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名誉理事長に神山五郎先生、皆川容子氏 

理事長に杉原伸夫医師就任 
理事長の神山五郎先生は、この度、名誉理事長となられました。また、ネイティブヘルスの創始

者で副理事長の皆川容子氏も名誉理事長となりました。 

新理事長には、杉原医院院長の杉原伸夫先生（医師）が就任されました。 
 

新理事長ご挨拶 
           杉原伸夫（医師） 

 腸マッサージという健康法に巡り合って、

5，6年になるでしょうか。皆川容子先生の講

演を聴く機会に恵まれ、実際に体験させてい

ただきました。 

 腸マッサージを受けている間、自然に腸を

イメージし、ひたすら体を慈しんでいる自分

に気付きました。 

 腸マッサージは老廃物の排泄、血液、リン

パ液の循環を促進し、自律神経のバランスを

正常化する等々、医学的用語でその効果を表

現できますが、さらに魂の乗り物である身体

を労わる行為にも思えたのです。 

 これに菜食を加えて、皆川先生が難病から

回復されたことは、この療法の体験を重ねる

ほど自然なことに思えてきます。（西洋医学

の立場からすれば、理解するのは容易ではな 

いかもしれませんが） 

 このように興味をもって、おつきあいをさ 

 

 

せていただいていましたところ、今回、神山  

五郎先生が名誉理事長に就任されるにつき、

理事長にとお話をいただきました。 

 名医神山先生の後を継ぐには、力不足は否

めませんが、私でもお役にたてることがある

ならばと思い、引き受けさせていただきまし

た。 

 菜食整腸健康法の普及に力をつくしたい

と存じます。よろしくお願いいたします。 

 

杉原 伸夫（すぎはら のぶお） 
1955年大阪生まれ 
1981年大阪府立大学大学院農学研究科修了 
   製薬会社 勤務を経て 
1985年滋賀医科大学医学部入学  
1991年同大学卒業 
   付属病院第２内科で研修開始 
1992年～ 京都、兵庫の病院等に勤務の後 

2001年 西宮市に杉原医院 開院 

 

 

                     明けまして 
             おめでとうございます 
           
          健やかで素敵な日々を 
               お過ごし下さいませ 
          本年も何卒よろしく 
            お願い申し上げます 
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長命から長寿へ 
           

                           
羽間鋭雄先生 

                             11月3日ベリーフェスティバル講演要旨 

 長寿というのは目出度いって事ですが、昔

は、長生きが目出度かったのですね。ところ

が、現代、長生きが目出度くない方も結構い

らっしゃる。めでたく幸せにいこうという事

で『長命から長寿』。そして『健幸、華齢』

健幸で華やかに、というテーマにさせて頂き

ました。 

日本は、平均寿命世界一ですけど、その中身

は、世界一健康か、世界一病気知らずかとい

うと、多分ノーでしょう。 

 そこで、厚労省が、健康寿命ということを

言いだしました。健康寿命ということは、介

護を受けないで生活出来る寿命です。 

 みなさん歳をとると、歳も歳だし、「こん

なもんや」と云いますが、これは無意識に同

世代の方と比較しているのです。 

 「こんなもん」とはどんなもんですか？ 

 

健康って何で測られているのか？ 

 一番身近なことは、健康診断の数値です。 

科学というのは、数値で論じます。数値化で

きないものは科学ではない。 

健康診断で基準内って言えば、皆さんは安

心し、お医者さんも問題にしません。 

 果たして安心できるのかどうか？ 

 世界の長寿村と言われている所の人達は、

山岳地帯、農耕民族で、水と空気の質が良い、

気候がやや厳しい、もちろん冷暖房もない。

山岳地帯で農耕していますから、運動が足り

ています。みんな同じような生活だから、ス

トレスも無い。沢山食べないし、美食もしな

い。野菜中心です。当然、早寝、早起きで規

則正しい、そしてもう一つは高齢者がとって

も大事にされる大所帯性です。 

 これを、今の私たちの生活に比べて見ると、

全く対極です。 

 まず水と空気が汚い。生まれた時から一生

エアコン。運動不足でストレス一杯、お腹い 

っぱい美食して、

野菜の摂取は多

くありませんし、

夜更かしですね。

間違いなく日本

人は、不健康集団

だと、私は敢えて

言いたいです。 

 

不健康集団の中で基準を決めている 

 不健康集団の人と比較して、その中におけ

る一員である事は、決して安心できることで

はありません。５段階評価すると、真ん中の

３の所に人が沢山集まります。そうすると３

は普通になるのです。多くの人は普通だから

いいや、と安心しますね。 

 しかし、不健康集団で出す基準はおかしい

です。そこで、健康な人のデータで基準値を

出してみると、その幅は結構広い値で出まし

た。一つの因子だけで良し悪しを論じてはい

けない。例えば、血圧が１４７でも、他が問

題なければ全然問題ない。 

コレステロールが２５０あっても他が問題

なければ全然問題ない、という事が分かった。

これがとても大事なことであって、科学はあ

る一つのものを極めて、善し悪しを決めます。 

 あらゆる病気は、色々な要因が重なり、因

果関係がはっきりしません。悪い物は全ての

人に悪いのですが、それを克服する力の個人

差があまりにも大きいから分からないだけ

です。良い事はあらゆる人にとって、良いの

です。 

 世の中で良いと言われていることをやっ

たけど、却って具合悪くなるということは、

その人の体質です。それを見極めて、自分に

とって一番良い事を探していく事が、健康に

生きる術です。 
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健康を自分で感じる基準 

 健康の基準をどうやって作るか。それはあ

なたの身体に聞くことです。人と比べた数値

でなく、あなたの身体が教えてくれるあなた

だけの実感を、健康の基準にしたら良いです。 

 健康診断を受けないと健康に生きられな

いですか？私は自慢にもなりませんが、一切

受けていません。健康診断を受けて、良い悪

いって言われたら気分悪い。私は、薬も飲ま

ないから受けない方が良いと思ったのです。 

 私の身体が信号を何か出してくれたら、相

談に行けば良いと思っています。幸い今の所、

信号は一度も出ていませんから、相談に行く

事は、一度もありません。では、健康の基準

をどこに置けば良いか。私なりに言葉で表現

してみました。熱いエネルギーが身体の中か

ら湧いてくる。感動が湧いてくる、喜びが湧

いてくるとか、そういった経験があるでしょ

う？ 意欲が漲り、そして嬉しい。そういう

エネルギー。もう一つは、何にでも誰にでも

感謝したくなる気分ですね。これをあなたの

健康の基準にしてください。 

 

ライフスタイルを改革し、意識を変える 

 改革するという事は、戻るところを作ると

いう事です。戻るところというのは、あなた

の身体が、健康を実感する事を教えてくれる

所です。健康づくりというのは、知識を詰め

込んでもほとんど意味がありません。 

 私という意識の９５％は潜在意識で、自分

で意識できる意識は数パーセントしかあり

ません。実際はあーした方が良い、こーしよ

うと思っても、ほとんど出来ないのは、無意

識に支配されているからです。 

 それを変える為には、強固な意志と、強烈

なエネルギーがいります。 

 一日は、朝起きた時から始まるのではなく、

何時に寝るのかによって決まる。だから早く

寝床に着く事を、一回続けてやってみる。そ

して何時に起きるかを決め、実行していると、

たまに夜更かしをすると眠たくてしんどい

日が始まるので、早寝に戻ります。 

 これが、戻るところというのです。 

 運動も一緒です。食べ物も一緒、腹 8分目

7 分目を頑張ってやってみましょう。３日坊

主じゃ駄目。やっぱり月単位で、身体が本当  

に良い、と感じる所までやってみる。 

 戻れる所をいっぱい作る事が健康に生き

る秘訣です。でもほとんどの人が、健康の戻

る家を持たない家なき子です。今日から是非

ともあなたの戻る所を作ってください。 

 

健康というのは、エネルギー 

 健康は物じゃない。生命、命も物ではない

ですね。生命は、生命現象とか生命活動とか

表現しますね。状態とか現象とか活動という

のは、何かのエネルギーの状態を言っている

んだ、と私は理解しています。だから、健康

はエネルギーなのです。エネルギーが下がっ

たら不健康になって病気になる。エネルギー

が活性化している時には健康です。 

 

ライフスタイルを変えて若返る 

 アンチエイジング、抗加齢と言いますが、

逆らうのでは無くて、戻っちゃおうと。若返

りという事をこれから目標にして頂きたい

です。可能だと思いますよ。寿命というのは、

ロウソクのようなものです。ロウソクの蝋は、

炎が大きくても小さくても、燃えてますよね。

大きな炎で燃えたら早く減りますよ。大き過

ぎたら煤が出ます。生き方も一緒で、あんま

り頑張り過ぎたら早く死にますよ。かといっ

て、あんまり炎が小さいとまた燻りますから

ね。適当な綺麗な炎で燃え尽きる事が大事な

のです。綺麗な炎で燃やす為には、良い蝋を

作る必要がありますね。これが食べものです。 

 

食は命 

 私は、中学の時から陸上競技を始めて、大

学では箱根駅伝も走りました。ボディービル

で身体を鍛えてきました。運動生理学もやり、

夜間で針灸やマッサージの勉強もし、その後

整体や身体の事を学んで、玄米菜食もやりま

した。そして行き着いた所が「生菜食」です。 

 それからずーっと生菜食を続けています。

７２年間の人生、今が、一番調子が良いです。

生菜食をしてから、若くなりました。活力年

齢４４歳、実年齢よりほぼ３０年若いですね。

活力年齢というのは、体力だけでは無くて、

血液から肺機能や身体組成などあらゆる物

を総合した年齢です。まさに食が命です。 
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 運動をして、身体を鍛えていた頃は、本当

に不調、疲れる、昼間はいつも眠たい。こん

な不具合時代あったから、今、一番調子が良

いと感じるのです。 

 

生菜食で酵素を摂る 

 今、酵素がクローズアップされていますが、

酵素は、消化酵素だけではなく、代謝酵素と

いうのがあります。生命そのものが酵素だと

いう程、酵素の働きが無ければ生きられない。

笑い、悲しみ、喜び、何でもでき、全ての細

胞がどんどん生まれ変わっていく。そういう

生命活動の全て、酵素がやってくれています。 

 その酵素は、生きた物しかないのですね。 

だから加熱調理したものは全部酵素を持ち

ません。酵素を取るには生が良い、というの

が、酵素栄養学の理屈なのです。 

 生命に関しては、科学で分かる事って余り

にも少なすぎます。 

 私は、自分の身体が教えてくれるもので生

きて行こう、と思うようになって今に至って

います。良いか悪いかは、全部身体が決めて

くれます。例えば、生菜食で健康が得られま

した。菜っ葉を食べて元気に生きていけるな

んて、今の栄養学ではありえない。科学では

説明できません。 

 ちょっと目を離して、自分の身体に目を向

けましょう、その方がずっと得です。 

「火食は過食に通じる」と医聖とも言われた

ヒポクラテスが言っています。 

 この過ぎるは、過ちという意味でしょ？食

べ過ぎは過ちなんですよ。薬飲みながら飯を

食っているじゃないですか。 

 食は否定はしません。文化だし、楽しみだ

し、付き合いにとって大事なものです。 

 しかし、食べるために生きる事は問題だと

思います。生きるために食べるのです。 

 

感謝に勝る薬はない 

 私は、健康長寿者を見ていて思うのですが、

彼らは人生を楽しむ達人じゃないか。 

 達人になるためにはどうすればよいか。 

眼鏡を掛け替えるトレーニングを提案した

いと思います。 

 「ありがとう眼鏡」を掛けるのです。私は

何があっても「ありがとう」と言おうと、ト 

レーニングしています。 

不平不満、怒りは自分を損ねる以外の何物で

もなく、何にも得しない。眼鏡を掛け替える

と人生楽しくなります。 

 眼鏡を掛け替えるトレーニングが、一生を

通じて一番大事だと思っています。 

 私は、健康作りの指導者として理屈や講釈

じゃなくて、見せる事が大事だと思っており

ます。自分が変わったら全てが変わります。

それに気が付いて、自分で心のコントロール

をするようになって随分楽になりました。 

「でも」「しかし」「けど」って言いたくなり

ますが、言った途端に、あなたは幸せから遠

ざかります。 

 

食と共に運動も大事 

 基本的に生活で必要な筋肉は、横たわる、

起き上がる、座る、立つ、歩くです。 

その筋力をつける第一の方法は、坂道と階段

です。 

 今日から皆さん、エレベーターやエスカレ

ーターを使わずに、階段を使いましょう。 

 

健康のキーワードは意識改革 

 いろいろ言ってきましたが、最後に、 

健康にとって一番大切なことは、「心」だと

思います。昔から、喜びや嬉しさや幸せ感は、

何にも勝る最高の妙薬だといわれてきまし

た。 

 しかし、喜びや幸せは、あなたの外にはあ

りません。同じものが向きを変えれば違って

見えるように、喜びも幸せも、悲しみも苦痛

も、すべてはあなたの心の中にしかありませ

ん。意識改革のトレーニングこそが大切なの

です。眼鏡を掛け替えることでも、歩くこと

でも、食べ物を減らすことだけでも、良く噛

むことだけでも、意識改革すると確実に健康

に近づきます。 

 

 

人生は望みどおりにしかならない 

 １日２４時間、目覚めてから眠るまでのす

べての瞬間に無数の選択肢があります。 

その瞬間瞬間に自ら望んで選択して生きて

きた結果が今の自分です。
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講演「田辺大根ふやしたろう会」  谷 福江  2014年 12月 6日 

   健康に最も相応しい自然農法による大根で、８月末から種蒔きし冬に収穫する田辺にのみ生産する大

根です。一般市販はなく今は生産量も限定されており、顧客のニーズに対応するのみの生産です。大根

本来の辛みが特徴で、大変おいしい大根でした。１本１８０円の格安で頒布いただき完売致しました。 

   講師はこの大根を普及する為に各地で講演を行っておられますが、これだけの大根ですから、今後は

さらに販売ルートの獲得なども必要になるのではないでしょうか？ 

  種をご希望の方は、お申し込み下さい。        

大阪日日新聞に掲載された谷先生の記事をご紹介いたします。 
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≪講師プロフィール≫ 

中谷 庄一（なかたに しょういち） テナー 

1935年 大阪生まれ 高槻高校、甲南大学卒業、大和銀行入行 

59歳の時、通勤途上、狭心症で倒れ、入退院を繰り返す。 

一念発起、声楽を中井成雅氏に師事、大阪音大音楽院でも田中勉教授の指導を受ける。 

初舞台は横浜リリースホール、ニューヨークで「荒城の月」「月の砂漠」など有名ホールで歌う。病院、老人ホー

ムなどで、しばしばボランティア出演。 

2009年より、チャリティーコンサートを企画、ＮＨＫ神戸や県立美術館で有志達とコンサートを行う。 

2002年、著書「リバースモーゲージって何だ」を全国出版。各地で、講演会の講師として招聘される。 

75歳の時、心臓冠動脈再狭窄、８時間に亘るバイパス手術を行う。 

現在、「今でしょう」の気持ちで、いろんなことに挑戦している。 

当日の曲目：さくら貝の歌 マンマ オ・ソレ・ミオ 他 

 

皆川 榮治（みながわ えいじ） バリトン 

ネイティブヘルス代表取締役社長  新原経營顧問股份有限公司薫事長兼総経理 

幼いころから歌うことが好きであったが、学芸会の独唱以外は、父親の反対で対外的音楽活動はなく、芦屋市立

山手中学校での合唱部参加が声楽を始めた最初。 

兵庫県立神戸高校で柳歳一先生から本格的に声楽の指導を受ける。合唱部にも所属し、柳歳一先生の指導により

ＮＨＫ合唱コンクール等に参加、全国２位の栄冠を得る。 

関西学院大学在学中、六甲教会聖歌隊に入隊、聖霊降臨祭のミサ中ソロを担当。 

湯浅電池に勤務。小田原工場転勤後合唱部を創設、合唱指導を担当。５年間職場内コーラスとして度々ミニ演奏

会行い、集大成として皆川有子のピアノ伴奏を得て、市民会館での合唱演奏会開催。 

小田原ではカトリック教会聖歌隊指揮を１６年間担当。 

台湾赴任後は唱歌・童謡６曲のＣＤ書籍の録音に参加。今はカラオケが唯一の歌唱チャンス。 

当日の曲目：何日君再来 長崎の鐘 平成山 他 

 

                                  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 24日 （土） 

  9:00～14:00 

 

 ハイキングのお誘い 

 「御室八十八カ所お参り」 

 

会員 無料 

 

定員 １０名 

８頁参照 

 

 2月 28日 （土） 

  14:00 開場 

  14:30 開演 

 

 サロンコンサート（六甲） 

 「うたとアルトサックス」 

中谷庄一、皆川榮治、皆川有子、皆川敏治 

会員 無料 

一般 1000円 六甲ｻﾛﾝ地図 

７頁参照 

 終了後懇談会 

ご希望の方 

    2000円 

 ３月２８日（土） 

  14:30～16:00 

 

 重岡 昌吾 

 「お水に教えられたこと」 

    

会員 無料 

一般 1000円 

 

 

 

  16:30～18:00  指導者研修会  認定指導員 

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 大阪 ０６－４８０２－６８８０・２     
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皆川 敏治 （みながわ としはる） アルトサックス  

大阪工業大学 工学部 工業経営学科卒 

【業務関係】㈱GS-YUASA 勤務、退職後プラスチック、ステンレス製造会社歴任 

【福祉関係】社会福祉法人 足柄緑の会 設立 監事、理事歴任  

現在 社会福祉法人太陽福祉会理事長  

【音 楽 歴】高校時代、吹奏楽部所属 大学時代エレキバンド結成、フォークギターバンド結成 

青年時代、洛南合同ビック・バンド・ジャズ「ザ・ユニ－クス」所属 小田原市市民吹奏楽団所属 

2012 年～2 年間 バンコク日本人ブラスバンド所属 

現在 太陽福祉会 障害者向けソロ活動 

当日の曲目：愛の賛歌 長崎は今日も雨だった サザエさん 他 

 

皆川 有子 （みながわ ゆうこ） ピアノ 

桐朋学園音楽大学卒業 

幼少よりピアノを始め、中学時代から一貫してピアノ伴奏者として各種演奏会やコンクールに参加。 

桐朋音楽大学ではピアノ伴奏者としての技法、特にソリストや指揮者との連携や呼吸合わせを修得。 

卒業後は各地合唱団のほか、バイオリン、フルート、声楽家ソリストのピアノ伴奏者として専門的に携わり、 

各地で演奏活動に出演すると共に伴奏者としての地歩を固めました。 

現在神奈川県及び台北「椰子の実合唱団」等においてピアノ伴奏者として活躍し、台湾国立コンサートホールで

の出演を始め各地での演奏会に出演中。 

また、継続してピアノ学習者を対象とする後進の育成に取り組んでいます。 

 
 
 
 
重岡 昌吾 （しげおか しょうご） 
1967年生まれ。近畿大学在学中より、「橋本健康ランドゆの里」（現：天然温泉「ゆ

の里」）の運営に携わる。卒業後、取締役専務として就任。重岡寿美子社長の右腕

となり、ミネラルウォーター「月のしずく」の商品化をはじめ、「ゆの里」に湧く

「金水」「銀水」「銅水」の３つのエネルギーの異なるお水を神戸大学と共同で研

究。水分子のデータ解析に協力する。定期的に東京で開催する「お水のお話会」

に講師としても参加。「お水」の啓蒙に精力的に活躍。 

2015年 1月 代表取締役就任予定。 
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 御室の八十八カ所参りのお誘い 
 

 寒い頃ではございますが、こういう時こそ、思い切って外へ出てみませんか！？ 

 私は、１５年前から、１月は御室八十八カ所へお参りをしています。 

 今年は、是非、皆さんとご一緒にと企画しました。 

 桜で有名な御室仁和寺の背後にある成就山八十八カ所霊場は、通称｢御室八十八カ所巡り｣と 

 呼ばれて、傾斜も緩やかで、老若男女どなたでも巡拝できるように、よく整備されています。 

本来の四国八十八カ所霊場は、阿波･土佐･伊予･讃岐と四国を巡り、全行程三百余里(1,450km)。 

徒歩だと 50日前後かかりますが、この行程が｢御室八十八カ所｣では約 3kmに短縮され、 

1番札所「霊山寺」から、結願の 88番札所「大窪寺」まで、２時間～２時間半です。 

 ひとつひとつのお堂に、お賽銭１円を納め、お参りをしていきます。 

 

 

 

集 合    御室仁和寺正門  ９時半  

     

解 散   JR花園駅   14時 
 

 
持ち物   お賽銭 一円玉で８８円 
 

 
ご参考に JRバス「周山ゆき」  京都駅発 9：00  四条大宮発 8：42 
 
阪急をご利用の方は、阪急京都線「大宮」下車し、四条大宮からが便利です。 
同じバスになります。 
参加の方には、詳細をお知らせします。 
 
 
 

 
「明日葉（あしたば）」第60号2015年1月1日 編集・発行NPO法人ネイティブヘルス  〒530-0012 大阪市北区芝田１―12―7大栄ビル新館４Ｆ
TEL06-4802-6880/2 FAX06-4802-6881  ﾎｰﾑｱﾄﾞﾚｽ http://www.nponh.com http://www.nhacademy.co.jp   Email:info@nhacademy.co.jp 

あとがきによせて  

新年明けましておめでとうございます。 

昨年の 10月 1日から、ネイティブへルス(以下ＮＨと略称します)の代表を拝命しました皆川栄治でござい

ます。26年間台湾で仕事をしている関係で、今も台湾とは関わりがあります。 

これまで私が持ってきた台湾商品と最近の台湾事情をご紹介します。 

先ずは台湾商品です。第 1は、天然木手彫りのベリータッチ用品。これでお腹を抑えてください。 

マッサージ効果があります。次は、竹繊維の下着(シャツ、ショーツ類)ですが、通気性と清涼感、肌触り

が特徴です。日本では少々高いですがＮＨでは半額くらいで、お勧めです。第 3は「クコの実」「松の実」

ですが、いずれもミネラル・ビタミンが豊富な食材で、お肌に効果的な健康食品です。 

 最後に、台湾での人気映画のご紹介です。「KANO」と言う映画です。台湾では去年の２月に封切られ最も

人気のある映画でした。日本統治時代の 1935年、全国中等学校野球大会(現在の全国高校野球大会)で初出

場ながら台湾での代表権を勝ち取った「嘉義農林(中等)学校」のお話です。元来弱小チームでしたが台湾

代表として全国代表権を取るに至る事実に基づいた物語です。甲子園での全国大会でもみるみるうちに強

豪校を破り、遂には決勝戦に出場し天下の中京商業と渡り合い最後は涙を飲む、と言う物語です。「KANO」

とは「嘉義農林」の略称「嘉農」のことです。どうぞこの映画をご覧ください。1月 24日に全国で上映さ

れます。日本統治時代の台湾の一端がお分かりいただけることでしょう。    E.M.  

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

