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特　集
※コメント紹介
※新製品のご紹介
※自然音日記
※第22回ぶらあぼ体験談
※第12話開発秘話

《会員の皆様にお願いとサービス》
　商品代金のお支払いは商品到着後、
20日以内にお振り込みをお願いいた
します。
＊�キャンペーン期間中は、電話によ
る注文またはお問い合わせは午後
にお願い致します。

【会報の期限】
※この会報は最終のお買い物（伝聴
研へのご連絡）から約 4年間（年
２回発行）お届けしています。
� メールアドレスの登録がある場合
は引き続きPDFでメールに添付し
てお送りしています。
� 引き続き購読をご希望の方は連絡
を頂ければ郵送いたします。

　会報に載せている商品（一部を省
く）は通常期では会員価格のご提供
になります。
＊�価格は全て税込価格で表示してい
ます。

河口湖、大石公園の晩秋

《この時期トレーニングを》

　この会報がお届けできる頃は、ワクチ
ンの接種が終わった方もいるかもしれま
せん。早く落ち着いた世の中になるとい
いですね。
　世の中が萎縮してしまったせいで、私
の所も体験セミナーも出来ず、少なから
ず影響を受けました。
　この時にこそスキルを上げたい、免疫
力を付けたいという方が多くなり、新規
の注文やCDの注文が多くなりました。
　皆様もこの機会にお持ちの聴覚システ
ムでご自分の免疫を高めて下さい。

　医療ジャーナリスト中村敬三先生がお
出でになり、聴覚システムにたいへん驚
かれていました。
　頂いたメールをそのまま紹介いたしま
す。

　これほど素晴
らしい発明がど
うしてこれまで
世の中に普及し
なかったのか不
思議でなりませ
ん。
　日本が誇る世
紀の発明と言っ
ても決して過言

ではありません。
　ちょうど、今月 16 日に行うセミナ―
において「DNA を活かす生き方」につ
いて話そうと思っていました。
　DNA の 98％は眠っていて、そこにこ
そ人類を救済する「トレジャー DNA」が
眠っています。そのスイッチを入れるも
のを世界中の科学者が探しているのです。

　DNA のスイッチをオンにするものが
何か、結論をどのように 話そうかと思っ
ていたところ、なんと傳田先生のところ
に答えがありました。世界中の科学者が
探しているその答えが、ここにありまし
た。
　これから、人
類が生き延びる
ためには、98％
の 眠 っ て い る
DNA のスイッチ
が入れられるか
どうか、それを
探し当てられる
かどうかで決ま
ります。
　 そ の 答 え が、

（傳田）先生のと
ころにあったということは感激であり感
動です‼素晴らしい一日でした。心から
感謝申し上げます。ありがとうございま
した。
　このコロナの時期こそ、脳血流を活発
にして免疫を上げ、トレジャー DNA に
刺激を出したいものです。

《コメントを頂きました》
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　この会報をお届けする99％以上の方は
既に聴覚システムをお持ちのはずです。

　このトレーニングシステムを効果的に
トレーニングする方法はできるだけ新鮮
な気持ちでやって頂く事です。
　そのためには同じCDを続けてトレー
ニングしていると、特徴的な音質でもあ
ることから覚えてしまい刺激が少なく
なってきます。
　刺激を新鮮に保つために追加のトレー
ニング CDをお持ち頂き、各４枚ずつ
を一組として、Aセット、Bセット、C
セットと、半年毎に使っていただければ
Aセットに戻る時は２年くらい経ってい
ます。
　２年経てば聴き慣れたトレーニング音
も、新たな気分で新鮮に聴く事ができま
す。どうぞ追加のCDを徐々に揃えて、
楽しくトレーニングを続けて下さい。
　今回のキャンペーン価格をご利用下さい。
　さらにお休み期間に自然のエネルギー、
高周波たっぷりの自然音CDを、トレー
ニングの一時休止期間、もしくはトレー
ニングの休み期間にお聴き下さい。
　トレーニング用ヘッドフォンで10〜
15分お聴きになるとトレーニング効果
が期待でき、ステレオで部屋に流すと自
然の中で過ごしているような感覚にな
り、リラクゼーション効果を満喫できる
でしょう。
　合計40種類のCDがお待ちしています。
　脳血流を劇的に上げて不活性な脳を正
常に保つ事こそが自身の免疫を高める最
高の方法であり、またストレスを緩和す
ることができます。
　是非もう一度聴覚トレーニングを見直
して頂き、免疫を高め、ストレスを緩和
しておきましょう。

《トレーニングＣＤの原音盤》
　また‘ミラクルサウンドＢＯＸ’では
瓜二つの原音ＣＤも作ってあります。
　トレーニング盤を聴いているのか原音
ＣＤを聴いているのか脳が混乱を来す。
というコンセプトで製作いたしました。

７枚組み　21,000 円（税込）

《検索してみたら》
　トレーニングCDが何気なく集計して
みたら３年前に制作した新しいトレーニ
ングＣＤをあまり利用されてないことが
わかりました。

　力を入れて開発した最新のトレーニン
グCD《No.14 追憶》です。
　とてもトレーニング効果の高いトレーニ
ングCD、実は私の若い頃の演奏を特集

したCDです。
　是非お求め下
さい。

01）モーツァ
ルト�木管三重奏
1,2 楽章

02）グリンカ� 悲愴三重奏　第１楽章
03）瀬戸� アジサイのタンゴ
� （傳田監修・編曲）
04）バッハ　2声のインベンションCla&fg

（傳田編曲）
05）サティー？� 曲名、不明
06）----- 中間 ------
07）モーツァルト
� クラリネット五重奏1楽章
08）サティー
� エンパイア劇場のプリマドンナ
� （傳田編曲）
09）ベートーヴェン� 英雄４楽章
10）モーツァルト� 木管三重奏
11）ペルナンブーコ� 鐘のひびき
� （傳田編曲）
　トレーニング CD、自然音 CD の特売
はいつもの通り行います。
　注文表下段へ

No.14　定価 9,980 円➡ 8,900 円

《お知らせ》
リスニング Dr. をお買上の方へ
大サービス
　English�Clearly（22,000 円）が残
り少なくなり、増版しない事からリスニ
ング�Dr.をお買上の方へプレゼントさせ
て頂く事になりました。
　新たにセットをお買い頂く方、あるいは
CDセットをお買上になる方、対象です。
　トレーニングにも使えますし、聴き取
りにも利用できます。ニュースを教材に
使っています。
　残りが少ないため、お早めにお申込下
さい。

《お待たせいたしております》
　長い間お待たせしております。
　再販開始に向けて試作機はできあがっ
ております。
　今しばらくお待ち下さい。

写真左「USBオーディオ」《デンダック》
会員価格 14,100 円予定

写真右上ヘッドフォンアンプ、DVDプ
レーヤーセット（CDを再生するための
DVDプレーヤーです）

会員価格 30,450 円予定

　12面体スピーカー用アンプも準備
中です。ご期待下さい。
　入荷はいつになるかハッキリした
日時は言えませんが、入荷次第ご連
絡の上、順次発送いたします。
　ご予約の方は注文書備考欄に書い
て下さい。

《通信コースのお勧め》
　前号でもお知らせした通り、聴覚シス
テムは脳全体の血流を活発にします。
　筋肉が疲れた時はマッサージや、スト
レッチなどという手立てがありますが、
現在の医学では脳血流を上げるにはビタ
ミンEくらいしか無いと言います。

　伝聴研の聴覚システムは研究者が「あ
り得ない」と言うほどの血流を上げる事
ができます。脳の血流さえ活発になれば
「何が起こっても不思議ではない」と言
います

　CD セットより、効果が大きい通信
コース、“ハイパーリスナー”の予約を
お待ちしています。
　予約金は１万円（入会金１万円割引）
　予約割引はこのキャンペーン中に新規
の方のみです。
　受講時期は、後程の相談になります。
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【ご紹介ください】
　会員の皆様がシステム製品をお求め頂
いた場合はもともと５％の割引をさせて
頂いていますが、ヘッドフォン付きの
BOX製品を直接伝聴研へご紹介頂いた
場合は、お礼としてお好きなトレーニン
グCD１枚か、自然音CD２枚、あるい
は優待券 2枚をお礼として差し上げま
す。（ご紹介が、販売店からの場合の注
文は自然音CD１枚）
　どうぞ伝聴研システムを広めるお手伝
いをお願いいたします。
　優待券は“ハイパーリスナー”受講
の場合は１枚 5,000 円、部品の場合は
2,500円相当になります。

〈バージョンアップ〉
※一般的な能力開発の他、精神、体調な
どはっきりとした目的でのトレーニン
グをご希望に方には微細な超音波を発
生させることができる《ウルトラ》と
呼んでいるヘッドフォンをお勧めして
います。BOX製品に付属している標
準ヘッドフォンをお持ちの方でさらに
効果を上げたい方は《ウルトラ》へ
のバージョンアップをお勧めします。
バージョンアップ希望と書いて送って
ください。返送料込み 36,000 円で
改良いたします。同時にヘッドフォンの
性能をチェックし、新しいケーブルと耳
当て部分も丈夫なものと交換してお返し
いたします。お問い合わせ下さい。

ヘッドフォンが壊れた場合。
※２〜３年するとイヤーパットが剥がれ
てきます。また本体が壊れた場合も

捨てないで下さ
い。登録がある
限りは特価で交
換、修理を致し
ます。
※�《ウルトラ》
ヘッドフォン
は販売してい
ます。

会員価格　52,250 円

CD が壊れた場合は交換。
　CDに傷がついてしまったり、破損し
てしまった場合には捨てないで交換をお
申し出下さい。
　まずは気軽にお電話を⋯。

一枚 1,600 円　送料サービス

取り扱い終了品
※音楽用《ウルトラ》ヘッドフォン
※サプリメント　深海鮫
※サプリメント　アミノ酸酵母
 ※外付けスピーカー

ー【新製品】ー
《のど飴ＭＡＸ》
お出かけ前に、のどガード
　この時期、とっても便利な予防のため
の飴です。人混みやお出かけの時、危な
いと思ったら一粒舐めます。
　以前非常に高額な飴を扱った事があり
ますが、それと比べると比較にならない
程安価です。
　聴覚トレーニングもしかり、安心でき
る事こそが免疫を高めます。

シアル酸（燕の巣エキス）
　シアル酸は外敵にくっつきやすい性質
を持っています。
　アナツバメの唾液によって作られた
食用の燕の巣は、ヒトの唾液の約1600
倍のシアル酸を含みます。
版藍根（ばんらんこん）エキス
　板藍根とは、アブラナ科の植物で、成
分としてインジカンを含んでおり、中国
では昔から冬の季節には欠かせない植物
として愛用されています。
藍エキナセアエキス
　北アメリカ原産のエキナセアは、菊科
のハーブでアメリカ先住民インディアン
の間で古くから愛用され、貴重な民間薬
として重宝されてきました。
ラクトフェリン
　ラクトフェリンはヒトの初乳に多く含
まれるタンパク質です。赤ちゃんを健や
かに育む成分で、体調のセルフケアに毎
日の健康を応援します。

◆人が集まる場所。◆お出かけ前。
◆通勤、◆通学、◆通院時に。
◆マスクにプラスで安心。

30 粒　3,240 円（税込）

《小型温泉円盤》
　以前からご紹介している温泉円盤

｛Spa UFO｝に小型の製品が加わりまし
た。
　写真右が新たに発売した小型です。

　扱いも楽になりました。また、若干お
安く提供できます。
　浴槽に沈めるとお湯の温度との相乗効
果でラジウムやラドンを発生させ、ラジ
ウム、ラドン温泉効果に加え遠赤外線効
果がいとも簡単に得ることができます。
　人間は地球という大地に生まれ育ちま
す。
　国、地域、それぞれの大地の組成物に
意識なく、それでもそれらに影響されて
生活を営んでいます。
　その一つに育った所の愛着の他にこれ
らの影響が心理に影響しているのではな
いかとも思えます。
　地球の大変動をもろに受けて来た日本
の大地と温泉文化。是非温泉円盤（粒状
風化花崗岩）蘇生石で体感して下さい。
30 数種類の微量元素ミネラル成分
ケイ素・ラジウム・ラドン・アルミニウム・鉄・
マグネシウム・カリウム・チタン・カルシウム・
ナトリウム・ストロンチウム・マンガン・亜鉛・
ルビジウム・クロム・銅・ホウ素・ビスマス・
バリウム・ベリリウム・臭素・コバルト・フッ素・
ヨウ素・リチウム・ニッケル・リン・硫黄・錫・
トリウム・バナジウム・ジルコニウム・塩素・
モリブデン・タングステン・ゲルマニウム・
セレニウム・アクチウム・テルル等

小　定価28,600 円→ 26,000 円
大　定価42,770 円→ 39,000 円

糖鎖ローション〈歓喜の恵》
これは素晴らしい！
防腐剤の代わりに金粉が入っています。
　前回初めて扱った乳液ですが、私はこ
のお陰でこの冬は足を掻きむしる事もな
く、スネ毛は綺麗に生えたままです。
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　私は、この
冬３本使いま
した。これが
無かったらと
思うとゾッと
します。
　売り切れる
と大変ですの
で、既に自分
の分として三
年分は確保し
ています。
　皆様にも沢
山買って頂き
ました。
　追加の注文

も沢山あり、紹介した甲斐があったと嬉
しく思っています。
　肌への吸収力は抜群ですので、顔や皮
膚に付けると突っ張る感じがあります
が、二回塗りして頂くととても効果的で
す。
　乾燥肌、アトピーにも効果があります。
また一般の乳液として使って下さい。
●具体的には
１．消臭 - 微生物の増殖による発生のた

め抗菌作用を考慮
２．ニキビ吹き出物、予防 - 抗菌 - 殺菌
３．紫外線の影響 - 成分効果により防御

- 保護
４．しもやけ・あかぎれ・肌荒れ・血行

促進で改善
５．筋肉疲労の緩和　等
●以上の結果、健康　美肌作り
♪　シミ・シワ・たるみの改善
♪　美白
♪　柔軟、プリプリ肌
♪　ニキビ肌、吹き出物、汗もの解消
♪　保水、湿潤、保湿、しっとり感
♪　筋肉疲労解消
♪　余分な脂肪分解の援助

特価12,600 円→ 9,900 円

不思議なオジサンの訃報

　様々な不思議な製品を作ってきた変な
オジサン。
　石鹸、フライパン、天ぷら鍋、オイル
ポット、バターナイフ、オイルサプリメ
ント。
　古くは一瞬にして味を変えてしまう棒
マドラーもありました。
　これらを開発していた友人吉川氏（へ

んなオジサン）が年始に急死してしまい
ました。
　これらの商品の特許はあるものの、彼
のノウハウで製造していた部分が多く、
現在は弟さんが引き継いではいますが、
同じ性能のものができるか全くわかりま
せん。残念ですが、今後の入荷はないも
のと諦めています。
　亡くなった後、倉庫を探して頂いて、
バターナイフが20本。天ぷら鍋が４個
出てきました。
　また残った原材料で 150本の業務用
プレートを制作してもらいました。（➡
紹介）
　石鹸については直前に大量仕入れをし
ていたためにしばらくの間は皆様にお届
けすることができます。（➡ 紹介）
　植物油も調理中の熱により害がある物
質を生み出してしまうと言う事を先日聞
きました。
　今まで躊躇していた方には残念です。
倉庫に残った最後の商品を幾つか紹介し
ます。多分これが最後になろうかと思い
ます。
バターナイフ　20本限り

一本 3,400 円
天ぷら鍋４セット限り　　　19,000 円

《業務用フライヤー用プレート》
　はじめて紹介致します。
　この商品は昔からあった業務用のフラ
イヤーに入れて天ぷら鍋と同じ性能。油
の活性化をさせる商品です。
　もともと買い取りは５万円、レンタル
はひと月で２千円の商品でした。
　倉庫を探したら商品としてはなかった
のですが、塗料が残っていたとの事で、
作って頂きました。

　居酒屋、トンカツ屋等と取引がある
元々の業者に紹介しようかと思いました
が、数が限られているので止めて皆様に
紹介することにしました。
　とは言っても大きさの問題で使い方が
難しいと思います。

　一つだけ考えられる使い方とすれば家
庭用のオイルポットに入れて使った油、
または油を保管することの他、エンジン
オイルの保管や灯油タンクの中に吊す、
等が考えられます。
　酸化を防ぐため、燃やした時に灯油臭
さが消え、燃焼効率が上がるのではない
かと思います。
　炒め物にはサイズ的に難しいのではな
いかと思います。半永久的に効果が持続
します。
　数は沢山ありますが、増産はできませ
ん。何か利用法を考えてお求め下さい。
160㎜× 25㎜× 2㎜（68gくらい）

大特価　50,000 円➡　3,000 円
　これも在庫限りの商品になるのではな
いかと思います。
※なおこれまでご購入頂いたフライパ

ン、天ぷら鍋等の製品は穴が開くまで
効果が持続しますので、古くなったか
らと言って捨てないで下さい。

《不思議な石鹸》
　幸い、この石鹸だけは亡くなる直前、
伝聴研が販売元になって大量に製作して
頂き、全て納めてもらっていましたので、
数年分の在庫があります。
　通販が興味を持って来ていますが、通
販には流さず、皆様のためにとっておき
ます。
　多分３年以上は大丈夫だと思います。
これが終わると彼の製品は世の中から無
くなってしまいます。
　在庫が豊富な時に買いだめしておいて
下さい。石鹸は熟成するほど性能が上が
ります。
　勿論私の分は既に確保済みです。

リニューアルして伝聴研が発売元
になった不思議な石鹸。

　香料を使っていませんので一般の石鹸
のような香りはしません。
◦シミが消える
◦体臭、加齢臭も取れ、肌に刺激が少な
い石鹸です。クレンジングクリームも
不要。肌が突っ張りません。
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会報35号注文書
注文受付期間： 会報到着後～ 2021年８月15日まで

※お届けは1週間〜 10日ほどかかります。ご注文の指定日配達は余裕がある場合。
※￥3,000未満のご注文のみ送料￥500を頂きます。
※価格は全て税込です。　※その他のご注文は備考欄に。　会員キャンペーン価格です。
ページ 番号 商　品　名 会員価格 数量 計

35分トレーニングシリーズ月〜海辺にて（定価１枚　8,650円➡7,780円）　※本文には掲載していません。
1 35分　原音シリーズ　月〜日の精（７枚セット） ￥21,000

2

2 40分トレーニングシリーズ　No.1〜No.14�（定価�1枚　9,980円➡8,900円）
（No.11〜13は7枚組　39,800円）

3 リスニング�Dr.（イングリッシュクリアリー付）CDセット（40,500円）
ヘッドフォン付き（65,360円）／《ウルトラ》ヘッドフォン付（95,760円）

4 自然音CD　1枚�3,600円、3枚�10,000円、5枚�16,000円　　　　「タイトル」を備考欄に。
お任せは「お任せ」と枚数をお書きください。この価格はキャンペーン期間中のみ

“ハイパーリスナー予約”�申し込み（1万円のサービス）　※返金はできません ￥10,000

3
5 のど飴MAX ￥3,240
6 温泉円盤（Spa�UFO）　　◆大　39,000円　　◆小　26,000円
7 糖鎖ローション《歓喜の恵》 ￥9,900

4

8 バターナイフ ￥3,400
9 天ぷら鍋 ￥19,000
10 業務用フライヤー用プレート ￥3,000
11 不思議な石鹸　1個（1,875円）／６個セット（10,500円）／10個以上の単価（1,680円）

7

12 新乳酸菌サプリ《11-1》　チラシをご覧下さい。 ￥9,600
13 ◆集中できます輪（１本　1,375円）　紺・エンジ色　◆足楽です輪　（1セット　2,200円／3セット　5,500円）
14 冬虫夏草　100g ￥24,000
15 パーフェクトーサ　30袋 ￥23,760

8

16 エア　アクティー ￥178,200
17 車用触媒《MG-Z》 ￥9,900
18 粒状オイルサプリメント（一セット） ￥1,580
19 液体状燃料サプリメント（４個組） ￥1,980
20 歯磨き〈ナチュレソフィアプレミアム〉　１本　2,900円／4本　10,000円

9

21 浄水器�（送料、設置料別） ￥286,000
22 亜麻仁油生搾り　550粒　（1パック　9,000円／3パック　24,000円）
23 でんでん米　200g　（1パック�373円／10パック以上ご注文の単価　350円）
24 スーパー糠（NUKA）　250g　（説明書　100円／1袋　800円／3袋　2,100円）
25 天然オリゴ糖�ラフィノース　2g×60本　（１箱　3,480円／3箱　10,000円）

10

26 桑の葉茶　20パック　（1袋　1,500円／3袋　3,800円）

27 超ミネラル水／「歓喜の響」　2ℓ　1本目（9,000円）　※初回の1本目のみの価格です超ミネラル水／「歓喜の響」　2ℓ　2本目から（10,400円）　※2本目以降の価格です
￥9,000

28 《蘇生砂》　1kg　（1袋　1,000円／3袋以上は１袋　900円）
29 還元リップバーム　（1本　3,550円／3本　10,000円）

11
30 コウケントー本体　132,000円　（キャスター　13,200円／治療方法の本　5,160円）
31 CD、DVD湿式レンズクリーナー ￥1,980
32 ヘッドフォン変換アダプター ￥150

携帯用CDプレーヤー　※本文には掲載していません。 ￥5,500
音のカタログ　ご注文が音のカタログ１枚のみで、他に商品のご注文がない場合、送料は200円です。（お支払いは、郵便振込のみ） ￥500

※ヘッドホンの修理をご希望される方は伝聴研まで直接ご連絡ください。　　　　　　3,000円以上無料→ 送料
送信の前に今一度ご注文内容をお確かめ下さい。 合計

㈱傳田聴覚システム研究所    電話 045－439－5955    FAX 045－439－5956
FAXの際は念のため裏面にもお名前を書いて下さい。　　　　　　メールでの送信先 info@denchoh.co.jp

フリガナ ご
住
所

〒

お 名 前

TEL: FAX:
e-mail　　　　　　　    　　　　　　＠ 携帯メール　　　　　　　    　＠
お届け日 □ 平日　　□ 土曜指定　　□ 日曜指定　　□ いつでも可
時間指定 午前中，12 ～ 14時（佐川のみ），14 ～ 16時 ，16 ～ 18時 ，18 ～ 20時，19 ～ 21時
お支払い □ 代引き（現金払／ヤマト運輸）　　□ e‐コレクト （クレジットカード払／佐川急便）　　□ 郵便振込

備 考 欄
その他お書きください。

ご 意 見
（ご自由にお書

きください）

伝聴研行   FAX:045－439－5956
メールでの送信先  info@denchoh.co.jp

ご注文日： 　　年　　 月　　 日
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《自然音日記》《自然音日記》
　ようやく録れた「枯れ葉の舞い」⋯

　録音を始めて、20 年。こういう音が

録音できたら、と夢に描いていた音

◦焚き火の音・酒の発酵の音

◦枯れ葉が舞う音・落ちる音

◦稲穂がそよぐ音

　この中の焚き火の音・発酵の音は６年

がかりで録音ができ聴覚トレーニングや

自然音CDに使う事ができた。

　枯れ葉が落ちる音は二十年近く、寒い

思いをしながら、機会ある毎に山に入っ

て試みた。セミナーに出張の四国、北海

道。奥多摩。いずれも叶わず。

　行き当たりばったりではダメだと、定

点で狙う事にし、富士山麓を狙って盛ん

に通ったが、行くと時期が早く、次に行

くと禿げ山になっている。富士はダメと

悟り、富士から甲府側の山に切り替えた。

　広葉樹帯の山で、林道は一日数えられ

る程しか通らない絶好の場所だ。しかし

遠くに見える甲府盆地の音が飛び込んで

くる。枯れ葉は小さな音なので、これも

絶望的。

　携帯も通じない山の中でパンクするこ

と２回、夜明け、枯れ葉で埋まった側溝

に車のタイヤを落としたり散々な目に

遭った。そこも３年通って諦めた。

　河口湖の秋も今では何も録音する場所

がなくなってしまったが、「そうだ来年

春のために新しい場所、林道を探してみ

よう」と、本栖湖から身延に下って偵察

に行った。

　数年前、身延近くから田貫湖に抜ける

乗用車では入って行けないガタガタの林

道があると聞いていたので、四駆のデリ

カなので何とかなるだろうと、行ってみ

ることにした。

　林道は突き止めたものの、登り始めて

数キロ進んだ所で通行止め。台風で崩れ

て通れないとの看板。ガックリ！

　しかたなく引き返したが、そのまま引

き返すのも、と思って、横道を探しなが

ら下った。

　細い横道を見つけ、どこまで行けるか

と入って行ったが、幸い道は途切れるこ

となく続いている。

　富士川沿いの約 200 メートル上を

延々と道が伸びている。ところどころ富

士川と富士川沿いの集落が一望できる。

絶景がある。

　さらに河口湖周辺では、葉も落ちて枝

は坊主だが、ここ身延付近はまだ枯れ葉

が付いている。枯れ葉になりきれない緑

の広葉樹さえある。

　「枯れ葉、枯れ葉」、と車の上を見なが

ら広葉樹林を探し回る。

　大分走った所で空から大量の葉が落ち

ている場所が見つかり、小躍りして車を

止めて録音にかかろうかと思ったら、そ

こは沢の近くでゴーゴーと沢の音が入

る。

　また走る。落ち葉が散っている場所が

見つかる。録音機を仕掛ける。すると無

風になって枯れ葉は落ちて来ない。場所

をチェックだけしてまた走る。

　こんなことを何回となく繰り返した。

　翌日も走り回った。

　この様子だとまだ１〜２週間は落ちず

に残っているのではないかと、今度は林

道をしっかり調べて、静岡側から新たな

林道を目指して入って行った。

　紅葉真っ盛り。静岡側はさらに暖かい。

山深く温泉を目指して入って行った。

　こんな所の温泉なら泊まってみたいと

思わせる素敵な温泉だったが、日帰り温

泉だった。ガッカリ。気を取り直して温

泉横を登っていくと、何とココも通行止

め。

　やむなく身延のその林道に行った。

　何日も通ったのでだいたい状況も分

かってきた。

　沢がない。下界の騒音が入らない場所

と。しかし所々で伐採の音が入る。一応

それらの下調べも終わって、今年はやっ

ぱりダメだとわかった時。

　「そうだ！」と閃いた。林道横に枯れ

葉が積もっていて、風が来ると枯れ葉が

舞う。コレを録らずに何を録音するの

だ。大晦日から正月は車も少なく、飛行

機も少ないだろう。伐採の作業もないだ

ろう。大晦日と三が日が狙い目と連日林

道に入った。

　連日好天だった。夕方の方が風がある

だろうと思ったら夕方になるほど風が止

む。

　それでは上昇気流を狙おうと、夜明け

前に出掛けてみたら何と、強くもない弱

くもない絶好の風が時々吹いてくれる。

合計４日間で 10年近い願いが叶って枯

れ葉が舞う音がようやく録音できた。

　録音をして聴いてみると想像とは違っ

て、それほど郷愁を誘う音ではない。

しかし 15年以上かけた録音だ。

　さてこの枯れ葉の舞いの録音をどうし

たものか⋯。

身延山の対岸の山々



（→４ページより）
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◦シャンプーの替わりに頭に使うと髪が
生えてきたという報告も多数ありま
す。
◦肌に刺激が少ない石鹸です。
キャンペーン価格
キャンペーン期間中は何回でも。

石鹸　　　１個　　1,875 円
６個　10,500 円

10個以上　一個につき　　1,680 円
※キャンペーン終了後は会員価格
2,610円になります。

　ヘッドフォンの《ウルトラ》を作った
諏訪の電気屋さん。様々な特許を持って
いましたが、同じように特許を超えたノ
ウハウがあった為に、《ウルトラ》の技
術だけは幸い受け継ぐ事ができました
が、その他の技術は殆ど継承できません
でした。
　これで二人の天才的技術者を失ってし
ましました。残念でなりません。

世界初、免疫乳酸菌《11-1》
（イチイチのイチ）
　前回初めてご紹介したこのサプリメン
トですが、大反響を頂きました。
　たいへん多くの方から注文を頂き、効
果が素晴らしいので定期購入したいとい
う方も多く、嬉しい悲鳴を上げています。

　私自身は効果がわかりませんでしたが、
買って頂いた方から「●●」に効いた、「飲
み終わってしまった」。「とても良い」。「私
に合っているようです」。との声が多数。
　勇気を持ってこれからもお勧めできま
す。是非皆様も一度お試し下さい。
　今の時期にとても嬉しいサプリメント
です。
　細く長く皆様に使って頂きたいという
ことで、通販やインターネットなどでの
販売は禁止と言う事で取り扱う事に致し
ました。一日一袋を摂取。
　同封のチラシをご覧下さい。

一箱30包入り　9,600 円
　定期購入申し込みも受け付けていま
す。お問合せ下さい。

《集中できます輪》
　こんなもので？？
という不思議な商品ですが、皆様に紹介
してみると、次から次へと追加注文が舞
い込んできます。
　もともと紐を編んだものですので、半
年もしないうちに伸びきってしまうよう
です。
　効果抜群で、安いので気楽に追加の注
文を下さるのでしょう。

　一時製造がストップして供給できなく
なりましたが、また製造を開始いたしま
した。
　今回も在庫を多くしておきますので、
どうぞお試し下さい。
◦頭がシャキッとする。
◦集中できる。
◦仕事の効率が上がる
　色指定　紺色 or エンジ色

一本　税込み　1,375 円

《足楽です輪》
　膝の痛い方、足腰が不調の方、是非お
勧めです。

　買って送ら
れてくると、
「えーこんな
もの、騙され
た」と思うで
しょう。

　最初私も小馬鹿にしていた製品です。
　しかし、それほど高額な商品とは違いま
すので、たまには騙されてみるものです。
　一度買われた方から次々と追加注文を
頂くのが効果の何よりの証拠です。
　極めて柔らかいですので半年くらいで
劣化してきます。３ヶ月くらいでダメに
なったら交換してくれると言う事です。
詳しい解説書が付いています。
　是非お試し下さい。
足楽です輪2本組１セット　2,200 円

３セット　5,500 円

《冬虫夏草》
　「こんな所で収穫されているんだ」と

ヒマラヤに近
い山越谷越え、
小さな部落ま
で１日歩かな
ければ辿り着
けないという
三千メートル
級の山岳秘境
地帯で、秋に

なると高額な収入源となるという冬虫夏
草を女性が腹ばいになって探す姿は感動
的でした。
　以前ブームになったときは偽物が乱立
してそれでも売れまくったサプリメント
です。
　製造元も、「こんな良い商品なのに、
もっと売れても良いのに！」、「二匹目の
ドジョウはいない」と言う事でしょうか。
　少ないですが、それでも愛用して下さ
る方がいます。
　とても元気になるという評価です。
　高価な冬虫夏草を人工生産できるよう
なった事から驚異的な低価格を実現でき
ました。
　ご紹介するこの冬虫夏草は混じりけな
しの 100％でこの価格。
　ある大手では含有率 10％で、桐の箱
に入れて４万円代で売っているようです。
通常30,800 円　特売➡ 24,000 円

《パーフェクトーサ》
　自己免疫力を高め、細胞を生き生き
と！
　糖鎖は細胞間コミュニケーションの要
です。
　糖鎖とは、人間の体を構成する細胞ほ
ぼ全て（心筋細胞や脳細胞の一部を省く）
の表面に丁度マリモの産毛のように突起し
ている物質で、受容体やレセプターとも
呼ばれる情報手段のアンテナの事です。

　臨床報告に
よれば、糖鎖
栄養素を患者
に摂取させた
ところ、優れ
た改善がみら
れたと報告さ
れています。

糖鎖と脳にも深い関係が。
　シナプスの先端部にある糖鎖がダメー
ジを受けると、隣の細胞の情報を受信
できなくなるため物忘れや体の動きが、
劣ったりします。
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糖鎖は脳内ネットワークに不可欠な物質
です。ボケ防止に大変役にたちますし、
免疫系、神経系、内分泌系の機能を連携
させ、身体のバランスを整える役割をし
ています。
　大勢の方にご愛用頂いています。
　一日一袋を召し上がって下さい。
30袋入り　26,400 円➡ 23,760 円

《エア アクティ》
今が旬

除菌除去・消臭
99％以上のインフルエンザウイルスを
不活性化！
国立研究開発法人産業技術総合研究所・
共同特許
　脱臭や除菌効果に優れているため、タ
バコやペット、生ゴミ、トイレなど気に
なる生活臭を消臭してくれます。この効
果実績により、病院や介護施設など、身
体に影響を及ぼしやすい公共施設などで
もご好評を頂いています。さらに、細菌
やウイルスにも効果的で、カビなどが発
生しやすい下駄箱や浴室や、インフルエ
ンザやノロウイルスなどの予防にも最適
です。最近では、花粉や化学物質にアレ
ルギー反応する方が増えています。空気
中に浮遊している花粉や化学物質なども
除去してくれます。
コロナ放電ダブルハイブリッド YV-
CCFL 方式（特許技術）　オゾン発生量　
0.03PPM（四畳半の場合）
寸法W260× D210× H100（㎜）
適用面積15畳

　198,000 円➡ 178,200 円

車用《オイルサプリメント》
　これまでご紹介して来たオイルの添加
剤です。
　これも変なおじさんの提供でした。
　私が長年使用し、その効果を実感して
います。が、一般に効果を確認して頂く
事はかなり難しいという事が分かりまし
た。
　なぜなら、車の走り方としてエンジン
の振動を体感し、同時に耳でエンジン音
を判断して走るために、どうしても余分

にアクセルを踏
んでしまうとい
う現象がありま
す。出足がよく
なり、車はスムー
スに走るのです
が、その分燃費が悪くなります。
　それを理解して頂ければ絶対的な愛用
者になって頂けますが、そうでないと、
「使ってみたけど変わらない」という事
になってしまいます。
　中国の大手石油会社から一年経ってよ
うやく「凄く効果が出ていることが確認
できた」と報告が入ったそうです。「大
きな商売になる。大量に扱いたい」。
　もう遅いですね。在庫は僕の所にある
のみです。
　この製品群も石油缶やオイル缶に入れ
ておけば酸化を防ぎ、より油らしく変化
します。私はエンジンオイルの保管にも
使っています。
a） 【MG-Z】

　ガソリン用大粒・小粒はエンジンオイ
ル・オートマオイル、デフオイルに。
b） 《粒状オイルサプリメント》
　【MG-Z】と同じ、プラスチックケー
スに一粒ずつ入っています。【MG-Z】
より安い分、若干効果期間が短いようで
す。一年、一万㎞と思って下さい。
c） 《液体燃料サプリメント》
　オイル状の小さな容器に入っていま
す。《オイル状燃料サプリメント》はエ

ンジンオイル交換
時毎に（5000㎞
から一万㎞）入れ
て下さい。ガソリ
ンタンク用は半年
くらいに一度足し
て頂きます。
　灯油缶の中に入

れると燃焼効率が上がり、匂いも減るは
ずです。また年越しの油も酸化させずに
済むはずです。
　一年、一万㎞は持つはずです。
　小さな容器でこの価格。触媒と思って
頂きたいと思います。
超特売
a）�【MG-Z】　45,000 円➡ 9,900 円

　b）�粒状〈オイルサプリメント〉�

２個組　4,400円➡ 1.580 円
　c） オイル状〈燃料サプリメント〉

４本組 8,800 円➡ 1,980 円
全て在庫限りです。

歯磨き（歯周病）
〈ナチュレソフィアプレミアム〉
大変多くの方に使って頂いています。
　32種類の自然由来の成分を絶妙にバ
ランスよく配合。
　歯磨きと言うより、歯を磨きながら歯
を丈夫にするサプリメントのような強力
な効果を発揮する「歯磨き？」です。
　ご紹介以来、大きな反響で既に数百人
に愛用を頂いています。
　歯に悩みを持つ方はこんなに多いのだ
ということを改めて気づかされました。
　開発者本人の歯の悩みから開発したも
のは違いますね。
　良い製品は小規模事業者から出てく
る、と言う事は真実ですね。

　私は極細の歯ブラシを、後退してし
まった歯茎に当てて歯周ポケットのゴミ
を掻き出すように差し込んでいます。
　この方法で傷んでいる歯茎の炎症を解
消させています。
　容量は少ないですが、歯ブラシの先に
一滴程度付ければ良いので大型の歯磨き
剤以上に長持ちしています。
※人体に優しい主成分８種類の天然植物
エキスを含有
※各種ハーブや銀イオン・プラチナイオ
ンで効果的な抗菌力
※ジェル状で、塗るだけでもお口の隅々
まで届きます。
※白い歯や歯茎の痛み予防でリフレッ
シュ。
※舌や口腔内の粘膜も浄化して口臭予
防、爽快感。
※歯周ポケットにも浸透しやすく、使用
後のさっぱり感。
　　　定価3,300円

キャンペーン価格　　2,900 円
４本組�　10,000 円
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《浄水器》
　生の水がとても美味しい。
　この浄水器は〈歓喜の響〉〈温泉円盤〉
〈蘇生砂〉などを作っている会社の製品。
風化花崗岩を使った製品です。
　取り付けも割合簡単です。
　ソバ屋、豆腐屋さんも遠くに汲みに行
かなくても良いと、大喜びとの事です。
　取り付けられた方からは「水って、こ
んなに美味しかったんですね」という感
想が。
　私の会社で飲むコーヒーはまろやかで
薫り高い。どうして自宅では、と思って
いたら、自宅は訳あって付けていません
でした。

　粒状風化花崗
岩は海底深くに
7500 万年もの
月日をかけて形
成されていまし
たが、隆起現象
で地表に出まし
た。
　これを利用し
たのが一連の商
品です。

　考えてみると、雨が地中に染みこみ、
何年もかけて岩石などで濾過されながら
地上にミネラルたっぷりの水として湧き
水として出てきます。
　富士山に降った雪や雨は３年とか 30
年とも言われていますが、湧水として出
て来るのは有名です。
　これを人工的に作ったと言えば他の浄
水器とは訳が違うと言うことはお分かり
頂けるかも知れません。
　自然の恵みをご家庭で簡単に作ってく
れる製品です。本体のフィルターは 10
年間交換の必要ありませんが、水道中の
浮遊物のみを除去するフィルターは簡単
に交換できます。目安は水量が減った段
階です。
　一度買ってしまえばとても経済的です。
　取り付けは（簡単です）関東の方は直
接発注会社が行ってくれます。遠方の方
は水道屋さんを紹介してくれます。
　取り付け費用は実費（一万円前後）です。
　浄水器をお考えの方、お勧めの商品です。
※パンフレットはご希望があればお送り
いたします。
価格（設置工事代・送料別料金）

●据置き用　286,000 円
★交換フィルター　3,850 円

《亜麻仁油生搾り》
　多分このサプリが効くのではないのか
と思っていた矢先、こんなニュースが飛
び込んできました。
■健康産業速報ニュース■
オメガ３系脂肪酸で研究報告、新型コロ
ナの罹患率低減
　新型コロナウイルスに対する栄養素や
食品成分の有用性を報告する研究が、各
国で相次いでいる。米国の非営利団体「脂
肪酸研究所」のArash�Asher�氏と、米
国Cedars�Sinai�医療センターの研究者
らは、オメガ３系脂肪酸（ＥＰＡ・ＤＨ
Ａ）が新型コロナ感染症への罹患率と死
亡率を低下させるとする査読前論文を公
表した。
歳と共に減少していく、オメガ３。
　亜麻仁油はオメガ 3の宝庫。近年大
注目のオメガ3。
　必須脂肪酸は体に入ると DHA や
EPAに変化する。
　このサプリは他の製品に比べて劇的に
安いと（毎日飲んでも２ヶ月以上）愛用
し始めました。

　体に入ると脂肪
を燃やすため体温
を高め、ダイエッ
ト効果も期待でき、
また肌にも便通に
も。さらに花粉症
などのアレルギー
にも効果があるよ
うです。アンチエ
イジング効果抜群

のオメガ３です。
　一日４〜８粒を摂るだけです。
　亜麻仁油は酸化しやすく保存が利かな
いと言われていますが、この亜麻仁油は
保存がききますので安心です。

お徳用550粒入　　9,000 円
３パック　24,000 円

【でんでん米】
　玄米と黒米のミッ
クスの健康食です。
そのままでも、電子
レンジで温めても。
　大豆の副食と味噌
汁でほぼ完全食。玄
米にしてはおいし
い。保存食にもうってつけです。

１パック　373 円
１0個以上は１パック　350 円

※食品ですので会報の時期のみ取り扱い
ます。品切れご容赦！

《スーパー糠 NUKA》
　健康食品で玄米が見直されています
が、本来はこの胚芽を取らずに食べる事
が栄養価の高い完全食品に近いのだと言
います。

　最近類似品が
テレビコマー
シャルで流れて
いるのを見て驚
いてしまいまし
た。
　胚芽を取り除
く為に精米しま

すが、その胚芽をあらためて摂取しよう
という、よく考えてみると笑ってしまう
ような面白い製品。
　初回の方は説明書 100 円を一緒に
買って頂きたいと思います。詳しくは
30号をご覧下さい。
　とても良い健康食品です。

説明書　　100 円
1袋　　800 円
３袋　 2,100 円

《天然オリゴ糖　ラフィノース100》
　現在、腸内環境改善を目的として販売
されているオリゴ糖は十数種類あります。

　これらオリゴ糖の多くは原料である砂
糖・乳糖を酵素変換、加熱処理等を加え
て人工的に製造されたものですが、ラフィ
ノース100はビート（甜菜）糖蜜より抽
出・分離した世界で唯一の純度100パー
セントの天然結晶オリゴ糖です。砂糖及
び消化吸収される糖質は一切含まれてお
らず、高いビフィズス菌増殖効果が期待
できる（理化学研究所）。甘味度は砂糖
の約20パーセント、難消化性オリゴ糖で
あり、大腸への到達時間は２〜５時間（弘
前大）で、その殆んどはビフィズス菌の
栄養源となる。勿論、血糖値上昇にも影
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響しません。
　特性としては、湿度95パーセント条件
下、開封状態で放置しても全く吸湿せず、
加熱安定性にも優れ、約 160 度まで分
解しません。従って日本茶、コーヒー・紅
茶に、煮物や様々な料理に利用できます。
また炊飯時１合当たり１グラムを目安に使
用する事によって、米飯食味・艶の改善、
食味保持が期待できます。
　効果としては、人間の免疫向上に大き
く関与するＴｈ細胞リンパ球の増殖（日本
歯科大学）、アトピー性皮膚炎を含むアレ
ルギー性皮膚炎の改善（日本アレルギー
学会・日本小児アレルギー学会）、肝障
害改善（千葉大学・富山医科薬科大学）、
歯周病等口腔内改善（全国二十六開業歯
科医院他）が報告されています。
　また、Ｔｈ細胞は抗原・細菌の侵入に
より、Ｔｈ１とＴｈ２型に分化するが、Ｔｈ１
が優位になると自己免疫疾患（リウマチ、
膠原病、潰瘍性大腸炎、掌蹠膿疱症等）
Ｔｈ２が優位になるとアレルギー性疾患が
引き起こされると言われています。
　ラフィノース100はＴｈ１及び、Ｔｈ２の
バランスに有効である事が報告されており
（東京大学・日本大学）、アレルギー・自
己免疫疾患の改善、予防に寄与する旨の
評価を得ています。一方、アレルギー疾
患には真菌であるカンジダ菌が関与してい
るケースが多いと言われています。カンジ
ダ菌は口腔内や消化管、皮膚、膣などに
常在していますが、日頃、特に悪さをす
る事はないが、しかし、免疫力が低下す
るとカンジダ菌が異常に増殖し、病原性
を発揮することがあります。ラフィノース
100は種々のカンジダ菌を抑制する作用
を持っています。カンジダ症に悩んでいる
方には推奨できる商品です。
3,730 円→キャンペーン価格
2グラム×60本　1箱　　3,480 円

3箱　10,000 円

《桑の葉茶》
◆桑葉は、天然の食物繊維が豊富。
◆ビタミン、ミネラルが豊富。
　糖質をおだかやにします。
　無農薬で丁寧に作られています。ノン
カフェイン。ミネラルたっぷり。
　500cc のお湯に 10分。
　ペットボトルのお茶を飲む代わりに普
段携行したら如何でしょうか。
　美味しく頂けます。

ティーバック20袋入り　
１袋 1,720 円　➡ 1,500 円

3袋　➡ 3,800 円

【歓喜の響（元祖ミネラル水溶液）】
　数年前からこの《歓喜の響》に取り扱
いを替えました。「やっぱり元祖は素晴
らしい」との声を沢山頂きます。利益だ
けで商売をするのと違って２ヶ月もの時
間をかけ本質を貫いて製造しています。
本物は違うと実感できる品質の良さ。
　成人病予防。病気になる前に一度は
使って知っておいて欲しい製品です。
　ちょっと渋い、酸っぱい味がしますの
で、イタズラでカルピスで割って飲んで
みたら、全くカルピスの味。カルピスと

〈歓喜の響〉と水を
同量で割ってみて下
さい。それは飲みや
すくというより、美
味しく飲めます。オ
ロナミン C とも相
性が良いようです。
飲む目安、通常時　
体重 60㎏の方は一
日60cc
定価 11,000 円
お試し価格
１本目　9,000 円
��２本目から

　10,400 円

《蘇生砂》
　歓喜の響、浄水器、乳液などを開発し
た会社の商品です。
　これらの風化花崗岩の商品で使えない
細かな粒子の砂を利用した商品ではない
かと思います。
　今年も私はベランダに勿論大型の鉢植
えですが、ナス、キュウリ、スイカ、そし
て今年は新たにメロンに挑戦しています。
　勿論、この蘇生砂を利用しています。
毎年とても美味しい実を頂いています。

　全ての作物の光合成の力を 20 〜
40％も高め、生育を盛んにして生産量
を増やすという効果。

　家庭菜園や庭だったらこの１キロでも
数年使えると思います。プランターには
指でつまんで混ぜるか振りかけて下さ
い。面白い商品です。

１㎏（袋）　1,000 円
3袋以上は１袋　　900 円

唇からすべての細胞へ
〈還元リップバーム〉
　ウイルスを心配しながら生活を送って
おられると思います。
　毎回予定数の２倍ほどの注文が入ります。

　26号から扱い始めましたが、世間に
も徐々に広がり始め、今では病院などで
も扱い始めたようです。
　広がるのは良い事ですが、入手困難に
なるのも問題です。
　怪我の応急処置、風邪の予防。口内炎、
ヘルペス。白血球。など、思わぬ効果の
報告が良くあります。
　では⋯これにも⋯、と思い付く事は沢
山あります。
　このリップバームを唇に塗るとたちど
ころに体が酸性から還元されるという
リップクリームです。
※小さな傷にも塗ると回復が早いです。
※シミが気になって塗った所、どんどん
薄くなっている。
※喉がイガイガしたので、外側から塗った
らたちどころにイガイガがなくなった。
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※鼻炎ギミの人は綿棒で鼻の中に⋯。
※難聴ギミな方は耳の周囲、もしくは綿
棒で耳の穴の中に⋯。
※体調が悪い場合には唇に余分に⋯。
　ひょっとすると快調になるかもしれま
せん。
　酸化とは炎症・疲弊・過労・ストレス
などが酸化の原因を生み、老化要因にな
ります。
　還元とは反対に免疫力アップ、回復力
が強く精神的にも肉体的にも体調良好を
示します。この還元力を強めてくれるの
がリップバームです。
　定価3,850円
キャンペーン価格　１本　　3,550 円

3本　10,000 円

《コウケントー》
80 周年の感謝状が届きました。
　たいへん
歴史ある絶
大な信頼の
ある会社で
あり、商品
です。
一家に一台必需品。
　我が家ではもう 35 年使っています
し、親戚中持っています。鉛筆くらいの
カーボンを症状に合わせてスパークさせ
ます。その光を指示された通り体の複数
箇所に当てます。
　カーボンの種類が合うととても素晴ら
しい効果を発揮します。カーボンは消耗
品ですが、それほど高いものではありま
せん。

　家族を持ったら一台持つべきだと薦め
ています。
　コロナ予防、病気や怪我にも効果抜群。
自然音日記の怪我もこれで治しました。
　我が家では風邪や怪我では病院のお世
話になっていません。

写真のように１号機　132,000 円
キャスター、別売　　13,200 円
治療方法の本、別売　　　5,160 円

　キャスターがあると便利です。機械は
一生使えます。

【音響製品】
【レンズクリーナー】
必需品です。
　音飛び防止に。CD、DVDプレーヤー
の音の読み込み部のレンズの汚れを落と
します。故障と思ったら、まずレンズク
リーナーを試してください。

　　湿式レンズクリーナー
1,980 円（税込）

**************************
《ヘッドフォン変換アダプター》

注文ついでにお申込下さい。
　お持ちのヘッドフォンのミニプラグか
ら標準プラグに変える変換アダプターで
す。

　伝導効率が良い金メッキ
お一人３本まで、１本　150 円（税込）
※ご注文は備考欄に

《 情 報 》
ガソリンの比較

　電気自動車が主流になりつつある現代
ですが、こんな事がありました。参考に
して下さい。
　今から二十数年前、｢日本人はクラシッ
ク音楽をどう把握するか｣ を出版し、宣
伝の為に西日本の本屋へ宣伝行脚に出か
けました。
　移動、また移動で、その日に回った所
も記憶にない程の旅だった。経費節約の
ために車での寝起き、食費節約のために
コンビニ弁当の毎日だった。
　この旅で大変な経験をした事は勿論だ
が、思いがけない事が解った。
　一昔前には消費者センターだったか、
主婦の集まりだったか、同じ商品の比較
をしたデータが掲載された事があった。
　今あるのかどうか解らないが、皆さん
があまり気がついていないガソリンの比
較をご紹介してみたいと思います。
　都市から都市へと急ぎの旅ですので、
ガソリンが直ぐになくなります。
　まだカーナビがない時代ですので、道
が解らずガソリンスタンドで度々地理を
聞きます。一日最低でも一回の給油。
　そこでおかしな事に気付いた。
　ガソリンによって、とても静かなエン
ジンの回転音と、いきなりエンジンがう
るさくなるガソリンがあった。
　静かなガソリンは、エッソ、シェル。
中くらいが、モービル。ややうるさいの
が出光。うるさいのが、日石（現エネオ
ス）。
　ガソリンによって給油の回数が違う事
に気付き、走行距離を計ってみることに
した。
　驚いた事に何と、１リッターあたりの
走行距離はエンジン音がうるさいエネオ
スの方が静かな音のガソリンに比べて１
割も良かった事に驚いた。以来エネオス
を使っている。
　しかし、付き合いがあった車のセール
スマンは『私のはジョモ（現エネオス）
が合う』と言っていたので、車によって
差があるのではないかとも思います。
　先日ガソリンが少なくなり高速道路
で出光を入れた。嫌いな会社と合併した
ので、悪くなっているだろうと覚悟して
20リットル入れたら走るの走るの⋯。
　今後試してみたいと思っています。皆
さんも気を付けてみて下さい。
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夏　季　休　暇

2021年８月13日㈮〜
2021年８月17日㈫

定休日、営業時間

定 休 日　　　土日、祝日

営業時間　　　10時〜18時

体験会のお知らせ
　体験をご希望の方は私、傳田が在社
の限り、個人的にお受けしています。
体験は午後１時以降、夜でも大丈夫で
す。ご予約下さい。

　丸３年を無駄にして、再び出版社探
しを始めた。
　一般の出版社と大手の音楽関係の出
版社は絶望的であったことから、小規
模な出版社を紹介で回ったが、本不況
と呼ばれる中で、良い返事が貰えない。
　最後の頼みの綱、音楽関係の子会社
を探した。
　ようやく一社理解してくれる出版社
が出て来た。「素晴らしい革新的な内容
だ」「うちで出させて頂いてもいいが
楽譜専門なもので本は苦手なんです」。
「売れないと勿体ないので関係会社を
紹介させて頂いてもよいですか」との
返事だった。
　「是非に」とお願いしました。
　一週間ほど後、聞き覚えがある野太
い電話の声で、「芸術現代社の仲宗根
だけど⋯」。「河合出版からの紹介で読
ませてもらった」

　「３年くらい前に君と良く似た論を
書いたヤツがいたよ」「会社に来てく
れないか」という返事。
　「おやおや」と思うと同時に今度は
何を言われる事やら。
　すごすご出掛けてみると、「何だ、君
だったのか」。「当時はこんな事はない」
と思っていたんだけど、最近一部言わ
れ始め〜〜〜」。
　あげく「河合楽器の彼はたいした事
ない奴だよ〜〜」などと、言い繕って
いた。
　さらに「なに、君はK先生を知って
いるのか。明日会うのでよろしく言っ
てやるよ」と。
　「ま、検討してやろう」「一週間後に
来てくれ」と。
　翌週、ようやく日の目が見られるか
も知れない、と喜び勇んで出版社に行
くと。「作曲家のＫ氏、君は知っている
んだよな」。また翌週行くと「Ｋ氏は⋯」。
また「Ｋ氏は⋯」と一向に先に進まない。
　あげくの果てが「これじゃ出版にな
らない」。何が悪いとも言わず「書き
換えて来てくれ」。
　必死の思いで数ヶ月、書き換えて
持って行くとその度に「Ｋ氏は⋯」と

言ってくる。
　また書き換えを言われる、こんなこ
とを複数回繰り返し、とうとう２年が
経過してしまった。私のエネルギーも
底をついてきた。
　「Ｋ氏と一昨日会ったよ⋯」と再度
始まった。
　「〜何かおかしい変だ⋯？！」
　このＫ氏とは芸大教授、吹奏楽連盟
の大御所でもあった。また私が勤めて
いた大学でも教鞭をとっていて何回と
なくお会いしていた。
　また一時私も連盟にも関わって泊ま
りがけの総会兼、慰安会があった。食
堂ではドンチャン騒ぎだった。愛想を
つかして寝室に帰った所、隣はこのＫ
氏だった。そこで私は「こんな事の研
究をしている。いつか出版したい」と
話したら、「それなら男気のある芸術
現代社に行くといいよ」と言ってくれ
た。
　その後 20年そのアドバイスを糧に
一冊の本を書き上げて、この社長の所
へ持って行ったのだった。
　その時Ｋ氏の名前を出したのだが、
この事が新たな問題を生むとは思いも
よらなかった。

【第 22 回】声楽家
A. S さん

　８歳から日本舞踊を始め師範の免状
を持つ一方で、音大で声楽を学び、卒
業後もレッスンを続けながら、オペラ
やミュージカル、ブライダルなどで
歌っている。楽器屋でもらった「聴覚
訓練システム」のチラシを見て半信半
疑で無料体験を受け、とりあえず２〜
３週間、毎日通って『聴覚訓練』を受
講してみた。Sさんが劇的に変化した

のは、それから 6か月後「音の入り
方のタイミングが今までとは全然違っ
て、音の立ち上がりが良くなり、一音
一音前に進み、今まで歌えなかった歌
が、奇跡的に歌えるようになったんで
す。」自らの劇的変化を実感した Sさ
んは、「こんなにいいものだから、私
より技術的にも上手な人たちが体験す
れば日本人の演奏レベルは、もっと
もっと良くなる」と確信して音楽仲間
にPRしているが、なかなか理解して

もらえず、歯がゆい気持ちを抑えきれ
ない。自身のミュージカル公演では楽
屋に「聴覚訓練システム」を持ち込ん
で出演者に体験してもらい、良い効果
をもたらしているという。特に最後ま
で一番抵抗していた人ほど、最後は一
番音が響くほど効果があったという。
　自らの技術の上達を願って始めた
『聴覚訓練』を、こ
のシステムの伝道師
としても、自身の演
奏レベルの向上に磨
きをかけている。

連載〈ぶらあぼ〉体験談連載〈ぶらあぼ〉体験談

〜再び出版社探し〜


