２０１０年１２月
第 ４ ４ 号

お陰さまで

１０周年記念行事盛会
有難うございます
2010 年 9 月 5 日（日）にＮＰＯ法人ネイティブヘルス設立 10 周年記念行事が
大阪帝国ホテル：白鷺の間にて開催されました。
丁度 100 人ご参集下さり、盛会となりました。ここに、その日の模様をご報告致します。
開会の挨拶：ＮＰＯ法人ネイティブヘルス
としました。
理事長、神山五郎（ｅ習慣クリニック院長）
腸の働き
「10 周年という記念すべき日に、『考根論』
腸は、栄養
の田中保郎先生に講演していただける事を、 分と水分を
大変有難く思います。先生は、西洋・東洋
吸収します。
医学、基礎、臨床と幅広く学ばれておられ
それ以外
ます。当法人の在り方について、ご教示い
に、自我を伴
ただければ理事長として幸いであります。」 い考えを記憶し、自動能をもつ。免疫機構
を司る。ホルモン（脳にある全てのホルモ
講演：田中保郎先生（西諫早病院）
ン）を生産する。身体に良い物かどうかを
『考根論』
検査し悪い物が入ると、自動的に下痢を誘
人間の本質は脳ではなく内臓にある
発する。
お酒が飲めなかった女性が、心臓移植を
ヒドラやイソギンチャクといった腔腸動
してからビールを飲むようになった。
物、ミミズは腸だけなんです。ミミズも腹
文章が苦手だった男性は、移植後に詩が
減ったとか子孫を残したいといった欲望が
趣味になり、45 年間連れ添った妻に初めて ないと子孫は繁栄しないのですよ。
ラブレターを書いた。
腹が減ったと思った時に、先端にあるひ
それらの心臓の持ち主のドナーが、ビー
げに指令が行って、そのひげがミジンコを
ルが好き、詩を書くのが好きだった。つま
捕まえる。
り、心臓を移植した事でドナーの好みや考
人間の場合、腸がお腹すいたと脳に指令
え方が移ってしまったという事なのです。
を送って、何かを食べるという事なのです。
西洋医学と東洋医学
考える細胞は基底顆粒細胞という細胞で、
日本の医学は、明治政府が西洋医学を取
この細胞が移植されて、人間の考え方も移
り入れた時、東洋医学を否定したのです。
るという事なのです。
臓器移植も可能な医療技術が、どうして
三つ子の魂、百まで
花粉症が治せないのか、おかしいですね。
精神は脳の反応、欲望は腸が要求する望
西洋医学は、症状＝病巣と言う考えだが、 みであり、それが心と魂です。
症状は病巣ではない、これが東洋医学です。
三つ子の魂とは、基底顆粒細胞の完成の
江戸時代の東洋医学者吉益東洞は「万病の
経過と完成度を意味し、3 歳までの子育て、
原因は腹である」と言っています。
食事の仕方や内容が、性格を決定付けます。
もう一つ私に教えてくれたのは植物です。 味蕾の完成する離乳期までは、薄味に、辛
葉が枯れるのは、根が悪い。根は、人間で
い物や熱い物、冷たい物は避けるのが良い。
は腸です。そこで根を診る医療を『考根論』 今は、子供の自殺が増えていますが、苦し
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いから自殺する訳ではないのです。
基底顆粒細胞は満腹感を与えると『もう
良い』となってしまいます。
食欲や性欲、名誉欲が満たされてしまう
と、生きて行く事が出来なくなるのです。
だから子供が自殺するのは、三つ子の魂
が未熟だった事と、100％食べ過ぎです。
腹八分だと、この基底顆粒細胞がギラギ
ラして生きて、どこかに餌はないか、美人
はいないかと生き生きする、だから昔の人
は腹八分とか七分とか言っているのです。
脳は腸に従属する
腸の要求を何とか満足するようにしか、
脳は機能しません。脳は腸に従属的です。
免疫の最大器官は腸である。腸内細菌の現
象や軽視が病気に弱い人間を作っている。
腸内細菌が栄養を作る
今、骨粗鬆症でお医者さんに行くと牛乳
やカルシウムを取れと言いますが、草しか
食べない牛がカルシウムを取ったらどうな
るかというと、狂牛病になるのです。
人間の身体も、ヒアルロン酸を取ったら
そのまま身体に行くとか、カルシウムを取
ればそのまま骨になるという身体ではなく
腸内細菌が全部作っているという事です。
2000 年に日本食品標準成分表が、18 年ぶ
りに改訂され、野菜の栄養分が減っている
事が分かりました。これは、肥料のやり過
ぎが原因で、実際は、少し薄めて微生物が
生き生きとしている状態が一番良いのです。
だから、身体に良いから、必要だからと
いって、栄養を取り過ぎてはいけません。
パプアニューギニアの原住民は、タロイ
モしか食べませんが、根粒菌と同じ働きを
する菌を持っていて空気中の窒素を固定し
て吸収し、それをタンパク質に変えている
らしい。
健康の秘訣
快眠・快便・快食の３つですが、快眠は
一見、腸と関係ないと思いますが、腸が安
らかでなければ、身も心も安らぐ快眠とは
言わない。だから睡眠薬は脳を眠らせるだ
けなので、満足出来ずにまた薬を飲む事に
なるのです。
この３つは、腸が健康でなければ駄目だ
という事に繋がるのです。
皆川さんのように腸を元気にして免疫力
を高めれば、まさかと思うけど、元気な腸
内細菌が壊死した骨頭でも作るのです。
だから皆さんは、腸マッサージを自信を
持ってやって頂ければ良いと思います。」
祝宴
開会挨拶：当ＮＰＯ法人理事柳本信雄
（ホロン柳本歯科クリニック院長）
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「『健康には腸』をテーマにＮＰＯを設立し
て 10 年、大勢の方のご支援を頂いて参りま
した。これからも、更にこの運動を広めて、
健康な人、健康な社会づくりを目指してい
きたいと思います。どうぞ今後も引き続き
ご支援いただきますよう、宜しくお願い致
します。」
祝辞：羽間鋭雄様（ファミリー株式会社）
「発足当初を思うと、今日の繁栄は、とて
もうれしいです。
こういったパーティーに出ると、ちょっ
とお野菜をつまむだけで申し訳ないが、い
っぱい残してしまいます。今日の料理は、
おそらく皆川先生のご指導だと思いますが、
今日は沢山、食べられそうです。
どうぞ、ご健康に！！有難う御座いました。」
ピアノ演奏：はちまん正人様
繊細な旋律はあくまでも美しく奏で、ま
た、ある時はダイナミックなタッチで弾く
ソロピアノは『オペラ座の怪人』の情景が
見える様な、ドラマティックな演奏でした。
乾杯：時田幸男様（アスカ株式会社代表取締役）
「西宮でのネイティブヘルス発足時の光景
を思い出すと、こんなにも立派な組織とな
り、とても嬉しいです。
今後も益々の発展をお祈り致します。」

昼食：なだ万総料理長による特別菜食会席
前

菜：アボガド・生湯葉・旨ゼリー・ふ
り柚子、丸十・南瓜・オクラ・白
和え・赤ピメント、胡麻豆腐、
卸し山葵、クコの実
吸
物：豆乳ポタージュスープ
焼
物：長芋(生)・金時味噌・茄子南部焼・
パプリカ(生)・豆腐マヨネーズ
合
魚：生野菜サラダ、フルーツサラダ
煮
物：大根旨煮・南瓜・しめじ・人参・
絹さや・ゆず
御
飯：白御飯
お か ず：海苔クラゲ、大根漬、胡瓜漬
上
椀：味噌汁
デザート：洋梨・マンゴーゼリー・ブルーベ
リー・ミント

スピーチ：朴錦叔様（会員,韓国釜山幼稚園経営） インシュリンの副作用で骨折ばかり、最後
「幼稚園の経営はとても神経を使う仕事で、 にかかとの骨が折れてしまい、引退して大
便通も悪く悩んでいた時に皆川先生の事を
阪へ帰って来ました。
知り、菜食整腸健康法を始めてから腸が元
やがて、三浦先生に出会い、その紹介で
気になり、今ではとても元気に生活してお
菜食整腸健康法と出会い、１ヶ月半程で調
ります。皆川先生にお会いできた事、今日
子が良くなるのを感じました。20 年間の糖
ここで皆さまとお会できました事に、とて
尿病で、15 年間打っていたインシュリンも
も感謝しています。」
他の薬も、半年で全く飲まなくなりました。
久しぶりに受けた病院での検査は、全く
菜食整腸健康法体験談
以上なし、160 ㎏あった体重は 105 ㎏になり
大町幸子様
ました。」
「心室中隔欠損症として生まれ、２歳の時
にヘルニアを発症、幼稚園で両方の手術、
閉会挨拶：皆川容子（ネイティブヘルス創始者）
更に小学生でアトピー性皮膚炎を発症。
「私は、素敵な人に恵まれとても幸せです。
色々な病院や民間療法を試すが全然良くな
２０年前に膠原病と言われ、薬の副作用で
らず、病気ノイローゼで、身も心もボロボ
一生歩けなくなり、悲嘆にくれていた時に
ロだった時に、皆川先生の著書『明日葉の
勇気付けてくれたのが甲南の友人達でした。
ように』を見て、ネイティブヘルスへ行き
12 年前、楊先生に巡り合って健康を取り
ました。２８歳の時です。
戻し、此の健康法普及の為、ＮＰＯ申請の
栄養士の私が知っている栄養学とはかけ
書類作りには、公認会計士の妹尾先生が無
離れた食事でしたが、難病を克服した皆川
償で助けて下さり、先程乾杯してくださっ
先生の元気な姿に励まされ、菜食整腸健康
た時田様は、理事になっくださいました。
法を続けました。
楊先生から離れて独立した時、全面的に
３ヶ月程して、下腹がペッタンコになり、 頼りにさせていただいたのが松田先生です。
それまでは、寝起きもしばらく動けなかっ
その後、経営に苦しんだ時、黒田クロ先
たのが、すぐに行動出来るようになりまし
生や昇幹夫先生、先程お祝辞頂戴した羽間
た。アトピーは、夏場に手や腕に少し出来
先生が『この素晴らしい健康を広めなきゃ
る位で年々範囲も狭まっています。顔も引
いけない』と言って、手弁当で講演をして
きつりがなくなり、笑顔が多くなり、今ま
下さいました。
で生きてきた中で、一番元気になりました。」 また長年、ドクターに理事長を、と願っ
て居りましたら、私には勿体ない位のご経
色川裕尚様
歴、しかもお人柄もご立派な神山先生がご
「コンピューターの会社に勤務中、うつ病
就任下さいました。同時に柳本先生、杉原
になり、約１年半病院へ通い薬を飲み続け
先生にも理事になって頂きました。
ました。
この様に素晴らしい方たちが私を支えて
ネイティブヘルスへ行き、初めはマッサ
下さっています。
ージを受けても痛いばかりでしたが、何回
何よりの力は、500 人の会員の皆様です。
目かのマッサージの際に眠ってしまい、今
この健康法を実行し成果を感じて頂いてい
まで不眠症だったのが、その夜は不思議と
る事で、どんどん輪が広がって居ります。
眠れ、翌朝これまで味わった事の無い爽快
お陰さまでこのように１０周年を迎える
感を感じました。
事が出来ました。
次第にうつ病は治って行き、研修を受け、
また、スタッフにも恵まれ、人様に喜ん
この健康法を伝える側になっています。」
でいただける素敵な仕事をさせていただて
おりますことを、心から、感謝の気持ちを
宮川典彦様
込めてお礼申
「以前、お相撲さんだった時に、過酷な稽
し上げます。
古を続けた事により、敗血症になってしま
本当にあり
しました。それでも３年間掛けて、十両ま
がとうござい
で取りました。
ます。」
しかし、その影響で肝機能障害、腎臓に
膿が溜まり、ヘルニアになり、本当に動け
なくなり、糖尿病になってしまったのです。 右の色紙は
当時の空腹時血糖が 545（正常値：110mg 未 黒田クロ先生が
１０周年の為に書
満）、ヘモグロビン A1ｃが 16（平常値：5.8％ いて下さいました。
以下）という異常な数値で医者もビックリ。
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「神山五郎の健康談義」10 年 12 月 1 日チカコ健康サロン講演要旨
神山五郎（歯科医師・医学博士・哲学博士）
私はどもりだった
は理科に進みたかったので、夜学の東京物
自著にある、別紙の項目を中心に雑談を
理学校にも通いました。
します。
言語障害研究の道へ
私の幼稚園の頃は結構のびのびしてい
吃音に対して
て早口だったのですが、小学校に入って、
公に研究する所
試験で正しい数は評価されずに、間違った
があっても良い
数ばかりを教えられた。そこで「間違っち
のではないかと
ゃいない」ということが頭に入ってしまっ
思い、自分がそ
た。国語の本読みで一寸法師というボ－シ
の道に入るのが
のところでつまづいちゃった。ボボボとな
一番ふさわしい
ったんです。
と、思いまして、
小学校一年生にしては、結構真面目に考
住居に近い東大
えてしまい、ボでつまったから、ボクもつ
にいくことにしました。
まるんじゃないかと。すると、ボクの発音
最初東大理科一類に入り、いろんな失敗
が出来なくなった。欠点拡大評価の理論が
を経て、最終的には３１歳で東大医学部を
広がって、バビブベボができなくなった。
卒業、しかしインターン生活も吃ってまし
答えは解っているのに、どもりながら言う
た。
のが嫌になってしまったんです。バビブベ
東大吃音研究会に入ったりしましたが、
ボが駄目ならラリルレロも駄目だろう、と
言語障害については、日本より米国の方が
いう欠点拡大評価理論で、歌ではひっかか
進んでいるらしいので、その研究には、フ
らないのにしゃべれなくなった。
ルブライト留学が一番近道だと受験しま
すっかり劣等感に
した。面接では、アメリカ人の試験官の言
こうして劣等感に陥ってしまった私は、
うことが判らない。こっちは吃音。何度も
旧制中学５年の時には、剣道 2 段で腕に自
聞き返すうちに部屋から出されて落ちて
信があったのに、いろんなところにマイナ
しまった。
スの影響がでてきました。
外の掲示板に、１ヶ月後に同じような試
父は、東大や慶大の音声言語外来へ私を
験があるというのを見て、図太く再受験し
連れて行きますが、そういう時は普通にし
ようと受付に行くと、「一度落ちた者はチ
ゃべれるのに「問題なし」と言われる。し
ャンスはない」と言われた。そこでアメリ
かし普段学校ではしゃべれない。そこで現
カ人のトップの室へ行って吃りながら「私
代医学への不信感が植え付けられました。
は、日本の吃音者の研究をしているドクタ
旧制麻布中学を卒業して、父が歯科医だ
ーである。アメリカではスピーチのリハビ
ったので東京歯科医学専門学校に入った
リが進歩していると聞いている。その勉強
が、軍関係の学校に行きたくて、両親に隠
をしたい・・・」と大きな声でボツボツ話
れて「ひそかに」その受験に熱中しました。
しましたら、受験のＯＫが出ました。
私の中学時代は戦争中で、どうせ死ぬな
「居直る」と「先手」
らカッコよく死のうと陸軍予科士官学校
前回落ちたのは、英語が問題だったと反
を受験しましたが、落ちて、落ちて、３度
省し、西部劇を繰り返し観た。英語の勉強
目にやっと受かりました。
と共に、どちらが先にピストルを撃ったか、
ところが士官学校は全て、きっちりと、
言葉も弾丸のように放つ timing によって
早口で言わなくてはならない。それが一番
勝負が決まる、ということを学びました。
どもりには苦手な事で、またまた、すっか
迫力では、学生時代剣道部のキャプテン
り劣等感に陥ってしまいます。
をしていたこともあり、後輩相手に突きば
しかし、士官学校に入って半年で終戦と
かり突かせる稽古をしました。
なり、軍人の夢は消えました。
約 1 ヶ月、映画を観て、剣道をして、本
父の勧めで、歯科に復学しましたが、私
番における自分の行動を楽しみにして面
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接に臨みました。
前回は部屋に入ると「どうぞ」と言われ
て椅子に座ったが、今回は「おかけなさい」
と言われても不思議にも「ノーサンキュー」
と大声を出し、立ったまま、相手が何も言
わないうちに、自分から「アメリカに行き
たい理由、又、何を勉強したいか、あなた
方は聞きたいか？」と言った。試験官が「ど
うぞ」と言うと、でっかい声でゆっくり話
をした。そのうち落ち着いてきて、表情も
ニコニコしてきてワァワァと繰り返して
いるうちに終り、合格！。
アメリカでの言語障害の大学院では、年
４回大きな試験があり、ＡＢＣＤの評価で
ＡＢ以外は強制送還されます。
ハッタリ合格だから、英語の授業がわか
らない。最初の試験成績はＣです。
受講生の中に、一人の女子学生が英文速
記をしているのを見て、「私は日本とアメ
リカの言語障害の架け橋になりたい。私を
応援してほしい。私はソニーのテープレコ
ーダーを持っているので、それを貸すから
正確な講義録を作ってほしい」と頼み、英
文速記を英字にタイプライターで打つ時
に、カーボン紙を入れてコピーを作っても
らいました。それから勉強が楽しくなった。
ピンチをチャンスにしたんです。
ピンチをどう生かすか
４年で博士号を修得。帰国後、国立聴力
言語障害センター言語課長に任命されま
したが、逃げ出せません。まだ吃っていた
が、言語に問題があっても課長が務まる、
という実績を作らなければならないと思
ったんです。
課長時代、部下の女性が結婚すると、披
露宴では上司としてスピーチをしなけれ
ばならない。嫌なんです。ところが、ある
時、来るなら来いという気持ちで紹介され
たら大きな声で「ハイ！」と返事をして、
ゆっくりマイクに向かって歩く、そして端
から端までずーッと眺めて、徹底的に「吃
りが吃りながら話して何が悪い！」と自信
満々にしゃべり始めました。始めは皆さん
キョトンとしていましたが、こちらがニコ
ニコ話していると、相手もニコニコし出し
た。お互いにニコニコしてくると、あがら
ないでなめらかに話せました。隠しごとを
するから難しくなる。逆に欠陥を出してし
まえば良い、と逆転の考えをしたんです。

ピンチをどう生かすかですね。部下の彼
女は後に、「他の来賓の話は覚えていない
けど、課長の話は印象深く、しかも、ども
りのマネが上手ですね、」と言われた。自
分は命懸けでしたのに、全く違って受け取
られたのです。
受験で何度も落ちたが、それをどう生か
せるか、ピンチをどう生かすかということ
のエッセンスは、皆川先生の考え方と、私
は全く同じです。皆川先生にしても、いろ
いろなご自分のご病気を元にして研究を
し、いろいろなところへ足を運び、そして、
それを多くの日本人に伝達なさろうとし、
そのお仕事が先生のお体をますます健康
にしている。
皆川先生の生き方が本当にピンチをチ
ャンスに、ある意味で、私の生き方と同じ
じゃないかと勝手に思っております。
努力、逆転の法則
昭和４４年から４年間、大阪教育大学の
障害児教育の教授をしておりました時、大
阪府下の肢体不自由、脳性マヒのお子様を
預かっている養護学校の顧問もやれと言
われ、お引き受け致しました。
そこの玄関には、石段がある。脳性マヒ
のお子様というのは、皆様ご存じのように
よちよち歩いてらっしゃる、だから石段で
ひっくり返るはずですが、全然転倒しない
のです。ですが、ＰＴＡの日になると、結
構ひっくり返る。
不思議に思って、木陰で観察していると、
石段をあがろうとする寸前、お母様が絶妙
なタイミングで「坊や、ひっくり返るんじ
ゃないよ！」という親切な言葉がけをなさ
る。それを受けた、しかも真面目なお子さ
んに限って、ひっくり返る。お母様の気配
りが、逆の効果を上げてしまう。それを、
私は自著の９３頁で、「医療にも、努力、
逆転の法則」というのが有りうると言って
います。
あるところで病院長をしていた時、「看
護師は言葉がけが必要だ、患者さんに、も
っともっと言葉がけをし、やさしく」と言
った。ところが、やりすぎると、こういう
ことになる。慢性の痛みをもっている患者
さんが、折角ウトウトとして、痛みを忘れ
ている時に、
「お痛みは、いかがですか？」
とおこしてしまいます。マイナスの言葉が
けは、余程注意しなければならない。
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特に、うつの方は「元気で頑張れ」と言
われるのが何よりもイヤなのです。「がん
ばりましょうね」とやさしく言うのだけど、
その内容が一番イヤで、やさしく言われる
から、ますますイヤになる。周りの努力も
下手をすると逆になります。
じゃ、どうすればいいのか？
養護学校の、石段のところでは、「お母さ
んと一緒に競争しましょう」と言うと一所
懸命に上がるので、ひっくり返らない。
物事をできるだけ、ゲームにかえて面白
く、しかも親も一緒になって、それを真剣
にやれば、真剣さというものが、お子様を
育てる。そうすれば、いろんなことが、本
当に明るく楽しくなる訳です。
その辺のところを、大阪の養護学校で、
４年間顧問をさせてもらって、勉強させて
いただき、今も感謝しています。
反省より、今はツイテいる
自分はこうなりたいと思った時に、多く
の方が厳しく反省をなさる。
ゼミナールに入ってきた学生に訊きま
すと、自分の欠点をなくしてどうの、こう
の・・・と欠点を言う。「おまえには、長
所がないのか？！」日本人は謙虚というか、
マジメというか・・・。マイナスをなくせ
ばよくなるという発想が多い。しかし、グ
ローバルにこれから日本が暴れるのには
不利です。
皆さんはどんな方でも、人生２０歳から
上の方は、いろんなところで、運がいいか
ら今も生きているのです。つまりツイテい
るのです。まず、生まれる時の受精だって
簡単なことじゃない、受精がスムーズ、出
産がスムーズにいって、２０歳まで育ち、
今の幸せがある。いろんな幸せがいっぱい
あって、それを感謝する。すなわち、自分

はツイテいるんだ、そう考えると自然と感
謝の気持ちになって、かたじけないという
気持ちになる。
ツイテいる、かたじけない、うれしい、
有難い そこまでいきますと、いろいろな
人を許せる。人を許せる自分に変わります。
周りを許すことで、自分も許される。ツイ
テいる、かたじけない、うれしい、有難い
そして、人生がますます楽しくなる訳です。
とにかく、何事も欠点ばかり反省するよ
り真っ先にツイテいる、かたじけない、う
れしい、有難い そして一番最後は、許せ
ます！
そういう風な自己啓発語を用意してお
かれ、そして胸をはって堂々と「俺はツイ
テいるんだ」と行く。
高齢者は人生を楽しく
３０、４０、５０歳代の方に今、本当に
自殺が多い。多いはずですよ。だって、高
齢者がエンジョイして生きていない。その
下の年齢の方は、一所懸命やっても、あの
人達と同じじゃ、つまらないと思う。高齢
者ほど、もっと遊び、元気に、にこやかに、
もっともっと遊びの工夫をして、若者に高
齢になったらもっと楽しいよ、ということ
を実際に見せなくちゃならない。
私は、皆川先生を非常に信頼している。
先生は遊ぶことの名人でもある。人生を楽
しんでエンジョイしておられる。つまり幅
広い経験をしておられるからなんですよ。
特に、女の方は、優雅に遊ぶにはどうした
らいいか、先生から秘伝を盗んで下さい。
そして、男性の方はいい意味で、仲良くす
る秘訣を、皆川先生に直接教わって下さい。
本当に、人生を楽しんでいかないと、日
本の社会が益々厳しくなります。
では、笑いましょう！！

お 知

ら せ

○朝の軽食をご用意いたします
梅田・東京とも午前９時４５分～１１時の間に軽食（３８０円）をご提供すること
になりました 朝一番のマッサージご予約の方、勿論軽食だけでもご利用下さい
○「日本の心にふれる旅」予告
３月に講演していただく淡路島・オノコロ島を訪ねて、講師の満仲先生と共に、
ツアーを４月に予定しています 乞うご期待！！
○年末年始の営業
１２月２８日は午後３時までとします 新年は１月５日より営業
＜12 月 29 日（水）～1 月 4 日（火）休業＞
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神戸Ｈｏte

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
１月２９日（土）
14:30-16:30

講師（敬称略）

演題

「千島・森下・安保理論から見た

備考

会員 無料
一般 1000 円

大

阪

会員 1000 円
一般 2000 円

大

阪

皆川 容子
「Raw

Food

Cooking」

火を使わない料理教室

１９日（土）
10:30-12:00

費

岡田 恒良
ガン自然治癒の仕組」

２月１２日（土）
14:30-16:00

会

同

上

同

上

エプロン持参
東

京

エプロン持参

３月 ５日（土）
14:30-16:00

満仲 雄二
「国生み・淡路島の誕生と伝説」

１２日（土）
15:30～

あしたば会総会

１９日（土）
14:30-16:00

阿部 一理

研修と懇談会

「五穀百果がよいわけ他
伝承医療の真髄」

同
16:30～

あしたば会

２６日（土）
14：30-16：00

飯田 真弓

＆

会員 無料
一般 1000 円

大

阪

あしたば会員対象
（研修卒業生）

別

紙

会員 無料
一般 1000 円

東

京

あしたば会員対象
（研修卒業生）

研修と懇談会

別

紙

大 阪
会員 無料
※ 参照
一般 1000 円
※ご持参いただくもの 古雑誌、パンフレット、チラシ、写真
など、貼ってみたいと思うもの、はさみ、のり、筆記用具

「エコラージュ体験講座」

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

その他

皆川容子

講演会

１月２５日（火） 18:30 神戸：三宮朝日ビル
三宮木鶏会主催
別紙
2 月２６日（土） 11:00 神戸：Hotel La Suite Kobe（菜食スペシャルランチ付）
La Suite Kobe 主催 別紙
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講師プロフィール
岡田 恒良（おかだ つねよし）
80 年 岩手医科大学医学部卒 医学博士
愛知県の市民病院の外科部長を経て、現在は、在宅医療のなごやかクリニック院長
99 年 千島学説勉強会 主催
02 年１月 「環境と健康 つながるいのち in ナゴヤドーム」を開催 02 年から四年間日
本ＷＨＯ協会愛知支部長を務め、予防医学の啓蒙活動をする。
05 年 愛・地球博の市民プロジェクトで「お金のいらない国＆イマジンコンサート」を
プロデュース
05 年「人間、自己、生・命とは？」究極の解答検証会主催 現在も活動中
現在、森下国際自然医学会の月刊誌に、自然医学について連載執筆中
満仲 雄二（みつなか ゆうじ）
有限会社 環文化計画 代表取締役
内閣府認証 NPO 法人 熊野生流倶楽部 理事長
大手家電メーカーのプロダクトデザイナーを経てイタリアに留学。数年間の欧州滞在の後、
大阪にて企画コンサルティングの事務所を設立。
フリーランスのコンセプトプランナー即デザイナーとして現在に至る。
都市再開発事業におけるコンセプトワーク、未来構想をはじめ、地域活性化（町おこし、
村おこし事業）のコンサルティング指導、商品・店舗開発及び PR 戦略に携わる。
現在は「熊野」を定点に一人ひとりが自らの生き方を見つめ直すきっかけを提案する活動
として設立し、自らの意識を変革する意識の連動体「熊野塾」で、心のユニバーサルデザ
インを社会活動として展開している。
阿部 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）
飯田 真弓（いいだ まゆみ）
アート・アセスメント代表。エコラージュ・セラピスト、認定心理士、日本カウセリング
学会正会員、メンタル税理士。2008年、26年間勤めた国税を退職し、エコラージュ・セラ
ピスト＆メンタル税理士として独立・開業。
“エコラージュ”とは、みんながにこにこ笑顔になれる、超楽しい！誰にでも出来る心理
療法のことです。いらなくなった雑誌等の写真を切り取り、17色から選んだ台紙に貼り付
けて作品を作っていくと、今まで自分自身が気付かなかったこころの内面に気付くという
カタルシス効果の働きで、悩みや迷いがスッキリします。無理なく「深層心理」にアクセ
スすることが出来、
「潜在意識」を呼び覚まします。落ち込んでいる方には希望を、迷って
いる方には勇気を与え、元気な方はもっと元気になれる、そんなセラピーです。
10 周年記念会には、大勢お集まり頂き有難うございました。お陰さまで有意義ですてきな、
楽しい会になりましたことを感謝して居ります。有難うございます。
今年も、元気に充実した日々を過ごす事が出来ました。
皆さま、お元気で良いお正月を！！ そして来年もすてきな毎日を、ご一緒に楽しみましょう！
。
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