
　毎春恒例の裏磐梯の録音であるが、今
回は既に鳥の時期を逸していた。
　到着して森を散策したが、案の定鳥の
時期は過ぎていた。
　これまで録れていないヘラブナの産
卵の水音を求めて桧原湖周辺を巡った
が、これも時遅し。桧原湖に注ぐ川の橋に
立って恨めしく思いながら「今年は何も
録れないか」「単なる静養か」と、気持ちの
切り替えもつかないまま、しばらく湖を
眺めていた。
　すると、どこからともなくバシャバ
シャと微かな音が聞こえた。「どの方角

※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。
　会報をＰＤＦでご覧頂ける方には引き
続きメールでお届けしています。
　配信ご希望の方はメールアドレスをお
知らせください。

＊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。

だ」と見回しながら耳を澄ませていると、
微かな水音が後ろの川の方角から時々聴
こえてくる。
　まず偵察と空身で背丈ほどのクマザサ
をかき分けて入って行った。クマザサの
間から川辺を覗ける所に出た。川を覗く
と大きな魚が沢山泳いで、時々跳ねてい
た。
　「しめた！」、と喜び勇み、車にとって返
して録音機を持って「逃げるなよ」と、静
かに同じ所へ。

　クマザサの大きな雑音も意に返さず、
目の前では沢山の魚がメスの腹をつつい
ては跳ねていた。左右に100匹ほど泳い

〜音の風景⑫〜［山里-2］
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裏磐梯の春（ニゴイの産卵）

でいる。録音を始めた。
　合計３台の録音機を仕掛けた。
　「やったやった！」と心で叫びながら録
音を済ませた。
　その晩は友人唐橋氏とブナ屋主人木村
氏との恒例の晩餐会。早速録音を聴いて
みると木村氏「凄い！」「陸海空だ」と。
　つまり海は水音、陸にはカジカガエル、
空には鳥、ということで、大笑いした。
　持って行った３台の録音機のうち、２
台を故障させてしまった（この録音機の
故障の原因が掴めるまでその後２ヶ月を
費やしてしまった）が、残りの１台に素晴
らしい録音が入っていた。
　後で判った事だが、「あれはヘラブナ
じゃなくてニゴイという魚だ」と写真と
共に連絡が来た。体長30〜40センチもあ
るが、食べても美味しくない魚だそうだ。
　１回の録音旅行で使える録音が１つあ
れば上出来だ。
　１トラック、65分のＣＤができた。
　魚の跳ねる音はとても大きな音です
が、ヘッドフォンで聴いているといつし
か心地良く眠ってしまいます。

3,900円→特価3,500円
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【送料に関して】
　2015年６月15日より、3,000円以
上のお買い物の場合は送料無料になりま
した。



【新製品】

　９月のある日、「テレビ東京の番組制作
会社ですが、町をぶらつく番組があるん
です。ちょっとお話をお聞きにお伺いし
てもよろしいでしょうか」、と思わぬ電話
が。
　制作会社の女性スタッフということ
は、多分頭ボサボサで、化粧もない、あま
りかまわない格好で来るだろうなと想像
していましたが、案の定。
　帰りがてら取材の時間表を置いて、「で
はよろしくお願い致します。」と。
　番組名もなく、大した情報もないまま
その日を迎えました。「テレビ東京でそん
な番組あったっけ？」
　「カメラマン１人にディレクター兼照
明と、司会者の３〜４人が来るくらいだ
ろう」と待っていたところ、４階のサロン
にまず顔を出したのが、“さま〜ず”の２
人。
　ビックリすると同時にスタッフを含め
て10人くらいの大所帯。
　実は以前この番組は好きで良く見てい
ましたが、半年前に突然なくなってしま
いました。それが夕方の６時半からにな
ったとは全く知りませんでした。
　そのため、テレビ東京では町を歩く番
組なんて無いと思っていたわけです。
　30分くらいで嵐のように過ぎ去って
いきました。
　担当の女性に、「あまり面白くないから
没にしても差し支えありませんから」と、
伝えましたが、後日抜けている写真を何
枚か撮りたいのでもう一度お伺いしたい
と申し出がありました。「多分５分くらい
の放送になると思います」と伝えられ、９
月20日の放送日、出張先で見る事にしま
した。
　６分から７分くらいだったでしょう
か。うまくまとめるものだと、プロの仕事
に関心させられました。
　その日の深夜、ホームページを開いて、
今月はどれくらいの人が訪れてくれてい
るのかアクセス解析を開いてみると、折
れ線グラフの最後の20日だけ剣山のよ
うに盛り上がって、それ以前が表示され
ていませんでした。「サーバーの故障か」
と閉じました。
　翌日再びアクセス解析を開くと全く同
じ状態で21日の表示も追加されていた
ことから、どうなっているの？と人数を

確認してビックリ、放送日の20日だけで
2,500人強、ページ数が8,000ページ近
い。
　いつもは平均100人前後ですので、折
れ線グラフでの100人は０に近かったの
です。さらに驚いた事に、１人平均３ペー
ジも見てくれていたのでした。

　翌日から沢山の問い合わせ。「これは絶
対俺の脳梗塞にはいいはずだ」「脳障害に
はいいはずだ」「10年悩んでいる目眩に
良いはずだ」「自閉症に〜」「〜〜」。様々な
方がそれぞれの判断で問い合わせ。来社
してくださいました。翌月の体験セミナ
ーにも多数申し込みがありました。
　何であの番組だけでそれが分かるの
か？？
　見透かされているようでしたが、伝聴
研はこうした感覚の優れた方のみお役
にたてるのだと、日本国民の１パーセン
トの感性をお持ちの方のためのシステム
だ、と考えを新たにさせられました。
　放送を見られなかった方は下記にアク
セスしてみてください。
　40分くらいからが私の所になります。
http://varadoga.blog136.fc2.
com/blog-entry-75572.html

“ミラクルサウンドＢＯＸ”の原音盤を
製作しました。

　《ブレインシンフォニー》ではトレーニ
ング盤と瓜二つの原音盤を組みにして発
売しました。セット販売になっています。
 “ミラクルサウンドＢＯＸ”や“ブレイン
スイッチＢＯＸ”などでも原音盤を作っ
たらどうだろうと数年考えていました。
　“ブレインシンフォニー”がたいへん高
評な事もあり、夏頃から重い腰を上げて
製作の下準備に入りました。
　仕事というものはそうしたものです
が、準備が終わると早いもので、まず“ミ

ラクルサウンドＢＯＸ”の「月の精」から
「土の精」まで、原音盤６枚を完成させる
事ができました。

　トレーニングＣＤを使い続けていると
「右、左、ここで音質が変わる」等、音の移
動や変化を覚えてしまいます。すると脳
は準備をしていますので、驚かなくなっ
てしまいます。そこで瓜二つの原音盤を
聴くと、トレーニング盤の曲には慣れて
いますので、当然「自然音が入って音楽が
入って」ここまでは普通に待ち構えてい
ますが、変化するはずの所が変化をしま
せん。それは当然です。原音ですので…。
　それで再び脳がビックリするという、
逆トレーニングを狙いました。
　この原音盤に慣れると、同じ理由でト
レーニング盤が再び有効になってきま
す。
　勿論新しいトレーニング盤を加えて頂
く事が一番ではありますが、発売して10
年以上経つ“ミラクルサウンドＢＯＸ”も
これで蘇る事になります。
　是非、お持ちの“ミラクルサウンドＢＯ
Ｘ”の有効活用をしてください。
　このＣＤもヘッドフォン専用です。
　今回、合計200セットを用意致しまし
た。
　お持ちのトレーニングＣＤと同じタイ
トルの原音ＣＤをお求めください。
　なお「海の精・Neptune」は製作未定。
　定価、１枚　各3,700円 
　（今回のみの特価）

「月,火,水,木,金,土,日」の精７枚セット
24,500円

「月,火,水,木,金」の精５枚セット
　 17,500円

“みゅ〜ずＢＯＸ”用　　　　
「月,金,土」の精３枚セット　 10,500円

モヤモヤさま～ず２に…モヤモヤさま～ず２に…
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　数年前プラズマ波発生装置、アレック
スを紹介しました。大変優れた機械でし
た。皆様に徐々に広がってきた２年前の
正月に製作者が急逝されて販売中止に追
い込まれました。やむなく注文を頂いた
方にはお断りを致しました。
　この製作者はお一人で全てをこなし、
薬事法にとても敏感な方でしたので、製
品の殆どを関係あるエステサロンで美容
機器として38万円で販売していたよう
です。
　私も美容関
係の方から聴
力維持に役立
つ と、特 製 の
ものを作って
頂いて使い始
めました。
　そこで皆様
にもかなりお
安くご紹介致
しました。伝聴研では28万円でご紹介し
ました。

　その後、使ったり、忘れていたりしてい
ましたが、実は、私は15年にわたるパソ
コンの使い過ぎで、両手の全指の腱鞘炎
に苦しんで、夏でも手袋をはめて打鍵す
る始末。コウケントーでダメならと、今年
９月頃から、このアレックスを腱鞘炎の
両指に使い始めました。使い始めて１週
間ほど経った日、コンピュータの打鍵し
ても痛みがそれほど無いことに気付き
ました。「これはひょっとしたら！」とア
レックスを信じて使い続けました。確か
にどんどん良くなっています。
　「もし持っているコレが壊れたら！」と
突然心配に…。
　もう１つ欲しいと思っても、あるわけ
ないのです。代替え機を探すためにイン
ターネットを検索しまくりました。しか
しあるのは大型の医療機器だけ「やはり
無理か」。と諦め半分、亡くなった方の携

　10年ほど前に「ガンマー 10」という製
品を扱った事があります。前回の会報で
特価としてご紹介した製品です。この製

帯電話と普通電話に電話してみると両方
ともベルが鳴ります。留守電が…。
　天国に通じているのかと、メッセージ
を残しました。
　３日後、「お電話を頂きましたか」と天
国の女性から？電話が来ました。
　「時々修理その他で過去のお客様から
電話があるので、そのままにしてあるん
です」とのことでした。
　そこで私は
　「実は・・・・〜」と…。
　電話に出たこの女性は、「元々父が開発
したもので…」、「それを引き継いでさら
に高性能にしたのが亡くなった技術者な
んです」とのこと。
　この技術者はとても几帳面な方で部品
の一つ一つの設計図から発注先まで、そ
して当時のお客様全員の名簿までもが克
明に記載してあったとか。そこで完成品
と全ての部品の設計図を持って製造会社
に相談に行ったとの事でした。
　「２年越しでしたが、丁度先月完成品が
出来た所です」。
　「是非お出で頂きたい」との事で、製造
元まで出向いてきました。
　そんな経緯で、今回再び皆様にご紹介
することができるようになりました。
　この使い方としては、皮膚や、リンパに
沿ってピリピリと放電する先端を当てて
いきます。不思議な効果を出します。
　シミ・くすみ・たるみ・美肌効果・髪の
毛・肩凝り･腰痛・関節痛・その他、健康維
持のための器具として是非１台お持ちく
ださい。
Alex Beauty pro（プロ用）285,000円
　  〃　　 Rayer（一般用）198,000円
　この２種類がありますが、プラズマの
強さの違いです。
　今回伝聴研でご紹介する製品は一般
用の製品を特別にお願いしてプロ用の
強さに変えたものです。そのために色は
今回はホワイト１色になりますが、プロ
用285,000円と同じ内容で240,000円

（税込）でご紹介することができます。伝
聴研オリジナルです。
　今回ご注文の方には、お好きな自然音
ＣＤ３枚プレゼント

品は主に視力や目の能力を高める製品で
す。能力開発にも効果があるということ
で知る人ぞ知る製品でした。

　その後継機種が、写真のように非常に
小型化し、内臓バッテリーでも機能する
ようになりました。
　さらに多くの機能を持たせ、視力の他
に、ボケ防止や、能力開発のポジションを
増やしてあります。
　この商品の開発者は私の友人でもあり
ます。
　私自身が先頃、突然朝から目が眠い時
の状態になり、朝からまぶたが重くて目
を開けるのが億劫になってしまいまし
た。実はパソコンの画面を朝から晩まで
見続け、家に帰るとＤＶＤを見てから寝
るという生活で、１日の生活の中で画面
から目を離す事がないような状態の生活
でした。とは言っても10年くらい前より
はまだましなのですが、視力は以前より
上がっています。多分疲れ目が一気に来
たのだろうと、ブルーライトをカットす
るメガネを作り、サングラスをかける生
活が始まりました。
　先頃、この原因はどうもドライアイだ
ということが解りました。やっぱり過酷
な目の使い方に加えて歳を考えさせら
れました。（勿論聴覚トレーニングもして
いますが）。23号でご案内したガンマー
10を買って頂いた女性の会員の方から、

「目の濁りが無くなってしまって今とっ
ても明るくなったの」という感謝の報告
を受けました。
　「そうだ僕もやってみよう」、とブレイ
ンパワーを取り出してやり始めた所、半
月経った今は、半日くらいはメガネをか
けなくともショボショボすることが少な
くなりました。

　朝と晩酌の時に必ず使っています。も
う少しで改善できそうな気配です。
　この商品も数少ない優れた製品です。
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【健康用機具】
《アレックス》

《ブレインパワー》



《エイジング》
ヘッドフォン・12面体スピーカーに

　最近この問題に触れていませんので、
新しい会員様への情報です。
　伝聴研からお買い頂いた皆様にはヘッ
ドフォンは既にエイジングという処理を
施していますので、そのままヘッドフォ
ンをすぐにお使い頂けます。
　ヘッドフォンメーカーやスピーカー
メーカーでは、製造してそのまま出荷し
ています。
　スピーカー類は音が馴染んだ状態で特
性を判断して納得いく良品を量産してい
きます。量産して販売する製品はまだ振
動体が振動に馴染んでいません。
　 車 で は 良 く 慣 ら し 運 転 と 言 っ て、
3,000キロくらいまで、エンジンを高速
回転させないように丁寧に乗る必要があ
ります。これと同じように、ヘッドフォン
やスピーカーは振動に慣らして初めて本
来の性能を発揮します。
　昔はＦＭ放送などを１ヶ月くらい鳴ら

　私が青春の全てと音楽人生の全てを投
じて書いた｢日本人はクラシック音楽を
どう把握するか｣
　発売以来20年になりました。評価は少
ないものの着々と読まれ続け、10刷り

（１万冊）まで行きました。
　夏頃出版社に注文した所、在庫がない
といわれ、さらにもう増版しないという
返事でした。

　それなら自
分で出そうと
決心。その後、
運良く出版し
てくださる会
社 が 見 つ か
り、最初に私
が考えたタイ
トル「音楽は
何 語！」に 直
して発売する

ことができました。
　以前は2,800円で発売していました
が、今回の定価は2,592円（税込）になっ
ています。聴覚システムの直前の事まで

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

《因果関係は解りませんが》
　時々こんな報告があります。『会報をス
トップしてください。当人が亡くなりま
した。』原因は脳梗塞。
　聞く度に残念でなりません。脳梗塞、脳
溢血、くも膜下などを予防したり、またリ
ハビリに使って頂くと大きな効果がある
ということは多くの会員様から報告があ
ります。
　会員の皆さんは「自分が万が一の場合
は病院でトレーニングＣＤを聴かせて欲
しい」と家族に伝えておいてください。
　いずれも勿論病院で診断を受けてから
の話ですが⋯。

　多分これも血流を上げるからでしょ
う。

　様々な自律神経系のトラブル、例えば
更年期や婦人科、自律神経失調症などの
予防、また起きてしまって医者に行って
も効果が思わしくないと言う方は直ぐに
使ってみてください。多くの方から劇的
な作用が報告されています。

《自閉症、学習障害、脳障害》
　因果関係はこれも全く不明ですが、病
院でもダメな場合は使ってみてくださ
い。
　一人でもお役に立てて頂きたいと思い
ます。

　最近「壮快」に耳のＣＤとして付録させ
た事から多くのお問い合わせの電話がか
かります。
　老齢性難聴の場合は聴力を上げた自覚
を持たせる事はたいへんですが、突発性
難聴などの病院でもお手上げの難聴には
結構変化を出せるようです。
　また耳鳴りでも問い合わせがありま

が書いてあります。是非皆様の本棚に飾
ってください。

今回のみ会員価格　2,400円

す。
　耳鳴りの殆どは酷い肩凝りと首の凝り
を持っています。
　それを治してくださいと言っても皆さ
んは信じません。
　会員の皆さんは脳血流を良くしておく
ことは老化を防ぐ最大の武器です。
　聴覚トレーニングと同時に運動はホー
ムページに掲載しています。首、肩のスト
レッチを欠かさずやってください。

　トレーニングは寝ながらやらないでく
ださい。という注意書きがありますが、不
眠の場合はどうぞベットでお使いくださ
い。
　また自然音ＣＤも大きな入眠効果があ
ります。小さめな音量で聴いてみてくだ
さい。睡眠誘導ホルモン、メラトニンを誘
発します。

し放しにしたものですが、現在では知る
人も少なくなっています。
　伝聴研では最高の音質に拘っています
ので、その慣らしをするための合理的な
グッズを付録させています。
　ガイダンスＣＤにピンクノイズという
トラックがあります。20分ほど入って
います（秋葉原あたりで買うと3,000円
くらいします）が、ヘッドフォンだと最低
60分ほど、やや大きめな音で鳴らし放し
にします。（うるさいので段ボールに入れて鳴
らすと良いでしょう）
　時間に余裕がある方は繰り返し、２時
間くらい鳴らしてください。
　１度やればその後は半年に１回、もし
くはトレーニングをする直前に２〜３分
ほどヘッドフォンに聴かせてあげてくだ
さい。
　これでヘッドフォンの癖が取れます。
　伝聴研で発売の12面体スピーカーは
特に癖が付きやすいので、半年に１回は
必ず３分くらい流してください。
　もしカーステレオなどに使いたい場合
も同じく３分くらいかけてみてください。
　スピーカーが驚くほど良い音になりま
す。（新しい場合は２〜３時間必要です。）
　私はカーナビのメモリーに入れていま
す。１年に１回くらいかけています。
　是非やってみてください。

会員価格　299,900円（税込）
　今回ご注文の方には、お好きな自然音
ＣＤ３枚プレゼント

4 （７ページへ→）

【聴覚システムについて】

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

難病で困った時には

目眩が止まらなかった時
　トレーニングＣＤを⋯。

不眠で悩んでいる方



会報24号注文書
注文受付期間： 会報到着後～ 2016年１月31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。　※音響機器関係の納期は不定です。
※3,000円未満のご注文のみ送料500円を頂きます。
※価格は全て税込です。　※その他のご注文は備考欄に。

ページ 商　品　名 会員価格 数量 計
１ 自然音ＣＤ　音の風景⑫　〈ニゴイの産卵〉 ￥3,500

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。

２
“みゅ〜ずBOX”原音盤CD、「月、金、土」の精３枚セット	 	 ¥10,500
“ミラクルサウンドBOX”・「月、火、水、木、金」の精5枚セット	 	 ¥17,500
“ミラクルサウンドBOX”・「月、火、水、木、金、土、日」の精、７枚セット	 ¥24,500

３
《アレックス》（ホワイト）（お好きな自然音CD３枚プレゼント）サービス品は備考へ ¥240,000
《ブレインパワー》　（お好きな自然音CD３枚プレゼント）サービス品は備考へ ¥299,900

４ 本「音楽は何語？」 ¥2,400

８

《D８用》4チャンネルアンプ+スピーカーセット（三脚、DVDプレーヤーなし） ¥516,000
《D２用》4チャンネルアンプ+スピーカーセット（色指定→会報参照）（三脚、DVDプレーヤーなし） ¥256,480
（追加用）Ｄ2スピーカー2本セット¥129,600　Ｄ8スピーカー2本セット￥375,000
Ｄ２用三脚2本組み11,310円）（DVDプレーヤー接続ケーブル5,430円）					 要相談

９

《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
CDプレーヤー（ヘッドフォンアンプ）セット標準品（本体価格は20,360円） ¥24,780
CDプレーヤー（ヘッドフォンアンプ）USB付セット（本体価格は30,650円） ¥34,550
パソコン用推薦小型スピーカー（白･黒） ¥9,900
ＣＤ、ＤＶＤ湿式レンズクリーナー ¥1,940
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
ヒスクリーナー ￥5,170
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）

10

亜麻仁油生搾り（90粒1,940円／ 550粒9,720円）
でんでん米　1パック￥290　10パック以上ご注文の単価￥280													
超ミネラル水　「岩の力」	２L　１本目（￥9,500） ／ ２本目から（￥10,300）
ＣＬＧＧ（シーエルジージー）サプリメント　3個以上はお問い合わせください。 ￥12,310
《サルパス》サプリメント　3個以上はお問い合わせください。 ￥9,950
《ヒュークルミン》サプリメント　3個以上はお問い合わせください。 ￥8,200

11
コウケントー（要パンフレット）　価格の所に〇印しを
スマーティーホットレッグ（膝掛け付） ¥59,000

送料
合計

㈱傳田聴覚システム研究所    電話 045－439－5955    FAX 045－439－5956

フリガナ

ご住所
〒

お 名 前

TEL: FAX: e-mail　　　　				　＠

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，14〜 16時，16〜 18時，18〜 20時，20〜 21時（ヤマトのみ），19〜 21時（佐川のみ）

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
プレゼント商品　その他お書きください。

伝聴研行			FAX:045－439－5956 ご注文日：	　年　　	月　　	日

※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　　    3,000円以上無料→



③	操体法（まずは、１回だけ行ってくだ
さい。）

　仰向けで足を伸ばした状態から、行い
やすかった足だけ動きのチェックと同じ
動きをゆっくりと行います。（行いやすい
側、心地の良い側に動くのが、操体法の特
徴です。）（写真６）
　一番気持ちの良いところで動きをとめ
てそのまま数秒間キープ。そして、体の感
じが変化したタイミングで全身の力を一
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。

　～ワンポンとアドヴァイス～
☆「②動きのチェック」同様に、心地良さ
を感じることが大切です。力任せに踵
を突き出しすぎないように注意して
ください。

☆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くだ
さい。

④動きのチェック
　②の要領で動きのチェックを行い、最
初に感じた違和感がどのように変化し
たかを確認してください。

～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。

　今回も、気道協会で
お伝えしている腰痛体
操（左右の歪みを取る
操体法）をご紹介しま
す。
　この操体法は、腰椎
２番（体の左右重心と

関係）の調整を目的としています。
　例えば、待ち合わせをしている時など、
知らないうちに片方の足に重心をかけて
立っていませんか？
　多くの人が、無意識に左右どちらかの
足に重心をかけてしまっています。
　自分では同じ様に使っているつもりで
も、利き足や長年の癖などから気付かな
いうちに偏った使い方をしているので
す。
　本来は、部分的に疲れがたまっている
だけなのに、その事に気付かずにいると、
やがて腰全体や下半身全体等、広い範囲
で疲れを感じるようになってしまいま
す。
　しかし、最初の部分的な疲れ（今回は腰
椎２番の違和）を取り除いてあげると、結
果として広い範囲で感じていた疲労感も
楽になってくれるのです。
　操体法の手順は、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、行い易い側（心地よい方
向、痛みがなくなる方向）だけを行いま
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とても
大切です。
※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。

　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！

腰痛体操（腰の操体法①）腰痛体操（腰の操体法２）腰痛体操（腰の操体法②）腰痛体操（腰の操体法②）

腰痛体操腰痛体操腰痛体操腰痛体操

①仰向けになりリラックスして体の感じ
を味わいます。

～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
スしてください。

②動きのチェック
　仰向けで足を伸ばした状態から、どち
らの足からでも良いので、爪先を手前に
引いて踵を突き出すような感じで動かし
ます。（写真2～ 4）
　同じことを逆側の足も行い、どちら側
の足が行い易かったかを確認します。

～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。

☆	この時の動きは、爪先だけを動かすの

ではなく骨盤から踵（かかと）を押し
出すように動くことが大切ですが、力
任せに押し出してしまうと心地良さ
を感じることがおろそかになってし
まいますので、突き出しすぎないよう
に気を付けてください。

写真①

写真②

写真⑥ 

写真⑤

写真③

写真④



連載〈ぶらあぼ〉体験談連載〈ぶらあぼ〉体験談

　これまで複数回“ハイパーリスナー”の
トレーニングを受けて頂いた方からはと
ても充実していて楽しいと言って頂いて
います。大改定の甲斐がありました。
　今回も“ハイパーリスナー”の初回ト
レーニングご希望の方。２月開始と11月
開始の方に限り、入会金の１万円をサー
ビスさせて頂きます。

※要電話予約を承ります。
予約金　１万円

他社から《Helix muse》を発売
　12月末あたりからインターネット販
売でHelix muse（ヘリックス＝螺旋）と
命名した伝聴研のＯＥＭ製品が発売にな
ります。
　ＯＬ対象の製品で、ヘッドフォンと20
分ＣＤ３枚が基本セットです。

【伝聴研オリジナル商品定番品】

　皆様は既に伝聴研システムを持ってい
ますので、ヘッドフォンやＣＤが重複し
てしまいます。お間違いないようにお願
い致します。

※伝聴研のオリジナル音響製品は、もと
もとトレーニングシステムをできる
だけ良い音質で聴いて、効果を高めて
頂きたいという目的で製作してきまし
た。

※ 12面体スピーカーは幼児教育や老人
ホームなどに流してトレーニング効果
を狙うというのが当初の目的でした。
これが最良のステレオシステムへと変
化を遂げてきました。勿論スピーカー
からのトレーニング。最良のヘッド
フォンアンプも内蔵されています。

※ これを簡易にしてスピーカーを付けず
にヘッドフォン専用としたのがヘッド
フォンアンプです。（参照９ページ）

※ さらにコンピュータをお持ちの方に手
軽に使って頂くためにＵＳＢオーディ
オを製作しました。

※ またヘッドフォンだけでももっと良
い、効果的なものをという研究から《ウ

※ 定位置でのスピーカーのトレーニング
も可。

※ 最高音質のヘッドフォン出力有り。
・どこで聴いてもステレオ。
・音の広がり感は絶品。
・うるさく感じません。
・ 基本的には設置場所を選びません。
・ 音楽は生演奏のよう
・ 自然音は自然の中の生音
・ 超小型で何故この音が…？？

ルトラ》という超音波を発生させる
ヘッドフォンも共同研究から開発して
きました。（お手持ちのヘッドフォンの
バージョンアップをお勧めしていま
す。36,000円）※電話申込み

※ 現在では音質が良いＣＤラジカセや携
帯用ＣＤプレーヤーがなくなってし
まった事から、皆様には是非この何れか
をお持ち頂くようにお勧めしています。

　オーディオ商品は全て１個１個手作り
していますので、《デンダック》以外の製
品は納品まで時間がかかり、注文を頂い
た皆様にご迷惑をおかけしています。

〈Ｄ８用〉
小型アンプ４チャンネルアンプ

141,000円
〈Ｄ２用〉
小型アンプ４チャンネルアンプ

126,880円

7

（→４ページより）

音響製品

“ハイパーリスナー”のお勧め

【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
科を卒業したＳさんは、普通科高校在学
中からの「将来は好きな音楽の仕事に携
わりながらも、同じように関心の高い医
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、
偶然《伝聴研》のホームページで、独自の
解釈に基づいた「強制音楽療法」という言
葉に興味を引かれた。説明を受けた後「自
分の奏法の状態を把握し、良くすること
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

「聴覚訓練」を受ける中、《劇的な変化》に
順応できず、かえって自分の奏法にわだ
かまりが生じ練習にも支障をきたしてし
まった。初リサイタルに向けて猛レッス
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
と体得できた。
　道が開ける前に、一度「崩れるきかっ
け」を与えてくれた「聴覚訓練」に、いまや
感謝しつくしている。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

12面体用アンプの最新型



　それぞれ２センチユニットと８セン
チユニットを12個配置した正12面体ス
ピーカーです。
　勿論大きい方が音に余裕があって迫
力満点ですが、小さい方でも十分楽しめ
ます。伝聴研サロンでは主に小型スピー
カーを鳴らしています。

　写真でもお分かりの通り小型は５色に
なりました。お部屋に合わせてどうぞ。
　〈Ｄ８〉２本１セット　375,000円
　〈Ｄ８〉２本＋アンプセット　516,000円
　〈Ｄ２〉２本１セット　129,600円
　〈Ｄ２〉２本＋アンプセット　256,480円

（ケーブル、アンカーボルト付属）
スタンドは別売
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超小型12面体スピーカー〈Ｄ２〉に色が
加わりました。

　取り扱い説明書には『寝ながらトレー
ニングはしないでください。』直角の椅子
に座ってトレーニングしてください。と
書いてあります。
　これには大きな理由があります。
　トレーニングを開始した直後に体が勝
手に動き出すという現象が起こる場合が
あります。一部の整体治療院で言う自動
運動という現象です。これは背骨が根本
的に曲がっているような場合に、それを
脳が修正しようと体に違和感を与えて運
動をさせようとする働きです。人によっ
て様々な動きをしますが、動きたくなく
なるまで続けてください。寝ながらとか
ソファーなどではそれが起こり難くなる
ので、直角の椅子と規定しているわけで
す。トレーニング１週間を過ぎたらお好
きな姿勢でくつろぎながらトレーニング
をしてください。

　寝ながらのトレーニングも構いません
が、曲の記憶のなくなった所からトレー
ニングをしていないものと換算してくだ
さい。
　ウトウト状態の時は効果があります。

　12面体スピーカー用アンプにはトレー
ニングポジションがついていて、イコラ
イザーを切り替えていただければトレー
ニングが可能です。この機能は大人しく
聴けない幼稚園や老人ホームなどで使っ

て頂きたいという所から開発したのが
きっかけです。動きながらでもやらない
より良いという観点からです。
　12面体はどこに居てもステレオで聴
けますが、トレーニングの場合はスピー
カーの中央で動かずに聴く必要がありま
す。そのため寝ながらのトレーニング以
外ではヘッドフォンをした方が余程効果
的です。

　ノーマルヘッドフォンは国産のたいへ
ん高級なヘッドフォンです。《ウルトラ》
はこれに特殊な機構を付けてさらに高音
質にしています。《ウルトラ》は微細な超
音波を発生させ、今流行のハイレゾ同等
か、それ以上の音質を誇ります。
　もしノーマルヘッドフォンであれば

《デンダック》、さらに高音質のヘッド
フォンアンプを使って頂くと《ウルトラ》
に近い音質になります。
　できるだけ効果を上げて頂きたい所か
ら《ウルトラ》をお勧めしています。特
に健康を目的にトレーニングをする方は

《ウルトラ》がお勧めです。

　トレーニングは５分10分でも効果を発
揮できます。
　初回の方は「つまらないものを買って
しまった」と後悔させたくなく、効果の
実感を持って頂きたい所から、しっかり

トレーニングをして頂きたいのです。２
クール目以降の方は気楽に楽しんで頂き
たいと思います。時間に捕らわれてスト
レスになることが一番良くありません。

a．自然音ＣＤの使い方
　トレーニングの仕方として、連続20時
間続けて聴く方が効果的か否かという問
題です。
　“ハイパーリスナー” でもトレーニング
中の耳休めに中程に休んで頂いたり、原
音を聴いて頂いたりする事があります。
　理想的には中程に自然音で３日ほど耳
休めをして頂いた方が効果が上がる事が
多いようです。

b．休みの間の過ごし方
　トレーニングをした耳には自然音ＣＤ
はトレーニングＣＤの半分くらいのト
レーニング効果をもたらすようです。次
のトレーニングまでのお休みの期間に週
一度、あるいは10日に１度くらい10分
〜20分聴いて頂くと、脳が効果を思い出
すためにトレーニングＣＤに慣れずに効
果を持続させられます。
　また最近はトレーニング方法として、
自然音ＣＤを混ぜてトレーニングＣＤを
週１回10分〜15分聴いて頂く事をお勧
めしています。

c．トレーニングＣＤの順番は
　１枚に偏らず、順番に繰り返してくだ
さい。「月の精」〜「海の精」は本来、曜日
ではなく太陽系の星に因みました。順番
は曜日に従って頂く必要はありません。

《トレーニングの方法》
寝ながらのトレーニングについて

ヘッドフォンと12面体スピーカー
のトレーニングの効果の違い

トレーニングＣＤを１枚全部
聴けない場合

ノーマルヘッドフォンと
《ウルトラ》の効果の違いについて

《トレーニングの方法》

12面体スピーカー
【２センチと８センチスピーカー】



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

《デンダック》やＣＤプレーヤーセット
からスピーカーに繋いで音楽を楽しみた
い方へ

　ＣＤ、ＤＶＤプ
レーヤーの必需品
です。
　音飛びや再生不
能などの問題を解
決する再生機器の
必需品。

　湿式レンズクリーナー　1,940円

【レンズクリーナー】

【ヒスクリーナー】

【不思議な石鹸】

【ダイヤフィンガード】

《ＣＤプレーヤーセット》
（ヘッドフォンアンプセット）

　パソコンをお持ちでない方のために開
発したＣＤプレーヤーセット。
　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。（ＤＶＤプレー
ヤーはＣＤも再生できます。）

会員価格　24,780円

パソコンでも使いたい方に。
　ＤＶＤプレーヤー接続とパソコン接続
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）

会員価格　34,550円

《パソコンでトレーニングの必需品》
　「え〜、パソ
コンからこん
な良い音が出
せるの？」
　 驚 異 の 音
質。
　パソコンの

ＵＳＢ端子に差し込むだけで理想的なト
レーニングが可能。
一般価格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
（お求めの方全員にＵＳＢアダプターを
プレゼント）

＊＊＊＊＊＊＊＊
　12面 体 ス ピ ー
カーは手が届かな
い。もっと簡単に。
とお考えの方に音
質が良いパソコン
用スピーカーをご
紹介します。
　とても爽やかな
音がします。
　ヘッドフォンア
ンプの外部出力端子（Ｌｉｎｅ）や《デン
ダック》に接続します。
　（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　9,900円

　数年前の会報にメガネは家庭用中性洗
剤でとてもピカピカになると書いてしま
いましたが、絶対にダメだそうです。
　中性洗剤は強いためにメガネのコー
ティングを剥がしてしまうとの事で、こ
の情報を深くお詫び致します。
　メガネには下記のダイヤフィンガード
は適切です。

凄い性能！
　世界最小４ナノ、
丸形のナノカーボン
です。
●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
にも。
●電気の接点改質剤
として素晴らしい効

果を発揮します。
●ヘッドフォンのジャッ
クに微量吹きかけると、と
ても良い音質になります。
●ペットの防臭●汚れに
も効果があります。細胞毒
性は皆無です。
　 １ 回 の ス プ レ ー で 約
３兆のナノダイヤモンド
を噴出。

スプレー１本　1,440円
　補充液100ml 　2,570円

　毎回最後とお伝え
しているヒスクリー
ナーですが、今回10
本入荷しました。次
はいつ入荷するか解
りません。
　私は歯間ブラシに
付 け て 歯 の ケ ア を
しているせいか、気
づいてみれば、この
数 年 風 邪 を 引 き ま
せん。また入荷でき
る と 期 待 し ま す が

…？。
●臭い消し　●痒み止め。
　濃縮ですので、うがいには１滴、加湿器
にも１滴。

定価　5,450円
会員価格　5,170円

　すっかり定着した優れた石鹸です。「も
う離せません」という声を多く聞きます。
加齢臭も取れ、肌に刺激が少ない石鹸で
す。
　エステ以外では伝聴研のみの販売で
す。12,000円で売っている所もあると
か？？ 全身に使えます。
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《新商品》紹介
　今回は良い商品の目白押しです。
　《亜麻仁油生搾り》
　実は亜麻仁油と聞いた時、「エー？」と
思ってしまいました。ヒマシ油と亜麻仁
油は子供の頃よく聞いた昔懐かしい名前
だったからです。
　しかし亜麻仁油がそんなに素晴らしい
ものだったとは！

　 亜 麻 仁 油 は
必 須 脂 肪 酸 の
宝 庫 で 脂 質 中
約60％ものア
ル フ ァ ー リ ノ
レ ン 酸 を 含 有
しています。体
内 で 合 成 で き
な い 必 須 脂 肪
酸です。
　 ま た 体 内 に

入ると、青魚に含まれているＤＨＡやＥ
ＰＡ（魚に含まれている血液さらさら成
分）に変化することも知られているよう
です。
　（酸化の心配はいりません。消費期限は
２年あります。）
　こんな方にお勧め
　・女性ホルモンのバランスが…
　・生理痛、生理不順の方
　・便秘、肩凝り、頭痛がある方
　・コレステロール値が…
　・アレルギー、「アトピーの方」
　・脳梗塞、アルツハイマー予防に
　・乾燥肌、肌荒れ、ニキビ
　・リウマチ、関節炎、神経痛
　・心臓病、高血圧、糖尿病
　これらが気になる方の予防に特にお勧
めです。

【でんでん米】

【サルパス】

【Σヒュークルミン】【CLGG】シーエルジージー
目のサプリメント

　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。
会員価格１パック　290円

１0個以上は１パック　280円
※会報の時期のみ受付。品切れご容赦！

《超ミネラル水》「岩の力」２リットル
　詳しく書けない
のが残念です。人
間に必要なミネラ
ル が バ ラ ン ス よ
く入っている「ミ
ネ ラ ル 成 分 の 水
溶液」なのですが、
30cc摂 取 す る と
小型トラック１台
分の野菜をとった
ことと同じくらい

のミネラルが取れる、という優れたサプ
リメント。
　健康な時は渋い味がします。ミネラル
が足りない時はとっても美味しく感じま
す。
　詳しくは電話でお問い合わせくださ
い。
　２リットル通常価格　10,800円
　１本目のみお披露目価格9,500円。
　２本目からは会員価格10,300円

　以下のサプリメントは１回３つ以上で
特価。お問い合わせください。

　葉山先生が開発した目のサプリメント

　Surpass（サ
ル パ ス ）は、血
糖 値 が 高 め の
方 向 け の 目 の
サ プ リ メ ン ト
です。
　 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
その効果が出にくい場合があります。そ
れは、血液自体がドロドロだからです。目
にはたくさんの毛細血管がありますが、
その血液を改善しなければ、効果は望め
ません。Surpass（サルパス）には、天然
のインスリンと呼ばれるサトウキビ由来
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

　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

です。
　効果絶大
で、歴 史 あ
るサプリメ
ントです。
　老眼や長
時間のデス
クワークに
よる疲れ目の方など、目の水晶体の調整
機能が低下し、ピントが合わなくなった
なと感じた方にお薦めです。
　早めのケアと継続が目の健康維持に役
立ちます。
　すでに定着しています。
　定価12,960円

→会員価格　12,310円

　使用後も肌が突っ張りません。
　これまで肌に合わなかった方は超敏感
肌の方のようで３例あったのみです。
　不思議な人が作った不思議な石鹸。

会員価格　2,000円
キャンペーン価格  

１個　1,540円　５個7,550円
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。

　健康維持のため、１日４〜８粒を目安
にします。
　食事のバランスに気を付けましょう。

　90粒入　1.940円
　お徳用550粒入　9,720円
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「知っておいて欲しい」



（お湯なし）足湯
　数年前、この会社を訪れてビックリし
ました。それは音楽の研究に没頭してい
た25年くらい前の事ですが、循環型の石
油ストーブを買いたいと電気店を訪れた
時、ランプ型でオレンジ色の光を出して
いた石油ストーブがありました。一目惚
れしましたが高額で買うことができませ
んでした。

　それがこ
の会社の製
品だったの
で す。こ の
製品はアラ
ビアに沢山
売れたとの
事 で す が、
お得意様の
王室の顧客
の前でいき

なり倒して激怒されたとの事でした。そ

れほど安全なストーブだとか。
　私は大型のスマーティーを持っていま
すが、同じメーカーの実績ある商品です。
　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です。両足をふく
らはぎまで入れる大きさで手軽。寝ても、
座っても使えます。
型式：LH-２型（2006年９月改良型）
電源：単相100V 50Hz 60Hz
発熱体：160W×1 ／ 26W×1
出力調節器：電子コントロール式 １〜９
段階
タイマー：自動オフ（通電開始約40分後）
仕上材：ABS樹脂、発泡ウレタン、無臭ベ
ニヤ
消費電力／コスト：（最大時）186W/時

（１時間当たり約５円の電気料金）
重量：約4.75kg（梱包：約5.95㎏）
　足は第２の心臓です。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。 

　コウケントー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。とても優れた商品です。
　本体　64,584円（税込）
　膝掛け14,040円をサービス

特価59,000円

〈コウケントー〉ご紹介

サプリメント
は医者も薦め
ています。
　Σヒューク
ルミンは、主
成分に神経原
線維変化（い
わゆる老人斑
でアルツハイ
マー病の原因の一つ）を凝集、解離する
といわれている「クルクミン」と脳をイ
キイキさせる「ビタミンE群」+「葉酸」、
そして今注目の認知機能障害を改善する
ヒューペルジンＡを含んだまったく新し
いサプリメントです。いつまでも元気で
ボケずにいたい、そんな方にお勧めしま
す。
　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
でも利用されています。
　ヒュークルミンは、その主成分の一つ
であるクルクミンの働きにより、アルツ
ハイマー病の原因と言われているいわゆ
る老人斑の生成を阻害し、またできた老
人斑を解離させます。

定価　8,640円
会員価格　8,200円

　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。
　よく眠れるし、安らげます。
　切り傷、鼻水が止まらない花粉症、風
邪、下痢、便秘、膝痛の緩和にも。
　一家に１台、必需品です。

　 こ の 家 庭
用タイプ（１
号機）という
の が 使 い 安
く、価格も手
ごろです。医
療器具

129,600円
　これに別売のキャスター 12,960円を
付けると移動に便利です。

（送料、書籍、別）
　パンフレットご希望の方はお送り致し
ます。

スマーティーホットレッグLH-2型
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開発秘話

第２話

【聴こえてきたショック】

変わったか
のような違
いだったの
です。
　しかし再
生装置は何
一つ触って

いなかったのに…。

　もうパニック、涙が流れる寸前。しかし
泣いてなどいられません。
　「どうして…どうしてだ」。という繰り
返し…。

　でも頭では解っていたのです。装置の
違いではない、と。
　装置であってくれ、と願わずにはいら
れなかったのです。
　そうです。どういう訳か、その時点で私
の耳が違ってきていた、その瞬間だった
のです。
　その違った音を口で説明するなら、傷
だらけのはずのレコードからとても繊細
微妙な音の変化が聴こえてきたのです。
それはラジカセから超高級なステレオに

　何万回と聴き馴染んだそのレコードか
ら聴こえてきたその音とは、いつもの演
奏ではない全く異次元の演奏だったので
す。
　その原因を、まずステレオ装置から調
べたのです。

「音の正体は？」



の経験からすれば数倍の音楽生活と豊富
な経験を持っているわけで、その人たち
が聴こえていないなどとは到底考え難い
からです。
　つまり私の未熟さによって我田引水し
て研究を進めてしまったことに対する
ショックでした。
　しかし何としても許せなかったのは学
内の教師たちの中には低次元の教師が多
くいたことです。
　同等だと思える人は僕より上だったと
思っても許せますが、どうにも許せない、
その教師達の存在でした。
　それをどう解決させられるか。しかし
答えがない以上、そんな教師達の方が私
より優れていた、と思わなければなりま
せん。
　そのショックが大きかったのです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　20歳の頃は当時名手揃いのアメリカ
空軍の軍楽隊の中に加わり演奏したり
…。一時はジャズバンドで演奏し、アメリ
カ人の根本的な演奏感覚の違いにショッ
クを受け、その頃からレコードを聴いて
は自分の演奏をテープレコーダに録って

比較する。回転数を変えたり早めたりし
て分析。またレコードがすり減るからと、
テープレコーダに録音するなど、テープ
レコーダが私の先生になっていました。
　テープレコーダを壊して修理、壊れて
は修理。当時５台くらいのテープレコー
ダを使い壊したのではないかと思いま
す。
　教師になってからは多重録音ができる
テープレコーダ。38回転のテープレコー
ダまで多用していました。20年近くテー
プレコーダ漬けの生活だったのです。
　しかし、そのおかげもあって、専門のク
ラリネットだけではなくあらゆる管楽器
の音を聴くだけで、口の中、舌の位置がレ
ントゲンのように解り、演奏法の間違い
を瞬時に見分け、多くの生徒たちのアド
バイスもしてきました。
　当然、細かな音の判断では自負するも
のがありました。
　しかしそれまでどういう訳か聴こえて
来なかったのです。

…続く…

　本当に違った音が聴こえてきたのなら
他のレコードもそうなっていなければな
らない、と思って、聴き馴染んだレコード
から聞き込んでいったのです。
　しかし結果は同じ。「なんで？こんな演
奏だった？」「こんなに素晴らしい演奏
だった！？」
　朝の６時まで調べまくっていました。
とうとう一睡もできずに大学へと出勤し
ました。
　以来、「何で」という繰り返し。大学では
生徒にろくなレッスンもできず、途方に
暮れた生活が続きました。
　「自分だけがこの音が聴こえてなかっ
た」
　大学内では肩身の狭い思いをしなが
ら研究をしてきた10年間の孤軍奮闘。そ

れが全く無駄に
なってしまった
からです。

　70歳80歳 の
大先輩音楽家は
大 勢 い ま す。そ
れが30歳前の私
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　今回の会報は皆様に是非使って頂きた
い製品が目白押しでしたので、自然音日
記を新しくできた自然音ＣＤのご紹介と
兼ねさせて頂きました。
　ご紹介する商品は必ず私が使って皆様
にご紹介できると確信を持った製品で
す。

　 そ の た め
数は少なく、
目 新 し も の
は 少 な い か
も 知 れ ま せ
ん。それだけ
信頼できて、

是非使って頂きたいので、世の中によく
ある紹介記事のような事はしていませ

お正月休みのお知らせ
平成27年12月26日土曜日〜

平成28年１月３日日曜日
営業日、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
　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。
　１月17日（第３） //２月２1日（第３）
　３月20日（第３）//４月17日（第３）
　５月15日（第３）//６月19日（第３）
　お知り合いを体験セミナーに是非お誘
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。

ん。
　次号では実用的ですが、本当かな？と
いう興味深い製品を一つご紹介できると
思います。ご期待ください。

　この半期は壮快に付録で掲載、９月に
は「モヤモヤさま〜ず２」で取り上げら
れ、多くの問い合わせやセミナーにお出
で頂きましたが、「本当かな？」と疑問に
思って帰られるお客様もおりました。会
員の皆様のような実体験がありませんの
で、そう考えるのは当然かも知れません。
　広く皆様に認知される伝聴研となるよ
うに努力いたします。新年もすばらしい
年でありますように。

《編集後記》


