平成３０年１月３０日判決言渡

同日原本交付

平成２９年（ワ）第３７１１７号
口頭弁論終結日

裁判所書記官

発信者情報開示請求事件

平成２９年１２月２１日
判

決
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萬

主
１

幸

男

文

被告は，原告に対し，別紙発信者情報目録記載の各情報
を開示せよ。

２

訴訟費用は被告の負担とする。
事

20

第１

実

及

び

理

由

請求
主文同旨

25

第２

事案の概要

１

事案の要旨
本件は，別表（対比表）の原告記事欄の番号欄１～１１の内容欄の各文章
（以下「原告記事」と総称し，個別の文章を上記の番号に従い「原告記事１」
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などという。）につき著作権を有する原告が，被告に対し，被告の提供するイ
ンターネット接続サービスを経由して原告記事を氏名不詳者がウェブサイト上
にアップロードした行為により原告の著作権（複製権及び公衆送信権）が侵害
されたと主張して，特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者
情報の開示に関する法律（以下「プロバイダ責任制限法」という。）４条１項

5

に基づき，被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
２

前提事実（後記⑴は弁論の全趣旨によれば認められ，その余は争いがない。）
⑴

当事者
原告は「Ａ」という通称で宗教活動をしている者であり，被告は一般放送
事業，電気通信事業，一般放送及び電気通信の業務に用いる電気通信設備並

10

びに回線の貸与等を業とする株式会社である。
⑵

原告記事の作成
原告は，上記通称名義で原告記事を作成し，メールマガジンとして配信し
た。

15

⑶

本件投稿行為
別紙投稿記事目録記載のＩＰアドレス（インターネットプロトコルアドレ
ス）の割当てを受けてインターネットに接続した氏名不詳者（以下「本件利
用者」という。）は，別表（対比表）の本件投稿記事欄番号１～２０の内容
欄の各文章（以下，「本件投稿記事」と総称し，個別の本件投稿記事を上記

20

の番号に従い「本件投稿記事１」などという。）を，同欄の各下線部分（以
下「本件引用部分」と総称し，個別の本件引用部分を上記の番号に従い「本
件引用部分１」などという。この部分は，別表（対比表）の原告記事欄の下
線部分と同一である。）につき原告記事を複製した上で作成し，同目録投稿
日時欄記載の日時に閲覧用ＵＲＬ欄記載の場所に投稿して，利用者からの求

25

めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置いた
（以下，この行為を「本件投稿行為」という。）。
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⑷

開示関係役務提供者
被告は，上記各日時において，本件利用者に対し，前記ＩＰアドレスを割
り当ててインターネット接続サービスを提供していた。したがって，被告は
プロバイダ責任制限法４条１項の「開示関係役務提供者」に当たる。

⑸

5

発信者情報の保有
被告は，本件利用者についての住所，氏名及び電子メールアドレスの情報
（別紙発信者情報目録記載の情報。以下「本件発信者情報」という。）を保
有している。

３

争点
⑴

10

権利侵害の明白性の有無
ア

原告記事の著作物性

イ

引用の成否

⑵
４
15

正当な理由の有無
争点についての当事者の主張

⑴

争点⑴（権利侵害の明白性の有無）について
（原告の主張）
ア

原告記事の著作物性
原告記事は，宗教的な世界観に基づく極めて宗教的かつ独創的な経験を
そのまま文章として表現したものであるから，著作物性がある。原告記事
５のうち本件投稿記事７において引用された部分は原告が行ったサッカー

20

の試合の始球式を告知する内容を中心としているが，単に始球式をする事
実を述べるにとどまらず，その具体的な内容及び効果について原告なりの
思想を交えて創作的に表現したものであるから，当該部分についても著作
物性がある。
25

イ

引用の成否
適法な引用となるには，引用して利用する側が主，引用部分が従の関係
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にあることが必要であるが，本件投稿記事はいずれについてもこの関係を
満たしていない。また，本件投稿記事１～３においては，出所として「メ
ルマガ」の文字と「ｖｏｌ．」に続く発行番号が記載されているのみであ
って，出所を明示したといえない。
したがって，本件投稿記事において原告記事を複製した部分は，適法な

5

引用（著作権法３２条１項）に当たらない。
（被告の主張）
ア

原告記事の著作物性
原告記事のうち本件記事において引用された部分は，日々の事実の羅列
であるか，ありふれた表現であるから，著作物性はない。

10

イ

引用の成否
原告記事は原告がインターネット上で公開したもので，本件投稿記事に
おいて引用元のＵＲＬや題目，出典を記載している。
本件投稿記事は原告記事を批評するという目的で作成されたものであり，

15

その目的の範囲内で引用したものであり，引用部分のうち一部の創作的に
見えなくもない文章に比べて本件投稿記事におけるコメントの部分の分量
の方が多いから，コメントが主，引用部分が従の関係にある。また，引用
部分の前後に線引きすることや「以下抜粋」と記載することで引用部分と
コメント部分が明確に区分されているから，どこが引用部分であるかは明

20

白である。本件発信者は原告記事を摘示し，その記載内容について発信者
の意見その他の論評を加えるために引用しており，引用の必然性がある。
そして，「メルマガ」という文字と「ｖｏｌ．」に続く発行番号が記載さ
れていること，本件投稿記事が投稿されたブログの題名が「サルでもわか
るワールドメイト入門」であることからすれば，引用部分の出所は明示さ

25

れているといえる。
したがって，本件投稿記事における原告記事の引用は適法な引用（著作
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権法３２条１項）であって，本件投稿行為は著作権（複製権及び公衆送信
権）侵害とならない。
⑵

争点⑵（正当な理由の有無）について
（原告の主張）
原告は，本件利用者に対し，原告記事について有する複製権，公衆送信権

5

の侵害に基づく損害賠償等の請求を行う必要があるが，本件利用者の氏名，
住所等が不明であるため，本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が
ある。
（被告の主張）
争う。

10

第３

当裁判所の判断

１

争点⑴（権利侵害の明白性の有無）について
⑴

原告記事の著作物性
ア

15

本件引用部分についてみると，①本件引用部分１は「１月３日になった
深夜１時過ぎ」に体験したこと及び「泰澄上人」について，②本件引用部
分２は世界の平均気温の変化とその予測，オーディンの神示について，③
本件引用部分３は「５月３０日」にナオミ・キャンベルが原告のいる店に
来店したことや同人についての原告の印象等について，④本件引用部分４
～６は「６月２日」に原告が経験したこと等及びこれに基づく原告の意見

20

について，⑤本件引用部分７は「東京ヴェルディのＩＳＰＳスポンサーデ
イ」における始球式の内容について，⑥本件引用部分８及び９は原告がし
た墓参りについて，⑦本件引用部分１０は「ダイヤモンドプラチナ黄金浜
松エリア本部の奉鎮祭」について，⑧本件引用部分１１及び１２は「今朝
４時すぎ」に原告が経験したことについて，⑨本件引用部分１３は平成２

25

９年８月８日頃における原告の感情や「キャンディタイムの時計」につい
て，⑩本件引用部分１４及び１５は「氷見」での神事等及びこれに関して
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原告が考えたことについて，⑪本件引用部分１６～２０は「ＨＡＮＤＡ
Ｗａｔｃｈ

Ｗｏｒｌｄ」に対するクレームとこれに関する原告の考えに

ついて，いずれも原告の認識を基に表現を工夫して作成された文章である
ということができる。
したがって，本件引用部分は，原告の思想又は感情を創作的に表現した

5

ものということができるから，著作物性を有する。
イ

被告は，本件引用部分は日々の事実の羅列であるか，ありふれた表現で
あると主張する。しかし，上記アのとおり，本件引用部分を事実の伝達に
すぎないということはできないし，原告が認識した事項を表現する際には
様々な表現があり得ると認められ，ありふれた表現であるということもで

10

きない。被告の上記主張は採用することができない。
⑵

引用の成否
ア

被告は，本件投稿記事における本件引用部分の複製について，本件投稿
記事においては原告記事を批評する目的で本件引用部分を引用したもので
あり，当該引用は公正な慣行に合致し，正当な範囲内で行われたから，適

15

法な引用（著作権法３２条１項）に当たると主張する。
イ

本件投稿記事は，別表（対比表）の本件投稿記事欄のとおりであり，
その内容及び個別の投稿記事の終わりの「続く」の記載等を踏まえると，
本件投稿記事１，本件投稿記事２，本件投稿記事３，本件投稿記事４～

20

６，本件投稿記事８及び９，本件投稿記事１０，本件投稿記事１１及び
１２，本件投稿記事１３，本件投稿記事１４及び１５並びに本件投稿記
事１６～２０が，それぞれ一体の文章であると認められる。
以上の一体の文章としてみた各本件投稿記事には，いずれも本件利用
者が独自に作成したと考えられる部分（以下「独自部分」という。）と

25

本件引用部分があり，本件投稿記事における本件引用部分は別表（対比
表）の本件投稿記事欄の下線を付した部分であり，独自部分は本件投稿
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記事欄の下線を付していない部分である。独自部分は各本件投稿記事の
冒頭か末尾又はその双方にあり，冒頭にあるものは本件引用部分との間
に空白の行があるか破線が記載されるなどし，末尾にあるものは本件引
用部分との間に破線が記載されている。
5

ウ

ここで，一体の文章としてみた各本件投稿記事において，本件引用部分
が相当のまとまりをもった原告記事を複製したものであるのに対し，独自
部分は，特定のＵＲＬだけ（本件投稿記事７），短歌１首と記事の標題だ
け（本件投稿記事８及び９），短歌２首と本件引用部分１１及び１２の紹
介文だけ（本件投稿記事１１及び１２），短歌１首又は２首だけ（本件投

10

稿記事１０，本件投稿記事１３，本件投稿記事１６～２０）というものが
多く，本件利用者によると考えられる批評等が記載されている記事（本件
投稿記事１，本件投稿記事２，本件投稿記事３，本件投稿記事４～６，本
件投稿記事１４及び１５）においても，その批評等はいずれも簡潔なもの
である。上記のうち，本件利用者によると考えられる批評等が記載されて

15

いない本件投稿記事における本件引用部分は，いずれも被告が主張する批
評目的による原告記事の利用であるとは直ちには認め難い。また，本件利
用者によると考えられる批評等の記載がある記事をみても，その批評等は
簡潔なもので，独自部分における批評等が本件引用部分全部を批評するも
のとはいえないし，本件引用部分全部を利用しなければ批評の目的が達成

20

できないものともいえず，批評のために本件引用部分全体を利用する必要
があるとは認め難い。仮に，独自部分の短歌に批評の趣旨があるとしても
同様である。
そうすると，本件引用部分の利用は，いずれも，少なくとも原告記事を
批評する目的上正当な範囲内のものであるということはできないから，こ

25

れが「引用」であるか否かその他の著作権法３２条１項の要件について判
断するまでもなく，本件投稿行為が同項の引用として適法となることはな
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い。
⑶

小括
以上のとおり，本件投稿行為は，著作権法３２条１項により適法となるこ
とはなく，他に同法３０条以下に定める著作権の制限事由が存在することは
うかがわれないから，原告の原告記事に係る複製権及び公衆送信権を侵害す

5

るものであることが明らかである。
２

争点⑵（正当な理由の有無）について
以上によれば，原告は，本件利用者に対し，原告記事について有する複製権，
公衆送信権の侵害に基づく損害賠償等の請求を行うことができるところ，本件
利用者の氏名，住所等が不明であることからすれば，本件発信者情報の開示を

10

受けるべき正当な理由がある。
３

結論
よって，原告の請求は理由があるからこれを認容することとして，主文のと
おり判決する。

15

20

東京地方裁判所民事第４６部

裁判長裁判官

柴

田

義

明

裁判官

萩

原

孝

基

裁判官林雅子は，差し支えにつき署名押印することができない。

裁判長裁判官

柴
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田

義

明

（別紙）
発 信 者 情 報 目 録

別紙投稿記事目録記載の各ＩＰアドレスを，同目録記載の日時頃に被告から割り
当てられていた契約者に関する以下の情報
１

氏名又は名称

２

住所

３

電子メールアドレス
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（別紙）
投

稿

記

事

目

録

閲覧用ＵＲＬ
http://以下省略

タイトル
サルでもわかる「世界中に愛をワールドメイト」入門

記事
１

２

３

投稿者名

類は友を呼ぶ

投稿日時

2017年05月16日 06:34:23

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号１の内容欄のとおり

投稿者名

南極崩壊

投稿日時

2017年05月19日 07:31:00

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号２の内容欄のとおり

投稿者名

ナオミ・キャンベル

投稿日時

2017年06月02日 03:16:39

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号３の内容のとおり
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４

５

６

７

８

投稿者名

どの口が言う 2

投稿日時

2017年06月04日 06:12:14

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号４の内容のとおり

投稿者名

続き

投稿日時

2017年06月04日 06:12:52

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号５の内容のとおり

投稿者名

続き

投稿日時

2017年06月04日 06:14:05

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号６の内容のとおり

投稿者名

始球式

投稿日時

2017年06月10日 23:33:44

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号７の内容のとおり

投稿者名

B さんの嘆願

投稿日時

2017年07月27日 23:27

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号８の内容のとおり
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９

投稿者名

続き

投稿日時

2017年07月27日 23:28

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号９の内容のとおり

１０ 投稿者名

まだ憑いてるの？

投稿日時

2017年07月30日 15:12

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号１０の内容のとおり

１１ 投稿者名

ああ、情けない

投稿日時

2017年08月05日 21:21

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号１１の内容のとおり

１２ 投稿者名

続き

投稿日時

2017年08月05日 21:23

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号１２の内容のとおり

１３ 投稿者名

忖度の夏

投稿日時

2017年08月12日 09:30

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号１３の内容のとおり
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１４ 投稿者名

日食こわい。教祖の祈りはもっとこわい！

投稿日時

2017年08月27日 13:55

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号１４の内容のとおり

１５ 投稿者名

続き

投稿日時

2017年08月27日 13:56

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号１５の内容のとおり

１６ 投稿者名

弟子は教祖を映す鏡

投稿日時

2017年09月07日 20:54

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号１６の内容のとおり

１７ 投稿者名

続き

投稿日時

2017年09月07日 20:54

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号１７の内容のとおり

１８ 投稿者名

続き

投稿日時

2017年09月07日 21:10

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号１８の内容のとおり
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１９ 投稿者名

続き

投稿日時

2017年09月07日 21:10

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号１９の内容のとおり

２０ 投稿者名

続き

投稿日時

2017年09月07日 21:11

ＩＰアドレス

省略

リモートホスト

省略

投稿内容

別表（対比表）の投稿記事欄番号２０の内容のとおり
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（別表（対比表））
原告記事

本件投稿記事

番号

内容

番号

１

Ａ・メールマガジン vol.1759 ===== １

以下、ちょっと古いですが、メルマガ v

========= 2017/1/5

ol.1759（2017/1/5）より抜粋。

正月神業締め切り告知の前に、本当はこ
れを出したかったのです。

内容

１月３日になった深夜1時過ぎ、天の
声で、次の週末に再結集する話をした直
後、稲光りと大きな雷鳴が２回轟きまし

少し前に、話は戻ります。

た。ドドーン、ドドドドーンとどこかに

１月３日になった深夜1時過ぎ、天の

落雷したようです。すると、その後にお

声で、次の週末に再結集する話をした直

線香のいい香りがしてきました。どなた

後、稲光りと大きな雷鳴が２回轟きまし

様かと思ったら、泰澄上人（たいちょう

た。ドドーン、ドドドドーンとどこかに

しょうにん）でした。２度目の雷の時、

落雷したようです。すると、その後にお

白山の白龍神に乗って降りてこられたの

線香のいい香りがしてきました。どなた

です。

様かと思ったら、泰澄上人（たいちょう

ご神名を、「大自在（だいじざい）明

しょうにん）でした。２度目の雷の時、

応（めいおう）菩薩」と申し上げます。

白山の白龍神に乗って降りてこられたの

11体の龍神と、10万体の蛇神を縦横無

です。

尽に使いこなすので、「大自在」なので

ご神名を、「大自在（だいじざい）明

す。11体の龍神がひとつになると、十一

応（めいおう）菩薩」と申し上げます。

面観音になります。泰澄上人（たいちょ

11体の龍神と、10万体の蛇神を縦横無

うしょうにん）は30メートルくらいのご

尽に使いこなすので、「大自在」なので

霊体で、5000人を同時に守れるそうで

す。11体の龍神がひとつになると、十一

す。最大7000人までは、普通に濃く守

面観音になります。泰澄上人（たいちょ

れるそうです。

うしょうにん）は30メートルくらいのご

A.D.717年、つまりちょうど1300年前

霊体で、5000人を同時に守れるそうで

に、白山を開山した泰澄上人は、亡くな

す。最大7000人までは、普通に濃く守

って３年目に「大自在菩薩」になり、10

れるそうです。

00年目に「大自在明応（めいおう）菩

A.D.717年、つまりちょうど1300年前

薩」になられました。その間、白山神界

に、白山を開山した泰澄上人は、亡くな

の入口を守り、白山神界をとりしきる役

って３年目に「大自在菩薩」になり、10

を授かってたそうです。白山神社の宮司

00年目に「大自在明応（めいおう）菩

を代々導き、全国の白山信仰を１千年間

薩」になられました。その間、白山神界

守ってきたのです。

の入口を守り、白山神界をとりしきる役

大晦日までは森喜朗さんの守護霊だっ

を授かってたそうです。白山神社の宮司

たそうです。それが、今年の元旦から私

を代々導き、全国の白山信仰を１千年間

を直接守るよう、菊理姫の勅命を受けて

- 15 -

守ってきたのです。

降りて来たそうです。「それは有難い事

大晦日までは森喜朗さんの守護霊だっ

ですが、森喜朗さんも守ってあげて下さ

たそうです。それが、今年の元旦から私

いよ」と、私はお願いしました。返事は

を直接守るよう、菊理姫の勅命を受けて

まだないですが…。

降りて来たそうです。「それは有難い事

-----------------------------------

ですが、森喜朗さんも守ってあげて下さ

森さんの守護霊なんて、邪神の霊以外の

いよ」と、私はお願いしました。返事は

何物でもないと思うのですが…。

まだないですが…。

そんな霊しか寄ってこないということが

今年は、泰澄上人が白山を開いて130

よくわかります。

0年です。この天の時に、新たなお役を
授かり、今年のご神業全体を守り導いて

守護霊は

下さるのです。

それ相応の

「得意技は何ですか」と尋ねると、

者がつく

「何だってできますよ。でも、普段は忍

とたしか『強運』

耐と根気と、ふつふつ湧いてくるやる気

記載ありけり

と元気を、いつも補給します」とおっし
ゃってました。

http://以下省略

さらに、どんな苦境の時も、いかなる
困難も明るく乗り越えるご守護をしてく
れます。会員の皆さんも、このことを知
って現地に参加し、ご神名まで知ると守
護していただけるのです。すると、頭脳
明晰、気力充実、体力抜群になるでしょ
う。衛星参加でも守ってくれますが、現
地参加ほど強くはないようです。
その後、１月３日の夕方6時頃から、
現地ではケーキパーティーをしました。
近郊の美味しいケーキ屋９軒から、200
0個のケーキを集め、現地に残ってた全
会員とスタッフに、１人３個～４個ずつ
ご馳走しました。どのケーキ屋も絶品で
した。そして、関東や千葉、中部、関
西、九州のエリア議長の、面白くて大し
たことない抱負を聞き、AKB 青山塾生
の数人に、いろいろ具体的なアドバイス
をしたのです。
AKB 青山塾生への話には、今年一年
の大事なテーマがあります。そこで、１
月４日にもっと詳しく解説しました。そ
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の内容は、前のメルマガでお知らせした
通りです。
２

Ａ

Ａ・メールマガジン vol.1772 ===== ２

以下、ちょっと古いですが、メルマガ v

========= 2017/2/6

ol.1772(2017/2/6)より抜粋。
2024年に南極が崩壊するそうです。

マッターホルン神業を行なう、背景を理

7年後にこの話題で盛り上がりましょ

解しよう。

う。
それまでに WM が解散してたりして。

この度の、スイスマッターホルン開き

-----------

神業の、背景にあるものをご理解下さ

世界の平均気温は高い状態が続いてい

い。本当は、会員の皆さんと明るく楽し

ますが、この15年ほど、上昇が横ばいに

く、面白く人生を過ごしたいです。そし

なっているそうです。CO2の排出量は

て、一人一人の悩みや困窮を救い、より

大幅に増えているのに、なぜなのでしょ

よく幸せになって欲しいです。しかし、

うか。実は、地球の熱の90％は海が吸収

その思いは神様も同じです。人類や国家

しています。そして、2000年以降、700

やそれぞれの民族も、恒久に幸せになっ

メートルより深い深層で、熱の吸収が活

て欲しいのです。そのための神仕組であ

発化していることがわかったのです。

り、そのための神の使命なのです。全て
の神業は、そのためにあるのです。

しかし、この状態は長くは続かず、い
ずれ気温の上昇がまた始まると、多くの

だから、一見恐そうな予言があって

研究者は予測していす。

も、深刻になることはありません。やる

まさに、南極びらきの成果であり、あ

べき事をちゃんとやれば、必ず打開し、

の時出されたオーディンの神示通りで

必ず救われるのです。今までもそうだっ

す。オーディン神示の全容を知らない会

たし、これからもそうです。なぜなら、

員も多いと思うので、改めて明かしま

全ては生ける本物の主神に守られ、導か

す。

れてするからです。そこが、神仕組で行
うことの醍醐味です。

オーディン神示

この事を解った上で、この次をお読み

2008年９月29日

フエゴ島にて

下さい。
ところで、2008年の南極びらきのあ

（前略）

と、10年間は、海流の働きで温暖化の進

残念だが

行が抑えられていました。それを証する

あと十六年で

特集ページがあったので紹介します。20

この南極は

14年５月の NHK エコチャンネル動画、

悉く崩壊する

「地球温暖化 あなたの疑問に答えま

その時から

す」の特集ページです。

世界の気候は大激変する

これによると、世界の平均気温は高い

まず洪水の多発によって

状態が続いていますが、この15年ほど、

ほとんどの海岸線の

上昇が横ばいになっているそうです。C

都市は水没することになる。
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O2の排出量は大幅に増えているのに、

港に近く、河口に

なぜなのでしょうか。実は、地球の熱の

栄えた都市から

90％は海が吸収しています。そして、2

全滅してゆく。

000年以降、700メートルより深い深層

東京も半分以上は

で、熱の吸収が活発化していることがわ

水没する

かったのです。

これらと同時に

しかし、この状態は長くは続かず、い

世界各地で

ずれ気温の上昇がまた始まると、多くの

氷河期化の

研究者は予測していす。

現象が見られるのである。

まさに、南極びらきの成果であり、あ

全てのこれらの傾向は

の時出されたオーディンの神示通りで

８年後から

す。オーディン神示の全容を知らない会

顕著に出始める。

員も多いと思うので、改めて明かしま

すなわち

す。

2016年から加速するのである。

オーディン神示

ウェッデル海域は

2008年９月29日

フエゴ島にて

わがヘソにあたる
この海域から
冷たい海水が

（前略）

海底に流れ

残念だが

海底潮流が

あと十六年で

世界をめぐる

この南極は

やがてこれが止まる

悉く崩壊する

時がくる。

その時から

それが氷河期の

世界の気候は大激変する

始まりである。

まず洪水の多発によって
ほとんどの海岸線の

（中略）

都市は水没することになる。
港に近く、河口に

人類の総合的な滅亡は、

栄えた都市から

ほぼ９割

全滅してゆく。

決定されていると言える。

東京も半分以上は

あとの一割で、どう救うかが

水没する

今後の課題である。

これらと同時に
世界各地で

われは、ウェッデル海域を

氷河期化の

守る働きを

現象が見られるのである。

今日より始めることとするが、

全てのこれらの傾向は

龍王の力を
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８年後から

どんなに出しても、

顕著に出始める。

やがて潮流ベルトは

すなわち

止まるだろう。

2016年から加速するのである。

人類のあり方を

ウェッデル海域は

根本的に変えるしか

わがヘソにあたる

方法はないのである。

この海域から
冷たい海水が
海底に流れ
海底潮流が
世界をめぐる
やがてこれが止まる
時がくる。
それが氷河期の
始まりである。
このまま行けば
あと５年で
海底潮流の
速度が滞り始める
そしてあと
25年で
ほぼ停止するであろう。
これを救う方法は
三つある。
一つは温暖化をふせぐこと
二つは魚の乱獲をやめること
三つは森や林をふやし
木を植えること
だがここに、魔法の
一手がある。
それは、人口増加を
とめることである。
人口増加が三割減ると、
食料、エネルギー、乱獲が
半減する
その為に、あらゆる伝染病を
神は用意するのである。
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人口増加を三割
削減すれば
人類は救われるのである。
しかし、これほど難しい
こともあるまい。
もう一つの魔法は、
鉱物資源の消費を
４割減らし
別な経済と別なエネルギーの
工業を生むことである。
これは、充分に可能である。
今のところ
原子力の活用しかないが、
もっと別なエネルギーが、
これから次々生まれてくる。
というより、
それしか方法がないと、
必死に人々が開発するのである
風弱く
太陽強く
（太陽電池は、ソーラー電池を作るた
めに、石油を大量に消費する）
潮流が本命である。
潮流によって生む
電気エネルギーが
最も地球を汚さず
大気を汚さず
鉱物資源を
消費せぬ
新しいエネルギーなのである。
それから
人々の住宅を
変える方法がある。
今後は、エネルギーを消費しない
新しい住宅構想が
活発になる。
そうするしかないからである。
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人類の総合的な滅亡は、
ほぼ９割
決定されていると言える。
あとの一割で、どう救うかが
今後の課題である。
われは、ウェッデル海域を
守る働きを
今日より始めることとするが、
龍王の力を
どんなに出しても、
やがて潮流ベルトは
止まるだろう。
人類のあり方を
根本的に変えるしか
方法はないのである。
（後略）
また、NHK エコチャンネルの、
「地球
温暖化 あなたの疑問に答えます」特集
ページも一部添付します。
３

Ａ

Ａ・メールマガジン vol.1819 ===== ３

最新メルマガ vol.1819（2017/6/1）を読

========= 2017/6/1

んだ時はまさかと思いましたが、本当に
ナオミ・キャンベルが HANDA Watch

実写版シバの女王が、HANDA Watch

World に来店してます。

World に来店！ 星の差し替えに影響
https://以下省略
「星差しかえ」のことをずっと祈ってい
たら、こんなことがありました。

以下、メルマガ抜粋。

５月30日、
「HANDA Watch World
時計の恋人 キッスは手にして・西荻本

「星差しかえ」のことをずっと祈ってい
たら、こんなことがありました。

店」にバーカウンターをオープンしまし

５月30日、「HANDA Watch World

た。すると、その夜、スーパーモデルの

時計の恋人 キッスは手にして・西荻本

ナオミ・キャンベルが突然来店したので

店」にバーカウンターをオープンしまし

す。30分くらい、私と楽しくおしゃべり

た。すると、その夜、スーパーモデルの

をして帰って行きました。夜の10時半来

ナオミ・キャンベルが突然来店したので

店です。

す。30分くらい、私と楽しくおしゃべり

この日はバーオープンの初日なので、

をして帰って行きました。夜の10時半来

私も夕方からカウンターにいて、カクテ

店です。

ルを試飲したり、夜９時半頃まで、時計

（中略）
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を買った常連さんとわいわい盛り上がっ

今までお互いに知ってはいましたが、

てたのです。すると、ニューヨークにい

会ったのは初めてです。本当にゴージャ

るスタッフから、突然電話がありまし

スで、チャーミングで、カワイイ女性で

た。

した。目を見ていると、オーラがバアー

「ナオミ・キャンベルがいま日本にい

と広がり、ものすごいカリスマ性と花が

て、『ドクター・Ｘに会いに行きたい』

ある人でした。さすがに、世界のトップ

と言ってますが、いいですか？」とのこ

スーパーモデルだけのことはあります。

と。本当に来るのかなと思いつつ、「い

彼女も、私の事をすごいエネルギーとカ

いですよ」と待ってたら、本当に来たの

リスマ性だと思ったそうです。

です。

その夜は、HANDA Watch World 時

今までお互いに知ってはいましたが、

計の恋人店にシバの女王が来た感じで、

会ったのは初めてです。本当にゴージャ

あたかも、シバの女王とソロモン王の邂

スで、チャーミングで、カワイイ女性で

逅のようでした。私とのツーショット写

した。目を見ていると、オーラがバアー

真を店に飾ってるので、来た方は見てく

と広がり、ものすごいカリスマ性と花が

ださい。時計の恋人のインスタにも写真

ある人でした。さすがに、世界のトップ

をアップしてます。
（@misuzu_corporati

スーパーモデルだけのことはあります。

on） この事は、
「本当にシバの女王が守

彼女も、私の事をすごいエネルギーとカ

護してるよ」という、何よりの証として

リスマ性だと思ったそうです。

受け取りました。

その夜は、HANDA Watch World 時

--------------------

計の恋人店にシバの女王が来た感じで、

今後のナオミ・キャンベルの人生に注目

あたかも、シバの女王とソロモン王の邂

ですね。

逅のようでした。私とのツーショット写

wiki には、この方はたびたび暴行事件を

真を店に飾ってるので、来た方は見てく

起こしてるとあります。

ださい。時計の恋人のインスタにも写真

その頃から知り合いだったりして。

をアップしてます。
（@misuzu_corporati

開祖も F 氏が邪心を抱いたら茶碗を投げ

on） この事は、
「本当にシバの女王が守

つけたりしたそうで、

護してるよ」という、何よりの証として

そういう女性に縁があるのかなと思いま

受け取りました。

した。

話し変わって、今後、ここで時計を買
った方は、好きなカクテルを一杯サービ
スいたします。６月３日の夜８時まで
は、ドンペリを一杯サービスし、さらに
カクテルも差し上げます。PM５時から
は、プロのバーテンを８年やってたスタ
ッフが、シェイカーを振るので、どのカ
クテルも本格的で美味しいです。お酒が
だめな方は、素敵なノンアルコールカク
テルをご用意します。
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また、昨日最後に来店した方は、会員
歴26年で、赤い糸の伝説秘法のあと結婚
し、子供が３人いて、いま下の子が上智
大学に行ってるそうです。赤い糸の伝説
秘法は、本当にすごいなと改めて思いま
した。
「星差しかえ」のことを祈っていたら、
そういうことがあったのです。
ということは、今度の星差しかえで
は、シバの女王がご縁を結んでくれるの
かもしれません。だから、シバの女王の
星をくっつけます。
そして、これは「赤い糸の星くっつけ
をするように」との、ご神意だと思いま
した。
今回も、星差しかえ「特別篇」とし
て、「未知の星くっつけ」その１、その
２、その３を取次ぎます。何の星くっつ
けかは、いつもお取次ぎの時に明かされ
ますが、今回はこの２つは確実にやりま
す。
未知の星その１が「シバの女王の星く
っつけ」、未知の星その２が「赤い糸の
星くっつけ」です。「未知の星その３」
は、まだ謎です。
とにかく、パラダイム転換したあと
の、最初の星差しかえです。人生のパラ
ダイムが変わるような、すごい星差しか
えになるようです。
ところで、私がHWWでロンジンの時
計を選んであげた人は、時計を買った直
後に、仕事が決まったと驚き、喜んでそ
の足で店まで報告に来ました。また、私
が鳥海山でミナセを選んであげた人も、
その後仕事が決まり、「明日から出社で
す」と言って、HWW 時計の恋人店に来
てまた１本買いました。そして、私とそ
こに居た皆さんで、ドンペリで乾杯した
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のです。
こんなことが、HWW 時計の恋人店で
続いてるのです。つまり、これは未知の
星その３は、「新しい仕事が決まる」と
いう星を、くっつけよというご神意で
す。
心ときめく時計の感動と、パラダイム
変換の新しい星の相乗効果で、いい仕事
がどんどん決まればいいですね。無論、
「果報は寝て待て」ではなく、人として
の精一杯の努力は必要です。この事は、
天地自然の正法の掟なのですから。
Ａ
４
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20時閉店ですが、その業者さんや時計
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がってました。その内に、22時になり、
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の二元中継でした。さらに、だんだん神

界と霊界と現実界の三元中継で、全く別

界と霊界と現実界の三元中継で、全く別

のことが同時に浮かんでたのです。衛星

のことが同時に浮かんでたのです。衛星
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エネルギーがもったいない」と。つま
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り、その人の守護霊に代わって憤るので ５
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す。だから、AKB 新青山塾を作ってる
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のアスリートを応援するのも、基本は同

人の守護霊に代わって憤るのです。だか

じでしょう。

ら、AKB 新青山塾を作ってるのです。

ところで、ここ数日間に、内閣の支持

皆が、高校野球やオリンピックのアスリ

率が53％から26.7％に急落しました。森

ートを応援するのも、基本は同じでしょ

友問題や加計問題に加え、詩織という人

う。

が告発した、山口敬之氏の準強姦疑惑が

ところで、ここ数日間に、内閣の支持

原因です。山口氏は元 TBS のワシント

率が53％から26.7％に急落しました。森

ン支局長で、安倍総理の「総理」という

友問題や加計問題に加え、詩織という人

本を書いた人です。それで、官邸が事件

が告発した、山口敬之氏の準強姦疑惑が

を握りつぶそうとしたと、証拠もないの

原因です。山口氏は元 TBS のワシント

に思われてるのです。

ン支局長で、安倍総理の「総理」という

こういう、小さいことが重なり、支持
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本を書いた人です。それで、官邸が事件

率がガターンと落ちたのです。国難の危
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「北朝鮮問題は
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対話より圧力」という方向に持って行き

目の G7サミットでは、熊野神業の成果

ました。これは、ひとつの大きな成果で

で安倍総理とトランプ大統領がタッグを

す。トランプ大統領は、弾劾問題が持ち

組み、G7や NATO を、
「北朝鮮問題は

上がったり、地球温暖化のパリ協定から

対話より圧力」という方向に持って行き

離脱したり、TPP からも離脱したり、

ました。これは、ひとつの大きな成果で

いかにも米国的な、自己中心的な動きも

す。トランプ大統領は、弾劾問題が持ち

多いですが、神様に動かされているよう

上がったり、地球温暖化のパリ協定から

に見えます。もう少し時間が経てば、ど

離脱したり、TPP からも離脱したり、

う動かされていたかがわかるでしょう。

いかにも米国的な、自己中心的な動きも

安倍政権は久々の長期安定政権で、

多いですが、神様に動かされているよう

次々と必要な物事を決めてるので、国際

に見えます。もう少し時間が経てば、ど

社会では高く評価されてます。しかし、

う動かされていたかがわかるでしょう。

側近のことや奥さんのことで足元をすく

安倍政権は久々の長期安定政権で、

われ、退任する可能性もあります。そう

次々と必要な物事を決めてるので、国際

なると、他に代わる人もいません。そし

社会では高く評価されてます。しかし、

て、また政権がコロコロ変わると、日本

側近のことや奥さんのことで足元をすく

は国際社会から見下されます。揺るぎな

われ、退任する可能性もあります。そう

い政権があるからこそ、ロシアや米国、

なると、他に代わる人もいません。そし

中国も日本に一目を置いてますが、政権

て、また政権がコロコロ変わると、日本

が変われば、また相手にされなくなりま

は国際社会から見下されます。揺るぎな

す。

い政権があるからこそ、ロシアや米国、

星差しかえが近づくにつれ、こういう

中国も日本に一目を置いてますが、政権

問題が吹き出てきたのです。一強多弱の

が変われば、また相手にされなくなりま

政権のアク出しとも言えますが、星差し

す。

かえで、こうしたトラブルの星を変え、
救いなさいとのご神意でしょう。だか

続く

ら、この時期に、星差しかえをすること ６

星差しかえが近づくにつれ、こういう問

になったのです。

題が吹き出てきたのです。一強多弱の政

一番悪の星を切らないといけないの

権のアク出しとも言えますが、星差しか

は、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）

えで、こうしたトラブルの星を変え、救

と中国の習近平、韓国の文在寅（ムンジ

いなさいとのご神意でしょう。だから、

ェイン）、そしてトランプ大統領です。

この時期に、星差しかえをすることにな
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次に重要なのが、安倍総理と菅官房長

ったのです。

官、安倍総理のブレーンの星差しかえで

一番悪の星を切らないといけないの

す。都議選もありますが、小池百合子さ

は、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）

んがネガティブな方向に行く星も切り、

と中国の習近平、韓国の文在寅（ムンジ

自民党との関係も東京五輪も、いい方向

ェイン）、そしてトランプ大統領です。

に行くよう祈らねばなりません。

次に重要なのが、安倍総理と菅官房長

熊野では、「北朝鮮と米国の開戦危機

官、安倍総理のブレーンの星差しかえで

は、解決に３ヶ月かかる」と神示されま

す。都議選もありますが、小池百合子さ

した。本当に、そんな様相です。これ

んがネガティブな方向に行く星も切り、

も、なるべく早く解決するよう、星差し

自民党との関係も東京五輪も、いい方向

かえで祈る必要があります。

に行くよう祈らねばなりません。

こうした背景を理解して、「世界平和

熊野では、「北朝鮮と米国の開戦危機

祈念の星差しかえ」を奉納し、祈り込ん

は、解決に３ヶ月かかる」と神示されま

でいただきたいのです。

した。本当に、そんな様相です。これ

神様が、「先天の星差しかえ」という
秘儀の力を期待しておられるのを、ひし

も、なるべく早く解決するよう、星差し
かえで祈る必要があります。

ひしと感じます。この秘儀が、いかに偉

こうした背景を理解して、「世界平和

大なる力を発揮するか、皆さんもたくさ

祈念の星差しかえ」を奉納し、祈り込ん

ん証があると思います。しかし、自分の

でいただきたいのです。

ことだけではなく、まずは「世界平和祈

神様が、「先天の星差しかえ」という

念の星差しかえ」が重要です。その無私

秘儀の力を期待しておられるのを、ひし

の祈りが先行する事で、自分の星もたく

ひしと感じます。この秘儀が、いかに偉

さんいい方向に変えて下さるのです。

大なる力を発揮するか、皆さんもたくさ

Ａ

ん証があると思います。しかし、自分の
ことだけではなく、まずは「世界平和祈
念の星差しかえ」が重要です。その無私
の祈りが先行する事で、自分の星もたく
さんいい方向に変えて下さるのです。
------------------------また自分のことを棚に上げて、若者批判
をしてます。
A 子さんや B 子さんにセクハラで訴えら
れたことをもう忘れたのでしょうか。
また、山口敬之氏の件が本当だったら、
これは間違いなく安倍首相を血統転換し
た証ですよ。
しかも山口敬之氏は乳首から血が滲むほ
どのレイプしたなどと週刊誌に書かれて
るじゃないですか！
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これが証でなくて何を証というのでしょ
うか！
乳首から
血が滲むほど
噛み付いた
どこかの教祖
思い出すなり
５
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６月10日（土）は、いよいよ東京ヴェ

ルディの ISPS スポンサーデイです。東

ルディの ISPS スポンサーデイです。東
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国歌斉唱し、始球式をします。
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ゃんと、2017年のミス日本とミス日本
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、準ミス日本、そして、20
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イナリスト７名の、11人の美女がきま

イナリスト７名の、11人の美女がきま

す。ミスユニのファイナリスト（県代

す。ミスユニのファイナリスト（県代

表）の中には、優勝候補の愛媛代表もい

表）の中には、優勝候補の愛媛代表もい

ます。とにかく、全ての女性が美人で

ます。とにかく、全ての女性が美人で

す。

す。

このさわやか美女11人と、私が12個

このさわやか美女11人と、私が12個

のボールを蹴り、試合が始まるのです。

のボールを蹴り、試合が始まるのです。

全ては、11人のヴェルディの選手を励ま

全ては、11人のヴェルディの選手を励ま

し、刺激するためにやるのです。サッカ

し、刺激するためにやるのです。サッカ

ー選手は、「アモーレ」の長友など、モ

ー選手は、「アモーレ」の長友など、モ

デルやタレントと結婚する人も多いで

デルやタレントと結婚する人も多いで

す。今回も、美女がたくさん来るので、

す。今回も、美女がたくさん来るので、

選手の方が盛り上がって興奮してるそう

選手の方が盛り上がって興奮してるそう

です。その選手と美女軍団を見るから、

です。その選手と美女軍団を見るから、

観客が盛り上がるのです。

観客が盛り上がるのです。

14時45分頃から選手入場、続いて私
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14時45分頃から選手入場、続いて私

の国歌斉唱、そして、15時頃に12人の

の国歌斉唱、そして、15時頃に12人の

始球式（キックインセレモニー）を行い

始球式（キックインセレモニー）を行い

ます。また、試合終了後、ご来場の皆さ

ます。また、試合終了後、ご来場の皆さ

んに私がご挨拶いたします。

んに私がご挨拶いたします。

会員の皆さんも、ぜひ応援に来て下さ
い。3000枚のチケットを買って、会員

会員の皆さんも、ぜひ応援に来て下さ
い。

の皆さんにプレゼントしましたが、他に
も西荻商店会や吉祥寺商店会、私の予備

（中略）

校の生徒やご父兄、卒業生など、4000
人くらいが来る予定です。

ブースでは HANDA Watch World の時

今からチケットを買いたい方は、東京

計販売もします。時計を買ってくれた人

ヴェルディの HP から購入できます。な

は、ミラクルベルマジックちゃんとその

お、小学生の観戦チケットは無料です。

場で握手できます。時計ブースにも、ぜ

また先着3000名に、この日のために

ひお立ち寄り下さい。

作った、
「ISPS×VERDY オリジナル座

----------------------------------------------

布団」をプレゼントいたします。座布団

----

がほしい人は、早めにスタジアムに来て

http://以下省略

ください。すごくかわいい座布団です。
追記に写真を添付します。
さらに、抽選で 100 名に、キャンデ
ィタイムの時計をプレゼントします。13
時50分から14時20分まで、時計の特設
ブースで抽選を行います。ブースでは H
ANDA Watch World の時計販売もしま
す。時計を買ってくれた人は、ミラクル
ベルマジックちゃんとその場で握手でき
ます。時計ブースにも、ぜひお立ち寄り
下さい。
時計販売にはあまり時間が取れませ
ん。また、地方から来る会員で、「ぜひ
西荻窪の HANDA Watch World に立ち
寄りたい」という、時計ファンがたくさ
んいるようです。ですから、サッカー観
戦終了後、西荻窪の HANDA Watch W
orld は、ブティック店も時計の恋人店も
深夜まで開けます。3F のパーティール
ームも、1F のナオミ・キャンベルの来
たバーカウンターも、ずっと開けます。
私もバーカウンターでマティーニ、ギム
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レット、ブルーハワイ、スコッチ、ドン
ペリなどをあけ、時計を選んだり、買っ
た人に振舞います。私にとっては、それ
も楽しいひと時なのです。
それでも、星差し替えが終わってか
ら、毎朝、毎晩色々なタタリ霊が襲って
来ます。木霊と一緒に、頭痛で攻撃して
来たりします。それを、ずっと救霊しな
がらイベントをこなし、歌の練習をして
るのです。６月28日のコットンクラブの
コンサートでは、ジャズを中心に、新曲
を５～６曲披露します。お楽しみに。
Ａ
６

Ａ・メールマガジン vol.911 ====== ８

http://以下省略

============== 2010/08/14
「わが墓参りの記。先祖からたのまれ
た、皆さまへの伝言」

Ａ先生を守る先祖軍団が、 3千人から5
千人に増えた理由

Ａです。

──── Ａ・メールマガジン vol.911

８月７日に、西宮に墓参りに行きまし

「わが墓参りの記。先祖からたのまれ

た。昔は、蝉の声がワンワン、ギャンギ

た、皆さまへの伝言」(2010/08/14)よ

ャンうるさい墓参りでした。暑苦しさ

り

を、沸騰させる油蝉の油っぽい声が、耳
に沁み入り、炎天と汗の中で墓石に水打
ちしたものです。しかし、今回は蝉の声

今回(2010年)は、三・○神が合体し、弟

も少なく、昔のようでなかったのです。

とカナエちゃんが結婚して以来、初めて

寂しい気がしました。蝉よ蝉よ、どこへ

の墓参りでした。それを、ご先祖に報告

行ったのだ。蜜蜂のように、地球温暖化

したわけです。私の両親が亡くなるまで

の影響で、どこかへ消えたのか。墓参り

は、墓参りをすると、必ずドロンチョ

に、蝉が少ないと寂しいんだよ。

先祖が36人出て来て、まとわりついたも

そう思っていると、「そのかわり、先

ので す。私が、どんなに説得しても、

祖が一杯増えたから、ええやないか。ミ

全く改心しませんでした。「子孫の分際

ーン。ミーン」。ふざけた先祖が、ふい

(ぶんざ い)で、なに偉そうに言うてる

にやって来ました。「誰じゃい？」と思

ねん......」
。いつも、この調子です。しか

っていると、母親の霊でした。相変わら

し、母親 が亡くなり、父親も亡くなる

ず、生きても死んでも、面白い母親で

と、全く来なくなったのです。と言うよ

す。毎年、院主さんの読経が始まり、私

り、母親に霊 界で直接説得され、父親

が焼香した後は、弟や妹の夫、妹の息子

にしっかり導かれ、皆さん改心していい
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達が焼香します。その時、私は椅子から

霊界に行ったので す。

足を伸ばし、必ず靴でお尻をつつきま

今年は、父親の「B さん」の十三回忌で

す。皆、クスクス笑うのですが、それは

す。ドロンチョ先祖36人が去った後

母親の大ママさんが、祈りを受け取った

は、毎年墓参りをすると、赤紫の光源が

という、親しみをこめた合図なのです。

グワーンと来て、年々強烈なパワーに進

毎回、こんなおかしい墓参りをしてるわ

化 していました。今年も、そうかと思

けです。

いきや、全く違ったのです。清々しく、
清涼な 気が墓石から流れて来ました。

今回は、三す神が合体し、弟とカナエ

不思議に思っていると、父親と共に、3

ちゃんが結婚して以来、初めての墓参り

人の先祖が 墓石の上に立ち、こう言い

でした。それを、ご先祖に報告したわけ

ました。

です。私の両親が亡くなるまでは、墓参
りをすると、必ずドロンチョ先祖が36人

「今まで、3千人の先祖軍団がお前を守

出て来て、まとわりついたものです。私

り導いたが、今年から、5千人になる

が、どんなに説得しても、全く改心しま

で。 Ｘ、焦らんでもええで。じっくり

せんでした。「子孫の分際（ぶんざい）

行けよ。その方が、大きい事ができる

で、なに偉そうに言うてるねん……」。

で。お前 の後ろには、何万人、何十万

いつも、この調子です。しかし、母親が

人という人の、尊い一生や人生がかかっ

亡くなり、父親も亡くなると、全く来な

てるのや。大 きく花を咲かさんと、神

くなったのです。と言うより、母親に霊

さまにも、皆さんにも、申し訳が立たん

界で直接説得され、父親にしっかり導か

やろ。

れ、皆さん改心していい霊界に行ったの
です。

続く

今年は、父親の「B さん」の十三回忌 ９

先祖は、皆 守ってるで。寿符や寿符。

です。ドロンチョ先祖36人が去った後

今までやった寿符のおかげで、先祖は平

は、毎年墓参りをすると、赤紫の光源が

均13段階霊格が上がったのや。それで、

グワーンと来て、年々強烈なパワーに進

先祖が一致団結して、神仕組と祖国のた

化していました。今年も、そうかと思い

めに生きるＸを、もっと守りたいと発願

きや、全く違ったのです。清々しく、清

したんや。その結果、今、三・○神合体

涼な気が墓石から流れて来ました。不思

の観音様に許され、今までより、平均50

議に思っていると、父親と共に、３人の

段階も位が上がったのや。だから、清々

先祖が墓石の上に立ち、こう言いまし

しくて清涼な気 が、墓石から流れてる

た。

のや。もっともっと、寿符の偉大さや、

「今まで、３千人の先祖軍団がお前を

素晴らしさを会員さ んに知らせた方が

守り導いたが、今年から、５千人になる

ええ。会員さんの先祖で、わしらと親し

で。Ｘ、焦らんでもええで。じっくり行

い先祖が、何人も嘆願に 来たんや。わ

けよ。その方が、大きい事ができるで。

しらに言われても、知らんがな。一応、

お前の後ろには、何万人、何十万人とい

お前に伝えておくで。ほな、 今年も寿

う人の、尊い一生や人生がかかってるの

符頼むで。忘れんといてやあ!」
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や。大きく花を咲かさんと、神さまに

スッと、3人の先祖が体から離れると、2

も、皆さんにも、申し訳が立たんやろ。

千人位の先祖集団が、色あせた寿符を

先祖は、皆守ってるで。寿符や寿符。今

手にもって、ニコニコしながら去って行

までやった寿符のおかげで、先祖は平均

きました。

13段階霊格が上がったのや。それで、先

なる程。毎年の寿符の潔斎は、寿符のバ

祖が一致団結して、神仕組と祖国のため

ッテリーチャージになるのか。それで、

に生きるＸを、もっと守りたいと発願し

先祖霊団の数を増やし、質を高め、霊団

たんや。その結果、今、三す神合体の観

を強化する訳か。会員の皆さんの先祖霊

音様に許され、今までより、平均50段階

団も、子孫をより強力に守る発願をすれ

も位が上がったのや。だから、清々しく

ば、今年は三・○神合体の観音がそれを

て清涼な気が、墓石から流れてるのや。

許し、 ガーンと霊格や霊威が上がるは

もっともっと、寿符の偉大さや、素晴ら

ずです。

しさを会員さんに知らせた方がええ。会

是非、今年の19代前までの先祖供養で、

員さんの先祖で、わしらと親しい先祖

それを先祖達に言上して下さい。そし

が、何人も嘆願に来たんや。わしらに言

さん す しん

われても、知らんがな。一応、お前に伝

て、三・○神に祈りをこめ、寿符をその

えておくで。ほな、今年も寿符頼むで。

先祖のために申し込むのです。寿符のバ

忘れんといてやあ！」

ッテ リーが切れ、焦ってる先祖が相当

スッと、３人の先祖が体から離れる

数居るようです。何だか気持ちがそわそ

と、２千人位の先祖集団が、色あせた寿

わする会 員は、それが原因だと思いま

符を手にもって、ニコニコしながら去っ

す。そうでない会員も、神と祖霊と子孫

て行きました。

の連携が、最 も大きな守護や導きを受

なる程。毎年の寿符の潔斎は、寿符の

けることを、深く知って下さい。そんな

バッテリーチャージになるのか。それ

自覚や敬意があってこそ、寿符や先祖供

で、先祖霊団の数を増やし、質を高め、

養に対する祈りが、本物になるのです。

霊団を強化する訳か。会員の皆さんの先

(後略)

祖霊団も、子孫をより強力に守る発願を

------------------------------

すれば、今年は三す神合体の観音がそれ

B さんと

を許し、ガーンと霊格や霊威が上がるは

会員先祖

ずです。是非、今年の19代前までの先祖

嘆願す

供養で、それを先祖達に言上して下さ

寿符の奉納

い。そして、三す神に祈りをこめ、寿符

忘れんといて

をその先祖のために申し込むのです。寿
符のバッテリーが切れ、焦ってる先祖が
相当数居るようです。何だか気持ちがそ
わそわする会員は、それが原因だと思い
ます。そうでない会員も、神と祖霊と子
孫の連携が、最も大きな守護や導きを受
けることを、深く知って下さい。そんな
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自覚や敬意があってこそ、寿符や先祖供
養に対する祈りが、本物になるのです。
以上が、私が８月７日に墓参りした時
に、私の先祖から伝え聞いた、皆様の先
祖のメッセージです。くれぐれも、他人
の先祖を経由せず、皆さんと先祖が直接
コミュニケーションして、良き先祖供養
のお盆を迎えられますよう、衷心よりお
願い申し上げます。
７

Ａ

Ａ・メールマガジン vol.1857 ===== １０

Ａ・メールマガジン vol.1857 =====

========= 2017/7/30

========= 2017/7/30

１週間前に出したかった、浜松エリア本

１週間前に出したかった、浜松エリア本

部奉鎮祭のこと。

部奉鎮祭のこと。

7月24日午前５時頃、ダイヤモンドプ

7月24日午前５時頃、ダイヤモンドプ

ラチナ黄金（おうごん）浜松エリア本部

ラチナ黄金（おうごん）浜松エリア本部

の奉鎮祭が、無事に終了しました。浜松

の奉鎮祭が、無事に終了しました。浜松

エリア本部の建物全体に、降臨された神

エリア本部の建物全体に、降臨された神

様の霊威が行き渡っています。

様の霊威が行き渡っています。

ご神名を、大威徳黒青龍王（だいいと

ご神名を、大威徳黒青龍王（だいいと

くこくせいりゅうおう）国常立尊荒魂ヤ

くこくせいりゅうおう）国常立尊荒魂ヤ

ハウエ之大神と申し上げます。15万キロ

ハウエ之大神と申し上げます。15万キロ

メートルの大龍王ですが、あまりに大き

メートルの大龍王ですが、あまりに大き

すぎるので、３メートルの神姿（しん

すぎるので、３メートルの神姿（しん

し）となって現れるのです。

し）となって現れるのです。

さっそく、奉鎮祭で出されたご神示を

さっそく、奉鎮祭で出されたご神示を

明かします。このメルマガの後半をご覧

明かします。このメルマガの後半をご覧

ください。

ください。

７月25日から、浜松エリア本部のご神

７月25日から、浜松エリア本部のご神

前の参拝を受け付けています。エリア本

前の参拝を受け付けています。エリア本

部の建立寄進に奉賛された方は、ぜひお

部の建立寄進に奉賛された方は、ぜひお

越し下さい。

越し下さい。

また、エリア本部の建立寄進は、いっ

また、エリア本部の建立寄進は、いっ

たん締め切りましたが、受付を再開し、

たん締め切りましたが、受付を再開し、

８月いっぱいまで受け付けます。あまり

８月いっぱいまで受け付けます。あまり

に偉大なる神様なので、一人でも多くの

に偉大なる神様なので、一人でも多くの

方に、このご神徳と霊流を授かっていた

方に、このご神徳と霊流を授かっていた
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だきたいからです。

だきたいからです。

しかしながら、一時的退役養生エンゼ

しかしながら、一時的退役養生エンゼ

ルの方は、もうしばらく参拝をご遠慮く

ルの方は、もうしばらく参拝をご遠慮く

ださい。本当は、このメルマガは7月24

ださい。本当は、このメルマガは7月24

日に出したかったのですが、7月26日の

日に出したかったのですが、7月26日の

椿山荘のローンチパーティー、7月27日

椿山荘のローンチパーティー、7月27日

の芙蓉亭でのパーティーと続き、神様が

の芙蓉亭でのパーティーと続き、神様が

28日以後に出せとおっしゃったのです。

28日以後に出せとおっしゃったのです。

退役養生エンゼルの、邪霊団が飛来する

退役養生エンゼルの、邪霊団が飛来する

からです。退役養生の皆さんの救済策に

からです。退役養生の皆さんの救済策に

ついては、次のメルマガで…。

ついては、次のメルマガで…。
-----------------

Ａ

現役中
玉串奉仕
捧げても
今も邪霊が

2017年7月24日

憑いているなり

ダイヤモンドプラチナ黄金 浜松エリア
本部 奉鎮祭神示
浜松の本当の産土神とは…。
遠く紀元前のユダヤ十二部族の内、
シメオン族の本隊が
海と陸路を経てこの地に定着し、
浜松に部族長が居住し、
城を構え、
小国を作り、
この地域を治めたのである。
シメオン族の旗印を見れば解るように
剣（つるぎ）と酒、
即ち戦さと団結、
向上と征服
そして、神への忠誠こそが
シメオン族の性質であり、
三河武士の気質も
浜松人の気質も
ここがルーツなのである。
これが遠州人の気質の源でもある。
そして、そのシメオン族を守り、導き、
親神として
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常に信仰対象であった
ヤーベの神は、
シメオン族の気質と同化した荒魂であ
り、
戦いや征服にふさわしい、
黒青龍王となって
守り導いたのである。
それは、
実は三万年前からこの地に住み、
浜名湖の前身遠津淡海（とおつおうみ）
で
漁や狩猟、
物物交換などして暮らしていた、
新石器や縄文前期の部族
約七十三部族を
ことごとく征服して治めたのである。
三千年前に
今の浜名湖の形が完成したのも
偶然ではない。
その時に、シメオン族によって、
この地方の部族統一ができたのである。
それが長い歴史と
葛藤の因縁の始まりである。
戦国の世を平定して、
江戸幕府を作ったのは
国常立尊であり、
奇魂は織田信長
幸魂は豊臣秀吉
和魂は天皇家
荒魂は徳川家康に
おかかりになり、
天下を平定されたのである。
荒魂とは、
武勇と忍耐の霊威として表われる。
それが家康の働きであり、
荒魂が物事を完成成就に導くのである。
浜松には
シメオン族の旗印に集う
三大龍神と
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十大惑星と北極星
大熊座、小熊座以外にも、
火星、冥王星、天王星、木星、月の
強い作用が利（き）いている。
三大龍神とは
浜名湖に住む
北極星から来た白青龍
三万年前から集う
流星から来た紫雲龍
一万年前から琵琶湖より往来する
金龍神である。
白青龍は４・５ｋｍ
紫雲龍は18ｋｍ
金龍神は45ｋｍである。
しかし、浜松の本当の産土神とは、
それらを全て統括し、
全ての争いやもめ事を鎮める
艮金神国常立尊の荒魂であり、
ヤハウェの荒魂でもある、
大威徳黒青龍王（だいいとくこくせいり
ゅうおう）である。
身丈十五万キロメートルの大金神で、
大威徳を発揮し、
三キロから十五キロに縮小し、
三百メートル、
三メートルの
神姿となって現われるのである。
シメオン族の三代目部族長に
ダビデ王（Ｘ）が生まれ替わり、
このあたり一帯を平定したのである。
その後シメオン族は
戦さや動乱の時に
時代の表に現われ、
世を平定する役（神契）をさずかり、
時代時代に、
新たな旗印をかかげて立ち上がるために
五十三氏族に別れたのである。
楠木家も、
織田家も、
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秀吉の出自も、
徳川家も、
源氏も、
真田家も
九割の武勇の誉れ高き家は
その末裔（まつえい）である。
シメオン族を守り導き、
同化したヤーベの神が
代々その末裔を守り導き、
時代の使命を全うさせて来たのである。

三千年の神仕組の一端を知る
良き神開きであった
ヤーベ神姿
８

Ａ・メールマガジン vol.859

１１

http://以下省略

「琵琶湖から、霊界先祖通信と、先祖達
の新しいトレンドの紹介。
」

「灯籠流し」の 霊界実況中継

「今朝４時すぎ、神主衣装に着替え、灯

灯籠流しでは、毎年、ご先祖様たちのに

籠流しを取り次ごうとしました。大文字

ぎやかな会話を、Ａ先生が実況中継して

の井桁にも火をつけ、『行こう』と思っ

くださいます。新しい会員の方のため

た瞬間のことです。急に、頭が真っ白に

に、2010年、琵琶湖で行われた灯籠流

なり、パタッと床に倒れました。そし

しの様子をご紹介いた します。Ａ・メ

て、手足や顔が急に、パンパンにむくみ

ールマガジン vol.859「琵琶湖から、霊

始めたのです。

界先祖通信と、先祖達の新しいトレンド

これは、おかしい。何かがおかしい…

の紹介。」(2009/08/18)からの抜粋で

…。ご先祖さんは、『じゅふ、じゅふ、

す。

じゅふ、じゅふ』と合唱して、喜んで待
っている。大文字の火も燃やしてるの

「今朝4時すぎ、神主衣装に着替え、灯

に、なんで倒されるのか？ 何かがおか

籠流しを取り次ごうとしました。大文字

しい。

の 井桁にも火をつけ、
『行こう』と思っ

そこで、集計を取り寄せました。何か、

た瞬間のことです。急に、頭が真っ白に

ヒントがあるはずと思ったからです。す

なり、 パタッと床に倒れました。そし

ると、去年は現地、衛星合わせて7600

て、手足や顔が急に、パンパンにむくみ

人が灯籠流しに来ました。ところが、今

始めたので す。

年は現地、衛星の参加者が3800人だっ

これは、おかしい。何かがおかし

たのです。去年と比べると、ピッタリ半

い......。ご先祖さんは、『じゅふ、じゅ
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分の人数です。

ふ、じ ゅふ、じゅふ』と合唱して、喜

そして、この集計を見た瞬間、関東、関

んで待っている。大文字の火も燃やして

西、名古屋のエリア議長の先祖と、頑張

るのに、なんで倒されるのか? 何かがお

ってる支部長の先祖、合計30人の先祖が

かしい。

出てきました。会員の先祖代表として、

そこで、集計を取り寄せました。何か、

この30人がやってきたのです。

ヒントがあるはずと思ったからです。す

『情けない子孫め。灯籠流しとは、子孫

ると、去年は現地、衛星合わせて7600

に見送られてこそ、意味があるものじ

人が灯籠流しに来ました。ところが、今

ゃ。それを、人任せにするなど、もって

年は 現地、衛星の参加者が3800人だっ

のほか。人任せの供養など、どこに真心

たのです。去年と比べると、ピッタリ半

があるのか。供養の真心がなくては、灯

分の人数 です。

籠流しも、送り火も、意味はないもの

そして、この集計を見た瞬間、関東、関

ぞ』

西、名古屋のエリア議長の先祖と、頑張

『無精な子孫が、情けのうござる。他人

ってる支部長の先祖、合計30人の先祖が

様にお任せして、自分はぐっすり寝てる

出てきました。会員の先祖代表として、

とは、何事じゃ。申し込みだけして、ぐ

この30人がやってきたのです。

っすり寝る、真心のない無精な子孫が情
けない。ああ、本当に情けない……』

続く

このように怒り、嘆いている先祖が、約 １２

『情けない子孫め。灯籠流しとは、子孫

４万人ぐらいいます。その代表として、

に見送られてこそ、意味があるものじ

30人が私の所へ談判に来たわけです。そ

ゃ。 それを、人任せにするなど、もっ

れで、頭が真っ白になり、体中がむく

てのほか。人任せの供養など、どこに真

み、バタッと倒れたのです。

心があるのか。供養の真心がなくては、

もちろん、私は、すぐに取り次ぎたかっ

灯籠流しも、送り火も、意味はないもの

たのです。せっかく、700人が現地に来

ぞ』

たのに、本当に申し訳ない。この700人

『無精な子孫が、情けのうござる。他人

には、何の問題もないのです。実際、こ

様にお任せして、自分はぐっすり寝てる

の人達の先祖は、『じゅふ、じゅふ、じ

と は、何事じゃ。申し込みだけして、

ゅふ』と合唱し、大いに喜んでたのです

ぐっすり寝る、真心のない無精な子孫が

から。

情けな い。ああ、本当に情けない......』

しかし、４万人の先祖が怒ってる状態で

このように怒り、嘆いている先祖が、約

は、到底取り次ぐことはできません。で

4万人ぐらいいます。その代表として、

すから、今晩８時半から、寿符の焚き上

30人が私の所へ談判に来たわけです。そ

げと灯籠流しを始めます。
（中略）

れで、頭が真っ白になり、体中がむく

先祖霊は、子孫に直接見送ってもらうの

み、 バタッと倒れたのです。

が、何よりも嬉しいのです。逆に、見送

もちろん、私は、すぐに取り次ぎたかっ

る子孫がない灯籠流しは、あまり意味が

たのです。せっかく、700人が現地に来

なく、淋しく、わびしいものです。ま

たのに、本当に申し訳ない。この700人

た、毎年の灯籠流しで、親しくなった会

には、何の問題もないのです。実際、こ
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員の先祖同士が、仲良く会話していま

の人達の先祖は、『じゅふ、じゅふ、じ

す。『ああ、お宅の子孫は、今年は来て

ゅふ』と合唱し、大いに喜んでたのです

ませんなあ？』『いやいや、お恥ずかし

から。

い。お宅の子孫は、今年は家族連れです

しかし、4万人の先祖が怒ってる状態で

な……。うらやましい限りです』、など

は、到底取り次ぐことはできません。で

と会話してます。

すから、今晩8時半から、寿符の焚き上

また、こんな会話も聞こえました。

げと灯籠流しを始めます。

『どうやら、われわれは、苗字も出身地

（中略）

も違うが、楠木正成の子孫のようです

どうやら、毎年位が上がる先祖達は、予

な』

知力や外交力、根回し力や団結力が上が

『どうやら、そのようですな。では、お

り、この灯籠流しを、同じ一族が出会う

互いの子孫に働きかけ、新しい支部を発

社交場にしてるようです。だから、よけ

願させましょう』『うむ。それは良い考

いに子孫が来なかったり、他の家の子孫

えじゃ。その後、半年もすると、同じ一

が熱心だと、腹が立ったり、淋しい思い

族の末裔が支部にやってくる』『そうじ

をするのでしょう。これらの事は、今年

ゃ、そうじゃ。ゾクゾクとやってくる

はじめて知ったことです。

ぞ。と言うより、わしらが導くのじゃが

こういう、灯籠舟に乗る先祖たちの、気

なー』『それで……、１年後にやって来

持ちを考えてあげて下さい。
」

る、精悍な若者と、わしのカワイイ…

-------------------

…、少し年は取ってるが……、けなげな

振霊会

子孫が結婚するのじゃ』『なるほど、そ

現地人数

れで、あのしつこい結婚祈願が、成就す

少なくて

るわけじゃな……』『まあ、そういうこ

先祖が嘆く

とじゃ。わっはっはっはっ、同じ一族じ

ああ、情けない

ゃから、会って話をすると、すぐにピン
と来るものがある』『なるほど、ごもっ

淋しいよ

ともじゃ。本当は、わしらが働きかける

現地に来ない

からこそ、ピンと来るのじゃがな。わっ

子孫たち

はっはっ』『その通りじゃ。わっはっは

情けなくて

っはっ』

腹が立つよ

こんな会話を、実際に３組ぐらい聞きま
した。あとの２組は、菅原道真の子孫
と、新田義貞の子孫でした。どうやら、
毎年位が上がる先祖達は、予知力や外交
力、根回し力や団結力が上がり、この灯
籠流しを、同じ一族が出会う社交場にし
てるようです。だから、よけいに子孫が
来なかったり、他の家の子孫が熱心だ
と、腹が立ったり、淋しい思いをするの
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でしょう。これらの事は、今年はじめて
知ったことです。
こういう、灯籠舟に乗る先祖たちの、気
持ちを考えてあげて下さい。
」
９

Ａ・メールマガジン vol.1867 ===== １３

Ａ・メールマガジン vol.1867 =====

========= 2017/8/8

========= 2017/8/8

琴座のあとの書店様。

琴座のあとの書店様。

琴座星雲からやってくる、瑞祥の妙気

琴座星雲からやってくる、瑞祥の妙気

に包まれています。気持ち良くて、おめ

に包まれています。気持ち良くて、おめ

めがハッピーのままです。われに帰るの

めがハッピーのままです。われに帰るの

がもったいなくて、しばらく恍惚とし

がもったいなくて、しばらく恍惚とし

て、だんだん現実に帰って仕事してま

て、だんだん現実に帰って仕事してま

す。

す。

ところで、全国の書店で、キャンディ

ところで、全国の書店で、キャンディ

タイムの時計が買えるようになりまし

タイムの時計が買えるようになりまし

た。地方の方も、現物を見ながら選んで

た。地方の方も、現物を見ながら選んで

いただけるのです。キャンディタイムは

いただけるのです。キャンディタイムは

カラフルで、遊び心があり、値段が安す

カラフルで、遊び心があり、値段が安す

安すで種類も豊富です。夏には特にいい

安すで種類も豊富です。夏には特にいい

と思います。ぜひお近くの書店でお買い

と思います。ぜひお近くの書店でお買い

求めください。

求めください。

なかには、キャンディタイムのコーナ

なかには、キャンディタイムのコーナ

ーに、元気のない書店もあります。そう

ーに、元気のない書店もあります。そう

いうところは、特に褒めたたえて活気づ

いうところは、特に褒めたたえて活気づ

けてください。お願いいたします。

けてください。お願いいたします。

追記で、全国の取り扱い書店一覧をご

追記で、全国の取り扱い書店一覧をご

紹介します。また、こことここの書店に

紹介します。また、こことここの書店に

元気がない、というのもお知らせしま

元気がない、というのもお知らせしま

す。 Ａ

す。
----------------------------------本屋にて
時計買い取り
忖度し

【追記】

サクラで並ぶ

「キャンディタイム」取り扱い書店一
覧
（★マークのついているのが、キャンデ
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エンゼルの夏

ィタイムコーナーに元気のない書店で
す。 ぜひ行ってみてください）

（関東）
★大盛堂書店（東京都渋谷区宇田川町）
★精美堂書店（東京都練馬区練馬）
★TSUTAYA 福生店（東京都福生市本
町）
★ブックスページワン イトーヨーカ堂
赤羽店（東京都北区赤羽西）
T'S Book（埼玉県川越市新宿町）
宮脇書店 越谷店（埼玉県越谷市東大
沢）
旭屋書店 新越谷店（埼玉県越谷市南
越谷）
有隣堂 シャポー市川店（千葉県市川
市 市川）
リブロ東戸塚店（神奈川県横浜市戸塚
区信濃町）
★住吉書房 東戸塚店（神奈川県横浜市
戸塚区川上町）
★といだ書店（神奈川県茅ヶ崎市若松
町）
★有隣堂 ミウィ橋本店（神奈川県相模
原市緑区橋本）
★Books-Q（山梨県富士吉田市上吉田）
柳正堂書店 オギノバリオ店（山梨県
甲府市朝気）
ブックスステーション（山梨県都留市
田野倉）
★煥乎堂（群馬県前橋市）
TSUTAYA 清水春日店（静岡県静岡
市清水区春日）
《８月から展開予定の書店》
◎文教堂書店 三郷店（埼玉県三郷市）
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（関西）
笹部書店（大阪府豊中市新千里西町）
★マザーブックス（大阪府羽曳野市栄
町）
★流泉書房 パティオ店（兵庫県神戸市
須磨区中落合）
★ブックランドサンクス宝塚 ソリオ店
（兵庫県宝塚市栄町）
★ブックアベニュー紀州屋（和歌山県和
歌山市延時）

（中部）
磨里書房 アスナル店（愛知県名古屋
市中区金山）
鎌倉文庫 栄店（愛知県名古屋市中区
栄）
コミカルハウス 名駅店（愛知県名古
屋市中村区名駅）
コミカルハウス 藤が丘店（愛知県名
古屋市名東区明が丘）
★水野書店（愛知県名古屋市南区平子）
那須書店 陣中店（愛知県豊田市陣中
町）
★豊川堂 カルミア店（愛知県豊橋市花
田町）
★コミカルハウス 関店（岐阜県関市倉
知）
★山谷書店（富山県黒部市）
★岡森書店 白鳳店（三重県伊賀市平野
西町）
《８月から展開予定の書店》
◎光書店 大治店（愛知県海部郡大治
町）
◎ツタヤ 瀬戸店（愛知県瀬戸市西本地
町）
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◎ツタヤ ウイングタウン岡崎店（愛知
県岡崎市羽根町）
◎ツタヤ 桑名店（三重県桑名市安永九
区割）
◎ツタヤ 鈴鹿店（三重県 鈴鹿市道伯
町）

（北海道）
★紀伊國屋書店 札幌本店（札幌市中央
区北5条西）
コーチャンフォー 新川通り店（札幌
市北区新川3条）
栄好堂 美原店（北海道函館市美原）
しんどう書店 ステイ店（北海道苫小
牧市三光町）

（東北）
★TSUTAYA 仙台荒井店（仙台市若林
区南小泉字梅木）
★成田本店 サンロード店（青森県青森
市緑）
金入 下田店（青森県上北郡おいらせ
町）
★岩瀬書店ヨークベニマル 福島西店
（福島県福島市八島田字琵琶渕）
宮脇書店 ヨークタウン野田店（福島
県福島市野田町）

（中四国）
★未来屋書店 岡山店（岡山県岡山市北
区下石井）
★津山ブックセンター イオン店（岡山
県津山市河辺）
★BookYared CHAPTER３店（鳥取県
米子市上福原）
宮脇書店 徳山店（山口県周南市周
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陽）

（九州・沖縄）
紀伊國屋書店 天神イムズ店（福岡県
福岡市中央区天神）
★福岡金文堂 姪浜南店（福岡県福岡市
西区内浜）
ＢＯＯＫＳあんとく みずま店（福岡
県久留米市三瀦町）
★白石書店本店（福岡県北九州市八幡西
区力丸町）
蔦屋書店イオンモール筑紫野（福岡県
筑紫野市立明寺）
福岡金文堂 志摩店（福岡県糸島市志
摩津和崎）
福岡金文堂 行橋店（福岡県行橋市西
宮市）
★福岡金文堂 ゆめモール筑後店（福岡
県筑後市前津）
★福岡金文堂大川店（福岡県大川市上巻
字野口）
金明堂書店 日野店（長崎県佐世保市
日野町）
好文堂書店（長崎県長崎市浜町）
ＢＯＯＫＳあんとく やまが店（熊本
県山鹿市山鹿字黒田）
エトワス小禄店（沖縄県那覇市宇栄
原）
《８月から展開予定の書店》
◎金明堂書店 京町店（長崎県佐世保市
下京町）
◎明屋書店 日田店（大分県日田市大字
十二町）
１０

Ａ・メールマガジン vol.1883 ===== １４

Ａ・メールマガジン vol.1883 =====

========= 2017/8/23

========= 2017/8/23

安倍内閣の支持率が回復。そして、日食

安倍内閣の支持率が回復。そして、日食
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がこわい！

がこわい！

氷見で、神事の最後に「今日から、日

氷見で、神事の最後に「今日から、日

本の国政も世界も変わり始める」
、
「今日

本の国政も世界も変わり始める」
、
「今日

から明日にかけて証が出て、１ヶ月間証

から明日にかけて証が出て、１ヶ月間証

がずっと出続ける」と神示されました

がずっと出続ける」と神示されました

が、すでに証が出ています。

が、すでに証が出ています。

40年前に新記録となった、東京の８月

40年前に新記録となった、東京の８月

連続22日間の雨は、21日間で途切れま

連続22日間の雨は、21日間で途切れま

した。氷見神業の取次が始まった８月22

した。氷見神業の取次が始まった８月22

日（火）から晴れたのです。それでも、

日（火）から晴れたのです。それでも、

これは歴代２位の記録なのです。

これは歴代２位の記録なのです。

また、安倍内閣の支持率が、氷見にい

（中略）

る間に回復しました。８月19、20日の

なお、「世界で一番の悪（ワル）は、

世論調査で、支持率が43・8％になった

陰で糸を引いてる中国が、圧倒的に一番

のです。まだ不支持率が49・0％です

の悪（ワル）だよ」と、氷見の神様がお

が、４ヶ月ぶりの上昇です。

っしゃってました。そう神示されるとい

また、森友問題の籠池氏が再逮捕され

うことは、何か変化があるのでしょう。

ました。森友の払い下げ以外に、幼稚園

しかし、敵対する祈りでは神様は動きま

でも詐欺や横領があったことがわかり、

せん。これも、惟神（かんながら）のま

嘘つきだったということが明らかになっ

にまに、いい方へ向かうよう祈るは゛か

てきたのです。

りです。

加計問題も、愛媛県今治市が15年間も

ところで、８月21日に米国で皆既日食

新設してほしいと誘致したのに、獣医師

がありました。米本土では38年ぶり、米

連盟から献金を受け、獣医師連盟と癒着

国本土を横断する皆既日食としては、99

した議員が、加計問題を叩いていたこと

年ぶりです。

が明らかになってきました。獣医師連盟

占星術的には、日食は暗殺という意味

は、獣医が増えると商売が上がったりに

があります。とはいえ、日食の日に起き

なるからと、獣医を増やすことに反対し

るのではなく、翌月とか、数ヶ月後くら

てたのです。しかし、実際はひとたび鳥

いに暗殺が起きることが多いのです。ま

インフルエンザや口蹄疫などが起きた

た、日食があった国で暗殺が起きるとは

ら、獣医が全然足りないのです。そのた

限りません。

め、愛媛県の獣医師は獣医師連盟に反発
し、連盟離れが始まっています。

では、38年前と99年前は何があった
のか調べると、99年前の1918年は、日

米国では、氷見神業が始まった日に、

食の翌月、ロシアで最後の皇帝ニコライ

トランプ大統領の白人至上主義の側近が

２世が銃殺されました。38年前の1979

更迭されました。トランプ政権も、ます

年は、翌月にイラン革命があり、数ヶ月

ますいい方へ導かれるよう、引き続き祈

後に韓国の朴正煕大統領が暗殺されまし

りたいと思います。

た。他にも、リンカーンやジョン・F・
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なお、「世界で一番の悪（ワル）は、

ケネディ、イスラエルのラビン首相、ま

陰で糸を引いてる中国が、圧倒的に一番

た伊藤博文、原敬、犬養毅、高橋是清の

の悪（ワル）だよ」と、氷見の神様がお

暗殺も、日食のあとに起きています。

っしゃってました。そう神示されるとい
うことは、何か変化があるのでしょう。
しかし、敵対する祈りでは神様は動きま
せん。これも、惟神（かんながら）のま

●1865年4月25日 日食
1865年4月15日 リンカーン大統領
暗殺

にまに、いい方へ向かうよう祈るばかり
です。

続く

ところで、８月21日に米国で皆既日食 １５
がありました。米本土では38年ぶり、米
国本土を横断する皆既日食としては、99

●1909年6月17日 日食（ロシア、カナ
ダ、グリーンランド）
1909年10月26日 伊藤博文暗殺

年ぶりです。
占星術的には、日食は暗殺という意味

●1914年2月25日 日食

があります。とはいえ、日食の日に起き

1914年6月28日 オーストリア皇太

るのではなく、翌月とか、数ヶ月後くら

子夫妻がサラエボで暗殺。第一次大戦の

いに暗殺が起きることが多いのです。

引き金となる。

また、日食があった国で暗殺が起きると
は限りません。

●1918年6月8日 皆既日食（99年前。

では、38年前と99年前は何があった

米国本土を横断する皆既日食）

のか調べると、99年前の1918年は、日

1918年7月17日 ロシア・エカテリ

食の翌月、ロシアで最後の皇帝ニコライ

ンブルクのイパチェフ館に監禁されてい

２世が銃殺されました。38年前の1979

た、元ロシア皇帝ニコライ２世とその家

年は、翌月にイラン革命があり、数ヶ月

族５人、従者４人が銃殺された。

後に韓国の朴正煕大統領が暗殺されまし
た。他にも、リンカーンやジョン・F・
ケネディ、イスラエルのラビン首相、ま

●1921年10月1日（南極付近）
1921年11月4日 原敬首相暗殺

た伊藤博文、原敬、犬養毅、高橋是清の
暗殺も、日食のあとに起きています。

●1932年3月7日 日食（南極付近）
1932年5月15日

犬養毅首相暗殺

（五・一五事件）
●1865年4月25日 日食
1865年4月15日 リンカーン大統領暗
殺

●1935年12月25日 日食（南極付近）
1936年2月26日 高橋是清首相暗殺
（二・二六事件）

●1909年6月17日 日食（ロシア、カナ

●1963年7月20日（日本時間21日） 米

ダ、グリーンランド）

国を横断した日食。日本でも観測。

1909年10月26日 伊藤博文暗殺

1963年11月22日 ジョン・F・ケネ
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ディ大統領暗殺
●1914年2月25日 日食

●1979年2月26日 日食（38年前の米国

1914年6月28日 オーストリア皇太子
夫妻がサラエボで暗殺。第一次大戦

を横断する日食）
1979年1月16日 イランのパフラヴ

の引き金となる。

ィー国王が亡命
1979年2月1日 イラン革命
●1979年8月22日 日食（南極付近）

●1918年6月8日 皆既日食（99年前。
米国本土を横断する皆既日食）

1979年10月26日 韓国の朴正煕大
統領暗殺

1918年7月17日 ロシア・エカテリ
ンブルクのイパチェフ館に監禁されてい
た、元ロシア皇帝ニコライ２世とその家
族５人、従者４人が銃殺された。

●1995年10月24日 日食（日本付近）
1995年11月4日 イスラエル・ラビ
ン首相暗殺

●1921年10月1日（南極付近）

今回の日食により、暗殺や、戦争の引

1921年11月4日 原敬首相暗殺

き金になる事件が起きないよう、氷見で
も祈りました。しかし、これもまだ祈り
続けねばなりません。

●1932年3月7日 日食（南極付近）
1932年5月15日

---------------

犬養毅首相暗殺

（五・一五事件）

教祖の言うことは眉唾ですが
教祖の祈りは逆の方向に当たるのでこわ
い！

●1935年12月25日 日食（南極付近）
1936年2月26日

高橋是清首相暗殺

（二・二六事件）

麻原や
小保方褒めた
過去がある
教祖言うこと
当てにならぬよ

●1963年7月20日（日本時間21日） 米
国を横断した日食。日本でも観測。

日食後

1963年11月22日 ジョン・F・ケネ
ディ大統領暗殺

暗殺・戦争
起こるなら
教祖の祈り
届いた証

●1979年2月26日 日食（38年前の米国
を横断する日食）
1979年1月16日 イランのパフラヴ
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ィー国王が亡命
1979年2月1日 イラン革命
●1979年8月22日 日食（南極付近）
1979年10月26日 韓国の朴正煕大統
領暗殺

●1995年10月24日 日食（日本付近）
1995年11月4日 イスラエル・ラビン
首相暗殺

今回の日食により、暗殺や、戦争の引
き金になる事件が起きないよう、氷見で
も祈りました。しかし、これもまだ祈り
続けねばなりません。 Ａ
１１

Ａ・メールマガジン vol.1884 ===== １６

Ａ・メールマガジン vol.1884 =====

========= 2017/9/6

========= 2017/9/6

時計の基本知識を、正しく深めよう！

時計の基本知識を、正しく深めよう！

HANDA Watch World に、こんなク
レームがありました。

HANDA Watch World に、こんなク
レームがありました。

メモリジンの六十数万円の時計を買っ

メモリジンの六十数万円の時計を買っ

たところ、２週間でストラップにサビが

たところ、２週間でストラップにサビが

出たそうです。修理の依頼でしたが、保

出たそうです。修理の依頼でしたが、保

証期間内なので、ストラップとケースを

証期間内なので、ストラップとケースを

無償で交換することにしました。する

無償で交換することにしました。する

と、今度は修理ではなく、返金してほし

と、今度は修理ではなく、返金してほし

いと言われました。

いと言われました。

「本当はカルティエか、ブランパンを買

「本当はカルティエか、ブランパンを買

うつもりでしたが、Ａ先生のところの方

うつもりでしたが、Ａ先生のところの方

がいいかと思い、買ったのですが、ショ

がいいかと思い、買ったのですが、ショ

ックです。２週間使いましたが、不信感

ックです。２週間使いましたが、不信感

を持ったので、修理ではなく返金してく

を持ったので、修理ではなく返金してく

ださい。本来なら消費者センターに行く

ださい。本来なら消費者センターに行く

所ですが、自分は26年会員をしてるの

所ですが、自分は26年会員をしてるの

で、消費者センターではなくお店に言い

で、消費者センターではなくお店に言い
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ます」とのコメントでした。

ます」とのコメントでした。

この方は、時計の基礎知識がなさすぎ

この方は、時計の基礎知識がなさすぎ

るようです。消費者センターの何たるか

るようです。消費者センターの何たるか

も、ご存知ないようです。

も、ご存知ないようです。

メモリジンは、世界でトップ３の時計

メモリジンは、世界でトップ３の時計

ジャーナリストの広田さんが、「肝心な

ジャーナリストの広田さんが、「肝心な

部分にはお金と手間ひまをかけている、

部分にはお金と手間ひまをかけている、

いい時計です」と、評価しています。

いい時計です」と、評価しています。H

HANDA Watch World で、何百本も売

ANDA Watch World で、何百本も売っ

ってますが、こういう例は今回が初めて

てますが、こういう例は今回が初めてで

です。

す。

しかし、業界３位のカミネの店長や、

しかし、業界３位のカミネの店長や、

４位のアイアイイスズの店長によると、

４位のアイアイイスズの店長によると、

こういうケースはまれにあるそうです。

こういうケースはまれにあるそうです。

それは、ブランドによるのではなく、そ

それは、ブランドによるのではなく、そ

の人の汗の質によって、スチール部分が

の人の汗の質によって、スチール部分が

腐食するくらい、荒れる場合があるので

腐食するくらい、荒れる場合があるので

す。多くの場合は、サビと思いきや垢

す。多くの場合は、サビと思いきや垢

（あか）がたまったものだそうです。

（あか）がたまったものだそうです。

また、時計はネクタイやスーツと同じ

また、時計はネクタイやスーツと同じ

で、毎日使うと汗や垢がついて、くたび

で、毎日使うと汗や垢がついて、くたび

れてきます。特に、夏は毎日きれいに拭

れてきます。特に、夏は毎日きれいに拭

き取り、休ませる必要があります。私も

き取り、休ませる必要があります。私も

同じ時計を３～５日つけてると「休ませ

同じ時計を３～５日つけてると「休ませ

てくれ、休ませてくれ」と時計から声が

てくれ、休ませてくれ」と時計から声が

するのです。それで、時計用の布拭きや

するのです。

レンズクリーナーで、きれいに汗や垢を
拭いて休ませます。時計は、「ありがと

続く

う」と言ってうれしそうです。これは、 １７

それで、時計用の布拭きやレンズクリー

例えではなく本当の話です。こうしない

ナーで、きれいに汗や垢を拭いて休ませ

と、汗や脂や垢がこびりつき、サビのよ

ます。時計は、「ありがとう」と言って

うになるのです。

うれしそうです。これは、例えではなく

これは、高級なネクタイやスーツ、靴

本当の話です。こうしないと、汗や脂や

やバッグと同じです。カシオのG ショッ

垢がこびりつき、サビのようになるので

クやセイコーやシチズンのクオーツ、ラ

す。

ドーのファインセラミックとは違うので
す。

これは、高級なネクタイやスーツ、靴
やバッグと同じです。カシオのG ショッ

機械式時計の魅力は、工芸的、美術

クやセイコーやシチズンのクオーツ、ラ

的、装飾的な魅力のトキメキです。そこ

ドーのファインセラミックとは違うので
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に、三大複雑機構のトゥールビヨン、ミ

す。

ニッツリピーター、エターナルカレンダ

機械式時計の魅力は、工芸的、美術

ーの機能が入ると、職人のハートが宿

的、装飾的な魅力のトキメキです。そこ

り、扱いはいっそう繊細です。

に、三大複雑機構のトゥールビヨン、ミ

私は、あらゆるブランドの時計を250

ニッツリピーター、エターナルカレンダ

本くらい買いましたが、ゼニスの3600

ーの機能が入ると、職人のハートが宿

万円の「コロンブス」という、複雑機構

り、扱いはいっそう繊細です。

の機械式時計は、納品から１日半で止ま

私は、あらゆるブランドの時計を250

りました。ハリー・ウィンストンのオー

本くらい買いましたが、ゼニスの3600

パス14は、世界限定50本で5200万円で

万円の「コロンブス」という、複雑機構

したが、納品から１時間半でこわれまし

の機械式時計は、納品から１日半で止ま

た。しかし、どちらも修理して前者は３

りました。ハリー・ウィンストンのオー

ヶ月、後者は３週間で帰ってきました。

パス14は、世界限定50本で5200万円で

「お帰りなさあーい！」と時計に言う

したが、納品から１時間半でこわれまし

と、
「わあーい、戻って来た！ ウッフッ

た。しかし、どちらも修理して前者は３

フッフ」と言ってました。家族が、旅か

ヶ月、後者は３週間で帰ってきました。

ら帰ってきた感じです。修理に出す時計

「お帰りなさあーい！」と時計に言う

は、一層かわいいのです。これは、比喩

と、
「わあーい、戻って来た！ ウッフッ

（ひゆ）ではなく、職人と自分の分魂が

フッフ」と言ってました。家族が、旅か

宿る時計が、本当にそう言ってたので

ら帰ってきた感じです。修理に出す時計

す。

は、一層かわいいのです。これは、比喩

また、ジラール・ペルゴの世界限定10

（ひゆ）ではなく、職人と自分の分魂が

本、約3200万円のミニッツリピーター

宿る時計が、本当にそう言ってたので

兼トゥールビヨンで、部品までチタン製

す。

のものは10本中の１がきました。大変軽

また、ジラール・ペルゴの世界限定10

くて、ミニッツリピーターの音は本当に

本、約3200万円のミニッツリピーター

良かったのですが、裏返すとトゥールビ

兼トゥールビヨンで、部品までチタン製

ヨンが止まります。トゥールビヨンは、

のものは10本中の１がきました。大変軽

重力に左右されないはずなのですが…。

くて、ミニッツリピーターの音は本当に

それで、No.６に替えてもらったので

良かったのですが、裏返すとトゥールビ

す。No.６の方が、音が一層良かったの

ヨンが止まります。トゥールビヨンは、

です。こういう事は、スイスの高級時計

重力に左右されないはずなのですが…。

でもしばしば起きます。

それで、No.６に替えてもらったので

こういう、
「もろく」て「はかなく」
、

す。No.６の方が、音が一層良かったの

「あやうい」のが機械式複雑機構時計の

です。こういう事は、スイスの高級時計

魅力です。

でもしばしば起きます。

正確さと丈夫さを時計に求めるなら、
G ショックやセイコーの方がお勧めで

続く

す。傷つかず、汚れ難く、チタンとファ １８

こういう、「もろく」て「はかなく」、
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インラセミックなので、サビない時計な

「あやうい」のが機械式複雑機構時計の

ら圧倒的に「ラドー」です。ショックに

魅力です。

強い、落としても平気なスイス機械式時

正確さと丈夫さを時計に求めるなら、

計なら、ゴルフ専用時計の「ヤーマン&

G ショックやセイコーの方がお勧めで

ストゥービ」が一番です。また、ロレッ

す。傷つかず、汚れ難く、チタンとファ

クスも丈夫です。

インラセミックなので、サビない時計な

こういう、丈夫さを売りにする機械式

ら圧倒的に「ラドー」です。ショックに

時計は、決してトゥールビヨンやミニッ

強い、落としても平気なスイス機械式時

ツリピーター、エターナルカレンダーは

計なら、ゴルフ専用時計の「ヤーマン&

作りません。こわれやすくて、繊細微妙

ストゥービ」が一番です。また、ロレッ

だからです。だから、ロレックスには、

クスも丈夫です。

トゥールビヨンやミニッツリピーター、

こういう、丈夫さを売りにする機械式時

エターナルカレンダーほか、ハイゼック

計は、決してトゥールビヨンやミニッツ

のようにジャンピングアワーやスプリッ

リピーター、エターナルカレンダーは作

トセコンドのような複雑系は、一切作ら

りません。こわれやすくて、繊細微妙だ

ないのです。そこが、パテック・フィリ

からです。だから、ロレックスには、ト

ップなどとの大きな違いです。その意味

ゥールビヨンやミニッツリピーター、エ

で、ロレックスは丈夫でいい時計です

ターナルカレンダーほか、ハイゼックの

が、平凡でつまらない時計です。私は、

ようにジャンピングアワーやスプリット

それでも６本持ってますが…。ロンジン

セコンドのような複雑系は、一切作らな

の方が、よほどエレガントでコストパフ

いのです。そこが、パテック・フィリッ

ォーマンスが高く、カッチリと良く作っ

プなどとの大きな違いです。その意味

ています。だから、10万から30万台で

で、ロレックスは丈夫でいい時計です

は、世界一のシェアーなのです。

が、平凡でつまラ（下記注）ない時計で

ところで、歴史を振り返れば、1969

す。私は、それでも６本持ってますが

年に、セイコーが世界初のクオーツウォ

…。ロンジンの方が、よほどエレガント

ッチを発売したあと、クオーツショック

でコストパフォーマンスが高く、カッチ

が起き、スイスの時計メーカーは次々に

リと良く作っています。だから、10万か

倒産しました。しかし、クオーツは正確

ら30万台では、世界一のシェアーなので

で丈夫だが、機械式のような手作り感

す。

や、巻く面白さがないのです。それで、

ところで、歴史を振り返れば、1969

機械式時計が復権したのです。それに対

年に、セイコーが世界初のクオーツウォ

抗して、セイコーも手作りの機械式時

ッチを発売したあと、クオーツショック

計、グランドセイコーを復権させまし

が起き、スイスの時計メーカーは次々に

た。60万円から90万円台のものです。

倒産しました。しかし、クオーツは正確

まじめすぎて、全く面白さはないです

で丈夫だが、機械式のような手作り感

が、正確です。私は、２本持ってます

や、巻く面白さがないのです。それで、

が、外国に行く時しかつけません。

機械式時計が復権したのです。それに対
抗して、セイコーも手作りの機械式時
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そして、トゥールビヨンは、どのブラ

計、グランドセイコーを復権させまし

ンドでもふつうは１千万円以上します。

た。60万円から90万円台のものです。

その価格破壊にチャレンジしたのが、メ

まじめすぎて、全く面白さはないです

モリジンなのです。メモリジンは、千人

が、正確です。私は、２本持ってます

くらい社員がいる、中国一の時計メーカ

が、外国に行く時しかつけません。

ー杭州時計会社（ハンチョー・ウォッ
チ・カンパニー）の、社長の息子さんの

続く

会社です。息子の彼は、アメリカの大学
を卒業して、MBA も持ってるのです。

注:ま◯がここの禁止ワードなので、カ

社員は30人ぐらいです。中国は人件費が

タカナで表記しました。

安いので、スイスより安く作れます。ま １９

そして、トゥールビヨンは、どのブラ

た、ムーブメントなど、肝心な部分は手

ンドでもふつうは１千万円以上します。

間ひまとお金をかけ、いいものを作って

その価格破壊にチャレンジしたのが、メ

ますが、それ以外の所は、ふつうに良く

モリジンなのです。メモリジンは、千人

仕上げています。だから安いのです。

くらい社員がいる、中国一の時計メーカ

それで、じつは多くのスイスの有名時

ー杭州時計会社（ハンチョー・ウォッ

計メーカーに、トゥールビヨンを納めて

チ・カンパニー）の、社長の息子さんの

るのです。メモリジンの母体の杭州時計

会社です。息子の彼は、アメリカの大学

会社は、世界の11大トゥールビヨンメー

を卒業して、A も持ってるのです。社員

カーの１つなのです。だから、品質は他

は30人ぐらいです。中国は人件費が安い

と全く遜色ありません。デザインも斬新

ので、スイスより安く作れます。また、

です。ただ中国、香港ということで、世

ムーブメントなど、肝心な部分は手間ひ

界的なブランド力がないだけなのです。

まとお金をかけ、いいものを作ってます

それでも、香港ではナンバーワンの会社

が、それ以外の所は、ふつうに良く仕上

です。ミュージシャンの「ガクト」も、

げています。だから安いのです。

気に入って自分のブランドで売ってま
す。

それで、じつは多くのスイスの有名時
計メーカーに、トゥールビヨンを納めて

私は、60万台のドライブ・ドゥ・カル

るのです。メモリジンの母体の杭州時計

ティエも、サントスタイプ・カルティエ

会社は、世界の11大トゥールビヨンメー

も、3600万のアストロ・トゥールビヨ

カーの１つなのです。だから、品質は他

ンカルティエも持ってますが、60万円の

と全く遜色ありません。デザインも斬新

メモリジンのトゥールビヨンの方が、余

です。ただ中国、香港ということで、世

程魅力的で愛せます。だから、10本ぐら

界的なブランド力がないだけなのです。

い持ってます。また、1700万円のブラ

それでも、香港ではナンバーワンの会社

ンパンの自動巻トゥールビヨンも持って

です。ミュージシャンの「ガクト」も、

ますが、60万円のメモリジンのトゥール

気に入って自分のブランドで売ってま

ビヨンの方が、面白くてカッコ良く、ユ

す。

ニークで愛せます。ブランド力がなけれ

私は、60万台のドライブ・ドゥ・カル

ば、ブランパンのトゥールビヨンは、10

ティエも、サントスタイプ・カルティエ
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0万台のものだと思います。

も、3600万のアストロ・トゥールビヨ

世界的なブランド力よりも、品質がよ

ンカルティエも持ってますが、60万円の

くて面白く、カッコ良かったらいいと思

メモリジンのトゥールビヨンの方が、余

います。だから、太平洋のご来光トゥー

程魅力的で愛せます。だから、10本ぐら

ルビヨンを、メモリジンで作ったので

い持ってます。また、1700万円のブラ

す。しかも、スイスのブランドはふつう

ンパンの自動巻トゥールビヨンも持って

２年保証ですが、メモリジンは５年保証

ますが、60万円のメモリジンのトゥール

で、その点も良心的なのです。

ビヨンの方が、面白くてカッコ良く、ユ

先日も、予備校の進路講習会の講演の

ニークで愛せます。ブランド力がなけれ

時に、どの時計をつけるか迷いました。

ば、ブランパンのトゥールビヨンは、10

最新の世界限定６本のオーデマ・ピゲの

0万台のものだと思います。

トゥールビヨンは3000万円ですが、600
0点でした。しかし、18K の太平洋ご来
光トゥールビヨンは、188万円で、60万 ２０

続く
世界的なブランド力よりも、品質がよ

点だったのです。９月から、時計の運気

くて面白く、カッコ良かったらいいと思

が点数で出るようになり、驚きました。

います。だから、太平洋のご来光トゥー

それで、この時計をつけて行くと、普段

ルビヨンを、メモリジンで作ったので

の３倍の「ノリ」と「パワー」で、大成

す。しかも、スイスのブランドはふつう

功だったのです。ブランド力や値段より

２年保証ですが、メモリジンは５年保証

も、気と運気の方が大切だと、改めて実

で、その点も良心的なのです。

感した次第です。

先日も、予備校の進路講習会の講演の

「偏見は無知より生ず」と言いますが、

時に、どの時計をつけるか迷いました。

この方は、時計に関するこういう知識が

最新の世界限定６本のオーデマ・ピゲの

なさすぎです。そして、無償で部品交換

トゥールビヨンは3000万円ですが、600

しますと伝えたにもかかわらず、２週間

0点でした。しかし、18K の太平洋ご来

使ったものを返金するよう言ってきまし

光トゥールビヨンは、188万円で、60万

た。会員歴26年で、救霊師、九頭龍師だ

点だったのです。９月から、時計の運気

そうですが、良識と常識と礼儀がなさす

が点数で出るようになり、驚きました。

ぎです。消費者センターに行っても、消

それで、この時計をつけて行くと、普段

費者センターの人も常識があるので、相

の３倍の「ノリ」と「パワー」で、大成

手にされないでしょう。相手にされると

功だったのです。ブランド力や値段より

すると、「あなたの方が常識がなく、間

も、気と運気の方が大切だと、改めて実

違ってますよ。どこの時計メーカーや時

感した次第です。

計店でも同じ対応で、それよりも丁寧で

「偏見は無知より生ず」と言いますが、

良心的な対応をしてますよ」と言うはず

この方は、時計に関するこういう知識が

です。消費者センターの人とも、よく交

なさすぎです。そして、無償で部品交換

流しますが、「色々と常識のない人のク

しますと伝えたにもかかわらず、２週間

レームも多いので、消費者センターも困

使ったものを返金するよう言ってきまし

ってる」と嘆いてました。

た。会員歴26年で、救霊師、九頭龍師だ
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しかし、この方の他にも、時計の基本

そうですが、良識と常識と礼儀がなさす

知識や複雑機構の面白さや繊細さの

ぎです。消費者センターに行っても、消

理解が足りない人がいるので、ここに説

費者センターの人も常識があるので、相

明しておく次第です。 Ａ

手にされないでしょう。相手にされると
すると、「あなたの方が常識がなく、間
違ってますよ。どこの時計メーカーや時
計店でも同じ対応で、それよりも丁寧で
良心的な対応をしてますよ」と言うはず
です。消費者センターの人とも、よく交
流しますが、「色々と常識のない人のク
レームも多いので、消費者センターも困
ってる」と嘆いてました。
しかし、この方の他にも、時計の基本
知識や複雑機構の面白さや繊細さの理解
が足りない人がいるので、ここに説明し
ておく次第です。
------------------直弟子が
常識ないと
言うけれど
弟子は教祖を
映す鏡ぞ
◯◯から
血が滲むほど
噛み付いた
教祖に言われ
たくはないぞよ
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