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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 第四号                                                  2012 年７月 
  

アガルヴァル博士の研究デスクより 
 

波動薬実践者の皆様 
 
毎月セヴァに携わる時間を皆さんから報告していただいてその様子を知ることは私にとってありがた

いことです。それ以上にすばらしいことは、病を患うどれほど多くの人がこの癒しのシステムによっ

て慰めを得ているかを想像することです。実際、主の恩寵は私たちと共に、現在もそしてこれまでも

ふんだんに存在しています。スワミは米国（医療キャンプが隔月に行われています）及び英国におけ

る波動薬セヴァの新たな道を開いてくださいました。 
 
ワシントン DC のホワイトハウス近くの公園では一月のうち２回の日曜日に、様々な信仰を持つ霊性

のグループによって１００名から１５０名のホームレスの人々に温かい菜食の食事が飲み物（ホット

とコールド共に）と明るい笑顔と一緒に用意され渡されます。経験を積んだ波動薬女性実践者と彼女

のアシスタントはその公園にテーブルを設置して、食事の奉仕がなされている間、人々にサイ波動薬

を処方することが許可されました。ある女性は白内障のレメディを処方され、１ヶ月後には視力がず

っとよくなったために彼女たちにまた会いにやってきました。こうした驚くべき結果によって波動薬

のセヴァのテーブルはこの公園でなくてはならないものになりつつあります。この実践者は、ホーム

レスの人が代替医療に対していかに心を開いているかを知り驚きを隠せませんでした。医療保険にほ

とんど手が届かない彼らは癒しの手段として自然療法を求めているのです。 
 
「信仰の一体性フェスティバル」はロンドンのサウスオール公園で毎年開催される行事です。今年は、

波動薬チームがこのフェスティバルに招待され７月８日にテントを設置し医療キャンプを行いました。 
天候の具合は当初よくなかったのですが、スワミの恩寵により、その後太陽が顔を出し、大勢の人が

波動薬について質問をしただけでなく処方を受けた人もいました。午前１０時から午後５時までの間

に合計１２１名の患者さんがこの献身的な実践者チームよって処方を受けました。つい２か月前に訓

練を受けた新しい実践者もまたこの機会に参加しました。患者さんに対応するために様々な役割分担

が実践者に割り当てられ、効率的な仕事の流れが作られました。ある人はレメディを処方し、ある人

は患者さんにレメディの説明を行い、またある人は処方箋の作成を手伝いました。ラップトップを使

った、波動薬の説明ビデオに従事するグループもありました。間違いなくスワミの臨在がすべての人

に感じられました。 
 
活動する実践者として、私たち一人一人が波動薬の奉仕を行うために時間を創り出すことは大切なこ

とではありますが、もしできることなら、このような医療キャンプを開催し、我が家という居心地の

良い場所から抜け出してより多くの人々（その多くの人が波動薬についても聞いたことがない人々）

のところに出向いていくことは一考に価することです。もし、みなさんが最近そのような医療キャン

プを企画したり、参加されることがありましたらお知らせいただければと思います。 
こうしたイベントで出会った患者さん（その多くが通常の医療を受けることができない人々）からの

心からの感謝の思いは、スワミが常に私たちを導いて下さっていることを思い出させてくれます。ス

ワミが我々に患者さんを送ってくださり、スワミご自身が彼らを癒されているのです。 
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最近、私は、とても興味深い、有益な情報が得られるウェッブサイト

（http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorials）を知りました。米国国立医療図書館からのこのサイト

は様々な病状やその対応の仕方についてビデオでの個別指導を行っています。特に医療の実務経験を

持っていない私たち多くの波動薬実践者にとっては、一般向けに編集されているこの情報は素晴らし

いものです。 
 
再度、皆さんに申し上げたいことは、みなさんの顕著な処方例をこちらまで送っていただきたいとい

うことです。私たちは現在、驚異的で興味深い事例を基にした新刊本の作製に携わっていて、この活

動はみなさんの協力なしには成し遂げられないものです。またこのプロジェクトは、みなさんご自身

の処方例が活字になる機会（患者さんとみなさんのプライバシー保護のために個々の名前は公表する

ことはできず、個別番号の表示のみとなりますが）でもあります。みなさんからのお便りをお待ちし

ています。 
 
サイの愛の奉仕の中で 

アガルバル ジット 

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

 コンボを使った処方例  
 
1. 多動症の子供 2640…India 
多動症（感情の不安定・怒り・不安・攻撃性・破壊的行為に見られるような症状で今日、発症の増加

傾向にある）の４歳になる子が母親によって実践者のもとへと連れられてきました。これまで受けて

きた全ての対症療法では効果が認められず、母親は娘の振る舞いに心身ともに疲労困憊してました。

以下のレメディが処方されました。 

CC15.5  ADD & Autism…TDS. （一日３回 ） 

一ヶ月後にはその子は完全に通常の状態に戻りました。多動症の子供たちには人工色素や香料、多量

の砂糖が含まれている清涼飲料水、キャンディ、その他の菓子類を与えないようにすることがとても

重要です。成長期の子供たちのバランスを欠く原因となりえるからです。内容表示をチェックしまし

ょう。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. 胸部の痛みを伴う出産後感染症2802…UK 

２８歳の女性が２週間前に帝王切開で出産をしました。出産後１週間、彼女は多汗、虚弱、だるさ、

体の痛みを伴うウイルス感染症を患い、また、授乳の際にも痛みを感じました。担当医は抗生物質に

よる一連の処方を行いましたが、１週間経っても改善は見られませんでした。以下のレメディが処方

されました。 

CC8.3 Breast disorders + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS.（一日３回） 

胸部膿瘍の可能性があったため念のためにCC21.11が加えられました。６日後には、レメディ服用後

２日目で快方に向かい全ての症状で次第に改善が見られた、との患者さんからの報告がありました。

現在、彼女は完全に回復し、痛みを伴うことなく授乳を行っています。 
  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. 喘息 2789…India 

１２歳の患者さんは生後まもなくからこれまでずっと喘息を患っていましたが、以下のレメディを処

方されてからは一度も発作を起こすことはありませんでした。現在もこのコンボを摂り続けています。 

CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…TDS.（一日３回） 

サイラムポテンタイザー：赤ちゃんが生後から喘息を患っている場合には肺炎のマイアズムを抱えて



 3 

いることを示しています。ですからできるだけ早い時期にこのマイアズムに対する処置を行うことが

重要です。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4.  高血圧症を伴う糖尿病 01423J…India 

 

４９歳の男性が実践者に会う１年前から糖尿病と診断されていました。彼はまた高血圧と高コレステ

ロールも患っていました。以下のレメディが処方されました。 

CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC6.3 Diabetes…TDS.（一日３回） 

 

患者さんは数週間にわたって規則的に病状をチェックしましたが何の変化は見られませんでした。一

方で明らかになったことは彼の肝臓にも原因があったということでした。そこで、CC4.2 Liver and 
Gallbladder tonic が加えられ、その後、彼の容態は改善し始めました。彼は継続して数値のチェッ

クを行っていましたが、血糖値がほぼ正常に戻り、２ヶ月後の医師の診断では血圧が１２０/８０で、

コレステロールのレベルも下がりました。かかりつけの医師からは「糖尿の症状はほとんど見られな

い」との所見があり、何か別の薬を服用しているのかどうか尋ねられました。対症療法の薬は大分減

らされ上記のコンボの服用が続けられています。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. 膵臓炎 2494…Italy 
膵臓炎で入院していた女性から実践者のもとに助けを求める緊急の電話がかかってきました。対症療

法の薬に何の反応もないこの患者さんに医師たちも懸念を抱いていました。サイラムポーテンタイザ

ーにより、以下のコンボが処方されました。 

 

NM36 War + OM1 Blood + OM17 Liver-Gallbladder + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine 
Protection + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR293 Gunpowder + SR516 Pancreas…朝と夜 

数日内にこの患者さんは快方に向かい、痛みが大幅に減り、熱も下がりました。週末には家に帰るこ

とができるほど回復していました。医師たちは突然の回復に驚きを隠せませんでした。 

 
108CC では CC4.7 + CC15.1 + CC12.1…6TD（一日６回）となります。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. 不妊 00437…India 

結婚して１０年になる２９歳の女性には子供が授かりませんでした。一度妊娠をしたことがありまし

たが、妊娠初期に流産をしました。医師の診断では彼女と夫には何の異常も見られなかったのですが、

彼女は肥満でした。以前、彼女は子宮筋腫の摘出手術を受けおり、甲状腺機能低下症を患っている可

能性もありました。以下のレメディが処方されました。 

妻: OM24 Female Genital + BR16 Female + SM21 Female + SM39 Tension + SM41 Uplift + 
SR255 Calc Sulph + SR262 Nat Phos…一日３回 
 
夫: OM22 Male Genital + BR17 Male + SM32 Male + SM39 Tension + SM41 Uplift + SR216 
Vitamin-E + SR254 Calc Phos + SR522 Pituitary Anterior + SR534 Testes…一日３回 

ババの恩寵によって、この患者さんは妊娠し未熟児の赤ちゃんが生まれました。この子は病院の保育

器の中で約１ヶ月半、専門家によって健康状態をチェックされました。現在、２ヶ月のこの子は健康

で両親は大変幸せに感じています。 

108CC では: 妻: CC8.1 + CC15.1…一日３回、夫: CC14.3 + CC15.1…一日３回 となります。  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. 椎間板ヘルニア 2799…UK 

５５歳になる女性は、実践者に会いに来た時にはびっこをひいていました。彼女は１０年間椎間板ヘ

ルニアとひざの痛みを抱えていて、強力な痛み止めも効きませんでした。以下のレメディが処方され

ました。 

NM3 Bone-I + NM6 Calming + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM36 War + NM40 Knees + 
NM113 Inflammation + OM3 Bone Irregularity + OM16 Knees + OM18 Sacral & Lumbar + OM30 
Connective Tissue + OM31 Spine: Lumbar-Sacral + OM32 Spine: Dorsal + OM33 Spine: 
Brainstem + SM34 Arthritis + SM33 Pain + SR293 Gunpowder + SR295 Hypericum (200C) + 
SR457 Bone + SR463 Cranial Nerves (CN) + SR479 Cartilage + SR500 Intervertebral Discs + 
SR517 Parathyroid…３ヶ月間、一日３回 

１ヶ月後には、７５％の改善が見られました。継続してレメディを服用した彼女はその後１ヶ月で痛

みが無くなりました。その際レメディの服用回数は一日２回に、その１ヶ月後には１日１回に減り、

現在も彼女はレメディを摂り続けています。 

 

 
108CC ではCC20.1 + CC20.2 + CC20.3 + CC20.4 + CC20.5…一日３回 となります。 

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

 健康に関するアドバイス  
パパイヤをできるだけ頻繁に食べましょう 

 

 

元来、南メキシコで生育し、今日では多くの熱帯の国々（ブラジル、インド、インドネシア、南アフ

リカ、ベトナム、スリランカ）で栽培されているパパイヤは、何世紀にもわたって伝統的な治癒家に

より強力な薬の源として賞賛されてきました。パパイヤはおいしい果物であるばかりでなく、ビタミ

ンやファイトケミカル（通常の身体機能維持には必要とされないが、健康によい影響を与えるかもし

れない植物由来の化合物）を含むばかりでなく、この植物の他の部分はこれまでの人類史の中で病気

を治すのにも用いられてきました。現在、フロリダ大学研究者のナムダング博士と日本の共同研究者

はパパイヤが癌細胞と戦う新たな証拠を発表しました。実際、乾燥したパパイヤの葉からの抽出物が

実験室で培養された広範囲にわたる腫瘍（頚部、胸部、肝臓、肺、膵臓を含む）に対して劇的な抗癌

作用を持つことが彼らによって発見されました。民族薬理学ジャーナルで最近発表された研究成果に

よれば、パパイヤは様々な悪性腫瘍に対して直接的な抗癌効果を持つばかりでなく、パパイヤの葉の

抽出物がＴｈ１タイプのサイトカイン（免疫システムの細胞から分泌されるたんぱく質）と呼ばれる

重要な情報伝達微分子を増加させることがわかりました。 

この免疫システムの制御はパパイヤの利用による体内免疫システムの癌の克服の高い可能性を示唆す

るものであるためとても重要です。その上、パパイヤは炎症や自己免疫疾患のような他の疾病を防い

だり治療したりすることにおいても役立つ可能性があります。研究チームによれば、パパイヤの葉の

多量の抽出物にがん細胞が触れる時、抗がん作用が最も強くなることを突き止めました。そしてそれ

は多くの主要な癌治療とは異なり、正常な細胞に対して全く副作用を及ぼさないのです。 

メディアに対する声明の中でダング博士は、パパイヤ抽出物が副作用なしに癌を癒す機能は母国ベト

ナムやオーストラリアの原住民からの報告と一致していることを指摘しています。 
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「医療機関で私が実際に目にし耳にしたことに基づいて言えることは、この抽出物を摂取した人は何

の副作用もないということであり、その効果が確認される限り長期にわたる服用が可能であろうとい

うことです。」と UF シャンズ癌センター医療トライアル事務所の医学部長兼医学教授のダング博士

は述べています。 

その機関の研究員は全部で１０の異なるタイプの培養されたがん細胞を４つの強度の異なるパパイヤ

の葉の抽出物にさらしました。２４時間後に抽出物の効果を測ると、パパイヤは全ての培養細胞で腫

瘍の増殖を遅らせました。 

悪性腫瘍の増殖を止めるために正確にはパパイヤは何をしているのでしょうか？このことを突き詰め

るために、研究員は T リンパ癌細胞株に焦点を当てました。彼らは、パパイヤ抽出物を強力な抗癌資

材となさしめる、少なくとも一つのメカニズムはこの自然の化合物の、悪性腫瘍（通常の腫瘍ではな

く）を死滅させる能力であることを発見しました。 

研究者はこうした実験に続けて動物や人体でのパパイヤを用いた癌治療を試験的に行いたいとしてい

ます。ダング博士とその共同研究者たちは次の段階として、東京大学で、パパイヤの抽出物を取り出

すプロセスの特許を申請しました。彼らは癌細胞に対して有効なパパイヤ抽出物の中に見られる特有

の化合物を特定するための研究を行っています。 

この目的のために、ダング博士は UF シャンズ癌センター化学医療部のヘンドリックルッシュ教授

（医療目的のために天然資源を用いてその効果を判定する専門家）と提携しました。ルッシュ教授は

最近、珊瑚の化合物で癌細胞株での細胞の成長を阻む、別の抗がん物質を発見しました。 

健康への効用: 

甘く味わいのあるパパイヤは優れた朝食で、フルーツサラダとしても用いることができます。ヨーグ

ルトと混ぜると消化の良いおいしい飲み物ともなります。グリーンサラダに入れてもよいです。レモ

ンジュースをかけると風味が引き立ちます。パパイヤの効用は他にもあり、心臓病や癌を防いだり風

邪やインフルエンザにかかりにくくし、消化を助けることです。 

栄養: 

パパイヤはビタミン C の宝庫です。中型のパパイヤ１個には一日の必要摂取量の１５０％が含まれて

います。またベータカロチンとしてビタミン A やビタミン K、ビタミン E、葉酸、カリウムをも豊富

に含んでいます。 

心臓病防止: 

パパイヤの健康への効用の一つは、心臓病を防ぐ多量の３つのビタミン（ビタミン A、ビタミン E、
ベータカロチン）を含んでいるという事実に関連しています。加えてパパイヤに含まれる高レベルの

葉酸はアミノ酸ホモシスティンの生成を促し、心臓疾患のレベルの低下をもたらします。 

風邪やインフルエンザ防止: 

パパイヤのようなビタミン Cを豊富に含む食品は免疫システムの強化に役立ちます。ビタミン Cは、A

型インフルエンザや一般的な風邪、肺炎の症状を癒すことが知られています。ビタミン Aは免疫シス

テムを更にサポートします。 

先天性神経管障害の防止: 

パパイヤには葉酸が豊富なので、先天性神経管障害にも効用があります。葉酸を豊富に含む食品を妊

娠前、妊娠時に摂ることで胎児の脊柱の正常な発達を助けます。 

消化を助ける働き: 

パパイヤには、タンパク質の消化を助けるパパインあるいはキモパパインと呼ばれる消化を特別に助

ける酵素が含まれています。パパイヤはしばしば解毒作用目的のため、また、それ自体が消化酵素を
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豊富に含むために消化システムに休息を与えるために用いられます。パパイヤはまた抗酸化力を持つ

ビタミン C、ビタミン E、葉酸を含み、腸癌を防ぐのを助けます。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
                                                  ビタミン D の吸収と皮膚 
「日光のビタミン」と呼ばれるビタミン D は多くの人が太陽から吸収できる栄養素であると考えてい

ます。実際、日光そのものにはビタミン D は含まれていませんが、特定の紫外線が皮膚に浸透すると

皮膚はこのエネルギーをビタミン D に変える働きをするのです。この過程には肝臓と腎臓がカルシト

リオールという重要なホルモンを生成することも含まれています。 

栄養素としての質: 

ビタミン D は（最近の研究によれば細胞の維持と形成に大きな役割を果たしていることがわかってい

る）カルシトリオールホルモンの前駆物質として機能し、このことはビタミン D を他のビタミンとは

異なるものとしています。ビタミン C や各種ビタミン B のように腎臓を通して対外に排出される水溶

性ビタミンとは異なり、脂溶性ビタミンとして余ったビタミン D は体内の脂肪細胞に蓄えられます。 

重要な役割: 

ビタミン D は体内で多くの役割を果たします。特に消化過程で小腸内でのカルシウムの吸収を促しま

す。ビタミン D がなければ骨の形成や整形を含む骨の正常な沈着は起こりません。このビタミンが不

足すると幼児では「くる病」、大人では骨軟化症、骨粗しょう症に至ることがあります。ビタミン D
はカルシウムやリンの血中量を制御し、炎症を抑え、免疫機能を支え、遺伝子コード化されたタンパ

ク質の展開の調整を助けます。 

 

ビタミン D の源泉: 

日光の中の特定の紫外線によってビタミン D の生成過程が開始されます。米国国立健康機関の栄養補

助食品事務所によれば、２９０－３１５ﾅﾉﾒｰﾀｰの波長を持つ紫外線 B は非被覆の皮膚に浸透し皮膚の

7-デヒドロコレステロールをプレビタミン D3 に転換させ、これはさらにビタミン D3 となります。 

日光以外のビタミン D の補給源には紅鮭、たらの肝油、ビタミンが強化された乳製品、マッシュルー

ム、そしてサプリメント（ビタミン D は上記に挙げた以外の自然の生物には十分な量が存在しないた

め）があります。 

日光による摂取の仕方: 

ビタミン D を生成するのに必要な十分な紫外線を受けるには、皮膚がんにかかるリスクを高めること

のないように日光の量を調節する必要があります。一日にたった数分、日光に当たるだけでビタミン

D の生成を開始するのに十分な紫外線を受けることができます。メラニン色素が紫外線の吸収を防ぐ

ために、浅黒い肌の人々は色白の人々よりも日光に当たる時間がより多く必要となります。研究者に

よれば週に２回、日中１０時から３時の間で、５分から３０分時間を太陽の下で過ごすことで必要な

ビタミン D を補給することができます。皮膚がんにかかりやすい人や、座って作業をし続ける人、屋

内生活者の方々にとってはサプリメントもまた有効となるでしょう。 

 

吸収を防ぐもの: 

地域、季節、身体を覆うものは紫外線の吸収を妨げます。服、ＳＰＦ１５よりも効能の強い日焼け止

めクリーム、空の雲、窓ガラスのコーティングなど物質的に太陽光線を遮るものはビタミンＤの生成

を妨げます。また、より多くのメラニンが紫外線の影響を軽減するために（浅）黒い肌を持つ方々は

より多くの日光を必要とします。 

  出典： www.livestrong.com/article/109767-skin-absorb-vitamin-d-sun/#ixzz20jZYHZLf 

******************************************************************************************** 
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 質疑応答コーナー  
 

1. 質問: 砂糖粒を水に溶かして処方するときの水の容量の割合はどのようにしたらよいですか？  

回答: この問題に関しては、割合は重要ではありません。実際、決まった割合というのはありません。 

通常、２００ｍｌの水に対して砂糖粒４つの割合が薦められますが、１リットルの水に対して砂糖粒

は５つ程で十分なのです。勢いよく１０８回振ることが大切です。水による処方の際には５ｍｌが通

常ですが、金属性でないスプーンを用います。飲み込む前に舌下で１分間それを保持します。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. 質問:  108 コンボボックスでボトルの溶液の水位が、使用していないにもかかわらず 、減っている

ことに気づきました。これはどうしてですか？ 

回答: これは通常起こりうることです。医療用アルコールの分子は極めて微小で、沸点が低く、すぐ

に蒸発しやすいのです。これは、ボトルのキャップがきちんと閉められている時でさえもそうなので

す。 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. 質問:  私がもし、２ヶ月間留守にするような時、患者さんにはレメディに関してどのように対応し

たらよいでしょうか？ 
  
回答:  家族の人や親しい患者さんの中から適切な人を選んで、あなたの代わりにレメディを処方して

くれる人を決めると良いでしょう。そのような人はあなたのアシスタントとして訓練され準備するこ

とも良いでしょう。あるいは、同じ地域の実践者と連絡を取って、あなたの患者さんが訪れることが

できるようにすることも可能です。近くにいる実践者の有無がわからない際には、

healerInfo@vibrionics.org までご連絡ください。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. 質問: １０８のコンボのボトルのアルコール溶液を補充した際、そのボトルを良く振ることに関し

てよく理解できていません。説明していただけますか？ 
  
回答: 108 のコンボのレメディボトルの底を受け手の手の平に９回 当てるようにして振るようにしま

す。ボトルを振りながら祈りを唱えるのであれば、例えば、「主よ、このレメディがあなたの神の愛

と癒しの御力によって強められますように」という祈りやこの祈りと同じ趣旨を持つ言葉を唱えると

よいでしょう。そうすることで、あなたのマインドが肯定的な思考に焦点を当てられレメディに更な

る効力が与えられるのです。 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5.質問: 108 のコンボボトルは２年毎に良く振り、レメディの効力を活性化する必要があると理解して

いますが、これは正しい認識ですか？ 
 
回答: この点に関しては、厳密な規定はありません。実際、通常のレメディ作製やアルコール原液補充

の際にボトルには振動が与えられています。しかしながら、コンボの効力を確実なものとするために、

一つ一つのボトルを手の平に９回 当てるようにして振ると良いでしょう。  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. 質問: 女性の実践者は生理の際に波動薬を処方することは許されますか？  

 
回答: はい、もちろんです。念頭に置くべきことは、患者さんに対応する際には実践者の性別を問わず、

内なる平安と明確な思考を持つことが大切となるということです。 

実践者のみなさんへ；アガルバル博士に質問がありましたら、news@vibrionics.org までお送りくださ

い。

******************************************************************************************** 
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ロンドンのサウスオール公園で開催された「信仰の一体性フェスティバル」に設置された波動薬のテント 

 
ワシントンＤＣの公園にて、ホームレスの方への奉仕活動 



 9 

 

 
 治癒者の中の治癒者である神の御言葉 

「奉仕は、どのような形であれ、またどこで行われるものであっても、重要な霊的規律を養い心の浄

化を行うものです。奉仕に関してこのことが考慮されないのであれば、奉仕への衝動は衰退し干から

びたものとなってしまいます。少しでも考えてみたらわかることです。あなたが神に奉仕しているの

ですか、それとも神があなたに奉仕しているのでしょうか？あなたがお腹の空いた子どもにミルクを、

あるいは、道端で震えている人に毛布をあげる時、あなたは単に、神からの贈り物を神からのもう一

つの贈り物である人間の手に置いているのです。あなたは（自らもその一つの現れでありながら）神

の贈り物を神性原理の一つの現れである別の容器(姿・形)に置いているのです。常に覚えておきなさ

い。神が奉仕しているのです。そして神はあなたが奉仕していると主張することを許しているのです。

神の意思がなければ、草の葉１枚ですらそよ風の中に揺れることはありません。瞬間瞬間を、全ての

贈り物を「与える者」と「受け取る者」に対する感謝で満たしなさい。 
 
                      サティアサイババ – 御講話, 1966 年２月２０日 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++" 
単なる外側の清潔さだけでは十分ではありません。心を浄化し、内なる純粋さを身に着けなさい。 
遍在の神が一人一人の中に存在することを忘れてはいけません。他人の幸せのためを熱心に思い活動

しなさい。真の賞賛はそれぞれが他の幸せを分かち合うことにあります。幸せを他に与えなさい。そ

の時初めて、あなたは他から幸せを受け取る権利を持つのです。常に「ギブアンドテイク」を実践し

なさい。自分や自分の家族だけでなく、全ての人の幸せのために懸命に努力しなさい。                                                   

サティアサイババ 御講話  2003 年４月１５日 

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

 お知らせ  

 ワークショップ開催予定  

 インド、ムンバイ７月２１－２２日 – １０８コンボ、ジュニア波動薬実践者トレーニング、詳細

はナンドアガルバルまで agarwalnl60@yahoo.com 

 

 ケララ州カサルゴッド７月２８－２９日 - １０８コンボ、ジュニア波動薬実践者トレーニング、

詳細は M.  パンジャクシャン  まで pankajsai9@gmail.com   

 

 イタリア ベニス９月１４－１７日シニア波動薬実践者ワークショップ、詳細はファビオ.プレビ

アティまで 電話: 041-563 0288 previati.fabio@gmail.com 

 米国テキサス、ダラス １０月６－７日- １０８コンボ、ジュニア波動薬実践者トレーニング 

       コネクティカット、ハートフォード     １０月２０－２１日１０８コンボ、ジュニア波動

薬実  践者トレーニング 、詳細はスーザンまで sairamhealing@gmail.com  

 

 ワークショップトレーナーのみなさん:  ワークショップのスケジュールがありましたら、次のア

ドレスまでお知らせください：99sairam@vibrionics.org 

******************************************************************************************* 
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お願い 
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 


