
第第
● 日 時 ： 平成

18

● 会 場 ： 綾
宮崎県東諸県郡綾町大字北俣

● 定 員 ： 20
● 参加費 ： 30

宿泊費、温泉代、明
参加代金のお振り込みをもって正式な受付とさせていただきますので、ご了承ください。

わたしたちのからだは、長い歴史を通じて飢餓の中で進化してきました。食べ物
に適応して生き残ってきた
しかし、今は飽食の時代です。関心は、いかに適正体重を保ち

向けられているにも関わらず
心身ともに休まることがありません。
この機会に、綾町の

体に貯まった不要なものを手放して、心身の浄化を経験しませんか？

坐禅断食の大家である野口法蔵氏
ディポリスがん粒子線センター統合医療担当
その効果が顕著です。
することで自律神経の機能を高
という間に時間がたちます。
煮大根、野菜を食べて、一気に腹を下して宿便取りをします。劇的な体
質改善が期待でき、気分も爽快
一般的には、断食は復食も考慮して管理するので、

で行うことが多いのですが、この
と明けの 1 週間の管理を本人にお任せすることにより、短期間の開催が
可能となります。具体的な食事内容、生活習慣については、参加者には
別途お知らせいたしますが、断食明けの
お過ごし下さい。

● 下記の方は参加できないことがあります。事前にお問い合わせ下さい。
・ インスリン、ニトログリセリンを使用している方
・ 人工透析中の方
・ 手術を受けて 1年以内の方
・ 胃潰瘍の既往のある方

● お部屋は 3 名一部屋
・ 1 人部屋（ベッド）は一泊お一人
一泊お一人 1,500
ご希望に添えない場合があります

・ 同室を希望される方は、申し込みの際に申し出ください。

第第６６回回 みみ
平成 2９年５月１９
18 日（木）の夕食は軽く、19

綾「てるはの森の宿
宮崎県東諸県郡綾町大字北俣

20 名
30,000 円
宿泊費、温泉代、明けの食事代
参加代金のお振り込みをもって正式な受付とさせていただきますので、ご了承ください。

わたしたちのからだは、長い歴史を通じて飢餓の中で進化してきました。食べ物
に適応して生き残ってきた我々の先祖は、食べ物を探し、育てる能力、それを最大限に活用する能力を身につけてきたのです。
しかし、今は飽食の時代です。関心は、いかに適正体重を保ち

向けられているにも関わらず、私たちの内臓は常に補給される食物の消化・代謝でフル稼働し、環境汚染やストレスに囲まれ、
心身ともに休まることがありません。

綾町の自然豊かな環境に身を置き、断食と坐禅
体に貯まった不要なものを手放して、心身の浄化を経験しませんか？

原田 美佳子 氏 プロフィール

大分県出身。1993 年熊本大学医学部卒業。医師。熊本大学小児外科・移
大分県出身。1993 年熊本大学医学部卒業。医師。熊本大学小児外科・移
植外科、熊本市立熊本市民病院外科、熊本大学医学部腫瘍医学講座、メデ
ィポリス国際陽子線治療センターなどを経て、
越市帯津三敬病院に勤務。2005
ーアソシエートフェロー（アンドルー・ワイル教授）。野口
受け、坐禅断食会を 2008 年より鹿児島県、宮崎県、鳥取県等で継続的に
行っている。

禅断食の大家である野口法蔵氏の師事を受けた原田美佳子先生（
ディポリスがん粒子線センター統合医療担当
その効果が顕著です。2 泊 3 日の短期間にもかかわらず、期間中坐禅
することで自律神経の機能を高め、断食の苦痛を感じることなく、あっ
という間に時間がたちます。断食明けは宿便取りの食事となり、梅湯、
煮大根、野菜を食べて、一気に腹を下して宿便取りをします。劇的な体
質改善が期待でき、気分も爽快となります。
一般的には、断食は復食も考慮して管理するので、

で行うことが多いのですが、この坐禅断食会は自主性を重んじて、初日
週間の管理を本人にお任せすることにより、短期間の開催が

可能となります。具体的な食事内容、生活習慣については、参加者には
別途お知らせいたしますが、断食明けの 1
お過ごし下さい。

下記の方は参加できないことがあります。事前にお問い合わせ下さい。
インスリン、ニトログリセリンを使用している方

年以内の方
胃潰瘍の既往のある方

名一部屋（布団）になります。
（ベッド）は一泊お一人2,000 円増、2
1,500 円増で承りますが、部屋数が限られている

ご希望に添えない場合があります。
同室を希望される方は、申し込みの際に申し出ください。

綾綾 ててるるははのの

みみややざざきき
１９日（金）18
19 日（金）の朝・昼食は自主断食、水補給だけでお越しください。

てるはの森の宿」
宮崎県東諸県郡綾町大字北俣 3765 番地 TEL 0985-77

けの食事代、消費税を含みます。
参加代金のお振り込みをもって正式な受付とさせていただきますので、ご了承ください。

わたしたちのからだは、長い歴史を通じて飢餓の中で進化してきました。食べ物
我々の先祖は、食べ物を探し、育てる能力、それを最大限に活用する能力を身につけてきたのです。

しかし、今は飽食の時代です。関心は、いかに適正体重を保ち栄養過多にならぬよう
私たちの内臓は常に補給される食物の消化・代謝でフル稼働し、環境汚染やストレスに囲まれ、

自然豊かな環境に身を置き、断食と坐禅に参加して、こころをリラックスさせ、宿便やストレスなど身
体に貯まった不要なものを手放して、心身の浄化を経験しませんか？

プロフィール

年熊本大学医学部卒業。医師。熊本大学小児外科・移
年熊本大学医学部卒業。医師。熊本大学小児外科・移

立熊本市民病院外科、熊本大学医学部腫瘍医学講座、メデ
ターなどを経て、2017 年 4 月より埼玉県川

2005～2006 年、アリゾナ大学統合医療センタ
ーアソシエートフェロー（アンドルー・ワイル教授）。野口法蔵の指導を

年より鹿児島県、宮崎県、鳥取県等で継続的に

の師事を受けた原田美佳子先生（
ディポリスがん粒子線センター統合医療担当）の指導による坐禅断食は

短期間にもかかわらず、期間中坐禅
め、断食の苦痛を感じることなく、あっ

断食明けは宿便取りの食事となり、梅湯、
煮大根、野菜を食べて、一気に腹を下して宿便取りをします。劇的な体

となります。
一般的には、断食は復食も考慮して管理するので、1週間から 10

断食会は自主性を重んじて、初日
週間の管理を本人にお任せすることにより、短期間の開催が

可能となります。具体的な食事内容、生活習慣については、参加者には
1 週間は食に気をつけ、慎重に

下記の方は参加できないことがあります。事前にお問い合わせ下さい。
インスリン、ニトログリセリンを使用している方

2人部屋（ベッド）は
限られているため

同室を希望される方は、申し込みの際に申し出ください。

主
お
お

のの森森のの宿宿

きき坐坐禅禅断断
18 時 ～ ２１日（日）

の朝・昼食は自主断食、水補給だけでお越しください。

77-1227

参加代金のお振り込みをもって正式な受付とさせていただきますので、ご了承ください。

わたしたちのからだは、長い歴史を通じて飢餓の中で進化してきました。食べ物を得ることは容易ではなく、その中で環境
我々の先祖は、食べ物を探し、育てる能力、それを最大限に活用する能力を身につけてきたのです。

栄養過多にならぬようにするか、生活習慣病をどう防ぐか
私たちの内臓は常に補給される食物の消化・代謝でフル稼働し、環境汚染やストレスに囲まれ、

に参加して、こころをリラックスさせ、宿便やストレスなど身
体に貯まった不要なものを手放して、心身の浄化を経験しませんか？

年熊本大学医学部卒業。医師。熊本大学小児外科・移
年熊本大学医学部卒業。医師。熊本大学小児外科・移

立熊本市民病院外科、熊本大学医学部腫瘍医学講座、メデ
月より埼玉県川

リゾナ大学統合医療センタ
法蔵の指導を

年より鹿児島県、宮崎県、鳥取県等で継続的に

1日目（金）
18:00 会場集合、自己紹介
19:00 坐禅① 20
20:00 坐禅②
21:00 坐禅③
21:20 温泉・入浴

3 日目（日）
6:00 起床
6:30 お経唱和
6:40 坐禅⑬
7:00 説明
8:00 坐禅⑭
9:00 坐禅⑮
9:20 部屋片付け
9:30 「明けの食事」開始
11:30 ミーティング
12:30 解散

の師事を受けた原田美佳子先生（メ
断食は、

短期間にもかかわらず、期間中坐禅を
め、断食の苦痛を感じることなく、あっ

断食明けは宿便取りの食事となり、梅湯、
煮大根、野菜を食べて、一気に腹を下して宿便取りをします。劇的な体

10日間
断食会は自主性を重んじて、初日

週間の管理を本人にお任せすることにより、短期間の開催が
可能となります。具体的な食事内容、生活習慣については、参加者には

週間は食に気をつけ、慎重に

主
お
お

断断食食会会
日（日）13 時

の朝・昼食は自主断食、水補給だけでお越しください。

参加代金のお振り込みをもって正式な受付とさせていただきますので、ご了承ください。

を得ることは容易ではなく、その中で環境
我々の先祖は、食べ物を探し、育てる能力、それを最大限に活用する能力を身につけてきたのです。

にするか、生活習慣病をどう防ぐか
私たちの内臓は常に補給される食物の消化・代謝でフル稼働し、環境汚染やストレスに囲まれ、

に参加して、こころをリラックスさせ、宿便やストレスなど身

会場集合、自己紹介
20分間

温泉・入浴

お経唱和

部屋片付け
「明けの食事」開始
ミーティング

2 日目（土）
6:00 起床
6:30 お経唱和
6:40 坐禅④
8:00 坐禅⑤
9:00 坐禅⑥
11:00 坐禅⑦
12:00 坐禅⑧
13:00 合掌行(20

野菜ジュース
15:00 坐禅⑨
16:00 坐禅⑩
16:40 講話
19:00 坐禅⑪
20:00 坐禅⑫
20:20 温泉・入浴

新緑の季節！夏
に向けてデトッ
クス！

を得ることは容易ではなく、その中で環境
我々の先祖は、食べ物を探し、育てる能力、それを最大限に活用する能力を身につけてきたのです。

にするか、生活習慣病をどう防ぐかに
私たちの内臓は常に補給される食物の消化・代謝でフル稼働し、環境汚染やストレスに囲まれ、

に参加して、こころをリラックスさせ、宿便やストレスなど身

お経唱和

(20 分)
野菜ジュース 150cc

温泉・入浴

新緑の季節！夏
に向けてデトッ
問い合せ
申し込み

催 みやざき坐禅断食会
問い合せ 横山彰三（080-5270

申し込み 電子メール shz.yoko

FAX 0985-85-35

禅断食会
5270-6688）

shz.yoko@gmail.com

3595


