プ レ バ ラ ン ス 通 信 Vol.３３
１１月
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・光太郎のひとり言
・商品紹介・・・ピクノジェノール、はすの実
・プレバランス占星術ソフト ・イベントのご案内

何かと天災が続いておりますが、皆様にはお変わ
りございませんでしょうか。１１月より治療家と
して下記の名前を名乗ることとなりましたので、
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
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リウマチとサヨナラする日 その②【痛みのエネルギー】

前回に引き続き母のリウマチを切り口に難病の原因と改善方法についてお話します。アトピーなどのアレルギーも
同じと考えて、是非参考にしてください。
慢性関節リウマチの原因には、いろいろな説があります。今一番有力な学説は、自己免疫説です。しかし、はっきり
した原因はまだよくわかっておりません。原因がわからないから治せない難病なのです。いいかえれば難病といえど
も原因さえ判れば治すことができるはずです。
病気の根本原因を考える場合、人間を物質として考えるのではなく、エネルギーの集合体として考えると根本原因
が見えてきます。もう少し分かり易く説明いたしましょう。
私たちの身体は、約６０兆個の細胞で出来ています。その細胞は、分子が集まって出来ています。その分子は、原
子が集まって出来ています。その原子は・・・と、ドンドン根本を辿っていきますと物質がエネルギーの集合体であると
いうことに行き着きます。ですから病気の原因を追究していきますと、最終的には「エネルギーの異常」が根本原因と
なります。現在、遺伝子による病気の原因や治療法が研究されておりますが、そう考えますと遺伝子治療はまだ「物
質」の次元の医療であり、さらに医科学は、根本なる原因であるエネルギー医学へと進んで行くことになるはずです。
このようなことから、エネルギー医学が近い将来、医療の中心になるものと確信し、日々研究をおこなっております。
大変前置きが長くなりました。
さて、私は、エンジニア時代からとても電気に敏感な体質で、製品の電気的検査をするのが嫌でした。（いつも感電
するのではないかとビビリながら行っておりました。）しかし、この体質が治療家として、痛みや痒みなどをエネルギー
として感じる能力として活用することになるとは夢にも思いませんでした。私は、この能力により身体のどの箇所がど
の程度痛いのか、本人に確認しなくても分かるようになりました。さらに、この感覚は、たくさんの治療経験とともにより
研ぎ澄まされ、現在では、骨折、炎症、細菌、痒みなど身体から発せられているエネルギーの質の違いを感じ取れる
までになりました。そして、この体感を通じて人間がエネルギー体であり、また病気とは身体が発する異常なエネルギ
ーであることを身を持って理解できたのです。
この能力により母のリウマチがどれだけ痛いのかは、そのエネルギーの強さでわかるのでした。エネルギーからみた
リウマチの痛みエネルギーは、それはもう大変強力なものです。リウマチの痛みをエネルギー的に見ると静電気的な
エネルギー（急性）と炎症的なエネルギー（慢性）の二種類分かれます。（アトピーは痛みを痒みと置き換えて考えてく
ださい）静電的なエネルギーの痛みは、体の表面にあるエネルギーで、気功であるとかクリスタルヒーリングなどで比
較的簡単に改善できます。私は、このエネルギーの原因はストレス、磁気障害、霊的な原因によるものと考えており
ます。これらにつきましてはまた別の機会に詳しくお話いたします。次に、炎症的なエネルギーですが、これは体内か
ら発されている痛みであり、これを改善することは大変困難なことなのです。リウマチの治癒が難しいのはこの炎症の
エネルギーの中和がなかなか進まない点にあると思います。アトピーも同様で表面的な痒さと、体内から来る痒みが
あるのです。次回これらの原因と改善方法をお伝えしてまいります。
【次回へ続く】

【スターライト研修会】
先日スターライト購入者の第１回研修会（ベーシック）を東京で行いました。購入してまだ間もない方たちでしたが、
測定がとても上達していましたので安心いたしました。スターライトは、まさしく最先端のエネルギー医学を行う機器で
すが「家庭用治療器」として作られておりますので、マスターするのにそれほどかかりません。このことからも「エネル
ギー医学の時代」を感じるのでした。研修は、毎月定期的に行っております。購入希望者の方も参加できますので、
是非お問い合わせください。
＜お問合せ先＞日本フォトンセラピー協会事務局 ０２９３（３２）２１３４（プレバランス内）

第３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』で簡単に病気を見てみよう！
● 罹りやすい「急性病」と「慢性病」をみてみましょう！
下の図をチャートといいます。チャートの周りに書かれている数字（例：黄色（6th.h）が「第６室」、青色（8th.h）が「第８室」）を
部屋といいます。各部屋には、それぞれ色々な意味がありますが、ここでは、第６室「急性病の部屋」と第８室「慢性病の部
屋」をみていきます。この各部屋に入っているマークを惑星記号といい、数字を星座番号といいます。どの部屋にどの惑星
と星座が入っているかで、罹りやすい病気が分かります。
①まずは、黄色の第６室に入っている惑星記号
（土星）のマ
－クをクリックしてみましょう。土星の「罹りやすい病気」欄を確認
します。
②次に、同じ第６室に入ってい
る星座番号４（蟹座）をクリック
します。そこで、蟹座の「支配
星」をみます。蟹座の支配星は
「月」であることが分かります。
③そこで、月の惑星記号
をクリックします。
①と同様に、月の
「罹りやすい病気」
欄を確認します。
④全く同じ方法で、
青色の第８室に入
っている惑星記号
と 星 座 番 号 から 、
「罹りやすい病気」
を確認しましょう！
※惑星につきましては、下記表を参照ください。
※惑星記号の入っていない部屋があります。その際は、星座番号から「支配星」を確認し、その支配星の「罹りやすい病気」
を確認してください。

●「惑星記号」と「罹りやすい病気」

太陽循環器、高血圧、目の病気

月神経系、心臓病、消化器系

水星消化器系、神経系、皮膚病

金星腎臓、生殖器、泌尿器、目、喉

火星熱病、ケガ、胃潰瘍、肝臓病、結核

木星肝臓病、皮膚病、関節痛、心臓病、糖尿病

土星難聴、リウマチ、泌尿器系、通風、喘息
ラーフ
ラーフ皮膚病、原因不明の病気、悪性腫瘍、むくみ、うつ病、引きこもり
ケートゥ感染病、生殖器の病気、消化器系、潰瘍、風邪、記憶力低下
いかがでしたか？ご自分の罹りやすい病気が分かりましたか？これは、必ずその病気になるということでは決してありませ
ん。しかしながら、元々罹りやすいことが分かっていれば、その点に注意して生活することがとても大切になります！

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）】
※次回「第４弾」では、病気の罹りやすい時期の見方を簡単にご紹介します。

今月の一押し商品

婦人病に役立つ
役立つ商品をご
商品をご紹介
をご紹介します
紹介します

今月は
今月は、急増する
急増する

は、
フランス海岸松から抽出した天然の健康機能補助食品。驚異の抗酸化力で体
内の活性酸素を除去し、婦人病やがん、生活習慣病など活性酸素を原因に発
症するおよそ 70 種類の病気を改善します。食品、化粧品、そして薬品として、
全米をはじめとする世界中の人々の健康維持に役立っています

月経困難症、
月経困難症、子宮内膜症の
子宮内膜症の治療薬として
治療薬として特許取得
として特許取得！
特許取得！
【期待される薬効】
体の大敵・活性酸素を撃退する「フラボノイド」を 40 種類以上も含み、ビタミン E の 170 倍、ビタ
ミン C の 380 倍という驚異の抗酸化力で、活性酸素によるダメージから私たちの体を守ります。
がんや生活習慣病の予防・改善はもちろん、現在、根治療法がないと言われている生理痛や子
宮内膜症などの婦人病の特効薬として期待されています。
・生理痛、子宮内膜症など、現在、根治療法がないと言われている婦人病を、改善＆完治

ピクノジェノール
スーパーPDｒ.
（１２０粒）
価格：１２，６００円
㈱トレードピア

（子宮内膜症・不妊症・更年期障害・月経前症候群（PMS）・月経困難症・生理直前の浮腫・チョコレート嚢腫・こしけなど）

・血管内のコレステロールを除去し、脳卒中、心筋梗塞、動脈硬化、心臓病を防止
・血液中の血小板凝集を防ぎ、血栓症を予防
・紫外線による皮膚の酸化を防ぎ、シミ、シワ、老人性斑紋症を予防
・活性酸素による血液のダメージを防ぎ、肩こり、五十肩、慢性疲労を軽減

お召し上がり方
栄養補助食品として一日４
～５粒を目安に、水または
お湯と一緒にお召し上がり
下さい。

BOOK Information
女性の救世主・ピクノジェノールのすべてを紹介。安全で副作用なし。科学的根拠に基づく機能性食品があなたを変える。子
宮内膜症の 70％、肩こりの 80％が改善！（日本代替医療学会学術集会発表）
【体験談：1 週間で痛みが軽減、鎮痛剤さようなら・ホルモン療法と併用でチョコレート嚢胞消失・坐薬が５分の１・胸の痛みも
なく、肌がきれいに・できにくいといわれた待望の赤ちゃん！医者も驚く奇跡の妊娠 他】
『脱・子宮内膜症宣言―女性の救世主・ピクノジェノールのすべて』
星野 泰三 著（元気健康ブックス） 価格：１，２６０円（税込） ※プレバランスでのお取り扱いはございません。書店にてお求めください。

■ハスの
ハスの実 スティック
ハスの
ハスの実
で
心身が
心身が
奮い 立つ
ハスの実 スティック
（２ｇ×６０本）
価格：２，９４０円
㈱自然健康社

お召し上がり方
口奥に水を含み、
いっしょに飲み込
んでください。１本
ずつ、１日２～３本
をお飲み下さい。

強精と精神安定は、副作用がないハスの実に頼るのが一番です。驚異
的なスタミナ食で、心身両面に奮い立たせます。それでいて精神が安定
し、不安感が消えてよく眠れます。インドから中国経由で渡来しました。か
つては貴重品で、貴族階級ばかりが食べていました。
【期待される効用】
・心臓・腎臓・胃腸・生殖臓器の働きを補い、炎症を治める
・気力・体力の低下、インポ、精力減退、神経衰弱、疲労体質、虚弱体質
・慢性の泌尿器疾患、前立腺肥大、膀胱炎、糖尿など
・神経過敏による心臓がドキドキの動悸
・子宮にまつわるトラブル全般に有効で、子宮の異常出血、こしけ、月経
過多、子宮筋腫の出血が治まる

第９話 タイガーアイ
黄土色の縞模様がトラの目のように見える石タイガーズアイは、すべてを見通す目として考えられ災
厄を退け成功をもたらす石として知られています。
この石は頭脳を明晰にして決断力を高め成功へと導くことからビジネスには欠かすことのできない石
とされています。やりたいことがあってもなかなか行動に移せない人が持つと失敗への恐れが取り払
われ行動力が高まるでしょう。またクリエイティブな活動や直感力がほしいときに身につけるとアイディ
アが湧いてきます。仕事運全般を高めてくれます。
資料提供：メイヤ・フィールズ・ジャパン

イベントのご案内

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.waterforlife.jp/

第１回“Water for Life”
Life”フェスティバル開催
フェスティバル開催！
開催！

※詳細につきましてはｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい。

「水からの伝言」の著者・江本勝博士が、2003 年 12 月 23 日第 78 回国連総会において、2005 年 3 月 22 日（世界水の日）
より 10 年間を、「『命のための水』国際の 10 年」とすることを決議したことに賛同し、NPO 法人「国際生命の水協会」を設立。
このことを期に記念祭典を開催いたします。
■ 大ホール：メイン会場として、様々なセレモニーや映画上映会、講演会、対談会などを開催
（有料）
■ 国際ホール：【特別フォーラム】松永修岳先生、船瀬俊介先生、七田 眞先生、ヘーゼル・ワン
ダー博士、望月俊孝先生、中西研二先生（有料）
■ 中ホール：【映画上映会】①ベストセラー『神との対話』の著者、ニール・ドナルド・ウォルシュ共
同で作った話題の映画「インディゴ」、②江本勝博士の水の氷結結晶写真が重要なモチーフとなって
いる全米話題の映画「私たちは一体全体何を知ってるの!?」（有料）
■ 会議室：ワークショップ、出展コーナー、体験コーナー、展示コーナー（無料）

プレバランスが出展いたします！

出展内容

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております！。

スターライトによるデモンストレーション及び、体験セラピーコーナー
スターライトワークショップ【入場無料】
開催日時：１１月２７日（土）・２８日（日） １２：００～１３：００

■
■

開催場所：会議室ワークショップ会場

１１月

やすらぎの空間

（ ）内の表示はボイドの期間を表します。
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