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養生塾 in 幡多２０１３ 

若杉ばあちゃん講演会 
「野草の力をいただいて～薬いらずの食と生き方」 

日時：平成２５年１０月２７日（日）１０：３１～１４：２５ 

場所：黒潮町 ふるさと総合センター 

共催：マインドフルトリニティ、ＨＡＴＡ ＬＯＨＡＳ、四万

十養生塾 

協賛：環境にやさしい農業のための研究会 

後援：黒潮町教育委員会、大月町教育委員会、四万十市教育委

員会、宿毛市教育委員会、土佐清水市教育委員会、三原村

教育委員会、ＲＫＣ高知放送、ＫＵＴＶテレビ高知、ＫＳ

Ｓさんさんテレビ、高知新聞社 

プログラム： 

10:31～10:36 開会 

10:36～12:03 若杉友子さんの講演会 

12:03～13:00 休憩 

13:00～13:10 太鼓などの演奏 

13:10～14:18 質疑 

概要：３５０席ほどの会場はほぼ満員、女性が多く、男性の参加者は１割ほど。ＬＯＨＡＳの取り

組みらしく、みなさんの服装も自然色に包まれているように感じました。 

 

内容： 

10:31～10:36 開会                                    

○司会：黒潮町在住 かみおかあやか 

・お子様の参加歓迎ですが、お子様への配慮をお願いいたします。 

・会場内での録音、録画はご遠慮下さい。 

・ひな壇下には音声ケーブルが配置されているので飲食不可、平場折りたたみ椅子席は飲食可。 

・１２時まで第１部を開催、１時間の休憩、１３時からは斉藤典加さんに加わっていただいて、

質疑応答の時間をたっぷりとり、１４：１５終了を予定。 

 

○プロフィール 

・「子宮を温める健康法」「これを食べれば医者はいらない」など、健康法の著書多数。 

・日本各地で講演をしながら、食べることで心と体を健康にする活動を展開。 

・先日はＮＨＫで若杉さんの生活が放送され、大反響。 

 

10:36～12:03 若杉友子さんの講演会                            

・京都の山奥の限界集落からきた若杉です。 

・四国って素晴らしい。日本の中でも、最高です。こんな素晴らしい景色、自然のあるところに
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住んでいながら、良い物を食べて、人柄が良いのに、病気になっていることが、あり得ません、

あってはいけません。 

・こんな自然豊かなところに住んでいながら、糖尿病、人工透析など申し訳ない。 

・野草の話、食べ物、野菜のことなど、いろいろな話をしたい。 

 

○なぜ病気になったか？ 

・３０歳で病気になる人、４０歳、５０歳、６０歳で病気になる人、その人は病気になるもとを

食べて生活してきたとの証である。病気は、その人の食の歴史である。 

・ばあちゃんの話を聞いておきながら、帰りにそこらへんの変な弁当や食べ物を買って帰ってい

てはいけない。 

・海外からのカロリー栄養学など、肉、魚、乳製品、日本じゅう１億総病人時代になってきた。 

 

○マコモの取組 

・ここへ来る前に栃木県に行っていた。１２日に家を出て、次に家に帰るのは３０日ぐらい。 

・成城 マコモの取り組みをやってくれている。マコモを栽培すると、土が、水が浄化され、空

気が良くなる。これを食べると血液が良くなり、細胞が元気になる。食べ物が血になっている。 

 

○四国の人は 

・四国の人間は、四国の物を食べていればいい。今持っている病気は何も考えることなく、今日

会場に来ている農家の人たちの作っている物を食べてください。 

・いろいろな物を食べなくていい。一汁一菜 昔の人は何を食べていた、貧乏の子だくさん 体

のことについて悩まなくていい 除草剤なんてかけていない。 

・農薬の勉強をしながら、食物を食べてください。 

 

○食物の字が教えている 

・「人」に「良」と書いて「食」である。薬漬けの物を食べてはいけない。 

・薬を使わなければ、土壌が浄化され、水や空気が浄化される。 

・あの人たち(無農薬栽培)が作っている食べ物を食べてください、買って下さい。薬をかけてい

るような物を買わなくなれば、作れなくなるんです。 

 

○野草だけではない 

・私の話は、野草の桜田さんの引用だけではない。先祖が残してくれた知恵を温故知新。 

・北海道の病院の院長が、看護師が何百人も居るような病院ですよ。「病院の要らない食生活」に

ついて話して下さいという。 

・このおばあちゃんは桜田さんの１冊の本で気がついたんです。皆さんも本を読んで下さい。 

 

○食べ物のネジ 

・ネジは右に回すと締まり、左に回すと緩む。食べ物にも体を締める（陽性）物と、緩む（陰性）
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の物、暖める物と冷やす物がある。 

・これから寒くなる時期に、トマト、ピーマン、キュウリなんて食べたらダメ。陰性の食べ物な

んて食べたらダメ。 

 

○縄跳び 

・元気に縄飛びするところをテレビで見せると、サプリメントの会社などが、宣伝に出ろと話し

に来る。 

・ここの地の物を食べていたら、元気になる、病気なんて忘れる。 

 

○静岡の話 

・静岡に家がある。 

・自分だけが元気になってもしょうがない。家族が、ご近所が元気でないといけない。 

・五つの病気が治った彼女（つちださん）がいる。不整脈、腎臓病、胃下垂、花粉症、ソバカス。

体験談を話してもらっている。ソバカスは砂糖だよ。今はソバカス一つない。 

・私たちの歯は３２本ある。２０本の葉は臼歯(きゅうし)、臼（うす）の歯と書く。あとの８本

は野菜、門歯（もんし）、あとの４本が犬歯（けんし）。犬歯は肉を食べる歯ではない。魚介を

噛む歯。 

 

○噛むと脳が活性化する 

・パンを食べ、ミルクで飲み込んでいたら、歯も脳もダメになる。 

・システイン 髪の粉で作っている。 

 

○企業 

・「企業」は、企てると書くでしょう。ホテルの人が謝っていたけれど、氷山の一角だよ。 

 

○日本の食文化 

・日本の食文化が、どれほど良いものか知ってもらいたい。 

・ハリウッドのスターたち肉なんて食べていない。ご飯党です。お米を食べないと成功しない。 

・歯の配列が、我々日本人の食べ物を教えている。 

 

○四国は素晴らしい 

・こんなに良い物が四国にはあるのに、外からきた物を食べていてはいけない。 

・健康は「宝」。お金なんかより健康が宝。 

 

○マコモ 

・稲科 水や土壌の浄化作用 怪我や病気をした鳥はマコモを食べるだけで治っちゃう。魚も、

怪我や病気をしたら、マコモのところに来てマコモを食べている。 

 



H25.10.27 養生塾 in 幡多２０１３「若杉ばあちゃん講演会」 

 - 4 - 

○能なし（脳なし） 

・「これが良い」と言われれば、それに飛びつく。何も考えていない。 

・今はマコモの話とドッキングして野草の話をしている。 

・南天（ナンテン）  

 

○日の丸 

・日の丸は、お日様が真ん中にあり、まわりは白。バランスが良い。外国の旗は星と月ですよ。 

・日の丸弁当 それだけで、昔の人は元気に生き、仕事をしてきた。 

・戦後 ＧＨＱ カロリー栄養学に洗脳されて、今は二人に一人はガンで、３人に一人はガンで

死んでいる。心臓病も。 

 

○食べ物で元気になれる 

・子どもをパンなんかを食べさせて育ててはダメよ。 

・野草で体が治る人がたくさんいる。 

・ヨモギ 

・お医者さんは血液やオシッコを調べて体が分かる。ということは、食べ物で（血が変わり）元

気になれるという事。 

・医者に金を払うより、味噌屋にお金を払え。今は、味噌屋がないので、自分で味噌を作る。 

 

○タンパクは怖い 

・タンパクを分解する機能も酵素も、私たちは持っていない。タンパクがガンを作る。 

・大豆タンパク 体を冷やす。タンパクの原材料は窒素 肉も窒素が多い。 

・マックス・ゲルセンが言っている。ガンの人はタンパクを食べてはいけない。 

・心臓病も、コレステロール、脂肪が詰まってのこと。どこに詰まるかで、脳梗塞、心筋梗塞。 

・大豆を水に漬けていても泡が出てくる。あれが窒素で、体を冷やす元素。 

・冷や奴は熱を取るので、夏の暑いときに冷や奴を食べるのは良いが。 

・冷や奴は熱取りである。バイク事故で意識が戻らない青年に、頭の毛を剃り、豆腐をガーゼに

くるんで冷やすと、３～４時間で意識が戻った。 

 

○師匠はお年寄り 

・カミオカさんから「是非四国に来て話をして欲しい」と。 

・やすき満々の若い人が、全国にできてきている。 

・師匠はお年寄り 昔の百姓のこと、野草のことを知っているのは、大学の先生ではなく、お年

寄りである。 

・昔は、何を食べていたか、何を飲んでいたか。 → 世界から注目されるはず 

・しかし、今は病気にドップリ浸かっている。 

・良い物を食べていれば、薄皮をはぐがごとく元気になっていく。 

・レンコン 熱をとってくれる、風邪を治してくれる そんな勉強をして下さい。 
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○四国でとれた物を食べることです。 

・大豆、煮てごらん、炊いてごらん、泡が洗剤よりもスゴいよ。体が冷えると貧血が治らない。

足、腰、膝の病気を作る。 

・納豆を毎日食べると手足キンキンに冷たく、冷えから抜けることが出来ない。 

・毛細血管が縮んでしまう、それだけ冷やすのが、企業が作っている消泡材を入れた冷や奴だよ。 

・腰が冷えれば、子どもが出来ない。 

 

・こしけ 子宮が荒れているという事、子宮が荒れてオリモノが降りているという事。女性はオ

リモノがあるうちに改善しないと子どもが出来ない。 

・若い子たちが砂糖を食べ、タンパク質ばかり食べているのをやめれば治る。 

・低体温、低血圧、無月経、無精子、インポテンツ などなど 

 

○日本人としての誇りを持って欲しい 

・日本は自然医学とか、東洋医学とか。昔は、国がお医者さんの面倒を見ていた。 

・中国では、食べ物だけで体を治せるお医者さんを「上位」とよび、国が大事にしていた。 

・薬を使って治したお医者さんを「中位」とよんだ。「下位（げい）」は、体を診ないで薬漬けに

するお医者さん。 

・離乳食なんていらない。ご飯を練り、味噌汁の上澄みをいれ、白湯で塩気を薄めて食べさせた

子は、元気に育つ、風邪もひかない。 

 

○妊娠中にお米をたっぷり食べた母親の子供はすぐにわかる 

・頭と足を見れば分かる。この子は親孝行してくれるよ！ 

・お母さん 妊娠中は、お米と味噌汁しか食べれなかったけど、元気です。 

・間脳 お米をしっかりと食べた妊婦さんの子どもは、頭の後頭部が大きく張り出している。絶

壁頭は、肉やタンパクを食べた結果。 

 

・ヨモギ 浄血、造血効果がある。若葉、洗って刻んで、味噌汁で飲んで下さい。煮る必要はな

いです。 

・乾燥させたホウレン草 手で揉むと全て粉になる → 陰性 

 ヨモギ 揉むと団子になる → 陽性 

・ヨモギ団子を食べさせて下さい。 

 

○やるか、やらんかの意識 

・この世の中は「陰」と「陽」しかない。 

・朝日は「陽」な赤外線を放っている。日が暮れれば「陰」の世界になる。一日だって陰陽を繰

り返している。 

・１週間、１ヶ月も、陰陽を繰り返している。 
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・女性の生理も陰陽、満ち潮・引き潮。新月、引き潮で死ぬ。満月、満ち潮で出産。 

・人も、交感神経・副交感神経、起き・寝て、陰陽で刻印されている。 

・宇宙にも、私たちの体の中にも、食べ物の中にも、病気の中にも陰陽がある。 

・へそから上に出来る病気は「陰性」、へそから下に出来る病気は「陽性」。右は陽性、左は陰性。 

・前には内蔵があり、性器がある。後ろには背骨、大黒柱がある。ご飯を食べ、味噌汁を食べて

いればカルシウム、タンパク質を合成出来る。 

 

・マツ ちぎって蒸かす。干して乾燥させ、お茶で飲む。薬だよ。 

・大和魂（やまとだましい） ばあちゃんの話を聞いて、気づき始める。 

・寝たきりの７０～８０歳の老人が歩けるようになった。玄米を土鍋で炊いて下さい。金属の鍋

はダメだよ。塩をひとつまみ入れ、弱火で４時間炊くだけ。 → ご飯で、玄米で、ゴマ塩で

治ります。 

 

・先人が残した伝統を見直して下さい。がちがちでやる必要はない、楽しくやって下さい。田圃

を荒らしておくのは申し訳ない。とにかくやって下さい。 

・私、来年７７歳です。大分県ですから。ここ（土佐）は日の国、元気にやって下さい。男はガ

チガチでダメなんですよ。女性がやって下さい。 

・時間が短く、話し足りないことがいっぱいありますが、今日はこれでありがとうございました。 

 

12:03～13:00 休憩 

 

13:00～13:10 ならだいすけ 地元びっころ による太鼓などの演奏 

 

13:10～14:18 質疑                                    

○斉藤典加 プロフィール 

・２０代に大阪・東京でマイクロビオティック、雑穀料理を学び、細野雅之氏より食料論を学ぶ。

母、若杉友子の野草料理のアシスタントを経て結婚。３人の子どもを自宅出産し、雑穀菜食と

野菜料理で楽々育児を経験する。綾部市奥上林で自給自足の生活、１町５反の畑を耕作。 

 

司会：同じような質問が多いものから優先的に取り上げたい。全ての質問に答えられないことを御

了承下さい。 

 

Ｑ：３９歳、結婚して１５年になりますが、子どもが出来ない。体外受精しか方法がなく、いろい

ろな薬を使う必要があり、年齢的にも限界。出来る限り食事に心がけているのですが、このよ

うな場合には薬に頼るしかないのでしょうか。 

若杉友子： 

・「子宮が暖まる健康法」の本にも書きましたが、不妊症、オリモノを治したいという事に、食べ

ていけない物を食べてきた。 
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・甘いもの、果物、生野菜、アルコール、減塩、肉のタンパク質、脂肪を体の中に入れてはいけ

ない。オリモノがおり、生理痛、不妊症、子宮ガンへとなっていく。 

・食べていけない物は食べない方がいい。何を食べたらいいか。ご飯。口の悔い改め、心の悔い

改め、ご飯を食べ、必ず味噌汁を食べて下さい。 

・タンパクでも何でも、体が作ってくれる。季節の旬の物を食べる。 

・子宮の悪い人は、鶏肉、タナゴ、乳製品は食べてはいけない。女性はホルモン系を食べてはい

けない。簡単なモノに還って下さい、お米に還って下さい。 

斉藤典加： 

・食べ物の力、野草の力で、体を変えることが出来る。 

・食べ物を変えると良いことばかりではない。食事を変えると、「排毒現象」が起きる。 

・食を変えると、いつの間にか生理痛が無くなっていた。お風呂に入っていて、血の固まりが出

てきた。食事も改め、生理痛も治ったのに。母に聞いたら、「これが出なかったら、子宮筋腫か

何かになっていたのだろう」と。体の汚れの物を出していかないと。 

・食べ物を正していくと、頭が痛くなったり、体臭が変わったり、変化が起きる。 

・今から始められることを始めていって欲しい。 

 

Ｑ：子どもの予防接種について不安なことが多い。どう取り組んでいけばいいか。 

斉藤典加： 

・３人の子どもを自宅出産した。母から「防接種をするな」と言われたので、うちの子どもは予

防接種を受けていない。 

・予防接種を受けていなくても、水疱瘡や麻疹が流行ったときにも、うちの子だけ罹らなかった。

これは、ちゃんとした食べ物を食べていたからだと思う。 

若杉友子：その通り。 

 

Ｑ：夫が肺ガンの手術をして、自宅療養中。梅干しの黒焼きを食べさせたいが最初だけ。肉はダメ

だといっても食べてしまう。パンも自分で買ってきて食べてしまう。頑固者で困っている。 

斉藤典加： 

・「変わり者だ」と思われているので、いうことを聞いてもらえないという人に、「『これを食べた

ら医者がいらない』の本を置いときなさい」と言う。 

・相手の健康を思って言っているのだが、本人がやろうと思わないと難しい。 

・「そんな物ばかり食べていると病気になっちゃうよ」と言うと、うまくいかない。 

・料理教室をやっているが、「これを野草といってはダメよ」と言っている。「道ばたの雑草なん

て、そんなものを食べられるか！」となる。 

・梅干しの黒焼きを食べさせたいが、能書きを言うのではなく、「これを食べてみて」と優しく言

わないといけない。 

・梅干しの黒焼きをご飯にふりかけて食べてもらうとか、おにぎりにするとか。 

若杉友子： 

・私の夫が肺ガン、余命２ヶ月。美食家で、いろいろな物を食べてきた。 
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・「母ちゃんがやっているものをやったら」と子どもに言われ、自分から食事を作るようになって

いった。「ひじきの煮物、切り干し大根の作り方を教えてくれ」と、なった。 

・自分からやらないのなら、ほっとけ。 

 

Ｑ：彼氏がいろいろな魚を捕ってくるのですが、どのように食べればいいですか。 

若杉友子： 

・肉の食べ方も、卵、アジ、ウナギの食べ方も、昔の人はわかっていた。陰陽で考えればいい。 

・魚は秋から冬にかけて脂がのり、たくさん捕れる。 

・大根、フキ、ミカン、付け合わせを一緒に食べることで、魚のタンパクや脂肪を分解してくれ

る。 

・大根時の医者いらず 

 ミカンが熟れると（病人がいなくなり）医者が青くなる ミカンとは柑橘類のこと 

・野菜の酵素を一緒に食べれば、体の中で分解してくれ、毒素を出してくれる。 

・いっぱい魚を食べても、野菜を付け合わせに食べていればガンになりません。 

・昔の人は、魚と共に野菜を食べていました。 

斉藤典加： 

・魚をいっぱい食べても良いと言っていましたが、大根おろしをいっぱい食べて下さい。 

・食べてはいけないとは言っていない。量をたくさん食べると、問題。 

・魚だと３～４倍の酵素、肉なら５～１０倍の酵素を食べないといけない。 

・ご飯ならその３分の１の野菜を食べて下さい。おかずにお肉や魚があったとしても、その３分

の１の野菜の中に、３分の１の肉でいいんです。 

・サンマを１日に１匹食べる必要はないのです。 

 

Ｑ：アコモ茸を植えたいのですが、購入先、栽培法方を教えて下さい。 

斉藤典加： 

・マコモが世界を救うと思っている。それぐらい浄化力が強い。 

・マコモを育てたいと思っている人は、私に連絡して下さい。 

・４月から５月のＧＷぐらいまでに植える。種を１カップしか渡さないので増やして下さい。 

・１～１．５ｍの間隔で１本ずつ植えて下さい。草刈りをしないような河原でも大丈夫です。７

～８月には分蘖して３０本ぐらい、１．５ｍぐらいになる。 

・１年目は、川の水は水温が低いのであまり育たないが、次の年にはものすごく増える。 

・３～４年すると増えるので、隣近所から怒られるほど増える。 

・水を落として乾燥させると、次の年は出てこない。水がないと育たない。 

・マコモの葉をお茶にして販売しているが、貧血、冷え性、糖尿病など、どんどん治っている。 

 

Ｑ：重症の喘息のため、３０年ステロイド剤を使っている。入退院を繰り返しているが、食事の大

事さに気づき、始めている。 

若杉友子： 
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・甘い物を食べ、繊維質を食べていない。 

・貧血でいてはいけない。今の貧血は、砂糖、動物性タンパクの物を食べて、悪性貧血になって

いる。そこに、果物、生野菜が入ってくる、すると、溶血性貧血になる。悪性貧血と溶血性貧

血が一緒になると再生不良性貧血になる。 

・重傷化した貧血は、ひどい便秘になっている。だからご飯を食べて下さい。 

・甘いものと動物性タンパクの食べ過ぎなのだから、食を改善してから、便秘を治さなければ。

甘い物や肉を食べながら玄米を食べても、片手落ち。 

・砂糖、甘い物をやめるだけで体温が上がる。体温が上がると、腸が動き出す。 

・腸や心臓が動くには塩気がいる。塩気も大事。 

・喘息も、甘い物のとりすぎ、タンパク質のとりすぎ。 

・タンパク質も肉、卵、魚のタンパク質があるが、海魚のタンパク質は陽性のタンパク質、鮎や

タイは陰性のタンパク質。 

・喘息系の人はそういう物をやめ、レンコン、大根、これから出来る根菜系の物を食べる。 

 

Ｑ：母が農作業で腕を痛め、痛み止めの薬を使っています。ヨモギの湿布の仕方を教えて下さい。 

若杉友子： 

・腱鞘炎だね。 ヨモギを雨に当たらないように干しておき、足湯にする。足湯をして、全身か

ら毒素を抜いて欲しい。 

・ヨモギをグラグラに炊き、まっ茶色になる。そこにお塩をひとにぎり入れ、冷めないようにお

湯を足しながら、２５～３０分の足湯から始める。 

・ショウガ油を使って、足の裏のマッサージをする。 

・手の湿布の前に、足湯で全身の改善をして下さい。その後、腕の湿布をする。怪我をするとこ

ろは、血が濁っているところ。とっさの怪我は、体の悪いところで起こっている。 

・血液の流れが悪いもので、痛みが発生している。血管が広がれば、痛みなんて治まる。ショウ

ガが効くのは、血管が広がるから。 

斉藤典加： 

・お風呂に入れば体全体があったまるから良いとか、半身浴をする人がいる。しかし、お風呂に

はいると、自分の塩分が出ていき、風呂上がりに体が冷める。 

・体の中に良い血液があれば、怪我をすれば、そこに集まり治療が始まる。貧血があると、直せ

ない。 

 

・血が止まらない、怪我が治らない人は、陰性体質の人。 

・陰性体質の体を改善しないと、健康になれない。 

・夫 足の痛みが出た バケツで３０分間のヨモギの足湯で治った。 

・人の体は毒を出す場所を探している。 

・足湯は、足が赤くなるぐらいに、毛穴が広がるぐらいの熱さでないといけない。バケツのそこ

まで手を入れて、少し熱いというぐらいで足湯をする。足は手よりも熱さを感じるので、足で

熱いぐらいでは、ぬるすぎる。 
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・やけどをしない程度で、真っ赤になるほどの熱さの足湯をして、ショウガ油を力を入れてすり

こんで下さい。 

・足湯のあとに入浴しないで下さい。眠る前に、リラックスして足湯をして下さい。 

・「何日間隔でやればいいですか」と聞かれるが、子宮筋腫があるような方でも３日に一度。１週

間や１０日に一度でもいいんです。 

・足湯は、乾燥したヨモギ５０ｇ、腰湯なら１００ｇで１回分。 

・足湯だけではなく、ご飯や野菜をちゃんと食べると効果が早く出る。自分の体が治せる力をつ

けてくる。 

 

Ｑ：野草で酵素を作るのがブームになっていますが、どう思いますが。 

若杉友子： 

・あれは陰性です。飲まない方がいい。 

・野菜や果物を１０キロ、白砂糖が１１キロ、これを桶に入れて発酵させるというが、これは砂

糖の浸透圧で変化が起きているだけで、発酵ではない。 

・そういう酵素や果物を食べている人は、握手をすると手が陰性です。手が、すごくジトッとし

ている。砂糖と野菜の酵素が手に出ている。 

・やめて３ヶ月すると、手が変わる。 

・何でも「良いから」と作ったり、食べたり、飲んだりしないで下さい。よく勉強してから、や

って下さい。 

・子どもの欲しい人は特に味噌汁を飲んで下さい。子どもが出来る味噌汁は豆味噌です。 

・徳川家康は６５歳までに１６人の子供を産んでいる。豆味噌は陽性なんです。 

・冬になったら豆味噌、玄米味噌を使う。 

・大豆に熱をしっかり入れ、塩を入れ、自然界の力で作る。 

斉藤典加： 

・発酵食品は何でもいいと思っているが、塩麹は食べない。早熟性 味噌や醤油のように何年も

かけて熟成させているものと違う。 

・塩麹を使うより、醤油を使って下さい。 

・青汁は肉系の食事の人 

・「一日２リットルの水を飲みなさい」と言うけれど、これを貧血の人がやったらどうなるか。テ

レビでやっているのは肉食系の陰性過多の人。 

・これを女性がすると、子宮が冷えてしまい、不妊や流産の原因となる。 

・「昔の人が使っていたかなぁ」を物差しにすればいい。新しい物が出てきたら、この物差しで考

えればいい。 

・昔の人が何故塩麹を使わなかったか、甘酒をなぜ毎日飲むことなく、祝い事でしか飲まなかっ

たのか・・・ 

・何と何を加えると良いのか、自分で考える人になって欲しい。ご飯を食べていると、考えられ

る人になる。おかずを食べていると、 
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Ｑ：今年の高知はとても熱く、子どもは一日２回しかトイレに行かず、しんどそうでした。どうし

たらいいでしょうか。 

若杉友子： 

・オシッコが出ないのは、腎臓が悪い。 

・日本人はタンパクをとりすぎて病気している。 

・カロリー栄養学 テレビのコマーシャルで、「日本人はタンパク質が足らない、ご飯を食べると

チビになる、バカになる」と教育されてきた。タンパク不足に洗脳されてきた。 

・腎臓は水の代謝をするところ。そこが詰まっている。腎臓に糸球体（しきゅうたい）があり、

それが詰まっている。甘い物をやめ大根や野菜を食べて、季節のお茶で補うと腎臓が良くなる。 

斉藤典加： 

・魚の好きな人は腎臓系の病気をする人が多い。腎臓には塩気が影響する。魚には塩分が元々あ

り、そこに塩をつけて焼いたりする。 

・今の時期には、キュウリなんて食べないで下さい。冬瓜などを食べさせて欲しい。 

・大人の塩加減で子どもに食べさせてはいけない。塩気が多いと、背が大きくならない。 

・塩気は腎臓系の病気になりやすいので、気をつけて。 

 

司会：若杉さん、斉藤さんのお話から、学びや気づきを、みなさまやご家族の健康につないでいた

だくことを主催者一同願っている。 

 

斉藤典加： 

・会場で、本やヨモギの販売を行った。 

・黒焼き玄米茶 あの一袋でヤカン１パイ分です。３０～４０分煮出して下さい。蓋をして煮出

すとあふれてくるので、蓋をせずに。 

・マグカップのような大きな物でグイグイ飲まないで下さい。小さな湯飲みで、熱い物を少しず

つ飲むように、飲んで下さい。 

・１日に３～４回トイレに行くのが正常。これ以上トイレに行くのは、水分の取りすぎ。 

・ガンガン食べればいい、飲めばいいというものではない。 

・「土鍋で料理の本」 酵素の話し、食べ合わせの話し、を書いてあり参考にして。 

・１１月４日から綾部で食用講座を行う。２回の食事講座、足湯と湿布の実演をする。黒焼き玄

米茶の作り方、乳ガンを克服した方の体験談など。ＦＡＸでお申し込みください。 

・「四国でもやって下さい」と声かけいただいているので、考えていきたい。 

－ 以上 － 

 

 


