ルピナス ギャラリーイベント 9月・10月

ルピナスだからこその生音ライブ！

9月

9

高田 英子

Jazz
Live

ジャズシンガーでありマラソンランナーという
スーパーレディのアコースティックなライブ！

●髙田英子(vo)
●小場真由美(k)
●リキュー(アート)
■9月12日（土）17時 〜
■入場：2000円
第25号

2015年8月24日発行

10代からジャズプレーヤーとして活躍
映画
「スゥイング ガールズ」
のモデルになった

入江 美香
秋の夜は・
・
・アルトサックスのハートを聴こう。

●入江美香(アルトサックス)
●リキュー(アート)
■10月4日（日）17時 〜
■入場：2000円

Jazz
Live

10月

岡本博物誌
第25回「カタカムナはありやなしや」

金鳥山伝説を「事実」に変えるカギは楢崎皐月さん
ルギーの一環だとすれば、現代の人間
が直面する問題の解 決も含め、
未 知の
想像的世界の存在が明らかにされる可
能 性を感じられる。
ロマンのようでもっ
と切実な、
未知の科学や情報や哲学に
あらためて岡本に伝わる古代文字の

していこうとしたのだ。
歴史上の事実を

対する渇望と共に、
カタカムナへの関心

伝説
「カタカムナ」
のご紹介。
始めてご覧

偽ったとされる
「偽 書」の類や、妄 想的

は静かに広がっている。

になる方も、
少し興味を持っていただき

なフィクションと異なる真実らしさが感

科学や医学やマスコミが、
あまり関心

たい。

じられるのは、
この楢 崎さんの科 学 者

をもたないのは、
いまのところ仕方がな

や研究者としての姿勢や、
発想の確かさ

いと諦めても、
カタカムナ文献がニセモ

から来ていると思われる。

ノではなく、
事 実なのではないか？とい

本 紙22号で 触れたが、昭 和25年に
保久良山・金鳥山の山中で農業技術開
発のため土質調査を行っていた楢崎皐

う認識に傾く根 拠のうち、
最も確かそう

月
（本 名はならさき・さつき）
さんが、
平

に感じられるのは、
楢崎皐月さんが物理

十字という猟 師風 老人から、先 祖から

学 者・電気技術 者として社会的な評 価

伝わる古代文字と思われる文字で綴ら

を得ていることだ。20 代で日本 石油と

れた文 書を渡されそれを筆写した。そ

契 約するフリーランスの技術 者になれ

の文献によると、
弥生・縄文を突き抜け

るほどの人物、後に東 条 英 機の要請で

た未 知の時空に、
現代の科学やバイオ

陸軍製鉄技術試験場の所長として赴任

化学に通じる高度な知識や技術を持っ

したり、
野口英世の支援者としても知ら

た人間が存在し、
独自な文化・文明を営

れる東洋の製薬王・星一の援助で旧海

んでいたというのだ 。それが「カタカム

軍技 術研 究 所の関 係 者や技 術 者と日

ナ」
である。

本の新しい農 業 技術の開発をしたりも

楢崎さんはそれを読み解いて発表し

いま
「波動」
とか
「衝動エネルギー」
と

している。星一は建 築 家フランク・ロイ

ながら、
自身の研究課題とした。
元々持

いう名前で、
宇宙や微小世界や無意識

ド・ライトの設 計した芦屋の旧山邑 邸

っていた科学・化学そして農業と土質に

界に存 在 するエ ネルギ ーの 素 材に対

（ヨドコウ迎賓館）
を社交の場に使うな

ついての専門知識を、
彼はカタカムナの

し、
それを宗教や迷信や超能力者の言

ど、
阪神間での足 跡も多いことから、
楢

人々が持つ宇宙や自然や人間の無意識

説と区別して研 究の対 象とする動きが

崎さんとの関係や研究の成 果をカタカ

世界に潜在する力
（パワー）
を活用する

でてきている。気 功など実際の施 術に

ムナに絡めて、
さらに地元で追いかけて

能力へ共鳴させ、
結びつけ、
無限に解明

用いられている力も、
そういう道のエネ

いけるのではないかと希望がわく。

8月・10月の教室スケジュール

講義・講師ガイド
脳タイプ別

いつからでも参加できます！

記事詳細・申し込みはメルマガ、ホームページもご覧ください。

http://lupinus-yugaku.com/

ピッタリお片づけ

タロットカードを学ぶ教室
〜人生を楽しむツールを持ちましょう！〜

〜スッキリするきっかけが欲しいあなたに〜

西欧で15世紀以前からあったとされるタロットカード。
ウェイト版を中心にイメージを膨らませながらカードの
意味を探り、楽しいお話でひと時を過ごしましょう。

テーマ別集中型レッスン
※おうちで撮った写 真を基にした個 別
おおぐ ろ

第3水曜日 18: 30〜20: 00
9月16日(水)・10月21日(水)
料金：レッスン1回 2,500円

ゆ か こ

大黒裕佳子
（パーソナルカラー・ラボ「ラシーヌ」主宰）

塩野浩子
（ルピナス遊学サロン 代表）

「カタカムナ」を語ろう（2回完結）

スタイリストが教えるアクセサリー講座
アクセ専用パテにデコレーション、しかも盛り放題！
あなたのイメージに的 確なアドバイスで「こんなの 欲
しかった！」アクセを作れちゃいます！

〜金鳥山の古代の謎を追いかけてみましょう！〜
Ｐ１記事読んでね！

第3木曜日 15: 30〜17: 00
9月17日(木)10月15日(木)
料金：2,000円

ゲスト：南 正雄
司会：吉田光夫

浅野千絵
（COLOR CROWN 主宰）

ワイヤーアートの願い石アクセ

塩野浩子

手にあるツボを覚えると、腰痛・肩こり・膝痛などはそ
の場で改善できます。一 生 涯ずっと使えるセルフメン
テナンスの決定版。臨床技術も確実に学べます。

橋本 例子
アジアン・ハンドセラピー協会
インストラクター

（ルピナス遊学サロン 代表）

て らだ

そう

操

（コラムニスト・エッセイスト）

(磁気共鳴装置による全身測定を含む）

※履修者の復習受講は各月1回目に2,600円で可能です。

心癒す暮らしのアクセサリー作り

〜最初は、短く、やさしく、やわらかく〜

サンキャッチャー、スワロフスキー、クリスタルビーズ

第2金曜日 13: 00〜15: 00
9月11日(金)・10月9日(金)
料金：2,000円 (テクストなど提供）

ゆとりの放課後

光と虹を貴 方のお部屋に導き入れるサンキャッチャー
を、実 用的なアクセサリーとして作ってみましょう。順
を追って多彩な技術を身につけて。フリーのアクセサリ
ー作りもOKです。

相原由子
（服飾デザイナー・整体師）

土曜倶楽部

おやじサークル
芸術・文学・映画・雑学の自由な交流（主宰：吉田光夫）

内田樹をまだつづける ② ２回完結
「街場の戦争論」 （ミシマ社）
■9月12日（土） ・ 10月10日（土） 18：00〜20：00
■参加費：2,000円（飲食自由）

施術コーナー

腱引き

第1・3金曜日 13: 30〜15: 30
9月4日(金)・18日(金)、10月2日(金)・16日(金)
料金：2回で10,000円 理論と実践

自然に生まれて来る詩のことば
新しいことばの 体 験を通して、ひとに心を 伝える喜び
を、一緒に語らいながら身につけていきましょう。あな
たらしい詩や文章のスタイルがきっと見つかります。

寺田

第1・3火曜日
10: 30〜12: 00/13:00〜14:30/15:00〜16:30
9月1日(火)、15日(火)・10月6日(火)、20日(火)
料金：レッスン3,000円
アクセサリー作り材料費 1500円

2回で学べる ドゥワセラピー 手のツボ講座

ワイヤーワークの 基 礎を学びながら、アートワイヤー
でパワーストーンを飾ったアクセサリーを作ります。さ
りげなく石を身に付けて願いが叶えられますように。
第2火曜日 10: 30〜12: 00/13: 30〜15: 00
9月8日(火)、10月13日(火)
料金：2,000円 (材料費別）

第2・4水曜日
10:30〜12:00/13:30〜15:00/18:00〜19:30
9月9日(水)・10月14日(水)、28日(水)
料金： 2,500円

施術師・ 相原

由子 さん

武道に由来する古式腱引きを、現代的に改良した筋整
流法の施術。筋肉位置の歪みを除くことで血液・リン
パ液などの循環が良くなり、代謝が上がって熱を産む
（産熱）身体になり抵抗力、治癒力、免疫力等の『生命力』
がアップします。※施術時間はお 1 人約 30 分です。
・28日（火）、10月5日（月）
・19日（月）
■日程：9月7日（月）
10：30〜16：30
■施術料金：3,000円 ※要予約（当日でも可）

②

第4火曜日 13: 30〜15: 00
10月27日(火)
料金：2,000円

寺田操さんは詩人ですが、
優しく、懐かしい、先生です。
「ことば体験」「ことばの種播き」を少人数で
はじめて一年。絵や写真やモノや出来事から
の語りかけや呼びかけをキャッチして、その
声に応えて「ことば」を立ち上げるという試み。
窓から撮影した雲の写真を提供するひとりが
いれば、その写真に別のひとりがことばを向
き合わせる。こんな自由なスタイルで、こと
ば体験を愉しんでいます。

申し込み法・料金支払い法
お電 話で （午前10時〜午後5時

日曜除く）

078‒ 451‒ 0418

参加料お支払いは当日受付へ
携帯からのウエブアクセスは右QRコードで

ルピナス遊学サロン 〒658‒0072 神戸市東灘区岡本1丁目11‒18 甲南ライフ402 TEL・FAX：078‒451‒0418 阪急 岡本駅から徒歩3分

