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１２月の内容
■光太郎のひとり言
■商品紹介・・・ビューティー・ヘルス・エンザイム
■プレバランス占星術ソフト ■イベントのご案内

今年もあと一ヶ月ほどで終わろうとしております。今年一年
大変お世話になりました。 皆様にとって今年はどのような
年だったでしょうか。私は、『破壊と再生の年』だったように感
じております。風邪の季節ですのでお体をご自愛ください。

紫波 光太郎

光太郎のひとり言

年 末 年 始 の休 日
は 12 月 29 日〜
1 月 3 日までとな
っております。
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Ｅﾒｰﾙ：mail@prebalance.com
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定休日：日曜
営業時間 10:00〜19:00

【静電気と痛み（痒み）のエネルギー】

前回にリウマチの痛みには、静電気的なエネルギーと炎症的なエネルギーがある話をしました。今回は、まず
比較的改善が簡単な静電気的な痛み、痒みについて詳しくお話しいたします。
【生体電流について】
まず、体には電流が流れているお話をしなければなりません。人間の体には、生体電流という電気が流れてい
ます。家庭用の電気製品を１Ａ（アンペア）としますと、生体電流は１００００００分の１（百万分の１）のμＡ（マイク
ロ・アンペア）という単位でとても微弱な電流です。しかし、この電流が我々の脳や心臓なども動かしているのです。
脳波計や心電図で波形がでますが、これらから体に電気が流れているのをご理解いただけると思います。現在
プレバランスが行っているフォトンセラピーでは、この体に流れる微弱な電流や磁場、フォトン（光子）のエネルギ
ーを調整しているのです。私は、この微弱なエネルギーを手や指先、体で感じる特殊な体質である為に、これま
でのセラピーの経験からいろいろなことが分かってきました。
【痛みと痒みは密度の違うエネルギー】
痛みや痒みでセラピーを受けに来られる方の中で、痒みがひどいアトピーの方は、部屋に入っ
てくるだけでわかります。それは、体の周りに静電気のようなフワフワした痒みのエネルギーが
まとわり付いていて、電気に敏感な私は、それを感じるからです。それに対して、痛みのある
方は、もう少し体に近い部分にフワフワしたものがあります。感じとしましては、「痒みの方
のエネルギーは密度が薄く軽い。」「痛みの方のエネルギーは密度が濃くて重い」という表
現でしょうか。どちらも体表面のエネルギーですので、これは埃と同じように払えば、比較
的簡単にとれます。痒みのある方のセラピーを行うときには、埃でも払うようにしてとって
あげますと痒みは簡単におさまります。ただ、とてもまとわり付くエネルギーですので、窓を開けて自分自身につ
いているエネルギーも掃きだしてあげましょう。痛みのエネルギー少し大変です。こちらは、肩こり、腰痛、動悸、
胃痛、喘息、うつ病などにも関係する少し重たいエネルギーで、このエネルギーを自分が受けると同じような症状
になりかねません。よく「霊障を受けた」とか言われるのはこのエネルギーのことだと思います。確かに、それは一
理あるのです。それは、このエネルギーは「想いのエネルギー（想念）」だからです。特に、怒り、恨み、憎しみとい
った感情を持つとこのエネルギーが体に付着し、痛みやコリ、時には痒みなどを作ります。付着する場所は、その
方の電気の滞っている部位や首肩の付近が多くなります。肩こりの方が多いのはこのためだと思います。依然私
は、神社の修行などでこの、想念のエネルギーをとるための「祓いの業」を学んだことがあります。その他にもいろ
いろ勉強して、自分自身は簡単にこのエネルギーを処理できるようになりました。その方法を、私のホームペー
ジ「会員専用ページ」に掲載しますのでぜひご覧になってください。（ｗｗｗ．ｐｒｅｂａｌａｎｃｅ．ｃｏｍ）
【スターライトが祓ってくれる】
スターライトには、この想念のエネルギーを祓ってくれる機能があります。私は、スターライトを導入してから私
の代わりにお祓いをしてくれるので、とても体への負担が軽くなりました。その機能とは「オザリエット療法」といい
ます。オザリエットとは、天然塩の波動で想念のエネルギーを除去してくれるものです。昔からお清めで塩を使い
ますが、塩の波動には想念を浄化する働きがあるようです。クライアントの状態によっては、最初にこのセラピー
を行います。これだけで、肩こりや痛みが消えてしまうことは少なくないのです。このセラピーの目的は、オーラを
回復させて、体の周りにシールドを作るということです。次回は、このオーラとシールドについてお話します。
【次回へ続く】

偏食しがちな方 野菜不足の方 栄養を補給しなければならない方 健康に不安がある方 ダイエットや美容を考えている方に･･･

健康のため・・・酵素飲料は６０種類以上の旬の野菜・果物・ハーブ類を半年から１年、時間
をかけてじっくり熟成発酵させています。水や添加物など、一切使用していない純植物性濃
縮エキスは、解毒と代謝を高める健康飲料です。老化による酵素の不足を補い、代謝の低
下で起きる肥満の予防と改善、ホルモンバランスを整え、美肌と健康づくり、生活習慣病の
予防と若返りが出来ます。血液がキレイになることで、お肌の透明感が増し、吹き出物が出
来にくくなります。
ダイエットのため・・・酵素はローカロリーですが、生命維持に必要な栄養素が含まれてお
り、代謝を上げて脂肪の燃焼を促します。リバウンドの心配もなく、空腹感を覚えずにダイエ
ット出来ます。50ｃｃの飲用で３時間満腹感が得られます。太りたい方は食後に酵素を飲

用。栄養の吸収を良くします。

ﾋﾞｭ-ﾃｨ-ﾍﾙｽｴﾝｻﾞｲﾑ

￥6,825(720ml)

解毒と代謝を高め、短期間で脂肪を燃焼！酵素断食を３日間行った後に補食を３日間摂るダイエット法です。
食べ過ぎや太りすぎは現代病の大きなひきがねとなって美容や健康に大きな影響を与えています。このダイエットはその原因となる
食べすぎを調整して健康な体に戻します。酵素には栄養がありますので、出勤・家事・仕事を控える必要はありません。
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体験談
ビューティー・ヘルス・エンザイムでの３日
間の断食にチャレンジしました。酵素のド
リンク以外３日間まったく食事をしないとい
うことは、赤ちゃんの時の授乳期を除け
ば、私にとっても、体にとってもはじめて経
験することでした。
３日間何も食べないということは、相当辛
いことと思っておりましたが、やってみると
全然平気でした。ハードな仕事をしても、
普段と同じように仕事ができました。これ
は酵素のドリンクに栄養があるので、エネ
ルギー的には問題ないのでしょうね。
断食の効果としましては、３日間で１．５ｋｇ
痩せました。そして何より嬉しかったのが
便の調子と状態がとてもよくなったことで
す。体重が気になる方。疲れやすい方。便
の調子が悪い 方。これ絶対お すすめで
す！！
紫波光太郎

酵素飲料の主な原料
野菜：キャベツ・大根・ニンジン・レンコン・サツマイ

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

自然治癒力が高まる
臓器が休まる
血液がサラサラになる
大腸・肝臓機能が高まる
味覚・嗅覚機能が高まる
吹き出物が出にくくなる
理想の体重になる
解毒が高まり毒素を排泄
呼吸が楽になる
免疫力が高まる
肩こりが減少する
細胞が若返る

モ・ショウガ・ジャガイモ・カボチャ・キュウリ・スイカ・
ホウレン草・トマト・白菜・ツワブキ・小松莱・その他
果物：梅・パイナップル・メロン・白桃・キウイ・アケ
ビ・グミ・ブドウ・イチゴ・ナシ・リンゴ・イチジク・ビワ・
レモン・キンカン・パイヤ・アンズ・カリン・スダチ・ス
モモ・柿・その他
野草：アロエ・ヨモギ・スギナ・菜の花・明日葉・クマ
ザサ・その他

酵素飲用前

酵素飲用後

血液が綺麗になり、サラサラになっています！

海草：ワカメ・昆布・その他
穀物：米・大豆・トウモロコシ・ハト麦・アワ・キビ・そ
の他

第１０話 カーネリアン
オレンジ、赤茶色の石カーネリアンは日本名はでは紅メノウとして知られています。力強く脈打つ心臓をイメージさせ
るこの石は精神と肉体を強化してバイタリティーを与えてくれます。また、好奇心を刺激して積極性を高め行動へと駆
り立てる作用があるので、何かを始めようとするときに用いると効果的です。一方、集中力を強め向上心を引き出して
くれるので受験や資格試験の勉強など目標に向かって一点に集中したいときや、スキルアップを願うときにもお勧めで
す。体の面への働きかけとしては、発熱を抑え、肝臓の働きを強化する作用があるといわれています。
資料提供：メイヤ・フィールズ・ジャパン

１００年分のカレンダーとして…！日々のスケジュール管理に…！

プレバランス占星術ソフト ver.1.10
年末大幅プライスダウン！

通常価格
１５，７５０円（税込）
月の波動カレンダーでこんなことができる！
(〜１２月２８日まで)

１２，６００円

2100 年度まで表示することができます！

このソフトがあれば、他のカレンダーはもう必要ありません！
月の波動カレンダーを表示：
表示する月を変更：
月の波動カレンダーを印刷：

●月のボイド

をクリックする。
の矢印をクリックする。
ボタンをクリックする。

水星の逆行

の時間帯を確認する。

私たちの感情は、月の影響を受けおり、満月や新月は情緒不安定になりやすくなり
ます。占星学では、月が鏡の役割をして惑星が人間に与える影響を反映していると考
えています。ボイド・ムーンとは惑星の波動が月に反射しない時間帯です。このような
時間帯では、その場限りの思いつきや間違った印象などを重大に考えて、自己チ
ェックの機能が失われてしまう。そのためボイド時間帯の決断や約束、行動は後
になってトラブルとなることが多くなります。

月のボイド

【月の波動カレンダー】
※１２月１日〜２１日は水星の逆行
です。
＊＊＊ボイド時間帯は、次のことに注意＊＊＊
計画を見合わせて下さい ・ 重要な話し合いは避けてください ・ 結論は保留してください
途中で方針を変更しないで下さい ・ 大切なものを処分しないで下さい ・ 創作的な仕事をしない
で下さい ・ 交渉の相手を追及しないで下さい ・ 情報を信用しないで下さい
●水星の逆行 のマークがある日を確認する。
惑星の運行速度により通常の進行方向ではなく、逆の方向に戻っているように見える時期があります。（太陽、月、ラーフ、ケートゥ
ーを除く）水星はこの逆行が年に３回あります。この時期には、水星の影響を受ける事柄に関わることは、期待通りにいきません。例
えば、

乗り物などが遅れ旅行などに支障がでる ・ 電子メールが届かないなどのコミュニケーションがうまくいかない ・
コンピュータなどの通信機器が故障する ・ 契約などのミスが生じやすい ・ 宅配便が予定通りに届かない
これらは水星の逆行中に起こる代表的なことと言えます。水星の逆行中はこれらに気をつけ、時間に余裕をもって計画を立てましょう。また、大きな買い
物、
サインなどはこの時期は避けたほうがいいでしょう。

●スケジュールを入力する。
【使用例】・
・引越ししたいのだけれど･･･いつがいいかしら？
・プロポーズ・結婚するのにいい日はいつ？
・大切な契約をしなければなりません、いつがいいでしょう？
・海外旅行に行く予定なんですが、この日で大丈夫？
などなど、お任せください。「水星の逆行」は大丈夫？「月のボイド」は？
このソフトを使えば、すぐに答えがでます！そして、その予定は、コメント
機能で、早速入力しましょう！

引越し １１：３０〜１５：３０
契約締結 １２：００頃

コメントを入力し
た日 にち には 、
上記のマークが
表示されます。

【コメント入力欄】
日にちをクリックすると表示されます。

●『月の波動カレンダー』使い方講座開催！！（無料）
日時：１２月１０日（金）・１１日（土） １２：００〜１３：００

第４弾

講座

是非ご参加ください。
※参加ご希望の方は、お電話にてご予約ください。
月のボイド

あなたも人生の天気図を知ればもうこわくない！

プレバランス式・元気予報
『プレバランス占星術ソフト』ダシャーについて！

インド占星術では、運命の流れを「ダシャー」と呼ばれるもので、惑星の配列から、いつ、どのような影響がやってくるのか
を正確に予想することができます。惑星の周期は５段階にわかれています。強い影響を及ぼす順から
①マハダシャー ②アンタルダシャー ③プラティアンダシャー
④スクシマアンダシャー ⑤プラナダシャー となっています。
【ダシャー全体図】（右図）
そしてそれぞれは、９つの惑星すべての周期をもってお
り、１２０年間のうちのマハダシャーの長さの割合に準じま
す。
プレバランス占星術では、ダシャーには多くのシステム
がある中で、ここでは多くのインド占星術家にもっとも多用
され、もっとも信頼されている「ヴィムショタリ・ダシャー・シ
ステム」を採用しています。このシステムでは、出生時の
月が位置するナクシャトラの位置を始点としてダシャーが
計算されています。
まずは、下記のアドレスからダウンロードしてみて下さい。３０日間無料で使えます。
プレバランスのホームページ（http://www.prebalance.com）から「プレバランス占星術」に入り、体験版をクリック
してダウンロードください。無料体験期間終了後、引き続きご使用になる場合は、シリアルキーとライセンスキーを
ご購入下さい。【定価：１５，７５０円（税込）】

健康講座のご案内
「月の波動カレンダー使い方講座」（無料）
１２月１０日（金）・１１日（土） １２：００〜１３：００ （茨城）プレバランス
プレバランス占星術ソフト機能のひとつである「月の波動カレンダー」の基本操作及び、応用方法など実例を加えなが
ら簡単にご説明いたします。この素晴らしいカレンダー機能を生活の一部としてお役立てください。

「スターライト説明会」（無料）
１２月１２日（日）１０：００〜１２：００ （東京）ＩＨＭセミナールーム
人間の細胞から放たれるバイオフォトン（光子）の測定を可能にした最先端の波動機器「スターライト」の素晴らしい機

能の数々を実際の症例や実験なども交え、ご説明いたします。どうぞお気軽にご参加ください。

「フォトンセラピーＢａｓｉｃセミナー」（ユーザー向け）
１２月１２日（日）１３：００〜１７：００ （東京）ＩＨＭセミナールーム
「スターライト」基本セラピー方法を実演を行いながら、習得していきます。 ※ユーザー以外の希望者は、有料で受講
が出来ます。

「マウス説明会」（無料）
１２月１９日（日）１３：３０〜１６：３０ （大阪）国際会議場グランキューブ大阪
（講師：トゥルー脊椎矯正院 山本成人）腰痛・肩こりなどの痛み SOS に答えてくれるヘルス・エンジェル「マウス」！病
気の原因は、あなたの体が一番よく知っているのです。測定すれば、「マウス」は治療の方向性を示してくれます。実
際に測定し、整体治療をいたします。ツボ（経穴）と筋肉を上手に使い、痛みを取り去ります。マッチングテストも行い
ますので、あなたが気になるグッズをご持参ください。
【お問合わせ】
（有）プレバランス ０２９３−３２−２１３４ 担当：鈴木

「統合医療展２００５」に出展
http://www.kenko-media.com/imec/
※詳細につきましてはホームページをご覧ください。

会 期：２００５年１月２１日(金)・２２日(土)
会 場：パシフィコ横浜 展示ホールＤ
企 画：月刊「メディカルニュートリション」
主 催：ＣＭＰジャパン株式会社
入場料：３，０００円（事前登録制有） ※招待券差し上げます

１２月
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(01：40-06：53)

26 定休日
13：38)

15
(20：44-

21

22

28

16

17
(17：33-

23

02：14)

30 年末休業日
(23：55-

08：01)

11 無料ｾﾐﾅｰ
01：55)

18

02：24)

24
(22：41-

29 年末休業日
(16：34-

(20：04-

01：10)

(14：16-14：53)

27

10 無料ｾﾐﾅｰ

(17：41-23：44)

14

4
(23：52-

9

Ｓａｔ

01：33)

25
(22：31-

31 年末休業日

1／1〜1／3

14：34)

年始休業日

ボイド時間帯は次のことを確認してください。
1.計画を見合わせて下さい。2.重要な話し合いは避けて下さい。3.結論は保留にして下さい。

