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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。
前回は初めてのことでもあり、11 種類の出店で
出店者の顔会わせ
雑然とし、結構いっぱい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」などの声がありましたの
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１4 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。
（ＭＩＫＡ）
＊今回参加できなかった方に耳寄りなお知らせです（８ページ参照）
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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。
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「スピリチュアル」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。
最後に「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「ベリーフエスティバル」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
きればいいのにと思いました。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

≪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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る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。

で、近い将来、税収の二倍以上になると思われ
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
のメニュー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
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「隣の人を幸せにすれば自分も幸せに」
―私の実践してきた（している）ことー
ネイティブヘルス認定機関
隣の人を幸せにすれば自
分も幸せになります。どう
すれば隣の人を幸せにで
きるでしょうか。
「女を喜ばせなさい」と
いう言葉は、私の母から
聴いた言葉です。私はそ
れを実践しました。その
為に捻り出したのがキー
ワード 「ひたすら」
、
「言
葉」
、
「仏様」です。隣の人は私
の場合妻でした。

北出篤夫

感謝・尊敬・思いやりが強くなると同時にあら探
しから抜け出る事ができます。
⑤傾聴 （ひたすら耳を傾け、相手の心に寄り添
い話を聞きます）
相手を変えようとしないで耳を傾けます。そし
て聞き手の価値判断を加えず、相手を受容します。
キーワード２「言葉」
①究極の言葉は「愛」 「愛します」と言われて、
怒る人、悲しむ人、嫌な人はいません。元気を生
みます。
②１００回キャンペーン １００回「愛してま
す」を言って、潜在意識に言葉を貼り付けます。
一人で声を出して練習し、何の抵抗もなく言え
れば本番を実行します。お金がかからず、時と場
所を選ばず、最初は嘘でも良いのです。今迄気付
かなかった新しい自分を発見します。嬉しさにう
ち慄えます。

キーワード１「ひたすら」
子犬がひたすらしっぽを振る姿で、人は癒され、
自殺すら思い止まることがあるそうです。隣の人
にひたすら寄り添い、それを私は「究極のお人好
し」と唱えています。まず５つの戦術を実行しま
した。
①広い心を持つ
隣の人を赤ん坊と思います。赤ん坊の無理な要
求・我儘に、大人はいちいち対応せず、腹を立て
る事はありません。広い心で受け入れます。私は
妻が何かやりたいと言えば１００％受け入れ、支
援を心掛けました。
②スキンシップ
マッサージ（整腸マッサージ、リンパマッサー
ジ、顔マッサージ）
、手を繋いで散歩。風呂あが
りにバスタオルを持って待つ、出張時に玄関でキ
スをする等工夫しました。
③大切表 （目で見える物、見えないもの、人等
大切な１６個を挙げて、大切さの順位付けをしま
す。
）
妻と共にやりました。私は妻が一番大切でした。
順位付けは手のひら天秤比較法（手のひらに選ん
だ二つの物を載せたと仮想して、どちらが大切か
を決める）でします。自覚がうまれます。
④良い点探し （隣の人の良いと思う事を紙に書
き出す）
私は５０以上書きだせました。隣の人の全心身
を観察しないと出来ません。良い点が見えてきて、

キーワード３「仏様の為にする、させて戴く」
自分の為にせず、相手の為にせず、仏様の為に
（仏様がする様に）隣の人に良い事、喜ぶ事をし
ます。
①母への恩返し
育ててくれた母へのお返しと思って、隣の人が
喜ぶ事をする。ヒントは毎日の生活の中にありま
す。
②こだわりを捨て、全て委ね、全て受入れる
手本は赤ん坊です。男の沽券、女の意地は勇気
のない人は捨てられないが、思い切って捨てる事
です。捨てれば男も女も値打ちは上がります。そ
れが優しさです。気持ちを変えたら自分が驚く程、
心の底から隣の人を愛せます。新しい幸せへの入
口に立った自分を発見します。
ひたすら寄り添う、ひたすら喜ばす、ひたすら愛
する。私は５０歳を過ぎて、妻とラブラブ状態で、
まるで新婚家庭の様でした。妻の傍に居るだけで
楽しくなりました。皆様も是非どうぞ。
健康の為の実践方法 「おすすめ食事」
「ストレ
スを感じなくする考え方と言葉」を添付します。
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◎「おすすめ食事」
少 ： 少食
な ： 菜、野菜
い ： 芋類
砂 ： 魚
糖 ： 豆類
は ： ワカメ、海藻
す ： 酢の物
ご ： ゴマ
く ： 果物
元 ： 玄米、米
気 ： キノコ類
生 ： 生で食べる
む ： 無添加（アミノ酸等、酸化防止剤、カラ
メル色素、着色料）
、無農薬

◎「ストレスを感じなくする考え方と言葉」
「愛こそ世界をすくう」
あ ： 愛しています、大好きです（○○さん貴
方は友達です）
い ： 意地を捨てます（男の沽券、女の意地）
意に介さない
こ ： 拘わりません（自分は○○な動物だ、
私は○○するために生きている、で不自
然なら捨てる）
そ ： 損に見合う得もあります（どんな場合も
二面性がある）
せ ： 正々堂々として嘘をつかない。正義のあ
る側に立つ
か ： 感謝を笑顔で返す（顔施）
い ： 急がない、いつも通りのスローライフ
を ： お人好し（仏様の為に働く、究極のお人
好しを目指す）
す ： 全て委ねる、全て受け入れる。
（優しさ、赤ん坊の様に）
く ： 苦しい事はそのうち他所に行く、苦を知
れば楽を知る
う ： 嬉しい事をする（利他○先ず他人様、✖
先ず自分）

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

７月２７日（土）
14:30～16:00
同 日
16:15～18:30
８月２８日（水）
11:00～
３１日（土）
14:30～16:00

講師（敬称略）

演題

正司昌子
「才能を引き出す子育て講座」
指導者研修会
皆川容子
「美容と健康の要は腸元気」ランチ・体験付
ホテル ラ・スイート主催
色川裕尚
「腸の元気が心も元気にする」

会

費

会員 無料
一般 1000 円
無
料

備考

研修
卒業生
別 紙

会員 無料
一般 1000 円

～うつ病から学んだ腸が心を元気にし、心が身体を元気にする秘密～

９月 ９日（月）
10:00～11:30
２８日（土）
10:00～15:00

皆川容子
「腸元気は脳元気」
連絡先 ０６－６３５６－４４２９大西
日本の心にふれる旅一日ツアー
「嵐山散策」

４００円

◎前日までに必ずご予約してください
◎予定は、変更する場合が有ります。
問合せ・予約 大阪 ０６－４８０２－６８８０・２
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大阪高齢協
会議室
（福島駅すぐ）

７頁参照

講師プロフィール
正司 昌子（しょうじ まさこ）
レクタス教育研究所理事長
1933 年兵庫県生まれ
大阪音楽短期大学ピアノ科卒業後、ピアノ塾講師として活躍。後その経験を活かして幼児教育に取り込む。
1987 年「０才から小学校入学前まで」の子供を対象にして全人教育を目指し、幼児の学習教室「レクタ
ス教育研究所」を設立、多くの子供を有名私立小学校や国立小学校に送り出す一方やる気のない子、学習
能力に問題がある子などを、独自のマンツーマン指導により飛躍的に能力を伸ばすことでも定評がある。
主な著書
「ツインファミリーによる教育革命―育孫のすすめ」
「あせらないで、お母さんー問題児を作らない幼児教育のすすめ」
「子供を生かす子育て方」 「授乳時のケータイで子供は壊れる」
「正司昌子の幼児の知力がぐんぐん伸びる本」
「正司式ぐんぐん伸びる（かぞえるちから）
（かくちから）プリント」
「幸せな女の子を育てる母親講座」 「たくましい男の子を育てる母親講座」 その他多数
色川 裕尚（いろかわ ひろたか）
1971 年東京生まれ
幼少の頃より、身体が弱く偶然出会った宮本武蔵の『五輪書』を読み、肉体の強さや技術だけでは無く、
精神（心）の強さの大切さを学ぶ。近所に住んでいた中国拳法の先生から格闘技を学ぶが、肉体、技術の
向上よりも精神ばかりに気を取られ、格闘技はまるでダメで気功法や仙道、ヨガの研究に没頭する。
２０代前半にＩＴ会社の立ち上げに関わり、プロジェクトリーダーとして５０名を超えるスタッフの面接
を行い、日本初の大手保険会社の全国ネットワークシステム構築を指揮。
その後、コンピューター学習システムの作成、大手ＰＣメーカーでは、１００人の外国人（アメリカ、イ
ンド、中国、日本人）チームのＰＣサポートを１人で担当。
３２歳の時に大阪営業所の所長として単身転勤し、ゼロから営業所の立ち上げを行うが、３年目の時にう
つ病と診断され、長期の休職後退職。
休職中に出会った菜食整腸健康法を実践して、うつ病を克服し、菜食整腸見法を学び、ネイティブヘルス
にて指導員として４年間務める。
退職後、菜食整腸健康法に心との相互作用を取り入れ、Ku-NeruDasu.com を立ち上げ、現在に至る。
資格：Microsoft Certification Program、Microsoft Official Trainer
ケアストレスカウンセラー、菜食整腸健康法指導員

嵐山散策

日本の心にふれる旅一日ツアー
９月は、京都・嵐山散策を企画しました。
嵐山にある絶景のお寺へ、ご案内します。
お昼は、近くで和食をご用意します。
コースは秘密です（観光案内には載っていない処です）
。
歩きやすい靴でご参加下さい。

９月２８日（土）１０時
阪急「嵐山」 集合
１５時
解散予定
参加費 ３千円 (昼食プラス拝観料)
定員
７名
前日キャンセルは、会費を頂戴いたします。
担当 大久保久美子
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大文字山―初めての山登り
佐伯 くみ子
ハイキングという名の山登りなら、未経験の私でも大丈夫かな？
かの有名な大文字山の火床まで行けるなんて！と興味がふつふつ
と沸き、参加させて頂きました。
JR 京都駅から市バスで銀閣寺道まで行き、そこから歩き始めまし
た。歩き始めると、だんだん、山道に入って行きました。途中きつい箇所があり、目的地まで行けるかし
ら？と不安になりましたが、水分補給、休憩を取りながら無理のない速さでリードして頂き、火床まで１
時間ちょっとでたどり着きました。そこから見た京都市街の風景は絶景で、疲れ、だるさがさーっと吹き
飛ぶ勢いでした。登れてよかった、やったーと達成感で嬉しさ一杯になりました。曇りで風もある絶好の
山歩き日（ベテランのご意見）なので、火床で、ゆっくり昼食、お茶、じゃんけんゲームもして、下山。
３０分程で、哲学の道に出て、永観堂～南禅寺～水路閣（ここは、よくサスペンスの TV に出てきます）
～円山公園～八坂神社まで、皆さんと楽しく散策しながら、普段ほとんどウォーキングもやっていない私
でも歩けるもんだなーと改めて感じました。帰り車中では、心地よい疲れ～？で爆睡！！
自然のエネルギーを体感、今まで、鼠径部が痛かったのが、筋肉訓練が出来たのでしょうか、不思議とそ
の痛みが抜けたような感じになりました。今まで山登りと聞いただけで、NO でしたが、ちょっと行って
みようかなと・・。山ガールが増えているのが、わかる気がしました。

≪梅田ネイティブヘルスにて 7 月より、
色々な施術を行うことになりました≫
ベリータッチ（腸もみ）と一緒に受けられるとより一層
相乗効果で リラックスし、心もカラダも癒されます。

全て予約制ですので、前日までにご連絡ください。

お

知

ら

せ

夏 期 休 暇
８月１４日（水）～１７日（土）
但し、１５日（木）は
「 六甲サロン」にて営業

☆三浦 元先生
吸玉療法とは中国二千年以上の歴史を持つ悪い血を吸い出す療法です。
（コリ、疲労回復）
温圧療法とはテルミーに似たアイロンのように電気で暖めた温圧療器を
使います。
日時 火 水 金曜日（毎週） １４：００～１５：００
吸玉療法
20 分
1､500 円
温圧療法
30 分
2､000 円
整体療法
30 分
2､000 円
鍼治療
40 分
3､500 円
☆為田 悦子先生
普段触れる事の出来ない深い部分までリンが響き、倍音の振動が体内の
70％の水分に伝わり細胞へと届き活性化させます。美しい音の響きが心と
体と魂を調和に導きます。
日時 7 月 19 日（金）
１０：３０～１８：００
シンギング・リン
30 分
2､500 円
☆帆高 典子先生（女性専用）
リンパマッサージ（オイルを使い丁寧にリンパの流れを良くします）
日時 7 月 23 日（火）
１０：３０～１７：３０
全身
90 分
6､500 円
背中 足
60 分
5､000 円
デコルテ（鎖骨 肩周辺）
45 分
3､000 円

あとがき
空梅雨かと思っていたら、台風のお陰か恵みの雨で、紫陽花も山吹も一息ついたようです。
この時季、食中毒に注意、そのためには殺菌・消毒を、とメディアは毎日の様に教えてくれます。
でも、抗菌々々と、余りにも神経質になり過ぎていませんか。昔から、
「乞食腹は病気知らず」
（差別用語だとお叱
りを受けそうですが、古くからの慣用語ですのでお許しを）と言われているように、私達は、少し位菌を入れて菌
に対して抵抗力をつけた方が良い様です。その為には、日頃から菌に強くなる方法を心掛けることが大事。少し位
の菌には負けない腸作りに励みましょう。その為にベリータッチ（腸もみ）を！そして夏バテ防止に、酵素を摂り
入れるローフードを！ お元気に素敵な夏をお過ごしください。ｙｍ
「明日葉（あしたば）
」第 54 号 2013 年 6 月 28 日 編集・発行 NPO 法人ネイティブヘルス 〒530-0012 大阪市北区芝田１―12―7 大栄ビル新館４Ｆ
TEL06-4802-6880 FAX06-4802-6881 ﾎｰﾑｱﾄﾞﾚｽ http://wwww.nponh.com http://www.nhacademy.co.jp
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