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サイ波動薬…身近で、卓越した無料の医療を目指して 
 
 

サイ波動薬通信 
www.vibrionics.org 

 
 

病める人、打ちしおれた人、落胆した人、疾患に苦しむ人がいれば、まさにそこにあなたの奉仕の場が

あります・・・シュリサティアサイババ 
 

第３巻 第三号                                                                                        2012 年 5／6 月 

 

  アガルヴァル博士の研究デスクより 
 
サイラム！波動薬実践者の皆様 
 
波動薬セミナーを受講される人々の熱意に接し心強くしております。先月にはナグプールとジャバルプ

ールでインドからの有資格教師によるアシスタント向けワークショップが二つ実施されました。それぞ

れのワークショップでは１８名が新たに受講され、素晴らしい感想が寄せられました。新たな奉仕の道

への開始にあたって、サイ波動薬ファミリーに新しく加わった方々に最良の門出をお祈りする次第です。 

先日、ロンドンでは上級者向けワークショップが行われ８名の参加がありました。彼らは 1 年間の奉仕

の実践を終え、高い向上心を持って上級者となるべく素晴らしい結果を残しました。参加者全員が９

１％から９８％という優秀な成績を収め、より多くの奉仕に携わる決意を新たにしました。ロンドンで

はまた、今月、ジュニア波動薬実践者向けワークショップが行われる予定です。講師はフルタイムで波

動薬セヴァを行い目覚ましい結果を残されている方で、先週、シエラレオーネの医療キャンプから戻ら

れました。彼女は７日間のうちに３０６名の患者さんを処方し、また４名の新たな実践者を訓練しまし

た。 

十分な経験を積んだ上級実践者の方々には教師養成コースの受講を一考されることを強くお勧めします。

この資格によりそれぞれの地域でワークショップやリフレッシュコースを開催することが可能となりま

す。もちろん、ジュニアの方々が上級者向けコースに申し込まれることも歓迎です。こうした機会を是

非ご活用下さい。 

直接スワミご自身から波動薬についてのご指示や助言を戴いた数多くの機会は忘れがたいものです。２

００５年 1 月１９日でのインタビューで、私はスワミに次のように申し上げました。「スワミの恩寵の

おかげで癌やエイズさえも治ってきています。」これに対してスワミは、「愛を持って患者さんに処方

することで全ては良くなる。」とおっしゃったのです。また、（私のオフィスで）およそ２千人から３

千人の患者さんの治療が完了していた約１０年前のインタビューのことも思い出されます。その時私は

処方記録ノートを持ってダルシャンに臨んだところ、インタビューに呼ばれました。私は胸の高まりが

押さえきれないほどワクワクしていて、スワミにこの治療法が大変素晴らしいものでその記録にある全

ての患者さんがスワミの恩寵によって快方に向かっていることを報告したいと思っていました。 

インタビュールームにはたくさんの人がいて、私は床にそのノートを置いたままにしていました。イン

タビューが終わりに近づいても、スワミに患者さんのことについて話しかけるチャンスはありませんで

した。私の高揚感が急速に失望へと変わっていったその時、スワミが、「アガルバル、床に置いてある

のは何だね？」と尋ねてくださったのです。お察しの通り、私の喜びは底知れず、喜び勇んでスワミに

そのノートを見せました。ページをめくりながら、私は極めて満足した調子で言いました。「スワミ、

ご覧下さい。ここにある全ての患者さんが（私の処方する）波動薬の素晴らしい治療法で治りまし

た。」スワミは満面の笑みをたたえながらとても満足そうで、私を褒めて下さいました。「よく頑張っ

た。君の患者さんがみんな良くなっていることは知っている。でも治したのは君の薬ではない。私がす

べて面倒をみている。」このスワミの一言が私のエゴを砕いて下さいました。「ああ、一刻も早くこの
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部屋から消えたい。」というその時の自分の思いを今でも鮮明に覚えています。全知全能のスワミは私

のエゴがはるかの高みまで上っているのをご存じで、たったの一撃でそのエゴを床にまで落として下さ

ったのでした。 

その日私は大いなる教訓を得ました――すなわち、エゴというものは極めて精妙で知らず知らずのうち

に心の中に忍び込むものだと言うことを。 

この２つの出来事を念頭に置いて戴いて、患者さんに接する際には愛こそが最も重要な要素であること

を忘れないようにしてください。愛は誠に強力です。愛に限界はありません。従って愛によって奇跡的

な治癒が起きます。ついでながら、これまでにたくさんの「愛による治癒」の例がたくさん寄せられて

います。奉仕として癒やしの機会を得られたなら、その都度スワミに私たちの心の中のエゴを取り去っ

て下さるよう祈ってください。スワミこそが唯一の治癒者であり、全ての患者さんの面倒を見られるお

方です。我々はその道具にすぎません。 

サイの奉仕の愛の中で 
 
アガルバル・ジット 

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

 コンボを使った処方例 

 
1. 糖尿病 2640…インド      

ESIS 病院に勤めていた６７歳になる医師が白内障の手術を受けるよう勧められました。彼は長年イン

シュリンを摂取していましたが、それでも血糖値は許容範囲を超えていました。手術は急を要していた

ので、波動薬に助けを求め以下が処方されました。 

CC6.3 Diabetes（糖尿病）…BD（一日２回） 

１週間もしないうちに、手術の完了報告と波動薬によって血糖値が下がり喜んでいるとの電話が彼から

ありました。CC12.1 Adult tonic（免疫活性）…TDS（一日３回）が追加処方されました。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. 小児血管腫  2640...インド 

４ヶ月の赤ちゃんが大きな血管腫の治療のために連れられてきました。若すぎる年齢のために対症療法

の医師によっては処置が施されることがありませんでした。赤ちゃんはとても弱っていたので、手術は

１歳になるまで待たなくてはなりませんでした。咳、熱、風邪の症状が見られ、対症療法の医師でもあ

る実践者のもとへ赤ちゃんが連れられてきた時には、とても衰弱していました。以下のコンボが処方さ

れました。 

#1. CC9.2 Infections acute （急性風邪・感染）+ CC19.2 Respiratory allergies （呼吸器系アレルギ

ー）+ CC19.6 Cough chronic（慢性咳） + NM6 Calming（平安）: 沸騰して冷ましたコップ半分の水

に２粒を溶かし一日３回。初回は実践者によって服用が実施され、患者の家族は、赤ちゃんが９ヶ月に

なるまでこの方法で処方するよう伝えられました。９ヶ月以降は砂糖粒の形で直接、舌下に含ませられ

ました。急性の症状が治まった後、以下のコンボが処方されました： 

#2. NM6 Calming（平安）  + NM27 Skin （皮膚）+ NM113 Inflammation （炎症）+ SR293 
Gunpowder（火薬） + SR528 Skin （皮膚）+ SR576 Tumours（腫瘍）…BD（一日２回） 

 

治療が始まって６ヶ月後には、腫瘍は多くの部位で消え、皮膚に沈下し驚くほどきれいになりました。

赤ちゃんは現在３０ヶ月で完全に治っています。皮膚には色素沈着が見られますが心配するものではあ

りません。この子はとても健やかで元気です。今日、同じコンボが再度処方される予定です。 
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                                             治療後６ヶ月                                                 治療後２年 
  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. 胆石 2804…インド 

 

５５歳の男性患者は長年にわたって腹部の痛みを患っていました。医師の勧めによって腹部の超音波検

査を受け、肥大した胆石が見つかりました。胆石の炎症によって肥大した胆嚢が胆嚢の頸状部に影響を

与えていることが判明しました。胆石の除去手術が医師により勧められましたが、患者自身が手術の回

避を望み実践者のもとを訪れたのです。また彼からは腹部の痛みとは別に排尿の困難と痛みについても

話しがありました。以下のレメディの処方が行われました。 
 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic（肝臓・胆嚢活性） + CC4.7 Gallstones （胆石）+ CC4.11 Liver & 
Spleen（肝臓・脾臓）  + CC13.2 Kidney & Bladder infections（胆嚢・腎臓の感染）  + CC15.1 
Mental & Emotional tonic（知性・感情の安定） …TDS（一日３回） 
 
２週間後、患者さんから双方の痛みが治まったとの連絡がありました。レメディは２ヶ月間服用され、

その後の超音波検査によって、胆嚢はまだ一部が膨張して洋なしのような形ではありましたが胆石など

の大きな障害は見られず、内壁も一様に薄く通常の状態であることが判明しました。本実践者からは私

たちインドの事務所に超音波検査報告書のコピーが送られてきました。本件は、スワミの恩寵による、

今日頻繁に見られる病状についての優れた治癒例です。 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
4.  弱視2789…インド 

 

８歳の女の子がドライアイと重度弱視の診断を受けていました。彼女は眼科に送られましたが、医師に

は症状を改善する余地がありませんでした。実践者は彼女の家族から、彼女が２歳の時に高熱を出した

ことを知りました。それ以来、その子はドライアイと弱視を患っているということでした。以下のレメ

ディが処方されました。 
 
CC7.2 Partial Vision（弱視）…TDS（一日３回） 
 
レメディを摂ってから６ヶ月後、彼女の目の潤いが回復し通常の視力も戻りました。しばらくレメディ

の服用を続け再発を防ぐようにしています。 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

5.  アクネ（にきび） 2799…英国 
 

２１歳男性の患者さんが、５年間患っていたアクネのために実践者を訪れました。それは顔全体そして

背中に及んでおり、以下の処方がなされました。 
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NM2 Blood （血液）+ NM6 Calming （平安）+ NM36 War （戦い、感染と炎症）+ NM37 Acidity（酸

性疾患） + NM61 Acne （アクネ）+ SR293 Gunpowder（火薬） + SR309 Pulsatilla（ポースティ

ラ） 30C + SR329 Crab Apple （野生リンゴ）+ SR342 Antim Crud（アンチモニウム クルドゥム ）
+ Echinacea(30C)（エキネシア）（ホメオパシー薬局から購入）…TDS （一日３回） 

 

２週間後の来訪に際にはアクネは５０％良くなっていました。その後もレメディの服用は続けられ、２

ヶ月後にアクネは完治しました。患者さんは再発防止のためにさらに半年間はレメディを（服用量を減

らして）摂取するよう助言され、その後はこの疾患に悩まされることはなくなりました。 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
6. 感情的なストレスと緊張 0437…インド 

 
それまで善良で規律正しかった４９歳男性（大工さん）の性格が変わってしまい、神経質でノイローゼ

気味になり、仕事も手につかなくなりました。彼の説明によれば、お兄さんが病気で亡くなり、自分自

身の家族の他に今ではお兄さんの家族も養わなくてはならなくなり、経済的に厳しい状況にあるという

ことでした。その上、過去１ヶ月の間、毎晩彼のお兄さんが夢に現れ、枕元で泣きながらとても沈んだ

表情をしているというのです。このことで彼は目が覚め、眠りにつくのが怖くなりました。このことが

彼に感情的・精神的緊張を与え、健康を蝕んでいきました。以下の処方がなされました。 

NM6 Calming（平安） + NM28 Sleep（睡眠） + NM83 Grief （悲しみ）+ SM1 Removal of Entities 
（悪しき者の除去）+ SM2 Divine Protection （神の保護）+ SM41 Uplift（心の高揚）…TDS（一日３回） 
 
彼は帰依者であったので、寝る前に水と一緒に飲むビブーティを与えられ、ベッドのそばにババのお写

真を置くように助言されました。すぐに、お兄さんは夢に現れなくなり、彼は徐々に快方に向かいまし

た。１ヶ月も経たないうちに、彼は元の自分に戻りました。 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. 化学療法の副作用除去について（癌のケースを含む）2494…イタリア 
 
サイラムポーテンタイザーをお持ちの実践者の方に、重要な情報が届きました。以下の２つの

ケースに於いて、早急な改善の可能性があることに気づいたとのことです。 

化学療法に対して：化学療法の副作用を除去するために、以下のように２つのポーテンシーで

SR559 Anti Chemotherapy （化学療法への対応）を用いる。 

SR559 Anti Chemotherapy (60C & 1M)…１０分毎に一粒の服用、２時間まで。その後は就寝

前まで毎時服用。翌日からは次の化学療法まで一日６回。６０Ｃはマシーンのダイヤルを３７

１に合わせること。化学療法が続く間は上記の服用スケジュールを繰り返すこと。 

癌のケース：癌に対する通常のコンボ CC2.1 + CC2.3 に SR522 Pituitary Anterior（脳下垂体前

葉） + SR523 Pituitary Posterior（脳下垂体後葉）を加える。血液を浄化する SR272 Arsen Alb 
(200C)を加えると更に効果が高められる。 

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

 健康に関するアドバイス  
    塩分を多く含む食物リスト 

 
 
人体は正しく機能するためにナトリウム（塩）を必要としますが、過度の塩分摂取は脳梗塞、心臓発作、
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高血圧、腎臓疾患の可能性を高めることになります。米国、メイヨークリニックによれば健康な成人は

一日２３００ｍｇ以下の塩分を摂るべきであるとしています。高血圧及び、腎臓疾患や心臓疾患のリス

クを抱えている人は一日１５００ｍｇ以下が適切な量となります。 

ファーストフード 

ファーストフードは素早く、比較的安価な食事やスナックを提供します。しかしこの便利さには代償を

払わなくてはなりません。多くのメニューには塩分がたくさん含まれているのです。米国コロラド州立

大学によれば、例えば、アップルパイ一切れには４００ｍｇの塩分が含まれています。 

調味料、調合物 

（パンやクラッカーに塗る）スプレッドやその他の調味料は塩分の低い食物を高いものに変え一日の塩

分摂取量を飛躍的に増やす可能性があります。メイヨークリニックによれば、調味料、ソース、その他

の調合物の摂取を制限すべきであるとしています。ケチャップ、マスタード、醤油、サラダドレッシン

グ、ソースは塩分を含んでいます。醤油は、大さじ一杯で１０２９ｍｇの塩分を含み、それは一日の必

要量のおよそ半分にあたります（コロラド州立大学）。ケチャップは大さじ一杯で１５６ｍｇの塩分で、

塩分を控える食事に含まれるべき一日１５００ｍｇの一割以上を占めることになります。 

ドーナッツ、ビスケット、マフィンその他 

多量の砂糖や脂肪に加えて、上記のような食物には塩分も大量に含まれています。ワシントン大学セン

トルイス校によれば、３．５オンス（約８０グラム）のドーナッツには５００ｍｇの塩分が含まれてお

り、一日の標準適切摂取量の２割を占めることになります。同じ量のパンには、内容成分や焼き方によ

って、３００ｍｇから５００ｍｇの塩分が含まれます。ビスケットやマフィン、パイやケーキなどにも

多くの塩分が含まれます。 
 

缶製品 
缶製品は塩分を多く含むことで腐敗を防ぎ、内容物を保存しています。また塩分は香り付けとしても用

いられています。インゲン豆、ピクルス、酢漬けキャベツなどの缶製品はその良い例です。コロラド州

立大学によれば、缶詰めのコーンの１カップには３８４ｍｇの塩分が含まれています。それに比べて、

冷凍もの、あるいは通常のトウモロコシには１０ｍｇしかありません。 
 
チーズ 
オクラホマ生活協同組合によれば、プロセスチーズには塩分を増加させるリン酸水素ニナトリウムが含

まれています。チーズスプレッド（パンなどに塗るタイプのチーズ）にも多量の塩分が含まれています。

チェダー，パルメサン、アメリカンの各チーズやプロセスチーズも同様です。例えば約１オンス（約２

８グラム）のアメリカンチーズには４０６ｍｇの塩分が含まれています（コロラド州立大学）。塩分が

控えめなチーズとしてはクリームチーズ、スイズチーズ、モッチェレラチーズなどがあります。 
 
スナック菓子 
塩分が通常の味付けとして用いられるため、無塩もしくは減塩のものを選ぶ必要があります。（塩味の

きいた）ナッツ、プレッツェル、トルティアチップス、ポテトチップスは日常の食生活に塩分を加えて

しまうことになります。例えば、たった２つのサワードウプレッツェル（イーストではなく発酵練り粉

をパン種として使用したプレッツェル）には４９０ｍｇの塩分が含まれています（ライス大学）。 

                  …レイ・ザイコスキー 
 

出典（米国） 
 

 MayoClinic.com: How to Tame Your Salt Habit Now（メイヨークリニック：塩味に慣れた生活を改善する方法） 
 Colorado State University Extension: Sodium in the Diet（コロラド州立大学エクステンション：食事に含まれる塩分） 
 Washington University St. Louis: Sodium Content of Common Foods（ワシントン大学セントルイス校：日常の食物に含まれる塩分） 
 Palo Alto Medical Foundation: Foods High in Sodium（パロアルト医療財団：塩分を多く含む食物） 
 Oklahoma Cooperative Extension: Dietary Salt and Sodium（オクラホマ生活協同組合エクステンション：食事療法における塩分） 
 Rice University: Salt and the Ultraendurance Athlete（ライス大学：持久力に優れた運動選手に及ぼす塩分の影響） 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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日常のお茶の習慣が中性脂肪や心臓病のリスクを減らす 

何十年にもわたって健康志向の人々はお茶を飲むことの大切さを認識してきました。糖尿病やインシュ

リン抵抗性のような代謝のアンバランスを防ぐ一助として、砂糖入り炭酸水に替えて心地よい味覚の飲

み物が好まれてきました。ごく最近では低カロリーのソフトドリンクが、カルシウムやマグネシウムの

ような体内の必須ミネラルを奪い、細胞の代謝を乱す強い酸性を含んでいることから多くの慢性疾患を

引き起こすリスクを高めることがわかってきました。 

米国とスコットランドからの研究員は医学雑誌「予防医学」の中で研究の詳細を発表し、一日３杯の紅

茶を飲むことで血中の中性脂肪を３６％減らし、悪玉コレステロールと善玉コレステロールの比率を１

７％改善し、心臓血管系の健全性を大幅に向上させることを示しました。この２人の執筆者は「紅茶の

適切な摂取は心臓血管疾患の発生リスクレベルや血漿内の抗酸化力を改善する。」と述べています。 

過去の研究では、（紅茶よりも）発酵性のより少ない緑茶と白茶のブレンドの持つ抗酸化物質が癌や痴

呆、心臓疾患の発症を低下させることにより、緑茶と白茶の飲料の効用に脚光が当てられていました。 

著者は人体の健康に及ぼす紅茶の影響に焦点を当てて研究しましたが、紅茶の作用メカニズムについて

は特定していません。紅茶、緑茶、白茶の３つの全てのお茶が心臓疾患のリスクを減らす上で同じよう

な効果をもたらす可能性が高いと考えられています。 

研究者たちは年齢が２５歳から６０歳までの参加者を集って実験をしました。各被験者は毎日３杯の紅

茶あるいは白湯を１２週間にわたって飲むことになっていました。科学者たちは紅茶を飲んだグループ

では血糖値の上昇が１８．４％及び中性脂肪が３６％減少したことを発見しました。高血糖値と血中の

過剰な脂肪は心臓疾患だけでなく多くの命に関わる慢性疾患の主要な原因であることが知られています。 
 
研究チームは以下のような結論を出しました。「お茶の中はテアルビジンやアフラビンを含む高度のポ

リフェノールを含み、酸素フリーラジカルを除去することによって細胞組織の酸化による損傷を防ぐ。 
それゆえ、お茶のフェノール類は体内に取り込まれると、消化系や他の組織でも有効な抗酸化物質とな

る可能性が高い。」毎日３杯の飲茶の実験結果は事実としての重みがあり、心臓疾患に対しての一定の

効果を明らかにしています。（ホットでもコールドでも）淹れたてのお茶を飲むようにし、化学添加物

を含むパッケージ製品や加工処理されたものは避けるようにしましょう。 
 …ジョン・フィリップ 

 
（出典） 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743511004877  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198621 
http://www.nutraingredients.com 
  
********************************************************************************************* 

 質問コーナー  
 

質問:患者さんの一人がインドのサイババ様のアシュラムに行く予定です。インド滞在中、マラリアの

感染を防ぐにはどのレメディを処方したら良いでしょうか。 

回答: CC9.3...OD （一日１回）を処方し、出発の３日前の晩から服用するようにしてください。蚊の多

い地域での滞在中及び帰国後の３日間は１週間に３回とします。サイラムポーテンタイザーをお持ちで

あれば、CC9.3.の代わりにNM116 Malaria Extra Strength + SR261 Nat Mur (CM) + SR263 Nat Sulph 
(CM) を用いてもよいでしょう。 

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

質問: 末期の癌患者に対する波動薬の有効性についてのアドバイスをお願いします。 

回答: これまでの処方記録では癌が完全に治癒されたケースとそうでないケースがあります。実践者か

ら患者さんに注がれる愛や神に対する信頼や信念そのものが癒やしの波動です。患者さんが信頼の心を

持ち、過去を悔やんだり未来を心配することなく、今に生きることに集中し、生きる決意をするなら、

それが奇跡の起こる時です。 
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我々の実践者の一人が最初に経験したケースでは医師によって見放された脳腫瘍の患者さんがあと２ヶ

月の命と診断されました。実践者は、自らの立場でそのような重症の患者さんに対処しなくてはならな

いことに衝撃を受けたものの家庭療養を始めた患者さんに会いに行きました。実践者は患者さんにあき

らめないこと、神を信じること、レメディを処方通り服用すること、健康的な食生活をすること、そう

することで回復が可能であることを伝えました。患者さんが回復の途上にあるとの知らせを家族から受

けて実践者自身が涙しました。 

患者さんが回復への望みを信じることがとても重要です。ババがおっしゃるように「全ての病気は心か

ら始まる」からです。波動薬が神からの贈り物であることを意識するよう患者さんに常に奨励すること

も大切です。服用している砂糖粒が深刻な病気を癒しつつあることを患者さんが視覚化することができ

ます。もし、患者さんが末期の病気であるという思い込みを克服することができたならば、素早く健康

で強靭な体へと回復することも可能でしょう。 
 

しかしながら、もし、何らかの理由で疾患の治癒が我々の手の届く範囲でなく、肉体の役目が終わろう

としている時には、最善のレメディはSR272 Arsen Alb (CM)、もしくはコンボでは CC15.1 Mental & 
Emotional tonic となります。息を引き取る瞬間に安らぎと平穏を与えます。服用は一日２回で、また、

砂糖粒を水に溶かした方がより効果的かもしれません。５ｍLの溶液を飲み込む前に舌下に一分間含み

ます。 

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

質問: とても暑い日の熱中症予防にはどのようなレメディがよいでしょうか？ 

回答: 熱中症や暑い日の体調不良に対するコンボはCC21.3 Skin allergiesとなります。予防としては１

週間に３回もしくは、とても暑い日で耐えられないようであれば一日１回の服用となります。サイラム

ヒーリングマシーンではNM6 Calming + NM34 Water Balance + NM63 Back-up + SR270 Apis Mel + 
SR298 Lachesis + SR309 Pulsatilla (30C) + SR317 Sulphur (30C). となります。 

暑い日差しの中を行く際には帽子などで頭を覆うことが大切です。また、体が熱を放射する時は汗をか

いて体を冷やそうとするのが自然の働きなので、暑いときにはたくさんの水を飲むことが重要です。 

しかし、冷たい水を飲むと一時的にしか涼しさを感じることができません。冷たい水は体に「冷たい」

という間違った信号を送ってしまうので、逆に体は熱を保持しようとするのです。胃に到達した水の冷

たさも３０分もすれば前よりも暑く感じてしまうでしょう！ 

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

質問:過去３，４ヶ月間、のどの痛みと声が出ないことに悩んでいます。対症療法の医師からは声帯の

疲労と診断され、発声の完全な休養を勧められました。CC19.7 + CC12.1 を定期的に服用していますが、

何の変化もありません。どうしたらよいでしょうか？ 

回答: 残念ながらCC19.7 のみでは不適切かもしれません。もちろん、できるだけ声を休ませるという医

師の勧めは大切です。しかし、この症状の原因として、たとえ無意識のうちにも、緊張・ストレス・悲

しみ・心配が関わっている可能性があることに気づくことも重要です。１ヶ月間続けてCC19.7 + 
CC15.1…TDS（一日３回）を服用し 、さらにはスワミの助けを求めてお祈りしてください。  

************************************** ******************************************************* 
実践者のみなさん: アガルバル博士に質問がありましたら、news@vibrionics.org までお送り下さい 

治癒者の中の治癒者であられる神の御言葉 
「あなたが熟考すべきメッセージ、すなわちプレマ（純粋な愛）というメッセージを一つ残していきま

す。愛は神です。神は愛です。愛があるところには必ず神の臨在があります。より多くの人を愛しなさ

い。純粋な愛をより深め人々を愛しなさい。その愛を奉仕に変え、奉仕を礼拝としなさい。それが最も

高位のサーダナ（霊性の実践）です。」サティアサイババ、サティアサイスピークス、第５巻１７章 

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

「一般的に、人は（感覚的な）幸せと喜びのみを求めます。自ら進んで、苦悩や悲しみを望もうとは思

いません。人は（感覚的な）幸せと喜びを最も身近な仲間とみなし、苦悩や悲しみを最大の敵と見なし

ます。これは大きな間違いです。人が幸せな時、悲しみが訪れる危険はとても大きくなります。幸せを
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失う恐れが人を襲います。苦悩は内省・識別・自己分析を促し、もっと悪いことが起こるかもしれない

という警戒感を誘います。苦悩は怠惰や慢心からあなたの目を覚ましてくれます。（感覚的な）幸せは

人間として負っている義務を忘れさせてしまいます。それは利己主義や利己的な態度が誘う罪へとあな

たを引きずり込みます。悲しみによって人は注意深くなり罪を恐れるようになるのです。」 

「ですから、苦悩こそは真の友人です。（感覚的な）幸せは過去に蓄積した功徳を使い果たし、低位の

情熱を煽ります。従って、（感覚的な）幸せはまさしく敵なのです。苦悩こそは心の目を開かせてくれ

るものです。それは自己改善の思いとそのための実践を促し、また新たな価値ある体験をも授けてくれ

ます。（感覚的な）幸せは人を逞しく頑強にするような体験から人を遠ざけます。ですから困難や苦悩

は友人として取り扱われるべきです。少なくとも敵と思ってはなりません。唯一、幸せも苦悩も、とも

に神からの贈り物とみなすことが最良の姿勢です。これが解脱への最も容易な道です。」 

「このことを知らないことが根本的な無知を招いています。このことを知らなければ人は盲人です。幸

福と苦悩は視力のある人にずっと付き添ってもらわなくてはならない盲人のようです。盲人を歓迎する

時、必然的に視力のある人も歓迎しなければなりません。なぜなら、フルタイムの付き添いの人が必要

とされるからです。このように、幸福も苦悩も分離することはできません。一つだけを選ぶことはでき

ないのです。更には、苦悩の（深さ）が幸福（の高み）を規定します。苦悩の反映・反射として幸福を

感じるのです。」このようにクリシュナはアリジュナに話し、全ての二元性が取るに足らないことを教

えたのでした。 

サティアサイババ、ギータバヒニ 

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

 お知らせ 
ワークショップ開催予定 

 ９月１４－１７日イタリア ベニス：シニア波動薬実践者向けワークショップ。詳細は Details from 
Fabio Previati まで。 連絡先: 041-563 0288.  previati.fabio@gmail.com.  

ワークショップ講師のみなさんへ：開催の予定がある場合にはこちらまでお知らせください。
news@vibrionics.org  

 
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波

動薬通信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。 
この波動薬通信は患者のみなさんとも分かち合っていただいてかまいません。患者のみなさんからの質

問はみなさんの研究や求めている答えのヒントとなるかもしれません。ご協力ありがとうございます。 
ウエッブサイトはこちらです。www.vibrionics.org 実践者ポータルサイトへのアクセスには実践者登録

番号が必要となります。                            ジェイサイラム 

サイ波動薬…身近で、卓越した無料の医療を目指して 


