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河内長野で講演 
  

50 年も前、元気で若かった頃に行った「観心寺」の国宝如意輪観音と、

銀杏の黄葉で絨毯を敷き詰めたような真っ黄色の庭を思い出しながら、河内

長野市に行ってきました。 

講演会場は、正面と左横の 2部屋で、双方ともぎっしりの超満員です。 

皆さんとても熱心に聴講して下さり、終わってからの質問も多く、熱気にあ

ふれた一日でした。 

 数人ご希望の方にベリータッチ（腸もみ）をして差し上げましたが、わず

かな時間でしたが、「気持ちがいい」「何処でしてもらえるのか？」など、周

辺の方たちからも大きな関心を寄せられました。 

 築島様、中野様始めお世話になった方たちには心からお礼申し上げます。 

 「個人の健康は社会の健康」一人でも多くの方々に腸の大切さを知っていただきたいと、各所

で講演しております。「無料講習会の宅配便」と称して、5人以上集まれば何処にでも出かけます

ので、お気軽にお声がけくださいませ。（皆川） 

 

     河内長野市荘園町自治会「ふれあい喫茶」 

                        荘園町福祉委員 副委員長 築島 肖吉 

 

このたび荘園町 第87回「ふれあい喫茶」

に神戸より、皆川容子様が講演においでくだ

さいました。「菜食整腸健康法」です。 

大阪府河内長野市は、人口 10 万５千人で

すが人口が減少し高齢化が進む、緑が多い市

で、大阪府の南東部に位置します。 

当市は、楠 正成 楠公さんで有名な観心

寺があります。又女人高野「天野山金剛寺」

があり、歴史古く、国宝を含め重要文化財が

多くあります。 

今年5月には念願の日本遺産に認定されま

した。（河内長野市、中世に出逢えるまち～

千年にわたり護られてきた中世文化遺産の

宝庫～） 

わが町荘園町は人口 1500 人、65 歳以上

710人（46,6％）と高齢化が進む町です。 

 ６月９日（日）わが町の自治会館に、神戸

から、皆川容子先生においでいただきました。 

１、 血液の汚れ 

２、 免疫の低下 

３、 自立神経不調 

４、 ホルモンバランスのくずれ 

これらのお話を一時間半に亘り、具体的な体

験談を交え情熱的にお話いただき、参加者52

名は息を詰めて熱心に拝聴致しました。 

更に、「ローフードとは」生で食べる食事

を具体的にお教えいただき、酵素の大切さ自

然治癒力の認識を確認し、参加者全員が目か

ら鱗の状態でした。 

腸壁を刺激して腸をしっかり動かす「腸も

み」の話にまで至り、自分でする方法も具体

的にお教えいただきました。 

２０１９年６月 

第 ７ ８ 号 



 2 

この間、先生が、一度も椅子に座らず、メ

モも見ず、情熱的にお話をされる姿は感動的

でした。 

講演後の「ティータイム」では「腸もみ」

の体験希望が殺到しておりました。 

 

後日参加者から 

①「御年は８０歳を過ぎていらっしゃるとの

こと、私もこんな年の取り方をしたい。 

そう思うと先生の話に夢中になりました。腸

を「もみもみ」して、生野菜中心の生活を！！

とのお話。私は甘いもの大好き、健康診断で

２キロ痩せなさいと言われ、ウォーキングを

して、炭水化物、間食も控え３キロ減に！！

そこに先生のお話。一気には無理ですが意識

しながら、胃腸の管理を預かる身、今日のお

話を聞けて幸せです。」 

 

②「難病を体験され、日々の実践で治療され

た講演に心打たれました。 

その後、腸を揉んでいただいた方が「気持ち

がいい」と言われていましたね。体と心が感

じた一瞬だったことが伝わりました。 

本人自身にしか分からない辛い病は、本人は

もちろん傍に居る者は、只々医者の言われる

ままを受け入れ、それがどんな状態であろう

と信じて過ごしているように思います。日常

の生活に、深い関心を持ち、体も心も健やか

にと願っております。 

良いお話を伺い有難うございました。」 

 

③「難病を克服されたということもあって説

得力があり、お話に引き込まれました。 毎

日続けるには簡単でなければなりません。そ

の点では腸もみは私のような者でも寝なが

らできる点で最高です。 

 印象的なお言葉として、朝一番に、腸のご

機嫌を伺うということです。 

 自分の身体に気を配ることはわかってい

てもなかなかできません。 

 これからは簡単にできる腸もみを習慣づ

けて自分の身体をいたわっていきたいと思

います。同時に食生活も見直す良い機会を与

えていただきました。本当にありがとうござ

いました。」 

等々、報告がありました。 

 その他大勢の方から、「この朝イチ、一番

に腸もみをしました」と町中で評判になって

おります。 

我が家でも、さっそく生野菜中心に特にキ

ャベツを、そして、大根おろしをたっぷり！

納豆も朝食にいただいております。 

 

私どもでは、毎月第2日曜日に、自治会福

祉委員がいろいろな企画をして住民の皆様

と交流を図っております。今回はその中でも

最高に有意義な企画でした。 

 皆川容子様 ありがとうございました。

       

 講演   風景   令和元年６月９日（日）午後１時３０分～３時 
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 体験談 

長年の便秘から解放されて 

― 腸内セラピーは私にとって人生の転機 ― 
                               東野 和恵 

ネイティブヘルスの腸セラピーを知っ

たのはこの春のことでした。場所は奄美

大島沖の喜界島。父の故郷であったこの

島は大阪で生まれ育った私にとっては第

二の故郷でした。縁あって 2 年間の滞在

を終え、島を離れる間際のタイミングで

した。 

長年、それこそ２０年以上に渡り大腸

には悩まされてきました。便秘はもちろ

ん、会社での健康診断では大腸検査に引

っかかり、毎年のように病院で内視鏡検

査を受ける（何故か結果はいつも異常な

し）の繰り返しでした。大病でないのは

有難いのですが、慢性の疲労感、気力減

退、便秘による頭痛、肌荒れ…小さな問

題は山積みでした。 

そんな時、島での憩いの場となってい

た「結・ゆいカフェ」さんから皆川先生

の講演会のお話を聞いたのです。聞けば

この道では大変権威ある先生との事。ま

さかこの遠く離れた小さな島で、大阪か

らお越しの先生のお話を聞く機会に恵ま

れるとは…何とも不思議な巡り合わせで

す。 

腸というのは人間の第二の脳であるこ

と。腸を揉むことにより煽動運動と様々

なホルモンの活性化に繋がること。薬に

頼るよりかはストレスのない生活を心掛

け、内臓に負担のかからない食事をとり、

適度な運動と、充分な睡眠と…。知って

いるようでなかなか実践出来ていない快

腸生活を送る為のノウハウを教えて頂き

ました。 

これは、人生の大半を便秘で悩み続け

てきた私にとって、それこそ人生を掛け

て取り組むべきメ

ソッドではない

か！と思いました。 

偶然が重なり翌

月より京都で働く

ことになっていた

私は、早速先生のも

とへ通うことにな

りました。 

停滞した腸を活性化させるために１回

５０分、じっくりと優しくマッサージし

ていきます（こちらは勿論自分でするの

ではなく専門の方が担当して下さいま

す）腸に直接アプローチするので効果は

てき面、触る度に腸が動くギュルル～ギ

ュルル～という音がするのです。お腹が

じんわりと温かくなり煽動運動を促して

いるのが感じられました。今まで冷え切

ってうんともすんともいわなかった腸内

環境にまるでスイッチが入ったような感

覚でした。 

毎日マグネシウムの錠剤と、週に１度

の便秘薬が欠かせなかったのですが、２

度３度と通ううちにすっかり薬の事を忘

れてしまうほどでした。 

それからは、なるべくリラックスして

いる時間にトイレで座る習慣もつけまし

た。これは施術中、担当者さんがくれる

アドバイスの一つでした。施術中は余り

の気持ち良さにウトウトする（時には熟

睡）私に、熱心に腸内環境を整えるコツ

やポイントを伝授して下さいました(有難

うございました)。 

週に２～３回通う間、併せて生菜食の

食事も取り入れていきました。これまた
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効果てき面でした。 

まるで食べる青汁、食べる酵素、出さ

れる内容は生の野菜ばかりなのにそのレ

パートリーの豊富さには毎回驚かせれま

した。美味しい上にお腹はいっぱいにな

るし、何よりその後の気分が最高に清々

しいのです。まるで身体が内側から浄化

されていく感じとでも言うのでしょうか。

食べるもので人間、こんなにも高揚感が

左右されるものか…と改めて実感しまし

た。 

今、世間で問題になっているうつ病や

引きこもり、気持ちが塞ぎこみがちな人

はきっと添加物だらけの加工品ばかりを

食べているのではないでしょうか。 

２４時間営業のコンビニが溢れる昨今、

深夜の飲食も珍しくありません。本物の

食事と体内時計に合った食事時間、自分

の腸としっかりと向き合った生活を心が

けたいと思いました。 

腸内セラピーは私にとって人生の転機

となりました。一過性のもので終わらす

には余りにも勿体ない。快腸生活を目指

して今後も一生かけて付き合っていきた

いメソッドです。大阪の皆川先生はじめ、

毎回施術と食事を担当してくださった出

口さんには心より感謝申し上げます。 

来月には、１年振りの健康診断も控え

ています。今度こそ健全な大腸でもって

検査に臨みたいと思います、今からその

結果が楽しみです。 

 
 

 
 
 
 

ネイティブヘルスの研修に参加して得た事 
アロマーユ   牛山絢唯美 

 

鹿児島、奄美大島の近くの喜界島にい

らっしゃる朝元さんのご縁で、この度５

月に一週間ネイティブヘルスの研修に名

古屋から参加させて頂きました。 

喜界島では、皆川先生と３泊 4 日ご一

緒させて頂き、もともと先生が膠原病と

大腿骨頭壊死で、歩けないお身体だった

事を知りました。それが８０歳過ぎのご

高齢にもかかわらず、杖を多少は使って

いらっしゃいますが、スタスタと歩いて

らっしゃる姿を見て、大変感銘を受けま

した。 

 治る事は無いと言われた膠原病を克服

して、80 歳を過ぎてもなお、皆に語り続

け、また現役で働き続ける皆川先生のお

姿は、とても素敵です。 

 60 歳を過ぎて起業され、皆に真摯に語

り続けるお姿はとても素晴らしいと思い

ます。 

 私もまだまだこ

れからという思い

で、研修に参加させ

て頂きました。 

 ベリータッチと

ローフードの両輪

で、皆様が良くなっ

ていくのをお聞き

して、私も挑戦してみました。 

 毎日 1 回以上、ベリータッチをしてい

ただき、食事はなるべくローフードの菜

食に切り替えましたところ、なんとあれ

だけ何をしてもダメだと諦めていた下腹

が引き締まり、また体重も 2 キロ減り、

自分の理想体重に戻りつつあり、なんと

言ってもあれだけシンドくて重かった身

体が軽くなってきました。これは本物だ
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と思い、試験にも本気で取り組みました。

若い頃の様にスイスイと頭に残ってくれ

れば良いのですが、なかなかその思い通

りにはいきません。必死に覚えてもすぐ

消えていきます。ので、何度も何度も同

じことを繰り返します。やっとの思いで

覚えても試験の時は、うまく思い出せま

せん。 

 それを乗り越えて、晴れて修了書を頂

きました時は、これで私も他の人にベリ

ータッチをする事ができ、またお伝えで

きるんだと、とても嬉しく思いました。 

 習うまでは、ローフード（生食）をバ

カにしていた私には、ローフードで作っ

た豪華ランチは、目と舌を疑うものでし

た。とっても美味しいのです。ホテルの

フルコースのようでした 

 先生は、お若い頃、美味しい物が大好

きで、いろいろな所に食べ歩いていらっ

しゃた食通の経験が活かされているのと、

料理のセンスがお有りなる。だからそん

なローフードでも美味しい料理だからこ

そ、長続きできるのだと思います。 

 従来のアロマと併用して、ネイティブ

ヘルスで学んだ事を活かして、皆さんに

ベリータッチをしたり、腸やローフード

の事を伝えていき、益々皆が元気になり、

また病気の予防のお手伝いができればと

思います。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アロマーユのコンセプト 

日本の『森林』をはじめとする植物のパワーは、私

たち日本人の心身に活力を与え、輝きを増す。そこ

に遊び心を加え楽しさと笑顔が満ち溢れる空間を目

指しています。 

アロマーユは、アロマスクールと物販とサロンの 3

部門があります。今回、腸セラピーが加わりました。 

どの部門も皆様が元気で輝きをますようスタッフ一

同精一杯対応させていただきます。 

 

愛知県名古屋市東区泉1-14-23 ﾎﾜｲﾄﾒｲﾂ 205 

   （地下鉄久屋大通駅 1A出口より徒歩3分） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         第 30 回ＮＰＯ日本綜合医学会関西大会 
         2019 年 6月 30日（日）10：00～16：30 
      大阪朝日生命ホール（大阪メトロ「淀屋橋」12番出口すぐ） 

   ＮＰＯネイティブヘルスは、ロビーブースにて 

  ベリータッチ無料ミニ体験、「ななこっこ・やさいっこ」試食・販売します。
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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 

出石「第１２回永楽館歌舞伎」 片岡愛之助主演 

   ２０１９年１１月４日～１０日 昼の部 11：30 夜の部 16：00 

   演目 現在未定、８月頃決定 

   料金 12,000 円 

   前売り開始 9月 16 日 

当ＮＰＯでは、１１月７日（木）昼の部 に行きます。（日帰り） 

ご一緒に観劇をご希望の方は、下記の要領でお申込みください。 

 座 席  １階桟敷席（江戸時代の芝居小屋の雰囲気が味わえます） 

       ２階いす席のどちらか 

 料 金  １２，０００円を、お申込みと同時にお振込みください（キャンセルはできません） 

 申込み  ９月１４日（土）までに、ＮＰＯネイティブヘルス（０６－４８０２－６８８０） 

 交通機関の参考 

  ★公演専用バス（昨年例）新大阪駅前 7：30⇒出石着 10：30⇒観劇 11：30～14：30⇒観光⇒出石発 16：30 

          ⇒新大阪駅前着 22:30 頃 

  ★ＪＲ利用 往：特急こうのとり 1 号 新大阪 8：08⇒大阪 8：14⇒尼崎 8：21⇒宝塚 8：36⇒八鹿 10：33 

        ⇒全但バス 八鹿駅前 10：37⇒出石営業所 11：02⇒徒歩 2 分⇒観劇 11：30～14：30 

復：全但バス 出石営業所 15：52⇒八鹿駅前 16：21⇒特急きのさき 20 号八鹿 16：58⇒特急こうの

とり 24 号福知山 17：59⇒宝塚 19：13⇒尼崎 19：31⇒大阪 19：39⇒新大阪 19：44 

                                 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 

６月 ３０日（日） 

10:00-16:30 

 

 

日本綜合医学会第 30 回関西大会 

「食事で治そう生活習慣病 

自分で延ばそう健康寿命」 

ホールロビー展示ブースに参加 

 

2500 円(前売) 

3000 円(当日) 

 

    

朝日生命 

ホール 

5 頁参照 

８月 １０日（土） 

 13：00～ 

 

皆川容子講演 

「腸内細菌を良くするために～肥満・ 

ウツ・糖尿・ガンまで影響する腸内細菌」  

高砂商工

会議所 

８月 ２２日（木） 

 

日本の心にふれる旅 一日ツアー 

「廬山寺・法輪寺（だるま寺）」 

         

 3,500 円 ７頁参照 

８月 ３１日（土） 

 13：00～ 

皆川容子講演及び施術ミニ体験 

 

 1,000 円 

（茶菓付） 

名古屋市 

アロマーユ 

１１月 ７日（月） 

  

 出石「第十二回永楽館歌舞伎」 

片岡愛之助主演 

  （９月１６日前売り開始）           

 12,000 円 

（交通費各自負担）   下記参照 
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蘆山寺の桔梗と法輪寺の芙蓉 
昼食は丸太町「十二段家」 

  

 紫式部の邸宅跡といわれる蘆山寺は「桔梗の庭」として有名です。敷き詰められた白砂

に緑濃き苔を配し、そこに凛として佇む桔梗は清々しく、暑さを忘れさせてくれます。 

 法輪寺（通称「だるま寺」）は、大小さまざまな達磨・だるま・ダルマ約 8,000 体！ダル

マに圧倒されながらも、その参道には、ふくよかな芙蓉の花が連なり、ほっと安らぎを覚

えさせてくれるでしょう。 

 昼食は、お茶漬けの店として有名な丸太町「十二段家」で色々なお漬物をたのしみます。 

 

  日 時  2019 年 8 月 22 日（木） 

  会 費  3,500 円 

  集 合  地下鉄烏丸線「丸太町」北 4 番出口 11：30 

申込み  ８月１７日（土）までに、ＮＰＯネイティブヘルス（0６－４８０２－６８８０） 

 

 

 

 

 

 

 

                  蘆山寺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  法輪寺（だるま寺） 
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今年に入って、3 人が研修を修了し、「ネイティブヘルス認定機関」として、それぞれ 

お店をＯＰＥＮなさいました。ＮＨと同様ご愛顧よろしくお願いいたします。 

 

◎成川玲子様・今岡恵子様 

   腸活サロン「Ｎａｓｓｉｍナシーム」（「明日葉」77 号にて紹介） 

    兵庫県高砂市阿弥陀町北池９９－３ 

    ℡ ０９０－８９３５－６１００ 

    営業：10：00～18：00 不定休 

    ★8 月 10 日の講演会は変更する場合があります。お訊ね下さい。 

◎牛山絢唯美様 

   「Ａｒｏｍａ～ｙｕアロマーユ」（当号５頁にて紹介） 

    （従来の、「日本の森・アロマで健康のお手伝い」に「腸活サロン」を併設） 

愛知県名古屋市東区泉 1 丁目１４－２３ ホワイトメイツ２０５ 

     ℡ ０５２－７４６－９２２８ 

     営業：11：00～19：00 

定休日：毎週日・月曜日 、年末年始 

  

夏季休暇のお知らせ 

                  ８月１３日（火）～８月１６日（金） 

                   六甲サロンは、１５日（木）営業 

                ご注文は８月１０日午前中までにお願いします。 

                それ以降のご注文は、８月１７日発送となります。 

  

あとがき 

  前号で、「甘いものは痛みを誘発する？」と書きましたが、「私も経験しました」「矢張り甘い

ものは駄目ですね」と、かなりの方から共感を得ました。あれから背中は全く正常です。それど

ころか、ここ数年、仰向けに寝ると肩甲骨の辺りが痛くて（これも病院では原因不明）、仰臥が

できませんでしたが、嬉しいことに、あの背中の痛みと共にすっかり消えて、今では、仰向けに

寝られるようになりました。これまた不思議な現象です。人の体ってわからないことだらけです。 

  先日、『試してガッテン』で「大豆は筋肉を強くする」というのをしていました。ご覧になら

れた方も居られるでしょう。大豆たんぱくは、他の蛋白質とは違った形をしているというのです。 

 放送では言われませんでしたが、それに加えて、大豆たんぱくは、人間が絶対必要とする 9 種類

の必須アミノ酸をすべてバランスよく含有しています。「肉類を取らない菜食では蛋白質はどう

するの？」と皆さん考えますが、大豆たんぱくの方がずっと良質なのです。しかも動物性食品

（肉・魚・卵など）は腐りやすく、腐敗時に有毒ガスをたくさん出し、腸内環境を悪くします。

それに反し、植物性食品は腐りにくく、仮に腐敗してもそれほど有毒ガスを排出しません。体に

良い大豆を毎日食べましょう。豆腐・納豆・味噌・豆乳・おから・きな粉・煮豆等々。そのため

に、当社の「ななこっこ・やさいっこ」に大豆を入れています。しかもどちらも酵素が生きてい

ます。毎日の食事でこれから予想される酷暑を乗り切りましょう。ｙｍ 
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