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「自然の流れに乗れ、人生が変わる！」 
                        講師 幸田 幸生  

2014年6月7日チカコ健康サロン講演要旨 

今日は、女性が殆ど

ですが、 女の人とい

うのは男の人と違っ

て偉いんですよ。 

内臓の事を東洋で

は五臓六腑と言いま

すが、五臓の臓というのは詰まっているとい

う意味で、心臓とか腎臓など。六腑の腑は、

中が空っぽ、袋であるということ。胃とか腸

は中身が空っぽだから腑です。女の人にはも

う一つ付いている物があります。何だか分か

ります？ 

子宮です。子宮には、お宮っていう字が付

いてます。神社に参拝するときは参道を通り

ます。出産の時も産道を通ります。お宮が女

性の中にあるという事は、生命というものが

女性と直接繋がっているという事なんです。 

今日のテーマですが、生きとし生けるもの

すべては、石、木でも、全部生命というもの

が宿っている。その生命の法則に従うという

事が、自然の流れに乗るという事になるので

す。 

自然の流れに逆らうのは人間だけです。何

をしても良いという自由意志を、創造主は人

間に与えてくれた。逆らう事も出来る訳です。 

当然、そういう自由意志を与えられたら、

自ずと責任というものが付いて来て、ちゃん

とした事をやらないと、原因結果の法則で罰

が当たるという事なんですね。 

人間は、生命としては最高の進化を遂げて

います。最高の能力を与えてあるのだから、

自己管理しなさいという事なのです。 

例えば、蚕は食べ物として桑の葉しか与え

られていない。生命の低いものは食料が限ら

れていて、コントロールは神様がしてくれる。 

だから野生の自然界に生息する動物は病気

が無いのですね。人間という雰囲気に染まっ

たペットが病気になるのです。 

人間のみ自然に逆らうって事が出来るの

ですから、それを改善していける力も、人間

には備わっている訳なのです。 

私が学んでいる合氣道は、逆らうという事

を極力嫌います。逆らわないのです。 

武道というのは、そもそも逆らうとか戦う

とかいう性質はないのです。 

武という字の「 」部分は矛(やり)を表わ

していて、戦うとか争うとかの意味です。そ

れを「止」という字が入ってますから、争う

のでは無くて、争いを止めるということです。 

で、誰か前に出て貰って実験しましょう 

前につき出した右手を強引に引っ張って

も動きませんよね。これを逆らうというので

す。右手の方向に（逆らわずに）真っ直ぐ引

っ張ると簡単に動きます。 

姿勢という字は姿と勢いです。ちゃんと立

っていると全身に力が出ています。自然体と

はこういう事です。人間は天地の方向に向い

てまっすぐ立たなければいけない。その時に

姿勢がちゃんと伸びて、身体の力が 抜けて

健康になるという事なんです。 

1. 自分が自分の人生を邪魔している。「小さ

な自分」が「大きな自分」を殺している。 

『旧約聖書』の「創世記」では人間は二

度造られています。 

第一創造（ほんとうの人間） 

第二創造（自由意志を与えられた人間） 

第一創造は、本当の自分というのは自分の

中心と言うか、霊的な存在、仏教で言えば仏
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性という、生命とか魂とか良心、実相などと

いう言葉で言われる本当の自分です。 

第二創造、本来は、第一創造の自分なんだ

けれども、自由意志を与えられて、自分は何

でも出来るというわがままから、知恵が無い

のに色々やって失敗をします。 

素直になってその第一創造の本当の自分

に帰（もど）れば、全てが上手く行くんです。 

２．自然の流れに乗れ  

～最高の「天命」「使命」が展開する～ 

人間的真理 「なせばなり なさねばなら

ぬ なにごとも ならぬといふは なさぬ

なりけり」 上杉鷹山 

宇宙的真理 「なさでなり なせどもなら

ぬ なにごとも なるもならぬも かみの

みこころ」 出口日出麿 

自然の流れに乗れば、第一創造の神の力を

頂けるわけなんです。 

私の弟子が昔、カヌーで川下りをしていて、

岩にぶつかって、カヌーは壊れ、自分も放り

出された。激流の中を必死にもがいて、やっ

と川下の岸に辿り着いた。そこには壊れたカ

ヌーも辿り着いていた。分かりますか？カヌ

ーは何もせずに川の流れに従って川下に着

いたんです。自然の流れに任せれば、自ずと

落ち着く所に落ち着くという事なんです。 

人間的真理が自力、宇宙的真理が他力と考

えると矛盾するではないか？という事にな

りますが、これが矛盾しない所が不思議な所

なのです。人間的真理で生きて行きながらも、

それが宇宙的真理に乗っていれば、上手く行

くという事なんですよ。 

流れに乗りながらも、自己を伸ばす生き方

をすることです。然し、あまり自分の主義主

張を押し通すと、世の中から弾かれる。調和

という事も考えなくてはならない。 

第二創造の人間が考えに考えて、下手な考

えを出して、結局上手く行かない。その時に  

スパッと出る直観を鍛えていく訳ですね。 

自然の流れを感じる訓練ですが、自分がや

りたいことがあっても、自分の周りにその雰

囲気、空気というか、風が吹いていない事が

往々にしてあります。自分の周りの風がどう

吹いているのかを考えると良いと思います。 

私は 18歳から合氣道を学んでいて、24歳

の時プロになりたいと思ったんです。ところ

が経済的な問題や、本当に合氣道の実力があ

るんだろうか？色々点検をしていくと出来

ない事ばっかしなんですね。それから 20年

間、勉強、訓練をしたんですね。 

そうすると 45歳の時に、会社で早期退職制

度ができ、今辞めたら退職金上積みしますよ。 

って色んな良い条件が整って来た。45歳の時

にやっと風が吹いて来たんです。 

３．全てはひとつに繋がっている  

～宇宙は一つの有機体である～ 

「自他一体」であることを知る。 

投げかけた物が、自分に帰ってくる「動・反

動の法則」。 

「贈り物を届けた時、相手が受け取らなかっ

たら、贈り主に戻るのと同じように、人が憎

しみや呪いの念を誰かに送って、相手がそれ

を受け取らなかったら、その憎しみや呪いの

念は自分に返って来る」と釈尊は言っていま

す。人を祝福すれば自分も祝福されるという

事。投げかけた物が投げ返って来るという事

です。 

「喜べば、喜びごとが、喜びをつれて、喜び

にくる」（喜べば、喜びが増える） 

嬉しい事というのは、増える性質がある。悲

しい事、辛い事というのは減る性質があるの

です。 

全てはひとつに繋がっている 

宇宙は一つの有機体であるという事です。 

人間というのは、手とか足とか頭とか内臓と

か一杯あるけど、それがひとつに全部繋がっ

ているという事なんですね。これをひとつの

有機体という。それが上手い具合に統一調和

しているから、人間は健康でいられる訳です。 

時々、不平不満をいう人がいて、いわゆる

ガンになる訳ですね。 

秩序を整えるのは人間の責務。「あるべき

ものを、あるべきところへ、あらしめる」 

人間に与えられている自由意志を正しく使

って、秩序を整えるのはあなたの仕事ですよ

と、創造主は言われておるわけであります。 

今、死語になってますけど、日本には長幼の

序という秩序の教えがありますよね。 

そうやってひとつひとつの事を、自分の置

かれている立場をわきまえ、目の前の事の整

理整頓をする。そうして、あるべきものがあ

るべきところにあらしめるかという事を考

えて行くと、流れが良くなります。 
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４．自分のことより、人のことを大切（優先）

にする 

道元禅師の『正法眼蔵』にも、自分よりも

人の事を大切にするという事が書かれてお

ります。 

「雨ニモマケズ」これは有名な宮沢賢治の

詩ですが、これを消極的な悟りという風に捉

えられがちですが、そうではなく、皆さんが

こうしてくれれば、清く豊かになるのよ。と

いうこと。本当に素晴らしい。この通りにな

されたら人生の流れが良くなるというか人

生が輝いてくると思うんですよね。 

次にアルボムッレ・スマナサーラの本の中

に、慈しみの瞑想という長い詩がありますが、

始めに、「私が幸せでありますように」とあ

る。次が「私の親しい人々が幸せであります

ように」次に「生きとし生けるものが幸せで

ありますように」「私の嫌いな人々も幸せで

ありますように」最後が「私を嫌っている

人々も幸せでありますように」というのが四

行ずつ書いてあります。 

最後の「私を嫌っている人々も幸せであり

ますように」、ここまで来るとかなり霊格が

高くなって、自分の人生の流れもかなり良く

なるのではないかと思いますね。 

自然の流れに乗る為の工夫というのは、無

我になる事、我を捨てる、違う表現にすれば

公の人になるという事なんですよ。公の立場

ならどう考えるだろうか。 

例えば、神様ならどうされるであろうか。 

子供を教育する時に叱りますね。叩いても良

いですが、褒めるんでも良い。その時に神様

だったら叩くかな？神様だったら褒めるか

な？ 自分がと思うと、雑念が入るから第三

者の違う人の立場で考えると、殴っても良い

時は殴っても良い。それが神様ならどうなる

のか？と考えるのです。 

殴った限りは、人に何を言われても受ける

という覚悟が必要です。みんな覚悟がないね。

腹が据わってない。 

覚悟というのが出来たら、かなり人生楽で

すよ。 

無我になる 

「自分がなくて、自分がある」から「自分

があって、自分が無い」へ。 

自分はこうだ、自分の生き方はこうだ、と

いうのがあって、それに徹しながら、大調和

の流れに乗って生きて行くという事が大切

じゃないかと思うのですね。 

答えのない問題はない 

問題には、必ず先に答えがあります。 

学校のテストは先に答えがあって問題を作

ります。推理小説でもネタやトリックが先に

あってストーリーを書きます。 

人生に問題が起きたら、それには答えがあ

らかじめ用意されているという事です。 

このことは、是非、知っておかれた方が良

いと思います。 

「ス」で生きる。 

スっと動く。スースー寝るのスです、 

スという字を漢字で書くと「主」「素」「枢」

「巣」などありますが、このスというのを日

本では昔から大切にして来ました。 

日本の神道は、教義とか教えとかはないと

いわれますが、このスという一字だけですべ

ての良き生活法を教えているんですよ。 

目の前の汚れを洗ってスッとする、仕事で

汗を流してスッとする、スッと動く。そのひ

とつひとつを、このスという言葉ひとつで全

てを整えているのです。 

だからひとつひとつの事をスッ、スッと動

くようにすれば、人間に透明感というのが出

て来ます。それをしないから悩みがでてくる。 

日本人は、昔の事は洗い流すという事を知

っています。スッという DNAが入っていて、

スッとしているかという事を、常に自己点検

して考えると、かなり身体の健康に良いと思

います。 

「ハイ・ニコ・ポン」 

間を置かずにすぐにハイ。そしてニコっと

笑ってポンっと動く。これが大事。 

「でも」とか「もし」とか言わない。する

と流れが良くなります。 

感謝というのは感恩報謝という意味 

恩に感じてそれに報いるという事です。 

先祖や親の恩ということが、分からないと、

感謝という言葉が出てきません。 

瞑想の習慣を持つ事 

「祈りは、人が神に語り掛ける事であり、

瞑想は、人が神の声を聴く事」とエドガー・

ケイシーが言っていますね。 

瞑想の習慣を持つと、自分の魂の次元上昇

が起こります。
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台 湾 を 訪 問 し て 
        中谷庄一（神戸市） 

４月１２日から４日間、ネイティブヘルス

主催の台湾旅行に参加した。皆川容子先生の

実弟皆川榮治さんの企画で、一般の旅行社の

ツァーでは味わえない素晴らしい内容の旅

行であった。 

 皆川榮治さんは、新原経営顧問股份公司の

代表者で、台湾在住２６年、経営コンサルタ

ントとして活躍されている。現地の著名人、

経済人・文化人等との人脈も厚く、その顔の

広さのお陰で、私達の旅行は、よりレベルの

高いものとなった。 

台湾を訪れる人は必ず行くという「故宮博

物院」、衛兵交替式で有名な「中正記念堂」、

「二二八平和公園」「サヨンの鐘記念館」を

見学、原住民との交流会なども楽しんだ。  

また毎日、台湾特有の料理店や、非常に珍し

い原住民・高砂族の昼食にも案内していただ

き、お腹の満足度も最高であった。 

 初めての台湾旅行は、見るもの食べるもの、

皆川社長の添乗員的な努力とご配慮で、予想

以上の充実したものであった。 

 私のもう一つの台湾訪問の期待と目的は、

楊應吟さんとその妹、楊素秋さんとの交流会

への出席であった。應吟さんの「素晴らしか

った日本の先生とその教育」、素秋さんの「日

本人は素晴らしかった」の親日家二人の著書

を読んで感動し、台湾をもっと知りたかった

のと、蔣介石という人に興味があり、二二八

事件、日本の敗戦時におけるその対応につい

ても知りたかったからである。 

  前列中央楊應吟、素秋先生、右端筆者 

            故宮博物院  

たまたま、私が親しくしており、２０年近く 

前から応援している観世流若手能楽師片山

伸吾さん（※）が日中合作映画「宋家の三姉

妹」で、蒋介石と宋美麗の結婚式のシーンに

出演し、祝いの「能」を舞ったこともあり、

蒋介石に大変親しみを感じていたからでも

あった。今回の台湾訪問は、最近「反日」「嫌

日」姿勢を強くする国がある一方において、

日本を評価してくれる国がある、何故そうな

のかも知りたかった。交流会では、楊應吟・

素秋先生は、「日本人は、日本人であること

を大いに誇っていいのです。昔の日本精神は

どこへ行ったのですか！私はそう叫びたい

です。しっかりして欲しいのです」と発言さ

れ、教育勅語の素晴らしさにも言及された。 

  

 今回の旅行は大変有意義なものであった。 

東北の震災に対し多大の支援と、最も早く励

ましの言葉を送ってくれた台湾に、もっと関

心を持とうではありませんか。 

 

 

（※）観世流能樂師 片山伸吾主催の 
   「能にしたしむ会」は毎年６月に 

   京都観世会館で開催されています。 

   亡父・慶次郎さんが、多くの人に 

  「能」を知ってもらおうと企画され 

  もので、今年は６月８日に開催され 

  ました。 
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台湾ツアーに参加して    

                          佐伯時彦（奈良県） 

 私達夫婦は、まだ台湾に行った事がなく、

この機会に、色々な所を見たり、美味しい料

理を食べて、買い物をしてと思って参加しま

した。しかし思ってもいなかった経験をさせ

ていただきました。 

 それは、台湾の方々との出会い、ポジティ

ブに生きておられる方々にお会いできた事

です。 

 日本が台湾を統治していた時代に、日本の

教育を受けた方々のお話しを聞き、あの頃は

日本がアジアで酷いことをしたと教えられ

て来ましたし、またその話題が出るたびに後

ろめたい気持ちになっていました。しかし、

今回お話しを聞いて、台湾では、教育、イン

フラ、治安維持等、日本人がしてきた良い事

が、人々の心に今も立派に感謝として残って

いることに驚き感動しました。 

 その中で、特に印象に残っている事は、西

郷菊次郎記念館の訪問でした。 

 そこで初めて知ったのですが、西郷菊次郎

は、西郷隆盛の長男として生まれ、アメリカ

留学、西南の役で負傷、その後、外交官にな

りましたが、日清戦争後に台湾の宜蘭の支庁

長として就任し、善政を行いました。その代

表的な事業が西郷堤です。百年たった今も立

派に残っていました。その堤防の上が歩道に

なっていて記念碑がありました。ちょうど工

事中でした。常に大切にしていただいて、百

年経っても感謝の気持ちが残っているのに

も感動しました。 

  話が前後しますが、堤防に行く前に、西郷 

  西郷菊次郎念碑  前列左端李先生、右端著者 

  記念館 前列中央李先生、後列左から３人目筆者 

菊次郎記念館（元官邸）を訪問しました。そ 

こでは、李英茂先生が私たちをお待ち下さっ 

ていました。李先生は、日本の教育を受けら

れておられたので、流暢な日本語で色々お話

をしていただきましたが、内容や話ぶりから

日本の統治時代は、本当に良かったんだと感

じられました。 

 今度の旅行でお会いした方々に共通して感

じた事は、感謝の気持ちを忘れずに、ポジテ

ィブに生きておられる事です。またこの旅行

でご一緒だった方々にも同じ生き方を感じ

ました。私達夫婦も、感謝とポジティブな観

念でこれからも生きて行きます。 

 後になりましたが、この旅行を企画してお

誘いいただいた皆川先生と、色々な出会いを

作っていただいた皆川榮治様に感謝、感謝。 

 

懇 親 会 
 第一・二回台湾ツワーに参加した人、これから 

 行きたい人、台湾に興味のある人の集いです。 

 お誘い合わせてご参加下さい。 

  日 時 ７月２６日（土）５時３０分～ 

  会 場 ﾎﾃﾙ阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ「土佐料理 司」 

  会 費  7,３00円 

  申込み ７月１０日（木）までに下記へ 

       ＮＰＯ法人ネイティブヘルス 

 ☆懇親会に先立って、 

   皆川榮治氏の講演があります。 
              （６頁参照） 
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  蔡 焜燦先生 
第一回台湾ツアーの交流

会でお話をいただいた蔡

先生が、春の叙勲で受賞

されました。 

蔡先生は、統治時代の「綜

合教育讀本」を自費復刻

なさり、私たちにも一人

一人サインして下さいま

した。1935年台中州清水

公学校では、真の日本人

を造るためレコードを校内放送して教育。その

活字化したのが「綜合教育読本」です。その内

容は、日本の歴史、古事記、道徳、童謡、歌謡、

軍歌等広く網羅しています。 

  

  皆川榮治 

  「統治時代の台湾の歴史」 
    ７月２６日（土） １６：００～ 
 
皆川榮治（みながわ えいじ）プロフィール  
 新原経営顧問(股)公司 董事長兼総経理 台北市在住 
  関西学院大学 法学部卒  

1964年湯浅電池(株)入社  
営業部長、台湾湯浅電池公司総経理歴任、 

  1992年(株)タナベ経営入社経営コンサルタント、 
  良友企業管理顧問(股)公司副総経理、 
  1996年4月新原経営顧問(股)公司設立、現在に至る   
  台湾在住通算 26年 

 「台湾は、最も深い親日国です。その理由は二つあります。一つは、日本統治時代(1895年から 50年間
が、インフラのみならず医療、教育などが良かったこと。もう一つは、その後の中華民国(中国人)統治がひ
どかったこと(賄賂や知識人弾圧など)から中国人への反発が強まったことです。  
 今でも残る台湾人達の日本への郷愁は、戦後台湾を軽視し続けた日本への怒りの裏返しでもあります。 
 台湾に残る日本統治時代を眺め、日本の良さを見つめることも意義の深いことでは？」     
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≪講師プロフィール≫ 
平本 ミサエ（ひらもと みさえ） 
 昭和 14年 5月１４日 京都府丹後市生 

 公立豊岡病院看護婦免許取得 手術・救急病棟２年勤務 

 郵船病院６年勤務 

 武庫川短大第 2部 中学家庭科・保健婦教師免許取得 

 ２７歳にて結婚 ２児の母親となる 

 昭和５９年主人死亡 

 昭和６０年種々の研修を受け、協和会協立病院管理看護婦として勤務 

 定年退職後、療養型病院立上げに携わる 

 現在デイーケアーに勤務の側ら障害者ヘルパー教育に専念 

 ネイティブヘルス認定指導員 

 
朝倉 玲子（あさくら れいこ） 
 1964年  福島県、会津生まれ 

 高校卒業後進学のため上京、短大卒業後は都内で OLを経験、2年弱働くが、事務職が向かないことを 

 実感し食の世界に入る。自然食のケイタリングサービス 612（現・食のギャラリー612）で 4年働く。 

 ここで自然食に出会い本物のおいしい素材とは何かを知る。 

 その後、千葉の有機農家に嫁ぐが 4年半で破綻。 

 その後、前から希望していた料理修行のために 1996年よりイタリアに渡る。 

 イタリア南部を中心に４ヶ所の有機オリーブ栽培のアグリトゥリズモ（農家民宿）で働きながら郷土 

 料理・家庭料理、オリーブの栽培を学ぶ 

 1998年ソレント郊外にあるミシュラン三星レストラン（当時）リストランテ Don Alfonsoで働く。 

 2000年 3月、リグリア州インペリア O.N.A.O.O（オリーブオイル・テイスター機構）の鑑定技能講座に 

 て、オリーブオイル全般、官能検査法を学ぶ。 

 2006年より中部イタリア・アブルッツォ州でイタリア人の仲間と自然栽培のオリーブ農園を受け継ぎ 

 栽培を開始。自家製オリーブオイル『アサクラオリーブオイル』は今年で９年目を迎える。 
 

 

                                  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 

 ７月２６日（土） 

  16:00～17:00 

 

 皆川 榮治 

 「統治時代の台湾の歴史」 

 

会員 無料 

一般 1000円 

 

 

６頁参照 

 

  17:30～20:00  懇親会  ５頁参照 

 ８月 ２日（土） 

  14:30～16:00 

 

 

 平本 ミサエ 

 「人体の大腸の機能について」 

   －便秘による人体に及ぼす弊害― 

 西洋医学と代償療法の狭間にて（５年前乳癌手術） 

会員 無料 

一般 1000円 

 

  

  16：30～  指導者研修会  認定指導員 

 ９月２１日（日） 

  14:30～16:30 

 

 朝倉 玲子 

 「オリーブオイルの真実と使い方」 

  調理デモもあります  

 

会員 無料 

一般 1000円 

  

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 
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塩は、本当に悪いの？ 
熱中症と塩 

ある人から質問を受けました。 

「減塩と云いながら、熱中症対策には、塩分を摂りましょう、というのは矛盾してますね？」 

そうです。 

塩が悪いのは、そこに含まれている塩化ナトリウムが悪いのです。 

塩化ナトリウムが少なく、微量ミネラルの多い塩は、体に必要なのです。微量ミネラルとは、鉄、

亜鉛、錫、マンガン、セレン等、多量だと害を及ぼすが、ゼロでは困ると云うミネラルです。 

微量ミネラルが多いということは、塩化ナトリウムが少ないということです。 

私たちヒトの血液は、海の成分とほぼ同じだといいます。塩に含まれている微量ミネラルは、私

たちにとって、非常に重要な役割をしています。 

昔、専売公社が塩を販売していた時代、塩化ナトリウム９９％という精製塩しか世の中には出回

っていませんでした。しかし今は、多種多様な塩が出回っていて、選ぶことができます。 

塩は、化学的に合成されません。どんな塩もすべて天然塩です。この「天然塩」という言葉に惑

わされないように注意が必要です。肝心なことは、食塩にするための製造過程が重要なのです。 

この製造法によって、微量ミネラルがゼロになるか、多量に含んでいるか、違ってくるのです。 

良い塩は、高価で、普段使うのは勿体ないと考え勝ちですが、値段もそこそこで、微量ミネラル

６０種類以上という美味しい塩を探しましょう。 

探せば沢山あると思いますが、「宗谷の塩」と「チベットの雪華」は、目下、私のお気に入りです。 

良い塩を適量に摂って、この夏を乗り切りましょう。 

 

 

                                                 

夏季休暇のお知らせ 

８月１３日（水）～１６日（土） 

お休みさせていただきます。 
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あとがき 

 いつも、此の会報を編集するときに思います。 

 はたして、お役に立っているのだろうか、楽しく読んで頂けているのだろうか。と。 

 数年前にアンケート調査をしましたが、ナント戻ってきたのは、僅か約１０％、あぜんとしました。 

 読んで頂けていないのか、読まずに捨てられているのか、単に回答をお忘れなのだろうか？ 

 でもご回答いただいた中身は、嬉しいものが殆どでした。 

 役に立つ記事がある、毎回楽しみにしているとか、改善策や、いろいろなご意見に励まされました。 

 今回は、台湾特集の様な形になりましたが、ご意見をお寄せ下されば嬉しいです。 

 中谷様、佐伯様のご寄稿文にもありますが、台湾の方々のお話を伺うと、本当に日本を愛して下さっている 

 のだ、ということを実感します。楊應吟・素秋先生は、秋にご来日のご予定、その節には是非「チカコサロン」 

 でお話しいただきたいと、お願いしてまいりました。又、應吟先生は、無針鍼を開発され、全国でその普及 

 活動をされています。旅行中に何人か体験しましたが、悲鳴を上げるほどの痛みを伴うものの、施術後、杖 

 を忘れてサッサと歩く方も居られ、其の効能にびっくり。私もして頂きましたが、何回も受ければ効果があ 

 るだろうなァ、と感じたものです。 

 次号では、「楊先生の講演と無針鍼体験」のご案内が出来ますよう、実現に向けて努力します。 

 どうぞお楽しみに！                                    ｙｍ 

                              

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

