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●まずは、自己アピールをお願いします。

珈琲好きです・・自慢にならないか（笑）。

●覚えるのが早いな～っていつも思いますけど。

いやいやいや。・・アピール苦手なんです。

●あ、チラシもシンプルですものね。

（笑）そ・・それ・・先生によく言われる。

●苦手なことはあんまりないのかな、って・・。

いやいやいやいや。自分のことはちょっと・・。

縁の下の力持ちは得意かも。

●人のために何かするのが好きなんですね。

学生の時のバイトの時もそうでした。部長さんがか

わいがってくれて。周りから秘書って呼ばれていまし

た。身のまわりのこと何でもして。

普通にお弁当食べた後「おい角川、飯食いに行く

からつきあえよ」って言われて、もう一回食べに行っ

たり（笑）。私大食漢だったんです。すごい太ってて・・

（80kgありました）。

●スタッフになりたいと思ったきっかけは・・？

自分の学びたいこととか興味のあることが、氣道に

あった・・からです。

●氣道（長谷川先生）との出会いは？

1997 年に行われた、先生の恩師である吉本武史先

生とのコラボ講座「心と体の学校」に参加したこと

です。毎週土曜２４回連続・・・。ほんとうにすご

い講座でした。

※注／購入希望の方は事務局までご一報下さい (^_^)

●昔から氣道的なことに興味があったんですか？

体のこととかは１０代の頃から。

いろんなもの習いに行っていました。呼吸法とかヨ

ガとか、治療的なことも。

●鍼灸師さんなんですよね。

１０代の頃、自然治癒力とか東洋医学とかの言葉

を聞いたときに「あっこれだ！」って思って。自分

はそっちに行こう、と思って。

実家は和菓子屋なんだけど、父が実家をついで次

男が鍼灸師になるっていうのが祖父の夢だったらし

いんですよ。それは叶わなかったんだけど。結局、

私の弟が家を継いで私が鍼灸師になって。

後で父にきいてびっくりしました。祖父の執念でしょ

うか。墨田区にある『梅林堂』というお店です（最

寄り駅は東向島）。お近くへお越しの際は、是非。

お薦めはお赤飯とどら焼き！です。

●好きな有名人は？

これ・・・長谷川淨潤って言ったら・・ちょっと（照れ）

言い過ぎですかね。

●きゃー (*^_^*)　では、好きな音楽や映画などは？

音楽は何でも好きですね。ジャズとかブルースが大

好きだったんです。サニー・ボーイ・ウィリアムソン。

その人が好きで、一時期ハーモニカ、やってたこと

あるんです。

●是非聴かせていただきたいです～

いやいやいやいや。

ジャズだと、ダラーブランドの「アフリカンピアノ」。

あとはね、クリフォードブラウンっていうトランペッ

ター。それとフリージャズ時代を含めて加古隆が

好きですね。

映画は小さい頃から大好きだったんですよ。好きな

のは「スティング」「明日に向かって撃て」。

あとはね「天国から来たチャンピオン」。あれ、何

度見ても泣いちゃうんです。ああ～また泣きそうに

なっちゃう・・。松田優作も大好きでした。

●お休みの日は何をしているんですか？

氣道のCDやDVDを聴いたり見たり。それが楽しい。

ちょっとかっこつけすぎ？（笑）。あとは音楽聴くと

か。彼女（奥様）と休みが合えば出かけます。

●どんなところに出かけるんですか？

デパ地下。好きですね～。よく行くデパートは配置

がわかってるから、こういう流れでまわって・・と。で、

最後にワインと日本酒の試飲をして、買って帰る、

という。これがいつものパターンでして（笑）。

●幸せだなあって思う時は？

いつも、幸せを感じてますねぇ。

●氣道人間ですね。

氣道人間です。楽天的なんですよ。

ある時から楽観主義者になって・・

●「ある時」って？

大学受験に失敗をして、浪人生を経験してから。

・・急になんか「がらっ」と。

「これはこれ、何とかなるかも」って。家族とか周

りの人に対する感謝の気持ちとかも出てきて・・。

●大学を卒業してから鍼灸の学校に？

鍼灸師は親に反対されて。一度大学に行ってみて

から考えなさい、と言われて。

でも、気持ちは変わらなかったですね。

法学部４年で「悪いけど俺やっぱり鍼灸師になりた

いんだ」って。何度、母親の泣く顔を見たことか・・。

大学の時も、アルバイトして貯めたお金全部使って

体のこと習いに行ったりしてましたから。

●そのアルバイト時代に部長さんに、

　　　　　　　　かわいがってもらった、という・・。

いろんな常識をその人から教わって。

お酒や寿司屋での作法とかも。この人について行こ

う、って、思いました。

●それが今は長谷川先生。

上司には恵まれているんです (̂ _ )̂。

●先生のここが好きです・・っていうのは？

えーーっ。何でも好きですよ。全部好き。

最初に出会ったときから・・。

やっぱりなんかね、酒飲みの匂いってあるんですよ

ね。惹かれあうんでしょうか。

●これから氣道でやっていきたいことは？

もっといろんな講座をしたいですね。

今は「整体」関係の講座、どんどんやっていきた

いです。「症状別」みたいなのも。講座は、自分

の勉強にもなるし、やったあ～！って、充実感あり

ます。

日本酒（の学校）と珈琲（の学校）、どなたでも歓

迎しますので、是非参加してください！！

とっても楽しい会になってますよ！

●個人レッスンのアピールは・・

アピール苦手・・点点点です（笑）。

そう・・ですね。リクエスト、どんどんして欲しい

ですね。いろんな方とお会いしたい。

人、大好きだし。

●そういう「人大好き～」って感じがもっと表に出ても？

それって、やっぱり接してみないと伝わらないじゃ

ないですか。

人、好きなんです！！

機会があったら、何でもいいので講座に参加してい

ただいて、私のことを知っていただいて・・。

来ていただけたら

嬉しいです！！

（大声～）。

奥深く面白い、縁の下の力持ち「スミさん」の講座、どん

どん参加したくなりますね。

金曜の横浜道場、土曜の東京道場（隔週）「体塾」も担当

されています。

みなさま、スミさんのいろんな面を発見しに行きましょう～。

いろんな要望に一生懸命応えていただけそう～ (*^_^*)。
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