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発行

株式会社マツシタ 代表取締役 松下三郎

でも、巨大招き猫は道路からはほとんど見えません。

巨大！日本一の招き猫
国道の反対側からわずか顔の半分が見えています。
道路沿いに驚くべき招き猫がいます。
ここは愛知県の常滑（とこなめ）市。
ここは愛知県の常滑（とこなめ）市
私です。

何の変哲もない道路です。
車は猛スピードで走っています。
歩行者はちらほらでほとんどいません。
常滑（とこなめ）は登窯（のぼりがま）のある、かつて
は栄えた陶磁器の町です。
そして今でも日本で約
日本で約80%
日本で約 80%のシェアを誇る招き猫の
80% のシェアを誇る招き猫の
生産地でもあります。
生産地

すごい迫力。
歩道沿いにたくさんの猫の焼き物が壁にくっついて、
この猫は常滑
とてもかわいらしい景色ですが道行く地元の通行人は
市を見守って
見向きもしません。
しかしよく見ると、ある意味かなりの芸術です。
39体あるらしく、「御利益陶製招き猫」
「御利益陶製招き猫」といいます。
「御利益陶製招き猫」

いるらしく、とこなめ見守り猫「とこにゃん」といいます。
なんと幅
幅6.3m、高さ
“日本一”
6.3m、高さ3.2m
、高さ3.2m 、“
日本一”といわれる巨大
な見守り猫「とこにゃん」が町を見おろしています。
な見守り猫「とこにゃん」

縁結び、健康長寿、美人祈願、心願成就それぞれ
の猫が壁にくっついています。
の猫が壁にくっついて
陶芸家39人によって作られたさまざまな猫のオブ
ジェがあります。
ニャンともいえない味のある猫です。

我々の町も幸運が招き寄せられますように！
松下三郎
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紙（かみ）と神（かみ）の関係・・阿波の和紙
阿波の国と天日鷲命（あめのひわしのみこと）と和
紙の話です。
あなたは『天岩戸神話』をご存知ですか？
太陽神である天照大神（あまてらすおおみかみ）が、
弟の須佐之男命（すさのうのみこと）の乱暴に耐えか
ねて天岩戸（あまのいわと）に閉じこもってしまいます。
すると世界は闇におおわれ様々な悪いことがおこり
ました。

現在の紙漉き技術をここ
（阿波和紙伝統産業会館）
では見学できます。

そこで、八百万（やおよろず）の神々は相談し、作
戦を立てあまてらすを岩戸の外に引っ張り出す…と
いう神話なのですが、その神さまの一人が天日鷲命
（あめのひわしのみこと）です。
天日鷲命が岩戸の前で管弦楽を奏でると弦の先
に鷲が止まったのを他の神々が見て、これは世の中
を明るくする吉祥をあらわす鳥だと喜び、神の名とし
て鷲（わし）のもじ言葉を加えたと言われています。
天日鷲命（あめのひわしのみこと）は阿波の祖とし
て阿波の開発・発展に功績のあった神です。
（旧）徳島県山川町に残る言い伝えによって、今も
紙の神として祭られています。
紙の神と
その技術が、阿波和紙
阿波和紙です。
阿波和紙

あなたの家の床の間（とこのま）
床の間（とこのま）は、神の宿る場所とされてきまし
た。鎌倉時代には仏様の画の掛軸を掛け、花を供え
て仏壇の代わりになっていました。
室町時代になると貴重品を飾る場所になりました。
掛軸を観賞品として飾られるようになったのもこの時
代です。
床の間（とこのま）に縁起の良い掛軸を掛けることが
慣習になっていきました。
家の運気を上昇させるのが目的でした。
今でもほとんどの方が「床の間には一つの掛軸を
ずっと掛けっぱなしにしたままです。」と言います。
家運には、厄除け・魔除け・健康長寿・夫婦円満・
家内安全・金運などがあります。一般的には風景の
水墨画が多いようです。
水墨画は見る人の心を豊かにし家の中に運気を与
えます。
慶事、仏事、家運の目的に応じて、また季節に応
じてこまめに掛け軸をかけ替えるのが良いでしょう。
じてこまめに掛け軸をかけ替えるのが良いでしょう
掛軸の掛けたままは、あまり感心しません。日焼け
によるしみ・よごれで変色するもとになり、反対に閉
まったままも、湿気・カビ・虫食いなど軸にとって傷み
の原因になります。
そのようなことから、掛け軸は、季節・行事ごとにこ
まめに掛けかえることをおすすめします。

2016年
2016年12月
12月4日
徳島新聞に掲載

高倉直子さんの版画展（アワガミファクトリーにて）
戦後の日本の洋風化の波の中で、日常生活から切り離されつつあった和
紙ですが、今、創りあげてきた伝統的な文化も取り戻しつつあります。
今年は、酉年です。あなたに吉祥の鳥が舞い降りてきますようお祈りいた
します。
文遊館 店長 松浦玉江

これを掛け休め
掛け休めといいます。掛け休めには桐（きり）
掛け休め
の箱に掛軸と虫よけの防虫香を入れ、通気性のよい
ところに納める必要があります。
実は大切に扱うことが心も豊かになり運気をアップ
させることになるのです。
最近、和室のない家が多く、掛軸を掛けたいのだ
けどどうしたらいいのかという方がおられます。
その場合リビングなどの洋室にかけてもまったく問
リビングなどの洋室にかけてもまったく問
題はありません。
題はありません
例えばフローリングの足元に小さな畳を敷いたり、
白木の板で小さな床を作るのです。そこに掛軸を掛
けます。
今は外国人も掛軸を日本土産に買います。ほとん
どの人は洋室にかけて楽しんでいます。床の間にこ
だわることはありません。心を豊かにすることが何より
一番です。

三本松 小売部店長 三村
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YouTubeの
YouTubeの360度動画で
360度動画でVR
度動画でVRを体験しよう！
VRを体験しよう！
今年はVR
今年はVR元年ですぞ！
VR元年ですぞ！

VRとはバーチャルリアリティの略語です。仮想現
仮想現

もちろん数万～数十万円する本格的なゴーグル

実と訳されます。古くはコンピュータグラフィック
実と訳されます

に比べると映像のきれいさや没入感は劣りますが、

（CG）の登場時に使われることもありました。しかし

手軽にVR体験できるのは魅力的です。

最近になっては実際に体験できるものと進化しま
した。

必要なのはゴーグル、スマートフォンとアプリ、そ
して360度に対応した映像や画像です。

昨年7月にスマートフォンアプリ「ポケモンGO」が

投稿型動画サイトYouTube
稿型動画サイト YouTubeにはすでに
YouTubeにはすでに360
にはすでに360度に
360 度に

発表され、10月にはPlayStation®VRが発売されま

対応した動画がたくさんあります。ご存じでした
対応した動画がたくさんあります

した。そのため、いよいよ今年は
今年はVR
今年はVR元年と言われ
VR元年と言われ

か？

ています。
ています

スマートフォンからYouTubeを開き、360度動画を

その仕組みはシュノーケルのようなゴーグルをか

再生し、それをVRゴーグルで楽しむことができま

ぶることにより、目の前だけでなく頭の動きに合わ
目の前だけでなく頭の動きに合わ

す。ただし、お手持ちのスマートフォンがアプリに

せて周囲360
せて周囲360度に映像が映し出されます
360度に映像が映し出されます。
度に映像が映し出されます

対応しているか、360度動画が再生できるかどうか

まるで別の空間に身を置いているような感覚で

の確認が必要です。

す。実は、お手持ちのあなたのスマートフォンを
あなたのスマートフォンを

詳しい手順はホームページに載せましたので、

使ってこのVR
使ってこのVRを体験できます
VRを体験できます。スマートフォン用の
を体験できます

興味のある方はお試しください。準備など手間に
興味のある方はお試しください。

ゴーグルがあるのです。

感じる方は教室でかんたんにVR体験できますの
で、ぜひお越しください。

『スクールのVR
『スクールのVR体験ページ』
VR体験ページ』
← スマートフォンでホーム
ページを見る方はこちらで
URLを読み取ってください。
URLを読み取ってください。

あなたのスマートフォンに画像や映像を映し出し、

↓パソコンで見る方はこちらのアドレスを入
れてください。
（スマートフォンでも見られます）

それをゴーグルに挟んでレンズから覗くと、VRの
世界に入ることができます。まさに近未来の世界
です。ゴーグルは数千円で手に入ります。

http://matsushitabungu.co.jp/vr.html
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水主の山の上の本格イタリアン
ＬＡ・ＦＲＥＳＣＡ（東かがわ）
生パスタ（打ち立て）と石焼釜で焼き上がるピッツァ
は絶品！
採れたての自家製野菜やその日のこだわり食材を
使い、石焼ガマで焼くピッツァ。
その日のおすすめの素材で生パスタを楽しめます。
ランチは、スープ、サラダ、デザート（選べます）、ド
リンク（選べます）
そして本日のパスタｏｒピザをチョイスします。
セットで１３９０円です。
セットで１３９０円
北にとらまる公園が見おろせる山の上ＬＡ・ＦＲＥＳＣ
Ａはあります。
オーナーシェフの箕野鉄司平（みのてっぺい）さん
が自分で建てたお店は、とてもおしゃれで穏やかな
素敵な時間を過ごせます。
何より、お客様の顔を見て「この人においしいもの
を食べさせたい」というオーナーの人柄がにじみ出て
います。

この日は、ナポリピッツァ・マルゲリータと豚バラ肉と
香味野菜で煮込んだパスタをいただきました。コー
コー
ヒーも絶品です。ディナーは素敵なメニューでワイン
ヒーも絶品
などを味わってください。

営業時間11：00～12：30(L.O)
17：30～20：30(L.O)
定休日 火曜日(祝日の場合は翌日) 毎月17日・28日
Tel 0879-49-1902
混雑の場合もありますので、電話をする方が確実です。
注) 車のナビは使用しないでください。地図を頼りにしてください。
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