なおし家ゆかりの人対談

第7号

今回は、院長が２０代の頃から敬愛している香西仁さんとの
対談です。香西さんは現在８１才。会社社長を退かれてからも、
利他の精神と多趣味な遊び心を持ち続けられる香西さん。
奥様との仲睦まじい夫婦道もご健在。
秋晴れの清々しい休日、練馬区のご自宅に伺いました。

ー２０代「赤ひげ堂」時代からのお付き合い
すがこ「香西さんとの最初の出会いは、院長が

院長「そういえば、香西さんは奥さまの体を自
宅でメンテナンスされているとか」

赤ひげ堂で修行してた頃でしたか」
香西さん「ええ。竹内院長の開発した相関鍼（指
香西さん「そうです。赤ひげ堂の竹内院長とは長
い付き合いでしてね。施術では、ある時から角谷
さんをつけてくれました」

圧の時に指の代わりに使う道具）でね、毎朝、
家内の背中なんかをケアしてるんですよ。
それが毎日のルーティーンです」

院長「赤ひげ堂には若い頃に 約10年間お世話
になりました。竹内院長は昔から日本の良いも
のを外国に発信されてて、そこが偉いですよね」

なおし家でも使っている
香西さん「ええ。今でも世界中にお弟子さんが

相関鍼

いましてね。彼は哲学がブレないこと、常に新し
いことを求めているところが素晴らしいですね」

すがこ「わあ〜、すばらしい！」

院長「香西さんは赤ひげ堂には、施術以外にも

院長「本当に、奥様を大事にされていらっしゃ

陰指圧の勉強会に熱心に通っておられましたよね。
当時、オリコクリエイトの社長として、仕事もお

るんですね。赤ひげ堂時代からお二人は理想の

忙しいのに素晴らしいなあと当時から尊敬してま
した。

ご夫婦で、こういう家庭にしたいなあと思って
ました」

奥様の加代さんは、今、なおし家に通ってくださっ
ています」
加代さん「はい、お世話になってます。
西洋（医学）と東洋（医学）がうまく混じり合っ
ていることって、患者からすると絶対に安心感
があるんですね。東洋医学ってこわくないんで
す。だから11年前手術をした後も、ここ（なお
し家）に来れば大丈夫って来させてもらいまし
た。精神的にもすごく楽になるんですね」
香西さん「ああ、それは大事」
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ー今も語り継がれる伝説のジャズフェス

ー世界的指揮者（マエストロ）
チョン・ミョンフン氏とのご縁

院長「香西さんはオリコクリエイトの社長をさ
れている時代に、今でも歴史に残る富士五湖で
のマウント富士ジャズフェスや武道館でのジャ

すがこ「その後、西荻窪で開業して数年した頃で

ズエイドを企画運営されました」

方を紹介してくださったのは」

香西さん「確か1986年からのスタートでした」

香西さん「当時、私は東フィル（東京フィルハー

院長「そういえば、香西さんは早稲田大学でジャ
ズ研だったんですよね。
ジャズフェスには、ハービー・ハンコック、ミ
ルト・ジャクソンなどそうそうたるメンバーが

しょうか。院長に世界的に有名な韓国の指揮者の

モニー交響楽団）の評議員をしてましてね。
指揮者のチョンさんが、明日N響の本番という
時にギックリ腰になって立てなくなってしまっ
た。それで、私が角谷さんに連絡して一緒にホ
テルに行って、鍼をしてもらったんですよ」

山中湖畔に集まったと聞いてます」
すがこ「その話は独身時代からよく聞いてました。
一度も一緒に行けなかったですけど（苦笑）」
院長「申し訳ない、修行時代だったもので（汗）
何かエピソードをひとつ聞かせていただけますか」

院長「そうでした。鍼は初めてで怖いとおっ
しゃったので、指圧しながらそっと鍼をしまし
た（笑）。動けるようになって、翌日の本番を
迎えられてホッとしました〜。その後も日本に
いらした時は、チョンさんや奥様を何度か施術
させてもらいました」

香西さん「たしか最初の年、前の日が大雨で会
場が浸水で水浸しになっちゃった。これは無理
かなと思って、それでも電源だけ復旧して、ス
テージでリハーサルを始めた。みんなで一日中
延期するとどうなるかなどと議論してた。
すると、ハービーが “ひとりでもお客さんが
いたら僕は弾くよ”と言った。このひと言でみ
んなが “よし、やろう”とまとまった。
ハービーは同い年で仏教徒でもありました。
ハービー、ロン・カーター、トニー・ウイリア
ムスのトリオにマイケル・ブレッカーのテナー・
サックスで日本中、コンサートツアーを一緒に
やったのも良い思い出です」

〜新宿・パークハイアットホテルにて〜
左より香西さん、角谷院長、チョン氏

〜チョン・ミョンフン氏のコンサートで〜
マウント富士ジャズフェスティバル
（1986年〜2004年）

左より香西さん、竹村健一夫妻、角谷院長、
一番右がチョン氏
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−香西さんの「隠居道」

−若さと健康を保つルーティーン

院長「香西さんがオリコクリエイトの社長を辞め
られたのが1996年。それから25年経ったのです
ね」

香西さん「年とって寝たきりになっちゃうと、世
の中のご迷惑になるから、そのために日々のルー
ティンをどうするかが大事ですね」

香西さん「そう。隠居のベテランですね（笑）
隠居もね、世の中で大事なことはあるなあと思っ
ていましてね。例えば公園でゴミ捨てる人や、数

院長「そこも今回ぜひ、お聞きしたいと思ってい

人で騒いで人に迷惑かけてる人にコラって叱りつ
けたり。人の嫌がることをやるのも隠居の役目な

るのは素晴らしいです！」

んですね」

香西さん「若いうちからある程度やっておかない
と。急に筋トレはじめても疲れちゃう（笑）

院長「実行されているところが香西さんらしいで

運動50、食事50、疲れたら休むことも大事です」

ました。８１歳でその若さと健康を保っておられ

す（笑）」
香西さん「それから若い人を育ててやること。
偉そうに叱りつけるのでなく無理なくやれるよう
に育ててあげることも隠居の仕事かな」
すがこ「それは長年、上司として社員を育成し
てこられたことと、香西さんのお人柄によると
ころも大きいですね」
香西さん「まあ、一文にもならないことをやる
ことが、隠居のショウバイだから（笑）」
院長「でも、しっかりと人様の役にたっている。
香西さんの生き方を反映した『隠居道』ですね」

院長「そういえば、香西さんは社長時代のすごく
お忙しい時にも、よくジムに通って運動されてま
したよね。時間の使い方も一流だなあ〜と感心し
てました」
香西さん「中野にあるTACは、日本で初めての会
員制アスレティックジムでね。現役時代から通っ
てて今でもパワー・リフティングを続けてますよ」
院長「すばらしい〜。香西さんはTACの副理事も
されて、スタッフの教育にも携わっておられまし
たよね。
そういえば私もTACにお邪魔して、セルフケアの

香西さんのご趣味のひとつの水彩画。
日本や世界中を旅されて描きためたものが
３００枚以上あるとのこと。

講演をさせていただいたことがありました。
懐かしいです」

なおし家にも飾らせていただいています。
Copyright © 2022なおし家 鍼灸院

香西さん「病気や体の不調の大元は、食べ過ぎ

院長「いつもお元気な香西さんですが、赤ひげ堂

だったり、甘いもの、冷たいものが大好きだっ
たり、夜遅くからガンガン飲んだりね。

時代には、お仕事のがんばりすぎで腰や背中の痛

内臓は365日24時間働いてくれているのに、自
分で自分の体をいじめちゃってる。つまり身勝
手で超わがままなブラック企業なんですね」

みなどの施術をさせてもらいました。
なおし家になってからは、20年くらい前かな、
足首を紛砕骨折され、大手術をされた後に施術さ
せてもらいましたね」
香西さん「そうそう、節目節目に“角谷さんだの
み”でお世話になってるから（笑）」
すがこ「骨折の後って、鍼でどんな施術をするん
ですか？」
院長「骨折すると靭帯も損傷してしまって硬くな
るので、早く回復するように足首の靭帯（腱）に
鍼をして、靭帯を正常な状態に戻すようにしまし
た」

院長「確かに内臓はずっと働いてくれてますか
ら。私も仕事が夜遅くに終わってついラーメン、

加代さん「それから、１、2年前は咳が止まらな
くなってなおし家さんに行ったこともあったわね」

お酒なんかを胃に入れてしまうと翌日、肝臓が
やられてます（苦笑）」

院長「そうですね。咳っていろんな原因があるん
ですけれど、香西さんの場合、風邪が治りきらず

香西さん「たまにはいいけどね（笑）
昔は貧乏でお金がなくて飲んだり食ったりでき

肺に炎症が残っていた事が原因だと思って最初は
施術していたんです。でも実は、心臓からくる咳

なかったから、だから元気だった。
今は曲がりなりにもお金が入ってそういうこと

だとわかり、腕や背中にある心臓のツボに鍼をし
ましたね」

ができちゃうからね」
香西さん「あれは実はお酒をやめてから果物の取
りすぎで果糖が多くなってしまってね。それで膀

院長「本当にそうですね」

胱経や腎経に負担がかかって、それに関係する心
経（心臓の経絡）の症状として咳が出たんだね」

−困ったときの角谷さんだのみ？！
香西さん「そういったわがままが病気や不調
の大元だと理解して、日々のルーティンを大切
にする。そして、どうしてもここが調子悪いと
なった時は角谷さんだのみ。
それがキーワードだね。
”困ったときの角谷さんだのみ”」
すがこ「なるほど（笑）香西さんは、ルー
ティーンをしっかりされてるから、院長に頼ら
なくても大丈夫ですね」

自宅にある「経絡人形」で
説明してくださる香西さん
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すがこ「さすが、香西さん、経絡や東洋医学
にもお詳しいですね！

香西さん「まず大事なのは、“筋肉と骨”。
そして、それより大事なのは、“内臓と脳”。

そういえば、院長が咳をしている時は、必ず甘
いものを食べた翌日ですもん（笑）」

内臓はずっと働いてくれて、脳は指令を出して
いるからね。そして一番最後に残るのは、“丹
田の気”。

院長「いや〜、まぁ、厳密にいうと、私の場
合は甘いもので胃をやられて痰を出すための咳
なんですよ（汗）気をつけます（笑）」

これはなかなかできない。5年や10年じゃでき
やしない」
院長「なるほど、そうですね」

−院長のルーティーン
香西さん「いろんな考えがあるけど、死ぬって
加代さん「そうは言っても院長先生はいつもお
元気ですよね。何か特別なことをされてるの？」
院長「私はこの仕事を始めてから約40年、毎
日気功だけは欠かさないです。太陽の光を浴び

いうのは、丹田の気が消えていくこと。
丹田の気が無い者は、ヘラヘラしていい加減な
生き方して社会のことや国のこと、他の国のこ
とも世界のことも考えない。

ながらとか、自宅のある伊豆では海とか山の自

丹田の気はどうやってできるか、っていうと
宇宙から気がきている。

然の中でやると最高です！」

人間は海の中で生命ができたんだけど、海から
も気がくる。
海の気と宇宙の気と両方あるんだけれど、それ
をうまく全身にめぐらせて、ここ（丹田）にお
さめてあるのが人間の体。これをつくるのが大
変だけどひとつの目的ですね。
これができるといい方向にいく。
これをファッションや化粧ばかり、欲ばかり
で動くとほんの一部しか見てない。
食べ物も欲ばかりでやってると、やれ、うまい
もの、アイスクリーム。饅頭、果物だってこと
になって、結局角谷さんに駆けこむ」
加代さん「（大笑）おとうさん〜」

すがこ「それが院長のルーティーンね。
気功をすると、丹田に気が入ってお腹がぽっこ
り膨れるもんね（笑）」

すがこ「笑ってる人がいます〜（笑）」

−ファッション、化粧より大事なもの？！
香西さん「TACの総会のパーティではね、みん
な綺麗に着飾って来るんだけど、ファッション
や化粧より大事なものがあるんですね。
TACの講演会なんかでよく話すんだけれど」
すがこ「ほー、それは何ですか？」
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香西さん「反省しても遅いか（笑）」

香西さん「TACのセミナーでもやるんだけど、
自分の内臓を絵に描いてみて、というとね、

すがこ「あっ、果物がお好きで食べ過ぎたとい
う（笑）」

描けないんだなあ。
まず自分の内臓をちゃんと知ることが、自分の

香西さん「果物がどうぞ食べてくれっていうか

内臓に対する礼儀かもしれない。
それと、食事の時一口何回噛んでる？というこ

ら（笑）
それと、トレーニングのやり過ぎでガンバリ過
ぎるっていうのも不健康のもとですね」

ともよく聞きますね。そういう健康に対する大
元を教えてあげることは大事だと、やっと解っ
てきましたね」

院長「そうですね。年齢に応じたトレーニング
が大事ですよね。私はもっと筋肉をつけたいの
で後でご指導ください（笑）」

−健康長寿につながるセルフケア
院長「確かにそうですね。なおし家のセルフケ
アでも、自分でお腹を揉むことや、一口２０回
は噛んで食事するということをお伝えしてます」
加代さん「それは患者にとってもありがたいで
すよ」
院長「ええ。セルフケアを実践されている方は、
内臓、腸の働きが活性化して血流が良くなりま
す。だから施術の効果も早いですね」
すがこ「今日はたくさんお話を伺って、いつま
香西さん「結局、自分で健康をつくっておいて、
時々、困った時の角谷さんだのみで来てくれ

でもお若い香西さんの心身の健康の秘訣がわ
かったような気がします」

る患者さんが長続きするんじゃないかな」
院長「念願のご自宅にお邪魔させていただき、
院長「そうですね。患者さんも症状が落ち着く
とそれで施術はいったん終了ですが、メンテナン
スとして定期的に通われる方も結構いらっしゃい
ますね」
香西さん「鍼灸院で手術はできないけれど、そ
こまでひどくならないように、ライフスタイルと
して健康のためのアドバイスをするという大事な

香西さん特製、お孫さん達も大好きな“ちゃん
じーラーメン（じーちゃんの逆）”もご馳走に
なりました。美味しかった〜！
香西さんの外国旅行や海外の方達と今尚続く
交流のこと、趣味のジャズやクラッシック、水
彩画のお話も伺い大満足です。
これからも奥様と仲良く、物言う隠居としてご
活躍ください。ありがとうございました」

役割もありますね」
2021年9月18日
香西さんの練馬区のご自宅にて
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香西さん特製の
“ちゃんじーラーメン”（じーちゃんの逆）
「美味しかった〜」

自宅でのウエイトトレーニングも
香西さんのルーティーンのひとつ
「私も筋肉ほしい！」（院長）

東洋医学や鍼灸を学んできた
ふたりの必須本を手に
香西さんの水彩画を
なおし家にいただきました

ジャズマンの絵も
カッコいい！

奥様の加代さんと３人で（書斎にて）
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