２０１３年 ９ 月
第 ５ ５ 号

腸の元気が心を元気にする
～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～
色川裕尚

２０１３年８月３１日講演要旨

‐うつの予兆－
‘９６年４名で IT 会社の立ち上げ ‘０３
年春より大阪営業所所長として大阪に進出、
事務員１名との２人体制で始まり、営業・人
事・経理を一人でやり、忙しい日々を送って
いました。
２年目にスタッフ約２０名で１億円の売
り上げを達成し、これからという時に、異変
が起き始めました。スタッフの名前やお客様
の名前を忘れ、偏頭痛に悩まされるようにな
り、不安を感じていた所、会議で発言が出来
なくなるようになってしまったのです。内容
は把握し頭の中には自分の意見を持ってい
るのにも関わらず、意見を求められると頭の
中が真っ白になるのでした。そんな事が何度
も続くも、忙しい日々に追われていたある日
の朝、突然身体がいう事を効かなくなりまし
た。身体は鉛の様に重く、心は死んだように
焦燥感に駆られもう何も出来ない、したくな
いという状況になってしまったのです。
結婚して１ヵ月目の冬の事でした。
‐会社復帰・挫折‐
病院へ行くと、軽度のうつ病という事でし
ばらく休みましょうという事でした。僕自身
も薬飲んでゆっくり休めば元に戻れると軽
く考えていました。最初は食事とトイレ以外
は眠っているような状態でした。しかし、２
週間毎に病院へ行っては休みを延長しとい
う事を繰り返しなかなか回復しません。それ
でも３ヵ月目にもなると徐々に自分のペー
スを取り戻し、早く元の生活に戻りたいと思
うようになり、会社に相談すると始めは出社
してくれれば良いからという事で会社への
復帰を決めました。

それが大きな間違いだっ
たのです。
１日、２日目と会社に居
ると徐々に社内の忙しい状
況が分かり焦りを感じまし
た。
３日、４日目になると焦りが恐怖感に代わ
って行くのです。それでも何とか５日目を迎
えもう少しで休みだと思った時、部下から仕
事の依頼がありました。
日曜日の作業員がどうしても手配出来な
いとの事でした。しかし、このような精神状
態で作業する事も出来ず、
『ごめん。無理』
とだけ言って逃げるように帰りました。
頭の整理も出来ないまま自宅に辿り着き
ました。妻からは、
『会社で何かあったの？
顔が真っ青だよ』と言われますが、上手く言
葉に出来ず、服を脱ぎ捨て布団を被り震えて
いるような状況でした。
‐うつ病の研究－
その日からうつ病は悪化し、夜も眠れなく
なり、薬も増えました。電話が鳴ったり、妻
に少し強く何かを言われると頭から布団を
被り震えているような状況だったのです。
常に考えるのは大切な会社の仲間を助け
られない情けない自分はもう生きていても
仕方がないと考え、死ぬ事も意識しました。
しかし、結婚したばかりで夫がうつ病にな
り自殺までしてしまっては、妻に申し訳ない
という気持ちを生きる気力に何とか変えま
した。そして、無期限の休職となりました。
以前よりもひどく、眠れなくなり最悪の毎
日でした。何を食べても美味しくなく、テレ
ビを見ればイライラ、何をして良いのか分か
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らず、焦りばかり感じました。
３ヵ月程でようやく落ち着きを取り戻し
テレビもドラマや、動物番組は、徐々に見ら
れるようになりましたが、これは病院任せで
は無く自分でも努力をしないと治らないの
ではないか？と考え始めたのです。
まずは、うつ病とは何なのかインターネッ
トで調べると脳内のセロトニン濃度がどう
とか、ストレスがどうとかばかりで肝心の治
療法は薬を飲んで休むというものばかり、
そこで専門的に学ぼうとうつ病カウンセ
ラーやストレスカウンセラーなどの資格取
得の勉強もしましたが、資格を取ったものの
そこに書いてある内容は、先ほどのネットの
情報と差ほど変わらない物がほとんどでし
た。ただ精神療法（行動療法、遊戯療法、家
族療法など）という物を具体的に知る事がで
き、これだけは参考になりました。これが後
で大きな助けになったのです。
‐自然への回帰‐
うつ病の自分が勉強をして資格を取得出
来たという事が励みになり、そこからペット
の世話をしたりして徐々に自分の生活スタ
イルを確立していきました。
そんな時にテレビでドラマや動物番組を
見て、感動のシーンがあると身体の中から感
情が湧き上がるのを感じました。
特に動物番組は日常から離れ見ているの
が楽だった事もあり、それからはアニマルプ
ラネットという２４時間動物の番組ばかり
を見るようになりました。昼間のドラマの再
放送などをビデオに録画し夜眠れない時に
見るようにする事で眠れない不安を解消す
る方法も見つけました。
そんな事を続けていたある日の夜、動物が
水辺で水を飲むシーンを見た時に画面に映
る土や木の匂い、水の匂いをふと感じたので
した。この事を妻に話すと『自然を求めてい
るんじゃないかな』という事で、それからは
妻が休みになると近くの山や川、動物園など
に連れて行って貰いました。自然の中にいる
とまるで自分が元に戻ったように感じる事
が出来るのです。
‐薬との決別‐
そんな日々が続き１年ほど経つと、自分で
はまるで以前の自分に戻ったように感じる
程でした。しかし、妻からは『以前よりは良
いけど、顔に表情が無い、まるで能面のよう
だ』と言われたのです。自分では笑ったり怒

ったり以前のようにしているようでも、妻に
はそのように見えたのでした。
その時に思ったのが抗うつ剤というのは、
感情を抑制する事で、マイナスに向かうのを
抑える物じゃないのか？と考えたのです。
試しに薬を止めてみる事にしました。朝か
ら飲むのを止めて、その日はそんなに変化は
ありません。しかし、翌日になると得体の知
れない不安感や寒気を感じるようになりま
す。その時は薬をまた飲むのですが、止めて
いる間、何故か不安の中に自分らしさを感じ
たのでした。
この経験と以前、ペ
ットのリスが誤って僕
の薬を齧り、死にかけ
た事もあり薬が良くな
いものであるという考
えが頭を占めるように
なりました。そして新
年を迎えた事を期に薬
闘病時の写真
を止めたのでした。
‐整腸法との出会い‐
薬を止めると色々と症状が出て来ました。
妻の運転する車の助手席に乗っていると、前
の車に突っ込むのではないか、飛行機の音が
すると落ちて来るのでは、とありもしない事
で怯えるようになったのでした。
しかし、冷静に考えると妻の運転は安全な
事も飛行機にしても子供の頃から羽田空港
の近くに住み今よりも何度も頭の上を飛ん
でいるのです。なるほどこれがうつ病の症状
なんだ、薬を止めた事でそれが出て来たんだ
なと思いました。しかし頭で理解していても
湧き上がる不安はどうしようもありません。
この時に以前、資格を取った時に学んだ精
神療法を思い出したのです。目を瞑って『こ
れはうつ病から来る不安だから気にしない
気にしないと』何度も言い聞かせるのです。
それを何度も何度も続けている内に不安感
が気にならなくなりやがて感じなくなりま
した。
薬を止めて３ヵ月程して酷い便秘に見舞
われました。便秘薬を飲んでも出る気配はあ
りません。ある時、トイレに座り無意識に S
状結腸の辺りをグイグイと押している自分
に気が付いたのです。
あっ腸マッサージってこんな感じなのか
な？と思ったのです。僕が無期限の休職に入
ってから将来に不安を感じた妻は正社員で
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働こうという事でたまたま見つけたのがネ
イティブヘルスでした。マッサージの事、そ
れがうつにも効果があるらしい事は聞いて
いましたが、病院の先生に話をした時『ん？
腸？』
、と笑われた事もあり、敬遠していま
した。しかし、便秘にはさすがに効きそうだ
と感じた僕は整腸を受ける事にしました。気
持ち良くて眠ってしまう程と聞いていたが、
痛くて眠るどころじゃないというのが初め
ての感想でした。それでも翌日から少しずつ
出始め、少し興味を持ち始めました。皆川先
生の本を読んだり、インターネットで調べた
りしながら少しずつ野菜中心に変えました。
整腸も週１で受けるようになり何度か目
のある日、持病の癲癇の発作を起こし、腰を
痛め通えなくなりました。
‐プチ社会復帰‐
その後、ネイティブヘルスのホームページ
を作って欲しいとの話を頂き、体調の良い時
だけで良いという好条件でアルバイトを受
けました。仕事も慣れ、お客さんと世間話を
するようになると、皆さん末期のガン、膠原
病、リウマチなど命に関わる病気や難病の方
ばかりでした。しかし、そんな人達がとても
明るいのが印象的でした。
‐うつ病克服‐
ある事が原因で腸炎になり下痢が続きま
した。病院から貰った薬も効かず、困ってい
た所、ネイティブの先生からお腹を揉んであ
げるよと声を掛けて頂きました。
以前の時に痛かった事もあり、躊躇してい
ると、加減してくれるという事で受けてみる
事にしました。気が付くと途中から眠ってい
たようで心地よい気怠さを感じました。
その晩の事です。奇跡が起きました。これ
まで２年近く夜眠れなかった僕が、２０時頃
から眠気を感じるのです。これは！？と思い
ベッドに入るとそのまま翌朝までグッスリ
と眠り、朝起きると身体から元気が湧き上が
って来たのです。これを期に病状は好転し、
僕も整腸法を学び先生として働かせて頂く
ようになりました。おまけに１５Kg のダイ
エットにも成功しました！！
‐菜食整腸の取り組み‐
ネイティブに勤め、１年目の時に東京支所
で働く事になりました。始めはマンションの
一室でしたが、新しく事務所を借り店の準備
などで忙しくしているとまた癲癇の発作を
起こしたのです。

その時にしばらく、発作が起きていなかっ
た事に気が付きました。１５歳の時から年に
１回は必ず起きていた発作が起こらなかっ
たのです。何故だろうと考えると菜食整腸の
お蔭としか考えられないのです。
そこで忙しさにかまけて、サボっていた菜
食と整腸を本格的にやってみようと考え、そ
の日から３ヵ月間、完全生菜食と妻に整腸を
して貰いました。
そして３ヵ月後、うつ病も治り完璧だと思
っていた身体に更なる変化が起きたのです。
なんと運動嫌いの僕が身体を動かしたく
て仕方がないのです。埃のかぶった自転車を
引っ張り出し、８月の真夏の暑い中、１００
キロを走る事が出来るようになったのです。
更に癲癇の発作も出なくなって現在５年
目になり４２歳の僕が２０代の頃よりも元
気だと感じるようになったのでした。
‐腸と心‐
人間の元気の元になるのはご存知の通り、
食事からです。僕は一人暮らしを始めてから
病気になるまで食事は美味しい物、好きな物
しか食べませんでした。うつ病になったきっ
かけは会社でのストレスかも知れません。
しかし、それよりも長年の食生活、生活習
慣の乱れにより、徐々に身体は弱り、修復が
効かなくなった所に強いストレスによって
自律神経と心が耐え切れなくなったという
事に気が付いたのです。
人間の元気の元は食事から、そして心の元
気もまた、食事とそこから栄養を作る腸によ
って生み出されるのです。
その元気を如何に腸の健康、身体の健康へ
向けるかが大切なのです。腸は脳とは独立し
て機能する事が出来、考える事の出来る臓器
ですが、潜在意識の中で脳と腸は繋がってお
り、腸は脳の活動の合間を見て、働いてくれ
るのです。どんなに賢い腸でも過度な食事、
生活の乱れにより思うように働けなければ
元気を作る事が出来ません。それを決めるの
は、人間の意識です。身体を健康にするか不
健康にするかを決めるのも意識なのです。
身体の声にもっと耳を傾け、せっかく腸が
生み出してくれた元気を無駄にしないよう
にする事が、大切なのです。
菜食整腸で調子が良い、元気が出ると感じ
た時、焦らずゆっくり身体を休め、意識を高
める事こそが心を元気にし、病気の回復へ向
ける第一歩なのです。
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Hotel ラ・スイートでの講演会
ランチはバターも生クリームも使わない特製野菜フレンチ
８月２８日神戸ハーバーランドのホテルで皆川容子の講演会を開催しました。
ここでの講演会はランチ付として、毎年開催され今年で４回目です。
ヨーロピアンスタイルのリゾートホテルをイメージして２００８年にオープンしたおしゃれな
雰囲気の素敵なホテルです。
オーシャンビューで明るい静かな会場に２７名ご出席。
９０分の講演では、自分でするベリータッチ（腸もみ法）も実演しましたが、皆さま健康意識
の高い方ばかりで、熱心に聴講して下さいました。
ランチは、料理長に特別にお願いして、バターも生クリームも使わない野菜中心のフレンチで
す。サラダ、スープ、メインディッシュ、デザート、どれも目を見張る美しい盛りつけで、先ず
目で満足。そして、何よりもその味は、野菜だけでこんなに美味しい、しかもお腹イッパイと皆
さま大喜びでした。さすが鎌田料理長はスバラシイ！！（メニューを下記に掲載します）
ベリータッチ体験は、１９人がご希望なさいましたが、僅か１５分のミニ体験ですが、全員“あ
ー気持ち良かった！！” “もう少し長くして欲しい”と異口同音。時間の制限が有り、当日お申
し込みの方は、申し訳なかったのですがお断りした次第です。

後日、続々と梅田、六甲サロンに本格
体験にいらっしゃって、ローフ－ドの家
庭料理も同時に味わって、皆様にご満足
い ただいております。
ホテルの皆々さまお世話になり、有難
うございました。
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福島の「なかむらさんち」からのお手紙
自然食品の宅配便（よつば）から届いた
無農薬米の袋を開けると、次の様なお手紙
が入っていました。風評に苦慮されている
福島の方々のご心情は、私たちには計り知れな
もがあると思います。
お米はとても美味しいコシヒカリです。
以前は、主食は三度とも「ななこっこ」ばかりで
したが、
すっかり元気になった今は、
朝と昼食は
「な
なこっこ」
、夕食は白いご飯を頂いています。とい
っても小さいお茶碗に軽く一杯ですので、
年に２～
３度しか注文しませんが、そろそろ新米の時期。
集中豪雨や、台風の影響がなければ良いのです
が・・・
１０月の収穫を楽しみに待っています。
（皆川）

講習会の無料宅配便に池田へ
大阪府池田市の「東山作業所」へ、ネイティブヘルス講習会の宅配に 7 月 22 日
（月）行ってきました。
東山作業所は、指定障害福祉サービス事業所で、障害のある人たちがいろいろな
仕事をしています。各部屋を入り口から少し拝見しましたが、皆さんそれぞれ仕
事に励んでおられました。
今回は、その親御さんのお集まりで、7 人という少人数でしたが、とてもご熱心に聴講して下さ
いました。1 時間弱の話の後、自分でするベリータッチ（腸もみ）法を指導し、楽しく一人一人
実習し、喜んで頂いたようです。
この作業所で作られた作品は、阪急池田駅構内にある「とよのピア in
池田」にて販売して居り、私も帰りに立ち寄りましたが、いろいろな
作品が目白押しに並び、見ているだけでも楽しいもので、熱心に作業
をしているお姿を目の当たりにした直後ということもあって、小物入
れを買いました。是非皆さんにもお立ち寄りになって、ご覧頂きたい
と思います。
この講習会の宅配便は、５名以上集まりましたら、全国何処へでも参
りますので、お電話下さい。
（皆川）
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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

１０月 ８日（火）
10:00-12:00

講師（敬称略）

演題

皆川 容子
「腸元気は超元気」

会

費

備考
魚住市民
センター

腸を元気にする方法
１４日（月）
10:00-16:00

あしたば会
「Ｂｅｌｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」

１９日（土）
10:30-15:30

皆川 容子
「講演と調理実習」
問い合わせ「いしばし」
090-3533-5646 090-9970-3202
正司邸見学
「大正の和洋折衷建築」
国登録有形文化財

１１月 ２日（土）
阪急雲雀丘花屋敷
11:00 集合
１２月１４日（土）
14:00-17:30

※栗本 充子 和谷 多恵子
かぎ針・編み針もいらない
「かんたん ゆび編みで、プチマフラーを作りましょう」

※日本であまり手に入らない、ふわふわでカラフルな毛糸を使って、
誰でも簡単に編める方法をご紹介します。
クリスマスのプレゼントにも、ぴったり。

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。
講師プロフィール
栗本 充子（くりもと みちこ）
【Re-つむぎ】主催ワークショップのインストラクター＆サブデザイナー
大手アパレルメーカーで、デザイナー・パタンナー・プランナーのキャリアを持つ。
かぎ針編み・ゆび編みのインストラクターの資格の他、タイヨガのインストラクターの
資格も持つマルチタレント人間。
京都でのワークショップも好評。
現在は、インドの手つむぎ糸の魅力に魅せられて、作品創りに没頭している。

多恵子 HUNN
京都の服飾デザイン学校を卒業後、アパレル企業でデザイナー・プランナーとして
約 30 年のキャリアを持つ。
現在は、フリーランスデザイナーとして独立、
個人デザイン事務所『Arete Design アリテデザイン』を設立。
2012 年より【Re-つむぎ】というファッション・プロジェクトブランドを立ち上げ、
ホームページ www.re-tumugi.com 、ワークショップ等で、情報発信しながら活動中。
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別 紙
東京
世田谷
地区会館
宝塚市
2000 円
（昼食付） 定員２０名

会員 3800 円
一般 4800 円 定員１０名
（材料費込み）

当ＮＰＯ会員でいらっしゃる正司昌子様の特別のおはからいで、一般公開されていない
お邸を訪問させていただくことになりました。
お弁当もご用意いただいております。素敵なお部屋でいただくお弁当は格別なお味がす
るかもしれませんね。
その正司邸のご紹介をいたします。

国登録有形文化財

正司邸・庭園（兵庫

宝塚市）

宝塚市の雲雀丘（ひばりがおか）は、阪急宝塚線沿線、丘陵を
切りひらいて造成された住宅地の先駆け的存在。
大正期の洋館と日本家屋を併せ持つ国の登録有形文化財・正司
邸（兵庫・宝塚市）
元宝塚市長の正司泰一郎さん（77）の自宅で、洋風と和風
の回遊式庭園からは阪神間が一望できます。

★ゆるい曲線を描くベル形ドームや袴腰形の屋根 大正期特有の秀作
1919 年（大正 8 年）、繊維で財を成した実業家の自宅（旧徳田家）
として建てられたものを、正司さんの父親が 1946 年に購入。3300
㎡の敷地に、洋館と日本家屋が連なって建ち、洋館部分にある尖塔
風の屋根が素敵です。これまで NHK の連続テレビ小説「ふたりっ子」
や MBS 制作のドラマ「トイレの神様」の撮影の舞台にもなりました。
2005 年 6 月、国の登録有形文化財の指定を受けています。

木造 2 階建て（251 ㎡）の洋館がなんといっても素晴らしい。ベル形ドーム屋根や袴腰（はかまご
し）形の屋根、軒下のタイルの市松模様張（格子模様）といった大正期特有のジャーマンセセッ
ションの秀作。
設計は宝塚ホテルなどを手がけた阪神間モダニズムを代表する建築家の一人、古塚正治（ふるづ
か まさはる）さん［1892-1976］です。
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●かんたんオーガニック 野菜料理ワークショップ
ＮＰＯ会員の和谷多恵子様がネイティブヘルス梅田でお教え下さいます
10 月 26 日（土）10：00～13：00
定員
１５名
参加費（材料代込み）３，６００円
秋の恵みを楽しむ
『じゃがいもの力を見直そう』
ジャガイモにもいろいろな種類があります。その特徴を生かしながら、
栄養素を損なわないレシピを、世界のお料理の中からご紹介します。
・じゃがいものニョッキ
・ポテトのサモサ 他
＊畑の都合で、レシピが変更になる場合があります。

健康づくりのお仲間をお誘い下さい。
個人の健康は医療費削減・介護問題に寄与し、ローフードは究極の省エネ料理です。
ＮＰＯ法人ネイティブヘルスは、健康づくりを通して社会貢献する、社会にお役に
立つ団体として活動を続けています。
具体的には全国何処へでも無料（ボランティア）で健康づくりの講習会をお届に行
っています。
梅田、六甲サロンでは、できる限り無農薬、減農薬、無添加食材を使用したランチ
を格安価格で提供しています。
梅田本部では、心身の健康に関する催事を展開し、会員様は無料で参加して頂いて
います。
これらの活動はＮＰＯ会員皆さまの会費、協力金で運営しております。
お知り合いの方たちをこの健康づくりのお仲間にお誘いくださいませ。
皆さんご一緒に健康づくりをして、社会を明るく健康にしましょう。
入会・お問い合わせ・お申し込み
ＮＰＯ法人ネイティブヘルス ０６－４８０２－６８８０／２
あとがき
殊のほか厳しい暑さの夏でした。メディアはこぞって熱中症に注意を、と呼びかけていました。
ある方から尋ねられたのですが、減塩云々と言いながら、熱中症対策には塩分を摂れとはどういうこと？
塩が悪いのは塩化ナトリウムが悪いのであって、塩に含まれる微量ミネラルは、私たちには必要なものです。
ほとんどが塩化ナトリウムの精製塩しか売られていなかった時代の減塩運動。今はいろいろな塩が出廻っています。
微量ミネラルを含む良いお塩を選んで普通に摂りましょう。
爽やかな素敵な秋、そして冬に備えての毛糸手芸と今回も楽しい行事を企画いたしました。
ふるってご参加下さい。といっても定員有り。お早めのお申し込みを！！
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