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お客様と共に歩んで60年

NL2011年夏号

さぶちゃん通信

啼爺（こなきじじい）は、徳島県山間部の妖怪
である。小泣き爺とも書く。
大歩危小歩
危で有名な
現山城町の
渓流の淵に
棲むといわ
れている。

漫

画
『ゲゲゲの鬼太郎』に登場して以来、山城町もすっか
り有名になった。漫画では正義の妖怪として有名で
はあるがその正体はというと・・・
『昔、山仕事を終えて家に帰ろうとすると、赤子淵とい
われる谷で「オギャー・オギャー」という赤ん坊の泣き
声が聞こえる。なぜ、こんなところに赤ん坊が？ と、
思いつつ、近づ
いてみると「おん
ぶして!」と言う。
その赤ん坊を抱
く と、な んと その
顔はジジイ。次
この淵にじじいが・
・
・
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第に石のように重くなり、潰されて死んでしまう。』と言
う話である。
ゴギャゴギャと啼くことから、ゴギャナキと呼ばれるこ
ともある。

こ

の話は、民俗学者 柳田国男の『妖怪談義』に
紹介されている。本来は老人で、赤ん坊のような泣き
声をあげて、夜道を歩く人々を騙し、しがみつくと言
われている。

秘

境、大歩危・小歩危の美しい景観も、渓流の奥
に入れば、今でも妖怪の棲家なのかもしれない。

誰が作ったのか妖怪の休憩所らしい

page 2

●さぶちゃん通信

世界の有名人のレアものが少しずつ集まっていま 土 地には地相、家に
す。
別に私(店長)の趣味とか社長の趣味とかではない
のですが、どういうわけか集まっています。

マ

まずは、
イケルジャクソン、直筆サイン入りフォ
トです。1987年のワールドツアーの時の写真で、サイ
ンもはっきりしています。（鑑定書シリアルナンバー：
29099）

タ

次は
イガーウッズ、直
筆サイン入りの靴です。サ
イズ約27ｃｍのナイキエア
ーシューズです。本人が何
回はいたかは分かりません
が見た感じは新品です。
Work Order Number
1140241の公式のホログラムシール付き鑑定書付き
の直筆サインです。

ロ

次は
ッドスチュアート、イ
ギリスのミュージシャン『ロッドス
チュアート』の直筆サインフォト
。これもPSA/DNA社の鑑定書
付きです。
次は、アメリカの女優『アリッ
サミラノ』鑑定書付き直筆サイ
ンフォトです。たしか
映画『コマンドー』のアーノルドシュワルツェネッガー
の娘役だった人と思うのですが。
次に『チャールトン・ヘストン』の直筆サイン入りフォト。ベ
ン･ハー』や『十戒』、『猿の惑星』などの俳優です。

石

は家相があります。そし
て床の間は、神の宿る場
所とされています。
さらに、四季折々の縁
起の良い掛軸を掛けるこ
とで、より運気を上昇さ
せるのです。
知っていましたか。
床の間は、鎌倉時代に
仏画の掛軸を掛け、花を供えて仏壇代わりにしたの
がはじまりです。
室町時代には、貴重品を飾る場所になり、掛軸は
鑑賞品として飾られるようになりました。

掛軸は、厄除け・魔除け・健康長寿・夫婦円満・家

内安全・金運上昇等をもたらします。
だから仏壇や神棚のない家でも掛軸がその代わりを
してくれます。
また、日本の四季（文化）を楽しむ道具のひとつとし
て、見る人の心に幸せを与え、気持ちを落ち着かせ
てくれるものでもあります。

最近の日本の家では、和室のない家や、和室はあ
っても床の間を造らない家が増えているようです。反
対に、外国や外国人の方が、日本の和室の風情や
多様性に魅力を感じ、住まいに和風を取り入れ、掛
軸に興味をもつ人が増えている
のです。なぜでしょう・・・。
もう一度、日本家屋における床
の間を見直して、縁起の良い掛
軸を掛けてみてはいかがでしょう。

最近ではあの
川 遼さんのスコアカードが手に
入りました。
掛軸についての相談は店長三村まで
オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ（アメリカ合衆国
ジョージア州）で使用されているスコアカードに石川
遼さんがサインをしています。２０１１年の４月に認定 掛軸の取り扱い方
掛軸の取り扱い方
したものです。これもPSA/DNA社のホログラムと鑑定
書付きです。
・湿気の少ない場所に保存してください。
他に、イタリア出身の女優、『モニカ・ベルッチ』など ・年に二回程度、春秋の晴れた日に虫干をしてください。
があります。
・連日掛けたままにせず、時々巻きおさめて季節ごとの掛けか
また、Ｋ‐ＰＯＰアイドル(KARA)など、限定のサ えをおすすめします。
イン入りのモノもいくつかあります。
・箱にしまいおさめる時は、虫除けの為に「防虫香」
を添えてく
このようなものを入手するのは結構大変ですが、不 ださい。
思議と集まるものです。
（注）
ナフタリンや樟脳はシミなど掛軸を痛める原因となります。
また、見に来てください。
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国語教室の奇跡！あなたは１週間の中で
読書する時間がどのくらいありますか？

国語教室が本格的にス

タートしました。パソコン教室に併設した部屋
です。現在25名の子供たちが来ています。小学
校１年生から中学校２年生までいろんな学年の
子供たちがいます。みんな習い事があ
って忙しい中教室に通っています。学
校が終わってからの午後４時から５時
まで。午後６時３０分から７時３０分
までの時間帯に多く来ています。
「この本が面白かった！」
「４倍速も聴けるようになったよ！」
「もっともっと読みたい。」
どの子も、１時間の間読書に集中し
ています。パソコンを使っての読書はどん
な子どもたちでも集中できるようです。小
学校低学年の子供たちは１冊、２冊読んだ後は
少し休憩。お絵かきやスゴロクをしたり、みん
なと雑談したりとにぎやかです。中学生になる
と３００ページ以上もある分厚い小説を黙々と
一気に読んでしまい
ます。
●人気の本
小学校低学年
・よるくま
・ともだち
・３びきのやぎのがらがらどん

小学校高学年
・マジックツリーハウスシリー
ズ
・若おかみは小学生シリーズ
・ダレン・シャンシ
リーズ
中学生
・一瞬の風になれ
・バッテリー
・いのちの食べかた
大人
・情の力（五木寛之
）
・さくらえび（さく
らももこ）
・ふしぎな図書館（村上春樹）
読書をしたいけど、家だと時間が無い子ども
たちがほとんどです。国語教室を利用し、あな
ただけの読書時間を作ってみてください。
１週間に２回、１時間だけ読書の時間。それだけ
でいろんな奇跡が起こっています。子どもたちだけ
でなく大人の方にもこの時間を過ごしてみるこ
とをオススメします。あなたは１週間の中で読
書している時間がどのくらいありますか？
マツシタパソコンスクール白鳥校

教室長 上村高正

馬場智子さん
高松の商店街の近
くで小さな雑貨のお
店をしていましたが、
昨年、お店共々瀬戸
内海を見下ろす場所、
牟礼町原に引っ越してきました。
四国の木で作った小さな家の1FがLeaf（リーフ）
です。お洋服、アクセサリー、バッグなど、私の
きままなセレクト商品がならぶ楽しいお店です。
もともとパソコンが超苦手でしたが、移転の
ためにホームページを製作してもらうことにな
り、自分のブログを始めるためにパソコンが必
要になりました。
そんな時、たまたま見かけたパソコンスクール
の看板に引き寄せられ、入会して半年が経ちます。
ブログは始めてみると、とても楽しくて、お
店のこと、近所の小道や山や池のこと、家や庭

のこと・・・。
話題はつきません。
パソコンスクールの先生の
「時々ブログお邪魔してます
よ!」という励ましの声も嬉しく、とにかく今は
パソコンと仲良くやっています。
この記事で興味のある方はぜひのぞいて下さい。
リ ー フ ホ ー ム ペ ー ジ は
http://www.leaf1995.com/です。
ブログはhttp://leaf2011.blog39.fc2.com/です
小旅行気分になれるステキな場所です。ぜひ遊び
にいらしてください。
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味の探検隊
味の探検隊

新さつまいもごはん、お漬物、
もずくのお吸い物、
豆腐の茶碗蒸し、
次に天ぷら(海老、かぼちゃ、しし唐、み
ょうが)
抹茶塩で食べます。
季節ごはんもおかわりが自由で、
季節によっていろいろ変化します。

さぬき市の田んぼの
中にあります。
川沿いに、ほこら
のような建物があり、
よく見ないと料亭だ
とは分かりません。
日本料理を極めよ
うと若い夫婦がやっ
ています。

最後にデザートは、
ほうじ茶のプリンでした。
これが平日の昼食のメニューです。
昼食にしてはすごいご馳走です。

お昼の『日替わり
善』を紹介します。
本格的な日本料理で
す。メニューは毎日
変わりますが、

数千円以上の価値があります。
価格はこれで1500円です。

すべて前日までの予約制となっていますので
すべて前日までの予約制となっていますので
注意してく
ださい。
注意してく
ださい。
予約0879‑43‑6032(前日まで)
予約0879‑43‑6032(前日まで)
さぬき市大川町富田西2642‑3
さぬき市大川町富田西2642‑3

最初に出てきたのは
・・・
もんごいかのお造り、
キスの湯引き、
アナゴしんじょ、
米なすの鶏味噌かけ、
出し巻たまご、
すずきのめんたい焼き、
地エビのあられ揚げ、

※休みはありませんが日曜日は2500円の会
※休みはありませんが日曜日は2500円の会
席膳しかありません。
席膳しかありません。
料理

先(せん)
百年橋
飯田養鰻

次に出てきたのは・・・、

水野歯科

産宮神社
富田幼稚園

JA スタンド
石田高校
至高松

富田小学校

(旧長尾街道)
至徳島

(県道１０号線)
ザ・ビッグ寒川店

代表取締役 松下三郎

本社
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