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アメリカの少年達の危機
男の子達はどの年齢でも成績悪化
最近、アメリカの少年達は、教育に関する全て
の分野で、学習の遅れが極めて顕著になり、社
会的な大きな問題になりつつある。
男児の場合、幼稚園の５歳ぐらいから、色々な
問題を起こし始める。一般に幼年時は、男の子
は様々な学習能力の違いを表すが、学習に関し
て、同年の女の子達より明らかに関心度が劣っ
ている。
男子は学校でも回りに適応できない事も多いが、
それを親達は、“男の子だから”ということで片付
けている傾向がある。最近の研究では、男の子
と女の子では脳の化学物が異なるのではない
かと発表されている。
胎児の時から、すでに男子のホルモンは女子の
と大きく違っている。わかりやすく言えば、男の
子の脳は女の子のとは全く別に、ワイヤーがは
りめぐらされているのである。
小学校の低学年の時から、本を読むというよう
な学習能力と同時に、静かに座る、まっすぐ立っ
ているということでさえも劣っているのである。
しかし、男の子も学校にうまく適応もできるし、よ
い成績を上げることもできる。高校生の場合、男
の子が学校でうまく行くか、行かないかの最も信
頼できる予想の鍵となるのは、その子がそれま
での彼の人生で尊敬できる男性の存在があった
かどうかにかかっているようなのだ。
最近のアメリカでは、男の子の４０％が自分の血
のつながる父親に育てられていないというのが
現状。義父、祖父、叔父、伯父、その他の親しい
男性の存在から何らかの良い影響を受けられな
い場合は、その男子の健全な成長を大きく妨げ
るのである。
男の子はもちろん母親の愛も必要である。それ
と同時に、父親的存在の期待に沿うように頑張
る事で、成長期の能力発揮を促進させられるよ
うにできているようである。
今や日本もアメリカに次ぐ、離婚率だそうなので、
同じような社会的な問題が、日本でも表面化す

アメリカの二大高質大衆紙の一つである、ニ
ューズウイーク（今年の１月号）は、「少年達
の危機」というタイトルで、最近の少年達の
学力の低下について特集を組んだ。
また、毎日の生活で、個人としてどのような
事ができるか、大人ができる役割や貢献に
ついても喚起している。

る事が予想される。だからこそ、我々大人達は、
この現実の問題を真摯に受け止め、個人だけ
の努力だけでなく、家族、学校、クラブなど、社
会が一体になり、男性も女性も皆で力を合わ
せなくてはならない。
自分の子供に限らず、子供がいなくても、大人
達が意識して、早急に自分のできる範囲でで
も、自分の回りの子供達とコミュニケーションを
始める努力をすべきである。子供達に、理解、
愛情、指針、よい影響を与える事は、親だけに
限られた権利や義務でなくて、誰もがいつでも
与えられる、素晴しい人間の特権なのだから。
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花粉症による、１７年間の春限定ニート生活とも、見事におさらば！ （川崎 石川温花）
花粉症と診断された１２歳から、２９歳まで１７年間、
春が怖かった！
医者からの薬を常用してましたが、くしゃみ鼻水を一
時的に抑えるだけで、効果の持続は２時間程度。食
後１日３度飲むのが原則でしたが、あまりの辛さから、
事有るごとに飲み続け、一日１０回は服用。
その副作用で、いつも眠く頭はぼんやり。手足顔がパ
ンパンに腫れ、鼻・喉・目・耳全ての器官のひどい痒
みに苦悩の連続でした。
春型季節ニートを克服
し、年中元気一杯で、精
力的に活躍中のはる
かさん

栄養補強と解毒のお陰で、私は体はもちろん、心まで
生まれ変わり、春限定ニート生活から脱出♪その他、
ハウスダスト・犬猫などの動物アレルギーも見事に完
治！春特有の肌荒れも起きず、素肌もしっとりに！
今は、１年中フルパワーで稼働で、「新しい希望に満
ち溢れる春」が待ち遠しい私です！！
はるかさんのブログ：
http://plaza.rakuten.co.jp/plusharuka/

鼻のかみ過ぎで鼻の周り、鼻の穴の中までただれ、
目の周りも涙でかぶれ、あまりのみっともなさ。学校・
仕事以外の外出はさけ、仕方なく毎年２月から５月ま
で、約４ヶ月間ニート生活。
しかし、２００２年１０月運命的に、雅代さんのお勧め
の栄養治療と出会い、あっと言う間に、ほぼ完治し、
薬ともきっぱり無縁になったのです！そして、２００４
年新春から、解毒用ハーブ食品も追加し、１７年来の
花粉症に完全に終止符を！

（人生を好転させる栄養補強食品）

２５年来の酷い花粉症も、あっという間に克服！ （千葉 佐々木美和子）
鼻の中を虫がはいずり回るようなムズムズ感・何十回
と連続して起こるクシャミ・タラタラと壊れた蛇口のよう
に流れ続ける鼻水・目玉を取り出して洗い流したくな
る程の目の痒み・耳や喉の粘膜の不快感！
今から２５年前の中学卒業を目前に控えた３月、突然
こんな症状が私に襲い掛かってきました。以来、毎年
２月中旬～５月にかけては日常生活を送れない程の
酷い花粉症に悩まされ、シーズン中は市販の鼻炎薬
６箱も服用してしまうように。
雅代さんとの出会いで、
ヘビ女から見事に脱皮。
心身共に絶好調のくー
みんこと佐々木美和子
さん

そんな無謀な事を続けていた結果、異常なまでの喉
や目の乾き・皮膚の発赤などの副作用がでてしまい、
さすがに３年前からは医師の処方する抗アレルギー
剤に変えました。
こちらは花粉が飛び始める１ヶ月前から飲み始めな
ければ効果がないとの事で、お正月明けよりゴール
デンウィークが終るまで、４ヶ月間も飲み続けました。

『絶対に治して、花粉症とオサラバするぞ！』と気合を
入れ、全ての薬をゴミ箱に処分。早く改善するようにと、
特にガードとフラックスオイルを沢山飲みました。
すると、あんなに酷かった目の痒みが３日でとれ、鼻
の症状も一週間で治ってしまったのです！２５年間、
「あんなに苦しんできたのは一体何だったのぉー？」
と、思わず叫びたくなる程のあっけなさ！
一番酷かった時の自分の顔（肌はガサガサ・鼻の回り
はティッシュでかみ過ぎて真っ赤・目も擦りすぎて、表
面の膜がドロ～ン←まるでヘビ女）を写真に撮ってお
けば、どんなに重症だったかを皆に見せてあげられた
のになぁ！
そろそろ花粉症のシーズン到来で、マスクをしている
人を見かける事が多くなりましたが、もちろん今の私は
何の症状もでていません。皆様に心から感謝です。
くーみんのブログ：

しかし、不快な症状を抑える事ばかり考え、問題の根
本にある誤った生活習慣や食事など、体の事を一切
無視していた為、春のスギ花粉症ばかりでなく、秋の
ブタクサやヨモギに反応する秋花粉症まで発症。１年
のうち半分以上、鼻炎の症状に悩まされるようになっ
てしまいました。
そんな不安な気持ちいっぱいの私でしたが、昨年の３
月、ちょうどスギ花粉まっさかりの時期に、クエスト社
のサプリメントに出会い、栄養補強を開始。

http://plaza.rakuten.co.jp/kuminn112

（日本人用に特別に作られた
解毒食品ヒールとメンド）
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Easy Allergy Remedies

花粉症、アレルギーと早く、効果的に永久おさらばするコツ

（越山雅代記）
１。花粉症もアレルギーの一つ。アレルギーは免疫疾患。免疫
力を上げる為には、活性酸素を抑える事と、血液中の悪者を食
べる「白血球」を強化するのが重要。そして、白血球の活躍の為
には、熱処理されない酵素が必須。（酵素は熱に弱い為）
「白血球」は酵素不足では、パックマンのように、パクパクと血液
の中の悪者を食べる事ができず、悪者がはびこり、「免疫疾患」
に。そして、自分の免疫力、いわゆる自己治癒力が落ちると、様
々なアレルギー、喘息、花粉症、膠原病、リウマチ、ガン、潰瘍
性大腸炎、その他の沢山の健康問題が起きてしまうのです。
ですから、アレルギーを治すためには、沢山高質の様々な酵素を
体の中にいれ、悪者と闘う使命の「白血球」を強化する事が鍵。
そうすれば、殆どの健康問題が簡単に解決するのです。
２。私も、昔は花粉症やその他２００位のアレルギーがあったの
で、皆のつらい状況が痛い程わかります。酷いアレルギー発作
で救急病院に２回運ばれた事も。
私の場合は、最初に栄養補強で７０－８０％位良くなったのです
が、時々まだ反応が出る事があったのです。
その時に、前記のハルカさんの体験談にもあるように、アメリカ
の自然治療と解毒のエキスパートである、スムーディー博士に、
ヒールとメンドという解毒食品を、日本人用に特注で作って頂き、
それを飲んだら、簡単に完治。

ードを、大人で一日に１５－２５錠位飲むとよい。私の場合は、ア
レルギー反応が出そうな時や、風邪を引きそう、ストレスが多い
時などは、一度に８錠飲むと、直ぐ効果が出ます。
子供も、チュアブルをドーンと増やすと、てきめん良くなります。
私達のお勧めの物はすべて食品なので、いくら増やしても全く
安全。風邪を引きそうになったら、ビタミン C 豊富な物を増やす
のと同じ原理。
私達は１２－３年間も、毎日ガバガバと沢山食べてますが、一つも
副作用などは体験していません。とにかく、誰よりも超元気なの
が、良い証拠。
６。また、ガード増加に加え、解毒食品のヒールをゴクンと沢山
飲んだり、メンドを一度に３錠摂ると、あっと言う間に色々な問題
が消えます。このヒールとメンドを作って下さった先生は、一日
中持ち歩いて、ちょいちょいボトルからガブ飲みしてられます。
７。その他、体の健康維持には「必須」で、世界最高峰の「必須
脂肪酸」と言われている、亜麻仁オイルを増やすと、相乗効果で
効果増強。
ガード、その他クエスト社の栄養補強食品に含まれる、ビルベリ
ー、イチョウ、松などの抗酸化物は、病気の原因になる活性酸
素を強力に抑えます。

３。殆どの日本人は、私のように水銀などの沢山の毒が体に蓄
積されています。これらの毒の為に、せっかくの栄養が吸収され
ず、いくら栄養治療をしても、１００％の効果が出ないのです。

それと同時に、栄養治療では世界の先端を行くアメリカで作られ
た、熱処理されていない酵素が、白血球を大活躍させます。す
ると、みるみる免疫力が高まり、自然治癒力が回復し、いとも簡
単に様々な健康問題が自動的に消えてしまうのです。

４。ですから、花粉症、アレルギー、その他の健康問題（殆どの病
気は、免疫疾患）が、栄養補強だけで１ヶ月以内に６０－８０％
位の効果が出ない人は、解毒が必要。

８。そして、ハーブを活性化させる為にも、体から毒物を早く出す
ためにも、一日最低２リットルのお水を飲み忘れないように。お水
は、お湯を混ぜ人肌温度にするか、室温で飲むと飲みやすい。

５。また、早く効果的に良くなりたい人は、クエスト社の理想健康
セットに追加して、私の意見では世界最高の抗酸化物であるガ

栄養治療のコツを上手く活用すれば、私達のようにいつも超健
康、元気でいれるのは、こんなに簡単！

4 月の講演会予定 Masayo Seminars
『マシンガン雅代の元気・強運・感電セミナー』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。参加するだけで元気になれると大好評！
４月

２日静岡
８日東京 ★
９日名古屋
★船井メディア主催。「あなたの夢を叶える魔法の習慣術」
宝地図で著名な、望月俊孝さんとのジョイント。
各タイトル：
●「健幸＆強運体質になれば、夢も奇跡もお手の物！」
ミラクルメンター★雅代の人生好転への即効マジック
●「幸せな宝地図であたなの夢が叶う」（望月さん）

東京の仔細と申し込みは、こちらから：
http://www.funaimedia.com/20060408seminar/
index.asp

あるいは、船井メディアまで：
TEL03-5769-3271 FAX03-5769-3200
【担当】イベント事業部 山内（綾）さん、安田さん
静岡と名古屋の講演会の仔細と申し込みは、
www.masayo.us の「講演スケジュール」へ。もし
くわサポートセンターか、担当シスターズへ。
是非、日本中のお友達を各地の講演会にお誘
い下さい。

雅代さんのお勧めのも
のをあれこれ試し、元気・
強運になり、人生が好転
した人、続出中！

© 2006 Quest Group International, Inc.
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ひきこもり・不登校も自然療法で、超簡単に改善！家族も元気で強運に！ （横須賀 松浦明美）
１９歳の息子は、４年前、高校入学後まもなく不登
校となり、そのまま、ひきこもりになり、ここ２年は、
全く外には出られない状態でした。
私も息子の将来を心配するあまり、仕事以外、あま
り外に出たくない、人にも会いたくないといったウツ
気味の時期もありました。
しかし、このままではいけないと地元の「ひきこもり
の親の会」に入会し、悩みを打ち明けあったり、専
秋には、待望のお孫さ 門の精神科医の講演会に出席し、何冊も本を読み
んも誕生予定。お母さ ました。
んが元気で輝き、息子
ところが、「これだ！」という手ごたえを感じることが出
さんやご家族も元気で
来ず、時間ばかり過ぎて行き、焦燥感を感じました。
強運に！
そんな中、昨年、機械オンチの私もコンピューター
今や雅代さんと同じく、
を開始。まるで見えない力に引き寄せられたかの
「ヒーリングめがね」も
ように雅代さんのブログに巡り会い、その内容に感
愛用。
電し、４月の東京講演会に参加！
明美さんのブログ：
http://plaza.rakuten.co.jp マシンガントークをガンガン浴びた私は、「私の求
/eaodoutatujin/
めていたものはコレ！」と確信。自分でも信じられ
ないことに、その５日後、学生の修学旅行以来、何
十年振りに、新幹線に飛び乗り、名古屋講演会に
まで参加してしまったのです！
その時、初めて雅代さんとお話することができ、「息
子が」と口にするや否や、「あ、ひきこもりね！」とズ
バリ当てられ、呆然とする私に、「大丈夫、すぐだよ！
カンタ～ン！」と力強い言葉を下さいました。
その後、雅代さんの「健康大革命」などを読み、自称
「雅代さんのおっかけ」と、３度目の講演会に参加！
当時、講演会に参加するだけで、まだ、お勧めのこ
とを全然実践していなかったので、雅代さんから、
「行動が遅い！こういうのが一番駄目！お母さん
が先に元気にならなくては、子供を変えられない！」
と叱咤激励をいただき、やっと決心！

彼も、そんな自分がやるせなく、「どうでもいい」という
投げやりな気持ちで一杯だったのだと思います。
しかし、栄養補強で、ドンドン体重が減りだしたのを
キッカケに、異変が起こり始めました。筋力トレーニ
ングを日課にしたり、食事量や内容に自分でも気
遣うなど、心身ともに前向きになったのです！
１ヵ月半後には、ガード、スプリング、フラックスオイ
ルを開始。なんと、４ヶ月で２０ｋｇの減量に成功！
もうすぐ、２５ｋｇ減に！肌も見違えるほどツルツルにな
り、心の落ち着きや目の輝きも戻ってきました！
そして、忘れもしない昨年１２月、息子が「外に出た
い」と突然言い出し、何と２年振りに靴を履き、親子
でドライブを楽しむことが出来ました！
美しい星空のもと、息子の「あ～、なんて外って気
持ち良いんだろう。空気が新鮮だなぁー！」と、心
からあふれ出た感動の言葉に、私は嬉しくて、心と
体の震えが止まりませんでした。
その後も PC 上で大きな絵を描いて発表し、大絶賛
されたそうです。こんなに生き生きと、打ち込めるも
のがある彼を見ていると、もうひきこもりなんかじゃ
ない、立派な芸術家の卵なんだと思えるようになり
ました。
ボサボサだった髪も短く、さっぱりカットし、「バイト
始めようかな？」と冴えた様子で言うまでに変身！
彼が、こんな早く、別人のように蘇った理由は、や
はり母親である私の変化も大いに影響していると
思います。
実は私も、栄養補強を始めて５ヶ月で７ｋｇのダイエ
ットに成功！顔だけでなく、ザラザラ吹き出物があ
った二の腕も、ツルツル、スベスベに♪
少々無理をしても疲れず、風邪も全く引かない！そ
して、出会う人から「キレイになった！」「若くなった」
などの嬉しいお言葉も沢山頂くようになりました。

まずは、私が元気になろうと、クエスト社の栄養補
強、良い水を沢山飲む、辺泥先生の上部頚椎の調
整を受けたりと、とにかく雅代さんお勧めを色々実
践開始。

心も安定し、明るく物事を前向きに考えれるように
なり、ブログデビューなど、行動的に色々な事にチ
ャレンジしながら、人生の好転を楽しんでいます！

私がだんだん元気で明るくなったこともあり、それ
まで息子は、頑固であまり聞く耳を持たなかったの
に、不思議と私の話を受け入れ、チュアブルを「美
味しい」と１日１０錠食べ、お水も１日２リットル、し
っかり飲むようになったのには驚きでした。

私の大変化は息子だけでなく、他の子供達にも良
い影響をもたらし、家族・兄弟がより仲良しに。２１歳
の長女はアルバイトから正社員へ抜擢され、高校生
の次女は、多感な時期なのに、落ち着いて物事を考
えられ、高得票で生徒会長に選ばれ、活躍中！！

部屋に篭り、肉食中心の食事をしっかり摂っていた
息子は、なんと体重１００ｋｇを越える超・肥満体に！
陽にも当たらず、青白い顔に吹き出物がいっぱい。

息子のことで悩まなかったら、雅代さんと巡り会うこ
ともなかったと思うと、今は全てに感謝できます。これ
からも、元気で強運に、沢山の夢を実現したいです。
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《 身近の元気伝染源は母親だった 》
Jolly－楽しい－Times
ロブ・ジョリー（雅代さんのご主人）記
「女性は頼もしい」と、最近とみに感じる私ですが、今日は身近な女性、私と雅代の母の、ちょ
っと刺激されるお話をしましょう。
今８５歳の私の母は、とても物静かでどちらかというと心配症。（しかし、雅代と出会ってから、
大きく変り、今はとても前向き。）アメリカの１９２９年からの大恐慌を体験した為、非常に倹約
家。時々、代休の教師をしていました。
そんな彼女は近所の親友を２人もガンで失い、ボランティアでガン研究所への研究基金集め
を４０年以上もしてきました。また町の美化にもボランティアで色々やってきた為、１昨年の１２
月に商工会議所から、「最も人々の為に貢献した人」として賞をいただきました。
右の写真はその時のものです。これはサプライズ（本人には受賞は知らされていない驚きの）で、私もシカゴから駆けつけて、発表ま
で後ろで密かに隠れていました。もう一人の受賞者、背の低い男性は元町長です。ちなみに町の人口は１２００人。

もう一人の母、雅代の母は、今７６歳で北海道で最年長の記録を更新した高校生（定時制）。戦争で英
語の勉強は禁止され、アメリカと戦う為に、毎日、長刀（なぎなた）と防空壕堀りばかりの練習で、何も勉
強できなかったので、きちんと勉強したいのと、ボケ防止の為とか。
また、足腰を強く維持したいので、毎日の通学で、歩く事が体に良いのも一石二鳥と、ナップサックを背
にして、せっせと地下鉄を乗り継いで通っています。そして、ハイテックの先端を行き、アップルの最新の
超小型の iPod（アイポッド）を首に下げ、お気に入りの音楽を聞きながら。
学校では孫のような年のクラスメートから「せいちゃん」と呼ばれ、彼女が通っているお陰で、それに刺激
を受け、高校を途中でやめる生徒が減ったとの事。（左写真は「せいちゃん」の通学風景：夜の通学の時、
交通事故などに会わないよう、わざと目立つ赤を着用。「あれれ・・・っ、あれは私の高校生時代のマフラ
ーではないか～！」とは雅代の驚き！）
せいちゃんはなんと体育まできちんと参加。山登りもするし、ソフトボールではヒットを沢山打ち、
大活躍中。
英語のクラスは「文法ばかりで、会話がないからつまらない」と先生に苦情を申し出たとか。（せ
いちゃんはこの高校へ行く何年か前には、英語会話の勉強も始め、英検も次の級、次の級へと
挑戦中）また、コンピューターも７２歳で始めたので、コンピューターでの理科のクラスも全く問題
ありません。知らない事を学べ、毎日学校がとても楽しいとの事。
実は今、せいちゃんは皆勤賞での卒業をねらっています。それで、昨年、雅代が実家に帰った
時、耳にした会話。

元気な 2 人の母のツーショット

母：「私は成績は期待できないから、皆勤賞をもらって卒業しようと思ってるの。だからお父さんに、私が卒業するまで、あと３年は絶
対死なないでって言ってあるの」
父：「家族が死んだ時は、特別じゃないの・・・・」とボソボソ。
母：「いいえ！そんなのもダメですから、しっかり元気で長生きしてくれないと、私が迷惑します」と厳しい言葉。
妻の皆勤賞の為には死ぬ事でさえもままならぬ。やっぱり、女性は強いですね。
★因みに、せいちゃんは、最初の年は学年でたった１人皆勤賞を達成！２年目も、もう少しで達成。『せいちゃん、この調子で頑張れ！』
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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
お母さんが元気になって、子供の発達障害もどんどん改善！家族も元気で円満に。 （神奈川 天真爛漫）
私には飛蚊症でアトピー、花粉やハウスダストな
どに反応する、アレルギー性鼻炎を持つ子と病
弱で発達障害を抱える子がいます。
障害を抱える子に、日本でもその道の権威と言
われる医師からは、「この子の成長の為にと何
か特別な取組みをするのは、止めた方が良い。

息子さんの発達障害も
スンゴク改善。家族が、
元気になり、笑顔が！

親の期待に応えられないと子どもは傷付くし、親
は親で必死に努力しても、思う様な結果が得ら
れないと落ち込み、親子双方に良くない。

ルギー性鼻炎が治り、ザラザラのアトピー肌が
ツルツル滑らかに！
そして、私がガミガミ言っていたので、反抗的で
キレ易かった上の子が段々落ち着きを取り戻し、
下の子の面倒を看る、優しい子になりました。ま
た、勉強嫌いだったのが、勉強好きになると言う
嬉しいおまけも！

無駄な努力はせず、この子はこの子達の世界で
おおらかに育てなさい。」と言われ、同様のこと
を医療関係者から何度も言われました。

発達障害のある下の子は、それまで、言語面で
は、幼児教室や日々の取組みで認知語の下地
はあったものの、なかなか発語に結びつきませ
んでした。しかし、栄養補強が起爆剤になり、言
葉が徐々に出始めました。今では、医師も驚く程、
簡単な会話は自然に出来る様になりました。

しかし、障害を抱える子の成長を少しでも助けた
いと、七田眞先生の幼児教室に通わせました。
でも大きくなるにつれ健常児のお子さんとの差
がどんどん広がり、頭では理解していても、どう
しようもない焦燥感と苛立がありました。

その場に適した言葉が自然にポンポン飛び出す
様になり、この子との会話を楽しめるまでになっ
たのです。そればかりではなく、最近は、上の子
が勉強するのを見て、「勉強したい！」と言い出
し、自ら課題に取り組んでいます。

それで、子ども達に必要以上に厳しく接し、「瞬
間湯沸かし器」と主人に呼ばれる程、些細なこと
で、カッとして直ぐに怒り出し、家族間は気まず
い雰囲気でした。

下の子は、解毒を終えたばかりですが、身体的
にも随分改善しました。以前は、風邪を引いたら
直ぐグッタリし、点滴や入院騒ぎだったのが、嘘
の様に熱を出しても、元気に遊び、チュアブルを
多めに摂らせると、直ぐに熱も下がる様になり、
体力が付いて来ました。

障害を抱える子の為にもこれではいけない、何
とかしなければと思っていたところ、七田の障害
児の親の会、「まこと会」の HP の掲示板で雅代さ
んのことを知り、早速、昨年４月の雅代さんの東
京講演会に参加しました。
それまでにも、別のサプリメントを摂らせていまし
たが、栄養補強のみならず、お水の重要性や解
毒のこと、心の持ち方などホーリスティック(心・
体・魂の統合的、全体的な）な考え方の重要性
や、「子どもを良くしたいと思うなら、先ずお母さ
んから！」と言われたのは初めてでした。
「人を変えようとせず先ず自分を変える」これら
の雅代さんの言葉に私の求めるものがここにあ
ると直感。直ぐに親子三人で栄養補強を開始し、
ビルさんのリーディング、辺泥先生の上部頚椎
の調整を受けました。
栄養補強開始８ヶ月後の今、上の子の４年前か
らの飛蚊症の症状が消え、１年の半分は抗生剤
等の薬を服用しても、なかなか治らなかったアレ

私も、以前は、病弱で胃痛、腰痛持ち、疲れ易く
暇さえあれば横になっていたのですが、気が付
けば胃痛、腰痛が治まり、風邪も引き難く、ちょ
っと無理をしても疲れ難くなりました。
それに連れ、物事を前向きに捉えられる様にな
り、子ども達を感情的に叱り飛ばすことや夫婦
喧嘩も少なくなり、険悪になりつつあった上の子
との関係が改善。さらに、今まで見えなかった主
人の良いところが見えてきて、彼に感謝出来る
様になりました。
雅代さんに出逢えたお陰で、家族が笑顔を取り
戻して絆が深まり、雅代さんには感謝してもしき
れないほどです。これからも下の子の障害の軽減、
そして克服すべく、何事も直ぐに諦めず、コツコツと
努力し精進していきたいと思っています。
天真爛漫さんのブログ：
http://plaza.rakuten.co.jp/tennshinohohoemi/
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膀胱変形が、奇跡的に正常になり、カテーテルとも無縁に！ （静岡 松井尚美）
息子は一歳半の時に、たまたま風邪でかかった小児科医より、
肛門の上に凹みがあることから検査を勧められ、こども病院の
脳外科と泌尿器科にかかるようになりました。それは二分脊椎
（生まれつき脊椎の癒合が完全に行われず、一部開いたままの
状態にあること）の疑いがあったからです。

思わず、その結果を涙ながらに噛締
め、ガッツポーズをとったほどです。
一生やらなければならないと言われ
ていた導尿が、こんなに短期間に克
服できるなんて、夢のようです。

検査の結果、膀胱の壁がボロボロで、外壁に憩室ができていた
り、膀胱の変形があったりで、腎臓に悪影響を及ぼすため、尿
道拡張術を受け、以後導尿（オチンチンにカテーテルを入れ、
１日に４～６回膀胱に溜まった尿を抜くこと）を強いられました。
そして、それは生涯続けることになると、医師からキッパリ宣告さ
れたのです。

又、半年間ステロイド軟膏を使っても、
治らなかった次男の手指の接触性皮
膚炎にも、変化が表れました。かゆみ
が消えず、掻き毟り、皮がベロベロに
むけ、血だらけの状態になったことも
ありました。

ショックでどん底に突き落とされた気分、その上、息子が思春期
になったときの心配など、現実さえも受け入れられない状態でした。
どうしようもない、不安な毎日を過ごしていた時、昨年１０月、雅
代さんの講演会に、参加させていただきました。

指先は黒く色素沈着が起こり、皮膚科の先生もまったくお手上
げだったのに、チュアブルを飲み始めて二ヶ月経った頃には、
「すべすべの指」になってきたのです！

帰り際、声をかけてくださった雅代さんに息子の障害のことを話
すと「大丈夫！治るよ。絶対治るよ」とおっしゃって頂き、今まで
「治る」なんて考えても見なかったのですが、それからは「治す」
思いで、雅代さんお勧めのものを片っ端から始めました。
栄養補強、浄水器の設置、辺泥の上部頚椎の調整、ビルさんの
リーディング（驚くことにビルさんも息子の障害は治ると言って下
さいました）など、とにかくいいものは、何でも取り組んできました。
そして先日の検査で、レントゲンに写った息子の膀胱はまるで別
人のものかと疑うほど、細胞も形も膀胱壁も、全て健常者と変わ
らないものに変身！していたのです。おまけに障害の原因となっ
ていた、膀胱内圧、尿道内圧も正常範囲内と、考えても見なかっ
た奇跡が起きました。
先生もなぜこんなに治ったのか、不思議でたまらないと、首をかしげ
ていました。栄養補強を始めて、たった４ヶ月目の出来事でした。

もちろん私も栄養補強開始後、１ヶ月位で、階段の上り下りが
苦にならなくなりました。さらに、２０年以上消えなかった顎の下
のニキビの跡が解消し、勉強意欲が出て来ました。
また、高熱を出す度に腎盂腎炎（じんうじんえん）で入院し、
点滴をしていましたが、今回は悪寒くらいで、体がしんどくなく、
ガードを１０錠飲むと、１時間もしないうちに熱が下がり始め、翌
日は信じられない程、元気になりました。
雅代さん、お会いできたことを心から感謝いたします。この感動
と感謝を胸に、この４月の静岡の講演会では、私もできるだけ
お手伝いさせていただきます。
一人でも多くの方にこのことを知って頂いて、皆さんに強運、健
康を手に入れて頂けたら、こんなに嬉しいことはありません。本
当に、本当にありがとうございました。
ふーてんママさんのブログ：http://plaza.rakuten.co.jp/naofuten/

娘二人のおたふく風邪もあっという間にらくらく克服！ （埼玉 戸張律子）
昨年末、上の娘が学校で流行りだしたおたふく風邪に
かかりました。友達は痛くて布団の中でうずくまって泣
いていたり、高熱がでて大変！というお母さんからの声
を聞いた中、ウチの子二人は、けろっとしていました。

それと同時に下の子が風邪をひき、上の子のお
たふくウイルスが入ったのか、熱がでて、耳から
膿のようなものがでました。それも、チュアブルを
多めにあげて大丈夫でした。

私の娘は、はしかとか水疱瘡など全くやったことがな
かった為、育児７年目にして、初めて襲ってきたおたふ
くに私は少々びびっておりました。

それから２週間して下の子も腫れてきておたふく
となりました。熱がかるく出て、朝食を噛む時、痛
いと泣いたのですが、痛いのは朝だけだったらし
く、腫れもせず熱もでず、無事すみました。

シスターズの岡安美智代さんに相談し、「うちの子もお
たふくになったけれど、日ごろの栄養補給で少し腫れ
ただけで軽くすんだよー！ガードを通常より多くと水分
と保温、時々スプリングもあげるといいよ」という経験
からの心強いアドバイスにとても安心。
早速、上の娘にはガードを多く取らせていたところ、熱
もでず、はれのみ！本人はけろっとして、本当にらくな
おたふくでした。

昨年１２月末にやってきたおたふく騒動ですが、
栄養補強で軽く済んだお陰で、まず何かと忙し
い年末に、混みこみの医者にいって疲れずに済
んだ事がとてもありがたかったです。
ローラさんのブログ：
http://plaza.rakuten.co.jp/yoshihironiichan/

普段から栄養補強をし
っかりしているので、い
つも元気。不調になって
も、多めのガードかチュ
アブルで直ぐに回復！
健康で手がかからない、
「お母さん孝行」の優希
ちゃん（左）と南ちゃん
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「日本を元気にする運動」

すごい！インフルエンザが１日で回復！ （岡山 北村友真香）
昨年末、私と子供たちだけ、夫より一足先にわが実家に帰省していました。その数日後、
つづいて夫が帰省。ところが、帰ってきたとたん、夫が３９度の熱を出してしまい、病院に
行くと、「Ａ型インフルエンザ」との診断！！
雅代さんにタミフル（医者から処方される、抗インフルエンザ・ウイルス剤）の怖さを聞いて
いたので、さっそくガードとメンドを多めに飲んで、その日は早めに寝ました。
すると、なんと翌朝、夫が「もう、熱が下がった」と何もなかったかのように平然と言うでは
ありませんか・・・（本当にインフルエンザだったの？っていう感じなのです。）インフルエン
ザといえば、数日は高熱が続くらしいのですが、なんと１日で下がってしまい、本当にびっ
くり！
前日には、恒例の「初詣で」も無理かしら？とあきらめていたのですが、無事に全員揃っ
て新年の「初詣で」に行くことができました。
私もカゼをひきやすい体質ですが、栄養補強食品を摂って約１年、カゼらしいカゼをひい
ていません。もともと扁桃腺が弱いのですが、カゼのひきかけと同時にガードとメンドを沢
山飲んでいるので全然大丈夫なんです。本当に助かっています。ありがとうございます。
今年は、このすごいクエスト社の栄養補強食品を、もっと沢山の人に教えてあげようと張
り切っています。雅代さん、シスターズの皆様、これからもどうぞよろしくお願いします。
パタパタママさんのブログ：http://plaza.rakuten.co.jp/patapatamama8ok/
何をしても治らなかった、長年の偏頭痛と腰痛も解消！ （和歌山 大須賀亀丸）
７８歳になるまで、何十年も偏頭痛と腰痛に悩まされていました。そんな時、越山さんの「幸
運へのダイナマイト」を読み、彼女はただ者ではないと思いました。
早速「健康大革命」も読んで、理想健康セットにガードを追加して開始。途中、吐き気、頭
痛、腹痛、下痢、次々と好転反応が出て、弱気になったこともありました。
ところが、心配になると、いつも担当の河野さんが、「今、毒が出ていって体がきれいに、
元気になっている証拠。おめでとう！カッカッカッ！」と笑い飛ばすので、深刻に考えずに、
とにかく 3 ヶ月は続けてみることにしました。

のホームページ
www.masayo.us

メールアドレス

開始後すぐ、降圧剤や胃薬、頭痛薬など今まで飲んでいた薬を全部やめたところ、知ら
ぬ間に血圧も安定し、体全体から気力が湧いてくるのを感じ、腰の痛みも徐々に緩和しま
した。頭痛もほとんどしなくなりました。

info@masayo.us

越山雅代のブログ
http://plaza.rakuten.co.jp/
masayokoshiyama/

日本、外国からも身体にいいといわれるものを色々取り寄せて試しても、一向に改善され
なかった症状が、みるみる良くなっていることに驚き、この方法に賭けてみることを決意。
昨年１０月には大阪の雅代さんの講演会にも夫婦で出かけ、生のマシンガントークに触
れ、エネルギーを頂戴しました。
その後、上部頚椎の調整もし、ダイオードの光治療器も購入して毎日腰を中心にあてて
いたところ、栄養補強との相乗効果で、長年の腰痛がすっかり消滅。駅の階段もスタスタ
登れるようになり、皆、びっくり仰天！
孫や息子夫婦も私がここ数ヶ月ですっかり元気になる姿を見て、自分達も摂りはじめまし
た。今年の冬は風邪をガードとチュアブルで乗り切り、息子は悩みの種だった花粉症が、
今年はまだ出ていないと大喜び。

「和製ゲーリークーパー」と呼
ばれた、若かりし頃に逆戻
り。外面も内面もとても素敵
な会社会長の大須賀さん。

「まだまだ人生これからだ！人様のお役に立てることがあるはずだ！」という気で一杯で
す。自分の経験を通して、「身体が元気になれば、やる気がわいてくる」ということをまわり
の高齢者にどんどん伝えたいです。
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