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２０年目の猛反省 

                                            皆川容子 

背中に突然 原因不明の激痛  

 年明け早々１月６日の朝、目が覚めると背

中が痛い。激痛である。「何？これ。一体ど

うした？」昨日も、夜中に目が覚めた時も何

ともなかった。 

 背中全体が一枚の板のような硬直感があ

り、動くと激痛が走る。 

 痛い、痛いとうめきながら救急車で病院へ。

レントゲンでは骨折はしていない、ＭＲＩで

も異常なし、何処も悪くない、痛いはずがな

いという。検査台に乗るのも悲鳴をあげる程

の痛さなのに。「痛いはずがない」とはなん

ということ！「内臓からきている痛みでもな

い。原因がわからないので、どうしようもな

い。痛み止めとコルセットを」と言う。両方

とも断り、家でただひたすら寝る毎日。寝て

いると全く痛くない。 

 毎日ベリータッチを受け、調理もできない

ので、食事は「ななこっこ」と「やさいっこ」

とバナナ。これが奏したのか、４日目位から

痛いながらも少しは動けるようになる。 

 病院では何処も悪くないという。では何が

原因だろう？ いろいろ考えた。 

 ２０年前、この菜食整腸を徹底してやって

脚の痛みも無くなり、歩き始めていた頃、あ

る日甘いものを食べた。２日程後に痛みを覚

えたことが３回ほどあったことを思い出し

た。 

甘いものが痛みを誘発？ 

 ２０年も食事を節制して来たのだからと

最近気が緩み、昨年からいろいろなものを食

べ始めていた。特に、元来甘いもの好き、い

ったん食べだすと

やめられない。ケー

キやら和菓子やら

美味しいね、と毎日

ではないが口にし

ていた。特に暮れか

らお正月にかけて

は、到来ものや、お正月だから棹菓子やお干

菓子を用意しなくちゃ～と買い、お抹茶を点

てては楽しんでいた。 

 これだ。甘いものの摂りすぎ！ その日か

ら一切甘いものは遠避けローフードを徹底

する。 

 最初は、這うようにしてトイレに行ってい

たのが「くの字」位に背を起こすことができ、

徐々に「への字」くらいに。２週間目には、

痛みは残っているものの日常生活はできる

ようになる。 

 １月も末には殆ど痛みは消えた。今では全

く異常なし。 

 一体何だったのだろう？ お砂糖の摂り

すぎで、血液が酸性になり、細胞が悲鳴を上

げたのか？ お医者様は笑うだろうが・・・。

ステロイド剤で脊椎圧迫骨折を4か所もして、

脊椎が曲がっているのだが、弱っているとこ

ろに作用するのか？ 

 ともかく「食」は大事。２０年目にして猛

反省した次第。６月には２１年目に突入。こ

れから年老うごとに故障も出てくるだろう。

自分の体は自分で良くも悪くもなるという

ことを、しっかり心しよう。と思う今日この

頃である。 
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喜界島でセミナー 

                              皆川容子 

 

 「キカイジマ」というと、俊寛の舞台を思

い起こします。歌舞伎では「鬼界カ島」です

が、本当は「鬼」どころかとても素敵な「喜

ぶ」喜界島です。 

 長年会員の朝元由美子様（岡山）から「喜

界島に移住するので、大阪にはあまり行けな

くなる」とメールをいただき、喜界島がどこ

にあるかも知らず、ただ俊寛の流された島と

いうだけの興味で「いずれその内こちらから

行きましょう」と言ったのが昨年秋。それか

らとんとん拍子に話が進み、３月２１日に行

くことになりました。はるばる行くのだから、

島でも菜食整腸に興味のある人がいるので、

話をしてほしいということになったのです。 

 伊丹から奄美大島まで２時間、そこから小

さなプロペラ機で２０分。喜界空港には、朝

元様、お世話してくださる峠様が出迎えてく

ださいました。 

峠（たお）様は、素敵な生き方をしておら

れます。拙い文章では言い尽くせません。 

 

 講演会は、昼間が良い人、仕事で夜が良い

人、ということで２回行いました。総勢２０

数人の方たちとお会いしました。 

 昼も夜も非常に熱心に聴講くださり、質問

もたくさんいただきました。ローフードの実

習もしたかったのですが、時間の都合上、事

前に作った料理を説明しながら召し上がっ

ていただきました。デザートには皆川考案の

ヘルシーな「バナップルケーキ」を実習しま

したが、火を使わず超簡単にでき美味しいと、

感動していただいた様子です。 

 

 何処でも講演会の集客が大変です。これほ

どの人が集まられたのは、お世話くださった

朝元様ご夫妻、峠様、体岡様のご人徳と感じ

入りました。 

体岡様もとても素晴らしい方で、女性の活

躍を支援する活動をして居られます。 

 共通し

て、皆さ

ま喜界島

をとても

愛してお

られるこ

とが、行

動・言葉

の端々に

感じ取ら

れました。私は、神戸が大好きな「こうべっ

こ」です。果たして神戸のために何か起こし

たことがあるだろうか、と反省させられまし

た。 

 人の絆を大切にし、自分のやるべきことを

見据え、すごいことをしているが、淡々と地

道に日常の生活を営んでおられる姿に感銘

をうけました。 

 素晴らしい人との出会いの場を作ってく

ださった朝元様ご夫妻に感謝申し上げます。

いろいろ大変お世話になりました。体岡様、

峠様にも非常にお世話になり感謝申し上げ

ます。またいつの日か、皆様方とお会いでき

ることを念じております。 

 

 余談ながら、喜界空港は飛行機に乗るのに

タラップを登ります。途中振り返って送って

くださる方々に手を振るとＶＩＰになった

ような気分。昔の海外旅行はタラップでした

が、今はいつの間にか機内に入ってしまいま

す。味気ないですね。 

 

 次ページの朝元太朗様とのツーショット。

青いサンゴ礁の海と真っ白な砂浜の海岸。カ

ラーでお届けできないのが残念です。風がと

ても強くて、足に踏ん張りのきかない私は飛

ばされそう。素敵なナイスミドルに支えられ

てご満悦。 
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「うふくん でーた」 

（喜界島方言＝ありがとうございました） 

                                       朝元 太朗 

 

３月21日春分の日。やはり予報は外れて晴

天。午前 11 時半に皆川先生を乗せた飛行機

が喜界空港に到着しました。先生に同行して

きたのは、名古屋で日本の森のアロマを教え

ておられる牛山絢唯美（うしやま まゆみ）

先生と、私の妻、朝元由美子です。 

空港やフェリー港でお迎えとお送りをし

っかりするのが島人（しまんちゅ）の伝統の

一つですが、私もそろそろ島人（しまんちゅ）

です。後継者の人達と到着ロビーのすぐ隣の

デッキでしっかり手を振ってお迎えしまし

た。 

予約した昼食まで少し時間がありました

ので、後援してくれた峠加惠美（たお かえ

み）さんのお店で喜界島の農産物の紹介と島

の特徴を説明させて頂きました。 

喜界島は周囲約48㎞。人口は約7千人で、

小さな離島の部類に入りますが、特徴ある歴

史を持っています。 

約 12 万年前、海面に顔を出したサンゴ礁

が 1年で 2ｍｍの隆起を続け、現在の最高地

点は 211ｍを越えました。ですから地盤はほ

とんど全てサンゴの化石の石灰岩です。この

事は農業に大きな利点（土壌中のミネラルが

とても多い）をもたらしました。隆起した島

なのでハブがいません。これはとても幸せな

事だと思います。隆起に関しては地質学会で

注目の的です。 

縄文中期から人が住み、発掘が進むにつれ

て大発見が期待されています。（すでに 2 つ

以上の大発見があります）ですから、この小

さな島には、農学・地質学・考古学の学者さ

んが、かなりの頻度で来られています。 

この文章を読む皆さんにも興味をもって

もらえたらうれしいです。 

皆川先生には2日目の夜と3日目の午後に

講習をお願いしました。 

初日の夜は私の一番好きな居酒屋で郷土

料理を楽しんで頂きました。喜界島には奄美

で最も優秀な黒糖焼酎をつくる酒造会社が 2

つあり、地元の島人はほぼ全員黒糖焼酎を飲

みます。先生は焼酎を飲まないとの事でした

ので、妻と私が最も好きな「オリオン生ビー

ル」で乾杯しました。奄美でオリオンビール

は最も人気のない銘柄で他のどの居酒屋に

もないようです。この店の大将とは味の好み

が一緒です。良い店です。 

ローフードの試食で使う食材は半分以上、

「峠おたふく農園」と「Asa畑」(＝私、朝元

の畑）で調達しました。昨年 8月にこの島に

移住し、荒地を切り開いて耕して、初めてし

た畑でできたレタスを使ってもらえて、実は

とてもうれしく思っております。在来種ソラ

マメもお土産に渡せて良かった。というか畑
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が間に合ったのがうれしいです。 

 

講習会＆ローフード試食の参加者は1回目

が 8人+世話役 4人、2回目が 12人でした。 

先生の話に共感する参加者の熱意がとて

もよく感じられる素敵な講習会になり、主催

した妻と私も驚くほどでした。 

後援者の一人、喜界島「結い・ゆいカフェ」

の体岡広美（たいおか ひろみ）さんは当日

スタッフとしても活躍してくださり、ななこ

っこ、やさいっこ、本などの物品販売の後日

販売のとりまとめまでして下さることにな

りました。 

一緒に来島された牛山絢唯美さんには「日

本のアロマ」の講習をして頂いたのですが、

こちらも盛況。後日ベリータッチの講習に参

加されるそうです。 

先生と二人は、ウイークリーハウスに泊ま

ってもらったのですが、私の分まで朝食を作

ってくれました。 

2 日目、3 日目の夜は島人（しまんちゅ）

の友人達との懇親会になりました。先進農家

のコワオモテ中年男性はおいしい妻の料理

には手をつけず、試食会で作った先生のスイ

ーツ（バナップルケーキ）だけ目を輝かせて

食べました。私が簡単にスイーツの説明をす

ると興味を示し、はにかむような顔で食べ、

笑顔になる様がとても印象的でした。 

あっという間に3日間が過ぎ、24日の朝に

は空港で見送りしました。歌こそ唄わなかっ

たけれど、空港名物サトウキビジュースを皆

で飲んでお別れしました。3 日間ずっと付き

添ってくれた小学1年生の輝（てる）イッケ

ー君。数人の島人（しまんちゅ）と一緒にデ

ッキで飛行機が見えなくなるまで手を振り

ました。 

 

先生達3人が帰られた後、喜界島郷土研究

会に初めて参加しました。そこには講習＆試

食会にこられていた方が 3人おられて、今回

の一連の催しを誉めて頂きました。一人の女

性はベリータッチの一週間コースを受けに

行くスケジュールを調整中との事でした。 

彼女達に「主催者の挨拶だけショボかった

ですね？」と私が言うと、だまってウンウン

とうなずかれました。 

 ご・ゴメンなさい。 

 うふくん でーた。 
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体験談 

      腸もみとナナコッコで楽々元気に・・・ 

                     大阪府・・🌹🌻女性🌹 
（整腸サロンＡＫＩ高橋亜希子） 

 

 体重は？？㎏ もう少しスリムになりたい。元気になるといろんな希望が出てくるもの

です。 

 家族の中で自分だけの献立は勇気がいります。もちろん私の食生活は家族にもいいはず

です。 

 しかし、中々理解してらえません。今でもそうです。 

 私はもう入院や治療はしたくない、元気に最後まで自分の脚で歩きたい。  

 体調の悪い時は１１号の服でした。今は９号です。まあこれくらいでいいかな…あまり

痩せると筋肉がなくなるので…なんて思いながら一人で、セッセと教わった「ななこっこ」

「やさいっこ」を頂いております。 

 歳を重ねるごとにしたいことができ、毎日が楽しいです。健康な体に健全なる魂が宿る

…そのものだと思います。 

 TV ではいろんな食品やサプリが紹介されます。惑わされることなく、自分の体と、体が

信じる食品で元気な長寿生活を満喫します。 

 自分の体は自分で守る❣❣ 自分で育てる❣❣ 残りの人生歌って遊んで楽しく生きよ

う❣❣ 
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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  電話０６－４８０２－６８８０   ＦＡＸ０６－４８０２－６８８１ 

 

【腸活で、いつまでも健やかに】 

２０１９年 6月 9 日（日） 

              １３：３０～１５：００ 

会 場  河内長野市荘園町 22  荘園自治会館 

講 師  皆川容子（ＮＰＯネイティブヘルス名誉理事長） 

会 費  無料 

。 

東林院の沙羅双樹と退藏院の余香苑 

妙心寺の塔頭「沙羅双樹の寺」として有名な東林院。樹木いっぱいに咲く純白の沙羅双樹は、朝咲いて夕方には散ると

いうはかない一日花といわれ、花姿そのままに落ちた純白の花は緑深い苔に映えて美しい景観を呈しています。 

そして、国宝「瓢鮎図」で有名な退藏院の四季折々に美しい池泉式回遊式庭園「余香苑」を訪ねます。 

昼食は寺町通りの「寺町西むら」で、自慢の「お昼の二重弁当」をいただきます。 

月 日  2019 年（令和元年）6 月 24 日（月) 

集 合  京都市営地下鉄東西線「京都市役所前」駅改札口 午前 11：15 

昼 食  寺町通「寺町西むら」 

会 費  4,800 円（昼食・お抹茶付き拝観料・タクシー代他） 

定 員  8 名 

申込み  2019 年（令和元年）6 月 12 日（水) 迄 

        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 

５月１９日（日） 

  14：00～15：30 

楽しく大きな声で免疫ＵＰ‼ 

  指導：小林陽子 

「一緒に歌いましょう」 

 1,000 円 

 （茶菓付） 

  六 甲 

  ７頁参照 

６月 ９日（日） 

13:30～15:00 

皆川 容子 講演会 

「腸活で、いつまでも健やかに」 

無 料 

 

河内長野市 

荘園自治会館 

６月２４日（月） 

 11：15 集合 

日本の心にふれる旅 一日ツアー    

「東林院の沙羅双樹と退藏院の余香苑」   4,800 円 下記参照 
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一緒に歌いましょう 

楽しく大きな声で免疫ＵＰ!! 

２０１９年（令和元年）５月１９日（日） 

１４：００～１５：３０ 

会場  ネイティブヘルス六甲サロン 

       神戸市灘区長峰台２－３－２－５０１ 

       電話 ０７８－８７１－２９８７ 

会費  １，０００円（茶菓付き） 

申込   ℡ ０６－４８０２－６８８０  

指導  小林陽子様 

《プロフィール》 

 長野県松本市出身 東邦音楽短期大学声楽専攻科卒業。林源二郎、鷲崎良三氏に師事。 

大阪でプロデビュー後、峰大介氏に師事、歌曲からシャンソンまで幅広いレパートリーで

活発な演奏活動を続けています。 

 定期的なリサイタルや各地の大小のコンサートホールやホテルでのチャリティーコンサ

ート、労力ネットワークを通じて障害者や高齢者との交流やボランティア活動を続けてい

ます。主に関西を中心に歌を通して、こころのふれあいを広げ（こころの歌）教室、(抒情

歌)（童謡・唱歌）教室などを主宰。 

 日本演奏連盟、関西音楽舞踊会議運営委員、日本音楽家ユニオン会員（ＭＣ理事） 
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体に優しいビターチョコ 

「チョコレートを食べたいけれど、体に悪いし・・・」と我慢している人に朗報です。 

このチョコレートは安心して食べられ、しかも簡単に誰でも作れます。 

 材料   

ココア      大匙山２ 

マヌカハニー   大匙２ 

ココナッツオイル 大匙２ 

 作り方 

材料すべてを混ぜ、よく練ります。 

（ココナッツオイルが固まっている場合は 

湯煎して溶かす） 

トローッとしたら流し箱に入れ、冷蔵庫で固める。 

固まったら流し箱からとりだして、適当に切る。 

 

                 連休（休業）のお知らせ 

                    ４月２９日（月）～５月６日（月） 

                     六甲サロンは日・月・木は営業 

                 ご注文は４月２８日午前中までにお願いします。 

                 それ以降のご注文は、５月７日発送となります。    

 

あとがき 

 新元号が決まりました。５月１日から「令和」となります。 

 考えてみますと、平成は、私の第二の人生そのもののように思われます。 

 昭和は、甲南女子中学に入学し短大卒業後も勤務。昭和６０年退職と、甲南漬けの毎日でした。 

 長年体の不調に不安を覚えながら過ごしていたのが、難病のＳＬＥと診断されたのが平成２年で 

 した。最悪の状態まで進行していて、今夜が峠、とまで言われましたが、まだこの世で必要とさ 

 れたのか、三途の川を渡らずに済みました。その後、大腿骨頭壊死で歩けなくなり車いすの不自 

 由な毎日。「ＳＬＥは一生治らない、手術ができないので一生歩けない」と言われたのが、台湾 

 通いで、ＳＬＥは完治し歩けるようになったのが平成１０年。菜食整腸を続けて今年は２１年目、 

 ＮＰＯを設立して来年は２０周年となります。難病で始まり、健康づくりに明け暮れた平成。 

 「令和」は第三の人生となるのでしょうか。それとも第二の人生の総仕上げの場となるのでし 

 ょうか。女性の平均寿命を考え、母の９８歳を思うと残り１５年余り、いずれにしろ「終わり良

ければすべて良し」、最後には「あア楽しい人生だった」と思えれば最高です。Ｙｍ 
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