
 1 

 

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 
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 アガルヴァル博士の研究デスクより 

実践者の皆様 

２０１７年４月２４日は、アラーダナマホートサヴァム（追憶の祈りの日）です。スワミの（肉

体の衣を脱がれた）マハサマディのこの日は、全てのサイ帰依者にとって深く心に触れる機会で

あり、自らのまさに本質である内なる主・サイに焦点を当てることを促してくれる好機となりま

す。イエス様もまた、「天の王国は内にあり」と教えておられます。ここで真に問われているの

は、内なるつながりに以下に気づき、この王国の至福の中に永劫に生きるかどうか、ということ

です。これに対する答えの源は、まさに主ご自身の中にあります。「人間にとって、愛と奉仕は

両翼のようなものです。この翼の助けを借りて人は霊性を実感認識するよう奮闘努力すべきなの

です。」（サティヤサイスピークス 28.34、１９９５年１１月２１日） 

ですから、ハートの門を開け、我々に内在する神の愛を解き放って無私の奉仕を行い、愛を人々

に伝えていきましょう。このことが真の幸せへの秘訣です。 

 主の理想の精神で生き、波動薬に対して卓越した奉仕をされてきた多くの献身的な実践者がお

られます。本通信では、ニューズレターや波動薬に関する事柄を各国言語へと翻訳されているセ

ヴァの方々を紹介します。彼らの奉仕は、実践者同志のコミュニケーションに極めて重要なもの

で、非常に多くの不可欠な領域で助けとなっています。かれらの寛大な努力に深く感謝します。

謝辞として、かれらの奉仕活動の経験の簡単な紹介をしています。去った３月２４－２７日、ポ

ーランドでワークショップの全国大会を開催する機会がありました。この機会は大変素晴らしい

http://www.vibrionics.org/
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もので、ドイツ・ノルウェー・ルーマニア・スロヴェニアなどの隣国から、追加的に実践者が参

加されました。その際いくつかの特別な処方例が紹介されましたが、それらは大変感動的な内容

で、参加者の多くの方々の歓喜の涙を誘いました。欧州で今回示されたサイ波動薬のそのような

発展は、波動薬実践者個々の傑出した献身と専門的知識とスキルによるもので、非常に心強く感

じています。このワークショップの結果に関しては将来の通信でその詳細をお伝えしていきたい

と思います。 

また、米国の実践者は、動物と植物に影響を与える様々な状況の理解を深める研究プロジェクト

を開始しました。植物・動物界の広範囲にわたる病気に対するより効果的な対応・手順を強化す

る上で新たな洞察が得られることが期待されています。スワミの癒しの波動ができる限り多くの

人々の人生に触れるを唯一の動機として、みなさんには、サイの愛の使命とご自身の内なる霊的

資質を常に意識され、奉仕活動の実践レベルをもう一段上げていただきたいと思っています。ま

た、全ての実践者が、サイ波動薬実践者国際協会への会員への登録をしていただくようお願いい

たします。登録は www.vibrionics.org にログインし「資料ライブラリー」の下にあるオンライン

での申込み用紙で記入の上提出してください。質問事項や奉仕の申込みについてですが、サイ波

動薬グループ全体もしくはそのその運営に貢献する御用意のある方は、いつでも国・州のコーデ

ィネーターまでご連絡をお願いいたします。奉仕の領域は大きく、大いなる感謝とともに歓迎い

たします。みなさんお一人おひとりに、そして特に、波動薬を通じて「全てを愛し全てに奉仕す

る」機会を与えて下さったスワミに永遠の感謝を申し上げます。 

サイへの愛の奉仕の中で 

アガルヴァル・Ｋ・ジット  

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

コンボを用いた処方例  

1. 喉頭癌 02090...インド 

２０１４年６月、９０歳男性の息子さんが父親の健康面での悩みで実践者に連絡をとりました。 

ＭＲＩスキャンでは「かなり進行している喉頭癌」との診断で、患者さんは飲食が極めて困難で

した。耳鼻咽喉科の医師による最初の診断の後、ケララ州の著名な癌の専門医を紹介されました。

その専門医は放射線治療を勧めましたが、息子さんには心拍停止や死の可能性の告知もありまし

た。どちらにしても、医師からは３か月以内に経管栄養の措置が必要になるとの助言がありまし

た。患者さんの息子さんは何人かの専門医に相談をしてみましたが、全て同じ意見でした。最終

的に、家族は対症療法ではなく、波動薬レメディの助けを求めて実践者を訪ねました。 

一方、実践者は、患者さんや家族に波動薬と併用して対症療法の薬も摂るよう勧めましたが、彼

らは自分達の責任の上で、対症療法の薬を摂らないことを選びました。 

治療は以下のコンボで始まりました： 

 

#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.7 Throat 

chronic…１日３回 

１か月後、かなりの改善が見られ、痛みは大幅になくなり、飲食に関してもあまり問題ではなく

なりました。全体としては、２０％の改善と患者さんからは伝えられましたが、実践者は 

次のコンボを加えるようにとの内なる導きに従って、追加的な処方を行いました： 

 

#2. SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior…１日３回 

上記コンボの服用によって、目覚ましい改善がありました。２年間の服用の後、癌の専門医は患

者さんの息子さんに、現代医学では説明できないこととして、癌の痕跡がないことを告げました。

この間、患者さんは、経管の必要はなく通常の経口で食事を行いました。後の２０１６年７月、

患者さんは平安の内に息を引きとり、平穏な最期を迎えました。 

http://www.vibrionics.org/
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編集者注: 癌の治療の期間、高熱、咳、疲労、胸部感染などの急性の症状に対して、実践者は適

切なレメディを必要に応じて追加的に処方しました。 

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

2. 学習障害 02090...インド 

２０１７年１月８日、若い母親が８歳の女の子を実践者の所に連れてきました。女の子は小学校

３年生で、学習障害の病歴がありました。それは彼女がアルファベットを正しく学んでいないこ

とからもわかりました。面談は、母と娘双方に対して行われ、以下のレメディが処方されまし

た： 

 

CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory tonic…１日３回 

６週間後、担任の先生からの評価を母親が喜んで報告してきました。短期間にアルファベットを

よく学び、勉学への集中度が著しく上昇したとのことでした。実践者はもう１年間このレメディ

を継続するように助言しました。 

編集者コメント: 様々な活性レメディを子供や生徒に処方するのは、ケララの実践者によってこ

れまで行われてきており、卓越した成果によって評判が広がっています。 

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

3. 肋骨の壊死 10602...インド  

 

６７歳女性が２０１６年９月７日、実践者を訪ね、以前の手術の傷跡の内部および周囲に膿があ

り、非常に痛い腫物の相談がありました。担当の外科医は、その腫物は放射線療法による骨壊死

によるものであると結論付けました。 18年前、彼女は乳がんの放射線療法を受け、後に深刻に

感染した肋骨の除去のための大手術を受けました。外科医は、感染のさらなる拡散を止めるため

に、感染した肋骨の除去を提案しました。患者さんは前回の手術の 2週間前から急激な痛みを抱

えていたこともあり、今回は手術を受けることに恐怖心がありながらも、実践者は彼女に勇気づ

け、神の医師であるスワミに揺るがない信仰を保ち続けながら手術を受けることを勧め、以下の

レメディを処方しました： 

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…１日３

回 

#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC9.2 Infections acute + CC21.11 Wounds & 

Abrasions…１日６回 

9月 27日、彼女は開業医からアドバイスを受けて完全な信仰を持って手術を受けました。手術

は 5 時間以上かかりましたが、驚いたことに、痛みは感じませんでした。翌日、患者は ICUベッ

ドから開業医に話かけ、手術前または手術後に痛みを感じず、非常に満足していると言いました。

外科医の驚いたことには、感染は予期したとおりに広がらず、右上の肋骨が 1つだけ除去された

のでした。1ヶ月後、＃2の服用回数は 1日 4回、2ヶ月後、さらに 1日 3回に減少し、＃1では

1日 2回に減少しました。 3 ヶ月後、患者は開業医を訪問して感謝の気持ちを表明しました。彼

女は 1ヵ月間 1日 1回救済を継続し、その後 1週間に 1回の再発防止の回数まで減らすように勧

められました。最近の面談では、患者さんは痛みはなく、幸せで健康的であり、レメディを継続

する必要性を感じませんでした。 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4.慢性の腹痛 10602...インド 

40年以上の慢性腹痛を患っている 93歳の女性が、2015 年 3月 7日に実践者を訪ねました。この

期間中、彼女は対症療法治療を受け、35年前に子宮、20年前に胆嚢をそれぞれ除去し、10年前

には膵臓と腎臓結石の治療、そして 5年前にはヘルニア手術を受けました。 これらの治療にも
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かかわらず、腹痛の直接的原因は見いだせずにいました。こうした状況の中、実践者は、長年に

わたる腹痛とは別に、過去 2 週間にわたり灼熱感を伴う急性の胃痛と不快感を患っていることに

気づきました。 彼女は食欲もエネルギーもなく、かなりのいらいらと欲求不満に悩まされてい

ました。 

祈りの中で、実践者は以下の処方を行いました:  

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…１日６回 

#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.5 

Ulcers + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion…１

日６回 

 

2週間後、患者さんは胃の痛みの頻度が 50％減少し、めまいが完全に消失したことを喜んで報告

しました。 彼女は適度に食べることができ、活力を感じたため、＃1と＃2の服用回数は 1日 4

回に減らされました。 1ヵ月後、患者さんはすべての症状が解決されたことを歓び、現在 100％

回復したことを報告しました。 レメディは、1 ヵ月間 1 日 2 回、さらに 1 ヵ月間１日１回とし、

その後、終了しました。 

2016 年 1月 20日、患者さんは完治し、実践者とババに対して幸せと感謝の気持ちを伝えるため

に実践者を訪れました。 2017 年 4月時点で、彼女は症状の再発がないことに満足しています。 

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

5. 糖尿病 11576...インド  

2009 年に糖尿病と診断された 78歳の女性が、2016年 4月 3日に実践者を訪問しました。彼女は

過度の疲労を抱えており、頻繁に休養する必要がありました。 何年もの食事制限と砂糖の摂取

量を管理する必要性によって、彼女は感情的に影響を受けていました。 彼女の血圧とコレステ

ロール値は正常であり、糖尿病の家族歴はありませんでした。 

彼女の空腹時血糖は 180mg / dl（正常 70-100mg / dl）であり、食後時は 240mg / dl（正常

<140mg / dl）でした。 過去 7年間、医師からはいくつかの異なる対症療法の薬を処方されてい

ました。 その時点でメトホルミン 500mg（およびビタミン B12）を食事とともに 1日 2回服用し

ていました。 

振り子（ぺンデュラム）を使用して、実践者は、患者の肝臓がうまく機能していないことを確認

し、以下のコンボを処方しました： 

CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 

Emotional tonic…１日４回、水で  

 

規制された食事、運動および体重管理も彼女の包括的な治療計画の一部となりました。彼女は高

血糖指数（GI）の食品を避け、新鮮な野菜、小麦、新鮮な玉ねぎを毎日よく摂取し、純粋な水を

毎日よく摂取するように勧められました。彼女は、糖尿病のモニタリングと糖尿病の予期された

低下を促す対症療法薬の管理に関して、医師と定期的に連絡を取るように勧められました。10

日後に血糖値が 20％改善し、 9週間後に 50％の改善が見られたので、1日 3回に服用回数が減

らされました。体調は軽快となり、より多くのエネルギーが感じられました。 4ヶ月の間に、

空腹時血糖値と食後血糖値の両方が正常範囲内に継続していたため、服用回数は 1日 2回とし、

2017 年 1月までに 1週間に 1 回としました。メトホルミンを毎日 2回から 1回まで服用し、

2017 年 1月の終わりに完全に終了しました。 

2017 年 4月現在、患者は良好な状態であり、すべての症状がなく、1週間に 1回の再発防止服用

量を継続しています。 
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実践者のコメント： 

患者さんの血糖値の安定した低下を示す全ての検査報告書が入手可能です。 

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

6. 甲状腺機能低下症 11576...インド 

2016 年 3月１２日に実践者は、過去１０年間甲状腺機能低下症を患っていた 42 歳の女性の訪問

をうけました。その患者さんは体重過多であり、甲状腺のホルモンの分泌量が少ないために、活

力も低下していました。心拍数とコレステロールの水準は平常でしたが、疲労、鬱、落ち着きの

なさ、怠惰、イライラの自覚症状がでていました。睡眠にも入りにくく、異常な程の冷えをいつ

も感じ、対症療法の処方として、タイロキシン７５ｍｇを毎日摂取していました。 

 

処方されたレメディは以下の通りです： 

CC6.2 Hypothyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…１日４回、水

で  

最初の面談の最中、患者さんは第 1回目の服用によってとても気分が良くなったと伝えてきまし

た。1か月後、甲状腺ホルモンの指標 FT3, FT4、TSHにおいて低下が見られました。3月後の

2016 年 6月、血液検査の結果、彼女の甲状腺機能が完全に正常であることが示され、 担当医は

サイロキシンを 25mgに減らしました。 実践者はまた、投与量を 8月までに 1日 1回、10月ま

でに 1週間に 1回へと減らしていきました。2016年 9 月、チロキシンの服用は担当医によって

中止されました。 2017年 4月現在、彼女は 1週間 1回で波動薬治療を続け、彼女の甲状腺のレ

ベルは安定しています。 彼女の体重も 10kg減りました。 

実践者コメント： 

私はこの女性が 2016 年 10 月に再婚し、別の町に移住したことを付け加えてお知らせできるこ

とをうれしく思います。 

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

7. 怪我による傷 03536...イタリア 

修復芸術家である 53歳の女性には、右手の人差し指の先端に棘や釘による約 8mm の傷があり、 

仕事柄、その傷の位置および寒い天候のために、創傷は 1ヶ月前の発生以来、改善の余地があり

ませんでした。2017年 1月 25 日の面談の際、傷口は裂傷のように見え、わずかな出血もあり、

炎症を起こし、痛みが伴っていました。 彼女はこれに対して他の治療法を求めていませんでし

た。  

以下のレメディが処方されました: 
 

CC21.5 Dry Sores + CC21.11 Wounds & Abrasions アルコールを媒体として、傷口に直接点

下  

ほぼ数分で直ちに、驚いたことに、創傷の周りの炎症を起こしていた赤い部分の色が薄くなり、

通常の色に戻っていきました。 創傷も塞ぎ始め、良好な状態に見えました。症状の変化に伴い、

痛みも完全に消えてしまい、再発もしませんでした。 わずか数分で 100％の改善が見られまし

た。 しかし、予防措置として、そして治癒していない部分の傷のケアのため、実践者は 5時間

後に再びアルコールで上記のコンボを適用しました。 

2日間で、傷口の肌は自然に剥げ落ち、患者さんは自ら目撃したことが理解できず、何が起こっ

たかは本当に驚くべきことであり、科学によって説明されないと患者さんはコメントしました。 
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一方、実践者にとっては、この症例によって再度、大いなる神秘のうちに神の愛が発現すること

が確認できました。 この経験以来、この患者さんはすべての健康問題に対して波動薬治療のみ

を受けるようになりました。 

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

8. リーシュマニア症 02584...イタリア 

実践者は、重症のリーシュマニア症を患っている 7〜8 歳の狩猟犬 4頭の治療を飼い主から依頼

されました。この病気は寄生虫を運ぶハエによって伝染する、死に至る可能性のあるものです。 

うち２匹は 1年以上、他の 2 匹は過去数ヶ月間苦しんでおり、症状は、体重の減少、抜け毛、お

よび爪が生えてこないことです。担当獣医からは、何らの治療すらも施すことができなかったの

で、犬をあやめるべきとの勧告がありました。２００５年１１月３０日、実践者は以下のコンボ

を処方しました： 

#1. NM2 Blood + NM86 Immunity + NM116 Malaria Extra Strength + OM28 Immune System 

+ SM26 Immunity...１日１回 水を媒体として 

飼い主は 3週間レメディを与え、その後 3週間停止し、この交互のプロセスを 3回繰り返すよう

に勧められました。3〜4週間以内に、4匹の犬はすべて完全に回復しましたが、その際、実践者

は 4 ヵ月間の休暇中でした。実践者が戻ってから、飼い主より、抜け毛と虚弱の報告がありまし

た。 2006年 5月 4日、実践者は、以下の 2番目のコンボを加えて処方しました。 

抜け毛・虚弱: 

#2. SR256 Ferrum Phos + SR361 Acetic Acid 

わずか 3週間で、犬の活力は回復し、毛が生え始めました。リーシュマニア症が飼い主の住む島

で流行していたので、実践者は毎年春に予防として＃1 のレメディを 1日 1回の処方を行いまし

た。 犬の健康状態は大変良く、リーシュマニア症の再発もなく、飼い主はとても幸せで感謝し

ています。 

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

9.慢性胃酸過多及び小麦アレルギー 10001...インド 

2015 年 9月に、28歳の女性が実践者を訪問し、過去 8 年間患っていた重度の胃酸過多を訴えま

した。 この胃酸過多のためにほぼ毎日数時間続く重度の頭痛があり、彼女は対症療法の鎮痛剤

（クロシン）により痛みを和らげていました。 これは患者にとって自尊心の低下とともに非常

にストレスとなっており、 彼女は鎮痛剤の服用を中止し、下記の波動薬を選択しました： 

胃酸過多と頭痛: 

#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic…１日６回 

強ストレス時に: 

#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…１回 、必要時に 

彼女は即座に症状の改善を経験し、最初の 1週間後に頭痛の 80％の緩和の報告がありました。

彼女は週に数回＃２のレメディを服用し、よりリラックスできストレスを感じませんでした。 1

ヶ月後、＃1の投与回数を 1日 3回に減らし、その後 1週間に 1回へとして、さらに 1ヶ月経っ

てゼロとしました。＃２のレメディに関しても彼女はそれを必要と感じられず、服用しないこと

を決めました。 

2016 年 2月に、患者は過去 3 年間、小麦粉で作られたチャパティにアレルギーがあり、食後す

ぐに、胃の痛みがあることを明らかにしました。実践者は、小麦粉からの波動薬を 200Ｃのポー

テンシーで作成し、1日 3回の処方を行いました。 1 ヶ月以内に、患者さんは胃の痛みから

100％解放され、チャパティを再び味わうことができました。服用回数は、その後３か月間は 1
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週間に 1 回まで減少し、2016 年 7 月には服用がなくなりました。 12 月 16 日の最後の面談では、

患者さんには胃酸過多、頭痛、腹痛などの症状が全くなく、治療の必要はありませんでした。 

編集者コメント:  

胃酸過多と頭痛は小麦粉アレルギーによるものであった可能性があります。もし、このアレルギ

ーが最初に対処されたのであれば、他の症状に関しては、個別の治療の必要なく、治癒されてい

たかもしれません。最初の面談の際に、患者さんからはなるべく全ての症状に関して情報を一度

に聞き取ることが重要です。 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10. 受験不安失調症 02899...英国 

15歳の男の子が 2016年 3月 27日に母親によって実践者に連れて来られました。彼は GCSE最終

試験のために勉強していましたが、大きなストレスと不安を感じパニック発作となりました。こ

の試験は彼の人生設計の中で重要なステップでした。 この若い学生は、日常生活でのストレス

の耐性が乏しく、時には鼻血に苦しむほどの影響を受けました。 彼は他の治療法を求めていま

せんでした。さらに、これまでずっと彼は冬に喉の痛みや寒さに苦しんでいて、市販の薬を飲ん

でいましたが一時しのぎに過ぎず、症状の再発が繰り返されていました。母親によると、彼は感

情的で敏感な少年であるとのことでした 

処方されたレメディは以下の通りです: 

CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 

Throat chronic…水で１０分毎 （１時間）、その後１日６回 

6週間後、母親からは、息子の症状が良好で、レメディが驚くほどの助けとなり、試験の開始前

にあっても彼は落ち着くことができていた旨の報告がありました。 彼女がレメディの準備を忘

れた日であっても、息子自身はレメディの恩恵を経験したので自分自身でそれを準備しました。 

彼は 5月と 6月に試験を受け、結果は 8月に出ていました。 9月 27日に、母親からの電話で、

息子が試験の最後の日まで、期間中ずっと服用を続けていたとの報告がありました。 息子は電

話の会話を引き継ぎ、大きな歓びの中で、レメディのおかげで試験の成績が優秀であったこと、

そのことで両親、友人、家族に喜んでもらったことを報告しました。 2017年 3 月 27日現在、

彼は 2016年 7月以来、不安、ストレス、パニック発作、鼻血そして風邪の症状や喉の痛みはな

く、 彼は現在、勉学に励み満足しています。 

患者さんのコメント： 

最後の試験に先立って、私はそのプレッシャーに対処できないと感じていました。 私は自らに

高い期待を持っていましたが、ストレスによって自分の自尊心は低下していました。 母は、私

のために波動薬の実践者に連絡をとってくれ、私は、学校の復習をする前に、レメディを準備し、

それを飲んだ直後に、体中のあらゆる緊張がほどけ、安心感を感じました。 1 時間の間、10分

ごとに服用し、その後 2時間の間隔を空けこのサイクルを繰り返しました。 このレメディを試

す前は、肉体的、精神的に試験のストレスに対処していませんでした。 この治療を受けてから

2週間以内に私は体にプラスの効果を感じ、ストレスなく長時間働くことができ、試験の問題を

違ったやり方で対応していました。結局私は最高の結果を出すことが出来、その秘訣はこのレメ

ディにありました。 このレメディは私自身そして私の心に肯定的な影響を与えてくれましたが、

この機会を戴いた実践者に特に感謝したいと思います。 
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*************************************************************************************************** 

 実践者プロフィール 

  実践者 02090…India,  

2001年の政府機関の勤務から引退した後、彼は個人的な霊性修養に没頭

することを切望していました。熱心なスワミの帰依者であった彼は、プラ

シャンティ・ニラヤムを頻繁に訪問しました。 このような訪問の際、彼

は通常のスタディサークルに参加していましたが、ある時、JK アガルヴ

ァル博士が波動薬に関する 3日間の講義を実施することを知らされたので

す。 彼はケララ州の医療キャンプの運営・実施にすでに携わっていたの

で、すぐにこの素晴らしい形態の代替医療に引き寄せられました。 この

医療のシステムを学ぶことを熱望して、彼はアガルヴァル博士に会いにい

きました。 厳しい面接の後、彼は世界中からの 12人の他の真剣な候補者とともに、サイラムヒ

ーリングマシーンの使用に関するトレーニングプログラムに登録されました。波動薬の実践者と

しての資格取得に先立って、彼は既に、レイキ、磁気療法、自然療法、ハーブ療法などの代替治

療の他の形態のトレーニングを受けていて、代替医療での医師資格を取得していました。 数ヶ

月間、波動薬の処方の実践の後、主ご自身によって個人的に祝福された治療法よりも優れた治療

法は存在しないと彼は考えました。主の意志とは、彼が孤立して個人的な霊性修養を行うのでは

なく、波動薬を通して奉仕することであるかもしれないと、彼は感じました。 彼の次のアシュ

ラム訪問時に、波動薬の奉仕活動をフルタイムで行いたいための祝福を求める彼の手紙をスワミ

は笑顔で受け入れました。 

 その瞬間から、実践者はこの奉仕の分野で全力を尽くして、その誠実さに比例して多くの患者

さんのお世話をする恩寵に恵まれました。 

実践者は多くの患者さんの対応に迫られ、異なるたくさんの患者に対して同じコンボを処方する

必要がありました。一方でサイラムヒーリングマシーンを使用することは時間がかかり過ぎまし

た。そのため必然的に、彼は 10mlのプラスチックドロッパーボトルを用いて、頻繁に処方する

病気に対するレメディを作るという画期的なアイデアを思いつきました。 彼は一般的に多く見

られるさまざまな症状のボトルを作成していったため、すぐにこれらのボトルの数が増えました。

彼は大工さんに依頼し、最初のコンボボックスを作りました（写真参照）、今日の 108CCボック

スの 2倍の大きさです！2008 年、スワミの波動薬をケララ州の他の地域に広めたいとする強い

内なる衝動を覚え、実践者はケララ州のサイ病院を担当していた州の医療トラストの世話人に連

絡をとりました。 初めは難航しましたが、波動薬のための重要で画期的な出来事として、サイ

の病院で毎月、波動薬の医療キャンプを開催するための承認を得た

のでした！彼は、患者さんのみならず実践者向けに、ヨガや健康管

理における霊性の役割についての無料のクラスを開いています。 

この実践者のリーダーシップの下で、ケララの波動薬チームは、予

防的治癒および治療の分野で多くの特別プログラムを打ち出しまし

た。例えば、彼らはカサラゴッド地区の農薬エンドスルファンの犠

牲者の様々な症状のための波動薬の特別なパッケージを作製しまし

た。 波動薬のためにもっと多くのことをしたいという思いから、彼

は、毎日診療を行う波動薬クリニックセンターを開設しました。 ま

た、月刊のケララ・波動薬通信の編集者の奉仕活動を 3年間行いました。 

医師は、数々の患者さんに応対し、それらの症状には、不妊症、アルコール依存症、甲状腺疾患、

子宮筋腫、嚢胞、多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）、白血病、月経不順、ふけ、脱毛症、片頭痛、前

立腺疾患、精神障害、痔、アレルギー、喘息、副鼻腔炎、肩こり、関節炎、日焼け、および癌を

含むあらゆる種類の疾患がありました。彼はまた植物で多くの実験を行い、植物の初期成長段階



 9 

で CC1.2植物の強壮剤を投与することがその成長のために最も有益であることを発見しました。 

若い苗（1〜2週齢）にこのレメディが処方された場合、結果は素晴らしいものでした。 

老齢による不自由な身体にもかかわらず、実践者は、サイオーガニゼーション内で活発な世話人

として活動する一方、スワミの波動薬を熱心にケララ州の遠隔地の貧困層に広め続けています。 

彼は家族を含む若い実践者に波動薬の主導的な役割を担うよう鼓舞しています。 この実践者の

波動薬奉仕活動の使命への献身に敬意を表し、彼の素晴らしい活動がすべての実践者にとって強

力な動機づけとなることを祈っています！ 

本通信に掲載の処方例 : 

 口喉癌 

 学習障碍 

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

  実践者 10602 …インド 

２００９年に教育の職場を引退した彼女は、1995年にスワミの御足に

赴き、すぐにサイの奉仕のすべての分野、すなわちバルビカス、バジャ

ン、ヴェーダの詠唱、光の瞑想に於いて大きな熱意をもって取り組んで

きました。 彼女はセヴァ・ダル（サイの奉仕者）としての、またヴィ

ディヤ・ヴァヒニ・ボランティアの積極的なメンバーです。 彼女は

2012 年に、人間的価値教育のディプローマの修了者として、マハラシ

ュトラ州から選ばれた唯一の人材であり、ゴールドメダル（最優秀賞）

を受けました。子供のころから、彼女は奉仕に対する情熱を持っていま

した。 10歳の時、彼女はシッダ・アーユルヴェーダ・ユナニ医学（訳

注：ユナニ医学とは、現在もインド・パキスタン亜大陸のイスラーム文

化圏で行われている伝統医学であり、古代ギリシャの医学を起源とする。中国医学、アーユルヴ

ェーダとともに、世界三大伝統医学のひとつとされる、シッダ医学とは、南インド、主にタミル

地方に伝わる特有の医学であり、インドには他にもユナニ医学、アーユルヴェーダなどの伝統医

学が存在するが、その中でもシッダ医学は最も古いといわれ、その起源は 1万 2千年前から 6千

年前まで遡る。医学を発展させたうちの 1人、ダンバントリは北インドのアーユルヴェーダを創

設したといわれている）の医師だった父親の調剤者として働いていました。成人した後 2008年

に、彼女は重度の風邪と咳のために波動薬治療を受け、わずか 2日間で完全に回復しました。 

この個人的な経験に感銘を受け、彼女はすぐに波動薬コース受講のために自身を登録しました。 

自身の周りの多くの病気の人々の苦しみを和らげるためにスワミの道具になりたいとの熱望を持

って、2009年にムンバイでコースを修了しました。 次の 5年の間、彼女は積極的に 1週間に 3

回行われた波動薬・健康キャンプに参加しました。2014 年にチェンナイに移住して以来、彼女

は自宅で患者さんを治療しており、その数は徐々に増えています。波動薬によって周囲の人々の

症状が改善するのを見て、人々は彼女に連絡を取ってきます。 定期的なサイの奉仕活動プログ

ラムに参加している間、彼女は、帰依者に波動薬についての意識を高めてもらえるよう活動の合

間を縫って時間を費やしています。他の実践者と共に、彼女は近隣の人口密集地で 2週間に 1度

の波動薬医療キャンプを開催しています。 

  スワミがどのように、自身に波動薬を通して奉仕を行う絶好の機会を与えているのかを話す時、実

践者は幸せで輝きます。 人々が様々な問題・症状を彼女に相談する時、スワミに祝福されたレメ

ディを処方する能力を持っていることに自身は大きな満足感を持ちます。 彼女は非常に速く回復

する患者を見るとこの上ない喜びを感じるのです。彼女はこれまで多くの急性および慢性の症例を

成功裡に治療してきました。 例えば、肝硬変を患う 62 歳の男性は、対症療法治療を受けていたも

のの、何らの改善も見られず、 以下のコンボが処方され、わずか 3ヶ月で回復したのでした： 
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   CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver 
& Spleen + CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic 

 

別のケースでは、骨や筋肉に 7年間急性痛を訴えた 68 歳の女性で、対症療法治療による効果が

ない中、波動薬により 8週間で 100％改善しました： 

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

#2. CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue 

 

彼女はしばしば 108のコンボから作られた以下のレメディを頻繁に活用し、大きな成果を挙げて

います： 
1. CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic  

はうつ病、不安、または欲求不満を患っている患者さんに奇跡的な治癒をもたらしました。 

2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic が皮膚のレメディに加えられると、より早い治癒となり

ました。 

3. CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic は、彼女の周りの多くのリードシンガー       

 の声を明るく澄んだものに保つのを助けました。 

波動薬の奉仕活動は多くの点で彼女を助けてくれました。 時間の経過とともに、彼女は患者に

対してより多くの慈悲を覚えるようになりました。 患者との意思疎通や共感、慈悲を感じる能

力、そして症状を理解する能力をテストするために、スワミが様々な種類の症状を持つ患者を送

ってきていると彼女は感じています。 彼女の直感的な能力は時間とともに強化されており、ま

た彼女は処方前に常にスワミの導きを祈っています。 今、彼女が歩んでいる、波動薬を通して

の霊性の旅路は、一日ごとに、サイを身近に感じることのできる驚嘆すべき効果をもって、彼女

の歩む一歩一歩にサイの愛を体験し学ぶことのできるものとなっています。 

本通信に掲載の処方例: 

 肋骨の壊死 

 慢性に腹痛 

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

実践者 11576…インド 

は多くの分野で人々に奉仕してきました。 戦略軍を含むインド国軍の

海軍航空幹部のメンバーであった彼は、その輝かしい軍事的なキャリ

アから退いた後、米国とインドの両国で複数の栄誉ある大学で教育を

受けてきました。 貧困者の方々を憂慮して、彼は社会的奉仕に従事

し、恵まれない人々の福祉に身を投じました。 彼は最近、企業の社会

的責任におけるフェローシップ（特別研究員）としての任務をニュー

ヨークで修了し、世界中の企業部門のための人道的、社会的に関連す

るプロジェクトを調査し促進してきました。  

彼は以下に挙げる多くの代替医療を経験して地元の村を訪れ、利他的

なプロジェクトに関わりました：サイ・サンジーヴィニ、自然療法、

レイキ、プラニック・ヒーリング（プラーナ〔prana：気、生命エネル

ギー〕を使って身体全体を癒す技術）シータヒーリング（脳波をシータ波にすることで、直観的

な能力を通じてクライアントの潜在意識にエネルギーを送り、 このエネルギーによって心と身

体への癒しをもたらす技術）、NLP（神経言語プログラミング）、リコネクション（バランス調
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整法の一つで身体に一切触れず、エネルギーフィールドを完全なる周波数＝リコネクティブ周波

数と「同調」させる療法）、指圧、スジョク（ 鍼灸）、催眠療法、サウンドセラピー。 

2015 年にはプッタパルティでサイ波動薬を学ぶことを選び、11月にアシスタント実践者として

の資格を得、すぐに 2016年 5 月に実践者となりました。 

彼は、過去 1年間、ケララ州の他の実践者と 1ヶ月に 1度の保健キャンプを開催し参加できたこ

とについて祝福されていると感じています。コチで開催された月次波動薬・ミーティングでは、

彼の経験を学び、共有する機会が与えられました。彼は仕事上、出張等で広く移動しますが、常

に必要なときにいつでもどこでも奉仕することが出来るよう波動薬のウェルネスキットを携えて

います。彼は遠くに住む多くの患者さんを抱えており、レメディを処方し郵送することを歓びと

共に行っています。すべての患者が波動薬のための好ましい媒体として水を用いることを勧めて

おり、また、植物や動物を波動薬で処方することによって、勇気づけられる結果を目の当たりに

して喜んでいます。彼は精神的な問題の多くの症例の治療に成功しており、心理的な倦怠感や不

安やストレスに悩まされている人には、CC15.2 Psychiatric disorders が確実に、すぐに優れ

た結果が得られることに気づきました。その例として、過去 3年間パニック発作、深刻なうつ

病、うつ病に苦しみ、自尊感情が低い 23歳のエンジニアリング卒業生の事例が引用されていま

す。彼は特にあらゆる種類の事故に遭遇しがちでした。若者はどんな種類の精神医学的な助けも

拒否していましたが、波動薬治療を受けることに同意したのです。 2016年 8月 5日、実践者は

次の波動薬を処方しました： 

  CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & 

Memory tonic…１日４回、水で 

3日後、日々の生活への取り組み方が 25％改善したことに父親は気づきました。1週間経過する

と、少年が人生への熱意を取り戻したことは明らかで、就職活動も開始しました。 

処方量は、3週間後に１日１回へと減り、さらに 7週間後には１週間に１回となり、1ヶ月後に

服用は無くなりました。 2017 年 4月現在、この若者の体調はとても良好です。彼はいい仕事を

確保して、カナダでの生活を楽しんでいます。  実践者は、すべての癒しの霊性面での本質を強

調し、私たち一人一人の内面にある癒しの力に気づき、そこに繋がるこための、「自己を見つめ

ること、マインドを観察すること」を奨励しています。 彼は、患者さんに対しては、処方され

た服用量を取る際に規律の重要性を強調し、祈りと信をもってレメディを摂るよう話していま

す。 

「すべてを愛し、すべてに奉仕する」ことにあらゆる努力をする中で、波動薬の奉仕活動は、彼

の中に素晴らしい神性の感覚を呼び覚ましています。このことこそ、サイ波動薬の奉仕活動に没

頭した直後に、他のすべての治療法への関わりをやめた理由の主なものです。 彼はこの奉仕活

動によって、彼のマインドが徐々に解消されていることに気づき、喜んでいます。この奉仕活動

によってますます、彼が目にするものが何であっても、それが出来事、人、場所、あるいはもの

であっても、それらを裁くこともマインドの過去の記憶によって色眼鏡をかけることもなくなり

ました。あらゆる状況でマインドの真の平静を達成する上で、彼はこのサーダナを人生の最重要

目標とみなし、この目標に達するために波動薬の奉仕活動が本当に役立つ霊性修養の一形態であ

ると感じています。 

本通信に掲載の処方例: 

•糖尿病 

•甲状腺機能低下症 

 

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

 質疑応答コーナー
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1.質問：患者さんから、胸のポケットにレメディのボトルを入れているだけで、自身の抱える症
状が和らいだように思えた、との報告がありました。 この件に関するその他の報告はあります
か？ 

   回答：はい、一部の患者さんからは、ボトルを身体に近づけておくと、レメディを服用した

のとほぼ同じ効果を得たとの報告があります。 これは、レメディの精妙な波動に非常に敏感な

患者さんに起こり、身近に置かれたボトルからの波動のエネルギーを吸収することができるため

です。この現象は、個々人の身体の繊細な体質によります。 

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

2. 質問:私の患者さんは長年にわたって蓄膿症に苦しんでいます。 私は CC15.1 Mental & 

Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis を処方しましたが、効果はありませんでした。助言を戴けます
か？ 

       回答:蓄膿症は、通常、鼻腔もしくは肺に、感染した体液が蓄積する症状です。 CC19.3 Chest 

infection chronic を処方することをお勧めします。CC19.6 Cough chronic および必要に応じて

CC15.1 Mental & Emotional tonic も追加できるでしょう。 これは慢性疾患であるため、治癒に

時間がかかることがあります。 また、生活習慣、特にダイエットや夜間の食事の適切な改善は不

可欠です。 

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

３．質問：一般に売られている錫の容器はアルミニウム製であると思い、錫の容器の中に 108のコ
ンボの箱と一緒にいくつかのレメディボトルを保管していました。 私は最近、この容器が磁石を
引き付けることに気づきました。 金属容器の中または近くにレメディを保管してはならないとい
う指針はありますか？ 

回答：一般的に、プラスティック容器の中のレメディは、金属の箱の影響を受けるとは考えていま

せん。 同じように、コンボキットは、そのような金属の箱の中に保管されていてもかまいません。 

もちろん、私たちはレメディの粒を金属箱に直接保管することはできません。 しかし、サイラム

ヒーリングマシーンはそのような金属の箱から遠ざけることが賢明です。 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4. 

質問：移動する車/電車の振動がレメディに影響を及ぼすようなことはありますか？ 同様に、飛行
機の移動は波動薬を変化させますか？ 

       回答：移動する車/列車/飛行機の機械的な振動はレメディに影響を及ぼすことはありません。 

しかし、飛行機の中の電磁波については、それがレメディの治癒波動を中和することになるため、

全く異なる話となります。ただ、108CCのボトルのそれぞれに抗放射線のレメディが追加されてい

るため、各ボトルには十分な保護が組み込まれています。 実践者の中には、良質のアルミニウム

箔で注意深く包むことによって、レメディおよび 108CC ボックスを保護することを好む方もいます。 

ただし、ホイルを再使用しないように注意してください。頻繁な使用によりホイルが少し破損する

可能性があります。 

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

  5.質問：実践者が自らの波動薬の奉仕活動を続けるように動機づけるための助言はあります

か？ 

       答え：あらゆる障害や困難の中にあっても、奉仕活動や他の霊性修養による自身の霊的

成長の感覚は、それ自体が動機付けとなっています。一般的に、波動薬の奉仕活動は、真剣で献

身的な実践者に十分なエネルギーを与え続けます。しかし、実践者にも気落ちするような状況も

あります。新規の実践者が時々孤立していると感じていることがわかっています。これは彼らの

熱意を弱めるものです。そこで、私たちはこの問題に取り組むためにいくつかの措置を講じまし

た。最新の個別サポートプログラムの下で、新規の実践者に 1対 1のサポートを提供するメンタ

ーが割り当てられます。それほど自信を持っていない既存の実践者も、このプログラムに登録す
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ることを歓迎します。同じ地域の実践者の集まりや電話会議を重視する背景には、他の人と連絡

を取り合うことができるだけでなく、参加者の疑念を解消するのにも役立つからです。 

同じ地域の他の実践者と定期的に連絡を取りたい場合、他の実践者の連絡先詳細については、

healerInfo@vibrionics.orgまでご連絡ください。 

米国とカナダの実践者は、両国のコーディネーターである healerInfo@us.vibrionics.org に直

接連絡をとってもよいでしょう。 実践者が治癒に関して期待どおりの結果を見ないか、（時に

知識不足のために）自信がない複雑なケースの治療に応対する場合には、

comboQueries@vibrionics.org のチームが常に役に立つアドバイスを提供する準備ができていま

す。実践者の中には、奉仕の対象となる患者さんの数がただ単に不足している場合があることが

よくあります。このような状況では、植物や動物をお世話することをお勧めします。また電話や

スカイプでの相談やレメディを郵送することで、患者さんの輪を広げる助けとなりえます。とり

わけ、波動薬の奉仕活動に集中し続けるためには、瞑想、ジャパ、バジャン、（ヴェーダなど

の）詠唱、サットサングへの参加と勉強会への出席、聖典等の霊性に関する書物の読書など、個

々の霊性修養を維持することが不可欠です。 

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



マスターヒーラーからの御言葉 

「他人からの奉仕を受けず、またあなたが他人に奉仕すること無くして、人生が長く続くことが
ないことを確実に知りなさい。 主人と召使い、支配者と被支配者、グルと弟子、雇用主と従業
員、両親と子供、これらはすべて相互の奉仕によって密接に結びつけられています。 誰もが奉
仕者です。 （あなたが金銭の対価を支払う、という奉仕の対象である）農夫と労働者は、自ら
の労苦によって、食糧と衣服をあなたのために生み出し、あなたへの奉仕を行っています。 

 身体という、感覚 - 精神 - 脳の複合体は、あなたが助けを必要とする人を助けるという目的
のために授けられいることを忘れないでください。セヴァは、献身の道の中で、神の恩寵を獲得
する上で、最高位のものです。 

      …サティヤサイババ、ご講話 「奉仕への準備」１９８６年１２月２１日 

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf  

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

「飲む水の大部分は尿として排出されます。 消費された水のほんのわずかな部分が生命力とな
ります。 したがって、私たちが取る食べ物と水の性質は、私たちの人格を決定します。 食物と
水の質を制御することによってのみ、私たちは神性を達成することができます。 これが食べ物
が神と言われる理由です。 したがって、食べ物を浪費することは神を無駄にすることです。 食
べ物を無駄にしてはいけません。 あなたが必要とするものだけを食べ、あなたが食べるものは
浄清なものであることを確かなものとし、必要な人たちと余分な食糧を分かち合いなさい。 

 

…サティヤサイババ, “シュリサティヤサイババの御教え– 第１巻” 

https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf


 14 

お知らせ  

 フランス ドルドーニュ: リフレシャーセミナー＆アシスタント波動薬実践者ワークショップ 

２０１７年６月３～４日 連絡先：ダニエル trainer1@fr.vibrionics.org 

 インド プッタパルティ: アシスタント波動薬実践者ワークショップ、２０１７年７月１０～

１４日、連絡先：ラリータ elay54@yahoo.com 、 08555-288 377 （電話） 

 インド プッタパルティ: アシスタント波動薬実践者ワークショップ、２０１７年１１月１

８～２２日、連絡先：ラリータ elay54@yahoo.com 、 08555-288 377 （電話） 

 インド プッタパルティ: シニア波動薬実践者ワークショップ、２０１７年１１月２４～２８

日、連絡先：ヘム 99sairam@vibrionics.org 

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

追加

1. 健康に関する助言 

健康と水、パート３、自然の方法でエネルギー磁気化された純粋な水 

既にこれまで見てきたように、私達の身体は主に水で占められており、その水は秀でた記憶力を備

えています。私達は、日々十分な水をゆっくりと心静かに愛を持って飲用し、水分を補給しエネル

ギーを補充し、病気に罹らないようにすべきです。それゆえ、飲料水は重要な生命エネルギーを守

るため、持ち運びのできるようにするのがよいでしょう。 

 

世界中で水不足が進行中！ 

世界の総人口の約５分の１の人々が、水の不十分な地域で暮らしており、約４分の１の方々には清

潔な水が不足しています。水が入手可能であったとしても、飲用に適していなかったり、必要とす

る人の居住地から遠く離れていることもあります。蒸留水はミネラルが欠けており、健康を害する

ため、飲用にはお勧めできません。蒸留水やペットボトルのミネラル水は、汚染物質を含まず純粋

な水を提供しますが、生命エネルギーに欠け、喉の渇きを満たすこともできないかもしれません。

きれいな水を入手して保管するための簡単な方法のいくつかと、私たちの水を活性化しそれによっ

てさらには私達自身を活性化する方法を見ていきましょう！ 

 

1.浄水器としての金属の潜在的可能性 

銅と銀の容器に水を蓄えることはアーユルヴェーダの古えのテキストの中で水浄化を目的として

言及されています。 この点で銅と銀の研究が盛んに行われており、食品や衛生、水と空気の浄

化、傷の治癒、（食器や料理器具などの）表面衛生のための多くの情報が入手可能となっていま

す。 

２.銅容器からの水 - 諸研究 

米国国立衛生研究所によって行われた研究では、銅の容器に微生物汚染水を浄化する効果がある

ことが明らかとなりました。 最近、米国環境庁は、人間の健康を脅かす可能性のある細菌をそ

の表面で殺菌する唯一の固体物質として銅を登録しました。 銅製のポットに貯蔵された水中の

銅含有量は、世界保健機構（WHO）によって設定された 2mg /リットルの許容限度内にあること

が判明しました。 WHOの調査によると、2.5mg / Lを超えるレベルでは、銅は水に望ましくない

苦い味を与えることになり、それを越すより高いレベルでは、水の色も影響を受けます。 

 

3.銅容器からの水 - エリクサー(錬金術で飲めば不老不死になれると伝えられる霊薬・万能薬)！ 

mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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伝統的な知恵によれば、少なくとも 4 時間、好ましくは一晩中、銅容器に入れられた水は、健康

および全般的なエネルギー、特に肝臓に対して非常に良好な一定の品質を保持しているとされて

います。 銅は水をイオン化し、それにエネルギーを与え、水の pH（酸性度）をバランスさせ、活

性化させます。 この水は天然の抗酸化物質で、細胞に容易に吸収され、水分補給を強化します。

朝の空腹時にこの水を 1〜2 杯飲むと、解毒効果があります。アーユルヴェーダは、この水には、

基本的な身体要素であるヴァータ（風）・ピッタ（火）・カパ（土）の 3 つのドーシャ（体質）

のバランスをとる機能があると述べています。 それは有害な細菌を殺すだけでなく、胃腸障害や

胃の炎症をを軽減し、潰瘍、呼吸器疾患および関節炎を治療し、心臓および筋肉および組織の調

子を整えます。 
 

４．銅製の容器からの英知とともに水を飲む 

一日の全体的な摂取量において、身体に必要な量の銅（1日当たり約 1.2mg）を得るには、この

水を朝早く 1回、夕方に 1回飲むだけで十分でしょう。まずは、この水を 3ヶ月間飲み続け、そ

の後、体内に沈着した可能性のある余分な銅を取り除くために 1ヶ月間飲むのを中止します。こ

のサイクルで、健康上の最大の便益を引き出すことができ、このことは生涯続けることができま

す。アーユルヴェーダによれば、立った姿勢で水を飲むこと（もしくは食事を行うこと）は勧め

られていないことです。飲み水は常にやや温かめであることが望まれます。冷たい水が体内に入

ると、その冷水を体温まで温めるために、消化器系への血液がより多くの必要とされることにな

り、その結果、脳や心臓への血液供給が減少し、健康に有害となるのです。 

 

５．銀製容器からの水 

銀容器に保存された水の影響を観察するために、腸内の細菌性病原菌で行われた研究では、銀製

の容器が水を消毒する潜在的可能性が明らかになりました。専門家によれば、これまでに試験し

た微生物は、 直接コロイド状の銀に触れた場合、６分を超えて生存することができませんでし

た。ＮＡＳＡはイオン化された銀を使用して水を浄化する、より簡単で効率的かつ効果的なロシ

アの方法を採用しました。アーユルヴェーダによると、銀製の容器で摂取された水は体を冷まし、

ピッタドーシャを制御するのみならず、免疫システムを強化するため、毎日服用することが可能

です。 

 

６．銅容器からの水 

英国の微生物学者によって行われたいくつかの実験では、真ちゅうの容器に保存されている水は、

細菌がそのような容器で繁殖しにくいため、水を媒介とする病気を防ぐことが示されています。

真鍮は銅（70％）と亜鉛（30％）の合金であるため、銅イオンによって水が浄化されます。飲料

水を貯蔵するために真鍮の容器を使用するという伝統的な知恵へと切り替えることができれば、

開発途上国に於いて、広範囲に流行している、水を媒介とする病気を避けることができます。 

 

７．金属容器の丁寧な維持管理 

銅・真鍮・銀製の容器は、塩やタマリンドペーストを用いるか否かにかかわらず、単にレモンや

そのジュースを擦るだけで、毎日、清浄な状態にすべきです。その後、３０秒してから、 清潔

な水で洗ってください。 粗い目のたわしや洗浄用具は用いるべきではありません。上記以外に

も探究すべき他のやり方もあります。 

 

８．素焼容器（土鍋）からの水 
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清潔な素焼き容器（土鍋）からの冷たい水は、健康上の利点に加えて、さわやかな土の風味を味

わうことができ、暑い夏に適しています。 素焼き容器は、その容器による蒸発によって水を冷

やすだけでなく、猛暑にあっては、水温を体温に近づけることができ、また、地の要素で自然治

癒をももたらします。このことは他の容器からは得られないものであり、多孔性の容器が持つユ

ニークな特質です。天然の粘土は、本質的にアルカリ性であり、水の酸性度と相互作用し、適切

な pH バランスを提供します。したがって、この水は酸性度を抑え、胃の問題を軽減します。こ

の水は、冷蔵庫の水とは異なり、早朝、特に空腹時に飲む前には、温かさが感じられ、喉にやさ

しくなります。土鍋は手頃な価格で購入でき、唯一のメンテナンスは、石鹸を使わずにブラシで

軽く洗って、2日に 1回、鍋をきれいに保つことです。 土鍋が利用できない場合は、ステンレ

ススチール（プラスチックではなく）容器を使用する方が良いでしょう。 

 

９．日光に晒された水 

日光に晒された水はその質が向上します。いくつかの実験によれば、コバルトブルーのガラス瓶

に入れられた水が直射日光に 20分間または人工光で 1 時間晒されると、細菌またはウイルスが

除去されることが明らかにされています。その後その水をよく振ることにより、活性化すること

ができます。また、ほこりや他の粒子が混入しないよう、非金属製の蓋で閉じるようにします。

添付のリンク先で示されているように、ガラス瓶を使って太陽光のエネルギーに満たされた水を

作り出すことで、このことを探求し、実験することができます。 

 

１０．水道水の復活 

一般的に水道水は処理と浄化を経て後に家庭に供給され、天然のミネラルが含まれています。 

しかし、それは多くの陰性を吸収し、その分子構造は、曲がりくねった鉛やプラスチックのパイ

プを通して、私たちの家に到達するまでに乱されます。 インドのような熱帯諸国では、有害な

細菌もまた吸収されます。 水には不純物の痕跡を保つ記憶がありますが、それ自体を元の状態

に戻す方法もあります。 この水道水を 1時間そのまま放置すれば、陰性は元に戻ります。 開い

た容器に水を 24時間入れておく（または 20分間沸騰させる）と、溶存塩素が逃げるのを助け、

水もより美味しくなります。 水道水は、煮沸もしくは冷却し、あるいはフィルターを使用して

精製して適切に保存することもできます。 

１１．大切な容器の形状 

飲料水のための容器の理想的な形状は、その表面張力が小さいので、球形または楕円形となりま

す。 また、そのような形状は、独自の渦巻きを作り出し、内部で絶え間なくエネルギー的な動

きをサポートし、したがって、それらに貯蔵された水またはその他の液体は、その生命力を保持

するのです。 

 

１２．構造化された水の凄さ 

停滞した水は悪化し、望ましくないエネルギーを吸収します。 自然に流れる螺旋状の水はよく

発達した層を持ち、構造化された水と呼ばれます。 研究によると、ガンジス川の水は自然に構

造化されており、細胞内に存在する構造化された水の特性を持っています。 

水を活性化して構造化する方法：単純なものから複雑なものまでさまざまな場所で水を構造化す

るためのいくつかの方法が見いだされます。上級実践者のための波動薬マニュアルの付録 A５に

は、水を構造化する方法が掲載されています。研究の 1つでは、スプーンで水をかき混ぜると構

造活性化の機械装置よりも水のエネルギーが向上することが明らかになりました。 時計回りと

反時計回り、どちらであっても、数分間攪拌し渦を作り出すことができます。 重要なことは、

水との間に意識を「つなぐ」ことであり、攪拌のスピードではないことです。 「8」の図形、ま

たは無限で永遠の性質の幾何学的表現である無限記号∞で撹拌することによって、水をさらに活
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性化することができます。 このプロセスは、汚染物質/エネルギーの望ましくない記憶を浄化し、

無限の宇宙から有益なエネルギーのみを受け取る状態にします。さらに、432Hz の音で水を活性

化することが最も効果があり、水を構造化する最良の方法であることもわかっています。 この

研究では、音が水のエネルギーを増やすことに深淵な影響を与える場合、治癒音は、主に水から

成っている人間にも同様に深い影響を及ぼすと言われています。 

1. 水の浄化・活性化に波動薬を用いる 

水から、有毒な化学物質、外部からの否定的な影響およびの負のエネルギーを含む不純物を除去

するために、以下の波動薬を用いることができます： 

CC10.1 Emergencies, CC15.1 Mental & Emotional tonic or CC17.2 Cleansing（１０８のコンボ

ボックスを用いる場合） 

NM6 Calming, NM25 Shock, SM1 Removal of Entities, SM14 Chemical Poison or SM16 

Cleansing（SRHVP を使用する場合） 

NM6鎮静、NM25ショック、SM1 エンティティの除去、SM14 化学毒または SM16クレンジング 

 

免疫力を高めるために水を活性化するには： 

CC12.1 Adult tonic （108 のコンボボックスを用いる場合） 

SM2 Divine Protection, NM86 Immunity, or SM26 Immunity（SRCVを使用する場合） 

注：すべての波動薬の処置には、非金属の容器のみを使用してください。 

 

１４．水を活性化するサイのやり方－愛と詠唱 

 

私たちは、自らの外側にある水だけでなく、しばらくの間心を鎮め、あるいは祈りに満ちた状態

で、創造主や創造物と意識的につながることによって、細胞内部の水を浄化し構造化することが

できます。 私たちは詠唱を通してどこにいても、あるいはまた、癒しの振動で響きあう空間に

いることによって、意識的に体内の水へ癒しの音を伝えることができます。 私たちの細胞の中

にある水は、私たちの健康にとって極めて重要であり、あらゆる限りの愛で尊重され、維持され

る必要があります。 そうすることによって、私たちの周りに愛の波動を広げることになります。 

シュリ・サティヤサイババは、インド南部の何百万人もの人たちに、WHOの基準に基づく純粋な

飲料水を、大いなる愛をもって、人々の手許にすぐ届くような形で提供しました。 何百もの村

に清浄な水を供給するための浄水場を建設することは、普遍的な教え「全てを愛し、全てに奉仕

する」に基づいて継続されています。 これらの村では、関節痛や体の痛みの問題は事実上消え

ており、風邪やその他の病気は大幅に軽減されています。 プロジェクトは徐々に全国を網羅す

るように拡大されています。 

参照とリンク先 

1. サイ波動薬通信 第８巻 ２号 

2. http://sailoveinaction.org/project/DRINKING-WATER-DEFLUORINATION 

3. http://www.academicjournals.org/article/article1380626432_Varkey.pdf 

4. http://www.mercola.com/article/water/distilled_water.htm 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/ 

6. http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-
health-benefits/ 

7. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/copper.pdf 

8. http://isha.sadhguru.org/blog//lifestyle/health-fitness/treat-yourself-to-a-copper-detox/ 

9. http://www.dailyayurveda.com/blog/5-amazing-health-benefits-of-drinking-water-out-of-a-
copper-vessel 

http://sailoveinaction.org/project/DRINKING-WATER-DEFLUORINATION
http://www.academicjournals.org/article/article1380626432_Varkey.pdf
http://www.mercola.com/article/water/distilled_water.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/
http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-health-benefits/
http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-health-benefits/
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/copper.pdf
http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/health-fitness/treat-yourself-to-a-copper-detox/
http://www.dailyayurveda.com/blog/5-amazing-health-benefits-of-drinking-water-out-of-a-copper-vessel
http://www.dailyayurveda.com/blog/5-amazing-health-benefits-of-drinking-water-out-of-a-copper-vessel


 18 

10. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-
copper-vessel-p214/ 

11. https://www.vasantihealth.com/copper/ 

12. https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf 

13. http://naturalwaysofliving.blogspot.in/2010/04/which-water-is-best-for-drinking.html 

14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145073 

15. https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-
steel-silver-copper-clay-or-glass-jug 

16. http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-
fda-opposition.html 

17. http://www.nature.com/news/2005/050404/full/news050404-14.html 

18. http://globalvarnasramamission.blogspot.in/2014/05/use-of-copper-and-brass-way-to-
good.html 

19. https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-
keeping-them-that-way/ 

20. htp://www.boldsky.com/home-n-garden/improvement/2013/tamarind-uses-cleaning-
032137.html 

21. https://vaishali2013.blogspot.in/2016/02/healing-power-of-clay-pot-water.html 

22. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-
k0417/ 

23. http://www.instructables.com/id/Miraculous-Solar-Charged-Water/ 

24. http://www.robinskey.com/blue-solar-water/ 

25. https://hubpages.com/health/Health-Benefits-Of-Water-Blue-Water 

26. 上級実践者のための波動薬マニュアルの付録 A５ 

27. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-
club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf 

28. http://www.spiritofmaat.com/feb11/water_structuring.pdf 

29. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-
water.aspx 

30. https://www.youtube.com/watch?v=Cm0l9O5E4YM 

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

2. 翻訳者への感謝 

私たちは、このセクションにおいて、英語からそれぞれの母国語へと波動薬通信（およびその他

の資料）を惜しみなく翻訳してきた、極めて献身的な実践者を一部紹介し、感謝したいと思いま

す。これら実践者の、スワミの波動薬の使命に特別な価値を提供する、絶え間ない無私の追求の

例から、読者が鼓舞されることを心から祈っています。 

 

実践者 00723…ボスニア （クロアチア語/ボスニア語）は、2010 年の創刊以来、

サイ波動薬通信を翻訳しています。波動薬の実践者になる前から、マニ

ュアルやハンドブックなどの波動薬に関するさまざまな資料の翻訳を手

掛けていました。 彼女はこれが自身のために本当に貴重な経験である

と感じています この翻訳の活動を通じて、彼女はさまざまな病気につ

いてたくさんのことを学ぶ機会を得ましたが、最も重要なことは、彼女

は健康そのものについて多くを学んだことでした。 彼女は次のように

語っています。「翻訳の経験のおかげで、私も実践者になりました。私

は、神の道具としてさらにバガワンに仕えることができると願っていま

す。」 

http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-p214/
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-p214/
https://www.vasantihealth.com/copper/
https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf
http://naturalwaysofliving.blogspot.in/2010/04/which-water-is-best-for-drinking.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145073
https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silver-copper-clay-or-glass-jug
https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silver-copper-clay-or-glass-jug
http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fda-opposition.html
http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fda-opposition.html
http://www.nature.com/news/2005/050404/full/news050404-14.html
http://globalvarnasramamission.blogspot.in/2014/05/use-of-copper-and-brass-way-to-good.html
http://globalvarnasramamission.blogspot.in/2014/05/use-of-copper-and-brass-way-to-good.html
https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-them-that-way/
https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-them-that-way/
http://www.boldsky.com/home-n-garden/improvement/2013/tamarind-uses-cleaning-032137.html
http://www.boldsky.com/home-n-garden/improvement/2013/tamarind-uses-cleaning-032137.html
https://vaishali2013.blogspot.in/2016/02/healing-power-of-clay-pot-water.html
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-k0417/
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-k0417/
http://www.instructables.com/id/Miraculous-Solar-Charged-Water/
http://www.robinskey.com/blue-solar-water/
https://hubpages.com/health/Health-Benefits-Of-Water-Blue-Water
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://www.spiritofmaat.com/feb11/water_structuring.pdf
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-water.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-water.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Cm0l9O5E4YM
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実践者 01620…フランス （フランス語）は、2012年から積極的に翻訳を

行っています。彼女は波動薬の資格認定教師であり、実践者の入

会手続きや教材、およびすべての通信を翻訳しています。 彼女は、

資料を翻訳するために多大な時間を費やすことの直接的な結果と

して、各通信の内容をよりよく消化・理解し、その学びに感謝す

ることができると感じています。 さらに、通信を翻訳するたびに、

彼女はプラシャンティ・ニラヤムに連れて行かれたかのように感

じています。 彼女が一番楽しんでいる部分は、実践者のプロフィ

ール紹介欄です。物理的には離れているにもかかわらず、同じ仲

間としての実践者の貴重な情報に接することができるからです。彼女はこの奉仕活動を自身に提

供してくださったスワミに深く感謝しています。 

 

実践者 02713…オーストリア (German) （ドイツ語）は 2006年以来の活

発な実践者であり、開始以来すべての通信を翻訳しています。通

信を翻訳することは、充実した活動であるとともに大変な作業で

あることと認識しています。彼女は、スワミの展開する使命の中

で、自身が小さな役割を果たす機会を授けてくれたことに対しス

ワミに非常に感謝しています。 集中した瞑想的な翻訳活動の合間

に、彼女はスワミの臨在を感じ、その臨在によって、愛情深くま

た極めて明確に、スワミこそが究極の実践者であることを思い起こしています。 彼女は次のよ

うに述べています：「すべての通信は、私達一人ひとりに対する無条件の愛の証です。 マスタ

ーヒーラーであるスワミの、私の好きな引用の一つ、『頭は森の中に、手は社会の中に』で終わ

りたいと思います。」 

実践者 03108…ギリシャ （ギリシャ語）は、2013 年 9月にプッタパル

ティでアシスタント波動薬実践者として認定されてから、患者、

家族、そして自身において多くの奇跡を見てきました。 2年前、

通信の翻訳を開始した時には、彼女は様々な症状について非常に

正確でなければならず、場合によっては病気全体を正確に把握す

るために慎重な調査が必要であることから、この翻訳活動は難し

い作業であることに気づきました。 それにもかかわらず、彼女

はこの経験が本当に祝福だと感じました。 彼女自身の言葉で

は、「この奉仕活動を少し始めていくと、波動薬の世界により深

く入り込んだと感じるのです。 個々の症例を共有するだけでは

なく、波動薬のプロセス全体に参加することにより近い感覚で

す。 波動薬通信に何時間も集中していることで、この奇跡的な世界がどのように機能するのか

が分かります。 もちろん、それぞれのケースがユニークであるため、より多くを学ぶ素晴らし

い方法でもあります。 私は自分の波動薬の実践をより良いものとするために他の実践者の経験

を参考にします。 ですから、私の唯一のアドバイスとしては、「波動薬通信の各号はそれぞれ

特別なものなので、何度も何度も読み返さなければければならない」ということです。 

実践者 01588…イタリア （イタリア語）は、2000年に訓練を受け、自然療

法に関する「ソーハム」（叢書）の翻訳を開始し、波動薬のマニュア

ルと 2010年 9月に創刊された波動薬通信の翻訳を手がけました。彼

女の好きな記事は、「コンボを利用した処方例」です。非常に多くの

病気に関しての信じられないほどの治癒例を読むことによって、マス

ターヒーラー、私たちの最愛の主、シュリ・サティヤサイババの驚異
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的な力に対する彼女の信念と信頼が強化されてきました。彼女はビデオ 「波動薬とは何か」の

イタリア語の字幕を作成し、その経験は霊性面での気づきを与えてくれるものとなりました。彼

女は「スワミに心から感謝の意を表し、将来的にはもっと翻訳作業ができることを楽しみにして

います」と述べています。 

実践者 02779…日本（日本語）は、創刊以来、波動薬通信を翻訳してきました。 

彼は翻訳の奉仕活動から多大な恩恵を受けていると個人的に強く感じてい

ます。 専門用語の知識を増やし、翻訳技術を磨くこと、そしてまた、自身

の波動薬の処方実習に役立っています。 とりわけ、彼は世界中の実践者の

経験、ババの御言葉、アガルヴァル博士の指導から強力なインスピレーシ

ョンを得ています。 彼は「この翻訳活動の機会そのものが（私を含む翻訳

者にとって）神の恵みそのものであり、霊性のエネルギーとスタミナを授

かり目標に向かって絶え間なく進むことができると信じています」と述べ

ています。 

 

実践者 02150…ポーランド(ポーランド語・ロシア語) 2001年以来、波動薬関

連資料を積極的にポーランド語に翻訳しています。ロシア語に関して

も、ロシアの実践者 00004・・カナダ が 2015年 12 月まですべての通信を翻

訳していたところ、他の責任ある活動のために継続することができな

くなり、そのため彼を引き継いで今日に至っています。翻訳の奉仕活

動は、世界中の様々な波動薬に関する活動状況のみならず最新の情報

に常に接することができる上で特に有用であると彼は思っています。 

彼は、日々配信されるスワミの御言葉を読んで、毎日、霊性の糧を得

ています。 彼は「スワミが私を自身の使命の道具として選んでいただ

いたことを大変うれしく思っています」と述べています。 

 

  

実践者 02308…スロベニア 

（スロベニア語）は 15年間、波動薬の奉仕活動を行っています。 彼女

は最初からすべての波動薬教材の翻訳を手がけ、もちろんすべての通信

を翻訳しています。 波動薬処方の実践と通信の翻訳が相互に有益であ

ることを実感しており、彼女は両方の活動に感謝しています。この奉仕

活動を始めるにあたってのインスピレーションはダルシャンの間、スワ

ミが彼女の目を深く見ていたときに湧き上ってきました。これによって

彼女の人生は、特にサイ波動薬の活動を通して、癒しと他に手を差し伸

べる誠実な奉仕と献身のそれに変容しました。 

 

実践者 02678…スペイン（スペイン語）は 2016年 12月、81 歳で天国へと逝かれましたが、彼は 2003

年に彼の波動薬の実習を開始し、波動薬マニュアル、トレーニングモジュール、およびすべての

通信を 2009 年からスペイン語に翻訳する上での有為の人材でした。ご冥福をお祈りいたします。 
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実践者 11567…インド（テルグ語）は、波動薬通信のテルグ語への翻訳作業

およびそのとりまとめを 1年間以上行っています。 彼はこの活動の機

会を得たこと自体が祝福であり、特別なことであると感じています。こ

れは、レメディによる治癒を必要とする患者さんでありながら、言語の

制約のためにこの治療法を理解できない方々がおられ、その方々に本当

に役立つと感じているからです。 この仕事をしている間、彼は何度も

「あなたが私の仕事をするなら、あなた自身の仕事の面倒を私がみま

す」というスワミからの保証を経験しています。。 彼はこの活動にお

いても同様に、スワミによって支えられています。 

 

 

 実践者 15568…インド 

最近私たちの波動薬の家族に加わった熱心な実践者である彼女は、翻訳

奉仕活動が本当に自身を鼓舞するものであり、個人的にも役立つものと

実感しています。 例えば、日常生活の中で自身にとって大いなる助けと

なった「ホ・オポノポノ」を知るようになったこともそうです。「マス

ターヒーラーからの聖なる御言葉」を翻訳している時、彼女はスワミと

つながっていると感じており、この奉仕活動の機会を得てスワミに感謝

しています。 

 

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

3. プッタパルティでの AVP（アシスタント波動薬実践者）ワークショップ 2017 年３月１７～２

１日 

 

プッタパルティでの 2017年の最初の AVP（アシ

スタント波動薬実践者）ワークショップは、ケ

ララ州、タミルナードゥ州、およびテランガナ

州からの 5人の参加者を迎え、3月 17日から

21日まで、2名の経験豊富な教師 10375・11422によ

って行われました。 

参加者は、実例によって構成される AVPマニュ

アルの各章の中核的な内容を慎重に取り上げま

した。参加者は、患者との交流、患者の詳細の

記録、レメディの処方、成功事例の症例履歴の

準備のための実践的なトレーニングを受けました。スワミの前に置かれた宣誓書とともに、迅速

な月次報告の重要性及びメンタリングシステム（個別指導システム）の重要性が説明されました。

コースの開始前夜を含む 6日間で、アガルヴァル博士との双方向のスカイプセッションが行われ

ました。 

博士は、実習の正しいアプローチと、治療の結果に対する期待や不安に惑わされることなく、思

いやりと理解を持って患者に対処する方法を示しました。彼はまた、スワミとの素晴らしい経験

とスワミから受けとった指導、そして全ての実践者に対するスワミからの導きの光を分かち合い

ました。 
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参加者は、そのようなスカイプのやりとりによってさらなる情報と、彼らの多くの質問に対する

回答が得られたと感じました。 

すべての参加者は、優秀な成績でテストに合格し、サイ波動薬の実習を始めるための決意と熱意

を持ってプッタパルティを後にしました。 

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

4. インド、ハイデラバードでの実践者の会合、２０１７年３月２６日 

ハイデラバードの 14名の実践者全員が、2017年 3月 26日に実践者 00123が主催する活発な意見交

換を行う双方向会議に参加しました。参加者は、自らの経験、実践方法、有用なコンボについて

分かち合いました。 

主催者は、波動薬と共に歩んだ 22年間の旅の間に、グ

ループ全体の学びのために、これまで自らが学んだ多

くの教訓を分かち合いました。どんな期待や報酬もな

く奉仕し、愛と誠意を持って患者を治療することが最

も重要でした。私たちは患者を温かく迎え、彼らに対

して親切で、寛容であるべきで、実践者にとっては、

自身の身体的、精神的、霊的な健康を守ることが重要

となります。 

グループは最近始まったメンタリングシステム（個別

指導システム）を高く評価し、シニアの実践者は、彼らが実践を始めた当時には、こうしたシス

テムがなかったことを残念に思いました。グループは更に、電子メディアを通してネットワーク

を構築し、自らの知識、経験、および継続的に進行中の事例を共有することを決めました。 ま

た、実践者 11562は、血液循環を理解するための、人間の解剖学的構造に関する 5分間のビデオを

開発することを提案しました。 

午後の後半に、アガルヴァル博士とスカイプ会議での交流がありました。博士は、実践者と患者

の間に愛情のある相互作用があるとき、エネルギーが流れることをグループに示しました。スワ

ミが私たちの患者を癒す存在であるために、私たちが愛でそれを管理するなら、どんなレメディ

も機能するものです。会議は、定期的かつ頻繁なワークショップを開催していくことを全会一致

で決議し終了しました。すべての参加者は、自らの波動薬奉仕活動を更に深く関わっていく新た

な決意を持って、会合を後にしました。 

 

オームサイラム！ 

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 

 

 


