
　ツチノコを記した文献は古くからあり、日本

最古の歴史書「古事記」で野の神として登場し

ている。

　ツチノコの正体は、マムシ説・ヤマカガシ説

いろいろあるがカエルを腹に収めたヤマガカシ
(毒蛇)をツチノコと勘違いしてしまったと言う説が最
も有力である。

　ヤマカガシはジャンプをして獲物を捕食する

事もあり、ツチノコに類似している点が多い。

そのヤマガカシが突然変異でツチノコ様な形に

なったということも、あり得なくはない。

　それにしても四国は興味深い伝説が多いとこ

ろである。 

　生け捕りで2億円、誰一人として捕まえた事が

ない未確認生物なのだ。やはり存在しないのか

？エイリアンなのか? それとも本当に野の神なの

かもしれない？

　　　　　　　　　　　　　　　　　松下三郎

かつて日本中が大騒ぎした『ツチノコ』はい

まだに捕獲されていない。

　ツチノコハンター達がこぞって山へ駆り出し

た時期があった。

　当時の生け捕りの懸賞金がなんと2億円だった
のを覚えている。

　子供の頃に読んでいた漫画『がきデカ』にも毎回
のようにツチノコが登場していた。

『ツチノコのホルマリン標本が展示してある』

という話を聞いて、さっそく見物に行くことに

した。場所は徳島県勝浦町図書館の2Fで展示し

てあり、なんともいえないグロテスクな標本が

そこにあった。

　オスとメスがおり、メスのほうが大きく80ｃ

ｍほどある。メスの名前を『花子』という。捕

獲後、平成３年に死んでいる。

　正確にはツチノコらしきもので、どうもツチ

ノコではないようだ。写真撮影は当然拒否され

た。

 　　　　　　　しかし、ツチノコの正体は未だ

　　　　　　　明らかにされていない。

　　　ツチノコは、漢字で「槌の子」

　　　　　　　と書く。

　　　　　　　体長30～80ｃｍ。姿は蛇のよう

　　　　　　　で胴体は太くやや扁平、三角形

　　　　　　 の頭は、蛇に比べかなり大きい。

　転がったり、ジャンプしたりする。ジャンプ

は４～5メートルほど跳ぶこともある。

　まぶたがあり、まばたきをする。唾液には猛

毒があるらしい。

　蛇のように蛇行せず、直進して進む。とぐろ

を巻いて休まず、だら～っと休む。

［ツチノコの手配書］
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文遊館「旧　文具生活東かがわ」の最高級毛皮

のぬいぐるみ“ヌートリアのうさちゃん”が、１０月１９

日放送のフジテレビ『はねるのトびら』の特番に出演

しました。

　うさちゃんが出たのは、『はねるのトびら』の“ほぼ１

００円ショップ”というコーナーで、見事にだまされた

千原ジュニアさんに、ご購入いただきました。

　放送後、ジュニアさんにモデルの恋人が…という報

道があり、そのぬいぐるみは、彼女へのプレゼントに

されたとか…？

　このうさちゃんは、アルゼンチン産のヌートリアの毛

皮で作られていますが、１本１本職人の手によって固

い毛を抜き取り柔らかい毛だけにした毛皮を使用し

魔除けと厄除けはまったく違います。

　「魔」とは災厄一般を示し、「厄」とは

陰陽道で災厄が多く降りかかるとされ

る年齢を「厄年」ということからきていま

す。

　人間はだれしも、あらゆる願望をかな

えたい、あるいは災難を回避したいと

願っているものですよね。

　「魔」とは自分の外からくるもの。外敵。

　「厄」とは自分の持っている悪しき罪

業。

　キリスト式にいえば、十字架がサタン

に対する「魔除け」といえるでしょう。

　神社のお守りや数珠なども「魔除け」になるでしょう。

　しかし、「魔」がやって来るのは本人が魔に同調す

る深層心理を持っているからともいわれます。すなわ

ち、自分自身が強い意志をもつことが最大の魔除け

となります。

【知ってトクする豆知識】

三本松小売部店長三村

ているので、手触りは最高

です。

　プレゼントされたとすれば、

きっと喜ばれたでしょうね。

　この話はフジテレビより１年

前からいただいてました。

　｢新垣結衣さんと生田斗真さんがゲストの時に｣とか、

「次の特番でゲストが明石家さんまさんの時に」など

フジテレビの担当者Oさんと何度も連絡を取っていた

のですが、この放送の数日前にOさんから電話があり

「やっと日の目を見ることが出来ました～　月９メンバ

ーのゲストで使わせていただきます。」ということで１０

月１９日の放送に至りました。

　TVやラジオの出演・取材など、ありがたい話で、文

化というか・・・遊び心というか・・・本物志向の追及と

いうか・・・。結局、この度思い切って『文遊館』にお店
の名前を変えました。

　「厄」とは、例えば、男性の場合数えで２５歳、４２歳、

６１歳の厄年、それぞれの前厄、後厄あわせて３年間

は色々の苦労がやって来ますが、それは、本人が前

世、今世行った悪行と一族代々の因縁が、噴出して

くるといわれています。

　神社に参拝して「厄払い」祈願をすれば、いくばく

かは「劫」も落ちます。

　「厄」といえどもやはり、自分自身が強い意志をもつ

ことが最大の厄除けとなるはずです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　魔除け掛軸
　別の言い方をすれば、「魔除け」は西洋的なもので

「厄除け」は日本を始め東洋的なものといえるでしょう。

　古来より日本では、虎は龍と同様、

神格化された動物とされてきました。

　八方をにらむ虎の姿は、とても迫

力があります。

　家内安全、魔除けなどに効果があ

るとされています。

　水晶などのパワーストーンなどは

厄除け・魔除けどちらにも使用されます。

　虎の掛軸など昔から魔除けに使用されてきました。
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　「電子書籍」という言葉を聞いたことがあり

ますか？

 電子の本、つまり、紙でできた本ではなく、文

字データの集まりです。パソコンなどの画面で

読むことができます。

 電子書籍には、紙でできた本にはない利点があ

ります。

・かさばらない

・文字の大きさ

を自由に変えら

れる

・保管場所に困

らない

 電子書籍は町

の本屋さんでは

なく、インター

ネットにある電

子書店とよばれ

るWebサイトからダウンロードして手に入れます。

 無料のものや、有料のものが

あります。パソコンで見るに

は、専用のソフトが必要です。

ブックリーダーとよばれます。

別途それをパソコンに入れて

　                   　　　3年前に地元志度に

　　　　　　　　　　　　美容室homeをオープ
　　　　　　　　　　　　  ンさせました。

　以前20年ほど高松で美容室をしていたのです

が、年齢のせいか(？？？)　地元が恋しくなり

帰ってきました。

　帰ってくるとやはり地元はなんともいえないよ
さがあり、仕事も自分のペースでできるようにな

りストレスもなく楽し

く過ごしています。

　マツシタパソコンス

クールさんはお店のお

客様の紹介で知りまし

た。

おく必要があ

りますが、一

度入れるとさ

まざまな電子

書籍を読むことができます。

 購入したパソコンに最初から入

っていることもあります。数年

前のパソコンにはよく見かけたのですが、最近

のパソコンには入っていないようです。

 一方で、iPad（アイパッド）やスマートフォン

という携帯端末が発売されています。

 デスクトップ型のパソコンは持ち運びできませ

んし、持ち運べるノートパソコンでも起動に時

間がかかったり、開くのに場所をとったりして

気軽に電子書籍を読むというわけにはいきませ

ん。それがアイパッドやスマートフォンならば、

気軽に持ち運べますし、すぐにとりだして、簡

単な操作で本を読むことができます。

 これからは電子書籍を携帯端末で見る、という人が
増えてくるのではないでしょうか。

　以前から自分もパソコン

を使っているのですが、イ

ンターネットやメールのや

り取りぐらいしか活用でき

ていませんでした。まだま

だ使える機能があるのにこ

れはもったいないと思い入

校を決めました。

　入校して半年ぐらいでしょうか、今まで知ら

なかったキーの使い方とかこのキーはいったい

何に使うのだろうかと怖くて触れなかったキー

も触れるようになりました。

　これからの自分のペースで少しずつでも上達

していけたらと思います。

　もちろん、美容室もがんばります！

　　　　　　　　　　　　志度校　　長門　明

 

電子書店パピレス http://www.papy.co.jp/ 

 

アップル社のiPad（アイパッド）
スマートフォン

アマゾン社のkindle（キンドル）

本をもたずに本を読む？
iPad、スマートフォンの時代が来ています

長門さんの美容室



page 4 　●さぶちゃん通信

代表取締役　松下三郎

本社

味の探検隊

ミッション：東讃地域の文化的生活創りをお手伝い
発行；株式会社マツシタ　代表取締役 松下三郎
〒769‑2701 香川県東かがわ市湊815‑17
h t t p : / / w w w . t e n k a . b i z / 　
http://www.shikoku.ne.jp/matsushita/index.html
電話番号　 0879‑25‑0118　
FAX番号 　 0879‑25‑1343
メール；saburo@shikoku.ne.jp

東かがわ市湊　　　　　

やさしい

おばちゃん
が一人でや
っている予
約専門のお
店です。

 おいしくて、ヘルシーな日替わりランチが楽

しめます。ランチは５９０円ですが、すてきな

料理が出てきます。

　一日限定20食ですのでご注意ください。

 ランチは月曜日から木曜日までで、土曜日は

超豪華ランチが１２００円で別室で用意されま

す。すべて予約制です。

　この日のメニューは、

レ店白菜と豚バラの重ね蒸し大根おろし添え、

レゴーヤと豚肉のチャンプル

レいんげんと人参のピーナツ和え

レワカメの味噌汁・白菜のお漬物でした。

　５９０円です。６０円でごはんのおかわりを

しました。

　このお店、新鮮な野菜をたっぷり使用してい

て、食の安全を主力にしている為、KAGAWA三
ツ星ヘルシーランチ店に認定されています。女

性には嬉しいお店です。

　ついでに５００円のモーニングも素敵です。

この中の手作り

　スイーツが絶

品です。

　スイーツ・ド

レッシングに至

るまですべて手

作りです。

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　
営業日(月曜日～木曜日)
休日　(金曜日・日曜日)　
土曜日は特別予約制ランチです。
8:30より15:30
香川県東かがわ市湊1815‑17

予約電話　　

０８７９－２６－０８８９

 　

　

　

夢花(ゆめはな)


