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the CEO
Message from
CEOメッセージ

（株）エナジックインターナショナル 
CEO 大城博成

　2020年も残りが3カ月足らずとなりました。世界を震撼させたコロナ・

パンデミックはまだ収まりません。それどころか、新型コロナウイルスの感

染者も死亡者も増え続けています。

　さらに、このウイルスは、病気としての被害者ばかりを生み出している

わけではありません。とくに経済活動の縮小に伴う働く人びとの疲弊は

凄まじいものがあります。事業縮小に伴う収入減はおろか、解雇・失業に

よる賃金喪失で生計を絶たれたり、困難に陥ったりする人たちが、世界

に何十万何百万もあふれかえっています。

　エナジックファミリーの皆さんはそういう人たちを黙ってみていられま

すか？　そもそも皆さんの中には、「真の健康」の実現をめざして懸命に

努力を重ね、経済的困難から脱した人たちが大勢いますね。

　何を隠そう、わたし自身もかつて困苦を克服し、今がある人間です。エ

ナジックを創造するという新しい旅の始まりが、わたしを現在に導いたの

です。その旅にいまや100万を超える人たちが伴走しています。

　旅程を共に辿っている同志の皆さんは、「真の健康」の伝達のために、

日々、世界へ「情けの和」を広めています。それはパンデミックの最中でも

変わることなく、懸命に続けられてきています。

　経済的困難は心身の困難に容易に結びつきます。であれば、エナジッ

クが掲げる、経済・身体・心の「３つの健康」（真の健康）の実現こそが、パ

ンデミック下の世界で、困難な状況に置かれた人たちに伝えるべき「情

けの報せ」なのです。

　その歩みは1歩ずつでも100歩でも構いません。それぞれが置かれた

環境や能力に応じて歩んでいけばよいのです。それに、たとえ1歩でも前

進していることが最も大切です。そうして、苦境にあえぐ多くの人たちの人

生を、より良い方向へと変えるよう共に努力しましょう。共により良い世

界を創り出しましょう！
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プロをめざし、PGAツアーの下部ツアーに参加し
たこともありました。この間、彼は学生時代にモル
モン教の宣教師として日本に２年間滞在したこと
もあって、日本語を話すことができます。しかし彼
は手首のけがをきっかけにゴルファーの道を断
念。以来、ゴルフ場の管理業務を本格的に開始し、
いくつかの有名クラブで腕を磨いてきました。
　そしていま、エナジック所有のゴルフ場の責任
者として存分に腕をふるっているのです。コロナ禍
のあおりで中断していたエナジック・サンディエ
ゴ・カウンティオープンも、10月13日から15日の
期間、開催されることになりました。フィンチCOO
の努力がいよいよ実を結ぶ時節となりました。

　カルフォルニア州サンディエゴにある、「エナ
ジックゴルフクラブ・アット・イーストレイク
（Enagic Golf Club at Eastlake)」の名付け親
は、このコースのニール・フィンチCOO（最高執行
責任者）です。彼は「このゴルフコースは素晴らし
い地形を持っています。若干老朽化が進んでいま
したが、PGA（米プロゴルフ協会）トーナメントを
おこなうには、短すぎたコースも併せてアップグ
レードを終えました」と語っています。
　実際、来年から、PGAツアーのファーマーズ・イ
ンシュランス・オープンの予備予選を主催すること
で、SCPGA（南カルフォルニアプロゴルフ協会）と
契約を交わしました。
　こうした努力は、「大城会長がこの施設を購入し
てから、料金収益は30%以上アップし、お客さまも
２倍になりました」（フィンチCOO）と収益向上に
もつながっています。
　もともと彼は、いくつかのゴルフ場で働く一方、

大城会長ファミリーを囲む関係者（右から３人目がフィンチCOO）大城会長ファミリーを囲む関係者（右から３人目がフィンチCOO）

エナジックゴルフクラブ・アット・イーストレイクで
オープン戦をいよいよ開催！
エナジックゴルフクラブ・アット・イーストレイクで
オープン戦をいよいよ開催！

Enagic Golf Club at Eastlake

��������������������������������������������
���	

ELIGIBILITY:  Open to Both Professional and Amateur.
No Qualifying, Open Entry.Max Field is 132 players.Must have Hdcp of 2.4 or less.
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？
酒井和美

（愛知県）

一致団結して「真の健康」の
実現をめざす！

を各々毎月1回、「コロナ対策」をしっかりおこない
ながら開いている。これなど酒井和美チームとして
の活動と言えるが、毎回、20人から30人は集まっ
ているという。
　インタビューで彼女が掲げた目標は、「2年後に
６A2-3到達！」である。筆者が意地悪く「自信はあ
りますか？」と聞いたが回答を撤回しなかった。
「今まで経験したネットワークとは全く違って、酒
井さんはじめグループみんなの応援があり、一体
感を持って取り組めています。だから不可能では
ありません」。この自信は、大城会長が常々大切だ
と強調しているチームの「団結力」がもたらしてい
るようだ。

■目標は2年後の６A2-3！
　それまでに経験してきたネットワークビジネス
では、そんなアプローチはまずなかった。「アップ
もダウンも一致協力して頑張ろうという心構えに
乏しかったと思います」と和美さんはいう。しかし
酒井さん夫妻とそのチームは違っていた。何より
組織作りの重要性を共通の認識として、販売店活
動を展開してきたのだった。
　そんなノウハウのもと、和美さんは2カ月後の5
月に３Aに到達した。そのさい、酒井チームはセミ
ナーで、盛大に彼女の３A到達を祝った。
　というのも、酒井チームでは「３Aに達する」こと
を重要視しているからだ。つまり組織作りで３A
（１Aで14台＋３Aで1台）になると得られる報酬
が、ちょうど1台分の購入費用（会費）をカバーし
たことになり、そこからいよいよ“純粋な報酬”の
取得が始まると考えているのである。和美さんは
みごと１Aで14人（台）の組織作りに成功したの
だった。
　こうして３A到達から1年半後の今年8月末、つ
いに６Aに達した。この間、いわゆるコロナ禍の影
響で、活動に制限を受けたが、SNS（ソーシャル・
ネットワーク・サービス）の活用などで何とか乗り
切ってきた。
　いまでは酒井チームの「スタッフ」として、毎週2
回開催されるセミナーなどの準備を担当。アフ
ターフォローの役割も果たしている。それだけでな
く、彼女は主催者として、セミナーと販売店研修会

るという。「エナジックのプログラムは、それまでに
経験してきたネットワークビジネスと比べはるかに
優れていて、これならみんなで収入を得られると
思いました」と語る。
　つまり、2011年にエナジックがビジネス特許を
取得した８Pプログラムの公平性に得心がいった
わけである。そして昨年3月から本格的にビジネス
をスタートさせたのだった。
　以降、和美さんを指導し牽引してきたのが、彼
女の所属するグループのリーダー、酒井まさやさ
ん泰野さん夫妻（６A2）だ。和美さんは「酒井さん
にいろいろ教えてもらい販売店活動をおこなって
きました」と語っているが、中でも一番の教えは
「大切なのは売るのではなく仲間を作ること」との
フレーズだったという。

　酒井和美さんのネットワークビジネス歴ははや
25年に及ぶ。その間、いろいろな企業で活動をし
てきた。そして最後にたどり着いたのがエナジック
だった。彼女は以前からその名前は知っていた
が、内容はほとんど知らなかったという。ところが
2019年２月、名古屋市内で開かれた事業セミ
ナーを聞いて、和美さんは「これだ！」と強く感じた
というのだ。
　その理由の一つが「大城イズム」で、「真の健康
の実現」や「5つの還元」といった事業理念に感心
した。彼女は「経済と心身の健康を実現してみんな
で幸せになろう、という思いに心打たれました」と
語っている。
　エナジックビジネスへの参加を決めたもう一つ
の理由は、８Pプログラム（販売管理システム）にあ

地元愛知県刈谷市で主催したセミナー（前列左端が酒井さん）地元愛知県刈谷市で主催したセミナー（前列左端が酒井さん）

やすの
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　いまでは酒井チームの「スタッフ」として、毎週2
回開催されるセミナーなどの準備を担当。アフ
ターフォローの役割も果たしている。それだけでな
く、彼女は主催者として、セミナーと販売店研修会
を各々毎月1回、「コロナ対策」をしっかりおこない
ながら開いてい
る。これなど酒
井和美チームと
しての活動と言
えるが、毎回、
20人から30人
は集まっているという。
　インタビューで彼女が掲げた目標は、「2年後に
６A2-3到達！」である。筆者が意地悪く「自信はあ
りますか？」と聞いたが回答を撤回しなかった。
「今まで経験したネットワークとは全く違って、酒
井さんはじめグループみんなの応援があり、一体
感を持って取り組めています。だから不可能では
ありません」。この自信は、大城会長が常々大切だ
と強調しているチームの「団結力」がもたらしてい
るようだ。

■目標は2年後の６A2-3！
　それまでに経験してきたネットワークビジネス
では、そんなアプローチはまずなかった。「アップ
もダウンも一致協力して頑張ろうという心構えに
乏しかったと思います」と和美さんはいう。しかし
酒井さん夫妻とそのチームは違っていた。何より
組織作りの重要性を共通の認識として、販売店活
動を展開してきたのだった。
　そんなノウハウのもと、和美さんは2カ月後の5

月に３Aに到達した。そ
のさい、酒井チームは
セミナーで、盛大に彼
女の３A到達を祝っ
た。
　というのも、酒井
チームでは「３Aに達

する」ことを重要視しているからだ。つまり組織作
りで３A（１Aで14台＋３Aで1台）になると得られ
る報酬が、ちょうど1台分の購入費用（会費）をカ
バーしたことになり、そこからいよいよ“純粋な報
酬”の取得が始まると考えているのである。和美さ
んはみごと１Aで14人（台）の組織作りに成功した
のだった。
　こうして３A到達から1年半後の今年8月末、つ
いに６Aに達した。この間、いわゆるコロナ禍の影
響で、活動に制限を受けたが、SNS（ソーシャル・
ネットワーク・サービス）の活用などで何とか乗り
切ってきた。

るという。「エナジックのプログラムは、それまでに
経験してきたネットワークビジネスと比べはるかに
優れていて、これならみんなで収入を得られると
思いました」と語る。
　つまり、2011年にエナジックがビジネス特許を
取得した８Pプログラムの公平性に得心がいった
わけである。そして昨年3月から本格的にビジネス
をスタートさせたのだった。
　以降、和美さんを指導し牽引してきたのが、彼
女の所属するグループのリーダー、酒井まさやさ
ん泰野さん夫妻（６A2）だ。和美さんは「酒井さん
にいろいろ教えてもらい販売店活動をおこなって
きました」と語っているが、中でも一番の教えは
「大切なのは売るのではなく仲間を作ること」との
フレーズだったという。

　酒井和美さんのネットワークビジネス歴ははや
25年に及ぶ。その間、いろいろな企業で活動をし
てきた。そして最後にたどり着いたのがエナジック
だった。彼女は以前からその名前は知っていた
が、内容はほとんど知らなかったという。ところが
2019年２月、名古屋市内で開かれた事業セミ
ナーを聞いて、和美さんは「これだ！」と強く感じた
というのだ。
　その理由の一つが「大城イズム」で、「真の健康
の実現」や「5つの還元」といった事業理念に感心
した。彼女は「経済と心身の健康を実現してみんな
で幸せになろう、という思いに心打たれました」と
語っている。
　エナジックビジネスへの参加を決めたもう一つ
の理由は、８Pプログラム（販売管理システム）にあ

【お詫びと訂正】

本誌９月号６～７P掲載の記事「酒井チームが名
古屋市内で販売店研修会を開催！」で、「後藤清
美さんが３Aに到達」としましたが、お名前が間
違っていました。正しくは後藤智子さんでした。お
詫びして訂正いたします。

新６A到達の喜びと将来の夢を語る
酒井さん
新６A到達の喜びと将来の夢を語る
酒井さん

9月6日のセミナーで澤木淑人（ひでと）執行役員に
６A認定証を授与される酒井さん
9月6日のセミナーで澤木淑人（ひでと）執行役員に
６A認定証を授与される酒井さん

昨年10月の大阪工場見学会に母親と共に参加昨年10月の大阪工場見学会に母親と共に参加 多くの仲間に祝福される多くの仲間に祝福される



還元オフィス訪問記
Visting Kangen Offices

埼玉県川口市川口6-2-9-401
電話：090-8514-3203

　彼女の販売店活動の中心は、セミナーでも
なくデモンストレーションでもない。風水師と
して相談に乗る場で語ることがメインであり、
そこで「師」の話す「水と健康」には、十分に
説得力があるのだ。こうして彼女は18年2月、
６Aに到達した。
　オフィスは去る9月にオープンした。JR川
口駅西口から徒歩５～６分のビルの4階にあ
る。レベラックが設置され、来訪者にすぐ還
元水の飲用をしてもらうことができる。マリリ
ンさんはここで今まで以上に熱心に販売店
活動を展開している。
　ちなみに日本人男性とは離婚し、日本人で
もフィリピン人
でもない男性と
再婚。私生活も
エナジックビジ
ネスも充実して
いるのだ。

　マリリンさんの本業は風水師である。風水
とは、「その土地の地勢や水勢を占って、住居
や墓地としてよいかどうかを定めるもの」と
『大辞林』にある。10年前にマレーシアの専
門学校で風水を学び講師の資格も取った。
以来、風水の仕事をおこなってきたが、彼女
のこのキャリアがエナジックビジネスに相当
なアドバンテージとなったのである。
　フィリピン出身のマリリンさんは1986年に
エンターテナーとして来日した。翌年、日本人
男性と結婚。しかしこれが「苦労の原点」と
なってしまった。2人の子を出産したが、事実
上、女手一つで育てることになってしまった
のだ。「昼も夜も一生懸命に働きました」と、
マリリンさんは当時を振り返っている。

「師」の説得力がモノをいう。
　そして2016年。在日フィリピン人の紹介で
エナジックを知った。還元水が健康に良いこ
とを理解すると直ちにレベラックを購入し、エ
ナジックビジネスも開始したのだった。

！
風水と販売店活動の
ダブル拠点で抜群の成果！
風水と販売店活動の
ダブル拠点で抜群の成果！
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ダブル拠点で抜群の成果！
風水と販売店活動の
ダブル拠点で抜群の成果

マリリン・ペド
ロ

Marilyn Pe
dro（埼玉県）

コロナ禍で増えたデスクワークコロナ禍で増えたデスクワーク

各種イベントには積極的に参加。左は昨年10月の大阪工場見学会（前列右から４人目がペドロさん）。右は11月の大城会長東京講演会（後列右から４人目がペドロさん）各種イベントには積極的に参加。左は昨年10月の大阪工場見学会（前列右から４人目がペドロさん）。右は11月の大城会長東京講演会（後列右から４人目がペドロさん）
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エナジックボウル美浜
〒904-0115　沖縄県中頭郡北谷町美浜9-8

TEL：098-926-3939　FAX：098-926-3800

最高のボウラーが最高の施設であなたを待っている

か ず も り

全日本優勝メンバーがスタッフ 最新鋭の
オイリングマシンFLEX 還元水は誰でも自由に飲用できる
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　高い水準は、ボウリング場の衛生管理面で
も同様です。レベラックは２台設置してあり、
１台はフードコーナーにあって、炊飯などの
調理やコーヒー、紅茶、飲用に還元水が使わ
れています。場内に置かれたサーバーの中身
はもちろん還元水です。
　もう1台は床掃除などの清掃用に使われて
います。一例をあげると、レーンにひかれたオ
イルのふき取りに使うクリーナーの効果を高
めるため、強還元水を混ぜているのです。ち
なみに毎日おこなわれるこのふき取り（往き）
と、オイルひき（帰り）の「往復運動」は、
FLEXという最新鋭のオイルマシンが自動的
におこなっています。美浜ボウルはすべての
面で最高水準
の施設と言え
るでしょう。  

　美浜ボウルの特長は、何といってもスタッ
フの多くが日本トップクラスのボウラーである
ことでしょう。昨年11月に東京都下でおこな
われた「第52回全日本実業団ボウリング大
会」でみごと優勝を果たしたエナジックイン
ターナショナルチームのメンバー５人のうち、
４人が美浜ボウルのスタッフなのですから。
　ちなみに16ページで紹介したとおり、今年
の大会の出場権も獲得しています。
　また、JPBA（日本プロボウリング協会）公
認のプロボウラーである、美浜ボウルの下地
賀寿守社長は、日本代表チームを率いる監督
でもあるのです。美浜ボウルのそのほかの特
長は、沖縄県内で唯一ボウリングアカデミー
を持ち、トップクラスのスタッフが、小学生か
ら大学生までを指導していることです。

エナジックグループ周遊記

エナジックボウル美浜エナジックボウル美浜

充実のプロショップ充実のプロショップ
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ナゲーシュワール・シュクラ
Nageshwar Shukla

インド / 6A2-3

　6A2-3のナゲーシュワール・シュクラが還元水とエナジッ

クについて初めて学んだのは、2018年の8月だった。それは

6A2-3ランク保持者のアミット・パトリアが開催する研修会

に出席した折りのこと。そこで話されたエナジックと還元水

に関する事柄に感銘を受け、翌年、すぐにエナジックの一員

になった。

　それから2月には早 ６々Aとなり、7月に何と6A2-3に到

達したのである。これはおそらく史上最短記録ではないか

と思われるのだ。

　その栄誉を称え、沖縄E8PA会館横の6A2-3（以上）販

売店の記念植樹コーナーに、彼の名前を付した木の植樹

とインド国旗の掲揚がなされたのだった。

　初めてレベラックを購入したとき、
ナゲーシュワールは、すでにその器
械に張り巡られたテクノロジーに絶
大な信頼を置いていた。さらに「ある
セミナーでエナジックの会員たちが
見せた、熱意とエネルギーにも感動
しました」という。
　レベラック導入時から、エナ
ジックはナゲーシュワールに多
くの幸せをもたらした。しかし、
これまでのところ、彼が経験した
幸せの絶頂は、今年2月15日に
デリー・コンベンションセンター
で、6A認定を受けた時である。
　「父を前にし、平凡から非凡な
人生へと向かうことになった、わ
たしの旅路について、高まる感
情を抑えきれず語った時こそ、
長年の夢が叶った瞬間でした。

そして会場には詰めかけた2,000人
がスタンディングオベーションでわ
たしを祝ってくれたのです」（ナゲー
シュワール）
　もちろん、彼のように高速で昇格
していく販売店も、さまざまな困難に

直面する。しかし彼は「夢を追いか
けているとき、そこには挑戦しかあり
ません」と語る。
　ナゲーシュワールは、エナジックと
共に歩み始めたとき、全く知らない
土地で、面識の無い人びとと働く必
要があった。
　「当時、わたしは家族と遠く離
れていて、ほとんどの時間を、販
売店活動のため州から州へ移動
することに費やしていました。行っ
た先の食べ物や水、気候の変化
に順応することにとても苦労しま
した」と彼はいう。
　さらにこんな苦労もあった。「販
売チームの中で最年少だったわ
たしが、あらゆる年齢層の人たち
に説明し導かなくてはなりません
でした。たとえば、器械の値段か
ら特殊性、先進性などについて納

得してもらうのは実にたいへんなこ
とでした。」

目標は2050年に１家に１台！
　ナゲーシュワールは、困難に直面し
たとき、インドの第11代（2002年～
2007年）大統領のアブドゥル・カラー
ムが語った「勝者とは決して失敗しな
い人ではなく、決して諦めない人であ
る」という言葉を思い出す。そしてこの
発言をしっかり胸に置き、確固たる訓
練法を構築した結果、「責任感を持

ち、勇敢で熱心に取り組む販売店
チームに導くことができました」と
語っている。
　ナゲーシュワールはたまたま最速
で6A2-3到達を成し遂げたわけでは
ない。彼は堅い決意をもち、成功に向
かう姿勢に揺るぎがないのだ。　　
　彼の目標は、「2050年までに1世
帯にレベラックを１台設置」と非常に
高い。
　そのためには、21年までに仲間の
20人を6A2-3に昇格させ、24年まで

に、インドでグローバルコンベンショ
ン開催を実現させたいという。さら
に、25年までに100人の仲間が、マイ
ホームと高級車を所有できるよう、手
助けをしたいと語っている。
　長期的には、35年までに200万世
帯にレベラックが設置されることを目
標にしている。ナゲーシュワールは最
後に、「健康で豊かな幸福に満ちた世
界を創造するために、手を取り合って
頑張りましょう」と語って話を締めく
くった。

最短で６A2-3に到達した
若きインドのホープ！
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グローバル・フォーカス・オン

　初めてレベラックを購入したとき、
ナゲーシュワールは、すでにその器
械に張り巡られたテクノロジーに絶
大な信頼を置いていた。さらに「ある
セミナーでエナジックの会員たちが
見せた、熱意とエネルギーにも感動
しました」という。
　レベラック導入時から、エナ
ジックはナゲーシュワールに多
くの幸せをもたらした。しかし、
これまでのところ、彼が経験した
幸せの絶頂は、今年2月15日に
デリー・コンベンションセンター
で、6A認定を受けた時である。
　「父を前にし、平凡から非凡な
人生へと向かうことになった、わ
たしの旅路について、高まる感
情を抑えきれず語った時こそ、
長年の夢が叶った瞬間でした。

そして会場には詰めかけた2,000人
がスタンディングオベーションでわ
たしを祝ってくれたのです」（ナゲー
シュワール）
　もちろん、彼のように高速で昇格
していく販売店も、さまざまな困難に

直面する。しかし彼は「夢を追いか
けているとき、そこには挑戦しかあり
ません」と語る。
　ナゲーシュワールは、エナジックと
共に歩み始めたとき、全く知らない
土地で、面識の無い人びとと働く必
要があった。
　「当時、わたしは家族と遠く離
れていて、ほとんどの時間を、販
売店活動のため州から州へ移動
することに費やしていました。行っ
た先の食べ物や水、気候の変化
に順応することにとても苦労しま
した」と彼はいう。
　さらにこんな苦労もあった。「販
売チームの中で最年少だったわ
たしが、あらゆる年齢層の人たち
に説明し導かなくてはなりません
でした。たとえば、器械の値段か
ら特殊性、先進性などについて納

得してもらうのは実にたいへんなこ
とでした。」

目標は2050年に１家に１台！
　ナゲーシュワールは、困難に直面し
たとき、インドの第11代（2002年～
2007年）大統領のアブドゥル・カラー
ムが語った「勝者とは決して失敗しな
い人ではなく、決して諦めない人であ
る」という言葉を思い出す。そしてこの
発言をしっかり胸に置き、確固たる訓
練法を構築した結果、「責任感を持

ち、勇敢で熱心に取り組む販売店
チームに導くことができました」と
語っている。
　ナゲーシュワールはたまたま最速
で6A2-3到達を成し遂げたわけでは
ない。彼は堅い決意をもち、成功に向
かう姿勢に揺るぎがないのだ。　　
　彼の目標は、「2050年までに1世
帯にレベラックを１台設置」と非常に
高い。
　そのためには、21年までに仲間の
20人を6A2-3に昇格させ、24年まで

に、インドでグローバルコンベンショ
ン開催を実現させたいという。さら
に、25年までに100人の仲間が、マイ
ホームと高級車を所有できるよう、手
助けをしたいと語っている。
　長期的には、35年までに200万世
帯にレベラックが設置されることを目
標にしている。ナゲーシュワールは最
後に、「健康で豊かな幸福に満ちた世
界を創造するために、手を取り合って
頑張りましょう」と語って話を締めく
くった。



※くわしくは下記のエナジックオンラインショップサイトまたはフリーダイヤルで

http://ec.enagic.co.jp/ コールセンター 0120-84-4132 までお問い合わせください。または

アネスパ/
アネスパDX用
交換浄水
カートリッジ

アネスパ/
アネスパDX用
交換ツイン
カートリッジ

10,120円

アネスパ/
アネスパDX用
交換セラミック
カートリッジ

24,640円34,760円

KANGEN8用(F-8)

11,440円

KANGEN8用浄水
フィルター(F-8)

33,000円

(3本パック)

RGタイプ

HG フィルター HG-Nフィルター

7,260円
HGタイプ

10,560円

30,360円30,360円

DX

DX

SD501
PLATINUM

SD 501U

II Jr

Jr

501Super

SD501
PLATINUM

浄水フィルター

３本パック

II

DX

DX

SD 501U

II Jr

Jr

501SuperII

※2011年以降の器械は、HG-Nのみ適合する器械があるためご確認の上、ご注文ください。について

HG-Nタイプ
(税込) (税込) 

(税込) 

(税込) 

(税込) (税込) (税込) 

(税込) 

(税込) 

(税込) 10,560円
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沖縄から世界へ
サクセス ストーリー   大城博成 第55回

　大城の生家に向かう途中でエナジック瀬嵩カン
トリークラブに立ち寄った。今回は三度目になる
が、素晴らしいゴルフコースに完成した。草木も根
づき、青々と若々しいグリーンに、紺碧の空、コバ
ルトブルーの海が映えていた。
　ゴルフをしない人でも誘われるように美しい。打
ちっぱなしのスタンドから眩いばかりのグリーン
を横目にしつつ、傍らのクラブハウスに足を向け
た。ちなみに、クラブハウスの起工式は2015年２月
におこなわれた。

壁掛けの「感」に秘められた思い
　迎えて下さったエナジック・ゴルフアカデミーの
嘉数森勇校長とは、その数カ月前にロスアンゼル
スで会ったばかりで、自然とロスのことが話題に
なった。
　だが、筆者の目は校長のデスクの後ろの壁掛け
に釘付けになった。そこには「感」と力強い筆で書
かれている。明らかに専門家の筆だ。しかしなぜ
「感」一文字か。校長に聞いたところ、壁掛けを指
差しながらこう説明してくれた。
　「この感という文字の下には自由に字を加えるこ
とができる。感動ともなり、感謝ともなる。さらに、感
激、感奮、感応ともなる。並びを逆にすると直感や
万感ともなり、人の感情や思いを引き出すことがで
きる。こうしてゴルファーの卵たちの“感性”を育て
ることが大事だ」
　そんな説明に筆者は「感心」し、うなずきながら

話に聞き入った。プロゴルファーをめざす若者たち
にとって、ゴルファーとしての感性を育てることは、
勝負を左右する大切な要素になるのだろう。

優れたゴルファー誕生を夢見て
　他人のプレーに
感動しなければ、そ
こから受け取るもの
はない。若者は「あ
りがとう」という言
葉を忘れがち、とよ
く非難されるが、お世話になっている人への「感
謝」をいつも心に留めたいものだ。
　とかくスポーツの世界は勝ち負けや数字にこだ
わるが、心の教育から始めることが大事だ。この
「感」という文字がもたらす発想の中に、アカデ
ミーの指導者たちが若者たちの“発想の自由”と
“オプションの創造”を重要視している姿が垣間見
られるのである。
　このクラブハウスで、精神面の教育がなされてい
ることに感服した。また、アカデミーで学ぶ若者た
ちの中にはかなりの素質があり、大きな期待を寄
せられている者もいると聞いた。
　やがてここから優れたゴルファーが誕生し、日
本やアメリカのカントリークラブでプロとして活躍
する姿が見られるだろう。そ
んな日を夢みてクラブハウス
を後にした。

エナジックゴルフアカデミーの精神教育に感心！

【前原利夫・著
『小さな島から世界を飲む！』より】

せだけ

まばゆ

完成した瀬嵩カントリークラブ完成した瀬嵩カントリークラブ



はっちの
「電解水のある生活」  

酷暑で傷んだワンコの毛は酸性電解水で生き返る！

Japanese Housewife

キンシップにもなるので、一石二鳥ですね。
　ペットのブラッシング用スプレーも市販していま
すね。一度、我がワンコに使ってみました。でも肌が
弱いせいなのか、赤くなってしまったことがあった
のです。それからはまったく使ってないんです。

■酸性水スプレーで洗浄効果も
　そんな時です！　酸性電解水をスプレーしてブ
ラッシングすると、毛並みがよくなるよぉ～って話を
聞きました(・・)oh!　
　そーいえば、酸性電解水は髪に潤いを与えてく
れるってことだから、ワンコの毛にも同じような効
果は期待できそうですよね。
　洗浄作用もあるわけだから皮膚を清潔に保つに
もよいし。さっそく酸性電解水を使ったワンコのブ
ラッシングを開始しました。
　毛づやのよいワンコに戻れば最高！　皆さん
も、ぜひ試してください。

　10月になったとはいえ、まだ酷暑の記憶は色濃
いですね。今年の夏は猛暑続きで、げんなりする日
が続きました。
　我が家のワンコも、口をあけ舌を出しっぱなしに
して、毎日ハアハアゼーゼー言ってましたよ。それだ
けでなく、ワンコの毛づやがかなりパサパサになり
ました。これはマズイ！

■シャンプーは逆効果に
　うちのワンコはもともとブラッシングが大好きで
す。そこで今回は毛づやをよくするブラッシングに
ついて、考えてみましょう。
　ワンコは、人間と違って毎日お風呂に入れてはい
けません。シャンプーのしすぎは、犬の毛づやに
とって逆効果なのです。
　そのかわり、ちゃんとブラッシングをすることに
よって、毛についた汚れを落とし、体と毛の清潔を
保つようにします。
　またブラッシングの効果は、それだけではなくス
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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！
No.39大栗  準流通ジャーナリスト

おお ぐり じゅん

オーナー商法にはくれぐれもご用心！
　９月18日、ジャパンライフの元会長

ら14人が警視庁に詐欺罪で逮捕さ

れ、話題となりました。被害者も多く、

被害金額も、戦後最大級の２１００

億円に上るとみられる多額事件です

から、司法の場では今後、厳しい判断

が下されるとみられています。

「マルチ」が問題ではない
　マスコミでは、ジャパンライフ

が、「マルチ商法の会社」と報道

されることが多かったようです。

筆者は、この点に違和感を覚え

ています。　

　「マルチ商法」は、特定商取引

法上の「連鎖販売取引」の蔑称として

よく使われる言葉です。連鎖販売の会

社が良いおこないをしてもほとんど

報道されませんが、ひとたび悪いこと

をすると、マスコミは鬼の首をとった

かのように「マルチが違法行為！」など

と書きたてます。

　そのため、「マルチ＝悪」というイ

メージが多くの人に浸透し、健全な連

鎖販売取引の会社がビジネスを展開

しにくくなっています。

　今回のジャパンライフに関する報

道で、残念ですがこの傾向はさらに

強まることでしょう。

　そもそもジャパンライフの商法の

根本的な問題点は、「マルチ」かどう

かではなく、その業務が「オーナー

（預託）商法」を展開していた点にあ

ると筆者は考えます。

　ジャパンライフでは、①消費者

（オーナー）に磁気ネックレスなどの

磁気治療関連商品を購入させ、②そ

の商品を第三者に貸し出し、③貸し出

しによる収益をオーナー消費者に還

元する――というビジネスを展開し

ていました。

　こうした仕組みがオーナー商法と

呼ばれています。ジャパンライフの場

合、実際には、商品も、貸し出し先の

第三者もほぼ存在せず、自転車操業

でお金を回していただけ、という実態

が明らかになってきています。

オーナー商法禁止の動きも
　連鎖販売取引とは「特定利益（コ

ミッションなど）があることをもって

誘引し、特定負担（商品購入などの金

銭的負担）をさせる行為」を指し

ます。つまり（蔑称として「マル

チ」などと呼ばれますが）、それ

自体が本質的に被害者を生む

ものではないのです。ジャパン

ライフの場合は、連鎖販売取引

を、悪質な「オーナー商法」と絡

める形で展開したので問題が

生じました。つまり、「マルチ」が悪

かったのではなく、「オーナー商法」

が悪かったといえます。消費者庁で

は現在、オーナー商法を原則禁止す

る法改正の準備を進めています。

　オーナー商法を展開する企業は、

ジャパンライフ以外にもたくさんあ

ります。皆さんも、「商品を購入する

だけで、銀行金利をはるかに上回る

還元をしますよ」といったオーナー商

法の甘い勧誘トークには騙されない

ようにしましょう。

みんなで注意しよう！
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第63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

住　　所：東京都墨田区江東橋3-5-1
       　　ザ・バレル立田ビル101号
電　　話：03-6666-9474
営業時間：午後８時～午前1時
定 休 日：日曜日

ロシアンクラブ

（レッドスクウェア）
RED SQUARE

東京都墨田区

　そんな浅井さ
んが還元水と出
合ったのはおよ
そ1年前で、購入
を決めた理由は
２つ。１つは炊
飯。水道水と還元水でそれぞれ米を炊いてみた結
果、還元水の方の炊きあがりの良さに驚かされた
という。もう１つはシャンパンやワインと併せて還元
水を飲むことで、酔い心地がスッキリする点。
　どちらも店の運営上、欠かせないメリットである。
ほかには乾燥対策と消臭効果を狙い、店内で強酸
性電解水の噴霧をしている。
　コロナ禍で「夜の街」が矢面に立たされ、４、５月
は営業を自粛。7、8月は前年同月比40~50%も売
り上げが減った。客の約7割が経営者層で、自分の
会社がダメージを受けているためもあってか、客足
は伸びなかった。しかし自粛期間中に内装を華麗
にリニューアルするなど、浅井さんは「攻めの姿勢」
を失ってはいない。

　店名のRED SQUAREは、有名なロシアの首都
モスクワの「赤の広場」から取った。赤の広場と言
えば、城壁に囲まれた政治の中枢部クレムリンに接
していて、かつて権力者たちが壁の上から行進する
軍隊や市民の列を“睥睨”する姿がしばしば報道さ
れたもの。
　ところでロシアの「赤」には、もともと“美しい”と
いう意味もあるそうで、そのせいか、レッドスクウェ
アで客をもてなす女性たちは美人ぞろいだ。ちなみ
に彼女らはロシアを中心に旧ソ連各国や東欧から
やって来ている。
　この女性たちをマネジメントしているのが、オー
ナーの浅井宗則さん。店は2014年にオープンし
た。それ以前に5年間、同様の店で働き独立した
が、この間、近隣の同種の店舗が次々に姿を消して
いったという。「生き残れた理由」を聞くと、「スタッ
フみんなでお客さんを大事にしてきたからでは」と
答えていた。

還元水活用で炊飯と酔い心地がブラッシュアップ！

店にはJR＆東京メトロ錦糸町駅から
徒歩５分で着く

オーナーの浅井宗則さん。ゴルフはシングル級の腕前オーナーの浅井宗則さん。ゴルフはシングル級の腕前

店にはJR＆東京メトロ錦糸町駅から
徒歩５分で着く

へいげい

カウンター席も用意カウンター席も用意
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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
いまなお怖い結核に挑む食事療法
　結核と言えば、かつては患者数も多

く、「不治の病」と恐れられました。厚

労省のデータによると、1950年の結

核による死亡者は12万人を超え、死

亡（要因）順位も1位でした。

　それが2019年には、それぞれ約

2,000人と31位にまで劇的に下がり、

もはや結核は「過去の病気」とみられ

るようになりました。

　そうはいっても、新規の結核患者は

昨年、14,460人にのぼり、中でも20～

29歳の罹患率が60歳以上の高齢者

に次いで高く、若者の間の感染の広

がりが心配されています。

　結核菌に感染すると、体重減少、食

欲減退、倦怠感、微熱などの症状が出

始め、咳、痰、胸痛、呼吸困難等の胸部

症状を伴うようになります。進行する

と、血痰、喀血、肋膜炎、さらに高熱に

襲われてしまいます。

　治療方法は、薬剤の服用のほか、環

境、安静、栄養が極めて大切になりま

す。よい生活環境下で精神の安定を

保ち、正しい食養によって人間が本来

持っている自然治癒力を高めていく

必要があるのです。

　結核は長期にわたる疾患ですか

ら、とくに毎日の食事面の配慮が欠か

せません。

　わたしの恩師であり、松井病院食養

内科で一緒に働いた日野厚博士は、

結核治療上の食生活では、しきりに

「甘いものに注意を！」と喚起していま

した。

■白砂糖の摂取に注意！

　結核菌に感染すると、血液中の白

血球が動員され菌を食べようとしま

す（貪食作用）。ところが白砂糖を一定

量、摂取すると、この白血球の貪食作

用が妨げられ、抵抗力が弱くなるとい

うのです。

　したがって、食養内科では患者さん

に対し、白砂糖の摂取を制限し、さら

に卵焼き、すき焼きなど動物性タンパ

ク質に砂糖を加えた料理にも注意を

促しました。

　ほかに、食養内科で結核の患者さん

によく出していたのが、「鯉こく」です。

にが玉（胆のう）だけを取り出した鯉を

筒切りにして、ゴボウと一緒に茶殻を入

れた水で３～４日煮込む料理です。こ

れはかなり効果がありました。

　結核は全身消耗性の病気だけに栄

養量を増やしますが、他方、肥満を懸念

して、動物性タンパク質や脂肪は過剰

に摂らないよう注意する必要がありま

す。逆にビタミン、ミネラルは、緑黄色野

菜や海草で豊富に摂るようにします。

　主食は玄米などの未精白米に切り替

え、タンパク質は、大豆、ゆば、豆腐、納

豆、豆乳、ゴマなどで摂り、動物性食品

はシラス干し、小魚、白身魚を中心にす

ると効果的です。また、果物のような身

体を冷やす食べ物は避けるようにしま

す。これらが、結核と闘う食養の定番と

言えます。

児玉陽子
食生活アドバイザー

第21回

元松井病院食養内科顧問

どんしょく
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新6A到達2020.8月度
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DIANA LYN BAUTISTA
ROSS LANSDOWNE
FAANATI PULEPULE
TUNG T DO
THI LOAN NGUYEN
VAN MANH TRAN
THANH DAN HUYNH
ADRIANA MARI MORIYA YAGUI
CARRERA TRANSP. E COM. DE 
MERCADORIAS LTDA - ME
CROSSOVER VENTURES LTD
JOHNSON ROSARIO JOMERO
#RJL MARKETING INC.
MARITES F ALLAM
BRIANNE DEACTIS
OBISO FINANCIAL SOLUTIONS 
CORP.  #3
CARESSA L. ARMSTRONG
JULA B BENITO
MYLES & BRIELLE DIGITAL INC.
FDN CADORNA INC.
AURELIA VIDA
PHONG HOANG LE
OANH THI VO
TRINH THAI
THI THU TRAN
DIEM CHU
AKANKSHA RUHELA
ARMONIA SOCIAL SL.
MARIA ELENA GONIN RAMIREZ
R. FLISTOC S.R.L.
BATTINA ACCAME
MIROSLAV BRODA #2
DAC NGHIEP NGUYEN
ERWIN GOSEPA
ALECIA SOGUE
MIRIAM BELGICA PAGUNTALAN
CRISTIAN MESAROS SCREPNIC
BRANDSTETTER CHRISTIAN
CHIVU IULIAN COSMIN
ALCALIFE CONSULT SRL
GEORGINA ALEXANDRA PAGE
THI MINH PHUONG MAI
HOANG THANH LE
VINA AKUPRESSUR KLINIK I/S
HEALTHY FAMILY/KWAN KIN WING
LAU YIU WANG PATRICK
ZHANG XING CHEN
SHREE SWAMI SAMARTH HEALTH 

CARE
ARJUN ADHIKARI
LEENA NAGPAL YADAV
SANTHOSHA PULUSU
GARAPATI RAMA MOHAN
PRIYASRI PATRA
ABHISHEK JOSHI
MOHAMMAD NASIR
P CHANDRA SHEKHAR RAO
DANESH DEEPAK BHAMBHANI
DEEP TARUNSINGH ADVANI
KOUSHALYA TIWARI
ANURADHA SHRIVASTAVA
AJAY KUMAR JAIN
SHUBHAM UJJAVAL PANDYA
MAHENDRA ICCHASHANKAR JOSHI
DIPAK MOHANBHAI JIVANI
ALPESH BHUPATBHAI VAGHASIYA
DEV HARSHADBHAI PATEL
HARSHADBHAI DHIRAJLAL PATEL
BELABEN MANISHKUMAR MODI
BHARATKUMAR RAMAJIBHAI 
CHAUDHARI
VRAJ INTERNATIONAL GITA VIKRAM 
SHANKAR
RAMJI VELJIBHAI VADCHHAK
NAYANA VISHAL SAVALIYA
KASHISH LALWANI
P S AQUA
JAGDISH SHARMA
RAHMAH YUTHA ARINI
RENI INDIAWATI #2
FERI DIANTONO
CV BAHAGIA
AYU MARLINA
坂部 夕妃
酒井 和美
熊谷久美子B
LIAW LILY
CHONG CHEE MENG
HUI JOE YANG
LEONG NGAN LENG
SEOW KIM ENG
CHEW SIEW HONG
PHAM THI RAN
SAM SITHA
JABER ABDULBAQI HASSAN 
MOHAMED ALMARZOOQI
K.W. NATION LLC

（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（ブラジル）
（ブラジル）

（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）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（スペイン）
（スペイン）
（スペイン）
（イタリア）
（ドイツ）
（ドイツ）
（オランダ）
（イギリス）
（イギリス）
（イギリス）
（オーストリア）
（ルーマニア）
（ルーマニア）
（キプロス）
（チェコ）
（チェコ）
（デンマーク）
（香港）
（香港）
（香港）
（インド）

（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）

（インド）

（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インドネシア）
（インドネシア）
（インドネシア）
（インドネシア）
（インドネシア）
（日本）
（日本）
（日本）
（マレーシア）
（マレーシア）
（マレーシア）
（マレーシア）
（マレーシア）
（マレーシア）
（タイ）
（タイ）
（アラブ首長国連邦）

（アメリカ）
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LEE MEEKAN
#2230116 ALBERTA INC.
JAMES NULOS ABROGUENA
MKCJ ENTERPRISE CORP.
FRANCES A. SICAM
RJL MARKETING INC.
JOSE FRANCISCO CANDELARIO 
PEREZ
ALDO REY ARIMAS 
CHEN JIA
KONDAMU LALITHA
AISHWARYA MANGESH MANE
DAKSHINA MURTHY B V N
SAMIR CHANDRA ROY
BHUSHAN BHAURAO PATIL
TARUN ADVANI
AMRUTBHAI MEGHJIBHAI 
GONDALIYA
BHARATIBEN SANJAYBHAI 
CHOVATIYA
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SHRIKANT BHURABHAI SANGANI
KANCHAN DEEPAK BHAMBHANI
CHANGELA PARESHBHAI 
MANSUKHBHAI
SHARON ANGELINE
MR FILTER SDN BHD 
PHANG HUI QUAN 
YONG KEAK EE
LEIANAH M.M. KAHAHAWAI
THU NGUYEN LLC
ESTRELLA G. GINO
HIEN THI THAN #4 
NGUYEN THUY NGUYEN
PATRICIA N. GARCIA
WATER PARAMEDIC INC
JENNIFER J MILLARD HORNEY
INGRID ANETTE SOLBERG

（オーストラリア）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（スペイン）

（イギリス）
（香港）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）

（インド）

（インド）
（インド）
（インド）

（インドネシア）
（マレーシア）
（マレーシア）
（マレーシア）
（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）
（アメリカ）
（アメリカ）

6A2-2
●

●

●

●

CHIARA YEE
0977999 BC LTD.
GAURAVKUMAR AMRITBHAI 
GONDALIYA
TARUN NARAINSINGH ADVANI

●

●

●

●

KISHAN GOVINDBHAI SAKARIYA
CV. 8 POINT 
ERIC KURNIAWAN
WONG SAD YONG 
JEFFREY R. GARCIA

（カナダ）
（カナダ）
（インド）

（インド）

（インド）
（インドネシア）
（インドネシア）
（マレーシア）
（アメリカ）

6A2-3
●

●
#1181518 B.C. LTD.
DRISHTI MALIK

●

●
CV KING ABDULLAH ABADI
CHIN CHOOI YUEN

（カナダ）
（インド）

（インドネシア）
（マレーシア）

DIANA JOY OSTROFF
DIANA DANIELSON
JOHNNY F MARTINEZ
ROBERTA C FISHER
LEO BISCOCHO
NIRMALA SHARMA
HOLISTIC FREEDOM LLC
DESTINEE J PERATA
ISSAC GRANADOS
JENNIFER MILLARD-HORNEY #3
HAROLD BAYANG
CARMINE CICCHINO
MICHAEL LINH TRAN
HUONG THI VU
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DUNG N NGUYEN
PHUOC SINH TONG
CUC THI DAO TRUONG #B
BACH DUY DAO
THOAI VAN NGUYEN
ANNA LOAN LE
JENNIFER X HOANG
DANH NGUYEN
MAI LY #2
TTUAM LLC
SLY VENTURE LLC (A)
QUOC AN QUAN
NALISSA NGOC PHAN
MEADOWS HONG LEE
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6A以上のご紹介

　10月４日、那覇市内で開催された沖縄県ボウリング連盟主
催『第44回全沖縄職域対抗ボウリング選手権大会』で、（株）
エナジックインターナショナルチーム（儀間光博・村濱裕紀・
我那覇隆也・幸喜将太）が、みごと第42回大会からの３連覇
を達成しました。
　この優勝により、11月21～23日に富山県で開催される『第
53回全日本実業団ボウリング選手権大会』に、沖縄県代表と
して出場することが決まりました。

ボウリングのエナジック
インターナショナルチームが
全日本出場へ!

「E-FRIENDS」の商標を取得！

　ちなみにこの大会は、
全日本実業団産業別選
手権（産別）、全日本実
業団都市対抗大会（都
市対抗）を合わせた“３
大実業団選手権”の中で
も最も権威があるとされ
ています。昨年の第52回同大会（東京都）では、優勝に輝いた
だけあって、メンバー全員が「連覇達成！」を目標に意気込ん
でいます。大いに期待しましょう！

（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）
（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）

（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）
（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）

　このほど日本国特許庁は、    ENAGIC GLOBAL 
E-FRIENDS」を登録商標とすることを認めました。登録商標
とは商標権を得た商品や文字、ロゴ、図形などの創造物のこ
とで、登録者（エナジックインターナショナル）が独占的に使
用できます。さっそく本号の表紙の題字に登録商標であるこ
とを示す「R」（レジスターマーク）を付記しました。許可なく使
用した場合は、損害賠償請求の対象になります。

Sports Flash
エナジック・スポーツフラッシュ

エナジックフレ
ッシュニ

ュース

全国大会への切符を手にしたメンバー。（左から）儀間光博・村濱裕紀・
我那覇隆也・幸喜将太
全国大会への切符を手にしたメンバー。（左から）儀間光博・村濱裕紀・
我那覇隆也・幸喜将太

3連覇を報じる「琉球新報」（10月8日付）3連覇を報じる「琉球新報」（10月8日付）


