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古代史の散策を楽しむ

Part.II

平安京遷都の一大テーマは怨霊
・祟りからの開放
！
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祟りからの開放！
！
日本の歴史に残る偉大な企業
家の一人に、三井物産を総合商
社にまで育て上げた益田孝の名
前が挙げられます。
1848年、新潟県の佐渡に生ま
れ、幼い頃より語学に卓越した
才能を発揮した益田氏は、12歳
にして当時東京の麻布善福寺に
あったアメリカ公使館に勤務す
ることになりました。14歳の時
には遣欧使節団に加わる機会が
与えられ、明治維新の直後、ア
メリカの大手商社に入社。そし
て益田孝の活躍ぶりは、いつし
か井上馨の目に留まり、23歳に
して大蔵省に官吏として入省し
たのです。その後、これらの功
績が三井家に高く評価され、18
76年、弱冠27 歳で三井物産の
社長に就任します。
今よりも昔の方が年齢にこだ
わることなく、本人の実力次第
で立身出世できるチャンスに恵
まれていました。特に益田孝は、
語学を特技とし諸外国の知識に
長けていたため、その経験とス
キルが明治政府にとって重宝さ
れたのです。

空海が執筆した「三教指帰」に
の大峯山も高野山と同様、四国
は、
「朝市の栄華念々にこれを
剣山と伊勢神宮を結んだ一直線
厭い、巌藪（がんそう ）の煙霞、 上に存在し、頂上からは、東に
日夕にこれをねがう」と書かれ
伊勢神宮、西には高野山を見
ており、空海がどれ程、都の虚
渡すことができます。
栄と宗教の荒廃に嫌気がさして
そしてこれらの聖地と高野山、
いたかを察することができます。 石上神宮との地理的繋がりに着
空海の目に焼きついた都の姿と
目した空海は、伊勢神宮と石上
は、貧困に悩む庶民と病人に溢
神宮を結ぶ線を中心に、高野山
れた苦悩の世界であり、それを
の対称となる地点こそ、平安の
思う度に空海は学問の追及より
都に相応しい聖地であることに
も、むしろ真の道を説いて人々
気が付いたのです。そして794
の魂を救うことを願ったのです。 年3月、天皇は遷都の地を和気
空海が大学を去った背景には、 清麻呂と共に巡覧され、その後、
都の危機もありました。長岡京
造営が急ピッチで進められるこ
が早良親王の祟りを始め、地理
とになります。
的要素に絡む様々な天変地異に
平安初期を賑わす怨霊の大問題
よる危機に陥った際、南都六宗
短期間に2度に渡る遷都が繰
の仏教勢力を嫌っていた桓武天
り返された歴史の背景には、怨
皇は、これらの問題を解決する
霊からの開放という問題が潜ん
糸口を掴むために、宗教アドバ
でいました。せっかく平城京か
イザーを必要としました。そこ
ら長岡京に遷都したものの、直
で召集されたのが奈良で勉学に
後から怨霊の噂が絶えず、悪夢
励んでいた空海ではないかと推
や天変地異、身の回りの様々な
測します。空海は既成仏教勢力
不幸に桓武天皇は悩み、怯える
と何ら関わりを持っておらず、
日々を過ごしていました。その
しかも梵語や中国語等の外国語
為、再度、都の造営が目論まれ、
だけでなく、仏教思想や日本古
遷都にふさわしい新天地を求め
来の宗教についても熟知してい
青年時代における空海の活躍
た結果が平安京です。つまり、
ただけに、桓武天皇にとっては
百年前でも年齢の壁を越えて
願ってもない人材だったのです。 平安京遷都の一大テーマは、怨
政界、財界で活躍する機会が20
霊と祟りからの解放だったので
天皇の悩みを知るやいなや、空
歳そこそこの青年に与えられた
す。そして天皇の命により、あ
海はその答えを祈り求める為に
のですから、更に千年以上も昔
らゆる手段を用いて平安京を鎮
大学を去り、思いを馳せて奈良
となれば、出世の可能性は無限
護する術が尽くされました。
の寺院を訪ねて歩き回り、その
大だったのではないでしょうか。 後、大峯山、高野山、伊予の石
まず遷都の立地条件において
それ故、平安時代初期の天皇政
は、中国古来の教えである「四
鎚山、阿波の大滝ヶ嶽などで修
治の下で、比類なき才能を持っ
神相応」に基づき、東西南北が
行を重ねます。空海自身この時
た空海が20歳を前に政府高官へ
四神によって守護され、形勝の
の自らの有様を、旧約聖書の預
の道を歩み始めたことは、想像
地を成すものとしました。前述
言者を髣髴させる「仮名乞児」と
に難くありません。大師和讃に
した通り、四国剣山と伊勢神宮、
呼び、三教指帰には「荒縄を帯
おいて「御歳七つのその時に衆
さらに石上神宮を結ぶ線、そし
として、ぼろぼろの衣を纏った
生のために身を捨てて」と賞賛
て高野山との地理的関連性も考
空海の顔はやつれ、長い脚が骨
される空海は、15歳にして論語
慮され、お互いの距離関係も重
張って、池の畔の鷺の脚のよう
や孝経を習得、18歳の時には当
になった」と記載されています。 視されました。その結果、特定
時唯一の都の大学に入学して明
された平安京の地は、鴨川の清
そんなところにも空海が自らに
経道を専攻し、儒学をマスター
流が「青龍」
（せいりゅう ）の象
課した過酷な苦行を垣間見るこ
しました。そして空海の名声は
とができます。そして794年、 徴として東に存在し、都の邪気
桓武天皇にも知れ渡り、皇室の
を逃す山陰道が「白虎」
（ びゃっ
空海は土佐の室戸岬、御厨人窟
側近として活躍し始めます。
（みくろど ）
にて悟りを開きます。 こ）の象徴として西に、また南
「弘法大師こそ、世界に誇り得
には川が注ぎ込む巨椋池の「朱
空海が修行の際に時を過ごし
る日本の英雄であり聖者である」 た大峯山も、実は、高野山と同
雀」
（すざく）
、北には「 玄武 」
と、湯川秀樹博士はおっしゃい
様に固有の山を指す名称ではな （ げんぶ ）と呼ばれる亀と蛇を
ましたが、正にその通りです。
合体した守護神が守る船岡山の
く、吉野山から熊野へ続く山岳
ところが都の現状を目の当た
丘陵と、
「四神相応」の理想的
地域を意味しています。丁度そ
りにした空海は、その栄華と仏
郷であったのです。
の中心に山上岳が聳え立ち、頂
教徒の世俗的衰退を危惧し、19
また、都を鎮護して怨霊の仕
上には修験道の根本道場となっ
歳で大学を退学してしまいます。 た 大峯山寺 が在ります。こ
業である天変地異や不幸から身
.2.

を守るためには、都の四方を寺
社で守ることも重要でした。そ
こで桓武天皇は、都の東西南北
に大将軍神社を建立し、神々の
中でも強大な力が崇拝されてき
たスサノオノミコトを祀ること
によって厄払いをし、平安京を
鎮護する礎としました。
また、古代より崇拝されて来
た磐倉の巨石も、都の東西では
観勝寺と金蔵寺、南北では明王
院不動寺と山住神社に祀ること
により、都全体を大将軍と岩の
神によって二重に加護すること
を目論みました。更に東西北三
方を山に囲まれた平安京の南側
を守る官設寺院として、796年
には東寺が創建されました。こ
の東寺こそ、823 年に嵯峨天皇
より空海に下賜され、五重塔が
建立された後の真言密教の根本
道場です。
最後に特筆すべきは鬼門を守
る延暦寺の存在です。遷都直前
の788年、最澄が開いた一乗止
観院を起源として創建された延
暦寺は、陰陽道の鬼門にあたる
都の東北部に位置します。鬼が
出入りすると考えられた鬼門を
恐れた桓武天皇は、数多くある
寺社の中でも延暦寺を最重要視
し、そこで頻繁に加持祈祷が執
り行われました。奈良の南都仏
教勢力を逃れて遷都を決断した
桓武天皇だけに、神のご加護を
求めるにも奈良仏教の要素を極
力排除したことは想像するに難
しくありません。しかし怨霊を
封じる為には、磐倉と大将軍神
社、及び延暦寺の加持祈祷だけ
では足りないと考えたのでしょ
うか、例外措置として守護神の
象徴である毘沙門天を、都の北
は鞍馬寺に、南は羅城門に置き
ました。こうして、平安京は造
営当初から神々によって守護さ
れるようになったのです。

ける活躍が求められました。
長年、日本の国土を歩き回り
ながら培ってきた和気清麻呂の
地理勘と、灌漑及び土木建築技
術において、当時彼の右に出る
ものは誰もいませんでした。そ
れ故、和気清麻呂には平安京の
造営が任されたのです。そして
桓武天皇が最も恐れた怨霊を取
り除く為の宗教アドバイザーと
して、当時、その語学力、諸外
国文化の知識において比類なき
名声を得ていた空海が側近とし
て召され、遷都地の聖別と神宝
の移設が任されたのです。こう
して、秦氏、和気清麻呂、空海
の三名によるコラボレーション
により、平安京の造営が急遽、
実現する運びとなりました。
消息を絶つ空海の行方

平安京の遷都が実現した直後、
空海は正式に僧侶となることを
願い、剃髪得度の式を受けるた
め一旦、奈良に戻り、当時の規
定に従って国家試験を受けまし
た。奈良仏教に失望し、大学を
中退して修行を積み、悟りを開
いた空海が何故、奈良に戻るこ
とになったのかは後述するとし
て、空海はその後2 年間、奈良
大安寺の住僧として、南都六宗
の経典等の研究に徹し、796年、
22歳にして唐より来朝していた
泰信和上より具足戒を授かりま
す。しかし、庶民の救済を忘れ
て無益な宗教哲学や立身出世を
目指すことに終始する南都六宗
を空海は嫌い「あらゆる僧尼は
頭を剃って欲を剃らず」と、痛烈
に批判し続けました。
そして祈り求めていたある日、
空海は御仏の啓示により「久米
の東塔に行くべし」との啓示を
受け、そこで思いもよらず、イ
ンド密教をルーツに持つ「大日
経」の経典七巻を発見します。
その経典には、仏と我が一体
平安京の背景に潜むマスターマインド
となる即身成仏に至る悟りの教
「怨霊からの開放」という天皇
理が記されており、大勢の庶民
の切なる願いを実現するための
を救い導き、怨霊の祟りから天
マスターマインドとして、背後
皇を始め、多くの人々を開放す
で活躍したのが秦氏、和気清麻
ることを天命とした空海にとっ
呂と空海です。秦氏は、経済的
て、正に「生命の宗教」の基と
な支援を惜しまず提供し、遷都
なるべき経典だったのです。そ
を実現するための原動力となり
の直後797年、当時 23 歳の空
ました。ユダヤにルーツを持つ
海は、突如として世俗から消息
と言われる秦氏にとって、自ら
を絶ちます。そして804年、遣
の影響力下である山背国葛野郡
唐使として中国に渡るまでの7
周辺に遷都を実現させることは、 年間、空海は歴史から姿を消す
とても重要でした。秦氏の役割
のです。
（日本人とユダヤのハー
が経済的支援とするならば、和
モニー 3 項に続く）
気清麻呂には建築土木技術にお
（文：中島尚彦）
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たため、自然環境を保持するためにハナウマ湾

遭遇出来ま

に入れなくなった時期がありました。その後、 す。中には
有料化
（ 入園料：13歳以上5ドル）
され、休園日

見たことも

が設けられるようになりました。また施設も整

無いような

何十年かぶりにハナウマ湾に行ってきました。 えられ、ビーチに降りる前に環境保護と海の安

魚が眼下を

ハナウマ湾はオアフ島ワイキキビーチから東へ

全に関するビデオを観ることが義務付けられま

横切ったり

約9㎞、ココヘッドの先にある大きな入江で、絶

した。このビデオは、 ワイヤレスレシーバーを

と、飽きることがありません。ただ、体長１m 程

好のシュノーケリングとダイビングスポットと

通じて日本語をはじめ中国語、韓国語、 ハワ

の大きな魚が正面から泳いできた時には、流石

して人気の高いとても美しい湾です。現在の正

イ語など 8ヵ国語で聴くことができます。ビデ

に少し恐怖を感じてしまいました。海の中では、
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式名称は「Hanauma Bay Nature Preserve」
。 オの製作に25万ドル（ 約 2,500万円 ）をかけ

人間は決して魚に触れたり、魚の邪魔をしては

つまりここは自然保護区になっていて、美しい

たというだけあり、 音楽はハワイの人気アー

いけません。美しい海の中で、これほどまで人

海や自然、そしてここで暮らす多数の海洋生物

ティストを起用し、 ハナウマ湾の生い立ちか

間を警戒しない沢山の魚に出会うと、魚達の生

たちを守る為に、一般のビーチよりも更に厳密

ら説明するなど、迫力ある映像になっています。 活している世界に、人間がお邪魔して覗かせて
もらっているという気持ちになります。

な規制が設けられた海洋公園になっています。

ハナウマ湾までの交通手段は、車ならワイキ

1961年に撮影されたエルビス・プレスリー主演

キのホテル街から20分程の距離です。市バス

一度失った自然を取り戻すには、大変な労力

の「ブルーハワイ」の舞台にもなりましたが、青 （ 料金：2ドル ）なら50分程、ただしバスの本数

と費用、 そして何十年、何百年という年月が掛

く澄み切った海、大きく孤を描いて広がる白い

は少なく、人気スポットなのでバスに乗れない

かります。この美しい自然環境を壊すこと無く、

砂浜、美しい珊瑚礁、そして波打ち際まで泳い

可能性もあります。今回はワイキキ周辺で無料

せめて現状維持のまま後世に引き継いでいきた

でくる沢山のカラフルな熱帯魚たちと一緒に遊

配布されているフリーマガジンに載っているツ

いものです。

ぶ事が出来るので、年々訪れる人が増え続けま

アーを利用しました。ホテルまでの送迎とマス

した。私もハワイに行き初めた頃は毎回訪れて

ク、 シュノーケルのレンタル料込みで13ドル

いましたが、いつしかあまりの人の多さに、車

はとてもお手軽な価格です。マスクは新品な

＊PROFILE＊ から眺めることはあっても、 ビーチに降りる ので、 海に入っても海水が殆ど入ってこない
ことはなくなりました。その後、観光客が餌を ので、 非常に快適でした。久しぶりにハナウ
Akemi
現在、東京の Halau
与えたことにより湾の生態系のバランスが崩れ、 マ湾でシュノーケリングを楽しみましたが、と
(Hula の教室 ) 所属。
レストラン・ポセイドン、 大きな魚が増えてしまったり、水質汚染が進み、 にかく浅瀬まで多くの魚が寄って来るので、初
「Hawaiian Night」
出演中。
さらに珊瑚が死んでしまうなどの問題が出てき 心者でも安心して近場でカラフルな熱帯魚と
で楽しめる。また醤油、塩、味噌

ザートにはクリーム餡蜜を始

など調味料にもこだわっている

め、ケーキやゼリーが続き、最

ようで、例えば塩は、モンゴル

後はコーヒーで締めくくる。マ

旬菜厨房 奈のは 成田店

の岩塩を使用している。有機野

イナス点と言えば、サラダバー

るが、中に入って 70 種類の献

ない。ただ地ダコの冷製パスタ

め、混雑時は衛生上の問題を感

立と千葉県産の有機野菜を中

梅風味等、3 種類のパスタはご

じてしまう。週に 1 度は食べに

心とした食材を目にすれば、気

く普通。本日の味噌汁とシジミ

行きたい店だけに、これだけは

分は一転ニコやかになる。小皿

汁は、薄味すぎて期待外れ。デ

早急に改善してもらいたい。

49
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菜の天ぷら、旬の野菜の炒め物、 の種類が少なく、シーザーサ
旬菜厨房「奈のは」は要注目。 ハーブ鶏のから揚げ、ビーフン
ラダは本場の味から程遠いこ
自然食ビュッフェがテーマで、 のカレー醤炒めは大変美味しく、 と。また、全ての食材にフード
ランチは大人1,600 円と値は張 カツオのマリネ豚肉添えも悪く
カバーが用意されていないた

に分けて、
「ちょっとずつ、たく
さん」の献立をゆっくり味わう

旬菜厨房

奈のは 成田店

成田市ウイング土屋80番地 ☎0476-20-2727

ਗ࿎☆☆★★★ݟ

というコンセプトが良い（ 制限
時間は2時間）
。一見、ベジタリ

408
ユニクロ

アン風のレストランかと思いき

食も用意されており、家族全員

至成田
ニュータウン

旬菜厨房 奈のは

スーパー
タイヨー

成田国際
文化会館

.3 .

アーティスト：Rebel Souljahz
タイトル：
「Nothing To Hide」
オアフ島ワイパフ出身の 4人組のデビューアル
バムです。タイトルにもなっている
「Nothing To
Hide」
が FMで大ヒットし、2009 年ナー・ホークー・ハノハノ・
アワーズで
「Reggae Album Of The Year」
を獲得しました。海の
帰り道、車の窓を全開にして聴きたいハワイアン・レゲエです。

ɘȾɜɂɠȧɌɧɈ

<第17回> 推薦入試の条件

ڈɂಆɈɺʋĜʑʞɻʛʇʆʗĜ
3年生の学園祭も終わり、あとは受験にま
っしぐら。特に目標もなくのんきに過ごし
ていた私は、先生の勧めで推薦で芸大を受
けることにしたのですが、ひとつ問題があ
りました。推薦入試への条件である成績が
若干足りていなかったのです。そこで秘策
を講ずることにしました。2つ選べる選択授
業を美術と音楽にして両方最高得点を取り
一気に平均点を上げる作戦です。美術は問
題なかったのですが、意外に難関だったの
が音楽でした。ほとんど触った事のないク
ラッシックギターで譜面通りに曲を弾く事
が課題だったのです。いつものフォークギ
ターとは構え方から違っており、まるで別
の楽器という印象でしたが、なんとか克服
し、推薦獲得作戦は成功しました。
Ⱦȿȩ

Epiphone ESJ 1990年代

ヒューマックス
至成田空港

カレー、スパゲッティー等の洋

至安食

や、豚しゃぶ、冷やし中華や、豆

イオンショッピング
センター

B
BlfnjɈȻɡȭȽɂʋĜʢĜ

表板：スプルース単板、サイド、バック：マホガニー単板
ネック：マホガニー、指板&ブリッジ：ローズウッド
※製材は日本、組立てと仕上げはアメリカGibson工場の日米合作!

Ĝ

NZʆʗ

ॢɈ2Ⴈ

※現在この機種は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。
※8月22日(土)成田ふるさと祭にて、かもねぎ氏と｢フォークソング｣ユニットにて演奏予定!!
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らも話を聞いて学んだであろうと考

布施を募り︑また︑帰国した僧侶か

の苦労を重ねて各地を旅しながらお

るための自己資金を蓄える為 ︑多く

提が空海の低い身分であり︑唐に渡

測されているにすぎません︒その前

に専念していたとのではないかと推

唐する準備をするために学問や語学

国内を旅しながら︑遣唐使として入

山奥にこもったとか︑もしくは日本

経典を入手した後︑その習得の為に

え説明があったにしても︑大日経の

として省略されています︒また︑例

多くの大師伝でも知られざる七 年間

海の伝 記にも一切記 載が無いため︑

うか︒その空 白の期 間については空

での七年間︑何をしていたのでしょ

それから遣唐使として唐に旅立つま

つ直前の七九七年に空海があらわし

とは思えません︒ また︑ 消息を絶

ずれにしても貧しい留 学 生の 行 動

まれたという見方もできますが︑い

終了する目安が付いて余剰資金が生

しています ︒無論︑留学が短期間に

れに応じて﹁ 華厳 経 ﹂などを貸し出

の耳に入り︑帰国後︑最澄の申し入

そのコレクションの質の高さが最澄

でなく︑数々の仏 画まで買い求め︑

は経典四百六十巻や両界曼荼羅だけ

とりがあったようです ︒実際 ︑空海

でも手に入れることができた程 ︑ゆ

だけでなく ︑自らが欲する書 籍は何

間に必要な資金を十分に携えていた

予定されていた二十年に渡る滞在期

唐していることです︒空海は︑当初

空海が︑実は多額の金 銭を携えて入

疑問点は︑まず︑貧乏と言われた

が︑果たしてそうでしょうか？

備に励んでいたというのが定説です

九四年に悟りを開いた空 海は︑遷都

いたのです ︒大学を中退した後 ︑七

に渡り︑空海は密かに天皇に仕えて

でなく ︑そこに至るまでの間 ︑長年

氏の介入と手厚い援助があっただけ

た背景には︑明らかに朝廷︑及び秦

から察するに︑空 海が遣唐使となっ

ていたと推測できるのです ︒これら

と積極的な係わりを入唐前から持っ

語を流暢に話せたことから︑渡来人

海は通訳者を必要としない程︑中国

しかも唐に向かった八〇四年︑空

年という期間は長すぎるようです ︒

考え辛く︑大日経を学ぶにしても七

脚するとか︑更なる修行を積むとは

ながら︑お布施集めの為に国内を行

耳にし︑国家の一大事であると知り

ずの空海だけに︑遷都後の諸問題を

行く末にも深い関心を抱いていたは

行者となって悟りを開き︑平安京の

が書かれています︒既に山岳宗教の

離れて山や難所で修行を積んだこと

相が見えてきます︒ 文・中 島 尚 彦

ることにより ︑失われた七年間の真

導きです ︒これらを一つ一つ検証す

からの開放 ︑神宝の行方と密教への

が︑空海と渡来人との関わり︑怨霊

ります︒そこで浮かんでくるテーマ

んだと思われる軌跡を辿ることにあ

極め︑それらの共通点から空海が歩

人と面識があったかということを見

どこで何をしていたか ︑どういう人

る鍵は︑空海が消息を絶つ前と後に︑

の知られざる七年間の答えを見つけ

られていたからに他なりません︒そ

することができない︑諸事情が秘め

す︒これは空海の働きについて公に

唐するまでの七年間 ︑消息を絶ちま

教の経典を発見した七九七年より入

拠地奈良で二年間調査に費やし︑密

そして遷都直後より︑南都六宗の本

与することになったと考えられます︒

け︑朝廷の重大なプロジェクトに関

への貢献を機に桓武天皇の信任を受

二十三歳にして大日経の経典を手

えられています︒つまり一介の新米

た﹁ 三教指帰 ﹂には︑空海が大学を

にし︑密 教の奥義に触れた空海は︑

僧侶として︑空海は入唐する為の準

90
名俳優のライブ！
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章︼空海の知られざる七年間の秘密
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（ギタリスト 加茂尚広） 連絡先 0476-89-2333（ネットハウス）

パート

あなたのPCを
停電から守る!!

UPS (

停電時にシャットダウンまでの電源を確保する装置
※使用機種によって対応時間は異なります。

無停電電源装置
●落雷からPCや機材を保護
●最大20分稼働可能
●電源管理ソフト付
UPS1500LX NEW!!

1

LCDディスプレイ搭載

衝撃特価

)

LCDディスプレイ搭載 ノンディスプレイタイプ

1500VA

11,800円

UPS1200LX

UPS1200ll

1200VA
税抜特価 8,980円

1200VA
税抜特価 7,980円

UPS500LX

UPS500ll

500VA
税抜特価

500VA
税抜特価

5,980円

4,980円

株式会社 サウンドハウス TEL 0476-89-1111 FAX 0476-89-2222 www.soundhouse.co.jp

プロ用ワイヤレス・マイクの決定版！
ワイヤレスマイクマイクセットがこの価格！
スメ!!! いつでも、どこでも簡単設置！
ス
9段階のキーチェンジャー、
高性能エコーなど
コンサートに！
！
！
オ
超
CWM801S
多彩な機能が満載です。マイクは5本まで接続可能。
ケ機材 カラオケイベントなどに大 活 躍 ！
カラオケイベントに！
！
！
KOK500 音量バランスも自在です！
カラオ
࿚ྈਖ 126515
カラオケ喫茶に！
！
！
クラシックプロ

クラシックプロ

商品名：

商品名：

▶高性能エフェクト搭載
▶モニターテレビ出力3系統
▶リモコン付き
▶9ステップキーチェンジャー
▶最大マイク5本入力可能
▶大音量 250W×2（4Ω）

6チャンネルPAセット

6 点セット】

【便利な
1
2
3
4
5
6

6ch パワードミキサー
2WAYスピーカー×2

75W×2
大出力

スピーカースタンド×2
スピーカーケーブル×2
ダイナミックマイク

シャンパン
ゴールド

࿚ྈਖ

25517

ブラック

࿚ྈਖ

25519

お手軽マイク!!!
クラシックプロ

商品名：
商品名：

マイクケーブル

スイッチ付

クラシックプロ

商品名：PA12/6
࿚ྈਖ

衝撃
特価

25723

ット中

大ヒ

࿚ྈਖ

24936

࿚ྈਖ

24939

衝撃特価

29,800
,
円 29,800
,
円
ステージエボリューション

高音質ヘッドホン!!!

MBS20

クラシックプロ

ュー
サンキ 価
大特

CPH7000
࿚ྈਖ

25126

抜群のフィット感と優れた音質
様々な機材に使える
変換コネクタ付

࿚ྈਖ

25720

4チャンネル

19,800 円

124512

アメリカン DJ

ミラーボール
ラーボール
専用モーター
用モーター
スポットライト
ポットライト
ト

ミラーボール直径20㎝
ミラーボール直径
20㎝
㎝

特価

3,980
3
980 円

12,800 円

HOT MEN
MENU
M
9

日祝日休業

サウンドハウス

408

最新総合カタログ
最新総合カタロ

5 千 葉 県 成 田 市 新泉14新 泉14-3
http://www.soundhouse.co.jp 〒286-0825
.4.

90163

衝撃特価

90163

土曜12：00〜17：00

࿚ྈਖ

サンレイ
LED DMX
カラフルな光のシャワー
でステージを華やかに

3点
セット

衝撃
特価 3,980円
980円
株式会社 サウンドハウス
ス

営業時間 / 平日10：00〜19：00

࿚ྈਖ

ミラーボールセット

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

24,800 円

ご自宅に！
！
！

ステージに、カラオケ喫茶に最適な無線
マイクです。市販の充電池を使って充電
も可能。音質も折り紙つきの高音質！

ミラーボール直径 20㎝

衝撃特価

商品名：PA10/4

CM5
CM5S

衝撃
特価

ワイヤレスマイク ＋ レシーバーセット

イ寺
ン台
タ
ー
至
千
葉

295

~
~

集
大 特

51

入工野
り業毛
口団平
地

至
香
取
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狂言に「ブス」という演目があります。国語の教科書で読み

して、栄養物質、酵素と二酸化炭素、

習いました。歌舞伎座で何度も演じられています。
ブ

のが主要な原因です。血液循環を通

シ

ブスとは、附子と書き、トリカブトを指します。漢名では、

それにホルモンなどの運搬をしてい

花鳥兜または鳥 頭といい。花の姿が鶏の頭にある鶏冠に似てい

るわけです。多くの薬剤は毒である

ることから命名されたと言われています。この植物は、その主

と言われますが、それを少量上手に

根や根の脇についている側根を取って乾燥させたものを生薬と

用いることによって、良好な薬理効果を表わすのです。

はなとりかぶと

ウ

ズ

にわとり

と さ か

ブ

ば死に至る危険なものです。素人が使用することは生命の危険

のとして処方されます。しかし猛毒なので注意が必要です。
ブ

シ

附子については以前、簡単に紹介しましたが、ひとつ間違え

し、漢方薬として用います。この生薬は漢方薬の大変重要なも
シ

さて、この附子を狂言の演目にしたのが「ブス」です。太郎

を伴います。くれぐれも、医師や薬剤師の指導・処方の元で用

冠者、次郎冠者に留守を預け、主が外出します。その折「あそ

いられるよう特に厳しく申し添えておきます。しかし、知識と

この奥には猛毒の附子があるから、決して近づくな」と言い残

して覚えておいていただきたいのです。先の症状のとき、医師、

して門を出るのです。しかし、主が常に奥に忍んでなにやらし

薬剤師に相談する際の話題にできればと思い紹介しました。

あるじ

ブ

シ

ているのを二人は目の当たりにしています。主が姿を消すと、

薬は毒︑毒は薬なり

二人は、おそるおそる、近付いてはいけないと言い渡された、
奥に入ってしまうのです。その場所に行くと、何とも好い匂い
がするではありませんか。そこにあったのは当時としては、大
変貴重なもの、砂糖だったのです。狂言の続きは後の号に譲る
として前置きはこの辺で止めておきましょう。
ブ

シ

附子にはアルカロイド系のアコニチンという猛毒の成分が含
まれています。アコニチンは中枢神経に対して少量でも麻痺作
用、大量で興奮作用があります。また、鎮痛作用があり、さら
に心臓の収縮力増加と心拍増加を促します。したがって、漢方
インキョシツ

特有の診断である、陰虚証の人には、新陳代謝が期待できます。
利尿、熱がないのに悪寒がしたり、関節痛、腹痛、下痢、遺精
などの症状に処方されます。

69

ケ イ シ カ ブ シ ト ウ

ハ チ ミ ジ オ ウ ガ ン

ケイシカシャクヤクチモトウ

薬方としては、桂枝加附子湯、八味地黄丸、桂枝芍薬知母湯、

シ ン ブ ト ウ

シギャクトウ

真武湯、四逆湯などがあります。先に述べましたように心臓の
働きを活発にします。病気やその症状で冷えは血液循環が悪い

ZENNアコースティックギターに待望の新作登場! 本格派のアコギがこの価格!!! ɾʛʡʟʛʅʩʥ˃
ZDFP-CTM
衝撃特価

131935

59,800円

ZP73K
衝撃特価

131938

29,800円

スプルース単板トップ
ローズウッド単板サイド＆バック

ため息が出るほど美しい
ハワイアンコア・ボディ

エボニー指板、ブリッジ

コンパクトな
パーラーサイズ

ピエゾ/マグネット/コンデンサーマイクの
3ピックアップをブレンド
XLR出力も可能なD.I.ジャック搭載
ファンタム電源供給可能

NEW!!

オープンバック・ペグ
ピラミッド・ブリッジ

NEW!!

ZD45E
衝撃特価

131937

45,800円

ラウンドショルダーボディ
スプルース・トップ
マホガニー・サイド & バック
オール単板ボディ
ピエゾ・ピックアップ付

ZS100
衝撃特価

ZJ200

131936

49,800円

衝撃特価

OOOタイプのコンパクトな
ボディスタイル

スプルース・トップ
ローズウッド・サイド&バック
オール単板ボディ

アバロン・インレイが映える
豪華仕様にナチュラルが登場!

ヘリンボーン バインディング

NEW!!

49,800円

迫力の生音! スプルース単板トップ
極トラのフレイムメイプル単板
サイド&バック

ナチュラル：129164
サンバースト：114883

NEW!!

新色!!

ベランダやお庭に
このパネルを敷く
BASIXのウッドデッキパネルは、 だけで、温もりを
感じるウッディな
耐久性の高いバンキライ材を使用！ 雰囲気になります。

使い勝手のよい30×30cmサイズ。
水はけのよいスリット加工など、
他の追従を許さないこだわり。
１枚からの衝撃特価でご提供！
BXWA52
販売価格

398円（1枚）

●縦横30cm・厚さ3cm ●天然木
（無塗装）
ストレート

クロス
◀パネル の向きを変える
ことにより、ストレートと
クロス柄などパターンを
楽しむことができます。

株式会社サウンド ハ ウ ス

TEL:0476-89-1111 FAX:0476-89-2222 www.soundhouse.co.jp

0476-89-2333

.5.

日光があたる場所で
は茶褐色に、風雨が
あたる場所ではシル
バーグレイに色合い
が変化します。

