
三枝龍生の

「ほぼ日刊」

6 月 5日 9:04 ·
  古事記は漢字で書かれた素敵な書だが、 古事記を捨てよ！

そこから、 日本の夜明けは始まる！呉越戦争で敗れ、 支那から

九州に渡り、 呉が造ったのが大和朝廷！

後に、 伊勢神宮を建立。

後年、 越も戦いに破れ出雲に渡り、 出雲神社を建立。

越前など、 日本海側を抑えた。 先住縄文人は何万年も

前から日本にいる。 偽史は日本死につながる！

中国でも、 数人の学者しかしゃべれない漢字の呉音を、 日本

人は音読みとして、 全員がしゃべれるのを見て、 中国の学者も

ビックリ (^-^*) ！　九州から上がってきて、高級官僚が着だし、

今でもその服を売る店を、 呉服屋と言うが、 もちろん、 その原

点は中国服である。

我ら先住縄文日本人の文化は、 さらに、 深い！

古事記を原典で見てごらん！漢字を使った、 見事な中国語

で書かれているよ。 漢字を当てはめたと言うが、 韻を踏んだ見

事な漢字で書かれた中国製！漢字が来る前から、 先住縄文人

には言葉があり文字もあった。

アイヌ人だけが抑圧された民族では無い。 先住縄文人も３千

年、 抑圧され続けている民族である。

抑圧者は今も官僚にいて、 無慈悲に先住縄文人に税を取り

立てる (^-^*)!!!!

ほぼ日刊 saegusa.tv さんが写真 2 件を追加しました。

6 月 22 日 15:35 ·  
大日本民族のパンドラの箱、 カタカムナの蓋は、 先の戦争期、

満洲から開きだした。 軍属科学者として赴任していた楢崎皐月

はその地で
ら　 う　 さん

慮有三老師に会い、 「老子の古伝」 を伝えられた

ところから始まる。

シナ民族固有の文化と思っていたもの （易 ・ 漢方医術 ・ 製錬

法 ・ 老荘哲学 ・
ぎょうしゅん

堯舜の理想政治等） は , 日本上古代の文

化の流れをくむものであり、 日本の先住民に感謝しているとい

う言葉だった。

また、 木の葉一枚でお湯を沸かす鉄瓶を見て、 これも日本より

伝わったモノだと教えられた。 考えてみれば、 武術から人間教

育として止揚した武道を創設した嘉納治五郎の 「柔よく剛を制

す」 は道教から来た言葉、 また、 これからの医学、 野口整体、

至高の技、脊椎行気も道教より来た技である。 気づいてみると、

我々は道教 （タオイズム） の森の中に、 実は古来より棲息し

ていた。

道教の発足がどこかは、 置いておいて、 まず、 道教 （タオイズ

ム） を真に掘り起こし、 この末世の日本で蘇らす以外、 道は

ないと思っている。 なぜなら、 2019 年より日本の動乱は本格

的になる。 そして、 その道中は、 タオイストにならない限り、

心身共に耐えられない苦痛の道中と診ているからだ。

近代に入り、 日本の道教は 1999 年に 88 歳で亡くなった早島

正雄が合気術、 導引術を中心に展開されたが、 中国文化の

ひとつとして紹介されたので、 日本人の多くには浸透しなかっ

た。

いまここに、 中国、 日本の別なく、 カタカムナを包含した道教

の再興を宣言するものである。 「万民よ！タオイストたれ！」 それ

以外に助かる道無し！

6 月 23 日 14:03 ·  
Ｙ染色多型体の分析による最新の結果では、 日本人のグルー

プは、 以下の４つに別れる。

旧石器時代にシベリア経由で北海道に来た系統 （積丹半島

でいくつものストーンサークルが発見されている）。

縄文及び、 弥生時代に華北 ・ 朝鮮半島経由で来た２系統。

南方から沖縄経由で来た系統。

実は、 縄文時代に華北 ・ 朝鮮半島経由にきた系統 （古代天

皇一家） と、弥生時代に華北・朝鮮半島経由できた系統 （現・

天皇一家） は、 あまり、 遺伝子に変わりは無い。 要するに、

食生活の違いで、 後期に来た系統が稲作文化を日本に広め

た。 行動習性で診る体癖的に言えることは、 樺太経由で北海

道に渡った系統と、 南から九州に渡った系統の A グループ。

華北 ・ 朝鮮半島経由できた B グループ。 　

A グループは一所懸命の定住型。 B グループはモンゴルに代表

される騎馬民族系の移動定住型である。 所詮、 混血なので最

後は生き方の選択に掛かっている。

　もう一つの分類は、 情が死んでいる人と、 生きている人。 情

を持ちつつ、 現代の地の世界で経済を考えながら生きるのは、

誠に難しいことは至極、 確かなことだが、 情を失えば、 すべて

を失ったことに繋がると、 私のカラダは、 言っている (^-^*) ！

6 月 23 日 14:21 ·  
縄文時代に華北 ・ 朝鮮半島経由にきた系統 （古代天皇一家）

と、弥生時代に華北・朝鮮半島経由できた系統 （現・天皇一家）

は、あまり、遺伝子に変わりは無い。 要するに、食生活の違いで、

後期に来た系統が稲作文化を日本に広めた。 と述べたが、 弥

生人の最初が、 謎のタオイスト、 徐福だと宮下文献は述べている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%90%E7%A6%8F

http://www.asukanet.gr.jp/tobira/jofuku/jofuku.htm

千島、 森下腸造血説の森下敬一氏は、 徐福は日本に渡来す

ることを始皇帝の許可を貰ってきたと述べています。 そして、 始

皇帝は、 ペルシア人だと述べています。 下の資料だけは、 必読

です。 将来、 必ず、 役に立ちまする！

http://mahoroba-jp.net/…

/topix/topix201509/201509jyofuku.pdf

（「徐福伝説」 の真実　 知られざる日本人のルーツを探る 　

森下、 増川、 宮下鼎談）

6 月 2 日 15:06  

　万民よ！タオイストたれ！　特に、 日本人は、

武道、 華道、 書道と、
タオ

道の民なり。 修得でき

る！日本人よ。 タオイストで無ければ、 生きてい

けない時代が、 近づいている。

＊先ほどの、 宮下、 森下、 増川の鼎談の資料だ

が、 増川はカ  タカムナの楢崎

皐月の直弟子の孫に当

たる。 そして、 現在、　

宮下の後に月刊誌 『森

下自然医学』 で連載され

ているのが、 ハワイ在住の

士門博士である。

その母が、 Jena Crawley さんだ！すべては、 繋がりだした！

6 月 25 日 4:10 ·  
　アーア、 驚愕の 7 月 1 日 ( 土 ) からの TOKYO 遠征！

あーあ、 何が怖いと言って、 少なくとも７月は私一人で東京に

行って、 活動しなければいけないことだ (^-^*) ！講演会、 並

びに整体、 合氣と、 29 歳で独立して以来、 30 年間で始めての、

正に “還暦、 初めてのお使い！” なのである (^-^*) ！

ことの起こりは、 ５年前、 移住してより目指していた、 より以上

の農業の創生に向けて、 小樽・余市・仁木、 北緯４３度線 （発

酵に最も適したライン、 世界的長寿村もすべてこの線に沿って

いる） https://ja.wikipedia.org/…

/%E5%8C%97%E7%B7%AF43%E5%BA%A6%E7…、

いよいよ、 始めれる状況になったので、 行動を起こさなければ

ならず、 結果、 人手不足から、 東京には私、 ひとりの戦場となり

ました (^-^*) ！

とっても、 心配 (^-^*) ！　

北緯 43度線に理想の食料供給地を創る作業を、 いよいよ、

始めれる状況になったので、 行動を起こさなければならず、

結果、 人手不足から、 東京には私、 ひとりの戦場となりまし

た (^-^*)

6 月 25 日 5:51 ·  
　最近の月刊誌は、 商業主義で、 ゴ

ミ情報ばかりだが、 今、 日本に１冊あ

る。 『森下自然医学』 である。 かつて、

宮下周平が、 今はハワイの士門博士

が連載されているが、 その中で、 こう

いう記事がある。 世界の長寿村の百歳以上は血圧が 340 くら

いあるとのこと。 健康な高齢者には高血圧が必要なようである！

実際、 血管は健康であれば、 800 から 900 は耐えられるそうで、

長寿者は言う。 「血圧が 200 や 300 で切れるような、 柔な奴は、

百歳までは生きられないよ」 とのこと。 西洋で無く、 パミール高

原などの北緯 43 度では、 150 歳までの健康者は、 ざらに居ると

のこと。

さらに余談を一つ。

宮下文献では日本人が天孫降臨した場所は、 パミール高原。

そこから降りて日本に向かい、 造った
たか  あま はら

高天原が富士の裾野、
 
 ふ    じ  のみや

富士宮とのこと。日本の精神的復興には、

神話が必要である！

神話は、 おとぎ話では無い！

古事記はおとぎ話、 もしくは優秀な文学

作品？ エドガーケーシーの光田さんの友

達でもあるサンプラザ中野くんも、 奇妙

な本を出している (^-^*) ！元気なら、

長生きは素敵だね。

Biography

三枝 龍生（さえぐさ　 りゅうせい）
1954 年東京生まれ。 病弱な少年時代を野口整体とマクロビオ

ティックとカタカムナで克服。 その後、 自衛隊パラシュート部隊、

野口整体内弟子、 合気道内弟子を経て、 1984 年独立。 以後、

パリ、 ニューヨーク、 ロサンゼルスで合気道と整体とカタカムナ

を指導しつつ、 独自の合気道を追求する。 2011 年 3・11 を機に、

まともな日本人を生き残す運動を展開中！

6 月 30 日 16:35
時期は、 未定だが、 北海道での講演も予定

している！

確かに、 自然もあり、 日本で唯一、 食糧自

給率が１００％の故郷であり、 蝦夷の魂 （北海道、 九州は最

も旧い原日本人の DNA を体内に持っている） の眠る國であり、

地力の最も高いエリアであるが、 住んでいる倭人の意識、 志、

共にスコブル低く、 宝の持ち腐れエリアに堕している！ 残念 ・

無念！

だからこそ、 国内外から移住して、 この素晴らしいエリアで大

充電する必要があるのである！

コメント

森下 様 ： まほろば経由で ネットサーフィンして ここに着きました。

西洋医学に不信感ばかりです。 エールを送ってます。

森下 様 ： 北海道での講演を心待ちにしますので。 よろしくお願いし

ます。

7 月 2日
京都は、 7 月 7 日 ( 金 )、 28 日 （金）、 8 月 18 日 ( 金 )、 9

月 8 日 ( 金 )、 29 日 （金） の計５回。

北海道小樽は、 7 月 13 日 ( 木 )、 8 月 3 日 ( 木 )、 8 月 24 日

( 木 )、 9 月 14 日 ( 木 )、 9 月 21 日 ( 木 ) の計 5 回。 すべて、

場所は小樽能楽堂。

時刻は、 京都と同様。 開場午後 6 時半、 開演午後 7 時。 終

了午後 9 時半。

（日時は、 小樽に避難した向学心に燃える仲村君の勤務が空

く時間帯にしました (^-^*)。

北海道小樽では東京の半分しか出来ませんが、 エッセンスは

京都同様、 すべて、 伝えます！

京都は、 人が来ないので、 １０畳ほどの茶室です。

今回は突然なので、 誰も来ない来ないかも知れませんが、 生

きている内に行動します (^-^*)　

小樽も、 肝腎の仲村君にも聞いていないので参加ゼロもあり

得ますが、 これも、 敷島の大和心のををしさは　事ある時ぞあ

らはれにける　の精神です (^-^*) ！

（意味、 不明ですか？　私もよくわかりません (^-^*) ！

　これが、 私が 13 歳の時、 筋無力症になり、 野口整体に救

われ、半世紀 50 年も延命でき、その時を経過して、辿り着いた、

武医道一致相似象、 強力な護身術、 足心合氣道の全貌です。

（沢山の提案をしてきましたが、 体を守る最強の護身術と認識

します。 事実、 これで今、 生きています！）

悔いはありませんし、もしかすると、私も命を救うかも知れません。

化の会を通じ。

確かに、 サンプラザ中野くんが言うように、 「健康ならば、 死ん

でも構わない」 というのは、 これからの老人社会の至言かも

知れません！

なぜなら、 健康で無ければ、 人に迷惑を掛けます。 そして、

健康は運気と金運を上げるばかりか、 ナーンにも無くても、 ハッ

ピーです (^-^*)　

幸せだけが、 追求に値するかも知れません。

今の世の中のような、 人をうらやみ、 つるし上げ、 喜ぶルサン

チマン集団による情報リンチ國家から脱獄するためにも、 必要

なことのように思われます。

毎回の伝授費、 京都小樽共に、 東京都同じ弐万円 !　内容

に遜色はありません！

あっ、そうそう、京都の会場ですね。 京都駅からタクシーならば、

15 分くらいらしいです。

行ったことはありません (^-^*)

Tea Ceremony Camellia GARDEN 「茶道体験カメリア ガーデン」

https://www.tea-kyoto.com/

〒616-8003 京都府京都市右京区龍安寺池ノ下町１８

https://goo.gl/maps/c19LqqykdcJ2

嵐電龍安寺駅から徒歩 5 分。

10 畳ほどのスペースになるそうですが、 どんなところでしょう？

不安です (^-^*) でも、 参ります！

外国人観光客向けにプライベート茶道体験サービスを提供して

いる古民家だそうですが、 今の日本人は全員、 敗戦前とは違

う何も知らない、 何も大切なことは教えて貰っていない外国人

みたいなものだから、 ちょうどいいでしょう (^-^*)

参加希望者は、 京都、 東京、 北海道小樽、 共に、

サエグサ龍生　ryu@aikido.co.jp まで

以上、 よろしくお願いします。

＊東京にいるだけで、 少し、 疲れます。 東京の人は、 不健康

なのに、 素晴らしい。 ただし、 足の秘ツボを押さえられるまでは

(^-^*) ！

文章が、 珍しく、 少し、 ダラダラしているかもしれません。 ごめ

んなさい。 少し、 休憩中でーす！

＊写真は、 京都と小樽の会場ス

ナップ

7 月 4日
   本日、 栃木県大田原市

に入ったが、 断然、 東京

より空気が美味い！昔は放

射能値も高かったけれど、

今では、 東京都心の方が

汚い。 最悪はスカイツリー

周辺、 放射能と電磁波の

複合汚染、恐るべし！第一、

私の肌に響かない。 木が

多いところは浄化作用も

強い。

   先月、 日本の中古車が、 被曝チェックに引っかかり、 積み荷

を戻されたが、 これはロシアばかりか、 実質、 準アメリカである

沖縄行きのフェリーでは、 被曝チェックをするので、 日本車はフェ

リーに乗る時点で、 断られることが多い。

   そのほとんどが、 都心の車であり、 自宅では雨樋の処に、

放射能が溜まるように、 自動車は、 ワイパーの処に、 溜まり、

そこを検査される。

-------( 抄訳ここから )-------

「ウラジオストク税関係員が汚染された電気自動車を輸入

差し止め」

ウラジオストク税関で、 また日本から船で輸送された商品に

放射能汚染が見つ

かった。

今回は、 高い電離放

射線が見つかったの

は日産の乗用車 「リー

フ」 である。

放射能モニタリング

の結果、 ベーター線

微粒子が見つかり、

平均で 1cm 平方当た

り毎分 40 カウントであった。

この積荷は輸入禁止となり、 日本へと積戻しとなった。

適切な処置のおかげで、 汚染商品がロシア国内に輸入され

ることを食い止めることができた。

2010 年 5 月 28 日付け No.299 の関税同盟委員会が決定

した要求事項により、 商品表面の放射能汚染は除染されて

いなければ経済活動に利用してはならない。

今年は、 ウラジオストク税関で、 日本からの輸入品に放射能

汚染がすでに見つかっている。

2011 年 3 月 11 日に起きた福島第一原発事故後、 合計で

875 もの商品が輸入禁止になっている。

「ウラジオストク税関係員が汚染された電気自動車を輸入

差し止め」

ウラジオストク

税関で、 また

日本から船で

輸送された商

品に放射能汚

染が見つかっ

た。

今回は、 高い電離放射線が見つかったのは日産の乗用車

「リーフ」 である。

放射能モニタリングの結果、 ベーター線微粒子が見つかり、

平均で 1cm 平方当たり毎分 40 カウントであった。

この積荷は輸入禁止となり、 日本へと積戻しとなった。

適切な処置のおかげで、 汚染商品がロシア国内に輸入され

ることを食い止めることができた。 2010 年 5 月 28 日付け

No.299 の関税同盟委員会が決定した要求事項により、 商

品表面の放射能汚染は除染されていなければ経済活動に利

用してはならない。

   今年は、 ウラジオストク税関で、 日本からの輸入品に放射

能汚染がすでに見つかっている。

2011 年 3 月 11 日に起きた福島第一原発事故後、 合計で

875 もの商品が輸入禁止になっている。

( 抄訳ここまで )--------

三枝龍生の

「ほぼ日刊」

まほろばでも「三枝龍生」講演会の企

画予定をしています。こうご期待！！


