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「大震災の意味」 
大震災は、何を我々に教えようとしたのか 

                               芳村 思風 
                       ’11.11.26チカコ健康サロン講演要旨 
 
天災は、何を忘れた頃にやってくるのか 

 「天災は忘れた頃にやってくる」と言いま

すが、何を忘れた頃にやってくるのか、とい

うことに問いかけ直さなければならない。 

 天災を人間が忘れた頃に、また天災がやっ

てくるという単純な受け止め方は考えが浅

いです。「万象、これ皆我が師なり」という

言葉があります。 

 あらゆる現象は、全て人間にとって、天が

先生であるということで、あらゆる出来事は、

人間に何かを伝えよう、気付かせようとして

いるのです。 

 日常生活でいろいろな事が起こるが、それ

は偶然ではなく、全て必然と捉えなければな

らない。何で今、こういう出来事に遭遇した

のか、自分に振りかかって来たのか、その意

味を考えて、何かに気付く、何かに目覚める、

何かを学ぶということをしていかなくては、

本当に健全な人生、正しい道を歩くことはで

きない。その気付きなしに見逃してしまえば、

どんどん人生は間違った方向に進んでしま

います。あらゆる現象は、自分の生き方を是

正するため、自分の生き方を真直ぐにするた

めに、起きているのです。 

 病気も同じです。心身共に軌道修正させる

ために病気というのは起こります。 

 何かを人間に悟らせよう、教えよう、何か

を伝えようとして天災は襲ってくる、という

理解の仕方が重要なのです。 

 

命は宇宙とつながって存在している 

 宇宙というのは、あらゆる物が有機的につ

ながって、影響し合いながら存在しています。

我々の命も宇宙の摂理によって作り出され、

宇宙とつながった

開放系というあり

かたをしています。

その証拠が新陳代

謝です。 

 外にあるものを

受け入れ、要らなく

なったものを外に

出すという交流の中で命は保たれています。 

 ですから、いろいろな出来事が自分に影響

を与え、自分も宇宙に影響を与えている。一

挙手一投足、ちょっとした行動も、全部宇宙

を揺るがすんだ、ということを我々は理解す

る必要があります。 

 

宇宙の秩序は相反するエネルギーの 

  バランスを模索しながら保たれている 

 宇宙の摂理というのは、基本的にマイナス

とプラスという相反するエネルギーがあっ

て、そのバランスを模索しながら宇宙の秩序

を保っています。 

 人間がそのバランスを崩す行動をとれば、

必ず宇宙は、それを回復させようとする。 

 人間の命の中で言えば、自然治癒力という

言葉です。忠告を与えるバランスの働きは、

健全という幅の中に入っている時は働かな

い。この健全という幅を越えて間違った方向

にいくと、宇宙の調和が崩れるので、調和を

取り戻させるために、気付かせるという忠告

が天災であり、人間の命の中で言えば病気で

す。 

 

大震災から我々は何を学べば良いか 

 宇宙（天）は、何を人間に気付かせようと
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して大災害を起こすのかということを、我々

は考えなければならない。 

 今回の大震災と津波によって、２万人の尊

い命が犠牲になりました。この尊い命の犠牲

によって、天は一体何を人間に教えようとし

たのか。その死には尊い意味があったと感じ

なければ、亡くなった人たちの魂に報いる生

き方は出来ないと思います。 

 この尊い命の犠牲にどう報いるか、そのた

めに何かを学んで我々は成長しなければな

らない。そのことを考えると、天災だけでは

なく、あらゆる問題は人間を成長させるため、

発展、進化をさせるために出てくるのです。 

 問題と悩みが無ければ、人間は成長・発展

しない。だから病気にもしてもらえるのです。 

 我々を成長させ、より素晴らしい道を教え

てくれるのが病気というものです。 

 そこで、今回の大震災は何を我々に教えよ

うとしたのか。 

 

大震災は、何を我々に教えようとしたのか 

 この大災害が起こる以前の日本は、国会で

は与野党が争い、経済界も責任のなすり合い、

社会も幼児や高齢者への虐待・殺人等、こう

いう社会状況のもとに今回の大災害が起き

た。 

 これに対応するため、与野党争う時ではな

い。一旦休戦して、力を合わせて、この災害

に対応しようという状況になってきました。 

 地獄のような苦しみに役立ちたいと、全国

的に愛が沸き出てきました。日本だけでなく、

世界からも義援金や支援物資、労働力が寄せ

られた。本来、日本とは対立的な国からも義

援金を送ってきた。 

 ということは、災害以前はみにくい対立を

していたが、災害が起こることによって、こ

れからは人間同志、理屈をこえ、利害をこえ

て、立場をこえて愛をもって生きていくべき

ことを、天は教えようとしたのです。 

 ２万人以上の尊い命の犠牲を出すほどの

ことが起きないと、人間は理屈抜きで協力し

合う気持ちにならなかった。 

 

では、なぜ日本なのか 

 新しい指導者は日本人なのだ、と天が全世

界に示したかったのです。 

 多くの被災者の方々、亡くなられた方々が、

自分の身を省みないで人を救い、人々に尽く

すというあり方は、全世界を感動させました。

普通は、暴動や略奪などが起こり犯罪が広が

っていく状況なのに、日本人は、お互いに助

け合って、少ないものを分け合う行動を見せ

た。人のために尽くすという自分の命の生か

し方が語られたんです。 

 日本人の人間性、日本民族の伝統精神は、

世界から注目を浴びています。 

 

日本人は、人類の指導者としての役割を 

           果たす事ができる 

 特に、これからは個性の時代というものを

作っていかなければならないが、個性の時代

の指導者は日本しかない。 

 日本には、世界の食文化があり、世界の音

楽・舞踊があり、世界の宗教がある。同じ家

の中に仏壇も神棚もあり、女の子はクルスの

ネックレスをし、車の中には成田さんのお守

りがある。 

 何を信じているのか、そんなことは問題じ

ゃない。あらゆる理性的に矛盾するものを全

て受け入れて楽しみ享受するという生き方

ができるのが、日本の伝統文化なんです。 

 ここに個性を認める文化の見本がある。こ

の豊かな、理性的には異なるものを受け入れ

て楽しむという日本人の文化を、人類は目標

としてやっていかなければならない。 

 また、日本人は繊細な感性を持っていて、

世界の最高品質のものを作る独特な技術力

を持っている。この技術力のすごさという面

でも、日本人は人類の指導者としての役割を

果たすことができます。 

 日本人は、これからの人類の指導者として

活躍しなければ、世界は新しい時代の方向性

を見い出せないという状況にあります。 

 

なぜ、原発問題が日本に起きたのか 

 日本人こそ、広島・長崎という体験から、

核の指導者として、核の時代に責任を持って

対応していかなければならないということ

を、天は教えたんです。 

 大事なことは、問題は人間を成長させるた

めに起こるということです。 

 問題が起きたから原発は駄目だ、というの

は逃げです。問題を恐れる短絡的な間違った

生き方です。 

 原発問題が起きた経緯を考え、どう対応す

べきか、放射能への不安を一掃する、放射能

の無害化を考え、有効利用する力を作って成

長させていかなければならない。 
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 そのために日本は先頭に立って研究しな

ければならない。 

 

問題を恐れてはならない 

 問題が出たから間違いだと考えるのは理

性です。問題は感性が感じる。感性の哲学で

考えるなら、問題を恐れるような弱い生き方

をしてはならない。 

 問題は、人間を成長させるために出てくる。

これを原理として、もっと高度な生き方をす

るということを考えてもらいたい。 

 

理性は我々を歪めてしまう 

 どんな立派な人間でも、その人の考えには

必ず歪みや偏見があります。近代、科学は真

理を探究し、真理を持って自然に対応してき

ました。これが自然破壊を作りだしてしまい

ました。正しいと思ってしたが、自然は壊れ

てしまった。理性的には正しいけれども、全

体から見たら主観的に歪んでいる。理性は

我々も歪めてしまうのです。 

 理性的に対応することによって、血の通っ

た温かな心が消えてしまった。 

 なぜ科学が自然や環境を破壊し、人間性を

壊すのか、それは歪んでいるからです。 

 理性的には正しいけど、全体から見ると歪

んでいる。我々は、この理性の恐ろしさとい

うものを充分に認識しないと、新しい時代の

生き方を作っていくことはできません。 

理性の時代は終わり、愛の時代が始まる 

 愛は理屈を超える力です。だから理屈に支

配されない生き方を自分自身の中に作って

いかなければならない。 

いつまでも理屈を言っていがみ合って対立

することは、天は望んでいない。 

 命から湧いてくるのは、できるだけ仲良く

したいという欲求です。これは命の願です。 

 命を作ったのは、宇宙の摂理の力であり、

命は宇宙の母なる命によって生み出された。

母なれば、自分の産んだ子供達はみんな信じ

合って仲良く助け合って生きてくれること

を願うはずです。 

 我々が、理性的な考え方の違いによる対立

や歪んだ悲しい生き方から早く脱却しなけ

ればならないということを天は願い、求めて

いるということです。 

 そこには、理屈を超えた愛の力がいります。

考えが違っても一緒に仲良くやっていける、

敵をも受け入れる人間性の成長をとげる努

力をする必要があります。 

 愛の力を原理にして、我々は歴史を作り、

文明を作り、文化を作っていかなければなら

ない。 

 それが今回の大災害で示された天の、母な

る宇宙の願いだと受け止める必要があるわ

けです。 

「日本における西洋医学と代替医療」 
内科医 杉原 伸夫 

’11.12.7チカコ健康サロン講演要旨 

 

日本における西洋医学 

明治 7年、日本の医療はドイツの医学を医

療とし、東洋医学（漢方）は締め出されまし

た。ドイツ医学をやった先生が医者とみなし

たのです。 

 それがずーっと続き、昭和 34 年保険制度

ができ、益々西洋医学以外のものはしづらく

なってしまった。 

 

古代ギリシアから今日までの西洋医学 

古代ギリシャ、医聖ヒポクラテスが西洋医

学の始まりと言われていますが、当時の医療

は病気を治さなかった。 

病気は、神から授かったもので、それを治

すのは、神への冒

涜だと考えられ

ていました。 

15～6世紀頃に

なって、医療で治

すということが、

考えられるよう

になった。 

その頃は理容

師が外科的手術

をしていました。 

今でも散髪屋さんには、青と赤でくるくる

回るのがあるが、あれは動脈と静脈を表して

いるのです。 
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18世記にパスツールが病原菌を発見し、そ

の菌をやっつければ病気は治るといった。 

戦後、日本では結核が死因の一番だったが、

抗生物質が出来て、結核はどんどん減ったの

で、病気は薬を使えば治るという考えが進ん

できました。 

現代は生活習慣病といって、バイ菌が直接

原因ではなく、生活習慣が原因だから今まで

のやり方では駄目だと皆さんも感ずるよう

になった。西洋医学的な手法とは違う手法を

取り入れた方が良いのでは、と考えれるよう

になったんです。 

 

西洋医学の対極として、代替医療がある 

アメリカでは 1970 年頃から代替医療が盛ん

になってきました。 

1977 年にマクガバンという上院議員を中

心に特別委員会ができ、アメリカ、ヨーロッ

パ、アジアの食事や生活と病気について徹底

的に調べ、マクガバンレポートとして、発表

されました。 

その結果、食事が大事、肉食は駄目だとい

うことになりました。 

その頃からビタミンやミネラルが重要と

いうことでサプリメントが出回るようにな

りました。 

 

ガンは、三大医療でも治らない 

西洋医学では、ガンは手術、抗がん剤、放

射線で良しとしているが、結局治らない、再

発する。 

帯津良一先生は、15年間食道ガンの手術を

続けてきましたが、自分では治したつもりが

亡くなる事が多い。そこで食事療法とか、気

功、ホメオパシーなどを取り入れておられま

す。しかし、生存率は伸びましたが完治は少

ないらしいです。 

今の段階では、治る治らないより、如何に

快適に生きている時を過ごすか。副作用もな

く満足感を持って生きていけるか、というの

がガンの治療のテーマになっています。 

 

代替医療とは、西洋医学ではないもの全て 

代替医療を大雑把に定義すれば、西洋医学

以外のもの全てです。 

代替医療の分類は難しいが、上野圭一先生

は、次のような分類をされています。 

① 伝統医療とシャーマニズム 

西洋医学より以前からあったもので、中国

医療（漢方、鍼灸）、インドのアーユルベー

ダ、チベット医療、イスラム医療など。 

これらは身体を全身的にみる。 

アーユルベーダでは、治療が目的ではなく、

予防する、健康を管理する、如何に幸せに生

きるかを追及する。あらゆるものは『地水火

風空』からできている。中国でも五行説とい

うのがあるが、この５つは人間の中にもあり、

人間は小宇宙であると考えている。 

② 西洋医学に対照的な医療体系 

19～20世紀にホメオパシーとか、オステオ

パシー、カイロプラクティックなどが出来て

きます。 

その中でもシュナイダー医学というのは、

人間を霊的なものとして、潜在能力を引き出

す医療を目指しています。音楽とか絵画、彫

刻を作ったり、鑑賞する事で人の霊性を高め、

自然治癒力を上げる。感情を身体で表現する

事が治療につながるという考えです。 

③ 広義の民間療法 

食事療法、断食療法、温泉療法、温熱療法、

冷却療法、ハーブ療法、解毒療法、光線療法

など。 

④ その他の相関療法 

サイコセラピー、ボディーワーク、手技療

法、アートテラピー、アロマテラピー、エネ

ルギー療法、音響療法、色彩療法、呼吸法、

瞑想法、心理療法など。 

 

ボディ、マインド、スピリチュアルを 

          トータルとしてみる 

代替療法をホリスティックメディカルと

も言いますが、ホリスティックというのは、

ホロス（トータル、完全という意）とヘルス

です。 

ボディ、マインド、スピリチュアル（魂）

の３つをトータルとして治療する。 

代替医療は、これを目指していると思いま

す。 

病気を治すというより、身体が治っていく

のを助けるのが代替療法で、身体全体を良く

する、免疫力を高める事が一番大事で、それ

をどういう手法でやっていくか、ということ

だと思います。 

アンドルワイズという代替医療の大家が

『絶対に効かない治療法はない』また『絶対

効く治療法もない』と言っています。 

 

する方もされる方も信じてやる 



 5 

信念だけで治ることもあります。心の持ち

方が大事ということです。 

 その治療をされる側もする側も、とことん

信じてやる、一番大事なことは、『それを信

じて治るんだ』という信仰心を持てるかどう

かということです。 

 

代替医療が医学として認められないのは 

今日エビデンスといって、病気に対して、

それがどのように効いたか数値的に証拠を

出さないと認めません。1000とか 2000件、

場合によっては何万件も証拠をだしてＯＫ

です。 

例えば、肝臓が悪いのは肝機能を調べると

治ったかどうかは判り、数値に表すことがで

きますが、今まで元気じゃなかったのが元気

になった、とか膝の痛みが取れた、といった

ものは証拠として数値的にだせない。 

代替医療ではそのようなことが多いので

西洋医学では認めないのです。 
 

オゾン療法とプラセンタについての詳しい

話は、書面の都合上割愛しました。ご関心の

ある方は杉原先生にお問い合わせください。 
 

 

 

     大好評！！  
一週間健活セミナー 

「生食って、どうすればいいの？」 「ペットがいる」「合宿に参加したいが、お泊まりはでき

ない」等など・・。そんな声にお応えして、一週間健活セミナー（集中コース）を始めました

ところ、ご好評をいただいております。 

今まで実施した合宿では、確実に成果があったので、やはり、集中するのが良いと考え、より

参加し易いように企画しました。 

６日間で１クール、マッサージ１８回、食事１８回です。足湯は何時でも自由にできます。 

今までに、１３人の方にご利用いただきました。いつからでもご利用頂けます。 

７クール目の方、北海道からの方、リピーターも多いです。 

料金も割安になっております。 

体験談も記載しておりますので、ご参考にして下さい。 

 

 一日のスケジュール（9：30～16：30） 
    朝食  ななこっこ、やさいっこ、キャベツサラダ、バナナ 

        一回目 ベリータッチ（腸もみ）４０分 

    昼食  ななこっこ、やさいっこ、生野菜松華堂弁当 

        二回目 ベリータッチ（腸もみ）４０分 

     三回目 ベリータッチ（腸もみ）４０分 

    夕食  ≪テイクアウト≫ ななこっこ、やさいっこ、生野菜メニュー（昼食とは別メニュー） 

※スケジュールについては、相談に応じます。 
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体 験 談 

体重・体脂肪ともに減、認知症の父も穏やかに 

「もともと自分は健康だと思っていたのですが、整腸と生食、ななこっことやさいっこを取り

入れる生活で、体重が５５．５kg→５２kg 体脂肪が２５％→２１～２２％になり、ウェスト 

―５センチと、身体がとてもすっきりし軽くなりました。それと同時に、それまでずっと当た

り前だと思っていた花粉症も改善しました。同じようにスタートした認知症の父も腸を揉むこ

とで、心がとても落ち着くようで、続けているととても穏やかです。これは、腸を揉むことで、

自律神経が安定するからだと思います。腸の働きを改めて実感しています。これからも続けて

いきたいです。  ４１歳 女性 Y.N」 

ダイエットを目的に始めました 

「痩身を目的に、１１月から集中セミナーを始め、２クール目が終了、体重が７．５kg 減りま

した。現在は、週２回のペースで腸もみ、ランチをし、夕食として家族分もテイクアウトして、

生食を続けています。今までは、夕飯の後は横になり、動くのもおっくうでしたが、最近は、

階段の上り下りもスムーズに動け、喜んでいます。ひどかった肌荒れもよくなり、驚いていま

す。今までに何度かダイエットに挑戦し意志の弱い私でしたが、今回は頑張れています。あと

１０kg以上痩せるのを目標にしているので、続けて頑張るつもりです。４２歳 女性 N.M」 

※効果には個人差があります。              

 
 

  上記の方の今後の経過を次回号でも 

  お知らせする予定です。 

  皆様も体験談をお寄せ下さい。 

  ＦＡＸ、メール、郵送なんでもＯＫ！ 

  ご質問もお待ちしています。 

 

 

 

 
生野菜をいかに美味しく食べるかで、元気倍増！！ 

 

≪ヘルシー麻婆豆腐≫ 
 豆腐１丁     水切りし、サイの目に切ります。 

 アボカド１個   サイの目に切ります。 

 青ネギ２，３本  細かく切ります。 

 （タレ） 

   にんにく 、生姜各一カケをすりおろし、胡麻油、醤油各大さじ３、 ハチミツ少  々

   コチュジャン小さじ１、を合わせ、先ほどの材料と白ゴマを入れて和えたら、 

                                   出来あがり。 

  お肉なしでも、とても美味しい～♪ 
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＜講師プロフィール＞ 

山之口 世志子（やまのくち よしこ） 

ゴッドハンドを持つカリスマ・エステティシャン。エステ暦 27年、メディカルエステ専門学校講師 7年 

エステ専門学校、メイキャップスクールを卒業。化粧品、健康食品の会社に就職し、インストラクターとして、

全国各地で美容と健康の講習・指導。 

中之島ロイヤルホテル内、日本初の高級エステティックサロン店長 10年。ユニバーサルジャパン日航ホテル内、

高級エステティックサロン総責任者。㈱トミエ・スワンソン（化粧品・エステ専門学校経営会社）より、中国医

学のマッサージ習得のため中国へ、そしてオーストラリア、タイ、韓国、シンガポールに派遣され、各国の新し

い健康と美容のノウハウを習得し、帰国。  NPO法人日本ホリスティック医学協会 生活習慣予防指導士。 

美と健康を追求する会社、有限会社サントガリア・ジャパン（若さ研究所）設立。代表取締役としてビュティー・

ライフ・コンサルタントとして活動。２００９年香港大学 薬膳療法を習得のため、香港へ短期留学。 

 

朝川 兼行（あさかわ かずゆき） 

１９５３年７月９日生まれ。福井県越前出身。栄養科学博士・予防医学情報研究所所長。生命エネルギー学会・

日本臨床老化医学会・日本腫瘍学会・有機農法研究会会員・講師。（社）日本緑十字社国際波動研究所学術委員。 

マクロビオテックとの出会いから食養学への道に進み、現在は酵素が全てと語る。 

実践体験を通じて東洋医学・現代医学・分子矯正医学等を学ぶ。１９９３年、ロシアウクライナ科学アカデミー

招聘により、チエルノブイリ被害者救援プロジェクトに参加。 

近年は、生命エネルギーの研究のかたわら、人間はいかに生かされ、生きるべきかを追求。 

国際栄誉賞、２００８年ライナス・ポーリング賞、受賞。この賞は、２０世紀もっとも偉大な科学者として、ア

インシュタイン博士と双璧といわれる分子化学の分野で多大な功績を残したライナス・ポーリング博士の財団法

人から贈られる名誉ある賞であり、日本の予防医学第一人者として、日本人として２人目の受賞。 

 

皆川 容子（みなかわ ようこ） 

甲南女子学園（中・高・短大）を卒業後、研究室に残り、甲南女子大学図書館事務長補佐、入試広報室長補佐を

経て85年48歳で退職。在職中より体調に異変を感じていたが、90年、難病のＳＬＥ（膠原病）と診断される。

多量のステロイドの副作用で大腿骨頭壊死となるが、ＳＬＥのため手術ができず、一生歩けないと宣言される。

98年、食事改善と腸もみを知り、台湾に渡り、徹底して実施すると、肥満、便秘、冷え性、不眠等が消え、ＳＬ

Ｅも完治、歩行可能となり、長年の主治医を驚かせた。また、92歳で寝たきり寸前になった母が、この健康法で

すっかり甦った事実から、個人の健康づくりが医療費削減、介護問題にも寄与すると、2000年、ＮＰＯ法人を設

立。以来、美容と健康増進、病気予防をテーマに、ローフードとベリータッチ（腸もみ）で、元気で楽しい人生

を全うする運動を、全国的に展開。 ＮＰＯ法人ネイティブヘルス創始者・副理事長、 読売文化センター講師 

著書「あした葉のように―消えた膠原病・再生した骨頭」「菜食整腸の奇跡―便秘・肥満をなくせば難病も退散」 

  「ローフードレシピ：火を使わない料理」、ＤＶＤ「菜食整腸健康法」 

                                 

                                 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 

 １月２８日（土）  

14:30-16:00 

 

山之口 世志子 

「超美人道は、超（腸）ＨＡＰＰＹ！」 

 内から外から美しく、若返りの法則 元気になる秘訣 

 

会員 無料 

一般 1000円 

 

 

 ２月１８日（土） 

14:30－16:00 

 

朝川 兼行 

「超（腸）元気になる話」 

満ち足りた食生活の落し穴 

同上 

  

 ３月１０日（土） 

14:30-16:00 

 

 皆川 容子 

 「どうすれば、腸（超）元気になれる？」 

ローフードとベリータッチ（腸もみ）実践法 

  同上 
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   東日本大震災チャリティーイベント  

～被災地に癒しを届けよう～ 

“あなたが癒された分だけ、被災地に癒しが届きます” 
ベリータッチ（腸もみ）、足ツボマッサージ、ヨガ、心

理カウンセラー、ヘッドマッサージ、タロット他各種セラ

ピー・・・癒しに関する仕事に、携わっている人達が集合。 

売上は全額寄付し、施術家やボランティアの方が被災地

へ行くための資金等に使われます。 

前回は、支援スタッフが、5月1日〰2日現地（宣理町） 

で施術してきました。 

収益は100％被災地支援に直接使用します。 

又、大阪在住の被災地の方を当イベントにご招待する活動

もしています。 

第7回・第8回 癒しフェアに参加しました! 

NPO活動の一環として出来る活動には喜びがあります。 

みんなの笑顔にお逢いできること、生き生きした現場で

力を頂けること、みんなの思いがダイレクトに伝わります。 

このフェアでは沢山の力が動いています。震災地で、私たちが持っている癒しの技術を伝え、

育成出来れば、職業として、プロとして、地場産業の育成が出来る。そのお手伝いをしたい。 

その思いが集結しています。 

初めの一歩、踏み出しの大切さが繋がれています。 

ネイティブヘルス＝ベリータッチ（腸もみ）のコーナーには予約がいっぱいです。皆さん 

とても気持よさそうです。体験したことも、聞いたこともない、そんな人達ばかりです。 

ベリータッチ（腸もみ）が、まだまだ知られていないことにびっくりです。こんなに良いのに！ 

出来るだけ沢山の人達に知って欲しい、との願い

に、ついつい、力が入ります。 

元気になっていただいて、元気がもらえる。 

この仕事をしていて良かった!と思える活動です。 

是非多くの方に知って欲しい、参加して欲しいと思

います。 

2012 年 1 月 15 日（日）開催されます。是非、癒さ

れに来て下さい。 
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あとがき 

今年も皆様のおかげで、無事年末を迎えられ、感謝しております。 

本年は、３月１１日に東日本大震災があり、お亡くなりになられた方、行方不明の方が２万人以上と聞いています。

原発の被害もあり、９カ月以上経ちましたが、まだまだ以前の日常の生活には、ほど遠い日々を過ごされています。

寒さの厳しい東北を思えば、なお心が痛みます。少しでも、お役に立てればと、ネイティブヘルスでは、１１月か

ら、月に一度の日曜に、「癒しフェア」というイベントに参加し、ベリータッチ（腸もみ）をした料金を全額寄付

しています。甚大な被害に対し微々たるものですが、続けていければと願っています。震災の他にも、新燃岳の噴

火、近いところでは紀伊半島の豪雨、乳幼児の虐待等など・・あります。先日の芳村思風先生の講演でもお話があ

りましたが、宇宙、天からのメッセージ？と考えずにはいられない出来事が多々あります。 

今年の漢字は「絆」でした。傲慢になった私達一人ひとりが足元から見直さなければならない、そんな時なのかと

思います。来る年が良くなり、皆さんと共に明るい日を少しでも多く持つことができればと願っております。 

有難うございました。                                      K.O 

ネイティブヘルスのベリータッチ（腸もみ） 

ベリー（belly）とはお腹ことです 

 お腹（腸）を手当することで健康づくりをする 

 皆川式健康法は、ベリータッチとローフードを 

 併用して実績を上げています。 

http://www.nponh.com/
http://www.nhacademy.co.jp/

