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「千島・森下・安保理論から見た 

ガン自然治癒の仕組み」 

医学博士 岡田恒良 
２０１１年１月２９日 チカコ健康サロン講演要旨 

 
昨年はこちらで

「日本伝統文化と
健康」と題して話し
ました 
今日は自然治癒

の仕組み、メカニズ
ムについて話しま
す。 
古くは千島喜久

男先生の考え方、最
近では安保徹先生がおっしゃっておられ
ますが、難病を治すのは明らかに決まって
います。 
薬物とか化学的治療では治らない。 

 
人体も自動車も同じ 
自動車は原油をガソリンにして、排気ガ

スを出しながら回転エネルギーを生み出
します。 
人は、デンプンという長い分子を腸でバ

ラバラにして、グルコースという糖分にし
ています。 
二酸化炭素と水とに分解する途中でエ

ネルギーができます。ＡＴＰというエネル
ギ―です。このＡＴＰが無ければ筋肉も心
臓も動かない。 
人体では、①無酸素でもある程度エネル

ギーを作りますが、②酸素があれば更にエ
ネルギーを作ります。 
ノーベル賞の下村さんが研究している、

光る物質、タンパクのお陰で、生きたミト
コンドリアを観察することができて、ミト
コンドリアの研究はどんどん進んできま
した。ミトコンドリアは細胞の中のエネル
ギーを作る部分、エンジンです。 
このミトコンドリアは、条件によって増

えたり減ったりします。ミトコンドリアで
酸素があると分解が進み、更にエネルギー

を作ります。この変化する様子をクエン酸
回路といいます。 
この様に、①②の二通りのやり方でエネ

ルギーを作っています。 
ここ数年、安保先生の発表以来、ミトコ

ンドリアが注目されていますが、50 年前
にオットー ワールブルグ（独）は、言っ
ています。 
オットーワールブルグは、ガンはミトコ

ンドリアの減少だといっています。 
これは安保先生も高く評価しています。 
先祖がえりという安保先生の説は、非常に
意味が有ります。 
ではなぜミトコンドリアが減るのか、そ

れはミトコンドリアには必要材料が要る
ということです。 
ミトコンドリアがエネルギーを作る時に
酸素、糖、ビタミン、抗酸化剤が要ります。 
 酸素を使えば必ず毒性のものが出ます。
ミトコンドリアの中で発生した多すぎた
酸素が活性酸素です。これは毒になります。
これに水素を加えると還元する。これを打
ち消すのが抗酸化剤（ポリフェノール・ア
ントシアニン）です。 
 
食事 
この抗酸化剤は、植物が沢山持っていま

す。植物は一日中日光に照らされているの
で、日光から守るために、こういうのを作
っているのです。 
人体が作っている抗酸化物質は、コエン

ザイムＱ10 や尿酸です。これは細胞の中
に幾らでも入っていて、ミトコンドリアの
中でＡＴＰを作るのに役立っています。今、
化粧品とか、薬とかで売られていますが、
コエンザイムＱ10 を飲んでもミトコンド
リアの中に入っていくのは難しいです。 
動物性のものや、精白されたもの、乳製
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品、砂糖、添加物を減らして野菜、雑穀、
海藻、きのこなどを中心として食事にする
と良いのは当然のことです。 
ミトコンドリアは、ビタミンＢを沢山使

います。ビタミンは保存が効かない。保存
がきくのは、玄米、ここネイティブヘルス
みたいに雑穀を粉にして食べれば、ビタミ
ン不足にはなりません。そういう意味では、
ネイティブヘルスの食事は良いと思いま
す。 
 
運動 
酸素と温度を保つためには適度な運動

が必要です。 
指を動かすだけでも脳を刺激していま

す。脳が筋肉に指令しているだけではなく、
筋肉も脳に指令しています。 
運動は脳を刺激することになります。歌

でも楽器でも、大きい運動も小さい運動も
やって、ダラダラ生活を止めましょう。 
一番難しいのが血流の補給です。血液の

流れは脂肪と関係があります。 
動脈硬化は運動と血流・神経の三者によ

って左右されます。 
運動すると血の流れがよくなって、ミト

コンドリアが元気になります。 
 
脂肪酸とコレステロール 
生き物の細胞は、細胞膜といって周りが

膜でできている。この部分は全部脂肪で、
脂肪そのものは水に溶けない。水に溶ける
と雨が降ると、手がなくなってしまいます。
傘をさすどころじゃない。水に溶けないか
ら皆生きている。 
膜のところは殆ど脂肪酸です。 
脂肪酸とコレステロールの違いは、脂肪

酸は、炭素がずっと並んでいるだけの簡単
な構造です。脂肪酸だけだとフニャフニャ
で柔らかい。コレステロールは、亀の甲が
がっちりと構造を作って堅い。これが柔ら
かい所にチョンチョンと埋め込まれてい
る。コンクリートに鉄筋やジャリを入れて
硬度を増すが、それに当たるのがコレステ
ロールです。 
コレステロールは毎日必要なものだが、

多すぎてはいけません。 
場合によっては、副腎皮質ホルモン、性

ホルモンを作ります。ホルモンの材料は全
身にストックされています。此の材料が過
剰に多いと活性酸素で、脂肪が酸化して血
流が悪くなります。 
 
自律神経 
もう一つは、自律神経のバランスが悪い

と、血流の悪い部分が出てきます。 

自律神経は、血流にすごい影響を与えま
す。血液の流れは自律神経が制御していま
す。頭の指令、感情も左右します。 
感情が自律神経に働いて、自律神経が血

液を分配しています 
自律神経には、交感神経と副交感神経が

有り、副交感神経はゆったりしているので、
十分な温度と血流があれば、ミトコンドリ
アは元気になります。 
交感神経のお陰で、酸素がなくても敵に

備えた行動がとれます。 
 
ストレス 
難病のきっかけはストレスが多いです。 

病院では、社会的背景、家族背景、経済状
況など聞きません。 
腰痛もストレスと関係が有り、精神的要

素が多いです。 
腰痛の人のレントゲンを見ると、何もな

い人が半分、本当に悪い人が半分です。腰
痛を訴えない人も、レントゲンでは骨が悪
い人が半分、何もない人が半分です。とい
うことは、痛くても、痛くなくても骨には
関係ないということです。 
自律神経を介して、血流を悪くしている

のです。 
体の方はストレスから逃げたいと思っ

ているのに、自分の方は継続したいと思っ
ている。そこで体が警告するのです。体に
素直になれば治ります。 
痛みどめや手術で押さえ込もうとする

と、体の方は、この人は未だ言うことをき
かないと、次の病気を作ります。 
ストレスを認めて改善しないと、何度で

も病気になります。 
「ねばならない、」「断らない、」「いい人を
演じる」人は、皆病気になります。 
ストレスを作っているのは自分です。

「まあ、そういう運びになっていたんだな」
運びとは運命、運命を受け入れるのです。 
 

 
解糖系とミトコンドリア系 
細胞には、解糖系とミトコンドリア系が

有り、この使い分けが必要です。言ってみ
れば、自転車とトラックを持っていて、近
くのマーケットに行くのに、どちらが便利
かということです。 
普段は、解糖系を使い、いざという時ミ

トコンドリア系を使います。 
ところが、近頃は、ミトコンドリア系を

使わなくても済むようなことが多い 
運動はしない、食べ物はいっぱいあり、

全部消化していません。 
動物は、一日中動き回りますが、今の日
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本人は植物系になっている。余り動かない。
植物はどんどん大きくなります。大きくな
る組織ができます。それがガンです。ガン
は大きさの制限が無い。 
 身体の中で一番多い細胞は、赤血球で２
０兆あります。 
赤血球は酸素を運ぶが、自身は、酸素は

使わないというのが今の学説です。 
千島先生、森下先生は違うことを言って

います。赤血球は酸素を運ぶだけじゃなく、
体のあちこちで使われている。赤血球を元
にして細胞を作る。全体を巡りながら欠損
部分を補っている、と言いっています。 
しかし医学界ではなかなか認めない。何

故か、赤血球には核がない、ＤＮＡがない。
核のないものは分裂しない。細胞にならな
い、というのが今の主流です。 
 核がないということは失格みたいな扱
いを受け、末期の細胞ということになりま

すが、千島学説では、これを生まれたてだ
と言っています。 
 千島先生は実際に顕微鏡で赤血球がガ
ンになるところを観ているのです。 
赤血球が全細胞を巡るのですから、血の

行かないところは新陳代謝が悪い、血流の
滞りみたいなものが悪さをする。もちろん
その細胞には酸素がない。 
現代医学のガンの考え方は、赤血球の概

念は全くない。肝臓が肝臓に作用する。皮
膚は皮膚のガンになる。腸が腸のガンとい
う風に考えて、全身病という考えはありま
せん。局所、その部分の病気と思っている
から、その部分を取れば治ると思っていま
す。森下先生はかなり前から、局所ではな
く全体がガンの原因だと言っています。だ
から、食事、運動、ストレス、この三つに
集約するのです。 

 

ガンと生活習慣 
１．食事 
   動物性、精白したもの、乳製品、砂糖、添加物 
   植物性、雑穀、非精製、ビタミンＢ群、海藻、きのこ 

植物色素（ポリフェノール）、   無添加、抗酸化剤 
              

クエン酸回路に必要 
２．運動 
 歩くこと：ウォーキング、 散歩すること：ハイキング、 登ること：クライミング 
 歌うこと：シンキング、  踊ること：ダンシング、   合唱すること：コーラス 
 演奏すること：プレイイング    

ダラダラ生活からの脱却 
無酸素運動 ＝ 瞬時の運動、少量のエネルギー 
解糖系・乳酸蓄積 

   有酸素運動 ＝ 長期の運動、大量のエネルギー 
    ミトコンドリア クエン酸回路 
      抗酸化剤、ビタミンＢ群、酸素必要、血流必要 
３．血流 
   血流と脂質    善玉コレステロール＝ＨＤＬ 
       悪玉コレステロール＝ＬＤＬ 
       活性酸素の害 
   運動と血流    酸素運搬が盛んになり、ミトコンドリアが活性化 

 クエン酸回路が回転する 
   血流と交感神経  血管を締め付けるのは交感神経 
４．自律神経 
   交感神経   ストレスで亢進  瞬時のエネルギー必要  解糖系優位  

血管縮小 内臓血流低下 
副交感神経  ゆったりした時  ミトコンドリア活躍  血管抗張   

内臓血流活発化 
    免疫：リンパ系活発 
５．ストレス 
   嫌われたくない  断れない  出世に関わる  遅れるといけない 
   家族のため 常識から出られない  モラル・倫理・法の枠からでられない 

     ヒヤヒヤ生活からの脱却   自己とストレスの関係
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私の肥満解消体験 
西村 和倫 

私は、今から５年前 2006年にネイティ
ブヘルスと出合い、菜食整腸法を実行する
ことによって、１２５Ｋｇから９５Ｋｇへ
と約３０Ｋｇやせました。その体験を書か
せていただきたいと思います。 
私は、以前より肥満で悩んでいました。

子供の頃から人より肥えていて、いつも痩
せたいと思っていました。何かを食べたり、
水を飲んだりしただけで、必ず体重は増え
てしまう体質で困っていました。 
一時、中学の時はスポーツをしていて、

少しは痩せましたが、高校・大学でクラブ
に入らずにいたなら、また体重は増えてい
きました。 
このままでは、いけないと思い、スポー

ツジムへ通ったり、いろいろなダイエット
法をためしたりしましたが、効果は現れず
に、とうとう、やけをおこしてしまい、も
う何でも食べてしまえと思ってしまい、ド
カ食いを始めてしまいました。 
夕食時には、肉約１００～１５０ｇ、ご

はん３～５杯、冷凍食品、野菜、デザート
と大量に食べてしまいました。 
とうとう、そのつけがきてしまい、体重

が１１０Ｋｇ前後だったのが１２５Ｋｇ
となってしまいました。体がだるく足をひ
きづるように歩いていました。 
そんな姿を見かねた母の知人が、当時十

三にあったネイティブヘルスを紹介して
くれました。救いの手だと思い、その話に
とびつきました。 
まず、初めに皆川先生との面談で、いき

なり、衝撃的なことを言われました。肉は
やめて、生野菜、七穀粉だけにしなさい。
野菜は好きでしたので、別に気にならなか
ったのでしたが、一番の好物の肉をやめる
というのは、すごくつらく、菜食整腸をや
るのかすごく迷いました。でも、ひとまず
ためしにマッサージをしていただくこと
にしました。 
マッサージしていただいた先生は、おな

かの周りは脂肪だらけで、とても苦労され
ていました。私のほうはとても気持ちがよ
く、腸がほぐれていく感じがしました。 
そのあと、バイキング形式の食事をいた

だきました。本当に、生野菜ばかりで驚き
ました。お味の方も初めての味で、とても
おいしく、こんな調理法もあるのだなと驚
きました。また、七穀粉という生の穀物を
初めていただきました。苦労して食べてい
る方も多いそうなのですが、私はとてもお
いしく感じることができました。 

そうこうしているう
ちに１日の体験が終り、
菜食整腸をするか、食
べ物の決めごともあり
大変迷いましたが、今
後の自分の人生も考え
てすることにしました。      
その日からは本当に大
変な日々が始まりまし
た。 
ネイティブヘルスに

は最初の方は週３～５
回通いました。先生は
いつも大変苦しそうに
施術するので、なぜな
のか聞いてみると、お
腹の周りは脂肪だらけ
で、腸がカチカチに固
いからだと言われまし
た。 
マッサージの翌日には大量の腸内の老

廃物が出てびっくりしました。成る程こん
なに詰まっていたのではマッサージする
方が大変だと思いました。 
食べ物のほうも言われたとおりに肉を

やめて、生野菜中心にしました。 
最初は、摂取カロリーが激減したので、

体を動かすことがとてもしんどく、階段を
ふみはずしそうになりました。今だから言
えることですが、とてもしんどかったので、
もう一度肉を食べることにして、少しずつ
一週間くらい時間をかけて肉をやめてい
きました。そうしていると、１ヶ月で１０
Ｋｇも落ちていました。 
翌月からは、玄米も加えてみました。玄

米には食物繊維がとても多く含まれてい
て、体内の老廃物も大量に出ていきました。
また先生の動きを見たり、「菜食整腸」の
本を読んだりして、自分でマッサージをし
始めました。そういうことを加えてみます
と、また１０Ｋｇくらい痩せました。 
３ヵ月目に入ると、なぜか食事を元に戻

したいという欲が出てきて大変でした。お
肉やお菓子類等以前食べていたものが欲
しくなってしまい、少し食べてしまいまし
た。何とかしなくては元の木阿弥になって
しまいます。 
そんな時に考え付いたのが、食に関する

本を読むということでした。皆川先生や、
当時はやりの新谷先生の本を読んでみま
した。やはり、食べ物のこわさや腸の状態
を維持することの大切さが書かれていて、
いろいろな知識を得ることが出来、食べた
いという欲求も消えていきました。 
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また、家族にも、なるべく同じ食事をし
てもらい、協力を頼みました。そうすると、
家族の者も１人５Ｋｇは痩せました。 
そういうことを繰り返していくと、５ヶ

月で３０Ｋｇ痩せました。 
以上が私の体験なのですが、最後に、リ

バウンドを防ぐコツというものを書かせ
ていただきます。ダイエットに成功すれば、
必ずつきものなのがリバウンドだと思い
ます。私自身、以前ダイエットした時、リ
バウンドしましたし、私の周りでダイエッ
トした人も必ずリバウンドしている人が
います。このリバウンドが一番やっかいだ
と思います。リバウンドすれば、ダイエッ
トする以前の体重よりも増えてしまうこ
ともあり、効果を生むどころかマイナスに
なってしまいます。 
基本となるのはやはり食事だと思いま

す。１年３６５日もあれば、食欲がわいた
り、また、友人、知人との会食等で食生活
が乱れてしまうこともあると思います。で
も、そういう日の翌日は、例えば、朝食を
抜いたり、夜ごはんを軽めにしてコントロ
ールすればいいと思います。そういう悪い
食事の日が続いてしまえば、またリバウン
ドしてしまい、だめになります。また、基

本となる食事メニューというのもつくっ
ておけば、少々食事が乱れた時にでも大丈
夫なようになると思います。 
そして、食事に加え、運動も大事な要素

になると思います。ジョギング等はきつい
ので、ウオーキング程度の軽いものを週３
～４回するとよいと思います。 
私は、この食事と運動を両立させること

が、リバウンド対策に重要だと思います。 
私は、この菜食整腸法を５年続けまして、

今まだ、リバウンドしていません。今では、
もう体重は落ち着いています。一番ベスト
な体重へ落ち着くのだなぁと思いました。 
私は、この菜食整腸法に出会うことによ

り、食や体調に関する知識を手に入れただ
けでなく、人生で一番大事な健康というも
のを手に入れることができました。肥満を
解消できただけでなく、よくひいていた風
邪もひかなくなりました。また、家族にも
すすめることにより、一家皆が良くなりま
した。この方法をやることにより、人生が
変わったと思いました。 
最後に、ご指導して下さった皆川先生、

一緒にがんばってくれたネイティブヘル
スの方々に感謝を申し上げたいと思いま
す。ありがとうございました。 

 
 
 
 
 

 
☆豆腐とアボガドの磯辺巻 

    木綿豆腐 よく水切りをし、縦半分にして各々５㎜位に切る（一口大） 
    アボガド 豆腐の大きさにそろえて切る 
    焼き海苔 豆腐とアボガドをのりにくるんで、わさび醤油で食べる 

☆白菜キムチ 
白菜  １株を洗わずに縦４～６等分し、葉の間に塩をして一晩置く 

（重石はしない） 
大根  千切り 
人参  千切り 
ネギ  小口切り 
おろし生姜・おろしニンニク・塩・蜂蜜少々・粗挽き唐辛子 
白菜をよく洗い、一口大に切って、固くしぼる（塩辛い時は塩抜きする） 
白菜、大根、人参、ねぎを合わせ、塩加減を見て、薄い時は塩を足し、 
生姜・ニンニク・蜂蜜少々、粗挽き唐辛子を加え、よく混ぜて、常温で 
一晩置く。 
翌日から食べられます。冷蔵庫では一カ月位持ちます。 
日が経つと酸味が増します。   
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「NPO法人潮騒ジョブトレーニングセンター（ＳＪＴ）にて 
腸マッサージ体験会を実施しました」 

2 月 10 日（木）腸マッサージ体験ボランティア報告 

 

潮騒ジョブトレーニングセンターとは？   

覚せい剤、シンナーなどの薬物依存症、
アルコール依存症から回復するための民
間のリハビリテーション施設です。 
共同生活やグループセラピーを通して、

新しい生き方を身につける場所です。 
 
体験会前日 
 初のボランティア活動として選んだ施
設がこの SJT（茨城県鹿嶋市）でした。 
 初めは色んな人に腸マッサージを体験
して欲しい、きっと薬物依存の方達にも喜
んで貰える筈だとの強い思いで、今回の体
験会が決まりました。 
しかし、日が近くなるに連れて、薬物、

アルコール依存症の方達に理解して頂け
るのか？話を聞いてくれるのか？という
思いが強くなって来ました。 
しかし、もう後戻りは出来ません。 
やるだけやろうという気持ちで腹を括

りました。 
 

体験会当日 
当日は、朝早くから東京支所へ向かい、

ベッドを車に積み、スタッフ２名とボラン
ティアで手伝ってくれる研修卒業生の３
人で、当地へ向かいました。 
幸い天候も良く、順調な道のりでした。 
現地に着くと、皆さんにとても明るく迎

えて頂き、ベッドなどの搬入も積極的に手
伝ってくれました。 
昨日までの不安が一気に解けました。 
マッサージの準備をしている間も、何人

かの方が様子を見に来て、色々な話を聞か
せてくださいました。 
 
腸マッサージの説明 

昼食後から食
堂に集まって頂
き、腸の大切さや
マッサージの事
を３０分位話を
しました。 
一生懸命に聞

いてくれる方、最
初から最後までうつ向いている方など、話
を始めてみたものの理解出来ているのか
分らない状態でした。 
ただ一生懸命説明しているのを見て、何

とか理解しよう、聞いてあげようという温
かい気持ちを感じました。 

 
質問なども頂き、何とか説明は伝わった

と安堵していると、スタッフの方から『絵
を使って説明して貰わないと難しいのよ
ね』とキツいお言葉・・・。 
 
マッサージ体験 
マッサージを始め

ると、ほんの１０分程
度の体験にも関わら
ず、皆さんから『気持
ち良い』と言って頂き、
中には『便が出た～』とまるで子供のよう
に嬉しそうに報告に来てくれた方も居ま
した。 
他にもお腹が張って苦しかったのが取

れて、呼吸が楽になったとか、肩のコリま
で楽になったと、喜んでいました。 
最初に体験した方が、他の人達に宣伝し

てくださったので、多くの方が見に来てく
れたり、体験したりして頂きました。 
 
体験会が終了して 
 今回の体験会は移動だけで往復９時間
と大変な一日となりました。 
 しかし、思いのほか皆さんに喜んで頂き、
その疲れも吹っ飛びました。 
 そして、依存症を抱える皆さんにもこの
「菜食整腸健康法」が有効であるという事
も実感出来ました。 
 今回体験された皆さんの中には、刺青を
している方や、見た感じ如何にもという方
もいらっしゃいました。 
 しかし、話をしてみれば皆さんとても明
るく思いやりのある人達ばかりでした。 
 また、薬物依存症もアルコール依存症も
何年間、やっていないから完治ではなく、
最後まで治り続けなければならないとい
う話を聞きました。 
依存症だけではなく、ガンなどの病気に

おいても数値が下がった、腫瘍が無くなっ
たからといって、それで終わりではなく、
体調管理や食事に気を付け治り続けなけ
ればならないというのは、全く一緒なので
はないかと思いました。 
 今回の体験会でもっともっと多くの人
達にこの健康法を知って欲しい、体験して
欲しいと強く思いました。 
  
ボランティア体験会は、何処にでも駆け付

けますので、ご紹介頂ければと思います。 
ご一報、お待ちしています。 
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＊6 月１８日（土）阿部一理先生の講演（東京）は、 

３月１９日（土）予定でしたが、地震の為に、日程変更したものです。ｙ                 

  

                        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 

４月２４日（日） 

～２５日（月） 

 

日本の心にふれる旅Ⅻ 

「満仲先生と訪ねる国生み淡路島」 

  

別 紙 

 

  ５月１４日（土）  

14:30-16:00 

 

体験を聴く会 

糖尿病、ダイエット、美肌 

 

 

会員 無料 

一般 1000円 

大 阪 

 

２１日（土） 

14:30-16:00 

 

体験を聴く会 

うつ病、便秘、腰痛 

  

同   上 

 

東 京 

 

６月 ４日（土） 

14:30-16:00 

 

羽間 鋭雄 

「健幸づくりの道しるべ 

   ～ 健幸は知性がつくる ～」 

 

同   上 

 

 

大 阪 

 

 １８日（土） 

14:30-16:00 

 

 阿部 一理 

「五穀百果がよいわけ他 ＆ 

      伝承医療の真髄」 

 

同   上 

 

 

東 京 

 

    ２５日（土） 

   14:30-16:00 

 

宇津江 信夫・欣子 

いざという時のために 

 ＡＥＤの使用法（人形で実習） 

同   上 

 

 

大 阪 

 

 

前日までに必ずご予約ください  予定は変更する場合があります 

問合せ・予約 大阪 06-4802-6880/2  東京 03-3359-5288 

 

癒しフェステバル 

皆川容子講演と体験会 

        「腸元気はチョー元気」 
日時 平成２３年５月２７日（金） 

        12:00～14:00 皆川容子講演 

        14:00～19:00 整腸法体験＆皆川容子による個人相談（無料） 

     場所 あすわサロン  

大阪市天王寺区上本町６－６－２千鶴ビル４Ｆ 

         近鉄上本町⑫⑭出口から南へ徒歩２分 

 地下鉄谷町９丁目 徒歩８分 

     参加費 １０００円、 体験 １０００円、 個人相談 無料 

     申込み あすわサロン 090-8195-4657（根岸） 

                   主催 あすわサロン（代表秋山広宣） 

 

  

主催 あすわサロン（代表秋山広宣） 
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講師プロフィール 

羽間 鋭雄（はざま としお） 

1942 年生 内閣府認証 NPO 法人 MCA 理事長、学校法人履正社理事、猪名川町教育委員長 

元大阪市立大学教授、元スタンフォード大学医学部予防医学研究所客員研究員 

東京教育大学体育学部卒、関西医療専門学校卒業・鍼師,灸師,按摩,指圧,マッサージ師免許取得 

日本体力医学会等 各種学会役員、 (財)クナイプ療法協会等 各種協会役員歴任 

長距離走（箱根駅伝出場）、ボディビル、玄米菜食や生菜食、鍼灸、整体、心身のあらゆる症状

を筋肉の調整によって解決しようとするアプライド キネシオロジイ、心身一如の生命観に立つ身

体心理療法の習得など、健康に関わる様々な研究と実践から、全体論的健康学の確立を目指す。 

米国スタンフォード大学への留学や、ドイツでの自然療法の研究などから、ライフスタイルこそ

が健康への鍵であり、同時に健康は「知性」の所産であると主張している。 

 

宇津江 信夫・欣子（うつえ のぶお・きんこ） 

防災士、応急手当普及員 西宮在住 甲南学園（幼,中高,大学）、甲南女子学園（幼,中高,短大）各々卒  

信夫 ’95 大阪市消防局応急手当普及員認定 ’98 日本防災士機構防災士資格取得 

’07 西宮市 ‘11 神戸市各消防局応急手当普及員 

欣子 ’01 より地域の防犯・防災部長を務める ’06 防災士資格取得、西宮消防局応急 

手当普及員認定 ’08 神戸市、’10 姫路市・篠山市各消防局応急手当普及員 

‘07 より夫婦で「西宮応急手当グループ」を立ち上げ各地で講習会を開催 

西宮市消防局から表彰、西宮コミュニティー誌に活動状況掲載、サンテレビの取材を受ける 
 

阿部 一理（あべ いちり） 

1944年、北海道網走の寒村に生まれる。 

病的な幼少年時代を送るが、27 歳のとき、「食は生命なり」を学び、それ以来、食事療法、民間伝

承医学、気功、運命学を研究。食を見直すことは、健康のためにはもちろん、生き方であり、むし

ろ哲学であることを提唱。一万回を超える講演活動を「面白く、簡単明瞭、インパクト」をモット

ーに、日々精力的にこなす現在の辻説法師。「疑うな！ 信じるな！ 確かめよ！」と熱く語る。 

主な著書に『水 最後の選択』（メタモル出版）、「古くて新しい伝承療法」（メタモル出版） 
 

東北関東大震災のお見舞い申し上げます。 

未曾有の大地震、そして予想をはるかに超える大津波、刻々と報道される被害の大きさに、

胸がふさがる思いが致します。それに加えて、原発の被害は測り知れません。 

１７年前の、阪神大震災の惨事を体験した者には、厳寒の中、暖房もなくギュウギュウ詰

めの避難所で過ごした事、ガスも水道もない生活が２カ月も続いた事等思い出されて、こ

とさら、心が痛みます。東北、関東地方の会員様も多くいらっしゃいます。ただただご無

事を祈るばかりです。 

四谷の東京支所では、食器の破損程度で済みました 

しかし、交通機関が遮断され、一人は２時間半かかって自転車で帰宅、一人は事務所に泊

まりました。幸い電気、水道は使用できました。食事は、ななこっこ、やさいっこ、それ

に、ランチ用の野菜のストックが有ります。施術用のベッドも毛布も有りますので、被災

地の避難所の事を考えると、恩の字でしょう。３階の藤本ヨガさんのスタッフ達と助け合

って、一夜を過ごしました。 

今後、状況の詳細が明らかになるにつけ、被害はもっともっと大きくなることでしょう。 

スズメの涙以下かもしれませんが、貧者の一灯、義捐金の協力をしたいと思います。 
 

あとがき 
一寸先は闇、とは本当にその通りですね。 
ようやく春が訪れようとしていますが、次々と明らかになる大惨事の報道で、心が晴れません。 
被災された方たちにも、早く春が（自然の春と共に心にも）訪れて欲しいです。 
毎日、普通に生活できることに感謝したいと思います。ｙｍ 
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