
XXXX様

2023年最初のメルマガです。
今年もよろしくお願い申し上げます。

新年会はメディアートクリニックの前山

医師らと浅草雷門で楽しく過ごせました。

メディアートクリニックでは私はVIPの

ようで、前山医師のベテラン看護師さん

からずっとセンセイ呼ばわりされております。

先生と呼ばないでください。

と返事するのをあきらめました。

なぜVIP扱いか？

直近の事例をひとつ取り上げる。

前山先生と看護師さん

「PBのみで〇〇が○ったMさんという方が

いて、PB（フォトンビーム）の凄さを大阪の

セミナーで証言したいというので、Mさん

に電話してみてください」

※○文字使うほど薬機法に留意している

涙ぐむ努力をわかってくださいね！

言われたので

翌日Mさんへ電話した。

「フォトンビームの小川です」

「どこのどなたはん？」

「ライフオンラインの小川です」

「は？」とMさん

あれ、フォーラムの会員じゃないのかな。

「・・・前山先生のところにおいて

ある装置の。患者さんでしたよね？」

「・・・・え、あ！



きゃーぁぁ～～小川先生！まさか！」

「はい、小川です」

「あの機械すごいです～～～～～」

と、Mさん声色がオクターブあがった。

その後、具体的な治療効果の経緯を

コテコテ山盛り大阪弁でご説明いただいた。

完全に医師に見放された方だそうだ。

前山医師が臨床した結果だ。

忖度ない大阪人おもろいですわ。

Mさんをメディアートクリニックへ

ご紹介いただいたのは、東洋治療室の鍼灸師、

東洋治療室 山脇 正平 鍼灸師先生。

セミナーで臨床事例として患者さんご本人

お話ししてくださいますので、ご期待ください。

私も楽しみです。

セミナーはMTC歯科臨床研究会が無料招待、

セラルーンホールは400名規模の大きなホール

沖縄や北海道から来られたとしても

お得な内容な筈。



なにしろタイトル「噛み合わせ治療」は

万人に有意義な内容でしょう？

私の持ち時間は30分。

懇親会では色々とお話しできると思いますが、

Mさんのお話し含め30分です。

先日の電話の内容はうる覚えなので、

ぶっつけ本番で10分ほど話していただきたい。

二次会は大阪マリオット京都ホテル20階で、

フォーラムメンバーメルマガ会員は千円割引

していただけるそうで、1万円ぽっきり。

私もスタッフも支払う金額です。

宮野先生にきいたところ、

かなり豪華な会食だそうで、人数に

限りがあり、すでに8名ほど予約をもらって

いるので、PB導入済みか関心ある方限定とさせて

いただきたいのですが、

そうはいっても

どしどしお申し込みください。

先着順です。

メールでご予約いただいている方も

今月中にお振込後、本メルマガ、小川宛に

お返事いただけますでしょうか？



>セミナーは予約なしでどしどしお越しください。

セミナーパンフレットは、フォーラム、体験談、

PHOTON BEAMかセミナー情報でご確認ください。

【本題】コロナとワクチン

その1

福田克彦医博

RIFE REMEDYの愛用者様で、東京の

寺田医師の紹介で福田医師とは

過去一度お会いした

ことがある。

SNSで大阪セミナーと懇親会に申し込まれ、

PB（フォトンビーム）についてネットで話した。



”ワクチン後遺症”という本を上梓予定で、

PBを数ページ取り上げてくださるとの事で、

来訪したいと連絡がきた。

福田医師に島根県から小田原までご足労

いただき、私をサポートしてくださっている、

ほんもの探しチャンネルの由美恵さん

と三人で新年会を行った。

mori-meshiという小田原の新参名店。

テニスが趣味の反ワク大将のいる店。

店選びはセンスを問われるが正解だった。

我々が店を出る際、

「絶対にあんなもん打ちませんよ。」

ジョコビッチと小川の影響があると思うが、

言い切った。多くの人と話す機会のある

若き大将は様々な意見をきいた上での

結論が我々と一緒でほっとした。

あらためて福田克彦医博について。

統合医療センター福田内科クリニック

呼吸器・アレルギー・神経・心療内科

医博　　お父様が院長。

福田先生を褒めずにいられない点を3点

列挙する。

1.ワクチン後遺症　の名付け親。

日本の医師でいち早くFBやTwitterで、

コロナ人口説が有力であるし、ただの風邪

ところではなく深刻な問題が内在している事を

発信し続け、イイねもリツイートも膨大。

無料奉仕のSNSでこれほど誠実な対応をすれば

寝不足になった当たり前でしょう。

2.自身のクリニック（微妙だが）で



孤立無援でワクチン反対活動を行っている。

実父も実母も勤務している看護師4名も

すべてワクチン接種。肯定派。ご本人は

未接種。否定派　克彦医師が

水素やビタミンC点滴、エクソソーム、

血液オゾン等々、ホメオパシー理論の装置を

ばんばん購入しては院長に睨まれている。

厚労省の役人は何割打ってますか？

国会議員は？

おどろくなかれ、ものすごく低い。

一般人の1/5以下だそうだ。

このあたりの話はプライバシーなので、

これ以上述べないが、ひとつだけ。

V注射後の院長お母様、看護師、

皆具合がよろしくない。

これはVのせいと断定する福田医師と

因果関係を認めない院長。

そうはいっても院長は良い教育者であり、

福田医師は育ちが良いと印象だ。

お育ちが良いのだ。

家柄が良いと育ちが良いはまるで違う。

同じと感違いしているのは教養がない

という事。

家柄が良いバカはたくさんいるが、

太郎という名前に多いみたいだが、

育ちが良いバカはいない。

例えば

両親の支持政党を不支持ならば

良い教育を受けたといえるのでは

ないか。これは福田医院が例という



訳ではない。

が、同じ職場で親子正反対の意見を

貫けるとうのは、考える力と、社会性

が養うよう育てられたという証拠

だろう。

私も福田医師も午年。同い年。

1回目も2回目も会って6時間も話が

とぎれないのはウマが合う証拠だろう。

という事で

3.好奇心が強い。つまり知的だ。

良い意味でオタク。

あらゆる事に垣根なく関心がある。

垣根なく見渡すことで、はじめて

違いがわかるという事だ。

教養がないと違いがわからない。

高い視点で差異を見逃さない。

信用した池田隆法先生に限って間違い

ある筈はない。の反対が知識人だ。

話題は、参政党とNHK党の

バトル論評、ガーシー問題からはじまった。

私らは、参政党の論破問題について、

NHK党の方が筋が通っているという認識で

一致。

私が政治家としてジャーナリスト

として尊敬申し上げる川田龍平氏

堤未果氏ともお知り合いだった。

苫米地、宮台という知識人に

について語り合う、

私は宮台氏が東大教授の娘と結婚

せず、中卒風俗嬢と結婚したなら



筋が通っているが残念な人だ。と

申し上げたら笑っていた。

ついてでに知的な話題、

今私が読んでいる本。

「デカルトの誤り」

アントニオ・ダマシオ医博。

スピノザ研究をしている、私の

英語個人教師に薦められた。

エモーションとフィーリングの

違いと脳的な立ち位置について

格闘技にもお互い関心がある。

youtubeで人気の

瓜田とバン仲村の大人のタイマン

も楽しみだ。

等々、話題に垣根はない。

3月には私にも孫が生まてくるので、

正月息子夫婦が持ち家か賃貸かの話に

なったとき、息子は

「家よりも教育にお金をかけたい」と

躊躇わず言った。

私は教育を疑う教養の方が大切

だと補足した。

女の子らしいので、バレエを習わせて

ほしいと余計な注文もつけた。

人は皆容姿も意見も違うが

共通点について話すことが

建設的だろう。

まずは、前山和宏医師と同じ点は、

患者が治るならなんでも良いではないか。

だ。



そう思っている医師は少ないようだ。

薬屋がつくったエビデンスだけを信用

するような医師と私が心の

交流する事はない。

小川と福田医師の最大の関心ごと

お金に振り回されない社会の実現。

病のない社会の実現。

その為のアセンション。

ヒトの意識を上げる事。

ちなみに、私にタイムウェーバーを

最初に教えてくださったのは、

福田医師だった。

蛇足が続く。ライムウェーバーの

マーカス・シュミークと袂をわけた

博士が開発した製品が、

AXXXYXといい、大阪のセミナーで

輸入元が講演する。

具体的に福田医師から私への

オーダーを話そう。

遠隔治療　これほど面白い事はない。

実験をつずけ、製品に生かしてほしい。

念の為だがオンライン診療とは無関係です。

メドベッド？プラズマベッド？←w

こんな情報で右往左往するのは嫌なので、

和製で遠隔のすごいの期待して

ますとエールを送られた。

関連して脱線、名古屋の山田先生は

PBで実績を積んでいる。

名古屋の方は、ワイワイオフィスか

ほんべクリニックでPB体験してみて



ください。

福田医師も大阪のセミナー、懇親会にも

これらることとても楽しみにしておられた。

1月14日　モルトウィスキーと福田医師と

共に。24時。

※私が左。楽しい人とのお付き合い以外では飲まない。

その2

細川博司医師、相変わらず無敵だ。

ワクチン後遺症を、

「V後遺症」とネーミングした

細川博司医博より

PBいいよ～個人的に使っている

と深夜2時半に電話が入った

お互い仕事熱心だ。

細川博司医師の一番街診療所にもPB

がある。予約制だ。

細川医師がどれほど多くのSNSで

ワクチン問題を語っているからは

もっと世間に知らしめなければならない。



過去動画はやまほどあるが、

編集する暇がない。すみません。。

最近はTwitterルームを活用している

ご様子だった。

芸術度満点の細川医博。

芸術度が高いというのは、波動が高く、

医師として最高ランクという事だ。

一番街診療所。

この写真をみるだけで元気に

なりませんか？

私のうだうだ文字より

一目瞭然。わかる人にはすぐ響く。

私の世間への知らしめ方についての方針。

私のYouTube、ルポルタージュ自然治癒

は亀のようにゆっくり登録者が増えており、

フォーラムも同様だが、

バズりたくない。

痩せ我慢ではない。波長の合う

良い方と知り合う事を目的と

しているのだ。少しずつ薄く長く

繋がりを増やしたい。

良い方とは知的な方。



知的な事に関心のない人は嫌な人だ。

バズるのを支えているのは変な人が大半。

なんにもわかっていない暇人に批判される

のはまだ早いと思っている。

そうそう、原田武夫氏の年末のYouTube

ライブ、初めて完全に共感できた。

最高、面白すぎ。

というか原田氏よりも私は

早くからわかっていた。

だから、チャンネル登録よろしくとか、

イイねを強請る事はした事がない。

私に一番向かない仕事は

政治家だ。次が不動産屋。

先ほどの福田先生との共通ビジョンから

鑑みれば当然でしょう。

新宿美容内科医療クリニックの

経営に携わっているが、

インスタフォロワーの

多い看護師に、大物ユーチューバー

（クリニックなので守秘がある）

へPBの説明するよう求められた。

私もyoutubeやっているんですよ。

と言ったところ、

「小川さんのユーチューブは

フォロワー少ないもんね」

と横から看護師。

「あのさ、バズりたくないの。

消されたくないから」と

いい返した。

ちなみに



私は放送禁止用語とか、

セクハラとか意味がわからない

ので、無防備に会話する悪い

癖はある。

その看護婦から枕詞が

つくようになった。

「セクハラの小川さん」

と。

反論すると、即座に

「ごめんなさい、

じゃあ変態の小川さん♪」

イイ加減にしろよというと、

「え？小川さん、変態って

褒め言葉ですよ？」

・・・女性に日常会話で勝った

試しがない。

私や装置が絶賛されている事は

フォーラムログインされている方は

承知だろうし、恐れ多い小川さんと

思っている方も少なくない事を知って

いる。しかし実情は変態とかオタク

とか言われて少し苦悩しています。

フォーラムに動員するための

YouTube動画に限っては、面識もなく

一般相手なので仕方ない。

異論反論は、

誠実であれば大歓迎です。

薬機法、厚労省対策で

他のSNSの発信する暇がない

ほど、フォーラムに力を入れて



いるので、ログインしてください。

https://rife.online/

コメントください。

私からみれば相当つまらない

波動装置（フォーラムに載せた）

のセラピストを

講座をセミナーで集っている

会社がある。

110万円で装置と資格

がもらえるという内容で、

私の会社の年商が月商と

知ったときに、

なるほど、やはり業界知識のない人を

カモる仕事は大きくなるんだな。

情報格差ビジネス。

これに金銭欲を追加すれば

マルチマーケティングビジネスか。

そんな程度なんですよ。

波動装置レゾナンス業界は！

だから怪しいと言われ当然。

子供騙しを続けることができない

業界にしてみせようじゃないか。

キラリ

「来いよ。来ねえなら俺からいくぞ、

ゴラァ～！」と心が気狂い

瓜田夫妻の形相になった。

ちなみに、治療家とのネットワーク

が強い数十億の年商のベンチャー企業

からOEMの製品開発に

正月早々オファーがあった。

https://rife.online/


製品ができたあかつきには、

（RIFE REMEDYの後継機）

小川先生に登壇いただきたいと

ここでも先生呼ばわりされた。

今年量産と、新製品を出したら

数十年続くロングセラーを目指し、

インスタ？FB?ツイッター？

いままだ放置を発信していきたいのです。

装置のメーカーで。

小川の会社、キャンプラのニュースとして、

過去動画にある真空管音工房が

弊社のグループになり、工房へ開発の事務所

を移転しました。今まで数拠点あったのを

まとめました。

もうすぐ梅のシーズンですが、

神奈川の梅園で有名な曽我梅林の

もよりえき、下曽我駅から徒歩1分

ですし、小田原駅の会議室もいつでも使え

るので、PB量産後はいつでもご連絡

ください。

あと近隣の方、メンテナンスと製造の

アルバイトと社員募集して

います。本メールでお返事ください。

この場を借りて、藤沢に住んでいて、

是非仕事したいと3年前に申し出

ていただいたプログラマーの女性、

連絡方法と名前を失念しました。

食事までして大変失礼でしたね。

もしも読まれていたらお返事ください。

「俺から行くぞコラァ！」と言った以上、



今年も日本全国出張にいきます。

今月1月は埼玉でレゾナンス社主催の

セミナーあるので、ログインして

体験談、PHOTON BEAMをご確認

ください。

定員35名をかるくこえて、会場を

広げたそうです。主催者の依頼で、

石田純一さんのお姉様（お名前失念、失礼）

と一緒に二次会で私がピアノを演奏します。

スタンウェイを弾く事は楽しみです。

そもそも私は誤字脱字が多いこと

ご承知の通りです。ごめんなさい。

それでは今年当メルマガ読者に

アセンションがありますように。

ナマステイ

会員ログインは こちらから

このメールはRIFE.ONLINEフォーラムに登録していただいた会員全員に送らせていただいています。 解
除は こちらから可能です

2023年1月16日 記

===========================================

https://rife.online/
https://t.bme.jp/bm/p/f/s.php?id=rifeonline&mail=perucho.zs.z05%40gmail.com&no=1

