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特　集
※コロナに免疫
※「わかさ」にCDの付録が
※ドライアイ解消法
※第20回ぶらあぼ体験談
※第10回開発秘話

《会員の皆様にお願いとサービス》
　商品代金のお支払いは商品到着後、
20 日以内にお振り込みをお願いいた
します。
＊ キャンペーン期間中は、電話によ

る注文またはお問い合わせは午後
にお願い致します。

【ご紹介ください】
　会員の皆様がシステム製品をお求
め頂いた場合はもともと５％の割引
きをさせて頂いていますが、ヘッド
フォン付きのシステムを伝聴研へ直
接ご紹介頂いた場合はお礼としてお
好きなトレーニング CD １枚か、自
然音 CD ２枚、あるいは優待券 2 枚
をサービスすることにいたしました。

（ご紹介が、販売店からの場合の注文
は自然音 CD １枚）
　どうぞ伝聴研システムを広めるお
手伝いをお願いいたします。
　優待券は“ハイパーリスナー”受
講の場合は１枚 5,000 円。部品の場
合は 2,500 円相当になります。

　会報に載せている商品（一部を省
く）は通常期では会員価格のご提供
になります。
＊ 価格は全て税込価格で表示してい

ます。

《会報の期限》
※この会報は最終のお買い物（伝聴研へ

のご連絡）から約 4 年間（年２回発行）
お届けしています。

 　メールアドレスの登録がある場合
は引き続き PDF でメールに添付して
お送りしています。

 　配信ご希望の方はメールアドレス
をお知らせ下さい。

２月の新道峠にて

《憎しコロナウイルス》

　皆様いかがお過ごしでしょうか。
毎日新型コロナウイルスのニュースで埋
め尽くされています。
　当初から PCR 検査も少なく、保健所
の対応も悪いなど、様々な批判が噴出し
ていました。
　ニュースを見るにつけ「何で！何で！」
と思う事が多く、検査ができない、保健
所の対応が悪い、マスクがない、消毒薬
がない、何なんだ !?
　皆さんもイライラが募っていたと思い
ます。
　私もその一人でした。
政府の対応が遅い、悪い、と批判が出て
いますが、それには何か深い訳があるの
だろうと思っていました。
　最近その意味がだんだん解ってきまし
た。
　法的規制がなく自粛で、これだけで収
まりつつあるコロナですが、その団結に
日本人の美しさを感じるのは私だけでは
ないでしょう。
　勿論、中には誹謗中傷する人たちもいま
すが、これで治まれば素晴らしい事です。

　さて、この時こそ、皆様がお持ちの聴
覚トレーニングセット、是非実行して頂
きたいと思います。
　脳血流を劇的に上げて不活性な脳を正
常に保つ事こそが自身の免疫を高める最
高の方法であり、またストレスを緩和す
ることができます。

　以前にもご紹介した上記のデータはか
つて東邦医大の有田先生に取って頂いた
驚くべき脳血流のエビデンスの一部で
す。上下お二人のデータを示しています。
　脳は頭蓋骨に囲まれていますので、
マッサージすることもできません。現代
医学でも脳血流を上げる事は不可能なよ
うです。
　このデータは当社の市販品のトレーニ
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ング CD 一枚を聴いた時のデータです
が、血流が上がったり下がったりポンプ
のように上下動を繰り返し、針が振り切
れている箇所も随所にあります。
　有田先生は呆れ顔で「何だよ、こん
な音を聴いて⋯！」「でもな、脳血流が
良くなれば何が起きても不思議じゃね
え！」と吐き捨てるように呟いていまし
た。
　是非もう一度聴覚トレーニングを見直
して頂き、免疫を高め、ストレスを緩和
しておきましょう。
　通信コース、“ハイパーリスナー”の
予約もお待ちしています。

《自然音日記》
　前回 32 号の会報が書き終わって、安
心して富士山の５合目から御中道を通っ
て大沢崩れに行った。
　富士スバルラインも冬期通行止め直前
の事だ。
　登山道には雪があるので滑って怪我を
するといけないという事で、再度ヤフオ
クでアイゼンを買った。出発すると直ぐ
に雪、西側斜面には雪がありアイゼンが
役に立つ。
　日が当たる所は雪が消えている。それ
でもアイゼンを履いたまま進んだ。
　いつも大沢崩れの帰りのコースは立ち
入り禁止の簡易な木道の作業用林道を
通っていたが、この日は行きにも作業道
を通る事にして入って行った。
　その木道は梯子のようになっているた
めに木部に足をかけて進まなければなら
ない、ちょっと不安定で疲れる木道でも
ある。
　木道に入ってから、木道の木にアイゼ
ンが食い込み、100 メートルくらい進
んだ所で、これはまずいなと感じ始め
た！
　木道にアイゼンが食い込んで足が抜き
づらく体のバランスを崩す事何度か。
　「アイゼンを脱がなければ」、と思った
瞬間、左足が木道に食い込んで体のバラ
ンスを崩し、２～３メートル下の斜面に
頭から飛び込んでしまった。
　後頭部を強く打ってしばらく唸ってい
た。
　内心「大丈夫かな？」と心配していた。
痛みも和らぎ、後頭部に手を当ててみた
ら血が吹き出ている気配もなくひとまず
安心。

　打撲ですんだようだ。
　リュックサックは腕から抜けかけて頭
上にある。
　幸い録音機材はじめ荷物はリュック
サックに留まっているようだ。
　不思議な事に目の前に剥き出しになっ
た古いバンドエイドと超小型の懐中電灯
が転がっていた。
　ザックから飛び出したのか、元々落ち
ていたのか？
　一息ついて冷静になった時、左足のス
ネが痛むという事に気付いた。
　もしかすると、とズボンを捲ってスネ
を見てみると長さ 10 センチくらい切れ
ていた。それほど血も出てなく、傷も深
くはなさそう。
　頭上にころがっていたバイ菌がたっぷ
り付いていそうなバンドエイドを６～７
枚貼った。
　ころがっていたバンドエイドは、貼り
なさいというメッセージ！
　「なるほどそう言う事だったのか」と
妙な気持ちに納得。
　一休みして、歩けそうなので、「折角
来たのだから」と、引き返す事もなく目
的地まで慎重に 30 分ほど歩いた。
　帰りの時間を気にしつつ目的地の大沢
崩れでもう少し、もう少しと 45 分くら
い録音した。
　「もう出ないと日が暮れてしまう。間
に合うかな」と３時に出発。
日が落ちても 30 分は明るいので何とか
なると考えたのが、間違いだった。
　運動不足と、壊れた足ではどうにも進
まない。とうとう登山道が見にくくなっ
て来た。足で探りながら進むしかない。
　「どうしようか！」
と思った時、「そうだ、さっき小さな懐
中電灯が転がっていたっけ」。と思い出
し、リュックサックから出して点灯して
みると、十分な明るさ。
　駐車場までなんとか戻る事ができた。

「百均で買った超小型の懐中電灯。たい
したものだ！」感激！
　宿舎にはコウケントー（11 ページ参
照）が置いてあるので、一時間しっかり
当てて、殺菌と打撲の治療。
　女房には「頭を強く打ったので、念の
ため朝電話してくれ」と頼んで就寝した。
幸い無事、目覚めたのは言うまでもない。
後頭部をぶっつけたのは岩ではなく大き
な木の幹にぶっつけたらしく、耳の後ろ
側が少し切れて打撲の跡が出来た程度で

済んだ。
　またまた運が良かった。
　翌日天気も良かったので、思い切って
河口湖の富士山とは反対側にある「新道
峠」という山に登った。冒頭の写真は新
道峠から。
　「日本一の眺望」とあるが、宣伝通り
絶景だ。
　真下に河口湖、左端には山中湖も見え
る。
　もし皆さんが河口湖に行くことがあっ
たら、河口湖から車で 30 分弱、足を伸
ばして、駐車スペースから徒歩 12 ～
13 分でこの新道峠に出られる。スカー
ト、スニーカーでも装備がなくても、十
分行く事ができます。河口湖まで行って、
ここを見なくては損。絶景を楽しんで下
さい。
　カーナビに「スズランの里」（芦川村）
と入れます。スズランの里を通り過ぎ、
林道を５分ほど進むと道が二手に分かれ
ます。右に５分ほど進み、突き当たりの
駐車スペースから登ります。
　不案内の場合はどうぞお尋ね下さい。
この会報が届く頃に私は再度、この新道
峠や、大沢崩れに通い詰めていると思い
ます。
（今年はコロナの影響で現在通行止め）

《伝聴研からのお知らせ》
　昨年‘ブレインスイッチＢＯＸ’を買っ
て下さった門脇健さんがユーチューブで
紹介して下さいました。下記のアドレス
からご覧下さい。
　https://youtu.be/5OjtXu6VQbY
　多くの方が声を大にして下さると伝聴
研も助かります。

《健康誌「わかさ」にCDが》
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　月刊の健康雑誌の〈わかさ〉から、ムッ
ク版で私の CD が特集され、発売になり
ました。
　千円以下で最高の自然音 CD が手に入
りますので、是非お買い求め下さい。
　耳鳴りは皆さんがお持ちの聴覚システ
ムに加えて、ホームページの「首肩コリ
解消法」を参考にして日課練習にして下
さい。１～２ヶ月で気にならなくなると
思います。（特集記事参照）

《プロゴルファーに供給》
　ゴルファーの石川遼選手のコーチが

「彼が成績が上がらないので悩んでいる」
と私の関係者につぶやいたそうです。そ
れで私に「どうにかならないか」と、相
談されました。勿論アーティスティック
スイミング（シンクロ）の件を知っての
事です。
　早速‘ブレインスイッチＢＯＸ’を提
供しました。
　予選落ちが続いていた遼君でしたが、
その 10 日後、優勝。好成績が続いてい
ます。
　その後使っているのか否かは分かりま
せんが、使った本人は「これが俺の実力
よ」と思っているのかも知れませんね。
　勿論実力があるから結果も大きいです
が、伝聴研はどこへやら。

「またか！」

《お問い合わせ下さい》
　前回の急遽販売を取りやめた製品
にご興味ある方は直接伝聴研にお問
い合わせ下さい。
　ご承知の方のみ在庫をお分けでき
ます。

〈トレーニングの方法〉
　トレーニングは音に慣れるに従って効
果が薄れてしまいます。
　一回のトレーニング時間は 20 時間、
できるだけ一ヶ月以内で終了させます。
　現在 40 分 CD11 種類、
　　　35 分 CD ８種類
　この中で重複がある CD がありますの
で、ホームページか電話でお問合せ下さい。
　重複がないトレーニング CD は合計
17 種類あります。
これはできるだけ数を揃えて頂いて新し

い刺激を得て頂くために開発してきたも
のです。
　一回に 4 枚ずつ使って頂いて、４セッ
ト A、B、C、D セットと４組半できま
す。こうすると各セットは２年に一度し
か聴かない事になります。２年経つと 2
年前のトレーニング CD の記憶は少なく
なりますので、新たな気持ちでトレーニ
ングをして頂けます。
　これが効果的なトレーニングの方法で
す。

付属するCDの枚数は付属するCDの枚数は
3枚～５枚、3枚～５枚、
種類によって種類によって
異なります。異なります。

‘ブレインスイッチBOX’シリーズCD類‘ブレインスイッチBOX’シリーズCD類

　少なくとも２セットお持ちになってト
レーニングをして下さい。
　なお《ブレインシンフォニー》は
No.11 ～ 13 のトレーニング CD ３枚
があります。（＋原音ＣＤ 3 枚、郷愁
CD １枚、計７枚セット売り）
　「トレーニング CD をもっと作って下
さい」という要望が多くありますが、計
画してから製品化まで一枚作るのに１年
もかかります。精神的に相当充電してお
かないとエネルギーが出ません。今は全
くエネルギー不足。
　もし「目新しいトレーニングを」と思
われる方は通信コースを受けて頂きたい
と思います。通信コースの内容はトレー
ニング CD100 枚以上の内容です。

予約申し込み➡注文表１番目

〈お休み期間に自然音CDを…〉
　トレーニングをすると感性も鋭くなっ
てきます。その耳で自然音CDを聴くと、
微細な音から、情景が浮かぶようになり
ます。
　例えば、水の音や、波の音には可聴音
域いっぱいまで満遍なく周波数が散りば
められています。
　また山の音はできるだけ葉のざわめき
など自然が発する雑音を好んで録音して

います。虫の音は鈴虫の 3000Hz 前後
から 2 万 Hz の可聴音域まで満遍なく
虫の音が入っています。（元は６万 Hz
くらいまで入っています）

　トレーニングした耳にはそれらの音が
否応なしに入ってきます。
　頭頂部がぞわぞわしたり、背中あたり
に虫が這ったような感覚に襲われます。
これが脳に大きな血流を生んで、多大な
刺激を出している証拠なのです。
　トレーニング半ばや休み期間には、是
非自然音 CD を使って下さい。
　こうした効果を得て頂くために、自然
音日記にあるような、笑い話の苦難を味
わいながら録音を重ねています。
録音は 10 回出掛けて一枚の CD になれ
ば上出来という、とてつもなく根気がい
る作業を今も続けています。

キャンペーン特価➡注文表32番

〈バージョンアップ〉
　一般的な能力開発の他、精神、体調な
どはっきりとした目的でのトレーニング
をご希望の方には微細な超音波を発生

させることができ
る《ウルトラ》と
呼んでいるヘッド
フォンをお勧めし
て い ま す。BOX
製品に付属してい
る標準ヘッドフォ
ンをお持ちの方で

さらに効果を上げたい方はバージョン
アップをお勧めします。バージョンアッ
プ希望と書いて送ってくだされば送料込
み36,000円で改良いたします。同時
にヘッドフォンの性能をチェックし、新
しいケーブルと耳当て部分も交換してお
返しいたします。

ヘッドフォンが壊れた場合。
＊２～３年するとイヤーパットが剥がれ

てきます。また本体が壊れた場合も捨
てないで下さい。登録がある限りは特
価で交換、もしくは修理を致します。

（有償、サービス価格）
＊標準ヘッドフォンの単体販売はしてい

ませんが、《ウルトラ》ヘッドフォン
は販売しています。
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《CDをコピーしても良いですか》
　今ではこう言った質問は少なくなりま
したが、時々お問い合わせを頂きます。
様々な理由から ( 一つには特殊な加工を
していますので ) 必ず原盤をお使い下さ
い。
　会員登録があれば、いつでも安価で
CD を新品と交換しています。
　CD が壊れた場合、CD に傷がついて
しまったり、破損してしまった場合にも
捨てないで交換をお申し出下さい。

一枚1,600円　送料サービス

　USB オーディオ《デンダック》が入
荷できないことから、音質の良い CD プ
レーヤーを探し、現在 BOX 製品の標準
付属品として携帯用の CD プレーヤーを
選定してご紹介しています。
　同じような製品は、オーディオ量販店
で販売していますが、トレーニングに差
し支えない音質の携帯用 CD プレーヤー
を半年前に見つけました。新品故障が心
配ですので、一台一台調べてから送り出
しています。（販売というより斡旋ですので、

新品故障以外の保証はメーカーになります）

5,500円

【新製品のご紹介】
《冬虫夏草》
　以前からご紹介しようかと思って迷っ
ていたサプリメントです。
　一時は〈冬虫夏草〉のブーム、とても
いい加減なものまで高額で取引されてい
ましたが、ある業者が薬事法違反を犯し
た事で一気に下火になりました。
　ご存じの方も多いと思います。
　私の所は、二番煎じは嫌いですし、ま
た流行を追いたくありませんので、横目
で眺めていただけでした。

　今回、この〈冬虫夏草〉の詳しい説明
を聞いて、それなら、と決断しました。

　私はこの効果を確かめてはいません
が、有名な〈冬虫夏草〉ですので、効果
効能は皆様の方が良くご存じでしょう。
　今回ご紹介するこの冬虫夏草は混じり
けなしの100グラム100％でこの価格。
　ある大手では 10％で、桐の箱に入れ
て４万円代で売っています。

３万円前後➡24,000円

《パーフェクトーサ》
自己免疫力を高め、細胞を生き生きと！
糖鎖は細胞間コミュニケーションの要で
す。

糖鎖とは
　人間の体を構成する細胞ほぼ全て（心
筋細胞や脳細胞の一部を省く）の表面に
丁度マリモの産毛のように突起している
物質で、受容体やレセプターとも呼ばれ
る情報手段のアンテナの事です。
　臨床報告によれば、糖鎖栄養素を患者
に摂取させたところ、優れた改善がみら
れたと報告されています。

糖鎖と脳にも深い関係が。
　シナプスの先端部にある糖鎖がダメー
ジを受けると、隣の細胞の情報を受信で
きなくなるため物忘れや体の動きが劣っ
たりします。
　糖鎖は脳内ネットワークに不可欠な物
質です。ボケ防止に大変役にたちますし、
免疫系、神経系、内分泌系の機能を連携
させ、身体のバランスを整える役割をし
ています。
　一日一袋を召し上がって下さい。
30 袋入

26,400 円➡23,760円

《エア　アクティー》

除菌除去・消匂　99％以上のインフル
エンザウイルスを不活性化！
国立研究開発法人産業技術総合研究所・
共同特許

　脱臭や除菌効果に優れているため、タ
バコやペット、生ゴミ、トイレなど気に
なる生活臭を消臭してくれます。この効
果実績により、病院や介護施設など、身
体に影響を及ぼしやすい公共施設などで
もご好評を頂いています。さらに、細菌
やウイルスにも効果的で、カビなどが発
生しやすい下駄箱や浴室や、インフルエ
ンザやノロウイルスなどの予防にも最適
です。最近では、花粉や化学物質にアレ
ルギー反応する方が増えています。空気
中に浮遊している花粉や化学物質なども
除去してくれます。
　コロナ放電ダブルハイブリッド YV-
CCFL 方式（特許技術）
　オゾン発生量　0.03PPM（四畳半の
場合）
寸法 W260 × D210 × H100（㎜）
　適用面積 15 畳

198,000 円➡178,200円
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会報33号注文書
注文受付期間： 会報到着後～ 2020年８月15日まで

※お届けは1週間～ 10日ほどかかります。ご注文の指定日配達は余裕がある場合。
※￥3,000未満のご注文のみ送料￥500を頂きます。
※価格は全て税込です。　※その他のご注文は備考欄に。　会員キャンペーン価格です。
ページ 番号 商　品　名 会員価格 数量 計
3 1 “ハイパーリスナー予約”申し込み（入会金1万円のサービス）返金はできません ￥10,000

4

2 携帯用CDプレーヤー ￥5,500
3 冬虫夏草　100g ￥24,000
4 パーフェクトーサ　30袋 ￥23,760
5 エア  アクティー ￥178,200

7
6 車用触媒《MG-Z》. ￥19,800
7 粒状オイル＆燃料サプリメント（２個組） ￥1,980
8 オイル状燃料サプリメント（４本組） ￥2,980

8

9 歯磨き〈ナチュレソフィアプレミアム〉 ￥2,900
10 浄水器（送料、設置料別） ￥286,000
11 バターナイフ ￥3,400
12 フライパン ￥19,000
13 天ぷら鍋（万能鍋） ￥19,000

9

14 不思議な石鹸1個　（1,875円）／ 5個セット（9,075円）／ 10個以上の単価（1,680円）
15 カイアニ　3種 ￥21,180
16 アミノ酸酵母150粒（１箱1,670円／ 3箱4,800円）
17 深海鮫《生肝油》60粒（１箱1,670円／ 3箱4,800円）
18 亜麻仁油生搾り550粒（1パック9,000円／ 3パック24,000円）
19 でんでん米200ｇ（1パック340円／ 10パック以上ご注文の単価310円）

10

20 スーパー糠（NUKA）250ｇ（説明書100円／ 1袋800円／ 3袋2,100円）
21 天然オリゴ糖ラフィノース2ｇ×60本（１箱3,540円／ 3箱10,000円）
22 桑の葉茶20パック（1袋1,500円／ 3袋3,800円）
23 超ミネラル水／「歓喜の響」2ℓ　1本目（9,000円） 初回の1本目のみの価格です ￥9,000
24 超ミネラル水／「歓喜の響」2ℓ　2本目から（10,400円）2本目以降の価格です ￥10,400
25《蘇生砂》1kg（1袋1,000円／ 3袋2,700円）

11
26 温泉円盤（SpaUFO） ￥39,000
27 リップバーム（1本3,450円／ 3本10,000円）
28 足楽です輪（1セット2,200円／ 3セット5,000円）

12
29 コウケントー本体132,000円（キャスター 13,200円／治療方法の本5,160円）
30 パソコン用推薦小型スピーカー（白･黒） ￥9,900
31 CD、DVD湿式レンズクリーナー ￥1,940

他 32

音のカタログ ご注文が音のカタログ1枚のみで、他に商品のご注文がない場合、送料は、200円です（お支払いは、郵便振込のみ） ￥500
自然音CD　1枚3,600円、3枚10,000円、5枚16,000円　「タイトル」を備考欄に。

お任せは「お任せ」と枚数をお書きください。この価格はキャンペーン期間中のみ
35分トレーニングシリーズ、月～海辺にて（定価1枚8,650円➡7,780円）
40分トレーニングシリーズNo.1 ～ No.14（定価1枚9,980円➡8,900円）（No.11 ～ 13は7枚組39,800円）

※ヘッドホンの修理をご希望される方は伝聴研まで直接ご連絡ください。　　　　　　3,000円以上無料→ 送料
送信の前に今一度ご注文内容をお確かめ下さい。 合計

㈱傳田聴覚システム研究所    電話 045－439－5955    FAX 045－439－5956
FAXの際は念のため裏面にもお名前を書いて下さい。　　　　　　メールでの送信先 info@denchoh.co.jp

フリガナ ご
住
所

〒

お 名 前

TEL: FAX:
e-mail　　　　　　　    　　　　　　＠ 携帯メール　　　　　　　    　＠
お届け日 □ 平日　　□ 土曜指定　　□ 日曜指定　　□ いつでも可
時間指定 午前中 , 　12 ～ 14時（佐川のみ） ,14 ～ 16時 , 16 ～ 18時 , 18 ～ 20時 ,19 ～ 21時
お支払い □ 代引き（現金払／ヤマト運輸）　　□ e‐コレクト （クレジットカード払／佐川急便）　　□ 郵便振込

備 考 欄
その他お書きください。

ご 意 見
（ご自由にお書

きください）

伝聴研行   FAX:045－439－5956
メールでの送信先  info@denchoh.co.jp

ご注文日： 　　年　　 月　　 日
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《眼精疲労・ドライアイ》《眼精疲労・ドライアイ》
　以前にも書きましたが、酷いドライア

イで苦しんでいました。ドライアイは聴

覚トレーニングではダメなようで、知り

合いの眼科に行くと同時に、様々な方法

を試して行きました。

　相変わらずパソコンを長時間眺めてい

るにも関わらず、二年くらい前からドラ

イアイも大分楽になって、一日中目薬を

差す事を忘れている日もあるくらいにな

りました。

　以前、ドライアイが酷い時にエステの

ネイチャーホスピタルの冨張先生に診て

頂きました。肩こり、首のコリは勿論の

こと、目の周囲だけではなく、額から頭

まで酷く凝っていることが分かり、ひど

く驚きました。

　首肩こりの解消法は既に自分流のスト

レッチで耳鳴り、頭痛などの解消方法と

して毎日実践していましたが、まさか頭

頂部から後頭部がコルなどは考えてもい

なかっただけに、これは何とかしなけれ

ばならないと思って、手や指でのマッ

サージは時間がかかるし、思ったように

できない事から何かないだろうか探して

いました。頭皮は電動のマッサージ機が

ありますが、顔は無理です。

　そこで思い付いたのがハンディーの電

動マッサージ機。

　いろいろ試しましたが、これが一番手

軽で持ち運びも便利と、数年前から日課

として利用し始めました。

　この写真をご覧頂ければピンと来る方

も多いのではないかと思います。

　これを使い、目の周囲、額、耳の周囲

と盆の窪、頭全体に、そして後頭部と首

から上全体をマッサージして行きます。

　耳の周囲や盆の窪も結構凝っているこ

とがあり、耳鳴りや難聴を防ぐ事もでき

るのではないかと考えています。

　感覚器官でもありますので、あくまで

気持ちが良い範囲で試してみて下さい。

　このマッサージ機がお分かりにならな

い時はお問合せ下さい。もし人数が多け

れば、一括して私が注文して実費でお分

けしても良いと思っています。

《四十肩・五十肩》《四十肩・五十肩》
　四十肩、五十肩の問い合わせが時々あ

りますので、今一度ご案内いたします。

　ある日、突然肩に痛みが走り、動かな

くなる。

　私も数年前に突然起こりました。

　捻挫の覚えもなく、筋を違えたのか、

と数日様子をみましたが、良くなる気配

がありません。風呂で静かに動かしてい

ました。

　そんな時〈ためしてガッテン〉で現役

のスポーツマンも突然発症する、原因が

解らない、酷くなると手術だ。と言って

いました。

　「運動選手が突然？」と聞いて、「これ

は医者ではダメ」、自分で治せると思っ

て、風呂に入ったついでに、痛い肩を少

しずつ我慢しながら動かしました。

　だんだん快方に向かって 10日後には

かなり動くようになり、気にならないく

らいになりました。

　違和感がなくなるまで一ヶ月くらいか

かりましたが、医者ではとても時間がか

かるとの事です。

　その治す方法は伝聴研のホームペー

ジ、【整体・健康コラム】の中に《首肩

こり解消法》に書きました。

　私の写真で解説していますが、その中

の腕と肩のストレッチを選んで実行して

みて下さい。

　とにかく痛いのを我慢しながら少しず

つ、少しずつ、肩回し、首回しを根気よ

くすることです。

　整体師に聞いてみると、「その通り」

といいますが、「皆さん痛いから医者に

行ってしまうんだよ」。と言う事です。

実行してみて下さい。

ショッピングモール
【ツクツク】出展

　「ツクツク」というショッピング
モールに出店いたしました。
これまで会員の皆様がホームページ
からお買い頂くと会員割引ができま
せんでした。
　この「ツクツク」
でお買い頂くと聴
覚トレーニング関
係は５％のポイン
トがもらえます。
他社製品の少ないものでも３％のポ
イントがつきます。ホームページか
ら飛ぶ事もできます。

https://tsuku2.jp/noutore
　どうぞご利用下さい。



（→４ページより）

76

《オイルサプリメント》
　私の車はガソリンエンジンのデリカス
ペースギアで 26 万㎞も走っています。
　前回の会報でオイルサプリメントを新
発売という記事を掲載する直前に開発者
が来て、クーラーガスに開発したサプリ
を入れたいと言う事でガソリンスタンド
に行きました。残念ながらクーラーには
入れる事ができませんでしたが、ついで
にデフに【MG-Z】を入れようとスタン
ドマンに頼みました。

　そしたらスタンドマンが飛んで来て
「オイルが少ない上に真っ黒ですよ」「交
換しないとヤバイです」
　僕らは口を揃えて「いらない！」「足
りない分だけ足しておいて！」
　「それなら良いオイルにしましょうか」
　「一番安いのでいい」とリッター 500
円くらいのを足してもらいました。
　スタンドマンは「ホント知らないから
な」という態度で渋々車に向かいました。
　帰りの車は滑るように回り、エンジン
ブレーキの利きが悪く、ブレーキとアク
セルペダルを行ったり来たり。
　エンジンの音はこれまでより遙かに小
さくなり、震動も少なくなりました。あ
まりの違いに戸惑いながら帰りました。
その直後、いつも通っている横浜から河
口湖までの 150㎞で、驚いた事に新車
並みの走り。それ以上だったかも知れま
せん。あまりのスムースな走りに、これ
はきっと燃費が伸びるに違いないと期待
していました。ところが反対に燃費が悪
くなってしまいました。
　これは音が静かで、馬力が上がったせ
いで、踏み込んでしまったようです。
　人間の感覚は面白いもので、車の震動
や音を頼りに車のアクセルを同調させて
いると言う事が良くわかりました。
　この音や震動の関係に慣れるまでは燃
費は良くならないかも知れません。
　前回からご紹介しているオイルサプリ
メント、そして【MG-Z】も、そのよう
です。
　車の性能は一段アップしますが、理解
して乗らないと、直ぐに燃費向上とはな
かなか行かないようです。

　最高の製品ですが、これも伝聴研の製品
のようになかなか難しい製品のようです。

【MG-Z】から《オイルサプリメント》へ
　前回の会報で、MG-Z を小分けにした
製品をご紹介しました。
　今回はオイル化した製品（4 本組）も
ご紹介いたします。
a）MG-Z（粒）と
b） 粒状オイル＆燃料サプリメント（２

個組）
c） オイル状燃料サプリメント（4 本組）
の三種類になりますが、どれも効果は同
等ですが、MG-Z の方が数倍長持ち致し
ます。

a）【MG-Z】は
　ガソリンタンク用の少し大きな粒が一
つ、エンジンオイル、オートマオイル
用、デフオイル用の仁丹くらいの粒が８
つ入っています。
　ガソリンエンジン用は半永久。オート
マオイル、デフオイルは一回だけ。エン
ジンオイル用は一粒２万㎞～４万㎞くら
い走れます。
b） 《粒状オイル＆燃料サプリメント》

は小粒が一個づつ入っています。

【MG-Z】と同じプラスチックケースに
一粒づつ入っています。【MG-Z】より
安い分、若干効果期間が短いようです。
c）《液体燃料サプリメント》
　オイル状の小さな容器に入っています。

　《オイル状燃料サプリメント》はエン
ジンオイル交換時毎に（5000㎞から一万
㎞）入れて頂きます。ガソリンタンク用
は半年くらいに一度足して頂きます。
　いずれも「何でこんな高いのに、バカ
みたいに小さいの？」とガッカリされる
かも知れません。
　この少量、小さな容器でこの価格。触
媒と思って頂きたいと思います。
a）【MG-Z】　45,000 円➡ 19,800円
b）粒状オイル＆燃料サプリメント

２個組　4,400 円➡ 1,980円
c）オイル状燃料サプリメント

4 本入り 8,800 円➡ 2,980円

歯磨き（歯周病）
　32 種類の自然由来の成分を絶妙にバ
ランスよく配合。

〈ナチュレソフィアプレミアム〉
　歯磨きと言うより、歯を磨きながら歯
を丈夫にするサプリメントのような強力
な効果を発揮する「歯磨き？」です。
　ご紹介以来、大きな反響で既に数百人
に愛用を頂いています。
　歯に悩みを持つ方はこんなに多いのだ
ということを改めて気づかされました。
　開発者本人の歯の悩みから開発したも
のは違いますね。
　良い製品は小規模事業者から出てく
る、と言う事は真実ですね。
　詳しい使用法は初めてお買い頂いた時
にお付け致してますが、私は極細の歯ブ
ラシを、後退してしまった歯茎に当てて
歯周ポケットのゴミを掻き出すように差
し込んでいます。
　この方法で傷んでいる歯茎の炎症を解
消させています。
　容量は少ないですが、歯ブラシの先に
一滴程度付ければ良いので大型の歯磨き
以上に長持ちしています。
※人体に優しい主成分８種類の天然植物

エキスを含有
※各種ハーブや銀イオン・プラチナイオ

ンで効果的な抗菌力
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※塗るだけでもジェル状で、お口の隅々
まで届きます。

※白い歯や歯茎の痛み予防でリフレッ
シュ。

※舌や口腔内の粘膜も浄化して口臭予防
で爽快感。

※歯周ポケットにも浸透しやすく、使用
後のさっぱり感。

定価 3,300 円
キャンペーン価格2,900円

　今回初めて使ってみようか、と思う方
は直接伝聴研へ連絡をお願いいたしま
す。モニター価格が適用できます。

《浄水器》
　この浄水器は〈歓喜の響〉〈温泉円盤〉

〈蘇生砂〉などを作っている会社の製品。
風化花崗岩を使った製品です。
　取り付けも割合簡単です。
　ソバ屋、豆腐屋さんも遠くに汲みに行
かなくても良いと、大喜びとの事です。

　取り付けられ
た方からは「水っ
て、こんなに美味
しかったんです
ね」という感想
が。
　粒状風化花崗
岩は海底深くに

7500 万年もの月日を掛けて形成されて
いましたが、隆起現象で地表に出ました。
　これを利用したのが一連の商品です。
　考えてみると、雨が地中に染みこみ、
何年もかけて岩石などで濾過されながら
地上にミネラルたっぷりの湧き水として
出てきます。
　富士山に降った雪や雨は３年とか 30
年とも言われていますが、湧水として出
て来るのは有名です。
　これを人工的に作ったと言えば他の浄
水器とは訳が違うと言うことはお分かり
頂けるかも知れません。
　自然の恵みをご家庭で簡単に作ってく
れる製品です。本体のフィルターは 10
年間交換の必要ありませんが、水道中の
浮遊物のみを除去するフィルターは簡単
に交換できます。目安は水量が減った段　
階です。3,850 円
　一度買ってしまえばとても経済的です。
　取り付けは（簡単です）関東の方は直
接発注会社が行ってくれます。遠方の方
は水道屋さんを紹介してくれます。取り

付け費用は実費（一万円前後）です。浄
水器をお考えの方、お勧めの商品です。
※パンフレットはご希望があればお送り

いたします。
価格（設置工事代・送料別料金）
●据置き用	 28,6000円
★交換フィルター	 3,850円

トランス脂肪酸除去の一連の商品
　ご紹介してから既に５年くらい経つで
しょうか。大変多くの方に使って頂いて、
もう行き渡ってしまったのではないかと
思いきや、「迷っていた」と注文して下
さる方が何人もおりました。
　また新しい会員様のためにも引き続き
紹介を続けて行きたいと思います。
　量販店に行けば千円台から売っている
フライパン。十倍以上の価格のこの一連
の商品ですが、使った皆様からは「買っ
て良かった」。と感激の声が沢山寄せら
れます。
　フライパンの場合は大きすぎるという
声もありますが、その場合はバターナイ
フを代用して下さい。

【バターナイフ】
　このバターナイフを天ぷらの油の中に
いれたら良いと紹介した通りにやったら
天ぷらが激変したとの嬉しいおたより。

「野菜炒めも美
味 し い で す 」
というお便り
を沢山⋯。
　今回フライ
パンの在庫が
少 な い の で、
試しと思う方

はバターナイフを使ってみてください。
　数は 40 個ほどです。次の入荷は秋に
なります。

通常 4,500 円➡3,400円

【フライパン】と【天ぷら鍋】　の特徴
※ IH が使えます。（磁石が張り付く）
※天ぷらカスが真っ黒に焦げても油は最

初の状態の綺麗な油のままだった。
 　新しい製品は屑野菜を炒めて表面の

コーティングを剥がして下さい。
※フライパンや天ぷら鍋にこびり付いて

しまった場合には擦って落とすより酷
い場合は火で焼ききってしまって下さ
い。

 　この商品を使うと、とにかく美味し
いと評判です。

【フライパン】

　無くなる事はありませんが、入荷が不
定期なので、在庫があるうちにどうぞお
買い下さい。

27,000 円➡19,000円

【天ぷら鍋】　（万能鍋）
　IH 鉄 たっぷり深型揚鍋 ( 蓋付 ) 
　深型 20㎝、フタ付きの鉄製揚げ鍋で
す。素晴らしいデザインです。
　底が狭いので油も少量で済みます。

IH 対応。
重さ　1320g　深型 20㎝
外形寸法 236㎜× 219㎜× 150㎜
容量 2.8ℓ　適正油量 1ℓ～ 1.2ℓ
底面の厚さ 　1.6㎜

27,000 円➡19,000円

《不思議な石鹸》
伝聴研専用に⋯
　十数年扱って、定番品になっていま
す。今回から伝聴研専用の商品になりま
すが、会報キャンペーンまでに製品の製
造が間に合うかどうか微妙な所です。
　多分先着 100 個は直ぐに出せますが、
次の入荷は８月頃になる予定ですので、
お待ち頂く事になると思います。

　 香 料 を 使 っ
て い ま せ ん の
で 一 般 の 石 鹸
の よ う な 臭 い
はしません。
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＊シミが消える
＊体臭、加齢臭も取れ、肌に刺激が少な

い石鹸です。クレンジングクリームも
不要。肌が突っ張りません。

＊頭に使うと髪が生えてきたという報告
も多数あります。

＊肌に刺激が少ない石鹸です。
キャンペーン価格

１個	　1,875円　５個9,075円
10個以上１個につき	　1,680円

　キャンペーン期間中は何回でも。
　 キ ャ ン ペ ー ン 終 了 後 は 会 員 価 格
2,610 円になります。
　50 個以上の注文に限りますが、今回
から伝聴研オリジナル商品になります。
取り扱いをご希望の場合はお問い合わせ
下さい。

《健康食品》
《カイアニ》

　詳しくは前 32 号をお読み下さい。
　前回紹介した金額は赤字でした。
　紹介は今回で最後になると思います。
詳しくはお問い合わせください。

３種類　21,180円

《アミノ酵母》
　この‘アミノ酵母’は健康と美容に
大切なアミノ酸 18 種類、エラスチン、
コラーゲン、亜鉛、ビタミン B 群、鉄、
オリゴ糖を含みます。不足しがちな栄養
素をまるごと補給できます。
●‘アミノ酵母’のアミノ酸を分析すると

必須アミノ酸を含む 18 種類のアミノ
酸がバランス良く含まれています。そ
の他、栄養素も含んでいます。

●ビタミン B 群（ビタミン B1、ビタミ

ン B ２、B ６、B12、葉酸、ナイアシン、
ビオチン、パントテン酸）８種類を全
て含みます。

●詳しいデータはお買い頂いた時に添付
いたします。

　内容量 150 粒、一日 10 ～ 15 粒お
召し上がり下さい。
　定価 1,760 円

１箱1,670円　3箱4,800円

深海鮫《生肝油》
　スクアレンは一般的に体内において
酸素をすみずみまで運ぶ手助けをしま

すが、歳と共
に減少してい
きます。最近
は積極的に補
うことが良い
とされていま
す。
　スクアレン
を多く含んで
いる食品は、
深海鮫をはじ

め、オリーブオイル、綿実油、アボカド
油などありますが、含有量でいうと深海
鮫の肝油が群を抜いて多いのです。
　光も届かない水深 1,000 メートルの
冷たい深層海水の中、酸素も少ない環境
下で生息する深海鮫の強靱な肝臓（肝油）
にはスクアレン（約 80％）をはじめ、
さまざまな有用成分（約 20％）が含ま
れています。深海鮫の中でもアイ鮫は、
体重の４分の１を肝臓でしめます。肝油
中に含まれるスクアレンの量も他の深海
鮫を遙かに超える量を持っています。
　召し上がり方　１日約４～６粒
　ソフトカプセル 60 粒入り
　定価 1,760 円

１箱1,670円　3箱4,800円

《亜麻仁油生搾り》
　歳と共に減少していく、オメガ３。
　亜麻仁油はオメガ 3 の宝庫。近年大

注目のオメガ 3。
　必須脂肪酸は体
に 入 る と DHA や
EPA に変化する。
　このサプリは他
の製品に比べて劇
的に安いと（毎日
飲んでも２ヶ月以
上）愛用し始めま
した。
　体に入ると脂肪を燃やすため体温を高
め、ダイエット効果も期待でき、また肌
にも便通にも。さらに花粉症などのアレ
ルギーにも効果があるようです。アンチ
エイジング効果抜群のオメガ３です。こ
んな凄い効果があったんですね。
　一日４～８粒を摂るだけです。
　一ヶ月は続けてみましょう。
亜麻仁油は酸化しやすく保存が利かない
と言われていますが、この亜麻仁油は保
存がききますので安心です。
お徳用550粒入１パック	 9,000円
	 ３パック　24,000円

【でんでん米】
　 玄 米 と 黒 米 の
ミックスの健康食
です。そのままで
も、電子レンジで
温めても、大豆の
副食と味噌汁でほ
ぼ完全食。玄米に
し て は お い し い。
保存食にもうって

つけです。
会員価格１パック　　340円
１0個以上は１パック310円

※食品ですので会報の時期のみ取り扱い
ます。品切れご容赦！

《スーパー糠NUKA》
　健康食品で玄米が広がっていますが、
本来はこの胚芽を取らずに食べる事が栄

養価の高い完全
食品に近いのだ
と言います。
　胚芽を取り省
く為に精米しま
すが、その胚芽
を別に摂取しよ
うという、よく

考えてみると笑ってしまうような面白い
製品。
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　初回の方は説明書 100 円を一緒に
買って頂きたいと思います。
　詳しくは 30 号をご覧下さい。
　とても良い健康食品です。
　注文がまとまってから発送になりま
す。 説明書　　100円
1袋　　800円　３袋　2,100円

《天然オリゴ糖ラフィノース100》
　現在、腸内環境改善を目的として販売
されているオリゴ糖は十数種類ありま
す。

　これらオリゴ糖の多くは原料である砂
糖・乳糖を酵素変換、加熱処理等を加え
て人工的に製造されたものですが、ラ
フィノース 100 はビート（甜菜）糖蜜
より抽出・分離した世界で唯一の純度
100 パーセントの天然結晶オリゴ糖で
す。砂糖及び消化吸収される糖質は一切
含まれておらず、高いビフィズス菌増殖
効果が期待できる（理化学研究所）。甘
味度は砂糖の約 20 パーセント、難消化
性オリゴ糖であり、大腸への到達時間は
２～５時間（弘前大）で、その殆んどは
ビフィズス菌の栄養源となる。勿論、血
糖値上昇にも影響しません。
　特性としては、湿度 95 パーセント条
件下、開封状態で放置しても全く吸湿せ
ず、加熱安定性にも優れ、約 160 度ま
で分解しません。従って日本茶、コー
ヒー・紅茶に、煮物や様々な料理に利用
できます。また炊飯時１合当たり１グラ
ムを目安に使用する事によって、米飯食
味・艶の改善、食味保持が期待できます。
　効果としては、人間の免疫向上に大き
く関与するＴｈ細胞リンパ球の増殖（日
本歯科大学）、アトピー性皮膚炎を含む
アレルギー性皮膚炎の改善（日本アレル
ギー学会・日本小児アレルギー学会）、
肝障害改善（千葉大学・富山医科薬科大
学）、歯周病等口腔内改善（全国二十六
開業歯科医院他）が報告されています。

　また、Ｔｈ細胞は抗原・細菌の侵入に
より、Ｔｈ１とＴｈ２型に分化するが、
Ｔｈ１が優位になると自己免疫疾患（リ
ウマチ、膠原病、潰瘍性大腸炎、掌蹠膿
疱症等）、Ｔｈ２が優位になるとアレル
ギー性疾患が引き起こされると言われて
います。
　ラフィノース 100 はＴｈ１及び、Ｔ
ｈ２のバランスに有効である事が報告さ
れており（東京大学・日本大学）、アレ
ルギー・自己免疫疾患の改善、予防に寄
与する旨の評価を得ています。一方、ア
レルギー疾患には真菌であるカンジダ菌
が関与しているケースが多いと言われて
います。カンジダ菌は口腔内や消化管、
皮膚、膣などに常在していますが、日頃、
特に悪さをする事はないが、しかし、免
疫力が低下するとカンジダ菌が異常に増
殖し、病原性を発揮することがあります。
ラフィノース 100 は種々のカンジダ菌
を抑制する作用を持っています。カンジ
ダ症に悩んでいる方には推奨できる商品
です。
2グラム×60本　1箱　3,540円

3箱 10,000円

《桑の葉茶》
◆桑葉は、天然の食物繊維が豊富。
◆ビタミン、ミネラルが豊富。
　糖質をおだやか
にします。
　無農薬で丁寧に
作 ら れ て い ま す。
ノ ン カ フ ェ イ ン。
ミネラルたっぷり。
　500cc のお湯に 10 分。
　ペットボトルのお茶を飲む代わりに普
段携行したら如何でしょうか。
　美味しく頂けます。
ティーバッグ 20 袋入

１袋1,670円➡1,500円
3袋➡3,800円

【歓喜の響（元祖ミネラル水溶液）】
　数年前からこの《歓喜
の響》に取り扱いを替え
ました。「やっぱり元祖
は素晴らしい」との声を
沢山頂きます。利益だけ
で商売をするのと違って
２ヶ月もの時間をかけ本
質を貫いて製造していま
す。本物は違うと実感で
きる品質の良さを実感。

成人病予防。病気になる前に一度は
使って知っておいて欲しい製品です。
ちょっと渋い、酸っぱい味がしますので、
イタズラでカルピスで割って飲んでみた
ら、全くカルピスの味。カルピスと〈歓
喜の響〉と水を同量で割ってみて下さい。
それは飲みやすくというより、美味しく
飲めます。オロナミン C とも相性が良
いようです。
飲む目安、通常時
　体重 60㎏の方は一日 60cc

定価　11,000円
お試し価格　１本目					9,000円

２本目から			10,400円

《 蘇 生 砂 》
　歓喜の響を開発した久保先生の商品。
全ての作物の光合成の力を 20 ～ 40％
も高め、生育を盛んにして生産量を増や
すという効果。

　私のベランダでは今年もスイカ、ナス、
シシトウに加えて、キュウリ、インゲン
も育ててみました。
　勿論大型の鉢植えです。
　家庭菜園や庭だったらこの１キロでも
数年使えると思います。プランターには
指でつまんで混ぜるか振りかけて下さ
い。面白い商品です。
　私の鉢植え農園、昨年は収穫最盛期に
化成肥料と苦土石灰を間違えてしまって
大打撃。

１㎏（袋）1,000円
3袋　2,700円

【温泉円盤｛Spa	UFO｝】
　色つきのお風呂もオツなものですが、
入浴剤を毎回使うには結構出費がかさみ
ます。
　また乾燥肌の
人にはかえって
痒みが増して悪
影響です。
　一番風呂のピ
リピリ感もなく、
よく温まり、お
肌もツルツルに。
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　この温泉円盤は無色、無臭。透明な温
泉の味わい。香りや色でごまかしません。
　初期投資は大きいですが、一日に換算
すると 10 円程度です。
　入浴後は立てかけて水を切って乾燥さ
せておきます。
　お手入れも極めて簡単。

定価 42,770 円➡39,000円

唇からすべての細胞へ
〈還元リップバーム〉

　ウイルスを心配しながら生活を送って
おられると思います。
　毎回予定数の二倍ほどの注文が入りま
す。
　26 号から扱い始めましたが、徐々に
広がり始め、今では病院でも扱い始めま
した。
　広がるのは良い事ですが、入手困難に
なるのも問題です。
　怪我の応急処置、風邪の予防。
　口内炎、ヘルペス。白血球。など、思
わぬ効果の報告が良くあります。
　では⋯これにも⋯、と思い付く事は沢
山あります。

　このリップバームを唇に塗るとたちど
ころに体が酸性から還元されるという
リップクリームです。
※小さな傷にも塗ると回復が早いです。
※シミが気になって塗った所、どんどん

薄くなっている。
※喉がイガイガしたので、外側から塗った

らたちどころにイガイガがなくなった。
※鼻炎ギミの人は綿棒で鼻の中に⋯。
※難聴ギミな方は耳の周囲、もしくは綿

棒で耳の穴の中に⋯。
　体調が悪い場合には唇に余分に⋯。
　ひょっとすると快調になるかもしれま
せん。
　酸化とは炎症・疲弊・過労・ストレス・
老化要因で体調不良が示されます。
　還元とは免疫力アップ、回復力が強く

精神的にも肉体的にも体調良好を示しま
す。定価 3,850 円

キャンペーン価格１本　3,450円
3本 10,000円

《足楽です輪》
　膝の痛い方、足腰が不調の方、是非お
勧めです。
　買って送られてくると、「えーこんな
もの、騙された」と思うでしょう。

　最初私も小馬鹿にしていた製品です。
　しかし、それほど高額な商品とは違い
ますので、たまには騙されてみるもので
す。
　一度買われた方から次々と追加注文を
頂くのが効果の何よりの証拠です。
　極めて柔らかいですので半年くらいで

劣化してきます。３ヶ月くらいでダメに
なったら交換してくれると言う事です。
詳しい解説書が付いています。
　是非お試し下さい。
足楽です輪	 １セット　2,200円

３セット　5,000円

《コウケントー》
　一家に一台必需品。
　我が家ではもう 35 年使っています
し、親戚中持っています。鉛筆くらいの
カーボンを症状に合わせてスパークさせ
ます。その光を指示された通り体の複数
箇所に光を当てます。

コウケントー１号機

　カーボンの種類が合うととても素晴ら
しい効果を発揮します。カーボンは消耗

【第 20 回】詩吟講師・蒔絵職人
　M.I さん

　もともと内向的な性格の I さん。22
歳の頃、心から信頼していた人に裏切
られて極度の人間恐怖症に陥ってしま
い、なんとか前向きになれるようにさ
まざまなものを利用しても効き目はな
く、絶望的になって自殺を考えた時期
もあるほど⋯。
　暗闇をさまよいながらも、詩吟と桐
ダンスの製作を無我夢中で行う苦しい
日々を長年過ごしていた。そんな折に
雑誌で『聴覚訓練』を知り、親身になっ
て話を聞いてくれるアドバイザー、心
地よく耳に入ってくる音楽。繰り返し
聴くうちに、みるみる変化が表れてき
た。「癒し系と呼ばれる音楽を試して
も落ち込んでしまうことが多かったの
に、≪聴覚システム≫で出会った音楽
は不思議なほど、すっと心に入ってく
るものでした」
　身体や精神に良い影響を与える音の

みを抽出し、十数年にわたる研究から
特殊処理されてつくられている音楽の
効果は歴然！詩吟の声も変わっていっ
たという。他流の先生からもお褒めの
言葉をもらうたびに自信がつき胸を
張って声を出せるようになっていっ
た。自分自身も周辺も少しずつ変貌し
ていく日々の中、蒔絵作品『命のゆく
え』は日展の初入賞という結果がご褒
美のように訪れる。フランス人の批評
家は「大変な苦難を経て完成させた見
事な蒔絵の作品」と評した。嬉しい相
乗効果が続き、いつの間にか青空のよ
うなスッキリした心境に変わってい
き、以来、創作活動も積極的になり、日
展には 3 年連続で入賞を果たしている。
　「詩吟と蒔絵。どちらも、真の心を映
し出すもの。長年苦しませたネガティ
ブという心のもやが、『聴覚訓練』のお
かげでスッキリ晴れた気がします。今
後も前向きに生き方の勉強をしながら、
良い作品を作っていきたいですね」

連載〈ぶらあぼ〉体験談連載〈ぶらあぼ〉体験談
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夏　期　休　暇
2020年８月13日㈭～

2020年８月17日㈪
定休日、営業時間

定 休 日　土日、祝日
営業時間　10時～18時

　コロナの影響から毎月行っている多数
が集まるセミナーを 8 月まで自粛してい
ます。

　体験をご希望の方は私、傳田が在社
の限り、個人的にお受けしています。
　体験は午後１時以降、夜でも大丈夫
です。

体験会のお知らせ

会員会報・第33号・2020年６月	発行
 ㈱ 傳田聴覚システム研究所

〒 222-0013 　横浜市港北区錦が丘 11番 17号
TEL：045-439-5955 　 FAX：045-439-5956
info@denchoh.com 　　http://www.denchoh.com

アンサンブルを組織　1986-92

　事件以来、大学には一切期待が持てな
くなった。これまで研究した演奏法を実
現するべく、指揮法を勉強した。またア
ンサンブルを組織して活動を始める事
にした。
　弦楽器と管楽器合計十数名の小規模
なアンサンブルだったが、活動を開始。
　また各種のクラリネットを自ら揃え

てクラリネットアンサンブルも組織し
て活動を始めた。
　研究が佳境に入り、出版と共に活動を
休止した。
　また前後して、中学高校の指導の要請
を受けたが、私の教え方そのものが一般
の教育法と全く異なる事から、それを理
解できる指導者の学校のみ、要請を受け
てきた。
　しかしその異なる方法とは一般の指
導とは真逆の方法で、それまで指導して
来た先生の指導を結果的に全否定する
ことになるので、余程器量の大きい教師
でなければ受け入れる事はできない。
　吹奏楽コンクールが華々しい時だっ

たが、しかし、受けてくれた学校では、
半年、一年くらいで、県では優秀な学校
の仲間入りをしたり、また県代表、関東
代表になり、全国コンクールに出す事が
出来たりと、これまで研究した私自身の
成果を思う存分発揮させる事ができた。
　勿論これは先方の指導者の広い心が
あっての事であることは言うまでもな
い。
　本の出版が最終段階に入った頃、社会
人の吹奏楽団を教えるようになったが、
この聴覚システムの進行と共に楽譜を
読む時間も取れなくなってきたため、こ
れ以上は迷惑がかかると音楽関係から
全て退いた。

品ですが、それほど高いものではありま
せん。
　家族を持ったら一台持つべきだと薦め
ています。
　コロナ予防、病気や怪我にも効果抜群。
自然音日記の怪我もこれで治しました。
我が家では風邪や怪我では病院のお世話
になっていません。

１号機　132,000円
キャスター、別売（13,200 円）
治療方法の本、別売（5,160 円）

　キャスターがあると便利です。機械は
一生使えます。

【音響製品】
《12面体スピーカー》

《２センチと８センチスピーカー》
《CDプレーヤーセット》

　スピーカーと専用アンプは製造が間に
合っていませんので、当面受付を中止い
たします。

外部スピーカー
　《デンダック》や
CD プレーヤーセッ
トからスピーカーへ
音を出したい方へ。
音が素晴らしいと評
判です。
　ヘッドフォンアン
プや《デンダック》
を買って頂いた方。
　スピーカーからも

音を出して音楽や自然音を楽しみたいと
いう方に。
　爽やかな音で聴き疲れしません。
　手に入らない方はご注文下さい。

（トレーニングには使えません。）
色は白と黒　9,900円

《レンズクリーナー》
　必需品です。
　音飛び防止に。CD、DVD プレーヤー
の音の読み込み部のレンズの汚れを落と

します。故障と思っ
たら、まずレンズク
リーナーを試してく
ださい。
湿式レンズクリー
ナー1,940円


