＜２０１６.８版＞
伊勢神宮に行っても観ることが
かなわない、奉納文の数々が
芸術文化情報ステーション、
「ギャラリーおおつな」に展示！

イヤシの場

健康と美と幸せの店

「数霊（かずたま）メッセージ」 Sei（セイ；フロンティアショップ・カムナcafé代表）
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8/7（日）
（日）12:30開場
開場13:00受付開始
受付開始 13:30スタート
スタート
（日）
開場
◆実践カムナファーム
◆実践カムナファーム ～フロンティアショップ＜楽しい収穫、種取り。夏に冬野菜
を！ ＞
8/13（土）～8/16（火） 夏季休業
8/19（
（金）12:00開場
開場 12:30受付開始
受付開始 13:00スタート
スタート
金）
◆ 治るチカラ：歯茎強化！
＜ゴーヤ茶、茄子のヘタが健康の土台に！ ＞
治るチカラ：歯茎強化！デンシー作り～
チカラ：歯茎強化！デンシー作り～市川加代子
デンシー作り～
◆ 健康と美と幸せ
健康と美と幸せ：視界がハッキリくっきり
幸せ：視界がハッキリくっきりに
：視界がハッキリくっきりに～Sei ＜ 健康で美しく、豊かで幸せの法則＞

※各イベントの詳細はフロンティ
ア・カレンダー、または別館サイト
の講演会・イベント情報からどうぞ
※ 予定はどんどん更新されていま
どんどん更新されていま
す。最新の開催予定はインター
最新の開催予定はインター
ネットでフロンティアショップトップ
ネットで
ページ(※)のフロンティアカレンダー
や別館サイトの講演会・イベント情
報をご覧いただくか、各主催者に
お問い合わせください。
※ トップページとは、フロンティア
ショップまたは別館サイトのホーム
ページです。

8/21（
（日）12:30開場
開場 13:30～
～15:00
◆第１回情報共有会：永久浄水・空気清浄水槽～
◆第１回情報共有会：永久浄水・空気清浄水槽～フロンティアショップ
水槽～
＜定例会。水槽からフリーエネルギーへの情報を共有＞
8/27（
（土）12:30開場
開場 13:00受付開始
受付開始 13:30～
～16:00
土）
◆ 言霊百神
学びと実践の集い～
言霊百神/学びと実践の集い
学びと実践の集い～大下伸悦・加津間広之
＜第17回目。芸術文化情報ステーションが日本唯一の貴重な場に＞
8/28（
（日）13:00開場
開場 13:30開始
開始
日）
◆ 定例「
夢をもって楽しく生きる/メンバー交流会
定例「GOP/夢をもって楽しく生きる
夢をもって楽しく生きる メンバー交流会～
メンバー交流会～GOPグリーンオーナー倶楽部
＜大下伸悦主宰の共に上手に生きる会員同士の交流会＞
フロンティアショップスタッフの

これまで掲載していた全国で行
われている有意の人の活動カレン
ダーも、フロンティアカレンダーに
掲載されています。
「何かの会員じゃないと参加でき
ませんか？」という質問がよくあり
ますが、興味がある人は誰でも参
加することができます。 初めてご
参加される方が増えています。

岸良（きしら）かおりです♪

◆ ８ポケットプランターが入荷！今回
売り切れたら、もう暫くは入りません。
◆ クログロふさふさセット、視界ハッキリ
くっきりセットが大好評。
◆奇跡のお米が売り切れ。次の新米を
お待ちください。
◆Enex（エネックス）商品ラインナップに
バージョンアップしたプラチナシリーズ
１０商品が一気に登場！
◆大下自然栽培法の最終兵器。格子
ネットRedが発売開始。１ｍ単位での
切り売りも！
◆永久浄水・空気清浄水槽モニター募
集が終了。情報共有会が始まります。

（使命に沿っていれば～Sei）
前号のコラムを書き終わったばっかりだと思ったら、もう1ヶ月経っちゃったんですね。
はやっ！(~_~;
このひと月は、大きな転換点みたいです。だって、ひとつの新商品や
セットが出来てから発売までには大体２～３ヵ月はかかるんですが、今回の新着情報（左
のコラム）にある通り、ひと月で１３商品も発売開始したんですよ！ホントあり得ないス
ピードです。作業量を想像するだけでもあり得ないでしょ？(~_~;
ある方に「その商品たちは、Seiさんが命を削った結果なんですね」と言われました。
確かに、おいらの命をかけた本物商品たちです。でもですね。傍からみれば死ぬほど
大変そうにみえる作業でも使命に沿っていたならば、本人は楽しくて仕方がないそうで
す。
え？おいらはどうかって？ 実は、楽しくてスルスルと進む作業の中で、いろん
な邪魔のようなものが入って途切れてばかりでとても苦しくて辛い作業
もあって、ホントに心が折れそうになりました(；´д｀)
この、おいらにとって苦しくて辛い作業というのが、今回のメッセージ
カードがくれたポイントなのかなと思いました。

いま私たちに必要な情報～自然農栽培法（その１）
＜夢をもって楽しく生きる会・GOPグリーンオーナー倶楽部主催、大下伸悦のコラムより＞

◎ Ｇ７サミットは、キリスト教同盟かつ白人同盟サミットですが、そこに日本だけが加わっているというのは、
考えてみれば驚くべきことなのですよね。
◎ しかも、キリスト教同盟の首脳たちが、伊勢神宮のご神域で記念植樹をし、ご神饌まで口にしたのです。
◎「これは何かが大きく変わる」という予感がしたのは私だけではないと思います。
◎ 今生での上手な活動の継続には、食による健康が前提となります。
◎「天然自然で楽な栽培法があったら、自分で直接かかわっても良いのだけれど」と仰る方が増えてきました。
◎ 自然農なのに草が生えない「らく」な栽培法の実践者がおります。 自然農ですから「除草剤も化成肥料代も農薬代も必
要なく」、したがって「経費がそんなに掛からず」「多収」で「高いレベルのお米」が収穫できています。
◎ 田んぼの草に困らない自然農栽培法（その１）
●表層がプラス電位、下層がマイナス電位、それを壊せば草が爆発的に増える。
●田植えのあと、米ぬかペレットを撒く。水は「深水」にする。すると、水は「赤い濁り水」になる。
●田んぼの水が「赤水で維持され、床が多様な生命によってトロトロ層になっていく」すると草が生えない。
●楽な栽培法でありながら、１０アール当たり１０俵と多収、かつ最高品質のお米の収穫を可能としている（別冊現代農業
2016年7月号）。大手を振っての「自然農米」である。
●田んぼは、水を落とした後もふわふわになるのだから、２期作を検討していいのではないか。
●なお、赤水が薄くなったら、微生物の餌として米ぬかペレットを撒く。ペレットだから撒きやすいのだ。
●作物の質は、イコール水の質である。そこで「水の質を微細なものに変えるプレート」を取水口に
セットしておくことをお奨めする。さらに食味のよい良質のお米が期待できる。

Enexナノ還元プレート
（凸凹型・大）・プラチナ

スプレーして、耳に
スプレーして、耳にぬる！

桁違いに経済的！
桁違いに経済的！

髪の毛が生えてきた！
髪の毛が生えてきた！
白髪が黒くなってきた
白髪が黒くなってきた！
が黒くなってきた！

Seiブログ Vol.122

「ミロクの世」より

イメージに光を当てるとは、創造です。
希釈液をスプレー、原液を綿棒
で耳に塗ってビックリの結果！

「ミロクの世はいつくるのか」
このような問い、姿勢にミロクの世はありません。

黒々ふさふさで艶々の美しい黒髪を取戻
し、日本人特有の美しい立ち振る舞いと
共に人としての美を体現しましょう

この世の中は常にあなた方が造っていて、すでにあちらこちらでミロクの
世は現実になっているのですから。
見つめ、眺め、気づくのです。

黒々ふさふさで
ツヤツヤの美し
い髪に戻るた
めの読本付き

ナノパウダー還元水「カミ」の
ナノパウダー還元水「カミ」の

クログロふさふさ
クログロふさふさセット
ふさふさセット 6,600 円

天や誰かがこの世を変えてくれるという考えが依存であるということに。
「いつやってくるのか」という問いに自立はなく、依存であることに。

2回目以降、還元水「カミ
回目以降、還元水「カミ」
水「カミ」

4,200 円
用意された未来はもう終了していることに。

まさか…

やってくる現実も、その時期もあなたが創っています。誰もが創造者です。

② まさか…。

依存が造る世界はどのようなものか、自立が創る世界はどうようなものか
はわかりますね。あなたの考えが、真実がそのまま現れる「実現」の世がミ
ロクの世です。見つめ、眺め、その理解に光を当て、気づくのです。

③ そのまさか
だった！→
① あれ？さくら？
寝てるわ(~_~;
そんなとこに首を突っ込ん
で何探してんの？

すでにミロクの世であることに。気づいた瞬間、あなたはミロクの世にいま
す。
あなたの本体はまだ以前の次元で、ミロクの世に移るのを拒んでいること
を理解しなさい。
＜全文はSeiのブログで＞

＜カムナカフェ
カムナカフェ・
＞
カムナカフェ フロンティアショップ横浜・港北(綱島)
横浜・港北

スマホQRコード

〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町２丁目13-3
Tel: 045-520-4044（受付オフィス） Fax: 020-4664-1131 （受付オフィス、横浜・港北店共通）
横浜・港北店舗 Tel: 045-642-4657 / Fax: 045-642-4647
お問合せダイヤル 01200120-645645-121 または

メール::

045045-520520-4044

info@fij.jp ホームページ http://www.fij.jp/ 別館サイト： http://gop55.net/
・ 携帯サイト http://www.fij.jp/m/ ・ カフェ http://gop55.net/cafe-2

●東急東横線綱島駅東口出口から徒歩約6分、西口出口から徒歩約６分 ●東急東横線大倉山(神奈川県)駅東口出口から徒歩約17分
■ 地図・写真付き道順は「芸術文化情報ステーション」「カムナcafe」「フロンティアショップ横浜・港北」で検索

