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ＮＨ甲東園を開設して 
ＮＰＯ法人ネイティブヘルス理事長 

杉原伸夫（杉原医院院長） 

 「ネイティブヘルス甲東園」が 5月 9日に開設され

て、ほぼ 2カ月になります。場所は関西学院大学（阪

急甲東園）の近く、杉原医院とは背中合わせの位置関

係にあります。 

今までは、梅田まで距離もあり、クリニック近隣の

患者さんに紹介することに躊躇することも多かったの

ですが、5 月に開設以降は、菜食整腸を多くの患者さ

んに紹介することができるようになりました。 

健康を維持促進する、あるいは崩れてしまった健康

状態を少しでも正常化するのには、食を整え腸を元気           玄関と看板 

にすることが大切ですが、実際に体験して、納得できる機会が身近にある 

ことは、私にとっても、体験できる患者さんにとってもありがたいことです。 

また施設の前には、やや控えめな看板がでていますが、それを見て整腸マッサージを受けに行

っているという方が、最近、当院を受診されました。 

ゆっくりと、であったとしても確実に拡がっていく前兆ではないでしょうか？ 

  悪いガスが発生しないように、悪いものは食べないということが大事なんだろうと思います。 

                         

                             ＮＨ甲東園の  

                            土曜日営業時間は 

                    施術室      １７：３０迄です 

 

                           

 和室のミーティングルーム 

 
                        
 
甲東園からバス5分「住宅前」下車1分 
ＪＲ西宮から甲東園行バス20分 
         「住宅前」下車1分 

         

       ●住宅前 

関学前           甲東園 

関学前           甲東園 

 
住宅前●   Ｐ 

あざみ公園        

 ＮＨ       杉原医院 

２０１６年７月 

第 ６ ６ 号 
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≪認定指導員寄稿≫

家族とＮＨ（ネイティブヘルス） 
ＮＨいしばし 石橋美代子（東京世田谷区） 

☎090-9970-3202 
 

『娘のこと』 

   「アトピーは食事で治るわよ。」 

元看護師さんの言葉が、私の人生を一変させ

てくれました。平成 10年の暮でした。 

 

私は四人の子どもを産みました。四人目で

初めて産まれた女の子がアトピー性皮膚炎

でした。良いと言われる事は何でも試しまし

たがパッとしません。小学生になると体育の

授業にプールが有ってミズイボを貰って来

ます。治るのに半年以上も掛かり、ようやく

治ってホッとする頃に又、プールが始まるの

です。親子してヘトヘトでした。 

 

食事指導を受け、自然食品店を紹介して貰

いました。 

玄米自然食。雑穀入りの玄米ご飯が主食で

す。砂糖、油脂は禁止。動物性の物は加熱し

た魚だけ、等々美味しいとは言えない食事で

す。主人や上の子は食べてくれません。娘と

二人で必死に頑張りました。 

その甲斐有って三ヶ月後には二人とも体

調が良くなっていました。 

アトピーだったなんて嘘の様に綺麗な肌

です。私も長年の不定愁訴が消えていました。 

 

娘は今、埼玉県で看護師をしています。い

つも「やさいっこ」を常備していて、三袋を

一気に飲むと、余程の時も回復するそうです。

昨年、三日間熱が出た後、アレルギーが全く

無くなったとのこと。自然治癒力って凄いで

す！ 

 

玄米自然食のまずい食事をしながら理論

的な裏付けが欲しかった私は、自然食品店に

並ぶ本を片端から読みあさり、講演会にもせ

っせと足を運びました。 

そこで知ったのが、お金さえ儲かれば何で

もする企業の事情と、買う側の心構えでした。

安い物にはそれなりの理由があります。食べ

るものは安全が一番大切なはずなのに、です。 

 

手足が激痛でリウマチと診断され、お灸に

通った小学生時代の私。病弱で養命酒を飲ん

でいた二男（明日葉６５号参照）そして娘の

アトピー。 

原因（食事）があって結果（病気）が有る。

因果の法則にようやく納得しました。 

 

学ぶうちに古代ギリシャのヒポクラテス

の言葉に出合いました。『自然から遠ざかる

と病気に近付く』『食事で治らない病気は医

者にも治せない』─私の座右の銘です─ 

あの時代からわかっていたのだと驚きま

した。 

 

その後、玄米ご飯を美味しく炊ける様にな

り、回りの方々に勧められて、玄米ご飯屋さ

んを開業しました。 

私にも教えてくれた人がいたお陰で、娘も

私も体調が良くなったのです。今度は人に伝

える事で恩返ししたいと思いました。 

内心、圧力鍋でご飯を炊くのは不自然とは

思っていましたが。 

 

しばらくして、『ガンの患者学研究所』か

らお弁当の依頼が来る様になりました。 

そこの機関誌『命のたんぼ』に、ＮＨの菜

食整腸が紹介されました。 

『これは凄い、これこそ自然な、道理にか

なった健康法』と確信し、大阪に飛んで行き

ました。本音はローフードを食べてみたかっ

たのです。 

皆川先生にお話を伺って、私もこの健康法

を広げる仲間になりたいと思いました。美味

しいランチも魅力でした。 

それから 14 回、仕事の合間に大阪に一泊

二日で通いました。行く度に様々な症状の方

が目に見えて良くなってゆきます。私自身も

時折出来ていた血清性紅斑が全く出なくな

りました。 

 

念願の資格を頂いたのも束の間、坐骨神経

痛で歩けなくなりました。夜中も激痛で目が

覚めます。寝返りも打てません。余りの辛さ

に涙が溢れます。皆川先生のＳＬＥの痛みは

こんなものでは無かっただろうと思いまし

た。 
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「そうだＮＨへ行こう！」 

翌日、二本の傘を杖にして、五反田のＮＨ

東京支所に行きました。久し振りのベリータ

ッチ.至福の時でした。 

翌朝、主人に「まだ寝ているのか？俺はも

う仕事に行くぞ」と声を掛けられました。な

んと、一度も目覚める事無く、九時間も眠れ

たのです。 

私にもこの健康法の体験を語り広げる使

命が有る、と確信した瞬間でした。 

以来、週二回東京支所に通いました。最初

は客として、そして次第にお手伝いもさせて

頂く様になり、半年後にはすっかり良くなっ

ていました。 

 

『主人』 

平成 23年「俺もベリータッチしようかな」

と主人が研修生になりました。ところが、東

日本大震災の影響で支所が閉鎖になってし

まったのです。研修の続きは、都市ガスの仕

事を退職して大阪に行きました。 

名前も「ＮＨいしばし」と変えて看板も新

調、二人で協力し合って（が理想でしたが意

見が合わず大変でした。）それぞれ分業して

何とか頑張っています。 

私のやりたい事を反対もせずにやらせて

くれて本当に感謝しています。 

 

『母』 

私の母は 94 歳、若い時から「病気をした

ら八百屋に行く」と言う人でした。二年前に

一時体調をくずし、もはやこれまでか、と覚

悟をしましたが「ななこっこ・やさいっこ」

で見事に復活。105 歳まで生きる、と元気ハ

ツラツ、私より長生きしそうな勢いです。 

 

『二男（今河智章）』 

二男は以前から看護師を辞めたいと言っ

ていましたが、昨年本当に辞めてしまいまし

た。この健康法をやりたいと言うのです。 

私は春に指導教官の資格を取らせて頂い

ていましたので、一ヶ月間集中して教えまし

た。 

９月に指導員の資格を頂いて、開業出来ま

した。群馬の地で一人で奮闘しています。 

 

『長男』 

長男夫婦は結婚して一年になるのに子ど

もが出来ませんでした。１月末には体外受精

の予約をしていると聞いたのは昨年 11 月の

ことでした。それならば、まず食事の改善。

「なこっこ・やさいっこ」生菜食を勧めまし

た。一年で 6キロも太ったという二人、一日

断食で体重を落とす事を勧めました。断食す

ると妊娠しやすいと聞いてたからです。 

「赤ちゃん出来ました！」の嬉しい電話を貰

ったのは体外受精の予約の僅か五日前です。 

その後順調に育って九月には、私にとって

四人目の孫が産まれる予定です。 

 

『顔が変わった』 

若い時の私はキリッと上がった眉がキツ

いイメージで自分の顔が嫌いでした。歳をと

って、穏やかな表情になったと喜んでいまし

たが、筋肉が垂れ下がっただけでした。が、

この頃今までと違うのです。ほうれい線や白

髪は増えましたが右側の眉毛が上がって来

ているのです。見比べて下さい。片方は４年

前に撮った免許証の写真です。 

『三男』 

玄米ご飯をバイクで配達してくれていた

三男は、料理が得意で自分で玄米ご飯も炊き

ます。二年前に結婚し、この度パパになりま

した。ママには勿論「ななこっこ・やさいっ

こ」を食べてもらっています。 

 

皆川先生はいつも仰っています「この仕事

は余り儲からないが、人に喜んで頂ける。そ

れが私たちの利益」これは一番大切な事だと

思っています。 

今の世の中をおかしくしているのは「今さ

え良ければいい」「自分さえ良ければいい」

「お金にさえなればいい」と思うからです。 

 

これからの私の目標は、都内に後継者を育

成し、生まれ故郷の北海道にＮＨのグループ

ホームを作る事です。主人と力を合わせて頑

張ります。  
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『自力整体』 

自力整体に参加して（感想） 

今回２回目の受講になりましたが最初よ

りどの筋肉が伸びているか、どの部分の関節

が緩んでいるのかわかる様になりました。 

大きな力を使わず自分の頭や体の重みで

行えるので日々の習慣に取り込みたいです。 

         ＫＳ 

 

体のほぐしが充分でした。汗をかいた。は

じめから２０分位で汗、毎日少しずついずれ

かを実行していくと良い体ほぐしができる

と思いましたが、実行は難しそう。少しずつ

やってみる努力をしてみます。 

大変役にたちました。有難うございました。 

ＥＭ 

 

最初はかたくて痛いなあーと思いました

が少しずつやっているうちにほぐれてきま

した。いかに身体を動かしていないかわかり

ました。最後には身体がやわらかく、軽くな

りました。ありがとうございました。 

気分が良くなりました。目のつかれもとれ

ました。暇をみつけて、少しずつ教えて下さ

った事をやってみようと思います。ＭＩ 

 

ヨーガや西野式の花輪を気ままにやって

いるが、それでも、この自力整体で痛い、つ

らいとこがたくさんあって、毎日のトレーニ

ングに大いに取り入れたい。 

激しい動きではないのに、良く効く、まさ

に高齢者向きの整体法だと感服しました。 

今年の後半の課題となりました。ＭＭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自力整体は初めての体験でしたが、先生の

動きを見ながら、体をねじったり、手を回し

たりしているうちに、体がやわらかくなるの

がわかりました。終わった後、体がすっきり

したのを、感じました。ＭＵ 

 

１か月１回のヨガですが、もう１８年ぐら

いしています。 

でも細かい普段動かしていない部分に心

を向け意識することで、体全体がとても喜ん

でいるようでとても気持ちよくなりました。 

全部はなかなかできなくても、動かすとこ

ろに気付かせていただいて、今後、チョット

した時間に心掛けてやってみたいと思いま

す。ありがとうございました。ＴＨ 

 

自力整体講座にはじめて参加しました。 

体がほぐれて気持ち良かったです。 

はじめより終わりごろには、体の可動域が

広がったように思いました。ありがとうござ

います。 

短時間でしたが体の声に耳を傾けられた。

矢上裕著「裸眼のススメ」 

ただ今、お試し中！！  ＳＯ 

 

初めて今日体験させて頂きました。手首が

硬く、日頃は感じない痛みを感じ意識できま

した。やっている間に少しずつゆるむ事も感

じました。日頃から意識してやる事が大事と

感じました。ありがとうございました。ＫＳ
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～爽快感を求めて～ 自力整体 
自力整体ナビゲーター 

高橋 狭穂子・氷室 美耶子

 

蒸し暑い日が続いています。私たちの体も、うっかりすると暑さをため込み、息苦しくなりそ

うです。 

自律神経が乱れて血の巡りが悪くなり、細胞内の水分が排出されにくくなります。「水分」「気」

の巡りを順調にして軽快な体を維持しましょう 

 

「自力整体とは」 

 ご存知の方も多いと思いますが、「自力整体」は、人にしてもらう治療ではなく、自分自身で行

う治療です。具体的には東洋医学の基本的な考え方である「気」「生命エネルギー」を増やし、全

身に巡らせます。 

 経穴（ツボ）を刺激して、経絡の詰まったところを通します。また、関節がさびないように関

節の可動域を広げます。そうすることで体のゆがみを矯正し、体の中に溜まった老廃物を排出し

ます。 

体は「鍛える」のではなく「ほぐす」ことに重点をおいています。 

 なれるまでは、この「ほぐれ感覚」はわかりにくいと思いますが、何度かやっているうちに体

感できるようになります。 

 形やポーズにとらわれずに、ほぐしている所に気持ちを向けて、背骨や肩甲骨、股関節などを

動かしているのだとの意識を持ちましょう。 

 

今回の整体は、眼球運動を取り入れながら、背骨のＳ字カーブをしっかり保ち、左右のゆがみを

修正して、五十肩や腰痛などとは縁のない体にする取り組みをやってみたいと思います。 

 眼球の緊張は、そのまま頸椎・肩甲骨周辺の緊張につながります。 

下肢においてはアキレス腱、内またの緊張を引き起こしますので、その部分もほぐしていきます。 

 腹部、手足から始めて体幹部へと自分の体に意識を集中して取り組みましょう。 
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≪講師プロフィール≫ 敬称略 

氷室 美耶子（ひむろ みやこ）・高橋 狭穂子（たかはし さほこ） 

「明日葉65号」参照 

 

閻杰（エンキ） 

中国大連市生まれ、７歳から琵琶を始める。１２歳の時ジュニア民族コンクールで

優勝。国立瀋陽音楽大学在学中に民族楽器琵琶コンクールで優勝。卒業後、国立遼寧

省歌舞団で琵琶ソリストとして活躍。中国音楽家協会会員。来日後、大阪教育大学大

学院修士課程修了。全国各地で「エンキ中国琵琶コンサート」として演奏活動を行う

ほか、三宅一生のファッションショー（東京とパリ）、中国でのコマーシャルにも出演。

大阪フィル、関西フィル、金沢アンサンブルとの共演。第５回大阪国際室内楽フェス

タ銀賞を受賞。読売新聞社主催正倉院フォーラム。中国大連で開催されたダボス会議

でも演奏する。ＣＤアルバム７枚リリース。 

 

彭 榮次(ホウ エイジ) 

1042年 11月生 台湾苗栗県生。客家の人。 1954年 台湾国立台湾大学法学部を卒業。 

1959年 日本勧業銀行台北支店外資顧問  1963年 台湾証券取引所総経理秘書兼研究員 

1968年 台湾輸送機械株式会社社長    1992年 国立中山大学日本研究センター顧問 

1996年 李登輝総統顧問         2009年 亜東関係協会会長 

2015年 日本の秋の叙勲 旭日双光章叙章（日本研究発展及び学術交流と相互理解に貢献した） 

 

張文芳(チョウ ブンホウ) 

 1929年 大阪豊中市生。小中学校は関西で育つ  1944年 学徒動員で軍需工場で働く 

 1946年 戦後台湾に戻る。父上の故郷、屏東県東港に居住 

 1953年 結婚。編み物会社を起業。40年間ニット製品の製造販売、編み機の改良と部品販売に努め、 

事業拡大。65歳で退任 

 2002年 友愛会の「台湾に美しく、正しい日本語を残す会」に入会。 

      61歳で修得したワープロを駆使し今では PCパワーポイントを使いこなし、友愛会の資料作成

及び出版まで担当している。現在 100名以上の会員がいる  

 2015年 日本の秋の叙勲 旭日双光章綬章（日本語の普及及び日台交流と相互理解の促進に貢献した） 

 

                                  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 

７月２３日（土） 

14:30～16:0 

閻杰（エンキ） 

「中国琵琶」 

会員 無料 

一般 1000円  

８月２７日（土） 

14:15～16:00 

氷室 美耶子・高橋 狭穂子 

「第３回 自力整体」 

会員 無料 

一般 1000円 

100x20位の 

布をご持参 

  同 日 

16:15～18:00 

指導者研修会 

  

認定指導員 

 

９月 ９日（金）〰 

    １２日（月） 

日本の心にふれる旅 XVI 

「第 3回 台湾ツアー」  

「明日葉」 

７頁参照 

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  電話０６－４８０２－６８８０   ＦＡＸ０６－４８０２－６８８１    
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日本の心にふれる旅ⅩⅥ 

第３回 ネイティブヘルス 台湾旅行３泊４日 
 

日  程  ２０１６年９月９日（金）～１２日（月） 

航空会社  キャセイパシフィック、エバ航空、トランスアジア航空のいずれか。 

ホ テ ル  ホテルリビエラ（台北市内高級ホテル） 

      ３連泊  2名１室 （１名１室の場合は20,000円追加） 

参 加 費  98,000円（給油サーチャージ、空港税込み、全食事付き、入館料、交通費全て込み） 

定  員  10名 

申し込み  定員になり次第締め切ります。出きるだけ早くお申し込みください。 

      ＮＰＯ法人ネイティブヘルス 

       電話：０６－４８０２－６８８０ FAX：０６－４８０２－６８８１ 

 

≪スケジュール（予定）≫ 

第1日、9月９日(金)  

 午前中 関西国際空港出発→桃園空港、到着後ホテルへ（ホテルにて休憩） 

 16:00 淡水へ、街並み散策(買い物)、 紅毛城(17世紀)スペイン人の城)へ 

 18:00 淡水の夕陽、 夕食(淡水観光魚市場)   

 21:00 台北ホテル帰着 

 

第2日、9月１０日(土) 

  9:00 ホテル出発 台北→鶯歌(陶磁器の里) 

 10:00 陶磁器博物館、陶器教室(手づくりで持ち帰りもできる)）、昼食、陶芸館見学 

 17:00 台北にて、彭榮次先生、張文芳先生との交流会、両先生を囲んで会食 

     （両先生の略歴は、６頁に掲載しています） 

 21:00 ホテル帰着 

 

第3日、9月１１日(日) 

  9:00 ホテル出発→中華工芸館見学、（買い物） 

 11:00 烏来へ。観光街並み見学 

 12:00 原住民タイヤル族料理 

 13.30 烏来瀑布ほか見学。トロッコ乗車→ロープウェイ乗車、雲仙楽園見学 

 17:30 那魯湾♨（入浴）ホリデイホテル夕食 

 21:00 台北ホテル帰着 

 

第4日、9月１２日(月) 

   9:00 ホテル出発（二二八公園見学）、国立台湾博物館見学 

 11:30 昼軽食 

 12:00 ホテル発、桃園空港へ→夕方以降関西国際空港着  
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火を使わない料理＝酵素を食べる 

マッシュルームの山椒味噌詰め 

 材 料 マッシュルーム 

     大葉 

塩漬け実山椒 

     信州味噌、味醂、昆布パウダー   

 作り方 １、マッシュルームの芯を取る 

     ２、山椒味噌（塩漬けの実山椒、味噌、味醂、昆布パウダーを混ぜる） 

     ３、マッシュルームの芯を取った穴の中に山椒味噌を詰める 

     ４、大葉を敷いたところに、縦半分に切って盛り付ける 

    ◎塩漬け実山椒 
      実山椒が出回っています。柔らかく新鮮なものを選んで、たくさん漬けて 

おくと何かと便利です。冷蔵庫で一年は保存出来ます。 

     ≪作り方≫ 

      実山椒は枝を取って掃除し、一粒づつにする。 

      実がすっぽり被る位の水で5分湯がき、ザルで漉して湯を捨てる。 

      2回目は少し多めの水に塩（実山椒の約５％）を入れて煮る。 

柔らかくなれば、火を消してそのまま冷やす。 

       冷えてから瓶に詰めて冷蔵庫で保存する。 

    

夏期休業のお知らせ 

８月１４日（日）～１８日（木） 
上記期間休業いたします。 

六甲は営業します。 

       

     氷・アイスクリームなど 

     お腹を冷やすものは控えて、 

     酵素を摂るななこっこ・やさいっこと 

     常温の水をしっかり摂りましょう。 

 

 

あとがき 

５月９日から仮営業していた甲東園は、６月２日から本格的に営業を始めました。 

従来のお客様に加えて杉原医院の患者様が来られています。お腹をもむのが初めての方は「気持ちの良い

ものですね」と喜んでくださり、またローフードも「生とは思えない。とても美味しい。野菜ばかりなの

にお腹イッパイ。毎日食べたい。」と初めての生食にびっくりして居られます。 

皆さんが明るく元気に楽しい毎日が過ごせますよう、精一杯尽くしたいと日々頑張っています。 

３回目の台湾ツアー、今回も盛りだくさんの内容で、ご参加の方にはきっとご満足いただけると自負し 

 ております。日本での本年春の褒章を叙勲された彭先生・張先生との交流会が楽しみです。 

今夏もまた酷暑到来とか。お水をしっかり、良いお塩を適当に取って熱中症対策を！！ ｙｍ 

 
「明日葉（あしたば）」第66号2016年7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 FAX06-4802-6881    ﾎｰﾑｱﾄﾞﾚｽ http://www.nponh.com  Email:info@nponh.com 

http://www.nponh.com/

