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大阪市立大学教授 羽間鋭雄氏講演会 

健幸づくりの道しるべ 

ー 長命から長寿へ ー 

 

 

 

 

 

 

＜講演要旨＞ 

今、エヌエイチアカデミーで食事を頂戴

したのですが、すごいご馳走です。私の昼

食見せましょうか（と言いながらカバンか

ら取り出す）。玄米１００ｇをミルでひい

て、ゴマ３匙と塩少々、この塩加減が非常

に難しい。そこに味付けのりを２～３枚、

実に美味しいです。それに大根と人参のブ

ツ切りです。いつも持ち歩いています。ス

キーに行ってもリフトに乗りながら食べま

す。私は昼と夜の二食ですが、食事はいつ

もこれに数種類の菜っ葉です。 

皆川さんの話は良く判るんです。体験し

た者にしか出てこない言葉ですね。生食で

何でもないことが良くなるんです。 

実はこの何でもないことが大切なんです。

何となくしんどい、だるい、眠い、体が重

い、肩がこる、いっぱいあるでしょう。こ

れらは検査をしても出てこない。病名がつ

かないんですね。検査して出て来た数値で

異常か異常でないか、そして病名が判ると

「やっぱり私は病気なんだ」と納得し、医

者に見てもらえるから安心するんです。病

名がつかないと安心出来ないんですね。 

かって私は長距離ランナーで、高橋尚子

さんのコーチの小出さんとは一緒に走った

こともあり、箱根駅伝は一年から走ってい

ました。肉体はボディビルで鍛えて筋肉質

で、１００ｋｇのバーベルも上がるし、健

康について何の疑問も持ちませんでした。

しかし、何かしんどい、座ると眠たいので

す。 

私の学位は栄養学の研究ですから普通の

人より栄養については精通していますので
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理想的な食生活をしていたのです。ところ

が今のこの食事を始めると今の方が元気な

んですね。甲田先生との出会いがあって、

この食事を始めたんです。玄米・大根・人

参に数種類の菜っ葉という食事を一日二回。

1986～87年のまる一年間実験として食べま

した。実験ですから、徹底してこの食事だ

けの生活をしました。そして健康と体力の

調査をしたんです。驚くべき成果が出たん

ですよ。腕立てを百回やっても筋肉痛にな

らない。その他の多くのデータも研究者達

が学会に出しても誰も信じないのではない

かと思われる様な数値が出たんです。私に

とっては、その一年は素晴らしいものでし

た。食を律するということは一番難しいも

のです。何でもいつでも食べられる時代に

それを我慢してやりとげるということは何

とも言えない充実感があります。どんな誘

惑にも負けず、よく我慢できたと思うと嬉

しいですね。それをやり遂げた今、私は自

分がやろうと思って出来ない事はないとい

う自信があります。 

甲田療法ではいろんな難病が治っている

のに世間は認めない、学会も認めない、何

故なら、現代栄養学では成り立たないこと

なんです。今の私の食生活は１０００カロ

リー前後です。１日中飛び廻って、１日中

スキーをしたり、ゴルフも皆さんは車に乗

りますが私は歩いたり、走ったりします。

そしてこれを食べるんです。 

千日回峰のお坊さんに聞いても「沢山食

べたら、あんな行は出来ません」とおっし

やっていますね。これは事実です。事実が

真理です。科学で説明出来ないことは非科

学と言いますがあべこべです。科学は人間

の作ったものです。そこに事実があれば科

学で説明出来ないということは科学が遅れ

ているということです。 

動物性食品を摂らないというと、蛋白質

はどうなるのと、みんなは心配します。蛋

白質は肉・魚と決めつけているからそう考

えるだけで、蛋白質は植物性のものにも充

分入っています。 

栄養学に精通した私がやっていたことと

対極の様な体験をすることによって、よく

判りました。命の大元は食べ物だというこ

とが。 

それから心です。実は私は針灸の勉強を

したんです。健康を語るのに心を語らずし

て何が健康だ。肉体は機械だから部品交換

するのは当たり前という考えから、悪いと

ころだけ交換しても全て解決にはならない。

臓器移植で片付けようと言うことはおかし

い。そうではなくて、私たちの健康を支配

している大きなエネルギーの一つというの

は心ではないか、心を抜きにして健康や生

命は語れない。だから中国医学としての針

灸を３年間学びました。 

全ての病は生活習慣から生れます。感染

症はかって多くの人の命を奪いました。感

染症の原因は病原菌だという常識がありま

す。もし、それなら全ての人がいつも何ら

かの病気になっていなければならない。何

らかの病原菌は私達の体の中に必ず入って

くるのですから。しかし病気になる人とな

らない人がいる。本当の原因は病原菌では

なく自分の力にあるのです。その力を養う

のが生活習慣なんです。 

勿論、生活習慣が悪いと生活習慣病にな

りますが、生活習慣をよくして、生命力を

活性化することが、生活習慣病だけではな

く全ての病から生命を守る唯一の方法なん

だと言うことが私の提案したいことです。 

その生命力を支配する大元が食べ物なん

です。 

健康状態を判断するのに健康診断という

のがあります。しかし、何でもないこと、

だるい・しんどい・頭が重い・元気がない・
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意欲がわかない・肩がこる・寝つきが悪い・

寝起きが悪い、そういう何でもないことが

問題なのに健康診断の値を重要視して健

康・不健康等と言っている。世の中の数値

は人との比較で出来ています。標準値とい

うのは、両端を切り取って大多数がそこに

当てはまるという幅です。でも貴方にとっ

て一番のところは貴方だけのものなんです。

グラフの点です。人と比較してどうするん

ですか。 

身長と体重もそうです。頭の大きさも、

筋肉の量も骨の太さも違うから、貴方の身

長には貴方の体重があるのです。それを標

準体重と比べて多い少ないで振り廻される

のはおかしいですよ。標準体重なのにしん

どいのは、貴方にとって標準ではないので

す。 

身体からエネルギーが沸いてくる、意欲

がこみ上げてくる、同時に嬉しさや感謝が

沸いてくる、それが本当の健康なんです。

いくら数値が人並であっても、そうでなけ

れば健康とは言えません。 

何時に寝て、何時に起きて、一日何回食

事をどれ位食べて、体重がどれ位で、どれ

位運動すれば快適なのか、そういう当たり

前の日常生活の一つ一つ、自分の身体の調

子を確認していくと、身体は正直に教えて

くれます。 

又、素質ということも無視出来ません。 

好き放題して元気な人もいれば、一方で

健康には充分に気をつけているのに早死に

する人もいます。「どうせ死ぬんだから好

きなことをせな損や」と思うんでしょうけ

れど、それは間違いです。類まれな素質を

頂いている人が健康な生活をすれば百歳ま

でゴルフが出来ます。でもそれは非常に稀

で、そうでない人が乱暴な生活をすると絶

対人並みには生きられません。自分の素質

を見極めることが大事です。今の医学は簡

単には死なせてくれませんからね。最後は

惨めです。 

良い生活をすれば正直に良い答がでます。

乱暴な生活・悪い生活をすると悪い答えが

出ます。それは日々の積み重ねですね。明

日からではなく今からです。生菜食はとて

も素晴らしいと思いますが全て生菜食にす

るのは、普通の人にとっては現実的ではあ

りませんから、上手に生活の中に取り入れ

ていきます。穀類と葉菜と根菜と発酵食品

が中心の日本食は世界が認める素晴らしい

食べ物です。その土地のもの、季節の旬の

もので生きていくのが良いのです。肉も魚

も入れて３０品目を摂れというのは自然界

ではあり得ない。私達の身体は肉を食べる

のに適していません。人間の腸は長いから

肉は腸内で腐ります。人間の歯は穀類を噛

み砕く様に出来ています。先祖は木の葉、

木の芽、草を食べていました。それが肉・

魚を食べる様になって体がそれに適応して

いったに過ぎない。元の力を活かしている

のではないということが生菜食を始めた私

の実感です。 

栄養を満たすことが正しければ、点滴で

スーパーマンにならないとおかしい。生き

ることは出来るが元気になることにはなら

ないというのはおかしいことです。 

今の栄養学が成り立っているということ

がおかしいことなんです。 

食べ物で腸を良くすることが出来ます。

悪い食べ物を食べるとつまります。宿便に

ついては何も食べないのにバケツいっぱい

も出たとか、どんな腸を調べてもそんなも

のは何処にもないとか、いろいろ論議があ

りますが、いずれにしろ、腸を掃除すると

いうことは生きて行く上で一番大事である

と思います。 

運動については結論から言うと、ひたす

ら歩くことです。ブラブラ歩きでもよろし
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い。最低１万歩です。余程、求めて求めて

歩くことを心がけないと１万歩にはなりま

せん。歩くだけでいろいろなことが解決さ

れていくと多くのデータが物語っています。 

最近、ＷＨＯは血圧に対して非常に神経

質になって来ました。降圧剤というのは非

常に怖いものです。これは治療薬ではなく、

ただ血圧を下げているだけで副作用があり

治しているのか壊しているのか判らない。

血圧は下がるけれど他がどんどん悪くなっ

ていきます。血圧は自分で下げるのが一番

正しくて、自分を救う道になります。運動

すると高い人は低くなり、低い人は高くな

るというデータもあります。 

食べ物と運動は我々人間にとって必須条

件です。それを正しくしないと健康にはな

れない。心の問題もありますけど・・・・ 

健康のためには過度の運動で筋肉を鍛え

ることしない方がよい。大きな筋肉は邪魔

にこそなれ健康には何の役にも立ちません。

筋肉には心があります。今ここで言う筋肉

とは、鍛えて大きくした筋肉ではありませ

ん。肩が凝る人は心が凝っているのです。

筋肉の緊張ということで心の緊張をメッセ

ージしているんです。 

生命活動の全ては無意

識下にあります。呼吸は

意識していません。意識

下におかないと生きてい

けないというなら眠るこ

とができません。ちゃん

と生きているのは無意識

下によって支配されてい

るからです。それを支配

しているのが自律神経で

す。 

健康に大切なことは、

肩の力を抜いて、胸を起

こして、良い姿勢をとって、深い呼吸をす

ることです。そして微笑むことです。いつ

も、もう一人の自分で自分を観察すること

です。どんな表情をしているか、肩に力が

入っていないか、呼吸は浅くないか、姿勢

は大丈夫か。 

姿勢を正せ、というのは意識態度を正せ、

という意味です。姿勢を正すと中身がシャ

ンとします。（略） 

最後に私はいつも「健幸」という字を使

います。康ではなく幸です。健やかに幸せ

でなければなりません。 

 

 

 

２時間という時間がアッと言う間でし

た。最後の(略)としたところは各種のデー

ターを示しながらかけ足での説明で、先生

はまだまだ話すことがあるとおっしゃっ

ていました。私たちも、もっともっとお聞

きしたいということで満場大拍手の元、ア

ンコールをお願いいたしました。 

１１月９日です。（詳細は本紙８頁） 

乞うご期待！！ 
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ＮＨＰ研修を終えて 

ネイティブヘルスプログラム（ＮＨＰ） 

専門家養成講座（１００時間研修） 

     宮崎県 松田 潤  

                                                     

人体の構造、仕組み、働き等について、

経験や勉強などで深く追求すればするほど

壁にぶつかり、悩んでしまいます。 

私は整体（カイロプラクティック）をす

るにあたって、いかに効率よく骨を矯正で

きるかを考えました。しかし矯正しても、

時間がたつとすぐに元に戻ってしまいまし

た。何故かと考えた末に骨を引っ張ってい

るのは筋肉だから、その筋肉を調整しなく

てはいけないと思いました。結果、これま

での３～５倍くらいの効果がありました。

「この方法でやっていける」と思っていた

のですが、効果が上がりにくい人も現れま

した。その人達の顔色を見ると決して良い

とは言えず、何処か内臓が弱っているせい

で痛みがでているなと思いました。私は医

者ではないので、内からは無理だと悩みま

したが、もし身体の内と外の両面から良く

していけば、もっともっと効果を上げる事

が出来るのではないだろうか、それを何ら

かの方法でやれないかとプラスの方向で考

えました。そんな時、知人にエヌエイチア

カデミーの話を聞き、これだと思いすぐに

勉強する決心をしました。 

腸で吸収された栄養分が体中の細胞に運

ばれ働く。その腸に刺激を与え、活発に動

くように促し、便やガスを出させる。なお

かつ生野菜、生穀物、生水という人間の食

の原点になる物を食べる。人間を形成して

いく中で最も重要な臓器の一つである腸を

効率良く働かせ、身体に良く、栄養のバラ

ンスのとれた物を食べる。これほど利にか

なった健康法はないと思いました。 

食生活を含めた生活習慣が乱れ過ぎて人

間の身体がついていけない現在、自分の身

体を元に戻そうと考えるのなら原点に返る。

まさしくネイティブヘルスだと思います。

当たり前のことが当たり前でなくなった時

代に当たり前のことを当たり前に言われて

いるだけなのかもしれないけれど、私にと

っては画期的な出会いが出来た事をとても

感謝しています。 

これからはエヌエイチアカデミーで教わ

った事を広めていき、今までやってきた整

体とうまく組み合わせていきたいと思いま

す。原点に戻す「ネイティブヘルス」、整体

で骨格や筋肉のバランスを整える「トータ

ルバランス」で多くの人の身体を改善でき

るように日々努力していきます。 

2002/9/13 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

松田潤さんは来春の開店をめざして、

様々な勉強を続けて来られました。その間、

腸と食が重要なポイントであることに気付

きエヌエイチアカデミーの研修を申し込ま

れました。宮崎県から３週間泊りがけの研

修によく頑張られたと感服いたします。 

 熱意と努力で試験にも合格され、帰省後

はＮＨＰ取扱店として郷里で活躍されます。

まだまだ勉強は続きますが、皆様の応援を

よろしくお願い致します（皆川） 

 

 

専門家養成講座 

については下記へお問合せ下さい。 

資料をお送り致します。 

ＴＥＬ：06-4806-4889 

エヌエイチアカデミー 
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あなたは何色？ 

オーラ写真を撮りませんか 

 

オーラって何でしょう。目には見えない

ので「何なの？」ということになりますが、

貴方のもっている気が外に溢れ出たもので

す。自分の回りにその様なものが存在する

とは感じられないのですが、その人の情報

が刻まれていると言います。その情報をオ

ーラの色で読み取ります。 

目には見えないオーラの色をオーラビジ

ョンカメラでカラー写真を撮って見ること

が出来ます。 

貴方のオーラは何色でしょうか？ 

オーラの色はその時々で変化しますが、

大きな出来事などで大きく変わることもあ

ります。しかし、基本的には不変の色があ

り、それをその人のライフカラーと言いま

す。 

自分のライフカラーを知っておくことは

人生において何かの参考になるのではない

でしょうか。 

ペアー（夫婦・親子など）で撮ると興味

深く意味合いの深いものがあると思います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーラ写真撮影会 

＆ 

整腸体験同時開催 

 

日時：平成１４年１０月１２日（土） 

   １０：３０～１８：００ 

  午後２時から松田先生の講話 

   「オーラについて」 

  食事も用意しています。 

   （１２：００～１８：００） 

 

ところ：エヌエイチアカデミー 

 

会費 ：オーラ写真  ２,８００円 

             （会員 ２,３００円） 

    整腸体験   ３,０００円 

    食    事    １,０００円 

       （会員    8００円） 

 

申込み １０月１０日までに 

    別紙申込み書を郵送又は 

    ＦＡＸにて 

 

郵送先 〒５３２－００１２ 

    大阪市淀川区木川東 4-16-20 

    ＦＡＸ 06-4806-4870 

 

問合せ ＴＥＬ 06-4806-4889 

    エヌエイチアカデミー 

これは私の写真です。実際は赤とゴールドオレンジ

なのですがカラーでお見せ出来なくて残念です。

（私とは誰でしょう？） 
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これまでの活動状況 Ｎｏ．２（2001年 8月以降） 

2001年 8月 12 日  ２１世紀の健康管理（西原克成氏 賛助出演） 東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ 

    29 日   一周年記念講演会  （甲田光雄氏 賛助出演） 阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎﾃﾙ 

9 月 30 日  難病克服と出版並びにＮＰＯ設立一周年を祝う会 ｻﾞ･ﾘｯﾂｶｰﾙﾄﾝﾎﾃﾙ 

10 月 31 日   会報『明目葉』第 9 号発行 

11 月 26 日   温泉療養と健康セミナー  主催：赤穂観光協会  赤穂商工会議所大ﾎｰﾙ 

  ～30日  温泉と健康セミナー （４泊５日）  赤穂―銀波荘 

         29 日  １日体験教室     赤穂銀波荘 

12 月  2 日   バスツアー 信楽焼きとＭＩＨＯ美術館 

       9 日  自然健康教室     ﾎﾃﾙ姫路ﾌﾟﾗｻﾞ 

    姫路出張指導開始（月４回不定期 2002年 5 月迄） 

      14 日   研修プログラム説明会    阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎﾃﾙ 

    22 日  あすなろ講演会皆川出演 

2002年 1 月  5 日  出張ヘルシーケーキクッキング   尼崎 花みずき 

    26 日   寝たきりにならないための新健康法  ラポール枚方 

2 月  2 日   日常の健康づくりにて講演（皆川）主催：㈱赤ちゃんの店川西ｱｽﾃﾎｰﾙ 

 9 日  出張ヘルシークッキング    類農園 

 4 月  9 日      楊・松田両氏歓送迎会    ｸﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 

    25 日   会報『明目葉』第 10号発行 

 5 月   1 日      岐阜出張教室開始（毎週末 8月末まで）  高陽社 

      6 日      松田育三先生特別講演会    阪急ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 

    18 日   食と健康についての話 日本ｲﾝﾍﾞｽﾄ協賛  阪急ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 

 6 月  13 日.14 日 整腸運動実技講習会    ｴﾇｴｲﾁｱｶﾃﾞﾐｰ 

    29 日   松田先生講演会パート２    阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎﾃﾙ 

 7 月 15 日   会報『明目葉』第 11号発行 

   4 日  松田先生を囲んで昼食会（以降毎月 3~4 回実施） ｴﾇｴｲﾁｱｶﾃﾞﾐｰ 

    27 日   食と腸で健康作り（政岡一男氏 賛助出演） 阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎﾃﾙ 

   8 月 31 日   呼吸法による健康管理（貝沼輝彦氏）  阪急ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 

 9 月    17-19日  体験会      ｴﾇｴｲﾁｱｶﾃﾞﾐｰ 

21 日  健幸づくりの道しるべ（羽間鋭雄氏）  ｱﾌﾟﾛｰｽﾞﾀﾜｰ 

   

◎毎日 12時～14時 野菜を中心とした健康食の試食会実施 (日曜・祝日は休み) 

これからの予定 

 10 月  12 日  オーラ写真撮影会と整腸体験会 

 11 月  9 日  羽間鋭雄先生 講演会 

 12 月   昇幹夫先生 講演会 
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大阪市立大学教授 羽間鋭雄氏講演会 

健幸づくりの道しるべ パート２ 

 

 日  時 平成１４年１１月９日（土） １３：３０～１６：００ 

 場  所 エヌエイチアカデミー 

   大阪市淀川区木川東４－１６－２０ ココスビル１階 

   ＜＜送迎車有＞＞ 

   地下鉄西中島南方 ＪＲ新大阪 阪急十三 

   １２：００  １２：０４ １２：２０ 

   １３：００  １３：０４ １３：２０ 

☆ 送迎車の乗車場所は別紙参照 

☆ 昼食ご希望の方は１便にお乗り下さい。 

☆ 各場所長駐車出来ませんので遅れない様にご注意下さい。 

 会  費 無 料 （昼食は１，０００円 会員８００円） 

 申込み・問合せ エヌエイチアカデミー ℡ 06-4806-4889 

 

 ９月の講演会は大好評で、皆様のご要望によりパート２を企画いたしました。 

 簡単な実技を交えた講演になると思います。 

 是非お友だちお誘い合わせていらっして下さい。 

 出来るだけ沢山の方たちにお知らせ下さいませ。 

 

 編集後記 

 暑さ寒さも彼岸まで、とはよく言ったもので、２３日

のお彼岸に所用で京都へ行きました帰り、夜遅くなって

震え上がってしまいました。昼夜の温度差が激しい昨今、

お元気でいらっしゃいますか。風邪のウィルスに負けな

い体力をつけたいものです。 

 毎月の講演会も講師の多彩な顔ぶれと、充実した内容

で毎回出席して下さる常連さんも出来、主催者としては

嬉しい限りです。 

 １０月はガラリと様子を変え“オーラ”を取り上げま

した。信じる、信じないは別として、先ずはお試し、ご

自分のオーラ写真で色を確かめるのも一興かと思いま

すが如何でしょうか、滅多にないチャンスです。是非ご

来場を！！ 

 

「明日葉（あしたば）」第 12 号 2002 年 10 月 4 日 編集・発行 ネイティブヘルス体験者の会 大阪市淀川区木川東 4-16-20 

 


