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た後、再度、ディレクターと
面接する時間を持ち、今度は
子供だけ個別に先生と部屋に入
り、簡単な口頭試験と面接の時
間を持ちました。長男は当時小
この親子面接が決め手となるた
に移住することを目的としてい
学校5年生になったばかりでし
め、緊張感が漂います。
る方が大半であり、会社経営者、 たが、東京でインターナショナ
しかしながら、そんな心配は
医者、弁護士等の資産家が、そ
ルスクールに1年少々通ってい
無用でした。当初から、ディレク
の多くを占めているからです。 たこともあり、多少なりとも英
ターの暖かい笑顔に満ちた言葉
それ故、その経済力に物を言わ
語が理解できるようになってい
の中に、是非ともこの学校に決
せ、子供達を全寮制の学校に送
たので、かろうじて、面接を英
めてもらいたいという熱心な思
り込んでいるのです。
語で、しかも一人で受けること
いを感じることができたのです。
ができました。
キャンパスツアーで目にした夢の施設
というのも、東海岸の全寮制ミ
大自然の中で育まれる芸術的才能
ディレクターと笑顔の会話が
ドルスクールには日本人が殆ど
Rumsey Hall を後にし、次に
続く中、その先生が子供に一生
いないため、いつの間にか、日
懸命に語りかけたメッセージが、 訪ねた学校は、Indian Mountain
本人留学生は、学校側から求め
School（IMS）
です。同じコネチ
「I am
られる存在になっていたのです。 「Are you nervous?」
カット州でも西の端、ニューヨー
nervous, too」でした。
「お互
しかも隣接するマサチューセッ
ク州寄りの丘陵に位置し、目の
い緊張しているけど、でも、だい
ツ州ボストンを拠点とする野球
前に広がる美しい山々のパノラ
じょうぶ」という前向きな気持ち
チーム、レッドソックスには、昨
がとても良く表れており、笑顔で
マビューがとても素敵な学校で
今大活躍している松坂投手と岡
面接を終えることができました。 す。建物の中に入ると、ロビー
島投手が所属していることも
の奥に大きなソファが置いてあ
その直後、日本語を多少話すこ
あり、地域全体に親日ムードが
るリビングルームがあり、その
とができる日系人の生徒が、キャ
漂っているように見受けられま
ソファに座りながら、2人の先
ンパス内を案内してくれること
す。今や、
「ダイスケ！」という
生と一緒に面接を受けることに
になりました。二階建ての落ち
名前を知らない人はなく、彼ら
なりました。面接というと、何
着いた洋風屋敷を一歩、表に出
の活躍のおかげで、日本人の株
てキャンパス内を歩き始めると、 かお堅い質疑応答を考えがちで
が急上昇した感があります。
すが、そのような堅苦しいもの
そこにはちょっとした町並みの
目玉が飛び出す程の高額な授業料
ではなく、お互いが自己紹介を
ようにも思える程の大きな戸建
米国の全寮制ミドルスクール
ての家が立ち並んでおり、それ
して、ざっくばらんに色々なこ
に、日本からの留学生が少ない
らが学校の校舎や寮に改造され
とを雑談も含めて話し合いなが
のには訳があります。つまると
て、上手に利用されていました。 ら、理解を深めるのがその主旨
ころ、学費と寮費があまりに高
また、野球、アメフト、サッカー
です。そして途中から、個人面
額であるため、行きたくても敬
等、合計 7 つもある運動フィー
接と簡単な筆記試験を受けるた
遠せざるをえないという現実
ルドにも案内され、広大な敷地
めに子供だけが席をはずし、20
問題があります。その学費は、 に広がる147エーカーの凄みを
分程時間を費やした後、先生と
2008年度の全国平均値が、お
目の当たりにすることができま
一緒に笑顔で戻ってきました。そ
よそ年間2万1千ドルと試算さ
した。こんな大自然の中で、10
の後は、お決まりのキャンパス
れています。それに寮生活にか
代前半の力溢れる子供たちが
ツアーであり、校舎の向こうに
かる費用を足すと、合計で 3 万
思う存分運動し、遊ぶことがで
そびえ立つ山々を遠くに眺めな
8000ドルになります。しかも
きること自体、素晴らしいこと
がら、
すがすがしい空気を胸いっ
この数字には生活諸経費や、小
です。更に驚いたことに、竣工
ぱい吸って、キャンパス内を散
遣いが入っていません。結果と
直前のインドア・テニスコート
策します。限られた時間ではあ
して子供一人をミドルスクール
もあるのです。
りましたが、大自然と学校キャ
に送ると、年間で4万ドルはかか
このような優雅な施設を誇る
ンパスのコラボレーションを十
ることになり、１ドルが125 円
学校だからこそ、あらゆるス
分に、満喫することができました。
ならば 500万円、90 円として
ポーツや音楽、芸術活動におい
IMSで感心したのは、学校が
も360万円となります。子供の
て有能な生徒がいれば、学校側
年を追うたびに増築されながら
学費とは言え、毎年4-500万円
はあらゆる協力を惜しまず、そ
も、そのメインとなる校舎周辺
もの負担を強いられては、家計
の生徒の才能が開花するよう
に散在する食堂や図書館、教室、
を圧迫しかねません。
日々のプライベートレッスンを
そして宿舎までが、全て屋内の
ところが不思議なことに、お
含め、可能な限りの手伝いをし
通路で繋がっていることです。
隣の国、韓国からアメリカに渡
てくれるそうです。テニスが大
そうすることにより、例え零下
る留学生は増え続け、これらミ
好きで、35年前にアメリカに
十数度まで冷え込む極寒の日
ドルスクールの多くは今日、大
テニス留学をした筆者にとって
であっても、野外に出ることな
勢の韓国人留学生、もしくは2世
は夢のような学校であり、でき
く、屋内の通路を利用するだけ
の子供達で賑わっています。何
る事ならもう一度生まれ変わり、 で、どこへでも行き来すること
故でしょうか？最終的に帰国す
このインドア・テニスコートで
ができます。寮がある宿舎のド
ることを前提に渡米する場合が
日々、練習にふけりたいという
アから出て、すぐ正面の通路
殆どの日本人家族とは異なり、 思いに浸ってしまいました。
を数メートル行くと、美術の教
韓国人の場合は、あくまで米国
キャンパスのツアーが終わっ
室と図書館があり、その通路向

米国全寮制ミドルスクール諸事情
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ボストンマラソンを完走して
帰国したばかりの 2 週間後、再
びボストンに、小学校 5 年生の
長男と一緒に旅立ちました。昼
と夜が全くひっくり返るという極
度の時差ぼけを覚悟の上で、3
泊4日の強行スケジュールを組
み、米国ニューイングランド地
域の4州を車で移動しながら、5
つの全寮制ミドルスクールを受
験面接のために訪問することに
したのです。海外を旅回るのに
慣れている筆者にとっても、時
差ボケが直らない状態のまま再
び渡米し、車で長旅をすることは、
眠気をひたすら我慢しながら運
転を強いられることでもあり、
大変つらいことです。それを覚
悟の上での旅立ちの決意でした。
18万坪の敷地を持つ学校
最初に訪ねた学校は、男女共
学のRumsey Hall Schoolです。
コネチカット州のバークシャイ
アーと呼ばれる人口4000人の
小さな村の一角に学校のキャ
ンパスがあります。そこに広が
る素朴で美しい風景は、まるで、
のどかな田舎の湖畔に建てられ
た巨大な別荘地のようです。そ
して驚いたことに、校舎の敷地
が何と147エーカー、つまり60
万平方メートル（18万坪）
もある
のです。アメリカの全寮制ミド
ルスクールが保有する敷地面積
の平均値は150エーカーと言わ
れており、これだけの広大な土
地を持っていても、それが「ご
く当たり前」の平均値でしかな
いということに、アメリカ大陸
の壮大さを再認識しました。
日本人留学生が優遇される訳
年季の入ったキャビン風の小
奇麗な建物の中に入ると、そこ
は大邸宅のリビングルームのよ
うであり、学校の受付とは思え
ない優雅な雰囲気が漂っていま
した。その受付で名前を言うと、
すぐに応接室に子供と一緒に案
内され、暫くすると、蝶ネクタ
イをした紳士風のディレクター
が、笑顔で「ウェルカム！」と挨拶
しながら部屋に入ってきました。
米国におけるミドルスクールの
受験は、特に日本のような筆記
試験は無く、あくまで学校の成
績と推薦状、本人の作文、そして、

.2.

かいには食堂があり、更にその
向こうに教室が並んでいる、と
いった具合です。このような環
境下で、クラスメートと共同生
活を営むことが、寮生活の醍醐
味ではないでしょうか。
特筆すべきは IMSの美術と
音楽に対するこだわりです。音
楽の授業では、クラシックから
ロックバンドのアンサンブル演
奏まで選択科目の中に含まれて
おり、ツアーで見学した際には、
ちょうどロックバンドが大き
な音を立てて練習していました。
学校の授業で、ロックバンドの
練習ができるなど、夢のようで
す。無論、個室の練習スペース
も充実しており、ピアノ、バイ
オリン、ドラムを始め、何でも
思う存分、気兼ねなく練習でき
ます。こと美術に関しては、絵
画、油絵、陶芸、木工など、多
種多様の芸術的センスを磨くた
めにカリキュラムが組まれ、美術
室が大変広いこともあり、生徒
一人一人が落ち着いて制作に取
り組み、優れた作品を完成させ
るために専念できるように配慮
されています。また、校内通路
の至るところに素晴らしい出来
栄えの作品が多数展示されてお
り、そこに完成度の高さと、芸
術教育に対する熱意を垣間見
ることができます。
都会の教育現場との大きな違いに、ただ唖然
数年前に長男が通っていた
インターナショナル・スクールは、
東京の池袋駅から徒歩 5分の場
所にありました。無論、交通の便
は良いのですが、JR駅から至近
距離ということもあり、学校に
は樹木や庭さえも無く、そこは、
ただ単にオフィスビルに囲まれ
た教育の現場でした。また、体育
館はビルの1階をバスケットボー
ル・コートに改善して利用するだ
けに止まり、その他、運動施設
は一切無かったのです。子供た
ちが、1日の大半をビルの中にこ
もっている現実を目の当たりに
してきたからこそ、米国ミドル
スクールの教育現場は、正に目
から鱗でした。確かにそこには
繁華街も無く、ふらっと本屋で立
ち読みをすることもできません。
しかし、そこにはすがすがしい空
気と緑に囲まれた大自然があり、
自然界の恩恵を、そのまま体で受
けとめることができる生活環境
があります。大自然の中で育まれ
た教育現場が羨ましくてならな
いこの頃です。（文：中島尚彦）
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望と誇りの証でした。 1974年に建造が始まり、 えた古代ポリネシア人の驚異的な航海術と強靭

ሆ

「歴史的事
1976年ハワイ→タヒチ→ハワイの旅を成功させ、 な精神力はホクレア号の再現により

g!Iplvmf̀b!ġʳʇ˄ɺਖġ

その後 30年の間に 7 回の航海で10万マイルを

実の検証」から「民族の誇りと伝統文化の継承」

超え、およそ地球 4 周分の距離を旅しました。ホ

へと広がりました。遥か昔から自然と人間の力だ

昔から日本はハワイと深い関わりを持ってきま

クレア号はハワイ語で「Hoku」
（星）
「Lèa」
（喜

けでこうした偉業を成し遂げているという事は何

した。 1881年にカラカウア王が日本を訪れ、そ

び）
、つまり
「喜びの星」
という意味です。今回日

か神がかり的なものを感ぜずにはいられません。

こから移民の歴史が始まり、日系人や日本文化が

本に来ることになった目的の一つとして、現在の

数年前マウイ島のクムフラ
（フラの先生）で歌

ハワイに与えた影響は大きなものがあります。ほ

ハワイを築き上げたのは日系人の多大なる貢献の

手でもあるウルベヒ・グレロ氏に「E Aloha E」
と

とんどの日本人移民が農園労働者として働いて

お陰によるものとして、日本から移民を乗せた船

いう曲を習いました。この曲はホクレア号に深く

いましたが、彼らが日本から持参した着物を着古

が出港した港を辿って、すなわち多くの移民の出

携わっているケリィ・タウア氏がタヒチへ向うホク

し、擦り切れてもなお有効に活用する為に、使え

身地である沖縄→熊本→長崎→福岡→山口→

レア号に乗っていた時に、 赤道付近でアメリカ宇

る部分を仕立て直して子供に着せたのがアロハ

広島→横浜を巡ってきました。そしてその内のひ

宙基地 NASA から打ち上げられたスペースシャ

「えひめ丸」の事故の慰問と
シャツの起源だろうと言われています。そして今、 とつ愛媛宇和島では

トルがちょうど上空を飛んでいたのを見て、超未

ハワイの日系人は既に 5 世の時代に入っていま

いう意味もありました。
「えひめ丸」
の事故後、事

来型の船と古代伝統船がともに「星」をめざして

すが、日本の血を引くハワイの人の多くは「自分の

故現場に遺族をお連れしたのもホクレア号でした。 飛んでいるということに感動し、お互いに空と海

ルーツ」
へのこだわりと深い想いを持っています。

1月11日にハワイを出港し、ミクロネシアを経由

とで「ALOHA」
を交信した様子を詩にしたもので

一昨年 6 月 9 日横浜港に古代式航海カヌー・ して149日間の航海を終え、 ホクレア号は横浜

す。ローランド・カジメロ氏が作曲を、 そしてウ

ホクレア号が来航しました。古代ポリネシア人は

港から日本の貨物船で無事にハワイに戻りました。 ルベヒ氏がアレンジして歌い、振付したフラを教

航海計器や海図も使わずに「スターナビゲーショ

初航海時、 スターナビゲーションの伝承者はハ

ン」という航海術で海を行き来していました。
「ス

ワイを含むポリネシア圏には残っていなかった為、 ンに言いようの無い胸の高まりを覚えました。

ターナビゲーション」というのは、 星・月・太陽

ミクロネシアに数名存在していたうちのマウ・ピ

といった天体の様子から船の現在位置や進路を

アイルグ氏がこの壮大なプロジェクトに参加され

えて下さいました。自然界・大宇宙の広大なロマ

ɈȻɡȭȽɂʋĜʢĜ
アロハタワーのすぐ近くにあるハワイに関連
する歴史と文化に焦点を当てた博物館。世界
最古の帆船をはじめ、 ホクレア号に関する展
示も充実しています。またここはホクレア号の
オアフ島における拠点でもあるため、隣接す
るハーバーにホクレア号が停泊していることも
あります。

＊PROFILE＊ 割り出し、 海の状況や波、 風や雲から天候を予 ました。雲に覆われ何も見えなくなった空でも
Akemi
測、そして海鳥の姿から島のある位置を読み、自 「星や月を心の目で見る」という魂の航海術を当
現在、東京の Halau
(Hula の教室 ) 所属。
成田ビューホテル、
Hawaiian Night
出演中。

然環境全てを利用して航海する方法です。この

時 25歳のハワイの若者ナイノア・トンプソン氏

古代カヌーの再現はハワイの人々にとって古代ポ

に 20年掛けて引き継がれ、途絶えかけていた伝

リネシア人の歴史の事実を明らかにする為の希

統継承の道が蘇りました。近代科学を遥かに超

に適度に茹でられた麺と、新

辛味スパイスがかけられてい

鮮で長いフレッシュなメンマ、

る割には思ったより辛くない。

厚切りのチャーシューとねぎ、

味噌と言う割には、スープの

野菜がつく。もう少しスープ

ベースは豚骨で、かなりこっ

は熱い方が良い。八つ葉ラー

てりとしている。スープが美

公津の杜、駅近くにある八

メンも、だしをふんだんに使

味しいのでついつい飲みすぎ

つ葉ラーメンが人気だ。4 席の

い、ナッツをまぶしてユニーク

てしまいそうだ。こってりし

テーブルが２つと、
カウンター

な味のスープに仕上げた逸品

た豚骨スープが好みならば迷

8 席ながら、店内は小奇麗でゆ

だ。豚骨と塩と醤油ラーメン

わず行くことを薦めるが、飲

とりがある。
メニューはいたっ

の中間をとろとろにした感じ

みほしたいスープの塩分とカ

てシンプルで、食券を購入す

が面白い。冬場のみのちょい

ロリーには気をつけなければ

る。八つ葉、豚骨魚介、塩、つ

辛みそラーメンは、真っ赤な

常連にはなれない。
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麺匠 八つ葉

け麺、そして冬場のみ、ちょい

麺匠 八つ葉

辛みそ、そしてチャーシュー

成田市公津の杜1-2-12 ☎0476-27-8285

3 枚入りの 2 種類、合わせて

ਗ࿎☆☆★★★ݟ
セブンイレブン

7 種類のラーメンから選ぶ。ま

麺匠 八つ葉

公津の杜
至
上
野

ず豚骨魚介ラーメンを試食。

イトーヨーカドー

京成線
GS

ヤマダデンキ

至
成
田
空
港

かつおぶしや、魚介の風味を
至
酒
々
井

ベースにした濃厚な豚骨スー
プは独特な風味が漂い、そこ

ケーズデンキ
ザ・ゴルファン

<第10回> プロの演奏

ɘȾɜɂɠȧɌɧɈ

ڈɂಆɈɺʋĜʑʞɻʛʇʆʗĜ
最近はインターネットや携帯でコンサー
トのチケットが簡単に手に入りますが、80
年代、チケットは｢並んで買う｣のが当たり
前でした。発売日には徹夜で並び、念願の
チケットを手に入れたものです。当時我々
フォーク少年を熱狂させていたのが、チャ
ゲ&飛鳥。まだC&Aではない頃です。デビ
ュー間もない彼らの演奏は今ほど洗練され
てはいませんでしたが、熱い想いが伝わっ
てくる素晴しいステージでした。初めて観
るプロの演奏に大興奮！どんな風にギター
を弾いているのか、どんな楽器を使ってい
るのか、興味津々です。そこである発見を
しました。チャゲと飛鳥の弾いているアコ
ースティックギターは、マイクから離れて
もちゃんと音が出ていたのです…。 Ⱦȿȩ

OVATION Custom Legend 1719-5 1992年

Ĝ

NZʆʗ

2Ⴈ

ॢɈ
表板：スプルース単板、サイド＆バック：リラコード
ネック：マホガニー/メイプル 5P、指板：エボニー、ブリッジ：ローズウッド ※現在この型番は
※ポール・サイモンに憧れて手に入れた1本。
ブラック塗装にアバロン貝の装飾が豪華です。

販売されていません。

まつもとゆきひろ：成田在住のアコギマニア。自宅には数十本のアコースティックギターがひしめいている。
現在も首都圏を中心に全国ライブ活動中。成田ガーデンホテル、お台場アクアシティにレギュラー出演中。
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˂ʫˋʈɅ˂ʖĜʠɈဇɬă
ȩȾɧȨɈજߍႹ

ハワイ・マリタイム・センター Hawaii Maritime Center
(Pier 7 Honolulu Harbor Honolulu Hawaii 96813)

BTJBTO!NPEFSO

ASM001

115,800円
インドネシア製
チーク天然木
幅
240cm
奥行き 48cm
高さ 49cm

ATV005

17,800円

ANV021

69,800円

インドネシア製
チーク天然木

インドネシア製
チーク天然木

幅
60cm
奥行き 45cm
高さ 60cm

幅
160cm
奥行き 45cm
高さ 45.5cm

ANV062

45,800円

BQD26429

インドネシア製
チーク天然木

11 , 800円(税込)

幅
160cm
奥行き 45cm
高さ 70cm

ANV0

45,80

ȥɩȞȞုɞ
ʃˁĜȦଌ
タイ製ハンドメイド
カポック綿100％
※手作りのため多少誤差が生じる事がございます。
予めご了承ください。

インド
チーク
幅
1
奥行き 4
高さ 8

株式会社 ファニチャーハウス
〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡1958

営業時間：平日 10:00〜19:00
土曜日12:00〜17:00

三角枕（M）
三角枕（M）＋ 3 マット 三角枕（ L ）＋ 3 マット TEL：0476-24-5111 http://www.furniturehouse.co.jp
FAX：0476-24-5112 shop@ furniturehouse.co.jp
2 , 800円(税込)
6,800円(税込)
11 , 800円(税込)
インテリアスタイル 公開中!!

.3 .

ファニチャーハウスの
新しいカタログが完成いたしました！
！
カタログのご請求はWEB、お電話にて
お申しつけ下さい。 フルカラー 100ページ
日祝日休業

「サウンドハウス」の
看板がある建物の1階が
ファニチャーハウスの
ショールームです。

WEBで 好みのルームイメージに巡り会える！様々なイメージのお部屋を公開致します。

※カタログ無料発送いたします
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出会いに感謝!!
āɃȠɜĊĊ311:༃ȦɞȽɀɘȞɤɘȱȹĊĊ༃ɜɢɧȱȩ
ȤࡄȞȞȹȱɘȳăȯɀޑɉ3119༃ɅඪɤਗȽȹᅕęɄၫ
ɂɈૃȞɄɃɬฐȽɀəȹȞɂૃȞɘȳă

︻第

37

＊なぎら健壱さん＊ 4ॢɅOILʂĜ˃ʟɻĜʒ๏ਡɂȞȠྈ೨Ʌ
ܩȱȹɂȧɈશޏɁȤޏȞȱɘȱȹăȮႨఱɉʭʁĜʇĂᆧᆅĂݚ෨Ă
ʃʹˁɄɃᅕęɄȭɂɅഢौȦఠȩĂɜɈȳȮȞʂĜˁɬཡȱɀȞ
ɘȱȹăʢʛʏʽʫ˃ɁɄȨɣȯɭɅȤદ༷ȽɀȹɈɁȳȦĂ
ȵȴȲɘȞĤă
＊TOSHI NAGAIさん＊ ෂஇێȯɭɈێఱࢧɬࠫ॔ȱȹɂȧɅ
Ȯډȯȵɀ෴ȧɘȱȹăHMBZɞ࿉ଆࢶގɈʡˁʶĜɂȱɀᄵშ
ɁȳȦĂȭɈఱɈʮ˅ʈɉ౪ȞăႴᇣȱȥȱɀɄȞăʠʛʯʯ
˅ȽɀȭȠɄɈɇĂɂȞȠȤႨɁȮȰȞɘȳăȯɣɤɂஙȞɀȞ
ɥȫɃĂഊຎɄᇣᆲɈჹᅕăᇣᆲɬȱȹɤĂࢍɅᇣഫ
ɬඎȩʷʽĜʐʏʻˋȦഽȞෂɁȭɦɉࣖɁȜɤᇋəɅɄɤɘȳă
＊中村中＊ ෂɂȱɐɤɅޏȞɘȱɀĂȞ૪࠰ɁȳȦĂሇɜɁȧ
ɘȱȹăɞȽɋȭɈࠂȞࡠಣĂෂɈ࣠
Ķᅯ࢝ķɉȞȞɇȡĜĂʠ˄
ʺ˅ʀʭɿʇʠȦɁȳăႨᅰʠ˄ʺ˅ɉݤɈʀʭɿʇʠɈɼʹĜʐ
ȦȜɥɈɁȳȦĂඤȥȞĂȤɁɭɈɢȠɄĂʏʙʽĜɈɢȠɄĂ༂᠗
ɈɢȠɄʀʭɿʇʠăȷɦȦʠ˄ʺ˅Ɂȳă
＊三宅伸治さん＊ Ȯശඪ˅ʉˋ˅ĜɈજ൮ȯɭăʆʗĜɬฆɅජ
ȞɀĂฆɅ௫ȥȽȹăȯȳȦɁȳăɁɜȭɦȦૢăఱɉȷɦ
ɬʜʴɂঘɐɈɁȳă
＊IWAOさん＊ ɾʇ˄˄ʶˋ JXBPȯɭɅɜఋęɂȤ౦ሇɅɄɤɘȱ
ȹăȱȥȱȭɈఱɈɾʇ˄˄ɉ౪ȞăɘɥɁɾʇ˄˄ȲɝɄȞəȹȞ
Ʌ౪Ȟ
ĪɄɭɈȭȽȻɝī
ă૪ɅॗȱȩĂ૪ɅᄨȱăȭɭɄɅழȯȞߖ
ࡉȥɣĂȹȩȯɭɈݙȦȜɏɦɘȳăȠġɭĂȺȥɣߖࡉɉჶཆȞă
＊秋山涼子さん＊ ȮܯȦȜɤඪɤਗȽȹĂʯ˅Ɉݬݬܩăಪʃ
ˁʂʉઔɈˁˋʅˋʈɅɜშɬ੪ȵɀɣȽȱɝȞɘȱȹĊႨ
ਡęۺęɁȮߤᄠĊ311:༃ɜɘȹɅᅰɀȩȺȯȞĊĊ
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ृߖݙɈޏȞȦෂఘɁȳɇăɘȹʐʻĜʢ˂ʑʠɞݦކɄɃ
ڽဦݛɈၫɂɜৄᆔɬ૩ȻȹȞɁȳăȷɦɅɉɞɉɤ
Ķஙɬଘɀ
ɢĂ෨ɅɢȠķɁȳɄăଌɉɜɂɜɂɼˋʡɺૂɄɈɁȳ
ȦĂެɅɀĂȞɧȞɧɄఱɂޏȞĂൌࠐȳɥɈȦێྈɁȳɇă
ૃȞᆏȽȹȦࢀĂ311:༃ɜɺʈ˄ʛʏʮɅȦɭɊɤɘȳĊĊ
（ギタリスト 加茂尚広） 連絡先 0476-89-2333（ネットハウス）

!

パート ６

章︼
剣山に埋蔵されたユダヤの秘宝

西アジアにおいて︑大切なものを

す︒エジプトの三大ピラミッドには

２６００人余りの小さい村で︑その地

参道の地下へ繋がるオシリス・シャ

われて隠れてしまう︑ というニュア

秘宝と言われる契約の箱が︑ この剣

フトと呼ばれる墓の縦穴があり︑ 最

ヘブライ語と日本語を巧みにブ

山下に隠されていると言い伝えられ

温存する場所の下に水を引くことは︑

更に明確に表現した言葉が
﹁八重桜﹂

てきました︒村の観光案内でも公式

下層には大きな水貯めのある広いス

めずらしいことではなかったようで

であり︑ この言葉の読みはヘブライ

ペースがあります︒同様にユダヤの

域は高山に道を阻まれており︑まさに

能性が極めて高いと言えます︒空海

語で
﹁神隠し﹂を意味します︒ おそ

に認知されていることもあり︑単な

秘宝も︑ 人工的に水が引かれた山上

秘境︒その東祖谷村でも︑ソロモンの

は四国に生まれ育ち︑ 遣唐使として

らく空海は︑密かに安置された神器

しかも剣山には元来︑鶴石︑亀石 ︑

る伝 説ではすまされないようです︒

ンスが含まれている為︑
﹁八十八﹂
は

中国へ渡った際 ︑ネストリウス派のキ

を︑八十八箇所の霊場を結ぶ動線に

﹁神を隠す﹂
と解釈できます︒それを

リスト教を学び ︑ヘブライ語を習得し

よって包囲し︑歩く旅路を遍路と定

レンドした
﹁かごめかごめ﹂
の作者は︑

たと考えられます︒また空海が行脚

語学の達人︑空海弘法大師である可

した四国の巡礼場所は︑ 四国をほぼ

とを︑
﹁かごめかごめ﹂
はヘブライ語で

付近の地下室に隠された可能性があ

歌ったのではないでしょうか︒

り︑そこに
﹁お守りの形﹂
にすり替え

更に︑
﹁かごめかごめ﹂
のヘブライ語

火の無い所に煙は立たずという諺

そして宝蔵石と呼ばれる３つの大き

訳と旧約聖書のイザヤ書から︑ 秘宝

がありますが︑ 剣山にユダヤの秘宝

な岩石がその頂上に存在し︑ 山自体

が隠された場所は︑ 人為的に水を引

が今も︑眠っている可能性はもはや

め︑尚且つ︑秘宝の隠し場所は︑人

いた溜池のある︑ 人里離れた山地で

気のない僻地︑ すなわち山の奥地を

では本当に︑ そのような場所が日

あると推測できますが︑ 剣山の周辺

に聳え立つ剣山は神隠しの象徴であ

簡単に否定できません︒空海の故郷

一周する遍路で結ばれた
﹁四国八十八

本に存在するのでしょうか︒四国で

からは水が沸き出でており︑山の頂上

り︑鶴と亀という
﹁お守り﹂
の岩によっ

箇所﹂
となり︑これら空海ゆかりの聖

まず注目すべきは という数字で

２番目に高い剣山の周辺地域では︑

がおよそ平坦になっているという不

て︑ 今でも神の秘宝を守護している

られた石像が目印として置かれたこ

す︒一般的に
﹁八十八箇所﹂
は︑ の

という噂が村々で語り告がれていま

剣山にユダヤの秘宝が隠されている

自然な地形から︑ 剣山には人の手が

のです︒

が
﹁鶴亀山﹂
とも呼ばれていたのです︒

煩悩を消し去り︑ の徳を成就する

す︒剣山の麓は
﹁日本のチベット﹂
と

加えられ︑そのどこかに人工の溜池

選んだのでしょう︒

という意味に捉えられているようで

呼ばれる程 ︑交通の難所であり︑ そ

が潜んでいる可能性が高いのです︒

88

地も︑
ユダヤ︑
及び
﹁かごめかごめ﹂
の歌

す︒しかし
﹁８﹂
の音読みである
﹁ヤ﹂

ない東祖谷
︵ひがしいや︶
村が存在し

８を重ねることにより︑ 八重
︵ヤエ︶
︑ こには今もってなかなか開発が進ま

はヘブライ語で神を意味し︑ その

ます︒四国の真ん中に位置する人口

88

と不思議な繋がりがあるようです︒

つまりヘブライ語での
﹁神﹂
となりま

文・中島尚彦

す︒ しかも日本語では幾重にも覆

88

83

TEL 0476-89-1111 FAX 0476-89-2222

新社屋にご注文受付窓口オープン！今年も変わらぬご愛顧よろしくお願いいたします！
業界の定番を覆す新スタンダード！
！

クラシック・プロ

カラオケはもちろん、
あらゆるサウンドシステムで大活躍！

CLASSIC PRO

CLASSIC PRO

CPH7000

KOK500

衝撃特価

CWM801S 126515

カラオケアンプ

衝撃特価

5,980円

ワイヤレスマイク ＋ レシーバーセット

衝撃特価

ヘッドホン

29,800円

29,800 円

ステージに、カラオケ喫茶に最適の無線マイク！
最大4セットまで同時使用可能！
ヘッドホンでモニターも可能！

1月1日付で、本社機能、ショールーム、および物流倉庫を野毛平工業団地に移転致しました。
、現 在ショールームは準備中となっておりますが、
408

ʉĜʮ˃ɬ
Ʌȵȴ
ƴ
ʑʠ˄ʑʭ˂Ĝ

しましたのでご注文を承ることは可能です。

JR成田駅
日赤

今後とも変わらぬご愛顧を賜りま
すようお願い申し上げます。

サウンドハウス

至
東
京

株式会社 サウンド

TEL:0476-89-1111 FAX:

「奥三河の女」
絶賛発売中！
！

営業時間 / 平日10：00〜19：00

土曜12：00〜17：00

http://www.soundhouse.co.jp

.4.

〒

京成成田駅

野毛平
工業団地

新社屋

H21年1月22日発行
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中国では古くから、 事象や物事を二分割したり三分割し

に思い出されます。 漢方は決して非科学的ではない。 未

て論ずることがしばしば行われています。陰陽、 天地そし

科学なのだ と。あの時から、 三十有余年を経て、 漢方薬

て天地人、上中下などは普遍的に用いられています。

剤・処方、経穴（ツボ）の作用が次々と科学の洗礼を受けて、

中国の伝統医学（漢方）でも、人体を三つに分けて論じら

けいてつ

明確な因果関係が証明されつゝあります。
はたまた、前置きが長くなってしまいました。

れています。これを総して三焦といいます。
横隔膜より上位を上焦、 横隔膜より下部で臍との間を中

次号からは具体的な 性 に関する記事を書かせて頂きた

焦、 臍より下部を下焦と命名されています。上焦には心と

いと考えています。インポテンツ、不感症、不妊症、生理

肺が、 中焦には脾と胃が、 下焦には腎・膀胱、 肝などが位

不順、生理痛などなど。現代人は意外と 性 に頓着しない

していると考えられています。

のに驚きます。性 は生きる縁であるはずなのですけれども。

よすが

今回は下焦に焦点を当てて考えてみたいと思います。
下焦で最も重要な臓腑は腎です。伝統医学では腎臓とい
う言い方はあまり使われません。何となれば腎臓といえば、
血液から不要物質を浸透圧を通して、尿を生成し、その尿
を輸尿管を経て膀胱に送るのが主なはたらきです。
中国の伝統医学では腎の下に臓を付けないことでもっと
広い意義を持たせるのです。
腎は生殖器の機能、 はたらきに重要な役目を負っている
のです。
中国医学は伝統医学、体験医学、実践医学など、いろい
ろの言語で表現されます。こうするとこうなる。あゝしたら、
あゝなったという、長い歴史を重ねて、今日に至りました。
今日の物象は自然科学を通して発展、 理論づけが行われ
ています。

はり

私が漢方、 つまり漢方薬療法や鍼・灸療法を学んでいる
頃、 東京大学の教授は臆面もなく 漢方医学は非科学であ

62

る と医療の専門雑誌に語っていたのです。丁度その雑誌
に私も何回か記事を掲載していました。そして、 その教授
に反論したことが今、 この原稿を書いているうちに鮮やか

ʩʦˁʶɅঢ়Ȧɥ!!!
ဇाɂ࣡௫Ɉୁશɬ!!!
ێɅߖȱɚᲾ൲ă

た心と身体を解きほぐす大人のリゾート「大和の湯」天然温泉＆スパで最高のリラックスタイムを。
新鮮な素材を
活かした鮨 が楽しめます。

にぎり（中七かん、
一巻き）1,500円〜
板前おまかせ
3,000円〜
（特上八かん、一巻き、お椀、シャーベット）

大和の湯の多くの効能
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、間接のこわばり
うちみ、くじき、慢性消化器病、痔症、冷え症、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

入館料

ိ31ঔฤ

価格
国内屈指の
成長企業!!

メニュー例：鶏肉のトマトソースがけ・サラダ
切り干し大根・御飯・みそ汁

1,000円

趣向を凝らした種類豊富な風呂
（日替わりで男湯と女湯が入れ替え）

短時間勤務OK !! 正社員待遇可能 ! !
正社員大募集！業務拡大につき
野毛平に新社屋を設立！ 福利厚生が自慢です！

パート・アルバイトも募集中！
！
電 話・W E B 通 販 受 注 スタッフ
音響・楽器の知識がなくてもOK。外回り、ノルマーなし。音楽好き大歓迎！
月収例:20万円 〜 38万

経理スタッフ
アシスタント 月収例:20万円〜

マネージャー 月収例:50万円〜

物流梱包
月収例:20万円 〜 35

WEBプログ
月収例:25万円 〜 38

時間：平 日 / 10：00〜19：00 社内全館
土曜日 / 12：00〜17：00 禁煙です
休日：日曜、祝日、隔週土曜日。夏期・年末年

株式会社 サウン

パートも
！
可能！

＊★ 同 時 募 集 中 ★＊
通関士
ショール ーム 受 付
守 衛（ 年齢性別不問）
緑 化メンテナンス

（ 草 刈、年齢不問）

調 理 師（ 社員食 堂にて調 理 ）
役員運転手
00円
円 職種多数有
多
します！
！！！

★天然温泉施設無料開放
社員の家族も無料で利用できます！

★海外研修
アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど
様々な国に行けるチャンスも！

★サークル活動支援
フットサル、スキューバーダイビング、マラソン等
様々なスポーツサークルを会社が支援！

★スポーツ施設優待
テニススクール半額！
社内用新フィットネスセンター 近日オープン！

願書（自己PR等）を
または郵送してください。

★社内無料託児所

しております。

★医療費援助

田最大級の安定企業！

Ԡ 0476-89-1777

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
E-mail：job@soundhouse.co.jp WEBアドレス：www.soundhouse.co.jp

会社内に託児所があるから安心！

・ホール / 配膳スタッフ
・調理アシスタント
平

日

土日祝

極上の 和 モダンの
温泉リゾートで
働きませんか？

/ 時給 950円〜
/ 時給 1000円〜1100円

時間：11:00〜14:00 / 17:00〜20:00
※その他時間帯もお気軽にご相談下さい。
待遇：＊おいしい料亭のまかない有！＊
＊入浴無料、スパ＆フィット ネ ス割
＊昇給随時、各種社会保険、社員寮
応募：まずはお気軽にお電話またはE-ma
面接時に履歴書（写真添付）をご持

※喫煙者の方はお断りしております

お子さんが高校卒業まで医療費を会社が負担！

★昇給年4回まで可能、特別賞与有、社保完備
★優良社宅（ライオンズマンション、家族用戸建有）

0476-89-2333

.5.

株式
〒

Ԡ

m

