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第一部では【みなさんの声】を紹介 

 

みなさんからいただきました【10周年に寄せて】メッセージを紹介します。 

こちらに紹介しますお手紙以外にも、メールでもお祝いメッセージをいただいています。 

それから、「恥ずかしいから掲載しないでね」という方もいらっしゃいます。 

また、治療中に直接【お祝いの言葉】【感謝の言葉】【ねぎらいの言葉】をいただいています。 

本当にそれらを糧に、毎日、全力で治療にあたっております。

 それぞれに数ページにわたって【感謝のお返事】を書きたいところですが、 

今回は掲載するメッセージが主役ですので、コンパクトなお返事とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が特に意識して治療する「肩甲骨」の気持ちよさを 

感じていただき、思わず口元が緩んでしまいます。 

 ほかの患者さんにこんなことを言われました。 

『私も方々の治療所に行ったなかには「ゴッドハンド」と声高に叫ばれる先生のところも 

行ったけど、絶対、山村先生のほうが上手いと思うけど、なんて呼ぼうか？』 

きっと、誰しもにとってのゴッドハンドが存在するのでしょうね。 

私も多くの人にとっての「ゴッドハンド」となるべく、 

これからも成長することを誓います。 

 

 

 こんなに素晴らしいタペストリーをいただきました。 

パッチワークなので、すべて「手縫い」です。 

本当に手が込んでいます。私も同じ手の仕事。 

パッチワークに負けない仕事を心掛けていきます。 

10 周年記念誌スタートです 
こんにちは、山村です。 

みなさんに助けられ、ありがたいことに 

開店 10年という、一つの節目を迎えることが

できました。10年前、2004年を調べますと、 

「自衛隊イラク派遣」 

「首相は小泉純一郎」 

「東京メトロ発足」 

「プロ野球に楽天が参入」 

「アテネオリンピック」 

という出来事が並びました。こうして眺めて

みると、隔世の感というと大袈裟でしょうが、

随分と【過去のニュース】に感じます。 

 

さて、みなさんは 

10年前は何をされていましたか？ 

山村家の家族構成、当時は私・妻・長男の 

3人家族でした。 

今では子どもが 3 人に増え、幼稚園や小学

校に通うことで、それぞれの教育者から教え

をいただくことが多々あります。もちろん子

どもからも、たくさんの学びをいただきます。

それを思うと、10 年前の私は「幼稚であった

なぁ」と感傷に浸っています。 

同じように私の仕事[整体]における知識・

経験値も、この 10年で大きな財産として私の

カラダの隅々にまで体得してきました。 

プロ野球イチローの言葉を借りれば、 

症状の出る「原因が説明できる」範囲が格段

に広がりました。この事実は、私の仕事[整体]

を数倍、面白いものに昇華してくれています。 

そう、私の≪最高の治療≫。 

それは次に来る患者さんに対する治療です。 

これも、みなさんが難しいカラダを私に提

供してくださることで、毎日研究させていた

だいていることが根底にあります。ですから、

みなさんには、いくら感謝しても感謝し過ぎ

ることはありません。 

ずいぶんと前から 

 10周年の記念誌をどのような形にしたら 

「健康空間いずみ」らしいのかを考えてきま

した。 

たまに配っている、新聞の折込広告では、

みなさんからの【ウレシイ声】を前面に押し

出していまして、この折込チラシをご覧にな

った幾人もの方から「ココらしいね」という

言葉をいただいています。 
  

第一部では【みなさんの声】を紹介してから、 
  

第二部として 5 周年記念誌と同じ体裁で「い

ずみの歴史」を語ることにしました。はじめ

は 5年目～10年目のみを掲載しようかと思い

ましたが、初期のころを知らない方のために、

≪前半の部≫で【1年目～5年目】を 5周年記

念誌の転載という形にしまして、 

≪後半の部≫で【6 年目～10 年目】を語るこ

とにします。 
  

第三部では、いままで語ってきたことがない

のですが、「私がこの仕事を生涯の仕事とする」

ことを決心した出来事があり、それが修業時

代とかぶりますので同時進行で、そのころの

話を紹介いたします。 
  

第四部に毎月継続しています「いずみだより」

への私なりのテーマを添えて締めくくります。 

 少しボリュームがあるとは思いますが、 

どうぞ、最後までお付き合いください。 

 

「いずみだより」のなかでは、便宜上「施術」

というワードを使うことがありますが、 

私のなかでは「施術する」のではなく 

「治療させていただく」ので、本記念誌では 

「治療」という言葉を使用いたします。 

また、同様に「お客さん」ではなく 

「患者さん」と表記いたします。 
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 「くるくる」体勢を変更するのは健康空間いずみの特徴のひとつですね。 

それは効率よく、確実にカラダをほぐすために私たちが「やらなくてはいけない」ことです。 

 また、毎月発行している「いずみだより」へのコメントも嬉しいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道から、こちらにいらしたときには寄ってくださり、本当にうれしい限りです。 

いただいたお写真の樽前山は、右上に見える「樽前ドーム」といわれる溶岩ドームが目印の 

唯一無二の山です。 

 健康空間いずみの治療も唯一無二のものとして、みなさんに愛していただきたいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私自身としては、年々、成長していると思っていますが、それを客観的に判断できるのは 

治療を受けていただく患者さんです。ですから、こうしたメッセージは私の背中を 

押していただけるウレシイ声です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの方が、おそらく自宅では「あなたの肩はモミたくない！」と言われてしまいそう。 

健康空間いずみは、そんな人の集まりです。 

 固いカチコチなカラダは「指が痛いよなぁ」と感じて「ほぐし」はじめるのですが、 

これが緩んだ時の達成感といったら、表現しようのないほど気持ちのいいものです。 

これからも、気合の入る【スゴ肩】を持って来院してくださいね。 
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 こうしてカラダの調子が良い時に「こんなことしたよ！」というメッセージは 

ありがたいものです。普段は、どうしても「コレコレこうしてカラダを痛めた」ことを 

聞くことが多いですからね。 

 治療中も「楽になったから、こんなことしたんだ」という話を聞くと、 

自分のカラダが良くなったかのように、手放しで喜んでしまいます。 

ですから、みなさんの【良かった報告】を楽しみに待っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一緒に 10年の区切りを喜び合えて嬉しいです。 

私たちは病気そのものを治すことは出来ないのですが、 

病気によって生じるコリをほぐすことは得意としています。 

そのような、病気などによる「二次的なコリ」はとても厄介で、 

時には精神的なつらさを感じることもあります。 

家族や知人でそのようなつらさを感じている人には、【体をほぐしてあげる】ことを 

提案してみてはいかがでしょうか。 

ちょっとしたことで、笑顔への糸口となることもありますよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「いずみだより」のなかで、私、山村のことを「マスター」と呼ぶきっかけを 

いただけたことに感謝です。 

今では多くの方に「マスター」「マスターさん」と親しみを込めて呼んでくださっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私が弥生台にお店を構えようとしたきっかけは、 

この場所に出したい！と考えていた場所が空いたからなのです。 

きっと弥生台で愛されるために、みなさんが空けてくれたのかなぁと、 

みなさんに連れてこられたような不思議な気分でいます。 

 私の手から患者さんに伝えているテーマのひとつが「あたたかさ」 

それを感じてくれていることがとてもうれしいです。 
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第二部・前半 5周年記念誌と同じ体裁で「いずみの歴史」を紹介します。 

まずは、開店から 5年目までを「5周年記念誌」から転載いたします。 

 

私が治療家としてまだ駆け出しだった頃。 

当時は整体学校付属の治療所で年下の先輩と２人で毎日「あーでもない、こーでもない」と 

切磋琢磨しながら互いに成長していた時に、患者さんによく話していたことがあります。 

「『電話してたら治った気がする』と言われたいね」 

これは治療家として理想のカタチです。 

常に結果を出して信頼されていなければこのコトバにつながりません。 

実はつい先日（H２１．１．１）あるお客様から嬉しいメールをいただいたのです。 

新年、おめでとうございます。 

年に一回行くか行かないかの客ですが、久しぶりに思い立ち、一年の疲れをほぐしていただこうと、 

年の瀬の 30日の夕方、ふらりと訪ねたのですが、お客様で賑わっている様子。 

あまり時間もなかったので失礼しましたが、思いは達せなかったのに何故かうれしくてニコニコしながら 

帰宅しました。  

普段、誠実な接客の積み重ねが結果を出しているのだなと、一患者として喜んでます。 

益々のご繁盛を影ながら祈ってます。 

また忘れたころにひょこっとお伺いして、寝ちゃうほど気持ちの良い思いをしに行きます。 

 

これは、理想のカタチに一歩近づいていると言っても良いかもしれません。 

このような『私に活力を与えてくれる』お客様に恵まれながら歩み続けている 

健康空間いずみの５年間を振り返ってみました。 

 

２００４年２月２５日 

私、山村にとっては忘れられない日となりました。 

「健康空間いずみ」スタートの日です。この日の体調は万全とはいえませんでした。 

それまでに勤めていた小田原の治療所を退職してから、たいした日数もなく開店を迎えたため、 

準備に忙殺されながらノドのイガイガと戦っていました。 

昼は準備、夜はチラシ配りの数日間はとても懐かしい記憶です。 

            ‡ 

この日の夜、弟が足を運んでくれたので、一緒にお酒を飲みに戸塚区上矢部町の温泉施設 

ラジャの隣にある居酒屋「藤浪」に行きました。弟は同じ居酒屋業界で店長をしているので「藤浪」

がいかに料理に対して真剣に取り組んでいるかがよく判ったようでとても気に入っていました。 

私も自分の提供するサービスに対して真面目に取組む人やお店が大好きです。 

もちろん「健康空間いずみ」もそこに入ります。 

            ‡ 

そして翌日、シャッターを開けて自動ドアをくぐると…。 

「あったか～い」昨日の熱気だー！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このメッセージは中学生からいただきました。 

私が大切にしている「ていねいな治療」を感じていただけていることが 

とてもうれしいです。 

これからも隅々までていねいな治療をして、みなさんのカラダをほぐしまして 

一歩先行く満足感を配り続けていこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「フクちゃん」も間違いなく【カラダのつらさランキング】では 

トップグループ、先頭集団に入ります。 

そんな「肩コリスト」上級者のフクちゃんも、 

楽になっていることを実感されている。 

こんなうれしい言葉はありません。 

 これからも一人ひとりの感動を生むべく、 

しかし、患者さんに対して出しゃばることなく 

みなさんの背中をそっと押してあげるような、 

一方では、なくてはならない存在として 

治療にあたらせていただきます。 

 

                            

パッチワークのタペストリーと 
マスターこと山村 
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その本には整体、カイロプラクティック師と、はりきゅう師が掲載されていました。 

もちろん購入。おそらく、その本を１０回以上は読みました。 

読み込んで、得た答えは「はりきゅう」ではなく「整体」でした。 

それからまもなく、渋谷で語り合った女の子達に誘われるままにお出かけ。 

電車内で何やら楽しそうな写真をたくさん見せてくれました。そして到着。 

そこは２０歳以上の社会人しか入会できないという、いわゆるネズミ講のアジト。 

私は興味がなかったので帰ろうとしました。そしたら「会社のみんなには言わないでね」 

おいおい会社のみんなに言えないことするな！！と思ったのですが、先日、もう一人の女性の言葉

「夢に向かって…」が忘れられず、その日の帰り道に整体の専門学校に寄ってみたのです。 

            ‡ 

やがて入校するこの学校で技術を習得しようと思えたのは「一緒に学んで頑張っていこう」 

という姿勢を感じたからで、決断も早かったです。 

しかし、当時在籍していた会社の仕事もヤリガイを感じていたし、そろそろ結婚も…と考えて 

いましたから学校に願書を提出してから入学するまでに、随分と期間がかかりました。 

大変なのは会社です。その頃私は中堅物流会社のモデル倉庫で改革中でした。 

自社の営業さんが、お客さんを獲得するために最後に見せる、とっておき倉庫でしたので、 

会社のお偉いさんなど、何人、何時間説教を受けたことか…。 

昼の休憩が終わるとパートさんが 

「今日は常務が呼んでるって、内線あったわよ」こんな日が続きました。それだけ若手を一人前に

育てるには資金も労力も必要なんだなぁ、というのが判ったので、ありがたい説教でした。 

結局、会社で働きながら学校に通うことになりました。 

私のように不器用だと、その両立には無理があり、どちらも中途半端になってしまいます。 

そして考えられないようなミスが起こるのです。 

同じチームメート、同僚に迷惑をかけるのがつらくて、 

その時は「３０才の時、何をしているかを見ていて下さい」と上司に告げ、 

会社を辞めさせてもらうことにしました。 

            ‡ 

学校での同期生は、甲子園球児（茨城開業）社会人野球（現女子野球日本代表監督） 

プロレスラー（蒲田開業）関東学院大ラグビー部（横浜開業）などすばらしいメンバーに恵まれて

いました。そんな彼らの活躍に引っぱられるように自分も「健康空間いずみ」をオープンさせる 

ことができました。この時２８才。 
 

２００４．４ 

ここで一人、助っ人が加入しました。小林先生（国府津開業）。 

なんて心強いのでしょうか。２月のオープンの頃から手伝っていただき序盤を乗り切るためには 

なくてはならない存在でした。 
 

２００４．５ 

さらに人が集まりはじめました。 

よっしゃ今日も頑張るゾ！！とスタッフルームに入ったら赤いランプが…！？ 

エアコンのつけっ放しでした…。 

            ‡ 

もう一つ重大なミスをしていたのです。 

数日経ってから気付いたのですが診察券に記載された電話番号が懐かしいのです。 

お～これは昔の山村家の電話番号じゃありませんか！？ 

即修正、初期の患者さんには迷惑をかけました。 

診察券を作った時はまだ電話番号が決まっていなかったので、仮番号を入力していました。 

非常に紛らわしいので、次に同じようなことがあれば「数字」ではなく、 

「文字」を入れようと思います。 

診察券はもちろんですが、内装工事以外はすべて手作りなんですよ。 

自動ドアに貼られた緑地に白文字も、我々素人が作りました。なかなかの出来ばえですよね。 

現在でも店内に貼られた案内やチラシのすべてが手作りです。 

きっと私の想いが皆さんに伝わっていることと信じています。 

            ‡ 

ここで私が整体業界に入った経緯を紹介します。 

それは、まだコリを知らない高校生の時です。背が低いながらも、バレーボール部でキャプテンを 

していました。 

大学進学を決めたある日のこと、部活の顧問で恩師、私が「先生」と呼ぶのはこの方だけ。 

そして私が若い頃、よく「藤浪」にも連れていってくれた、その先生が「お前は身長がないから、 

大学に行ったら選手は無理だからマネージャーをしなさい」とアドバイスしてくれました。 

その時は「ふ～ん、サポートするってのもアリか」くらいに考えていました。 

時が流れ、大学 3年の秋から就職活動と並行して、スポーツトレーナーを職業とするための道も 

模索していました。養成所や学校を訪れてはみるものの「厳しい」「食べていけない」 

またある方は「あきらめて下さい」とお話してくださいました。 

やさしさだったかどうかは今でも解りませんが、燃える炎が消えかけたことは間違いありません。 

            ‡ 

そして会社員として一年くらい経過した頃、転機が訪れます。 

同僚の送別会に参加した時に「見たことあるな～」くらいの認識しかなかった女性が積極的に声を

かけてくるのです。そして後日、飲みに誘われ職場のある新横浜から渋谷に飲みに行きました。 

そこで私と女性２人でお酒を楽しみました。 

そのうちのひとりは、顔も名前も覚えていませんが 

「夢に向かって楽しんでいるから…お給料とかの問題じゃないんだ～」 

という言葉は今でも覚えています。 

            ‡ 

心の中で消えかけていた炎が再び燃えた瞬間です。 

この炎を消してはいかんと横浜の有隣堂で資格コーナーの本を読みあさります。 

彼女（後の奥さん）が「やりたい事ってコレ？」と一冊の本を手に取ってきました。 
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２００５．９ 

当時ほとんどの方が「何それ？」という

岩盤浴を導入。 

そして要望の多かった祝日営業がスタートしました。 

同時に「顔スッキリコース」が登場。 

全身、リフレ、クイックコースにオプションコースが加わりました。 
 

２００６．２ 

アクシデント発生です。 

なんと私、骨折したのです。スカッシュという室内版テニスのスポーツ中に滑る床に足を 

とられました。「グチャ」と聴いたことのない音とともに、なぜか脳天に痛みが走りました。 

その後の「働かざる者、食うべからず」稲村先生の言葉は忘れられません。 

約半月のあいだギプスをしながら治療していたことが懐かしいです。 

 

「有線？」と聞かれることが多い「いずみミュージック」 

もちろん私が寄せ集めてきました。 

それまで３枚セットが可能な CDプレーヤーを使っていたの 

ですが３枚分ですとすぐに同じ曲が…。飽きてしまいます。 

それで MP3プレーヤー（ｉ-ｐｏｄみたいな機器、容量たっ

ぷり２０GB）に音楽を内臓して、その日の気分により種類を 

変えていきます。ディズニー．J-POP．ジャズ．クラシック．

葉加瀬太郎．ゲームミュージック．沖縄…などなど。 ベッド 2台＋岩盤浴＋バランスボール 

野々村先生（自宅開業）と玉田先生（自宅開業）が研修のような形で健康空間いずみに在籍。 

そんなある日、友人から荷物が届きました。 

宅配業者が「手伝っていただきたいのですが」気になり外にでると、 

着替えをする時やトイレに行くと登場する、あのでっかいミラーでした。 

開業祝いの品を聞かれたとき「大きめのミラーだと嬉しいな」

と答えたのですが、まさかそこまでとは…。 

恐れ入りました。ありがとう！！ 
 

２００４.１０ 

いよいよ助っ人とは違う「スタッフ」が加入することに 

なりました。 

第一号は内田先生。 

そう、東京の中野からはるばる通っていただき 

「健康空間いずみ」の基礎をつくってもらいました。 

この頃は坂部先生もいて、夜は勉強会で寺子屋そのものでした。 

 

２００５．７ 

ここで変化が起きます。稲村先生（仲町台開業）の登場です。 

健康空間いずみの前で信号待ちをした時に「あっ、ここが山村先生のお店か～」と 

何気なく寄ったらスタッフになることが決まったのです。 

稲村先生の加入で、いくつかの変化が生まれました。まず店舗前に看板を設置。それから初めて

新聞広告用のチラシを作ってみました。おそらくこのチラシで来院された人は多いと思います。 

この頃には、既にいずみだよりの原型があり、受付ソファの横に置いてありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（右）チラシ第１号 
（次ページ左）現在のチラシ表 
（次ページ右）現在のチラシ裏 
山村がチラシの原稿を作成して 
山村の奥さんが清書をしている 
現在のチラシ裏面の「お客様の声」は 
当然ながら、みなさまから頂いたものです 
本当にありがとうございます！！ 

内田先生(手前)と山村 以前は広かった 
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なんと私、骨折したのです。スカッシュという室内版テニスのスポーツ中に滑る床に足を 

とられました。「グチャ」と聴いたことのない音とともに、なぜか脳天に痛みが走りました。 

その後の「働かざる者、食うべからず」稲村先生の言葉は忘れられません。 

約半月のあいだギプスをしながら治療していたことが懐かしいです。 

 

「有線？」と聞かれることが多い「いずみミュージック」 

もちろん私が寄せ集めてきました。 

それまで３枚セットが可能な CDプレーヤーを使っていたの 

ですが３枚分ですとすぐに同じ曲が…。飽きてしまいます。 

それで MP3プレーヤー（ｉ-ｐｏｄみたいな機器、容量たっ

ぷり２０GB）に音楽を内臓して、その日の気分により種類を 

変えていきます。ディズニー．J-POP．ジャズ．クラシック．

葉加瀬太郎．ゲームミュージック．沖縄…などなど。 ベッド 2台＋岩盤浴＋バランスボール 

野々村先生（自宅開業）と玉田先生（自宅開業）が研修のような形で健康空間いずみに在籍。 

そんなある日、友人から荷物が届きました。 

宅配業者が「手伝っていただきたいのですが」気になり外にでると、 

着替えをする時やトイレに行くと登場する、あのでっかいミラーでした。 

開業祝いの品を聞かれたとき「大きめのミラーだと嬉しいな」

と答えたのですが、まさかそこまでとは…。 

恐れ入りました。ありがとう！！ 
 

２００４.１０ 

いよいよ助っ人とは違う「スタッフ」が加入することに 

なりました。 

第一号は内田先生。 

そう、東京の中野からはるばる通っていただき 

「健康空間いずみ」の基礎をつくってもらいました。 

この頃は坂部先生もいて、夜は勉強会で寺子屋そのものでした。 

 

２００５．７ 

ここで変化が起きます。稲村先生（仲町台開業）の登場です。 

健康空間いずみの前で信号待ちをした時に「あっ、ここが山村先生のお店か～」と 

何気なく寄ったらスタッフになることが決まったのです。 

稲村先生の加入で、いくつかの変化が生まれました。まず店舗前に看板を設置。それから初めて

新聞広告用のチラシを作ってみました。おそらくこのチラシで来院された人は多いと思います。 

この頃には、既にいずみだよりの原型があり、受付ソファの横に置いてありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（右）チラシ第１号 
（次ページ左）現在のチラシ表 
（次ページ右）現在のチラシ裏 
山村がチラシの原稿を作成して 
山村の奥さんが清書をしている 
現在のチラシ裏面の「お客様の声」は 
当然ながら、みなさまから頂いたものです 
本当にありがとうございます！！ 

内田先生(手前)と山村 以前は広かった 



２００８．１ 

それまでの現状に甘えていたせいか、猪股先生が４月までという期限付きでの勤務であったにも

かかわらず、次のスタッフを探すことを怠っていました。当然ながら４月からの新スタッフは決ま

っていません。この頃ようやくあせり出しました。 

そして、その頃、卒業した学校に足を運び、講師として特別授業をしていました。 
 

２００８．４ 

なんとか探しあてた新スタッフは、私の専門学校時代の同期です。 

３年前に岩盤浴情報を教えてくれた人物です。 

その人物の出勤２日前、「健康空間いずみ」の、お問合せメールに彼の名前が…。 

私達は整体業界に入ってそろそろ１０年（2009年当時）になります。 

その彼がこの業界を離れようとしたところ「ウチでやって、それでもダメだった業界を去る」 

ということで、もうひと踏ん張りするところだったのです。 

メールの文章は「申し訳ないけど辞退させてもらうよ」 

もう私はパニックです。 

音信不通は当然！？ですし、彼と、学び、語り合った数年間が遠くに消え去りました。 

私には何が足りなかったのか？彼のまわりに何があったのかは解りません。 

どの業界もそうですが、私のいる整体業界も存在を続けることは、とても厳しい。 

これは事実です。ですから、今、彼が何をしているかは判りませんが、 

人生をより素晴らしいものにしてくれていたら嬉しいですね。 

この事件で私は人間不信に陥りました。 

が、手を差しのべてくれる人は現れるものです。 

リフレクソロジーと解剖学の講師も務めている 

今田先生が登場。 

４月から１年前に逆もどりした稲村先生と私の「２人体制」

に今田先生が手を貸してくれることとなりました。 

そのキャリアを活かすべく、６月１日の定休日を使い 

健康空間いずみ主催「リフレクソロジーセミナー」を開催。 

このセミナーは治療家向けの内容でしたが、 

その後の患者さん向けセミナーの流れを掴むには 

充分すぎる内容でした。今田先生ありがとうございます。 
 

２００８．７ 

今田先生から紹介をうけて石井先生が加入しました。再び３人体制です。 

ここでまた問題発生です。いや、以前からありました。私が先送りにしていただけです。 

稲村先生が２００８年末で退職、独立する件です。 

これは既に 1年前には決まっていたことですから、その時から２００８年１２月末のことは 

常に意識にありました。 
 
 

今田先生によるリフレセミナー 

幅広くそろえてみたものの、私１人の範囲ではずいぶんと片寄った選曲となっています。 

特に J-POPは完全なる山村 selection。 

聴いて心地良くとどまるもので、耳にうるさくない曲が選ばれています。 

ですから近年に多い、アップテンポな曲は少ないです。 

小室哲哉は、私が中高時代にブレイクしていましたので嫌いではないのですが、 

パチンコ屋さんの印象が強いので、渡辺美里「My Revolution」１曲のみです。 
 

２００６．７ 

稲村先生と当時定休日だった火曜日（２００７．４廃止）に野球を見に行ったのですが、 

球場に行く前に私が卒業した学校に立ち寄って、引っぱってきたのが吉岡先生。 

学校内では上手いらしいが、あくまで学生の中の話です。 

「ほぐしが重要だと再認識させられた」稲村先生は名言が多いです。 
 

２００６．１０ 

吉岡先生の成長を見て？山本先生登場。体のカタサは普通ではありません。 

ヒジを曲げて指先が肩にくっつかないほどです。これを書きながら思い出し笑いをしました。 
 

２００７．２ 

お客さんから嬉しいプレゼントが…コチョウラン「祝３周年」 

このねぎらいは非常に嬉しいし、自分を動かす原動力となります。本当にありがとうございました。 

その後、ラン好きのお客さんにも手伝っていただき「ラン」を育ててみました。 

３株あったうち１株から再び花が！！そして現在（２００９年２月）５周年の時も 

花芽をつけています。日々、声をかけてみるものです。 
 

２００７．３ 

それまで２人体制で営業していたのですが、ここで初めて

３人体制を導入。初の女性スタッフ、猪股先生が加入。 

さらに４月からは毎週火曜の定休日を廃止し、 

毎月１日の定休日がスタート。 

私たちの出勤形態もそれまでの週休１日から週休２日を

確立しました。３人体制+週休２日の新しいスタイルと、 

何とかしなくちゃという気持ちと不安でいっぱいだった私は 

４月～６月頃まで耳なりを発症していました。 
 

２００７．８ 

ここで仲間が加わりました。その数「５」。 

お客さんが大切に育てているメダカをいただきました。 

２００８年１月からはそれまでのプラスティックの虫ケースから６０cmのガラス水槽へ。 

２００８年５月からはメダカから熱帯魚へと変貌しています。 

実はこの趣味。女性には？？なことが多いそうです。 
 

 

ベッドが 3台に増えました 



２００８．１ 

それまでの現状に甘えていたせいか、猪股先生が４月までという期限付きでの勤務であったにも

かかわらず、次のスタッフを探すことを怠っていました。当然ながら４月からの新スタッフは決ま

っていません。この頃ようやくあせり出しました。 

そして、その頃、卒業した学校に足を運び、講師として特別授業をしていました。 
 

２００８．４ 

なんとか探しあてた新スタッフは、私の専門学校時代の同期です。 

３年前に岩盤浴情報を教えてくれた人物です。 

その人物の出勤２日前、「健康空間いずみ」の、お問合せメールに彼の名前が…。 

私達は整体業界に入ってそろそろ１０年（2009年当時）になります。 

その彼がこの業界を離れようとしたところ「ウチでやって、それでもダメだった業界を去る」 

ということで、もうひと踏ん張りするところだったのです。 

メールの文章は「申し訳ないけど辞退させてもらうよ」 

もう私はパニックです。 

音信不通は当然！？ですし、彼と、学び、語り合った数年間が遠くに消え去りました。 

私には何が足りなかったのか？彼のまわりに何があったのかは解りません。 

どの業界もそうですが、私のいる整体業界も存在を続けることは、とても厳しい。 

これは事実です。ですから、今、彼が何をしているかは判りませんが、 

人生をより素晴らしいものにしてくれていたら嬉しいですね。 

この事件で私は人間不信に陥りました。 

が、手を差しのべてくれる人は現れるものです。 

リフレクソロジーと解剖学の講師も務めている 

今田先生が登場。 

４月から１年前に逆もどりした稲村先生と私の「２人体制」

に今田先生が手を貸してくれることとなりました。 

そのキャリアを活かすべく、６月１日の定休日を使い 

健康空間いずみ主催「リフレクソロジーセミナー」を開催。 

このセミナーは治療家向けの内容でしたが、 

その後の患者さん向けセミナーの流れを掴むには 

充分すぎる内容でした。今田先生ありがとうございます。 
 

２００８．７ 

今田先生から紹介をうけて石井先生が加入しました。再び３人体制です。 

ここでまた問題発生です。いや、以前からありました。私が先送りにしていただけです。 

稲村先生が２００８年末で退職、独立する件です。 

これは既に 1年前には決まっていたことですから、その時から２００８年１２月末のことは 

常に意識にありました。 
 
 

今田先生によるリフレセミナー 

幅広くそろえてみたものの、私１人の範囲ではずいぶんと片寄った選曲となっています。 

特に J-POPは完全なる山村 selection。 

聴いて心地良くとどまるもので、耳にうるさくない曲が選ばれています。 

ですから近年に多い、アップテンポな曲は少ないです。 

小室哲哉は、私が中高時代にブレイクしていましたので嫌いではないのですが、 

パチンコ屋さんの印象が強いので、渡辺美里「My Revolution」１曲のみです。 
 

２００６．７ 

稲村先生と当時定休日だった火曜日（２００７．４廃止）に野球を見に行ったのですが、 

球場に行く前に私が卒業した学校に立ち寄って、引っぱってきたのが吉岡先生。 

学校内では上手いらしいが、あくまで学生の中の話です。 

「ほぐしが重要だと再認識させられた」稲村先生は名言が多いです。 
 

２００６．１０ 

吉岡先生の成長を見て？山本先生登場。体のカタサは普通ではありません。 

ヒジを曲げて指先が肩にくっつかないほどです。これを書きながら思い出し笑いをしました。 
 

２００７．２ 

お客さんから嬉しいプレゼントが…コチョウラン「祝３周年」 

このねぎらいは非常に嬉しいし、自分を動かす原動力となります。本当にありがとうございました。 

その後、ラン好きのお客さんにも手伝っていただき「ラン」を育ててみました。 

３株あったうち１株から再び花が！！そして現在（２００９年２月）５周年の時も 

花芽をつけています。日々、声をかけてみるものです。 
 

２００７．３ 

それまで２人体制で営業していたのですが、ここで初めて

３人体制を導入。初の女性スタッフ、猪股先生が加入。 

さらに４月からは毎週火曜の定休日を廃止し、 

毎月１日の定休日がスタート。 

私たちの出勤形態もそれまでの週休１日から週休２日を

確立しました。３人体制+週休２日の新しいスタイルと、 

何とかしなくちゃという気持ちと不安でいっぱいだった私は 

４月～６月頃まで耳なりを発症していました。 
 

２００７．８ 

ここで仲間が加わりました。その数「５」。 

お客さんが大切に育てているメダカをいただきました。 

２００８年１月からはそれまでのプラスティックの虫ケースから６０cmのガラス水槽へ。 

２００８年５月からはメダカから熱帯魚へと変貌しています。 

実はこの趣味。女性には？？なことが多いそうです。 
 

 

ベッドが 3台に増えました 



２００９．８ 

古武術の思考回路が定着しているようで、京都の西本願寺にあります重要文化財の 

御影堂を見たいとの思いは、５年経過した 2014年も果たせないままでいます。 

御影堂は、その建物の大きさから計算すると、あまりにも少なすぎる幹となる支柱の数です。 

それは 400年以上前から使用されている、周囲の細い支柱によって建物のバランスを保っています。 

人間に当てはめてみますと、1点に集中して立つのではなく、 

いかに全体を使うか、を問われているようです。 
 

２００９．８ 

キネシオテーピングセミナー開催 
 

２００９．12 

 ９月に伏見先生(後に開業)、そしてこの年の瀬、12月に石井先生が開業のために 

退職することになり、健康空間いずみ開店時と同じく、山村が一人でのお店運営となりました。 
 

２０１０．３ 

インナーマッスルセミナー開催 

 

２０１４年現在では当たり前となりました「お顔に敷くタオル持参」のお願いがスタート。 

 

予約が埋まりお断りすることが、あまりにも多すぎて、日によっては治療人数よりも、 

お断りした人数の方が多いこともあり、悩み抜いた結果、料金の改定(値上げ)に 

踏み切ることを決断。８月の新料金スタートを前に、３月より徹底告知スタート。 

 

石井(元)先生が加わる ※2009年迄の石井先生とは関係ナシ 
 

２０１０．８ 

新料金スタート 
 

２０１０．１０ 

持病のある石井(元)先生は欠勤することもあり、健康空間いずみのお客さんに迷惑を 

かけたくない、との思いから退職（後に出張専門として開業）  

 

新しい「筋トレのカタチ」を伝えるレポートを本という形にしたいと作業に入る。 

2014年現在、未完のままです。 
 

２０１０．１１ 

山村父が突然倒れ、事前告知なく 2日間、健康空間いずみを休みにしました。 

このあとシャッターの閉まった健康空間いずみに対して、 

みなさんから「どうしたのか？」と心配の声をいただきました。 

健康空間いずみはみなさんに支えられているんだ、ということを再確認。 
 
 
 

２００８．９ 

年頭から足を運び続けてきたかいがありました。 

学校で特別講師をしている縁で、伏見先生（御殿場開業）が

スタッフとして加入。 

そして「毎度おなじみ！！」となりつつある患者さんに 

受けていただく公開セミナーが初めて開かれました。 

第一回（９月）「肩こりのほぐしかた」と 

第二回（１２月）「腰痛ストレッチセミナー」です。 

内容は理解が深まりやすいよう、かみくだいたもので、 

１時間（１０００円）のみのプチセミナーです。 
 

２００９．１ 

３年半勤めていた稲村先生が横浜市都筑区で開業しました。 

私と稲村先生はとても似ていたらしく、よく間違えて覚えている人が多かったです。 

声も似ていて、私が治療している患者さんが、稲村先生の言葉に反応することもありました。 

 

無我夢中で進めてきた「健康空間いずみ」ですが、「おっ！ガンバってるな！！」という瞬間が

やってきました。それまで平成２０年(2008年)までしかない回転日付印を買い換えました。 

１００円ショップでの買物ですが、あの１０５円を出した時の充実感、達成感、気持ち良さととも

に多くの患者さんに囲まれているハッピーな気分になりました。 

次、買う時は２０１４年。１０周年の頃です。 

さぁ、また頑張るゾ！という気持ちになります。 

 

〈ここまで 5周年の歩み〉 

 

 

 

第二部・後半 続いて、5年目から 10年（2014.2現在）までをご覧ください 

 

２００９．５ 

迫田先生をお迎えしてヨガセミナーを開催。この日は山村妻も参加しました。 

健康空間いずみの治療スペースですから、広いとは言えない空間なので、 

迫田先生もプログラムを組むことに頭を使われていまいた。ありがとうございます。 

 

この頃より、甲野善紀氏が主催する古武術教室に積極的に参加。 

この年の GWも家族でお出かけしたにもかかわらず「では自分はこの辺で…」と 

古武術を教わりに行ってしまいました。 

 カラダを無駄なく・効率的に使うことや、カラダの持つ可能性について 

多くの気づきをいただきまして、日々の施術に生かしています。 
 

第 2回ストレッチセミナーの様子 
 



２００９．８ 

古武術の思考回路が定着しているようで、京都の西本願寺にあります重要文化財の 

御影堂を見たいとの思いは、５年経過した 2014年も果たせないままでいます。 

御影堂は、その建物の大きさから計算すると、あまりにも少なすぎる幹となる支柱の数です。 

それは 400年以上前から使用されている、周囲の細い支柱によって建物のバランスを保っています。 

人間に当てはめてみますと、1点に集中して立つのではなく、 

いかに全体を使うか、を問われているようです。 
 

２００９．８ 

キネシオテーピングセミナー開催 
 

２００９．12 

 ９月に伏見先生(後に開業)、そしてこの年の瀬、12月に石井先生が開業のために 

退職することになり、健康空間いずみ開店時と同じく、山村が一人でのお店運営となりました。 
 

２０１０．３ 

インナーマッスルセミナー開催 

 

２０１４年現在では当たり前となりました「お顔に敷くタオル持参」のお願いがスタート。 

 

予約が埋まりお断りすることが、あまりにも多すぎて、日によっては治療人数よりも、 

お断りした人数の方が多いこともあり、悩み抜いた結果、料金の改定(値上げ)に 

踏み切ることを決断。８月の新料金スタートを前に、３月より徹底告知スタート。 

 

石井(元)先生が加わる ※2009年迄の石井先生とは関係ナシ 
 

２０１０．８ 

新料金スタート 
 

２０１０．１０ 

持病のある石井(元)先生は欠勤することもあり、健康空間いずみのお客さんに迷惑を 

かけたくない、との思いから退職（後に出張専門として開業）  

 

新しい「筋トレのカタチ」を伝えるレポートを本という形にしたいと作業に入る。 

2014年現在、未完のままです。 
 

２０１０．１１ 

山村父が突然倒れ、事前告知なく 2日間、健康空間いずみを休みにしました。 

このあとシャッターの閉まった健康空間いずみに対して、 

みなさんから「どうしたのか？」と心配の声をいただきました。 

健康空間いずみはみなさんに支えられているんだ、ということを再確認。 
 
 
 

２００８．９ 

年頭から足を運び続けてきたかいがありました。 
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２００９．１ 

３年半勤めていた稲村先生が横浜市都筑区で開業しました。 

私と稲村先生はとても似ていたらしく、よく間違えて覚えている人が多かったです。 

声も似ていて、私が治療している患者さんが、稲村先生の言葉に反応することもありました。 

 

無我夢中で進めてきた「健康空間いずみ」ですが、「おっ！ガンバってるな！！」という瞬間が
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１００円ショップでの買物ですが、あの１０５円を出した時の充実感、達成感、気持ち良さととも

に多くの患者さんに囲まれているハッピーな気分になりました。 

次、買う時は２０１４年。１０周年の頃です。 

さぁ、また頑張るゾ！という気持ちになります。 

 

〈ここまで 5周年の歩み〉 

 

 

 

第二部・後半 続いて、5年目から 10年（2014.2現在）までをご覧ください 

 

２００９．５ 

迫田先生をお迎えしてヨガセミナーを開催。この日は山村妻も参加しました。 

健康空間いずみの治療スペースですから、広いとは言えない空間なので、 

迫田先生もプログラムを組むことに頭を使われていまいた。ありがとうございます。 

 

この頃より、甲野善紀氏が主催する古武術教室に積極的に参加。 

この年の GWも家族でお出かけしたにもかかわらず「では自分はこの辺で…」と 

古武術を教わりに行ってしまいました。 

 カラダを無駄なく・効率的に使うことや、カラダの持つ可能性について 

多くの気づきをいただきまして、日々の施術に生かしています。 
 

第 2回ストレッチセミナーの様子 
 



4月から蛍光灯を抜いて照明を半分に減らしました。 

お客さんにとっては上向き時にまぶしくなくて、 

ちょうど良かったようです。 

  

 

 

 

 

 

２０１１．１０ 

お客さんの闘病生活の話を聞いて、元気をもらい、また、素晴らしい夫婦に感じました。 

その感動を文章に残したくなり、実話をもとに話を加えて、思いつくままに小説を書き始めました。 

翌年１月『金木犀
きんもくせい

』完成 
 

２０１２．３ 

山村がインフルエンザにかかり数日間、不在となりました。 

 

８年以上、お店を続けて初めてのノーゲス（お客さん０人）を記録。 

暴風雨のため前日から「外出しないように」という報道・アナウンスがありましたので、 

事前に予約をした方には、前日のうちに、ほかの日に変更していただきました。 

道路を挟んだ郵便局のとなりの八百屋「新鮮屋」さんは、シャッターを半分以上 

閉めての営業です。 

外に出してある看板も、「超暴風」で飛ばされる心配から中に入れて、 

来院されるお客さんを待ちましたが、まさかの０人です。 

しかし、当日は事務仕事を集中して片付けることができたので、納得の一日でした。 

家に帰るときは、雨も風もピタリと止まりました。 

翌日は、これでもかとお客さんがいらっしゃいました。 
 

２０１２．５ 

日本一有名な同業者で、お笑い芸人の「楽しんご」さんが来店されました。 

「おにいさん、気持ちいいですぅ」を連発。そして治療の延長をされました。 

股関節を中心に治療して、見事な改善を達成しましたが、本人としては【真ん中の足】に 

触れて欲しいようにも見受けられました。 

サインも貰わず、写真も撮らずに「楽しんご」さんに悪いことをしたかもしれません。 
 

２０１２．５ 

数年にわたり受付にあった水槽を片付けました。 

 

「いずみだより」にて今田先生の JUN2日記がスタートしました。 

「いずみだより」に楽しい変化を与え、反響も大きかったです。 

蛍光灯を外した照明 
おかげで、電気料金も安くなりました 
消えた蛍光灯の下で治療するのは今田先生（右写真） 

２０１０．１２ 

 以前に少しお手伝いいただいた今田先生(女性)加入。 

今田先生の加入は、山村が治療家としてのレベルを昇華させるきっかけ
・ ・ ・ ・

となりました。 

 といいますのも、今田先生は「私、イチから勉強する」と宣言して、 

本当に毎日のように解剖学(筋肉や骨などカラダの仕組み)の勉強をされました。 

とくに、筋肉については、一つの筋肉をノートにまとめる。 

その後、今田先生と山村で、その筋肉の押し方を研究する。 

この作業をひたすら繰り返しました。どれほどかといいますと、2011年 3月の東日本大震災の 

起きた日も、地震のあったときは一時、外に避難しましたが揺れが落ち着いた後は、 

再び研究をしていたため、帰宅するまで、事の重大さを知りませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

メインの筋肉は当然ですが、今まで山村が気にしたこともないような筋肉まで、 

細かく研究しました。二人の性別が異なる点もよかったようで、骨盤周りの際どい部位に 

対しても「ここまでは良い」「そこは嫌だ」という線引きが出来ました。 

現在では、かなり的確に細かい筋肉まで意図して刺激を入れることが可能です。 

 ですから症状に対する対応能力は飛躍的に伸びたと感じています。 
 

２０１１．２ 

2年前までスタッフだった稲村先生が一日限りの復活イベント「レジェンドマッチ」開催。 

懐かしい空気に包まれました 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

２０１１．３ 

東日本大震災 

この日の夜に「いやぁ、今日の地震はすごかったねぇ」と普通に来院された方もいました。 

約 1ヶ月にわたる計画停電では、損なグループと報道された【Aグループ】に該当しました。 

レジェンドマッチの日に 
患者さんに頂いたビールで乾杯 

稲村先生はビール党 

今田先生が書き綴ったノートの一部 
絵が上手なので、一部のいたずら書きは
ご愛嬌として、このまま教科書として 
学校で使用しても問題ないほどです 
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   第三部では、「私がこの仕事を生涯の仕事とする」ことを決心した出来事を、 

修業時代とともにお楽しみください 

 

10年という歳月を弥生台の地で「整体のお店」

を続けさせていただき、みなさんに心から感謝

しています。 

        ◇参  

私自身の整体での治療技術は、今も進化の 

過程にありますので達人や先輩諸氏にすれば、 

鼻で笑われるかもしれません。 

ただ、これだけは技術の差と関係なく実践で

きる！というものがあります。 

それは「目の前の患者さんに集中する」こと。 

つまり、全力で治療にあたることです。 

        ◇参  

毎週のように通ってくれている患者さんも、

たまたま遠方からきて、通りすがりに一度だけ

受ける、という方も、同列に「もてなし」私の

【今、持てるもののすべて】を捧げています。 

         ◇参  

このスタンスを崩すことなく続けてきた、 

きっかけを与えてくれた方がいます。 

その時のことを、私の修業時代の話も含めて

紹介したいと思います。 

        ◇参  

私がはじめて勤めた治療所でのことです。 

この治療所は私の整体専門学校付属の治療院

です。その学校、最後の半年間は好きな治療所

にインターンとして研修に行きます。私も先輩

方の治療所をいくつも見学させていただきま

した。決して技術的な問題とかではないのです

が、どうもピンとくる治療所がなく「まぁ、学

校の技術がベースだから、付属の治療所がいい

だろう」とインターン先として決めました。 

         ◇参  

当時は技術者二人＋サポート学生数人で運

営していました。その技術者のひとりが間もな

く退職するということで、私の加入は治療所と

したら、スタッフ確保ができて安心したそうで

す。しかし私は安心していられません、なにせ

インターンとして加入後すぐに、その治療所の

ツートップの一角として機能しなくてはいけ

ません。 

        ◇参  

この治療所では患者さんが前後で重なると、

治療の前半はサポート隊がカラダの【ほぐし】

を行い（通称ほぐさー）治療の後半で技術者が

【治療】を行うスタイルでした。 

まず私がしたことは、可能な限り、すべての

人に「ほぐさー」として入らせていただき、顔

と名前を覚えました。かなり集中していたので

しょう、短期間のうちに、顔と名前はもちろん、

患者さん同士のつながりや趣味、おおよその 

住所などもインプットしていました。 

         ◇参  

いざ「ほぐさー」からツートップとして治療

側に入いった時は大変でした。当然ながら学校

付属の治療所なので、学校本隊からは 

「売上を上げろ」「リピート率を上げろ」と 

言われ続けます。 

しかし、治療所に来る新規の患者さんは、当

時の院長先生の分まで、半ば無理やり私が担当

するようにしていたため、全体の数字としては

悪くなくても、売上を気にしなくてはならない

院長からは「こんなんでどうするんだ」と怒鳴

られ続けました。 

         ◇参  

そんなころ、私と同期の学生たちがインター

ンとして加入してきました。 

        ◇参  

彼らが「のほほ～ん」と練習や見学する横で、

私は治療して、売上を気にして、治療所の事務

のすべてをこなしつつ、インターン生とともに 

毎号、見事な作品を作り上げて 

いただきました。 

 それに比べると、山村の絵は 

お世辞にも上手いとは言えず、 

ある患者さんの 

「先生の(絵)もいいわよ」が 

余計に今田先生との差を 

感じてしまいました。 

 しかし、毎号、何らかの形で 

絵を挿入しています。 
 

２０１２．７ 

事件が発生しました。何日間も 

夜に落ち着いて眠ることができない 

ほどのギックリ腰となりました。 

この経験から、非常に多くの学びを 

得ることができましたので、 

「なるべくして起こった」 

事件であると感じました。 
 

２０１２．１０ 

この年の前半から、数人の練習生が 

いましたが、その中で川嶋先生が 

引き続き在籍することになりました。 
 

２０１３．４ 

横浜市泉区岡津町の一軒家で小規模デイサービスを運営されている『ロマン亭』との 

コラボレーションがスタート。出入り業者としてお邪魔しています。 
 

２０１３．８ 

鈴木祐将先生加入 
 

２０１３．９ 

今田(女性)先生退職、開業 
 

２０１３．１０ 

 山村の技術が未熟か？はたまた、器用に押せてしまうことが災いしたのか、 

それまで、1年に一度は激しいウデの痛みに襲われることがありました。 

しかし今回は、親指に痛みが来まして、大きく腫れてしまいました。 

今後の「親指との長い付き合い」と「健康空間いずみに来院されるみなさんの指」でも 

ありますので、山村の休みを増やすことを決断。 

                             ＜ここまで 10年の道のり＞ 
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 山村の技術が未熟か？はたまた、器用に押せてしまうことが災いしたのか、 
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                             ＜ここまで 10年の道のり＞ 



第四部では、毎月発行している 

「いずみだより」のテーマを掲げておきます 

 

もう何年も毎月欠かさずに発行を続けてい

る「いずみだより」 

奇数月はパソコンに打ち込み、 

各家庭に配布する号。 

偶数月は山村の完全手書きスタイルで、 

来院した人のみに配布する号。 

ここで改めて「いずみだより」を配布する理由

について語ることにします。 

          

①久しぶりで期間が開いてしまい、健康空間い

ずみへの敷居が高く感じてしまう方に対して

「そんなことはないよ」とのメッセージ 
 

おたよりの中では、山村がみなさんを施術する

ときにお話ししている内容を記事にしていま

す。ですから「いずみだより」を読むだけで、

山村と会話していることになりますので、 

健康空間いずみに行っている感じになります。 

山村の日々の動きも理解できるので、久しぶ

りの来院でも違和感なく施術を受けてもらう

ことができます。  
 

②家族ってイイもんだ！というメッセージ 
 

なるべく山村も含めた家族の話題を掲載し

ています。それによって家族って楽しいものだ

よね、と感じてほしいです。 

できれば「キムタク」をはじめ、パパさんの

人気タレントを起用して政府主導で「家族の楽

しさ・幸せ」をテーマにしたドラマでも作った

ほうが「子ども手当」などの政策を打つよりも、

よっぽど効果が高いと考えていますが、どうも

それは実現されないようなので、「いずみだよ

り」をよんで、若い人のひとりでも「結婚って

楽しそうだな」と一歩を踏み出してくれたら嬉

しい限りです。 

 

   

      おわりに 

 

みなさんとともに創り上げた 

「健康空間いずみ」の 10年は、お楽しみいただけ

ましたか。 

        ♪ 

私、山村にとって『創りたい治療院』が明確に

なったのは、ここ数年のことです。 

みなさん(患者さん)も、そこに向けて成長されてい

ることを私自身が感じますし、私の背中を押してい

ただくことも多々あります。 

        ♪ 

最後に、そんな日々の一場面を紹介したいと 

思います。 

        ♪ 

まず、私が明確にした『創りたい治療院』とは、

私たち(術者)とみなさん(患者さん)が、ともに考え

や感覚をぶつけ合うことで、その時、またはその後

にとっての最善を選択し続ける治療を提供すること

であります。 

        ♪ 

≪考えや感覚をぶつけ合う≫というのは「私はこう」

「あなたはこう」と競争するものではありません。 

「私はこう感じているけど、どう？」 

「ならばこんな感じだよね」といったイメージです。

患者さんのカラダを共に創り上げる治療。 

ひと言で表現するならば【共創する治療】を目指

しています。 

        ♪ 

そんな一日一日の会話の中で、本当に「健康空

間いずみ」の患者さんはレベルが高いと感じること

があります。とくにカラダの[相対感覚]のするどさ

を感じます。 

        ♪ 

例えば「ぬるめのお風呂に入る」という場面。 

        ♪ 

 

「打込み」といわれる特訓をして、なぜか同期

の連中に技術の指導をして、院長の説教はひと

りで受けてきました。 

この時は自分の時間なんてものは、ほぼ皆無。

ほんの少しの時間があれば整体技術の本を読

み、誰かが治療技術の話をすれば、私なりに整

理して、すぐに患者さんに実践していました。

そして隣で治療する院長の技術を盗み見てい

ました。 

         ◇参  

そんな濃密な時間を過ごしていたら、院長か

らも信頼をいただくようになりました。 

学校付属の治療院は全国に 30 店舗ほどあり

ました。その売上報告が毎月一覧で送られてき

て、関東圏のなかで離れ小島だった、私の治療

所は「東京の奴等には絶対負けたくない」と 

気合だけは充分でした。 

         ◇参  

その当時、すべての患者さんが、私が学生だ

ったことは知らなかったでしょうし、自分も学

生であることは忘れていましたが、半年のイン

ターン期間が終了しました。 

        ◇参  

そして院長がひと言「山ちゃん、オレ、開業

するからね」ということで、卒業後 3ヶ月で 

治療所のすべてを任されることになりました。 

         ◇参  

私も院長も納得のバトンリレーでしたが、 

学校本隊としては放ってはおけない由々しき

事態だったようで、東京組から中堅の先生が 

やってきました。 

         ◇参  

私がエースとして、その治療所を切り盛りす

る姿を見て安心されたようで、その中堅先生は

学校の校長としての業務をメインにしまして、

私に治療所の全権を託してくださいました。 

        ◇参  

 

その治療所で、私の最後の出勤日のことです。 

年に１、2 回くらい来院する男性の患者さん。

私も一度しか対応したことがありませんが、 

その男性が来てくださいました。 

「ずいぶん肩のコリがひどい」と話しかけると、

いま北海道から飛んできたところなんだ。 

とのことでした。 

仕事に区切りがついて戻ってきたのですね。

と聴くと、「いや、先生が今日で最後だという

から来たんだ。来週、残りを片付けに行くよ」

との返事。 

         ◇参  

この時の衝撃は言葉になりません。 

たった一度だけ治療させていただいた患者さ

んが、わざわざ北海道から「仕事を中断」して

「飛行機で駆けつける」なんて。 

「私は愛されていたんだな」と感じました。 

同時に、たとえ一度きりの患者さんであっても、

気を抜くことは出来ないことを、また、この仕

事を「一生の仕事」とするにふさわしいことを

教えていただきました。今思えば、素晴らしい

お師匠さんでもあります。 

         ◇参  

健康空間いずみには、さまざまな状況の方が

いらっしゃいます。 

毎週楽しみにしていただく方、通りすがりに

プラッと立ち寄った方、何日も迷い続けてから、

ある日に思い切って受けにくる方、家族の死を

見とどけた直後にいらした方。  

そのすべての方へ、『同じように寄り添い』

対応していきます。たとえそれが家族や知人で

あっても同じです。料金はきっちりいただきま

すし、なぁなぁに治療することはありません。 

これからもこのスタンスが変わることはない

と思います。 
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平日・土曜 あさ 11時～よる 9時 

日曜   あさ 11時～よる6時 

お休みは祝日のみ 

「弥生台駅入口」
信号

専用駐車場がありませんので近隣 をご利用ください

メインメニュー 

全身コース     50分 5000円 

クイックコース   30分 3000円 

オプションメニュー 

お顔スッキリコース   5分  500円 

いずみ TOPIX ►►►► オプション[お顔スッキリコース]＋500円は大人気！！目の疲れに GOOD 

相鉄いずみ野線

相鉄ローゼン

コインパーキング
分 円

郵便局

ビルの１

横浜市泉区弥生台
ビル

弥生台駅

国際親善病院

泉区岡津町 代 男性

泉区桂坂 代 女性

泉区中田北 代 女性

泉区岡津町 代 女性

泉区弥生台 代 女性

自ら考えたり感じたりすることが苦手な人ですと、 

「ぬるめのお風呂が良いと聞いたけど何℃にしたら

いいの？」 

と意見を求めてきます。 

しかし、私には、[この方のちょうどいい温度]が

分らないので 

「たぶん 41℃か 42℃」 

といった受け答えになるでしょう。 

        ♪ 

対して、[相対感覚]のするどい方と繰り広げられ

る会話は、おおよそこんな流れです。 

○患「ぬるめのお風呂が良いと聞いたから、41℃で

入ったけど、私には熱く感じたから 40℃でちょ

うどよかったよ」 

○山「そうなんですか。ややぬるめ
・ ・ ・

なのですね」 

この患者さんにとっての最適「ぬるめ」温度は 40℃

だったわけで、 

まさに【自分
・ ・

で
・

感じて
・ ・ ・

得た
・ ・

】温度です。 

        ♪ 

同じことが治療に対する反応の良さにも感じます。 

「あっ、さっきと比べて、ほぐれているね」 

「左に比べると右側のこの部分だけは、コリが残っ

ている気がするよ」 

といった感じで押したときの[強い・弱い]といった 

絶対感覚の話だけでなく、 

コリのほぐれ具合や、治療の効果度合といった、 

カラダへの細かい意識がないと感じることのできな

い差、相対的な差が会話の中によく出てきます。 

        ♪ 

このように書きますと「私の会話は的を得ている

かしら？」と感じてしまうかもしれませんが、 

心配ご無用です。普通に会話してください。 

私の方から折に触れて、治療中の会話のなかや、

毎月発行している「いずみだより」のなかで、自身

のカラダに目を向けてもらうことを意識して対話し

ています。ですから、みなさん知らず知らずのうち

に「カラダを見つめる感覚」や「相対感覚」が 

養われています。 

        ♪ 

そんなみなさんとともに【共創する治療】を続け

ていくことで、私も次の 10年で治療家として、 

さらに大きく成長してくことをここに誓います。 

 

2014年 2月吉日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お母さんが治療中に娘さん(7才)が 

描いてくださいました 

 

 

おまけ 

① 直近、2013年秋のチラシ表 

② 直近、2013年秋のチラシ裏 

③ 健康空間いずみスタッフ年表 
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お顔スッキリコース   5分  500円 

いずみ TOPIX ►►►► オプション[お顔スッキリコース]＋500円は大人気！！目の疲れに GOOD 

相鉄いずみ野線

相鉄ローゼン

コインパーキング
分 円

郵便局

ビルの１

横浜市泉区弥生台
ビル

弥生台駅

国際親善病院

泉区岡津町 代 男性

泉区桂坂 代 女性

泉区中田北 代 女性

泉区岡津町 代 女性

泉区弥生台 代 女性

自ら考えたり感じたりすることが苦手な人ですと、 

「ぬるめのお風呂が良いと聞いたけど何℃にしたら

いいの？」 

と意見を求めてきます。 

しかし、私には、[この方のちょうどいい温度]が

分らないので 

「たぶん 41℃か 42℃」 

といった受け答えになるでしょう。 

        ♪ 

対して、[相対感覚]のするどい方と繰り広げられ

る会話は、おおよそこんな流れです。 

○患「ぬるめのお風呂が良いと聞いたから、41℃で

入ったけど、私には熱く感じたから 40℃でちょ

うどよかったよ」 

○山「そうなんですか。ややぬるめ
・ ・ ・

なのですね」 

この患者さんにとっての最適「ぬるめ」温度は 40℃

だったわけで、 

まさに【自分
・ ・

で
・

感じて
・ ・ ・

得た
・ ・

】温度です。 

        ♪ 

同じことが治療に対する反応の良さにも感じます。 

「あっ、さっきと比べて、ほぐれているね」 

「左に比べると右側のこの部分だけは、コリが残っ

ている気がするよ」 

といった感じで押したときの[強い・弱い]といった 

絶対感覚の話だけでなく、 

コリのほぐれ具合や、治療の効果度合といった、 

カラダへの細かい意識がないと感じることのできな

い差、相対的な差が会話の中によく出てきます。 

        ♪ 

このように書きますと「私の会話は的を得ている

かしら？」と感じてしまうかもしれませんが、 

心配ご無用です。普通に会話してください。 

私の方から折に触れて、治療中の会話のなかや、

毎月発行している「いずみだより」のなかで、自身

のカラダに目を向けてもらうことを意識して対話し

ています。ですから、みなさん知らず知らずのうち

に「カラダを見つめる感覚」や「相対感覚」が 

養われています。 

        ♪ 

そんなみなさんとともに【共創する治療】を続け

ていくことで、私も次の 10年で治療家として、 

さらに大きく成長してくことをここに誓います。 
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お母さんが治療中に娘さん(7才)が 

描いてくださいました 
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① 直近、2013年秋のチラシ表 

② 直近、2013年秋のチラシ裏 

③ 健康空間いずみスタッフ年表 

 

 



健康空間いずみ人物年表 プチ山村年表

山村 小林 いずみスタート

玉田

野々村

内田 坂部

第２子彩音誕生

稲村

岩盤浴、お顔スッキリ導入

スカッシュにて骨折

吉岡 バイオリン始める

山本

猪股 携帯電話解約

ベッド３台に増やす

ベロタクシー・ゴルフ始める

ベイスターズ観戦イベント

メダカ頂く・目の手術

６０ｃｍガラス水槽導入(魚)

石井 今田 熱帯魚導入

伏見 携帯電話復活

第３子歌歩誕生

大型客船クイーンメリー見学

Y150開幕　

たこつぼオーナーとなる

石井（元） 美術館に初めて行く

今田 釣りに興味を持つ

岩原スキー場「やましん」ファン

東日本大震災
コーヒーを買いに中央林間に通う

バイオリンの先生が変わる

霊視を受ける

東京大学潜入

川嶋 楽しんごさん来院

低体温発覚　漢方スタート

劇団四季にはまる

レミゼラブル舞台・映画

鈴木 親指痛み始める

作文コンクール入賞

１日時点の
患者さんNO.
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泉区緑園 代 女性

泉区新橋町 代 女性

東京都町田市 代 女性

泉区領家 代 女性

旭区善部町 代 男性

瀬谷区二ツ橋町 代 女性

瀬谷区相沢 代 女性

旭区万騎が原 代 女性

泉区新橋町 代 女性

戸塚区上矢部町 代 男性

旭区希望ヶ丘 代 女性の
お子さん７才 女子

泉区和泉町 代 女性

瀬谷区宮沢 代 男性

泉区桂坂 代 女性
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