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メトロノーム成功実現法 
悠心館道場 庄 田 幸 生        

’10.7.9 チカコ健康サロン講演要旨 
 

合氣道に学ぶ 
私は、合氣道の指導をしていますが、道と
いうものを学んでいくと、ものの本質に気
がつくことがあります。 
武道は型の稽古です。型を極めると形カタ
チとなります。カタの間にチが入ります。
チは血です。命です。 
 
人生の達人は道具をたくさん持っている 
仕事ができる人は道具をたくさん持って
います。仕事をしていく上で、不便を感じ
たら工夫をして、自分用の道具を作ってい
きますから、ますます仕事が出来、人生が
らくに生きていけます。 
手も自分を表現する最高の道具です。 
このメトロノームは素晴らしい道具です。 
この音にのって願い事を言います。 
一定のリズムを、ただ、聞くだけで心が整
ってくるんです。 
電車の中で眠たくなるのは、ゴトン々々と
いう一定のリズムに誘導されるからです。 
神道に「音霊法」ｵﾄﾀﾏﾎｳというのがあって、
雨だれとか、時計のカチカチ刻む音をただ
ひたすら聴き続けるだけで、心が静まって
くるのです。 
非常にシンプルでありながら、深い瞑想状
態が得られ、心がとても穏やかになってき
ます。 
そのリズムに言葉をのせるとどうなるか、
と実験してみました。すると、心の緊張が
ゆるむので、自分の願いが潜在意識に届く
ことに気がつきました。 
その結果、願いが実現してくるのです。 
この「音霊法」との出会いがなければ「メ
トロノーム成功実現法」の開発に至ること
はなかったでしょう。 
 
ひきよせの法則 
相手と同じことをまねると、相手は理解者
だと思いこみます。 

例えばレストラン
に入って、同じも
のを頼むと、親近
感がわきます。 
歩調を合わすとい
うことは、その人
の心をまねるということです。 
その人の長所をみるか、欠点をみるか、そ
の人に対する見方によって状況は変わり
ます。 
みなさんは、最初にみた私と、話を聞いて
いる今、見ている私とは違っていると思い
ます。皆さんの見方が変わっているのです。
私自身はさっきも今も同じです。 
相手の長所のみをみて、それに波長を合わ
せるとよい人間関係が築けます。 
長所をみつける練習をするといいですね。 
「ひきよせの法則」とは、波長を合わせる
ことです。 
自分がどう見るかによって、すべての現象
は変わります。 
常に明るい心で見ていると、明るいものが
寄ってきます。 
不安は、不安を呼びます。 
警察のデーターによると、自動車にお守り
をたくさんつけている車程、事故が多いと
いうことですが、不安がつのるからたくさ
んお守りをつけるのです。 
自分が苦しんでいると苦しみをひきつけ
ます。自分の心が曇っていると、光である
神さまと波長が合わないから、いくらお願
いしても願い事はかないません。 
願いごとを、一生懸命、必死になって「お
願いします。お願いします」とやるのは暗
い心で、波長が合わないから駄目なんです。 
神さまには、請求書を持って行ってはいけ 
ません。領収書を持っていくのです。常に
「ありがとうございます」と領収書を持っ
ていくのです。 
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明るい心、暗い心 
人は、自分が思った通りの自分です。 
実験しましょう。誰か前に出てきて下さい。 
頭に手を載せて「頭に手がくっついている」
と思って下さい。手を引っぱると離れます
ね。では、次に「手に頭がくっついている」
と思って下さい。手を引っぱっても、手は
離れずに、頭がついてきます。ただ、思う
だけです。思った通りになります。 
世の中のあらゆるものは「明るい領域」の
ものと「暗い領域」のものとに大別するこ
とが出来ます。 

「マジメ」とか「努力」にも明るいものと
暗いものがあります。 
融通が利かないマジメは、「暗い心」です。 
こんな話があります。昔、ある関所で、親
の死に目に会いたい人が、手形が無いので
通れないと言われ、スゴスゴともときた道
に引き返そうとしましたら、役人が「オイ
オイ、お前の来た道は、反対側のこっちだ」
と言って通してくれました。 
一日のうち、何時間明るい心で、又暗い心
で過ごしていますか。 
考えるというのは積極的な「明るい心」で
すが、考え込むと「暗い心」に変質してし
まいます。こういうことを良く理解しなけ
ればなりません。 
病気になってもやりたいことに挑戦すれ
ば、つかんでいる病気を忘れるので、病気
が治る。 
自分はこうなりたいとか、病気を相手にし
ないという明るい心を持っていたら病気
が治った、という人はたくさんいます。 
 
メトロノーム成功実験法 
巷の書店には、たくさんの成功法に関する
本があります。いろんな成功法の本を読ん
でも実現しないのは、何故でしょうか。 
それは願望が潜在意識にまで到達してい
ないからです。 
カモの法則というのをご存知ですか。 
病気をしていながら、治る、治ると言って
も、心の底では、病気の不安を思っている

から、実は治ると言いながら嘘をいってい
るのです。「治る」ではなく「治るかも知
れない」というのです。病気になるかも知
れない、と思っていると本当に病気になり
ます。 
「治りそうだなあー」「治るかも知れない
なあー」と笑いながらやると、潜在意識に
到達して治るんです。 
潜在意識が、明るい希望の光で満たされれ

ば免疫力も増します。 
人間を導くのは感情ですから、感情を明る
くしていれば、明るい心でいられる。 
不安や心配や疑いの雲を晴らす方法は、笑
うことです。笑えば不安や心配はどこかへ
吹き飛んでしまいます。 
「笑い飛ばす」という言葉がありますが、
「泣き飛ばす」という言葉はありません。 
「楽びし、亦八百万神もろもろ咲うぞとの
たまいき」（古事記・岩戸開き） 
この「楽びし」は「アソビシ」と読みます。
「咲う」は「ワラウ」です。 
楽にするにはどうしたら良いか、それは笑
うことです。表情を明るくしていると暗い
感情が消えて、楽になります。 
 
全ての縁に感謝 
何ごとも一直線にはいきません。停滞した
り、落ち込んだりしますが、それは次の前
進への前触れです。直線的に成功する事は
少ないです。 
因果の法則（原因＝＞縁＝＞結果）で、一
番大事なことは縁です。目の前に現れる縁
を大切にしましょう。 
私は合氣道に携わっていますが、合氣道の
技では、運命まで護れません。最高の護身
術は感謝です。真の合氣道は感謝行です。
素直な心が大事です。素直な心で出会いの
縁に感謝する。 
目先のことにはとらわれず、先ずは「ハイ」
です。私の「花咲かじい」という本があり
ますが、花咲かじいさんは灰をまいたので
はなく「ハイ」をまいたのです。 
 

東京支所・四谷で講演 

１１月２０日（土） １４：３０～ 

申込み ０３－３３５９－５２８８ 
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古くて新しい伝承療法 
良いものに出会うと病気しない 

 阿 部 一 理  

       ‘10.8.7 チカコ健康サロン講演要旨 

 

あべこべ言っても一理ありの阿部一理です。 

今日は、常識とは一寸あべこべだな、と思

うような話をします。 

例えば牛乳は骨を丈夫にするといわれま

すが、逆に骨を弱くする、とアメリカで発

表されています。今村光一著『今の食生活

では早死にする』（リュウブック）に詳し

い。 

これは、今から３３年前、アメリカの上院

議員でジョージ マクガバンという人を

代表として「マクガバンレポート」が発表

されました。 

肉はいらない牛乳は駄目だ、と言ったもの

だから、アメリカの畜産業者は、どれだけ

反発したと思います？ 結局、大統領候補

からはずされてしまいました。 

今日の私の話の原点になる事が、いっぱい

載っています。 

昨年『葬られたマクガバン報告』㊤（クス

コー出版）が出版されました。先の報告で

は、ロビー活動などで骨抜きにされた肉食

の有害性が、反論の余地もないように綿密

に報告されています。サブタイトルが「動

物タンパク神話の崩壊」とチャイナプロジ

ェクトとなっていることからも衝撃の内

容となっております。是非一家に一冊をお

すすめいたします。 

 

病気の原因は食生活にあり 

医学が発達したというのに、何でこんなに

病気するんだ、何でこんなに治らないんだ

と世界中から情報を集めてみたら、なんと

病気の原因は食生活にあったという訳で

す。 

食が血となり、血が肉となる。 

食品添加物より肉の方が病気の原因とし

て一層重大であると言っています。そこで

人は五穀百果をどう摂ればよいかという

ことになるワケです。 

赤血球は１２０日、白血球は何と７～９日

で変わるんです。 

一年で身体は９５％変わると、養老猛司先

生も言っておられます。材料は食べ物です。 

だから食べ物を

変えることによ

って、身体が入れ

替わる。何も難し

い事ではありま

せん。食生活を変

え、面白く楽しく

生きていると白

血球も元気にな

っていきます。 

特にＮＫ細胞という、ガンをやっつけるよ

うな免疫細胞が元気になっていきます。 

細胞は入れ替わる時に、自分で修復しなが

ら入れ替わります。これを、細胞の自己修

復力と言います。歯でさえ、ある程度修復

力があります。自然治癒力とか、免疫力と

か言われているものです。 

結論から言うと、良い食べ物、良い水を摂

って、悪いものは止めるということです。 

今までいろいろな水を飲んできました。 

私は、『水・最後の選択』なんて本も書い

ているんですが、ここの水は、今まで飲ん

だ水の中で一番美味しいと思いました。浄

水器の力もすごいものですね。 

私は自然食を始めて約４０年になります。 

それまでは非常に弱かったんです。北海

道・網走生まれで、虚弱児で極端な冷え症

でした。 

 

２７才で、健康に目覚める 

中学生でも２８．５Ｋｇしかありませんで

した。２７才の時に読んだ桜沢如一先生の

本に「白砂糖の摂り過ぎは身体を冷やす」

とあったんです。私の家はお菓子屋さんで

した。 

それから食生活を変え、健康法を探し求め

ました。長い間の修正点として次の４つが

あります。 

一つは、そのまま炊いて玄米を食べていた

こと。 

玄米はある意味毒素のようなもの（アブジ

シン）を持っているんですね。発芽すると 
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毒がとれます。穀物類は、種を長期に亘っ 

て生命を保つために、特殊な守られ方をし

ています。それがある意味動物にとって有

害性を持っています。１２時間ほど水に浸

すだけでその毒性が消えます。玄米は食べ

方が大事です。 

二つ目は、動物性脂肪は駄目だということ

で、バターをやめて、マーガリンにしてい

たのですね。マーガリンは、トランス脂肪

酸で、動物性脂肪よりもっと悪い。今でも、

トランス脂肪酸を使ったお菓子が自然食

品店でもイッパイあります。大問題です。 

三番目に、有機栽培の野菜の神話。 

これは畜糞の肥料は完全に熟成させない

と硝酸性窒素があり、これが私たち体内に

入ると、亜硝酸となりヘモグロビンと結び

ついて、酸素を運ぶ力が弱くなります。す

ると細胞が酸欠状態になるんです。 

普通の野菜、有機栽培、自然農野菜を水に

つけておくと、有機野菜が一番早く腐る場

合があります。一番腐らないのがよいので

す。どんな肥料を使っているかが問題です。 

土壌改良して、いい土で栽培すれば、農薬

を使わなくても、虫は食わないのです。 

四番目はマクロビオティックでは、火を通

すことが陽性になるというので、何でも煮

しめて食べるようにしておりました。果物

とか野菜とか、生で食べた方が酵素がきち

んととれますので、もっともっと、生で摂

ることを取り入れないといけないと思い

ました。 

 

腸を良くすると健康になる 

人間は腸を良くしないと絶対に健康にな

らない。 

福岡伸一先生の『動的平衡』（木楽社）と

いう本に、口から肛門まで一本の筒になっ

ていると言っています。ミミズのような生

き物が、私たちの原点である。まさに「人

間は考える管である」と P72に述べられて

います。食べ物の分子と、細胞の分子がま

たたく間に入れ替わっているという、動的

平衡の考え方は、現代の分子生物学の基礎

であり、私たち食を大切に考える者にとっ

ても、非常に納得のいくことであります。 

真実は一つであります。 

全て腸・消化器系が原点です。腸に変なも

のが入ったら困るというところから「疫を

免がれる」という“免疫”細胞の７０％近

くが腸にあります。 

身体のどこを大事にするかというと、腸が

一番です。腸の状態を整えるために、正し

い「腸もみ」などで外側から手助けしてあ

げるのも一つの方法です。 

そういう意味からも、皆川先生の『菜食整

腸の奇跡』の本はいいですね。 

良いものに出会えば、病気はしなくなると

いうことがよく分かります。 

 

古くて新しい伝承療法 

昔からの伝承療法もいいです。 

昔のおばあちゃんの知恵袋みたいなもの

で、いい伝承療法を知っていたら便利です。

私の『古くて新しい伝承療法』では図解入

りで説明していますが、そのいくつかをご

紹介しましょう。 

里芋湿布 

毒を出す。炎症を軽減する。 

生姜湿布 

痛みをとる 

生ゴボウのすりおろし（皮つき） 

炎の着く症状全般 

 

阿部一理著 

『古くて新しい伝承療法』 

（メタモル出版）から抜粋 
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                         ポーセリンペイント 

                         「ファンタジーのバラ」 

                          小野寺理子先生の作品 

 

 

 

 

 

                         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 

９月 ５日（日） 

 

 

１０周年記念会  

講演 田中保郎「考 根 論」 

祝賀会 

 

 

 

ご案内済み 

 

９月 1日(水)～２９日(水) 

 １１日（土）14:30～ 

 ２５日（土）14:30～ 

１０周年記念感謝祭 

皆川容子「腸は健康の要」(大阪) 

  〃    〃      (東京） 

 

 

東京・大阪 

別  紙 

 

１０月 ９日（土） 

14:30-16:30 

 

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 

大阪 

エプロン持参 

１４日（木） 

 

 

波部農園 

「黒豆の枝豆収穫と立抗焼」 

大好評につきアンコール  

 

別  紙 

 

    １６日（土） 

   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（日） 

   開場 13:15～ 

   開演 13:45～ 

はちまん正人 

「ピアノ ソロ コンサート」 

 

 

 

芦屋 

別  紙 

 １１月 ９日（火） 

   14:30-16:30 

 

小野寺理子 

「ガラス・フュージング」 

あなただけのペンダント作り 

材料費 

会員 3000円 

一般 4000円 

大阪 

 

    ２０日（土） 

   14：30-16：00 

 

庄田幸生 

 「メトロノーム成功実現法」 

 

 

会員 無料 

一般 1000円 

 

東京 

 

 １２月 １日（水） 

14：30-16：00 

 

 神山五郎 

「神山五郎の健康談議」 

平成の養生訓 

 

会員 無料 

一般 1000 円 

大阪 

 

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 
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チカコ健康サロン講師プロフィール（敬称略） 

 

小野寺 理子（おのでら みちこ） 

宮城県生まれ 大阪在住 

陶上絵付け 1級技能士、原宿陶画舎認定講師・ﾎﾟｰｾリﾝｻﾛﾝＫ主宰 

陶画舎大賞受賞、スイス大会銀賞受賞、ロスアンジェルス大会出品、ドイツ大使館ドイツフェアー

に展示 

食す、飾る、贈る、もてなす、毎日の暮らしの中にある器たち・・ポーセリンペンティングは真っ白な

器に一筆、一筆絵の具を描き、焼成して世界で１つの器を創る生活に一番近いアートです。今回

は“飾る”の中から珍しいガラスを使ったアクセサリーを作ります。＜ガラスフュージョン＞です。 

≪ガラスフュージング≫ 

  ①台になるガラスを切る 

  ②その上に、色々な効果を出すダイクロガラスを、 

自分の好みで並べる 

  ③その上に、透明感のあるガラスを載せる。 

  ④焼成する 

  ⑤バチカン（金具）を付けて出来上がり 

  今回は、約 3.5㎝Ｘ2.5㎝ のペンダントトップを作ります。 

 

庄田 幸生（しょうだ ゆきお） 

1950年徳島県生まれ。大阪在住 

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している。 

 

神山五郎（かみやま ごろう） 

大正 15（1926）年 5月 5日東京生まれ 

医師、歯科医師、医学博士、哲学博士 

日本ホリスティック医学協会 会員 

陸軍予科士官学校 終戦により退校（61期） 

東京歯科医学専門学校（現東京歯科大学） 

東京物理学校２部（理化学科） 

東京大学教養学部理科１類 

東京大学医学部医学科 

米国カンサス州立ＷＩＣＨＩＴＡ大学 大学院博士課程 

以上それぞれ卒業 

東京大学医学部文部教官助手、米国カンサス州立ウィチタ大学大学院助教授、 

国立聴力言語障害センター言語課長、大阪教育大学教授、有馬温泉病院院長、 

近江温泉病院院長、介護老人保健施設長（3か所）などを経て、平成 16年台東区東上野に

アバリ・クリニック上野を開設。 

現在新宿区『e習慣クリニック』 静岡市：マリアの丘クリニック院長 
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『みなさまのＮｏｔｅ』から 

ネイティブヘルスにいらっしゃる方々の情報交換、或いは 

スタッフに対するご意見、ご希望等を自由に書いていただく 

ノートを、４月から梅田と四谷に設置しました。 

その中のいくつかを、お許しを得て、掲載いたします。 

このノートは、前回のアンケートでご希望がありましたので、 

置いたものです。どしどしお書き下さり、お読みになって、 

ご意見交換をして下されば、嬉しいです。 

 

ここに通うようになって生野菜のすばら

しさがわかった。なんでも生で食べられ

るようになった。意外においしい。まじ

めに野菜生活を頑張って勉強したいと思

います。便秘なので頑張って治したいと

おもいます。２２年４月。 

 

主人の発病でこのネイティルスとのご縁

を得、あっという間に５年が過ぎてしまい

ました。それ以来 食事改革、人との大き

なつながり、もし知らないままに一生過ご

していたらと思いますと、とても大きな収

穫だった、と思います。 

これからの老いを迎えるにつれ、お仲間と

一緒に、出来る限り、このＮＰＯ主催の「日

本の心にふれる旅」等に参加して、いろい

ろ教えていただくことが、私の楽しみであ

り、願望です。これからもよろしくお願い 

します。     2010.4.27 曽根 英子 

５年前に皆川先生の本に出合い、私の身体、

人生が一変しました。それまでの私は、心

臓病に重症のアトピー、肺炎等々、次々と

病気ばかりしていました。そのため、あら 

ゆる健康法をためしました。 

それでも、身体はしんどいまま・・。 

もうあきらめようかと思っていた時に、先

生の本に出合い私はベジタリアンになり

ました。最初の半年間は、腸マッサージと

完全な生菜食をしました。今から思うと

「よくやったなぁ」というくらい、徹底し

たものでした。 

けれど、そのおかげで、次々と気になる症

状が消え、自分でも信じられないほど、今

まで生きてきた中で一番元気に、健康にな

れました。ベジタリアンになって５年半、

年々元気になる自分の身体、ネイティブヘ

ルスには感謝の念でいっぱいです。 

ありがとうございました。5.18 大町幸子 

6/19（土） 先日、大腸検査に行ってきま

した。潰瘍性大腸炎は、完治とまではいき

ませんでしたが、かなり改善されていると

のことで、マッサージと食事改善をして良

かった、と思いました。 

昨年９月の合宿以来、薬はやめていますが、

それでも良くなっていたので、穀物菜食、

酵素、マッサージの力はすごいなあ、と実

感しています。（医者は薬が効いていると

思っているみたいです。笑い・・・）。 

体調も良いので、これからも続けていきた

いと思います。 

来年は炎症が消えているのが夢です。 

今日は、お料理教室のお食事を美味しくい

ただきました。皆川先生にもお会いでき、

良い報告もできて、うれしかったです。 

マッサージをして下さった先生方にも感

謝です。有難うございます。 

今後とも、よろしくお願いいたします。 

私は、今でこそ傍目から元気そうに見える

と思いますが、術後１０年間は要観察の為、

定期的に通院し、必要に応じて検査もし、

主治医もいる病人なのです。 

４年半前にガン告知を受け、手術・抗ガン

剤・ホルモン療法と主治医がススめるまま

に受けてきました。その当時は「それが最

善な方法」と思ったからです。 

しかし、昨年 このネイティブヘルスを知

ってから、日／２錠服用していたホルモン

剤を止めたいと思うようになりました。主

治医に内緒でこっそり止めようかとも考

えたのですが、自分の出費（３割負担）も

さる事ながら、運営資金難にあえぐ健康保

険組合（７割）の負担を考えると、そうい
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う訳にもいかず、主治医に「薬を止めたい」

といいました。「理由は？」と主治医。 

「自分の自然治癒力を信じたい」と私。 

「そう・・続けた方がいいと思うんだけど

ね。リスクは承知だね？！」と何が起こっ

ても（再発）自分は責任ないからね と強

く主張された感じでした。 

薬を止めてから１年半くらい経ちました。

この間たとえ薬は飲まなくても、薬を買っ

ていたとすれば私の負担だけでも８万円

くらいになっていた事でしょう。（ご存知

ですか？医者が書く処方箋は１枚２００

円もします）その浮いたお金で腸マッサー

ジを受けた方が、より一層健康に近づけま

すね。6/29（火） 

 

初めて皆川先生にお逢いして若々しいの

でびっくりしました。 

生野菜の酵素の素晴らしさを実感致しま

した。 

これから、少しづつ勉強させていただきま

すのでよろしくお願いします 

     2010.6.25日高孝子（研修生） 

 

超簡単ローフードクッキング 

◎芽カブとオクラのおろし和え 

      芽カブ・・・・・・・水にもどさず、そのまま使う 

      オクラ４～５本・・・塩でもみ洗いし、小口切り 

          大根おろし１カップ・水を切らずに、芽カブ。オクラを加え、醤油で 

                    味付け 

         とろろ昆布・・・食べる時に、おろし和えを、とろろ昆布にまぶす 

 

  ◎豆腐マヨネーズ 

  絹こし豆腐・・・・よく水切りをする 

オリーブオイル・・１／２カップ 

レモンしぼり汁・・１ヶ分 

塩・胡椒・練辛子 各少量（味をみながら加減する） 

   以上の材料を一緒にミキサーにかける 

     （ミキサーの無い場合、豆腐をつぶし、レモンのしぼり汁・塩・胡椒 

        ・練辛子を加え、オイルを少しづつ加えながらよく混ぜる） 

       ★ゴマペーストを入れてゴマ風味マヨネーズ 

    ★バジルを入れてバジルマヨネーズ 

★カレー粉を入れてカレーマヨネーズ 

   等々いろいろアレンジして下さい。 

 

 

あとがき 

今夏は、熱中症で倒れる人が多いと聞きます。みなさま、お元気でいらっしゃいますか。熱中症に

なった時には、塩水を飲むようにといわれます。日頃から“塩控え目“を励行している方はお気を

つけ下さい。微量ミネラルが 60～70 種類位含んだ塩は摂らなければなりません。塩化 Na の多い

塩はからだに良くありません。塩の成分を充分吟味して、塩不足にならないように気をつけて、残

暑を乗り切りましょう。 

10 周年記念会は、何カ月も先のことと思って準備をすすめてきましたが、目の前にせまりました。 

先日祝賀会の食事を試食してきました。当ＮＰＯとしては、パーティとは言え、菜食にしたいと板

長さんに、いろいろ註文をいたしましたので、ご苦労して下さっています。「なだ万」の菜食会席、

出席の方々にご満足いただければ嬉しいです。               Ｙ．Ｍ．                           
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