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祝！エナジック創立45周年！
米サンディエゴで記念セレモニー＆
グローバルコンベンションを開催！

6/21~22

自由を求めて世界に
「真の健康」
を発信！

成功と失敗の過去が
現在と将来の情熱を創る！
誰にだって過去はある。
その過去の中に成功と失敗、損失と利益、
いつく

喜びと悲しみが包まれています。
その過去に耐えたり、時には慈しん
い ま

だりすることの積み重ねで
「現在」
があるわけです。
わたしは、
エナジックと共に意欲的に活動している販売店が、
「真
の健康」
をグローバルに広めるうちに、驚くほどのスピードで発展、
成長していることを非常にうれしく感じます。本当に夢のひとつが
叶った思いがするのです。
会社創立以来の45年間にはいろいろなことがあり、振り返ると、
笑顔になったり涙がこぼれたりしましたが、
でも大喜びすることがほ
とんどでした。一つひとつの瞬間が、皆さんが現在エンジョイしてい
たね

るエナジックを生み出した種だったことが、
いまになって分かります。
その喜びと悲しみが入り混じった過去に流した汗と血、
そして涙の
一粒ひと粒が、
ムダにはならなかったのです。
皆さんにもそれぞれのストーリーがあって、
いまのあなたがいま
す。過去に、
エナジックがお伝えする
「３つの健康」
へと導かせた強力
な“大使”がいたはずです。おそらくは山あり谷ありの中で、エナ
ジックと繋がるきっかけに結びついたのでしょう。
わたしの過去と
皆さん一人ひとりの過去が、天で繋がり、
お互いの成功に繋がっ
ていると思います。
あなたの過去を将来に投資しましょう。
あなたは一人ではあ
りません。
この星であなたと同じ考え方をしている何百
万人の“エナジック大使”と繋がっています！ みな、友
人や家族や地域の人たちを助けることに熱くなって
います。新しい真実のパワーを駆使して、世界に
「真の健康」
を届けたいと願っている販売店が
大勢います。
さらに、
あなたと共にいつでも同じ
メッセージを掲げることのできる販売店もたく
さんいるのです。
わたしたちはいま、明るく輝いています！ キラキ
ラしていますよ！ すべて、過去が生み出した現在だ
からこそ美しいのです。過去を祝福しながら、同時に、
わたしと何百万人のエナジック販売店とともに、エナ
ジックの今後の数十年の成長とグローバル社会への影
響を祝いましょう。

（株）
エナジックインターナショナル
CEO
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大城博成

エナジックグループの一

にっ

Japan
Spot

！

沖縄県うるま市のゴルフ場内にサロンを新設！

頑張れ
ん、
ぽ

ゴルフ場と合わせ、サロンには多くの利

員として、E8PA拠点の瀬嵩

用者が訪れはじめています。

カントリークラブと提 携 す
ることになった、
うるま市の
具志川ゴルフクラブ内に新
しいサロンがオープンしま
した。その披露会が５月24
日に開かれ、大城博成会長
も出席して、詰めかけた多

新サロンの意義について力説する
大城会長

くの人たちに新拠点の意義について語りました。
うるま市といえば、エナジック硬式野球部の拠点が置かれ、
エナジックスタジアム石川がある、人口12万４千人の沖縄第

大城会長の話を熱心に聞く参加者

３の都市でもあり、最も闘牛が盛んな地区として有名です。

具志川ゴルフクラブサロン

ほかにも、2000年にユネスコの世界遺産に登録された「勝連

住 所：〒904-2205 沖縄県うるま市字栄野比 590-1
電 話：098-972- 3131
アクセス：国道329号線／石川インターチェンジから10分

城」や、４つの離島を結んで美しい青い海を往く
「海中道路」
などでも知られています。
そんなうるま市の新サロンについて大城会長は、エナジッ
クの理念である
「３つの健康の実現」のための活発な活動の
本拠となるよう熱い期待感を表明しました。参加した販売店
からも
「新しい拠点ができて、
これまで以上にビジネスが展開
しやすくなるし意欲がわいてくる」
という感想が聞かれました。

クラブハウス内に置いた新サロン

Enagic Seminar News

ダン社長＆中村さん、石井さんのジョイントセミナーを開催！

情熱あふれるダン社長のセミナー

５月17、18日および６月

や初期のころの海外展開のエピソー

９日に 、大 阪（ 新 大 阪プラ

ドを交えて、実体験から取引条件の素

ザ）、東京（サロン東京）、愛

晴らしさや展望を伝えました。

媛県西条市（ライブハウス電

それぞれの話に参加者は感銘を受

王堂）でダン・プロッサー社

け、終了後には大きな拍手が巻き起

長と中村明俊さん（6A7-6）

こりました。

将来の展望を力強く語った
石井恵子さん

が、さらに、６月７日に札幌

（札幌支店）でダン社長と石井恵子さん（6A18-5）が、初の試み
であるジョイントセミナーをおこない、各会場とも多くの参加者
が集まりました。
それぞれの会場でダン社長は主に心の持ち方に重点を置き、
「人生を変えるためにはもっとパッションが必要です。情熱を込
めて対象者に働きかけましょう」など
多くの人たちが集まったジョイントセミナー（東京会場）

と強調しました。
他方、中村さんは、①第一印象を大
切にする、②人間関係を上手に作る、
③明るく元気に接する、
という３点の
重要性などについて語りかけました。
石井さんはエナジックとの出会い

参加者の熱い共感を集めた
中村明俊さん

挨拶をする瀬戸光雄さん
（左）
と
上田照男さん
（大阪会場）
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エナジック社会貢献レポート

天然温泉アロマが就学支援児童をランチ会に招待！
エナジックグループの

実は昨年12月にも同じ会場で、子供たちを対象にクリスマス

天然温泉アロマ（沖縄県

ランチ会をおこなっていますから、
アロマとしては２回目の食事

宜野湾市）
は２階の還元

会となりました。エンカレッジからは、
「勉強とは違う“生きた授

レストラン「オーシャン

業”となりました」
といった文面のていねいな礼状が届き、
東江社

８」で４月27日、NPO法

長は「今後も業務を通じた社会貢献を積極的におこなっていき

人エンカレッジ（中頭郡

たい」
と話しています。

北中城村）の支援を受けている小中高生32人を招き
「新入学・進
級お祝いランチ会」
を催しました（ほかに保護者と引率者17人も
参加）。子どもたちはレストランのシェフが腕によりをかけて調理
した数々の料理を大喜びで味わっていました。
就学援助児童支援NPO法人のエンカレッジは、経済的な理由
から通塾が困難な児童に無償で学習の機会を提供しています。
ほかにも学習に必要な物品の支援や企業に向けたインターン

笑顔で料理を選ぶ子どもたち

シップ、
アルバイトの受け入れ要請等々、幅広く活動しています
が、今回は天然温泉アロマの東江繁子社長の発案で食事会が実

『沖縄タイムス』
（５月10日付）
も
食事会を報道

現しました
（ほかに地元の５社１団体が協賛）
。

エナジック・トレーニングニュース

磯部さんがNYで４日連続トレーニングを実施 !
５月13日から16日まで、ニューヨークの著名ホテルを会場に、

しかも情熱を込めて力説。参加

磯部勝正さんが４日間を通して “トレーナーのトレーニング”を

者はトレーナーとして「次のス

おこないました。磯部さんのトレーニングの特徴である、心理学

テップ」に上がるため、みな真

を応用したモチベーションの向上法や、チームワーク作りの秘

剣なまなざしで話を聞いてい

訣、ビジネス戦略の立て方などを幅広い観点からわかりやすく、

ました。

磯部さんからは修了者にマスタートレーナーの
認定証が授与された

トレーニングを終えて感激いっぱいの参加者
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エナジックジャパン・スペシャル企画

日本限定でエクストラポイント獲得の
チャンスが！
年号が平成から令和に変わったいま、
７月末までを
期限に、エナジックの母国ニッポン在住の人をリクルー
ト
（直出し）すれば、なんと特別にコミッションを１ポイ
ント多くゲットできるスペシャル企画が進行中です。対
象者が日本に住んでさえいれば、
リクルートするあなた
が世界中どこに住んでいても大丈夫！
日本を強化するためにも、日本でチームを作り、エク
ストラの１ポイントを獲得する絶好の機会が訪れまし
た。ぜひこのチャンスを逃すことなく、積極的に取り組
みましょう！
（一括支払いのセールスのみ対象）
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US$20,000

3
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Sports Flash

エナジック・スポーツフラッシュ

エナジックゴルフアカデミーの
宮里海翔が
「日本アマ」
に挑む！

5月28〜31日にわたって宮崎
県でおこなわれた第49回「九州
アマチュアゴルフ選手権」で、エ
ナジックゴルフアカデミーの宮
里海翔がみごと8位に入り、16位
以内に与えられる日本アマチュ
アゴルフ選手権（7月９日から12
日まで三重県で開催）の出場権
を獲得しました。今年で104回目
を数える日本アマチュアは、文字どおり日本のアマチュアゴルフ
界最高峰の大会で、宮里の活躍が期待されます。
宮里はまた、30位以内に与えられる
「九州オープンゴルフ選
手権」の出場資格も得ました。
この大会は7月10日に「予選」
とし
て福岡、熊本、沖縄の４カ所のゴルフ場で開催され、上位50人

多くの有望選手を育てているアカデミーの練習風景

が８月１〜４日に福岡県でおこなわれる本戦（決勝戦）に臨む
ことができます。優勝すると、10月に福岡県で開催されるメ
ジャー大会「日本オープンゴルフ選手権」の出場資格を得られ
るのです。

女子3人も揃って
「日本女子アマ」
に参戦決定！
ゴルフアカデミーで
学ぶ女子も負けてはい
ません。5月14〜16日に
熊本県でおこなわれた
第49回「九州女子ゴル
フ選手権」に13人のア
カデミー生が参戦しま

C JGA

C JGA

佐渡山
（左）
と仲西は揃って日本女子アマに挑戦

した。上位入賞者には女子アマ界最高峰の「日本女子アマチュ
アゴルフ選手権」の出場資格が与えられるとあって、みな奮闘し
た結果、4位の島袋ひのと12位タイの仲西菜摘が日本女子アマ
への切符を手に入れました（シード選手の佐渡山理莉も参
「九州女子アマ」
に挑んだアカデミー生たち

加）。
日本女子アマは6月25〜28日に愛媛県で開催されます。ぜ
ひ3人を応援しましょう！

ゴルフアカデミー出身の新垣比菜が全米女子プロに初出場！
５月30日から６月２日まで、米サウスカロライナ州でおこなわ
れたメジャー大会「全米女子プロゴルフ選手権」に、エナジックゴ
ルフアカデミー出身の新垣選手が出場し34位に食い込みました。
高校卒業後の2017年7月におこなわれたプロテストに合格し、い
までは“黄金世代”の一角を占める新垣。嘉数森勇校長が指導する
エナジックゴルフアカデミーで基礎から徹底的に学んだ成果が、
いよいよあらわれてきました。アカデミーの後輩たちの目標・憧れ
世界のメジャーに初挑戦した新垣選手
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にもなっている新垣選手の活躍に目が離せません。

沖縄から世界へ

サクセス ストーリー 大城博成

第40回

エネルギッシュに世界を飛び回る日々
大城会長夫妻は質素なライフタイルを誇りとしてい

スアンゼルスへ。そこから東海岸のニューヨークやフロ

る。私生活でもそうだが、会社関係でもそれ相当の車

リダなどにひと飛びする。また、沖縄から東京、ロンド

を乗り回さない。行き先の方向さえ分かれば、運転手

ン、
ドイツ、大西洋を飛んでニューヨーク、そしてロスア

なしの自力ドライブだ。

ンゼルスに飛ぶ。たいへんな距離だ。

身なりも至って質素。昔の厳しい時代に生きた産物

ちなみにロスアンゼルスから東京へはほとんど12時

であろうか。販売店セミナーでも飾らず、いつもの身な

間の飛行。さらにそこで数時間待ち、
ようやく沖縄便に

りだ 。この 業 界 のリーダー は キンキラキンでファン

乗って那覇へ到着。夜10時過ぎだ。
こんな過酷な旅程

ファーレのお祭り気分のイメージが強い。大城は違う。

を定期的にこなしているのだから、たいへんなエネル

“変わり者”の異名の通りだ。

ギーの放出、体力である。

会長としてのイメージ作りよりも庶民的なイメージ
をアピールしている。なぜなら販売店の中には経済的

あふれるエネルギーはどこから？

に苦難の中から再建した人もいるし、再建中の人もい

ロスアンゼルスに到着すると社員に迎えられ、空港

るからだ。大城はそういう販売店の見本であり、また成

から会社へ直行して、
ミーティングや社長室で資料等の

功している販売店のモデルでもある。

レビューをする。到着当日は長い飛行時間にも関わら

よく耳にすることは、50万ドル、70万ドルものコミッ

ず「疲れた」などと言わない。LA滞在は１週間が単位だ

ションを稼いでも税金を払えないような計画性のない

が、その間、北米のマネージャーやトップ販売店との会

人がいる、
ということだ。
こういう人は、稼ぎが増えても

合が複数あり、また、社内の各部署の点検等、休まる日

金銭管理が悪く、物欲が強烈なあまり貯金や老後の蓄

がない。夜は夜で販売店や社員との食事会で9〜10時

えをなおざりにする刹那主義的ライフスタイルの見本

過ぎに帰宅というパターンだ。

だ。特にこの業界の販売店は高収入源を求めて次から

食事会も単なる楽しみではなく、
ちゃんとしたビジネ

次へと会社を渡り歩くので、逆に収入源が安定しない

ス・ミーティングだ。このタフな日程をこなすエネル

結果を招くこともある。

ギーはすごい。社員の中には「会長は化け物だ」
と冗談
を言う向きもある。本人は「還元水を30年飲み続けて

疲れ知らずの仕事ぶり
大城は年齢を思わせないほどエネルギーが横溢し

いるから」
と言う。身をもって証明するんだと、
ここぞと
ばかりにPRを忘れない。確かにエネルギーを貯めこま

ている。疲れを見せない。普通、40歳を過ぎると誰でも

ないと、これだけの仕事はでき

体の衰退を自覚するであろう。個人差はあるものの60

ない。その燃焼度の高いエネル

歳を過ぎると、引退、病気、あるいは介護ケアーが必要

ギーは、いったいどこから来るの

な人たちが増える。

だろうか。

しかし大城はエネルギーに溢れて未だ世界中を飛
び回っている。沖縄から香港、香港から東京、そしてロ

【前原利夫・著
『小さな島から世界を飲む！』より】
Global E-Friends 2019.6
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Japanese Housewife

はっちの
「電解水のある生活」

洗濯機のカビ対策は強酸性電解水で！
いよいよ日本は梅雨の季節に入りました。ジメジメと気色の

のお掃除をするように、
と説明書に書いてあります。

悪い多湿な気候です。さらに最近の「熱帯化」のあおりで、
これ

この説明に従って、わたしは年に５〜６回は酸素系漂白

まで以上に高温でもあります。まるで東南アジアや中南米の気

剤使用の掃除をおこなっています。カビ対策の基本はこの

候に似ていますよね。

「定期的なお掃除」が必須だと、わたしは思います。

そんな季節になると、最も気を使うのが「カビ対策」だと思い

それだけでなく、普段の洗濯のさいにもできることがあり

ます。
これは食べものを扱う台所は当然のこと、
トイレや風呂回

ます。それは、適量の洗剤を使い、さらに溶け残りがないよ

りなども例外ではありません。

うにする、
といったことです。
こういう地味な使用法も、十分
「カビ対策」になるのです。

■洗濯機の“あの臭い”は何？
中でも日ごろたいへんお世話になっている洗濯機には気を

■強酸性電解水の使用法

使う必要があります。カビだらけの洗濯槽でセンタクなどご免

さらにしっかりした対策といえば、もちろん、強酸性電解

ですから。
とはいえ、梅雨時ではなくとも洗濯機のフタを開け

水による洗濯機のお手入れです。
レベラックが生成する、高

たとたん、
「なんか臭うなあ」
と思ったことはないですか？

い除菌・消臭作用を持つ強酸性電解水を使わない手はな

それこそ“カビの臭い”なのです。種類までは分かりません
が、梅雨時でなくても漂ってくることのあるカビの臭いが、梅雨
時ともなると、
よりいっそうひどくなります。

いですよね。
できれば洗濯槽にほんのり温めた強酸性電解水を一晩
はっておくといいのですが、無理ならスプレーするだけでも
効果があります。
「カビ対策」には強酸性電解水を有効に使

■「カビ対策」のいろいろ
そもそも洗濯槽の表面上の汚れは見て気づくし、
こまめに拭
き取ることができます。
しかしその裏側となると、
どうでしょう。
そうは簡単にお掃除できませんよね。
我が家で使っている洗濯機には「槽洗浄」
というボタンがつ
いていて、２カ月に１回「酸素系漂白剤」を１本入れて洗濯槽

8
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いたいものですね。

Kangen Water on the Scene

イチオシ
電解水活用の

現場報 告
49回

第

くにがみぐん なきじんそん

沖縄県国頭郡今帰仁村

まほろば保育園
住 所：〒905-0428
沖縄県国頭郡今帰仁村字今泊3933
電 話：0980-56-5975
F A X：0980-56-5976

安心安全な保育環境づくりにレベラックが貢献！
沖縄県北部の今帰

もたちを24人の教職員が保育している。
レベラックは開園

仁 村 にある今 帰 仁 城

「開園以来、電解水を活用中」
と語る主任の
宮城江利子さん

と同時に厨房に設置した。調理担当の大城さゆりさんは、

跡といえば、2000年に

「水分が必要な調理ではすべて還元水を使っています」
と

首 里 城 などほ か ８ つ

いう。たとえば、おやつのクッキー用の小麦粉を練るとき

の遺産と共に「琉球王

や炊飯時。
「ご飯はふっくらと炊きあがります。水道水のこ

国 のグスク及 び 関 連

ろとは差が歴然です」
（大城さん）。

遺産群」
としてユネス

このほか、コーヒー、紅茶

コの世界文化遺産に

やダシ取り、みそ汁・スープ

登録された史跡だ。そ

等にも還元水を活用中だ。

のスケールは首里城とほぼ同じで、城を囲んで長く続く石

もちろん園児が飲む水も還

垣は美しい曲線を描いている。

元水。キーパーに入れた還

今回紹介する社会福祉法人／温和会まほろば保育園

元水をコップで飲む子もい

は、その今帰仁城跡とは車で数分の距離にあり、国道505

れば、マイボトルを持ってき

号沿いに展開している。
「 ある」
「 建っている」ではなく“展

て入れて飲む子もいる。

年齢ごとに
「教室」
を用意

開”と表現をした理由は簡単で、敷地が実に広大だから

強酸性電解水は、床やテーブルの掃除、包丁・まな板等

だ。園児たちが遊ぶ園庭も広々としていて、
（とくに）都会

の調理器具の消毒に活用中。電解水を駆使したまほろば

の「保育園」のイメージとは遠い印象を受けた。

保育園では、安心安全な環境の中、園児は楽しく毎日を過

もともとそこには村立中学校が存在していた。
しかし、

ごしている。

少子化のあおりで廃校となり、昨年4月、その跡地にオー
プンしたのがまほろば保育園である。元中学校の敷地と
いうのだから、広いのは当然か。
ちなみに同じ敷地内には
住宅型老人ホームもある。“お隣さん同士”だけに、ホーム
の入居者が保育園の行事を見学することもあり、“老幼”
相触れあう機会には事欠かない。
主任の宮城江利子さんによると、
（ 取材をした３月時点
で）通ってくる園児は０歳から5歳までの117人。
この子ど

子どもたちは広々とした園庭で遊べる

,
If you know of any unique use for electrolyzed water, we d love to hear from you!. 電解水のユニークな活用法を募集中 !

●Please send information to the Public Relations Department.

情報は広報室まで／ e-mail：ko uh o u@ e nag i c . co. jp

Global E-Friends 2019.6
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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！
流通ジャーナリスト
わ

おお ぐり

じゅん

大栗 準

No.23

け

特商法の処分件数 大幅増の理由
消費者庁では先日、2018年度（18年４

ほど変化はありません。

沖縄は特商法の処分ゼロ！

月〜19年３月）の、特定商取引法（特商

一方で、
（何らかの改善策を実行するよ

過去20年間の業務停止命令の件数の

法）に基づく処分件数について集計し、発

う促される）指示処分の件数は、国が前

集計では、東京都（184件）、埼玉県（107

表しました。それによると、18年度の総処

年比２件増の19件で、都道府県が前年比

件）、北海道（40件）、静岡県（37件）、神奈

分件数（国と都道府県によるものを合算）

14件増の27件となっていますから、とく

川県（34件）、香川県（26件）、栃木県（21

は、前年比61件増の130件となっているこ

に後者で大きく増加していることが分か

件）、大阪府（21件）、千葉県（18件）、愛知

とが分かりました。かなり増えていますね。

ります。

県（17件）、福岡県（16件）、福島県（15件）、

増えた要因として最も大きいのは、

岡山県（15件）、茨城県（14件）、広島

17年12月に施行された改正特商法

県（12件）、兵庫県（11件）の順となっ

で「業務禁止命令」が新たに創設され

ています。人口数や会社数の多い順

たことです。業務禁止命令の対象は、

には必ずしもなっていないところが

社長、取締役、事業部長など、業務を

興味深いですね。

主導していたとみられる個人。禁止命

ちなみに山梨県、宮崎県、沖縄県

令を受けた個人は一定期間、新たに

の３県は、
これまで特商法に基づく

企業を立ち上げて同種業務をおこな

業務停止命令を出したことは１回も

うことも禁止されます。17年度中は業務禁

厳しくなった担当官庁の対応

ありません。ただ、
これら３県でも指

止命令の執行が１件もありませんでした

業務停止命令と同時に、違法行為が

示処分をおこなったことはありますし、ま

が、18年度は国で26件、都道府県で19件

あったことの消費者への周知や、
コンプラ

た、これまでなかったということは、今後

と、計45件もの業務禁止命令が出されま

イアンス体制の整備等を指示されるケー

ないということを意味しません。さらにい

した。

スが多いようです。

えば、都道府県から処分を受けなくとも、

都道府県による処分件数には、地域に

「指示」処分も大幅増！

10

国（消費者庁）から処分を受けたのでは意

よって担当ばらつきがあります。たとえば、

味がありません。
日々、襟を正して、ビジネ

「禁 止」で は なく。業 務 “ 停 止 ” 命 令 の

18年度の業務停止命令の件数をみてみ

スに取り組んでいきましょう。

件数はというと、国によるものが前年比

ましょう。すると、多い順に、東京都（７

２件減の13件、都道府県によるものが

件）、埼玉県（４件）、群馬県（２件）、長野

同２件増の26件ということですから、さ

県（２件）
、福岡県（２件）
となっています。

Global E-Friends 2019.6

あなたのためのヘルスセミナー
健康を創る食生活とは？

5

第

児玉陽子の正しい
「食養」
のすすめ

回

さくらざわ ゆき かず

桜澤如一のマクロビオティックとは？
前号では明治期の医師である石塚左

根・茎・葉など全体を摂取する（前号で紹

舷の食養理論を受けついだ桜澤如一

介した「一物全体」の摂り方）。精製された

食事の量は腹８分目程度に。間食は健常

（1893―1966）が、戦前に活躍した様子を

白米を避けて玄米を摂る。魚類は小魚が

者には許されるが、糖分に注意。煙草は

紹介しました。彼は戦後、それ以前にも増

推奨される。糖分・塩分を制限。水分を十

禁止。酒類は健常者に限り、少量の飲用

して精力的に活動し、食養を通じたマクロ

分に摂る――。

を。
ストレスに注意し克服する。 睡眠や休
息を十分にとる。毎日適度な運動をする。

ビオティック
（長寿法）を確立しました。今

■水分の摂取を重要視！

回はその概要を紹介してみます。

食事は１口ごとに30回以上咀嚼する。

定期的な健康診断を受け、健康状態を
チェックする。

桜澤は戦後まもなく、正しい食養の普

これらが食品・食事に関する原則です。

及をめざして「真生活協同組合」
という団

ちなみに最後の水分の摂取については、

体を設立しました。
これはのちに「日本CI

次のような説明文が付いていました。
「高

ティックの概要です。要約すると、玄米を

協会」
と名称変更し、現在も存続していま

齢者等の場合、涸渇に対し鈍感になるの

主食とし、主に豆類、野菜、海草類などか

す（本部は東京都目黒区に）。そのホーム

で血中濃度が濃くなり、各種の梗塞を起こ

ら構成された食事を、身土不二や一物全

ページで桜澤が主導したマクロビデオ

す怖れがあるので、常に十分な水分の補

体といった考え方を基に摂取する、
という

ティックの説明をしていますので、そこか

填に努める必要がある」。

ことです。加えて、正しい生活習慣に則っ

ら概要を紹介してみます。

ここでいう水分がアルカリ性の還元水

まずは食品の品質基準について。農産

であれば、胃腸症状の改善を期待できる

物は有機肥料を使い無農薬で栽培したも

ので、なお健康維持に寄与するのではな

のを使用。加工食品は有害な添加物や抽

いでしょうか。

以上が桜澤式というべきマクロビオ

て日々を送る、
との原則も大切であるとし
ています。
桜澤如一は戦前戦後を通じて、国内外
に食養について大きな足跡を残しまし

出剤、化学調味料等を含まないものを。食

同じホームページには、食事面だけで

た。一方、桜澤式に学びながら独自の方

品の選択基準は、前号でも紹介した（地産

なく、マクロビオティックに関連する
「ある

法を開拓し、医師として実践活動にも取り

地消の）
「身土不二」の原則を守る――。

べき生活習慣」も掲げられています。
これ

組んだ の が、わ たしの 師である日野 厚

しんど ふ じ

食品の摂取基準は次のとおり。動物性
食品を避け穀菜食中心にする。野菜は

も食養のあり方を考える上で重要な要素

ひのあつし

（1919〜1989）だったのです。

なので紹介してみます。

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

食生活アドバイザー
元松井病院食養内科顧問

Global E-Friends 2019.6
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Enagic World Event

サンディエゴで
E8PAグローバルコンベンションを開催 !
-FIVE YEA
RTY
RS
FO

エナジックトクトク情報

フィルター購入者に
「還元車えび」
割引サービス 実施中！
レベラックシリーズのフィルターを購入していた
だいた方に、
エナジック車えび養殖場で育てた還元車
えびを割引購入できるキャンペーンを実施中です。養殖
場ではうるま市海域のサンゴに囲まれたミネラル成分たっぷ
りの海水を利用し、
さらに厳選したエサに強還元水を含ませること

サファイア・アニバーサリー

で、高品質でぷりぷりとした食感のえびを育てています。
この還元車え
び
（加熱用）
を下記のような割引価格でご提供中です！

情けの和を広めて45年

M

創立45周年記念イベントに参加しよう！
期 日：6月21日(金）
＆22日(土）
場 所：カリフォルニア州サンディエゴ市
会 場：サンディエゴ・コンベンションセンター

E8PAメンバー
~6/20:
当日:

一般料金

$169
$189

~6/20:
当日:

$189
$209

子ども料金（オンラインのみ受け付け）
３歳以下:
4〜12歳:
13歳〜:

無料
$99
大人料金

急速冷凍

加熱用

加熱用

L

加熱用

10%割引

還元 車えび 3,870円

急速冷凍

還元 車えび 5,200円
サイズ/15cm前後 (3パック/600g）

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

TRIPLE RH TRUST LTD
FALEONO GREAD TIITII
DAISY PHAM
GERRARD S VALENZUELA
1080410 BC LTD
MIKE HALE #2
THORNE MARKETING AND
CONSULTING
DYANNE D DOCTOR
MICHELLE ARCEO SUCCESS
MARKETING INC #4
BROOKE M BOMFORD
JAMES NULOS ABROGUENA
MELODIE DESROSIERS
KATHERINE MARGARET NAULT
SARA HK LUSSIER
KRISTEN M CLARK
GARRET P ROGERS
TUNG NGUYEN #2
ADAM GATELEY
EVELYN SIBAL
HEALTH SOURCHE IRELAND LTD
DANOLLAS/ LIAM O CONNEL #5
HOFSTATTER AGNES INES
CHRISTIAN ESSLETZBICHLER #3
JIRI BURAN
HOP LE THI
Y NGUYEN HEALTHCARE IVS
MINH CHAU SYSTUE V/CAN THANH
TRAN
LUU LY TASAK
DANIELA STANICA
H20 KANGEN SRL
TUDORA MIHAILA
CHAN WING

●

（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）

●
●
●
●
●
●
●
●

（カナダ）
（カナダ）

●
●
●

（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（ドイツ）
（ドイツ）
（ドイツ）
（ドイツ）
（ドイツ）
（ドイツ）
（ドイツ）
（ドイツ）
（ドイツ）
（ドイツ）

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

（ドイツ）
（イタリア）
（イタリア）
（イタリア）
（香港）

●
●
●
●
●

TSE WAH FUNG
（香港）
HUI WAI KUEN SHERMAN
（香港）
LEUNG TSZ YAN
（香港）
PRIYESH RATHI
（インド）
RAJSHREE GUPTA
（インド）
CHARU SHIKHA KUSHWAHA
（インド）
MANOJ KEDARNATH TIWARI
（インド）
SANTOSH HARIBHAU CHAUDHARI （インド）
VINOD B GADHARI
（インド）
LATA KETAN BHINGRADIYA
（インド）
PATOLIYA SHITAL AMITBHAI
（インド）
JAYDEEP KANJIBHAI VEKARIYA
（インド）
MINA ARVINDBHAI VATALIYA
（インド）
ROY ANDRIANTO WIBAWA
（インドネシア）
CV. 8 POINT
（インドネシア）
中島全
（日本）
YIEN LING LING
（マレーシア）
THE SMARTBUY COMPANY
（マレーシア）
BIENFEST S DE RL DE CV
（メキシコ）
FELICIDAD TELAN BULACLAC
（フィリピン）
MICHAEL LOPEZ DAMASO
（フィリピン）
LOLITA VELUZ
（フィリピン）
JULIE DE GUZMAN DIONELA
（フィリピン）
LIM KIM CHYE ROLAND
（シンガポール）
NGUYEN THI PHUONG THAO
（タイ）
NGUYEN THI BAN
（タイ）
PHAN THI THUY LINH
（タイ）
NGUYEN DANG HIEU THAO
（タイ）
CONSTANTINE DANCE CLASSES INC（アメリカ）
KATHERYN JOHNSON
（アメリカ）
IDEAL PERSONAL TRAINING INC #2 （アメリカ）
PHU HONG PHAM
（アメリカ）
STEVE KANGEN WATER LLC #D
（アメリカ）
DINH FAMILY INTERNATIONAL LLC （アメリカ）
KHUONG LAY TANG #B
（アメリカ）
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●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

加熱用

10%割引

還元 車えび 4,680円
0120-41-3249

6A2

MYRNA VALENZUELA
JOEL F. GAPAN

JONATHAN O. DELA PENA
CHIARA YEE
LIVE LIPHE

COLYTIC S.R.O

RORY SCANLAN
HOP LE THI

BUI HONG THUY

1181518 B.C. LTD.

6A2-2

DUNG LE VAN

DANOLLAS LTD - MR LIAM O
CONNELL

●

6A2-3

GOD SINGS
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（オーストラリア）

（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（ドイツ）
（ドイツ）
（ドイツ）

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MZSERINA HOLISTIC SOLUTIONS INC
AMY PEKAL
LACEY DAUNT #1
MARIO DOS SANTOS BASTOS
JULIO C FREIRE
SARAH F CHABOT

（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）

TSE KELVIN

（香港）

ANIRUDDHA MOHANPURKAR

（インド）

ANIL PAUL

AMIT PATOLIYA

NGUYEN CHI TAM
VU CALVIN PHAM
BOGUSIA INC

BRAUTIGAM INC

WEALTHY THROUGH WATER LLC
KHUONG LAY TANG

（インド）
（インド）
（タイ）

（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）

（ドイツ）

●

WONG CHI WAH

（カナダ）

●

SC SEND 92 TERAPII ALTERNATIVE （イタリア）

（イタリア）

（ヨーロッパ）
（ドイツ）

（アメリカ）

●
●

BIEN AHORA S DE RL DE CV
DAI NGUYEN

●

6A2-4

FOUNTAIN OF YOUTH #4

（香港）

（メキシコ）
（アメリカ）

（アメリカ）

￥100

発行：（株）エナジックインターナショナル広報室（Tel.）03-5205-6030
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（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）

FIRMA AGNES INES HOFSTATTER #2 （ドイツ）

●

●

6A以上のご紹介

REBEKAH FEMIA

FINING SRL

税込

サイズ/15cm前後 (3パック/600g）

SHANNON CARD
EVIET GLOBAL
HEALTHY WATER SOLUTIONS LLC
RYAN BELL
TUYET LISA NGO
EDGARDO MARCELINO
ADORAMIA B. OCBENA

●

●

税込

2018年以降にフィルターを
購入して頂いたお客様

2019.4月度 新6A到達
●

税込

サイズ/14cm前後 (3パック/600g）

お申込先

6A

税込

2018年以降にフィルターを
購入して頂いたお客様

M

L

還元 車えび 4,300円
サイズ/14cm前後 (3パック/600g）

(FAX)03-5205-6035 http://www.enagic.co.jp

