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体重は２７キロオーバーしており︑
これも拡散性がないからです︒発散
できないので食べ物も溜まりこんで
いるわけです︒
好きな食べ物はポテトチップスと炭
酸飲料です︒
炭酸飲料は非常に発散性の強いもの
です︒発散できないのでこういった
もので発散しようとしているわけで
す︒ところでポテトチップスは陽性
の塩気が非常に強いですね︒油で揚
げるとさらに陽性です︒陽性は求心
力なのでそれに見合った非常に陰性
なものを欲します︒それが炭酸飲料
ですね︒これを繰り返しているうち
に︑自律神経が左右に大きく揺さぶ
られ失調します︒
さて︑引きこもりを治そうというこ
とを目標にしてはいけません︒心と
対決してはいけないのです︒心は影
であって本体ではありません︒影は
つかみ所がないのです︒本体は自律
神経です︒自律神経は食べ物を変え
ることでコントロールできます︒結
果として減量もできるのです︒
緑のお米は力のある中庸です︒これ
を多く食べることで︑自律神経の中
心を真ん中にスライドさせます︒す
ると︑自律神経は安定的に働けるよ
うになるのです︒小刻みに揺れるヨ
ットの柱にします︒現在は陰陽の強
い両極の食べ物で大揺れしています︒
﹁五日間だけ玄米とゴマ塩だけの食
事をします︒その後五日間は味噌汁
だけ増やします︒具の少ない味噌汁
にします︒ごはんは食べたいだけ食
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べてもかまいません︒ただし最初の
一口は１００回数えること﹂
食養はこれだけです︒
以下は現在の感想です
早速８月２６日の夕食からみどりの
お米︵含雑穀大さじ１杯︶を始めま
した︒
３日目の今朝︵８ ２/９︶の状態
日に日に体が軽くなっている感じ
がする︵体重８３㎏↓８０㎏︶
︒
みどりのお米は食べ応えがある︒
食べ物の満足感︐食が満たされてい
る感じはある︒
あまり量を多く食べられない︒少
しでも多く食べるともたれる感じに
なる︒
精神︵頭︶の状態はいい方向に向
かっていると思うけど自覚は薄い︒
肩が凝っていることは︐揉んでも
らうと分かったけど︐自分ではほと
んど自覚はない︒
父の感想
︵観じるところでは 細,胞レベルで
気の活性が出てきているように思え
ます︒後頭部の頭痛︐あるいは締め
付け感︐首側面両肩部分のコリがあ
ります︒右肩のコリを昨夜指圧して
ほぐしたときは表面はすぐほぐれま
し た が 内, 側 の 深 い と こ ろ か ら 古 い
コリが体表に後から後から浮き上が
ってきている感じがしました︒今朝
ほぐしたときは︐コリの芯が小さく
なり大分やわらいだ気がしました︒︶
重要な﹁姿美人﹂と靴との相性
姿美人を使用してから足裏が非常に

痛くなったという方に事務所にきて
いただきました︒外反母趾でべた足
の方です︒靴を見ると１センチ以上
も大きな靴です︒﹁外反母趾なんで︑
サイズを合せると痛いから︑大きな
靴を選んでいます﹂ということでし
た︒確かに外反母趾のひどい方は靴
選びに苦労しますね︒
結局靴屋さんにご一緒して靴を選ん
だのです︒１０足はとっかえひっか
え試しました︒メーカーとしてはニ
ューバランスが一番よいので外反母
趾の方にお勧めです︒
﹁まったく痛みがなくなりよかった
ー﹂とニコニコ安心して帰られたの
でした︒
声楽の先生の体験
彼女はパンプス用のハーフＳＳを使
用 さ れ てい ま す ︒﹁ 足 裏は 非 常に 気
持 ちがよ いの ですが 甲が痛 いの で
す︒
﹂
利用されている靴によってはこうい
うことがたまにあります︒できれば
パンプスと一緒に足型を送っていた
だくといいですね︒具合が悪ければ
あらかじめご注意ができます︒
ちなみに︑先生は声がよく出るよう
になったそうです︒ついている先生
になにも言わないで歌ったそうです︒
﹁すっごくいい声が出ている﹂とい
われたそうです︒

酸素カプセルと能力開発
病気と疾患は本来違うものですが︑
罹患してから病気になる場合と︑病
気になってから罹患する場合があり

ます︒疾患はあっても病気でない方
も大勢いらっしゃいます︒
もちろん後者の方は自己治癒力が大
きいですね︒病気の方は自分で治す
能力が弱いので︑なかなかよくなら
ないのです︒病気を治すことが先決
なのですね︒
気の病は病気を創る能力であり︑自
己治癒力とは疾患を治す能力です︒
能力開発とは︑いままでできなかっ
たことができるようになる︑という
ことですね︒
どんな能力を開発するにしても︑自
律神経の働きが基本です︒それが正
常に働いてこそ初めて脳は安心して
新しいことに取り組めるのです︒
酸素カプセルはこの自律神経を安定
させる最初のスイッチになります︒
それならばもっと意識的に酸素カプ
セルのなかで自律神経に働きかけて
はどうだろう︒そう考えて中で自律
神経訓練をすると︑これが非常によ
かったのです︒近く能力開発のため
の酸素カプセルシステムを立ち上げ
てみます︒お楽しみに︒

編集後記
８月は早朝講演を岐阜で体験しまし
た︒朝６時から１時間半の講演です︒
これは参加者の仕事の邪魔にもなら
ずいいですね︒志があれば非常に参
加しやすいのです︒それにしても２
０年以上も毎月一回継続されたので
すから︑すごい活力のある方々でし
た︒
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ということで前回は筆を置いていま
す︒
五行の図から見ればわかることです
が︑金性の母は土性です︒これを相
生関係といいます︒
金性の性格は土性の共感性という援
助がなければ︑ただ単に競争意識だ
けがむき出しの人をつくります︒負
けることに恐怖を覚え︑勝つことが
至上命題になります︒優越意識︑差
別感だけが肥大した変な人を創りま
す︒金性は名のごとく金属のように
固いです︒そういう性格傾向だけが
露になります︒他人だけでなく自分
も不幸に落とし込んでも︑杓子定規
の考え方を捨てません︒考え方に柔
軟性がなく﹁ルールはルール﹂
﹁決め
たことは絶対！﹂となり︑それを守
れなかった人を責めます︒自分も責
めます︒やがて人も自分自身も愛想
をつかし︑結果は鬱となります︒
金性人とは例えてみれば角をもって
固い鎧で身をまとったカブトムシな
のです︒攻撃されることに敏感でい
つも守っています︒人の見方にも偏
りができます︒
﹁あの人は味方︑あの
人は敵﹂という狭い人間観に支配さ
れます︒どこかの国みたいですね︒
なぜ金性人こうも過剰な防衛意識を
持つのでしょうか︒それは過去に手
ひどい攻撃を受けたからなのです︒
その人を否定する態度や言葉︑暴力
がはるか昔にあったのかもしれませ
ん︒無意識下に︑界は私に制裁を加
えるもの︑傷つけるものという世界
観がよこたわっているのかもしれま
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せん︒金性の欠点を是正してくれる
のが土性の共感性なのです︒必要な
のは仲間です︒
またその固さを溶かしてくれる火の
熱としての火性が必要なのです︒火
性の子供心︑無邪気が必要なわけで
す︒
火性と金性の関係は五行では相剋と
いいます︒いいかえると火性の自由
と金性の規則の関係です︒
自由と規則という二律背反をどう一
個の人格のなかで統合するかが生き
がいに直結します︒なんども言いま
すが﹁したいことと︑なすべきこと﹂
をどう一致させるかです︒
ここで申しあげておきたいことは︑
﹁規則は自由を生かすためにある﹂
ということです︒人の自由を窒息死
させるような規則は壊さないといけ
ません︒個人の裁量範囲のことを権
力的に拘束してはいけないのです︒
拘束的校則がなんと多いことか︵笑︶
日の丸の掲揚に起立を強制すべきで
はないのです︒卒業式では歌いたい
曲をみんなで選べばいいのではない
でしょうか︒
さて︑金性は色でいえば白です︒白
は潔癖です︒あらゆる色を跳ね返し
ます︒吸収しません︒これも頑固に
凝り固まり人の意見を受け入れない
という傾向の要素ですね︒
ところでこの白は透明なサラサラし
た光という意味があります︒白に対
置されるものは黒です︒光に対して
は闇です︒金性の次にくるのは水性
です︒つまり光は闇をつくりだし︑

闇は光を生み出すのです︒この関係
が次の水性です︒金と水の性格傾向
は見事にまた相反するのです︒次回
は水性編です︒
﹁日本人で初めて受賞
イタリアのスローフード大賞﹂
佐賀の武富さんの雑穀を手に入れま
した︒力があって食後の充実感がひ
としなのです︒はらもちもよく︑お
なかが長時間空かないですね︒
武富農法というのは古代農法です︒
河原の葦︵よし︶を堆肥にして古代
米︵赤・黒・緑︶をはじめ各種の雑
穀を栽培されています︒
武富さんは元々高校の生物学の先生
でしたが︑身体が教職の間にがたが
たになったそうです︒玄米を食べる
ことで回復したのをきっかけにして
農業に関心をもたれたのです︒高校
の校長を辞めて土作りだけで１０年
以上の歳月をかけて葦農法に成功さ
れました︒この間ひきこもりの青年
を多数同居させ農業体験を通して立
ち直らせた活動もスローフード協会
に評価されたようです︒
当研究所ではこの雑穀を使って炊飯
シリーズを加えました︒
﹁武富十五種雑穀みどりのお米炊飯
パック﹂です︒
従来のように常温で半年の賞味期限
があります︒
一般的にお米は品種改良が進み飼い
ならされた家畜のようにおとなしく
なっています︒雑穀の野性的なエネ
ルギーを加えていただくと﹁みどり
のおこめ﹂ももっと元気になります︒

虚弱体質・スポーツマン・慢性疾患
の方々にとくにお勧めです︒
価格
３５７円税込価格
﹁みどりのお米﹂配送時に少量を入
れることもできます︒
その他の炊飯パックも好評です︒
みどりのお米＋黒米 ３２５円
赤飯 緑のお米＋小豆＋黒米
４０９円
お粥 ２４１円
小豆粥 ３０４円
地域により送料分が加算され若干高
くなります︒
﹁養学入門﹂も第三版となり︑これ
までに約９０００部が読まれていま
す︒お米と一緒に配送できますので
是非ご一読ください︒税込み価格
１０００円
最近の食養相談から
長年引きこもっていた青年︵２３歳︶
の食養相談です︒
﹁他人の視線が気にかかり︑押しつ
ぶされそうな気分になる﹂というこ
とです︒
これは外側から向かってくる性質の
もの︵視線もそうです︶に圧力を感
じているということですね︒
求心力のプレッシャーですね︒
この場合それと同じ力の拡散性が身
体にあれば釣り合いがとれて問題な
いわけです︒他人の視線に対抗でき
る拡散性の視線を持っていないので
目をあわせることができないわけで
す︒つまり必要なものは拡散性のエ
ネルギーであるわけです︒
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せませんか？
朝からジュース・菓子パン・コーヒ
ーではお腹が満ちても︑充実感が湧
きません︒逆に空虚に満たされます︒
さまざまなストレスに大人も子供も
さらされていますが︑お腹が丈夫で
あればお腹でそれをしっかりと受け
止められるのです︒おなかが空虚な
ので︑そのしわ寄せが頭に及ぶので
す︒朝からごはんと味噌汁で送り出
さ れた子 供や 大人が 学校や 職場 で
﹁切れる﹂わけがないのです︒
４憲法と伝統食
憲法を変えて戦争ができる国づくり
が急テンポで進行しています︒
このさい言っておきます︒
憲法を守る︑という言葉もおこがま
しいのです︒実態は憲法で生命が守
られてきたのです︒朝鮮戦争におい
ても憲法があったからこそ︑日本は
出兵できなかったのです︒もし平和
憲法がなかったならば︑戦死者も多
数でていたことでしょう︒もしあな
たのお父さんがそこへ行って戦死し
ていたとしたら︑あなたは元々生ま
れてはこれなかったのです︒そんな
生命が何万人存在するでしょうか？
食養というのは生命理論です︒生命
を大切にする考え方が基盤になって
います︒ですから現行の戦争放棄を
謳った憲法をわたしは支持するので
す︒
憲法も伝統食も生命を守ってきたの
です︒これは不思議な符号です︒
現行憲法を守ることは伝統食を守る
ことにつながっています︒
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逆も然りです︒
古来どこの民族も穀物とマメをその
農業基盤にもっています︒両方を失
うと絶滅します︒どちらかを失うと
少数民族になります︒日本はすでに
マメを失っています︒自給率は４％
なのです︒輸入がストップするとマ
メを食べられなくなり︑結果は必須
アミノ酸不足に陥り免疫を弱体化さ
せます︒疾患に罹りやすくなり︑バ
タバタと亡くなっていきます︒米は
どうでしょうか︒９９％自給できて
います︒でも待ってください︒それ
は本当でしょうか？伝統食を復活さ
せてお米の消費量が上ると︑せいぜ
い５０％の自給率です︒それだけみ
んながお米を食べなくなったという
ことなのです︒
穀物とマメを自給できる国づくりは
他国へでかけて戦争をしないですむ
国づくりになるのです︒
肉食という食癖が自給をできなくさ
せるのです︒１キロの肉を作るのに
８倍から１２倍の穀物が必要になる
からです︒肉食と戦争経済は不離一
体です︒生理的には肉の割合は犬歯
が決めています︒全体の歯の１２．
５％です︒１０回口に箸を運んだら
せいぜい１回がお肉です︒これは自
然界の秩序です︒牛乳は牛の子を牛
にするためにあります︒それが秩序
です︒秩序に沿った食事体系は生理
を守り︑国の農業基盤も守り︑生命
を守ります︒肉や牛乳を過食するこ
とは︑秩序違反であり︑伝統食破壊
につながり︑他国の作物を奪う戦争

ができる国づくりに協力する行為と
なります︒
平和憲法が好きだという方は伝統食
にこだわる︒それが一貫した態度な
のです︒
５食と生理と環境のめぐり
わたしたちの身体はすべて食べ物で
つくられています︒たった一個の受
精卵が６０兆個に増えたのは︑それ
だけのものを食べてきたからです︒
食べ物は環境のなかにあるものです︒
というよりも食べ物も環境です︒環
境を食べているのです︒そうしてで
きあがったわたしたちの体も環境の
一部です︒その風土のなかで食べた
り食べられたりして︑一体としてそ
この風土は独自のハモニーを奏でま
す︒わたしたちの生理の大元は自律
神経ですが︑この働きは外環境と身
体内部を調整することなのです︒自
然界という視点で眺めれば︑身体も
環境の一部ですから︑薄い膜を隔て
た内と外の違いだけなのです︒たと
えて言えば︑自律神経とは内部が巨
大な外環境に押しつぶされないよう
に浸透圧を調整する薄い膜のような
働きなのです︒この調整は︑その生
物が生きる環境下の食べ物を食べる
ことでうまくいきます︒すべての生
き物は環境との対話を行っており︑
いつ芽を出すか︑花を咲かせるか︑
環境とそのタイミングを話し合って
います︒対話ができるのは共通言語
があるからです︒ところが遠くの世
界の食べ物を食べ続けると環境との
共通言語を忘れてしまうのです︒

どんな食べ物も郷土言葉を保有して
います︒そこに棲む動物や植物は同
じ釜の飯を食ったなかなので︑同じ
言葉で対話できるのです︒ですから
自律神経もスームースに働けるので
す︒このことを﹁身土不二﹂という
のです︒また︑同じところでできた
ものであっても季節が違えば共通言
語も異なります︒旬のものを食べる
ことが必要なわけですね︒
６﹁私という現象﹂
この言葉は宮沢賢治の著書である春
の修羅に出てきます︒この言葉だけ
で賢治の天才性を感じます︒
私という実態があるわけではなく現
象として波として捉える斬新な考え
方ですね︒この考え方を応用すると
食べるという現象は・・・
﹁わたしが牛肉を食べる﹂は﹁牛肉
という牛が創り出した現象と私とい
う現象が波紋となって交じり合う﹂
と翻訳できますね︒こう考えると必
ずしも﹁わたしが牛を食べる﹂とい
う わ け でな く ︑﹁牛 が わた し を食 べ
る﹂とも考えられるのですね︒お互
いの波紋が交じり合って新たな波紋
が生じるわけです︒
その新しい波紋が環境条件と果たし
て調和するかどうかが︑健康問題で
あり︑食養理論の問題とするところ
です︒

第１０回エゴギョウ連続講座
第３回金性
金性は土性の共感性能力を得てこそ︑
その機能を発揮します︒

第１２号 2005/9/1 （不定期）

あすなろ新聞
１﹁小泉さんやマクドさんまでが食
育と言い出したわけ﹂
ある料理研究家の女性が︑とある国
の偉そうな人から﹁あなたに日本の
食育はまかせると言われ︑議員さん
になるそうですね︒記者から質問を
受けました︒食育ってなんですか？
﹁ それは 親子 でおや つをつ くる こ
と﹂とおっしゃったそうな︒マクド
さんも食育にのりだし﹁子供たちに
ハンバーガーの作り方を教えるそう
です︒
最近急に食育ブームとなりましたが︑
その背景を考えてみました︒
それは伝統食が急速に破壊されつつ
あるという現状からきているのです︒
そこが明確になっていないので︑な
んとなくこれではいけない︑このま
までいいのか？という不安があるの
ですね︒そこのところがあいまいに
なっているので︑わけの分からない
食育論議がでてきます︒
２食育の定義が必要なわけ
そこで食育とはなにか︑その定義を
つくってみました︒
その定義を尺度にして︑これからで
てくる食育論を計ってみるのはいか
がでしょうか︒
食育の定義
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食育の定義の周辺
エゴギョウ金性編
姿美人と靴の関係

﹁伝統食を守り発展的に継承しつつ︑
食と生理と環境を統合的に理解体験
させること﹂
伝統食を守るとえらそうな表現です
が︑じつはおこがましいです︒
実態は伝統食にわたしたちは健康を
守られてきたのです︒生活習慣病と
いう名の現代病は伝統食の破壊と同
時進行しています︒伝統食は西洋風
現代食にとってかわられています︒
ごはんからパン︑パスタ類︒野菜の
煮付けからオムレツ︑ハンバーグで
す︒味噌汁からスープやジュース類︒
同時に替わってスロー食事からファ
ーストへ︑家族みんなの食卓から孤
食へ︑というわけです︒
戦後日本は急速に伝統食を捨てまし
た︒こんな国は珍しく︑そんな国の
人々ははたしてどのようになるのか
一大疫学的実験場となっており︑世
界中の栄養学者から注視されている
のです︒
さて伝統食が破壊という表現をしま
したが︑自然に破壊されたわけでは
ないですね︒当然主犯が存在します︒
その犯行の跡を検証してみましょう︒
日本人はごはんをたくさん食べてい
ました︒これをパンに置き換える必
要がありますね︒
そのために﹁人道的援助﹂と称して
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小麦を無償で提供したのです︒
︵この言葉は便利で︑どこか
の国はこの言葉でもって現在
もあちこちで伝統破壊活動を
やっていますね︒︶
同時に﹁米を食べると短命に
なり︑頭まで馬鹿になる﹂と
いう啓蒙活動をしました︒慶応大学
の教授がこのお先棒を担ぎましたね︒
アメリカから無償で提供されたキッ
チンカーが農村を走り︑パンの作り
方などを教えて回りました︒戦後す
ぐに米が大豊作になったのに︑学校
ではパン給食が続行され固定化され
ました︒農家でさえ朝食がパンと牛
乳になりました︒すぐそばに稲穂が
たわわに実っているのに︑です︒つ
まり︑伝統食の破壊とは︑その国の
人々の考え方の破壊なくしてはでき
ないことだったのです︒どこの国の
伝統食も︑その国の風土秩序に合っ
た食事体系です︒それを捨てて違っ
た国の食事体系に変更することは︑
住む環境とそぐわない体質を育てる
ことになります︒かくて病院は増え
ても病人は増え続けるという今日の
事態となりました︒
世界中のあらゆる国で︑あらゆる民
族がアメリカ流のグローバリゼーシ
ョンの名の下に伝統食が破壊されつ
つあります︒それにつれて慢性疾患
患者が増え続けています︒アフリカ
の都市でもかつてなかった糖尿病が
増加しています︒お隣の中国でもマ
クドの進出にあわせてここ十年で肉
食は倍増しています︒その結果大豆

の輸出国であったはずが︑輸入国に
転落しているのです︒大豆が飼料と
して消費されるようになったからで
す︒その国の農業基盤を崩す︑それ
が伝統食の破壊なのですね︒
自国で自給できなくなった穀物は︑
穀物投機市場で揺さぶられ安心でき
ない国になってしまうのです︒
では︑なぜかくも簡単に伝統食は破
壊されてしまうのでしょうか︒
それは︑伝統食はあまりにもあたり
まえの食事なので︑理論武装ができ
ていなかったことにあります︒それ
に対して移入される食事体系は栄養
学という名の下にいかにもからだに
よいような衣装をまとってくるから
なのです︒いわく﹁お肉︑卵︑牛乳
はアミノ酸スコアが満点で良質のた
んぱく質ですよ﹂とささやくのです︒
食育の定義の後半に﹁伝統食を守り
発展的に継承しつつ︑食と生理と環
境を統合的に理解させ・・・﹂が必
要なわけなのです︒
３食育は子供のためだけではない
ところでわたしたちは食育という教
育を誰一人教わっていません︒どん
な高等教育を受けてきた人でも︑そ
こ で は 無知 で す ︒﹁ 好 きな も のを 食
べて何が悪い﹂と︑どこかで思って
いるのです︒それは幼児並みの発想
なのです︒食の理論では無知である
ことを知るべきなのです︒大人が︑
母親が無知を自覚し勉強するところ
からでないと︑伝統食は守られない
でしょう︒
ごはんと味噌汁の味を朝から復活さ

