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この紙は国内回収新聞古紙 100％のリサイクルペーパーです。 

Towards １ 独立自由人   Be independent and free. 

enjoying ２ 知的野生人      Be intellectual yet down-to-earth. 

21st century ３ 草根世界人      Be international yet act locally. 

 

「日本力」の根源                        波多野 毅 

 

先月、熊本県立大学でフォトジャーナリストのエバレット・ブラウン氏と対談トー

クライブをした。彼は、近頃、「知の巨人」松岡正剛氏との共著「日本力」（パルコ出

版）を出版した。日本はこれまでも、ラフカディオ・ハーン、ブルーノ・タウト、ジ

ョサイア・コンドル、アーネスト・フェノロサら鋭い審美眼を持つ「異人」によって

何度となく再発見されてきたが、エバレット氏もまたその系譜に並ぶ人物なのだろう。

聡明な思考力と繊細な感受性を併せ持ち、カメラのレンズを通してディープな日本を

見つめてきた彼との対談は、実に刺激的であった。戦後、経済一辺倒に突っ走り、見

失ったかに思えた「日本の心」を伝統的世界のみならず、「ケータイのストラップ」「ガ

ングロ」「コスプレ」に見出す慧眼ぶりは示唆に富んだものだった。 

 

 翌日、一緒に熊本県上益城郡山都（やまと）町にある弊立神社に参拝。五年に一度

開催する「五色人大祭」に参加した。五色とは世界の人種を肌の色（赤・白・黄・黒・

青）で表したもの。五大人種が互いに認め合い助け合う和合の世界を祈る祭である。 

 

平和の和、大和の和の字は、稲、穀物を意味する「禾」偏に「口」とあることに注

目したい。お米を食べることは、心身の調和のみならず、平和の礎になることを今一

度、日本人として噛み締めたい。日本国の象徴である天皇は毎年、皇居内の田で、米

の籾を蒔く「御手蒔き」に始まり、「御田植え」や「御稲刈り」をして、一連の米作り

を体験する。このことは、日本の皇室が農業、とりわけ稲作文化と密接に結びついた

ものであることを示している。天孫降臨が日本の稲作の始まりと言われるのも、「古事

記」「日本書紀」に描かれた神話に基づいている。 

 

寺子屋ＴＡＯ塾を舞台に、11 月 7 日に「出産」をテーマにしたイベント、11 月

20～21 日に「農業体験合宿」が開催される。「命」「土」「血」これ全て大和言葉の「ち」

がついていることの意味を深く理解できる「知」ならぬ「智」を培いたいものだ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対談・インタビュー相手 

○ 熊本菊地養生園診療所名誉園長・・・・・竹熊宜孝氏 

○ 作家・・・・・・・・・・・・・・・・・神渡良平氏 

○ 元韓国農林大臣・・・・・・・・・・・・金成勲氏 

○ 元国連事務次長補・・・・・・・・・・・北谷勝秀氏 

○ ﾏｸﾛﾋﾞｵﾃｨｯｸ講師・・・・・・・・・・・・ﾊﾟﾄﾘｼｵ･G･D･ﾊﾟﾚﾃﾞｽ氏 

○ 雑穀料理研究家・・・・・・・・・・・・大谷ゆみこ氏 

○ ｼｰﾄﾞｾｲﾊﾞｰｽﾞﾈｯﾄﾜｰｸ代表・・・・ ・・・・ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾝ氏 

○ ﾎﾘｽﾃｨｯｸ経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・・・・・・・・・・寺山心一翁氏 

                        ほか総勢 16 名 

 

 

 

10 月 2 日熊本市、3日鹿児島市、4日～5日奄美大島、12 日熊本市、22 日～24 日広島市 

30 日～31 日広島県三次市、11 月 7日小国町ＴＡＯ塾、12 日大阪市、13 日神戸市、14 日京都市、 

20 日～21 小国町木魂館、27 日～28 熊本県ＴＡＯ塾、12 月 4日熊本市、14 日熊本市、19 日福岡市 

寺子屋ＴＡＯ塾代表 波多野毅新刊 

「自遊人の羅針盤～東洋医学の智慧に学ぶ」発刊！ 

波多野毅著「医食農同源の論理～ひとつらなりのいのち」

（南方新社）は amazon でご購入下さい！ 

今季、波多野毅講演日程 
 

 

目次の一部抜粋 

 

・Ｔ楽しく Ａ明るく Ｏ面白く 生きるために 

・大和言葉と漢字に秘められた意味 

・「口」がポイント（呼吸・食事・言葉・キス？） 

・グーとパー！「陰陽」のエネルギー 

・きひつかみ！「五行」のエネルギー 

・西遊記と陰陽五行 

・難有り即ち有難し 

・世界の覇権の推移と砂糖・大麻の関係 

・七という数字 

・ミクロコスモスの人体 

・己こそ己のよるべ 

・しみじみ教＆新教育者宣言 

・三人のジョン 

・ソローの食卓 

・医食農同源と懐かしい未来 

 ※ 本の購入方法について 

一般書店では購入できませんので、ＰＣメルアド wildoats@bronze.ocn.ne.jp または携帯メルア

ド wildoats@ezweb.ne.jp に直接ご注文下さい。一冊、1200 円。送料税込で 1300 円です。 

十冊注文頂きますと、卸値扱にて 10,000 円で送料無料になります。 

注文して頂いた本は、お振込みを確認後一週間以内にお送りします。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然のインシュリンと呼ばれる菊芋のレシピ本第②②②②弾 

《増補改訂版》北里洋子北里洋子北里洋子北里洋子のののの元気元気元気元気になるになるになるになる菊芋菊芋菊芋菊芋レシピレシピレシピレシピ    

～縄文の風を感じる懐かしい未来食～」発刊！ 

 

 

パトリシオ・Ｇ・パレデス・中島デコ・ 

タカコナカムラ・カノン小林・平田優ほか 

全国で活躍する人気料理講師＆一流シェフ 

２０人のオリジナルレシピも同時掲載！ 

２０ページ増の大型増補改訂版！ 

『ぼくのぼくのぼくのぼくの周周周周りじゃりじゃりじゃりじゃ、、、、洋子洋子洋子洋子せんせいはせんせいはせんせいはせんせいは

伝説的伝説的伝説的伝説的なななな存在存在存在存在だだだだ。。。。困困困困っっっったことがあったことがあったことがあったことがあっ

たらたらたらたら、、、、なにはともあれなにはともあれなにはともあれなにはともあれ、ＴＡＯ、ＴＡＯ、ＴＡＯ、ＴＡＯ食育食育食育食育

菜園菜園菜園菜園にににに行行行行きききき、、、、洋子洋子洋子洋子せんせいのおせんせいのおせんせいのおせんせいのお料理料理料理料理

をいただくをいただくをいただくをいただく。。。。ぼくがそうだったようぼくがそうだったようぼくがそうだったようぼくがそうだったよう

にににに、、、、あなたもなんとかなるだろうあなたもなんとかなるだろうあなたもなんとかなるだろうあなたもなんとかなるだろう。。。。

本物本物本物本物ののののスローフードスローフードスローフードスローフードとはとはとはとは、、、、そういうそういうそういうそういう

ものものものもの。。。。』 
    （明治学院大学教授 辻信一） 

「スローイズビューティフル」「ハチドリのひとしずく」著者 
糖尿糖尿糖尿糖尿・・・・メタボメタボメタボメタボ    

がががが気気気気になるになるになるになる方方方方

にににに朗報朗報朗報朗報！！！！    

美容美容美容美容とととと健康健康健康健康にににに    

キクイモキクイモキクイモキクイモ！！！！    

※ 本の購入方法について 

一般書店では購入できません。 

一冊 1,200 円です。送料込み

1,300 円になります。 

 郵便振替用紙にて 1,300 円

（本代＋送料）をお振込み下さ

い。（口座番号 １７１７０－

２０１０１６３１ 波多野毅

宛）十冊注文頂きますと、

10,000 円で送料無料になり

ます。注文して頂いた本は、お

振込みを確認後一週間以内に

お送りします。 



◎ 11111111 月月月月 7777 日日日日「「「「いいおいいおいいおいいお産産産産のののの日日日日 in in in in 小国阿蘇小国阿蘇小国阿蘇小国阿蘇２０１０２０１０２０１０２０１０」」」」    
日時：11 月 7 日（日）12 時～15 時（11 時半受付開始） 

場所：熊本県小国町寺子屋ＴＡＯ塾 

参加費：500 円（玄米おにぎり・お子さんには玄米ぽんせん付） 

予約制：定員 20 名（定員になり次第締め切り） 

予約締切日 10 月 22 日（金） 

内容：波多野毅さん講演「懐かしい未来と自然な食・お産」 

＆バーストーク&パネル展 

お申込：いいお産の日 in 小国阿蘇実行委員会 

happy_birth_oguni@yahoo.co.jp 
 

 

◎ 11111111 月月月月 20202020～～～～21212121 日日日日「「「「ＭＱＭＱＭＱＭＱ大学大学大学大学マクロビマクロビマクロビマクロビ＆＆＆＆農業体験合宿農業体験合宿農業体験合宿農業体験合宿」」」」    
日時：11 月 20 日（土）～21 日（日）1 泊 2 日（部分参加可能） 

場所：熊本県小国町寺子屋ＴＡＯ塾＆ＴＡＯ食育菜園 

参加費：38000 円（天神からのマイクロバス、食事、 

    宿泊、講義、温泉、保険料込） 

予約制：定員３0 名（定員になり次第締め切り） 

予約締切日 1１月１１日（木） 

持ち物：宿泊用品、軍手、長靴、帽子、汚れてもいい 

服装、マイ箸、マイカップ 

内容：波多野毅さん講演「医食農同源と懐かしい未来」 

   大谷真洋さん講演「農的暮らしと精神生活」 

   北里洋子さん講演「キクイモ～懐かしい未来食」 

      ＴＡＯ食育菜園農業実習、植林実習、ボディワーク 

マクロビオティック料理、交流会 

お申込：ﾏｸﾛﾋﾞｵﾃｨｯｸ九州事務局ＴＥＬ0943（77）3483 

info@macrobi-q.com 
 

 

◎ 11111111 月月月月 27272727～～～～28282828 日日日日「「「「ＴＡＯＴＡＯＴＡＯＴＡＯボディチューニングボディチューニングボディチューニングボディチューニング合宿合宿合宿合宿」」」」    
日時：11 月 2７日（土）13 時半～2８日（日）1３時半 1 泊 2 日（部分参加可能） 

場所：熊本県小国町寺子屋ＴＡＯ塾 

参加費：25000 円（講義、食事、温泉、宿泊代、菊芋お土産込） 

予約制：定員 10 名（定員になり次第締め切り） 

予約締切日 1１月 20 日（土） 

内容：講義、ボディワーク、プチ断食、パワースポット散策 

講義内容「目から鱗の複眼思考～ものの見方考え方の転換」 

「健康で、美しく、幸せになる食･息･動･想･環」    

お申込：ＴＡＯ塾 ＴＥＬ09０（１９７８）3３８６（北里） 

wildoats@bronze.ocn.ne.jp 

 

 


