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Ref: FGC-07-2020-04 
 

フロンティアゴールドクラブ(FGC)会員さまへ 
 

 

国民全員への10万円支給が決まった今、その先のためにお伝えする情報に内容を急遽変更したため、

お知らせがずれ込んでしまったことをご了承ください。 

また、お伝えする情報量が日ごとに多くなっていくため、新しい情報に更新しながら数回に分けてお

送りいたします。 
 

 

FGC通信 ～ 2020版Vol.7 
 

 １．新型肺炎の本当の原因 

 ２．いま世界で何が起こっているか 

 ３．今回の新型コロナウィルス問題のカラクリ 

 ４．仕掛け側の目的 

 ５．私たちにできる対応策 

 ６．どんでん返しで貧困のない社会にするチャンス到来 

 
緊急にお伝えする情報になりますので、今回は箇条書きの形でのお知らせになります。 

詳しくは、現在行っているオンラインイベント(オンライン会議アプリ『ZOOM(ズーム)』)にて、オンラ

イン講演会･お話会形式でお伝えしています。 

ゴールド会員の皆さまは無料で参加できますので、フロンティアカレンダーを参照してご参加くださ

い。 

 

１．新型肺炎の本当の原因 

 
● 直接の原因はもちろん新型コロナウィルス。 

● 武漢の生物兵器研究所(武漢ウィルス研究所；Googleマップではすでに所在は完全に抹消されて

いるが、2009年4月にコウモリへの体内侵入実験に成功したことが発表されている)での２名の行

動(中国政府に対する裏切り)と米ハーバード大学細菌生物学教授(学部長)の行動(アメリカ政府

に対する裏切り。2019年12月10に逮捕)で、未完成の生物兵器(COVID-19)が流出。 

● 米中双方が期せずしての細菌戦争に入り、ロシア、イギリス、ヨーロッパ各国、オーストラリア

など他国も絡んだ複雑な状況。 

● これに乗じて各国首脳や著名人も攻撃対象になっている。 

● これが、偶然なのか天の差配かはどちらでもいい事。 

● このウィルスで発症しない人も大勢いる。その差は何かというと、「免疫力の差」が一番。 

● 免疫力の差は、食と運動の差と言っても過言ではない。 

● どんな歴史でも粗食、少食の時には国民の健康問題はなかった。戦時中や非常時の粗食環境下で

の健康問題はほとんどなく、平和になったあとの美食･飽食環境になると途端に免疫力が急低下 

● さらに、薬に依存することで自然治癒力が弱り、疫病を発症して重症化する。 

● 食の質も重要。（例：草食動物の牛に動物の骨や肉粉末を混ぜた飼料を与えてBSEが発生。） 
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● 免疫力低下の具体的な主要原因 ＝ 重症化する人 

・ 肉食(特に日本人) 

・ 米食・生食が少ない。(ローフードが良い)＝酵素 

・ 運動不足 

・ 睡眠不足 

・ 怒り(ストレス)、イライラ、責任転嫁 

・ 各キャンペーン(後述)で必要以上に動揺し術中にはまる 

 

以上、新型肺炎の本当の原因は、免疫力が非常に弱くなった国民の心身と言える 

 

２．いま世界で何が起こっているか 

 

● 潜伏期間は１４日間ではなく２８日間～最大９０日間。 

● いま新型コロナウィルス指定病院に入院すると、殺される可能性が高い。人工呼吸器を使うこと

で致死率が一気に上がる。 

● ＦＡＧＡＭトップ達と製薬会社が医師業界をそのようにコントロールしている。 

● 最大の感染経路は人→人ではなく、人→モノ→人。 

● 特に注意するモノは靴と衣服と電磁波、静電気。場所はトイレ、玄関などのプラスイオン優位の

場所と電磁波の強い場所。 

● COVID-19はプラスイオン優位の場所で５日間～７日間生き続け、感染し、プラスイオン化された

身体で増殖、活性化する。 

● 身体のプラスイオン化の原因は、過食、肉食、加齢、電磁波、合成洗剤、化学薬品、香水、運動

不足、ストレス、寝不足、衣服など。 

● 単なる風邪も普通のマイコプラズマ肺炎もインフルエンザもCOVID-19と診断されるようにされ

ている。 

● 風邪、ウィルス性肺炎の死者数は今年４月までで、昨年の５分の１。 

● 感染者数、死亡者数は作られた数字でもある。 

● マスコミや高級官僚を動かし、政府トップも多くの有名人にも意図的に偏った情報が送られてい

る。これは恐怖キャンペーン。 

● 昨年も同じような恐怖キャンペーンをしたとすれば、今回と同じような状況に社会も政府もなっ

ていた。 

● これまでにもいろいろなキャンペーンが行われている。ワクチン投与キャンペーン(マイクロチ

ップ投与)、地球温暖化キャンペーン、食糧危機キャンペーン(バッタやイナゴ)など。 

● 私たち一般市民はそれらの情報を疑うこともなく、また少々疑ったとしても「やっぱりそうだっ

た」と思わせられる状況があちこちに作られて、その情報も真実味を帯びて流されている。 

● マスコミ、官僚、各機関のトップそして首相を通じて、政府をコントロールしてきた極東ＣＩＡ。 

● 極東ＣＩＡはロックフェラー財団の日本窓口、そのバックにロスチャイルド。 

● しかし、人為的であろうが、天の差配であろうが、世界の流れは固まってきた。 

● 封建主義社会が終焉し、資本主義となってから200数十年(400年とも言える)。資本主義社会が次

の社会に移行する時期がきたということ。 

 

３．今回の新型コロナウィルス問題のカラクリと仕掛け側の目的 

 
● その現れが、仕掛け側も意図していなかった未完成生物兵器流出を発端とする経済社会の混乱。 

● 同時に世界の企業株の買いあさり。終息後はかなり牛耳られている。その一部がＦＡＧＡＭ 

● 追い風になっている業種： 日用品店、ドラッグストア、ネットショップ、病院、インターネッ
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ト関連、運送、メディア、宗教、デモが煙たいもの等 

● 逆風にあっている業種、人だけでなく、いま追い風の業種も人も大変なことになる模様 

● 我々庶民から天皇陛下までそれぞれに必要な変化があり、その変化を今起こすことで回避できる

可能性がある 

● 200数十年前、封建社会を資本社会にすることで１３血流が達成しようとしている理想とは、「人

間が壊した自然を元に戻し、健全な地球にすることが人間の役割であり、使命である」その目的

を達するための手段は… 

① ７０億人を8,000人に(26億人にという意見もあるらしい)。300人委員会が神の使い(支配階

級)、残りは労働者、奴隷、家畜人間。 

② ワクチン投与キャンペーン 

1. もうすぐワクチン開発成功が発表される 

2. マイクロチップ入りワクチンを体内に入れることで動向を完全に把握し、資金を一気

に集める。(マイクロチップは必要なタイミングで爆破も可能) 

③ 地球温暖化キャンペーン、食糧危機キャンペーン(バッタやイナゴ)など 

④ 第３次世界大戦、５Ｇ軍事情報戦争など 

 

４．私たちにできる対応策 
 

● そのような人類虐殺、家畜化計画を阻止する団体も働きもあり、その流れも大きくなっている。 

● それよりもまずは、自分たちが感染しない。しても発症しない。発症しても小難で完治。摂り込

んだウィルスは不活性化させて拡散しないこと。 

● ウィルス、腐敗菌はプラス電位。マイナス電位に触れると感電して不活性化。 

● 発酵菌にはマイナスイオン化したもののほうが多いので、発酵菌(スーパー微生物)の長所進展を

サポートする。 

● アルコールなどによる殺菌は発酵菌も殺してしまうため、得策ではない。生活圏では殺菌ではな

く発酵菌をまとうことを心がける。 

● スーパー微生物、発酵菌、マイナスイオンを身体にまとうには？ 

① 気分良く生活する（笑顔が最高） 

② うがい、手洗い 

③ 衣服、靴、頭、マスクにスーパー微生物活性液やソマチッド水をスプレー 

④ マスク、鼻呼吸 

⑤ トイレでは、必ず蓋をする 

・ 蓋をしないで流すと９メートル飛び出す菌がトイレ中を飛び回り、数時間から５日

間生き続けて、感染を待つことになる。 

・ 室内の上方四隅にスーパー微生物活性液やソマチッド水をスプレー 

 

● マイナスイオンをまとうためには、何よりも免疫。とにかく免疫力を上げる。 

① １日２食以下、口にするものの質も重要 

1. マイナス電位、ソマチッドの多い水を飲む 

・ MC純金水(SN純金水) 

・ ソマチッド水(水宝水、カムナ万能スプレー･華) 

・ アレー水宝水、アレー機 

2. 生ものを食べる(酵素を摂る) 

・ 化学肥料・農薬無しのものを食べる。 

・ 農薬、消毒薬は腸内の発酵菌も殺してしまうので、サラダは気を付けて食べる。 

◆ お米以上によく噛んで(一口で４８回)食べると無害化 

◆ それができない場合は、Enexナノ還元プレートに乗せるか、アレー水宝水、安
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心やさい、アレー機、リセラなどで無害化する 

・ 酵素サプリメント： カムナ酵素水、音無、カリカセラピ、ZEROのちから、アグアド

リンク、丸山酵素、富元酵素 粉末ボイセンベリー、ちょうさわやか等 

3. 温かいものを飲む 

・ 葛根湯、ショウガ湯など 

4. 必須微量ミネラルを摂る 

・ このミネラルがないとビタミンを摂っても吸収せずに出て行ってしまう。 

・ 必須微量ミネラルサプリメント： SN純金水、音無、カムナ酵素水、カリカセラピ、

TMFパウダー、MCMなど 

5. ビタミンＣ、Ａ、Ｄを摂る 

・ みかん、日光浴がお奨め 

6. 米を食べる(日本人は特に) 

・ 日本人にとっての肉食は腸内に腐敗菌を増やし、急激に肉体をプラスイオン化、老

化させる。 

・ サラダも気を付けて食べること。(48回噛む。Enexプレートや安心やさい、アレー

水宝水などで農薬を無害化。) 

② 運動 

1. 両手振り運動（量子力学でいう重力波発生運動） 

2. ラジオ体操（超ラジオ体操） 

3. 背伸び運動、つま先立ち、貧乏ゆすり 

③ 体温を上げる 

1. 飲み物（葛根湯、ショウガ湯など） 

2. 湯舟に浸かる（４２℃～４３℃）、湯舟に華ブレンドを数滴垂らす。 

3. 背骨(背筋)を温かくしてマイナスイオンをまとう 

 

④ 部屋、土地、場の結界を作り、マイナスイオンをまとう 

1. スーパー微生物(EM;有用微生物群の結界、スプレーと念波(量子力学の重力波発生装置

である、松果体を使って出す波長、波動)で微生物をまとう 

2. セルフレッシュネット(Cell Fresh Net)をエアコンに設置して部屋をマイナスイオン

化する 

3. 水のマイナスイオン化、ソマチッド増加で、体内をマイナスイオン優位にして、ソマチ

ッドをまとう 

・ MC純金水(SN純金水) 

・ ソマチッド水(水宝水、カムナ万能還元水･華) 

・ アレー水宝水、アレー機 

4. 華ブレンドを湯舟、加湿器に数滴垂らして、浴槽、部屋をマイナスイオン化 

 

● 量子力学で解明されている重力波にカギがある 

● 重力波： 音波(10の10乗～10の30乗)＜光波＜重力波(10の110乗)＝念波 

● 念波は人間の持つ能力でもあり、結界には重要 

続きは次回 

 

５．どんでん返しで貧困のない社会にするチャンス到来 

 
● 国民全員への10万円支給が決まったが、それが「いつ支給されるのか」ということしかマスメデ

ィアでは言わず、その期間が何か月続くのかなどの突っ込んだことは箝口令が敷かれている模様。 

● それが5月早々に支給されたとしても、またその期間が3ヵ月や半年程度だとしたら、ばら撒かれ
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た資金は国民が貯めこみ、流通せず、国家財政も景気も苦しくなるばかりの愚策と言える。 

● ところが、次のようなことが実現出来たらどうか。 

 

① 国民一人当たり10万円が今後ずっと毎月支給される 

② それに税はかからない 

③ さらにこれまで以上の増税は無し 

④ インフレにもならず、経済は安定する 

 

● これを実現可能にするのが、日本版ベーシックインカム。 

● 佐々木重人氏が、イタリア第1党五つ星運動の創始者ベッペ・グリッロ氏（貧困の撲滅を最優先

政策として、政権獲得後にすぐ財政出動で所得保障政策を導入した。）やダニエル・ハニ氏、エ

ノ・シュミット氏らのベーシック・インカム国民投票のプロジェクトを参考に、ベーシックイン

カムを日本に導入することを提案。この案には穴がなく、どんな経済学者も明確な理由をもって

反対できないと確信している。 

● 今回の新型コロナウィルス問題で、生活が立ち行かなくなっている人や店舗、会社も多く、明日

や来月にも破産、倒産どころか衣食住に事欠く人が出てきている。 

● 誰がどれだけ大変で苦しいか、逆に苦しくもないのにもらえるならできるだけもらおうという人

がどれだけいるのかを判定しようとしている間に、本当に大変な人が力尽きようとしている。 

● 今の急場を凌ぐために、区や市や県や都、そして国に今回の支援金をと要求するのは議論の余地

もないが、現在の支援策のようにただ出すだけの策では、1回こっきりか、数回程度で終わって

しまい、継続することは困難。 

● そこで、今回の新型コロナウィルスのような問題が今後発生したとしても、経済面の心配なく落

ち着いた情報収集と分析で、適切な対応ができる体制を作り、それをいつでも再開できる状態を

維持するということを考えると、下記ベーシックインカムが私たち現代社会人として最良の選択

のひとつと考えらる。 

● そのベーシックインカムが支給されると、次ページのようになる。 
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家族構成 1名 2名 3名 4名 5名 

月収 ¥180,000 ¥230,000 ¥320,000 ¥380,000 ¥400,000 
ベーシックインカム ¥100,000 ¥200,000 ¥300,000 ¥400,000 ¥500,000 

月収計 ¥280,000 ¥430,000 ¥620,000 ¥780,000 ¥900,000 
 

● 増税なく導入、施行され、またインフレもなく経済が安定する仕組みが次の通り。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 国民一人につき一律月額10万円を支給したとすると、ほぼすべての国民が最低限の生活保障を得

られ、自分に合った職業を選択して能力を発揮することができると言える。 

● 中央銀行が直接ベーシックインカムを支給することで、増税なしで実現でき、貧困のない社会が

始まる。 

● 中央銀行が最初の財源を新規発行する(お金の増刷をする)ため、インフレが懸念されるが、上記

図のように、中央銀行が全ての供給資金を管理する(商業銀行の信用創造による通貨発行を禁止

する)ことで、新規に投入されたベーシックインカム資金は、銀行融資総額の調整で物価の安定

を実現できる。 

● また上記左図のように、GDPに対する資金供給量が100を超える国は、この方法でのベーシックイ

ンカムが成功すると言える。日本は200をゆうに超えている(日本は245)ため、増税することもイ

ンフレの心配もなくベーシックインカムを導入し、健全に経済が回っていく。 

● このベーシックインカムの実現には、憲法改正が必要なように思えるかもしれないが、普通の法

中央銀行 

政府 商業銀行 
会社・店舗 

ベーシックインカム 
 (Basic Income) 

ローン 
保証金 資金供給 

ベーシックインカム財源 

③税金＋社会保障費 
⇔ 

公共サービス 
給料 
労働 

①支払い 
⇔ 

商品・サービス 

②税金＋社会保障

費 
⇔ 

公共サービス 

経済の仕組み 
GDP に対する資金供給量 

税金＋社会保障費 

ベーシックインカム 

127 兆円 

127 兆円増 

兆円増 
72 兆円増 

信用創造での通貨

発行を禁止。 

中央銀行が資金供給を

完全管理。 

香港(390)～コンゴ(15) 

増税なく導入し、経済が安定する仕組み 

ベーシックインカム (Basic Income) 
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律でも実現する。 

● 実現方法のひとつは、自治体に対して国民の直接請求権を行使することであり、国民全員に10万

円支給が決まった今、非常な現実味を帯びてきた。 

● 直接請求とは、住民の意思が政治に反映するように、直接的政治参加が保障されている制度。 

● 条例の制定を請求する権利(国民発案またはイニシアチブ)は、有権者の50分の1の署名で成立す

る。(50人に一人) 

● 具体的には次の条例案を私たちそれぞれの自治体(区町村または市、もしくは都道府県)に請求す

る。 

● 小さな単位である区町村から始めるのが最も効果的。 

 

 

++++++各自治体への直接請求++++++ 

 

感染症対策による経済的被害の支援に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、(自治体名)の感染症対策等による、経済的被害に対する支援の手続きに関して必

要な事項を定め、もって(自治体名)民及び(自治体名)内企業の権益保全を速やかに担保することを目的

とする。 

  

（ベーシックインカム支給法） 

第２条 (自治体名)長は、令和2年4月20日に閣議決定された、住民基本台帳に記録されている者1人につ

き10万円を給付する「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に関して、回数や頻度を限定することな

く、恒久的な月額支給制度とすることが住民の総意として、以下のベーシックインカム支給法成立を令

和２年５月に政府に強く要求、あるいは包括的地方公共団体（広域的地方公共団体）に対して、令和２年

５月に住民の総意として政府に強い要求書を提出するよう求めなくてはならない。 

 

１．わが国はベーシック・インカムを導入する。  

 

２．中央銀行(日本銀行)のみが、公的かつ独立した機関として、紙幣、帳幣、および電子通貨の形で法貨

を発行するものとする。取引口座にある既存の帳幣はすべて法貨とする。民間金融機関の対応する債務

は、中央銀行に対する債務とする。 

 

３．(ベーシックインカム) すべての個人が尊厳をもって存在し、社会生活に参加するために、中央銀行

はベーシックインカムを住民基本台帳に記録されている者すべてに毎月10万円を無条件で支給する。 

なお、支給額は本法律の目的を達成するために政府と相談して年度ごとに見直すものとする。 

 

４．(経済の原則) 経済は人間の生活を基盤とするものでなければならず、ベーシックインカムは経済の

基となる通貨（ベースマネー）でなければならない。資金供給の総額は中央銀行によって透明性をもって

適切に調整するものとし、特に、政府と相談して貸付額と課税額を調整することによって物価を安定さ

せなければならない。 

 

（(自治体名)長の義務） 

第３条 (自治体名)の感染症対策等による経済的被害に対して、以下の(自治体名)住民及び、事業者へ

直ちに必要な経済的支援を最大限に行うものとする。 

 

１．(自治体名)長は児童扶養手当を受給している、又は認定を受けている世帯の児童扶養手当を本条例
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施行後、○回に限り、直近となる児童扶養手当支給月に○万円を加算するものとする。 

 

２．(自治体名)長は(自治体名)内在住の非正規労働者を対象に令和２年２月から令和２年５月のいずれ

かの月で、前年同月に比べ収入が５０％以上減収した(自治体名)民に○万円を給付するものとする。 

また、勤務歴が１年未満の場合は令和２年２月から令和２年５月のいずれかの月と比べ３か月前の月の

収入が５０％以上減収した(自治体名)内在住の非正規労働者に○万円を給付するものとする。 

 

３．(自治体名)長は令和２年２月から令和２年５月のいずれかの月で、前年同月に比べ収入が３０％以

上減収した(自治体名)内の不動産を借りて事業を営んでいる中小企業及び小規模事業者と個人事業主に

一律、○○万円を給付するものとする。起業が１年未満の企業は令和２年２月から令和２年５月のいず

れかの月と比べ、３か月前の月の収入が３０％以上減少した(自治体名)内の不動産を借りて事業を営ん

でいる中小企業及び小規模事業者と個人事業主に一律○○万円を給付するものとする。 

  

（(自治体名)長の努力規定） 

第４条 (自治体名)長は、国及び包括的地方公共団体（広域的地方公共団体）の感染症対策等による経済

的損失に対する支援に必要な財源の確保に努めなければならない。 

（ア）使途を明確にした寄付金窓口の創設、寄付の募集告知 

（イ）財政調整基金などの余剰予算の活用 

（ウ）国及び包括的地方公共団体（広域的地方公共団体）の交付金の活用 

（エ）不要不急の予算抑制 

など可能な限りの方法を用いて、財源の確保に努めなければならない。 

 

２．(自治体名)長は(自治体名)内の中小企業及び小規模事業者と個人事業主の倒産回避と(自治体名)内

在住のすべての労働者の雇用維持を最優先として、状況に臨機応変に対応しなくてはならない。 

 

３．(自治体名)長は(自治体名)内で発案される直接請求案全てを、全住民にわかりやすい形で直ちに周

知しなくてはならない。 

  

附 則 

（施行期日） 

１．この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

● 上記、赤文字をそれぞれの地域自治体名、金額に代え、また上記を元にして条例案を作る。 

● 有権者の50分の1どころではない人数が利用しているメール、Facebook、ライン、などのソーシ

ャルメディアを使って拡散。 

● それによって、現在の議員がそれに沿って動く (我々がネットを使って彼らを動かす) ことにな

るため、実際に署名運動をすることなく条例案は可決することになる。 

● いくつかの地方自治体(区町村)のいくつかで条例が成立すると、百匹目の猿現象で都道府県に要

望書がどんどん提出されるようになる。 

-------------- 

 

以上、私たちがいま迅速に発信すべきことであるため、少々粗い案かもしれませんが、要点を箇条書き

でお伝えしました。 

要点それぞれについて、詳しい話や真実情報がありますが、文章にするには情報量が多すぎるので、詳

しい説明はオンライン情報会で説明することにします。 

フロンティアカレンダーでZOOM(ズーム)イベント情報をチェックして、ご質問やもっと詳しく聞きた
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い点などがあれば、ご参加ください。 

 

 今月入会されたゴールド会員の皆さまのため、また復習のためにも先月お伝えした内容をあらためて

以下に掲載します。 

 

いつもありがとうございます 

フロンティアショップ代表 

 

 

 

++++++ 2020年3月のゴールド会員、FGC通信＜FGC-06-1108版、改定2020-03＞の一部 ++++++ 

 

新型コロナウィルス･インフルエンザ･生物兵器･放射能などの対策 
 ★ ウィルス問題の先、またその先にやってくるもっとずっと悲惨な状況を回避 

 ★ スーパー微生物(EM;有用微生物群) 

 ★ MC純金水、酵素水、電子水、ソマチッド水 

 

新型コロナウィルス･インフルエンザ･生物兵器･放射能などの対策 
 

★ ウィルス問題の先、またその先にやってくるもっとずっと悲惨な状況を回避 

いま世間を騒がせている新型コロナウィルスの問題について、マスメディアでは民衆をひとつの方向に持っ

ていこうとする情報一辺倒で、他では楽観視させる情報や生物兵器だという陰謀論など様々ですが、実のとこ

ろはどうなのでしょうか。 

確かに、信頼できる筋からの情報として人為的なものが絡んでいて、日本政府も脅されているが故の現在の

発表だそうです。 

では、それが生物兵器で日本もそのターゲットだということが事実だったとして、「それみろ、やっぱりだ

ろ？」と言ってどうなるのでしょうか。 

その悪意の発信源を突き止めることが出来たとして、闇の支配者に対して私たちはどうするべきなのでしょ

うか。 

そう考えること自体が悪意の相手の思うつぼのようです。 

なぜなら、私たちが本来向かうべきこと、為すべきことをすると、悪意の相手は立ち行かなくなるそうです

が、外の敵に意識を向けることで私たちが為すべきことから目をそらしてしまうからです。 

そして、外の敵に意識を向けるということは、人のせいにするということです。 

そんな私たちの意識の方向が変わらない限り、生物兵器や気象兵器、地震兵器、もしくは純粋な天災にかか

わらず震→火(熱)→水(寒)→○が輪をかけてやってくるという流れは変わらず、新型コロナウィルスが収束に

向かっても、経済の問題が想像以上に深刻になり、それに追い打ちをかける出来事が待っているようです。 

そうです。 

私たちは人のせいにしてき過ぎたようです。 

思い起こしてみれば明らかですが、「人類がこのまま環境を汚したり壊したりし続けていたら地球は生きも

のが住めない星になる」とか、「実体のない通貨が使われるようになってくると世界の経済は成り立たなくな

Sei 
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る」ということをもう何十年も以前から耳にし、私たち自身も幾度となく考えてきたかと思います。 

 

ここにきて誰もがハッキリとその時が来たことをイメージできるまでになったというだけのことで、逆に言

えば、誰もが変わらざるを得ず、その流れで私たちが変わることで世界経済の仕組みが変わり、地球環境が浄

化に転換する時期になったとも言える訳です。 

 

私たちがもっと早くにこの動きを自主的に始めていれば、新潟や神戸の震災もなく、狂牛病も豚インフルエ

ンザも鳥インフルエンザも流行ることがなく、阿蘇の噴火も東日本大震災も原発事故もなく、西日本豪雨もな

く、さらにこれから起こる強制的な人間生活圏の崩壊はずっと緩やかだったようですが、経済でいえば今の政

府の緊急経済措置はベーシックインカムに近づいているようですし、新型コロナウィルス問題にしても後述し

ますが、私たち各自の生活習慣の大きな見直しに繋がるので、良くないことばかりでもないと考えられるので

はないでしょうか。 

 

とは言え、いま身近に迫りくるウィルスと揺れ(経済と地震など)には対応しなければなりません。 

 

備蓄などは当然と思われるでしょうが、根本の対応をすることを考えるならば、ウィルス問題の先、またそ

の先にやってくるもっとずっと悲惨な状況を回避する必要があるようです。 

 

その答えは、新型コロナウィルス･インフルエンザ･生物兵器･放射能などの対策と一致するようなのです。 

それは何か。 

 

それは、量子力学で解明されている重力波にカギがあるそうです。 

このことを詳しくお伝えするには紙面ではあまりにも足りなさ過ぎですので、毎月のゴールド会員頒布動画

での説明をご理解の参考にしていただくとして、ここでは結論をお伝えします。 

 

＜ 重力波→微生物→腐敗(酸化)→感染(悪化、老化)→未病→不調和(苦労、競争、戦い) ＞ 

 

という流れが新型コロナウィルスなどの拡大であり、これまでの大勢の流れでした。 

これが収束に向かう流れはというと、 

 

＜ 重力波→微生物→発酵(抗酸化)→免疫(回復、若返り)→健康→調和(ツキ、幸運、平和) ＞ 

 

ということになります。 

 

このことから、微生物の酸化か抗酸化かということがパンデミックか収束かの分岐点であること判りますが、

何が原因で分れるのかかというと、量子力学ではそれが重力波で、その重力波の重要な決定要素が実は人間の

思念であることが判明したそうなのです。 

 

こうなると、これまで月例・海底村本物情報会の思念現実化情報を聞いてこられた方々はいろんなことが繋

がってくると思います。（参加もしくは動画を観ていない方は、シリーズで動画をご覧ください） 
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収束の流れを見てみると、一見スムーズなようですが、これまで気付こうとせず食生活も食品ロスも汚染物

垂れ流しも無駄遣いも変えて来ず、今も変えようとしない部分の多い私たちには、回復の前に発熱(原発事故

や熱波)や寝込む(震災や水害)という症状が何度も起こっていて、回復の前に一度は崩壊するしかないという

段階にまで来てしまっているようです。 

私たちの子や孫をその崩壊に巻き込み始めてしまっているのは、見ての通りです。 

それを避けるすべが、そしてそのタイミングが、まだほんの少し残っているそうです。 

 

まずは、とにかく私たちの生きる姿勢と生活を変えること。 

 

どう変えるか？ これは、ゴールド会員の皆様にお配りしているマントラを基本にして、ご自身のマントラ

(真言)を作ることから始まります。 

そして、新型コロナウィルス･インフルエンザ･生物兵器･放射能などの対策、そして今回の騒動がきっかけ

でもうすぐ起こる大変な状況への対策をフロンティアショップでするとなると、以下のものがその強力なサポ

ートになるようです。 

 

・ スーパー微生物(EM;有用微生物群) ： これらと仲良くなれば今回の騒動はいとも簡単に解決。 

・ MC純金水、酵素水、電子水、ソマチッド水： 抗酸化水を飲み、その雰囲気を纏
まと

い、周りに与える。 

・ 華ブレンド･万能スプレー「華」： 脳を活性化し、抗酸化微生物を元気にする。結果として酸化微

生物を殺すのではなく、片隅でひっそりとさせる。 

・ ミラクルドロップ： 感染、発病した場合に喉に数滴垂らす。（1日に数回） 

・ オールインワンジェル丹波： 感染、発病の対応と予防のために鼻の粘膜に塗る。（1日２～３回） 

・ カムナ御守カード： 思念という重力波を発することで、スーパー微生物を身にまとい、ウィルス

対策だけでなく、経済的、対人関係、健康、美しさ、運など全ての面において好循環に転換する。 

 

★ スーパー微生物(EM;有用微生物群)  

新型コロナウィルスやインフルエンザなどの有害ウィルスや有害菌は殺菌という手段では解決できな

いことが明らかになっています。 

それどころか、殺菌は有益菌も殺してしまうことで、免疫力、自然治癒力も失うことになってしまいま

す。 

前述のように、健康は調和です。良い菌も日和見菌も悪いとされる菌も2対袋6対2で中和の自然の均衡

状態(海底村本物情報会動画参照)。そこに人の思念が入ると日和見菌が思念通りに一気に向かい、2割の

良い菌も悪い菌も存在はあるけれども優勢となった側に押しやられた形で存在するだけなので、思念が

利己なら酸化(腐敗、老い)に、利他なら抗酸化(発酵、若返り)という状況が現れる訳です。 

 

これまでも、新型コロナウィルスどころかスペイン風邪やエボラ出血熱、デング熱、天然痘、日本脳炎、

狂犬病など、酸化菌はいくらでもありました。 

それが、鳥や豚のインフルエンザやサーズ、エイズなど収束をみせないもの(マスメディアは、当初の

http://gop55.shop-pro.jp/?pid=106469467
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目的が達せられると言わされなくなるので、私たち一般大衆は収束したと思わせられているもの)が手を

変え品を変えて出てきて、殺菌を奨励することで、悪意を持つもの(と考えた方がイメージしやすいので

この表現をします)にとって最大の脅威である「私たちが本来考えるべきこと、発するべき言葉、するべ

き行動」をまんまと抑えられてきました。 

 

そうです。私たち一般大衆を破滅に向かわせようとする存在は知っていたということになります。 

何を？ それは、、、 

 

「殺菌や滅菌や抗菌ではなく、私たちの思念だけですべての菌、微生物を調和させることができること

を」です。 

 

となると、ほんの少しでも発酵菌、抗酸化菌というスーパー微生物と仲良くなれば、そして有害菌やウ

ィルスにばかり過剰な意識をむけることでそれらにエネルギーを与えることがなくなれば、今回の騒動

はいとも簡単に解決します。 

 

私たちの浅はかな科学よりも、菌やウィルスを含めた微生物たちは全てを知っているそうです。 

 

そして、比嘉輝夫先生を筆頭に、スーパー微生物(EM;有用微生物群)のことをよく知り、すでにスーパ

ー微生物(EM;有用微生物群)と超仲良しになっている科学者もいて、それに賛同して行動に起こし、結果

を出し続けている「見返りを求めないEM生活者」も日本全国に数多くいます。(EM団子投げで全国の河川

や海、汚染地域を浄化しているU-Netなどが好例です) 
 

スーパー微生物は、国境や県境、時空間などは何の妨げにもならず、「ありがとう」「楽しい」「幸せ」

と言うだけで集まってくれる愛すべき仲間です。 

逆に敵対しようとすれば、いくらでも形を変えて倍返しで反撃をしてくるので決してかなうような相

手ではありません。 

 

そんな偉大で凄い相手に殺菌、滅菌、抗菌って、、、。 噴飯ものですね。 

 

ここまでお伝えしても、やっぱり過食、無駄食、肉食、汚染、破壊をやめられず、また、やめられない

人を批判するのをやめられない私たちがいます。 

 

「目覚めよ」と伝えようとしたり、書を配ったりして、本心では自分が一番目覚めるのを拒んでいるこ

とを周りに表現して回っている私たちがいます。批判、怒り、近しいものの殺傷は腐敗へのカギだという

のを知っていながら…。 

 

こんな現状だからこそ、前述したように、パンデミックやその後の経済的、そして揺れ(震)という、生

まれ変わりのための崩壊がもうすぐそこまで来ているわけです。 

 

土に触れることぐらいは簡単なことです。 まずは一日に最低一度は土に手を突っ込みましょう。 
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★ MC純金水、酵素水、電子水、ソマチッド水 

 このように、微生物は重力波の変換機能があり、重力波を良くするのもそうでなくするのも私たちの

思念ということを理解することができたか、なんとなくそのような気になったのなら、私たちの望む結

果を強力にサポートしてくれるツールを最大限に利用することが出来るようになります。 

 

 そのツールが、MC純金水であり、酵素水(カムナ酵素水、ZEROのちから)、電子水（アレー水）、ソマチ

ッド水（Enexナノパウダー還元水・ソマチッド、Enex水宝）です。 

私たちはこれら抗酸化の水を飲み、その雰囲気を纏
まと

い、周りに与えることができます。 
 

なぜなら、私たちの住む世界では、すべての情報は水を介すからです。 

 

水と聞いて、あの液体の水だけをイメージして、「いや、水だけではないだろう」と思ってしまった方

は、少々考え方を変える必要があります。 

 

水には個体(氷)も気体(蒸気)もありますし、それだけでなく目には全く見えないイオンやもっと細か

な状態の水もあるのに、「水というとあの液体の水」と決めてかかるという判断を下して（思いこみをし

て）いるから。そして、ちょっと揚げ足取りの気持ちが湧いた証です。もう少し柔軟になりましょう。 

 

人間は本来の整流された0.1Aの生体電流が滞りなく流れ、生体地場が整うことで、地球磁場と連動し

て、幸せの方に向かうようになります。 

身体に良いとされるミネラルの中でも最高通電率のミネラルは金ですので、99.99％の純金水は生体電

流を滞りなく流す強力なサポートをします。 

 

 この純金水のサポートというのは、「1日分の純金水を常に30時間以内に体内に取り入れ、１ヶ月間で

MC純金水１セットを使い切る」ということを続けることで得られるものです。 

 これは、体内電流が隅々にまできちんと流れ、生体磁場が整うことで、身体が地球の磁場と正しく連

動して、本能的に自分が幸せになる方向に進むようになりますので、本人にしてみれば「幸せが向こうか

らどんどんやって来る」ように見える訳です。 

思念現実化のチカラ、生きる姿勢、考え方がほとんどご自身の使命に沿っていて、あともう少しという

段階の方ならば、極端に言えば1か月だけの純金水使用で卒業ということも考えられます。 

思っただけですぐ現実になることがかなりの確率で起こり始め、そのコツを得られたら卒業です。 

周りの人にも伝えましょう。 

ただし、それを理解するかどうかは相手次第です。決して「信じなさい」という姿勢にはならないよう

にしましょう。新興宗教になっちゃいますから(笑) 
 

カムナ酵素水やZEROのちからは、還元の水です。 

簡単に言うと、酸化(老化、腐敗)の進みを弱めて回復、元気になるものです。いわゆるアンチエイジン

グの水ですね。 

たくさんのスーパー微生物たちがより元気になることで、ウィルスや病原菌が大人しくなり、抵抗する

http://gop55.shop-pro.jp/?pid=106469467
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=107800813
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=110967578
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=143665204
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=118539681
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=104793911
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=106469467
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=107800813
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=110967578
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ものは追い出されることで発病しても治癒に向かいます。 

ニオイ除去や品質保持の作用、また消化酵素で判る通り、有害物質を含めたあらゆるものを分解してエ

ネルギーに転換する機能もあります。 

 

 電子水、ソマチッド水は、抗酸化の水です。 

 抗酸化とは、還元と同様ですが、電子とエネルギーを与えるという別のプロセスで、錆びない、快適、

安心感があり、静電気感電も起こらないので酸化汚れが付着しないという特徴があります。 

 また、食物を消化分解してエネルギー転換するのとは違い、電子とエネルギーがダイレクトに与えら

れることで消化に消費されるエネルギーが不要なので、若返りや生き返りという時間を超える現象を起

こすこともあります。 

これらの還元水、抗酸化水を飲み、浸かり、スプレーすることでその水とスーパー微生物を 纏
ま と

うこと

になり、見返りを求めず周りに与えること(愛)によって、抗酸化水とスーパー微生物、ソマチッドが与え

た分以上に集まってくるようになります。 

となると、その結果は、、、。よく言われている通りです。 

 

与えれば、それ以上に自分に還ってくるという嬉しい事態になってきます。 

 

★ 華ブレンド･カムナ万能スプレー「華」 

華ブレンド(5ml ボトルまたは 15ml ボトル)は、日本ネッシン協会会長の横山 卓 E

た く

A先生が、施術をする代

わりになるものとして開発されたリシェルブレンドというアロマ製品シリーズの最新のもので、お風呂

に２滴入れることで全身のリラックスと邪気が祓える優れものです。 
これを加湿器 1 リットルに 1～２滴垂らすことで、部屋中の気が浄化されて発酵菌、好気性微生物類が

活性化することで、新型コロナウィルスを含めた腐敗菌類を隅に追いやっておとなしくさせ、これが数

日継続することで腐敗菌類は死んでいきます。 
カムナ万能スプレー「華」は、前述のアレー水宝水(水宝水をアレー機で電子チャージした水)に上記の

華ブレンド、そして Enex ナノパウダー還元水・ソマチッドを絶妙にブレンドしたもので、これを足の裏

にスプレーすることで、脳が活性化して脳に関係する病の人が喜ぶ結果になり、判断力が上がり、勘が良

くなるので、いわゆるツイている状態になります。 
これをマスクにスプレーすることで、強力に浄化され数時間は継続し、その後はスーパー微生物が集ま

ってきて腐敗菌類が入る余地が非常に少なくなります。 

また、使い捨てマスクも使う際にスプレーすれば、その日も使うことが出来ますが、できれば一日の最

後に水宝アレー水を表裏にスプレーして、水宝アレー水に数時間浸け置きすることをお奨めします。こ

れを行うと、何回でも何日でも使うことができます。 

マスクがない場合は、ハンカチやティッシュペーパー、袖口にスプレーすることで代用できます。 

 

★ ミラクルドロップ 

ミラクルドロップは、点眼すれば視力回復、鼻に垂らすと鼻炎各種がおさまり、喉に垂らせば喘息など

http://gop55.shop-pro.jp/?pid=147624124
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=109839550
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=143665204
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=147624124
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=118539681
http://gop55.shop-pro.jp/?pid=98269118
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に良く、花粉症や切り傷、擦過傷、ヤケドに「奇跡の雫」と言われているものです。 

 

ドライアイ、近視、遠視、近眼などの方は、目の水分が補給されると、頭がスッキリするだけでなく、

目もスッキリし始めます。 

白内障、緑内障の進行を止めたい場合にも使え、携帯用として、コップ 1 杯の飲み水に 2 滴ほど入れ

ても通電性を高める水となります。花粉症の方にもおすすめという優れものです。 

 

新型コロナウィルスに感染した場合には、このミラクルドロップを 1 日に数回喉に数滴垂らしてマス

クをしていることで、回復を早め、他人にうつすのを防ぎます。 

 

★ オールインワンジェル丹波 

感染、発病した場合と予防のために、オールインワンジェル丹波を 1 日に２～３回喉に塗り、鼻の粘膜

に塗ることでとても楽になります。 

花粉症も同様です。 

 

★ カムナ御守カード 

このカードを所持している状態で、マントラ(真言)を唱えること(手に持っていなくても、声に出さな

くても構いませんが、理解と素直が必要です)で、思念という重力波を発することになり、スーパー微生

物を身にまとい、必要とするものが現実化するようになってくるというものです。 

これによってウィルス対策だけでなく、これからやって来る、それ以上に怖い問題（売上げ半減、仕事

半減、失業、食料、住居の問題）を乗り切るサポートになります。 

以上、ゴールド会員、FGC通信＜FGC-06-1108版、改定2020-03＞の一部 

 

いつもありがとうございます 
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