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 「金曜日ベィビー」が急増中。
その後の母子の健康への危
険性。

「金曜日ベィビー」が急増中。その後の母子の健康への危険性。
Friday Babies - The Hidden Dangers of Scheduling Delivery

 とうとう見つけた、健康追求
の最後の鍵

最近「金曜日ベィビー」が増えている。これは、
親と医師の都合で、出産日をコントロールして
生まれる子供のこと。医師や親の都合で、週末
前の金曜日に生まれる子供が増加しているので
ある。

 6・7 月の講演会予定
 製品紹介 ： ネオバランス
 中年期の危機を吹っ飛ばす、
元気なアメリカ女性達！
 大好評・アメリカの自然療法
 Jolly－楽しい－Times
 心の栄養
 ネオソース : 突然人生を好
転させてくれたサプリメント

ニューヨーク・タイムズ誌は、特別な医療上の理
由もなく、本人や医師の便宜の為、陣痛促進剤
を使用し、出産を早めたり、出産日時を調整す
る妊婦が急増中していると発表。幾つかの病院
では、今や５０％以上の妊婦が出産時期をコン
トロールしていると報告されている。しかし、この
最近の傾向について、多数の産婦人科の専門
家が、懸念を示している。
かつて、陣痛促進剤の使用や帝王切開による
出産は、妊婦１０人に１人という非常に少ない割
合だった。それは「母親や胎児の生命が危険な可
能性大の時のみ」に限定されていたからである。
しかし、昨今は特に医療上の理由ではなく、辛
い妊娠期間から早く脱したい妊婦や、週末にゴ
ルフをしたい、呼び出されたくない、学会に出な
くてはならないと言う、医師達の便宜上の理由
からである。
このように人間の都合に合わせて、出産する事
は安全な事なのだろうか？今号２ページでご紹
介の「スペシィフィック・カイロプラクティック」とい
う上部頸椎の調整をなさってられ、４０年弱も自
然治療に携わり、多くの母子の健康のお手伝い
をされている辺泥先生も、最近の傾向について
危惧しておられる。
「人間は生まれて来る時に産道を通り、右回りに
１回転する。その時に柔らかい脳の部分が刺激
される事がその後の健全な発育にも必要。また、
それが人間としての最初の試練であり、産道を
通って産まれる事にも重要な意味がある。
今の子供達は、あまりよだれを垂らさない。よだ
れというのは、口の中の唾液。「活」（活きる）は、
さんずいに舌と書き、「よだれ」を意味する。よだ

れを出さないということは、活気がない、不健康
な証拠。
それは、最近、病院でお産をする人が多いこと
が原因の一つ。そして、勝手な理由で陣痛促進
剤を使用し、無理に子宮を収縮させ、出たくな
い子供を出す。すると母子共に、非常に無理が
かかり、子供は上部頸などにも歪みが生じ、そ
の後の健全な成長に問題を残す。また、母体の
回復、その後の健康問題の原因ともなる。」
アメリカでも不自然に陣痛促進剤を使用すると、
帝王切開、痛み止めなどの薬物使用の増加、
入院の長期化となり、結果的には医療費の増加
とつながり、反対に患者のリスクや医療費の負
担も増大する事が指摘されている。
今アメリカで最も広く使われているピトシンという
陣痛促進剤も、胎児の死亡死のリスクを減らす
が、反対に様々な副作用をもたらす。今や自閉
症の原因と言われている、ワクチンなどに入って
いる保存料の水銀が陣痛促進剤にも含まれて
いる。不必要に薬物を使用する事は、その後、
自閉症、湿疹・喘息・アレルギーやその後の様
々な免疫疾患を起こす要因ともなる。
患者は、一般的に医師の言うことを何でも信用
してしまう傾向にある。しかし、事前に色々勉強
し、出産後も母子共に安全で、健康でいられる
最高の選択をする事が必須である。
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とうとう見つけた、健康追求の最後の鍵 Introducing Mr. Petti
「後一つ健康への鍵があるはず」と本能的に、意識
の深い所で何かを探し求めて、遂に大発見！！
これは、昔アメリカのカイロプラクティックを一番先に
始めた人の、息子さんが発見した方法。体の色々な
所を調節しても、あまり効果が無い事に気づき、様々
な実験と研究を続け、とうとう、「鍵」を発見。英語で
は、「スペシフィック カイロプラクティス」と呼ばれ、密
かに日本に伝わり、今はアメリカでも日本でも、限ら
れた人達だけが恩恵を受けている方法。
辺泥先生のアジャストと
私達の自然治療で
日本では「上部頸椎カイロプラクティック」と呼ばれ、
鬼に金棒！
背骨の一番上の、第一頸椎と第二頸椎だけをアジャ
ストする事により、体全体に影響を及ばす。ここの部
分だけを正常にする事により、 宇宙の叡智: 生命の
中にある先天的知能（Innate Force）が脳から、体全
体に流れるようになり、生命力が１００％の力を発揮
できるようになると言う理論。
珊瑚礁のネックレスをイメージして下さい。どこか一
つでもずれるとネックレスが全部歪みますよね。こん
な感じで、脳の下の、背骨の中の一番重要な所が歪
むと、背骨全体が歪む。すると、それが内臓の機能
にも、肉体にも心にも全て影響するとの事。この一番
大切な部分が正常になると、体全部と精神までが正
常に機能し始めるのです。
調節は一分もかからないが、結果は私が今までとに
かく色々試した中でダントツに最高の効果！私が探
し求めていた、真の健康管理の「最後の鍵」でした！
第１・第２頸椎の
アジャストが
体全体に影響。

私の場合は子供の頃から背中が湾曲していたり、２５
年前にじん帯を破損して手術をしているので、体が
歪み、腰痛が出やすく、座骨神経痛の気配がありま
した。２月の日本滞在の最終日に一度だけのアジャ
ストで、腰痛が解消。また、これだけ喋っても声もか
れずに元気で、とにかく、今までの人生で最高に調
子がよいのです！

また、今の所、私の紹介で２００人以上が体験したよ
うですが、全員大喜び。どんな外科的問題から内臓、
自閉症、うつのような心の問題まで、何でもゴザレ。
自分の生命力が１００％発揮できるようになるのです
から、治癒力も１００％になり、どんな体の支障も自然
とよくなるのが当たり前。
先生のお名前は、お母様がアイヌの牧師さんの所に
養女になられ、アイヌの名前を漢字にし、日本に一
つしかないお名前。カイロや整体は４０年弱の実績
で、１７年間この上部頸椎の治療専門。自然治療の
情報や叡智も驚く位豊富で、お料理上手、手品も占
い、手相もされる、とても優しく楽しい、最高の人間
性の先生！
私達の他のお勧めの沢山の自然治療（栄養、解毒、
光治療、前世治療、食生活の改善、最高峰の歯医
者さん）などと、辺泥先生のアジャストを組み合わせ
ると、「鬼に金棒！」あと、前向きな発想と周りに良い
事を広げる実践で、皆さんは超元気、健康で幸運、
間違えなし！！（越山雅代記）
超お勧めの辺泥（ぺてぃ）先生のご連絡先：
電話番号とファックス：03-3986-3834
交通：JR 大塚駅南口より１分
診療時間：朝 10 時～夜 6 時まで。
（土日、祝祭日もオープン）
第２水曜は午前中のみ（翌日北海道の為）
東京定休日：木曜日
第２木曜日：北海道千歳、第１・３木曜日：新潟県長
岡にて治療。
治療代：初回 8000 円、2 回目以降 5000 円（１回）、
4500 円のクーポンも有り。
まずは、電話でアポイントを。

6・7 月の講演会予定 Masayo Seminars
越山雅代さんによる、“自然治癒力をハーブで高めて元
気になれるコツ”を大公開。アメリカ最新の自然療法で
心・体・魂を健全にし、最高の自分を生きる秘訣を紹介。
非常に楽しく、参加するだけで元気になれると大好評。

声がれ無し！益々
元気パワーアップ
の越山雅代さん

７月 ２日（土） 大阪
３日（日） 東京 （水島智裕さんと合同＊）
９日（土） 富山
１０日（日） 石川
１６日（土） 福井
１７日（日） 福岡
＊題目「超カンタン！あっという間に元気・強運に感電
セミナー」

是非、日本中のお友達を各地の講演会にお誘
い下さい。詳しくは 「日本を元気にする運動」ホーム
ページ www.masayo.us の「日本を元気にする
運動」の「講演会・セミナー予定表」をご覧いた
だくか、スケジュール担当の菊池みどり宛てに
（E メール: midori@midorisan.us / ファックス：
アメリカ国番号 1-360-387-1836 迄 )、もしくは
サポートセンター、この運動への紹介者の方に
お問合せ下さい。また、越山雅代さんを講師と
して、心や健康のセミナーなどを開催なさりたい
方は、菊池みどりまでご連絡をお願いします。
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製品紹介 ： ネオバランス 「女性を女性特有の問題から開放するという真の女性解放食品」
Product Spotlight: NeoBalance
今まで世の中は、女性特有の問題を真剣に扱ってはく
れず、私達は誰にも相談する事もできず、人知れず自分
の性格や自分自身を責めていました。しかし、私達の長
年の問題は女性であることが原因であるという事実を基
に、女性生化学者が、女性の為に「ネオバランス」を世の
中に送り出してくれました。
生理前症候群（PMS）の主な症状について：
記憶力の低下、腹部・胸部と体中の膨張感と痛み、関節
痛、腹痛、体と関節のむくみ、食欲増加、甘いものへの
渇望、喉の乾き、体重の増加、気分の激しい浮き沈み、
憂鬱感、短気、倦怠感、自己嫌悪感、自尊心喪失、感情

のコントロールの困難、頭痛、吐き気、便秘、下痢、吹き
出物、不眠症、過度の疲労、体温の急速な変化による寒
気と火照り、悲哀感、寝汗、高血圧、物忘れ、どうき、イライ
ラ、興奮、落ち着いた満足感が感じられない、など１５０も
の症状があると言われている。
臨床検査により、ビタミン B-6, マグネシウムは、生理前
緊張症によるむくみや乳房の腫れを緩和すると証明され
ている。ネオバランスに含まれるハーブは、昔から、中国
やアメリカインディアン達が、女性特有の健康問題や症
状に使用してきた。

「母親が変われば、子供も変わる」娘を宝ジェンヌへの第一歩へ導いた母（高松 大麻照代）
子供４人、夫、義母の７人家族で、夫と会社を経営し、２年前に
経済的な困難を体験し、学習障害のある次男の事でもずっと悩
んでいました。
ある気功の先生に、越山雅代さんの講演会に誘われ、雅代さん
から健康に生きる美しさ、尊さを感じました。金銭的理由と自分
の頑固さの為、栄養補強を始めたり、止めたりしましたが、どうし
ても栄養補強が必要であることを強く感じ、今は継続し、様々な
素晴らしい結果を体験しています。
私は、雅代さんとお勧めの物が、パワフルな素晴らしい力をもた
らす事を不思議に感じ、心の奥深い部分で、何かの形で雅代さ
んと繋がっていたかったのです。
その理由の一つには、ジョリータイムスの「もらいおじいちゃん」
の記事を読んで感動したことも。雅代さんご夫妻が、奥様を亡く
した８０歳の方を「もらいおじいちゃん」して、家族のように、大切
になさっているということでした。
利己主義で自分や家族のことだけしか考えていなかった私は、
雅代さんご夫妻のように、まわりの人に、できるだけ役に立つ事
をさせていただくという生き方をしたいと思いました。困難に直面
すると、私は直ぐに弱音を吐き、否定的なことを言ってしまいが
ち。それが原因で、家族にも温かい雰囲気や安定感・愛情を与
えることができませんでした。
私は、ホームページ、雅代さんの本を読み、月１回の充電会に
参加し、いつも元気を充電の努力を続けました。
そんな中、昨年４月に、“宝塚歌劇団 90 周年”の新聞の特集記
事が目にとまり、私は直感で、娘に挑戦させてやりたいと願いま
した。４歳の頃から、宝塚の「ベルサイユの薔薇」のビデオが大
好きで、磨り減るまで何度も繰り返し観ていた娘。「お金が無くて
も、絶対、実現させてやりたい！！」と情熱が湧いて来たのです。
主人は猛反対。
宝塚音楽学校に入る為の予備校に即入学し、高２の娘は、それ
から毎週末、愛媛から神戸に通学。さらに、その夏に四国中央

市の合併記念行事のミュージカルのオーディションを受け、何と
主役を獲得！この練習も追加し、私も会社の経営と付き添いで
非常に多忙な毎日の連続でしたが、この栄養補強のお陰で、心
が常に安定し、体調もよく、見事にこなせました。
また、娘の酷い便秘もネオパックで直ぐ解消。ポコッと出ていた
お腹もすっきり。必需品のスプリングで体が軽く集中力上昇。２
日間計４回公演で、延べ２０００人の前で堂々と歌って踊り、感
激の涙と拍手喝采の大好評の舞台でした。そして、1000 人中た
った 50 人の競争率 20 倍の狭き門を突破し、見事宝塚音楽学
校に合格！
私が変わったことで、家族全員が変わりました。栄養が体だけで
なく心に及ぼす変化には目を見張ります。体調が良くなっただ
けでなく、イライラ、不安、心配が減り、気持ちが安定し、物事が
前向きに考えるようになり、行動力がつきました。
学習障害のある次男にも、愛情一杯で接することができるように。
以前は、学びが非常に遅く、イライラし、「どうしてこんな子が」と
苦悩の連続。そして、「なぜ、こんな成績が悪いのか？」という罵
倒をあびせ、息子はもっと殻に閉じこもるという悪循環。
今は、私が精神的に安定し、皆の良い所を見れるように視点を
変えたことで、息子は非常に心を開き、家族も円満になり、それ
ぞれの才能や個性を尊重し、愛情を持って接することできるよう
になりました。
私は、雅代さんの教えを心の指針とし、無意識にそれを行動に
移していたのです。これからも、雅代さんからの「健康と幸せへ
のコツ」をどんどん実践し続けます。
© 2005 Quest Group International, Inc.
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中年期の危機を吹っ飛ばす、元気なアメリカ女性達！ Women Surviving MidLife Crisis
一昔前、アメリカの女性達は、中年期（４０歳以上）に
達すると、更年期障害、老化、ストレスなどの問題が
あり、危機状態に陥っていた。
しかし、今や、ベービーブーマー（1947 年～64 年生
まれの人たち）女性達は、非常に逞しく、中年期の危
機を物ともせず、子供が成長し、手が掛からなくなる
と、家事なども軽減したことを理由に、自己成長・自
己実現・精神世界への目覚め・キャリア育成などのチ
ャンスとして、活躍し始めている。
女性は、生来、口コミ上手。自分の問題を克服できた
ら、その方法や解決策を、多くの人に広げ、同じ問題
を持つ女性を助けたくなるもの。女性としての感性を
活かし、中年期の女性による、中年期の女性を対象
にしたビジネスが大流行。
その一例として：
＊年老いた親達が、死を可能な限り、快適に迎えら
れるホスピス
＊人生を再認識できる冒険旅行（ニュージーランド）
＊デパートなどにない、４０代以上の女性が、本当に着
たい洋服をトラックで販売
＊ローズヒップ入りのビールを製造・販売。（この女性
は、ビジネスを通じ、偶然出会ったパートナーと結婚）

＊Curves （カーブス） という女性専用のダイエット・
運動センターの全米チェーン
＊オペラ・ウィンフリー（全米で最も影響力のある女
性啓蒙家）の影響を受け、精神世界・魂の成長など
のクラスを開催
以前は、子供を対象にしたビジネスが主だったが、
少子化が進み、子供の数が減少。ベービーブーマ
ーが中年期に達したこと、購買を決定するのは、主
に女性である為、今や、中年期の女性対象のビジネス
が台頭。
男性は、家族を養う為の手段として、仕事をしている
ことが多いが、女性は、それだけでなく、自己実現、
自己成長などを仕事を望む。
中年期の女性達は、男性に比べ、大変楽天的。健
康志向で、自分が健康で長生きできると思っている
女性が多い。スポーツクラブやジムへの入会率も、
男性の２倍。さらに、フルタイムで大学に通う女性達
は、過去数十年で、３１％も上昇。
女性達が、より力強く、より健康に、より豊かな人生を
送り始めたのだ。

大好評・アメリカの自然療法 Home Remedies

アメリカのオート
ミール。隣は、オ
ートミール入り靴
下。白い粉はベ
ーキングソーダ。
右はオートミール。

あらゆる皮膚の問題（アトピーや水疱瘡）には、オート
ミールとベーキングソーダが最高。

オートミールとベーキングソーダのお風呂は皮ふや体
の問題に最高：（シカゴ 越山雅代）

「アトピー、乾燥肌、水疱瘡などの皮膚の問題にとて
も凄い効果が！」２００４年３月号のアメージングリゾル
トでもご紹介した、アメリカの自然療法を試した方々
から、沢山の喜びの体験談をいただきました。

食べ物のオートミール（つぶしたオート麦）は日本のスー
パーでも入手できます。できたら、アメリカ製で、必ず味
のつけられてない物を。カップ半分ぐらいを綿のくつ下
に入れ、上をそのまま結び、お風呂のお湯の中で白い
液からネバネバまでもみ出します。これが皮ふに最高の
成分です。顔にもパックするように暫くつけ、最後にあま
り洗い流さないのをおすすめします。

大好評でしたので、再度、オートミールやベーキング
ソーダを利用した、私達がお勧めのあらゆる皮膚の
問題に効果抜群のアメリカの自然療法をご紹介！
水疱瘡には、オートミールのお風呂に：（神奈川 杉
浦かおり）
上の子供がまだ２歳くらいの時、アメリカ旅行中に水
疱瘡を発症してしまいました。慌てて医者に見せまし
たが、処方されたのは、痒み止めの飲み薬とオートミ
ールの入浴剤でした。日本では水疱瘡の時はお風
呂には絶対に入れないというのが常識なのですが、そ
れを溶かしたお湯にゆっくり入りなさいと言うのです！

「ベーキングソー
ダ 335 の使い方」
ヴィッキー・ランス
キー著・飛鳥新社

ビックリしましたが、試しに入れてみると、痒がって夜
もなかなか寝付けなかった子が、その晩はグッスリと
眠れたのです！こんなに簡単で有効な治療法がある
のだと驚くと同時に、日本の医療のつたなさを感じま
した。

また、一緒のお湯に、料理にも使われる、ベーキングソ
ーダ（重曹）もカップ半分ぐらい入れると、アトピー、乾せ
ん、乾燥肌、その他の皮ふの問題や健康問題の改善や
健康維持により効果が出ます。（日本製のは原材料が天
然ではなく、皮膚がしわしわになるので、アメリカ製を。）
アメリカのベーキングソーダは、クッキング、健康増進や
浄化にも最適な、最高のマイナスイオンを出すアルカリ
度の高い天然物。地球に優しく、何でもきれいにし、料
理にも役立ち、体にもとても有効な、自然の画期的な魔
法の粉です。
上記のアメリカの自然食品は、日本の方も、オンライン
や倉庫型店コストコで、驚くような安価で購入可能：
http://www.theflyingpig.com/tfp/Shop.ASP
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《５５歳のお婆ちゃんが三つ子の孫を産むぐらい、三つ子と高齢出産増加！！ 》
Jolly－楽しい－Times
ロブ・ジョリー（雅代さんのご主人）記
最近アメリカでは医学的な問題で、なかなか受精できない人や子供を子宮に宿らせる事が
できない人が、体外受精した卵子を自分や他の人の子宮にに着床させ、出産する事が頻
繁に行われています。その為、今や双子、三つ子は珍しくなくなり、よく双子や三つ子用の
長い乳母車での移動を見かけます。
しかし、２００４年の１２月、なんと５５歳のお婆ちゃんが娘の三つ子を出産したのはちょっとし
たニュースでした。 ２９歳の医者の卵の娘が子宮内膜症で、何度も受精した卵子の子宮の
着床がうまく行かず、妊娠できなかった為、５５歳のこの女性の母親が助けを申し出たので
す。この母は既に閉経（生理が終わった）していたのですが、最近は簡単にホルモン注射などで体の
時計の針を調節する事ができ、それもらくらく克服。
３つの卵子が体外受精に成功したので、一つでも着床に成功すればと願っていたら、なんと３つとも成
功し、元気な２人の男の子と女の子１人が無事誕生。
この娘さんはお母さんに、胎教の為にクラッシック音楽を胎児に聞かせて欲しいというので、聞かせた
所、なんと３人の胎児達は大喜びで、おなかの中で踊りだすので大変だったとはお婆ちゃんの言葉。ま
た、十分な大きさのマタニティードレスもなく、大変だったそうです。新聞のまたまた耳を疑うようなデータ
では、２００２年には、５０－５４歳の女性達が合計１２人の三つ子を出産しているそうです。
高齢出産と言えば、もう一つ！ 私達の友達にも、約６０年前ぐらいに全くの自然な形で妊娠し、５７歳で男児を一人産んだイラン人のおばあ
さんがいました。妊娠した時に恥ずかしくて嫌でたまらなく、流産して欲しいと色々体を酷使したりしたそうですが、無事出産。この子は、
聡明でアメリカのハーバードの大学院まで卒業し、政治評論家になり、よくテレビで解説に出ているそうです。こんな高齢出産でも健康
で優秀な子供が生める事実は女性への希望と新しい可能性となりますね。
この記事の為に三つ子の写真が欲しいとインターネットで検索したら、それぞれの三つ子の親達が作ったサイトや同友会などがどっさり
あり、その数にまた驚き！その中から幾つか選び出しましたが、念の為、ソファーの中の三人の内、毛がない子達がつけているのは、多
分ヘアーバンドで、女の子と言う印だと思われます！！ ヘアーがない頭のヘアーバンドは格別可愛いですね。

心の栄養－An Apple A Day
If you think you're too small to have an impact, try going to bed with a mosquito in
the room. (Anita Roddick)

もし、自分が世の中に影響を与えるには小さすぎると思うなら、部屋に一匹の蚊を入れて
寝てみてご覧なさい。
蚊の威力もあなたの影響力もバカに出来ない
ボディーショップ創始者の
アニタ ローディック女史

これは、日本でも有名で、世界に１９８０店もあり、
７千７００万人ものカスタマーを持つ、ボディー
ショップ(体につける物や香りを取り扱い、大きな
グリーンの BODY SHOP のサインがにあるお店）
の創始者の女性の言葉です。私は彼女に会っ
た事がありますが、全くお化粧もしていない、自
然派の女性です。
また、彼女の指導の元で、会社は原材料などは
収入源を作ってあげる為、意図して開発途上国

の国々から購入しているのでも有名です。彼女
は、人間の権利と環境保護の為の様々な社会
活動の分野でも大活躍している有名な行動実
践派です。
意味のない存在なんて、無いのです。本当に、
小さな蚊でさえ、大きな影響力をもたらせるので
すから、人間ならなおさらです。一人一人に大
きな影響力が潜んでいるのです。しかし、問題
は、多くの人達は自分を過小評価してしまって
いる事にあります。（越山雅代記）
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ネオソース : 突然人生を好転させてくれたサプリメント Products That Make A Difference
子宮癌も胆石も「ハーブの栄養と解毒」で消滅！！ （千葉 徳永慶子 ３０代）
１年ほど前の人間ドックの検査は要再検査。健康だ
けは誰にも負けなかったし、「えっ？あたし？」という
感じだった。
何かの間違いだよね・・・・と思いながらも一抹の不安
を覚え、その不安を払拭したく大学病院へ向かった。
その検査結果は子宮ガンの初期と胆石。なんで？
だって、あたしまだ３０代だよ。ガン・・・って死んじゃ
うじゃん！！！
体験談を堂々と話して
下さった徳永慶子さん。
４月の東京講演会後の
パーティーで。

自分の健康には絶対的な自信（今思えば過信）を持
っていたが、それがガラガラと壊れた。
「死」をこれほどまでに強く意識した事のなかった私。
いやがおうに意識せざるを得なかった。考えないよう
にしていても考えてしまう。意識しないようにと思えば
思うほど意識してしまう自分が情けなかった。
そんな落ち込んでいる私を、親友が九州から訪ねて
来てくれた。「この人知ってる？」と一枚の新聞記事
を見せてくれ、「シカゴの傑出した女性１００人の中に
選ばれた唯一の日本人」という内容だった。
「この人の講演会が週末にあるんだよ。一緒に行
く？」と。今思えば、これも全て導かれていたのだな・
・・と思うが、まぁ、気晴らしになればというノリで行っ
たのが、昨年２月。
最初、何の講演会かも全然知らずにいった私は、雅
代さんの口から出てくる話はまさにミラクルな話だっ
た。そして「栄養学」を専門に学んだ私にとってはと
てもショッキング！自分の無知と、今までの自分の食
生活がいかに病気を作り、体を蝕むものであったか
を思い知った。
今日、この場でこういう話を聞けたのも何かの縁！そ

して「本物は直ぐに結果がでる！」という雅代さんの
言葉を信じ「理想健康セット」を開始。
「絶対に治ってみせる！」という気持ちで毎日２～５リ
ットルの水を飲んだ。その直後、胃に激痛が走る好
転反応からはじまり、頭痛、吐き気、眠気、だるさ、い
らいら、もう、ありとあらゆる好転反応が私を襲ってきた。
生理の時には真っ赤な塊が出て、あまりのショックに
「あたし、死んじゃう」と泣きながら友達に電話をした
ことも。
そんな時、担当の田中宣子さんから「大丈夫！それ
はちゃんと体にいいって事を体がわかっている証拠」
と本当に、心から溢れる愛の言葉で私を支えてくれ
た。また、宣子さんは、私が辛い時に、いつも、ふと
タイミング良く、メールを送り、見守って下さった。
１ヵ月後、無理矢理ヒールとメンドで解毒を開始。ま
すます痛みが襲ってくるし、体だけでなく、心の解毒
もすることになり、この時期は本当に苦しかった。何で、
自分だけがこうなるのかな？何もしてないのに・・・、
どうして？と怒りや悲しみがあふれて止まらなかった。
しかし、栄養補強を開始して３ヶ月後、病院の再検
査の日になり、手術前の MRI 検査をした。その直後、
医師に「あれぇ？おかしーなぁ。胆石なくなってるね
ぇ。何かしました？」と聞かれ、「いいえ」と答えながら
心で何度も繰り返し、ガッツポーズを！やった！胆
石消滅！！！
その嬉しさでその後の解毒の好転反応もなんとか克
服。そして、８月、子宮ガンの細胞診、MRI の結果も
「異常なし」。再検査から、さらに半年後の今年 3 月
の人間ドックの結果も「異常なし」。今、この言葉の重
みをひしひしと感じている。

貧血、低血圧、慢性疲労が改善。夫もヘルニアから開放。チュアブルは、お母さんの強い味方！ （石川 T. K）
昨年１１月、七田眞先生のお話の中で「健康大革命」を知りました。
チュアブルから試し始め、「これはいい！」と感じ、次に、必須セッ
トを試し、今では理想健康セットを愛用。そして数ヶ月で、私も家
族も以前と比べてずっと健康な体になりました。
出産後から体調を崩して貧血、低血圧になり、慢性疲労で、夕方
になると起きあがることもできないような日も多くありました。
肩こり、腰痛は当たり前で、酷いときには腰を伸ばすこともできず
によたよたと歩いているので、主人に「おばあちゃんみたい」と言
われることも。それが、必須セットを飲み始めて数日で血圧が正常
値になり、一ヶ月後には貧血も解消。
開始後すぐに始まった好転反応では、今までのありとあらゆる病
状の再現が起こりました。それでも好転反応が終わると体はどん
どん元気になり、肩こりや腰痛、慢性疲労も全く解消。何と、今年

の冬は手荒れも、雪かきによる筋肉痛も全くなくて驚くことばかり！
私と一緒に必須プラスセットを飲み始めた主人は、すぐに味覚が
激変。それまでコーラやスポーツ飲料が好きだったのに、「おいし
くない」と言って一切飲まなくなり、今は水だけに。反対に、それま
では残すこともあったおみそ汁をほしがるようになり、「おかわり」
だってしています。また主人は１０年近くのヘルニアでよく腰が痛
いと言っていましたが、近頃では痛いと言うのを聞いたことがあり
ません。
７才の娘もチュアブルを喜んで食べています。体調が優れない時
には、たくさん食べさせるとすぐに元気になるのでとても安心。周
りのお母さんたちも子どもにチュアブルを食べさせてから、言葉が
はっきりしてきた、勉強を進んでするようになった、ぐずらなくなっ
たと良いことづくし。本当にチュアブルはお母さんの強い味方だと
実感しています。
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母：２５年来の花粉症克服、息子：超個性児／自閉症の大変化 （千葉 佐々木美和子）
息子は１才の頃、発達医師より要観察と言われ、その
後、目が合わせづらくなり、一日中横目で物を見る、
クルクル回りをするといった行動が目立ち始め、２才
で「自閉の傾向がある」と診断されました。
その頃、息子は人との関わりを避け、私に抱かれるの
も嫌がり、一緒に遊ぼうと思っても逃げてしまうので、
どうやって育てたらよいか分からず、途方にくれる毎
日でした。
そんな時に七田式の教育に出会い、教室へ通うと同
時に障害児の親の会「まこと会」に入会。家での取り
組みや食生活に気を配り、障害を克服する為、頑張
っていこうと決心しました。
２才後半より言葉が出始め、物の名前やビデオのセリ
フ等はたくさん言えるようになったものの、自分の気
持ちを表現したり、言葉のキャッチボールが難しかっ
た為、思い切って幼稚園に入園させてみることに。
しかし、年少組の一年は１０分と教室に居られず、教
室から脱走しない日は一日もありませんでした。
そんな時に、まこと会の機関紙で雅代さんの「健康大
革命」が紹介され、インターネットの掲示板にも、自閉
症のお子さんが短期間で素晴らしい効果があったと
の投稿が載っていたので、早速注文し、春休みの初
日よりチュアブル・スプリング・フラックスオイルを開始。

すると、今まで荒れてザラザラだった頬が２日でスベ
スべになり、増えて困っていた水イボまでが小さくな
って、アッという間に消えてしまいました。おまけに、
息子と一緒にガードで栄養補給を始めた私も、重症
だった２５年来の花粉症が、なんと１週間で治ったで
はありませんか！
その後、年中組に進級した息子は、ほとんど教室か
らの脱走はなくなり、担任の先生より、その場に合っ
た表現や自分の気持ちが言えるようになってきたと
嬉しい報告が続々届き、毎日の生活でも目まぐるし
い発達です。私との“しりとり合戦”も大好きで、自分
が負けると悔しがり、子供らしい感情も育っています。

悠斗（ゆうと）君

さらに、雅代さんの講演会で習った、ハグ（抱擁）を
し始めたら、今まで頭を悩ましていた、途中で電車
から降りなくてはならないような、ひどい癇癪を一切
起こさなくなったのも、驚異の大変化です！
お勧めの前世治療ができるサイキックの、ビル・モン
ローさんのリーディングでも、心当たりのあった医師
の誤診も指摘され、沢山の役立つアドバイスを頂き
ました。
このように、クエスト社の栄養補強食品、ハグ、ビルさ
んのリーディング、辺泥先生のアジャストと、素晴らし
いご縁をたくさんいただき、その相乗効果で、息子
の怒涛の成長があるのだと思います。驚きと感謝の
気持ちでいっぱいです。

息子のアトピー、食物アレルギー、小児喘息が消滅。母の２５年来の便秘、肩こり、頭痛、疲労改善。（石川 井海江利子）
4 歳 5 ヶ月になる息子は、アトピー性皮膚炎・食物ア
レルギー（卵・牛乳・小麦）・小児喘息でした。

病院からの塗り薬はいやがりますが、これは問題なく、
家族皆で愛用中。

母乳育児でしたが、乳児湿疹がひどく、生後３ヶ月の
時、私が、ケーキとアイスクリームを山ほど食べた３日
後、息子の両頬の湿疹が悪化、浸出液のため服や
布団の埃と糸くずがくっつく程。あまりのひどさに小児
科で受診したら、アトピー性皮膚炎と診断され、ステ
ロイドを塗り、抗アレルギー薬を内服。

現在、アトピーはステロイドを塗っていた部分がもう一
息ですが、食物アレルギーは、牛乳に対する反応の
強さが 6 段階の 5 から 3 に低下。喘息発作は、食べ
始めすぐに 1 回、2 ヵ月半後に 1 回おきましたが、現
在は皆無。

1 歳半頃から、風邪をひくと、ぜーぜーという呼吸音
と咳が出るようになり、3 歳になる前に小児喘息と診
断を受けました。1 日 3 回の抗アレルギー薬と気管支
拡張薬の吸入と内服、食物除去の治療を継続。
卵や小麦が含まれた物を食べ、アレルギー反応で、
呼吸困難・喘息発作・全身の蕁麻疹をおこすショック
を 3～4 回経験。風邪をひいては薬を飲み続け、喘
息発作を起こしました。
この冬、息子の通う幼児教室の先生に、「日本を元気
にする運動」と栄養治療をご紹介いただき、早速、親
子で開始。湿疹には、ファインコテインクリームを使用。

今では、以前と違い、風邪をひいても幼稚園を休ま
ず、インフルエンザにもかかりません。また、アレルギ
ーの度合いをみる検査数値（正常値：173 まで）が、
1 歳の時に 2551 だったのが、今回は 343 へと画期
的に改善。

江利子さんと
柊耶（しゅうや）君

私も、25 年来の便秘が解消され、肩こり、頭痛、疲労
もなくなりました。
この栄養補強食品に出会えて、私たち親子は本当に
元気になれ、自然療法の素晴らしさを実感。私は内
科医として、もっと多くの、同じように苦しんでいる親
子、西洋医学では治らない病気を持つ患者さんにお
知らせしていきたいです。
© 2005 Quest Group International, Inc.
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８０センチの宿便、強烈な口臭、１９年来のアトピーが、あっという間に消滅！（大阪 匿名）
息子は現在１９歳ですが、生まれた時からアトピーでした。主人の胃がんがきっかけとなり、
七田眞先生のご紹介で、大阪から石川県まで雅代さんの講演会に駆けつけました。そし
て、早速、夫婦でクエスト社の栄養補強を開始。それを見ていた息子も飲みたいと参加。
息子はひどい時は１週間に１回、それも無理に踏ん張ってしかでない位の、頑固な便秘症
でした。ところが、栄養補強開始後、数時間で大量の便が出ました。それからは何と、１日
に多い時は５回も排便があるのです！彼は、トイレから出てくる度に、目をまん丸くして「お
母さん、人生で最大最長！」と毎回、毎回言っていました。
１週間から１０日もの間、１日３～５回の便が出る度、「人生最大最長！」を連発。驚くなか
れ、何と「８０センチの長さの便もあった」と言うので、ああ、これが雅代さんが「トイレが詰ま
る程出るよ！」と言っていた宿便なのだと思いました。
その後、好転反応で皮膚が痒くなった時期もありましたが、夜寝ると、寝汗でお布団がぐっ
しょりになり、皮膚もぽろぽろ取れて、毎朝シーツが垢でいっぱいという日が何日も続きま
した。「毎日脱皮している！！」と思ったほどです。
そして１ヶ月経った頃、フラックスオイルを足すと、息子の肌につや、さらに弾力が出て、皮
膚が強くなってきたのです。痒みも日に日に軽くなり、あと少しという状態になりました。
その他、たった２日間位で、酷い口臭も消滅！それまでは「君、お腹の中が腐っているの
じゃないの！」という程の口臭でした。きっと大量の便と共に、体の毒が出てしまったのでし
ょう。
この栄養補強を開始する前に、私は息子と、折角こんなにも良い栄養補強食品に出会え
たのだから、食生活全体も見直して、家できちんと手作りの物を食べ、お水もきちんと飲み、
適度な運動もし、規則正しい生活も行うよう心がけようと、話し合いました。息子はそれをき
ちんと実行。彼のその決意と行動も相乗効果で、このような素晴らしい結果を生んだのだと
思っています。

「日本を元気にする運動」
のホームページ
www.masayo.us

メールアドレス
info@masayo.us

以前、息子は、体が痒いし、痛いし、死んでしまいたいと思ったこともありました。ですが、
自分の体が楽になり、健康になると、「人の為になるような仕事をしたい」と言うようにもなり
ました。この栄養補強食品を教えてくださった七田先生、雅代さん、沢山の方々に感謝の
気持ちで一杯です。

生理前症候群からの開放！ 埼玉 ぽよよんまま（ブログのハンドルネーム）
栄養補強を始めて、体調が非常に良くなりました。まず、今年デビューした花粉症が、３日
で軽減し、わずが１週間で全く症状が改善。その後、インフルエンザにかかった時も、ガー
ドを多めに飲んで、２日で完治。
一番嬉しかったのは、２０年間苦悩した生理前症候群の症状からの開放！生理前に、体
がむくみ、２キロ近く体重が増加。胸はパンパン張って痛く、腰痛、腹痛はもちろん、顔に吹
き出物も一杯。また、とてもイライラして感情のコントロールが出来ず、悩んでいました。
生理が始まり、１－２日目は、とにかくお腹が絞られるような劇痛があり、痛み止めなしではい
られず、寝込む程。その他、無性に甘い物が食べたくなり、板チョコやかりんとうなどを、全
部一気に食べていました。
ぽよよんままさんのブログ：「家付き姑
小姑 4 人 素晴らしきかな同居生活」
http://plaza.rakuten.co.jp/lovetome34/

開始後、すぐの生理時に、血の塊のようなものや、臭くて汚い色の血が出て、毒がかなり
出たようです。ところが、次の生理では、以前のような辛い症状が全て消滅！！これには、
本当にびっくり。生理前後にこれだけ快適に過ごせたのは生まれて初めてで、まるで“奇
跡”のようです。
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