プ レ バ ラ ン ス 通 信 Vol.３２
１０月
１０月の内容
・オーナーのひとり言（リウマチとサヨナラする日）
・商品紹介・・・菊芋ＭＡＸ プレバランス占星術ソフト
・講座のご案内（スターライト説明会、元気予報）
本格的な秋を感じる季節となってまいりまし
た。秋は、収穫の季節でもありますが、冬に備
える季節でもあります。風邪の季節の冬に備え
る季節ともいえますね。どうぞご自愛ください。
プレバランス 上田 英憲

オーナーのひとり言
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リウマチとサヨナラする日 その①

今回は、私にとってとても嬉しい出来事がありましたのでシリーズでご報告させていただきます。
私が、治療家になった理由の一つは難病といわれる母のリウマチを治すことでした。１３年前に発症してから今
日まで、いろいろな治療を研究しては、母に試してまいりました。それらは、オイルマッサージ、気功、浄霊、クリ
スタルヒーリング、ケーシー療法、自然食療法、先祖供養、波動水、整体、レイキ、風水による住環境改善、
e.t.c.・・・。また、効果が期待できるとされるサプリメントもどれほど購入しては試してきたことでしょう。いうなれば
私の治療家としての歴史は、母の治療の歴史とも言えます。
数年前「おばあちゃんの今一番の望みはなんなの？」と聞いたことがあります。その時に母は「死ぬまでにこの
痛みから一日でもいいから解放されたい」と言いました。リウマチとは、それほど辛い病気なのです。発症当時は、
その痛みやリウマチ熱から体重が激減し、１０ｋｇ近く痩せました。関節という関節は腫れあがり、アゴの間接まで
おかしくなり、口の開閉すらうまくいかない時期もありました。また、痛みで寝られない日が続き布団の上に座り、
痛みのある手を叩きながら泣いて暮らしておりました。寝てから起き上がること、たった数センチの敷居の段差さ
え乗り越えること、歩行すら困難な状態でしたので、ひどい時期にはトイレまで這って行き、便器につかまりなが
ら立ち上がり用をたしていました。そして、手の痛みで力が入らないのでお尻を拭くことさえできなかったのです。
このような状態でしたので、当然病院での治療に通っておりました。しかし、３年間で病院の治療はやめました。
その理由は、先生から「この病気は一生治らない病気なので、症状を抑えるだけです。」と言われ、「現代医学で
はリウマチは治せない。」と断言されたからです。また、薬の副作用でムーンフェース（顔がお月様のように腫れ
てしまう）やめまいが頻繁にありましたし、最後には副作用で腎臓が悪くなり、人工透析になる可能性があること
もわかりましたので、それも病院での治療をやめる理由の一つになりました。治らない上、さらに違った病気で苦
しむ運命なんて、母も私も受け入れられませんでした。そこで、母の治療は私がおこなうことにしました。私は、２
０年ほどエンジニアとして会社勤めをしておりましたが、母のリウマチと同時期に発症した娘のアトピー、喘息を治
すために脱サラして治療家になったのでした。
あれから１３年が経過しました。母は、これまで行ってきた治療とサプリメント（季宝、ＥＭ－Ｘなど）、食事療法
により日常生活には支障のない状態までリウマチは改善していました。しかし、完全に痛みを消してあげるという
ことはどうしてもできませんでした。本人いわく「８０％の改善」といった状態でした。治療家として、私も正直限界
を感じておりました。「やはりリウマチは不治の病なのか・・・」と。
２００４年４月から導入したスターライトが素晴らしい効果をあげていました。しかし、なぜか母には試しませんで
した。１３年間というリウマチの治療は、自分の中で「リウマチはこれ以上何をやっても改善できない。やはり不治
の病なんだ。」という諦めがあったからかもしれません。あるとき膝が痛くてスターライトの施術を受けに来たお客
様から、目の前を足を引きずりながら辛そうに歩く母をみて「先生！おばあちゃん膝が痛そうだけど治療してあげ
ないの？」と言われました。私は、はずかしくなりました。家族を治せない治療家が他の人を治せるはずがなく、
説得力もありません。そしてこの事が切っ掛けで「母のリウマチ完治」への再チャレンジがスタートしたのでした。
２００４年８月３日、三百年草というハーブの情報が入ってきました。なんでもガンに効果がるということです。効
能を調べてみますと膀胱、腎臓によさそうでした。リウマチの原因は、腎臓、膀胱にあるということがわかっていま
したので早速これを入手し、スターライトと三百年草の併用で母の施術を開始しました。（２００４年８月中旬）。
２００４年９月３０日、私は自分の目を疑いました。なんと！母は私の目の前で嬉しそうに走ってみせたのです。
数日前からまったく痛みがないというのです。このようなことは１３年間一日もなかったことなのです。
次回続きをお伝えいたします。

第２弾

あなたも人生の天気図を知ればもうこわくない！

講座

プレバランス式・元気予報

「元気予報」とは、プレバランス占星術を「健康編」にまとめた講座です。体験版
体験版ソフト
体験版ソフトもできました
ソフト
ので、この講座で習得した方法で自分や家族の未来の健康状態を予測してみてください。日時な
ど詳しくは「健康講座のご案内」をご参照ください。

『プレバランス占星術ソフト』を使うと、こんなことができる！
●月の波動カレンダー
毎月通信の最後に掲載しております「月のボイド」や「水星の
逆行」を 2100 年度分まで、表示することができます。
【月のボイド時間帯】
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
【水星の逆行時期】
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
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。

水星の
水星の逆行

月のボイド

●ドーシャチェック
「表示」⇒「ドーシャチェック」を選択頂きますと、画面でのド
ーシャチェックを行うことができます。
【ドーシャからみる罹りやすい病気】
インドのアーユルヴェーダ（生命の科学）のドーシャには３種類があり、
どのドーシャが優勢かによって体質や気質が決まる。
●風の波動（ヴァータ）・・・坐骨神経痛、冷え性、大腸疾患、頭痛、脳
卒中、パーキンソン病、高血圧、心筋梗塞、不眠症、鬱病
●火の波動（ピッタ）・・・胃・十二指腸潰瘍、肝・胆・膵疾患、アルコー
ル依存症、心疾患（心筋疾患）、皮膚病、ガン、アトピー性皮膚炎
●水の波動（カパ）・・・気管支疾患、喘息、鼻炎、糖尿病、関節炎、腫
瘤疾患、花粉症、リウマチ

●ナクシャトラ
天空を２７で分ける
ナクシャトラ。これは、
月が約２７日で天空
上を一周することに
対応しており、月を
重視するインド占星
術では非常に重要な概念の
ひとつです。性格・職業・家
庭・健康に関するデータを見
ることができます。

赤く反転している文字を
クリックすると、右の表が
表示されます。

３０日間無料体験版！お陰さまでダウンロード数２００件を越しました！
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）】
※次回「第３弾」では、実際に病気を見る方法を簡単にご説明します。

今月の一押し商品
菊芋の
菊芋のイヌリンが
イヌリンが食生活を
食生活を改善！
改善！『菊芋 MAX』
MAX』！
「菊芋 MAX ジャムタイプ 90 袋」は、菊芋を濃縮してジャム状にした商品です。菊芋は、北米原産のキク科の
植物。その塊茎はイモと呼ばれていますが、でんぷんはほとんど含まれておらず、イヌリンという食物繊維が
豊富なことが大きな特徴。体内環境のコントロールに役立ちます。本品は、液体タイプなので吸収率がよく、ビ
タミン E も配合。手軽に旅行や出張に持ち運びできる形態で、一年を通じて菊芋を摂取できるよう配慮された
商品です。ミネラル、ビタミン、酸素が豊富に含まれ、糖分、塩分、脂肪分を低下させ、腸内を活性化し、基礎
代謝を活発にするので、細胞がよみがえります！
「三百年草」と一緒に摂取いたしますと、「ガン・リウマチ」などにも効果が表れます。
食事と一緒に１日２～６袋を目安にお飲みください。
本品は濃縮キクイモシロップにビタミンＥを加え、袋に詰めてあります。
スティック状の袋に小分けしてありますので外食の多い方でも気軽に持ち運ぶ事が
できます。

菊芋とは

菊芋とはイモを食用とするキク科の植物の根です。デンプ
ンを主体とするイモ類とは異なります。原産地は北アメリカ
北部。学名は『Herianthus tubeross』です。
信州伊那谷では秋になると太陽をいっぱいに浴びて黄色
い花を咲かせている菊芋があちらこちらで見かけられま
す。わが国には、明治初期にアメリカから飼料用作物とし
て導入されました。第二次世界大戦後の食糧難の時代に
は作付け統制野菜になり、配給され代用食とされました 。
またその頃には家庭でも多く栽培されました。

菊芋 MAX
ジャムタイプ
（90 袋）
日本糖尿食研
\15,750（税込）
【おススメ商品】
三百年草（90 袋）
日本糖尿食研
\18,900（税込）

「菊芋」はすごい！
先日販売元の五周年記念パーティに出席してまいりました。代理店や仕入先の他に全国から愛
飲者の方が出席されておりました。その方たちからの体験談を聞いて改めて「菊芋」のすごさを再認
識しましたので、なんとしてもご紹介したくて今月は「菊芋」を特集したわけです。
まず驚いたことは、愛飲者のみなさんは、菊芋を販売してくれた販売元の社長にお礼が言いたくて
かけつけたというのです。購入しているお客さんがお礼を言いたいと集まってきていたのです。その
ことが、この菊芋の効果をあらわしていると思います。その出席者の体験談を一例ご紹介します。
この方は、糖尿病で目が見えなくなってきたそうです。また指の壊疽（手足が腐る）も始まってきて
おり、絶望の時期にこの菊芋と出会いました。飲み始めて、しばらくして目がほとんど見えなくなって
しまい、販売元に「効果ない！」と苦情の電話をしたそうです。販売元の社長は自信をもって続ける
ように話したそうです。その結果、糖尿病はみるみる改善され、現在ほとんど見えなかった目も視力
０．９に回復し、指の壊疽も治り、血糖値も安定したというのです。会場は、長野県で行われたのです
が、その方は兵庫県から出席されておりました。そして、自分の目で、自分の足で今日このパーティ
ーに出席できているということは、奇跡であると涙ながらに報告されておりました。
他にもたくさんの方が、菊芋で救われたと話されているのを聞いて「糖尿病には菊芋！」を再確認
した一日でした。
ｂｙ 上田

第８話 翡翠
翡翠
不運を避け人生の成功を守護する石として知られる翡翠は 中国では玉と呼ばれ古来より王の象徴として特
別に扱われてきました。また、夜の平和な眠りを守りあらゆる災難から身を保護すると言われてきました。こ
の石は装身具としてだけではなくオブジェとしても用いられてきました。蝶型の翡翠は恋愛の成就に、スカラ
ベ型は富貴を象徴し 細工が施されてきました。一方、血液を浄化して毒素を排出する働きがあるといわれ
ています。
資料提供：メイヤ・フィールズ・ジャパン

健康講座のご案内
スターライトの無料説明会・フォトンセラピーを下記にて行ないます。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。 また、プレバランスではプレバランス占星術の医療編である「元気講座」を
下記の通り行ないます。

「スターライト」 東京・名古屋 説明会
■名古屋１０月１６日（土） 今池ガスビル
１０：００～１２：００（スターライト説明会・無料）
１３：００～１７：００（スターライトによるフォトンセラピー）

■東京１０月１７日（日） ＩＨＭセミナールーム
１０：００～１２：００（スターライト説明会・無料）
１３：００～１７：００（スターライト研修会）

※名古屋のみ先着５名セラピー受診可 １０，５００円（予約制）

※東京の午後はｽﾀｰﾗｲﾄﾕｰｻﾞｰ向けの研修となります。
別途お問い合わせ下さい。

今池ガスビル

【お申し込み・お問合せ先】 株式会社アイ・エイチ・エム TEL：０３－３８６３－０２１１ FAX：０３－３８６６－５３５３

「スターライト（無料）」説明会・「元気予報」講座 プレバランス（茨城）
■日時：１０月２６日（火）
■定員：６名（先着順）
■時間：１０：００～１２：００（スターライト説明会） 無料
１３：００～１７：００（元気予報） ※会費：一般１０，５００円、会員８，４００円
■お申し込み・お問合せ：プレバランス ０２９３－３２－２１３４

１０月
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（ ）内の表示はボイドの期間を表します。
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