこれ20年近くテニ
スからは遠ざかっていましたが、
この奇跡的な再会を機に、仕事
の合間を見つけては、テニスの
練習をすることになりました。
その結果、高校時代にテニスを
やめてからは走ることをやめた
はずが、再びランニングを開始
したのです。そして足を鍛えな
がら、樺沢プロが運営するテニ
スクラブで上手なプレーヤー達
と一緒に練習しても、恥をかく
ことがないように、自らを鍛え
直すことにしたのです。この再
会がなければ、嫌いなランニン
グをする、ということは、考え
られません！人生は出会いによ
り、大きく変わります！

若返り策に感化された旧友との出会い

　それから数年間、テニスをし
ながらとりあえず、体を鍛えつ
つ、仕事に没頭するという生活
が続いていたある日、会社のス
タッフから唐突に、「ホノルルマ
ラソンを一緒に走りませんか？」
と誘われたのです。その当時、
マラソンはメディアの話題に取
り上げられることが多く、モデ
ルの長谷川理恵さんが、フルマ

ラソンを3時間15分で走って
いるというニュースが耳に入り
ました。それを聞いたら、もう
いてもたってもいられません。
女性のモデルが3時間15分で
走れるのに、高校時代、といっ
てももはや20年以上も前の話
ですが、あれほどテニスで鍛え
て走っていたのだから、自分が
その記録を超えられない訳はな
い、と安易に思ったのです。そ
して長谷川理恵には絶対に負
けられない、と勇み立ち、テニ
スの練習は中断して毎日走り始
め、4か月後の2003年12月
に開催されたホノルルマラソン
への参加に備えたのです。
　結果は惨憺たるものであり、
フルマラソン、42.195㎞を走る
難しさを痛く味わうこととなり
ました。実際、走っている途中
に脱水症状になり、吐き気を催
し、意識も朦朧。それでも「走れ、
走れ、」と我慢して自分に言い
聞かせながら足を止めずに動か
し続けたのです。、最後の10㎞
では正直、もう「いつ死んでも
いい！」「苦しすぎる。。。！」と
悶え苦しみ続け、かろうじて生
きながらえてゴールするも、心
身ともにぼろぼろでした。結果
は3時間59分00秒。4時間
は切ったものの、もう走ること
はなかろう、と自らに言い聞か
せたことを、いまでもはっきり
と覚えています。
　そんな否定的な思いは、どこ
にいってしまったのか、それから
1か月後、再び自分の心の中に

ホノルル初マラソンで地獄の苦しみを体験

レースのゴールは苦しみのあまり絶叫！

成田温泉から再生した現在の大和の湯



は、「長谷川理恵に負けては男
がすたる。。」と豪語し始め、月
300㎞は走り込むというエリー
トランナー級のトレーニングに
のめり込んでいったのです。そ
の結果、それから5年間でなん
と、20回もフルマラソンを走る
こととなり、体重はさらに5㎏
減り、体が見違えるほどスリム
に鍛え上げられたのです。そし
て最終的には3時間を切るぎり
ぎりのところまで記録を伸ばす
ことができました。会社スタッ
フからの誘いがあったからこそ、
ホノルルマラソンを完走できた
のです。そしてその背景には、
26年ぶりにテニスの先輩と再
会してテニスの練習を再開する
ことになるきっかけとなった奇
跡の出会いがありました。
　そこまでマラソンにチャレン
ジする気持ちになった、もう一
つの要因は、20数年ぶりに中
学時代の親しい旧友と再会した
ことにあります。その当時、彼
は総合病院で内科医局長を務
めながら、アンチエイジングの
第一人者として長生きの秘訣を
本に書き記し、様々なメディア
に取り上げられていました。そ
の有名な医師となった旧友と
再会した際、何となくアンチエ
イジングやってみなさい、とい

う話になり、彼の言うことを信
じることにしたのです。そして
いつしかアンチエイジングの凄
さを身をもって体験することと
なったのです。
　その結果は想像を絶するもの
でした。様々なサプリを取り入
れて1日3回飲むだけでなく、
運動療法もこなしながら、アメ
リカでは普及しているホルモン
剤の投入も短期間に限って実行
することになりました。そして
当時のアンチエイジング医学が
誇る最大限の治療とのアドバイ
スを受けながら、自分の体を改
革し、40代でありながら30
歳の若さとエネルギーに舞い戻
る！ということを目標に、体の
若返りを試みたのです。その結
果はまさに驚異であり、確かに
自分の体は若返ったのです。と
いうよりむしろ、若返ったと思
えるほど、以前にはない力が湧
き出でてきたのです。その結果、
走り込む練習をしてつらい時が
あっても、「もっと走れる。。。」「ま
だまだやれる！」と思えるよう
になりました。
　走ることが嫌いだった自分が、
再び走り始めるためには、それ
なりのきっかけと出会いがあっ
たのです。それは、26年ぶり
にテニスチームの先輩と、奇跡
的に再会しただけでなく、ラン
ニングチームに所属して走るの
が好きだった会社スタッフとの
出会い、そしてアンチエイジン
グの極意を教えてくれた中学時
代の旧友との再会に他なりませ
ん。成田POPラン優勝の背景
には、こうして、多くの人々 との
出会い、再会があり、それによっ

てプラスの影響を受けた自分
が、「走れる」「勝てる！」「1位
になれる！」と確信するまで心
身ともに強くなったのです。
　さあ、みなさんも元気を出し
て、少しずつ、走りませんか？
走るのが苦手な人は、散歩か
ら始めませんか？日本シティ
ジャーナル本稿との出会いを機
に、人生がよりバイタリティーに
満ちたものとなり、誰もが元気
に長寿を全うできればと願って
います。そのための第一歩とし
て、読者のみなさんも楽しく走
りながら、健康と長寿の祝福が
与えられることを願ってやみま
せん。

衝撃の出会いドラマはまだ続く！

　2003 年の夏、ホノルルマ
ラソンに向けてトレーニングに
集中する必要があったことか
ら、それまで樺澤プロにお世
話になっていたテニスの練習を
中断することにしました。テニ
スはストップ＆ゴーを繰り返し
ながら走るため、ひざや足の怪
我が多く、長距離走の大会前
には危険に感じられたからで
す。その後、マラソンにのめり
込み、4年間、ひたすら走り続
け、2010年のロサンゼルス国
際マラソンを最後に、レースか
ら退きました。日 、々ハードな
仕事を続けながら、よくも7年
間、走り続けたものだと我なが
ら、「あっぱれ！」と、ちょっと
は自分を褒めたくなります。
　その直後、中学校に入った
長男と、小学校3年生の次男
がアイスホッケーを始めたこと
から、ならば子供達と一緒に

アイスホッケーを練習しようと
志し、幼い頃の夢だったアイス
ホッケーという、それまで体験
したことのない世界に入ってい
きました。その体験談の詳細に
ついては「52歳から始めるアイ
スホッケー」に書き記していま
す。マラソンを7年間走ってい
るうちに、いつの間にかテニス
から遠ざかってしまい、ラケッ
トを握ることがなくなったので
す。そして今度はアイスホッケー
にのめり込んでいく自分がいま
した。
　そうこうしいているうちに、
公津の杜駅前にあったテニスク
ラブの場所に、国際医療福祉
大学が建てられ、2016 年 4
月からスタートするということ
で、樺沢プロが経営していた公
津の杜テニススクールが廃校と
なってしまいました。時の流れ、
移り変わりというものは本当に
早いものです。樺沢プロとの衝
撃の再会から、再びテニスを練
習しはじめたものの、2003年
にマラソンのエリートランナー
となるべく練習に取り組んだこ

とにより、樺沢プロとは顔を合
わせる機会もなくなり、ふと気
が付くと10年以上の年月が経
ち、テニススクールも無くなっ
ていたのです。
　テニスを中断してマラソンの
トレーニングを始めてから数年
後、いつしか自分は四国の剣山
や、神戸の裏山にあたる再度山
の周辺を走り始め、山に登る
ことに喜びを覚えるようになっ
ていました。登山は絶好の筋
力トレーニングになるだけでな
く、その周辺の地理を学び、地
域の神社信仰や由緒を学ぶ機
会にもなることから、一石二鳥
のチャンスに思えたのです。そ
していつしかアイスホッケーの
練習をこなしながら、時折日本
全国の山々をトレッキングして、
頂上までノンストップで一気に
走ることにチャレンジしていま
した。急斜面を一気に上りきる
運動は足の瞬発力、そのもの
を使うことから、アイスホッケー
向けのトレーニングに思えまし
た。よって自己の健康管理も兼
ねて、仕事の合間に時間を見つ
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国内最大規模 楽器・音響・照明機器の専門店

サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

0476-89-1111
0476-89-2222

☎至
香
取

至
成
田
市
内 野毛平工業団地入口

サウンドハウス

平日10:00～17:00
土曜12:00～17:00

日曜／祝日 休業

寺台インター

R51R51

R408R408

R295R295

ショールーム地図

《
営
業
時
間
》

コンパクトなボディから迫力の
JBLサウンドが楽しめる! 充実
のワイヤレス機能に対応。IPX7
防水機能に対応しているので、
万が一の水没にも安心

JBLプロ用スピーカーの高機
能・高音質を継承しながら、手
軽に大迫力の本格サウンドを
楽しむことができるワイヤレ
スBluetoothスピーカー

優れた音質と優れたデザ
インで人気のヘッドホン。
着け心地の良いイヤー
パッドと軽量ボディを採用

TVでもスマホでも、首にかけて音楽を楽しむことの
できるスピーカー。 ハンズフリー＆イヤーフリーで
自分だけのサウンド空間を楽しめます

IPX7防水機能＆カラーバリエー
ション豊富なコンパクトサイズの
ポータブルスピーカー

単1
単2
単3
単4
9V
9V

単1
単2
単3
単4
9V
9V

CPB1
4本パック 

CPB2
4本パック 

CPB3
10本パック 

CPB4
10本パック 

CP9V Mn
マンガン 1コ

CP9V ALK
アルカリ 1コ

¥298＋税

¥198＋税

¥148＋税

¥148＋税

¥65＋税

¥91＋税

楽 器はもちろん、日用品まで幅広く
ご使用いただけます。

業界
最安値へ

挑戦!

激安! 乾電池

日本全国
どこへでもショールームあり

¥7,280＋税

FLIP 4  FLIP 4  

¥16,800＋税

SOUNDGEAR BTASOUNDGEAR BTA

ス リ ム な ボ
ディーから圧
倒的な重低音
とクリアなサウ
ンドを出力。さら
にケーブル1本で
どんなテレビ
もスマートTV
に早変わり

音楽制作にも使われ、
サウンドの細部まで明
瞭 に 表 現 する 本 格 パ
ワード・スピーカー。

5"ウーファー、
LF41W/HF41W、
1本販売

¥36,800＋税

LINK BARLINK BAR

¥9,980＋税

305P MKII305P MKII

¥3,280＋税

GO 2GO 2

¥54,800＋税

PARTY BOX 300PARTY BOX 300

¥30,800＋税

PARTY BOX 100PARTY BOX 100

¥3,580＋税

CPH3000CPH3000

衝撃
価格

NEW

もっと音楽を自由に

使用イメージ

設置イメージ

SOUNDGEAR BTA

肩掛けスピーカー

ワイヤレス・スピーカー

ワイヤレス・スピーカー

リスニング・ヘッドホン

ワイヤレス・スピーカー

120W、サイズ：551×290×288mm
サイズ： 361×224×282mm
質量： 6.1kg

サイズ： 68×175×70mm
質量： 0.5kg

160W、サイズ：690×310×320mm

TV 用スピーカー

●ブルー●ブラック ●レッド ●シルバー ●アイボリー 

Google
アシスタント搭載

限定特価限定特価

※1,000円以上の注文にて

※

※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。

全国
送料無料

あんしん
3年保証

15時までの注文で

即日発送

アイスホッケーの練習に励む筆者

榛名湖の向こうに榛名富士を望む



けては、短期決戦の頂上制覇
に挑戦し続けました。その後、
10年以上の期間を経て100
回くらいは登山をこなしてきた
でしょうか。一度も怪我をした
ことはなく、また、オフシーズ
ンの富士山登頂も日帰りで敢行
し、高山病も克服してきたので
す。
　そんなトレッキングの練習に
はまっていたある日、栃木県の
榛名湖に隣接する榛名山には
著名な神社や磐座があることか
ら、お参り＆リサーチに行くつ
いでに榛名湖周辺の山々を縦
走することを思い立ったのです。
榛名山といっても山道は色 と々
あることから、榛名富士登山
口から榛名富士を登頂し、そ
の後、鳥帽子ヶ岳を経由して榛
名山（掃部ヶ岳）を縦走し、最
後に榛名神社にお参りするとい
う、標高差1450m、15㎞の
山道を7時間かけて縦走する
という豪快なプランを選びまし
た。いつか榛名神社にお参りに

行きたいと願っていたこともあ
り、登頂することを考えるだけ
でも、ワクワク感がいっぱいで
す。
　そしてついに、2018 年11
月27日、榛名山の縦走にチャ
レンジする時が訪れました！早
朝、ちょうど 6時に榛名富士
登山口からスタートし、そこか
ら早足で山道を駆け上がりま
す。そして榛名富士頂上には
22分後に到達しました。それ
から縦走を開始し、鳥帽子ヶ岳
頂上の磐座に到達。硯岩の巨
石は特筆に値します。沖縄の斎
場御嶽を彷彿させる巨石の重な
りや、巨石全体のサイズ感は感
動ものです。無論、頂上からの
榛名湖ビューは人気が高いこと
は、一目見ればわかります。気
温は日中何と20度！無風！薄
着をしてきて良かったです。そ
れから掃部ケ岳の頂上へ向かっ
て走ると、擬木の上り階段が続
きます。何百段上れば気が済む
のか！さすがに長すぎるぞ！と

心の中で叫び続けながら走り続
けました。しかも階段は蹴上が
りの丸太が敷いてあるだけで、
踏み台に土をいれずに窪んでい
るため、足を踏み入れることが
できません。大変疲れます！し
かし、頂上からは真東に筑波
山を遠くに見ることができたの
で、そのビューに癒されました。
　そこから榛名神社へ向けて下
り坂を一気に駆け下ります。と
ころが今度は、その距離が長い
のです。まさか疲れ初めている
この時点で3㎞以上、走ること
になるとは。。。標高差300m
はあり、下り坂ではあるものの、
この時点ではさすがに長く感じ
られます。また、坂道を下ると
いうことは、登山やトレッキン
グにおいて、再び帰り道、上がっ
てこなければならないことを意
味します。そんなこと考えると
気落ちすることから、ひたすら
走り続けていると、10 時 45
分、やっとのことで榛名神社の
鳥居が見えてきました。そこか

ら20分ほど境内の
階段を上り続けると、
榛名神社の本殿があ
ります。すでにトレッ
キンングを開始して
から５時間経っていま
した。体中、汗びしょ
のまま、神社の階段
を上り、そのてっぺん
でお参りをしようと
速足で駆け上り、最
後の階段を登り切っ
て本殿の前に立った
時、既に体は疲れ果
てていました。何も
食べず、ここまで水１

本少々で走り切ったので
すから、憧れの本殿の前
で一服できることが感謝
です！
　と、その時、不謹慎
な日本人夫婦が目に入り
ました。榛名山という神
聖な山、しかもそのてっ
ぺんにある祈りの場、榛
名神社の本殿に、何と、犬を連
れて階段を上ってきているので
す。長い階段ですから、犬にとっ
ても良い運動とでも考えたので
しょうか。しかしながら、日本
の文化を踏みにじることでもあ
り、神聖な場所に犬を連れて来
るとは何事かと憤慨し、一言、
注意をしようと、段 と々本殿に
向かって犬と一緒に歩いてくる
夫婦の顔を見ると。。。。
　うん・？＿？何と、樺沢夫妻
ではないですか。公津の杜テニ
ススクールをやめてから15年
の年月が経ちました。その後、
テニススクールも廃校になり、
夫妻がどこに行ったか、何をし
ているかも知りません。そして
千葉県成田市から遠く離れた群
馬県の榛名山にある、榛名神
社の頂上、本殿に、一生に一度
だけ、この日しかないとお参り
に行くため、5時間かけて走り
続け、山を縦走して到達した榛
名神社です。その本殿前にて、
全く同じ日、同じ時間に、犬を
連れて登ってきたのが、樺沢夫
妻だったのです。こんな出会い
の確率は、ほぼゼロに等しく、
奇跡としかいいようがありませ
ん。しかも2度、奇跡がおきて
いるのです。26年越しに、見
知らぬ土地の小さなお寿司屋さ

んのカウンターで、隣同士で座っ
ていたという事実。そして今度
は15年越しに、遠く離れた山
奥の神社の本殿の前で、出会っ
てしまうという事実。これはも
はや偶然ではなく、すべて天の
御心のままに仕組まれた神の御
計画としかいいようがありませ
ん。筆者がもっと走れるように、
より健康な生活を送れるよう
に、神様が仕組んだいたずらか
もしれない、と考えれば、ちょっ
と納得できます！
　成田に不思議な縁で引っ越
しをしてきてから、もうすぐ
30年になります。今でも筆者
の職場は成田市にあり、そこで
育まれたサウンドハウスという
会社も、今や音楽業界では国
内最大手となるまで成長を遂
げました。この会社でも、不
思議な出会いや、驚くハプニン
グが多くあり、すべてが良い方
向に恵まれて育まれ、今日まで
守られてきました。世の中には、
「偶然」という言葉では説明の
つかない事象があります。樺
沢夫妻との出会いもそのうち
のひとつでしょう。いや、ふた
つです。ありえないことがおき
る！それがまた、人生の楽しみ
でもあります。良いお年をお迎
えください。   （文・中島尚彦）
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快適な作業環境を実現
白いメッシュ生地が印象的。用途に応じて
左右の肘置きを跳ね上げられます。

10,800円10,800円

A284D60

肘置きが左右ともに跳ね上がり、
楽器演奏やPC作業にもおすすめ！

9,800円9,800円

A292D60

白いメッシュ生地が印象的。用途に応じて
左右の肘置きを跳ね上げられます。

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㎝
■座面の高さ46cm

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㎝

RC27WH
21,800円21,800円

ACA040
31,800円31,800円

■チーク、ウォーターヒヤシンス
■72×74×85㎝

アジアンアームチェア
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

可愛らしいデザイン

アジアンアームチェア

限定

Furniture House
平日10:00～18:00 / 土曜12:00～17:00営 業 時 間

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2019年12月現在の税抜価格です。 最新の価格はWEBサイトにてご確認下さい。

ファニチャーハウス

注文、問い合わせはWEBまたは
電話・FAXのみとなります。店頭
での販売は行っておりません。

SM64E/Suara29
27,800円27,800円

SM64N/Rex701
25,800円25,800円

ACD001
15,800円15,800円

SM62B/Suara29
29,800円29,800円

ACD080
27,800円27,800円

SM91E/Suara29
27,800円27,800円

■本革 / 裏面 塩ビレザー
■76.5×118×102㎝

リクライニングチェア
BASIX

■チーク天然木
■56×52×102㎝

落ち着いた雰囲気のアジ
アン風ダイニングチェア

ダイニングチェア
BASIX

■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
BASIX

■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

■ウォーターヒヤシンス
■48×58×104㎝

絶妙なアーチの背もたれ

■ビーチ
■45×41×100㎝

■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

綺麗なアウトラインスラットバックチェア

アジアンテイストたっぷり

限定

限定

限定

限定

RC35KH
29,800円29,800円

TEL：0476-24-5111
FAX：0476-24-5112

RC33KH
31,800円31,800円

NEW NEW

高級スポーツ車のシート
のように体をしっかり包み
込み、ホールドします

高級スポーツ車のシート
のように体をしっかり包み
込み、ホールドします

快適な座り心地は長時間
のPC作業に最適
快適な座り心地は長時間
のPC作業に最適

B331A01 REDA344S61
9,800円9,800円10,800円10,800円

■メッシュ・
　ゲーミングチェア
■PUレザー
■ハイバック
■67 x 64.5 x
　109.5 ～ 119.5cm
■16.7kg

新春新春フェア開催中！開催中！新春フェア開催中！

■PUレザー■ハイバック
■70cm x 64cm x 110cm～120cm
■14.6kg

■PUレザー　■ハイバック
■71cm x 66cm x 114～123.5cm
■14.6kg

■メッシュ・
　ゲーミングチェア
■PUレザー
■ハイバック
■66.5 x 73 x 126-136cm
■18.9kg

　　　

樺沢夫妻と榛名神社で驚きの再会に絶句

榛名神社の本殿と背後の磐座
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四国剣山に纏わる神宝の伝承を再検証！

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

新世代の道路交通法

最終編最終編

NCJ109日本とユダヤの
ハーモニーから続く

Part.IPart.IPart.II

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

▶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11：30～17：00 （部署によって異なります）

▶待　遇 ： 社保完備、年2回賞与、有給休暇

・交通費支給  ・子育て支援金制度 ・就業、昇格祝い金

・優良社宅完備 ・フィットネス施設  ・無料バンド練習スタジオ

・関連施設全館禁煙 ・社内食堂（カフェテリア） ・海外展示会への参加

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

※履歴書をEメールで送る場合はPDF・Excel・Wordにてお願いします

WEBサイトからも応募可能です
応募フォームもあります
https://recruit.soundhouse.co.jp

こちらの QRコードを
スキャンしてください

正社員 パート
（週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）
時給：1,250円～月給：24～28万円

（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）

正社員 パート
（週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）
時給：1,250円～月給：24～28万円

（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）

正社員 パート
（週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）
時給：1,250円～月給：24～28万円

（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）

正社員 パート
（週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）
時給：1,250円～月給：24～28万円

（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）

正社員 パート
（週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）
時給：1,250円～月給：23～28万円

（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）

正社員 パート
（週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）
時給：1,250円～月給：23～28万円

（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）

正社員 パート
（週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）
時給：1,250円～月給：24～28万円

（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）

●業務内容●
注文受付、見積作成、商品の納期案内、問合せ対応

（電話・メール）、サポートのご案内（保証、修理案内）

●業務内容●
記帳・仕訳やその他、データ入力 / 買掛金・売掛金処理 / 
入出金管理、伝票チェックその他、経理業務

●業務内容●
本社物流倉庫にて取扱商品の在庫管理や商品の補充
など （勤務時間： 6:00～）

●業務内容●
弦楽器の検品・メンテナンス。 注文受付、問合せ対応

（電話・メール）、サポートのご案内（保証、修理案内）

●業務内容●
菅楽器の検品・メンテナンス。 注文受付、問合せ対応

（電話・メール）、サポートのご案内（保証、修理案内）

顧客サポートスタッフ

バイオリンの検品、販売

管楽器の検品、販売

物流倉庫管理アシスタント

経理アシスタント

ギターリペア・メンテナンス

音響機器修理スタッフ

厨房キッチンヘルパー

●業務内容●
ギター、ベース等の出荷前の検品、リペア、メンテナンス

●業務内容●
音響機器、照明機器などの検証、修理、メンテナンス

●業務内容●
仕込み～調理、盛り付～提供、洗浄清掃などの調理業務
全般

※必要スキル：基本的なPC操作 (タイピング)

※大学または専門学校で検品 / リペアを学んだ方

※大学または専門学校で検品 / リペアを学んだ方

※未経験者歓迎、各種ライセンス取得支援制度有

※1年以上の経理経験者

※専門学校等でリペアを学んだ方

※家電製品・弱電気関連の修理実務経験者優遇

※実務経験がある方優遇
パート 時給：1,250円～

週3日以上
シフト勤務
週3日以上
シフト勤務(　　)

風通しが良く明るく安定した企業
充実の福利厚生と選べるキャリア
大切な家族や音楽活動をサポート

プライベートも仕事も楽しむ
求人情報 勤務地：成田市 野毛平工業団地

日本最大規模！楽器・音響機器のネット通販

▲▲

▲ ▲

新年あけましておめでとうございます。令和新時代を迎え初めて
の正月です。今年も宜しくお願いします。2020年は東京オリン
ピックの年であり、日本国民が一体となって選手を応援し、国
全体が盛り上がる祭典の時でもあります。世界中の人が仲良く、
喜びを分かちあうことができればと願っています。と同時に、今年は
何とか自然の災害から開放されたいと祈る気持ちでも一杯です。
いかなる災害に遭遇しても、みんなが一致団結できる日本は、
素晴らしい国だと思います！

編 集 後 記

NCJ編集長　中島 尚彦
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　2020年の夏、日本でも条件
付で自動化運転が可能になる「レ
ベル３」機能を搭載した自家用車
が販売される予定です。「レベル
３」の自動運転では、一定の条
件を満たすことにより、基本的に
車を自動で発車し、運転、停車
することができます。よって運転
者が前を見ながらハンドルの操作
をする必要がなくなります。その
実用化に向けて、国は道路交通
法の改正を急いでおり、20年の
春先には街中で自動運転が可能
になると見込まれています。
　しかしながら日本の道路交通
事情は、自動運転、人が運転す
るかに関わらず、車のスムース、
かつ安全な通行を阻害する悪習
慣が散見され、アメリカやヨー
ロッパの実態と比較しても、整備
にかなりの遅れをとっています。
海外の先進国に居住し、車を運

転したことがある方なら、日本
の車社会の考え方がずれている
ことに気が付く方も少なくない
はずです。特に昨今、増加傾向
にある外国からの来訪者からは、
車の交通に関して不評をかって
いるといわれています。
　例えば、歩行者にとって日本の
横断歩道は、大変怖い場所になっ
ているのは周知の事実です。何
故ならば、歩行者が横断歩道を
渡ろうとしていても、止まらない
車が大変多いのです。そして歩行
者は車が止まってくれない、とい
う前提で、車が全部通りすぎるま
で辛抱強く待つ、という異常な文
化が存在します。日本の玄関であ
る成田空港の第2ビルにおいて
も、横断歩道を渡る人が少ないこ
ともあり、特に路線バスなどは人
が横断歩道そばに立っていても止
まろうとせず、そのまま突っ走っ
ていく光景が絶えません。筆者
も成田空港で幾度となく危ない思
いをしました。というのも、海外
から帰ってくると、ついつい歩行
者優先で車は止まってくれるもの
と思い、横断歩道を歩きだしてし
まうからです。地方に行った際に

は、スピードをまったく落とさな
い車に危うくひかれそうになりま
した。これでは、海外からの観光
客も安心して横断歩道を渡ること
ができません。
　新世代の道路交通法を整備す
るにあたり、もっとも大事なこと
は、人の安全が100％確保され
る道路システムを構築することで
す。その上で、効率良く、かつ車
がスムースに移動できるよう、無
駄のない動きの仕組みを構築す
ることが重要です。例えばアメリ
カでは、Right of Way という
交通ルールの教えがあり、街中で
あれ、どこであっても、横断歩道
を渡る歩行者が優先されることか
ら、車は一時停止しなければなら
ないというルールが徹底されてい
ます。つまり、車を運転する人は、
横断歩道に人を見かけたら、一時
停止する義務があるのです。無論、
東京のように歩行者が多い道路で
は、歩行者優先を強調すると、車
はずっと通行できなくなるような
場所が少なくありません。そうい
う場所こそ、信号機が必要であり、
より賢いシステムの設定が必要と
なります。いずれにしても、歩行
者の安全確保のためには、信号機
の整備だけでなく、まず歩行者が
優先されるという教育が日本でも
徹底されなければなりません。

　ところが信号機がある横断歩道
では、もうひとつの大きな問題が
存在します。それは、明らかに人
影もなく、横断歩道を渡る人がい
るはずもないような場所にて、信
号が定期的に赤信号になり、車を
止めてしまうことです。夜間だけ
点滅すればいい、というような単
純な問題ではありません。人がい
れば車は止まり、人がいなければ
車は進む、という大原則に従えば、
人通りの少ない横断歩道の信号
機には、すべて手動のボタンが整
備されるべきなのです。そして人
が渡ろうとする時のみ、車を止め
るべきです。車を止める必要がな
いのにも関わらず、むやみやたら
に赤信号を増やすことは、燃料と
時間の浪費だけでなく、空気汚染
の原因にもなります。アメリカで
はおよそすべての歩行者用信号に
ボタンがついています。そしてボ
タンを押すと、ものの1-2秒で車
両用信号は赤になることから、歩
行者はすぐに横断歩道を渡ること
ができます。日本の信号機のあり
方が問われています。
　もうひとつ、日本では外国人
に不評の悪習慣があります。そ
れは道路上に文字を書くという
古きしきたりです。これは即、撤
廃し、違法としなければなりませ
ん。なぜなら文字は、「止まれ」「速

度落せ」など、漢字やひらがな
を使うことがほとんどであり、こ
れでは海外からのビジターが読
めるわけがないからです。また、
雨が降ると見づらくなり、落ち葉
が重なるだけでも見えなくなりま
す。だからこそ、道路標識には国
際条約があり、例え文字がわか
らない外人の方でも、標識の形
や色で識別できるように合意形
成されているのです。道路上の文
字は単に、落書きにしかすぎない
と認識するべきです。
　道路上には、文字だけでなく、
ゼブラと呼ばれる白線が昨今、
随所で活用されています。しか
しながらゼブラの活用も度が過
ぎているケースが散見され、高
速道路だけでなく、一般道でも、
全く必要性が感じられない場所
にさえ、あちらこちらにゼブラ
の白線が描かれています。これ
はゼブラや道路文字に予算を取
りすぎた結果でもあり、もらう
べき予算を使い果たさなければ
来年の予算に響くというような
行政上の悪習慣から脱却できず
にいる結果ではないでしょうか。
これらの悪習慣をなんとか断ち
切らなければ、いつまでも道路
が文字と線だらけになりなり、
町の景観を損ねてしまうのです。
〔次号に続く〕    （文・中島尚彦）


