
 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 笑う門には福が来る 

 一日一日を大事に＜大晦日と元旦に思う＞ 
皆川容子   

幼少のころから今でもお正月が好きです。 

その昔、お正月三が日は、年末に新調した

晴れ着を着て、家族そろってお屠蘇とお雑煮

を祝い、羽つき、凧揚げ（大空高く凧が点に

なるほど糸を伸ばし、いつも得意げだった

父）そして家族全員でするかるた・百人一首

の読み手はいつも父、姉に負ける度に、一日

一首覚えれば百首など簡単だと思いながら

未だに果たせずにいる。そして松の内の初釜、

お弾き初め、初活け、新年会、と一連の行事

が終わると、「アーアこれから一年も待たな

きゃならないのかー」、と思ったものです。 

 

ところがその一年がどんどん縮まり、今は

あっという間で、年末に大慌てしている始末

です。 

あっという間の一年だからこそ、一日一日

を大事に過ごしたいと思います。 

過ぎた一年を振り返る大晦日、そしてこれ

からの一年を考える元旦は、日頃とは違う心

地がして好きです。羽子板も凧も百人一首も

消えてしまったが。 

 

昨年は六甲サロンを開いて、新しく素敵な

方々との出会いがたくさんあり、充実した

日々を送ることができました。当初は一日に

一人二人のご来客が、一年経た１１月、１２

月には、多い時には１０人前後もいらしてく

ださり、嬉しい楽しい忙しい日々でした。 

その中に、名古屋から小さな可愛いいお客

様が、アトピーのため１１日間集中で来られ

ました。一人でホテル暮らしもできないとい

うことで、我が家に宿泊。ホームシックにか

からないように、退屈しないようにと、にわ

か子持ちになって大忙しやら、楽しいやら。

まず完全ローフードに嫌気が出ないかと案

じたが、毎日の日替わりメニューを一口食べ

る毎に「おいしい！」と楽しんでくれたし、

料理も覚えたいと云って、手伝ってもくれて

胸をなでおろしたものです。 

最初二・三日は痒みがひどくて一晩中寝ら

れないと云っていたのが、数日後からは、痒

みも少し治まり、帰る頃にはぐっすり眠れた

と喜んでくれたのが何よりの収穫です。 

１１日間の集中が終わって帰る際に「また

来たい」という言葉に、ほっとすると同時に

とても嬉しく、改めてローフードとベリータ

ッチの威力を再認識し、良い経験をさせてい

ただいた年末でした。 

 

さて、今年はどんな年になるだろう。 

いつものように、嬉しいことも、楽しいこ

とも、苦しいことも、嫌なことも、いろいろ

ある一年だろう。それら全てをひっくるめて、

「あぁ今年も素敵な毎日が過ごせたなー、幸

せだったなー」と大晦日を迎えれば大満足。 

いつでもどんな時でも、笑顔を忘れないで

いたいと思います。 

「笑う門には福が来る」  

 笑顔は自分も相手も幸せにします。 

 今年も何卒よろ

しくお付き合い頂

きたく、そして、ご

一緒に素敵な日々

を過ごすことがで

きれば最高！！ 

と願っています。 

 

２０１３年１２月 
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 誌上年賀状 
   会員様から皆様へ 
             

         重井光子：涛香様 

  

        田井定子：松華様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
 
                              

                            お年賀状をお寄せ下さいました田井様、重井様、 

                            絵てがみ様有難うございました。 

                            会員様全てにお年賀状を、との思いで、当法人から 

                            の各人様宛は失礼して、誌上でのご挨拶といたしまし 

                            たご無礼お許しくださいませ。  スタッフ一同  
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新年あけましておめでとうございます。 

昨年一年と言うより、ネイティブヘル

スに努めさせて頂き、はや七年が過ぎ

あっと言う間に月日が過ぎた感じで 

         す。 

私は皆様と違い、最初は腸もみと健康食品が分からず、

怪しい！？と思いつつ最初の頃は働かせて頂いたので、

ネイティブヘルスに来られる方々が、ご病気なのに明る

く元気なのが不思議でした。今はいろいろ教えて頂き、

主人も私もお陰さまで元気に過ごさせて頂いております。 

またネイティブヘルスが今年で 15 年になり、ここまで

続けさせて頂けたのも会員の皆様のお陰と感謝致してお

ります。 

今年も皆様に喜んで頂けるよう、 

精一杯務めさせて頂きます。 

本年もどうぞ、 

よろしくお願い致します。 

          色川 ミカ 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年中はいろいろとネイティブヘルスへの 

ご支援ありがとうございました。 

今年も皆様のご健康に貢献できるよう 

がんばりますので 

どうぞよろしくお願いいたします。     

           白井 汸隆                   

 

 

 

 

新年あけまして、おめでとうございます。 

本年もよろしくお願いします。 

 

昨年は、長年考えておりましたチカコ健康サロンの企画、  

６月の「大文字山」、９月の「嵐山散策」を実施することができ、 

またご参加いただき有難うございました。 

「ちょっと歩いてみようかな」と参加された方もおられ、元気になられたと嬉しく 

思いました。両日共、天候にも恵まれ、楽しい有意義なひとときでした。 

日ごろネイティブヘルスに来られない会員の方々にも、気軽に参加できる 

企画をこれからも考えていきたいと思っています。 

 

多くの方々の支えで、ネイティブヘルスは成り立っていると感謝しております。 

それに対し、私のできることを少しでもお返しする所存でございます。 

今後とも、ご贔屓にお願い申し上げます。        大久保 久美子 
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明石魚住での講演会の反響 
「食べものと暮らしを見なおす会」主催で、１０月８日（火）、明石魚住市民センターで皆川容

子の講演会が開催され、大勢お集まりくださいました。 

皆川の体験を通じて確立した「菜食整腸」の理論と方法を、９０分にわたってお話致しました

が、さすが健康にご関心のある方ばかりで、終了後もご質問やご相談で定時を過ぎる程でした。 

時間が少なくて、ベリータッチの体験はお一人しかできませんでしたが、全員目を凝らしての

ご見学。自分でする方法も学んで頂いて終了致しました。 

その後、ネイティブヘルスにもいらっしゃる方も居られ、夫々に喜んで頂いて居ります。 

役員の方、ご参加の方々有難うございました。少しでもお役に立てましたなら嬉しい限りです。 

一人ひとり健康になれば、医療費削減・介護問題にも寄与し、ローフードによって省エネにも

協力できます。自分の健康づくりが社会のお役にたっていることはとても嬉しいことです。これ

からも各地で健康づくりの活動を続けていきたいと思って居ります。 

その日のご感想を、自主的にお寄せ下さったお手紙が「見なおす会」ニュースにご掲載された

のを、役員様にお許しを得て、ここにご披露させていただきます。 

 

「人間の自然治癒力のすばらしさを知りました。 

一日に２分でも腸もみをしたら良い、と聞いたので毎日やって居ます。ガスが良く出るようにな

りました。 

足の付け根が痛いので、時間をかけて腸もみを受けたいです。雑用を片付けて時間をつくります。

娘もお話を聞きたいというので一緒に参加しました。良い機会に巡り合い嬉しく思いました。」 

 

「講演会はとても良かったです。体験談とベリータッチ実技を見て、家でも生野菜を良く食べる

ようになりました。腸もみも毎朝しています。便秘も治ったようです。 

事務局の皆さん、いろいろお世話していただき、有難うございました。」 

 

「一年前の秋、元気印で仕事に頑張っていた私が、大腸の病気で突然倒れ、緊急手術を受けまし

た。幸い手術は成功し、悪い部分を取り除いたため、現在は体調を持ち直し、日常生活がボツボ

ツできています。 

講演会のお知らせを見て興味を持ったので、友人を誘って参加すると、大勢の方が居てびっくり

しました。皆川先生の体験談には、驚かされて聞き入ってしまいました。そのお姿からは想像の

つかない程、壮絶な難病との闘いで、「腸を変えると人生が変わる」「自然治癒力を高めるとどん

な病気でもたいてい治る」という言葉が印象に残りました。 

チャレンジ精神旺盛な私は先生の本を購入し、早速、六甲サロンのベリータッチを予約しました。

六甲サロンでの体験はとても気持ち良く、５０分がアッという間で、最後はウトウトと眠くなり

ました。その後にローフードの食事を頂き、生野菜は酵素が生きているという説明を受け、改め

て食の重要性を考えさせられました。 

「見なおす会」に入っているお陰で、食べ物の勉強をする機会が持てたり、知り合いになって健

康話に花を咲かせ、楽しい時間を共有できたりすることが出き、嬉しく思っています。」 

 

「皆川先生の講演会には沢山の方が集まり、皆さんの関心の高さがわかりました。お話も本もベ

リータッチ用具の使い方もとても参考になりました。友達にも紹介しました。お世話下さり有難

うございました。」 

 

Ｒａｗｆｏｏｄ Ｃｏｏｋｉｎｇ 火を使わない料理教室 

１月１４日（火）１０時～１２時 明石魚住市民センター 

お問い合わせ（事務局☎０７８－９４３－５９１１清水様） 
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   Ｒａｗｆｏｏｄ Ｃｏｏｋｉｎｇ（2013.12.13）実習の感想                           

◎火を使わない料理教室      成松信子 

 1、ジヤガイモと納豆のからし味噌和え 

   ・体に良いと言われても納豆だけは臭いが強いので食べている人の傍にいるのも嫌でした。 

  ・納豆に対して、ジャガイモの千切りと青ネギの小口切りの量の多さに驚きました。 

  ・この調理法を教えていただいてから、納豆を美味しく頂けるようになり喜んでいます。 

 2、三色野菜のブロシェット(豆腐マヨネーズ添え) 

 ・豆腐マヨネーズはレモンの酸味でさっぱりとしたおいしさでした。もう少し豆腐の水切りをしたらマヨ 

  ネーズの固さになったのでは・・・？   ・ローフードを意識してからはマヨネーズを食べていませ 

  んでしたので、豆腐マヨネーズは自宅でも作ってみたいと思います。 

 3、白菜サラダ 

 ・白菜、カイワレ大根、柿の色彩がとても美しい。 ・シヤキシャキとした歯ごたえの白菜と柿の甘み、 

  レモン汁のさわやかなドレッシングがとても相性が良く美味しかったです。 

 ・冬の白菜のサラダ楽しみたいと思いました。 

 4、トマトサラダ 

 ・このドレッシングもレシピに追加したいと思います。 

 5、バナップルケーキ 

 ・加熱しないケーキ作りは目からうろこです。 

 ・水分が多かったので、ココアパウダーを食べる直前にかけた方が良かったかな？ 

  酵素たっぷりのローフードを心がけて、心身共に健康に過ごしたいと思います。 

 

◎ローフードクッキングに参加して   吉田 千佳子 

 私は今回初めてローフードクッキングに参加させていただきました。 

 火を使わない料理って、キャベツやレタス、トマトを使ったサラダぐらいしか思いつきませんでした。 

 野菜は好きですが、そんなにレパートリーがあるのかしら？と思いながら参加しました。 

 実習では皆川先生はじめ、皆様の手際のよいこと。中学一年生のお子さんまで、よくご存じで私一人おろおろ 

 していました。 

  本日は５品目のメニューだったのです。 

 ジャガイモを生でいただくなんて、思いもしませんでしたし、マヨネーズを卵も使わずに手作りができ、 

 リンゴと玉ねぎであんなにおいしいドレッシングができ、白菜も生でサラダにし、さらにはデザートまで。 

 本当に目からうろことは、このことです。 

 やさいっこ、ななこっこも皆様それぞれ、いろいろと工夫をされて、かなり薄めたり、粉のまま食べたり、 

 固めに溶いたり、と教えてもらい、美味しくいただきました。 

 お野菜のみなのに、おなかいっぱいになり、身体にもいいなんて、素晴らしいです。 

 これからも、口ーフードを心がけ、腸の事、心身の健康の事を勉強させて頂きたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

◎集中コースを通じ、クッキングを体験して   高津紫衣菜（中学一年） 

 私は小さい頃からアトピーになやまされていました。最初は大阪に行く事じたい知らなくて、知った時は 

 「え っ？！」と思い、しぶしぶ来ました。１人での旅は初めてだったからイヤだと思っていました。 

 それに、皆川先生の家での生活になれるかどうかすっごく不安だったし、１人で大阪に居られるかも不安 

 でした。やっぱり家族とはなれるのは心細くて、最初の２日間泣いたりもしました。 

 だけど少しずつなれてきて、もう皆川先生の家に帰るのが当たり前に思えてきました。  

 だから、ほんのちょっぴり「帰りたくないかも・・・」と思いながら、最後の夜を過ごしました。 

 そしてクッキング当日、私は料理するのが大好きだからすっごく楽しみでした。色々作った中で、一番好き 

 だったのは、豆腐マヨネーズです。塩コショウと、ハチミツと、からし、レモン汁、オリーブオイルを入れ 

 て混ぜるだけでした。野菜にすごく合うし、おいしかったから「家でも作ろう！」と思いました。 

 マッサージを受けてから、便通も良くなり、かゆいのもおさまってきていたので、大阪に来て良かったと思い 

 ました。弟もアトピーだから、私が学んできた事を活かし、たくさんのローフードを作ってあげようと思い 

 ます。１１日間の集中は、私にとって、アトピーが治るきっかけになると思い、治る事を信じて、前向きに 

 アトピーと闘っていこうと思います。 
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予定は、変更する場合が有ります 

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 

 

日本の心にふれる旅 15  

台湾に日本を訪ねるー統治時代と現在の台湾― 

４年前大好評だった台湾旅行。その第二弾として企画した今回は、台北２連泊と宣蘭です。 

旅行社の企画しないネイティブヘルスならではの特別充実ツアー。概要が決まりました。 

 

日  程 ２０１４年４月１１日（金）～１４日（月） 

出  発 関西国際空港 

行程予定 台北＝昭和天皇が皇太子時代の宿泊所として建てられた邸宅 

         故宮博物院※または？現在考慮中とその他 

※（最近マナーの悪い観光客で喧騒の中、静かに鑑賞できないそうです） 

日本教育を受けた方、或いは台湾最大の新聞「自由新報」会長との懇談会 

                宣蘭＝サヨンの鐘（統治時代、タイヤル族に日本語を教えていた佐竹巡査が戦地に赴く事に 

に                      なり、その荷物を背負った17歳の村娘サヨンは、川に差し掛かった時、折からの 

                       鉄砲水に流されて行方不明に、荷物は見つかったがサヨンは見つかりませんでした。 

                       後に「愛国の少女サヨン」を記念して鐘と記念碑が建立されました。 

                       西城八十作詞、古賀政男作曲、渡邉はま子唄で「サヨンの鐘」がレコーディング 

                       されています。曲は、Ｕチューブで聴くことが出来ます）   

                  西郷菊次郎（隆盛の次男）記念館、 

                  吉次茂七郎が造った遂道、原住民との懇談会など、 

                  礁渓温泉泊     

料  金 90,000円前後 （ホテルは2名1室・全食事付き、懇談会の費用等全て込み） 

 定  員 10名（先着順）この会報が到着次第、受け付けます。 

申し込み ＮＰＯ法人ネイティブヘルス☎０６―４８０２－６８８０ 

 

                                         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 講師（敬称略）   演題   会   費 備考 

 ２月２２日（土） 

  14:30～16:00 

 

黒田 クロ 

「Ｈの関係」 

  人という漢字はささえ合う、もたれ合う 

 会員 無料 

 一般 1000円  

 ３月１５日（土） 

14:00～ 

 

 皆川 容子 

 「菜食整腸による改善例」 

   アトピー、糖尿、便秘、ダイエット等  同  上 

 

 

   

 

  15:00～16:00 

 

 田中 章子 

 「コンサート」ピアノ＆唄 

 

 ４月１１日（金） 

    ～ 

   １４日（日） 

 日本の心にふれる旅 １５ 

 「台湾に日本を訪ねて」台北・宣蘭 

   統治時代と現代の台湾 

 下欄参照 
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講師プロフィール 

黒田 クロ（くろだ くろ） 

１９４７年徳島県生まれ。漫書家、イラストレーターとして活躍中。一方、教育委員会、企業諸団体から、

生きがい、夢づくり、販売促進、地域振興、発想の転換等の講演を依頼され全国各地で好評。 

また、ユニークな書と漫画を合わせた「漫書」を生みだし、ＰＨＳ研究所発行「松下幸之助・日々のことば」

を手掛けるなど、数多くの「漫書」「エッセイ」を発表。 

著書「漫書とエッセイ集」「3.5インチの日めくり“こころ”カード」パート１～４他 

㈱クロデザインスタジオ代表。 

 

田中 章子(たなか あきこ) 

1958年 大阪市生まれ 

1980年 大阪音楽大学音楽学部ピアノ科卒業 

1983～1990年 ロータリークラブ例会 BGM奏者 

1987年 ミラノにてヨーロッパ音楽セミナーを受講し、同年千里協栄生命ホールにてソプラノリサ

イタル開催 

1988年 フランス音楽コンクール声楽部門入選 フランス総領事賞受賞 

2002年 東京二期会歌手基礎コース第 6期首席修了 

2003年 東京二期会オペラ研修所第 47期本科修了 

2004年 東京二期会オペラ研修所第 47期マスタークラス修了 

2004年 和歌山音楽コンクール声楽部門奨励賞受賞 

2006年から関西電力主催オペラ、2010年からは関西二期会本公演に合唱で数多く出演。 

合唱責任者であるインスペクターを 4公演連続勤める。 

ジャンルを問わない個人レッスンの他、コーラス伴奏、コーラス指導、作詞、作曲も手がけてい

る。 

現在東京二期会正会員、関西二期会正会員 

 当日の曲目：荒城の月、花は咲く、川の流れのように他 

 

皆川 容子（みなかわ ようこ） 

甲南女子学園（中・高・短大）を卒業後、研究室に残り、甲南女子大学図書館事務長補佐、入試
広報室長補佐を経て 85年 48歳で退職。 
在職中より体調に異変を感じていたが、90年、難病のＳＬＥ（膠原病）と診断される。多量のス
テロイドの副作用で大腿骨頭壊死となるが、ＳＬＥのため手術ができず、一生歩けないと宣言さ
れる。 
98年、食事改善と腸もみを知り、台湾に渡り、徹底して実施すると、肥満、便秘、冷え性、不眠
等が消え、ＳＬＥも完治、歩行可能となり、長年の主治医を驚かせた。 

また、92歳で寝たきり寸前になった母が、この健康法ですっかり甦った事実から、「個人の健康づ
くりが医療費削減、介護問題にも寄与し、ローフードで省エネに協力できる」と 2000年、ＮＰＯ
法人を設立。以来、美容と健康増進、病気予防をテーマに、ローフードとベリータッチ（腸もみ）
で、元気で楽しい人生を全うする運動を、全国的に展開。  
ＮＰＯ法人ネイティブヘルス創始者・副理事長 
著書「あした葉のように―消えた膠原病・再生した骨頭」 
  「菜食整腸の奇跡―便秘・肥満をなくせば難病も退散」 
  「ローフードレシピ：火を使わない料理」、ＤＶＤ「菜食整腸健康法」 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1163&m=db
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                予告 

文化財正司邸でサロンコンサート 

はちまん氏のピアノソロ 
             

      オリジナルの曲、クラシックやミュージカルのアレンジ等 

            素敵なサロンで聴く独特の音色で至福のひとときを！！ 

      5月中旬開催 

      詳細は次号「明日葉」（3月末発行予定）に掲載します 

      どうぞお楽しみに 

 

 

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けに行 

    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 

 

 
 
「明日葉（あしたば）」第56号2013年12月30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://www.nponh.com http://www.nhacademy.co.jp  Email:info@nhacademy.co.jp 

あとがき 

年末に和食が無形文化遺産に登録されて以来、和食を見なおそうという気運が高まっています。 

昔からそうですが、日本は、どうも外国が認めないとその価値に気が付かないようです。 

自分でその価値を認め信ずる、ということが苦手な人が多いようですね。 

ともあれ、和食奨励は大いに結構、喜ばしいことです。 

今回の登録に当たっては、高級料亭の目を見張る会席料理だけではなく、自然と共存し、食材を活かし、年中

行事との関わり、日常生活に溶け合った料理という点を強調したのは素晴らしいことです。 

もう一つ、「おもてなし」が話題になりました。 

東京オリンピックに向けておもてなしの心をもって外国のお客様をお迎えしよう、ということらしいですが、

外国の方だけでなく、日本人同志でも、この心は大事です。 

「おもてなし」は常に相手のことを考えて接するという事だと思います。 

ネイティブヘルスのスタッフ一同、今までも、そしてこれからも「おもてなし」の心でお客様をお迎えしてい

ます。今年も何卒よろしくお付き合いくださいますよう。皆さまの健康とご多幸をお祈り申し上げます。ｙｍ 

 

http://www.nponh.com/
http://www.nhacademy.co.jp/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1163&m=db

