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足をぐねりました︒いつもならこの
まま倒れてひどい結果になるところ
です︒でもすぐに一瞬で立ち直った
のです︒
﹁姿美人﹂の威力がわかりま
した︒冨田さんが︑これは転ばぬ先
の杖とおっしゃっていた意味が実感
でした﹂
一言メモ
意識とは関係なく足裏と脳は信号の
やりとりをして︑常にあなたを真っ
直ぐに立たそうとしています︒足裏
の構造の崩れは︑この信号系の衰退
につながります︒脳梗塞の方がリハ
ビリに使用すれば驚くような効果が
上がります︒多くの方の救いにつな
がります︒
一方私から見てこれはひどいという
ケースでも本人が切実に感じていら
っしゃらない方も大勢です︒腰痛や
膝痛︑慢性的な肩こり足裏は自己の
存在の仕方︑今後の生き方に重大な
影響があることを伝えられないもど
かしさを感じます︒自動車のタイヤ
がツルツルになればだれだって交換
します︒危ないと感じるからです︒
見えない足裏では危機感が感じられ
ないのでしょうか︒
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炊飯パックの素晴しい技術
現在売り出しています炊飯パックは
淡路島でつくられています︒世界に
類例がない技術なのです︒それは常
温で長期間の保存が可能です︒似た
ものに﹁○○のごはん﹂があります
が︑まったく違う技術です︒こうし
た従来のレトルトなどの機密性包装
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形態には問題が多すぎると厚生省の
生活衛生局で指摘されています︒
以下はその通達文章です︒
衛食 120
号平成 11
年 月
日
8 30
﹁千葉でのボツリヌス菌食中毒事件
が発生し中略・包装中心部を８０℃
で２０分間の加熱に加え︑１０℃以
下で保存する・・・︒中略食品が冷
蔵を要するものであることを明確に
表示するようにすること︒中略﹂
つまりほとんどのご飯のレトルトは
要冷蔵でないといけないのです︒常
温 で は傷 み やす い ので 最低 で も
PH
調整剤などを使用します︒さまざま
な保存剤も使用します︒
ところが淡路での炊飯パックは特殊
技術です︒空気も含んでいるのに菌
の発生は防げています︒したがって
防腐剤など完全無添加でできていま
す︒１３１℃の湯の中を１５分以上
潜り抜けることで完全滅菌となって
います︒菌が０なので長期保存が可
能なのです︒うちの事務所には製造
して２年近くなったパックがありま

すがまったく傷んでいません︒もち
ろん食べることもできます︒残念な
がら風味は落ちています︒賞味期限
は常温保存で半年です︒４分程度の
湯煎︑あるいは電子レンジで OK
なの
です︒
現在二種類あります︒
すべてみどりのお米が入っています︒
すべて２００グラムです︒
黒米入り ２９４円
十五種雑穀入り ３５７円
近くおもちができます︒
お楽しみに
冷え性タイプのレシピ
材料
大根葉半分・しょうがひとかけ約４
０グラムをそれぞれ細かく切ってお
く・ごま油・日本酒・しょうゆ
ごま油をフライパンで熱し大根葉を
少々の塩で炒める︒しんなりしたら
お酒小さじ一杯としょうゆで味を調
える︒次にしょうがを混ぜてから火
を止める︒
以上でおかずになりますが

炊き立てのごはんにからませれば菜
飯になり︑炒めればチャーハンにな
ります︒胃の弱い方は大根おろしを
最後に混ぜて少しだけ炒めます︒
大根葉はミネラルの宝庫です︒

風邪について
風邪は季節の変わり目に多くなりま
す︒スムーズに季節と生理を同調で
きないときに︑体という自然は思い
切った行動に出ます︒それが風邪で
す︒菌やウイルスの力を借りて発熱
させ不要のもの水分やたんぱく質な
どを排泄します︒前の季節の残りか
すを始末して︑新しい季節にふさわ
しい体制をつくるのです︒
ひきはじめであればしょうがを包丁
の背で叩いて煎じます︒鼻水の多い
風邪であれば原因は冷えですから︑
果物はやめて根菜汁︑葛などで温め
ます︒大匙２杯の大根おろしを番茶
でわって︑最後にねぎとしょうがを
加えて一気に飲み干し︑一枚布団を
たして眠って大汗をかけば成功です︒
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﹁環境と洗剤﹂
あなたは洗濯で使っている水がどこ
からやってきたか知っていますか？
その豊富な水には当然ながら源があ
ります︒日本がなぜ水の豊かな国な
のか︒多くの民族や国が水不足で悩
んでいるのに︑です︒水の源は海に
あります︒海水が蒸発して雲となり︑
陸地で雨となって降ってきます︒そ
の水は地に潜り地下水となり︑やが
て地表に染み出し小さな水路を形成
します︒細い水路が集合し︑網目の
ようにさらに集まり川となり︑多く
の川は集合しやがて大河となります︒
日本は山と海が迫っており勾配がき
ついので︑ヨーロッパ人が見ると日
本の川は急流です︒ヨーロッパの大
河はゆるやかに流れていますので︑
日本の川は激流にみえるくらいです︒
したがって雨水はすぐに海に流出し
ます︒これでは保水ができません︒
保水するためには水がめが必要です
ね︒その水がめが水田なのです︒水
田の下には暗渠といわれる巨大な水
がめがあるのです︒そのお陰で日本
は水資源が豊かなのです︒
水田が存在するだけで黒部第４ダム
が３０個分以上の働きをしているの
です︒工業には膨大な水が必要です︒
パソコン一つつくるのに１トンの水
が必要なのです︒大工業国は大農業
国でもあるのです︒農業が水資源を
確保しているのです︒日本の一部の
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政治家や財界が﹁工業で立国し︑食
べ物は他国から買えばいい︒したが
って狭い日本に水田はいらない﹂と
いう論理は土台で崩れています︒水
田をつぶせば水がなくなるのです︒
さて︑いくら水が豊富だとはいえ無
限であるはずもありません︒自然界
の自浄能力も無限ではありません︒
台所で流す汚水を元に戻すには何百
倍の水が必要となります︒何度もす
すぎが必要な洗濯も問題です︒お米
のとぎ汁も大問題です︒
そこで
﹁みどりの若竹の洗濯水﹂が誕生し
ました︒
これは竹を高温で焼くと白い灰が周
囲につきます︒これをきれいな湧き
水で溶かしたものです︒アルカリが
強く洗浄効果があります︒泡は出ま
せんが合成洗剤と比べての洗浄試験
でも遜色がありません︒これは江戸
時代の洗濯方法だったのです︒伝統
食を守るという食育の定義を横に広
げると洗濯方法にも波及します︒こ
の洗浄水は食品分析に飲用水として
分析を依頼しましたが︑無害という
ことでした︒つまり誤って飲んでも
安全なくらいですから︑これを川に
戻したとき︑却って川や海をよくす
る回帰水となるのです︒
しかもすすぎは一回きりです︒これ
は食器洗いにも︑犬猫のシャンプー︑
あなたの髪のシャンプーにも使える
のです︵ 50倍希釈です︶︒浴槽に入
れれば湯が柔らかくなり︑塩素の刺
激性をゆるめるので敏感肌にも最適

です︒
ただ食器洗いは油分が少しだけ苦手
なので石鹸水を若干混合して使いま
す︒主婦湿疹の方におすすめです︒
お試し用でお米と一緒に送ります︒
お使いください︒資料もつけておき
ますのでお読みください︒

﹁ 家
I のウンチ﹂新企画誕生か !
そのご夫婦はふだんからお互いのウ
ンチを見せ合うというくだけた仲で
す︒みどりのお米を食べて﹁一本う
んち﹂を目標にされており︑夫婦で
切磋琢磨していました︒お金を賭け
ていたかどうかは未確認です︒ある
日のこと︑奥様にその日がついにや
ってきました︒その途中で立ち上が
りたくなるような長大な一本うんち
を製作できました︒見れば見るほど
にほれぼれとするうんちでした︒そ
こで携帯電話で撮影しました︒一本
の花を添えて・・・︒それを写メー
ルで出張中のだんな様に送ったので
す︒
その写真を是非掲載したく申し入れ
ましたが︑残念ながら処分されたと
のことでした︒じゃあ今度は保存し
ておきますということで︑がんばっ
ていただきましたが・・・︒緊張す
るとどうも途中で切れてしまい︑う
まくいかないようです︒やはり緊張
はいけないようですね︒
そこでみなさんにもうんち写真を募
集します︒﹁うんち美人コンテスト﹂
を開催します︒
﹁今月のうんち美人﹂というコーナ

ーを設ける予定︒ふるって︑きばっ
てご参加ください︒
︵あのー︑冗談ですからね︒念のた
め・・・・・︶

重心調整インソール﹁姿美人﹂使用
者の続報
・
Y さ
T ん女性
﹁この前バスが来たのでおもわず走
りました︒友人に さ
T ん︑走ってる ﹂!
と言われました︒走るなんてできな
かったので︑今までは次のバスを待
っていたのです﹂
この方ははじめて当研究所にいらっ
しゃったときは杖をついてこられた
かたです︒今は足どりもしっかりし
ています︒
・
K さ
Sん
あ る 講 演会 場 での こ とで す ︒﹁姿 美
人﹂の試着テストや足裏貧乏テスト
をしている時です︒
会場の後ろから突然﹁ステップがで
きるー ﹂!と声が上がりました︒声の
方を見ると︑その方感極まって大粒
の涙を流されています︒できなかっ
たことができること︒ステップがで
きたことで︑未来に希望をもたれた
一瞬でした︒この方は脳梗塞と事故
で歩きに不自由されていたのでした︒
そうした体験がわたしの仕事の原動
力で﹁ああ︑今回も来たかいがあっ
た︒きっとこの方のために今回はき
たんだなー﹂とわたしも嬉しさひと
しおの体験でした︒
・
K さ
Tん
﹁奈良へ遊びにきましたが︑石段で

第１３号 2005/10/1 （不定期）

とで生命が生まれます︒この世に物
質であれ生命であれ︑なにかが生じ
るときは﹁啐啄同時﹂という働きが
あるものなのです︒
生理が要求している食べ物をタイミ
ングよく食べた時︑生理は円滑にす
すみはじめます︒季節の変わり目に
は体調が不安定になります︒なぜで
しょうか？それは生理も衣替えのタ
イミングに困っているのです︒それ
が土用です︒そういうときはキャベ
ツ︑にんじん︑かぼちゃ︑たまねぎ
などを主にした副食を並べればよい
のです︒新しい季節に入った時こそ
が﹁啐啄同時﹂です︒旬の食べ物が
生理を新しい季節にふさわしくなる
ように変えてくれるのです︒

聞
﹁エゴギョウ講座﹂第３回金性から
水性へ
金性の傾向がよい状態で現れるには
土性の共感力が必要です︒土性が金
性の社会性を動かすと献身的な社会
活動や正義感に満ちた行動をします︒
しかも持続性がともないます︒
しかし悪くすると︑その活動は狭い
概念で行われてしまう可能性があり
ます︒思い込みによる一人よがりの
考えです︒自己にとっての善と他者
にとっての善はしばしば食い違いま
す︒けれど金性のよくない傾向とし
て自己にとっての善を他者に正義の
名で押し付けようとします︒しばし
ば正論であなたのルーズな人間性を
攻撃します︒それはさまざまな局面
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で生じます︒教育現場では教師が生
徒に︑家庭では夫婦間や親子間で︑
宗教界でも国家間でもあります︒押
し付ける人は反対側では拒否的で違
った考えを受け入れられない状態で
す︒頑固といわれます︒あるいは真
っ直ぐな人という評価もあるのです︒
信念の人ともいわれます︒なぜこう
も評価が違うのでしょうか︒それは︑
その行動が周囲の人にとって恵みで
あるときは﹁正義感がある︑信念が
ある﹂となり︑迷惑な場合は﹁頑固︑
独善的︑強権的﹂といわれます︒ど
こかの国みたいですね︒中世は異教
徒を神の国にすると称し十字軍を編
成し異国での大虐殺行為を正当化し
ました︒１５︑１６世紀のヨーロッ
パ諸国は大航海時代を迎えた時︑他
民族を文明化すると称して植民地を
拡大してゆきました︒侵略国家は自
己の欲望を隠すためにしばしば正義
を偽造します︒
金性は役割意識なので︑その役にふ
さわしい言動をします︒本音は別で
す︒本音から見て嘘でも正論である
ので平気で言えます︒
金性の悪いところばかり上げました
が︑確かに金性が単独ではよくない
傾向が目立ちます︒土性との協調が
あってはじめて金性は生きてくるの
です︒
﹁水性﹂へ
ところで︑侵略する国があるという
ことは当然される国もあるわけです︒
支配は被支配者がいなければ存在で
きません︒そういう意味で相補的で

す︒共依存的です︒一方では利害が
対立しています︒主人と奴隷の関係
です︒敵同士です︒こういう関係を
弁証法的関係といいます︒
金性の性格傾向が強い人は︑自分に
従う人を探します︒いなければ従う
人をつくりだします︒あるいは不思
議なことに自己の内部にさえ従う人
を作り出します︒優越感のある人は
内部に必ず劣等感を抱えているので
す︒貴賎という差別意識をつくりま
す︒有能は無能をつくります︒山あ
れば谷があり︑高い山にはかならず
それに見合った谷があります︒すべ
ては相対的で陰陽があるということ
ですね︒身体的にいえば︑実の状態
︵凝りなど︶の周囲には虚︵気の抜
けた箇所︶があるということです︒
国家レベルでは侵略国家があれば必
ず侵略される国家が存在するのです︒
金性的傾向の強い人の周囲には水性
的傾向の強い人が存在します︒ある
いはつくりだします︒金性は支配的︑
水性は従属的に働きます︒金性人の
周囲には水性人が存在します︒
逆に水性人がいれば必ずその周辺に
金性人がいます︒
もしあなたの水性の得点が１４点以
上であれば︑必ず金性が１４点以上
の人があなたの近くにいるはずです︒
それは父であるか母であるか︑舅で
あるか姑であるか︑上司であるか教
師であるか︑あなた自身である
か・・・︑です︒
金性と水性は常に対立的で相補的で
す︒金を陽とすれば水は陰という関

係です︒
金は白で水は黒︑金が光であれば水
は闇です︒白は黒があることで︑光
は闇があることで存在できるのです︒
金は能動的攻撃的に働き︑水は防衛
的従属的に働きます︒
﹁エゴギョウ﹂を検査した結果︑あ
なたかあなたの周辺に水性の得点が
１４点以上であった人がいたと仮定
します︒
なぜ﹁水性が１４点以上に成った﹂
のでしょうか？﹁・・・成った﹂と
いうのは天性ではないという意味で
す︒そういう意味では金性の性格傾
向も天性ではないのです︒
もちろん気質としては水性︑金性の
原型はあります︒生後の人間関係と
いう環境のあり方で原型は強化され
表現されます︒
水性的傾向がなぜ形成されたか？そ
れを考える前に水性人の特性を眺め
てみましょう︒
水性人は人間関係の機微に鋭敏です︒
過敏といってもよいでしょう︒アン
テナを張り巡らせています︒人の顔
色をみる能力に優れています︒特に
人の怒りに恐怖感をもちます︒
﹁人への怖れ﹂これが大きな特徴で
す︒ですから︑できるだけ人を怒ら
せないように気を遣います︒人間関
係に波風を立てたくないのです︒で
すから﹁ＮＯ﹂といえません︒それ
を言うには大変な勇気が必要です︒
﹁自分さえ我慢して済むのなら・・・﹂
ということになります︒
次回へ
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あすな ろ新 聞
﹁食とはなにか・コミュニュケーシ
ョンの形﹂
コミュニュケーションとはなんでし
ょう︒それには五つの形があります︒
１ 自然環境同士の対話︵物理的・
化学的︶
たとえば︑海水温度と気温︑気圧の
対話です︒対話の結果台風が生じま
す︒
地球気温の平均化運動ですね︒
２ 自然環境と生命の対話
気温や土︑岩︑山と樹木の対話によ
って植生が決まります︒
３ 生命同士の対話
森の樹木と昆虫︑花と蝶の対話です
ね︒お互いが対話によって変化しあ
います︒
４ 動物同士の対話
共生関係や天敵関係などですね︒こ
れでお互いの繁栄をつくります︒
５ 生命内部の対話
細胞同士の対話や組織同士の対話で
すね︒胃と肝臓との対話などです︒
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現代医学では組織同士の対話を成立
させるものにホルモンや神経などを
考えています︒
東洋医学ではそうした物質的連絡の
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100 円／1 部

コミュニュケーション
エゴギョウ金性編
姿美人体験・洗剤など

﹁食とはなにか﹂
さて︑食をこのコミュニュケーショ
ンという視点で考えてみます︒
それは食を通しての環境との対話で
ある︑といえます︒
季節の食べ物はその季節に順応した
ものです︒順応できなければ成るこ
とができないですね︒季節に順応し
たものを食べることで︑わたしたち

背景に経絡という気の流れがあると
見ています︒
すなわち︑気の交流という対話です︒
臓腑五行学説というのはこの対話の
構造︑仕方を説明しているのです︒
相生や相剋関係などは臓腑のコミュ
ニュケーションの仕方を説明してい
るのです︒
さて︑経絡には陰と陽があります︒
陰陽の交流︵コミュニュケーション︶
は森羅万象を貫いています︒前記の
五つのすべてのコミュニュケーショ
ンの根源なのです︒
陰虚とは陰が足りず陽との対できな
い状態です︒陽虚は逆です︒気虚と
は全体の気の流通量が足りない状態
です︒陰陽のコミュニュケーション
を考えること︑どうすればスムーズ
に対話できるようにするかです︒
それが食を含めた生活法なのです︒
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は そ の 季節 を 順 応し て 生き る
ことができます︒季節との円滑
な対話ができるのです︒秋には
秋のものを食べることで︑わた
し た ち は秋 に ふ さわ し い生 理
を築くことができます︒秋のも
のを食べてわたしたちは秋色に染め
上げることができるのです︒生理と
いうコミュニュケーションの大本は
環 境 と の対 話 なの で すね ︒﹁ 同じ 釜
の飯を喰った仲﹂というのは同じも
のを食べた結果︑基本的に似た共振
性をもちます︒共感性が生まれるの
です︒
同じ地域で同じ季節を暮らし同じも
のを食べた結果︑同胞︵はらから︶
となります︒包まれている体︵月︶
の中身は同じ︒これが同胞の意味で
すね︒
地域のコミュニュケーションの原型
とはこうしたものなのです︒
けれども環境とキチンとした対話を
成り立たせるためには︑噛まなけれ
ばなりません︒
対話とはお互いに変化発展する作業
です︒食べ物は食べた人に成るよう
にスムーズに変化を遂げ︑食べた人
もそれによって変化します︒その最
初の作業が噛むことです︒
﹁くいちがい﹂という現象は冬に夏
の も の を食 べ るこ と ︑﹁か み あわ な
い﹂とは早食いのことなのです︒く
いちがいやかみあわないという人間
関係のトラブルの原型が食にあるよ
うですね︒右手と左手を正面で合せ
て叩いてください︒良い音がしまし

たか？さて︑右手と左手どちらが鳴
りましたか？もちろん鳴るのは両方
があるからですね︒食べ物は右手︑
噛むことは左手です︒噛まなければ
音がなりません︒よい音色は良く噛
むことで生じますね︒食べ物はよく
噛んでこそ︑はじめて良い食べ物に
なれるのです︒それが﹁かみ合った﹂
状態です︒
﹁食い違い﹂とは食べ物の性質と食
べる人の性質の相性で決まります︒
陰の状態の人は陽の性質を帯びたも
のを多めに取ります︒逆も同じです︒
食べ物の栄養素を考えなくてもよい
のです︒ビタミンやカルシウムがど
れくらいあるのかを気にすることは
ないのです︒部分食に偏った食生活
の人がそういった心配をします︒食
べ物は旬のもので全体を丸ごと食べ
ればよいのです︒
﹁対話と会話のちがい﹂
ここまでお話しすると対話という作
業は交流 否( 定的︑肯定的どちらも )
によってお互いの変化発展を促すも
のと考えられますね︒会話はあたり
さわりのないおしゃべりです︒それ
でとくにお互いには内的変化は生じ
ません︒
対話はお互いの矛盾に気付き︑変化
する必然性と要求があって成立しま
す︒非常に緊張的な場面です︒
﹁啐
啄︵そったく︶同時﹂という禅から
生まれた言葉があります︒これは卵
の殻の中の小さな生命が嘴で殻を割
ろうとしたとき︑親鳥も殻をつつく
のです︒その動きが同時に起きるこ

