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完全グルテンフリーの酵素食 

「ななこっこ」がリニューアルしました 
 

ローフードのご飯として、長年ご愛顧頂い

ている「ななこっこ」が、完全グルテンフリ

ーの酵素食として生まれ変わりました。 

 

きっかけは、もちあわ・もちきびが昨年来

の天候異変により生産が激減し、入手困難に

なったことです。 

もちあわ・もちきびに代わる食材を検討し

ている段階で、この際、長年懸案事項であっ

た完全グルテンフリーの食品をご提供でき

れば、と考えるようになりました。 

 

従来のななこっこには、大麦・ハト麦を使

用していましたので、小麦アレルギーの方に

は召し上げっていただくことが出来ません

でした。アレルギーでない方でも、グルテン

は粘りが強く、はがれにくいので、腸粘膜に

こびりつきやすく、腸内環境を悪くする恐れ

があります。それを避けるためには完全グル

テンフリーにしなければなりません。 

長年ご愛顧いただいている製品を変更す

るには勇気がいりますが、この度、思い切っ

て原材料の見直しをして、より良い食品にし

て皆さまのご理解を得たいと考えました。 

 

原材料は、玄米・大豆・トウモロコシ・キ

ヌア・黒ゴマ・白ごま・小豆の 7種類です。 

今まで通り、あくまでも国産にこだわり、

遺伝子組み換えのものは使用していません。 

 

また、完全無添加です。 

味は。従来のものとさほど変わりなく、栄

養・成分については、より効果的なものがで

き、しかもカロリーダウンで、皆さまに喜ん

で頂けるものになったと、自負しております。 

キヌア・トウモロコシ・小豆を加えること

によって、炭水化物が少し減少し、たんぱく

質は必須アミノ酸をすべて含む良質なもの

です。 

脂質も酸化しにくいオレイン酸と必須脂

肪酸のリノレン酸リノール酸です。 

また、各種のビタミンを含有し、ミネラル

もカルシウム・ナトリウム・マグネシウムな

どの主要なものは勿論、微量ミネラルも従来

のものより多数含みます。 

 

当社の「やさいっこ」とともに食すると、

これだけで、十分一食分の食事になります。

忙しい時の食事には、便利なものでしょう。 

又、賞味期間も長く、加熱せずに、そのま

ますぐ食べられますので、災害時の備蓄食品

としても最適です。 

２０１９年９ 月 
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キヌア ≪アンデス地方原産の穀物≫ 

良質なたんぱく質が豊富で、全ての必須アミノ酸が

バランスよく含まれます。 

コラーゲンの生成に欠かせないアミノ酸も含まれ、 

脂質は、オレイン酸や必須脂肪酸のリノレン酸です。 

各種ミネラル（Ca・Mg・Na や微量ミネラル）も豊

富です。ビタミンはB・D・Eが多く、特に、カルシ

ウムを吸収するときに必要とするD を含有するため、

骨の形成に役立ち、骨粗しょう症の予防にも期待で

きます。また、B には、肌や毛根に栄養を与えるパ

ントテン酸が含まれます。食物繊維も多いです。 

フェイトエストロゲンという女性ホルモンに似た働きをする成分を含むため、更年期障害の予防

に役立ちます。 

以上のように、肌荒れ、髪の健康、血糖値を安定させ、骨にも作用し、便通を良くするなど、美

容・健康上、近年、世界的にスーパーフードとして注目されている穀物です。 

 

トウモロコシ 

とうもろこしは、米、小麦と並び「世界三大

穀物」と呼ばれ、その主成分は糖質です。ま

た、不足しがちな食物繊維が豊富で、腸内環

境を良好に整えてくれるので便秘の予防効果

も期待できます。その他、たんぱく質、ビタ

ミン B1、B2、E が多く、亜鉛や鉄などの微量

ミネラルも多種類含みます。脂質は必須脂肪酸のリノール酸・リノレン酸です。 

 

小豆 

小豆には良質のたんぱく質や豊富なビタミン

類、カリウム、リン、鉄、食物繊維などが幅広く

含まれています。それぞれいろいろな働きがある

ので、古代には薬として利用され、赤いダイヤと

呼ばれるほどでした。また、小豆の外皮にある独

特の成分「サポニン」は咳を鎮めたり、痰をとっ

たりする作用があるといわれています。血栓を溶かす働きも期待できるため、昔の人は出産の時

に出来た血栓が体内を巡って心臓や脳に詰まらないように、小豆がゆを食べたといわれています。

小豆の栄養分で、最近特に注目されているのが食物繊維。小豆に多く含まれるビタミンB1は糖質、

ビタミン B2は脂質の代謝に効果的だといわれています。 

 ※マンガン：様々な酵素の構成成分になったり、

酵素を活性化する栄養素。骨の形成に関与する他、

糖質および脂質の代謝に働く酵素や、抗酸化作用

のある酵素など多くの種類の酵素の構成成分と

して、成長や生殖に関係している。  

 ※モリブデン：肝臓や腎臓に多く存在し、体内

での代謝や有害物質を分解する酵素の成分で、微

量でも必要なミネラル。 

成分表（１００ｇ）         

たんぱく質     １6．5 ｇ カリウム          664．67ｍｇ 

脂質         11．22ｇ マグネシウム       108．20ｍｇ 

炭水化物       59．07ｇ チアミン（ビタミンＢ１）    0．38ｍｇ 

食物繊維        6．63ｇ リボフラビン（ビタミンＢ２）  0．11ｍｇ 

ナトリウム      1．04ｍｇ 鉄分               3．53ｍｇ 

カルシウム     90．18ｍｇ ※ マンガン         1．29ｍｇ 

エネルギー     387kcal ※ モリブデン         102μｇ 
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     研修を受けた動機 

そして、ナシームでの講演会     
今岡恵子 腸活サロン NASSIM ～ナシーム～ 

 

10 年来のお友達でリンパマッサージをし

ておられて現在、腸活サロン NASSIM ～ナシ

ーム～ のオーナーをされている成川さんか

らのご縁で、皆川先生とお会いする事ができ

ました。 

皆川先生のお話を聞くまでは、“腸をも

む？”“腸をもむって、どうやって？”“腸を

もむだけで元気になる？”どういう事だろ

う．．． 

頭の中で？？？がいっぱいでした。 

先生が膠原病や大腿骨頭壊死など大病を

患っておられたのが、ローフードと腸もみで

治らないと言われていた膠原病を克服され

骨頭壊死で歩けなかったのが、手術なしで歩

くことが出来たお話にどんどん引き込まれ

ました。 

今の皆川先生のお姿を拝見しても、大きな

病気をされていた事などウソのようです。 

そして、腸もみを体験しローフードを頂き

ました。 

始めて食べるローフードの美味しさに興

味津々！ 施術も、初めは圧迫感があったも

のの、なんと気持ちのいい事でしょう！！ 

そして何より、ベリータッチとローフード

で皆様が良くなっていくお話を聞き、私も

“腸もみがしたい！ネイティブヘルスのベ

リータッチを、たくさんの方に知ってもらい

たい!!“と思いました。 

そこで、成川さんと一緒に、研修を受ける

ことにしました。皆川先生の講義を受け、調

理実習、ベリータッチの実習など、仕事をし

ながらでしたので時間はかかりましたが、修

了書を頂く事ができました。  

研修修

了後、成

川さんが

腸活サロ

ン ナシ

ームをオ

ープンな

さると同

時に、私も菜食整腸指導者として、ナシーム

で仕事をすることになりました。 

この度、ナシ－ムに来られるお客様のご紹

介で、兵庫県高砂市の商工会議所が開催して

いる「あきんどゼミナール」に 3回参加する

事になり、3 回とも皆川先生が、講義に来て

下さることになりました。 

みなさん、先生のお話を真剣に聞き、ベリ

ータッチの体験も受け、施術後の腸のやわら

かさに驚かれておられました。 

“腸の大切さがわかった！”“とてもいい

お話が聞けました。”“もっとお話が聞きたい

です。”“勉強になっております。”“皆川先生

のお肌すごくキレイ！” 

など、アンケートには大満足の評価を頂き

ました。 

私にとっても皆川先生のお話は、いつも楽

しく、勉強になります。 

次回は9月26日（木）13：00にナシーム

にて開催します。 

 

これからも、ネイティブヘルスで学んだ事、

ベリータッチとローフードをたくさんの方

にお伝えしていきたいと思います。 

そして、たくさんの方々との出会いを大切

にし、皆川先生の様になり

たいと思っていますので、

ご指導のほどよろしくお願

いします。 

 

お近くにお越しの際はお

気軽にお立ち寄りください。                                                          
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 体験談 

便秘で長年飲み続けた水マグをやめる 

Ｍ.Ｆ（女性 48歳） 
私が初めてベリータッチのことを知った

のは、10 年以上前のことでした。 

知り合いの方が、その良さを熱心に話して

くださったのですが、 

当時の私は、すでにスイマグ（水酸化マグネ

シウム）を常飲し、便が出ていることに満足

していたので、そういうものがあるのか、と

思う程度でした。 

  

数か月前から、もともと下腹が出ている体

形ではあったのですが、そこが固くなり、自

分の腹筋では引っ込めることができなくな

り、それが不快感となって、これは今までと

は違うな、と危機感を覚えました。 

２、３か月そんな状態が続き、どうにかし

ようと思い、以前聞いていたベリータッチの

話を思い出して、ネットで検索して、すぐに

1 日セミナーに申し込みさせていただきまし

た。 

  

皆川先生に、私の腸の状態は、スイマグで

便はでているが、腸自身の力で出しているの

ではないので、完全に排出されずに腸壁にこ

びりついた便が腸を固くしていると指摘し

ていただき、納得しました。 

便が出ていたのは、スイマグの働きで私の

腸の働きではなかったのです。 

思えば、それまでも、人に、スイマグを毎

日飲んでいるというと驚かれたり、習慣性に

なっていると言われたこともありましたが、

毎日出ているという安心感で、あまり気にも

留めませんでした。ずっと水マグを飲み続け

ればいいのでは、くらいに考えていましたが、

腸の働きが悪くて完全に排便されていない

ということを聞いて、怖くもなりました。そ

こで、6 月 10 日から施術を続けることにしま

した。 

  

食事は普段から、野菜中心に考えている気

持ちではあったのですが、お肉やお魚も食べ

ていました。 

ネイティブヘルスで出していただいたお

料理を食べて、野菜のみでこれだけメニュー

展開できるんだと驚きました。生野菜といえ

ばサラダとしか考えられなかった自分の考

えの浅さに気づかされました。 

野菜は、特に生かどうか意識していなかっ

たのですが、酵素を摂るためには、生である

ことが大事なんだと教えていただきました。 

  

今は、朝「ななこっこ」と「やさいっこ」

を食べて、寝る前に自分でベリータッチをし

ています。ネイティブヘルスには週一回通っ

ています。 

一番変わったのが、食事で、今までパスタ

やラーメンの粉物1品で済ませてしまってい

たところを、サラダをつけて生野菜を取り入

れるようになったことです。冷蔵庫にはキャ

ベツの千切りを常備し、食事に出来るだけ生

野菜をつけるようにしています。 

 

ネイティブヘルスに通うようになってか

らは水マグをやめましたが、便は出るように

なりました。それでも、1 日バタバタとして

便を出すことに専念できなかったりして、毎

日出すことはまだ出来ていませんが、自分の

腸を動かして出す努力はしなければならな

いと思っています。 

 

 

長年かかって汚れた腸壁は、一朝

一夕にはきれいになりません。そこ

で、毎日施術をすれば良いのですが、 

  彼女の場合、週一回ですので、毎 

日完全排便にはもう少し時間がかか 

ると思います。 

この 20 年間、ずいぶん大勢の便秘 

の方が来られましたが、早いか・遅

いかの違いはあっても、皆さま、必

ず毎日快便になって喜んでおられま

すので、あきらめずに頑張って下さ

い。 

             皆川記 
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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 

  

  

Rawfood Cooking 

火を使わない料理教室 
         クリスマスや様々なパーティーにふさわしいメニューをご用意しました。 

      梅田 NH と六甲サロンで開催します。ふるってご参加ください。 

           梅田：１１月３０日（土） １０：３０～１３：００  （定員 6 名） 

            六甲：12 月 1 日（日） １０：３０～１３：００  （  同上  ） 

                    2 日（月） １０：３０～１３：００  （  同上  ） 

            会 費  各日 2,000 円 

会 場  梅田：大阪市北区芝田 1-12-7 大栄ビル新館４Ｆ 

六甲：神戸市灘区長峰台２-３-２-５０１ 

               ＪＲ六甲道改札口に 10：00 集合 

               阪急六甲改札口に 10：15 集合 

        申し込み ネイティブヘルス 電話 06-4802-6880 

           ※ 施術ミニ体験（1,000 円）もできます。 

                                 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 

９月２６日（木） 

13：00～16：00 

 

 

皆川容子講演 

「腸内細菌を良くするために～肥満・ 

ウツ・糖尿・ガンまで影響する腸内細菌」 

（施術ミニ体験あり） 

  無料 

 

 

高砂市 

ナシーム 

     

１０月２４日（木） 

 10：00～ 

 

堀江オルゴール博物館＆ 

 滴翠美術館と谷崎潤一郎記念館 

   昼食は、和食「蘆月」 

  4,800 円 

 

 6 頁参照 

 

１１月１０日（日） 

 ～１１日（月） 

 

 ネイティブヘルス懇親会 

  淡路島 一泊二日 

 

         

   

 ７頁参照 

 

１１月３０日(土) 

10：30～13：00 

 

  Rawfood Cooking 梅田 

火を使わない料理教室 

（クリスマスヴァージョン） 

  

  2,000 円 

 

エプロン持参 

 下記参照 

１２月 １日（日） 

   ２日（月） 

10：30～13：00 

    

同  上    六甲サロン 

          

  2,000 円 

   

エプロン持参 

 下記参照 
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【日本の心に触れる旅 一日ツアー】 

堀江オルゴール博物館 ＆ 

滴翠美術館と谷崎潤一郎記念館 
  

 堀江オルゴール博物館 
所蔵数は、世界第二と言われ、もちろん日本一で,その数の多いのには圧倒されます。

それでも展示されているのは一部だというのには驚きます。非常に珍しいオルゴールも展

示されています。演奏もして頂きますが、その音響の為、床下には能舞台のように大甕 4

器も埋められています。心癒してくれる優しい音色をお楽しみください。 

   

滴翠美術館 
山口銀行（現、三菱ＵＦＪ銀行）の創業者山口吉兵衛氏の蒐集品を展示するために建て

られました。今期は、「小堀遠州と不昧公」がテーマです。 

   

谷崎潤一郎記念館 
谷崎潤一郎は、関東大震災の後関西に転居し、阪神間のあちこちに邸宅跡があります。  

 その内の一つで、記念館として谷崎関連のものを収集して展示しています。 

  

食事は芦屋 和食「蘆月」です。 

 

  日 時  2019 年 10 月 24 日（木） 

  会 費  4,800 円（入館料・食事・タクシーなど） 

  集 合  10：00 ＪＲ芦屋改札口 又は 阪急夙川改札口 

申込み 10 月１８日（金）までに、ＮＰＯネイティブヘルス（0６－４８０２－６８８０） 

参加お申し込みの方に詳細をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    堀江オルゴール博物館          谷崎潤一郎記念館  
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ネイティブヘルス懇親会 1 泊 2 日 
 

毎年忘年会として、12 月に 1 泊 2 日の懇親会を実施してきましたが、 

本年は、諸々の都合で懇親会を 11 月に開催致します。 

会場は、昨年ご好評をいただいた淡路島です。 

1 年 1 回の楽しい会。温泉につかって、ゆっくり 

日ごろの疲れを癒していただければと思います。 

ご家族もお誘いくださってお出かけください。 

日 時 2019 年 11 月 10 日（日） 

         ～11 日（月） 

会 場 グランリゾート エレガンテ淡路島（温泉） 

     兵庫県淡路市大磯 9-3 

      電話 ０７９－９７４－０２００ 

      チェックイン 15：00  チェックアウト 11；00 

会 費 14,500 円+消費税 1 泊 2 食・2 名 1 室 

      宿泊せず、懇親会のみ参加は、9,000 円+消費税 

※各自、ご自由にホテルへお越しください。 

懇親会（会食）同ホテル内 18：00～ 

申し込み ネイティブヘルス TEL 06-4802-6880 FAX 06-4802-6881 

      ホテル予約の都合上、なるべく早くお申し込み下さい。 

【高速バス時間（参考）】 

  三宮発 東浦バスターミナル行き 

便名：大磯 29 号 三宮発 14：30 ～ 大磯着 15：20 

     大磯 33 号 三宮発 15：30 ～ 大磯着 16：20 

     大磯 35 号 三宮発 15：55 ～ 大磯着 16：48 

    

     

                   

 

 

             

 

 

    三宮バスターミナル乗り場       ザ グランリゾート エレガンテ淡路島 
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Rawfood Resipe  

火を使わないでお菓子作り 

シュトーレン 

ドイツのクリスマスケーキ「シュトーレン」をななこっこで作ります。 

材 料 ななこっこ 

    ココナッツオイル 

    蜂蜜 

    各種ドライフルーツ（細かく刻む） 

    各種ナッツ類（細かく刻む）     

    ココナッツミルクパウダー 

作り方 ココナッツミルクパウダー以外の材料を

全て混ぜ、よく練ります。 

ココナッツオイルが固まっているときは湯煎にします。 

その生地を小判型にまとめ、ココナッツミルクパウダーを振りかけ、ラップに包

んで、冷蔵庫で冷やして固めます。 

  

お知らせ  ◎ 年末年始休暇 12 月 28 日（土）～1 月 4 日（土） 
 

 

あとがき 

  敬老の日のマスコミは、当然ながら、こぞって高齢者をテーマに取り上げていました。 

  何歳から高齢と呼ぶか、常に議論されますが、昔は 60 歳から高齢者とされていました。その

後、65 歳からとなり、一昨年、日本老年学会（こんな学会があるのですね）が、「75 歳以上を高

齢と呼ぶ」と提言したといいます。 

  75 歳になると、当人の意思にかかわりなく強制的に、後期高齢者保険に加入させられます。「後

期高齢者医療保険者証」を受け取ってガクッと来たのは、私ばかりではないでしょう。あれはい

けませんね。自分では年寄りと思っていないのに・・・(笑)。 

  一方、高齢者の就業率は 15年連続で増加し、平成 30年の労働力調査では、65歳～69歳が 46.6%、

70 歳～74 歳が 30.2%、75 歳以上は 9.8%とぐっと少なくなり、80 歳以上は記録されておりません。

それ程までに 80 歳越えて仕事をする人は少ないのでしょう。 

  頭も身体も働く間は、何らかの形で社会と関わりを持っていたいものです。それが若さを保つ

秘訣かもしれません。 

講演会などでは、よく「80 歳越えているとは思えない」「自分もそのようなトシのとりかたを

したい」とか言われます。過日も講演終了後、近くに来られた方から「ネイルが素敵ですね」と

言われました。気持ちはいつも 40 歳！！ 11 月には 83 歳になりますが、いつまでもこの気持ち

でいたいと思っています。いつの日か give up するときか来るでしょうが、それまでは今しばら

く頑張るつもりです。ｙｍ 
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