
XXXX様

日中真夏日になる日が続き、

夜長で秋を感じる神奈川住み

ですが如何お過ごしでしょうか。

この2年は多くの身近な方が

失くなりました。世の常は無常。

多くの人が現れ消え今も心で

繋がっている。

メルマガは還暦、60回を繋げる

ことができました。

フォトンビーム

東京工業大学の実験室と実験装置

にて再現実験も成功。

絶縁PETボトルを光子が通し、

水の電圧を確認しました。

と同時に、水ではなく電極に

直接照射で電圧も確認した。

空気中にも伝わったということで、

成層圏外に装置をもっていけば、

超伝導発生装置になるだろう。

証拠写真をご覧あれ

ニコラ・テスラ降臨か！？

この実験に関係ないが、

光子はプラズマに影響されない。



先生方曰く、なぜ？か解らないが、

（あたりまえです。特許申請中の

超絶すごいメカニズムは漏洩して

いないから）この光子から

電圧と磁場も発生している事を

認めた。大変面白いと述べられた。

先生方のレポートを待ち、

フォーラムで発表する。

会員といっても完全無料なのは

皆様ご承知のとおり。

すごい価値ある事を発信している筈。

特定の繊細な周波数と電気信号が

エネルギーになる画期的な発明の証明。

この写真の何がすごいのか？

自然界にある太陽の光の中の

良いところ、電子を大量に

秩序立てて隙間なく発射する。

フォトンビームを成層圏外で

発射すれば超伝導な筈。

地球上でも超伝導に限りなく

近づいた”光の真空管”

他では真似できない。



活性酸素を還元するH-

現在は・OH（活性酸素）で

オゾン層が壊されている。

謙虚に言うよ。

「自然の力を再現した装置に

過ぎない」

しかし今壊れかけの地球の中では

貴重な光。

-------------ここから敬語。

フォトンビームをご予約いただいた方、

初号機今月20日過ぎに

お手元にお届けできます。

発売日リスケしたこと言い訳をしません。

お心より詫び申し上げます。

初号機は私と金城先生はじめ、スタッフの

手作り部分があり、触れているので、我々

サインを本体に彫りたいくらい、

情熱と愛情を注いでいます。

予約者の方々には発売直前になりますが、

小川からご連絡させていただきます。

取説は近いうちフォーラムでDLできる

ように手配します。

---------------敬語終了

一方、

医学もミトコンドリア重要

説が増えてきたが、

ミトコンドリアは電子がなくなれば

様々な問題を起こす。

活性酸素を引き起こす。

私は沖縄で、京都で、今月は



北海道と東京で、電子の役割について

フォトンビームについて講演を

行っている。水、電子、光子、生命。

生命の起源がわからず治療ができるか？

この今井敬喜医師の言葉を引用し、

医師らを問いただす活動をしている。

地球も生命であり、巨大な磁石。

ヒトも磁区があり磁性体。

MRIは磁気共鳴でその証拠。

マグネットが生命の基本だ。

マグネットは結合と反発があり、

虚数を伴い回転する。

これが周波数が生じるある本質だ。

と小川は説いている。

音叉でチーンとか、レベルが

格段に上な話をしているつもりだ。

人体に磁性があれば、ヒトにコンパスが

備わっている筈。

コンパスとは直感であり、

思考は直感を鈍らせること。

鳥も魚影も、磁気共鳴だと

判別したのは、ここ20年程度。

20年程前に、東京海洋大学の

講義に出かけた。

その当時の教授連は魚がなぜ

交通事故をおこさないか？

センサーがあるのか云々と。

現状不明と言っていた。

仮説は直感から生まれる筈。

権威の書く書物など、



卓上でいくら考えても、

磁性については上部しか

理解できないだろう。

そんなことを考えていたら、

アマゾンで面白そうな本をみつけた。

「脳が病気をつくる」

外科医が執筆した本のタイトル。

そのタイトルだけでブラボー♪

いまだに、遠隔共鳴実験を

加藤医師と杉山医師と共同で

おこなっている。先日お会いした

際、

「地獄はない」という私の意見に

完全同意だった。

他方、

「意識だけ生きていて

無限に時間を浪費させられる

暗黒な場から逃れられない

恐ろしい地獄がある」

小川さん、笑わないで

きいてください。

と信頼している方から

そう言われた。

元ネタは本であり、著者も

素晴らしいと言われた。

前回の私のメルマガの

反論と思えた。

「また呪詛かい。

地獄をみたいのか？

魂お子様だな」



と心がつぶやいた。

※おこらないでくださいね、

愛してますから　草

そういう呪詛の元となった

センセイこそ地獄の中で

執筆したのだろう。

あるいは裏の意図に沿って

書いたのだろう。

文学なら良い。

しかし

科学は社会のコンセンサスだ。

妙竹林な論を

科学論にすり替えるのは論外だ。

人間が神になろうとして皆

失敗する歴史を学んでいないのか。

今ない未来に不安を抱かせるこそが

罪だ不安そのものも罪といえる。

きっと

地球に生まれてきた感謝がないの

だろう。

そうは言っても

私は極性を科学的検証する発明家だ。

そういう対局の意見は尊重する。

そういう信頼おける方からの対局

にある意見があるから、均衡が

あるのだろう。

たくさん知識を入れて、考察

するのはヒトの習性のようだ。

常々思うが、科学者は屁理屈を

盛る傾向があると考える。

証明、証明というが、都合の良い



ところを切り貼りする写真ではなく、

動画に残せといいたい。

　私はどんなに立派な論理より

感覚を優先する。

体験を優先する。

実験が先で論理は後回しだ。

学者はその反対の傾向がある、

実験さえせず

語りまくる。それが経済学などだ。

物理学者も机上の空論だけでは

クソだ。

今も共同実験中の加藤医師曰く、

地獄の存在は脳がつくりだしていて、

死んだ後地獄があるというのはその

脳が地獄を欲しているのだろう。

二人の意見は、

脳が作り出すものもやがて

現実化する。

と一致した。

ちなみに私は人生修行論だ。

地獄も受け入れる覚悟があるし、

生きているのが息苦しく、

死のうと思った事は何度もある。

机上の空論と読書家とは

場数が違うのだ。

メルマガで初めて語ろう。

私にとって臨死体験とUFO

遭遇は人生経験で2番目に大切な

経験だった。

1番目は愛のようなものだ。草



宇宙の中心から全知全能の

世界に意識が飛び、気絶、

臨死体験したことがある。

27歳の頃だった。

サイババの前触れとともに、

ごく普通に寝転んでいた時、

科学の疑問が全て瞬時に理解

でき、情報の滝に打たれた。

全知全能感と浮遊感に包まれた。

その後

霊体験をして過呼吸になり

気絶した。

科学の答えは全部過呼吸ととも

に消し去られた。未練があれば

死んでいただろう。

大部分を忘れてしまっている

記憶を、この歳になり

少しづつ思い出しはじめている。

臨死体験で知った事。

1.知識のほとんどがゴミ

だという事。

ゴミが多いから本物が輝く。

2.人は人に皆騙されているか

錯覚、染脳されている。

3.本当の世界はいままで

現実だと認識していたもの

とはまるで違う。

しかも私は自分の頭がおかしく

なったとはその後1秒も疑った事

がない。証言者もいる。



ただし他人に言えばキチガイと

思われるので

話題から避けていた。

4.私が臨死体験した世界と、

現在研究中の電子の活動はとても

符号する。

霊能者が妙な装置を

凄いとか、神と繋がっているとか

予言とかほんとウザいです。

やめてもらっていいですか？

宇宙の中心に行った事がある

私から学べといいたい。

凄い人や凄いことにあやかり、

霊能を教えられたり、

つまり見下されたりする事や

人の自慢話、

大嫌いです！

「おどれ誰に向かって口きいとん

じゃい」

と仁義なき戦い、

広島弁になってしまう。

話題を変えよう

　船瀬俊介先生とお会いしました

会いたかった方と5時間もお話し

できた感動を動画に。

宗像久雄医師一周忌の偲ぶ会で、

横に船瀬先生がいらっしゃった。

すぐにyoutubeライブ配信の手配を

したが、回線が遅い。アーカイブ

として動画配信する。長時間なので



数本に分ける。

宗像久男先生が亡くなる

1ヶ月前、「船瀬俊介先生をご紹介

ください」と宗像先生にお願いした。

それが私と宗像先生の最後の会話となる

とは。

ところが、宗像先生のクリニックを

引き継ぐ方を介してだが、

船瀬俊介先生と巡り会えた。

これは宗像先生のお力だだと思っている。

↑一般公開中です。

話の内容が凄い。

「人類死因一位は”医者”という悪夢を
生み出した死神ドクター、ウルヒョウ」最新書、

”世界をだました5人の学者”
届くのが楽しみだ。その場に”フラットアース”
説を言い出す方がいた。私と船瀬先生は同意見、

フラットアースはあり得ない。

脳の病ではないか？

ガリレオに失礼だ。また、大変利口な者は、

フラットアース説を言わせる

実はこの説、

陰謀があるのではないか。私ははっきり言う。

地球は球体で宇宙の芸術。

フラットアースを平然と説

く者、

https://www.youtube.com/watch?v=uG-_9EBCCUs


endo?愛？　好きだが、

その論で自分を傷つけている。

議論の余地なし。

先ほど船瀬先生と電話で話し、

年末までに執筆する著作に

フォトンビームを入れたいので

データが欲しいと言われ

大変誉められた。ご自宅に

11月にお邪魔する事になった。

最後に

まだ定員に満たない10月24日から

の2泊、沖縄リトリート。最低人数を

クリアしましたがまだ枠があります。

是非お申し込みください。

空腹→薬膳スープ→腸内洗浄

までを薬剤師の井上美奈先生。

フォトンビームについては私と

ダッチャー恵子医師。

フォトンビーム体験できます！

↓↓↓↓↓↓お申し込みフォームは↓↓↓↓↓↓

中庸をアートする旅[EMウェルネス　暮らしと発酵ライフスタイルリゾート］

10月末の沖縄の沖縄でお会いできますよう♪

先日京都セミナー＆体験会は満員御礼、大変良い

経験をさせていただきました。

ここで厚く御礼申し上げます。
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