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※特売品は会報到着後より～2015年8月15日まで。 ※掲載商品は全て税込価格です。
代理店よりトレーニング製品をご購入の方は代理店よりご注文ください。但し、特売品は伝聴研のみの扱いです。
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※ハイパーリスナー大改訂完了
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※トレーニングのヒント
※トレーニング効果について
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※この会報は最終のお買い物
（伝聴研へ
のご連絡）から約５年間（年２回発行）お
届けしています。

引き続きご覧頂く場合はご一報くださ

い。また、
メールアドレスをお知らせ頂い

た方には、引き続き会報のPDFをメール
でお届けしています。

＊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。

【送料に関して】

送料は１万円以下の場合に500円

頂いていましたが、今後3,000円以
上のお買い物の場合は無料に致しま
す。
（６月１5日より適用）

伝聴研の製品で送料を頂かなけれ

ばならないのは、
ナクソスＣＤ、
でん

でん米、
それとＣＤレンズクリーナ、
ダイヤフィンガードの４種類だけに
なります。勿論合計金額が3,000円
を超えれば無料になります。

郵便振り込みと、代引き手数料は

これまで通り伝聴研負担とさせて頂
きます。

録音日記
この所、録音時のハプニングは無い

ので、過去の記事を掲載しようと準備
をしていました。
ところが…。

《再び冬山へ》
今年の冬山はどうしよう！！

もう一度晴れた日の良い条件での氷筍

の録音をしてみたいとも思うし、運動不

山。

荷物は今回も木村氏に持ってもらっ

た。体力がない私は自然に後尾になる、そ
の後ろに唐橋氏が私を見張ってくれる。

唐橋氏がスノーシューよりアイゼンで

足、増して経験がない冬山、体力の極限は

登った方が良いと12本爪の本格的なア

年を越して、そんな事を考えている矢

所の登り口の45度もある急斜面も楽に

目に見えている。

先、去年一緒に行って、滑落を救ってくれ
た唐橋氏からメールでのお誘い。
「参ったな！」

数日考えて再び行く事に決めてしまっ

た。今回こそは多少の運動をしてからと、
それ以来、仕事終わりの深夜、菊名の住宅

地にある200段の階段を登る事を日課に
した。

１ ヶ 月 も す る と 次 第 に 慣 れ て 来 て、

イゼンを貸してくれた。おかげで一番難
登れた。

去年滑落した頂上付近の場所に到着し

てみると、
「 こんなに急斜面だったっけ」
と皆一様に驚いた。

滑落している時には割合冷静だったの

だが、改めて見てみると、
「 これじゃ止ま
らない…」
。

唐橋氏の勇気に改めて感服。

今回は何事もなく洞窟に到着したが

時々 500段にもチャレンジできるように

…。

ろうと、
３月23日に裏磐梯へ向かった。

ば、氷筍が融けて無くなっている。ガッカ

なってきた。これなら去年よりは増しだ
今回もペンション
「ブナ屋」のオーナー

木村氏、七田チャイルドアカデミーの福

島教室のオーナー唐橋氏。そして唐橋氏
の知り合い井上氏と私の合計４人の登
1

内部を覗いてみるとツララも無けれ

リだ。

諦めて早々下山した。

転がらないように転がらないように注

意しながら急勾配の斜面を過ぎて、25

度 く ら い の 斜 面 に な っ た と き、先 頭 を

してしばらく聴いていたが、確かめるた

シューが抜けなくなった。

沢山の鳥がさえずっている。車のエンジ

（特売品、プレゼントご希望は備考欄にご

てエンジンを切った。

［D5］
［D10］スピーカーの特売→P８

行く木村氏が穴に足を取られてスノー

その後を追いかけていた私が
「僕が行

くよ」と近づいた時、自分も穴に足を取ら

れた。ズボッと、股まで入ってしまった。
助けるどころではない。そうこうしてい
るうちにアイゼンで足は雪に固定されて
いるのに体が斜面下側に回転してしまっ

た。足の方向とは逆になってしまったの
だ。一瞬膝横に痛みが走った。何とかしな

めに車から外に出て聴いてみると、より
ン音がうるさいので窓の外から手を回し
その瞬間、
車がバックし始めた。
仰天…。

急勾配なので、勢いがついたらアウト。

崖下に落ちるか、希に来る車にぶっつく
か。
早く対処しないと手に負えなくなる。

ければと体勢を立て直し、立ち上がる事
ができた。

翌朝はもう右足が曲げられない痛さ。

があるさ、
と車に乗って何とか帰宅。

今まで強度の捻挫も２〜３日で復活さ

せたコウケントウでも靱帯は簡単には治

らない。１ヶ月でようやく普通の歩行が
できるようになった。

＊ ＊ ＊ ＊

４月末、大阪のBL研究所の富田先生の

デジタルアンプ２機種

以前、軽量のアンプが欲しくて手に入

れたものですが、１台は新品。

もう１台は開梱したまま未使用です。
モールDAD-M1

（写真右側）

ところがペンションに到着して車から

車さえ運転できれば家にはコウケントウ

《デジタルアンプ》

100wのデジタルアンプです。

て痛む事もなく無事に下山できた。

なってしまった。

売】

記入ください。）

フライング

膝は大丈夫かと心配しながらもたいし

降りた時、膝が痛く、ビッコを引くはめに

【特

開梱品で、箱や取説はありません。
「これしかない」と、脇の下ほどの高さ

の運転席の開いている窓から、とっさに

飛び込んだ。幸いサイドブレーキに手が
届いた。

一安心して、今度はドアから乗りこん

現在でも特価38,700円で売られてい

ます。

これを一対
（左右のチャンネル１台ず

つに分かれています）２万円でお分けい
たします。

で、パーキングにギアを入れて車を降り
た。

その直後、
真後ろに車が…。

どっちにしても危険だった。

どうしてドアから入らなかったのか。

セミナーに呼ばれ、
翌日はオフィス・バラ

瞬間な事で覚えていないのだが、多分下

た。終了後深夜の東名を走って夜明けに

たのかも知れない。

DAD-M300

まだ痛い膝を抱えてそのまま録音に

かったが、仮眠して起きたらどういう訳

限定品で10万円以上した製品です。

1,500メートル地点のブナ林ではまだ

ようとベットに入ると呼吸の度に痛い。 （両製品ともに12面体には使えません）

ンスライフで午後と夜セミナーをしまし
富士山麓に到着という強行軍。
行ってしまいました。

少し時期が早いのか、鳥が少ない。そこで

翌朝は別荘地北側に的を絞って出かけ
た。

近年、別荘地もブナ林も鳥が激減して

いるのだ。若干戻っては来たものの録音
できるほどではない。

朝６時半頃録音を終了し、別荘地の中

央を貫いている道路を通って、河口湖の

りだったのでドアが開けにくいと判断し

飛 び 込 ん だ 時、左 肋 骨 を 強 打 し て 痛

か、痛いのは右脇腹になっていた。夜、寝

とうとう一睡もできないまま、夜明けに

録音に出た。右脇腹の靱帯を痛めたよう
だ。

いていた。

エンジンをかけたまま、窓から首を出

PRO（写真左側）

300wのデジタルアンプ

新品

一対４万円でお分けいたします。

《名刺入れ》牛革製

年齢が上がるに連れて名刺１枚を取り

き指にツバをつけてめくっていました

る。

なぜ車がバックし始めたのか、今から

どうやって車に飛び込めたのか、これ

登り切ったあたりで珍しく鳥が沢山鳴

＊

今もコウケントウのお世話になってい

春になってしまった。

別荘地は長さが数キロあるが、別荘地の
る。

＊

出すのに苦労させられます。

考えると多分ギアがドライブに入ってい

中間にＳ字に曲がった急な登り坂があ

＊

まだ右膝が完治していないのに散々な

ホテルに向かっていた
（ここは安倍総理
の別荘があることで有名になった）
。この

＊

たのかも知れない。
も疑問？

火事場の馬鹿力。

無事だったから言えますが、またバカ

な話になってしまった。
2

私が子供の頃、オヤジが紙をめくると

が、今まさにそんな歳になってしまいま

した。歳が上がるに連れて指にも水分が
なくなってきます。まさか名刺交換時に

ツバを付けて取り出すわけにはいきませ
ん。そこで開発されたのが磁石の力で１

枚１枚取り出せるというアイディア品で
す。

元の価格は12,000円という高額商品

でしたが、5,000円でお分けいたしま

【ハイパーリスナー】
トレーニング内容のリニューアル完了
“ハイパーリスナー”の初回トレーニン

グご希望の方。入会金の１万円をサービ
スさせて頂きます。

受講は９月以降になります。

お申し込みサービス期間は８月15日

す。プレゼントにも最適。
限定２個。

まで。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

めています。22号の会報で“ハイパーリ

色はエンジ色、
男女共に使える色です。

【プレゼント】
（特売品、
プレゼントご希望は備考欄に

ご記入ください。応募多数の場合は７月
15日に抽選）

本年２月から新プログラムで稼働を始

スナー”の大改訂をお伝えしましたが、そ

の後に不備が見つかり、また全曲見直し、

量ですので、いずれも音源製作には大変

クリスタルボールの演奏のＣＤ ３枚
冬の音、
《No.5 想い出》
で使用

★音を出したままヘッドフォンのジャッ
クを抜き差ししないでください。

一昔前のオーディオ全盛時代には接続

ケーブルやレコードプレーヤーに針を下
ろす場合はボリュームを下げる事は常識

でした。これをせずにボーナスほどの高
額なスピーカーを一発で壊す事がよくあ
りました。

ヘッドフォン端子は３層に分かれてい

などの抜き差しも同じくノイズ発生の大

★三輪福さんの最新の
「音点」

10巻

下記の事をやって頂いていますか？

かった勘定になります。

で丸半年以上。音源製作も約２年以上か

完成まで約１年もかかりますが、
“ハイパ

120分

【ヘッドフォン】
の取り扱いについて

正月にさらに不備がみつかり、改訂だけ

10巻

★DATテープ

いています。

て、抜き差しする度に必ずショートして

市販品製作でも、やろうと決めてから

注文のついでにお申込ください。

★ビデオテープ120分

ニングが楽しくなりました」
。と喜んで頂

しまう運命にあります。またピンコード
きな要因になります。

その時に発生する瞬間的な
（バリっと

ーリスナー”の各コースの音源は膨大な

発する）
ノイズはとても大きな信号です。

な労力と時間が必要です。

前後することが確認できて、その時は肝

スピーカーであればユニットが激しく

を冷やしますが、ヘッドフォンはユニッ

トが見えません。その上スピーカーより

★パソコンスピーカー（千円台の品）

敏感です。

２セット

時々ヘッドフォンの片方から音が出な

いという故障の連絡があります。多くの
場合断線が原因ですが、その故障の中に
はボイスコイルが飛び出している場合が

時々あります。そうなるとスピーカーユ

ニットを交換しなければなりませんが、
そもそもユニット単体では手に入りませ
この“ハイパーリスナー”を製作してか

★FPS-200平面スピーカー

★前回も紹介したチューナー

１セット

音楽関係者用

１台

ん。

結局、修理不能で新品交換になってし

ら20年近くになります。現在では５つの

まいます。ヘッドフォンのジャックを抜

スを作るのに、年中無休、寝る時間と風

量を０に」絞ってから操作をしてくださ

コースがあります。この中の１つのコー
呂、食事の時間以外を音源製作に当てて

２年半。これが５コース。素直に８時間

労働として換算すれば音源製作だけで、
35年ということでしょうか。

今ではこれを１人で作り上げた事すら

く時、また接続をいじるときは、必ず
「音
い。
オーディオの鉄則です。

【お知らせ】
トレーニングシステムを家族や親戚に

想像できません。特に最近は歳とともに

もう１セット欲しいと言う方がおられま

す。が、元気なうちに製作しておかなくて

用していました。

気力が落ちてきたことが気になっていま
はと思うばかりです。

新しくなった“ハイパーリスナー”を受

講された方からは
「前にも増してトレー
3

す。そんな場合、これまでは会員価格を適
皆様に広く愛用頂きたいと思い、
今後、

会員の皆様がヘッドフォン付きの商品を
お求めの場合、１割引きでお分けしよう

と思います。

但し、会員様ご自身が注文して頂く場

合に限ります。

“みゅ〜ずBOX”と部品は適用できませ

ん。
《ブレインスイッチＢＯＸ》
《ブレイン
シンフォニー》
《リスニング Dr. 《
》ミラク

引き出物、記念日のプレゼントなどに自
然音ＣＤを使って頂いていました。

最近は種類も豊富になりましたし、是

非ご活用ください。
＊

＊

＊

＊

自然音ＣＤのサ

ン プ ル 盤《 音 の カ

ルサウンドBOX 》全てヘッドフォン付

タ ロ グ ２》が 出 来

きの製品に適用いたします。

【誕生日やお返しなどのプレゼントに】

１枚送料込み700円でお分けしていま

す。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

新規開発予定

トレーニングは脳を刺激する必要があ

上 が っ て い ま す。

るところから、製品に付属している基本

外の自然音は全て

使っていると内容を覚えてしまいます。

パワースポット以

以前、誕生日のプレゼントや結婚式の

入っています。

的なトレーニングＣＤだけでは、何回か

音楽鑑賞ではないために覚えてしまうと
効果がどんどん減ってきます。そのため

にトレーニングＣＤを少しづつ増やして

連載〈ぶらあぼ〉体験談
【第10回】
ギタリスト

H.T.

11歳でクラシックギターを習い、３年

【第11回】ピアニスト

E.S.

４歳からピアノを習い、音大のピアノ

間スペインのマドリッド王立音楽院に

科を卒業したSさんは、普通科高校在学

する傍ら、子どもからお年寄りまで幅広

わりながらも、同じように関心の高い医

留学。 現在、ソロ・アンサンブルで活躍
い層に自宅でレッスン指導に励むTさん

は、洋楽だけでなく、
日本の演歌やポップ
スの音色・リズムを留学後もずっと深く
愛好していた。

知り合いのピアニストからアガリ症が

中からの
「将来は好きな音楽の仕事に携
療分野と両立できる道に就きたい」とい

う願いをかなえて、プロの演奏活動と病

院で患者に音楽を通して心身のケアを試
みる
「音楽療法」に従事している。

「音楽療法」について調べていた時に、

治ると勧められ、コンサートを控えた機

偶然
《伝聴研》のホームページで、独自の

を体験。１回の試聴で、ギターを 元来好

葉に興味を引かれた。説明を受けた後「自

会に１度体験してみよう！と
「聴覚訓練」
んでいた演歌弾きの音領域ではなく、西

洋音楽が放つメリハリのある一定のリズ
ムに抵抗なく自然に弾き終えた事が、新
鮮にして脅威の感覚を覚えた。

耳を鍛えることで、これまで捉えられ

なかった《縦に上下する定まったリズム》

が先決」
と考えて、
「聴覚訓練」の体験コー
スを視聴したところ、全身の力が完全に
抜けきって、指が怖いくらいになめらか

に動いて、体験後の弾き方のあまりの違

いにビックリした。ハイパーリスナーの

まった。初リサイタルに向けて猛レッス

ならないほど鮮明に聴こえるようになっ
た。視野もグンと広まり、
ヒトやモノを見
る目線にも幅と余裕が出て、アガリ症の
解消にもつながっている。

トレーニングＣＤが現在20枚、自然音

ＣＤは40枚用意してあります。

トレーニングＣＤはどんなに頑張って

も１年に１枚程度しか製作できないでい
ます。そこで何か割合に楽にできて、
効果
的な方法はないかと模索していました。
実は数年前から温めていた事なのです

た曲です。トレーニングに合っている曲、

たらしてくれた。
トレーニング後、
あらゆ

苦手だった英語の子音が以前とは比較に

ています。

分の奏法の状態を把握し、良くすること

順応できず、かえって自分の奏法にわだ

など鋭いリズムにも抵抗がなくなって、

に、また合間に聴いて頂く事をお勧めし

が、トレーニングＣＤに使っている曲は

そのリズムどおりに当たっていく感じ

る音に対して柔軟になり、ラップやR&B

また自然音ＣＤをトレーニングの中間

解釈に基づいた「強制音楽療法」という言

が無意識にキャッチできるようになり、 「聴覚訓練」を受ける中、
《劇的な変化》に
が、前乗りで楽器を奏でていく快感をも

頂く必要があります。

かまりが生じ練習にも支障をきたしてし
ンをしていた時にメトロノームの打つ
0.05秒程度のズレがつかめて拍に遅れ

ている自分に気付き、悩みの壁から立ち

直ることができた。同時にピアノはこと

さら感情を誇張して弾くものではなく、
何より正しく自然な姿勢で構えて表現す
ることが本当の状態であることも、やっ

ナクソスＣＤ二千枚の中から選りすぐっ

のみならず、聴いていて飽きが来ない曲、
あまり知られてない曲などを選び出して
います。

これを
「自然の中のモーツァルト」や

《郷愁》などのように音楽ＣＤとしても使
えるようにしたらどうだろうという案で
す。

これには２つの意味があります。

トレーニングＣＤはご存じのように音

を左右に振りながら、様々な加工を施し
ています。

この各トレーニングＣＤと瓜二つの原

音盤を作ったらどうだろう、と考えてい
ました。

それを実現したのが、実は《ブレインシ

と体得できた。

ンフォニー》です。トレーニング盤と原音

け」
を与えてくれた「聴覚訓練」に、いまや

２つになっています。

道が開ける前に、一度「崩れるきっか

感謝しつくしている。
4

盤では自然音の入り方から消え方まで瓜
この原音盤はスピーカーからも流せる

音楽ＣＤでもあります。

（７ページへ→）

伝聴研行   FAX:045－439－5956

ご注文日：

年

月

会報23号注文書

注文受付期間： 会報到着後～ 2015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。 ※音響機器関係の納品は不定です。
※送料は１万円以下の場合に500円頂いていましたが、今後3,000円以上のお買い物の場合は無料に致します。
（６月15日より適用）
※価格は全て税込です。 ※その他のご注文は備考欄に。
ページ
４

７

商

名

会員価格
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計

アンプ 単独注文 ⇨

《デンダック》（アダプタープレゼント）
キャンペーン価格

¥11,000

パソコン用推薦小型スピーカー（送料込み）
（白･黒）

¥9,900

ヘッドフォンアンプセット標準品 （本体価格は￥20,360）Aタイプ

¥24,780

ヘッドフォンアンプUST付セット （本体価格は￥30,650）Bタイプ

¥34,550

ＣＤ、
ＤＶＤ湿式レンズクリーナー
９

数量

自然音サンプルCD（他の製品と同時注文の場合￥500）
￥700
ナクソス音楽ＣＤ
（１枚￥1,380）
※「タイトル」
を備考欄に。
お任せは
「お任せ」
と、枚数を。
自然音CD １枚￥3,650 ３枚￥10,800 ５枚￥17,650 10枚￥33,500
※「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。複数枚割引き有り。
新小型アンプ（Ｄ２小型スピーカー用）
（D8大型スピーカー用）
・
（２チャンネル・４チャンネル）
スピーカー（小型D2
本
色/・/大型Ｄ８
本・黒、青）
⇨￥
凡その価格を記載してください。
改めてこちらからお電話を差し上げます。
スピーカー

８

品

¥1,940

ＣＬＧＧ
（シーエルジージー）
サプリメント

￥12,310

《サルパス》
サプリメント

￥9,950

《ヒュークルミン》
サプリメント

￥8,200

ヒスクリーナー

￥5,170

ダイヤフィンガード
（スプレータイプ）

￥1,440

ダイヤフィンガード
（補充液 100ml）

￥2,570

ダイヤフィンガード
（ペーストタイプ）
￥6,830
不思議な石鹸 ○をする↓
１個（￥1,540）／ 5個セット（￥7,550）／ 7個セット（￥10,360）／ 10個セット（￥14,500）
／ 30個以上（1個¥1,430）
超ミネラル水 「岩の力」２L
１本目
（￥9,500）／ ２本目から
（￥10,300）／ 500ml （￥3,000）
入浴剤 「アクア」700ml
  1本目
（￥5,400）／ 2本目から（￥6,150）
でんでん米

1パック￥290

10パック以上ご注文の単価￥280             

コウケントウ
（要パンフレット） 価格の所に〇印しを
11

ブラックホール

¥15,984

スマーティーホットレッグ
（膝掛け付）

¥59,000
送料

※ヘッドフォ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
フリガナ

〒
ご住所

お 名 前
TEL:
お届け日
時間指定
お支払い

合計

FAX:
□ 平日

□ 土曜指定

e-mail

□ 日曜指定

    

＠

□ いつでも可

午前中，12 ～ 14時，14 ～ 16時，16 ～ 18時，18 ～ 20時，20 ～ 21時（ヤマトのみ），19 ～ 21時（佐川のみ）
□ 代引き
（現金払／ヤマト運輸）
プレゼント商品

□ e‐コレクト（クレジットカード払／佐川急便）

□ 郵便振込

その他お書きください。

備 考 欄

㈱傳田聴覚システム研究所

電話 045－439－5955

FAX 045－439－5956

日

～ワンポイント
アドバイス～
☆
「操体法」を上手
く行う時のキー
ワードは、
「 味わ
う」
です。
先ずは、
リラックスして
下さい。

腰
腰痛
痛体
体操
操
腰痛で長年お悩みの方も多いと思いま
す。私、傳田もその一人でした。気道協会で
この方法を教えて頂いて以来、腰に違和感
があると、この簡単な方法で解消させてい
ます。
こんな簡単な治し方があるのです。いつ
も多くの方に知って頂けるといいのにと
思っていました。
今回書いて下さり感激しています。是非こ
の会報は永久保存にしておいてください。

②-a
～ワンポイントアドバイス～
☆ 脱力した後が非常に重要です。
すぐに動
かないで体の感じを味わって下さい。

腰痛体操
（腰の操体法①）
腰痛体操
（腰の操体法①）
今回ご紹介する体操
は、
「操体法」
と言い故橋
本敬三先生が創案され
たものです。
「操体法」とは、関節を
調整する運動法です。
全身至るところで活
用できるのですが、気道協会でお伝えして
いる腰痛のための操体法をご紹介します。
五つある腰椎のうち腰椎３番の調整法
（体のねじれを取る）です。腰椎３番を調整
するだけではなく、骨盤のねじれや股関節
の調整にもなります。
行い方は、次の３つのステップからなっ
ています。
１．動きのチェック
（どちら側が行いやす
いかを調べます。
）
２．操体法
（行いやすい側にゆっくりと動
いて、一番心地の良いところで止まり、
全身の力を一気に抜きます。
）
３．動きのチェック
（最初の動きのチェッ
クの時と比べてどの様に変化したかを
確認します。
）
【ポイント】
※「操体法」は、行いやすい側（心地よい方
向、痛みがなくなる方向）に動かします。
※「操体法」を行っている時は、体に意識を
向け心地よさを味わうことが重要です。
※ 最初の動きのチェックの時に、
両側とも
違和感が無ければ行わなくても結構で
す。

②-b

①仰向けになり、リラックスして体の感じ
を味わいます。

☆ 注意：横の写真
の 様 に、脱 力 し
た時に膝がずれ
ないように気を
付けてくださ
い。

②-c

②動きのチェック
膝を立てた状態から、どちらからでも良
いので膝を左右に倒します。
（②-a〜c）
この時に、どちらが行いやすいか、どの
辺で違和感があるかなどをチェックして
おきます。
～ワンポイントアドバイス～
☆ どちら側が心地よく動かせるかを感じ
ることが大切です。
決して頑張らないで
ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
簡単な手順ですがとても効果があるの
で、
私もよく活用しています。
それでは、
行い方をご説明しましょう！

をとめてそのまま数秒間
（５秒前後）キー
プ。そして、そのままの姿勢を維持しなが
ら
（膝を曲げた姿勢のまま）全身の力を一
気に抜いてください。脱力した状態のまま
20 ～ 60秒位動かずにいてください。
（おへその裏の骨
（腰椎３番）を中心にね
じる様に動きますが、痛みなどが無い時に
は膝で床を押すように腰をねじります。す
ると上体も逆側にねじれてきます。
）

③操体法
（まずは、１回だけ行ってくださ
い。
）
膝を立てた状態から、すい行いや側に
ゆっくりと倒します。
（ 行いやすい側に動
くのが、
操体法の特徴です。
）
そして、一番気持ちの良いところで動き

別法
腰が硬い方や痛みで床まで倒せない方
は、動かせる範囲で行いやすい側を選ぶと
良いでしょう！途中までしか倒せない時
には、上の写真のように倒す側に座布団な
どを敷いて、脱力の時に一定以上倒れない
ように工夫して行うと安全です。
④動きのチェック
上記②-a〜cの要領で、最初に感じた違
和感がどのように変化したかを確認して
下ださい。
～ワンポイントアドバイス～
☆ 一度行ってみて変化があればそれで終
わりにします。
変化が感じられない時に
は、
もう一度同じ側を行ってみてくださ
い。それでも変化が無い場合は、逆側を
行ってみてください。
操体法は、ストレッチの様に頑張ってし
まうと心地よさが分からなくなってしま
います。
私が行う時には、自分の体に向かって
「こちらでよろしいでしょうか？」とお伺
いをたてる様な謙虚な気持ちで行ってい
ます。そうすると、体はとても素直に反応
してくれるから不思議です。
皆様も是非、
ご活用ください。

（→４ページより）
これと同じように“ミラクルサウンド

《自然音ＣＤのお勧め》

ＢＯＸ”や“ブレインスイッチＢＯＸ”の
CDに原音盤を作ったらどうだろうとい
うことです。

会報は毎回、録音日記から始めていま

トレーニングに慣れてくると、
「右に来

す。トレーニングＣＤでも自然音を多用

います。
そこで原音盤で右に、
左にと待ち

生活していた過去の失った感覚を呼び覚

る、左にくる」
ということが分かってしま
構えていると、
当然原音ですから、
待ち構
えている耳
（脳）
を裏切りビックリさせる

しています。それは私たちが自然の中で
ますために使っています。

「自然音はリラクゼーション」と思って

事になります。

いる方も多いと思いますが、人間は自然

が混乱に陥るという事になるわけです。

て来たという方が正確でしょう。

つまり逆トレーニングになり、再び頭

まず“ミラクルサウンドＢＯＸ”の七曜

と共に生きて来た。というより生かされ
先般ＮＨＫで
「生命の大躍進」という番

精シリーズから手を付けようと思ってい

組が連続で放送されました。正に人間が

枚の完成を目指します。

す。

ます。年末あたりには少なくとも２〜３

価格は音楽ＣＤと同じくらいを予定し

ています。

次号でご案内できると思います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

皆様にお願い
前回、ホームページをお持ちの皆様に

リンクを貼ってくださいと、お願いしま
したら、いろいろな所で伝聴研の製品の

素晴らしさを書き込んで下さいました。

たんですよ」
と。

受精後、赤ちゃんは魚から両生類に変

化し、猿のようになって人間の赤ちゃん
として誕生することは知られています。

地球史を辿って生まれる事になりま

す。

月の周期が25日だった時期は何億年

前かわかりませんし、ホルモンの関係か

もしれません。
（ 地球創世記は今の10倍
近い位置であったらしい）

トレーニングによって生理が上がった

奇跡の産物であった事を思い知らされま

方60代・70代の方から生理が始まってし

このトレーニングで、感覚に優れた女

起こる事一つとっても人間の脳の不思議

性からの報告で生理周期が短くなったと

いう報告が時々あります。ホルモンが活

まった。胸が膨らんで来た、など、女性に
さを考えさせられます。

私たちはこの脳力をまだ脳の奥深くに

性化したためではないかと考えていま

眠らせているようなのです。

く寄せられました。25日以下になった

発はまだまだですし、いくらでも奥深く

れた方に
「まるで月が25日で回っていた

トレーニングの中間あたりに耳休めと

したが、25日になったという報告が多
人は居ない所から、ある日、体験に見えら

としか考えられないですね」と言った所、

「エー、知らないんですか、昔は25日だっ

まか不思議な事ですが、自分の脳の開

の開発は可能なのです。

して自然音ＣＤやナクソス音楽ＣＤを聴
く事をお勧めします。

ありがとうございました。

今回も皆様にもう一度そのお願いで

音響製品

す。

皆様の絶大なご支持によって伝聴研は

成り立っていますが、会員の皆様のご紹
介が少ない事が、障害になって事業が縮

【12面体用アンプ】
［D2］12面体用アンプの最新型、性能

小傾向にあります。

を同じに、超小型になりました。

し、また秘密になってしまう事も大きな

うにお待たせすることが無くなりまし

世の中には困っている方が大変多くお

してヘッドフォンでトレーニングも可能

勿論伝えにくい事は分かっています

問題です。
られます。

このシステムが常識になるためには皆

量産体制も整いましたので、以前のよ

た。勿論トレーニング用のポジションに

【２センチと８センチスピーカー】

下の写真のような大きさの違いです。

です。

様が声を大にして広めて下さる事しかあ
りません。

可能な限り、ご友人やご親戚にお伝え

ください。

またインターネットなどへの書き込み

をして頂けたら嬉しい限りです。

勿論大きい方が音に余裕があって迫力

満点です。

しかし８センチに比べて超小型の２セ

7

ンチで、よくもここまで十分な音量と音

ニットが12個）
、ソフトボールより２回

伝聴研４階サロンでは２センチと８セ

ピーカー。
３種類とも展示品です。

質が出せるものだと関心させられます。
ンチをペアで鳴らしていますが、時々２

りくらい大きい
（写真参照）12面体ス

私も自宅のテレビで２センチユニット

センチを鳴らしていると８センチから音

とこの５センチユニットを4チャンネル

ピーカーの所まで確かめに行くことがよ

が素晴らしい。

が出ているのかと勘違いして８センチス
くあります。

１つには音質が似ている事と、録音され

た音源の距離までを再現するので、スピー

カーから音が出ている場所がわからない
のです。スピーカーから音が出ている感じ
がしません。どこで聴いてもステレオ。

もちろんトレーニングポジションにす

れば聴覚トレーニングもできます。

吊しても良、スタンドに立てても構い

ません。

アンプは以前のものでも使えますが、８

センチ用に少し改造する必要があります。

アンプで同時に鳴らしています。臨場感

スタンドは別売

※お手持ちのアンプを８センチスピー
カー、
Ｄ２、
Ｄ８共用へ改良費

20,000円

※８センチスピーカー用アンプは現行の
Ｄ２アンプより20,000円プラス

新価格〈Ｄ２用アンプ〉
小型アンプ

87,000円

４チャンネルアンプ

126,880円

小型アンプ

102,000円

〈D2、D8用共用アンプ〉
４チャンネルアンプ

141,000円

超小型12面体スピーカー〈Ｄ２〉に色

が加わりました。

写真でもお分かりの通り４種類になり

ました。またスピーカーユニットも黒と

白２色が選べます。お部屋に合わせてど
うぞ。

２本１セット 129,600円

スピーカー特売
《5センチ＆10センチスピーカー》

今は発売終了になった５センチユニッ

ト［D５］
（ 直径５センチのスピーカーユ

ヘッドフォンアンプに

ヘッドフォンアン

プの外部出力端子か

また過去に４チャンネルアンプを買っ

ンプが内蔵されてい

アンプを買って頂く必要があります。

ら音楽を流せます。ア

て頂いた方にもお勧めです。

ますので、勿論パソコ

12面体スピーカー（５センチユニット）
カラシ色一対

110,000円

アルミ色一対

60,000円

黒色

一対

ンにも繋げる事がで
きます。

70,000円

付属品
・３メートルスピーカーケーブル
・吊り下げ用アイボルト

様々なパソコン用

の外部スピーカーが

出ていますが、この外部スピーカーは音
質が素直でお勧めできます。

但し、
トレーニングには使えません。音

楽や自然音をお部屋に流して楽しむため
のスピーカーです。

色は白と黒

Ｄ８大型スピーカー

価格２本１セット 375,000円

【パソコン用外部スピーカー】

当時セットで24万円でした。

色は濃紺を用意してあります。

（ケーブル、
アンカーボルト付属）

今回に限りお手持ちのアンプを２万円

でバージョンアップを致します。

重量
直径

1.5キロ（筐体プラスチック）
14センチ（対角面径）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
《パソコンでトレーニングの必需品》

オーディオマ

ニアの間にも評

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

判になったＵＳ

10セ ン チ
［D10］の 新 品 が １ 台 あ り ま

Ｂオーディオ

す。
（これも残念ながら製造中止になって
います）

12面体スピーカー（10センチユニット）

1,280,000円→400,000円

付属品
・３メートルスピーカーケーブル
・吊り下げ用アイボルト

10センチスピーカーのケーブルは必要

9,900円

《デンダック》

パソコンに差

し込み、
《 デンダック》にヘッドフォンジ
ャックを差し込みます。

理想的なトレーニングが可能です。

通常価格12,960円→会員価格12,310

円ですが、

●キャンペーン特別価格11,000円

なだけの長さをサービスさせて頂きます。 （お求めの方全員にＵＳＢアダプターを
スタンドは別売（１本約20,000円前後）

重量

大きさ

12キロ（筐体 鋼鉄製）

29.5センチ（対角面径）

＊＊＊＊＊＊＊＊

プレゼント）

《ヘッドフォン・アンプセット》

スピーカーは大きいほど音にゆとりが

でるためにふくよかです。

私もとても好きなスピーカーです。

アンプはお求めのスピーカー用にセッ

ティングを致します。

過去アンプを買って頂いている方は

10センチ用にセッティングする必要が
あります。４チャンネルの場合はプラス
する必要があります。
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パソコンをお持ちでない方のために開

発したＤＶＤプレーヤーをＣＤプレーヤ
ーとして使うためのヘッドフォンアンプ

です。
（ＤＶＤプレーヤーはＣＤも再生で
きます。
）

このＤＶＤプレーヤーとヘッドフォン

アンプをセットしてあります。

これをＣＤプレーヤーセットと理解して
下さい。

Ａタイプ

会員価格

24,780円

パソコンでも使いたい方。

ＤＶＤプレーヤー接続用とＵＳＢオー

ディオを共用にしたＵＳＢオーディオ内
蔵のヘッドフォンアンプも用意してあり
ます。
（デザインは同じ）
Ｂタイプ

会員価格

34,550円

効果絶大で、

サプリメントは医

リメントです。

Σヒ ュ ー ク ル ミ

歴史あるサプ
老眼や長時

ンは、
主成分に神経

ワークによる

る老人斑でアルツ

間のデスク
疲れ目の方な

ど、目の水晶体の調整機能が低下し、ピン

知機能障害を改善するヒューペルジンＡ

立ちます。

たいへん多くの方から注文を頂いてい

ます。

通常価格 12,960円

汚れてきて、音飛びや再生不能などの状
況に陥ります。

この問題を解決

するにはレンズク

選んでください。

再生機器の必需品です。

湿式レンズクリーナー 1,940円

通常取扱商品
【CLGG】シーエルジージー
目のサプリメント
前々回から取り扱いを開始した、ヒス

クリーナーと同じく葉山先生が開発した
目のサプリメントです。

でも利用されています。

通常価格 8,640円

リメントです。

会員価格 8,200円

糖尿病による糖尿

病性網膜症、緑内障、

黄斑変性症の予防及びケアに是非お勧め

です。
眼科医の葉山先生が作られました。
一般の目のサプリメントは、抗酸化成

分と目の血流を良くする成分で作られて
います。

そのため、血糖値の高い方は、なかなか

にはたくさんの毛細血管がありますが、

千円以上の製品を

ヒュークルミンは、40代からの脳の

健康を考えたサプリメントで、医療現場

人斑を解離させます。

め）

める場合は国産で

んな方にお勧めします。

る老人斑の生成を阻害し、またできた老

その効果が出にくい場合があります。そ

ご自分で買い求

す。いつまでも元気でボケずにいたい、そ

ハイマー病の原因と言われているいわゆ

リーナーが必要
です。
（湿式がお勧

を含んだまったく新しいサプリメントで

であるクルクミンの働きにより、アルツ

の方向けの目のサプ

ると、レーザー光線を読み取るレンズが

ミンＥ群」+「葉酸」
、そして今注目の認

ヒュークルミンは、その主成分の１つ

ス）は、血糖値が高め

ＣＤプレーヤー、ＤＶＤプレーヤーは

の１つ）を凝集、解離するといわれている

早めのケアと継続が目の健康維持に役

めです。

Surpass（サルパ

条件にもよりますが、半年以上使ってい

ハイマー病の原因

「クルクミン」
と脳をイキイキさせる
「ビタ

【サルパス】

ＣＤ、
ＤＶＤプレーヤーの必需品です。

原線維変化
（いわゆ

トが合わなくなったなと感じた方にお薦

会員価格 12,310円

【レンズクリーナー】

者が薦めています。

れは、血液自体がドロドロだからです。目

〈サルパス〉と、
〈CLGG〉
〈ヒュークルミ

ン〉はたいへん優れたサプリメントです

ので、伝聴研では当分の間、常時扱いたい
と思っています。

【ヒスクリーナー】
前回最後とお伝えした

この商品ですが、20本
入りました。

私は歯間ブラシに付け

その血を改善しなければ、効果は望めま

て歯のケアをしていま

インスリンと呼ばれるサトウキビ由来の

も引きません。

せん。Surpass（サルパス）には、天然の

「イヌリン」を配合してあります。低カロ
リーで血糖値の上昇を抑制し、血中脂質
の低減など血液から目の健康を促すこと
ができます。純度の高い
「イヌリン」です
ので１日３粒でＯＫです。

通常価格 10,584円
会員価格

9,950円

【Σヒュークルミン】
ボケが心配な方、安心、安全でかなりの

歴史がある良い商品です。ここで紹介の
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す。
この所、
おかげで風邪
何が起こるか分からな

い録音の必需品です。臭
い消し、
痒み止め。

僕は歯間ブラシに付けています。
通常価格

会員価格

5,450円

5,170円

【Diafinguard】
ダイヤフィンガード
凄い性能！

世界最小、
丸形のナノカーボンです。

そのまま使用なら●ガラスなどの曇り

止め、●汚れ防止。●メガネ、●車のウイ
ンドウ、
●ワイパーに。

７個10,360円 10個14,500円

30個以上１個につき1,430円

キャンペーン期間中は何回でも。
７個・10個がお得です。

ペーストタイプを

溶かせば●電気の接
点改質剤として素晴

はもったいないので時々使っています。

6,480円を１本目のみ5,400円

２本目からは会員価格6,150円

今回で販売を終了に致します。

【でんでん米】

「知っておいて欲しい」

らしい効果を発揮し

《超ミネラル水》
「岩の力」
２リットル

ます。

●ペットの防臭●

汚れにも効果があり

玄米と黒米の

「どういう製品ですか？」と言われると

ミックスの健康

えますが、聞いた方は
「また水か」と思う

でも、電子レンジ

食です。そのまま

「ペットボトルに入っている水です」と答

ます。細胞毒性は皆無
です。

１回のスプレーで約３兆のナノダイヤ

でしょう。

モンドを噴出。

要なミネラルがバ

2,570円

ランスよく入って
いるミネラルの水

溶液」なのですが、

●ヘッドフォン

「ミネラル」と聞く

のジャックに微
量付けると（ペー

と
「ただの水じゃな

ストタイプ）とて

いか」と、これまた疑われてしまいます。

ります。特に標準

れていますが、それらの商品とは全く異

も良い音質にな
ヘッドフォンには効果的です。

（微量しか入っていません）

会員価格

6,830円

【不思議な石鹸】
加齢臭も取れ、肌に刺激が少ない石鹸

です。

不思議な人が作った不思議な石鹸。

（エステでは３倍くらい、
中には12,000

円で販売している商品）

現在
「〜〜の水」とオーバーな表現で売ら
なっています。この
「岩の力」で多くの方
を救っています。

30㏄摂取すると小型トラック１台分の

会員価格１パック

10個以上は１パック

２ℓ通常価格

２ℓ１本目お披露目価格

やっぱり凄い効果。

私の経験では痔、痔瘻、疣痔、捻挫など

はほんの数日でした。

9,500円

２ℓ２本目からは会員価格 10,300円

6,480円

「岩の力」と同じミネラル成分の入浴剤

ですが、
飲めません。

温泉に入っている

以上の効果を実感！

すっかり定着した

よく眠

れるし、
安

らげます。

切り傷、

風邪、
花粉
症にも。

3,000円

10,800円

280円

〈コウケントー〉ご紹介

健康な時は渋い味がします。ミネラルが
500ml

290円

※会報の時期のみ受付。品切れご容赦！

足りない時はとっても美味しく感じます。

10本で販売終了です。

使用後も肌が突っ張りません。

うってつけです。

しい。保存食にも

ルが取れる、
という優れたサプリメント。

「アクア」700ml

だけで全身に使えます。

米にしてはおい

野菜をとったことと同じくらいのミネラ

【入浴剤スーパーミネラル】

クレンジング化粧品を使わないでこれ

でほぼ完全食。玄

「正確には人間に必

1,470円→１本 1,440円

ペーストタイプ
（接点改質材）

の副食と味噌汁

の が 残 念 で す が、

スプレータイプ

補充液100ml

で温めても、大豆

詳しく書けない

１台、
必需品です。

一家に

この家庭用タイプ
（１号機）というのが

使い易く、
価格も手ごろです。

129,600円（送料、
書籍、
別）

これに別売のキャスター 12,960円を

付けると便利です。

パンフレットご希望の方はお送りいた

します。

【ブラックホール】
昨年夏号でご紹介したブラックホー

これまで肌に合わなかった方は超敏感

優れた製品です。汗

ル。蚊や蛾など夏のイヤな虫の季節にな

伝聴研通常会員価格2,000円

いるのかと思うほ

があったり、藪があったり。蚊にお悩みの

肌の方のようで３例あったのみです。
キャンペーン特別価格

１個 1,540円 ５個7,550円

腺はこんなに汚れて
ど、数日はお風呂が
どろどろ。我が家で
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りましたが、皆様のお住まいの近くに山
方も多いでしょう。

実は伝聴研がある横浜のこの場所は高

級住宅地の中

その原因が

にあるので、木

分かったこと

す。さらに会社

動と風呂の中

が沢山ありま

で、少 し の 運

がある場所は

で足を折り曲

昔、
湿地帯。

げるストレッ

夏に会社の

裏側に回ると、

無事ではいられません。長年何とかなら
ないものかと、
いろいろ調べました。

そしたらかなり効率的に取る製品があ

チをやった

ストパフォーマンス最高！

りました。

早速、
買って実験しました。

新製品紹介
前々回お

勧めしたの

でしたが、設

簡易のお湯を入れて使うタイプがあり

の通り道に

仕掛ける必要があることがわかりました。
空調の室外機などの温度が高い機器の

近くでは効果が激減します。

結果的にいろいろ実験しながら使って

頂く必要があります。

旨く設置できれば面白いほど入ってく

れます。

高さ31㎝/直径25㎝

重量1.35kg

消費電力30W

トレーニングシステム
開発秘話
皆さんご存じのように、このシステム

の始まりは、音楽関係者の耳を開発する
という目的で始まりました。

今回の号から如何にトレーニングシス

テムに発展してきたか、その変遷を連載
で書いて行こうと思います。

第１話 【夜明け前】
＊聴こえてきた不思議な音＊
音楽家、教育者であった32歳の若かり

しある日、突然聴き慣れたレコードから

これまでと全く違った音が聴こえて来た
事に端を発します。

私は10年ほど前から寝て暖まる大型

のス マ ー テ ィ ー を持っています。同じ

置場所や蚊

室外用です。

《スマーティーホットレッグLH-2型足湯》

はこの結果
を踏まえて

日本の音楽教育は何か違っていると必

所、い つ の 間

（価格 15,984 円）これで捕れればコ

にか解消して
いました。

足は第二の心臓といいますし、体を冷

やす事は勿論の事、足を冷やす事は全身
の神経が集まっていますので、体への影
響も大きなものがあります。

メーカーの足湯版です。

ますが、
この製品はお湯は使わず、電気で
遠赤外線を発生させる足湯器です。大き

さも両足をふくらはぎまで入れる大きさ

で手軽です。このスマーティーの構造的、
電気的な優れた特性は改めてお伝えしよ
うと思います。

前号でお伝えしましたが、私は夏に空

調で足を冷やしすぎて、心臓に来てしま
いました。

勿論運動不足も祟っていますが、これ

まで心臓を意識した事がなかった私でし

コウケントウをお持ちの方はそれで十

分だと思いますが、簡単に足湯ができる
製品を今回ご紹介する事にいたしまし
た。

とても優れた商品です。

通常価格

会員価格 59,000円

たので、数ヶ月、不整脈で心臓の違和感を

膝掛け 14,040円をサービス

覚えたのです。

死になって研究をしていた時でした。

64,584円

ところが当時はまだそれほど沢山のレ

その日は久しぶりに３時間くらいの練

コードがあったわけでもなく、私が勉強

る程聞き込んだレコードを取り出して聴

このプレーヤーのものしかなかったので

習がとれて、夜12時を回った頃、すり減
き始めたました。

私の専門であるクラリネットのレコー

していた曲の参考にできるレコードは、
す。

この演奏は
「気持ち悪いけど参考にだ

ドです。

け」、と聴き始めたのです。

に活躍し、ジャズプレーヤーのベニーグ

ダで、多用していました。

た人物、
レジナルド・ケルという演奏者で

の練習を録音して分析するという毎日を

イギリスのクラリネット奏者はビブラ

ある頃から、このプレーヤーの演奏の

イギリス人の演奏家で第二次大戦前後

ッドマンを教えたということでも知られ
す。

当時の私の最大の先生はテープレコー
この演奏者のレコードを聴いては自分

送っていました。

ートをかける事で好みが分かれますが、

スピード感に、自分の演奏がどうしても

の中でも独特のスタイルを持つ演奏で

した。

このケルはイギリスのクラリネット奏者
す。

勿論、
私も見向きもしませんでした。
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ついていけないという事に悩みはじめま
メトロノームをかけて自分の演奏を早

く、また早く、と繰り返して自らの演奏を

録音してテープレコーダを部屋に持って

演奏の

帰り、聴きます。

特徴を掴

のは演奏不能ギリギリのテンポでした。

る事が得

結局、彼の演奏のスピード感になった

一時は「スゲーな彼は。
このテンポで演

奏できるんだ」と思いましたが、
「 まさか
そんなに早い訳ないだろう」と頭をよぎ
りました。

悩んだ末、
翌日、
そのテンポを確かめる

ために練習場でレコードのテンポをメト

演奏ではな

意であっ

す。奇 異 に

ーヤだけはちんどん屋のようになってし
まうのです。

しかし、少しの真似ができるようにな

細な所も聞き逃すまいとレコードの演奏

私の演奏はテクニック不能になる1.5

倍以上の早さでした。

つまりケルの２倍のテンポで演奏しな

ければ、彼の演奏の感覚にはなれなかっ
たのです。

これに驚いて「嫌いだとは片付けられ

ない」と、
このプレーヤーの演奏の秘密の
解明することになったのです。

思 っ て、楽
器の片付け

このプレ

ですが、驚いた事に何れの楽章も楽譜指
ンポだったのです。

かったので

た 私 も、

るに従って、この演奏者の素晴らしさが

定の早さの３分の２という極めて遅いテ

いつもの

んで真似

ロノームで計ったのです。

３つの小品という３つの曲から成る曲

ところがこの日は違っていました。

理解できてのめり込んでいきました。微

の徹底的な分析とさらなる真似を始めた

も早々に終

わらせ、
「 どうしたんだろう？」と真剣に
聴き始めました。

もうその時は直感的に何かが起こって

いると感じていました。
「どうしよう…！」。

泣くに泣けない事態が起こっていたの

のです。
当然レコードは傷だらけ、雑音だ

です。

の研究も一段落しましたが、自分に迷い

ィオシステムを細部まで調べました。

らけになってしまいました。数年後、ケル
が出ると時々聴きたくなるのです。

その日、久しぶりに彼の演奏が聴きた

くなって、その傷だらけのレコードをか
けたのです。

いつもの演奏が聴こえて
「また元気を

「思い過ごしであればいい」と、オーデ
しかし配線を替えたり、オーディオシ

ステムをいじったりした所は無かったの
です。

頭の中はパニック状態。

もらえる」
、と当然思っています。

夏休みのお知らせ

《編集後記》

平成27年８月13日木曜日〜

平成27年８月17日月曜日

今、私はマンションの４階に住んでい

ます。北東がベランダになっていて午後

からは日が陰ってしまいますが、以前の

営業日、
時間
定 休 日

平屋のうっそうとした地面よりは増しで

営業時間

す。そのベランダに小さな花壇を作って
お花を楽しんでいます。少し手を広げ過

ぎて手入れがたいへんですが、冬を越し
た花が今咲き乱れています。その中の１

ようやく冬越し、伸びた枝を詰めよう

つ、ペチュニアの亜種でしょうか、サント

かとした所、花芽を持ち始めたので、切ら

う赤黄紫白の草花を昨年大きな瀬戸物の

うになりました。

はいかなかったものの、ペチュニアも多

ています。

せた籾殻を敷いて霜よけにし、透明のゴ

挿し木で増やし、松葉ボタンは種から育

リーが生んだ小さな花が一面に付くとい

鉢に植えましたが、昨年は一面にとまで
年草なので
「ひょっとすると」と、炭化さ
ミ袋を被せました。鉢からはみ出だ枝も
そのままにしていました。

…続く…

ずにそのままにしていたところ、このよ
ポーチュラカと松葉ボタンも毎年育て

ポーチュラカは花の種類だけ買って、

てています。

うまく育ってくれると本当に嬉しい！
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㈱ 傳田聴覚システム研究所

土日、
祝祭日

10時〜18時
体験会のお知らせ

下記の日程で、午後１時より
（東横線菊

名駅から徒歩３〜４分）伝聴研４階で開
催。
予約が必要です。

７月19日
（第３）//８月２日
（第１）

９月13日
（第２）//10月18日
（第３）
11月15日
（第３）//12月６日
（第１）
ご友人をお誘いください。

ご都合が悪い方、音楽や語学で録音が

必要な方は別途お受けいたします。

〒222-0013 横浜市港北区錦が丘11番17号
TEL：045-439-5955
FAX：045-439-5956
info@denchoh.com
http://www.denchoh.com
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