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エジプトへ行ってきました。

パピルス絵画を買ってきました。

紀元前3500年～紀元前1000年へタイムスリップして
きました。
世界最古の屈折ピラミッド・赤ピラミッド・階段ピラミッ
ド・ギザのクフ王・カフラー王・メンカフラー王のすべて
のピラミッドへ行って来ました。
下の写真をご覧ください。ジョセル王がイムヘテプに
造らせた階段ピラミッドです。イムホテップ? そうです
あの全米で大ヒットした映画『ハムナプトラ･失われた
砂漠の都』の舞台です。あの映画スコーピオン・キン
グ(5000年以上前のファラオ)が眠るピラミッドかもしれ
ません。

実は町でたくさん売っているパピルスの99%は、ニセ
モノです。はい! 全部ニセモノです。ほとんどがサトウ
キビでできていたり、ひどいものは、食べ残しのバナナ
の皮でできています。本物を探すのに苦労しました。
話は変わりますが、みなさん覚えてますか? 84年
ロス五輪で、柔道の金メダリストの山下泰裕選手が決
勝戦で左足だけで戦った相手・・・エジプトのラシュワ
ン選手です。ケガの山下選手の右足を狙わなかったと
いうことで、世界フェアプレイ賞に輝いたのです。
そのラシュワン選手がなんと本物のパピルス店を経
営していました。ラッキーでした。本物のパピルス絵画
はエジプトでもかなり高価なものです。半日、この店に
入り浸り、数十点の本物のパピルス絵画を買って来ま
した。とても美しいものです。3000年ほど保存ができる
ようです。文具生活東かがわ店に展示しています。い
つでも見に来てください。

アブシンベル宮殿の中
とにかくスゴイ!

イムホテップが造った階段ピラミッド

映画『ハムナプトラ』ではイムヘテプは悪魔で
す。・・・。実はエジプトでは英雄です。なにしろ人類で
最初にピラミッドを創った人ですから。けっして悪魔で
はありません。当然、エジプトでは、映画『ハムナプト
ラ』は放映禁止です。だからエジプト人は映画の存在
を知りません。
下の写真はエジプト最大のクフ王のピラミッドです。
POLICEにチップを渡し、すべてのピラミッドの中に入っ
てきました。 えっ!
神秘体験もしてしまいました。
（〇o〇；） ！！(○∇○) ドキッ

2005年8月、21年ぶり対面する
山下教授とラシュワン氏

パピルス絵画の一部です。

ちなみに古代エジプトの文字 ヒエログリフ(象形文
字)でマツシタを書いてみました。

10数トンの石が230万枚 こんなもの
4000年以上前に造れる訳がない。

マツシタと読みます。
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レゴのロボットが文具生活に!

パピルス絵画展示しています。

何十年ぶりにブロックを組み立てました。しかもロ
ボットです。少し不安でしたが取り掛かると、途中でや
められなくなるくらいはまってしまいました。
速い人は数10分で組み立てることか゛できるのです
が、私は数時間かかりました。
ドンクサイのか頭が鈍いのかわかりませんが、とにか
く数時間かかって、やっと形は完成しました。
レゴ社とMIT(米国マサチューセッツ工科大学)で作ら
れたロボットです。
しっかりプログラミングすると音楽にあわせて踊った
り、美人が近寄るとハートマークを
点滅したりします。
プログラムに苦戦しています。
とにかく歩いたり喋ったりします。
しかし英語でしか喋りません。
たのしいロボットです。

エジプトから持ち帰ったパピルスを展示しています。
神秘の世界をご覧ください。

いろんな種類のパピルス絵画をご覧ください

こんな物もあります
太陽神ラーのパピルス絵画です
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結納のしの看板を新設しました。
最近、全国的に結納に関する興味が薄れているから
です。
日本の伝統が忘れられていくのは悲しいものです。
看板は赤地に黒の文字でかなり目立つものです。
あるエリートサラリーマン(独身男性)の方が新設の看
板を見て、「きれいな看板ですね! すごく目立ちますよ!
いいですね。」と言っていただきました。

そのあとに、こう言ったのです。
「ところで結納(ゆいのう)って何ですか?」えええ
えっっっ(∩_∩；)P 白旗～！。
時代の変化は恐ろしいものです。
結納式は結婚にとても大切なものです。
ぜひ、みなさんも伝統を大切にしてください。

今頃の結納はこんな感じ
三本松小売部店長 三村幸子

！

page 3 ●さぶちゃん通信

MIPS白鳥校永峰先生の旅行記・・
MIPS白鳥校の永峰節子です。
ひさしぶりに休暇をとり、３泊４日の日程で「屋久島」
へ行ってきました。
もちろん、世界遺産“縄文杉”に会うのが最大の目的
です。！
朝６時に出発し、22キロを歩きました。
トロッコ道を８キロ歩いた後、本格的な山道に入りま
す。
運動不足のせいか、途中、意識が朦朧としながら歩く
場面もありましたが、なんとか正午近くに、念願の縄文
杉にたどりつきました。
縄文杉はひと目見るなり、呆然と「うわっ! おっき
い・・・・」という存在感。
よく見ると、「ゴツゴツして力強くて、『優しいおじいちゃ
んの手』みたい」そんな感じです。
樹齢7200年という説がありますが、大きすぎてはっき
りしたことはわからないようです。でも縄文杉はまだ現役
で立派に生きています。
しばらく自然の中に浸っていると、鹿がまわりを散歩
しています。小鳥が巣を作り、いろいろな植物が着生し

、長老の縄文杉を中心としたそこは神秘の世界です。
コケの森へ行ってきました。あの映画「もののけ姫」の
舞台となったコケの森です。ここはすごくいいです。日
本にまだこんなところがあったということに感激です。
もう一度「もののけ姫」を見てみます。滝あり、川あり、海
あり、森あり、神秘あり、最高の場所です。体はめっきり
まいってしまいましたが、来年も行く計画を立てている
永峰です♪
みなさんも、ずっと行ってみたい・・・そんな風に思わ
れているなら、ぜひ思い切って！！！

もののけ姫の森は美しい。
これが縄文杉だ

MIPSマツシタパソコンスクール上村先
生の・・・パソコン教室便り
デジカメで写真を撮ったら自
分だけの写真集を作ってみま
せんか？出来上がった作品を
お友達にプレゼントしてもい
いですね。

皆さん、デジカメで写真を撮った後はどうしています
か？
プリンタで印刷したり、写真屋さんでプリントしてもらっ
たり、はたまたパソコンに入れたっきりそのままという方も
いるかもしれません。
今回は、デジカメで撮った写真を使って自分だけの
写真集（フォトブック）を作ることのできる作成キットの
紹介をしてみようと思います。
まずは手のひらサイズのミニアルバムが作れる
「zoom album（ズームアルバム）」です。A4サイズの専
用用紙に12枚の写真を印刷し、折り曲げて台紙にはさ
めば出来上がり、という簡単な操作で作ることができま
すよ。折り目をしっかりつけることが綺麗に作るコツで
す。
アドレス → http://www.ratio.co.jp/zam/
そしてKOKUYOから発売されている「プチアルバム簡
単キット」です。こちらはA5サイズで写真は8枚載せられ
ます。ズームアルバムよりもさらに小さなミニアルバムが
出来上がります。もちろんハサミやのりは一切不要で
す。
アドレス→
http://www.kokuyo.co.jp/stationery/digiaso/index.ht
ml

●おもしろサイトの紹介
「バファリンの半分はやさしさでできています」という
CMを見たことありますか？
どんなものでもその成分を解析してくれるサイトがあ
ります。その名もズバリ「成分解析 on WEB」。
下のアドレスからサイトへ飛べますよ。本物の解析で
はないので遊び感覚で試してみてください。
ちなみに私の名前を解析してみたところ、
・50%は呪詛で出来ています
・42%は陰謀で出来ています
・7%は気の迷いで出来ています
・1%は言葉で出来ています
という不気味な結果になりました。
http://seibun.nosv.org/
ここに名前をいれ
て「成分を解析す
る」をクリックす
るだけです。どん
なものでも解析し
てくれますよ。
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MIPS三木校・志度校だより
生徒さまとみんなで、遠足（ぶどう狩り）に行きまし
た。
天候にもめぐまれ、沢山の方の参加を頂きしっかり楽
しんできました。
予定にはなかったのですがプラネタリウム（愛媛総合
科学博物館内）にも行くことができました。このプラネタ
リウムのドームは直径が30メートルもあり、ギネスブッ
クにも認定された世界最大のドームです。あまりのすご
さにみんな感激していました。
ぶどう狩りは「とても甘～くおいしい」葡萄です。「自分
で選んで自分でとってその場で食べる!!」とっても贅沢
なひとときでした。
これからも、いろんな企画を発信していきたいと思って
います。
次回は皆さんもふるってご参加ください。

プラネタリウム内部

ぶどう棚の下で
美味し～い！！

次回予定
12月12日（振替休日）日帰り「本場・境港の松葉がに
贅沢フルコースと東条湖を一望できる湖上大露天風呂
でごゆっくり」（羽合温泉千年亭）を予定しています。詳
細を知りたい方は、三木校までご一報下さい。
バス一台の貸切です。満席になり次第締め切らせてい
ただきます。ご了承下さい。

味の探検隊

やきめし 530円。味噌汁は70円。

東かがわ市三本松259
℡0879-25-3968
開店10：00～14：00
定休日 火曜日

昨年、カツ丼の紹介をしましたが今回はヤキメシです。40年間味は変
わっていません。
三本松で極めてわかりにくい場所にあるにもかかわらず、お昼はいつも
いっぱいの人です。40年前の商店街の角にあります。
カツ丼と同じ人気商品のひとつで女性には食べきれないくらいのビッ
クリのボリュームです。ブタ肉と山菜がたっぷり入っています。ここにし
かない味です。写真は大盛りではありません。大盛りは頼まないでくだ
さい。間違いなく食べれません。これが中学生や高校生の男の子たちで
もお腹いっぱいになる焼きめしです。
これでお値段530円。味噌汁は70円。
地図を片手に一度行ってみてください。
ちなみにお昼の11時～2時ぐらいまでしかあいてません。火曜日が休
みです。
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