日本発の仁神術が世界を席巻！ ３分で病気・マイナス感情を消す

が大反響！

腰痛・頭痛・ぜんそく・パニック・あがり症に効いた！

❶１００年前に日本人が考案した仁神術の﹁指つかみ﹂
が今世界の病院で大評判！
❷ 体の不調やマイナス感情はこの指をつかめ！ ３分で効く指つかみのやり方
❸ 腰痛が消えた！ 不思議と心が落ち着く！ 指つかみの効果に世界各国から喜びの声
❹ 東日本大震災でも心のケアに活躍した指つかみはガンの痛みやあがり症にも効く
❺ 鍼灸学校校長も心筋梗塞を回避！ 心臓の痛み・苦しみにも著効の指つかみ
❻ ドイツ人医師は自らのリウマチを克服！ 心臓弁膜症や心臓マヒにも効いた
❼ 息もできないパニックが親指つかみで回復！ 中指つかみで子どもが泣き止んだ！
※︻特別付録︼ の病気やマイナス感情に効く！一目でわかる﹁指つかみ﹂
ポスター

腸が整う手作り

豆乳グルグルヨーグルト
失敗しない
新製法も紹介

❶ 一生治らないと絶望していた過敏性腸症候群を豆乳グルグルヨーグルトで改善
❷ 便秘に悩んだ美女医も実感！ 腸が整うと免疫が高まり病気知らずでキレイになる
❸ 失敗なしの新製法も初公開！ 豆乳グルグルヨーグルトの基本の簡単作り方
❹ ５年間悩んだニキビが治り肌に塗ればモチモチ美肌に！ 母は便秘が解消した！
❺ 豆乳グルグルヨーグルトで高血圧・糖尿病の薬が３カ月で不要になり体重は ㎏ 減
❻ 大学教授の私は１カ月で７㎏ やせて花粉症が改善し悪玉コレステロール値も低下
❼ 便の量が増えて半年で体重が５㎏ 減︑
ウエストは ㎝減︒洋服もＬからＭサイズに！
❽ 手術後︑薬を手放して豆乳グルグルヨーグルトを食べ悪性リンパ腫が完治！
❾ 乳ガンの再発防止に始めた豆乳グルグルヨーグルトでツヤツヤ美肌になった
10

小林メディカルクリニック東京院長・医学博士／小林暁子 ほか

15

15

㎏７㎏やせた！ 肌ツヤツヤ！ 薬とサヨナラ！

鍼灸師・仁神術講師／加藤貞樹 国際医療スペシャリスト／森田知恵
東洋鍼灸専門学校校長／竹内廣尚 医師／アニャ・ベティーナ・ヘル ほか

63

発酵生活研究家／栗生隆子

2017 年 3月号

3

指つかみ

月号
3

71

128 126 123 120 118 116 112

85 84 83 82 80 78 76 74 72

51
111

「指の
つかみ方」
ポスター
付録つき

の

病気が治る︑
脳が若返る︑
美肌になる！

血液・血管

１週間で血管が復活！ 高血圧・糖尿病・シミ・白髪を撃退する

アンチエイジング
パート❶

毛細血管ケア

❶ 血管の ％を占める毛細血管の劣化と消滅が老化と病気の真因だった
❷ むくみや白髪︑
シミに要注意！ あなたの毛細血管年齢がわかるチェックリスト
❸ 週間で毛細血管が復活！ 高血圧・糖尿病・シミを撃退する﹁シナモン﹂
パワー
❹ 毛細血管の劣化を防いで消えかけた血管の再生もする﹁ かかと上げグーパー体操﹂

アルケミー・クリスタルボウル奏者／牧野持侑

新板橋クリニック院長／清水公一 ほか

❶ クリスタルボウルの豊かな倍音の響きで血流が促進され脳波・呼吸にも変化を確認
❷ 全身がゆるんで血液が流れ出すクリスタルボウルＣＤは寝転がって聴くのがお勧め
❸﹁血流がよくなるCD﹂
で血管壁のゴミが取れ血液サラサラになるのを確認
❹ 片頭痛や肩のこりを解消し熟睡に導く音色のおかげで心身快調！ 血液の巡りも実感
❺ 全身を大掃除してくれるクリスタルボウルＣＤの響きで不安症さえ癒えて心は穏やかに
❻ クリスタルボウルの響きで深い喪失感が浄化！ 人生の意味に気づき天職に出合えた

医師激賞！ 血液がサラサラ！ 不眠・肩こり・めまい・老眼が改善

大阪大学微生物病研究所教授／高倉伸幸

99

を強力に防ぐ食事の知恵

動脈硬化・突然死・認知症を引き起こす

ＣＤ

血流が
よくなる

パート❷

12

血糖値スパイク

パート❸

20

東京慈恵医科大学准教授／西村理明

南医療生協 総合病院南生協病院病理診断科部長／棚橋千里

18 16 14 12

28 27 26 23 22 20

36 34 32 30

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︒

30

1

❶ 専門医が警鐘！ 食後の血糖値が急激に上がる﹁血糖値スパイク﹂
は突然死を招く
﹁食後に体を動かす﹂
❷ 専門医も実践！ 血糖値スパイク対策は﹁野菜を先に食べる﹂
❸ ぎんさんの血管年齢は 歳以上も若かったと病理解剖を担当した医師も驚き！
❹ ぎんさんの若々しい血管の秘訣は魚食︑
お茶︑散歩︑
ストレスをためない生活
30

10

3

目次 4

１月 日は血栓予防の日
血管の詰まり・血栓を防ぐ！溶かす！
血液サラサラの決め手！
﹁ナットウキナーゼ﹂
老化の元凶︽糖化︾を撃退し
︽血糖値スパイク︾も防ぐ！
脳の糖尿病︽アルツハイマー病︾に
光明が見えた！
山の神様の贈り物﹁黒ガリンガル﹂
血糖値︑中性脂肪値を下げて
血管年齢が若返れば
肌がよみがえる！ 美しくやせる！
﹁発酵黒豆エキス﹂
﹃ 気功カードで病気が治る！
視力アップ！﹄
を３名様に！
１月６日発売﹃ゆほびかＧＯＬＤ﹄
龍とつながるＣＤつきで好評発売中！

﹃ 斎藤一人 人は幸せになるために
生まれてきたんだよ﹄
を３名様に！
舛岡はなゑ﹃ 人にもお金にも愛される
美開運メイク﹄
の本プレゼント

連載
相川圭子﹁ヒマラヤ聖者の
心・体・魂が元気になる言葉﹂
﹁神様に応援さ れる生き方﹂
第 回
奥平亜美衣﹁女性のための
願望実現ワークショップ﹂
第 回
﹁2017年に夢を叶えるワーク﹂

高津り え﹁御心人生相談﹂
﹁自分を ほめる﹂
第 回
プレゼント＆インフォメーション
編集室

パート❹

㎏やせた！ 血液・血管・腸が若返る最強食

❶ 納豆に多い﹁ポリアミン﹂は生活習慣病や老化の原因となる炎症を抑え長寿に導く
❷ストレスなく体重 ㎏ ウエスト ㎝やせられアトピーも治った﹁キムチ納豆﹂
❸ 血液を浄化し脂肪を撃退！ 抗老化にも有効と医師も愛食する﹁キムチ納豆﹂
❹ 血液をサラサラにして脳梗塞や心筋梗塞を防ぐ！ 血圧の上昇も抑える﹁ナットウキナーゼ﹂

動禅式ひびき療法研究会主宰・鍼灸師／永井幹人 ヒダ耳鼻咽喉科院長／樋田和 ほか

❶ お清めとお祈りは子孫の繁栄を願うご先祖様のパワーとつながる究極の開運法
❷ 古神道神主が指南！ 心身と場を浄化して願いをかなえるお清めとお祈りのやり方
❸ 神社にお参りするときは？ どの神様に祈ればいい？ お祈りのツボがわかるQ&A
❹ 米国大学教授も推奨！ お祈りで幸せホルモンがどっと出てストレスに強くなる
❺ 日々のお祈りの実践で最愛の妻とやりがいのある天職に出合えて人生が大激変！
❻ お清めとお祈りで意中の相手からプロポーズされ結婚し仕事の夢も実現間近！

徳

神様を味方にする法則

小林正観

古神道神主・和氣流開明学館館長／和氣正京
米国ウィスコシン医科大学教授・総合医療クリニック徳院長／高橋

﹁お浄め＆お祈り﹂
特別対談・和氣正京＆本田健

作家／本田健

魂とつながり直せば︑
病・貧・諍は遠ざかる
古神道神主・和氣流開明学館館長／和氣正京

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

47 46 44 42

小林弘幸教授も推奨！

スーパー
納豆

❶ 骨を刺激して全身の血管・神経・リンパ・内臓を活性化する﹁骨熱ひびき療法﹂
❷ 心地いい骨の微振動で高血圧・糖尿病・痛みが改善する骨熱ひびき療法のやり方
❸ 全身を支える
﹁骨﹂
に着目して自然治癒力を高める骨熱ひびき療法は画期的な健康法
❹ 脊柱管狭窄症で腰が曲がっていたが骨熱ひびき療法で大改善し世界一周旅行の旅へ
❺ 頸椎損傷の首が骨熱ひびき療法で再び動いた！ 末期ガンの母は眠るように逝った
❻ 脳を損傷し 年間介護の夫が別人のように好転したのは骨熱ひびき療法のおかげ

脊柱管狭窄症・脳障害も改善！ 画期的な血流促進マッサージ

自治医科大学大学院教授／早田邦康 順天堂大学医学部教授／小林弘幸
心臓血管外科名誉専門医・循環器専門医／二宮淳一 ほか

26

日本古来の古神道の秘伝！ 願いがかなう︑
ツイてる人になる！

スゴイ
お清めと
お祈り

パート❺

骨熱ひびき
療法 初公開

31

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

2017 年 3月号

5

104

57 56 55 54 52 50

95 94 92 91 88 86

31

27

42
50

85
96

8
38
58
67
112
132
133
68
102
138 110 130

vol.
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