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サイ波動薬…誰にでも手の届く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４巻 第２号         ２０１３年３・４月 

 アガルヴァル博士の研究デスクより 

実践者の皆様、 

 

毎年この時期になりますと敬愛する主、肉体の顕現としてのサイの臨在をひときわ求めたくなるも

のですが、そうした思いにとらわれる代わりに、サイの使命への貢献を通してサイの愛に自らを浸

して行きたいと思います。我々に授けられているサイ波動薬の奉仕は素晴らしいものであり、私た

ちはこの奉仕を通してサイの恩寵と慈愛を実感しながら他の人々を癒やす道具としての役割を果た

すことができるのです。 

喜ばしいことに、先月、私たちのこの活動の母体は、登録名を「サイ波動薬実践者国際連盟

（IASVP）」（The International Association of Sai Vibrionics Practitioners )として、公的

なものとなりました。現在、患者さんへの奉仕を活発に行い毎月の報告書を定期的に提出されてい

る方は、その会員としての登録が可能ですので、手続きの方をよろしくお願いいたします。会員登

録申込用紙はホームページ上からのダウンロードが間もなく可能となります。登録された会員はサ

イ波動薬実践者として公的に認められ資格証明書とカードが発行されます。運営費用の負担をまか

なうために、年会費として１００ルピーが必要とされ、未収の際には会員権の失効につながること

があります。 

サイ波動薬の家族は世界で８０を超える国々に広がっており、多くの実践者を擁する国々にあって

はＩＡＳＶＰのような組織を登録していきたいと思っています。そうすることで、波動薬を実践し

伝えていく公的な立場が得られるからです。しかしながら、このことはみなさんの協力がなければ

行うことはできません。海外の国々で活発に活動する実践者のみなさんがそれぞれの国にあって主

導的役割をとっていくことを願っています。 

多くのみなさんからの継続的な情報提供のおかげで、波動薬は絶えず進化し続けています。みなさ

んの中には、コーヒーの摂取に対して厳禁であったり、テレビや携帯電話などから離してレメディ

を保管しなければならなかったりした頃のことを思い出される方もおられるかもしれません。その

後、様々な電磁波や放射能の発生源からレメディを保護することに関する情報が出てきました。２

００７年には、スワミが１０８のコンボボックスを初めて祝福されました。その中には放射能から

生体を守るレメディを含めた全てのレメディがありました。そうは言っても、ここで想定されてい

るのは、短時間での、偶発的に放射能源近くに放置したようなケースを念頭に置いてのことですが。

これらのコンボの効能に関しての肯定的なフィードバックが多く寄せられています。こうして、こ

れらのコンボは改善を重ね、新たに３００の病状にも対応するようになり、２００８年３月にはス

ワミが祝福された（１０８のコンボテキストに掲載された写真）新たなボックスが誕生しました。

これに加えて、新たに２００の病状に対応し、更なる改良が加えられた結果、２０１１年８月にス

ワミの御足に捧げられた最新のコンボボックスとなりました。 

我々のチームはみなさんから有益な情報を受け取る時はいつでも、それを実際に調査しチェックを

した上で活用しています。 

波動薬の輪が広がるにつれて、その活動運営を手伝ってくださるボランティア有志のみなさんを広

く募集しています。インドの実践者の中には、管理・運営活動に関する奉仕の申し出をされた方も

おられます。この場をお借りしてお礼を申し上げます。インド国内の様々な州の世話人の方々との

会合を経て、現在、州をいくつかのゾーンに分け、それぞれのゾーンに特定の副世話人を任命する

準備が行われています。州の統括世話人はこれまで、リフレシャーズワークショップを開催するな

ど素晴らしい活動をしてこられました。このワークショップは活発に活動されている実践者の方々
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にとって有益なものであるのみならず、定期的に活動をされていない方々をも鼓舞するものとなっ

ています。今最も必要とされていることは他の国々にあっても同様の試みが行われることです。 

こうしたことを踏まえて私が強くお願いしたいことは活発な実践者の方が前に進み出て、それぞれ

の国で波動薬に関する意識の向上を広く伝えていく任務を自発的に引き受けていくことです。この

活動はスワミの仕事であり、生身の肉体を纏われた主から直接指導を戴いて始められたものです。

この波動薬を現在使われている形で単に維持するのではなく、広く隅々まで広めていくことが我々

の主に対する義務なのです。スワミの御姿をハートの座に据え、全ての人を愛し、全ての人に奉仕

するエネルギーを与えられることを感じましょう。 

サイの愛の奉仕の中で 

アガルヴァルジット 

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

全ての実践者の皆さまへ：重要伝達事項 

サイ波動薬の活動が広がり続ける中、世界中の実践者の方々の登録番号を統一したものとして作成

することが必要となってきました。この目的のために、全ての登録番号が５桁となるようにしまし

た。ゼロ（０）から始まる５桁の旧番号は、最初のゼロ（０）を１に置き換えて使用されます。４

桁の旧番号はその最初の桁にゼロ（０）を追加的に置き５桁とします。例えば、あなたの旧番号が

５桁（例：００２７８）であった場合、あるいは４桁（例：２８７４）であった場合には、それぞ

れ、１０２７８ 及び、０２８７４となります。この変更に伴いまして、ウェブサイトへのログイ

ンを行う手続きにも変更が生じます。みなさんの新しい５桁の登録番号がまさにログインの際のＩ

Ｄとなります。すなわち、上記の例では、それぞれ１０２７８及び、０２８７４となります。ログ

インパスワードはこれまでと同じ様式で、それぞれ SaiRam-12874 or SaiRam-02874 となります。Ｓか

ら始まる登録番号を使われている方はしばらくの間、旧ログイン番号が有効となります。 

 

****************************************************************************************** 
 コンボを用いた処方例  

 
1. 出産後の継続的な出血 10211…India 

１４年前に出産をしてから、この患者さんは毎月の生理でひどい出血、及び、生理期間中以外にも

断続的な出血に悩まされてきました。高価な対症療法の薬を服用しましたが、症状は改善されるこ

とはありませんでした。生理期間中、彼女はあまりにも貧血気味で輸血を受けなければならないほ

どでした。また、こうした状況の中、彼女は結核も患い、多くの時間をベッドで過ごさなければな

らないほどに衰弱しました。こうした中、以下のレメディが処方されました。 

CC8.7 Menses frequent + CC19.3 Chest infections chronic…一日３回 

１カ月もすると完全に出血は止まり、結核の症状も無くなりました。この素晴らしい治癒によって

患者さんはとても喜び、再発防止のために継続的にレメディの服用を行っています。 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. 白血病 11993…India 

７２歳の男性が末期の血液癌と診断されました。彼は２年間この病を患い、糖尿病も併発して寝た

きりの状態でした。医師によれば、もう２週間ももたないであろうとのことでしたが、以下のレメ

ディが処方されました。 

 

#1. CC2.1 Cancers - all + CC3.1 Heart tonic…一日３回 
#2. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…一日３回 
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２０１１年１２月２８日に服用が開始され、医師である息子が血液検査をしてみると５０％良くな

っていました。３カ月後には７５％良くなり、さらにその３カ月後の２０１２年４月には、血液は

１００％通常の状態に戻っていました。患者さんはこの時点で服用を中止し、１１月には再発しま

したが、医師の予想よりも１年近く人生を長く生き平安のうちに亡くなられました。 

 

参考：通常、患者さんは、特に高齢であれば、服用回数を減らしながらも長期間レメディを摂り続

けることが勧められます。 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. 背中の痛み 02854…UK 

４４歳の男性が、スポーツによるケガで２２年間背中の痛みを抱えていました。以下のレメディが

処方されました。 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine...一日２回 
 
服用後３週間経つと、患者さんは５割の改善を感じ、２か月後には痛みは無くなっていました、そ

の後、一日１回の服用を続けています。 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. 飼い犬の下痢と吐き気 02871…USA 

 

１歳半になる子犬が下痢と吐き気を患っており、実践者によって以下のレメディが処方されました。 
 
CC1.1 Animal tonic + CC4.8 Gastroenteritis…２００ｍｌの水に５粒を溶かし、最初の２時間、１

０分毎に当該レメディ水５ｍｌ、その後一日３回  
 
その犬は最初の一回目の服用で回復しました。その後もそのレメディ水を欲しがり飼い主に寄って

くるのでした。レメディはその後３日間１日３回の服用が継続され、その後一日２回となり、最後

には再発防止のためにその週を通して一日１回となりました。 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. 木 00437…India 

試験的に、実践者である夫婦は庭のすべての植物にCC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonicを噴射

しました。効果は奇跡的で、過去数年間少ししか育たなかった植物が、あたかも新しい生命が注入

されたかの如く回復を見せました。実践者によれば、それは大変満足のいく体験だったとのことです。 

 

注: これはむしろ驚くべき組み合わせのコンボです。動物活性のコンボの中に、土壌に不足していて、
かつ、何か植物が必要なものがあったに違いありません。おそらくそれは NM35 Worms（ミミ

ズ）だったかもしれません。 
  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. 骨折した足の壊疽 11483…India 

 
２２歳の男性が事故に会い、左足下部を骨折しました。彼は病院で手当てを受け、連接棒が埋め込

まれました。４か月後、ギブスを外してみると骨折は治っておらず、壊疽の症状も見られました。 
彼は２０１３年１月６日の医療キャンプを訪ね助けを求めましたが、その場に居合わせた整形外科

医は５０％程度の回復しか望めないと診断し、手術を勧めました。次月、彼は以下のコンボを処方

されました。 
 
NM3 Bone I + NM20 injury + NM25 Shock + NM59 Pain + SM15 Circulation + SR264 Silicea 
200C + SR271 Arnica 6C + SR293 Gunpowder + SR298 Lachesis 30C + SR325 Rescue + 
SR405 Ruta 6C + SR408 Secale corn…１週間一日６回、その後一日３回 
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２月７日に再診があり医師を訪れた時は、骨が成長し、傷が癒えていることが判明しました。医師

は、もはや手術が必要ないことを告げ、定期的に傷口の手当てを行うよう勧告しました。 
この診断の日から、３，４日経って彼は歩くことができるようになりました。３日後、傷の手当の

ために実践者が彼を訪ねると皮膚も再生していることがわかりましたが、一か所化膿しているとこ

ろがありました。そこでNM16 Drawingが上記のコンボに加えられました。傷は現在完治し、患者

さんは完全に回復しましたが、上記のレメディを服用回数を減らして継続して摂っています。 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7. 恋愛破局11467…India 

 

２５歳の男性教師が、５年間付き合い結婚しようと思っていたガールフレンドが突然誰か別の人の

ところへと走ってしまったショックに耐え切れず、大きなストレスと緊張のもとにありました。感

情のバランスが崩れ、肩や首に痛みを感じるようになり、以下のレメディが処方されました。 
 
SR258 Kali Phos + SR271 Arnica 30C + SR296 Ignatia 30C + SR311 Rhus Tox 200C + SR325 
Rescue + SR405 Ruta 30C….一日３回 
 
一日このレメディを摂っただけで精神的にずっと良くなり始め、さらに６日間の後には、失望とス

トレスや肉体的な痛みも全て消えたのでした。 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
8. 血液ノーソードによって癒された複数の問題02836…India 

 

６４歳の男性が過去１０年間、厳しい膝の痛みを患っていました。彼はまた肥満や便秘、不眠や不

安、緊張やストレスにも悩まされて、仕事も不安定でした。また、過去７年間、遺伝性の湿疹も患

っていました。処方は２０１１年１１月３０日に彼自身の血液を用いたノーソード（２００Ｃのポ

ーテンシー）によって行われました。最初の週は、好転反応も予期されたので、一日１回とし、第

２週目には一日２回、２０１１年１２月１５日からは一日３回としました。 
 
結果は奇跡的なものとなりました。１週間で膝の痛みは９０％改善されると同時に体も軽くなり、

幸せでエネルギーに満たされるようでした。２０１２年３月８日には、彼の左足首にある湿疹が４

０％ほど良くなり、右足首もまた８０％改善されました。この治療は対症療法やアユールベーダは

もとより、他の代替療法を全く用いずにノーソードのみで続けられました。 

 

２０１２年７月８日には、左足首は８０％、右足首は９０％の改善が見られ、この日以降、彼は実

践者のもとへと戻ることはありませんでしたが、以前の症状はすべて完治したように思われます。 
 
以下の写真は、処方前と後の湿疹の様子です。 

 
           ２０１２年３月８日                   ２０１２年７月８日 
 

            
 

***************************************************************************************** 
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お願い 
サイラムヒーリングポーテンタイザーマシーンで作成したノーソードが強力な癒しの道具であるとの報告を

受けています。また、このマシーンや１０８のコンボを用いての奇跡的な治癒の処方例もあります。こうし

た成功事例を今後の通信に載せることで世界中の実践者や患者さんに役立たせることができますようよろし

くお願いいたします。 

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

 新たな試み  

植物における実験 

前号の通信でお知らせしましたように、植物における実験が継続されています。これまでに寄せら

れた多くの実践者からの報告によれば、通常の場合に比べ、波動薬を用いた場合には、葉や花のサ

イズが大きくなったり、背丈が高くなったり、新芽の数が多かったりするなど、全般として健康な

状況であることがわかりました。こうした極めて良好な結果を受け、植物をお世話されている実践

者のみなさんには是非とも CC1.2 Plant tonic や他のコンボを用いてその成果（写真やサイズ）を送

ってくださるようお願いします。それによって現在こちらで行われている実験と併せ包括的な報告

書の作成が可能となります。もう一つの重要な発見は、種を波動薬の溶液に１日から２日の間浸し

て置いた場合（通常の水に浸して置いたものと対比するため）、それぞれの根の発芽箇所から髪の

毛のようなたくさんの細根を持つ、より長い根を生じることがわかりました。さらには、これらの

種の頭部からは茎や葉の発芽が見られるのに対して、通常の種ではほとんど見られないこともわか

りました。 

****************************************************************************************** 
 健康に関するアドバイス  

サイ波動薬通信では、健康に関する情報や記事を提供しておりますが、医療、治療上における情報ではなく、あくまでも

教育目的のみを意図したものであることを御承知おきくださいますようお願いいたします。特定の医療・治療状態に関し

ては、患者さんご自身の医師に相談されるよう助言をお願いいたします。 

                                         コードレス電話と携帯電話の健康への影響  

                                                
電磁場とは電気器具や（携帯電話のための）電波塔や高圧線の回りに形成される場です。こうした

装置によって作られた電磁場が健康に悪影響を及ぼすということは事実であり、これらの電磁場を

できるだけ避けることは私たち一人ひとりにとってとても大切なことです。人体は電気に敏感なの

で（実際、人体の中にはその機能を電流に頼っているものもあります）、携帯電話やコンピュータ

ー、電子レンジ、テレビ、その他の電気製品から発せられる電磁波によって影響を受けるというこ

とは広く理解されています。しかし、他よりも影響の大きな電気製品はあるのでしょうか？日常何

気なく使っている製品で身体を傷つけているかもしれないものとはどのようなものでしょう？ そ

れはコードレス電話です。調査によればコードレス電話は携帯電話よりも１００倍近く危険である

ことがわかっています。 

コードレス電話 
コードレス電話を自宅に置いておくことは、応接間に携帯電話電波塔を設置するのと同じくらい有

害であると、スウェーデン大学の３人の科学者、レナートハーデル、マイケルカーベリー、ジェル

ハッソンマイルドが述べています。この見解は他の様々な医療専門家によっても支持されています。 
ロンドンのハーレー街の医師であるデビットドーソン博士は、「コードレス電話を持っている人は 
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有線電話へと替えることをお勧めします。」と述べています。 
 
携帯電話 
長電話あるいは必要以上に携帯電話は用いないようにしましょう。２分間の通話ですらも、その後

の脳内の自然な電気の流れを変えることが判明していると、スウェーデンでは報告されています。

２００７年レナートハーデル博士は携帯電話の利用者が、脳内あるいは脊髄内における悪性腫瘍を

患うリスクが高いことを見つけました。 
 
仕事上、長時間にわたって電話で話さなければならない人々にとっては、栄養上必要な特定のサプ

リメントを摂ることが勧められます（専門家の指導の下で）。コールセンターは従業員の健康を確

保するために電磁波から身を守る、科学的にその効果が認められている電磁波保護装置を用いるべ

きです。「私たちの生体エネルギーや免疫システムを電磁場からの悪影響から守ることができるよ

うな高度な科学技術が今日、利用可能なのです」とバジパイ博士は語っています。 

電磁波の肉体に対する害を更に確認する研究が待たれていますが、現状にあっても、家の中を舞っ

ている電磁波から愛する人を守る意識的な方策（他のものよりも電磁波の少ないものを使用するな

ど）をとることで多くを軽減することが可能です。多くの人が固定電話なしで済ませていますが、

もし、家に電話を設置しているなら、コードレス電話をコード付きの電話へと替えることを真剣に

考えるべきでしょう。 

コードレス電話から発せられる電磁波は以下のような害を健康に及ぼすことがあります。 
 
*学習障害 
* 情緒不安定 
* 神経の変調 
* 白血病、乳がん、脳腫瘍を含む癌、 
* 不眠 
* 頭痛 

 

長い間、固定電話は携帯電話よりもより安全であると考えられてきましたし、またコード付きの電

話もまたそうです。しかし、コードレス電話は１メーターの至近距離ではメーターあたり６ボルト

もの強力な電磁波を放つ可能性があります。これは携帯電話用電波塔から１００メーター離れた場

所で検知される数値の２倍にあたります。電源から２メーター離れていたとしてもまだ電磁波の強

度はメーターあたり２．５ボルトあります。これは科学者が言う安全な数値の５０倍です。１メー

ター離れたところでは危険度は１２０倍にも及びます。電話から１００メーター離れて初めて、１

メーターあたり０．０５ボルトという安全数値に下がります。コードレス電話の特性からして充電

電源は電話が使われていなくても最大限の電磁波を放射し続けます。また、子機に関しても、それ

が充電器に置かれていない場合であっても同じことが言えます。 

 

電磁波から身を守るには？ 
もし、コードレス電話を使っているのであれば、コード付きの電話に取り替えることにより家庭内

の電磁波への露出の多くを遮断することができます。コードレス電話のように、それを持って歩き

回るような自由はありませんが、コード付きの電話に移行する際には、良く座る場所のある部屋に

設置してみてはどうでしょうか。コードレス電話からの移行によって、劇的に電磁波を浴びる危険

度が減り、家族全体にとって健康を意識した生活様式を営むことが可能になります。 
 
もしコードレス電話なしには生活できないというのであれば、900 MHz のものを選び、それ以上の

周波数のものは避けましょう。2.4 GHz や 5.8 GHz の電話は絶えず電磁波を放射していますが、

900 MHz のものはそうではありません。また 900 MHz はアナログの信号を用いているのに対し、

2.4 GHz と 5.8 GHz では生体をより傷つけやすいデジタル信号を用いています。設置場所に関して

は、さらに、ベッドから離して、睡眠中、電磁波に晒されないようにしましょう。 
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世界保健機構（ＷＨＯ）は電磁波の健康に及ぼす悪影響に関してまだ認知していませんが、そのこ

とはすなわち、これまでの計測方法では単に検知できないということを意味しているに過ぎません。

それ故、健康にとても良いという場合に比べて、健康に良くない場合には一般的に取り上げられる

ことが少なくなってしまいます。 
出典: 
http://www.naturalnews.com/034078_cordless_phones_EMFs.html 
http://bodyecology.com/articles/little-known-dangers-of-emf.php 
http://www.emf-health.com/reports-cordlessphones.htm 
http://www.emfprotectionltd.com/pages/Cordless-Phones-and-Cell-Phones 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
アスパラガスの健康上の利点 

 

春は旬のアスパラガスを食する季節です。アスパラガスは垂直に成長し、味も独特で美味しい野菜

です。春は、外に出て、地域で栽培されたアスパラガスを探しに行きましょう。できれば有機無農

薬のものを。アスパラガスはユリ科の植物で、花壇を家庭菜園として簡単に育てることができます。

それは多年生の植物なので何十年にもわたって収穫が可能です。アスパラガスは種でも根でも１年

を通じていつでも植えることが可能です。 

アスパラガスは食物あるいは医療目的のために２千年以上にもわたって栽培されてきました。ギリ

シャ人やローマ人はその癒しと医療目的の特性を信じていました。今日、アスパラガスはそれに含

まれる栄養素、ビタミンやミネラルの豊富さによって特に健康な野菜として認められています。 

アスパラガスはまた大腸に住む有効微生物に栄養を与えるイヌリンを含む植物の一つです。研究に

よれば、アスパラガスはインシュリンのレベルを調整するので、糖尿病を強力に予防することにな

ります。インシュリンのレベルを安定的に保つことは私たちの健康にとって最も重要なことの一つ

です。アスパラガスは長寿を促し気持ちを軽やかにしてくれます。アスパラガスに含まれる独特の

ミネラル含有物は自然の利尿作用を促します。この作用によって、腎臓内で解毒作用と浄化作用を

伴った利尿を促すのです。それにより、食物の過剰発酵を抑制し、一般的に消化器官とお腹の具合

を良い状態に保ちます。 

アスパラガスの健康への利点はたくさんあります。以下に、その７つの理由を列挙します。 

１．体内の解毒作用：アスパラガスは１カップあたり２８８ミリグラムのカリウムを含んでいます。 

カリウムは腹部の脂肪を減らすことで知られています。またアスパラガスには３グラムの食物繊維

が含まれていて消化器官を浄化します。実際に、自然のナトリウムが含まれておらず、妊娠中であ

っても鼓張症の恐れがなく、また、脂肪やコレステロールがなく、１カップたったの４０カロリー

しかありません。米国カリフォルニア州立大学ロスアンジェルス校医療センターの医療栄養士によ

ると、アスパラガスは解毒作用を持つ究極の野菜であるとのことです。 

２．老化防止目的：アスパラガスはカリウム、ビタミンＡ、葉酸が豊富でグルタチオンも極めて多

く含んでいます。グルタチオンは強力な抗酸化作用を持つアミノ酸化合物で老化防止にはなくては

ならないものです。グルタチオン（ＧＳＨ）はフリーラジカルから細胞を守る抗酸化力があります。

この春の美味な野菜の持つもう一つの老化防止作用は、脳の知覚能力低下に役立つかもしれないと

いうことです。緑の葉野菜のように、アスパラガスはビタミンＢ１２と共に働く葉酸を提供してく

れます。ビタミンＢ１２は魚や鶏肉、その他肉類、乳製品に含まれますが、知覚能力の劣化を防ぎ

ます。米国のタフツ大学の研究によれば ビタミンＢ１２と葉酸に関して健康的なレベルを保って

いる老人は、反応スピードと精神的柔軟性のテストに関して良好な結果を示しました。もし、あな
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たが５０歳を過ぎているならば、十分なビタミンＢ１２を摂取しているかどうかを確認しましょう。

年齢と共に、その摂取能力は低下していきます。 

３、抗ガン作用：アスパラガスは重要な抗ガン作用を持つことで知られる葉酸を豊富に含んでいま

す。葉酸は緑の葉野菜やかんきつ類に自然に含まれています。葉酸はしばしばサプリメント（錠

剤）の形式でも摂られますが、実際には自然の食物を全体として摂取することによる方法が勧めら

れます。 

４．痛み・炎症軽減効果：葉酸によって炎症を軽減します。 

   5. 骨関節症・変形性関節症の予防：アスパラガスはビタミンＫを含んでいるので、骨関節症・変形

性関節症の予防に役立ちます。ビタミンＫは骨の形成と修復に寄与します。それはまたオステオカル

シンの形成にも必要です。オステオカルシンはカルシウムが結晶化する骨組織にあるたんぱく質です。

アスパラガスはビタミンＫを摂取するための一番の食物に挙げられています。 

6. 心臓疾患リスク軽減効果：葉酸によって心臓病のリスクを減らすことが示されています。 

7. 健全な出産を促進 ：十分な葉酸を摂取すること（医師はしばしば葉酸サプリメントを摂ることを

勧めてます）は妊娠中もしくは妊娠を計画している女性にとって特に重要です。葉酸の欠乏は二分

脊椎症や無脳症を患うリスクに関連付けられています。葉酸は未熟児出産を防ぎ、胎児の健全な神

経細胞形成に役立ちます。 

また、アスパラガスの栄養面での利点は腎臓結石や尿路感染症を防いだり、治癒したりすることも研

究により明らかにされています。 

総括として、アスパラガスはカリウム、ビタミンＡ、葉酸,グルタチオン、ビタミンＫを豊富に含み、

食物繊維が多く、ナトリウムを含まずに、カロリーが低くコレステロールや脂肪を含んでいません。 

アスパラガスの最も普通のタイプは緑色ですが、スーパーマーケットやレストランでは他の２つの

種類を見かけるかもしれません：一つは白でより繊細で栽培が難しいものです。もう一つは、紫で

香りがフルーティで小ぶりです。アスパラガスはその茎が太かったり、細かったりしますが、太い

のはローストしたり茹でたりするのに適しています。細いのは炒めたりグリルにしたりするのに最

適で調理も早く済みます。 

注意：ある健康アドバイザーによれば、アスパラガスとアンティチョークやホウレンソウを一緒に

食さないことを勧めています。 

健康にとって最も良いのは生で食することです。食べる前に固い茎の部分（太くても細くても）を

取り除きます。固い皮だけ取りましょう。細かく刻んでサラダに入れたり、マスタードソースでバ

ーベキューで、あるいは軽く茹でてもとても美味しいのです。 

どのタイプのアスパラガスを選んだとしても、それは味が良く、使い道の多い食材で、無数の方法

で料理ができ、生でサラダとして楽しむこともできます。 

出典: 
http://www.naturalnews.com/023368_asparagus_benefits_food.html  
http://bkcreative.hubpages.com/hub/10-Super-Health-Benefits-of-Asparagus 
http://www.eatingwell.com/blogs/health_blog/5_powerful_health_benefits_of_asparagus_you_probably_didn_t_know   
http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=asparagus%20benefits&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CFYQFjAF&url=http%3A%2F
%2Fwww.pureinsideout.com%2Fasparagus-extraordinary-health-benefits.html&ei=-
YxQUbbyGpLU8wTAnYDgCw&usg=AFQjCNFoSkx5Z9cnFfTtksP09Kvx9UloJw&bvm=bv.44158598,d.eWU  
http://www.juicing-benefits-toolbox.com/health-benefits-of-asparagus.html  

****************************************************************************************** 
 質疑応答  

1. 質問: 水に溶かしたレメディはどのくらいの期間もつのでしょうか？冷蔵庫に入れるべきでしょ

うか？水にはビブーティをいれてもよいでしょうか？ 
 
 回答: 水に溶かしたレメディはキャップ付きのボトルに入れた状態で７日間もちますが、冷蔵庫に
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入れることはお勧めしません。ビブーティを加える必要はありません。 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. 質問: 働いている人にとって午後のレメディを摂ることは難しいです。１日３回の代わりに朝晩

の２回でも良いでしょうか？ 
  
 回答: 全く摂らないよりも１日２回とった方がいいです。しかし、処方通りである場合に最善の結

果が得られるでしょう。  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
3. 質問: 歯を磨いた後すぐにレメディを摂ってもいいでしょうか？レメディへの影響に関して、歯

磨き粉を使った歯磨きは食事を摂るのと同じように考えていいのですか？レメディの波動に干渉し

てしまうおそれがあるのでミント味の歯磨き粉を使うのを避けるべきでしょうか？ 
 
回答: 歯磨きの後、最低２０分は開けるようにするのが最善です。ミントは問題ありません。すべ

ての歯磨き粉がそれ自体固有の波動を持っています。 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. 質問:  子供たちにレメディを与える時、食後２０分待ったとしても、彼らの口の中に食べものの

残りかすがあります。それでもレメデイを与えてもよろしいでしょうか？ 
 
 回答:  口をゆすいだり、水を飲んだりして食べもののかすが残らないようにすることが最善です。

食事の少なくとも２０分前にレメディを与えるのがより効果的でしょう。 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. 質問: レメディを作成する際、コンボボックスのアルコール原液を複数処方する場合、一滴毎に

９回激しく振るべきですか？ 
 
 回答:一滴毎に軽く振り 、最終のコンボの原液を入れ終えた後、水平の８の字を描きながら９回振

ります。実践者の中には空のボトルに全ての原液を入れ終えた後に砂糖粒を加え、通常のやり方で

振る人もいます。 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
6.  皮膚への軟膏に対するいくつかの質問 
a. 質問: 患者さんは皮膚に軟膏を塗る時は、容器から軟膏を取り出すときも、手の波動の影響を与

えないようプラスティックのスプーンを用いる必要があるのでしょうか？ 
 
 回答: はい、それが最善です。 
 
b. 質問: 砂糖粒の形でのレメディの処方の際に患者さんの口に入れてあげるのと同じように、軟膏

を初めて患者さんに処方するときも軟膏を塗ってあげるべきでしょうか？ 
 
 回答:  いいえ、その必要はありません。患者さん自身が塗ります。 
 
 
c. 質問: 砂糖粒の際と同じように、服用回数（塗る回数）は一日３回が基本ですか？ 患者さんは

軟膏を塗りこむべきですか？また塗った箇所にバンドエイドやテープなどで皮膚を覆うべきでしょ

うか？ 
 
 回答: はい、回数は一日３回です。塗り込むかどうかは皮膚の状況によります。また、例えば、

傷口がまだふさがらないような場合には、軟膏を塗ったあとバンドエイドなどで適切に覆ってあげ

ます。時には、波動を転写した水を綿棒で皮膚に塗るだけでも十分な場合があります。 
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d. 質問: コンボの原液をクリームやゼリーに混ぜるには、ゼリーを熱して液体状にしレメディ原液

をそれに加えプラスティックのスプーンでかき混ぜるようにすべきでしょうか？ 
 
 回答: いいえ、熱する必要はありません。単に原液を一滴垂らして、木もしくはプラスティック

のスプーンで良くかき混ぜてください。（もし、ゼリーが分厚いようでれば）ゼリーやクリームに

レメディの原液がよくなじんだかどうかが確認できるまで、３，４回繰り返す必要があるかもしれ

ません。 
 
e. 質問: 目や耳の液体レメディを作ることは勧められることでしょうか？また、どうやってつくり

ますか？  
 回答: 目、耳、皮膚の疾患に液体と錠剤という２つの異なったアプローチをとることは良い考え

です。目薬を作るには、２００ml の精製水もしくはローズウォーターに原液を１滴たらします。そ

してそれを 20ml から 30 ml の点眼容器に入れ替えます。 
 
注意: 20ml から 30 ml の点眼容器に直接、原液を１滴たらしてしまうと、目への過剰刺激 がある

かもしれません。また、直接、患者さんの口に原液をたらすべきではありません。耳のレメディ液

の作るには、20ml から 30 ml のエキストラバージンオリーブオイルに一滴原液をたらして良く振り

ます。 
 

実践者のみなさんへ、:アガルヴァル博士に質問がありましたら、  news@vibrionics.org までお知ら

せください。  

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

 

 治癒者の中の治癒者である神の御言葉 
肉体は輪廻の海を渡るための道具としての単なる船に過ぎません。肉体を持って生まれてきたのは、
数多くの過去生で培った徳によるものです。輪廻の海を渡るのは肉体の中の真我を悟るためであり、

肉体（デーハ）の目的は内に住まう御方（デーヒ）を実感認識するためです。肉体が頑強で様々なこ
とに長けていても、あるいは知性が鋭く心が機敏であったとしても全ての努力は内なる御方を求める
ことに向けられなければなりません。ですから、肉体を病気のない、屈強で健康な状態に保ちなさい。

ちょうど船が海を渡るのに適しているように肉体もまたその目的に適うものであるべきです。身体の
世話を良くしなさい。         …サティアサイババ御講話１９６６年８月３日 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
「批判者の心ない言葉に打ち負かされてはなりません。実際、それは単にあなたを勇気づけるため

だけにあるのです。自身の中に潜んでいるかもしれない欠点を調べ、それらを取り除くために誠実
に努力しなさい。慈善、奉仕、同情、平等心、宗教教義に偏らないこと、などのような優秀な資質

について壇上で話をするだけでなく、舞台から降りて、少なくともそうした２、３の理想を誠実に
実践しなさい。もし、隣人が重い病気に苦しんでいたら、自分はそうしたことと無縁だと思っては

なりません。一人でも苦痛に喘いでいたり、悩んでいたりすればあなたは自由ではないのです。 

飢えた人に施す食事は至高の神そのものに届き、世界のどこであってもまたどの人に対しても行わ

れた奉仕は主の御心を喜びで満たすということを忘れないようにしなさい。 

                               …サティアサイババ御講話１９６４年２月２５日 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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人の体験する全ての痛みと喜びはその人自身の行動の結果であり、神の行為によるものでは決してあ
りません。          サティアサイババ、ラジオサイ、御講話２０１３年２月１８日 

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

 お知らせ  

ワークショップ開催予定 

 英国ロンドン: 波動薬実践者年次会議 ２０１３年４月１４日、連絡先：Jerambhai 電話

020-8551 3979 もしくは eメールjeramjoe@gmail.com 

 ポーランドWroclaw: ジュニア波動薬実践者向けワークショプおよびアシスタント波動薬実践

者向けリフレッシャーコース ２０１３年４月２７－２８日 

 ポーランド (場所は追ってお知らせします): シニア波動薬実践者向けワークショップ、２０１

３年９月１３－１５日  連絡先：Dariusz Hebisz 電話+48 606 879 339 もしくは eメール
wibronika@op.pl 

 インド プッタパルティ: シニア波動薬実践者向けワークショップ、２０１３年７月１５－２０

日 連絡先：Hem 、eメール 99sairam@vibrionics.org 

 インド プッタパルティ: アシスタント波動薬実践者向けワークショップ、２０１３年７月２３

－２７日 連絡先：Hem eメール 99sairam@vibrionics.org 

 ギリシャアテネ: ジュニア波動薬実践者およびアシスタント波動薬実践者向けリフレッシャー

コース ２０１３年９月２１－２３日、連絡先：Vasilis ｅメール saivasilis@gmail.com もしくは

電話 +30-697-2084 999. 

     講師のみなさんへ、ワークショップの予定がありましたら詳細を99sairam@vibrionics.orgまで御

連絡ください。       
 

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

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。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  
実践者専用コーナー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 


