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 みんなと創る輝く未来、心と身体の新たなライフビジョン！ 

ありがとう　ポノポノクラブ10周年
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　十数年前、この当時私たちは「健康や生きがい」を巡る社会の

状況に「はたしてこれで良いのか」と危機感を感じていました。

そんな中で社会に向けて貢献できることはないかと勉強と模索を

重ね、予防医学そして心と身体のバランスに着目して、これに賛

同する仲間と共に 2010 年 7 月この NPO 法人ポノポノクラブを立

ち上げました。

　あれから 10 年が経ち、発足の翌年には東日本大震災、そして今

現在収束に至っていない新型コロナウイルスの世界的流行など、

様々な出来事や困難を体験し、社会のあり方や情勢も変化してゆ

く中で、NPO 法人ポノポノクラブも変化や成長をしてまいりまし

た。

　発足から 10 年の節目となる本年より、NPO 法人ポノポノクラ

ブは、共に学び成長して来た頼もしい仲間たちにより、行政や企業、

地域などへセミナーやイベント開催など、社会への貢献を本格的

にスタート致します。そして本年度より、私横張日出子が理事長

を拝任させて頂く事となり、その責任の重さを受け止めつつ、女

性ならではの視点で地域社会との繋がりをより強めて行きたいと

考えております。

　10年と言えばまだまだ若い私達です。これからも皆様のご指導、

ご鞭撻を賜りながら、より一層皆様の期待に応えられる組織に成

長して参る所存です。

　最後に皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し上げまして、ご挨拶

とさせていただきます。

　

ごあいさつ

NPO法人ポノポノクラブ
理事長

横張日出子

04 05

　今日、世界中が新型コロナウイルスの蔓延に恐れおの

のいています。

日本では感染を少しでも減ずべく、緊急事態宣言が発せ

られ、「ステイホーム」、「三密の厳守」、「PCR検査の徹底」

などの対策がとられました。

　いわゆる自粛の名の下で、会員各位におかれましては、

正常の活動にもさぞ制限があり、活動も縮小されたので

はないでしょうか。「心と身体の健康」、「自立した女性

の未来型コミュニティづくり」等の達成に向け取り組ん

でいる中で、今日一日の活動は幸せに満ちていましたか。

ご自分の得意とすることができた喜びに浸ることはでき

たでしょうか。

　パリ近郊パルビソンに住む J.F. ミレー（1814 ～

1875）の作品に、一日の作業を終えた農夫が夕日を背に

静かに祈る姿を画いたものがあります。「一日の終り」

です。ありとあらゆるものに感謝し祈る姿から、満たさ

れた充実感が漂ってきます。

　皆々様も一日を振り返り、何か他の人のためにお役に

立つことができたのか、大自然に静かに向かい、感謝す

る気持ちを持つことができたでしょうか、そんな終り方

を楽しみましょう。

ごあいさつ
一日の終り

NPO法人ポノポノクラブ
第 3代理事長

杤堀申二
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　よく言われる言葉に十年一昔と申します。この度ポノポノク

ラブの会員一人一人が社会の人々に寄り添い、共に歩み続けら

れたことに心から敬意を表すところであります。

　お釈迦様の説かれた教え実践徳目の言葉に「時には『知恵』

と一対でお釈迦様の教えの全体の解説がなされる『慈悲』があ

ります」。中でも慈悲は他に対するあるべき姿を表します。語

源的に考えると、「慈」と「悲」は別々の言葉です。「慈」は、

サンスクリット語のマイトリーに相当し、「友」「親愛なるもの」

を意味するミトラから派生した言葉で、「真実の友情」「純粋な

る親愛の念」を意味します。これに対し「悲」は、サンスクリッ

ト語のカルナーの「同情」「優しさ」「哀れみ」「情け」を意味して、

漢訳経典では「可悲」「非念」「悲心」等と訳されます。お釈迦

様の教えの「慈悲」もこれらの展開されたもので、四字一句「慈

悲喜捨」という日常語を生み出しました。この言葉は、チベッ

ト語の経典でよりわかりやすく説かれています。「慈しみの心

を持って、生きとし生けるものに接し、悲しみの心を持って、

人々に接し、喜びの心を持って、行動する時、自分自身を捨て

切ることができ」、正しく「慈悲」の実践者となります。

　ポノポノクラブの皆様、十周年を祝う心として是非「慈悲」

という言葉を中心に十年間の歩み一歩一歩を反省し、明日への

糧といたしましょう。

ポノポノクラブさんを祝おう
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　多くの方々に支えられて、いつの間にか１０周年を迎

える事となりました。まずは、ポノポノクラブと関わっ

ていただきました全ての方々に感謝の意を表したいと思

います。

　立ち上げ当初は『予防医学』をキーワードに色々

な文化・教養を学び、それを活かしたプログラム

（イベントやプチ旅行）を楽しむ団体として活動してま

いりましたが、会員数の低迷をきっかけに「団体の存在

意義」を再度見直し、「地域社会に活躍する女性」の為

の教育団体として生まれ変わりました。

　令和２年度から初の女性理事長横張日出子をはじめと

するフレッシュな役員を中心とした新生「ポノポノクラ

ブ」は、この 10 周年を機に「地域行政」や「企業を含

む地域団体」と密に連携し、積極的に「各種専門セミナー」

の開催や「地域イベント」参加、「講師派遣」等にて

「自殺対策」や「鬱病等の精神疾患対策」、「ハラスメン

ト対策」等に尽力していただけるものと期待しておりま

す。

ごあいさつ

NPO法人ポノポノクラブ
第 4代理事長

岡田繁雄
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　このたびは、NPO 法人ポノポノクラブが創立１０周

年の節目を迎えられますことを心からお祝い申し上げま

す。

　貴法人におかれましては、２０１０年７月に創立以来、

「心と体の健康」を主目的とされ、健康づくり、仲間づ

くり、生きがいづくり、そして笑顔いっぱいのまちづく

りのために、健康イベントや人材育成講座の開催など、

様々な活動を展開してこられました。この間、数々の輝

かしい実績を積み重ねられ、現在の確固たる基盤を築か

れましたのも、ひとえに、歴代の理事長をはじめとする

理事の皆様、関係各位の皆様のたゆまぬ努力と熱意の賜

物であり、深く敬意を表する次第でございます。

　近年、本格的な人口減少・少子高齢化社会を迎え、人々

の価値観や生活様式の多様化がますます進行する中、皆

様が取り組んでこられました様々なご活動は、誠に時宜

にかなったものであり、誰もが元気に生き生きと、自分

らしい毎日を送ることができる社会の実現に向けて、大

変有意義な活動であると存じます。

　このたびの１０周年を契機とされ、NPO 法人ポノポ

ノクラブがさらなる発展を遂げられますこと、横張理事

長はじめ、理事、会員の皆様のご健勝・ご活躍を心から

祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。

祝辞
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土浦市長
安藤真理子

　ＮＰＯ法人ポノポノクラブの創立 10 周年を心よりお祝い申し上

げます。

　ポノポノクラブの皆様におかれましては、「心と身体の健康」と

「自立した女性の未来型コミュニティづくり」を目標に掲げながら

活動していただくことで、医療費削減、市民の生きがいづくり、

仲間づくりなど地域社会に多大な貢献をされていることに敬意を

表し、深く感謝申し上げます。また、つくば市の SDGs パートナー

としてもご加盟いただいていることにもお礼申し上げます。多く

の方々と幸せを分かちあっていく皆様の活動が、つくば市におけ

る「誰ひとり取り残さない社会」の実現に大きく貢献してくださ

ると確信しています。

　つくば市としても、茨城県内で唯一、国から「SDGs 未来都市」

に選定されて以来、こどもの未来を支援する事業に活用するため

の「つくばこどもの青い羽根基金」を創設するなど、様々なプロジェ

クトを進めてまいりました。また、SDGs の掲げる理念を「これ

からのやさしさのものさし」という誰にでもわかる言葉として再

定義し、着実に皆様に届くように取組みを進めています。

これからも、皆様とともに、つくばに集うすべての人が自分らし

く生き、幸せが溢れるまちの実現を目指していきます。

結びに、ポノポノクラブ様の益々の御活躍と御発展を祈念いたし

まして、御挨拶とさせていただきます。

祝辞

つくば市長
五十嵐立青　
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　NPO 法人ポノポノクラブが創立１０周年を迎えられますこと、

心からお祝い申し上げます。

　貴法人は 2010 年に結成され、つくば市において「我々が住む

街の『 医療費削減 』、我々が住む街の『 市民生きがいづくり 』、我々

が住む街の『 仲間作り 』」を目的に、ストレッチ体操などの健康

教室や講演会などのイベント活動、メンタルストレスカウンセラー

などの育成等、地域で幅広く積極的なご活躍をされておられるこ

とに、心から賛辞をお送りいたします。これもひとえに、横張日

出子理事長を筆頭に歴代理事長をはじめ、会員各位のご努力と熱

意の賜と、改めて深く敬意を表します。

　人生 100 年時代において、2016 年に女性活躍推進法の成立、

2018 年には働き方改革関連法の成立など、女性の安全・安心な暮

らしの実現、「生産性向上・経済成長・地方創生」の切り札として

あらゆる分野における女性活躍を、政府一丸となって推進してお

り、私も与党女性衆議院議員として積極的に取り組んでおります。

これからも貴法人が、SDGs 加盟団体として、理事長のもと一致

団結し、「心と身体の健康」、「自立した女性の未来型コミュニティ

づくり」をより一層推進され、ご活動が広まりますことを心より

ご期待申し上げます。

　結びに、NPO 法人ポノポノクラブの今後も限りないご発展を期

待いたしますとともに、会員の皆様のご健勝とご多幸を祈念申し

上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。

祝辞

自由民主党 衆議院議員

国光あやの

　NPO 法人ポノポノクラブ創立十周年記念式典のご開

催を心よりお慶び申し上げます。

　横張新理事長のご就任に心より祝意を申し上げますと

ともに、岡田前理事長をはじめとする歴代理事長、そし

て会員の皆様方の長年のご努力に敬意を表します。

　人と人のつながりが希薄になり、ストレスによる心身

の故障が問題となる中で、貴法人は各種セミナーや講座

を通して、市民の方々がつながりを持てる場を提供する

とともに、カウンセリングや伝統療法などによって、参

加者の心と身体の健康づくりをサポートされてこられま

した。これらは市民一人一人を大切にしたきめ細やかで

重要な取り組みであると深く敬意を表します。

　また、貴法人は「主体的に生きようとする女性たち」

をサポートするため、女性カウンセラーの育成に尽力さ

れておりますが、女性活躍時代において、その役割はよ

り一層重要になっていくものと期待しております。

　末筆ではございますが、NPO 法人ポノポノクラブの

ますますのご活躍・ご発展と皆様方のご健勝を心よりお

祈り申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきま

す。

祝辞
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参議院議員

上月良祐
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　ポノポノクラブ様が１０周年を迎えられましたこと誠に

おめでとうございます。

　ＮＰＯ法人ポノポノクラブ様におかれましては、歴代理

事長の下、健康づくり、仲間づくり、生き甲斐づくりはも

とより、医学療法、メンタルストレスカウンセリング等を

通じ、女性活躍時代に向けご尽力されておりますこと、深

く敬意を表します。

　特に岡田前理事長様が進めておりました、女性プロ心理

カウンセラー 100 名を育成するプログラムは大変興味深く、

期待するところでございます。

　坂東太郎グループにおいても更に学びを頂き、女性活躍

社会を目指して応援をして参りたいと考えます。

ＮＰＯ法人ポノポノクラブ様が目指されている女性の活躍

しやすい環境づくりにおける役割は今後益々大きくなるこ

とと御拝察致しますが、坂東太郎グループもポノポノクラ

ブ様にご指導頂きながら、働きやすい環境づくりに努めて

参ります。

結びに、ＮＰＯ法人ポノポノクラブ様の益々のご発展と新理

事長横張様をはじめ関係者皆様方の更なるご活躍を心より

祈念致します。

祝辞

株式会社　坂東太郎
代表取締役会長

青谷洋治

　N P O 法人ポノポノクラブが創立 10 周年を迎えられ

ましたことを、こころよりお祝い申し上げます。

ポノポノクラブの皆様におかれましては、弊社が毎年開

催している福祉機器展にご協力下さいましてメンタルス

トレスカウンセリングのブースにて多くの来場者をカウ

ンセリングしていただいております。

　貴ブースはいつも行列ができていて、展示会場を盛り

上げていただいておりますことに感謝申し上げます。

　貴法人が心と体のバランスを保つための学び、活動を

通して、つくばを中心に輝く女性の活動の輪が大きく広

がっていくことが、女性が積極的に活躍できる社会につ

ながると信じます。弊社はつくばに本社を移転して 30

数年、義肢装具製作を中心に福祉のトータルサポーター

企業として社会に貢献出来る企業を目指しております。

これからも皆様のお役に立てるよう進化し続けます。

　結びに N P O 法人ポノポノクラブの　益々のご活躍、

ご発展、会員の皆様のご健康をご祈念申し上げます。

祝辞
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（株）幸和義肢研究所
取締役副社長

横張　巧
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 みんなと創る輝く未来、心と身体の新たなライフビジョン！ 

ありがとう　ポノポノクラブ10周年

ロゴタイプの７つのハートの意味

Ho’Oponopono!
「ごめんなさい」「許してください」「ありがとう」「愛しています」

「ポノ」は、バランスを示すハワイ語。
我々は、常に心のバランスを大切に、

多くの方 と々幸せを分かち合っていく団体です。

メンバー宣言

綱領

我々は、常にニュートラルの心で、
多くの方を「幸せの渦」に巻き込んでいきます!

朝起き　リズムをつくる

清　掃　心を清める

墓　参　正直な自分に戻る

後始末　次の為の心の準備

挨　拶　前向きな姿勢の維持

即　行　全てを良回転に変える

捨　我　正解を探し出せる

7つのハートは「仏教」の教えが
元になっています

我々は、多くの方にメンタルストレスカウンセリングを
実施することにより、その方にあった

「笑顔プログラム」を作るお手伝いを行い、
笑顔いっぱいのまちづくりに貢献します。

ポノポノクラブのシンボルマーク
海の中を泳ぐウミガメがモチーフです。ウミ
ガメの愛称は「ぽのちゃん」プカプカと波に
戯れながら泳ぐ姿は、ポノポノクラブが大切
にしている心のバランスを表現しています。
そして、Pono Pono Clubの文字の中の7
つのハートは、7つのプラスの行動を表して
います。イメージカラーは心の暖かさを表
すピンクと、自然の清らかさを表すブルー
の2色です。
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NPO法人ポノポノクラブ10周年
記念特集

女性だけの三者対談
NPO法人ポノポノクラブ10周年

記念特集

女性だけの三者対談
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司会　今回は、筑波大学で教鞭を取りながら、ダイバー

シティの実現を目指してご活躍されている山口香先生。

医師であり、子育てママでもありながら、衆議院議員と

して、我々をバックアップしていただいている国光あや

の先生。NPO 法人ポノポノクラブ理事長横張日出子さ

ん。お三方にお越しいただきまして、女子トークに花を

咲かせていただければと思っております。

　では最初にポノポノクラブの横張理事長から当会の活

動や役割をお話いただければと思います。

横張　本日はありがとうございます。

　おかげさまで NPO 法人ポノポノクラブは今年で 10

周年を迎えることとなりました。当初はポノポノクラブは、

『予防医学』の勉強会と言うことで学んでまいりました

けれども、やはりその前に心の健康が大切なのではな

いかと言う事で、後半はメンタルストレスカウンセラーの

養成に力を入れて活動してきたわけです。そしてこの機

会に私が 5 代目にして初の女性理事長と言う事で、や

はり女性が輝くために、生き甲斐のあるそして女性のコ

ミュニティーを主体にした活動ができたらいいなと考え

ております。この 10 周年を機に、私たち約 20 名のプ

ロ心理トレーナーの名前を前面に出しまして、地方行政

とか企業経営者ならびに地域の団体そういう方たちと力

を合わせながら、セミナーという形でみなさまが気軽に

参加をしていただけるように取り組み、心と身体のバラ

ンスだけではなくて、生き甲斐のある生活も重視して活

動して行こうと、思っています。

司会　ありがとうございます。では、続きまして山口香

先生に、ご自身の活動を含めたお話しをいただきます。

山口　私は自分自身がアスリートとしてスポーツに関

わってきて、その後指導者になりスポーツを通じて教

育を考えながらやっているわけなんですけれど、スポー

ツも元々は男性主体に行われてきたものが、女性が少

しづつ参画できるようになってきて、今ほぼ男女の比

率、例えばオリンピックに参加する男女の比率は同率

になりつつあります。またそう言いながらも指導者や

審判とか組織の役員とか言ったところはまだまだ男性

が多いので、女性の比率を上げていきながら、女性が

参画しやすいスポーツ環境を作っていければ良いと

思っています。

　それから先ほど心の健康と言われましたけれど、やっ

ぱり心と身体はセットですので、どちらが先に引っ張る

か、と言うところもあると思うんですね。だから身体が

健康であれば心も健康になるし、心が健康だから身体

も健康でいられると言う事もありますので、車に例える

と両輪の様な形だと言う事を、伝えていければ良いと

思っています。

　女性は背負うものが多すぎてですね、子供を産み育

てる、そして社会でも活躍しなさいって言う風に言われ

てますので、そんなスーパーウーマンなかなか居ないん

じゃないかと思いますけど、そこでサポートが大変大事

になってくると思うんですね。男性って言うのは例えば

同じ大学の仲間だとか、社会の中で自分が拠って立つ

グループの様なものを持っているんだと思うんですね、

でも女性って言うものはなかなかそう言う、自分のライ

フイベントだとか家庭に入らなければいけないとかで社

会との接点と言うところがちょっと不足していると思うん

ですね。だから誰に相談したらいいのかとか悩んでらっ

しゃる方も少なからずおられて、そういう方々にこのポ

ノポノクラブは是非寄り添っていただいて、心のケアの

視点から是非サポートしていただければと期待をしてい

るところです。

司会　ありがとうございます。では、続きまして国光あ

やの先生よろしくお願いいたします。

国光　私は度々ポノポノクラブさんの活動にはお伺い

し、カウンセリングをしていただいて、本当に一個人と

しても心の支えをいただいたなと思っています。先ほど

山口先生が仰った通り、やっぱりまだまだ女性は背負う

ものが大きいと言うのはその通りだなと思います。例え

ば私も女性が少ない業界でずっと仕事や生活をしてき

て、元々は私内科医なんですけれど、最近やっと女医

さんが 2 割を越すぐらいになって来たところで、女性の

方は受診するときに女医さんがいいと思ったりしますが、

女医さんって本当に居ないよねと思います。

　私事ですけど子供が産まれてからずっと 0 歳から保育

園に預けて「ワンオペ育児」( 一人で行う育児 ) と言う

やつですか、一人でずっと育児もやりながら仕事もやっ

て、主人に「ちょっと手伝ってよ」みたいなそう言う事

をずっと繰り返しながら居ますけれど。そう言う中で身

体そして心、共に「なんかちょっと疲れたなぁ」とそん

な風に思う時に、ポノポノクラブさんがやっていただい

ているような、活動は本当に素晴らしいなと思います。

　今、取り組んでいる事をお話しさせて頂きたいのです

けれども、2016 年に女性活躍推進法と言う法律が出来

まして、各企業や団体で女性が働きやすいような目標や

計画を立てています。そして男性にもうちょっと背負うも

のをシェアしてもらうため、例えば男性の残業時間を減

らす働き方改革や男性の育休をなるべく増やすという事

を、ルールで決めていったりを進めています。

司会　ありがとうございました。今のお話を聞かれて、

横張理事長いかがでしょうか？

NPO法人ポノポノクラブ理事長

横張日出子
筑波大学体育系教授

山口香
衆議院議員

国光あやの
女性が真にいきいきと輝くために、私たちができること。

司会　鴻巣久枝
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横張　今まさに輝いていて、私たち女性の見本になるよ

うなお二方で、これから目指すこと、目指すものの方向

を示して活躍していただいていると言うことがとても嬉し

く感じます。

　そしてこの 10 周年という私たちの節目に、こうしてお

話をしていただけると言う事が、活力を頂いた様なそん

な感じでございます。

司会　さてこの後は、是非女子トークと言う事でお願い

したいと思っています。

山口　スポーツ団体が抱えているジェンダーバランスと

言うのは、社会と同じです。国光先生は国会議員でい

らっしゃいますけれど、日本のジェンダーギャップ指数

を一番上げているのは政治家の方ですね。

国光　仰る通りです、一番できていない。（泣）

山口　ちょっとその辺がなかなか難しいところなんです

けど多分それは男性だけの問題では無く、やっぱり女

性が長年刷り込まれてきた「男が前で女が後ろ」とい

うなんとなく今でも引きずっている所が女性の方にもあ

るんじゃないかなと言う感じがします。

　男性の方に言われるのはですね、「女に言っても断ら

れるって、私は家庭があってこうでああでこうこうて言わ

れて断られる」って言われるんです。

　日本人って例えば男性でも声をかけられてすぐに「は

い、やります」って言う人少ないじゃないですか。

司会　一度は断りますよね。

山口　でも男性の場合はね、そこで男性の上司だったら

「そうだろう、だけど今晩ちょっと飲みに行こうよ」と誘

い「大丈夫だよ俺がサポートするから、みんな最初はそ

う言っていたんだよ」とか言いながら、2 度 3 度口説い

て「じゃあやらせていただきます」となるんですよ。で

も女性が断ると「そっか、じゃあしょうがないな」とす

ぐ諦める。ですから、「じゃあ何が不安なのかな」とか、

「問題があるのかな」って聞いてあげて、2 度 3 度背中

を押していただきたい。あとは失敗しても落ち込まない、

女性は自分に対して評価が厳しい、ここが足りない、こ

んな所がダメだったと思いがちだと言われます。

国光　横張　確かにね。

山口　そう言う事を自分の中で分かっていて、出来な

かったと思うんじゃなくって、次はもうちょっとこうしよう

とか、周りの意見を聞いたりとか、そこはちょっと気持

ちの持ち方を変えて行くと良いのかなと思います。

　どうですか、男性が家事やっててこっちから見るとお

皿の洗い方不十分と思ってしまう。

国光　そうそう、そうですね。

洗い残しありますよとか思ったりするんですけど、私が

やっちゃった方が早いかなと思ったりするんですけど。

男性はやった事だけでも偉いと言う感じで。

横張　最初から違うんですね、男の人と女の人のパター

ンは。

山口　そこでね、私ある方に言われたのは、男性を家

事とか家庭のことに参画させるためには、やっぱり洗い

残しがあろうと畳み方がちょっと気に入らなかろうと・・
国光　眼をつぶると（笑）

山口　私がやった方が早いわと、みんなやっちゃうから、

いつまでたっても変わらないと言っていました。

司会　山口先生本音トークありがとうございます。

どうでしょう、国会のお話もお聞きしたいのですが .。

国光　国会はですね、一番男社会で、日本の古き縮図

みたいな感じですよね。

　女性議員も少ないですし、私含めて衆議院でたった

の10% 。なんで少ないかと言うと、やっぱり世間の「育

児や介護があるのにいきなりこういう仕事出来ないよね」

という意識、私の場合これを「えいや」で飛んじゃった、

と言う話なんですけど（笑）やっぱりそこの空気も変え

ていかなきゃいけないし、環境整備もしていかなければ

いけない。女性が少ない事で起こっている弊害というの

は、色々感じるんです。

　「ふつうの女性のふつうの感覚」をもっと大事に、子

供さんを育てたことがある経験とか女性からして見たら

こうだとか、女性が政治もそうだし、スポーツもそうだし、

意思決定に参画していただければ、本当にですね、空

気が変わってくるだろうと思います。それを是非お手伝

いをしたいなと、思ったりするんですよね。

司会　女子トークならではのお話をお聞かせいただいて

ありがとうございます、では最後に頑張っている女性に

今一度エールをお一人ずつ頂ければと思います。

国光　そうですね、ポジティブに。自分と周りに対し

てポジティブに、くよくよしない、それでもどうしても

やっぱり落ち込んでしまう事ってありますよね。そん

な時には是非ポノポノクラブさんにご相談をいただい

て、カウンセラーさんが沢山いらっしゃるし、先ずは

自分のお悩みを少しでも吐き出してみませんか、とい

うとこですね。

山口　女性はみんな頑張っていると思っているんです。

みんなそれぞれに役割があって、自分のやっていること

に価値があるという事を、まず思っていただきたいなと

思うんですよ。女性はちょっと社会と切り離されていると

ころがあって、例えば家で育児をしている、家事をして

いるって事が誰からも評価されないみたいな。

でもすごく価値のあることなんです社会的にもね、だか

らやっぱりそれを自分で認識していただくことがすごく

重要だなと思うんです。

　私は女性に申し上げたいのは、困った事があれば溜

め込まないで、ポノポノクラブさんには「一言発する勇気、

吐き出す勇気」を是非女性に授けていただけるといいな

と思います。

横張　ありがとうございます、先生方とお話させていた

だきました事で、私たち NPO 法人ポノポノクラブが取

り組む、「女性たちが主体となり、より良い社会を実現

して行く」活動に対して、この様なすごい味方が居るん

だと、心強い気持ちを持つことが出来ました。

　本当に今日はありがとうございました。

山口　香（やまぐちかおり）プロフィール

筑波大学　体育系　教授
ソウル五輪女子柔道銅メダリスト（講道館女子7段）
東京都教育委員会委員
公益財団法人日本オリンピック委員会　理事
公益財団法人　日本バレーボール協会　理事
公益財団法人　日本サッカー協会　理事
コナミホールディングス株式会社　社外取締役
日本BS放送株式会社　社外取締役

昭和３９年生まれ。小学校１年生から柔道を始め、昭和５３年、第１回全
日本女子体重別選手権大会（５０㎏級）に最年少 ( 当時１３歳 ) で優勝。
以後、同大会１０連覇（第３回以降は５２㎏級）。世界選手権では、４個
の銀メダルを獲得のほか、昭和５９年第３回大会で、日本女子として初
の金メダルを獲得。６３年、ソウルオリンピックでは銅メダル。翌年に現
役を引退。筑波大学女子柔道部監督、全日本柔道連盟女子強化コーチ
として指導。シドニー五輪、アテネ五輪と２大会連続して日本チームのコー
チを務めた。現在は、筑波大学にて教鞭をとる傍ら、JOC理事などとして、
スポーツ全般の普及発展に努めている。

著書　女子柔道の歴史と課題・日本柔道の論点・残念なメダリストほか

国光あやの　プロフィール

昭和54年3月20日生まれ
【職　歴】
平成15年 国立病院機構災害医療センター　医師
平成17年 厚生労働省老健局老人保健課　主査
以降、厚生労働省で、介護保険、地域包括ケア、がん検診、感染症対策 (新
型インフルエンザ対策等 )、災害対策 ( 東日本大震災等 )、国立病院管
理 (国立病院機構霞ヶ浦医療センタ一等 )、医師確保対策などに従事
平成29年 厚生労働省保健局医療課課長補佐で退任
　　10月 第４８回衆議院総選挙、茨城第６選挙区（小選挙区）で
 初当選
【学　歴】 
平成15年 長崎大学医学部医学科　卒業
平成20年 米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA)
 公衆衛生大学院　修士課程　修了
平成22年 東京医科歯科大学大学院　博士課程　修了

地元つくばで小６の子どもの子育て中。
今も現役医師として地元の病院で診療中。
山口香選手にあこがれ、高校時代は柔道部。

協力　珈琲倶楽部なかやま
茨城県つくば市古来1420-1
営業時間　[月] 11:00～18:00 [火～日] 11:00～20:00
Tel.029-857-2780
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ライフカラーチェッカーって？
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　現代に生きる私たちは、様々なストレスと戦いながら

暮らしています。そして精神病・慢性病の患者数は、残

念ながら年々増加の傾向にあります。普通は病気になっ

てから対処療法が行われますが、もし病気を予測する

ことができ、未然に防ぐことができたらどうでしょうか。

　その取り組みが「ライフカラーカウンセリング」です。

これは西洋の心理分析手法である「エゴグラム」と東洋

の「陰陽五行論」を組み合わせて生まれました。この名

前には人の個性を色（カラー）にたとえて、人生（ライフ）

に色を添えてもらえるようにカウンセリングができたら

という願いが込められています。

　人が健康を失う原因のほとんどは心にあると言われて

います。具体的には生き方と人間関係が原因となってい

ます。「ライフカラーカウンセリング」では、その方の

生き方や人間関係のストレスに耳を傾けることにより、

自身が癒され、気づき、問題解決のサポートをします。

　自身の健康状態や起こりうる疾病についてあらかじめ

知ること。また、周囲の方々にも伝えることによって、

自分自身も周囲も幸せになる。それが、「ライフカラー

カウンセリング」のコンセプトです。このコンセプトに

賛同し、カウンセリングを受けて自身を知るだけではな

く、カウンセラーとして周囲も幸せにしたいと「ライフ

カラーカウンセリング・カウンセラー資格認定講座」を

受講される方が増えています。

　この講座を修了すると、ライフカラーチェッカーを活

用し、周囲の方々やお客さまに広く実践しながら、幸せ

創造の輪を広げて行くことができます。

　でも先ずは自身の心身の健康が最も大切になります。

そして、自身が元気になったらライフカラーの理論を活

用して、周囲の人を元気にしていただきたい。ライフカ

ラーカウンセラー認定協会は、そのような実践者に多く

お集まりいただけたらと願い、活動をしております。

ライフカラーカウンセリングのすすめ
彩り豊かな人生のために
ライフカラーカウンセラー認定協会

「ライフカラーカウンセリング」とは？
心と身体の病を未然に防ぐ取り組み

自身も周囲も幸せに・・・
カウンセラー志望の方が増えています

ライフカラーカウンセラー認定協会
〒108-0014　東京都港区芝 4-5-10
ユニゾ芝四丁目ビル８階　株式会社本物研究所内
TEL: 03-3457-1271　FAX: 03-3457-1272

ライフカラーカウンセリングの手順と成果

ライフカラー
カウンセリング

クライアントの
現状把握

クライアント
自身の気づき

自己実現

「ライフカラーカウンセリング・カウンセラー資格認定講座」の概要

「ライフカラーカウンセリング」とは

ライフカラー
チェッカーで診断

カウンセリング
もしくはセルフ
カウンセリング

カウンセリングにより
自身も気付かない
ストレスなどを知る

人間関係の改善
自分らしい
生き方の確立

①正式名称
　ライフカラーカウンセリング・カウンセラー資格習得コース

②資格認定講座のしくみ
第１日目 １０：００～１２：００　基礎講座
 １３：００～１６：００　応用講座（兼フォロー講座）
第２日目 １０：００～１２：００　基礎講座
 １３：００～１６：００　応用講座（兼フォロー講座）

③資格取得後も、「フォロー講座」の受講を必須とし、
カウンセラーとしてのセルフカウンセリング及びカ
ウンセリング技術、知識習得を継続していただき
ます。

④２日間で合計１０時間の受講となります。
　受講料は、29,8000 円（税込・認定料込）です。

ライフカラーチェッカーは、
東洋の陰陽五行論と西洋のエ
ゴグラムの関連性から、２つ
を組み合わせてつくったもの
です。
このライフカラーチェッカーに
より、次のことがわかります。

●性格
●ストレスの種類
●食の偏り
●不調の原因
●将来かかりやすい病気の傾向
●色や食によるアドバイス
●人間関係

【ここがポイント！！】
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①「ライフカラーカウンセリング」　クライアントへのアプローチ

②「ライフカラーカウンセリング」　自分自身へのアプローチ

「予防医学」の基礎知識と陰陽五行論を活用した、新しいカウンセリング手法
です。ご自身のストレス傾向や、健康上の課題発見のお手伝いができます。カ
ウンセラーもクライアントも、そろって幸せに、元気になっていただくことを目
的としています。

「ライフカラーチェッカー」を活用し、クライアントの現状をチェックできます。
ストレスのほとんどは、「人間関係」の問題が原因であると言われています。そ
うした「人間関係」やストレスに起因する「食傾向」を、チェッカーを活用し
ながら紐解いていく。これが、「ライフカラーカウンセリング」の一つの大切な
アプローチです。

ライフカラーチェッカーにより、「セルフカウンセリング」が実践できます。「ラ
イフカラーカウンセリング」の最大の特徴であるともいえます。一般的には、
カウンセリングには、カウンセラーの存在は欠かせません。しかし、「ライフカ
ラーカウンセリング」を学ぶことで、自らが自らを見つめる「セルフカウンセリ
ング」を行うことが可能となります。

★人生が変わるスイッチ
カウンセリングの基本は「傾聴」（＝心を傾け、虚心に相手
の気持ちに寄り添いながら、話を聴く）です。傾聴ができると、
人の話を丁寧に聴くことができるようになる（⇒自分自身の
心の動き、心の声を丁寧に受け止められるようになる）⇒人
間関係がどんどん改善されていく
⇒自分らしく生きられるようになります！
　「ライフカラーカウンセリング」を学んでみませんか？

★こんな方におススメ！　　　 
①「もっと幸せになりたい方」
②「人間的な成長を目指したい方」
③「これまでの生き方をこのあたりで見つめ直したい方」
④「自分を変えたい方」
⑤「表面的な成功や幸せではない、内面的な充実感を得たい方」
⑥「本当の幸せを見つけたい方」
⑦「もっと人の話を聴けるようになりたい方」
⑧「自分だけでなく、悩んでいる人の力になりたい方」

火

土

金水

木 このような質問項目が合計
50個あります。これを、「木・
火・土・金・水」の要素に分け、左
の様な５角形のグラフを作成
します。



th th10th anniversary10th anniversary

22 23

NPO法人ポノポノクラブ 10周年記念式典
日時　令和2年10月18日（日）18:00～21:00
会場　ハウス・オブ・ブランセ

　NPO 法人ポノポノクラブ創立 10 周年、おめでとうござ

います。私は、脳内物質セロトニンが心と体を元気にする

ことを研究して参りました。ストレスが長く続くと、セロトニン

欠乏脳になり、うつ症状が発生します。その治療に脳内

セロトニンレベルを高く維持する薬が使われますが、これ

は対症療法でしかなく、弱ったセロトニン神経を鍛え直す

働きはありません。本質的には、セロトニン分泌を増やす「生

活習慣」が求められます。そのためには三つの活性化因

子、1）太陽の光、2）呼吸・歩行・咀嚼のリズム運動、

3）グルーミング行動 ( スキンシップとおしゃべり) が重要で

す。そのエビデンスを、私たちは脳科学研究で明らかに

してきました。大学退職後には、都内にセロトニンDojoを

開設し、実践指導もしています。具体的には、朝日を浴

びながらのウォーキングやジョギングが一番のオススメです

が、坐禅の呼吸法・ヨガ・太極拳なども有効です。後者は、

古代インドや中国で人々の健康法として実践され、日本で

は戦国時代に坐禅として広まりました。その背景にセロト

ニンがあるのです。特に今年は、コロナウィルスとの戦いで、

人々は心身ともに疲弊しつつあります。元気な心と体を維

持する「生活術」を脳科学の面からお話し致します。

有田秀穂プロフィール

1948 年東京生まれ。東京大学医学部卒、東海大学
病院で臨床に、筑波大学基礎医学系で脳神経研究に従
事。その間、米国に留学。東邦大学医学部統合生理
学にて坐禅とセロトニンおよび前頭前野について研究、
2013 年に退職、名誉教授となる。各界から注目を集
める「セロトニン研究」の第一人者。現在は都内のセ
ロトニンDojoで、メンタルヘルスに問題を抱える人に、
セロトニンを自力で増やすトレーニング法を伝授してい
る。
著書：「脳からストレスを消す技術」（サンマーク出版）
は 20 万部を超えるベストセラー。そのほか「『脳の疲
れ』がとれる生活術」（PHP文庫）、「自律神経をリセッ
トする大陽の浴び方」（山と渓谷社）、「朝5分の呼吸法」
（綜合法令出版）など著書多数。
セロトニンDojo  http://www.serotonin-dojo.com

講演テーマ
心と体の疲れをとる脳内物質セロトニン

講師
東邦大学名誉教授・セロトニンDojo 代表

有田 秀穂

基調講演

NPO法人ポノポノクラブ 10周年記念事業のご案内

10周年記念 特別集中養成講座
令和2年 10月24日（土）　集中講座開講
令和3年   3月14日（日）　集中講座終了
上記期間内で、全10回の講座を実施します。

会場　つくば会場：つくば市役所敷地内コミュニティ棟／福岡会場：お問い合わせください

10周年記念式典
日時　令和2年 10月18日（日）18:00～21:00
会場　ハウス・オブ・ブランセ つくば市要２４６

ご来賓予定
・国光文乃衆議院議員
・上月良祐参議院議員
・五十嵐立青つくば市長
・安藤真理子土浦市長
・青谷洋治（株）坂東太郎代表取締役会長
・横張巧(株)幸和義肢研究所取締役副社長

基調講演　有田秀穂東邦大学名誉教授

10周年記念無料公開セミナー
日時　令和2年 9月13日（日）開場13:00　体験会13:30～15:30
会場　つくば市役所コミュニティ棟　会議室1.2.3　つくば市研究学園1-1-1
先着50名様限定・申し込み先着順　入場無料（通常価格3,000円）
●メンタルストレスチェック体験と初心者講座
●タイ伝統医療トークセン体験と初心者講座

メンタルストレスチェック、トークセン、手作りグッズの販売などのブース出展、ワンコインセミナー、
涙活セミナーなどの各種セミナー、歌や演奏のライブ、キッチンカーなどのグルメ出店も予定。

10周年記念マルシェ
日時　令和2年 11月29日（日）11:00～16:00
会場　会場　レンタルスペース　つくばカーサ　土浦市中村西根12-1
入場無料

SDGs加盟団体としての使命
　NPO法人ポノポノクラブはSDGs加盟団体として、全ての人々が心身共に健康で、生き甲斐のある暮らしがで

きる未来のために、これまで培ってきたメンタルストレスチェックなどのカウンセリングの手法や、各種セミナー

などの活動を通して、地域のそして日本全国の、更には世界の人々に貢献すべく活動してまいります。
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2007年 5月 茨城県稲敷市にて「稲敷あすなろ会」開始

2008年 1月 茨城県牛久市にて　カウンセラー養成講座開始

2009年 1月 茨城県土浦市・龍ヶ崎市にて　健康研究会開始

2009年 9月 茨城県つくば市にて　つくば健康研究会開始

2010年 7月 ＮＰＯ法人ポノポノクラブ発足

  茨城県潮来市・ひたちなか市にて　カウンセラー養成講座開始

 9月 茨城県石岡市にて　カウンセラー養成講座開始

 9月 設立記念式典開催（つくば）

 10月 「ポノポノサロンヨコハリ」開始

2011年 1月 新春講演会開催（つくば）

 2月 第１回全国地域再生サミット参加（富山）

 7月 一周年記念式典・記念イベント（つくば）

 11月 ポノポノ～絵手紙の旅～（茨城県ひたち海浜公園）　

2012年 1月 「ポノポノ水中運動講座」開講（龍ヶ崎）

 2月 第２回全国地域再生サミット参加（岐阜）

 3月 デイケア「かいかや」にて　ポノポノ講座開講（横浜）

 4月 「ポノポノ予防医学と水中運動講座」開講（龍ヶ崎）

 6月 「ワガヤネヤガワ大学」講師派遣（大阪府寝屋川市）

 9月 「岡田繁雄認定講師講演会」開催（つくば）

 11月 生きがい旅行～俳句とバーベキュー～の旅（北茨城）

 12月 醍醐寺寺子屋プロジェクト・キックオフミーテｲング参加（京都）

  醍醐寺にて　「ポノポノアロマセラピー講座」開講

  神戸支部設置

2013年 1月 神戸市にて　カウンセラー養成講座開始

 2月 北九州市醍醐寺派阿弥陀院にて「ポノポノアロマ講座」開講

 3月 科学技術国際交流センター二の宮ハウスにて

  英語で「ポノポノ健康料理教室」開講（つくば）

 5月 神戸市にて　認定トレーナー養成講座開始

 6月 広島市にて　カウンセラー養成講座開始

 7月 仙台市にて　カウンセラー養成講座開始

 8月 東京にて　認定トレーナー養成講座開始

 9月 支部設置（岩手・宮城・千葉・神奈川・広島）

  ポノポノクラブ全国大会開催（醍醐寺）

  醍醐寺寺子屋キックオフイベント参加

２０１３年 １２月 ３周年特別研修ハワイ旅行

NPO法人ポノポノクラブ
1周年記念式典

２０１２年醍醐寺にて世界寺子屋プロジェクト

２０１２年健康インストラクター養成講座

ポノポノクラブの軌跡

2017 年北九州にて
プロ心理トレーナー養成講座開講

２０１４年 ２月 寺子屋プロジェクトの一環として醍醐寺最大の行事「五大力さん」に参加

２０１５年 7月 タイ伝統医療タイ古式マッサージ資格研修旅行（タイ）

 １１月 幸和義肢研究所主催「福祉機器展」カウンセリングブース出展（以後毎年出展）

２０１６年 ４月 「新メンタルストレスカウンセラー養成講座」開講（以後毎年開催・つくば）

 ９月 トークセンセラピスト養成講座開講（つくば）

 １０月 竹園交流センター「後期市民講座」全５回開講（つくば）

 １２月 「メンタルストレスカウンセラー講座」開講（福岡）

  プロ心理カウンセラーの実践セミナー開講（つくば）

２０１７年 ４月 プロ心理トレーナー養成講座開講（北九州）

  福岡支部設置

 ６月 つくば市「市民活動フェスティバル」カウンセリングブース出展

 ９月 プロ心理トレーナー養成講座修了証授与式（大分）

 １０月 品川寺（東京）にて　振動療法「トークセン」体験会（以後毎月開催）

  メンタルストレスチェック体験会開催（つくば）

２０１８年 １１月 「心とからだの健幸フェア」開催（土浦）

  「かすみがうら市健康まつり」カウンセリング・トークセンブース出展

２０１９年 ４月 品川寺　スイスジュネーブ関係者歓迎会ご接待協力

 ５月 品川寺「晋山式」ご接待協力

 ９月 第1回オープンセミナー開催（つくば）

 ５月 かすみがうら市保健師研修会　講師派遣

 ９月 かすみがうら市広域保健師研修会　講師派遣

２０２０年 ４月 １０周年記念三者対談開催

 ９月 １０周年記念無料公開セミナー開催

 １０月 １０周年記念記念式典開催

  １０周年記念特別養成講座開講（以後毎月開講）

 １１月 １０周年記念マルシェ開催

２０１3年 3周年
特別研修ハワイ旅行

2016年トークセンセラピスト
養成講座

2016年　福岡支部主催
メンタルストレスカウンセラー養成講座

2019年　オープンセミナー
『メンタルストレスチェック体験』開催

幸和義肢研究所主催「福祉機器展」カウンセ
リングブース出展 (2015 年以降毎年 )

2018 年心とからだの健幸フェア
（折形ワークショップ）

2019年かすみがうら市にて
保健師研修会　講師派遣 

2014 年醍醐寺の行事五大力さんに参加



現代病の「肩こり」「片頭痛」「腰痛」・・・
どれだけの方がこの痛みに悩み続け
ていることでしょう。アメリカで開発さ
れた「医療用スーツ」があること知って
いますか？

肥田尚子
ひだなおこ

背骨のS字カーブを整える
～米国の最先端医療用体幹スーツ体験会～

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
心と身体の健康アドバイザー
タイ伝統医療トークセンセラピスト
健康あしもみセラピスト
保育士、幼稚園教諭資格

担当セミナー

足の重要な「３つのカーブ！」このカー
ブを維持するためには、ある重要な秘
密が・・・。ぜひ、この不思議体験を自分
の身体で体験してみてください！

田村みさ子
たむらみさこ

「インソール選び」の間違った常識
～インソールの正式な理論教えます～

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
予防医学指導士
予防医学メンタルヘルス相談士
タイ伝統医療トークセンセラピスト指導員

担当セミナー
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『心のオープンセミナー』へのご招待・・・
心はカタチに現せることをあなたは知っていますか？

NPO法人ポノポノクラブの講師と担当講座のご紹介

自分の似合う色を味方につけ「自分の
魅力」を知る事は、深層心理に気づき
「自分の生き方」「心に潜む悩み」を解
放していくことになることでしょう

宮本 敬子
みやもとけいこ

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
予防医学指導士
パーソナルカラーリスト 講師
タイヌアボラン資格
タイ伝統医療トークセンセラピスト指導員

担当セミナー

「幸せになりたい！」「幸せにしたい！」と
思いながら、なぜ人はその逆の振る舞
いをしてしまうのか？人間はとても正
直な生き物だと理解すると…現象心理
学は面白い！ぜひ学んでみませんか？

梅津 孝子
うめづたかこ

「相手の本音を知る方法」
～『現象心理学』を学んでみませんか？～

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー　
タイヌアボラン資格
タイ伝統医療トークセンセラピスト

担当セミナー

『身体のオープンセミナー』へのご招待・・・
痛みの原因を根本から取る」タイ伝統医療の驚くべき施術技術

ストレスで病気になる…このストレス
に種類があることをご存知ですか？ス
トレスを形（五角形）にすると、あなた
の性格をあらわすことも！究極の交流
分析手法を体験してみませんか？

横張 日出子
よこはりひでこ

心（性格）がつくられるメカニズム
～なぜ、ストレスが生じるのでしょう？～

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
予防医学指導士
タイ伝統医療トークセンセラピスト指導員
古流現代華教授、
京都着物学院上級講師 、 etc.

担当セミナー

最近、思いっ切り涙したのはいつでしょ
う？「悔し涙」や「寂しい涙」ではなく、
「心から感動して涙した」のはいつです
か？感動体験することで、心を洗い、幸
せを感じる時間を共有しましょう。

飯島芳江
いいじまよしえ

いつでもココロリセット！
～感動セラピー幸せな時間を味わってください～

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー

担当セミナー

あなたにとって「仕事」とは、「家族」と
は、「生きがい」とは、何ですか？
深呼吸して、心の中にある思いを感じ
てみませんか？セルフカウンセリング
を体験してみましょう。

岡田ひろみ
おかだひろみ

メディテーション
～心の声に耳を傾けて～

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
保育士
児童心理カウンセラー
食育指導士
子育て支援（パネルシアター)

担当セミナー

「パソコン作業の疲れを癒し」
　　　　　　　作業効率アップ
「肩こりの解消」　女性の悩み対策
「ストレス解消」　音による癒し効果
深部にまで届きリフレッシュします！
ご自分の身体で体験してみませんか？

鈴木恵奈
すずきえな

身体を叩いて治す!
～タイ伝統医療の秘術「トークセン」～

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
タイヌアボラン資格
タイ伝統医療トークセンセラピスト指導員
アロマセラピーインストラクター
アロマセラピスト
　(ハワイアンロミロミプラクティショナー)

担当セミナー

治療時間１分！「身体の体幹」を整えて
しまう驚異の施術。もし、クライアント
がこの理論を身につけてしまうと・・・

宮國由美子
みやくにゆみこ

本当は教えたくない！
「足根骨」を整える施術
～体幹を整える秘法～

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
美と健康のアロマインストラクター
動物キャラナビ アドバイザー

担当セミナー

鴻巣久枝
こうのすひさえ

身体を叩いて治す！肩こり編
～タイ伝統医療の秘術「トークセン」～

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
タイ伝統医療トークセンセラピスト
公益財団法人日本スポーツ協会公認
　　　　　　　　ダンススポーツコーチⅢ
AJDT/IDCエグゼクティブ・エグザミナー
公益社団法人日本ダンススポーツ連盟公認
　　　A級競技力指導員・技術認定員・審判員
パーソナル・シードマスターコーチ

担当セミナー

「心地の良い音」「気持ちの良い振
動」、身体の深部まで届く独特な施術
があなたを直ぐに夢の世界に導きま
す！コミュニケーション改善のための
ミニ講座を同時開催します。

色は第一印象を変え人生を変える ！
～営業マンだけではもったいない！
　　いつからでも違う自分になれる～

無意識に描きたいと思っている『絵と
その構図』に、色々な心理的な意味が
含まれています。本当の自分ってどん
な自分?あなたの潜在意識を表してみ
ませんか？

鈴木亜紀
すずきあき

心の色彩学講座
～メンタルカラーカウンセリング～

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
タイ伝統医療トークセンセラピスト
リフソロジ下足マッサージセラピスト
アドラー心理学勇気づけ講座講師
ELM リーダー
医療コンセルジュ

担当セミナー
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『「おもてなし」オープンセミナー』へのご招待・・・
様々なおもてなし文化を身につけよう！

NPO法人ポノポノクラブの講師と担当講座のご紹介

「身近な薬」から「漢方薬」まで、薬との
上手な付き合い方や食事の大切さ
を、みなさんと一緒に考えてみましょ
う。

太田敦子
おおたあつこ

薬剤師が語る「医食同源」と
　　　　　薬の上手な使い方

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
薬剤師
漢方薬・生薬認定薬剤師
統計学修士（米国アイオワ大学）
Certificate in teaching Japanese students
（日本人への英語教育方法論講座修了証）取得

担当セミナー

「心を合わせる=合唱」「心を表現する
=独唱」「新しい自分と出会う=ミュー
ジカル」声楽のプロが教える『楽しい
歌の世界』を体験してみませんか？

岡田美奈子
おかだみなこ

「歌」が人を幸せにする
～声楽のプロと歌の楽しさを
　　　一緒に味わいませんか？～

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
タイ伝統医療トークセンセラピスト
声楽家・ヴォイストレーナー
ピッコロムジカ音楽教室主宰
つくば少年少女合唱団指導者
アンサンブル「音の玉手箱」会員

担当セミナー

「こころを形にする」日本の伝統文化
を楽しく学びながら、日本人が大切に
してきた「おもてなし」の心を、和紙に
託してお伝えします。

飯田美和子
いいだみわこ

室町幕府「足利義満将軍」の
定めた武士の心得
「折形礼法」を体験してみよう！

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
折形礼法猷和会教授・小学校普通教員免許
中学校音楽科一級教員免許・高校音楽科二級教員免許
食品衛生責任者
展樹の会（日本文化を国内外に紹介する）代表
シンガーソングライター（埴科きき）

担当セミナー

「リフレクソロジー理論」とは、身体の
末端を刺激することで内蔵等を治療
する手法。「足裏療法」「耳つぼ療法」等
色々な「リフレクソロジー」を体験くだ
さい。

有田美穂
ありたみほ

東洋医学の神秘「つぼ指圧療法」！
身体のつぼを押す体験をしてみませんか？

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
イヤーメリディアン協会ジュニアインストラクター
タイ伝統医療トークセンセラピスト
本田健公認読書会ファシリテーター
健康あしもみセラピスト

担当セミナー

「美味しい紅茶」と「美味しいお菓子」
と「楽しいお話」で繰り広げられる『至
福の時間』。ほんの少し癒しの時間を
体験してみませんか？

田中貴子
たなかたかこ

自分の「至福の時間」の過ごし方

メンタルストレスカウンセラー
プロ心理トレーナー
一般社団法人日本臨床
ヒプノセラピスト協会認定セラピスト
国際紅茶学会認定
ジュニアティープランナー
介護福祉士

担当セミナー

お肩を叩きましょう～トントントークセン～

ダンサーが教える 魅せる姿勢と歩き方

初めての社交ダンス～想像しているよりずっと簡単～

社交ダンスで認知症予防

私の蕎麦会席の調味料は愛情

陰陽五行論と五色食材を知ろう！

季節のおやつを作ろう！～おやつ作りワークショップ～

NPO法人ポノポノクラブがお届けする各種講座のご案内

心理学系講座 料理教室

痛みを取る
身体を動かすワークショップ

親子で楽しむ講座①～読み聴かせと手遊び講座～

親子で楽しむ講座②～パネルシアター講座～

わらべ唄で親子スキンシップ

季節の歌を歌って耳育ワークショップ

絵本を通して、自分を知ろう！

ママだって泣きたい！～絵本の心理的効果～

感情も老化する！～感動のストーリーを聞こう～

絵本・読み聴かせ講座

日常のおもてなしに活かす折形礼法

日本の子供達に伝えたい～季節を彩る行事と自然～

日本伝統文化

心の癖を知りましょう！

輝く女性になる為の心理学

色の心理学～似合う色の方程式を学んでみませんか？～

子どもに夢を持たせたいのならば～アドラー心理学講座～

幸せ心理学～今を生きるとは？～

絵は口ほどにものを言う！～あたなの本心を知る～

絵本と子ども心理学講座

生きる力ってな～に？

メディテーションワークショップ～自分と向かい合う～

老人性うつを防ごう！

歌を作ろう！～音楽セラピー～

心のマネージメント～気付きワークショップ～

しなやかで折れない心を作るワークショップ

「ベテランカウンセラー講座①～夫婦の絆編～

ベテランカウンセラー講座②～親子の絆編～

オペラの中のメンタルチェック
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予防医学講座

雑学講座
百薬の長～日本酒を楽しむお話～

常識にとらわれて、綺麗な色をさけていませんか？～カラーコーディネート講座～

60歳になったら考えること

知らないと怖い、毎日使う調味料～値段には訳がある～

身体に何を入れ、何を入れないか？～腐らない食品には訳がある～

子育てママの癒しのコミュニケーションアロマ

ビジネス向けアロマ塾

毎日が輝く温活アロマ講座

メンタルバランスを整える簡単、日常、即席アロマ塾

髪のツヤ感アップアロマでヘッドケア講座

健康長寿を目指す為のワークショップ

身体の声に耳を傾けよう～サインを見逃すな！～

病気は敵ですか？味方ですか？

身体の6割は水～水には訳がある～

口腔環境をよくする歌

ダイエットを科学する①～カロリー計算よりも体内ホルモン調節！～

ダイエットを科学する②～カロリー計算よりも腸内環境！～

本当に怖い歯周病～全ての病気の原因は口腔環境から～

薬剤師が教える①～身近な漢方薬と付き合う方法～

薬剤師が教える②～花粉症は治る？アレルギーの基礎編～

ボイストレーナーワークショップ①～表情筋エクササイズで輝く笑顔に！～

ボイストレーナーワークショップ②～人前で話す為のトレーニング～

暮らしの香りレシピ①～肩とヘッドケアワークショップ～

暮らしの香りレシピ②～ビジネスシーンでのアロマテラピー活用法～

暮らしの香りレシピ③～ハンドケアワークショップ～

癒しのハワイアンレシピ～リラクゼーションワークショップ～

ご
協
賛
企
業
・
個
人
様

 みんなと創る輝く未来、心と身体の新たなライフビジョン！ 

ありがとう　ポノポノクラブ10周年



地球にやさしい

スマートシティ

の実現に貢献

（環境配慮型都市）
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協賛企業 協賛企業

ラックライド㈱　無電極照明販売・卸売プロライト㈱　国産無電極照明製造

研究・共同開発

www.awin-eco.or.jp

行政との連携

ベンチャー支援 建設トータル提案

防災時に特化したバッテリー電源
「Ｅ－ＳＡＦＥ ＲＩＫＵ」

折りたたみ式
ソーラーパネル
「SORA2 防災セット」
（ナップサック付き）

災害時に活躍する電源関連製品を
開発販売しています。

いつも
電気を
傍に

一般社団法人A.win eco
環境綜合研究所　　

防災対策
太陽光蓄電池

空間照明
提案

２０２０年問題
水銀条例対策

省エネ
コンサルティング

A.win eco Environment Office General Incorporated Association

色が鮮明

目が疲れない

隅々まで明るい

日本製・無電極ランプを
製造・販売しています。
空間照明の普及に貢献します。

本社・製造工場
〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787-28
Tel:093-435-5130　Fax:093-435-5131

〒800-0365
福岡県京都郡苅田町苅田3787-28
Tel:093-435-4173　Fax:093-435-5173

〒541-0041 
大阪府大阪市中央区北浜三丁目
5番19号ホワイトビル9階
E-mail:info@awin-eco.or.jp

令和5年（2023年）までの事業テーマ
　 自然エネルギーを活用した災害対策教育及び助成金事業サポート

　 「水銀条約」施行に伴う「未来型照明」及び「空間照明設計」の教育啓蒙

　 インフラの老朽化に伴う再生技術に関する教育啓蒙

1
2
3

屋内用　PJ150N 高耐久屋外投光器PF150

ご協賛広告
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多くの人と出会い思うことは、誰かにそして何かに、依存して生きている人
がとても多いということ。
そしてやはり、依存は苦しみの人生をもたらすという事です。
なぜなら、自分の幸せを、他に依存しなければならないからです。
自分の幸せを他に依存する限り、それはいつも条件付きの幸せで、本当の
意味で魂が満たされることはないでしょう。
精神的自立と経済的自立ができて初めて、私たちは大地をしっかり踏みし
め、根を張り、自分の花を咲かせることができる。
本当の幸せとは、自分の中にあり、そして自立した人と人の繋がりの中にあ
るのだと思います。
｠
そして幸せとは、煌びやかで豪華なものではなく、立派な人間になって何
かを成し遂げないと得られないものでもなく、何でもないような顔をして、い
つも私達の目の前にいます。ポノポノクラブで出逢った素敵な大人たちは、
そんな生きていく上でシンプルだけど、とても大切なことを私に教えてくれま
した。
｠
さあ、みなさん ！  世界は今、変化の時を迎えています。
今回、新型コロナ騒動ではっきりしたことは、パンデミックの恐ろしさではあり
ません。我々人類が、過度な文明化によって「生命力」を失い、「死」を怖れ
るあまり「生」をおざなりにし、生きる屍となっているという現実です。
昔の日本人やネイティブインディアンのように神仏と共に生きていた人々は、
常に「死」と共に生きていました。なぜなら「生」と「死」はコインの裏表。　
生と死を包み込んで「命」だからです。
私は、この世に意味のないものは何一つないと思っています。
例えウイルスでさえも。
神仏は、滅亡に向かう人類に気がついてほしいという願いをもって、今回
の試練を与えたのでしょう。我々はその願いをしっかり受け止め、エゴでは
ない真の愛と生きる力を取り戻し、本当の「命」に還らねばなりません。
今ならまだ間に合う。一人ひとりが気がつき、少しの勇気をもって一歩を踏
み出せば。そして、自立した一人ひとりが手を取り合い力を合わせれば。
私たちの命は、想像を絶する幾多の試練と困難を乗り越えて今日存在し
ていることを、決して忘れてはいけません。
命を繋いでくれた祖先への限りない感謝と、自分の命への絶対的信頼と
感謝を持って進めば、未来は必ず、愛と光と無限の可能性に満ちている。
私は、そう確信しています。
｠

椎名　優子

誰もが、自分らしく自由に、豊かで幸せに生きたいと願っています。
その為に必要なことは、「精神的自立」と「経済的自立」です。

　風の丘農園は、千葉県匝瑳市に位置し東総平野西方
にある広大な台地を活用した農園です。
　この台地では昔から九十九里浜より吹き抜ける生命
を育む美味やすらぎの風が吹き、土壌に必要なミネラ
ルをたっぷりと運んでくれます。そして20年以上も前
から農薬や化学肥料などを一切使用していない土の力
を利用して作物を育てています。
　私たちは風の丘農園の作物を通して、食の安全のす
ばらしさを広め、日本の農業の自給率を高めていきた
いと考えています。

JKS 契約農場

風の丘農園

私たちは、健康で笑顔があふれる暮らしへの「コンシェルジュ」です。
豊かな暮らしに不可欠な「健康」サポートをはじめとして、

生きがいの創造、ライフステージの提供など社会全体を見渡す視野を持って、
真の幸せ・豊かさとは何かをお客様とともに

追求していきます。

〒286-0014 千葉県成田市郷部1353

　　0120-149-805
Fax.0476-23-6617

生きがい
QOLを考えた
美や楽しさの提供

安心
身体に安心安全な
食べ物の提供

健康
十分なエビデンスのある
健康補助食品の提供

のテーマ

私たちJKSグループは
皆さまの生きがい・健康・充実ライフに貢献します。

自然の恵みをいっぱい浴びて育った
元気な作物をお届けします。

ご利用者の暮らしに寄り添う
医療保険で受けられる
在宅マッサージ

レイス治療院成田は、成田市にあ
る医療保険を使った訪問マッサー
ジ治療院です。ご利用者様の生活
の質の向上を目指しプロが心を込
めて施術致します。

千葉県成田市郷部1353
     0120-767-511
詳しくはホームページをご覧ください▲

取り扱い商品など詳しく
はホームページをご覧く
ださい。

株式会社

株式会社

ご協賛広告 ご協賛広告
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〒601-1325 京都市伏見区醍醐東大路町 22
TEL：075-571-0002 FAX：075-571-0101

『観音信仰』

いただいた命、いただいた心の返し場所を探し、
それを絶えず心に念じながら、

日々 実行して生きていくことの大切さを教えてくれています。

『薬師信仰』

「いのち」には、目に見える命と目に見えない命があります。
目に見える命は、今、自分が生きている命、
自分自身が感じることができる命です。
目に見えない命は、亡き父母の命であり、
亡きおじいさんおばあさんの命であり、

ご先祖様やずっと命の相続をしてくださった方 の々命であります。

『伍大力信仰』

「五大力さん」の愛称のもと多くの祈りが捧げられています。
思うだけでは駄目ですよ！

一歩を力強く踏み出し、行動しましょう！
という大きな祈りです。

不安な心、自信のない心に力を与える祈りです。

醍醐寺には千年以上にわたって大切に伝承されている祈りがございます。

それは、「観音信仰」「薬師信仰」「五大力信仰」の三つの祈りであり、

森と水によって育まれ続けてきた “命” を中心とした祈りの世界です。

子どもたちのために明るい未来を創造したい。

そのためには『人と地球が元気』でなければならない。
このようなシンプルな考えから、本物研究所はうまれました。
人と地球を元気にするために、いま誰にでもできることは、

未来を考えた「人にやさしい」「地球にやさしい」モノ・コトを
ライフスタイルに取り入れ

豊かな毎日を過ごすことだと考えています。
そのため本物研究所は、

そのような“ほんもの商品”を発掘・開発して、
広く、深く、暖かく、力強く、皆様にお伝えしています。

本物研究所は、
多くの方に“ほんもの商品”を

ライフスタイルに取り入れていただくことで、
今の笑顔を未来の笑顔へ繋げ、

あふれる生命力、
住みやすい環境、
美しい地球を、

未来を創る担い手である子どもたちへ
リレーしていきます。

佐野浩一
プロフィール
株式会社 51 Dreams’Company 取締役会長
株式会社 51コラボレーションズ 代表取締役会長
ライフカラーカウンセラー認定協会 代表
株式会社船井本社 取締役
一般社団法人塩崎おとぎ紙芝居博物館 代表理事

「地球にやさしい」を
実践するため、キャス
トへの、エコバッグ、
マイ箸、マイストロー使
用の奨励を進めていま
す。今後は、この輪を、
販売店様やメーカー様
にも広げていきたいと
考えています。

東京オフィス
〒108-0014 東京都港区芝 4-5-10
ユニゾ芝四丁目ビル 8F
( 代表 )
TEL : 03-3457-1271
FAX : 03-3457-1272

本社
〒413-0034 静岡県熱海市西山町 19-6

ホームページ
www.honmono-ken.com/

1964年8月5日、大阪生まれ。大学卒業後13年間、
私立中高一貫教育校の英語科教員として従事。
2001年株式会社船井総合研究所に入社。船井幸
雄より「人づくり法」の直伝を受る。2003年株式会
社本物研究所を創設し、代表取締役社長に就任。
また、2008年ライフカラーカウンセラー認定協会を、
2012年には株式会社51Dreams’Companyを、
2015年に株式会社５１コラボレーションズを設立。
さらに、2015年１月、舩井幸雄の思想、哲学を世に
広めるために、公益財団法人舩井幸雄記念館を
設立し、代表理事となる。著書多数。

Tel.0557-86-5151
〒413-0034
静岡県熱海市西山町１９-３２

JR熱海駅よりお車で10分
JR来宮駅よりお車で5分
駐車場有り
開 館 日　木、金、土、日、月曜日
開館時間　１０時～１６時 
入 館 料　３００円

ホームページ
www.funaimemorial.com/

株式会社本物研究所
代表取締役社長

公益財団法人舩井幸雄記念館
代表理事

舩井幸雄記念館とは
熱海の地にある旧舩井幸雄邸を、記念館として一般公
開している施設です。舩井幸雄の著作はもちろん、舩
井が日々 研究の材料としていた莫大な蔵書、万年筆で
したため続けた生原稿、舩井の人生を垣間見ることが
できる写真、雑誌・新聞等の切り抜き、モノをとても大事
にした舩井の愛用品の数々、不思議な癒しグッズ、デス
ク、ベッド、美術品や絵画、直筆サインや文字などを、あ
ますところなくご覧いただけます。

舩井幸雄記念館
「桐の家」

ご協賛広告 ご協賛広告
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有限会社マヴェリック
〒542-0012 大阪市中央区谷町7丁目1-56
TEL.06-6191-0003

（株）RBコンサルティング　代表取締役

名古屋工業大学卒
元職:大成建設（株）関西支店営業部担当部長

一級建築士・一級建築施工管理技士
あらゆる建築工事のプロフェショナル

現在、建築関連コンサルタント、アドバイザーとして活躍中

公認会計士【登録番号023360】税理士【登録番号
122849】
1999年関西大学商学部を卒業後、株式会社万代に入社。
春日野道店住関連部門・西宮熊野店グロサリー部門副主
任。６年間務めた後、あらた監査法人大阪事務所にてCS部
門と、FRA部門を担当。その後2012年9月、兵庫県伊丹市
に、株式会社RBコンサルティングを設立、代表取締役に就
任、高橋稔公認会計士・税理士事務所開業、現在に至る。

私
た
ち
は
、N
P
O
法
人
ポ
ノ
ポ
ノ
ク
ラ
ブ
の
活
動
を
応
援
し
て
い
ま
す！

古川 剛

釼持 政之

高橋　稔

京都府立木津高等学校卒業。神戸銀行(現：三井住友銀
行)に入行、営業中心の業務に携わる。2004年1月、(株)京
阪神興業転籍を期に宅地建物取引士を取得。2016年月4
(株)SMBC信託銀行転籍し2020年1月定年退職迄不動産
関係の営業中心に活動。気力、努力、感謝、輝きをモットー
にお客様から感謝され記憶に残る仕事に取組でいます。

柚木　弘
京都府出身、1955年1月生まれ

私ども有限会社マヴェリックは、現在耐震補強工事を主たる
事業としていますが、近年ホテル業態に用途変更するプロ
ジェクトへの参画の機会を多く頂戴するようになりました。この
要望に応えるために、「耐震診断・耐震補強工事」といった
ハード面だけでなく「マーケティング」「収益」「デザイン」「設
計」「インテリアコーディネート」「運営」のソフト面充実が必要
でしたが、私どもの仲間の専門家チームがトータルに係ること
で、全てのサービスをワンストップで提供させていただいてお
ります。「与えられたフィールドでより良い品質を」をモットーに
安全で快適な建物を日本中に広めてまいります。

耐震補強
建物長寿命化、安全管理、オーナー様の
リスク回避のためにも必要な耐震補強を
省エネ＆省コストな工法で、診断から施工管理まで
一貫してご提案します。

コンバージョン
用途転換によって既存建物の資産価値向上を実現します。

住宅・店舗・ビルのリノベーション
設計ー費用ー行程すべてをきちんと共有し、
お客さまの「想像のひとつ上をいく空間」の
ご提案を心がけています。

笑顔で集える場の創造と提案

有限会社マヴェリック
一級建築士事務所

場所をつくる人、そこで過ごす人、その両方が心から
「やって良かった」と思える仕事の実現を目指して。
お客さまごとに異なるニーズに対し、
お互いが納得するまで話をしたうえで
「与えられたフィールドでより良い品質」を提供いたします。

有限会社マヴェリック　代表取締役　

をこめて
すべての音楽ファンへ

主催：霞ヶ浦KOHANロック実行委員会
後援：一般社団法人霞ヶ浦市民協会

お問い合わせ先、霞ヶ浦KOHANロック実行委員会　Email : info@kohanrock.net

本年はコロナ感染対策により飲食店の出店はございません。また観客数の制限や、
無観客の配信ライブとなる可能性もございますのでご了承ください。
最新情報は上記ホームページやSNSでお知らせ致します。

美しい霞ヶ浦を未来に引き継ぎ
湖畔から全世界に愛を発信しよう

2日間の屋外ライブイベント、本年も開催予定！

9 20 21月 日
日

日
月

●20日 10:00～19:00　●21日 10:00～19:00
会場：土浦市霞ヶ浦総合公園内、霞浦の湯前広場

2020
vol.6

ホーム
ページKOHANロック 検索

サケクラ

すのっぶ
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吹越 健太
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ミューズアクセサリー

生コンのご用命は！

ご協賛広告 ご協賛広告
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秋元自動車（有）

阿部  晴夫

飯田 比佐夫

いしも経営労務コンサルタント事務所

（株）エシカルコンサルティング

大楠  泰司

カイロプラクティックサロンNeeds

栗田  常夫

許斐  姫子

椎名 みどり

鈴木果樹園

スマートライフ

炭酸エステ+ネイルサロン roomN3

ちゃんてぃっくがーでん

中垣  宣文

（有）ビクトリー

株式会社トータルヘルスコンサルティング

山口 意友

山﨑   幸

LOOP hair

ご協賛広告

発行日　令和2年7月15日

編　集　1 0 周 年 記 念 実 行 委 員 長　岡田美奈子
　　　　NPO法人ポノポノクラブ事務局長　太田敦子
　　　　NPO法人ポノポノクラブ専任理事　宮本敬子
　　　　他NPO法人ポノポノクラブ会員一同

制　作　山田製作所

発　行　NPO法人ポノポノクラブ
　　　　〒305-0005
　　　　茨城県つくば市天久保2-9-2-204
　　　　Tel.029・858・0333
　　　　Fax.029・858・0742

 みんなと創る輝く未来、心と身体の新たなライフビジョン！ 

ありがとう　ポノポノクラブ10周年

NPO法人ポノポノクラブ10周年記念誌



N
P
O
法
人
ポ
ノ
ポ
ノ
ク
ラ
ブ
10
周
年
記
念
誌

N
P
O
法
人 

ポ
ノ
ポ
ノ
ク
ラ
ブ
10
周
年
記
念
誌

 みんなと創る輝く未来、心と身体の新たなライフビジョン！ 

ありがとう　ポノポノクラブ10周年
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	ポノポノクラブ10周年38-39
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