２０１３年３月
第 ５ ３号

ベリーフェスティバル

第二回

美容・健康・癒のまつり
参加者も出店者も共に楽しい一日
よく晴れて、気持ちの良いお天気に恵まれた
4 月 29 日（祝日）に「第二回ベリーフェスティ
バル（美容・健康・癒のまつり）
」を開催致しま
した。
今回は、
「ベリータッチ」はもちろんの事、
「吸
玉療法・座禅・口テープ療法」
「シンギングリン
療法」
「足ツボ療法」
「ハンドマッサージ」
「レイ
キ療法」
「マッサージ+心の健康相談」
「サナモア
光線」
「スピリチュアルカウンセリング」
「タロッ
ト占い」と 12 種類の出店があり、全部 10 分 500
円でさせて頂きました。またローフードランチも
あしたば会（卒業生）が作りました。看護師によ
る無料健康相談も致しました。
前回は 11 種類の出店で雑然とし、結構いっぱい
出店者の顔会わせ
の感じがありましたが、今回１出店多くなりまし
たが、スムーズに納まり一安心でした。
ネイティブヘルス卒業生がベリータッチと共に、日頃携わっている色々な技術を用いて、皆様に癒
しの空間を用意し、力を合わせた甲斐でしょうか、大勢の方がご来場くださり、とても賑わいました。
各ブースを体験された方々から、｢体全体がスッキリした！｣｢気持ちよくて、もっと受けたい。10
分じゃ足りない！｣｢ランチが美味しくて、
これからローフードにしてみようかしら｣｢来て良かった！｣
等々と言って頂き、とても喜ばれているご様子を見聞きし、また久しぶりの方もお越し頂き、お元気
なお姿にふれ、開催して良かったと嬉しく思います。
昨年の一回目は、模索しながらでしたので、段取りも上手くできず、
「どこに何があるかわからない」
「値段が高いから色々な種類を受けられない」
「トイレが何処かわからない」などの声がありまいたの
で、その反省を生かして、値段の設定やお客様の案内など、話し合いをしながら改善致しました。
卒業生の皆様も忙しい中、快く引き受けて下さり、とても良い一場になりました。
今回来られなかった方から｢来たかった～！今度いつやるか教えて欲しい！｣と言っていただき、ま
た更に次回には良いものになるよう、考えて行きます。
第三回ベリーフェスティバルは 10 月 24 日（祝日）に予定しております。開催の日を楽しみにお待
ち下さい。
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に関しては、もう少しゆっくり話をしたかった
なーという印象でした。
ワンコインにプラスして、延長コースがあると
良いかなと思いました。予約が難しそうですが。
例えばダブル（２０分で１０００円）
、トリプ
ル（３０分で１５００円）みたいな感じで。
まぁ今回は出店はしないものの身内という事
で他のお客さんの時間が気になったせいもあ
るかと思いますが・・・。
今回の予約のシステムはとても良かったと思
いますが、お客さん側に徹底されていない面も
あり、時間オーバーや、受付を通さずに受けて
いる方も見受けられました。
後は若干ですが会場が狭いかなーとも思いま
した

参加者のご感想
≪Ｂｅｌｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ
に参加して≫
依藤充子
４月２９日、ネイティブヘルスを友達にご紹
介したいと思い、一緒に参加しました。
午後１時過ぎ会場に着きましたら、とても賑わ
っていました。
癒し、美容、健康に関する体験コーナーがいく
つかあり、どれも体験したく迷いましたが、結
局欲張りな事に五つも選んでしまいました。
まず「ベリータッチ」これは今までに何回も
受けていますが、最近ご無沙汰していたので受
けました。快適で、出来たら一週間に一回位は
来たいなあと思いました。次は「手もみ」手を
ほぐしてマッサージし、最後にパックをして洗
い落として出来上がり。1 回では効果の程
は・・・。次は占いで「スピリチァル」という
コーナー、どんな占いかなーと興味しんしんで
した。椅子に座った私をじーっと観て「貴方に
は観音様がついていらっしゃいます」とのこと、
私は以前から大好きな観音様があるので、その
観音様かしらと嬉しい気持ちでした。次は、
「タ
ロット」タロットで占ってもらうのは初めてで、
「何を占って欲しいですか」と聞かれ、
「健康
をお願いします」と言いましたら、カードを繰
って並べ「今は健康だけど秋頃にけがをしない
ように気をつけてけて下さい。
」と言われまし
た。占って下さる方はとても感じのいい方でし
た。次は「足もみ」とても丁寧に揉みほぐして
くださったので終わった後、体が軽くなった気
がしました。
以上１回 10 分ずつ５００円の体験は、あっと
いう間に時間が過ぎました。それぞれ気軽に楽
しむことができ、お連れした友達も喜んでくれ
ました。その上旧知の方にもお会い出来とても
有意義な一日でした。
ネイティブヘルスの皆さん楽しい催しを有難
うございました。

出店者の感想（順不動）
「足ツボマッサージ」
長谷敬子
今回ベリーフェスティバルに「足ツボ」で出さ
せて頂き、来店された方々と色々な話をしなが
ら楽しい時間を過ごせました。
健康に関心のある方々が多くいらっした中、皆
川先生の無料相談コーナーもあり、健康でいる
為には、何が大切かを考え、知って頂けるイベ
ントである「べりーフエスティバル」は、最高
だなと思いました。
新居先生の、生野菜のランチもとても美味しく
頂き、私自身、身も心も元気になれた、ステキ
な一日でした。
「スピリチュアルカウンセリング」 至 謝恵
ワンコインという手軽さでたくさんの方が受
けてくださいました。
お悩みに対して希望が持てるアドバイスがで
きたようで、終わる頃には大変喜んでいただけ
ました。
しかし、
10 分では時間が少なかったという方が
いらっしゃったので、次回は、ベリータッチな
ども含めて予約がなければ延長可能とかでき
ればいいにと思いました。たくさんの方に色々
なメニューを体験して欲しいのか、じっくり受
けていただくのか、イベントとしてのコンセプ
トをしっかりしてからのルール作りになるか
と思いますが。
たくさんの方に受けていただけたのは嬉しか
ったのですが、私自身他のブースを体験できる

≪参加して思うこと≫
色川裕尚
今回のワンコイン（５００円）は、皆さん試し
易く体験としてはとても良かったと思います。
時間は１回１０分ですが、僕が体験したのは、
「足つぼ」
「スピリチュアルカウンセリング」
「タロット」の３つでしたが、内容については
申し分ないものの、スピリチュアルとタロット
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時間がなかったのが少々残念でした。
今回もいい経験をさせていただけました。次回
も参加できればと思います。

あなたの手を癒しの手にすると、医療費が十分
の一に成ると書かれた本もあります。是非一歩
踏み出して見ましょう。
日本再生の鍵となるかもしれません

「タロット占い」
長谷川 文子
ありがとうございました。沢山の方がブースに
来てくださいました。タロットは、楽しさや自
己発見のツールです。
次回も皆様にお目にかかることが出来ればと
思います。

「ローフードお手伝い」
岡市小夜子
４月のイベント、ベリーフェスティバルの感想
は、
「良かった！！」
５０枚近くのチラシを、各方面に配って啓発で
きたし、自分で行動しできたこと！
京都、神戸、堺と遠方からも足を運んでくれた
友人、知人も楽しく過ごしてくれたこと！
何せ価格がびっくりでした！
生菜食（ローフード）のビックリ、どっきりの
メニュウにたくさんの方々が興味を持ってく
ださったことが 驚きでした。
＜耳よりな情報＞
健康誌「わかさ」７月号（５８０円）
（一
冊丸ごと「腸」大特集）
ご興味ある方は どうぞ御一読を！

「吸い玉療法・座禅・口テープ療法」三浦 元
全体としては 大きなトラブルもなく 無事
終了しました。
今回は 単価を低く押さえたのですが、この件
で出店者のご意見を是非知りたいものです。私
の場合、前回駐車料に５０００円もかかりまし
たので、わざわざ安い都島に駐車しました。
[レイキ」
山下英雄
ベリーフェスティバルで レイキ体験コーナ
ーを開かせて頂き、多数の方々に、体験して頂
き有難うございました。
現在、国の税収と医療費が、ほぼ同額ですので、
近い将来、税収の二倍以上になると思われます。
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「整腸法ともうひとつ」
三浦 元

（鍼灸師、整骨院自営）
ネイティブヘルス認定指導員・あしたば会会長
十年連記の日記をひもといて解った。
平成１８年２月３日の産経新聞の地方版の記事で、皆川容子先生のことを知った。
やがて新大阪のネイティブヘルスで整腸の研修を受けた。
あれから七年の歳月が流れた。
その間、単身台北に行き、楊先生の弟子の先生の治療を受けた。別れる時のローフードの満がん食、皆川
栄治氏の台湾食の歓待が記憶にある。
さらに皆川容子先生引率でアメリカ：ロスアンゼルスで楊先生直々の腸マッサージも受けた。
三年前、ある「口の健康法」の本から＜口を閉じて寝る＞方法を学んだ。
以来ひたすらまじめに実行した。
すると多年悩んでいた＜喉のいがらっぽさ＞が消えた。
次に＜年に２，３回ひいていた風邪＞にまったく縁が切れた。
方法はいたって簡単、正に「コロンブスのたまご」である。
≪医療用のテープで唇を閉じる≫
人は熟睡すると、１００パーセント口を開けている。
（大小の差はあるが）
顎の筋肉、口輪筋が弛緩するからである。
仰向けで寝る人間の宿命とも言える。
（野生動物はおあ向けでは寝ない）
口を開けて寝ると、＜鼻呼吸がおろそかになり、唾液が乾く＞これが万病の元となる。
ローフード（酵素食）
、腸マッサージ、口テープ これらで８０代９０代まで現役で仕事と登山ができそ
うな気がしている。
これまでは馬齢を重ねてきたが、余生は、これらを広めることとなった。
先賢曰く ＜病は口から入り、禍は口から出ずる＞

ローフードとは＝植物性食品を生で食べる料理・・・酵素食です。
どうして、生？＝植物でも動物でも命ある物は、全て酵素で生かされ、日々酵素は減少しています。
酵素の減少が老化です。高齢になっても、体内酵素が豊富だと寝たきり防止になります。
毎日の食事から、酵素を摂り入れましょう。アンチエイジングにはローフ－ド。
酵素は、熱に弱いので、生のまま命のある物を食べると、酵素が摂れます。

≪オクラと芽かぶのおろし和え≫
オクラ・・・3 本＝塩でもみ洗いし、小口切り
芽かぶ・・・5ｇ＝大根汁があるので水で戻さない
大根 ・・・5～6 ㎝＝すりおろす
とろろ昆布・・・適量
≪作り方＞
オクラ・芽かぶ・大根おろしを混ぜ合わせ、醤油少々で味付け。
食べる時に、とろろ昆布を添える
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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

時間

４月２０日（土）
14:30～16:00

講師（敬称略）

演題

原田恵美子・緒方玲奈・岡野美枝子
「ピアノコンサート」

会

費

備考

会員 無料
一般 1000 円

ポピュラーな曲で楽しいトリオ！

同 日
２１日（日）

２９日（月）
祝日

あしたば会総会
指導者研修会

研修卒業生

皆川容子：菜食整腸講演会（調理実習・体験付）
ＮＨいしばし 主催
問合わせ ０９０－９９７０－３２０２
Bellｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ
癒し・美容・健康のまつり
あしたば会主催

東 京

別 紙

５月１８日（土）
14:30～16:00

北出篤夫
体験談「隣の人を幸せに」

会員 無料
一般 1000 円

６月 ６日（木）

軽ハイキングのお誘い
「大文字山」
定員７名になり次第〆切

会員 無料
下記参照

予備日１３日

別 紙

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・２
予定は、変更する場合が有ります。

ハイキング
京の夏の風物詩「五山の送り火」で、有名な大文字山（465m）
へ登ります。ちなみに五山は、大文字・左大文字・妙法・船形・
鳥居形です。
１時間～１時間半で山頂、
「大」の火床から見る京都の街は
絶景です。
銀閣寺から登り、鹿ヶ谷、哲学の道へ下ります。
集 合
JR
京都駅
８時５０分集合 （京都駅中央改札口付近）
阪急 四条河原町 ９時集合 （高島屋 四条入口付近）
京都市バス 銀閣寺前バス停 ９時５０分集合
コース
銀閣寺前～～～～～大文字山山頂～～火床（昼食）～～～鹿ケ谷・哲学の道 解散
9:50
11:30
12:00
14:00
持ち物

各自昼食の用意

飲み物

雨具など
ｂｙ大久保久美子
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講師プロフィール
原田 恵美子（はらだ えみこ）
1955 年大阪生まれ
小学校からピアノを習い始め、短大卒業後ＯＬ生活を経て、４年間、カワイ音楽教室でピアノと
電子オルガンを教える。その後は自宅でピアノを教え、現在に至る。
今はピアノを通して、いろんな人達や音楽と出会えるのがとても楽しい。

緒方 玲奈（おがた れいな）
1974 年東京生まれ
６歳の頃からピアノを習い始める。
ビクター音楽教室、第一楽器と、学生時代までは音楽教室で習い、社会人になってから２年ほど
ブランクがあったものの、２３歳の頃から原田先生の教室で再びレッスンを開始、現在に至る。
療養生活時代に、クラシック以外のピアノ音楽に出会い、今はいろんなコンサートやライブに出
かけたり、趣味でピアノを弾くことが元気の源になっている。

岡野 美枝子（おかの みえこ）
1955 年奈良県生まれ
2011 年退職を機に原田教室でピアノを習い始める。
「調和」をモットーに日々過ごしている。
昨年地元のラジオ番組に出たのをきっかけに、人前で自分を表現する事の楽しさに目覚める。
ピアノの腕前はまだまだだが、原田先生の推薦と「人前で弾く事で上達するのよ」という皆川先生
のお言葉でチカコサロンでの演奏を決心し、練習に励む。

北出 篤夫（きたで あつお）
1941 年大阪市生まれ
1964 年大阪府立大学工学部機械工学科卒業 株式会社小松製作所大阪工場勤務
1965 年日本政府（総理府）より日本青年海外派遣団員として中近東に派遣
1973 年通産省情報処理研修センター（通称情報処理大学院）卒業
1981 年同社退職、ビジネスサービス社（現エムケイビジネスサービス㈱）設立
各種コンピュータ・ソフトウエア作成 現在に至る
2007 年特定非営利活動法人ネイティブヘルスにて整腸法認定
2012 年私設図書館「馬杉文庫」開設 館長
どうしたら隣の人を幸せにできるかに、長年取り組んで実践してきた実体験を赤裸々に語ります。
どんな気持ちで、どう愛を伝えていったのか、具体的な課題と共に、幸せな人生を送る方法を、
「ひたすら」
、
「言葉」
、
「仏様」と言うキーワードを通して順々にひもとき、独自の立場から効果的
な方法を、易しく解説します。夫婦も恋人も、実践すればもっともっと仲良くなれます。
著書 小説「夫婦の愛」

チカコ健康サロンでは、今までも会員様にご出演頂いて居りましたが、もっと広
くお呼び掛けして、出演してくださる方を募りたいと考えております。
会員様（またはそのご推薦者）のご専門、或いはご趣味などを、チカコ健康サロ
ンでご披露なさいませんか。
内容（テーマ）
癒し・健康・美容に関するセミナーや実技・実演など
出 演 お 礼
5,000 円（交通費込み）
・・・雀の涙でゴメンナサイ
問合せ・申込み
ネィティブヘルス 電話 ０６－４８０２－６８８０/
２
Ｆａｘ ０６－４８０２－６８８１
どんどんご連絡下さい。 お申し込みお待ちしています。
4 月は、賛助会員の岡野様、 ５月は、賛助会員の北出様がご出演なさいます。
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新刊紹介
当法人理事長の神山五郎先生の近著をご紹介いたします。
医学博士神山五郎著

『従病という生き方』
―目次よりー
◎なぜ命に別条ない病気で心を病んでしまうのか
◎障害や慢性の病気治療の問題点
◎「自殺」が頭をよぎった青年時代
◎淡々と歳を重ねることで癒える病もある
◎「闘病」ではなく「従病」が人生を豊かにする
◎難病の子供たちが見せた本当に幸せそうな顔
◎「病気依存症」をつくる現代社会
◎延命治療は医者のエゴ
◎制約があるからこそ初めて生まれてくるものがある
定価 1,365 円（税込）
◎人生を拷問にするのではなく遊びにする
「懸命に病と闘って、たとえ一時的にでも治ったように見えても、最後に死ぬという事実は変えられませ
ん。誰でも例外なく、必ずいつかは死ぬのです。そうであるなら、同じ人生の時間を「闘病」という名の
拷問ではなく、楽しく豊かで心穏やかに過ごしてほしい。 その思いが本書誕生のきっかけです。
」
（
「はじめに」より抜粋）
「本書は、吃音を敵として「闘病」し、悪戦苦闘した筆者の記録である。
」
（
「あとがき」より）
ネイティブヘルスで取り扱って居ります。

楽天市場開店しました。
ネイティブヘルスフーズ
「ななこっこ（七穀粉）」・
「やさいっこ（野菜粉末）」
「緑茶入りベジミール（ななこっこ＆やさいっこのミックス）」
期間限定１０％引きで購入 できます。
「ネイティブヘルスフーズ」と「楽天市場」については別紙をご覧ください

あとがき
16 年前までのこの季節、目は真っ赤、針で刺したように痛痒く、
水洟はポトポト落ちて、つらい 3 ヵ月を過ごしていました。
あれから 15 年間全くその形跡なし。菜食整腸の威力を改めて
かみしめています。だまされたと思って一度お試しを。今から
すると、きっと来年はすっきりと春を謳歌出来るでしょう。
長い暗いトンネルの中にいた景気も、やっと抜け出す兆しが見
えてきました。
ネイティブヘルスも早く抜け出すよう努力してい
２～３食分を１パックにして
ます。この素晴らしい菜食整腸を周知させるには、どうしても
使用し易くしました。
皆さまのお力が必要です。ご紹介キャンペーンにご協力を！！
施しますので、是非ご協力お願い致します。
（別紙ご覧ください
「明日葉（あしたば）
」第 53 号 2013 年 3 月 28 日 編集・発行 NPO 法人ネイティブヘルス
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ませ。
）

新商品「緑茶入りベジミール」
ななこっことやさいっこを
ミックスしました。
忙しい時、料理がめんどう、
出張などで外泊の多い人
水さえあれば
これだけで食事ＯＫ
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