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　このごろ、わたしは自分が幼い時分の母の教えを懐かしく思い出
します。戦争から戻って来た父親は病弱でほとんど寝たきり状態
だったため、わたしは母親と祖母に育てられました。裕福ではありま
せんでした。でもわたしは母親のおかげで、一度も「貧乏」だと感じさ
せられることはありませんでした。逆に、大根の葉でさえいただける
ことに大いに感謝するよう教え込まれました。
　母親からは、ほかにも重要なことを教えられました。それは「他人
を思いやること」です。わたしは、母がわたしたちより裕福と思われる
人たちにも与えるところを多々見てきました。それは、わたしが今で
も持ち続けている母親の「与える精神」です。そして、他人に親切にす
る、という母の教えが、まさにエナジックのモットーである「情けの報
せ」になりました。
　エナジックの真の使命は、人びとに影響を及ぼすことと、祝福する
ことの二つです。そのためには、世界に親愛の情を浸透させていっ
て、我々が提案する「三つの健康」から得る解放感が見えるようドア
を開ける必要があります。非常にシンプルですが、深い意味合いを
持っています。
　このように他人を優しく思いやり、親切にしなければ、エナジック
の真の使命を逃してしまいます。ですから、皆さんもわたしの母親の
教えを覚えておいてください。お腹は空いていたが、心は満腹だっ
た。お金は無かったが、愛は豊かでした。わたしは、沖縄の小さな土
地に、家族の優しさででき上がった城に住んでいたのです。
　母の日が訪れる、この美しい５月に、皆さん、人生において受けた
母の愛情と教えを思い出しましょう。そして、周りの人にもそれを広
めましょう。困っている人に手を差し伸べる――その“母性的心情”
こそが、エナジックのメッセージの持つ真の深さです。
　すべての母親を褒め称えて。

（株）エナジックインターナショナル 

母の愛——
それがエナジックの原点を
もたらした！

CEO 大城博成



期待のフレッシュ人材を
迎える！
エナジックグループの入社式を開催！
　４月１日、名護市瀬嵩のE8PAホールで、エナジックグループ

の入社式がおこなわれました。期待に胸膨らませて式に臨んだ

９人の新入社員に向かって、大城会長は「エナジックの原点であ

る沖縄で皆さんを迎えることができて大変うれしく思います」と

語り、さらに、「福祉型企業を通じた社会貢献」というエナジック

の理念を忘れることなく仕事に励んでいただきたい、という希望

を述べました。こうした言葉を脳裏に刻んで、新入社員はグルー

プ各社で仕事を始めています。

Japan
Spot 
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15人の生徒を迎えたエナジックゴルフアカデミー
　同じく４月１日、同じ会場でエナジックゴルフアカデミーの入

校式も執り行なわれました。未来の「藍ちゃん」をめざして15人

が入学しましたが、これまでにアカデミーで学んだOB３人（嘉数

光倫、新垣比菜、三浦春輝）がプロとなって活躍しています。その

素晴らしい成果と、それを可能にした指導法や充実した練習環

境等は、いまや沖縄の枠を超え日本中に知られつつあります。大

城会長も新しく入校した生徒たち（小学生5人、中学生7人、高校

生3人）に、「国際的に活躍できるゴルファーをめざしてください」

とエールを送りました。

てるみち

エナジックグループの将来を担う新人たちエナジックグループの将来を担う新人たち

期待に胸ふくらませた新入生、大城会長夫妻を囲む期待に胸ふくらませた新入生、大城会長夫妻を囲む

『日本流通産業新聞』が
沖縄グローバルコンベンションを報道！
　さる３月17日に、沖縄県で開催された「E8PAグローバルコン

ベンション」について、流通業界の専門紙『日本流通産業新聞』

が６段を費やし写真を２点載せてくわしく報じました。「エナ

ジックインターナショナル／沖縄で世界大会開催」という大見出

しを付け、前日のゴルフコンペの模様から、当日の６A2－4（以

上）会議や特別セミナー、名護市に点在するエナジック関連施設

訪問までを詳述。さらに、本番の「昇格認定式」と大城会長誕生

祝いなども合わせて報じ、ますますグローバル化し発展するエ

ナジックの姿を浮き彫りする記事となっています。

メディアクリップ

『日本流通産業新聞』の特集紙面（4月11日付）
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！
沖縄コンベンションの前後に相次いだ工場見学

2019 E8PA GLOBAL CONVENTION IN OKINAWA

　３月17日の沖縄E8PAグローバルコンベンションの前後に、各

国の販売店が相次いで大阪工場を訪問し、レベラック等の生産

工程を見学しました。まず13日にマレーシアの販売店が、次いで

15日にはスペイン、ブラジル、フランスの一行が、さらにコンベ

ンション翌日の18日にはフィリピン、アメリカ、香港チームが、19

日には、インド・タイ・カンボジアの混成チームとカナダの販売

店一行が訪れました。

　参加者は合計約400人にも及んだそうで、これは、せっかく

日本で開催されるコンベンションに参加したのだから、大阪

まで足を延ばして「メイドインジャパン」の現場を見ようとい

う熱意の表われです。受け入れる工場側も忙しさが一段と増

すとはいえ、熱意に応えようと準備を整え各国の販売店を熱

烈歓迎しました。

電解槽の組み立て工程を見る

マレーシアチーム3/13

フランスチーム3/15

スペインチーム3/15

ブラジルチーム3/15

事前の学習もし
っかりと

事前の学習もし
っかりと

世界の販売店が大阪工場訪問ラッシュ
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フィリピンチーム3/18

香港チーム3/18

アメリカチーム3/18

カナダチーム3/19 タイ・インド・カンボジア混成チーム3/19

製品に組み込む
部材の説明を聞

く
製品に組み込む

部材の説明を聞
く
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Sports Flash
エナジック・スポーツフラッシュ

佐渡山理莉が各大会で大活躍！

宮里海翔が
「日本アマチュア」への
道を切り開く！

エナジック主催の小学生ゴルフ大会始まる

エナジック硬式野球部、巨人三軍に再び勝利！

　4月10日に沖縄県南城市で「第49回
九州アマチュア選手権沖縄県地区予
選」が36ホール･ストロークプレーで
おこなわれました。エナジックゴルフ
アカデミーの宮里海翔は、上位7人だ
けが突破できるこの予選をみごと勝ち
抜き、５月28日から宮崎県で実施され

る決勝大会に参戦することになりました。
　そこで優秀な成績をおさめると、日本のアマチュアゴルフ界
最高峰の「日本アマチュアゴルフ選手権」出場への道も開かれ
ます。宮里海翔の活躍に期待しましょう。

　エナジックゴルフアカデミーで学ぶ佐渡山理莉の活躍が際
立っています。４月12日から兵庫県でおこなわれたLPGA（日
本女子プロゴルフ協会）ツアーの「スタジオアリス女子オープ
ン」に、佐渡山は同じくアカデミー所属の金原梨里加とともに
参戦。両者とも予選落ちしましたが、佐渡山はわずか1打及ば
ずという僅差でした。
　4月25～28日まで茨城県で開催されたアジア太平洋ゴルフ
連盟主催の「アジアパシフィック女子アマチュア選手権」にも、
佐渡山は8人の日本代表の1人として参加しました。結果は17
位タイでしたが、今後の活躍が大いに期待されます。

　４月20日、エナジック瀬嵩カントリークラブで、「エナジック沖
縄県小学生ゴルフ大会」が開催されました。小学１，２年生、
３，４年生、5，6年生が男女別で競う大会ですが、エナジックゴ
ルフアカデミーで学ぶ生徒たちの活躍が光りました。全６部門
のベスト５に合計10人が入るほどの健闘をみせ、さらに5，6年
生男子の部で呉屋陽星、3，4年生女子で呉屋萌々子、1，2年生
男子で野原ウェイドと、３部門でみごと１位を占めました。な
お、優勝者には８月に静岡で開催される「ゴルフダイジェスト 
ジャパンジュニアカップ」への出場権が与えられました。

　昨年、エナジック硬式野球部は巨人軍三軍と闘い勝利しまし
たが、今年もやりました！　４月28日に沖縄セルラースタジア
ムでおこなわれた対巨人三軍戦で、みごと５対３で勝利をお
さめたのです。これをよいステップに、ますますの健闘を期待
しましょう！

プロに伍して活躍する佐渡山選手

大会後に子どもたちをねぎらう大城会長

C JGA

C JJGT
「全国」をめざす宮里選手

マリンブルーユニフォームがエナジック野球部



沖縄から世界へ
サクセス ストーリー   大城博成

　大城はどこへ行っても、どこに出張しても、海外の事

務所で仕事をしても、彼の帰り着くところは沖縄だ。沖

縄以外に住む家がないのではない。アメリカ・カリフォ

ルニア州にもある。だから彼の思ったとおりに、どこへ

でも帰ることができる。

　けれども、彼の頭の中には 「沖縄から世界へ」という

発想が染みついているから、どこへ行っても帰るところ

は沖縄以外にないのだ。何よりも、沖縄でエナジック・

ビジネスは幕を開け、これまでの飛躍的発展の基礎を

築いたからだ。 

　加えて、幼少のころの母の教えがそこにあり、青年時

代にはそこで夢を描き、やがて大きな夢を実現させ

た。沖縄は大城個人の原点であると同時に、グローバ

ル・エナジックの原点でもあるのだ。 

沖縄の風土が育んだ大城イズム
　こんなことも言えよう。沖縄なしでは大城のいまの存

在はない。あるいは、沖縄の風土が今日の大城を作り

上げたといえるし、本人もそう認識しているだろう。沖

縄独特の風土は、独自性に富むいろいろな定説を生み

出してきた。その一つが、沖縄の人間（ウチナーンチュ）

は長生きするという定説だ。

　これは古くからある説で、実際、気候や食生活が健康

維持に適しているため、沖縄の長寿はよく知られてい

る。同時に、沖縄の人間は飾らず気取らず裸の付き合

いをする――つまり自然体で生活していることも長寿

の要因といえるだろう。

　ただし、この長寿は戦後、長く続いたアメリカの統治

による食生活の“アメリカ化”などによってかなり揺らい

でいるのだが――。それはともかく、このような沖縄の

在り方も寄与して、今日、エナジックは健康産業の仲間

入りをした。沖縄がその原点である、ということは誰し

も納得いくだろう。

　2012年の春であったか、大城は「名護市にエナジック・

グローバルセンターをつくる」と宣言した。そして多額の

予算を投じ、建物の買収などを開始した。

ついえたグローバルセンター構想
　しかし、これはみごと失敗した。スタッフの中には眉

をひそめる者もいたが、一度言い出したら後に引かな

いのが大城だ。当然、頭の中ではキチンと青写真がで

きていたのであろう。名護市の古いホテルを買い取り、

エナジックインターナショナルの事務所やコールセン

ター等も構え始めた。コールセンターはロスアンゼル

スのコールセンターと直結し、グローバル化するエナ

ジック・グループのため24時間体制にした。

　名護市には大城自慢のゴルフコースもあり、何かと

便利だ。買い取ったホテルは、野球部とゴルフアカデ

ミーのスタッフや、海外から来る販売店の宿泊にも活

用できる、という算段だった。 

　しかし、この企画は霧消してしまった。彼にも見えな

かったのか、名護市は人口5万人そこそこの小都市で、

どんなに立派な施設を構えても新規採用に応じる人は

少ない。これは大きな誤算だった。ハイテク、インター

ネットの時代でも若者たちは都会に憧れ、都会で活躍

したいと思うのは古今東西、共通なのだろう。

　もともと名護のグローバルセンターは、大城が「沖縄

が原点」という着想に捕らわれたゆえの発想だったの

ではないか。あるいは、自分が生まれ育った島を思う情

け心からではないのか。このプランは即座に撤廃され

た。いずれにしろ、彼の愛する故郷、沖縄が世界の販売

店にとって十分な機能を果たし

てこそ、「原点は沖縄」をより深く

理解してもらえるというものだ。

「原点は沖縄」――すべての道はそこから始まった！

第39回

【前原利夫・著
『小さな島から世界を飲む！』より】
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はっちの
「電解水のある生活」  

酸性電解水でセーターを洗ってみたら……

Global E-Friends 2019.58

Japanese Housewife

　秋から冬にかけて大活躍したセーターやカーディガン。数え

てみたら、我が家にはセーターだけで十数枚も！　毎日のように

着ていましたが、5月ともなればお別れを告げる季節ですね。

　そこで、タンスにしまい込む前に、セーター独特のあのほ

わっとした温かい感触を残すように洗濯をしたいもの。わたし

はいろいろ考えてみて、次のような洗い方をしてみました。

■ぬるめの酸性電解水で洗濯
　最初に、ウール専用の中性洗剤を強還元水でしっかり溶かし

ておきます。その液体を30度前後に温め、洗面器に用意してお

いた酸性電解水に入れて溶かしこみます。

　こうして用意した液体の中に、セーターをたたんでゆっくり

入れます。そして上から優しく押し洗いをします。このとき、力を

入れたもみ洗いは厳禁。また、長時間の漬け置きもダメですよ

（だいたい５分以内を目安に）。

■すすぎの前に軽く脱水を
　すすぎは別途作っておいた酸性電解水のぬるま湯に入れて

おこないます。これも洗うときと同じように優しく押し洗いし、

洗剤をとっていきます。

　わたしの場合、すすぐ前に洗濯ネットにセーターを入れ、

洗濯機で30秒くらい脱水しました。これなら洗剤がよく落ち

ますし、すすぎに使う酸性電解水の湯も節約できるというも

の(^^)v。

■バスタオルの上で平らに干そう
　すすぎが終わったら、洗濯機でだいたい30秒くらいを目

安に脱水するか、バスタオルを用意してその上にセーター

を置き、くるんで水分を吸収させます。バスタオルに挟んで

軽く押しながら水分をとる方法もありますね。

　セーターは吊して干すと型くずれするので、平らに干すと

よいですね。我が家ではテーブルの上にバスタオルを敷い

て乾かします。

　洗うのもすすぐのも酸性電解水を使ったから、とてもふ

わっと仕上がったんですよ（^^）。

　こうしてみると、酸性電解水はウールのような自然素材の

衣類の洗たくと相性がいいんじゃないかなあと感じました。

皆さんもぜひお試しあれ～！ 
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第48回

Kangen Water on the Scene

電解水活用の
現場報告
電解水活用の
現場報告

イチオシ

電解水のユニークな活用法を募集中!If you know of any unique use for electrolyzed water, we,d love to hear from you!.
●Please send information to the Public Relations Department.          情報は広報室まで／ e-mail：kouhou@enagic.co. jp

　チャオがオープ

ンしたのは1989年

のことだった。JR予

讃線・伊予西条駅か

ら徒歩５分ほどの

閑静な住宅街にあ

り、１階が店で２階

は住居という作り。

　当初は普通の喫茶店だったが、5年後に「カラオケ喫茶」

に業態を変更した。折からのカラオケブームに乗った格好

である。

　現オーナーの高橋盛太さんは当時まだサラリーマンで、

店は妻の美子さんが切り回していた。しかし4年前に美子さ

んが亡くなると、定年退職していた高橋さんが後を受け継

ぎ、いまも店の経営を担っている。

　とはいえ、今年80歳になる高橋さんには「もうけよう！」と

いう意識はあまり強くないようで、営業時間は午前10時半

から午後４時半までとずいぶん短いうえに、1,000円のチ

ケットを購入すれば飲み物付きで14曲も歌える（1曲当り約

71円）、というお得な価格設定をしている。

　ほかにも生前の美子さんが2008年に立ち上げた「チャオ

友の会」という同好の士の集まりがあり、見ていると、会員

は店でかなり自由にふるまっている様子だった。ちなみに

現在、会員は15人いて、年に数回、歌謡曲の愛好者団体が

主催する大規模な「歌謡祭」に会として参加し、会員は自慢

のノドを披露している。去年は6月に西条市内のホールで

おこなった歌謡祭に参加したところ、会員の家族・縁者・友

人知人などが130人も来てくれたと、高橋さんはうれしそう

に振り返っていた。

　この店にレベラックが入ってから、すでに10年が経つ。高

橋さんは「妻が気に入って購入しました。彼女が健在のころ

は、ダシ取り、炊飯、スープ・味噌汁、野菜の洗浄など還元水

を料理にフル活用していました」という。

　さほどではないものの、いまでも高橋さんは自分の分の

食事や、火曜日の昼限定の軽食サービスに出すおにぎり、

みそ汁などに還元水を活用中だ。さらに、「お客さんに出す

コーヒー、紅茶だけでなく、飲んでもらう水も還元水です」

と高橋さんはいう。

　酸性電解水は包丁・まな板等の台所用品の除菌用や、洗

顔・うがいなどに使用し、トイレにも手洗い用に常備してい

る。カラオケ好きの客たちは、安心安全なチャオで今日も心

を込めて愛唱歌を熱唱している。

住　　所：愛媛県西条市大町842-10
電　　話：0897-55-3647
営業時間：午前10時半～午後4時半
休　　日：第１＆第３金曜日

もりた

よしこ

チャオカラオケ喫茶
愛媛県西条市

強酸性電解水のフル活用が安心安全の決め手！

歌っているのは「チャオ友の会」の会員

1人で店を切り盛りする高橋盛太さん



「誰でももうかる」で業務停止15カ月！

新コンプライアンスシリーズ

わたしたちの法令順守宣言！
No.22大栗  準流通ジャーナリスト

おお ぐり じゅん

　旅行会員権などのネットワークビジネ

スをおこなっているR社が先ごろ、経済

産業省の地方ブロック機関として1都10

県を管轄している関東経済産業局から、

特定商取引法に基づき15カ月間もの長

期業務停止命令を受けました。

　今回、違反行為として認定されたの

は、①勧誘目的等の明示義務違反、②権

利の内容の不実告知、③特定利益

に関する事項についての不実告知

――の３点です。①に関していうと、

同社の会員は、勧誘に先立って「ご

飯でも一緒に食べませんか」などと

告げるだけで、連鎖販売取引の勧誘

であることや会社名などを明らかに

していなかったということです。

「常に宿泊可」と虚偽告知？
　今回、行政からとくに問題視された

のは、②の「権利の内容の不実告知」

でしょう。　

　同社の会員は、「提携先のホテルがた

くさんあって、会員になればいつでも割

引料金で利用、宿泊できる」「提携先のホ

テルの部屋数が多いので、会員ならいつ

でも割引料金で宿泊、利用できる」などと

告げて勧誘をおこなっていましたが、実

際には、同社が提携する宿泊施設の総室

数は、会員数に比べて著しく少なかった

ということです。

　また、会員のみが利用できる国内の同

社提携宿泊施設は存在しなかったとして

います。これがもし本当なら、長期間の

業務停止命令を受けても文句のいえない

ところでしょう。

　今回の処分で皆さんに注目していただ

きたいのは、③の「特定利益に関する事項

についての不実告知」の部分です。関東経

済産業局は今回、同社の会員が「誰かを

紹介すれば自分にお金が入ってくる。元が

取れるから大丈夫」などと告げていたこと

を法律違反と認定しています。

勧誘トークに十分注意を！
　「え、なぜこれが違反に？」と感じた方も

多いのではないでしょうか。関東経済産業

局の説明では、「（入会すれば誰もがもう

かるわけでもないのに）あたかも同社の

会員になれば誰でも入会及び会員

資格継続に必要な費用を上回る特

定利益が得られるかのように」うそを

告げたと認定したということです。

　厳しい内容ですね。関東経済産

業局では処分と同時に「若者をター

ゲットにした勧誘には要注意！」と題

した注意喚起文書も公表していま

す。その中では「友達を誘えば簡単にもう

かる」「すぐに元が取れる」といった「おい

しい話はありません」と断言。「少しでも

不安があれば、はっきりと断りましょう」と

呼びかけています。

　「誰もが、簡単に、もうかる」と感じさせ

る勧誘トークは、今後厳しく処分されて

いく可能性があります。注意しましょう。
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「特定利益」は約束不可！



あなたのためのヘルスセミナー
健康を創る食生活とは？

児玉陽子　略歴：
1936年３月、台湾・台北市生まれ。
55年に皮膚病、59年に結核を発症。東邦大学病院の日野厚博士の指導により「日野式食養」を実践し快癒。
以来、食養研究を始め、69年から公益財団法人・河野臨牀医学研究所（東京都品川区）で食養指導を開始。
78年には日野博士と共に日本初の「食養内科」を松井病院（東京都大田区）に設けて食養指導を実施。95年、同病院顧問に。
現在はフリーランスの立場で、食生活についての指導・啓蒙活動をおこなっている。
主著に『臨床栄養と食事改善指導』『アレルギーにならないための離乳食』（いずれも緑書房）など。

児玉陽子の正しい「食養」のすすめ

「食養」の歴史を辿る――石塚左舷から桜澤如―へ
いしづか  さ  げん さくらざわ ゆきかず

　４月号は連載をお休みしましたので、

この第４回は３月号からの続きとなりま

す。その３月号では、明治期の医師、石塚

左玄が提唱した「食養」概念のうち、人間

は穀物を食べる動物である、とする「人類

穀食動物論」と、最適な時節に採れる地

元産食物を食べるべきという「身土不二

論」を紹介しました。今回はそれ以外の石

塚の食養論を取り上げてみます。

　まずは「陰陽調和論」です。『大辞林』

（第3版）によりますと、「陰陽」とは「中国

の易学でいう、宇宙の万物に働く、相反す

る性格のもの。天・男・日・昼・動・明などは

陽、地・女・月・夜・静・暗などは陰である」

ということです。

　石塚はこの考え方を応用し、食物も

「陰」と「陽」のバランスをとることが大切

と説きました。具体的には、陽性のナトリ

ウム（肉・卵・魚などの動物性食品）と陰性

のカリウム（野菜・果物）のバランスのと

れた食事を心がけようと提唱したので

す。これなど、いまでも全く妥当な食事の

あり方ではないでしょうか。

　ほかに石塚の理論で欠かすことのでき

ないのが「自然食論」です。「一物全体」と

いう表現もしていますが、要するに食品

は丸ごとすべて食べよう、とする主張で

す。野菜なら葉も茎も根も。魚なら頭も尾

も身も骨も。丸ごと食べることによって、

多種多様な栄養を摂取できるし、それが

食のバランス（陰陽！）につながるのだ、と

石塚は考えました。これもまた、いまでも

納得できる食事法ではありませんか。

■石塚を継ぐ桜澤の理論
　石塚のこのような考え方の根底にある

のが、「食こそ心と身体をつくり育てる基

本である」とする「食事至上論」あるいは

「食本主義」という理論です。したがって

心身の病気も食事に起因するとして、食

事を中心に据えた療法に取り組みまし

た。その代表的な例が玄米食です。

　石塚は1907年に設立され、会長に就

いた「食養会」を通じて玄米食の普及な

ど、「食育活動」に熱心に取り組みました。

こうした実践活動によって彼の理論は広

がっていき、以後、さまざまな人たちによ

る多様な食養論を生むことにつながりま

した。その代表例が桜澤如一（1893－

1966）の理論です。

　桜澤は京都生まれの貿易商でしたが、

石塚の食養理論の実践によって健康を回

復したことがキッカケとなり、食養会の活

動に参加。37年には会長に就任しました

（２年後に脱退）。

　一方、フランス語に堪能でボードレー

ルの詩集の翻訳を出したり、フランスに

わたって東洋思想の著作を出版したり

と、多岐にわたって活躍しましたが、40年

代に入ると、石塚の食養理論を基にした

著作を出すことにもっぱら注力し、『病気

の治る食物』など、数多くの著作を出版し

ました。

　そして戦後。彼はそれ以前にも増して

様々な活動を内外で展開。やがて「マクロ

ビオティック」という食養を通じた長寿法

を確立し、内外に影響を与えていくので

す。これについては次号でーー。

児玉陽子
食生活アドバイザー

第4回

元松井病院食養内科顧問

しんど  ふ   じ
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