
      

癌難病専門医は、医者勤務の国立がんセンターでは３０００人死亡カルテを書いていた。癌治療は効果が無いと発表

されても尚癌治療は１０００万円～です。病は血液の汚れです。癌にならない体質改善方法は、水道水で食べ物を洗

うと１００％腐敗します。酸化した料理で血液を汚し、腸が腐り壊れ人口肛門が増加中。昔は無い難病の多さが増加

中、異常な食品添加物原因は奇病難病の多さに驚いていた。癌・難病専門医は嫌気がさし独立後にはどんな難病も治

すと豪語して本迄出版した。癌難病治療は、植物は幹に傷が付くと樹液を出し傷を治す働きを施術に８年前から採用。

植物もはん応用した予防医学は《蘇る水》点滴液１４％塩入れ癌難病専門医は末期癌患者に投与。その日癌患者は、

38.5 高温の熱を出し身体は怠く翌日は、自然解熱。朝から食欲が沸きすこぶる快調とメールが入り驚きの報告。です

天ぷら油２００℃の大火傷さえも、物の模範応用技術は『花粉症。風邪。りんご症。赤ら顔。頭痛。悪寒。身体のだ

るさ。輸血の身体。腰痛。頭皮白線菌。水虫。爪虫。乳癌。痔。口内炎。切れ痔。いぼ痔。皮膚炎。水炎。パーキン

ソン病。アレルギー。心不全。不妊。痴呆・認知症。肥満。糖尿。咳。皮膚炎。喘息。花粉症。白内障。結核。レン

トゲン傷跡。大火傷。施術の傷跡。熱中症。低高血圧。生理不順。血管若返り 88 歳老婆の血栓を溶解。癌。老化の若

返り。寝たきり老人削減予防改善。骨粗鬆症は 60 歳骨密度に蘇り。介護 2⇒ゼロ』‥実績。蘇る水使用後には風邪を

引きにくい体質に代わりました。壊れた細胞が甦る植物の模範技術を（蘇る水）転写するその驚きの効果は皮膚と皮

膚が結合して傷後も残らない蘇生技術で 10 万人医療費を 3400 億円を削減。酸化から蘇生に変換する《蘇る水》野菜。

果物魚洗浄後～冷蔵庫で９時間後～鮮度が上がり健康な食は腸で血液を製造されます。コロな対策は電子含有《蘇る

水》一日１ℓ～飲み。うがい。コロナから細胞を守り高度な《蘇る水》暮らしは壊れて老いた老化細胞８８歳⇒骨も６

０歳若返り。汚れた血液の改善。認知症改善方法を発見しました。薬を使わないクリニックと家庭感染防止が重要 

癌難病専門医〈蘇る水〉点滴液の実績 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉備津彦神社の境内の水が汚れだしたのは、平成１８年排水工事の影響で河川から流れる水が入らない原因で池には

物凄い淡水赤潮が沸いていました。神社の境内は結婚式も行われ、悪臭や景観は壊れ、周辺は大変困り果てていまし

た。平成２１年神社に汚水池３，３３３坪を甦らせる提案をしました。困り果てている山陽放送ＴＶ中継入り水を甦

らせる水質改善バイオセラミックスを汚水池の撒くと、５時間後水質が変わり水が甦り半年後、神社は木々や空間が

甦り池の底には藻が生え水鳥は快適な水に蘇りました。池功労感謝状が吉備津彦神社から感謝状が届けられました。

人の身体も『食と水の酸化』で、生活習慣病で血液が汚れ放題です。日本国中、老若男女の細胞が壊れ令和元年には

医療費が４２兆円に増え続け天井知らず食品添加物１７２品目の影響でアレルギー・痴呆・認知症・糖尿は１０００

万人超えた。若い夫婦の細胞が壊れ奇形児増加と共に人口減少と繋がります。２０年後１億人切ると時代が来ます。

健康は池の汚水と血液の汚れは同調しています。海も、人も綺麗な環境の生活は人口増加。健康は第一の財宝です。 

  池の汚水３３３３坪 処理前の映像         半年後、水は蘇り 健康と環境は同調しています 

 

 

 

  

酸化が甦る（蘇る水）健康な暮らし 

  

 



空気に触れた全ての食べ物は、（破壊的・流動的）に細胞が壊れ腐敗と共に自然界へ流れる仕組みです。血液は汚れ

ドロドロです。そして生活習慣病を作り出します。癌は年間１００万に死んでいます。「一例」左の（ホウレン草）

は腐敗が起こり血液を汚します。「右」ほうれん草は、《蘇る水》洗った食は細胞が活性され、ほうれん草の様に細

胞が活性されます。『老化の若返り』に導きます。人の細胞は、アミノ酸で構成され。野菜の細胞もアミノ酸で構成

されています。健康に導く《蘇る水》は、水を綺麗にする働きと、健康な食を食する事で血液は真っ赤に成ります。 

 

 

 

 

 

 

生活習慣病は、水道水で洗った食べ物は 100％腐ります。食品に含まれる１７２品目の食品添加物で免疫力が下が

ります（花粉・風邪・アレルギー）８０００万人です。薬やお医者様は、副作用の強い薬を出して健康に成りませ

ん。病気になります脳梗塞や癌は血液の汚れです。毎日健康な食と、《蘇る水》飲用、健康な血液を作りましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活習慣病は食と水の『酸化』血液の汚れ 

  

健康な血液は、真っ赤な赤です。 

習慣病の人は、血液はどす黒い 



 

私達の宇宙船地球号の中の空間は「（酸素）×（水素）」＝結合で空気が生まれます。空気の触れた万物の『酸化』

は、破壊的・流動的に細胞が壊れ自然界へ消滅。人と地球空間は全て水で埋め尽くされています。Ａ住宅は、空気

の酸化で血液を汚す感染症（恐怖の家）です。《蘇る水》Ｂ住宅は水が甦り（血液が汚れ無い）若返り住宅です。

貴方は、どちらの住宅を選びますか。植物の治癒力・免疫力を投入した住宅で、健康・幸福をご提供します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 感染症の家  ＶＳ  Ｂ 抗体力の家 

Ｂ住宅 医療費ゼロ円 コロナ対策の家  

 

植物の治癒力を偶然発見。特殊な酵素を与えると

１ｍの植物は、１年半年で３ｍに成長エアコンの

中に突入。『夏１０℃。冬 5０℃』乾燥に耐え植

物は葉からベトベトの粘液物を出し、３年半年身

を守る術を身に着けていた。植物の高度なバイオ

技術の暮らしは、食と水の改善セラミックス技術

感染症防ぐ対策技術は、体内毒素排泄するコロナ

毒素分解。血液汚れない暮らしに導かれる家です 

 

植物の（もはん）応用して空気の酸化に負けない。

人と地球の水を甦らせるバイオセラが誕生。様々

な１００万回の実験から健康を開発。人と地球を

甦らせるバイオ理論を構築しました。水を綺麗に

甦らせる技術は健康を奏でる（免疫力・抗体力）

住宅に容れ『生活習慣病の改善』‥食と水を蘇ら

せる事に成功。住むだけで健康に導き医療費削減

老化の若返り住宅。薬・医学不要の人生を提供 

汚水処理前３３３３坪 ヘドロ悪臭 汚水処理後 爽やか快適空間の家 

 

Ａ住宅 Ｂ住宅 

Ａ住宅 習慣病増加 コロナ感染の家 

 

コロナは鼻と喉に溜まり感染増加の家。癌は年間

１００万人死亡。風邪・花粉。皮膚病。抜け毛。

禿げ。不妊症。喘息。水虫。喘息。アレルギー。

汚い肌。老化。しわ・糖尿。膝痛。生理痛。腰痛。

ヘルニア。加齢老化。皮膚が色黒。体調不良。食

材廃棄。生ごみが臭い。食後の痰。おなら・うん

こが臭い。尿漏れ。病院通いで薬は年々増える。

頭痛。会社は休み迷惑を掛けている。呼吸が苦し

い。いつもマスクを掛けている。食欲が無い。飯

は黄色くなる。野菜が不味い。朝の目覚めが悪い。

睡眠障害。ストレス。疲労が取れない。血液がど

す黒い病が増加の家。やる気が無い。部屋の悪臭

で困っている。肥満ダイエットリバンドで成功し

た試しが無い。健康等切が無い悩み。排水溝が汚

い悪臭でなす術が無い。日本の住宅は、令和３年

医療費５０兆円～２０年後１００兆円超え増加 

疫病・コロナでますます終わりが無い不健康住宅 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

体質改善 

驚異の〈蘇る水）電子放射技術はコロナの脂を溶かす方法は、コロナは皮脂と淡白質で構成。鼻・喉〈蘇る水）

振りかけると、コロナのイオン構造が電子分解。淡白質の脂を溶かし、コロナはバラバラに離脱後水に流れます。

コロナ対策は、うがいをすると喘息。咳の元淡が沢山出てきた。私は実験で得たコロナはこうして予防医学を発

明しました。更に、糖尿入院中にお見舞いに２㍑×１4 本プレゼント。毎日２㍑飲用後は糖・脂を分解して糖尿が

消え退院した。医者が付けた難病は全て血液の汚れです。薬では壊れた細胞を甦らせることは不可能です。体は

アミノ酸で構成。野菜はアミノ酸で構成。健康に成るのは〈蘇る水）食材を洗い冷蔵庫へ保存後、鮮度が上がっ

た食を食すると加齢の若返り。既に生活習慣病の改善を１０万名様にお届しています。全国一人平均３８万円×

１０万人＝医療費３８００億円削減しました。薬・農薬・食品添加物・ワクチンは、石油精製剤ガソリンと同じ

成分で構成され全国薬害被害が発生。食べ物の酸化を蘇らす私の発明は、食と水の改善は副作用が無く血液を綺

麗にします。植物予防蘇生医学は、世界の富裕層は経済を回し人生の終着地点は、ステイブジョブスさんもすい

臓癌で命を落としました。同じケース場合。危篤寸前だったすい臓がん（蘇る水）飲んだ犬は２週間ですい臓癌

は消えた。壊れた細胞は〈蘇る水）点滴液を受け体内毒素分解。おしっこは透明に成ります。日本を健康に導く、

一日体験コース。２週間コース。宿泊は〈蘇る水〉飲用一日２㍑～４ℓ 体内の毒此れまで食した毒が血液を汚して

います。「薬。ワクチン。農薬。食品添加物。化学物質。洗剤」毒を抜きます。鮮度の上がった野菜。果実。魚。

食を食し血液の浄化健康に導きます。食と水の蘇生抗体医学クリニックの設立を目指し、今尚進行中です 

食の酸化【生活習慣病】様々な病が増加 

 



 

生活習慣病とは何！ 食と水の酸化で血液の汚れです。生活習慣病の改善。抗体住宅の発明 

生活習慣病の改善発明３０年間に渡り医者が付けた全ての病は消え【食と水の酸化を蘇らせ】血液の改善を様々

な実験１００万回を行い１４０ページ渡り基礎開発科学的根拠を令和元年。安部総理。官房長官に国益を１００

０兆円に伸ばす発明‥厚生労働省に提出国の回答は、薬・医者・医学では生活習慣病は治らない。食と水の酸化

で医療費は下がらず医療費４２兆 6０００億円いまだに伸び続けています。厚生労働省は、生活習慣病の改善発明

を勝手にして頂き、国は感謝していますと告げられました。平田耕一さんの発明を自治体。民間企業に出して頂

きたいと言われた。医療費がどの位下がるか実務理論を頂きたい。医療費が下がれば大学が出す科学的根拠を詳

しく書いて頂くように厚生労働省から支援された。国は生活習慣病を下げ国の負担を下げると語っていた。生活

習慣病は家庭から作られます。原因は「食」と「水道水」酸化で血液が汚れ【生活習慣病】から癌は２人に一人。

糖尿１０００万人年間１００万人他界。癌は血液検査で癌が判明します。血液が汚れ無い《蘇る水》の暮らしは

食材の鮮度が上がり全ての食材が大きく料理は圧巻の旨さです。血管の掃除をします。世界に類の無い発明です 

お家で生活習慣病の改善『健康な日本を作る』バイオ技術開発 

老化若返り 

体験は先ず、《蘇る水》４Ｌを、２週間飲んで見た。ウンコはシャワーの様に出た。５８歳の肉体は睡眠障害の改善。タニタ

の脂肪測定で判明３０歳に若返り驚く理論を構築した。血圧は、１５８⇒１２０に下がり健康の安定。しわが消え、色が白く

成り、血液は真っ赤な赤です。肌は綺麗と（老若男女）言われ、驚く肉体を手に入れた。３６兆個の細胞は、５種類の鉄が組

み込まれ《蘇る水》から微弱な電子が組み込まれ、５種の金属「鉄。銅。亜鉛。マンガン。セレン」に当たると、細胞が活性

され、野菜、植物‥葉っぱのしわが伸びる若返りの科学的理論を構築した。多くの方を老化から解放され世に貢献しています 

アレルギー 

アレルギーの原因は、１７２品目の食品添加物と甘い菓子が原因です。パンの中のグルテンが日本中に８０００

万人のアレルギー作っています。《蘇る水》から微弱な電子が放射され添加物に振り掛けると、糖・添加物のイ

オン構造をバラバラにしてアレルギー反応が消えます。卵アレルギー等も《蘇る水》に卵浸けると、添加物分解

して安全な食へ導かれます。皮膚科は不要です。皮膚科が出す薬は、やがて像の様な皮膚に成り大変危険です。 

植物（模範）免疫力・抗体力バイオ技術 



不妊症 

不妊症の原因は食と水の酸化です。血液の汚れです。１７2 品目種類食品添加物が原因。不妊症の原因は、男性が

殆どだと言われ無精子病は７人に一人。精子の頭をインターネットで見た空洞に成りしっぽが切れていた。奇形

児を作り赤ちゃんが生まれた人数９０万人切ると言われ、２０年後～人口１億人切るという説は現実化に成りま

す。健康な赤ちゃんを授かるのは、鮮度が上がった安全な食で奇形児を作らない《蘇る水》の住宅が必要です。 

認知症 

認知症の原因は食と水の酸化です。３６兆個の細胞は電子で覆われコンピューターと同じ電子で覆われています。

電子が無く成れば死を意味します。認知症・痴呆の原因は脳から電子が消え。過去の記憶が遮断されます。《蘇

る水》は微弱な電子水です。《蘇る水》を切れた蛍光灯に振り掛けるとグローがピコピコ動き切れた蛍光灯が点

灯した。その事で脳に毎日振り掛けると、脳の中で電子が活性され過去の記憶障害が改善された実例が有ります。 

洗顔水 

皮膚の洗顔《蘇る水》の洗顔水は、毛穴の汚れを取り去ります。又毛穴の中の１０万匹のダニの糞をミクロの汚

れを取り去り皮膚の艶。しわの改善若返りに導きます。酸化した細胞を若返らせ価値ある人生を作る新しい住宅 

毛髪水 

抜け毛の原因は脂物の食材を食すと体内に脂が溜まります。血管から頭皮の毛根に脂が溜まり。抜け毛の原因と

成っています。《蘇る水》頭皮に振り掛けると、脂が分解され毛髪細胞が活性され脱毛を防ぎます。又、白髪の

男性は毎日暇があれば振りかけ頭皮に振り掛けて６か月後、その男性は白髪が黒毛に変わり大変驚き驚愕でした。 

入浴水 

入浴水《蘇る水》を 4000ｃｃ入れ追い炊きにすると、湯は湯治場と同じ柔らかい《蘇る湯》に変わります。肌は

つるつるになり湯冷めが有りません。一日２０００ｃｃ《蘇る水》飲用～体温が上がり。睡眠障害は冷えの改善

疲れない身体に導かれます。皮膚に傷が着くと通常かさぶたに成りますが、《蘇る水》暮らしは、皮膚と皮膚が

結合して傷跡が残りません。驚きです。《蘇る水》飲用後、ストレスガスを分解して睡眠障害を防ぎます。 



乳癌予防技術 

乳癌予防技術を発見したのは、冷蔵庫の中の出来事は、平成１９年１０月の事でした。冷蔵庫に入れた牛乳が３

日で腐り異臭がしていました。冷蔵庫は３℃～４℃で何故腐るのか疑問が湧きました。《蘇る水》を作るセラミ

ックスが完成したのは同年１９年。早速植物の治癒力を持つセラミックスに接触させた《蘇る水》を牛乳に 30％

入れ、３日後～常温３日でヨーグルトに成り２週間腐敗は起こらず１４日後～美味しい腐敗の無いチーズが作れ

ました。世界中の女性の乳房を守る技術は、１０年の歳月と、共に時間が過去と未来を繋ぐ１００万回の様々な

『酸化』⇒『蘇生』実験で解明。壊れた細胞が蘇る水の技術は大学でも出来ず、世界一のバイオテクノロジー 

世界の癌大国バングラデッシュの露店では、揚げ物が販売されています。揚げ物を何度も上げると油は痛みその

揚げた食べ物食しと、体内には活性酸素が湧きます。細胞が壊れる（参考）昔、60 兆個の細胞と言われていまし

たが現在は化学が発達して 36 兆個だとＮＨＫに出た学者が語っていた。お菓子類には、バター・マーガリン・パ

ン等も酸化した物を食し又、揚げ物類は危険な癌発症物質です。癌さえも予防出来ない。医学は不要論です。 

女性は乳腺を持ち８０歳過ぎても、（上皇后さまが乳癌に成り世界中の女性が悩んでいる）事を知りました。老

若男女は毎日酸化した水と酸化した食材や、食品添加物や酸化した油を食事と共に、血液が汚れ（３６兆個の細

胞胸に傷が着き）乳癌年間３８万人他界。癌は１００万人他界。空気に触れた万物は、生命有る物は破壊的・流

動的に自然界へ流れます。空気に触れた万物は腐敗発酵します。空気の酸化を蘇らせる《蘇る水》触れた細胞は

腐敗から守り蘇生発酵に成ります。《蘇る水》暮らしは、酸化した食べ物を腐敗から守り『健康・幸福』に導き

価値ある人生に導きます。岡山大学のコメントは、生活習慣病の発明は素晴らしいとレベルが高いと語っていた。 

牛乳は常温で腐ります。女性は、酸化した水や食べ物・酸化した油で、細胞に傷が入り乳癌に成り年間３８万人

他界。予備軍 4０００万人。世界中の女性の乳房を守る３５億人バイオテクノロジー活用した乳癌を防ぐ方法は、

牛乳に《蘇る水》30％入れ、３日常温でヨーグルトに成ります。その後腐らず。２週間腐らず美味しいチーズに

変わります。《蘇る水》は、酸化した食べ物の鮮度上げて、壊れた細胞を甦らせる技術は、通常は皮膚に傷が入

ると治る時傷跡が残ります。《蘇る水》の暮らしは傷跡が残りません。その実例は、天ぷら油２００℃の大火傷

さえも、２週間で細胞の基底層から結合して、傷跡が残らないに比類ない世界不思議なバイオテクノロジーです。 

 

 

 

  



乳癌体験報告 
 

38 歳の時、病院検査で 7 年前に乳癌と告げられ大変ショクでした。 薬や放射線は行わず、自己免疫力で治ると信

じ薬は飲みませんでした。過去振り返ると、空気に触れた食の酸化と「パン」をよく食べ。添加物の事は解らず。

食が細胞を壊している事を知りました。乳癌の原因とされるパンを食べる人の 70％は、癌に成ると言われ怖い現

代病と知りました。世界一の乳癌発症率 NO.1。バングラデッシュでは、揚げ物の大好きな国民は、酸化した（揚

げ物影響）で乳癌が多発している NHK の報道を聞かされました。平成 29 年 12 月半ば有る方の紹介で《蘇る水》

事を知りました。自宅で作る（セラミックスを水道水に容れ）6 時間後～ミネラルを含んだ《蘇る水》を早速、一

日２０００㏄飲用しています。体内に溜まった「毒素」を排尿排便にしてデドックスしています。激しくかゆみ

の有る胸の部分に、【蘇る水】を毎日暇な時に胸に掛けかゆみが消え２週間でかゆみが消えました。今は、胸は

綺麗に成り、完全にガゼット病から解放され驚きました。今は、かゆみはゼロです。最高の技術です 

蘇る水の開発者様から免疫力を上げる食の改善を学び、食生活は、酸化した（魚・果実・野菜）食材《蘇る水》

で洗い冷蔵庫へ保存すると鮮度が上がり健康に成った食べ物だけを食しています。胸から出る膿は臭く徐々に膿

が透明に成り今では膿は出なくなりました。わずか 1 ヶ月で身体が健康に成っている事を実感しています。しか

し医者が嫌いなため検査を中々行きませんでした。再検査後、脳に３㎝の癌が転移して言語障害が起こりました。 

女性は、乳腺を持ち水と食の酸化で細胞に傷が着きますがこの【蘇る水】の凄い事は、牛乳に【蘇る水】を 30％入

れ 2 日目。ヨーグルトに成り。7 日目チーズに変わり。腐敗を止めると技術だと知りました。毎日【蘇る水】を 2000

ｃｃ～飲み、体内の乳腺を腐敗から守りその後、食と水の改善で鮮度が上がった食材を食し、レタス等こげ茶色に

成らず、食品の鮮度が持続します。つまり細胞も若返っていると実感思案した。食の「酸化」⇒「蘇生」に導く【蘇

る水】世界中の女性の必需品です。酸化から細胞を守る【蘇る水】影響と思われる現象で乳癌ステージ 4 が消えま

した。県庁の薬事課に乳癌ステージ 4 が消え報告すると担当者は、食と水の改善で乳がんステージ 4 が消えた事は

凄い事です。私達の細胞は食と水で構成されている為、薬事法。医師法にも全く触れません。どんどん普及して下

さいと励まされました。女性の身体を守る【蘇る水】を開発して頂き感謝しております。 広島Ｙ３８歳  

 

 

 

  



高血圧 

母親は、高血圧は２０年間 200 有りました。１０種類の薬を飲み野菜は食べず、高血圧は血流の流れが悪く医学の

大嘘で血圧を下げる術が有りませんでした。血液はドロドロで健康と言うものは世に何処にも有りませんでした。

医療費４２兆円６０００億円～まだまだ上がり続ける医療費は財政を圧迫しています。《蘇る水》を一日２０００

ｃｃ飲用して体内に蓄積した身体に溜まった毒素『添加物・薬・合成洗剤・合成シャンプー（合成ＳＨＡＭＰＯＯ・

歯磨きは粒子が小さく細胞に軽皮吸収され体内に侵入』‥体内に溜まった毒素を放出して、排尿排便で身体から毒

素デドックスしましょう。細胞は締り老化の若返りも沢山の人々が若返っています。医療費３８００億円削減 

血圧を下げる方法は《蘇る水》一日２ℓ飲用して体内に溜まった毒『便・尿』出しましよう。そして、赤い点左右の

指を押すと、よどんだ血流の流れが良く成ります。３６兆個の細胞は電子で覆われた、電子の働きで、細胞の中の

血液の流れが良く成ります。その為、血圧が下がる現象が起こります。まずはお試しして下さい。  

 

    

 

赤い〇は血圧が下がるポイント 赤い点を５分程 指で押して下さい。 



                                                                                  

骨粗相症 血栓溶解 

私の住居は 5Ｆのエレベーター無い大阪市建物に住んでいる 88 歳の老婆です。「蘇る水」を作るセラミックスを購

入は平成 25 年です。私は、老化で沢山の病を抱えています。糖尿、白内障、便秘、肩こり、腰痛、膝痛、喘息、

爪虫、冷え、血の中に固まりが有ります。「蘇る水」を作るセラミックス購入後、水道水を鍋に入れセラミックス

を中に容れ 3 時間～蘇る水を作り料理に試した処、味は断然驚く程に変わりました。血の塊は溶解しました 

 

「蘇る水」炊き上がり、ご飯が白くとても信じられない美味しさに変わっていました。次の日、白く美味しさは

落ちませんでした。「蘇る水」で洗った野菜‥冷蔵庫に保管。一晩で鮮度が上がり魚の臭みが消え、蛸はブリブリ

で美味しくなりびっくりです。「蘇る水」を沸かして、毎日、お茶、コーヒーを毎日一日 1000ｃｃ程飲みました。

すると、身体に変化が起こりました。痰が毎日２週間続くと何故か、痰のではぴたりと止みました。エレベータ

ーの無い 5Ｆ迄、毎日歩いても息は切れなくなりました。90 歳の細胞の若返りは神も出来ない驚異の技術です 

 

大阪市の認定の病院に行き血液検査をすると、注射針の中に血の固まりが逆流して入り、医師もびっくりしてい

ました。床に血が落ちて見ると、色は真っ赤になり驚きました。血栓を溶解床に落ちた綺麗な血液を見て医者が

何をしたのか問われましたが言えませんでした。そして、友人が末期肺がんになり、肺に水が溜まり近畿大学へ

入院。見舞いに行くと、声がかすれていた。「蘇る水」で洗った「玉ねぎを持って行き」食べてもらいました。２

週間後再び行くとその後、友人は他界する前に「肺の水が無くなり」声が正常になっていた。凄い事です。病に

なる前に」。健康なご飯や、野菜食中心に食事をとれば、血液が汚れこんな事に成らないと思う。とても残念です。 

 

箇年、天皇陛下が入院した時が有り退院後ＴＶで「玉ねぎがこんなに美味しい」と語っていた。平田さんのセラ

ミックスを使っている。私の友人から聞いた話ですが、「智子妃殿下の側近が皇室に持ち込み」。陛下に食べさせ

たのでは、まだ，公表はできないけど！と語っていた。私は（蘇る水）に出会いとても幸せです。９０歳になり

疲れない日々が続き最高の人生を手に入れました。安い野菜を買い。蘇る水に浸けると一晩で鮮度があがり最高 

 

毎日の食事を作る時、セラミックスに接触させた「蘇る水」飲み、料理に使用。影響と思われる食事で 90 才私の

骨粗鬆症が骨密度 60 歳の骨になりました。そして皆様からシミは消えしわが伸びたね」と、若返ったねと最近よ

く言われます。大阪市から「介護２認定⇒「０」に取り消されました。老化が若返り～もう痛いところが無くな

り健康を手にすることが出来ました。奇跡の蘇る水を作った 平田様ありがとうございます。                    

 

 

大阪府在住 Ｙ 

 

 



加齢の若返り 

私は、事務技術職や、野菜畑、果樹園の世話をする兼業農家をしています。   津山市在住６４歳 

 

「蘇る水」に出会う前は、若いときからの不摂生により、慢性疾患の高血圧、アルコール性脂肪肝に加え、体

臭、加齢臭、便の臭いもきつく、人相も、顔にしわ、たるみ、シミが発生していて、心身ともに年齢以上にく

たびれていました。その為、家族にも煙たがられていました。また６０歳前より、無呼吸を伴う不眠症により

睡魔が襲ったりして集中力が無くなり、仕事にも差しさわりが出ていました。真夏には畑作業等肉体労働にも、

すぐ息きれ、疲労が蓄積して、老化の加速、体調悪化なかなか解消しませんでした。昨年の３月平田様に出会

いより、「自宅でセラミックスを水道水に接触させて」６時間後「蘇る水」を飲み始めました。最初に顕著に

効果が表れたのは、便の臭いでした。家族にトイレの臭いがなくなったと大変喜ばれました。またあれ程」。

不眠症に困ったのが、朝晩毎日２Ｌの「蘇る水」を飲むことにより驚くほど熟睡する事が出来ました。身体は

締り軽くなり、仕事に集中することが出来だしました。蘇る水の暮らしは、老いた身体のケアには最高です 

 

３か月が過ぎるころには、周囲の人から「頬や顔が絞まり身体はスリムにリフトＵＰ」され、人相も行動も若

返ったと言われ嬉しい限りです。夏以降はさらに持久力が増し、畑作業等も真夏なんの苦も無く楽しくできる

様になりました。６か月を過ぎるころより何事も積極的になり、昔のようにリーダーシップを発揮して仕事を

コントロールできるようなりました。腰痛も消え風邪も引きにくい体質に代わり最高の人生を手に入れました。 

 

平田様は、理容室経営の理容師から（世に役に立ちたいと願い始め）。様々なスキルを磨き、独学で開発した「蘇

る水」おかげで２０歳は若返った事は驚異的です。一般の人は、老後は色々な部分が老化により悪化します」。

しかし私の様に「蘇る水」を使う事で、料理は「ご飯は旨い。食材は圧倒的鮮度が上がり、野菜などシャキシャ

キで美味しく老化が若返り」、健康を手にする事が出来るのは大変な事です。お金では買えないとても嬉しい限

りです。人と地球は水で出来ているのだから「蘇る水で」。難問題を解消する「老若男女の方々に、美と健康の

恩恵を届ける」平田様の使命役割を感じます。全国に住むだけで健康に導く若返り住宅を作って下さい。ありが

とうございました。ワクチン不要の世界を作ってください。今後の活動が進行する様にお祈りいたします 

感謝  

 

 


