脳波解析で実証！ ％の人がストレス激減

シンギング・リンＣＤ
癒し音

月号

高血圧・ひざ痛・腰痛・不眠・逆子まで！

❶シンギング・リンの神秘の音色が心身をチューニングし深い安らぎをもたらす
❷ 日本有数の鍾乳洞の１つ井倉洞で収録！ シンギング・リンＣＤの聴き方ガイド
❸ ストレスの多い妊婦たちにシンギング・リンは好評で逆子も治りお産も進む
❹ シンギング・リンの音色で集中力・記憶力・活力が高まると不食の弁護士も絶賛！
❺ スピリチュアル翻訳家も絶賛！ シンギング・リンの音色で引き寄せの達人になる
❻ 助産師も活用！ シンギング・リンの音色で妊婦は癒されおなかの赤ちゃんも喜ぶ
❼ 癒しの音色でコミュニケーション能力がアップし家族関係や仕事がうまくいく！
❽ リサイクルショップ店主も活用！ 中古の宝石が浄化され私のイライラも消失
❾ ％の人がストレス減！ 最先端の脳波解析が実証するシンギング・リンのすごさ
❿ 豊富な倍音と長いうなりが特徴！ 画期的な音響楽器と工学博士が実験で証明

音響療法家・シンギング・リン協会会長／和 真音 池川クリニック院長／池川 明 弁護士・医学博士／秋山佳胤
翻訳家／山川紘矢・亜希子 慶應義塾大学理工学部准教授・博士︵工学︶
／満倉靖恵 東京工業大学助教・博士︵工学︶
／赤坂修一 ほか

❶ 抗がん剤の世界的研究者が断言！ がん予防には﹁野菜スープ﹂を食べるのが一番
❷ 野菜スープは強力で抗がん剤の副作用も軽減！ 白内障が著しく改善した例もある
❸ おいしく食べてこそ長続きする！ 我が家の﹁野菜スープ﹂
の作り方と食べ方の工夫
❹ 野菜スープは治療の重要な柱で高血圧や糖尿病︑肝臓病の改善率が格段に向上
❺ これだけで一日に必要な栄養がとれる！ 野菜スープのおいしい作り方と飲み方
❻ 野菜スープで老人斑が薄くなった！ 視力もほとんど衰えず白内障も進行しない
❼ 不整脈が消えた！ コレステロール値も300↓207 に下がった﹁ くず野菜スープ﹂
の力
❽ 治癒可能性 割のがんを克服した私の体が欲する﹁作りおき野菜スープ﹂

我が家の最強 野菜スープ

ノーベル賞候補の抗がん剤研究者らが初公開
シミ・不整脈・白内障が改善！がんに負けない！
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崇城大学栄誉教授・熊本大学名誉教授／前田 浩
麻布医院院長・ハーバード大学医学部元准教授／髙橋 弘
愛知県がんセンター名誉総長／富永祐民
刀根山病院院長・大阪大学名誉教授／佐古田三郎 エッセイスト／岸本葉子
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首は自律神経と幸せホルモンのスイッチ！

だけで病気が治る！
脳が活性化！

鎌倉ドクタードルフィン診療所院長／松久

10

12

❶ 夜間の食いしばりが首こりの原因で脳動脈瘤・脳出血・脳梗塞を起こすリスクに
❷ 睡眠時無呼吸症候群のＣＰＡＰ治療から解放された︒不整脈の薬も休薬
❸ 年来の朝のひどいめまいと吐き気がなくなった︒首や肩のこりも改善
医療法人てぃーだ宮城歯科クリニック理事長／宮城旺照 ほか

10

一般社団法人イーモアマインドクリエーション協会代表理事／山富浩司 ほか

❶ 願望が次々と実現する！ 一瞬で美顔・美肌になる！﹁首のタッピング﹂を初公開
❷ １日たった１分半でＯＫ！ 願いがかなう︑幸せが加速する﹁首タッピング﹂
のやり方
❸パーキンソン病の症状が軽快！ 新規顧客も増えて上司との人間関係も好転！
❹ 首タッピングをした翌日に意中の会社と業務提携が成就！ テレビにも出演し売上も激増

天才の脳波が出る 首タッピングで
収入・業績が大幅アップ！ 美顔効果も！

16

原因不明の頭痛・めまい・耳鳴り・不眠に有効︒
睡眠時無呼吸症候群も改善 首コリほぐし

正 ほか

❶ 病気を根本から治すには脳から脊髄を通る﹁神経の流れ﹂を正すしかない
❷ 自然治癒エネルギーを体の隅々まで届ける﹁ドルフィン・タッチ﹂
のやり方
❸ 年来の不整脈が改善した︒仰向けで寝ても平気になった
❹ 耳から空気が抜けるような耳鳴りが治まった︒
一日寝込むほどの腰痛も改善
❺ 朝起きたときや仕事中にズキズキと痛む 年来の頭痛がほぼ出なくなった
❻ 高校生のときから悩んでいた手首のこぶが消えた︒眼圧も下がった

首の後ろに触れる だけで
神経の流れの狂いが正され病気が勝手に治り出す

首をもむ

月号
﹁ゆほびか﹂は︑
ゆったり豊かなさまを
表す日本の古語です︒
﹃源氏物語﹄
の若紫の巻に
出てきます︒
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目次 4

老眼鏡が不要になった！
ドライアイが改善した！
白内障の進行が止まった！
アントシアニンの宝庫﹁アサイベリー﹂
で
目の悩みを克服した
夫婦２組の体験レポート
斉藤一人・舛岡はなゑ
﹃ 人とお金に愛される美開運メイク﹄
３名様に
﹃ 腸の大掃除でやせる！ 病気が治る！
ブック﹄
３名様に
﹃ 気功カードで病気が治る！
視力アップ！﹄
を３名様に
小林正観﹃ 神様を味方にする法則 ﹄
正観さんと家族の話
﹃ ゆほびかＧＯＬＤ﹄ を３名様に！
龍とつながるＣＤが大反響！

連載
相川圭子﹁ヒマラヤ聖者の
心・体・魂が元気になる言葉﹂
第 回
﹁心の曇り を取る方法﹂
本田健ライフワーク対談
﹁大好きなことで強運を引き寄せる﹂
︵作家︶
ゲスト アラン・コーエン

﹁自分を愛す ることは
魂のビタミン﹂
奥平亜美衣
﹁女性の幸せ﹂実現ワークショップ

﹁調和のとれた理想の
第 回
人間関係を実現す る﹂
高津り え﹁御心人生相談﹂
﹁前向きに心を配る﹂
第 回
プレゼント＆インフォメーション
編集室

ウィスコンシン医科大学教授・統合医療クリニック徳院長／高橋 徳 ほか

❶ 幸せを感じるホルモン・オキシトシンの分泌を促進しうつ・認知症を治す首の脳活ツボ
❷ 幸せホルモンがあふれる！ 頭痛・肩こり・不眠・高血圧にも効く﹁首の脳活ツボ﹂
❸ 休職するほどの重症うつ・不眠・肩こりが軽快した！ じんましん・かゆみも改善
❹ ひどい頭痛や肩こり・不安感も一掃！ 精神安定剤を飲まなくても平気になった

米国大学教授が指南！ 幸せホルモンが出る
首の脳活ツボでうつ・認知症・しびれ・じんましんを撃退

名越康文医師も驚嘆！
腰痛・ひざ痛・肩こり・
尿モレ・便秘を一掃！

寝ながらできる
足助式

足首回し

﹁母と娘﹂の困難な関係に
奇跡を起こす！

飾るだけ！

❶ 名越康文医師も﹁本物の健康法﹂と絶賛！足首回しを５年間続けて便秘・暴食が解消
❷ 医師の私も衝撃！ 座っているのがつらい重度の坐骨神経痛が足助式﹁足首回し﹂
で解消
❸ ひざ痛・腰痛・肩こり・ストレスも撃退！ 足首回しは老化の進行を抑えて弱った腸を活性化
❹ あお向けになり両足をそろえて１周８秒かけて回すだけ！ 足助式﹁足首回し﹂
のやり方
❺ 足首回しで糖尿病の血糖値・ヘモグロビンＡ１ｃが正常化し体のしんどさも一掃
ひざの激痛が足首回しで改善し便秘︑尿モレまで軽快
❻ 年苦しんだ腰痛としびれ︑
❼ 重度の肩こり︑
しつこい疲れ︑食欲不振︑
ストレスが軽快したのは足首回しのおかげ

さかいクリニックグループ代表／酒井慎太郎 サフォクリニック医師／松宮敏江 ほんべ眼科院長／本部千博
池田回生病院皮膚科部長／庄司昭伸

❶ 肩こり・しびれ・めまい・うつを招く﹁スマホ首﹂を治す簡単﹁ あご押し﹂
のやり方
❷ 顔のたるみ・むくみを解消し透明感・若々しさが復活する美女医考案の﹁首つまみ﹂
❸ 眼科医が考案！ 首を温めて近視・老眼・目の疲れを解消するペットボトル枕
❹ 首を蒸しタオルで温めたらアトピー︑不眠が改善！ 偏差値が上がり医大合格

怖いスマホ首︑
老け顔・近視・アトピーまで治す
症状別 首のもみ方 最新医学

30
釈迦と富士の絵

医師・大阪漢方医学振興財団理事長／河田佳代子
足助式医療體操協会登録指導講師／畑田愁次 精神科医／名越康文 ほか

❶﹁母娘問題﹂を解決すれば困難な時代でも運気は急回復！キーワードは﹁釈迦の愛﹂
❷ 心の﹁釈迦レベル﹂
が高まり母も私ももっと幸せになれる母娘関係６つのコツ
❸︻特別対談︼
親子のいい関係を築く﹁ ありがとう﹂
﹁ だいじょうぶ？﹂
のこまめな言葉
❹︻解説︼
母娘の縁は死後まで続くが強い﹁釈迦の心﹂
は必ずいい関係性を導く
＊付録〝小さなやさしさ〟が〝大きなやさしさ〟に育つ描き下ろし﹁釈迦と富士の絵﹂

中央労働災害防止協会認定心理相談員・女優・日本画家／あいはら友子
医療法人社団いのうえ歯科医院理事長・歯学博士・経営学博士／井上裕之
スポーツキャスター・元プロサッカー選手／水内 猛

表紙イラスト・添田あ き

本文レイアウト・サカナステュディオ
︵金子 卓／伊藤あ き／四方田 努／志村麻沙子／角 知洋／奥 卓丸︶

表紙デザイン・小西啓介

企画・編集 西田 徹／高橋真人／高畑圭／岩崎裕朗／江副浩一／三浦久悦／宗 誠／伊藤頌子／丹羽亮一朗
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