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あけまして 

おめでとうございます 

 

 

お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

おかげ様で、本年９月には、NPO創立２０周年（創業２２周

年）を迎えます。 

ここまで続けてこられたのは、すべて皆様から暖かいご支援を

いただいたからと、心から感謝申し上げます。 

全盛期の頃と比べますと、かなり縮小してはおりますが、乞わ

れる間は、ほそぼそながらも続けて参りたいと思っております。 

引き続きご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

素敵な日々をお過ごしになられますよう、お幸せとご健康をお

祈り申し上げます。 

 

令和２年正月       NPO 法人ネイティブヘルス                        

スタッフ一同 
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「やさいっこ」もリニューアル 

「やさいっこ」に使用している大麦若葉が、アレルギー対象食品になっているため、先日、「な

なこっこ」をリニューアルしましたので、この際「やさいっこ」も原材料の見直しをしました。 

いろいろ思考錯誤した上、それほど天候に左右されず、いつでも入手でき、しかもより栄養・

成分ともにすぐれたものを、と考え、小松菜・ほうれん草・明日葉を加えることにしました。 

明日葉は、皆川の著書のタイトルにも使用しています。また、この会報の名称にもなっており

ます。非常に生命力の強い植物で「やさいっこ」を改良するときには是非加えたいと思っていま

したが、ようやく実現しました。 

 

また、従来水に溶けやすくするために顆粒状にしていましたが、顆粒状加工の段階で酵素が減

少していましたので、今回より顆粒状をやめ、粉末状といたしました。 

粉末状は軽くフワフワ浮いて水に溶けにくいですが、最初に少量の水で全体を湿らせてから、

適量の水を加えていただくとよく溶けます。ひと手間かかりますが、ココアを飲むときの要領で

す。 

なお、従来１０ｇの個包装にしていましたが、先ほど述べましたように、顆粒状は粒子が細か

く軽いので、口の小さい１０ｇの袋では外部に飛び散り、包装の際、多くのロスが出ます。この

ロスは、商品価格に反映されますので、ロスを少なくするため、２００ｇパックといたしました。 

１０ｇ個包装でないので、お好みの量を召し上がっていただくことができます。 

 

今まで通りご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

成分表（1００ｇ）   

水分           23．0ｇ カリウム           481．0ｍｇ 

たんぱく質        7．0ｇ マグネシウム         55．0ｍｇ 

炭水化物        63．8ｇ ビタミンA(レチノール当量）  119μｇ 

食物繊維          4．7ｇ βカロテン              1440μｇ  

ナトリウム       4，0ｍｇ 鉄分                2．2ｍｇ 

カルシウム      63．0ｍｇ チアミン(ビタミンB1)     0．05ｍｇ 

エネルギー      311kcal リボフラビン(ビタミンB2)   0．11ｍｇ 

 

 

 

 

※「ななこっこ」につきまして、苦い等のご意見がありますので、現在改良を試みております。

今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。 
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「ローフードレシピ 火を使わない料理」第２集 

出版予告！！ 

「ローフードレシピ 火を使わない

料理」を出版してから随分年月が過ぎ

ました。 

かねがね皆さまから「第２集」を出

してほしいとのご要望がありましたが、

この度ようやく第２集を出版する運び

となりました。 

すでに、５０種類近い料理すべての

撮影は終わりました。今後、材料・作

り方などの執筆・整理し編集、印刷と

いうことになります。 

サラダはもちろん和え物、汁物（スープなど）、お菓子類、各種ドレッシングと豊富な内容とな

っています。 

お菓子の中には、お正月には欠かせない「花びら餅」やドイツのクリスマスケーキとして最近

人気のある「シュトーレン」なども加えました。ローフードとしての「花びら餅」や「シュトー

レン」はどんな風になっているでしょうか？ 

また、今回は、一部加熱のものも加えました。例えば、カボチャ、ゴボウなど硬いものは加熱

して利用しました。 

前回と同じく、濡れても差し支えなく汚れにくいラミネート加工のカード式です。前回はすべ

てケース入りとしましたが、ケースなしとケース入りの２種類とします。 

２月末ごろの出版予定です。調理の一部となればうれしい限りです。 

 

メニューの一部 

 

  豆腐マヨネーズ 

 材料                    

 豆腐（よく水切りをする） 

  オリーブ油 

  レモンしぼり汁 

  塩・胡椒・和辛子 

 

 作り方 

 すべてをミキサーにかける 
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※チカコ健康サロン行事日（3 月 1 日(日)と 4 月 5 日(日)）、梅田サロンを 

臨時休業と致します。 

 

予定は、変更する場合が有ります。申込み期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 

 

  

【日本の心に触れる旅 一日ツアー】 

方除の大社 城南宮《しだれ梅と椿まつり》 
食事は伏見 京野菜バイキング「じねんと食堂」です。 

 

京都市伏見区の城南宮の楽水園には、１月末から３月末にかけて１５０本の枝垂れ梅や

椿が次々と咲きほころびます。 

日 時  2020 年３月１日（日） 

  会 費  ３，０００ 円（入館料・食事・タクシーなど） 

  集 合 １０：００ 京都市営地下鉄烏丸線及び近鉄 竹田駅 改札口 

        「竹田駅」JR 京都駅より地下鉄 7 分 

阪急烏丸駅より地下鉄 10 分  

京阪丹波橋駅より近鉄 3 分 

申込み ２月２１日（金）までに、ＮＰＯ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 

３月 1 日（日） 

 

 

 日本の心にふれる旅 一日ツアー 

 城南宮しだれ梅と椿まつり 

 昼食「じねんと食堂」（京野菜バイキング） 

 

  3,000 円 

 

 

４・５頁参照 

 

 

３月 ７日（土） 

   10：00～ 

「レディース健康フェスティバル」 

皆川容子講演 12：15～13：30 

  無 料 

吹田市民対象 

６頁参照 

 

４月 ５日（日） 

 

 

 播磨の小京都 龍野市 

      お花見＆散策 

昼食大正ロマン館「クラテラスたつの」 

 

  3,500 円       

   

 

７・８頁参照 
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しだれ梅（神苑内・春の山）  

社殿の西に広がる「春の山」では、１５０本のしだれ梅がうすべに色や紅白の花を装い、春の訪れを

告げます。 「探梅（たんばい）」、「観梅（かんばい） 」、「惜梅（せきばい） 」と移り行くし

だれ梅。どの景色に会えるでしょう。  

   

  「咲き始め」から「６分咲き」 

    咲き始めの梅を探しながら 

    春の訪れを感じる 

 

  「見頃」「満開」 

    １５０本のしだれ梅が咲き誇る 

    圧巻の景色を観賞する 

 

  「散り始め」 

    散りゆく様子を惜しみながら 

    桜咲く春を待つ 

椿（神苑内・全域）  

神苑入口から春の山、さらに平安の庭にかけて

３００本の椿が次々に花開きます。１２月から

咲き始める中輪白色の「初嵐（はつあらし）」、

ピンク椀咲き大輪の「曙（あけぼの）」、愛ら

しい真紅の藪椿「城南椿」など、また苔の上に

落ちた”落ち椿”の景色も楽しめます。１２月か

ら３月の末にかけて神苑を彩る様々な椿の中

からお気に入りを探してみてください。 
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【日本の心に触れる旅 一日ツアー】 

播磨の小京都 龍野市《お花見と散策》 
食事は醤油の里 大正ロマン館「クラテラス たつの」です。 

 

日 時  2020 年４月５日（日） 

  会 費  ３，５００ 円（入館料・食事・タクシーなど） 

  集 合  １１：４５ JR 姫新線 本竜野駅 改札口 

      ※参考 JR 三ノ宮駅１０：２３新快速～JR 姫路駅１１：０３ 

        ～乗り換え１１：２１姫新線～本竜野駅１１：４３着  

       （JR 三ノ宮から本竜野 片道 1,340 円各自ご負担下さい） 

申込み ３月２７日（金）までに、ＮＰＯネイティブヘルス（0６－４８０２－６８８０） 

 

    龍野公園 

龍野城西側一帯に広がる、緑豊かな公園。「一目 3 千本」といわれる桜の名所として知ら

れ、園内には 3 本の遊歩道が整備されています。 三木露風（みきろふう）が作詩した童謡

『赤とんぼ』の歌碑（かひ）を起点に、脇坂藩（わきざかはん）の武家屋敷跡・聚遠亭（し

ゅうえんてい）までの「文学の小径（こみち）」は、桜並木が続きます。 

歌碑から白鷺山展望台（しらさぎやまてんぼうだい）へ向かう「童謡の小径」には、メ

ロディーが流れる碑（ひ）が点在しています。また白鷺山の南斜面には「哲学の小径（こ

みち）」も整備され、散策には絶好の場所となっています。 
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    たつの市 醤油の郷 大正ロマン館 

龍野醤油同業組合（現：龍野醤油協同組合）が大正 13 年に建設した旧組合事務所は、大

正ロマンを感じさせる当時の面影を残したモダンな洋館で、龍野の醤油産業の発展の歴史

を示す重要な歴史遺構であり、同敷地内の旧醸造工場（大正 4 年）とともに国の登録有形

文化財に登録されています。 

 昭和 59 年からは「うすくち龍野醤油資料館別館」として活用され、平成 29 年度からは

龍野のランドマークとしても愛されてきた建物を大切に守りながら、多くの方が本市の魅

力を体感できる新たな観光交流拠点としてオープンしました。 

 

『クラテラスたつの』は、大正時代から使われていた醤油蔵を改修して建てられました。

歴史的景観の象徴である”醤油の郷 大正ロマン館”にも隣接し、観光拠点となっています。

『クラテラスたつの』は、たつのの食と学びと遊びの発信拠点。地産地消のカフェ、地場

産業の学びを深めるワークショップ、体験イベントなど、たつのの魅力をぎゅっと詰めこ

んだ場所です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あとがき 

黒田クロ先生から毎年ユニークなお年賀のメールを頂戴します。 

今年のは「明けたら何故めでたいのか？ 新しい芽を出すチャンス。チャレンジするチャ

ンス。チャレンジしている人は、ボケているヒマがない。今年はどんな出愛があるか楽し

みです。」そして私の返信「今年、年女の私、素敵なことにチャレンジしましょう！ よろ

しくお願い致します。」そして、その返事「大喜に。ネズミ年思い立ったら吉日。チューち

ょせず、即断、即決、即行を続行する心が前を心がけよう。又のお愛を楽しみに」。 

年末に、素敵な一年だった！と思えるように、チューちょせずにチャレンジします。毎

年、そうした日々を重ねれば、素敵な人生を送れるのではないでしょうか。 

「個人の健康は社会の健康」をモットーに、もうしばらくは、頑張ります。今年もよろ

しくお願いします。ｙｍ 
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