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★ 結び と陰陽五行

男性 (陽)と女性 (が)結ばれることによつて

息子 (むすこ)や娘 (むすめ)が誕生し、子孫が繁栄する。

永遠の象徴、それが「結び」という行為です。

また古来より、身体 (陰)から魂 (陽)が離れると

病氣になると考えられており

「魂鎮めJや「魂振り」といつた

身体に魂を結ぶ祭事が行われてきました。

他にも五行の形 (五芭星★)は

他者の侵入を許さず永久に現状が続く結びの印とされ

魔除けの護符としても使われていました。

何かと日常にあふれる結びと陰陽五行。

おもしろいですね。

★ 「ん」のつく物を食べよう。

冬至の日にかばちゃ (南瓜/なんきん)を食べると、風邪を弓|かないという言葉は有名ですが

力ヽ まちゃ以外にも「ん」の付く食べ物がいいとされています。

れんこん 。にんじん 。ぎんなん・きんかん 。かんてん 。うんどん (う どん)が

冬至の七種と呼ばれています。

「ん」は五十音最後の音。物事の終わりを表しています。

しつかり結び、終わらせて、新たな始まりを迎えましよう。

ちなみに「ん」がヽ たつ重なるのは、運をたくさん取り込めるからだそうで。

まあ、うんどんはなかなか強引などと思つたり (笑 )

★ 今年は朔豊冬至 !

今年の冬至は「朔旦冬至」

これは冬至と旧暦の 11月 1日が重なる日のことをいいます。

冬至は一陽来復などと言われ暦の起点となる日、そして旧暦の 1日は朔 (新月)。

まさにはじまりの日。ちなみにこの現象は 19年に一度。

ちょつとワクワクしませんか ?さて、何しましょ ?

【発行人】

ゆらね推拿担当 三木哲哉

京都伏見で

推拿とレイキのスクールとサロンをしています。

陰陽五行の自然観を学びながら、

整体や養生のことを楽しくまじめに伝えてます。

ワークショップやコラボなど

お氣軽にお問い合わせください。

みんなでおもしろいことがしたいです。

ご予約・お問い合わせ先は、

tetsuya,miki@yurane― seital.comまで

【編集部】

ゆらねスタッフ ニシムラ

推拿・レイキ・ごはん 。珈琲・睡眠 。お風呂(*′ ▽ *`)

夜スイナ@ゆらね 家スイナ@綴喜郡 をやつてます。

紙のよみもの「夜通」時々発行。

養生プチ講座では施術を担当しています。

☆今後の夜スイナ@ゆらね 18:00～LO.21:00
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twitter OmimioSumaseva

blog  http:〃 muran193.blo9,fc2.com/

ma‖   mu‐ran193@hotmail,co.jp

【編集後記】

先日忘年会で沖縄料理店に行きました。注文した「豆腐よう」をみて疑間がひとつ。

「『豆腐よう』はなぜ赤いのか ?」

手元にあつたスマホで調べればすぐわかることでも、それではあまりに物寂しい。

お客さんも誰もいなかつたので、店員の若いお姉さんに質問することに。

「しょ、少々お待ちください・・・」と奥に引つ込み、出てきたその手にはスマホが。

僕の目の前でウィキペディアを読んでくれました。

以後、注文を取りに来てくれる度、彼女は半笑いでした。

ネットより、人と繋がつた方がおもろいですね。

三木

結びの冬、ということで来年用に新しいプロフィーフレカードを制作しています。

この一年間の経験を踏まえ、一年の結びとして、また新たなスタートにむけて、

4ヽさいスペースに想いの文を盛り込んでいるところです !!

みなさんは、どんな「結び」の冬すごしていますか ?

三シムラ


