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『Ｈの関係』 
漫書家 黒 田 ク ロ 

2014年3月1日チカコ健康サロン講演要旨 

 

お互いに自立 

 して繋がる 

人という字は、

支え合うと言

っていますが

あれは、持たれ

合い。 

 これからは、

Ｈな関係なん

です。お互いが

自立して真ん

中で繋がるということです。 

自立とは、自分で立つと書きますが、「自

分の頭で考える力」、「人の話を最期まで聞

く力」、「問題解決する力」、この３つが揃

って初めて自立なんです。 

今、スマホとかネットですぐ答えが見つか

るから、「自分の頭で考える」という力が弱

くなっています。 

子どもには、三分の寒さと三分の飢えを与

えないと、考える子どもにはならないと産婦

人科医の昇幹夫先生は云っています。寒さと

飢えに対して、子どもは、それを凌ぐために

考え、工夫します。今は、親が過保護すぎま

すね。 

考えない、我慢しない、すぐに結論を欲し

がる。スマホが普及してから短絡的になって

います。短絡的と云うのは、物事の論理立て、

筋道、道理をしっかり考えない人です。 

昔の３Ｋは「危険・汚い・きつい」といっ

たが、今の 3Ｋは「携帯・カード・コピー」

です。携帯がある事によって、いつでもどこ

でも電話で連絡が取れる。だから我慢しない

んですね。 

ふたつめのＫはカード、（本当はＣだけど

card）。電車に乗るのに行先の電車賃を調べ

ないし、切符を買うこともしない、小銭あっ

たかなー、とか考えなくても、カードでピッ

ピッですよ。準備する心がまえの心が失われ

ます。 

みっつめのＫはコピー機、書かなくなって

指先を働かさない。 

頭を使わないから組立てる、まとめる力が

つかない。 

頭を使って考える力を養わないと自立で

きません。 

 

楽しい人生を送る人は、 

楽しい事を探し、見つけ出す人 

景気の良い話を探したら、景気の良い話が

見つかり、景気の悪い話を探せば、景気の悪

い話が見つかります。それと同様に、楽しい

人生を送る人は、楽しい事を探し、見つけ出

した人です。 

つまらん人生を送る人は、つまらん事をわ

ざわざ探してつまらんと言っているのです。 

誰が探したのですか？誰が見つけたので

すか？「自分なのです」 

人の悪い所ばかり見つけて自分じゃない

っていう人。人のせいにする人を「せい病患

者」っていうんですよ。あの人が悪いこの人

が悪いって人のせいにばかりするので、自己

中心的にしか考えられない人が増えていま

す。 
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今のＴＶとかのニュースは悪い事ばかり

報道しています。犯罪の手口とか、加害者の

家族構成とか。そんなのを聞いても何の勉強

にもならない。犯罪者になる人のためのニュ

ースです。もっと良い事を報道してほしいで

すね。 

 

きょういく・きょうようのある人は 

             楽しい人生 

きょういく・きょうようの有る人は楽しい。 

きょういく・きょうようの無い人は寂しい。 

きょういく・きょうようの有る人はボケない。 

きょういく・きょうようの無い人がボケる。 

きょういく・きょうようの有る会社は伸びる。 

きょういく・きょうようの無い会社は潰れる。 

さて、「きょういく」「きょうよう」とい

う字はどんな漢字？、教育、教養ではありま

せんよ。「今日行く」「今日用」と書きます。 

今日用とは、自分から用をつくる人。また

は必要の「要」。仲間から、地域から必要と

される人です。 

今日行く、今日用というのは自分から作ら

なければいけない。待ってたらダメです。今

日行くためには、自分から行くって事。エン

ジョイする気持ちを持つことが大切です。 

 

感動しなくなったら小ボケ 

大ボケ、中ボケ、小ボケって知っています

か？ 漫才でボケとツッコミとか言います

が。 

このボケという語源は、着物の染色の「ぼ

かし」のこと。「ぼかし」というのは要する

に線がはっきりしていない。曖昧、グラデー

ション、ぼやけているでしょ？写真でピント

が合っていないことをピンボケっていうの

です。 

昔、老人の事を「わらし」といいました。

「童子」と書きます。老人になると子ども返

りをするんです。 

子ども返りして構って欲しいものだから

…ボケたふりをして、そのままボケるそうで

す。 

中ボケの人は、「あれあれ、あれ」と言う

人を中ボケ。 

小ボケは、美味しい物を食べて美味しいと

言わなくなる。美しい物を見て美しいと言わ

なくなります。テレビを見て、新聞や本を読

んで、人の話を聞いて感動をしなくなった時

が小ボケ。私の話に感動しない人は小ボケで

す（笑） 

だから感動している間はボケないのです。 

 

感動したら、すぐ動く 

 感動という言葉は、論語にある『感即動』。

感じたら即動くという事なんです。 

最近は、感じても動かない人が多いですよ。 

「感・即・動」動くという字は重い力です。

重力です。止まっている物事を動かす「力」

です。 

アニメーション作家の宮崎駿さんがテレ

ビのインタビューで、「良くそんなにアイデ

ィアがありますね」と訊かれ「アイディアは

みんな持ってますよ」「みなさんとちょっと

違うのは、思ったら世の中に出したいと思う

気持ちの強さだと思います」 

僕はそれを聞いて感動しました。 

こうしたら

いいなあーは、

だれでも思っ

ているけど、

動かない人が

多い。 

「動いた者

の勝ちです」 

だから「感即動」感じたら即動く、これが

大事だという事に気づいてほしいです。 

 

人生のコツは「骨」を見つける事 

皮肉という言葉がありますが、皮と肉では

立たない。骨がありません。骨の無い人が皮

肉を言われるのです。 

家を建てる時に大切なのが骨組み、骨格、

骨子、気骨、骨太、骨抜き、真骨頂、屋台骨

ってみんな骨ですよ。 

ひとつの骨だと、どちらに押しても倒れる。

ふたつだと左右に倒れる。３つ持てば倒れま

せん。 

私が生きて行く上で、健康を守る上で、こ

れとこれとこれは必ず守っている３つを持

つことが大切です。 

「挨拶を大きな声でしよう」「頂きますご

馳走さまを言おう」「トイレ掃除をしよう」
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「履物を揃えよう」「朝、鏡に向かってニコ

ッと笑って今日も宜しくって言おう」とかね。

なんでも良いのです。三つを実践することが

大事。もちろん、プラスな言葉です。 

昔から「策に三策あり」って言葉がありま

す。策略、要するに昔、戦争なんかのときは、

３方法を考える。３方から考える事を「策に

三策あり」というのです。 

だから、チカコ健康サロンの「チ」は知識、

「カ」は体、「コ」は心の三本柱の考え方な

んです。実は「チカコ」のネーミングは私が

考えたんです。 

物事の本質を知る事が大事なのです。 

人生のコツというのは、「骨」を見つける

ことです。 

人生で成功する方法

は、コツコツだという

ことですよ。 

健康もコツコツです。 

コツコツを漢字で書

くと骨骨です。 

物事の本質（コツ）

を知ることが大事です。 

「水は上から下へ」「煙

は下から上へ」「太陽

は東から昇って西に沈

む」という当たり前の

ことを知ることを、本

質を観るということで

す。 

 

我々は一人で生きられない 

群れをなして生きている 

人間の最小単位は個人ではありません。人

間の最小単位は家族。家族が一番大切なので

す。 

今は、個人を尊重しているから気が付いて

いない人がいます。「私はひとりで生きてい

る」という人でも社会と関わっている筈です。 

群れをなした時に、相手のことを思いやる

心が大事。「相手が先」なんです。自分を認

めて欲しいと思ったら、先ず相手のことを認

めること。 

コミュニケーションは、自分の考えを相手

に伝えることと、相手のことを知りたいと思

う心が、コミュニケーションだと私は思いま

す。 

お互いが相手のことを知りたいと思うと

自然に会話が弾みます。 

 

この世は、繋がり、組み合わせで 

           成り立っている 

この世の中に存在するものは「ひとつとし

て、ひとつのものはひとつも無い」のです。 

春も夏も秋も冬も全部繋がってます。時間

だって連続し繋がっています。 

このことに気づいたら、色んなことが見え

てきます。 

物事の物は、「形のあるもの、目に見える

ものが万物」。事は、「形がない、目に見え

ない。仕事、出来事、事象、事件」結果は目

に見えるが、やる前は目に見えないことです。 

物事は、全部何かの関わり組み合わせによ

って出来ています。原因があれば結果がある。

これを因果関係といいます。 

因果応報、善因善果、悪因悪果、原因があ

って結果がある。 

原因と結果を結ぶものを、「縁」と言いま

す。 

 

縁が原因と結果を繋ぎ結ぶ 

縁側は、庭と居間との間を繋ぐもの。額縁

も外と中を繋ぐもの、即ち、仲をとり持つも

の、それを「縁」というのです。 

お父さんとお母さんの縁で私たちは生ま

れました。どんな人でも全て両親の縁があっ

たから生まれた。また、人は、必ずいつかは

死にます。永遠に生きる人はひとりもいませ

ん「人生お一人様一回限り」なんです。我々

人類は、この世に生まれた時から、瞬きする

度にいろんな事象（縁）に出会います。 

この因と縁によって物事は生まれたり、起

きたりすることを「因縁生起」といいます。 

どんな繋がり方、組み合わせをしたかによ

って、決まります。 

物事が成立するには、原因と繋がり、組み

合わせが必要です。 

病気になるのも多分、そういう縁の、繋が

りが関係しています。 

人間関係を訓読みしたら、人の間に関わり

係わる、大切なのは『間』なんです。 
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間はタイミング。タイミングが悪い時に病

気になるんです。タイミングが悪いと事故を

起こします。 

時間・空間・居間・仲間・行間・間接・間

隔・間一髪。 

間が違えば間違い。間が抜けたら間抜け。

全部間です。「縁＝タイミング」といえます。 

 

人生は「縁」を気づき、活かし、生かせるか

できまる。 

出会いは縁です。タイミングです。お釈迦

様は、「朝起きて夜寝るまで瞬きしている間

に出会ったものを縁という」と言っています。 

「小才」はこの縁に気が付かない人。小才

の人は、失って初めて気が付きます。仕事や、

肉親や大事な人を失って初めて気づく。それ

は遅いのです。 

「中才」は、縁に出会っているが、それを

活かさない人です。人間関係が悪くなった。

クレームがあった。物にぶつかった。病気に

なった。それで気が付くんです。痛い思いを

してから気が付きます。 

「大才」は小さな変化に気づきを持ってい

る人。縁に出会って、その縁を生かしている

人です。 

江戸時代、幕府の指南役だった柳生家の家

訓に、 

小才は、縁に出会って縁に気が付かず。 

中才は、縁に出会って縁を活かせず。 

大才は、袖触れ合うもタショウの縁と、縁を 

    生かせる人。 

どうしてこんなに差が出るのか。 

それは、『意識』の差です。 

意識の意は、こころばせと読み、意は心の

ことです。 

意識の識は、識別する、見分けることです。 

心を見分けるのが意識です。 

この意識が、何処にあるかによって全部決

まります。 

夢、志、目的、目標、有るべき姿をちゃん

と持った（意識した）人は、心がブレません。 

袖触れ合うもタショウの縁。タショウとい

う漢字は、皆さんどう書きますか？ 

「多少、多小、大少、大小、」この前、大

阪の人は「多笑」と書いた人が（笑） 

私たちは、他にある物、事によって自分の

存在が在ります。 

「この宇宙があって、地球があり、日本の

国があって、社会がある、その中で暮らす仲

間がいて、家族がいて成り立つ。あなたひと

りの力じゃない」他のお蔭でいかされている

のが「他生の縁」。また多く生きるとも書き

ます。これも「多生」と辞書にあります。多

くの先祖がいたから自分が居るということ

です。 

 

考えは変わらないが、考え方は変えられる 

考えは、生まれてから勉強し、経験し、体

験してできたのがあなたの考え。 

「考え」に「方」という字が付いているが、

どちらの方向から見るか？見る方向の事を

言っているのが「考え方」です。 

気の持ち方を変えたら、考え方は変わりま

す。意識すれば全部変わるという事を、意識

してください。 

 

頭は相手が喜ぶ事から考える。「相手優先」

相手という字には目が付いています。相手の

良い所を見ること。悪い所を見ては駄目。良

い所を見ること。耳は相手の心を聴く。鼻は

場の雰囲気を知るためにあります。 

口は、プラスな言葉を、＋（プラス）を口

に付けたら、叶うという字になります。 

叶うにー（マイナス）を付けたら吐くとい

う言葉になります。 

マイナスな言葉を出す人で成功した人、元

気な人はいません、手は頭に思ったことを書

き出すために。足は自分から動くためにあり

ます。 

頭、目、耳、鼻、口、手、足と上から順に

働かせることがチカコの健康と知ってくだ

さい。 

今日はありがとうございます。感謝、合掌。 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

参考資料                 近年、「腸」が急激にクローズアップされてき 

                    ています。 

                    「考根論」の田中保郎先生に頂いた本をご紹介い 

                     たします。 この本に書かれていることは、 

 まさに、その通りで、ネイティブヘルスでも、 

 腸を活性して、うつ、パーキンソン、パニック障害、 

 不眠、更年期障害 など、改善例はたくさんあり 

 ます。 (６頁「うつ」の実例参照) 

  「体の不調は、腸が原因」という先生も増えて 

 きました。 

  ネイティブヘルスでは、この腸を活性化して健康 

 づくりをしています 

   

 産経新聞に、興味ある記事が載っていましたので、 

 下欄に紹介します。 

     

 『人の心は腸にあり』 目次   山中伊知郎著 
    第一章 「うつ」的な症状と「腸」 
   第二章 「パニック障害」的な症状と「腸」 
   第三章 「アルツハイマー」的な症状と「腸」 
   第四章 不眠をはじめとした複雑な症状と「腸」 
   第五章 「マタニティーブルー」的症状と「腸」 
   第六章 「パーキンソン症候群」的症状と「腸」 
   第七章 更年期障害のあとの「未病」の症状と「腸」 
   第八章 幼児虐待の後遺症と「腸」 
   第九章 「腸」の驚くべき働きと「考根論」 
   第十章 なぜ「心は脳ではなく、腸にある」といえるのか？ 
   終 章 田中保郎、大いに語る 
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≪ウツの事例≫ 

極度のウツから解放され、結婚し、母親になれた（女性 27才） 

３０数回のリストカットで穴倉生活 

お正月休みが明けた直後にいらっしゃった方は、顔までスッポリ隠れるほどの黒い帽子を目深に

かぶり、黒いコートで全身黒ずくめ。何を訊いてもダンマリで、うつむいたままです。 

付き添ってこられたお母さまの話では、「８年前から、極度のウツ状態で、３０数回のリストカッ

ト（自傷行為）で、その度に救急車を呼び、入退院を繰り返していて、薬漬けになっている」と

言います。「もともと便秘だったが、最近は全く出なくなって、食事もとらなくなり、部屋に閉じ

こもり、家族とも口をきかない」ということです。 

（ウツというのは、自律神経のバランスが崩れ、特に副交感神経が抑圧され、腸の働きが鈍くな

っているので、ウツ状態の人は、便秘の人が多いです。） 

便秘解消して、徐々に明るさを取り戻す 

ともかく、便秘を何とかしたいと、来所されたのです。 

来所初日、ベリータッチ（腸もみ）体験後、一言も感想を述べませんでしたが、多分気持ち良か

ったのでしょう。翌日も、その次の日も、毎日母親に付き添われて来ました。 

2日目からは、一日2回施術をし、完全ローフードを実施。たくさん飲んでいた薬は、本人の意

向で全て止めました。彼女は、もともと薬を止めたかったので、当方の話を聞いて、即、止める

決心がついたと言っています。 

一週間後、便が出始めました。 

二週間経た頃には、一人で来所するようになり、少しずつ帽子が上がっていき、顔を見せるよう

になっていきます。 

一か月経った頃には、帽子が取れ、皆さんと一緒にローフードのランチを摂るようになりました。 

春、暖かくなった頃には、自分の過去の事、病気になる前の事を話す様になりました。 

5月には、他の皆さんとも会話をするようになり、次第に笑顔も見せ、談笑しながら食事をする

ようになりました。 

今まで毎日来所していましたが、6月から、週5日で施術は一日1回、或いは2回、ランチも皆

さんと一緒に摂り、家でもローフードを徹底。 

7月に入った頃には、最初の暗いイメージとはかけ離れた、素敵なお嬢さんになり、ウツの兆候

は全く消えてしまいました。 

すっかり回復し、素敵なお嬢さんに 

8月に入って、プツッと来所しなくなったので、又、ぶり返したかと心配になり、電話をすると、 

「仕事が忙しい」と言うのです。聞くと、「今まで親に心配をかけ、経済的にも迷惑をかけて来た

ので、少しでも返そうと思って、アルバイトし始めたが、その仕事が楽しくて、そちらに行く暇

がない」と嬉しい言葉が返ってきました。 

9月中旬、久しぶりに現れた彼女は、見違えるほど明るく、綺麗になっていて、全員驚いたもの

です。 

その後、ベジタリアンの彼と結婚をして、念願の坊やも授かりました。 

 

数年後、お子さん連れで遊びに来られた時、「当時は真っ暗な穴倉に居たんで

す。」「いつも、母とここがあって良かった」と話していると言うことでした。 

私たちスタッフにとって、一番嬉しい言葉を頂いたのです。 

現在も食事は、半分ローの菜食をしているそうです。 

 

半年間、殆ど毎日の施術と、徹底したローフードを 

実行したため、完全復帰出来たのです。 

この様な例は、他にもたくさんいらっしゃいます。 

やはり腸活性は、素晴らしいと、いつも感じます。
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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 

 

 

 

《リフレッシュサロン》 

５月２１日（水） １４：００～１５：３０ 

―腸活性のやり方を具体的に  

会  場：明石市生涯学習センター９Ｆ 子午線ホール 

         明石市東仲ノ町６－１ 

主  催：神戸新聞文化センター 

申し込み：神戸新聞文化センター 電 話078－786－0808 

                   ＦＡＸ078－786－0606 
 

 

 

 

                                         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 

 ４月１２日（土） 

    ～ 

   １５日（火） 

 日本の心にふれる旅 ⅩⅤⅠ 

 「台湾に日本を訪ねて」台北・宣蘭 

   統治時代と現代の台湾 

  

 

 

 

申込終了 

 

 ５月１７日（土） 

  10:30～12:30 

 

  15:00～18:00 

 

 皆川 容子 

 「ヘルシークッキング」 

   火を使わない料理教室 

会員 1､000円 

一般 2,000円 

 

 

 

 

 「あしたば会総会」 

 「指導者研修会」 

 

 

 

あしたば会 

会員 

 

   ２１日（水） 

14:00～15:30 

 

 皆川 容子 

 「 」 

   腸活性のやり方を具体的に  

下記参照 

 

   ２５日（日） 

  13:30 受付 

  14:00 開演 

   演奏終了後 

 文化財正司邸でサロンコンサート 

  はちまん正人氏 ピアノソロ 

       ＆ 

  正司邸見学と花の庭園散策  

   3,000円 

 

別 紙 

 

 ６月 ７日（土） 

  14:30～16:00 

 

 庄田 幸生 

 「自然の流れに乗れ、人生が変わる！」 

    

 会員  無料 

一般 1,000円  
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講師プロフィール 

庄田 幸生（しょうだ ゆきお） 

1950年徳島県生まれ。大阪在住 

興亜石油㈱大阪製油所に勤務しながら、２４歳より(財)氣の研究会宗主・藤平光一先生に師事し

「氣の原理」と「心身統一合氣道」を学ぶ。 

1995年興亜石油退職。「氣の原理」と「心身統一合氣道」の普及に専念する。 

悠心館道場館長、心身統一合氣道六段。 

現在、大阪府南部の各道場・教室において「心身統一合氣道」の指導にあたる。 

著書等に『合氣道に導かれて・但求』（新風書房）『かとこの心』『運のよくなる話』 

『花咲かじい』の他、講演ＣＤ『メトロノーム成功実現法』（楽園ライフ社）があり、 

リラックスして生きることを提唱している。 

 

 

 お願いとお知らせ 
梅田サロン、六甲サロンでは、ヘルシーランチとして、酵素を摂り入れ、からだに優しい食事

をご用意しておりますが、いつもご好評を頂き有りがとうございます。 

常日頃、体のために良い材料をと留意して、メニューを考え、食材を吟味してご提供しており

ますが、近年、食材が高騰して参りました上、消費税も８％となり、とうとう料金の見直しを

せざるを得なくなりました。 

諸事情をご理解の上、下記のように改定させていただきたく、ご了解くださいますようお願い

申し上げます。 

    一般の方      980円 

    会員（年会費の方）  880円 

    賛助会員（協力金の方）750円 

今後も尚一層、無農薬・減農薬・無添加の自然食品を中心に、体に良し、味も良し、という食

事をご提供致すべく、日々努力を重ねてまいります。お知り合いお誘いの上、お食事だけでも

いらっしゃってくださいますよう。スタッフ一同お待ちしております。 

   

 

 

 

 

 
「明日葉（あしたば）」第57号2014年4月1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 

大阪も、神戸も開花宣言がされて間もなく、一挙に満開となりました。厳冬だっただけに待ち焦がれた、春です。 

この会報がお手元に届く頃は、葉桜となっているかと思いますが、それはそれで、若々しい新芽が元気を与えて

くれて嬉しいものです。 

桜大好き、花火大好きというと、お祭り人間のようですが、満開の桜を見ていると心も晴れ晴れします。 

が、折角の晴れ晴れした気持ちも、値上げ々々で心が沈みます。 

当法人でも、心ならずお願いばかりで心苦しく思っていますが、せめてスタッフの笑顔と「お・も・て・な・し」

で皆さまに健康をプレゼントしようと、日々、励んでおります。 

ネイティブヘルス卒業生も認定指導員として、北海道から九州まで、各地で頑張って居ります。認定指導員の名

簿を同封していますので、夫々の地域でお気軽にお声掛けくださいまして、ご利用くださることを願っておりま

す。皆さまの健康づくりのお手伝いをし、お役に立ちたいと、全国でお待ちしています。ｙｍ                              

http://www.nponh.com/
http://www.nhacademy.co.jp/

