２０１２年 ３月
第 ４ ９ 号

3 月 16 日に移転します
!!
阪急茶屋町口から３～４分、ＪＲ大阪から５～６分
慣れ親しんできた鶴野町から、同じ北区の、芝田１丁目に移転することになりました。
現在ご提供しておりますランチは、石上調理師が自宅で調理して配送していますが、何とい
っても料理はできたてが一番。それに、お客様の反応を感じとってメニューを考え、調理する、
また調理法も訊ける、お互いに顔の見える状態がベストだと思います。
そこで、ずっと以前からキッチンのある処を探してまいりましたが、やっと良い処が見つか
りました。 駅に近くで便利な処で、４階のフロアー全部ネイティブヘルスです。
日曜も営業します
現在の安田ビルは、夜は 8 時以降、日曜日には表玄関が閉まっているので不便でしたが、新
事業所は、日曜も使用できますので、4 月からは日曜営業することができます。
お仕事の都合で日曜しか来られない方のご要望に、やっとお応えできることになりました。
癒しの場と、楽しい空間を分けました
「施術室」は、独立させ、あくまでも癒しの場として心安らぐ部屋にします。
「ダイニング(兼セミナー)ルーム」は、楽しく、くつろげる場として工夫しました。
ランチだけでも気軽に来られるように、またティータイムも楽しんで頂けるようテーブルを
配置します。
バイキングスタイルでお料理をご提供致しますので、ご自由に召し上がって頂けます。
心も体も健康で、美しく若返りを!!
今までは、美容と健康の、健康の方が主になっていましたが、これからは、もう少し美容の
方も重視しますので、ご年配の方はもちろん若い方達も大勢いらっして下さると嬉しいです。
実際に、ローフードとベリータッチ(腸もみ)で、皆さん肌が美しく若返って居られますので、
美しくなりたい方、若返りたい方、是非ご体験にいらっしてくださいませ。
チカコ健康サロンを充実
いつまでも、心身とも美しく健康に、楽しい人生を送りたいと誰もが願っています。
「チ(知識）カ(体）コ(こころ）健康サロン」では、美容と健康（心もからだも）に関連した様々
なジャンルの講師をお迎えして益々内容豊かにし、より楽しいサロンにします。
研修制度は内容を凝縮させ７０時間に
１００時間研修は、カリキュラムを再編
して、７０時間で修了できるようにします
ので、受講しやすくなります。
4 月からは、週末(土日)コースも設けます。
いずれ夜間コースも考えています。
移転とともに、スタッフの気持ちもリフレッ
シュして、皆さまをお迎え致します。
是非リフレッシュにお出かけ下さいませ。
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ネイティブヘルス 移転先
〒530-0012

大阪市北区芝田１丁目１２－７ 大栄ビル 新館４Ｆ

道順
ＪＲ大阪駅、地下鉄梅田駅より 「新阪急ホテル」を目指します。
左手側はヨドバシカメラです。新阪急ホテルを過ぎ、新阪急ホテル「アネックス（ＤＤハウス）
」
があります。2 件目にりそな銀行のＡＴＭがあり、そこを右に曲がると 大栄ビル新館のエント
ランスです。
（写真 上）
りそな銀行ＡＴＭとワタナベ楽器の間にある本館入口からも入れます。
阪急梅田駅からは、茶屋町出口から出て、新阪急ホテル「アネックス（ＤＤハウス）
」を目指しま
す。ＤＤハウスの前を通り、左に曲がり、右を見ると、りそな銀行のＡＴＭです。
あとは、上記と同じです。

ＪＲ大阪御堂筋北口から
徒歩５分
阪急梅田茶屋町口から
徒歩３分
地下鉄御堂筋線梅田から
徒歩７分
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新オフィス オープニング イベント
春が一歩ずつ近づき、フリージャーの香りに安らぎを感じる頃となりました。
さて、此のたびネイティブヘルスは、北区柴田１丁目に移転することになりました。
つきましては、４月１日グランドオープンに先立ちまして、移転記念のイベントを下記の通り、
開催いたします。
新しいオフィスは、
「癒しの場」
「楽しい部屋」
「仕事場」を完全に独立させ、それぞれの雰囲気を
満喫していただけるよう留意いたしております。
当日は、各室のご案内と共に、楽しいプランを盛り沢山にご用意して、お待ち申し上げておりま
す。
お知り合いの方達もお誘いくださり、賑々しくお出かけくださいまして、素敵な会にしていただ
ければ嬉しうございます。
日

時 平成２４年３月３１日（土）
開会 １１時（開場１０時）
閉会 １５時

会

場 ネイティブヘルス
大阪市北区柴田１丁目１２－７ 大栄ビル新館４Ｆ（２頁の地図参照）

プログラム １１：００ 開会挨拶
皆川容子 ネイティブヘルス創始者、副理事長・代表取締役
１１：１０ 理事長挨拶 神山五郎 ＮＰＯ法人ネイティブヘルス理事長 医学・哲学
博士

１１：３０ 昼食（バイキングスタイル）
黒豆入りコーヒー試飲
１２：４５ 講演 朝川兼行 予防医学専門
１３：４５ ミュージックライブ （サックス・ギター・二胡トリオ、歌とピアノ）
１４；１５ ビンゴゲーム（素敵な賞品をご協賛いただいております）
１５：００ 閉会挨拶
都 一郎 ネイティブヘルス営業企画本部長
閉会後、ご希望の方はベリータッチ（腸もみ）体験ができます。
会

費 ２０００円（当日頂戴いたします）
体験（１５分）１０００円 （延長は１０分１０００円）

《申し込み・問い合わせ》

ネイティブヘルス 電話０６－４８０２－６８８０／２ ＦＡＸ０６－４８
０２－６８８１
（３月１６日前後は引っ越しのため、電話・ＦＡＸは一時不通になる
ことが
ありますのでご了承ください）
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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
３月３１日（土）
11:00-15：00
４月２１日（土）
14:30-16:00
２３日（月）
｜
２８日（土）
５月１９日（土）
14:30－16:00

時間

講師（敬称略）
演題
新オフィス オープニングイベント
ランチ 健康セミナー（朝川 兼行）
コンサート（ピアノ、ギター、サックス、二胡 ）
ビンゴゲーム他
長田 和代
「水にまつわる私のストーリー
（蓮の花に助けられ・・・）
」

会

費

2000 円

備考
３頁
参照

会員 無料
一般 1000 円
６頁

生野高原で合宿５泊６日
ＮＥＬ
「ベリーダンスで超（腸）元気」
ベリーダンスの実演と共に

参照

会員 無料
一般 1000 円

◎ 当日、会員様の通常施術予約は、承っております。
◎ ３月１４日（水）までは鶴野町で、３月１９日（月）からは北区柴田で平常通り営業いた
します。
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６月１６日（土）
14:30-16:00

能味 堂郎
「乳酸菌うんちく健康セミナー」

前日までに必ずご予約してください
問合せ・予約 大阪 ０６－４８０２－６８８０
予定は変更する場合が有ります

会員 無料
一般 1000 円

移転スケジュール
３月１４日（水）まで鶴野町
１６日（金）１７日（土）
引越のため休業
１９日（月）芝田にて営業
３１日（土）プレープニング
４月 １日（日）グランドオープン

ＮＥＬネル
ベリーダンス トップインストラクター

＜講師プ

ロフィール＞

朝川 兼行（あさかわ かずゆき）
１９５３年７月９日生まれ。福井県越前出身。
栄養科学博士・予防医学情報研究所所長。
生命エネルギー学会・日本臨床老化医学会・日本腫瘍学会・有機農法研究会会員・講師。
（社）日本緑十字社国際波動研究所学術委員。
マクロビオテックとの出会いから食養学への道に進み、現在は酵素が全てと語る。
実践体験を通じて東洋医学・現代医学・分子矯正医学等を学ぶ。１９９３年、ロシアウクライナ
科学アカデミー招聘により、チエルノブイリ被害者救援プロジェクトに参加。
近年は、生命エネルギーの研究のかたわら、人間はいかに生かされ、生きるべきかを追求。
国際栄誉賞、２００８年ライナス・ポーリング賞、受賞。この賞は、２０世紀もっとも偉大な科
学者として、アインシュタイン博士と双璧といわれる分子化学の分野で多大な功績を残したライ
ナス・ポーリング博士の財団法人から贈られる名誉ある賞であり、日本の予防医学第一人者とし
て、日本人として２人目の受賞。
長田 和代（おさだ かずよ）
有限会社ビビアン 代表取締役
伊豆の有名旅館のお嬢様から一転、苦労の連続から立ち上がり起業家に。
２０代で母親を亡くし、３０代で父親を亡くし、結婚で奈落の底へ。
高速道路でバスに衝突され、椎間板ヘルニアになり「死」をも意識する
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壮絶な経験を重ね、生きること、そして生かされていることを痛感。
泥水から美しい大輪の花を咲かせる蓮の花をヒントに、水事業でビビアンを設立。
いつまでも若々しく元気であり続けることを提唱し、全国を飛び回っている。静岡県出身。
ＮＥＬ（ネル）
ベリーダンサーDanisa に師事。
Danisa の元で、チーム Isis Tears に所属（2006 年 6 月～2009 年 8 月）
アルゼンチンでは、世界的に有名なベリーダンサーなどに師事を受け、
エジプトでは、様々なワークショップに参加する。
ショー出演やアシスタントを経て、2008 年より講師活動開始。
2009 年・2010 年度、ベリーミックススタジオ生徒数 No.１を記録する。
自身の元に、ダンスチーム「Helwa Dancers」を結成。
2010 年 4 月～11 月開催「奈良平城遷都祭」
”あをによしパレード”
、
アラビアの振り付け担当・パレードにも出演。
レストランショーや企業様イベント、ベリーダンスショーなどにも出演中。
能味堂郎（のうみ たかお）
ニチニチ製薬株式会社 常務取締役 薬剤師
ニチニチ製薬株式会社は、バイオテクノロジーや微生物工学を中心とした研究機関を持ち、その
研究成果を製品に応用することで発展してきました。その研究成果として、多数の腸内細菌の中
から、非常に優れた乳酸菌「ＦＫ・２３」を選び出し、健康維持に関して多岐にわたる多くの結
果を導き出しました。中でも「ＦＫ・２３」の免疫・アレルギーに関する知見は、学術的にも世
界トップレベルとして認められるに至っています。
「健康」をテーマとして考えた時、
「免疫」という分野は避けて通れない分野です。これらの研究
結果を基に製品化された「ＦＫー２３」や「ＬＦＫ」は、
「健康」を願う人々から圧倒的な支持と
賛同を得るに至りました。
ニチニチ製薬株式会社は、さらなる「健康」を求め、より高次元での研究開発を進めると共に、
より安全かつ安心してご使用いただける製品の開発・製造に取り組んでいます

生野高原で 5 泊 6 日

美容と健康のための合宿
美味しいローフードで酵素をたっぷり摂り、
一日三回のベリータッチ（腸もみ）で美しく健康に変身!!
緑に囲まれ、爽やかな空気の生野高原での合宿です
毎日、日替わり温泉に、車でご案内致します
月 日

２０１２年４月２３日（月）～２８日（土）

会 場

予防医学情報研究所 神戸市北区道場生野 1172-105

集 合

14 時

参加費

98,000 円（一般は 120,000 円）全食事付・宿泊費込み

定 員

6名

申込み

ネイティブヘルス

ＪＲ西宮名塩（会場には車でご案内します。
）

電話 0６－４８０２－６８８０
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≪スケジュール≫
初日
到着後、 開所式の後 オリエンテイション
15 時
ベリータッチ施術（1 人 40 分 1 回）
18 時
夕食 食後温泉へご案内
2 日目～ 8 時
朝食
９時～12 時
ベリータッチ施術（午前午後合わせて 1 人 1 日３回）
1０時～ 調理実習（昼食用）自由参加（沢山の料理が覚えられます）
12 時
昼食
13 時～18 時 ベリータッチ施術
（途中休憩：おやつ作りや、朝川、山之口、皆川各先生の講話の予定）
16 時～ 調理実習（夕食用）自由参加
18 時
夕食
食後温泉へご案内
最終日
8時
朝食
9 時～12 時
ベリータッチ施術
10 時
調理実習（昼食準備）自由参加
12 時
昼食
13 時
掃除
14 時
閉所式 反省会（感想）
15 時
解散
5 か所の日替わり温泉（いずれも車で 15 分～30 分）
♨ぽかぽか温泉：天然湧出温泉（露天風呂、大浴場、サウナ他）
♨山田錦の郷：吉川温泉よかたん（源泉風呂、大浴場、露天風呂、サウナ他）
♨宝塚中山：宝の湯（茅葺で趣のある源泉温泉大浴場、岩風呂、檜風呂他）
♨フルーツフラワーパーク：大沢温泉茜の湯（赤褐色の鉄分を多く含む温泉）
♨有馬温泉：太閤の湯（金泉・銀泉、24 種類の温泉・岩盤浴）

◎参加される方には、集合場所・持参品等詳細をお知らせ致します

体験談、お客様の経過
家族も応援！
H.K さん（６８歳、膠原病）は、集中健活３クールをされ、今は週２～３日、ベリータッチ（腸
もみ）は日に２回されています。集中の頃から、夕飯は、ご主人、娘さんの分も含め、３食をお
持ち帰りされていました。
ランチのメニューもいつも書いておられます。そういうこともあり、今は、夕飯は生食中心で、
自分で作られています。本人だけでなく、ご主人も生食をされ、体調がよくなり、
先日は、久しぶりにご主人も施術に来られ、良さを再認識されていました。
「ご家族で生食中心の食事になるといい結果がでますね」
お正月で・・・
Ｎ．Ｍさん（４２歳、痩身目的）
集中健活２クールされ、体が軽くなり、体重の 7.5 キロ痩せたと前回喜ばれていましたが、
年末年始、お正月のご馳走で、体重が元に戻られました。
でも、お正月明けから、生食を頑張り、7.5 キロ痩せた体重に戻られ、今も減っています。
美容院では、髪の質が良くなったと褒められたと喜んでおられました。
「お正月は、普段ではない食事の場になるので、生食をするのに難しい時になりますね。
Ｎ．Ｈさんは、お肉は全く要らないと嗜好になったそうです」

※効果には個人差があります。
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上記の方の今後の経過を次回号でも
お知らせする予定です。
皆様も体験談をお寄せ下さい。
ＦＡＸ、メール、郵送なんでもＯＫ！
ご質問もお待ちしています。

ローフードレシピ
家庭で簡単に作れるレシピを、提供していきます。
生野菜をいかに美味しく食べるかで、元気倍増！！
今回はにんじんの韓国風サラダ
にんじん２本
千切りにします。
ルッコラ 2 本程
細かく切る。
黒ゴマ（すり）
多め。
（タレ）
胡麻油、醤油、ハチミツ各大さじ３、コチュジャン小さじ１、を合わせ先ほどの人参とルッコラ、
黒ゴマを入れて和えたら、出来あがりです。
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§ 無料講習会の宅配便 §
5 人以上集まれば、いつでも、どこでも（個人の家、団体の集会場など）出かけます。無料です。
メニュー
① 皆川容子の講話と健康相談 60 分～90 分
② 自分でする皆川式整腸法（ベリータッチ（腸もみ）と整腸体操）の実技指導 30 分
③ 専門指導員によるベリータッチ体験 一人 15 分（延長は 10 分 1,000 円頂戴します）
④ ローフードクッキング実習と試食 120 分（火を使わないのでガス、電気は不要、水（流し）と
テーブルがあればできます（要材料費）
以上①～④を組み合わせて、合計 3 時間以内でお申し込みください。
注 交通費は実費を頂戴いたします。
会場に困った場合、ネイティブヘルスを使用することができます。
（使用料一人 1,000 円）

研 修 制 度 が 変 わ り ま す
週末しか休みが取れない方や、遠方の方も受講しやすくなりました。
（コース別）
講義で、受講生に格差が出ないように、入学時期を決めました。
（年４回）
変更点
１、 入学
随時→１月期生、４月期生、７月期生、１０月期生
２、 コース 新設→平日コース 月曜～金曜（木曜休み）
週末コース 土・日曜
集中コース 金曜～翌週水曜の毎日２週間
３、 研修期間 半年→３カ月
４、 研修時間 １００時間→７０時間（１日の研修内容を凝縮して充実させます）
５、 カリキュラム→予防医学、美容関係、経営（開業準備のため）の講座を増設
新しい「研修案内・募集要項」は、ネイティブヘルスにご請求下さい。

あとがき

９９年に夙川でＯＰＥＮして以来、無我夢中で走り続
けてきました。ふと気がつくと、かなりの高年齢。
（気
持ちは３０代！？？）そろそろゆっくりしたい、自由
時間が欲しいと思い始めました。
それとはうらはらに、もっと営業企画を強化してネイ
ティブヘルスを広く周知さるために、まだまだ頑張ら
なきゃ、とも思ったりしていました。
念ずれば通ずる、で、嬉しいことに助っ人が現れまし
た。
３月から、営業・企画のエキスパートがスタッフの一
員として加わります。よろしくお願い致します。
今まで１人で営業・企画・指導何もかも１人でしてき
ましたが、少しゆっくり出来そうです。
また、当初から「美容と健康］を掲げて居りましたが、
どうも健康ばかり重視されがちですが、実際に菜食整
腸で肌も美しくなり、ダイエットしている人も多いの
で、これからは美容にも力を注いで、若い人たちにも
どんどん来ていただこう。ということで、新オフィス
では、美容にふさわしく、内装も美しくイメージチェ
ンジします。
ご高齢の方は（私も含めて）更に美しく、元気に若返
りましょう。
そして人生を楽しみましょう。ＹＭ

お 知 ら せ
４月からの営業日と時間
日曜も営業します
（定休日は木曜のみ）
夜間は、２１時まで
１８時３０分までに予約を
してください
予約がなければ、
１８時３０分で閉めます
日曜は１８:３０で終了します
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新オフィス オープニング イベント
ご 招 待
春が一歩ずつ近づき、フリージャーの香りに安らぎを感じる頃となりました。
先生におかれましては、ご清祥のこととお慶び申し上げます。
また、日頃はお世話様になりまして有難うございます。
さて、此のたびネイティブヘルスは、北区芝田１丁目に移転することになりました。
つきましては、４月１日グランドオープンに先立ちまして、移転記念のイベントを下記の通り、
開催いたします。
新しいオフィスは、
「癒しの場」
「楽しい部屋」
「仕事場」を完全に独立させ、それぞれの雰囲気を
満喫していただけるよう配慮いたしております。
当日は、各室のご案内と共に、楽しいプランを盛り沢山にご用意して、お待ち申し上げておりま
す。
お忙しい事とは存じますが、ご出席賜りますよう、お願い申し上げます。
日

時 平成２４年３月３１日（土）
開会 １１時（開場１０時）
閉会 １５時

会

場 ネイティブヘルス
大阪市北区芝田１丁目１２－７ 大栄ビル新館４Ｆ（２頁の地図参照）

プログラム １１：００ 開会挨拶
皆川容子 ネイティブヘルス創始者、副理事長・代表取締役
１１：１０ 理事長挨拶 神山五郎 ＮＰＯ法人ネイティブヘルス理事長 医学・哲学
博士

１１：３０ 昼食（バイキングスタイル）
黒豆入りコーヒー試飲
１２：４５ 講演 朝川兼行 予防医学専門
１３：４５ ミュージックライブ （サックス・ギター・二胡トリオ、歌とピアノ）
１４；１５ ビンゴゲーム（素敵な賞品を、各方面の方々からご協賛いただいております）
１５：００ 閉会挨拶
都 一郎 ネイティブヘルス営業企画本部長

ＮＰＯ法人ネイティブヘルス
理事長 神山五郎
電話０６－４８０２－６８８０／２

ＦＡＸ０６－４８０２－６

８８１
（３月１６日前後は引っ越しのため、電話・ＦＡＸは一時不通になることが
ございますので、ご了承くださいませ。
）
現在の、鶴野町での営業は、3 月 14 日（水）までといたします。
3 月 19 日（月）からは新オフィス（芝田町）にて営業いたします。
10

