
癒やし
第 2版

村上洋一 著

貸出用
村上図書館

花菜ガーデン（平塚市）のバラ



- 1 -

はじめに

「癒やし」を辞書で調べると、「肉体の疲れ、精神の悩み、苦しみを何かに頼って解消した

りやわらげたりすること。」とあります。また注釈として「昭和 60 年ごろから流行りだした。」と

あり、昔はそれほど使われなかった単語だと思います。

今は、肉体の疲れ、精神の悩み、苦しみといった重大なものではなく、軽微な苦痛（ストレ

ス）解消のため、色々な「癒やし」を求めているように思います。

私はストレス解消の「癒やし」ではなく、より良い気持ちになるための「癒やし」を楽しんで

います。ここに私のささやかな「癒やし」を紹介します。

目 次

1． My GARDEN での癒し P 2

2． 生き物 P 5

3． 健康器具 P 6

4． 音楽関係 P 7

5． 癒し Toy P 9

6． 屋内飾り P10

7． 飲み物 P13

8． 外出での癒し P13

Copyrights (c) y.murakami All Rights Reserved.

御感の藤 （小田原城跡公園）



- 2 -

1． My GARDEN での癒し

（1） My GARDEN

我が家には、庭（My GARDEN と呼んでいます。）と畑があります。庭で草花の手入れをし

たり畑の水遣りをしたりしているときは、とても癒やされます。

（2） 花

夏にはペチュニア、サフィニア、花手毬、ベゴニア、ポーチュラカ、ナスタチュームなどを、

冬にはパンジー、ビオラ、デイジー、ノースポール、ストックなどを植えています。

（3） 木の花

我が家には花の咲く木として、姫シャラ、夏ツバキ、ヤマボウシ、山茶花、ライラックなど

があります。ヒイラギ、月桂樹も小さな花を付けます。

2 階から見たMy GARDEN 畑の全景

時計草 ナスタチューム

姫シャラ ヤマボウシ
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（4） 野菜の花

野菜の花は以外と綺麗です。ただし、結実のための開花なので開花の時間は短く、アッ

という間にしぼんでしまいます。部屋から見える畑なので、野菜の花も楽しんでいます。

（5） 収穫

趣味と実益を兼ねた家庭菜園で、色々なものが収穫できます。ブラックベリーはそのまま

食べても良いし、大量にとれたときはジャムにしています。

（6） ウッドデッキでコーヒータイム

「ウッドデッキの周りの花を眺めながらコーヒータイム」が夢で、1997 年にウッドデッキを

自作しました。時々友人と、コーヒータイムを enjoy しています。

キタアカリの花 インゲンの花

自作のウッドデッキ ウッドデッキでコーヒータイム

ブラックベリーにんにく
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（7） 珍しい植物

「はからめ」は葉から芽が出るので、俗にそう呼ばれています。我が家のはからめは、

「セイロンベンケイソウ」と「コダカラソウ」です。

20 年ほど前に会社の同僚からありきたりのサボテンを頂きました。今もすくすく育ってい

ますが、もらってきたものが親とすると子も育っています。今は親2鉢、子2鉢で毎年花を咲

かせます。自然の神秘でしょうか、同じ頃からつぼみを持ち始め、たった一晩で一斉に開花

します。夕方から開花を始め夜中に綺麗に咲き、3 日目の朝には皆しぼんでしまいます。

（8） 観葉植物

観葉植物は寒さに弱いので、屋内に、数

多くの観葉植物を置いています。

セイロンベンケイソウ コダカラソウ

一晩だけ一斉に開花するサボテン ハートの形をした「ハートホヤ」

二階の部屋の観葉植物
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2． 生き物

（1） 熱帯魚（グッピー他）

犬や猫はとっても可愛く癒されますが、長

期の不在時は餌をあげられないため飼うの

に困ります。その点魚類であれば、数日は餌

をやらなくても大丈夫です。我が家には熱帯

魚とメダカがいます。

（2） メダカ

長男は農業大学卒で、卒論が「ミズゴケについて」でした。ミズゴケを大学からもらって来

て、自宅で「ミズゴケ育成箱」を作り育てています。この育成箱には黒メダカが育っています。

玄関にはスイレン鉢を置いていて、ここにはヒメダカが育っています。毎朝のえさやりは日

課の一つです。

熱帯魚

幸福の木サンセベリアカポック

ミズゴケ育成箱とメダカ スイレン鉢とホテイアオイとメダカ
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3． 健康器具

（1） マッサージチェア、低周波マッサージ器

長年欲しかった「マッサージチェア」をついに買いました。背もたれ部分で、肩、背中、腰

モミが行われ、足部でふくろはぎモミが行われます。背もたれ部分は後方に倒れ足部は上

昇し、寝そべった状態になれます。マッサージの途中でいつも寝てしまい、15 分後の自動

停止で目が覚めます。

低周波マッサージ器もあります。これは疲労回復より、腰痛の治療に使っています。腰痛

は、程度の軽いものですが、年に 1、2 度あります。

（2） ロデオボーイ

一時とても流行った「ロデオボーイ」です。

結婚した長女が買ったものですが、使わなく

なって置き場所に困り、現在は我が家にあり

ます。時々利用していますが、腹囲の削減に

効果がありそうです。

（3） ローイングマシン

スポーツジムを止めた時、家でも体を鍛え

ようと思い購入しました。ジムの月会費より少

し高い価格で買えました。

マッサージチェア 家庭用低周波マッサージ器

ロデオボーイ

ローイングマシン
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GRAND PIANIST（セガトイズ製）

4． 音楽関係

（1） TV、ホームシアター、ミニコンポ

音楽・映画鑑賞も趣味で、そのための機器

を揃えています。 46 インチの液晶ＴＶ

（SHARP 製）、ホームシアター（SHARP 製）、

ミニコンポ（ONKYO 製）です。

ホームシアターではレンタル DVD の映画

鑑賞はもちろんのこと、サザンオールスター

ズ、女子十二楽坊などの音楽 DVD も楽しん

でいます。

ミニコンポでは、JAZZ、ダンス音楽、などを

聴きます。

（2） Ｍｕｓｉｃ Ｔｏｙ

LITTLE JAMMER meets KENWOOD は、10

年ほど前東急ハンズで初めて見ました。欲し

かったのですが、おもちゃに￥21,000 を使う

気にはなれず、その時は購入を断念しまし

た。

3 年半前にインターネットショッピングで、

LITTLE JAMMER PRO. tuned by KENWOOD

が安価で売られているのを見つけ、早々に

購入しました。

PROの購入でMusic Toy の魅力にとりつか

れ、LIVEDREAM ROCK BAND、HOME JUKE

BOX、LITTLE JAMMER meets KENWOOD、GRAND PIANIST、ミニチュア楽器と、次々に買

い求めました。

TV、ホームシアター、ミニコンポ

LITTLE JAMMER PRO. tuned by KENWOOD

（バンダイ製）

LITTLE JAMMER meets KENWOOD

（バンダイ製）
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マルチファンクション マイクロコンポ

（3） 音楽プレーヤー

我が家では、あらゆる場所で音楽が楽しめ

るようになっています。

一階の居間では「ミニコンポ」（7 ページ参照）

で、二階の寝室では「マイクロコンポ」で、風呂

場では「防滴タイプの音楽プレーヤー」で音楽

を聴きます。

外での散歩の際は「携帯音楽プレーヤー」

の「ウオークマン」で、またドライブ中は車に搭

載の「Music Box」で音楽を聴きます。Music

Box は、CD をかけると mp3 形式の音楽に変換

し格納するので、格納後は CD 無しで音楽を聴

くことができます。全体で 3,000 曲ほど格納できます。

CD プレーヤーは持ち運び可能のプレーヤーとして使っています。

LIVEDREAM ロックバンド

（セガトイズ製）

HOME JUKE BOX

（セガトイズ製）

CD プレーヤー防滴タイプの音楽プレーヤー

（風呂場で楽しんでいます。）
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（4） ドラムセット

バスドラム、スネアドラム、12 インチタムタ

ム、13 インチタムタム、フロアタム、ハイハット

シンバル、ライドシンバル、クラッシュシンバ

ルで構成されるドラムセットです。

1 年間個人レッスンを受けましたが、今は

止めています。

5． 癒し Toy

（1） 幻想空間 万華鏡（タカラトミーアーツ）

投影式万華鏡です。暗くした部屋で壁や天井に投影すると、幻想的な模様が映し出され

ます。ビーズケースに 2、3mm の小物を入れて、自分オリジナルの模様を作ることもできま

す。

携帯音楽プレーヤー「ウオークマン」 Music Box（マイカーの SKYLINE に装備）

ドラムセット

幻想空間 万華鏡 天井に映し出された模様
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（2） 家あげ花火（セガトイズ製）

自宅の壁や天井に花火を映し出す「家（うち）あげ花火」です。花火を投影するプロジェク

ターとして、大玉用の筒が１つ、小玉用の筒が４つ付いています。早打ち、単打ち、段打ち、

スターマインの打ち上げができます。打ち上げが終わると、観客の拍手・歓声が聞こえます

6． 屋内飾り

（1） 家族の作品

家族の作品を飾っています。

パッチワーク エッチング

書道

鮭の壁飾り

家あげ花火 天井に映し出された花火の映像
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（2） つるし飾り

風で揺れるモビールは、いつも違った形を

見せてくれます。写真は、手作りのモビール

です。居間、玄関、階段の天井に吊るしてい

ます。

鮭のモビール 熱帯魚のモビール

カエル ① カエル ②

つるし飾り

人形

フクロウのモビール

インコのモビール

つるしびな 七宝まり
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（3） ミニチュア工作

ミニチュア工作が趣味の一つで、二階に展示棚を作りこれまでに作ったものを飾っていま

す。また屋内の色々な箇所に棚を作り、ミニチュア作品を飾っています。

（4） お土産

旅行で買ってきたもの、頂いたものを部屋に飾っています。

大山土産

中国土産 タイ土産

鎌倉土産

ミニチュアガーデングッヅ ミニチュア木馬

中国土産

鎌倉土産

ミニチュア工作展示 ① ミニチュア工作展示 ②

ミニチュアガーデングッヅ
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7． 飲み物

（1） コーヒー

コーヒーは、一日に 5 杯ほど飲みます。自

宅 で 一 人 で 飲 む と き と は 、 NESCAFE

GOLDBLEND を飲みます。自宅に来客があ

ると、ドリップコーヒーを飲みます。外出中は、

ドライブスルーでMacコーヒーです。Macコー

ヒーはとても美味しいです。

（2） お茶

いつもはコーヒーを飲んでいますが、たまに抹茶や烏龍茶も良いですね。烏龍茶では台

湾の凍頂烏龍茶が美味しいです。烏龍茶用の茶器は、台湾旅行で買って来たものです。

8． 外出での癒し

（1） 近隣の花巡り

自宅近隣に、多くの癒やされる花があります。

日向路の彼岸花（伊勢原市）カタクリの里（相模原市）

烏龍茶用茶器抹茶用茶器

コーヒー
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（2） 公園散策

神奈川県には 25 の県立公園の他、多くの公園があります。

（3） mini 観光

車の運転は好きなのでよくドライブに出掛け、日帰り観光を行っています。富士山周辺、

箱根周辺には多くの観光名所があります。

（4） コンサート鑑賞

コンサート鑑賞はとても癒やされます。海老名市近郊の文化会館で、年に 5～10 回鑑賞

しています。吹奏楽団とジャズバンドのコンサートは必ず聴くようにしています。

湘南台高校吹奏楽部 WSSZama Big Band Jazz Orchestra

河口湖オルゴールの森（河口湖町） 箱根ガラスの森（箱根町）

県立相模原公園（相模原市） 大磯城山公園（大磯町）
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