
　大寒が終わり、立春を迎えるという節分。旧暦でいう新しい年の始まりです。
本来は、新年明けましておめでとうございます、と始めればスムーズな新年に
なるのですが、最初私が季刊誌の発行日を決めたのは、タオのマークを（陰陽
和合の象徴）として６月９日、そして数の霊（数霊）を学んだ時に、天の完成
数12と地の完成数９を合わせ（天地完成）の日として12月９日を記念日にし
ようとした時のことからでした。３ヶ月に一回、年に４回の発行で、日にちを
９日にして、３月と９月を加えたために、新年に合わせてのご挨拶が出来ない
季刊誌になりました。少しヅレましたが、本年も一年真摯な心で楽しみながら
120歳への道を歩みたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
　今回の季刊誌は、ちょうどわが喜寿の日、２月１日を過ぎたタイミングでの
お届けになりました。120歳に向けて、きっとぴったりの内容になったと思い
ます。この調子で、120歳に向けて頑張ります。

ダイヤモン道
　　−EAVのドクター・フォルと
　　　　意識指数のデヴィッド・R・ホーキンズ博士に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬意を表して−

田 村（・タカ・）熾
たる

 鴻
ひろ

（本名・富
とみやす

保）

完璧なカットが世界で初めて完成（1985年10月）
　     　次々と起こる七つの不思議
　　誘われた世界は、霊的世界、意識界
　　　　　　学んでみれば、鉱物にも意識あり
　　　　そして今、人の心身を完璧に調整し、癒し、尚
　　　　　　　意識を高めるエネルギーとなったダイヤモンド
　　　　　　　　　　　エイトスター
　　　　　　そんなダイヤモンドと人との関係を
　　　　　　　　　　　　研究するのが、ダイヤモン道。
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　という訳で今回のダイヤモン道は、前回の91号季刊誌が印刷に廻った昨29
年10月の終り24日のことから始まります。
　
　お客様からストレートな言葉を掛けられました。
「田村さんは、身体を調整するすごいダイヤモンドを作ったのに、やれこっち

が痛い、ここが悪いっていつも言っていますよね……。どうしてですか？」
って。
　それは、そうです。でもね、吾が気持は、それで最高って思っているんです。
走ることも運動も出来ない喘息の身体で成長しました。さらに心筋・脳の両梗
塞も経験しました。でも、今76歳で元気です。顔色など、昨年10月に来日し
た１歳半若いハリソン・フォードよりもキレイ。若い。ツヤツヤ。それは、明
らかに、EAVオール50の気に調整され、オール50の化粧水を使い、オール50
の食事を心がけているお蔭だと思っています。
　そのすべては、ダイヤモンドのカットを完成させたことから始まりました。
そこから守られ、導かれての人生、だと思ったら、すべてが有り難いのです。
それでも、身体の不調は起こります。常に私は目の前に現れた問題に真っすぐ
向かい、粘り強く解決の糸口を探し出します。
　身体的なトラブルは、自分に不都合が起こらない限りなかなか学ぶことも、
改善する方法も得られません。私なりに、不調についてはこのような捉え方を
しています。
　神が人に与えた寿命が120歳であるならば、私はその間に魂の完成を成就さ
せたいと願っています。120歳という年月を思えば、すべての不調は敢て起こ
される学びの小さな芽だと思えるのです。しかも私の体験はすべての人にも
無関係ではない。体験から学んだことをシェアすれば、少なくとも同じ状態で
苦しむことは無くなる。私は代表として不調を体験し、絶えず回答を得て改善
していく。つまり、知らないことを知っていく。その積み重ねの為に不調が起
こっている。そう考えたらメチャクチャ有り難いじゃないですか？ そんなつ
もりで、不調を受け入れているのです。
　
　前号では、NHKスペシャル番組『シリーズ人体』の二回目「腎臓が寿命を
決めている」を観ての感想を書きましたが、その原稿が印刷に廻った後のこと
です。間に合えばダイヤモン道の最後に追記したい、とんでも真実がやってき
ました。
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　さすがにNHKでは言わない、言えない腎臓に関しての決定的な情報でした。
例の如く、私が騒いだからこそ得られたものでした。

　原稿が完成した10月22日、フロー・マッサージ師の門
もん

真
ま

さんが、天声私語
に書いた野口晴

はる

哉
ちか

先生の著書『風邪の効用』の薦めに続いて貴重な一言を残し
ました。
　今回NHKの番組では、この世的には腎臓が寿命を決めている、という所ま
で科学が解明してきたことを学びましたが、そのことを話したら、門真さんが
「霊的な世界での腎臓の意味は、「カルマの臓器」、「先祖につながる臓器」

と言われている」と言うのです。
　腎臓は、本人の生き方の結果だけではなく、ご先祖たちの因縁まで関係して
いる重要な臓器ということになります。毎月一回開催する先祖供養の勉強会で
学んでいること、「先祖供養をやっているか否か」が影響を与えるということ
です。先祖との関係も繋ぐ臓器だとしたら、先祖供養でサポートするしかあり
ません。これ、絶対にNHKでは言わないですね。一言発して得た学びでした。

　こうした知らなかったことを学ぶキッカケは目の前に不都合が起こることが
多いのです。つまり、完全な人間ではない間は、沢山の不調・不都合が起こり
ます。正常になるためのキッカケです。120歳まで生きるという、人生で最大
の目標は、不調のままだったらとても辿り着けない。小さな不調を以て知らせ、
学ばせ、克服させ、正常に戻し、魂の完成・神と同体の心を目指して生命を永
らえさせている。皆の代表のつもりで生きている私へのサインが「あっちが痛
い、こっちが不調」という訳なんです。本気でそう思っています。
　前に前に絶えず、より良く、より真実に、より深く、より神に向かって生き
ているから本気で言えるのです。
　スポーツ選手など、元気なのに突然に亡くなる人が多い。私には不調が多い
から、気をつける。そして、学び、生きる。だから、ただただ120歳まで生
きよう、じゃないんです。神の意向を解いての120歳だと自負していますから、
当然本気です。その為に、沢山の不調。その為に、自然治癒力が刺激されるエ
イトスターというダイヤモンドを作らせられ、それはすべてのネガティブを解
消するダイヤモンドになり、神の祝福を受けたダイヤモンドにまで昇華した。
それに守られ、導かれての人生だと思ったら、すべてが有り難い、となるのです。
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　こうした考えは工場管理の法則に当てはめれば余計に分かりやすいかもしれ
ません。それは、「ハインリッヒの法則」。図を観ながら読んで下さい。

　“ヒヤリ・ハッ”とする体調不良を防ぎ改善すれば、軽い病いにはならない。
軽い病いの内に改善すれば、１の、最後の事故（死）には至らない。工場管理
では、300の小さいヒヤリ・ハットがあり、人では、医師の世話になるような
死の前の29もの病いや体調不良があり、見逃せば、結果死がやってくる。１
に至る途中の329にもわたる気がつく為の小さな体調不良や怪我などがいつも
私に起こっている。やってくる。だから、有り難いのです。元気な人は、突然
に起こるのです。そう考えたら、有り難い体調不良なのです。そこに、体調を
整えるダイヤモンドがありEAVがあり、自然治癒力を刺激するサプリメント
や飲食がある。これらを真剣に取り入れて、体調不良に対している。
　如何でしょうか……、お客様。慌てる前の備えかな、なのです。
　こういう疑念をぶつけて下さる方は、有り難い！ 話すチャンスを頂けて、
有り難い！！ 外から言われて改めて真剣になる我が身かな！！ です。

（事故を体調と死と置き換えたら、分かりやすくなります。このアイデアは 　
先祖供養の会で使っていたことをヒントとして身体におきかえてみました）

　ここで今までに得たことが大事と思う、吾が具体例を書いてみます。
　少し長くなりますが、お付き合い下さい。　

ハインリッヒの法則

←軽微な事故を全力で防いでいれば、
　重大な事故までは発生しない

←ヒヤリとするような事故を防げば、
　軽微な事故は発生しない

29
軽微な事故

300
ヒヤリとするような事故

1
重大な事故

http://www.infraexpert.com/info/network7.html
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１）喘息。（３歳～ 55歳）咳き込んで苦しい喘息は、乾式喘息。湿度が必要。
　　気管が狭くなって苦しくなるタイプは、湿式喘息。乾燥地が必要。こんな

仕組みに気が付いたのは経験からです。
　　中学の時に、両親がどなたかに進められて、東京から長野に転地に連れて

行ってくれました。でも現地で発作入院。理由は分からなかった。結婚をし
て、全国に 18 の営業所を持っていた 30 代中盤。喘息気味なのに、出張。
まさかの経験が待っていた。あの時に行かなかったら、気が付かなかった。
空港を出て札幌の空気を吸った途端に一瞬で治った。バスの中で感激してい
た。これが、転地療法なんだって。気圧が決定的に違ったのだろう。無理し
てでも出張に行ったから学んだこと。以来、喘息気味になると札幌出張で治
した。

　　喘息が刺激されると、すべての思考が止まる。喘息を人に知られたくない。
喘息にはなりたくない。身体も吾が意を受けて敏感に反応する。結果的に良
かったことは、酒とタバコを一切受け付けなかったこと。それで、どれだけ
身体が守られたか。毎朝整髪料を使う時などは、頭にヘアー・トニックを掛
けて家の中を歩き回った。アルコールの気を吸うだけで苦しくなったから、
歩くことで気は後ろに流れた。吸わない為の策だった。酒席での付き合いも
しなかった。酒とタバコの煙のダブル攻撃は、その場に居られなかったから
……。結果、健康には気を使い、現在元気なのは喘息のお蔭だったと思える
人生となった。10年前から整髪は、孟

もうそうちく

宗竹から抽出された成分で作られたバ
ンブリアン・ヘアリンスで楽をしている。喘息、ありがとう、です。

２）腰痛。（2016年7月）気持良いマッサージでのこと。強い一押しが胸の後
ろの背骨に入った。痛いと声を出した。翌朝から、経験したことのない腰痛。
ベッドから起きるのに１時間半かかった。その日から、沢山のマッサージや
カイロプラクティックの施術を受けた。一年後、治らない原因は猫背にある
と知った。その曲がりを調整するために、腰が真っ直ぐにならない。猫背を
改善すれば、下部の脊椎の前後へのデコボコも改善される。一日五回以上両
手を後ろ腰部で組み、顎を上げて、胸を張る。背中（前肩・猫背）を伸ばす。
学びは、そのままだったら背中は伸びず、お辞儀をしながら歩く直角じい
ちゃんになっていただろう。

　　自宅にあった本にも目がいく。腰痛から始まって背骨真っ直ぐまで、気に
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していなかったから目に留まらない『猫背は治る』（小池 義孝著）。不都合
が起こったからこそ、手にした。普段の立ち方として、大腿骨を真下に延長
した足裏の部分（足のかかとの土踏まず近くの部位）に体重を乗せると、自
然と腰から背骨まで真っ直ぐになるとか、天使の羽根と言われる“肩甲骨は
がし”の方法などを学ぶことが出来た。肩甲骨はがしとは、肩を後ろに廻す
ことで、前肩や猫背の改善になるって。知ってからは歩く時は後ろ手に両手
を組む法だけではなく、立っている時は踵重心、さらには、運転中にも気を
つける様になった“肩甲骨はがし”。思いもつかなかった猫背の矯正法でした。
立って矯正。歩いて矯正。肩を回して矯正。不都合が起らなければ、何も変
わらずに、改善の方法も改善するという気も起こることは無かったのです。

　
３）ストレスによる心筋梗塞・脳梗塞。（2006年７月65歳）夜中に家を出て行け、

と言われて会社の社長室で寝る。翌朝、オリジン弁当を買いに行ってお金を
渡そうとした瞬間、キーンと来た。直ぐに病院に行け、と吾が意識が云う。
質問に、グルグルと振り子が答えた。３週間入院。退院後別居することでス
トレスの原因から離れ、食べ物に余計に注意するようになり現在に至る。し
かし、正常な心拍になるのに６年かかった。その記録が残っていた。

　
　ａ）２年後の2008年３月18日、心室頻脈で入院。電気ショックで元に戻った。

　４月26日、心室頻脈再び。今回は、キシロカイン50ミリで復活。
　　　そして、調子の良かった、
　
　ｂ）2009年１月３日。日枝神社の砂利石の上も軽快だったが、会社に戻っ

て、またまた頻脈が起った。14段の階段を上がった時だった。さらに６
月８日午後11時過ぎ、風呂＋シャンプー＋風呂掃除で、またまた起こった。
深呼吸や脈を押える薬を飲む。その間何回もFラン（心拍測定時計）で
チェック。すべて105 ～ 108までの間。信じていた。まだ大丈夫だと。30
分が経っても低くならない。汗が引かない。ふと気になって胸に手を当
てたらすごい頻脈。心拍数の測れる時計に頼って30分頑張ってしまった。
180を越えていた。危ない、と病院へ。一旦は車で50メートル出たが、車
では行けないと判断。車を置きタクシーを拾う為に左に歩くか、坂下に歩
くか思案していたら左からライト。タクシーだった。夜中に良く来てくれ
ました。神様有難う御座います。すでに180を越え30分を経過していたの
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で歩くのも怖かった。病院の救急室では血圧が50に下がっていた。二度
目の電気ショックで生きかえった。

　
　ｃ）９月４日名古屋出張の朝、７時起床、７時半出社。迂闊にもまたやって

しまった。階段を上がった後に頻脈が戻らず。名古屋での講演予約が50
名を超えていた。行かねばならない。神様、何とかしてくださいと願った。
決断をした。講演前に受ける約束をしていた徳川家康の生まれ変わりとい
う人のリンパマッサージをスキップして、病院に行っても何とか間に合う。
先ずは救急へ電話。次に車で駅に行き新幹線のグリーンの解約手続き。７
時50分ではまだ窓口が空いていなかった。一悶着あってが解約を約束し
て病院へ。ちょうど麻布十番の交差点を左に曲がろうとしていた時、突然
に脈がスト～ンという感じで正常に戻った。病院で確認し、その日の出張
をこなした。

　
　ｄ）2009年７月16日定期検診。５回起った頻脈の内４回が朝出社した後だ

と担当医に伝える。「副交感神経のままの状態での動きで心臓に負担が
かかったから頻脈になった。交感神経に変わるように努力することと、
交感神経有利になるまで、ゆっくり時間を使うなど気をつけるように」
と言われ、目が覚めた。学べました。

　
　ｅ）しかし、さらに２年後2011年９月１日夕。食後すごい眠気。帰宅後ソファ

に横になってテレビを観ていた。ウトウトしながらも軽いストレッチを繰
り返した。突然に頻脈。落ちず、病院に連絡。車で家を出て数分、国会議
事堂裏を過ぎた所で突然に戻った。2009年９月４日名古屋行きの朝に続
いて二度目の自力回復の経験でした。副交感神経の時には無理な動きや激
しい動きをしてはならない。戒めです。

　
　ｆ）2012年６月23日LAからの帰国便の機上。まさかの頻脈30分。原因は

運動ではなく、本に感動しての動悸。金住弁護士の書いた『李
り

芸
げい

』。機中
に居合わせた二人の医師によって回復。さらに７月24日・27日、８月１
日と続き、ある日の頻脈は、ランチ後14段の階段を上がって起こったが
10分で自力回復。以後、吾が日記帳に頻脈の記述なし。心筋梗塞発症か
ら６年掛かって正常に回復。６年か……。
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４）動脈硬化。（2013年５月）72歳で見つかった４㎜の右首頸動脈内に出来て
いた2.4㎜の動脈硬化。医師は、「梗塞が出来たら何の処置も出来ない。血液
サラサラにする薬を一生続けるしかない」と言う。メルマガに書いたら、小
樽のお客様から紹介されたのが小冊子『蒸留水と肉体の浄化』十

じゅうびし

菱愉美子訳。
本から学んだ蒸留水。日本では、忘れ去られた水。純水。雨水。山に降った
雨は、山にあるミネラル分を吸収して美味しいミネラル水になっているとい
う。その蒸留水が身体に入ると、体内に必要ないカスたちを吸収して体外に
出す働きがあるという。山と体内で同じ働き、吸収。そんな役目を明かした
本だった。日本では、戦後の急速な経済発展の時期、機械や部品の洗浄に使
われていたからか、飲料水としては使われていなかった。アメリカでは普通
に飲まれ、赤ちゃんのミルクを溶くのに使われているという。一切の菌も雑
物も含まない安全な水なのだとか。言われて初めて分かる純水の意味でした。
ついには自らで、意識最高値の蒸留水「キャプテン・ダイヤモンド」を作っ
て飲み続けている。

　　一方、動脈硬化を見つけた医師が勧めていたのが、コラーゲン。偶然のこ
とだが、肉などのタンパク質に代わって自らコラーゲン製作を計画していた。
世の中に無かった、究極の即吸収しやすい高分子のコラーゲンで、EAVオー
ル50の魚皮のコラーゲン。「サカナ de 117コラーゲン」と名付けて発売し
ている。蒸留水とコラーゲンを摂ることによって、動脈硬化は半分の1.2 ～
3ミリへ。小冊子で知った、無知から、知って得する蒸留水の巻でした。

　　この冊子に、特別に紹介したい記事が載っていました。79歳まで全身の
動脈硬化で自らではナイフもフォークも使えない車椅子生活の男性の記述
がありました。80歳から始めた蒸留水と食事療法で９年で全快。90歳の時、
街のスポーツ・クラブで講師を努め、102歳の時にはサクラメントからニュー
ヨークまで横断。110歳で若い人とダンスに興じ、120歳で天に帰った、と
言う。その人の名が、キャプテン・ダイヤモンド。天から、私にメッセージ
を送ってきたと思った。だから、120歳まで生きよう……会を立ち上げられ
たのです。彼は、そんなに重い状態から、神の意思通りの120歳まで生きた
のです。普通の人でも難しい120歳まで。どれだけ、私の励みと力になった
か……。得たもの、大き過ぎです。
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５）頭頂部の薄毛。（1989年48歳）あらゆる外からの刺激治療法をやった。
　　最後は、針金のブラシで朝・晩叩き、毎回血を流していた。それでも改善

されず、血を流して気が付いた。頭部の毛細血管に血液（栄養）が廻らない
から薄毛になっている。だから、叩かせた。ならば、頭に血液を廻せばいい。
ということでベッドの脇に背中をつけて、足を競り上げて逆立ちをした。

　　そのままの姿勢で本を読んだ。毎晩のこと。しかも最低30分以上。多い
ときには、１時間以上。初めの２分は、目が飛び出ると思える眼圧が掛かっ
た。我慢していると、自然に普段の目に戻って続けられた。二ヶ月で薄毛解
消。これ、理の世界だと思った。二足歩行の弊害。血液が下半身に下がって
頭部に廻らないならば、物理的な方法で廻せばいいって。さらに逆立ちを解
除する時、そのまますぐに立つのではなく、上向きで横になって、最低でも
２分間はそのまま寝ていた。すぐ立ち上がると、太くなった毛細血管が一気
に縮み、血管中にある血の固まり・血栓が詰まったら大変だと思ったからだ。
頭部に集まった血液が自然に全身に戻る為にしていたこと。以来、何とか薄
毛にはなっていない。学んだことは、頭部に血液を廻すこと。その為に普段
から寝る時間が必要。これ、決定的ではないが、生活の中で頭部に血液が廻
り易い、自然血液循環法。横になる。

　　だから普段、血圧が必要。血圧が高いからと降圧剤を摂らされたら、たま
りません。余計に毛細血管に血が行かない。特に、2000年に入ってから改
定された130 ～ 85の血圧基準は、人が都合で決めたもの。130を越えれば、
みな降圧剤を飲まされ、頭部に血液は押し上げられない。髪の毛の為には必
要なのに……。確かに生命の方が絶対的だけどね。私は、神が人に置いた血
圧基準の上限144を信じている。だから、150超えた位ならば、薬は飲まな
いし、さらに気になる時には、血圧が下がるフンザ・ティーを愛飲して高く
なるのを防いでいる。

６）身体がだるくて、動けなくなること二回。去年の８月と16年前のこと。
　16年前は、亡き船井幸雄先生に招かれた講演会当日の午前中。ダルかった。

動けなかった。慶応病院で点滴を打って２時間の講演を終えて帰社。すでに
寝るしかない状態。社長室のソファーに横になった。目の前の机には、読み
たいと思っていた本が10冊以上重ねてあった。上から２冊目のタイトルが
気になった。『ニンジンから宇宙へ』。“ダイヤモンドから宇宙へ”を理解し
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た私には、ダイヤモンドがニンジンに変わっただけで、強烈に気を引かれた。
　　農薬漬の畑が自然の土に戻る最後の段階で塩分が吹き出るとの記述を目に

した瞬間、塩だ！！と思った。働き始めた20代の頃、食事の時にはいつもご
飯に塩を振りかけて食べていたのに、最近塩を摂ってないと思って、スタッ
フに水と塩持ってきてくれ、と内線していた。

　　信じられない事が起こった。塩を入れた途端に小さく縮んでいた気が、
ワッ・ワッ・ワッと一気に膨らんでいくのを感じた。塩だった！ 塩分不足だっ
た！！ こうして二度とも塩不足が原因での体調不良だと気付いて学んだ。

　　塩分は、気を高め、肉体を元気にする元だったのです。

　
　こうして振り返ると、最初のキッカケを作ったお客様の呟きは事実ですね。
あっちが、こっちが、って確かに言われる通りです。それにしても、これらの
経験が無かったら、いきなり大事故が起こってもおかしくない。吾がヒヤリ・
ハットの段階と軽微な段階での症状で学び、改善して、現在があることになり
ます。だから、120歳まで生きようかい……、などと云う気になるのでしょうね。
ありがとう、呟いたお客様。ありがとう、わが身の内のヒヤリ・ハットさん！！ 
これからも、遠慮することなく、学ぶべきことがある時には、症状で知らせて
くださいね。そして皆さん、小さなヒヤリ・ハットは、こうして決定的な命に
関わるような大事にならないようにとの身体からのメッセージなのです。喜ん
で、前向きに感謝して受け取りましょう。その上での、ダイヤモンドのサポー
トなのです。万全ではありませんか！！ 

　エイトスターの完成。エネルギーの解明。神気の降臨まで、神様の意思、導
きだったとしか思えない。だから、魂の神化へのゴールに向かう気になったの
です。すべてのことに、感謝。有り難う御座いました。
　
　
　最後に追記です。
　あなたは、体温はどこで測っていますか？ このことも疑問を持たなければ、
正しい体温を知ることが出来なかった。体温が元気の元。時には病を引き起こ
したり、病を改善したりする体温。 ９の法則では、36°。だから、36°以内な
らば安全。病知らずと言えるのでしょう。
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　出社していつも測定していた吾が体温。中々 36°を超えない。本来36°を超
えないことが、神が人に置いた体温上限、と説く私からすれば合格の範囲なの
だが、体温に限っては超えておきたい。そんな日々に、何気なく、アキラの水
の変人マスターに一言呟いたら、曰く、
「どこで測っているの？」
「脇の下」と吾。当然の答えと思っていたら、
「それは正確な体温にならないよ。舌下じゃないと、本当の体温にはならない。

脇の下だと、完全に皮膚で体温計の頭部を包み切れずに、空気に接する部分
がどうしても出ているんだよね」

　なるほどと、舌下にしたら、その日から二度と36°を下回ることはなくなっ
た。そしてアイデァが浮かんで、いま意匠登録を提出しようと思っています。
このような話も、人々がより良くなることを求め続ける思いが、真実に私を誘
う例となり、知識となります。有り難いことです。

　そして12月９日の追記。こんな悲報がニュースで流れました。
　
　野球界の大偉人・野村克也氏の奥様沙知代さん（85歳）が、8日午後16時9
分に帰らぬ人になった。死因は虚血性心不全。
　心臓は１日に約10万回も収縮・拡張を繰り返し、全身に血液を送り出すポ
ンプの役割をしています。この収縮・拡張する心臓の筋肉（心筋）に酸素や 
栄養を含む血液を送り込んでいるのが、心臓のまわりを通っている冠動脈とい
う血管です。虚血性心疾患とは、この冠動脈が動脈硬化などの原因で狭くなっ
たり、閉塞したりして心筋に血液が行かなくなること（心筋虚血）で起こる疾
患です。動脈硬化などを原因とし狭

きょうさく

窄・閉塞することで発症する。野村さん曰
く、「兆候は全くなかった。突然死みたいなものだと思う」と話していました。
ということは、沙知代さんにはヒヤリ・ハットはなかったのでしょうね……。 
生活のすべての達人のように見えた沙知代さん。82歳のご主人野村さん、可
哀相。
　心筋・脳の両梗塞を経験している私には、切実。特に、虚血性心疾患の原因
の一つに、血圧の高さがあるとか。数日前から眼圧があり、動きたくない、な
どの症状があって医師の診察を受けたばかりだったので、寒さも加わり、原因
が二つ重なっての沙知代さんからの大注意報となりました。ご冥福を祈らせて
いただきました。
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　続いて12日、北朝鮮から生還した曽我ひとみさんの旦那さん、ジェンキン
ス氏が致死性不整脈で急逝。また心臓だった。私にとって、詳細が分らないま
ま、普段一番注意が必要なのが心臓疾患。身体からの小さなお知らせは、普段
は有り難いのですが、外からのお知らせも有り難い。心臓疾患での突然の大事
故には、対処出来ません。とにかく、自らの内からと外から見せられる、ヒヤ
リ・ハットには意識を向けていきましょう。大事を起こさない為にも……ね。
　
　初めに書いていたハリソン・フォードよりもキレイ。若い。ツヤツヤの肌の
件。ネット検索をしたら、血液が循環していれば顔色は良くなり、血液の循環
が悪ければ顔色が悪くなる、ということで、我が身体、基本的には、健康的な
状態のようではあります。こんな話をし始めたら、あっちが痛い、こっちが良
くないって言っている人に限って長生きするのよね……と数人が呟いた。騒い
だ方が、元気になる可能性は多いってことですね。
　
　今回のダイヤモンド道は、私の大騒ぎの巻でした。皆さんも、大騒ぎして、
ヒヤリ・ハットが起こったら、学んで活かし、永遠の目標になる心の完成に向
けての人生を楽しみましょう。私だけでなく、皆さんもね……。
　
　本当に原稿が長くなってしまいましたが、さらにもう少しお付き合い下さい。
　原稿に着手した日から、例の如くに、待っていたかのように次々と情報が届
けられます。

　　12月13日。今の吾が肉体に絶対必要なサプリ情報を、消化酵素の恩人、吉原
正登氏のスタッフが説明にやって来た！ 何と・血管を柔軟にすることでの脳・
心筋両梗塞の予防・高血圧、脂質異常、糖尿病、肥満など生活習慣病の予防
及び改善など私に直接関係することに全て関係するサプリメントだった。突然
完璧な改善策がやってきた。しかもコラーゲンとの共演でパワーアップ！！ 
　

体内の弾力をキープし健康生活を実感するために、今こそ
エラスチン&プロテオグリカン配合「エラスチンPG」

血管を柔軟にすることは歳を重ねるごとに絶対必要！
　希望小売り価格 7,020円（税込）⇒ エイトスター会員価格 5,620円（税込）

90粒入ボトル（1日に飲む目安3粒）
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　12日後の12月25日。このタイミングに一気に来ます。
　それならば、これを加えると最高になるよ、と言わんばかりに……。一つの
方向性が出ると、いつもこんな具合に続きます。
　続いて来たのは、これ以上の物はないというカルシウム「ママカル」。24年前、
妊娠が発覚した時に友人に勧められて母体が摂っていた。しかし、こんなスゴ
イ、絶対無二のカルシウムとは思いもしませんでした。製造元の（株）アイリ
スの社長さんは色々なサプリを揃えている会社。その中でもママカルは、メイ
ン商品の上、自ら製造、販売していた。
　お客様が社長さんを直接お連れ下さった。一番心に残った言葉は、「カルシ
ウムというと、絶えずセットで摂るよう勧められるマグネシウム、摂る必要は
ない」という。しかも心臓の正確な脈動の為には、2対1の割合で摂るように
と覚えていた私には衝撃の一言。さらに、カルシウムには善玉と悪玉カルシウ
ムがあり、善玉カルシウムは、大量に摂ればとるほど良く、マグネシウムが必
要なくなる、というのです。しかも、その摂り方は、一日130錠とか150錠の
大量摂取。

　12月30日。こんな状況下で、ロスに住む本多さんの奥様から、直接私に関
係する、こんなメールが来ました。メキシコの高地に行った時に、平地に居た
時には体調不良だったのが、改善された話に続いて、「喘息や心房細動、糖尿
病や自己免疫疾患、慢性疲労に至るまで、それらが全て細胞レベルにおけるマ
グネシウム不足だという説。同時に、100歳以上健康で生きる人の細胞内には
マグネシウムが豊富であるという説明、田村さんはどう思われますか？ ミネ
ラルに関してはもうずっと前に田村さんは解明済みと思うので、本当に今更、
なんですが……」。カルシウムだけでいい、という一方、マグネシウム必須の
こんな情報に、直接解説を頂けないかとママカルの社長さんに連絡。以下のお
答えを頂きました。まず、カル・マグの関係に付いて、そして、善玉・悪玉カ
ルシウムについての解説です。

CaとMg（マグネシウム）の関係
カルシウムを摂る時には、マグネシウムも同時に摂らなくてはいけないという説が
カナダの一部の人たち、及び日本でも、同じく一部のグループ（大量の水を飲む事、
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並びにマグネシウムを摂れば腸もきれいになり健康になれるとするグループ＝水マ
グ健康法）もおられます。
但し当社が40年余り前より発売しています風化カルシウムを食べて頂く場合はMg
を一緒に食べねばならないという事は一切無用です。

ご存じの通りMgは単体として天然には産出しないが、塩類や岩石として自然界に
多量に分布し、地殻の金属元素としては、7番目に多い。海水、動植物にも含まれ
ています。
身近な所ではニガリ（塩化マグネシウム）と呼ばれて、水溶性の大豆たんぱく質で
ある豆乳を豆腐に変える凝固剤となります。
また、生理作用としてMgイオンは腸管を通じて吸収されにくく、その結果、腸内
の水分量が増加し腸内容物の体積が増大し大腸運動が促進される。このためマグネ
シウム塩類は便秘予防の下剤として使われてもいます。
但しこれを常用すると腸内洗浄が促進されすぎて、習慣性となり、栄養物が吸収さ
れにくくなり、痩せ型になったり、陰性タイプの人間となってしまう恐れがあり
ます。

ところで日本でMgを摂らねば云々と唱えられたのは某大学教授がカルシウムを摂
る時は2対1の割合でMgを食べるようにと言われたのが25年程前です。

Mgは生体必須元素であり、体重70kgの成人の身体には105g程含まれ「元素118
の新知識－講談社」生理機能に欠くべからざるものであります。
体内の血液類のアルカリ性鉱物質としてCa、Mg、K（カリウム）、Na（ナトリウム）
がありいずれも陽イオンです。

30年程前、札幌の厚和医院と西医院の実験では、全く関係がないことが判明して
います。逆に肉食が多くなった日本ではMgの摂りすぎを心配すべきです。

例えばカルシウム補給にと、小魚等を食するのはカルシウム補給にとても良いです
が、その時に高純度のMg剤を側に置いて合わせて、食べなければならないという
図式を想像してみて下さい。
更にもう一言申し上げると体内でカルシウム（悪玉と云われるイオン化カルシウム）
が多量に細胞内に摂り込むのを少しでも制御する目的としてカルシウム拮抗剤とし
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ての役目を狙っての事であるならば、市販されているすべてのイオン化カルシウム
(悪玉)を食べる時のリスクヘッジとしては認める事ができるかもしれません。

また、一方Caは細胞の中に多量に入り込んで、カルシウム・パラドックスを引き
起こしてしまう弊害を防ぐために、Mg「カルシウム拮抗剤」としての役目を果た
して貰うための考えでもあると思います。但し、これは、あくまでも市販されてい
るカルシウム（薬品としてのカルシウム剤も含めて）イオン化カルシウムしか存在
しないことを前提として、出発しているのではないかと思います。
イオン化カルシウムの活性を押さえるための処理としてのことで、風化カルシウム
のような非活性カルシウムにはどう考えても必要とは思えません。

大変恐縮なお話ですが、医業、並びに栄養管理等に関連する殆どの先生方は当社の
非イオン化カルシウムの存在すらご存じないのが現実であり、当たり前でもありま
す。同じく健康産業関連の方々でも左様な状態です。
非イオン化カルシウムで「いくつになっても骨は若返る」が当社の一大スローガン
です。
Mgの摂取は市販されているカルシウム（殆ど全てが薬的作用を持ったイオン化カ
ルシウムです）の愛飲者には必須としても、当社製品(非イオン化カルシウム）に
巡り合えたラッキーな、強運の方々（ご貴殿など）には、不要なことであります。
Mgは意識して補充等はしなくても毎日の食生活で十分に満たされていることを
知ってご安心下さい。	 　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本孝雄　謹告

　
　善玉カルシウム→非活性カルシウムとは、緑黄野菜等と同じように身体に
入ってから、ゆっくりジワジワと吸収され、確実に骨に入り丈夫な骨になるば
かりか貯骨出来て、400余りの病の原因が減る。身体にやさしく、ゆっくり補
給出来るので体内のカルシウム・バランスを崩さないカルシウムを善玉カルシ
ウム。
　その善玉の象徴カルシウムが、北海道八雲で採掘される八雲風化貝化石から
作られている。その地はかって海底であった、およそ1500万～ 2000万年前に
地層に押しつぶされて化石となったカミオニシキ貝風化貝化石カルシウムが善
玉で、丈夫な骨・身体をつくる。その特徴①非イオン化食品なのでジワジワ吸収。
②悪玉ミネラルを減らす。③古代ソマチッド（恒常性微生物）が活発な働きで
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体調改善。④カルシウム研究の第一人者・川村昇山先生実証推薦の安心・万能
のカルシウム。それが、ママカル。一方、
　悪玉カルシウムは、高温・高圧で化学的に処理された焼成の活性カルシウ
ムで、吸収が良く、即体内へ入り、カルシウム・バランスを崩し、骨の異常（ス
カスカ・過骨・骨刺す）やダウン症を引き起こして、骨は痩せてしまう。さら
に、骨以外の体内のあちこちに入って沈着→不調を引き起し、ますますカルシ
ウム不足になるので悪玉カルシウムと呼ばれる。

　ここまで、書き進めた時に、決定的な番組が用意されていた。
　新年１月７日NHK スペシャル 「シリーズ人体 第３集 発見！“骨”が若さ
を呼び覚ます」の放映につながる。NHKのネット上での番組紹介には、
『骨は、単なる固いカルシウムのかたまりだと思ったら大間違い。私たちの全

身の「若さ」を司っているのは、実は骨だということが、最新の科学から明
らかになってきている。骨が操っているのは、「記憶力」「筋力」「免疫力」、
そして「精力」までも…。逆に言えば、骨が「老化」のスイッチを押してし
まうこともあるというのだ。その危険性は、高齢者だけではなく、若い世代
にも潜んでいるという調査結果もある。ではどうすれば骨を強くし、「若さ」
を保ち続けることができるのか。骨が持つ知られざるパワーを呼び覚ます方
法も、詳しくお伝えする』とあった。

　また来た！ 私が何かを思ったり、書き始めると、いつもテレビが答えを示
して下さる。テレビ好きへの天からのプレゼント。

　骨と言えば、カルシウム。まさしく、そこに絶対無二のママカル。絶妙の
タイミング。骨は若さを司る門番役。骨が出す最高の若返り物質が、記憶力・
免疫力・筋力・精力upまで繋がっていた。全身に向けて様々なメッセージ物
質を送る立派な臓器。骨が弱ると骨からのメッセージが減り、様々な老化現象
が進む。骨が出すオステオカルシンが老化防止の成分。結論として、骨は３
～５年で入れ代わり、その骨を強くする為には、衝撃を与えること、ジャンプ
を週三回30分やることで骨のメッセージは保たれ、若さを保つことに繋がる
という番組の内容でした。さらに、最新の研究結果では、足の大腿骨の骨折を
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した人の多くが二年以内に亡くなっている、とも伝えていた。骨が弱くなる→
その時点でカルシウム不足→今まで骨の役目の解明がここまで解明されていな
かったから、骨折後もカルシウムの摂取が少なく、本来骨の持つ役目が果たせ
ないことが生命に関係していたのか、と思いながら見続けていました。
　そして、何故骨が衝撃を感知する役割と臓器の若さを保つという役を担った
のかは、進化の過程で強力な個体を生き残らせる為に四つの力が必要だったか
ら。骨は人が活動的に動いている限り、骨芽細胞からメッセージ物質をたくさ
ん出して全身を見張り、若さを保つ判断をする門番。

　見終わって、喘息のせいで運動も出来なかった私は決心しました。会社の階
段を降りる時には、小さいけれどもジャンプ降りで骨に刺激を与えることと、
中学・高校で体育の教科にあった縄跳び復活。骨は絶えず新しくなっている、
という報道から、ママカルの身体への補充・補強は、EAVでオール50の8錠
を一日に三回は摂ることを……。そして、今までも沢山のサプリメントを推薦
し日々摂ってもいましたが、このダイヤモンド道の最後に書いた二つのサプリ
メント、エラスチンとママカルは、絶対継続の、さらに中心サプリメントに
なりました。結果、納得して私はマグネシウムを摂らない事にした。

　来ましたね。若返りの決定的な決め手が……。長生きへの方法が……。12
月25日の社長との出会いから１月７日のテレビ放映までの13日間の導きでした。
かんぺきの巻！！

（⇒エラスチンとママカルの詳細は31頁たか・され倶楽部を参照下さい）

　１月10日。やってみました！  階段でのジャンプ降り、縄跳び。ながら実践
の折角のアイデアも、階段ジャンプ降りは絶対にやらないでください。一段ず
つならばまずまずですが、続けようと思ったら大変危険です。縄跳びは、さす
がに60年前と同じようには出来ませんでしたが、二重飛び、日を加えれば出
来る気がしています。折角のテレビのお蔭での学びでしたから、無駄にはいた
しません。そして、喜寿の一年、出発しました。
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