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 アガルヴァル博士の研究デスクより 
 

サイ波動薬実践者の皆様 

 

スワミの恩寵により、新たな１０８のコンボボックスがこの度ご用意できたことをここに謹ん

でご報告申し上げます。これまで多くの実践者の方から戴いたご指摘やご報告をもとに、また

計３年間にわたる広範囲の調査・研究を通して、今回これまでのコンボを改良し１１００以上

の症例に対応できるようにいたしました。この新しいコンボボックスは先月８月１６日に、ス

ワミの祝福を戴けるよう、プラシャンティニラヤムマンディール内の至聖所に滞りなく安置さ

れました。 

 

それに先立ち、１１日には、インド、ドイツ、イタリア、ポーランド、ロシア、英国、米国の

実践者からなる小グループがアシュラムの診療所（Ｓ４－Ｂ１）に集まり、スワミに新しいコ

ンボボックスを捧げ、あらたなレメディが神聖エネルギーに満たされるようお祈りをしました

（後ページ写真参照）。 

 

１０月６日のダサラ祭の後、新しいコンボのマスターボックスは当診療所に移され、各実践者

のみなさんとともにそれぞれのボックスへと分かち合えるようになります。すなわち、全面的

に改定されたコンボボックスがその時点からスタートするのです。今回の改定により、対応で

きる症例数が増加しましたので、次回プラシャンティニラヤムを訪問される際には、是非、診

療所に立ち寄られ、みなさんのボックスに再度チャージされることをお願いする次第です。ス

ワミの恩寵により、この新たなレメディがより多くの人々のお役に立ち、広く社会全般への奉

仕に活用されますことをお祈り申し上げます。 

 

スワミが肉体の衣を脱がれてからの過去数カ月、実践者のみなさんはそれまで以上とはいかな

いまでもこれまでと同じように、波動薬の奉仕・実践に邁進されてこられたことをとても心強

く感じております。この間、多くの医療奉仕活動が行われ最も必要とする人々に波動薬が届け

られました。その一つに、プッタパルティ近くのコタチェルブにあるシュリサティアサイ短期

大学を会場とした活動が挙げられます。ここでは、計３００名の患者さん（高校生１３０名、

小学生７０名、村人１００名）に接することができました。プッタパルティからの４人の献身

的な実践者により、５時間以上にわたってレメディが処方されました。彼らはその後、学校で

子供たちと昼食をともにしました（写真参照）。今後とも、インドのみならず海外で行われる

医療奉仕活動のニュースやその様子を伝える写真をこの通信でご紹介したいと思っております

ので、活動詳細や写真をこちらまでお送りくださるようお願いします。 

 

最後になりますが、小さなお願いがあります。この通信をみなさんが受け取られる時に、イー

メールの主題欄の箇所に登録番号が記されているのにお気づきだと思います。この登録番号を、

みなさんから私宛へのあらゆる連絡（レポート、個別処方事例、質問など）の際に添付してい



ただけると大変助かります。波動薬の輪が広がるにつれて、みなさんと明確な意思疎通を図る

上で大変効率的であり将来的にも極めて大切なものです。 

 

多くのみなさんに近い将来お会いできるのを楽しみにしています。御自身をプラシャンティニ

ラヤムで「再充電」されスワミの与えて下さった奉仕の機会を継続していただけるよう、また、

新たなコンボボックスからみなさんのコンボボックスへのレメディの「充電」が行われますよ

う願っております。 

 

サイの愛の奉仕の中で 

アガルヴァル ジット 

 
コンボを使った処方例( 

 
１．複合的な問題（ベルギー） 

１５歳の時から呼吸アレルギーを患っていた３１歳男性は、対症療法の薬なしでは夜睡眠をと

ることもできずにいました。彼はまた過去５年間ヘルペスも患い、この波動薬に出会う直前に

は新たな火種も宿していました。彼は癌と診断された弟と感情的なもつれから仲たがいしてお

り、そのことで何年にもわたってストレスに悩まされ心の平安を失っていたのでした。以下の

レメディが処方されました。 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.8 Herpes…TDS 

初回の服用だけでも若干の症状の改善が見られ、数日のうちに全ての病状が消え去りました。

病状の再発防止のためにさらに３週間の服用が続けられましたが、その後は徐々に服用回数を

減らしました。 

６週間後、呼吸アレルギーの症状が完治されたことが確認されました。対症療法薬に依存する

ことなく睡眠もよく取れ、弟との感情的なもつれにも前向きに取り組んでいく決心もつきまし

た。「今ようやく人生で初めて弟と呼べる存在に恵まれた。」と彼は話しています。 

このケースでは CC17.2 が処方されるという異例のものとなりました。呼吸アレルギーに対しては通常、

呼吸器系コンボの一つが処方されますが、CC17.2 によって、身体・感情・知性のそれぞれの鞘に対す
る浄化が行われますので、正しい選択であったように思います。実際のところ本件では長年の兄弟間の
厳しい人間関係によるストレスが病状の背景にあったのかもしれません。スワミは「全ての病気は心の

中から始まる。」とおっしゃいますが、私たちはこのことを忘れてはならないでしょう。 

２．甲状腺機能低下症（インド） 

２７歳の男性が幼少の頃より甲状腺機能低下症を患っていました。実際にはエネルギー不足で

あるにもかかわらず、怠けているように見えてしまうのです。髪の毛がたくさん抜け、顔はむ

くみで腫れ、慢性的な貧血に悩まされ、夜は悪夢により睡眠が中断されていました。過去１２

年から１５年の間、ときおり対症療法の薬が服用されていましたが、根本的な改善は見られず、

逆に、最近では症状は悪化しているように見えました。以下のレメディが処方されました。 

CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 
Brain & Memory tonic….TDS 

１カ月後、症状は少し改善され、悪夢を見ることなく夜は良く眠れるようになりました。次に

以下のレメディが処方されました。 



CC3.1 Heart tonic + CC6.2 Hypothyroidism + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic ….TDS  

２か月後、さらに５０％の改善が見られ、その後の２カ月間では９５％回復しました。数カ月

後、スワミの恩寵により、彼は完全な健康状態へと戻りました。 

本件は人生のほとんどを甲状腺低下症で苦しんでいた患者さんが完治した素晴らしい事例です。もし、
最初の段階で CC6.2 Hypothyroidism が処方されていたなら、治癒はさらに早まっていたかもしれませ
ん。しかしながら、CC18.1 Brain & Memory tonic が処方されたことは正しい選択であり、患者さんの

急速な回復をもたらしたに違いありません。長年にわたる症状であったために、この実践者は再発を防
ぐため、注意深く甲状腺の状態を見守っていることでしょう。甲状腺の健康とバランスを維持するため

には、CC6.2 Hypothyroidism を一日一回かなりの期間、あるいはおそらくこのまま継続して服用してい
くのがよいでしょう。 

３．湿疹と顔面腫瘍（インド） 

４５歳の女性が首の右側から頭部にかけてとてもかゆみのある湿疹を患っていました。５ヶ月

前にはおでこにレモン大の腫瘍ができ、その腫瘍の表面にはいくつかのおできやはれものがあ

りました。また、過去５年間、黒ずんだ色素沈着が身体のあちこちに見られました。彼女はま

た貧血で、おそらくは、彼女が抱えている身体的外観への心配や不快感、恥ずかしさなどによ

る深い鬱をも患っていました。これまで抗生剤や対症療法、アユールヴェーダ療法が試されま

したが何の変化もなく、以下の波動薬が処方されました。 

CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Immunity + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergy + CC21.6 Eczema ….TDS  

２０日後、腫瘍の表面のおできが無くなったこと、以前よりも気持ちが明るくなったことが報

告されました。２か月後、腫瘍の大きさは半分になり、湿疹は２０％少なくなりました。その

後もレメディの服用は継続され、さらに３カ月後には腫瘍はかすかに目で気づくほどにまで縮

小し、彼女の鬱状態は過去のものとなりました。さらに２カ月後、皮膚の色素沈着以外はすべ

て治癒されました。 

４．おしりの痛み（インド） 

７２歳女性が臀部の痛みを患い、数年間ベッドから起き上がることも動くこともできないほど

でした。以下のレメディが処方されました。 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + 
CC20.5 Spine….TDS 

６カ月後、患者さんは起きて歩けるようになり完全に回復したように感じたので、レメディの

服用は打ち切られました。 

患者さんが老齢である場合には、特に骨に関連するケースにおいて、上記のレメディの服用回数を減ら
して摂り続けると良いでしょう。 

５．下肢急性リンパ腺白血病（インド） 

２歳半になる男の子が白血病となりました。当初は熱が出る程度でしたが、入院先の医師によ

り血液の癌であることが判明し、化学療法やその他の対症療法が投与されました。２週間経っ

てから、この少年の祖父母がスワミの祝福された波動薬を知り、治癒を確信して以下のレメデ

ィを受け取りました。 



CC2.1 Cancer + CC3.1 Anaemia + CC12.2 Children’s tonic…TDS 

定期的な服用を始めて１カ月後、体力はまだ回復していないものの、この小さな患者さんの気

持ちが明るくなったとの報告が祖父母からあり、病院の見解も病状は良好に推移しているとの

ことでした。更に１カ月経つと、２５％の改善が見られ、その後も着実に健康を回復していき、

８か月後には完全な健康体となりました。この間、上記のレメディとともに、対症療法の薬も

併用されていました。再発防止のために、この完治の後も１カ月間レメディの服用が続けられ

ました。 

本ケースの疾患は死亡率の高い、極めて深刻な癌です。スワミに対する信の厚い祖父母によって対症療

法の薬と並行して波動薬が摂取され、完治に至ったというのは祝福でした。完治の後も、服用回数を減
らして、例えば一日１回の頻度で続けて摂取していくことをこの実践者は考慮していることでしょう。

特に CC12.2 は、この種の癌治療に用いられる強力な対症療法によって生じた精神的・肉体的外傷に対
して小さな子供の患者さんに極めて有効なレメディです。 

６．尿感染症の猫（クロアチア） 

実践者の娘さんの飼っている猫が尿感染症にかかってしまい、尿には血が混じり排泄の際には

痛みもあり、以下のレメディが処方されました。 

NM21 KBS + OM15 Kidneys + BR11 Kidney Balance + SM 27 Infection …TDS 

３日も経たずに症状は改善し、１週間で完治しました。 

１０８のコンボを用いる場合には次のレメディによって同じ効果が得られるでしょう。 
CC1.1 Animal tonic + CC13.2 Urinary tract infection ….TDS 

*************************************  

(健康に関するアドバイス ( 
 

ココナッツオイルは体重を減らす 
 
「肥満と代謝障害に関する国際誌」に掲載された複数の研究は、ココナッツオイルが体重を減

らす働きがあることを明らかにしました。そのうちの一つの研究はココナッツオイルを摂取し

た肥満男性の脂肪燃焼とカロリー消費を測定するものでした。結果として双方が促進されたば

かりでなく体内に蓄積された脂肪をも減らす働きがあることが判明したのです。もう一つの研

究は２７日間、中鎖脂肪酸トリグリセリド（ココナッツオイルの中に見られる成分）から得ら

れるカロリーを全食事内容の３０％とする規定食を続けた女性を対象としたものでした。結果

は脂肪燃焼とカロリー消費を押し上げたばかりでなく大腸内の善玉菌を増やし、消化管内の有

害な病原体をも消滅させました。 

 

このほかにココナッツオイルはラウリン酸やカプリン酸のような極めて良質の脂肪酸を含んで

います。ラウリン酸はピロリ菌を防いだりピロリ菌に対して抗菌性を持つもので、カプリン酸

はカンジタ菌などの酵母菌に対しての強い抗菌性を持っています。また、オメガ３オイルのよ

うに、ココナッツオイルは血液の粘着性（血液がサラサラでないことは心臓病の原因の一つと

されます）を減らします。食事から摂る全カロリーの８０％をココナッツやココナッツオイル

から摂取することで知られる、ニューギニアのトロブリアンド諸島の原住民は虚血性心臓疾患

や発作に罹るケースは実質ゼロであり、過剰な体内脂肪がないことでも顕著です。 

 

体重を減らすためにはどのくらいの量のココナッツオイルの摂取が必要なのかは今後の調査研

究が待たれるところですが、ココナッツオイルはジュースに混ぜたりお米やパスタにふりかけ



たり、様々なカレーにもとても良く合う定番であるなど、幅広く料理に用いることができます。

新たにココナッツオイルを試されるとするなら、まずは、食事毎にテーブルスプーン一杯を摂

取することで健康増進のもととなるかもしれません。ココナッツオイルを購入する際には“Ｒ

ＢＤ”（refined, bleached and deodorized:精製・漂白・脱臭済み）という表示のあるもの

は化学薬品によって処理されているものなので避けるようにしましょう。「エキストラヴァー

ジンココナッツオイル」もしくは「オーガニックココナッツオイル」のものを選んでください。 

       出典：Sally Fallon Morell, MA President, Weston A. Price Foundation  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

心臓発作の際の自助方法 

心臓発作に見舞われた時には多くのケースで周りに人がおらず、助けを求めることができない

まま心臓の鼓動が不規則になり気を失い初め、意識が無くなるまでにたったの１０秒足らずで

あるとされています。しかしながら、このような場合であっても咳を何度も力強く規則的に行

うことで助かる可能性があります。咳をする前には深呼吸をし、咳自体は深く長くし、胸の奥

から痰を吐きだすイメージで行います。 

救急の援助が来るまで、あるいは心臓の鼓動が本来の状態に戻るまで呼吸と咳は約２秒間隔で

休むことなく繰り返されなければなりません。 

深呼吸は酸素を肺に送り込み、咳（のように行う動作）は心臓から血液を絞り出し血液の循環

を良くします。この心臓への圧力によって本来の鼓動のリズムを取り戻すこともできます。こ

のように、深呼吸・咳の動作によって心臓発作に見舞われたとしても病院へたどり着くことが

できます。どうぞ、できる限り多くの人にこの対処法をお伝えください。多くの人の命が救わ

れるかもしれません。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

コレステロールが脚に影響を及ぼしている１１の兆候 

コレステロールは血管を詰まらせる原因となりえますが、脚にも影響を与え、ひいては末梢動

脈疾患（ＰＡＤ）を引き起こすことがあります。モンテフィオーレ医療センターの高度介入治

療部門長デビットスロバット医学博士によれば、心臓病・心臓発作・脳卒中を誘発する可能性

の高いＰＡＤは現在米国で１２００万人、世界中では数え切れないほどの人に見られます。Ｐ

ＡＤを５年間患った場合、２０％のケースで非致死性心臓発作を併発しています。 

ＰＡＤには以下の１１の兆候が現れることがあります。早期発見により治療が可能です。 

脚部の痛み 

極めて良くみられる一般的な兆候として「はこう：脚の痛みや不快感を伴って正常な歩行がで

きない状態」があります。動脈が詰まっているため、脚の動きを司るのに十分な血液が運ばれ

ないのが原因です。患者さんの中には、「脚が重い・だるい」といった症状や焼けるような痛

みを訴える人もいると、スロバット博士は述べています。この痛みは片足だけあるいは両足の

ふくらはぎや腿、臀部など脚のどの部分においても生じることがあります。この痛みはまた、

同じ状況で再発する傾向があります。例えば、一定の距離（例：２つの街区）を歩いていた時

に痛みが感じられ、その後休憩して痛みが無くなったにもかかわらず、それからさらに同じ距

離を歩くと痛くなるといった具合です。 

睡眠時のこむらがえり 



ニューヨークにあるプレスビタリアン病院、ワイルコーネル診療センターの血管および血管内

手術センター理事であるダレンシュナイダー医学博士によれば、睡眠中、ＰＡＤを患う人には

かかとや足の甲、つま先こむろがえりや痙攣が起こることがあります。ベッドから足をぶらぶ

らさせたり、椅子に座ったりして、重力によって血液が足の方に流れることによって、こうし

た症状は治まるとのことです。 

皮膚とつめの変化 

ＰＡＤは足のつめや皮膚に変化をもたらすことがあります。通常の血液の循環やそれによる栄

養補給を受けることができないために脚部の毛が抜けたり、剃った後の生え方が遅かったりす

るのに気づくかもしれません。また、皮膚に張りや光沢がでたり、足の爪が厚くなったり生え

方が遅くなることもあります。シュナイダー博士は、こうした症状は通常同時に見られると述

べています。 

皮膚の色の異常な変化 

医師が診察の際に注意していることの一つは脚部の色の変化です。足を上げると血流が阻害さ

れ白っぽくなるかもしれません。さらにその足をテーブルからぶらぶらさせると血管が広がり

足への血流が促されて今度は色が赤みや紫がかったりすると、シュナイダー博士は述べていま

す。また座った状態で、人によっては足やつま先の色が血流不足のために青もしくは蒼白にな

ります。 

足の冷え 

脚部や足が冷たく感じたり、触るとひんやりとしている場合はＰＡＤを患っている兆候かもし

れません。一方、シュナイダー博士は、こうした兆候は年齢を重ねるにつれて（ＰＡＤに無関

係の人でさえも）一般的に見られるものであって、判断の基準としては最良のものではないと

しています。しかしながら、一方のみの足が冷たいようであれば医師に相談すべき時期かもし

れません。 

慢性のただれ・腫れもの 

ＰＡＤが進行した場合、血行の悪いために足部に治りづらい潰瘍ができることがあります。乏

血潰瘍として知られるこの症状は早急に対処する必要があると、シュナイダー博士は注意を呼

び掛けています。この潰瘍は茶色か黒でしばしば痛みを伴います（糖尿病関連の足の潰瘍は、

この症状とは異なり、糖尿病により神経が損傷しているため無痛であるかもしれません）。 

勃起不全 

スロバット博士は、ごくたまにＰＡＤが勃起不全をもたらすことがあると述べています。腸骨

動脈によって勃起に必要な血液がもたらされますが、この左右２つの動脈が閉塞した場合、も

しくは血行が著しく妨げられた場合、勃起不全が生じることがあります。「血管の障害による

勃起不全を患う患者数は多くはなく少数派ではありますが、起こりうるのです。」とスロバッ

ト博士は説明しています。 

麻痺・虚弱 

休んでいる時に、脚部や足部の感覚が無くなったり弱々しく感じたりする時はＰＡＤの兆候で

あるかもしれません。「患者さんによっては脚がだるく力が全く入らない、あるいは足がしび

れて麻痺しているように感じる人もいるかもしれません。歩行時や運動時にではなく、急速時



にこうした症状が現れた場合には通常ＰＡＤがかなり進行しています。」とシュナイダー博士

は述べています。 

ふくらはぎ筋肉の委縮 

ＰＡＤが更に進行した場合にはふくらはぎの筋肉の委縮が見られるかもしれません。顕微鏡の

レベルで観察すると、血液が十分に行き渡らない場合には筋肉繊維の大きさや数が低下するこ

とがあるのです。実際、重度のＰＡＤ患者さんは患部の筋肉を半分失い、残りの筋肉も委縮す

る傾向にあります。 

細胞壊死 

シュナイダー博士によると、８０％のＰＡＤ患者さんは比較的穏やかな症状に留まるものの、

極度の重症を患う人も少数あり、中には、細胞の壊死
え し

や壊疽
え そ

さえも伴って、脚部のみならず生

命の危険に至るケースも見られるとのことです。ひどいケースでは患部を切断しなければなら

ないこともありますが、禁煙・健康的な食生活・薬の服用、さらには血管のバイパス手術や血

管形成術によって脚部の血行を改善することが可能です。 

無症状  

ほとんどのＰＡＤ患者さんは症状がありません。しかし、ＰＡＤのもたらす厳しい症状を危惧

する方は検診を受けたいと思うかもしれません。早期発見により、心臓病や脳梗塞を予防する

ことが可能になるからです。ＰＡＤは喫煙者、５０歳以上の人、糖尿病患者により発生しやす

く、コレステロール値が高かったり、高血圧、あるいは心臓病や脳梗塞を患いやすい家系の際

には十分な注意が必要です。                                                                     出典：Health.com 

********************************************************************************************************************** 
 

 質問コーナー 
 

質問：レメディを処方した後、患者さんから何の連絡もないことがあって、その後の状況も分

からないことがあります。 

  

回答：追跡調査のための面会予約をし、日時を書いたカードを患者さんに渡してみてはどうで

しょうか。それとともに、あなた自身の面会予約管理表にその旨記入するのを見てもらうよう

にしましょう。症状が改善されればその面会は必要ないこと、但し面会のキャンセルの電話連

絡を要することを患者さんに伝えて下さい。病状が改善された場合でも再発防止のためのレメ

ディの継続的な服用を強調することが重要です。 

 

質問：多くの人が CC20.3+CC20.4+CC20.5を服用しても痛みを抱えたままです。 

 

回答：まず初めに、患者さんの痛みがいつから始まったのか、ケガや事故、病気の後に起こっ

たものなのかを確認しなければなりません。もし、痛みがケガや事故によるものであれば、

CC10.1+ CC20.2 が効果的でしょう。CC10.1が重要なのは事故の精神的なダメージをいまだに

患っているかもしれないからです。チクングンヤ熱やデング熱によって引き起こされた痛みで

あれば CC9.1がよいでしょう。またこのレメディは１カ月から３カ月の長期にわたって服用さ

れる必要があることにご注意ください。 

 



質問：患者さんの中には無料でレメディを受け取ることに抵抗があり、対価を支払いたいとい

う人がいます。彼らは適正な交換という原則を気にしてしまい来訪も滞ってしまいます。 

  

回答：患者さんには波動薬の実践は無私の奉仕（何の見返りも期待せず他を手助けするという

原則）に基づいて行っているということを説明してみてください。社会共同体にこのような形

で奉仕することで得られる幸福感そのものが報酬であるということです。しかしながら、もし

患者さんにとってこうした考えがなじみのない場合であれば、サティサイ財団あるいは他の慈

善団体への任意の寄付も可能であるかもしれません。患者さんからサティアサイ財団を支払先

とした小切手を預かり、財団事務所宛にそれを送ってあげることもできるでしょう。 

 

質問：携帯電話を持つ人の多い電車やエレベーターなどに乗り合わせた際、波動薬の効能は低

下しますか？ 

 

回答：この時代、どこを移動するにしても周りの人のケータイ電話の頻繁な使用に接してしま

うという問題があります。サイラムヒーリングポーテンタザー（マシーン）を使用している実

践者の方は NM45 Atomic Radiation と SR324 X-ray を波動薬に加えることが大切です。１０

８のコンボボックスをお使いの人は全てのボトルにこれら２つのレメディが既に含まれていま

す。しかしながら、コンピューターや携帯電話があちこちに使われている最近の職場では、い

かに電磁波への対策が取られている波動薬といえども、こうした環境で常にテレビ・パソコ

ン・ケータイ等の電磁波にさらされているがために、永久的な効能の保証はできかねないので

す。 

 

患者さんの一日の処方回数が３回から４回であれば、起床時、出勤前、帰宅時、就寝前に摂取

することができるでしょう。こうして波動薬の容器は持ち歩くことなく自宅の洗面所や電磁波

のない部屋などに保管できます。服用回数がこれよりも多いのであれば、砂糖粒を別の容器に

移し替え、アルミ箔に包んである程度の電磁波を防ぐようにしましょう。 

 

 

アガルヴァル先生への質問がありましたら、news@vibrionics.orgまで御送り下さい。 
 
********************************************************************************************************************** 
 

治癒者の中の治癒者である神からの御言葉集 ( 

科学技術の発達したこの時代に平安な生活を送ることがますます難しくなってきています。

人々は様々な肉体的、精神的な病の犠牲に陥っています。文明の最先端である都市に住む人の

多くは自然に即した睡眠の喜びを失ってしまいました。彼らの眠りは睡眠薬に頼った人工的な

ものに過ぎません。こうした医薬品の過剰な摂取によって、高血圧や心臓疾患といった疾病が

増加しています。人々は恐怖や不安に苛まれる健康を失った屍になりつつあるのです。何百万

もの薬が製造されながらも全体として健康が回復されてはいません。逆に、様々な新種の病気

が現れ、急速な勢いで拡がっています。ほんの少数の人が英知を備えヨガや他の霊性修行の効

用に気づいています。彼らは自らの体験そのものによってそれを確認します。 

               ・・・サティア サイバヒニ 第２２章 「永遠の真実」 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
全ての活動が神への捧げものとしてなされるべきです。怠けていてはいけません。どのような

活動に携わるにせよ、愛を持って行いなさい。あなた自身の才能や適性にあったいかなる活動

でもかまいません。そのような神聖な仕事に就いているあいだ、あなたの好む神の御姿を礼拝

し続けなさい。霊性修行を行う時、多くの困難が起こると人は言います。こうした厳しい状況

は試練として捉えなさい。試練とは罰ではなく一段高い霊性に見合うかどうかを見極めるため



のテストなのです。試練がたびたび訪れるということは昇進への機会を繰り返し得ているとい

うことです。試練と試練の間に大きな時間の間隔があるなら昇進は長い期間不可能であること

を意味しています。困難に対してはこうした姿勢で臨み克服するよう努めなさい。 

                ・・・1985 年 7 月 7 日サティアサイババ 御講話 

                       

 お知らせ  
ワークショップ開催予定 

 

インド、プラシャンティニラヤムで１０月３日上級波動薬実践者向け、１０月８－９日ジュニ

ア波動薬実践者向けワークショップが開催されます。詳細はアガルバル博士宛。 

 

インド、デリーでジュニア波動薬実践者ワークショップが２０１１年１０月２９日および１１

月１９－２０日に開催されます。詳細は各地域主催者へご連絡ください。 

 

英国・ロンドンで６月２５・２６日に、ジュニア波動薬実践者ワークショップ並びに（全ての

実践者向けの）リフレッシュワークショップが開催されます。詳細はアガルバル博士まで。

（020-7209-3413, 01865-511-171 email 99sairam@vibronics.org） 

 

ポーランド、Wroclaw で １１月１１－１２日、波動薬実践者及びジュニア波動薬実践者向け

リフレッシュワークショップが開催され興味深い治癒事例を取り上げます。連絡先： Dariusz 
Hebisz 電話： 071-349 5010 、もしくはemail: d_hebisz@hdp.com.pl.まで。 

 

波動薬服用前               波動薬服用後 

 
甲状腺機能低下症の事例（本文ケーススタディ、インド）  ２７歳の患者さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

２０１１年８月１１日 実践者が祈りを込めてスワミの御足に新しい１０８のコンボマスター

ボックスを捧げました。 

 

 
 

２０１１年８月１７日 マスターボックスがマンデール内マハサマディにて奉納されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

２０１１年９月２日、プッタパルティ近郊にて波動薬医療キャンプが行われ、３００名の方々

への奉仕の機会を得ました。 

 

 

Ｅメールアドレスが将来変わる方はできるだけ早くお知らせください。また波動薬実践者の方

でこのニュースレターに興味を示されそうな方がおられましたら、news@vibrionics.org まで

御連絡くださるようにお伝えください。御協力ありがとうございます。 

ウエッブサイト www.vibrionics.org もご覧ください 

 

ジェイサイラム！ 

 

サイ波動薬・ ・ ・すぐ手の届く優秀な医療を目指して・ ・ ・無料の医療へ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


