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アンケートにご協力 
  有難うございました 

前回の会報に同封して、お願いいたしましたアンケートの集計ができました。  

非常に少ないご回答で、当方の熱意が伝わらなかったことが、とても残念です。 

が、ご回答下さった方には、大変貴重なご意見をお寄せいただき感謝して居ります。 

すぐ、お答え出来ることついては、カッコ書きにて記入させて頂いております。 

個人的なご意見には、個々にお返事させていただきました。有難うございました。 

 

【回答５８人（回収率 12.3％）  男性 7 人  女性４９人  無記入２人】 

大阪府２０人   兵庫県１５人   京都府 ５人  東京都 ５人   

福岡県 ４人   愛知県 ２人   千葉県 ２人  神奈川県１人  

岐阜県 １人   富山県 １人   無記入 ２人 

 

Ⅰ 会報（明日葉）について（年４回発行） 

   いつも全部読んでいる ４５     読みやすい  ２１ 

部分的に読む     １１     読みづらい   １（字が多すぎる）  

たまに読む       １     読まない    ０ 

 どの記事に興味がありますか、又は、読みますか（以降複数回答） 

   全部       ２２   講演要旨       ２４    体験談   ２４ 

チカコサロン予定 １７   お知らせ(ニュース)９    認定機関一覧 ３ 

  同封チラシ     ３   あとがき     ３ 

  いままでに印象に残った記事は 

   講演要旨２２（松田先生１２、腸と健康：皆川３、日本の伝統と健康：岡田２、 

感性と健康：芳村２、老いを考えず元気に生きる：恩田１、 

黒田クロ先生、昇幹夫先生 各１） 

   体験談 ８     

東京支所ＯＰＥＮスタッフ自己紹介 各１ 

  会報についてのご意見、ご希望など（掲載してほしい記事など） 

   ローフードの情報（レシピ、料理教室の体験談） 

 合宿の体験談 

 卒業生の活動   会員の投稿（過去に何度か実施しましたが反応がありませんでした） 

   講演要旨は口調を止めて簡潔に（テープ起こしした 50～60 頁の原稿を 4 頁に縮小して、 

その講師に訂正して頂いて掲載しています） 

   文字が多すぎて読むのに疲れる（予算の関係で紙面増はできず、文字中心になっています。 

出来るだけ、見て楽しいものになるよう、心がけます） 

２０１０年５月 

第 ４ ２ 号 
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Ⅱ チカコ健康サロンの催事について 

   よく参加する         ５    

 興味あるもののみ      １２  

 遠方で行けない       １０  

参加したいが日程が合わない ３６   

   興味のあるものがない     １  

  サロン企画で興味あるジャンルは 

   医療関係   ４０    人生観の類 ３４  コンサート     １８ 

   料理教室   １１人   俳画、絵手紙 ２  ツアー（旅行・日帰り）１２  

  今後、取り上げてほしいこと、ご希望の講師等 

   腸マッサージの体験談        料理・食に関して    免疫（安保徹） 

ホリスティック医療（帯津良一）    酵素（鶴見隆文） 農薬・添加物（増尾清）    

笑えて役に立つような話（昇幹夫）  満仲雄二、神山五郎先生                  

考え方・見方の転換（黒田クロ）   他の治療家との対談 

 アンチエイジング    心理学   介護問題     音楽関係 （各１） 

  料理教室について（現在、２～３ヶ月に一回、定員１０名で実施） 

   参加したことがある    ２９  

   満員で参加できない     ６ 

   いつか参加したい      ３  

   内容は、満足 １０  普通 ７  不満 ２（レシピが簡単、人数が多すぎる） 

  ツアーについて 

   「日本の心にふれる旅」に参加したことがある １３（内４～５回の人５）  

日帰りツアーに参加したことがある    ３  

 参加したいが日程が合わない      ２０ 

   遠方で参加できない          １０  

   経済的に参加できない          １      

 内容は、 満足    １２     普通     ０    不満 ０ 

  参加費は 高い６(全て不参加の人)   普通（適当）２０     安い ２ 

  ご意見、ご希望（行きたい場所、或いは参加して良かった(悪かった所)など 

   個人では経験できない企画が良い ４    いつも楽しみにしている 

   魅力ある内容だが日程が合わない      いつか、きっと参加したい 

   淡路島を企画して欲しい（企画致しましょう）   合宿が良かった、楽しかった 

お知り合いご紹介キャンペーン、リニューアルキャンペーンなどの内容について 

   キャンペーン期間中、割引があるのが良い ２７ 

   プレゼントが良い             ５ 

   恐縮して居ります             １ 

 

Ⅲ 菜食整腸健康法ネイティブヘルスについて 

Ⅲ－１ローフードについて 

   ローフードを知っている ２９ 

   毎日又は時々実施    ３２  

   知らない         １ 

  当社発行のローフードレシピについて 

   利用している      １９   

 役に立っている     １１  

 購入したが余り使わない  ７  

   購入法がわからない    １ （ネイテイブヘルスに、電話でご注文して下さい） 

  知らない         ３     

 知っているが不要     １     
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梅田・四谷で提供しているランチについて 

   満足 ３３   普通１６   不満１（昔キャベツが酸化していた(気をつけます)                      

   食べたことがない   ４   一度試食してみたい４（ランチだけでも予約できます） 

  価格は 高い ３（無・減農薬の材料、無添加調味料を使用すると、どうしても、この価格に 

 なります。これでも人件費・光熱費等は出ていませんので、ご理解ください） 

      普通 ３９     

安い ６ 

  当社の食品（ネイティブヘルスフーズ＝ななこっこ、やさいっこ、健腸茶）について

ななこっこ 毎日３回摂る      ２ 

         毎日１～２回     ２１   

たまに食べる     ２０ 

不味いが体のために摂る ５   

摂らない        ６ 

理由：ご飯が好き、オリゴ糖の為２、食べにくい、機会がない、 

経済的に買えない 

       味 おいしい １２  普通 ２６  不味い８（昔と違い改良しました） 

価格 高い   ２１（酵素を活かして完全殺菌する為に、複雑な工程を経て製粉する

ので、どうしてもコスト高になります。ご理解ください。）  

普通   ２１ 

    安い    ２ 

   やさいっこ 毎日摂る      ２６  

      たまに摂る     ２２ 

         やさいっこを知らない ４  

摂らない７(オリゴ糖の為、機会がない、新鮮野菜を多く摂るので必要なし) 

       味 おいしい ２２    普通  １６   おいしくない ２ 

      価格 高い２２（他製品は１包少量、当社は 10ｇ×60 包で 600ｇです。低温完全殺菌） 

普通   １８    安い   ２ 

   健腸茶    毎日飲む  １  たまに飲む １３  不味いが良いので飲む １ 

         健腸茶を知らない ８ 飲まない２８(勧められない、他のお茶を飲む)      

       味 おいしい ５    普通  １０    おいしくない ３ 

      価格 高い  ２３    普通   ２    安い     ０ 

  食品の購入については、必要に応じて購入（注文）＝現状 ３９ 

定期的に連絡してほしい      １ 

  他にどんな健康食品や、サプリメントを使用していますか  

   ビタミン・ミネラルの類、酵素の類、核酸、青汁、ギャバ、ブルーベリー、コラー

ゲン、デトックスサプリメントなど、多種多様の物を使用されているようです 

新鮮野菜や果物を摂っているので、必要なし、という理想的な方もいました 

  食品についてどんなことでもお気づきの点（購入方法についても）をお書きください 

   オリゴ糖抜きにして欲しい（好みに応じて加入、と言われますが、今の需要では難しいです）   

継続購入者には割引などの特典を（会員割引があります） 

   添加物や着色料なしのものを（当社製品は完全無添加です） 

賞味期限がわかりにくいものがあった（以後気をつけます） 

迅速な対応に感謝している    送料なしが嬉しい(送料無料は 5000 円以上です) 

東京もカード使用を（検討しましたが、設置費用が高く、現在の利用状況では難しいです） 

 

Ⅲ－２ 腸マッサージについて 

   受けている ２６（週 4～5回以上１、週 2～3回７、週 1回７、月 2～3回 7、 

月 1回、年数回、体調の変化時４） 

受けていた ２８（体調改善後止めた人が多い、その中、又受けたい人２） 
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＜その他＞一年間は毎月、二年目は 2～3ヵ月に 1回合宿をしてほしい 
（合宿については、いつでもご相談に応じますので、お電話下さい） 

施術の回数を増やしたいが時間が取れない 

  腸マッサージをしてから何か変化がありましたか 

   体調が良い            ２７ 

 良い様な気がする         ２０  

 変化なし（体験一回のみ１）     ３ 

 ある時調子が悪くなった時があった  １ 

どの様に変化しましたか 

   便が良くなった１７（便秘解消、毎日排便、色・形・量が良い、血便が無くなった）     

体が軽くなった          １２   

疲労しなくなった・元気になった   ７ 

  体重減量・ウエスト減 ５（５週間で体重５㌔、下腹５㌢、ウエスト２㌢減） 

寝付きが良い・不眠解消・熟睡できる ５   

 シミが消えた ４（薄くなった１） 

アレルギー体質改善（アトピー １、花粉症軽減 ２） 

   肩こり解消  ２ 

ぼう満感が消える、 腸が動いている感じ、体が温かくなった、坐骨神経痛が治る 

毛髪が増えた  息切れがしなくなった、  目まい・体のフラツキが無くなった 

手術をしなければならなかったのが、せずに良くなった    ガスが良く出る 

古い天ぷら油のシミがカサブタとなって、取れたらシミが消えていて驚いた 

 未体験、或いは一度の体験だけでその後していない理由 

   近くに施術所がない（遠くて通えない） ２     

良いと思うが経済的に無理       １ 

   機会がない              １ 

   自分でしている            １  

   そのうち行きたい           １                               

 

Ⅳ 菜食整腸健康法（ネイティブヘルス）を人にすすめたいと思いますか 

   思う ４４  

＜理由＞自分がして良かった ８  健康維持に良い  ８   

理にかなっている  ２  腸の大切さがわかる３ 

  薬に頼らず健康になる１  家族関係がよくなる１  

便秘解消に良い   ２  シミが取れた   １ 

     酵素の大切さがわかる１   菜食が良い(肉食などの人が多いので)１ 

思わない４（その人に必要か分からないので無理に進めないが、問われれば答える 

経費と時間と食事が問題で薦めにくい   費用がかかる・高い）   

 

Ⅴ 皆川容子の講演を聴いたことがありますか 

   聴いたことがある  ４５      再度聴きたい   ５ 

ない         ６      一度聴いてみたい ６ 

  内容は、参考になった ３８      つまらなかった  ０ 

      時間は丁度良い ５      時間が短い    １ 

 

Ⅵ 接客・応待について 

電話応待  良い   ５０    普通 ６    悪い ０               

  受付応待  良い   ４７    普通 ７    悪い ０               

 施術者応待 良い   ４７    普通 ７    悪い ０ 

 ＜ご意見＞家庭的な雰囲気が良い、毎日通いたくなる、くつろげる、温かい心に感謝              
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Ⅶ 代替医療（西洋医学以外）とか、何か健康法をしていることがありますか 

 運動８（体操、ウオーキング、ストレッチ、水泳、エアロビクス）、ヨガ６ 整体６

氣功３ 光線療法・太陽光線２、 深呼吸、体重測定、腸洗浄、コーヒーエネマ、 

食事関係（ローフード、朝食抜き、人参りんごジュース、酵素玄米）、 酵素風呂、

アロマセラピー、リフレクソロジー、漢方薬（薬を止める）、針灸マッサージ、呼吸

法、温熱療法、イメージトレーニング、レインボーカラー療法、オルゴール療法、

自彊術、 湯たんぽ、カイロ、ビーワンシステム、ＮＳ 

 

Ⅷ 研修制度について 

  知っている ５０       関心がある  ６     いつか受けたい １ 

  認定機関の存在を知っていますか 

（研修卒業生が、本部の認定を受けて仕事をしている機関（者）） 

  知っている ４０     施術を受けている ５     知らない    ９ 

 

Ⅸ 会員特典について 

  （会報無料発送、催事無料又は割引参加、誕生日プレゼント、食品・整腸法の割引等） 

特典のあることを 知っている ４７    知らない ４ 

  特典の内容    満足    ２７  

不満     ２（誕生日カードが来ない２、卒業生には送っていません）        

  誕生日カードの利用 している １５         

  ＜ご意見＞申し訳なく感謝しています３   バースデイカードが嬉しかった 

       会員はマッサージ 1回料金も割引をしてほしい 

 

Ⅹ ネイティブヘルスのホームページについて 

 (http://www.nhacademy.co.jp http://nponh.com/） 
      見たことがある ２０         ない ２１  

  内容は わかりやすい   ９    改良した方が良い ４ 

      改良点：チカコサロンの様子を詳しく、 「明日葉」に近い内容を、 

      おしゃれな感じに、 食品も売っているので怪しいところと思う  

 

最後に、当法人に対するご意見（改良点等）をお聞かせください 

  ネイティブヘルスに出会えてよかった     いつも有難うございます  

良い体調保持に心強い存在です        明日葉の記事がよい 

 ホッコリした空間で、又行きたいと思う 

役員体制が良い 皆川の人柄、活動に感動    

他の腸マッサージと目指すところが違う 

今回のアンケートのように、会員の思いや状態の把握に努めて頂く事は有難い 

  仕事帰りで、夜遅くても快く対応してくれるのが有難い 

勤務後行きたいので 20 時頃まで営業して欲しい（実際にしています。18 時までに予約を） 

日常的に、思った事を書くところがあれば良い。（早速、「皆さまのノート」を備えました） 

  組織が大きくなってサービス低下にならないように 

野菜の品質が気になる（極力、無・減農薬野菜、無添加の調味料を使用しています） 

大阪のﾋﾞﾙ管理人が怖い。トイレが狭い、張り紙も気になる（当方では何とも仕方がないの

でご容赦を） 

 〒530-0014大阪市鶴野町 1-3-403 NPO法人ﾈｲﾃｨﾌﾞﾍﾙｽ FAX06-4802-6881 

貴重なご意見有難うございました 

未だ、お手元にアンケート用紙がございましたら、 

引き続き受け付けて居りますので、よろしくお願い申し上げます 

http://www.nhacademy.co.jp/
http://nponh.com/
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田中保郎著 

 東洋医学考根論 

小腸はからだの根っこである 

長崎文献社 
 

腸は腸能力がある 

心と腸は一体である 

小腸は糠床である 

人間の腸はからだの根っこ 

病気になるのも、治るのも、腸の力が支配する 

外科医から東洋医学の道に進んだ著者の結論 

 

 

       予告 
         ＮＰＯ法人ネイティブヘルス１０周年 

          記念講演 田中 保郎先生 

           平成２２年９月５日（日） 午前 11 時（予定） 

大阪 帝国ホテル 

☆講演終了後、１０周年記念祝賀パーティー（昼食）を催します 
☆詳細は、後日ご案内状をお送りいたします 

 
 

 

 

超簡単ローフードクッキング 

 ◎山芋（又は長芋）のレモン和え 

   山芋は、太目の千切りにする 

   ＜レモン汁、塩、醤油少々（多すぎると色が悪くなる）、昆布パウダー＞で和える 

   上に青のりをふりかける 

   食べるときに、海苔に巻いても良い 

 ◎豆乳スープ（石川奉子様案） 

   豆乳１人１カップに白味噌小さじ１を加えミキサー（なければ泡立て器）で混ぜる 

   トッピングにパセリのミジン切り、クコの実等を一寸飾るとよいでしょう 

ローフードレシピを募ります ご応募お待ちしています
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前日までに必ずご予約ください    ＜予定は変更する場合があります＞ 

問合せ・予約 大阪 06-4802-6880/2  東京 03-3359-5288 

 

 

 

お知らせ 

 夏季休暇 ８月１３日（金）～１６日（月） 

尚、１２日（木）は定休日ですので、 

計５日間のお休みをさせていただきます 

 

                         予定表 

   

     知識（チ）からだ（カ）こころ（コ）の健康を考える人たち、仲間づくりのサロンです 

 

  月・日  時間 講師（敬称略）   演題   会   費 備考 

６月１２日（土） 

15：00-17：00 

 

皆川 容子 

「ローフードクッキング」 

火を使わない料理教室 

 

会員 1000 円 

一般 2000 円 

 

大阪 

エプロン持参 

    １９日（土） 

   10：30-12：30 

 

皆川 容子 

「ローフードクッキング」 

火を使わない料理教室 

 

会員 1000 円 

一般 2000 円 

東京 

エプロン持参 

７月 ３日（土） 

15：30-17：00 

 

庄田 幸生 

「メトロノーム成功実現法」 

にんまり笑いながら夢が叶う 

会員 無料 

一般 1000 円 

大阪 

 

２４日（土） 

15：30-17：00 

 

内海 淳子・ＫＡＹＯ 

「みんなまるコンサート」 

アルパ演奏 

会員 無料 

一般 1000 円 

 

大阪 

 

  ８月 ７日（土） 

   15：30-17；00 

 

安部一理 

 「古くて新しい伝承医療法」 

 エーーッ！？でも本当に治るんです 

会員 無料 

一般 1000 円 

 

大阪 

 

    ２０日（金） 

   11：00-13：00 

 

皆川 容子 

「ローフードクッキング」 

火を使わない料理教室  

 

会員 1000 円 

一般 2000 円 

東京」 

エプロン持参 

    ２４日（火） 

   15：00-17：00 

 

皆川 容子 

「ローフードクッキング」 

火を使わない料理教室 

 

会員 1000 円 

一般 2000 円 

大阪 

エプロン持参 

  ９月 ５日（日） 

 

 

 

ＮＰＯ法人ネイティブヘルス 

１０周年記念講演 

田中保郎「考根論」 

記念祝賀パーティー 

 

 

 

 

 

詳細後日 
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チカコ健康サロン講師プロフィール（敬称略） 

安部 一理（あべ いちり） 

1944年、北海道網走の寒村に生まれる。 

病的な幼少年時代を送るが、27歳のとき、「食は生命なり」を学び、それ以来、食事療法、

民間伝承医学、気功、運命学を研究。食を見直すことは、健康のためにはもちろん、生き

方であり、むしろ哲学であることを提唱。一万回を超える講演活動を「面白く、簡単明瞭、

インパクト」をモットーに、日々精力的にこなす現在の辻説法師。「疑うな！ 信じるな！ 

確かめよ！」と熱く語る。 

*人間に五穀百果が良いわけ、*特に脳と腸を健康に、*民間の伝承医学の真髄（生のごぼう

汁で炎症が消える）、*気の流れを調整すると健康法の効き目が違う 

主な著書に『水 最後の選択』（メタモル出版）、「古くて新しい伝承療法」（メタモル出版） 

 

庄田 幸生（しょうだ ゆきお） 

1950年徳島県生まれ。興亜石油㈱大阪製油所に勤務しながら、２４歳より(財)氣の研究会

宗主・藤平光一先生に師事し「氣の原理」と「心身統一合氣道」を学ぶ。 

1995年興亜石油退職。「氣の原理」と「心身統一合氣道」の普及に専念する。 

悠心館道場館長、心身統一合氣道六段。現在、大阪府南部の各道場・教室において「心身

統一合氣道」の指導にあたる。 

著書等に『合氣道に導かれて・但求』（新風書房）『かとこの心』『運のよくなる話』『花咲

かじい』の他、講演ＣＤ『メトロノーム成功実現法』（楽園ライフ社）があり、リラックス

して生きることを提唱 

 

内海 淳子・ＫＡＹＯ（うつみ じゅんこ、かよ）  

南米パラグアイに'87 から３年間在住中にアルパに出会い、その音色に魅かれて現地で学

ぶ。帰国後、関西を中心に演奏活動を開始。夢を語り合い、くつろぎの空間を共有したい

との願いをメロディに託したオリジナル曲を創作している。 

タイトルの「みんなまるコンサート」は、「地球上の全ての人が互いに手を取り合って、ま

るい輪になりますように」との願いを込めているこのひとつの地球の中で、肌の色が違い、

言葉が違う。違う文化・習慣・風俗を持っている。なんと素晴らしいこと！、違いを互い

が認める中で、自分たちが生かされている。そんな他文化共生の素晴らしさを伝える。 

ＣＤ 「ノーザンライツ」（オーロラの意：オリジナル曲１１曲収録）、「有難うの祈り」 

 「アルパ」とは、スペイン語でハープの意味、民族ハープを指す。 

クラシックハープよりやや小型で半音ペダルがない。 

華麗さと哀愁を併せ持つ音色は日本でも人気が高く、魅惑の楽器として 

定着しつつある。 

 

あとがき 

「考根論」というのをご存じでしょうか 

もう随分前にこれを知った時の私は「腸活性が健康につながる」という自論を証明して下さったと

大変喜んだことでした。以来、この田中保郎先生の話を拝聴したいと、ずーっと考えていました。

今年、ＮＰＯ設立１０周年、意を決して拙著と共に手紙を出しましたところ、すぐお返事を下さい

ました。そして長崎からはるばる大阪まで講演に来て下さるというお言葉。念ずれば通ずる。誠に

嬉しい限りです。本当に感謝です。皆さまご期待下さいませ。７月にご案内をお送りします。 

アンケートで寄せられた皆さまのご意見を、この「明日葉」編集に反映させていきたいと思います。 

今回はローフードレシピを掲載いたしました。これは連載するつもりです。如何でしょうか。 

今後もどんどんご意見下さいますようお願い申し上げます。  Ｙ．Ｍ．                           
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