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あなたは、アルミの怖さを認識していますか？
How safe are the personal care products you use?
今やアメリカでは、男性の２人に１人、女性
は３人に１人が癌を発病。もう少しで日本も
この割合に達すると予想されているそうです。
それに加え、アルツハイマーも最近急増し、
アメリカでは患者数４５万人に急増。そして、
癌同様アルツハイマーも、今や中高年の病気
ではなく、若年層までに広がってきています。
アメリカでは、癌の原因は毒物の蓄積、特に
乳ガンは、人口の９０％が毎日使用している
デオドラント（制汗剤）に含まれている、ク
ロルヒドロキシ・アルミニウムなどのアルミ
の化合物だと言われ始めました。
シカゴのアレルギー専門医、クリス マクグ
ラス博士（Dr. Kris McGrath）が乳ガンの患
者の細胞には多量のアルミと化学物質が含ま
れている事を発見。２００４年には、シカゴ
近郊の４００人の乳ガンの生存者の過去のデ
オドラント使用歴を調査。
その結果、デオドラントに含まれるアルミな
どが主因だけでなく、わき毛を剃ってしまう
と、毒物をより体に吸収しやすくしてしまう
事も発見。わき毛を剃って、デオドラントを
使用した人は、デオドラント未使用の人より、
なんと２２年も早く乳ガンになっていた事が
解明されたのです。
最近アメリカでは、良識のある医者達は、患
者にアルミなどの有害化学物質を含まない、
自然のデオドラントの使用を勧めています。
日本でもデオドラントをファッションや必需
品として多くの人達が使っているようですが、
内容成分はアメリカの化学製品と変わらず、
体にどんどん毒物が蓄積され、癌だけでなく
様々な健康問題の引き金となります。アルツ
ハイマーの原因も、体へのアルミの蓄積だと
いう事がさかんに言われています。
アルミは、調理器具、アルミ缶、アルミホイ
ル、目薬、ワクチン、薬や食品、化粧品など
の保存料（制酸剤）として、生活のありとあ
らゆる所に使われています。

日本には、「焼きミョウバン」というのがあ
ります。これは昔から、なすの漬物の色をよ
くする為、栗などの煮崩れを防ぐために料理
にも使われているものです。しかし、昔から
あるからと言って、安心はできないのです。
これは、別名「硫酸アルミニウムカリウム」
で、アルミが含まれているのです。
現在アメリカでは７７，０００種の化学物質が作
られ、その内、３０００種が食品として、１０，０００
種が着色、保存、乳化剤などの食品添加物と
して使用され、毎年１０００種の新しい化学物
質が紹介されています。
特に有害化学物質を含む、デオドラント、シ
ャンプー、化粧品、毛染めのような毒物は、
毛穴を通して女性の体にどんどん蓄積され、
妊娠すると胎児の体にも移り、蓄積してしま
います。殆どの人は気づいていませんが、母
親が、自分が生まれてから妊娠するまでに体
に蓄積してしまった毒物は、実は自閉症、ア
トピー、発達障害のような子供の心身の問題
を引き起こしているのです。
ですから、私達は毎日の生活の中で意識して
化学物質、鉛、水銀、アルミなどを体内に蓄
積させないように、安全な食品や物を選んで
使用する事が必須です。また、空気、水から
もドンドン毒物は体内に蓄積されるので、常
に効果的で賢い栄養補強と解毒をし続けなく
てはなりません。
この「２人に１人が癌」という事実を認識し、
手遅れにならないよう、大至急「自分の健康
は自分で守る」実践を始めましょう！
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賢い栄養補強は、良い歯並び、健康な歯茎、虫歯ゼロにも、非常に効果的！（越山雅代記）
高質の栄養補強をしっかり摂ると、何と歯茎に
も栄養が行き渡り、歯茎からの出血、歯周病、
出っ歯、歯並びも簡単に改善します。おまけに、
バランスのよい栄養が、口の中を酸性に偏らせ
ず、理想の酸／アルカリ度に保つため、虫歯も
なくなり、意外な驚きと感激が一杯！
私、越山雅代の２０年弱前に田中
朝見先生に作っていただいた、今
でもこんなにきれいな、世界のマ
スターピースと言われる、セラミッ
クの歯。
ここでは、歯茎にも注目して下さ
い。賢く栄養補強をすると、皆さ
んもラクラクこんな健康な歯茎を
保てるの保証付き。

に改善するのです。また、健康な細胞を作るコ
ーエンザイム Q１０の入っている「ネオスプリン
グ」も歯茎の健康維持に大活躍！

クエスト社の栄養補強を始めた子供達は、虫歯
がなく、歯並び最高、優しく、精神が安定した、
頭脳明晰の、健康優良児達に続々と早変わり。
大人も、歯茎がピンクで健康に引き締まり、歯の
グラグラがなくなり、出っ歯が治った人達も沢山！
日本では歯周病は治らないと言われています
が、これはビタミン C が不足している壊血病と
同じなので、バランスのよい栄養をとると、簡単

歯の健康にも驚きの効果を発揮！
最も純粋な天然の材料を使い、最
高の品質と効果を誇る、クエスト社
のネオソース製品。

歯並びもよくなり、虫歯ゼロ表彰！ 栄養補強のミラクル効果で、怖いものなし♪ （静岡 早野裕子）
息子が通っている七田チャイルド・アカデミーがきっかけで、親
子でクエスト社の栄養補強を開始しました。（私は基本セット、息
子は、チュアブル、スプリング、フラックスオイル、解毒なども行
いました。）
その９ヵ月後に、現在６歳になる息子の乳歯がグラグラし始め、
永久歯がちらっと顔を出してきました。しかし、変な所から変な
向きに、歯が生えてきていました。
乳歯が邪魔をして、永久歯が生える場所がありません。しかし、
息子が絶対に抜くのは嫌だと言い張ったので、そのままにして
自然に抜けるのを待ちました。その後、乳歯は抜けたものの、歯
自体がとても小さかったため、やはり永久歯の入るスペースが
なく、困ったなと思っていました。

少し経つと、驚くようなことが起き始めました。永久歯が右に左
にクネクネと少しずつ動きながら、両脇の乳歯たちを外側へ押し
始めたのです！そしてだんだん両脇の歯と歯の間が空いてきて、
数ヶ月経った現在では、永久歯の入る隙間がしっかりでき、歯
の位置も、向きも、ほぼきれいに並びました。
人間の体って本当にすごいです。栄養が十分足りていれば、歯
並びまでも自分の力で治していけることを、目の当たりにして大
感激！
また、虫歯についても栄養補強は凄い効果を発揮しています。
甘いものも食べる息子ですが、栄養補強のミラクル効果と、ダラ
ダラ食べに気をつける、食べた後のうがいを心がける等の簡単
な注意で、虫歯も寄せ付けず、先日虫歯ゼロ表彰をいただきま
した。下の娘も栄養補強のおかげで虫歯なし♪

ところが、雅代さんが以前、「栄養が足りていれば、歯茎も引き
締まって、悪い歯並びだって改善するよ。虫歯だって、栄養補強
で唾液の酸／アルカリ度のバランスが良くなれば、絶対になら
ないよ」と教えてくださった事を思い出したのです。

体の不調からはじめた栄養補強ですが、部分的に対処する薬と
違い、体全体が元気になるために、歯並び、虫歯予防、その他、体
のさまざまな部分まで、おまけの良い結果をいただいてます。

そこで、栄養補強をとっているから大丈夫と信じ、そのまま自然
に任せることに！

こんな素晴らしい効果を発揮する栄養補強、雅代さん、ミツコさ
ん、シスターズのみなさんに出会うことができたことに、大変感
謝しています。
☆ひろこ☆さんのブログ：http://plaza.rakuten.co.jp/sunao1kansya2/

理想の子育ては、賢い栄養補強から！チュアブルを食べている子供達は、皆、心身共に健全になるばかり
ではく、虫歯がなく、歯並びも最高に！写真はシアトルのワトソンさとみさんの７歳の息子さん、ダニエル君。
彼は赤ちゃんの時からチュアブル大好物で、体、脳、精神の発育／発達が素晴らしい。精神がとても安定
し、優しく思いやり深く、運動神経、学習能力抜群。そして、健康な歯茎と歯並びで、今まで全く虫歯になら
ず、医者知らずの典型的な健康優良児。（写真は生えかけの歯で隙間が）
クエスト社の栄養補強で、このような理想の心身共に健康で健全な子供達が続々誕生中。あるいは大変
身中！ダニエル君も、産まれた時は、体が弱く、生後２ヶ月目で腸の手術もして、いつも病院通いだったの
です。でも、賢い栄養補強で、今や、心身共に超健康、手のかからない、育てやすい理想の少年に！
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９・１０月の講演会予定 Masayo Seminars
＜９月＞
Jolly - 楽しい～ステップアップセミナー
「夫の死からの学び、実践と叡智」
９月３日（日）名古屋
９月１０（日）東京

１０月１４日（土）名古屋
１０月２１日（土）東京 （船井メディア主催）
仔細と講演会と懇親会の申し込みは、船井メディア：
フリーダイヤル：0120-271-374 FAX：03-5769-3200
【担当】 イベント事業部 山内（綾）、遠藤さん
http://www.semi271.com/koshiyama/index.html

参加資格が必要なので、ご注意を！
仔細と申し込みは、担当シスターズか、
www.masayo.us の「講演スケジュール」へ

＜１０月＞
『あなたはもっともっと、健康、強運、幸せになれる！
度肝を抜く世界最新実践情報、初公開！！』

名古屋の仔細と申し込みは、９月の講演会と同じ。
是非、お友達を各地の講演会にお誘いください。

ペンキの鉛やデオドラン
トのアルミの恐ろしさを
１１・１２月の講演会も予定しています。後日、雅代
伝えたいと使命感に燃え
さんのブログや www.masayo.us に詳細を掲載。
ている、雅代さん

母親が元気になり、自閉症の息子もどんどん言葉を話し、積極的に！ （千葉 渡部美恵）
長男が「自閉症」と判断されてからは、「何とか改善したい！」
と、私は他社の様々なサプリメントを飲ませたり、良いと聞け
ば、ありとあらゆることを試していました。

私も栄養補強でとにかく超元
気になったので、上手に受け
止めてあげる事が出来ました。

しかし、どれも長続きせず、長男のマイナス面ばかりに目が
行くようになり、自分は不幸だとまで追い詰めました。どうに
かしなければと内心焦り始めていた頃、七田チャイルドの会
報誌のお陰で、藁にもすがる思いで、クエスト社の栄養補強
を始めました。

長男は凄い好転反応を乗り越
え、言葉の面も栄養補強を始め
る前は、話す意欲が全く無かっ
たのですが、現在は一生懸命
言葉を発する様子が出て、促し
てあげると、すっと言える言葉
が増えてきました。

小学１年の長男は、「チュアブル」を食べてすぐに「パパ」と言
えるようになったり(パ行って難しくて言えなかったんです)、
以前はやらなかった食事の後片づけもしてくれたりして、
「この栄養補強は本物！」と、即実感！
ところが、その直後に好転反応が出て、学校で落ち着きがな
くなり、フォロー担当の渡辺登代美さんから「お母さんが飲ま
ないとだめ。お母さんが先に元気になりましょう！」とアドバイ
スを。他社のサプリにも、フォローの方がいましたが、そんな
ことを言われたのは初めてで、驚きました。
確かに、その時の私はいつも疲労感にさいなまれ、偏頭痛
がし、毎日イライラして過ごしていました。子供達に優しく接し
たいという気持ちがあって、少しは頑張ることが出来ても、長
続きせず、自己嫌悪に陥るばかりだったのです。

タカヤ君とタイチ君(長男)

また辺泥先生の上部頚椎の調整にも通い始め、栄養補強との相乗
効果で自分と家族の名前も言い始めました。最近では校長先生にま
で「何か言語療法でも始めたの？よく話せるようになってきたね」と言
われ大感激です！
体力もついてきているので、学校のマラソン大会や合奏、お掃除など何
でも一生懸命に取り組み、担任の先生も褒めてくれます。長男は以
前はやる気が全く見られなかったのですが、今は「とにかく自分からや
ろう！」とする気持ちが出て、その成長ぶりが有難いです。
ちなみに解毒をしているとき、３歳だった次男は健常児ですが、なん
と４０センチもの便が出ました。その後、七田教室の担当の先生に、
「集中力が出た」など、とても褒められました。

アドバイスを素直に実行し、子供達と栄養補強を始めると、
先ず私の偏頭痛があっという間におさまり、元気になり、心と
体の健康を取り戻しました。おまけに超前向きな気持ちがド
ンドン湧いてきて、行動的になりました。そうしたら、本当に
子供も学校で落ち着いていきました。

息子達を変えたいと思っていても、母親が元気にならないとお話にな
らないという事が骨身にしみました。今では「私って、良いことを見れ
る天才だ！」と自我自賛してしまうくらい、何に対しても前向きです。

その後、夏休みに子供達の解毒を始め、長男は好転反応で
「ジギルとハイド」のように、浮き沈みが激しく出ました。

栄養補強と解毒をする前は、あんなに自分は不幸だと嘆いていた私が、
今は幸せを感じ、息子達が最高の自分を出していけるように、育ててい
きたいという夢を持っています。もちろん、私も最高の自分を出してい
くよう努力します。

ご近所に虐待していると思われるのではないかというくらい
叫んだり、すさまじい好転反応でしたが、毒がいっぱい出てい
るので「良かった、おめでた～い！」という嬉しい気持ちと、

美恵さんのブログ（☆☆ミエ☆☆）：http://plaza.rakuten.co.jp/taitaka/
© 2006 Quest Group International, Inc.
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製品紹介：待望のマシンガン雅代・オーディオ教材とe-book 発売開始！
Product Spotlight: Masayo Educational Products
「雅代さんの講演会や充電会に参加すると、一気に元気とや
る気が湧き出る！」と大勢の参加者の方々から感想をいた
だきます。
ところが、その後、「日常生活に戻ってしまうと、せっかく充電
した元気とやる気がどんどんしぼんでしまう。どうにかして、
もっと雅代さんから充電したい。」そのような皆さんの強いご
要望にお応えし、この度、マシンガン雅代のオーディオ教材
や e-book をご用意しました！
１． 越山雅代・講演 DVD：１種類
見るだけで元気になれると大評判！まるで、マシンガン
雅代のライブ講演に参加しているみたいな凄い迫力！
世界最新、超一流の健康・強運に関する情報や叡智が
満載。
２． 越山雅代・充電会 ＣＤ：２種類
１） 運について前代未聞の情報と叡智
（私達が敬愛し、博学博識で、愛情一杯のサイキックの
ビル・モンロー氏と「３分でわかる運のちから」の著者あ
おぞらきりんさんゲスト出演）
２） 好転反応について

３．e-book：＊ブログ、ニュースレターより編集した１０種類
１） 母親・育児教育の生の声 知らなきゃ損！(Part 1, 2)
２） PMS・更年期障害・子宮、卵巣の問題・不妊、女性の病気、
簡単克服体験談集
３） 心の痛みを癒す スピリチュアルな言葉＆強運を呼び込む
生き方
４） カンタンでおいしいマシンガン雅代のとっても e レシピ
５） 鬱・自律神経失調症・アルコール依存症、こころの問題克服
体験談集
６） 自閉症・アスペルガー症候群・発達障害の改善体験談集
７） がん・高血圧・糖尿病・肥満 etc. 生活習慣病克服体験談集
８） リウマチ克服
９） 自然療法
１０）人生レシピ
これらは、「越山雅代と２２０ボルトシスタ
ーズ」のホームページ(www.masayo.us)
の「２２０Ｖウェブ・ショップ」より、好評発売
中！インターネットのない方は、サポート
センターにお問い合わせを。

子宮筋腫を外科手術なしで、栄養補強と解毒で克服！ （静岡 松井尚美）
七田教室を通して、雅代さんの講演会に参加させて頂いたこと
がきっかけとなり、昨年１１月より理想健康セットとフラックスオ
イルを開始しました。

れている、子宮筋腫までが消えてしまうとは！！私の子宮は栄
養補強を始めて、９ヶ月の月日をかけ、完璧にきれいになったの
です。

解毒も終わり、「これで私の身体から毒が出たぞ！」と安心してい
た今年５月、突然私の股間に何かが「ポトン」と落ちてきました。

雅代さんが、「最近、毛穴を通じて毒物が子宮に溜まり、多くの女
性が子宮筋腫や卵巣嚢腫（のうしゅ）で苦しんでいる」と教えてく
ださいました。また、合成洗剤に多く含まれている界面活性剤な
どの毒物が原因で、妊婦の羊水がとても臭いとも聞きます。クエ
スト社の栄養補強のお陰で、それがこんなに簡単に解消できると
は素晴らしいです。

それは、ピンポン玉大の血の塊で、レバーのゼリー状のもの。
そして、その後、同じようなものを、２日間で３個も産んでしまい、
驚きながらも大変爽快な気分でした。
というのは、私は、二人目妊娠時から「子宮筋腫がある」と医師
から言われ、「これで悪いものが全部出たんだ。私の子宮もば
っちり！」と感激した訳です。
ところが、その２ヵ月後に、私は青くなりながらトイレで座り込ん
でしまいました。生理中とはいえ、出血量が多くて何をしても追
いつかない。「これでもか」というほどの血の塊が次から次へと
流出。急に不安になり、慌てて産婦人科に駆け込みました。
しかし、医者は、「子宮も卵巣も全く異常なし！！そして、なんと
筋腫までなくなっている」と。医者も驚くほど最高の状態だった
のです。それで、今までの私の血の塊や流血は、全て好転反
応だったということが分かりました。
それまで、歯茎の出血がなくなったり、爪が丈夫になって割れな
くなったり、集中力が増して疲れ知らずになったりと、栄養補強
の威力に驚かされっぱなしでした。
しかし、まさか普通は外科的手術で取り除くしか方法がないとさ

どんどん私や家族（今年３月号のニュースレターに体験談を掲載
した、息子も膀胱障害を克服！）を真の健康へ導いてくださって
いる「神様からの贈り物」である、この栄養補強。それを知るきっ
かけをくださった雅代さん、ミツコさん、大勢のソウルメイトの皆さ
ん、本当にありがとうございました。
これからもこの健康体を維持し、よい波動を少しでも周りの方に
送れるように、私にできることを最大限に頑張っていきます。
尚美さんのブログ（ふーてんママ）：
http://plaza.rakuten.co.jp/naofuten/

左から：この体験談の松井
尚美さん、雅代さん、鈴木
ミツコさん、早野裕子さん
（２ページに息子さんの体
験談ご紹介）
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雅代さんのご主人ロブ・ジョリー氏に捧ぐ Dedication to Rob Jolly
非常に残念ながら、２００６年６月２１日、真の優しさと深い愛情に満ち溢れていた、越山雅代さ
んのご主人、そして、ソウルメイトのロブ・ジョリーさんがご逝去されました。
実は、この日は、雅代さんの誕生日でした！愛する人の誕生日に亡くなるというのは、あちらの
世界での誕生日という事ともなり、お二人の絆の強さを意味する素晴らしいことだそうです。
ロブさんは、生涯、人々の素晴らしい模範となるような生き様を、私達に見せてくださいました。
生前の彼を知っていた人々は、「ロブさんは非常に我慢強く、稀に見るような優しさ、愛情と思い
やりが一杯で、ユーモアのセンスを兼ね備えた人だった」と口をそろえて表現します。ロブさん
は、本当に多くの人々に惜しまれています。
これから、私達は、ロブさんの名において、少しでもまわりの方々のお役に立てることをさせて
いただきます。それにより、私達が触れさせていただいた人々の心の中にも、ロブさんの想い
出が永遠に生き続けることを願っています。（社長 クレイグ デイビス）

（写真説明）上：２００５年ユタ州にて：
皆の憧れの素敵なご夫妻、雅代さんと
ロブさん。左中央：３歳頃のロブさん。

≪雅代さんの見解≫
ロブさんは昨年１０月、雅代さんが日本滞在中に、雅代さんに言わずに、家の古いペンキをヤスリ機で除去し、
ペンキを塗ってしまいました。
アメリカでは鉛の猛毒性から、ペンキに鉛を含有するのを１９７８年に禁止。ところが、雅代さんの家のペンキ
はその２年前に塗られた物で、鉛が含まれていたのにも関わらず、ロブさんはマスクをし忘れ、相当量の鉛と
ペンキの粉を体内に入れてしまったそうです。（ペンキの鉛の猛毒性に関しては、次号にて特集。）
その後、鉛中毒の症状にあるように、１１月ぐらいから不眠症になり、１２月の末には食事の後、気持ちが悪く
なり、年明けの１月に即病院へ。医者は胃ガンと診断。
次第に、胃から腸へ食物を送る十二指腸の腫瘍が大きくなり、空間に詰まって、とうとう閉塞。その間、食べ物、栄養補強、解毒、水
分までを吐く事になり、栄養を体に入れる事ができず、どんどん衰弱。
それでも、６月上旬までは、沢山の奇跡を起こしてきた実績をもつ、何人かの日米の専門家達にもお願いし、ありとあらゆる改善方法
を試され、楽観的だったそうです。しかし、鉛の猛毒が影響したのか、医者も驚くぐらい凄い勢いで、ガン細胞が体中に転移。
食べ物が食べれず、断食状態になった時は、胃や体からドンドン溜まった毒物やペンキの粉のような物も好転反応として出てきたと
の事。とにかく、食べ物から栄養を摂れず、奇跡の回復に必要な体力を失ってしまったのが致命的だったそうです。
また、小さな頃から、何かの毒物の影響で、１０代から背中が赤くなっていたり、本誌１と６ページにあるよう、ガンの原因と言われてい
るアルミを含むデオドラントを４０年以上も使用され、かなり体内に色々な毒が蓄積。
「雅代と会っていなければ、沢山の心と体に良い事をできなかったので、もっと早くに病気になっていたと思う」とロブさんやご家族。
雅代さんの影響で、ロブさんも、栄養補強や解毒、食べ物のことなど、健康面でプラスになることを沢山してられました。ところが、マイ
ナス要因がプラス要因を圧倒。そして、「運命もあり、すべて必然かも」とは、雅代さんの現段階での見解です。
しかし、ロブさんの死を無駄にしないよう、「デオドラントのアルミやペンキの鉛の毒の危険性について、皆さんにお知らせしたい」とい
う雅代さんの強いご希望で、今回と次回に特集を組みます。
多くの人々の健康と幸せの為に、私達の活動が大きく広がるよう、私達を効果的に導き支援するために、ロブさんはあちらの世界に
配置換えになったと、何人かのサイキックはコメントをしています。高次元からは、ガーディアンエンジェルとして、より強力に支援しや
すくなるそうです。
「悲しみの七転び八起き」を繰り返しながらも、前向きに、颯爽と、ロブさんが誇れる女性を目指してられる、雅代さんに頭が下がりま
す。皆さんも、ロブさんのご冥福と雅代さんのこれからの益々のご活躍をお祈りください。
★ロブさんの死に関する雅代さんの５日連続のブログ：http://plaza.rakuten.co.jp/masayokoshiyama/diary/200607040000/
© 2006 Quest Group International, Inc.
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息子の体から高レベルのアルミが検出！原因は制汗剤使用などで、母親の体に溜まった毒！ （千葉 佐々木美和子）
中使用。そして息子を出産後、１歳半頃から発達の遅れを感じ、
専門医を受診。そこで、「発達障害」との診断！
その後「どうにかして改善したい」と、ネットでいろいろと調べて
いるうちに、自閉症や発達障害の原因に、有害な重金属が関
係しているという説を見 つ け 、 早 速 、 ら ・ べ る び ぃ 予 防 医 学
研 究 所 （ http://www.lbv.jp/index.html ）の毛髪検査を受けてみま
した。
雅代さんの最愛のご主人、ロブさんが６月に他界されました。
そのロブさんの死の引き金として、雅代さんはロブさんが鉛の入
っているペンキの粉を大量に吸い込んでしまった事を指摘され
ています（５ページ参照）。それに加え、４０年以上も使っていた
デオドラントの中のアルミの蓄積も胃ガンへの大きな要因ではな
いかと分析（１ページ参照）。
そして、改めて、鉛やその他の毒物に関して私達にその怖さを
教えて下さり、私達の過去の体験を質問されました。
それで、私も自分の今までの生活を振り返り、分析してみたら・・
あるある！なんと私自身も子供へも、鉛、アルミや毒性が一杯
の化学物質を多量に含有している商品をありとあらゆる所で使
っていたのです！
だから、私の体に蓄積した毒素が妊娠中に息子の体にも蓄積さ
れ、息子が障害を持って産まれてしまった！また、色々研究して
みると、ペンキや塗装にも猛毒な鉛が含有され、息子に与えた
玩具や生活用品にも毒素が一杯！
私はショックと反省で、母親としていたたまれない心境です。し
かし、私にできる事は、皆さんに正しい情報を得ていただき、将
来の惨事を防ぐ事だと思い、体験をシェアさせていただきます。
私がアルミの汚染源である制汗デオドラントスプレーを使い始め
たのは、高校に入学して間もなくの頃。自宅には大きなスプレー
缶を、通学カバンには携帯用を必ず入れ、一年中、毎日欠かさ
ず、一日に何度となく噴射。
その後、社会人となり接客業についた私は、ますますスプレーを
手放せなくなる毎日。子供を妊娠するまでの１８年間、ほぼ１年

すると、息子の毛髪から高レベルのアルミと鉛、中レベルの砒
素とカドミウムが検出！たった３年しか生きていないのに、こん
なにも有害物質が多いのは何故？しかも、毒の溜まり過ぎで、
人間が生きていく上で不可欠な必須ミネラルの吸収が妨げられ、
栄養を考えて食べさせていたのに、なんとミネラル／栄養不足
の体になっていた！
添付されていた資料には、｢生体への悪影響。症状：特に発疹・
成長・育成・学習・情動。アルミの汚染源：調理器具・食器・水処
理剤・アルミ缶・タバコ・殺虫剤・消化制酸剤・大気汚染・酸性化
した土壌・制汗剤」と。
私は、息子を妊娠してから、口から入る添加物等には気をつけてい
ました。しかし、それ以前に自分が取り込んでいた経皮毒が、母
胎を通じて赤ちゃんに行ってしまう事など、全く考えもせず、ずっと
有害物質を自分の体に溜め込みまくる生活を送っていたんだ・・・
と思うと、息子に申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
昔は一学年に一人いるかいないかと言われていた自閉症・発達
障害の子供達が、今では障害の軽い子を含めると、１クラスに
２～３人いるという状態も、毒の蓄積が私達の母の年代より進ん
でしまった結果なのかもしれません。（１９９０年代初頭より、少
なくても２倍、または３～５倍になっているという説も。）
そして、恐ろしい事に、現代の小学生は、高学年になると女の子
がこぞって制汗スプレーを使用し始めている現状！
ＣＭや流行に惑わされず、自分の体に有害な物を安易に取り込
まないよう、私達はこれから次世代を担う若い女性や子供達に、
その恐ろしさをしっかり伝えていかなくてはならないと心から思
います。
美和子さん（くーみん）のブログ：
http://plaza.rakuten.co.jp/kuminn112/

雅代さんがボロ布として残しておいた中から見つかった、ロブさんのこわばった、デオドラントと汗の
跡が残っている下着の脇の下の部分の写真。ロブさんは、アメリカ人口の９０％の人達のように、デ
オドラントを４０年近く使用。
どんな洗い方をしても、写真ではよく見えないが、どのシャツも、どんどんロウのように厚く固く残って
しまうので、雅代さんは洗剤メーカーに、この汚れはどうにかならないか手紙を書こうとしたとの事。
こんなものが毛穴を通して体に蓄積したら恐ろしいので、何年か前から、ロブさんは自然のデオドラ
ントに変更。このような事実を目の当たりにすると、どうして雅代さんがデオドラントの恐ろしさを強調
するか、御理解いただけるでしょう！
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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
腱鞘炎、事故の後遺症、口内炎が全て解消し、便通も快調で、３キロ減！（千葉 菊池アサ ６７歳）
娘みどりの住むワシントン州に６月末から１ヶ月滞在しました。クエスト社
の栄養補強と皮膚用のナノボタニカをきちんと再開し、沢山お水を飲み、
ウォーキング、雅代さんの記事が『ターザン』に紹介された「エゴスキュー」
の運動など、健康によい様々なことを娘に教えてもらい、一緒に実践。
この間、私に起こった沢山の嬉しい変化をご報告します！
今まで、いつも疲れると口内炎が二つぐらいでき、痛みと食べにくさで、
困っていました。しかし、アメリカ到着時にあった口内炎も直ぐに消滅し、
その後、全くできなくなりました。
さらに、２０年位前に交通事故で、右足首を痛めた後遺症がありました。
長距離を歩くと、痛みがありましたが、それが全く無くなりました。パッチ
ワークで、右手首が腱鞘炎になっていましたが、それもほぼ解消。
便通は通常一日一回でしたが、２～３回になり、体内のお掃除ができた
感じです。それまで、減量したくて、水泳、スポーツクラブ通い、ウォーキ
ング、食事制限なども試みましたが、全然痩せられませんでした。
ところが、この１ヶ月間、体に良い事を沢山して、何と体重が３キロも減
っていたのです！ アメリカでも食べる量もほぼ同じだったのですが、こん
なに簡単に痩せることができ、本当に嬉しいです！

栄養補強で、益々元気で若々しくなった
お母さんとみどりさん。

おまけに肌にも透明感が出て、つやが出て来たと娘夫
婦にも言われました。娘といると「姉妹ですか？」と皆さ
んに聞かれ、思わずニコニコ笑顔に！（これは、栄養補
強とナノボタニカの相乗効果だと思います。）
痛みがなく、体調がとても良いというのは非常に有難い
ことです。これからも、健康管理に留意し、栄養補強な
ど体によいことを継続しながら、益々元気で好奇心一
杯に活動しようと思っています。
みどりさんのブログ：http://plaza.rakuten.co.jp/midori220v/

鬱病を完全に克服、明るく元気でたくましい３児の母に！ （和歌山 中村夫妻）
九州にいる娘の様子がおかしくなりだしたのは数年前のこと。娘
は二人目の子供を出産した後、鬱病がひどくなり、亭主と別居
するまでになりました。
ある日、娘は抗鬱剤を多目に飲んで朦朧とし、自殺未遂などの
きわどい状況も何度かあったため、入院させました。
医者は、現実問題の悩みからの逃避が原因で、境界性人格障
害的な症状だと診断。病院では、薬だけで、鉄格子の独房のよ
うな所に入れられ、治療効果はなく時間の浪費でした。
このような娘の状況で困り果てていた時、家族のような友人が、
なぜか田舎の小さな本屋で、越山雅代さんの『健康大革命』に
後ろ髪を惹かれたそうです。それで、ちょっと読んでみて、「これ
しかない！」と閃き、喜び勇んで本を持ってきました。
そして、早速娘に連絡してくれ、娘は、お勧めの栄養食品の中
のガードを飲み始めました。すると、みるみる内に娘に大変化が
起き始め、心が安定し、明るくなり始めました。それで、感激した
私達は雅代さんに和歌山まで講演に来ていただきました。
その時、「生理前症候群」の事を学び、娘は不思議と満月の時
に月経になり、性格が変貌する事が解り、女性用の栄養補強食
品、バランスを加えるようにアドバイスをいただきました。すると、
その後娘は、メキメキと改善し、自分から明るく、進んで行動す
るようになりました。
少し、入退院を繰り返しましたが、ある病院で、心のカウンセリン

グもうけ、子供の養育に関する母
親の連鎖について話をしてもらっ
たのが、心の解放にもつながった
ようで、娘は回復への大ジャンプ
をしました。
早起きの苦手な娘が、朝の散歩と
ラジオ体操に参加するようにもなり
ました！また、ガードやバランスな
どを飲んでいたため、体力・気力
維持をすることができ、抗鬱剤を
使わずにすみました。

重度の鬱を見事に改善。
育児、家事、ＰＴＡにと大
活躍の３児の母。

波はありましたが、急速に回復して
いきました。ヒールとメンドで、以前
飲んでいた薬などの毒出しができたのも、健康回復を早めたと
思います。
娘が栄養補強・解毒を始めてわずか半年で、全く普通の状態に
回復しました。昨年のクリスマスには第三子、健康な男の子も出
産。アルバイトでは人の嫌がることを自ら率先してやったり、小
学校のＰＴＡの役員をかってでるなど積極性が出てきました。今
は明るく元気でたくましい、３児の母です。
一連の娘の出来事で、われわれ夫婦も多くのことを学ばせても
らい、それだけで一冊の本になるほどの苦しい経験もさせてもら
いました。すべてに感謝で、私共の体験を分かち合うことで、皆
さんのお役に立てば幸いです。
© 2006 Quest Group International, Inc.
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会社からの報告事項 Corporate Announcements
★ショッピング・ポイントをどんどん集めて、お友達とクエスト製品を無料でもらおう！
クエスト社は、日ごろの皆様への感謝の意を込め、ショッピング・ポイント制をご用意して
います。こちらの特典は、何とメンバーの皆さんの購入した製品の１０％がポイントになり、
自動的に加算されるというシステム。 例）１００ドルの製品をお求めの場合は、１０ポイント
が加算されます。
また、お友達をご紹介いただき、そのお友達が製品を購入なさった場合は、ご紹介者に
『ありがとう・ポイント』（５０ポイント）をさし上げます。さらに、そのお友達も、購入額の１０％
を、ポイントとしてもらえ、それで、お二人の方々が、両方ハッピーに。
ポイントが貯まると、ご希望のクエスト社の素晴らしい栄養補強、解毒、スキンケア製品を
無料でゲット。詳細は、担当シスターズか、サポートセンターにお問い合わせを。

日本サポートセンター
〒106-0047
東京都港区南麻布５－１－８
YMD ビル 3F

健康診断満点、中性脂肪半分、イライラ・疲労が解消 （岐阜 小磯明美）

カスタマーサービス及び
オーダーサービス部
03-5915-0345

夫は病気こそ滅多にしない人でしたが、いつも疲れて、イライラしていました。日曜の午前
中は疲れ果てて寝ていて、絶対に起きてこないし、仕事から帰った後は、いつも疲労困ぱ
いで、ご機嫌ナナメ。疲れている時に話しかけると、うっとうしがられ、険悪ムードに！

カスタマーサービス用 Fax
03-5915-2661

私が、４０年間のアトピーと２４年間のステロイド漬けによる、様々な後遺症を栄養補強で
克服し、どんどん元気になった様子を見て、夫も昨年６月より、理想健康セットを開始。

日本サポートセンター
メールアドレス
post@questgrp.jp

彼の変化は目を見張るものがあり、あっという間にあれだけ疲れやすかったのに、「疲れ
た」と言わなくなり、話しかけても機嫌よく答えてくれるようになったのです。

ホーム ページ
www.questgrp.jp

一時は、好転反応でイライラが酷くなった時もありましたが、ヒールとメンドも加え解毒をし
たところ、すっかり落ち着き、性格も以前よりもずっと優しくなりました。

「日本を元気にする運動」

彼はきっと元々優しい人だったんだと思います。ただ以前は、栄養不足やストレスからイ
ライラが募り、性格の良い面が出せずにいただけだったんだなぁ、とつくづく思いました。

のホームページ
www.masayo.us

メールアドレス
info@masayo.us

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

その他、肥満気味だったのですが、栄養補強開始後すぐに、どんどん贅肉が落ち、引き
締まってきました。
以前は、８６センチあったウエストが、気づいてみれば１０センチ減の７６センチ！独身時
代の体型に戻り、本人も相当嬉しかったようです。毎日欠かさずサプリケースに必要な分
を自分で詰め、会社にも忘れず持っていって食べています。
先日、一年ぶりの健康診断があったのですが、結果にまたまた驚きました。昨年、栄養補
強を始める直前の健康診断では、肝機能、中性脂肪、肥満と、３つの分野に要注意の数
値が出ていましたが、現在は、すべて正常値に！ 中性脂肪は、２５１から１１６と、なんと
半分以下に下がっていたのです！
私達くらいの年齢（４０歳）だと、生活習慣病が気になるのが普通かもしれませんが、全く
その心配がないのはとてもありがたいです。
これからも、ずっと元気で夫婦仲良く暮らす為にも、欠かさず栄養補強を続けていきたい
と思います。

クエスト社の栄養補強で、生まれて
初めて超健康体になれ、ご主人や回
りも元気にしている小磯明美さん。

明美さんのブログ：http://plaza.rakuten.co.jp/happylifesupport/
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