
 
1 

                               平成 25年8月1日 第 356号 

 

情勢判断学会 東京本部  
会員向けニューズレター 
発行人 古川 彰久 

事務局 〒105-0011 東京都港区
芝公園2-6-11芝公園ｱﾋﾞﾀｼｵﾝ1001 
㈲イキイキライフ内 
Ｔel.０３－３４３２－０５８４ 
Fax.０３－３４３２－０５８２ 
http://www.jouhan.com 
E-mail:info@iki2life.com 

城野宏先生生誕 100周年記念 
 
日時  ： ８月３１日 土曜日 

  12;00 ～ 14;30 
テーマ ：「城野宏先生生誕１００周年記念」 
場所  ： 学士会館 307号室 
参加費 ： 8000円 
     昼食代込み 
     限定２０名になり次第締め切ります。 

 

城野 宏 先生 略年表 

 

１９１３年（大正２年） ８月３１日長崎県西山町に生まれる。 
１９２７年（昭和２年） 長崎師範付属小学校卒業 
１９３２年（昭和７年） 東京府立第四中学校卒業 

（現都立戸山高校） 
１９３５年（昭和１０年）名古屋第八高等学校卒業 

１９３８年（昭和１３年）東京帝国大学法学部政治学科卒業 

  大学２年次に中国へ開眼。昭和１０年当時、東京大学の歴

史の中で、中国語を学んだ最初の学生になる。 

  同年 野村合名会社調査部にたった１名の新入社員として

入社。（年俸900円、月給７５円） 

郭沫若の「中国古代社会研究」の翻訳が半分以上進んだ時に

徴兵される。 

入社半年後に（東京第１師団歩兵第１連隊）中国へ渡る。 

１９４１年（昭和１６年）陸軍中尉に昇進、第１軍参謀部に転

じる。山西産業・河本大作と出会う。 

  山西省政府の顧問補佐官として、民政・警察・軍隊を主管

した。 

１９４５年（昭和２０年）大東亜戦争の終結。戦後も「祖国復

興・山西独立」をスローガンに、「李誠」の名で資源確保の

ために閻錫山の山西野戦軍（約６万人・５個師団）を指揮し、

日本軍の残留部隊（約1万5千人・１個師団）と共に、毛沢

東が率いる中国人民解放軍と戦う。 

１９４９年（昭和２４年）２月に米国ヘラルドトリビューンの

シモンズ記者が太原訪問。 閻錫山と城野先生（李将軍）に

会見、米国でライフ誌に大きく掲載された。日本では、読売

新聞が翻訳記事を掲載した。 

４月、山西省郡都太原が陥落。中国人民解放軍の捕虜となる。 

  中国人民共和国特別軍事法廷で禁固１８年の判決を受ける。 

  太原・北京・太原・撫順と１５年間監獄生活を送る。 

収監中も、中国語による三国志講談、牢名主になるなど多忙。 

１９６４年（昭和３９年）４月最後の中国３戦犯として、 

５１歳で帰国。 

１９６９年（昭和４４年）城野経済研究所発足。情勢判断学・

脳力開発を提唱。 

１９７０年（昭和４５年）４回にわたり日本のトップ企業からな

る経済使節団を率い、団長としてアラブ諸国を歴訪。故サダ

ト大統領など各国首脳と会談、日本アラブ協会理事長として

親善・経済発展に尽力する。故チトー大統領（ユーゴスラビ

ア）とも親交があり、両国の経済発展に寄与した。 

  財団法人日本教育文化協会理事長、産業新潮社会長に就任。 

１９７５年（昭和５０年）財団法人スポーツ会館理事長就任。 

１９８０年（昭和５５年）米国第５空軍の佐官に 

「３つのシークレッツ」と題して講演。 

１９８４年（昭和５９年）日本工業倶楽部で「人間学シリーズ」

講演会開始。 

  後に「三国志の人間学」「東西古今人間学」「戦略の人間学」

の書籍・テープとして発刊される。 

  第１回戦国合戦イベント（桶狭間の合戦編）開催。 

１９８５年（昭和６０年）財団法人スポーツ会館会長に就任。 

  １２月２１日逝去。享年７２歳。 

 

学士会館へのご案内地図 

地下鉄： 都営三田線・都営新宿線・営団半蔵門線 

「神保町」下車Ａ９出口 徒歩３０秒 

地下鉄： 営団東西線「竹橋」下車 徒歩５分 
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６月例会報告 
 
日時  ： ６月１２日 水曜日 

  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：「命再生の原点・玉川温泉と歩んで40数年」 
場所  ： 港区立商工会館 
担当  ：大城 源吉 

   

命再生の原点・玉川温泉と歩んで 4０数年の体験で

学ぶ （自身の体調合わせた機能的に難病を治してい

く湯治法）難病を癒す無限の可能性は・心に描き上げ

ていく癒しの信念  

 

玉川温泉の大噴湯から湧き出る「癒しの波動」が連

動しながら、温泉と岩盤に癒しを伝導していきます。

大噴湯からマイナスイオン、活性イオン、ラドンが満

ち溢れ、プラスの波動が浴場や岩盤に癒しの共鳴振動

しながら、伝わっていきます。温泉に入る時も、「満ち

溢れた癒しの想い」を全身に浸りながら、浸透、吸収

させ体内に満たしていきます。 

 

玉川温泉湯治法は、私たちが本来持っている自然治

癒力（病気から体を守ろうとする力）を高めることが

目的です。私たちの体には，いつも生体機能バランス

を保ち、健康を維持しょうとする働きがあります。こ

れを、自然治癒力、または恒常性維持能力といいます。

そこで必要な免疫活力をあげる「玉川温泉湯治療法・

岩盤温浴代謝療法･打たせ湯療法」を選択しながら、自

分の体力と体調に合せて機能的に行う治湯治法です。 

        

玉川温泉湯治のワンツースリー 

玉川温泉の湯  治⇒体調に合わせながら癒し心を

盛上げる。 

     闘  治⇒沁みる痛さを乗り越え免疫を

上げ難病を克服する。 

湯  路⇒感謝の心と、癒しの道筋を踏

みしめて癒して行く。 

 

【玉川温泉の強酸性が難病に効くわけ】 

 

★ 驚異の強酸性湯が皮膚に強い刺激をあたえる。 

肌にしみる痛さを耐えることによって、身体が

自己防御体制を整えつつ免疫力をあげながら治

していきます！！  

★（pH1.2）」肌に沁みる痛さを制御し、自分の精神（こ

ころ）と身体で中和できるゆったり湯治法で免疫

上げて癒していく。 

★ 湯治療法のストレスを岩盤浴でリラックス、癒し

の相乗効果をあげる。 

★ 人によって体力・氣力・精神力・病状・生命力も

違います。（湯治法も当然体調に合わせて行いま

す。） 

 

 

 

玉川温泉【治す湯治法】か【治していく湯治法】の選

択 

「治す」湯治法は、生命力旺盛な人向きで、気力、体

力、精神力を備えた人向きの湯治法で、浸透吸収性が

早い活性湯治法ですが旺盛な湯治意欲 

と体力のあるごく限られた人の湯治法になります。 

 

【難病を治していく湯治法】 

※ 「治していく」湯治法とは、体力、病状、その時

の体調や疲労感、年齢に適した対応と、自身の体

調に合わせながら、無理をせず着実に、湯治効果

を上げていく湯治法です。とても厳しい状況を乗

り越え、後に難病を克服した人達の共通点は、「あ

りがとうの」篤い感謝の心と・前向きな一貫した

癒しの姿勢です。 

 

「治していく」湯治法は、はじめ「治す」湯治法を思

考錯誤しながら、前向きに湯治したが、癒そうとする

気持ちが先に立ち、自身の体力をオーバした湯治法に

なり、自身の体調が減退し、温泉有効成分の浸透吸収

性が鈍り湯治効果があがりにくくなります。特に、体

力が衰えて転移したがん細胞を抱えた難病の人は常に

自身の体力や年齢・病状を考慮した浸透、吸収を高め

る自身の体力に合わせて「冶していく湯治法」を心が

ける事が難病を癒すとても重要なポイントになります。 

 

◎玉川温泉湯治法は、自身の体力や体調に合わせて治

していく湯治法が、温泉の浸透、吸収効果を機能的

に最大限に発揮する湯治法になります。 

 

玉川源泉・岩盤浴遠赤外線・打たせ湯＝相乗効果 

大墳から湧き上がるラドン・マイナスイオン・活性イ

オン・ 

癒しのエネルギー取り込んで免疫をあげて難病を癒し

て行く！ 

 

湯治療法（難病を癒す免疫力の向上効果）・岩盤温浴療

法（遠赤外腺体内浸透共振作用で代謝を盛んにし癒し

の相乗効果で免疫を上げる）大噴の源泉から発生する

マイナスイオン・活性イオン・ラドン効果で、ストレ

スを取り除き、心身共に爽やかになり、温泉と、岩盤

の相乗効果が体内に伝わっていきます。温泉入浴時も、

「満ち溢れた癒しの想い」を全身にゆっくり浸透させ

（イメージする）ながら、体内に癒しの活力を満たし

ていきます。 

癒しの鼓動が浸透していくと更に癒し効果を高めて行

きます。 

 

【癒しの宝庫玉川温泉に、愛と感謝の祈りをこめて！】 

玉川は「癒しの宝庫」です。自然治癒力こそ体質改善

の最高の名医といっても過言ではありません。自身で

病を癒し、心の免疫を盛り上げていけば、必ず癒しの



 
3 

微笑み心が満ちてくることを確信しています。 

玉川の源泉は、湯治者が体力低下し疲労感のある時

は、体調を配慮した入浴法を選択し、難病を克服でき

るすばらしい温泉です。 

静かな癒し環境に合わせ、到着時から自分自身の湯治

リズムを整えつつ、 

癒し効果を積重ねながら難病を癒していきます。 

笑顔を心の鏡に映し、好転反応を注入しよう！ 

湯治期間中、体におきる反応は、心の状態に大きく

左右されます。心は神経系統とつながっており、心が

悩み落ち込んだりすると癒しの増幅効果が鈍くなって

いきます。不安な気持ちが大きくなるにつれ、迷い心

が生じ神経系統の活性伝達が落ちていきます。 

神経は細胞伝達していくため、心に問題を抱え悩みが

増幅すると、神経回路の癒し伝達が鈍り、体調の快復

も遅くなり、治療への効果が低減します 笑顔を心の

鏡に映し好転反応を注入し、治癒力を高めながら豊か

な心で癒して行きます。     

 

【有効な癒しサイクル】 

人間の体は、約 11ヶ月で一度体の細胞がすっかり

変わっていくと言われています。あなたの癒し心を盛

り上げる事により、回復する増幅が月日とともに大き

く湧き上がってきます。 

 

東洋医学では、人体をひとつの自然とみており、体

のどの部分も、すべて互いに連携しながら生命活動を

営み、心も連動してつながっていると考えます。〈西洋

医学は病気を治す医学〉〈東洋医学は病人を治す医学〉

とも言われています。 

 

癒しのサイクルとは、毎年の積み重ね、つまり、一

年は一ヶ月、一ヶ月は一周、そして一周は一日の合計

となります。 

 

だからこそ、癒し意欲を持続しながら、日々実践す

ることは、長期的にみて確実に癒しを収得するサイク

ル療法です。 

玉川温泉の湯治法と岩盤浴で、相乗効果を上げながら

身体と心のエネルギーを整え、治癒力を高めながら難

病を癒していくのです。 

 

（いやしの源＝ありがとうの笑顔･前向きな持続した

癒しの姿勢） 

心に湧き起こる迷い心を振り払い、癒しの思いを心の

奥に伝えていく事です。困難な問題が生じ、もう駄目

だと思うと、癒し心の伝達が鈍くなり、脳内の癒しの

回路が減少していきます。心の暗示は、癒しを妨げる

敵にもなり、活力を盛り上げる素晴らしい味方にもな

ります。 

 

癒しの願望を心の奥に念じていくと、そこから自身癒

しの信念が深まり、大きな癒しの力が満ちてきます。

そして、自身の病と密接な心の関係は重要な課題です。 

 

耐える心 ～癒し心～ありがとう感謝の笑顔～心に温

もりの花を咲かせながら癒していきます。病気の快復

力を盛り上げていくのは、心の温もり、前向きに柔軟

対応できる一貫した癒しの姿勢です。 

 

《効果を上げる湯治法》 

※ 朝起床後、水分補給してから入浴する。入浴する時

は、血圧の高い方、心臓に病のある方は、かけ湯

をして右足から入浴する習慣を身につけて下さ

い。 

 

※  前夜入浴してから朝起きるまで疲れを癒す時間が

長く、温泉有効成分の浸透性と吸収性もよい。 

 

※ 夜又は、就寝前入浴する。夜就寝中、疲れを癒しな

がら体内に温泉の有効成分が吸収されて更に免疫

効果をあげる。 

 

※ 午後の入浴。疲労感がある時は極力控えること。入

浴する場合は、軽い入浴が望ましく、体力が減退

している時は、無理をせずリラックスして横にな

り疲れを癒す。  疲れた時はゆっくり休息し疲れ

を癒して後入浴すると、温泉の有効成分、浸透性

と吸収性が良くなるので、体調に合わせたマイペ

ースの湯治が望ましい。 

 
 
（参考）私の湯治体験より、全快した病名を下記に記す。 
脳腫瘍、白血病、子宮癌、膀胱ガン、前立腺ガン、乳ガ

ン、肺がん、肝臓ガン、腎臓ガン、食道がん、胃ガン、

大腸ガン、糖尿病、脳梗塞の後遺症、その他。時には難

病の方を観察しながらリハビリも含め、癒し心を描きあ

げていく癒しの姿勢をアドバイスしてきた。  
 
※玉川温泉は、私の余命を授けてくれた原点、少しでも

難病に苦しむ方に癒し心を盛り上げながら、治せる湯

治法のアドバイスを行ってきました。 
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  例会予定  
 
2013年 
9月 11日 水曜日  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：顔面表情読解を通した円滑な 
     コミュニケーションのあり方について 
担当  ：清水 建二 

 
10月9日 水曜日  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：未定 
担当  ：未定 

 
原則として第二水曜日となります。 
開催場所：港区立商工会館 

（都立産業貿易センター浜松町館 ６階） 

 
 

分科会活動 ご案内 
 

古川彰久が事務局長に就任しているサトルエネル

ギー学会の行事をご紹介します。 

サトルサロン 

講演テーマ： 

「「潔斎」 ～審神者（さにわ）～ から視える世界

を知る」 

講師：かがみ 知加子 様（かがみ ちかこ） 

   （㈱日本脳育成協会 代表取締役、幼児教室

「ほくと」代表、ＮＰＯ 日本ライフキャリア協会 

理事事務局長・認定講師） 

日時：2013年８月１日（木）18:30～20:30 

場所：港区立商工会館  

会費：3000円 

 

霊魂が入って語るという霊的な能力者を霊媒と言

います。また、その霊媒に入った霊魂と語り、 

霊魂の真偽を見分ける人を審神者（サニワ）と言い

ます。 

私達は魂の存在です。であれば、自分自身の内なる

声をどのように聴くか、それこそが、サニワの働き

なのです。 

では、あなたは自分の内なる声をどのように聴いて

いますか？あなたが聴いているあなた自身の内な

る声は本当にサニワによる「潔斎」された声なので

しょうか。もし、あなたが本当に潔斎された内なる

声を聴いたとき、それはまさに、大宇宙の声そのも

のであることを認識せざるおえなくなります。自分

自身の魂が本当に求めているものは何ですか？ 

もしかしたら、あなた自身がまだ知らない自分が現

れてくるかも知れません。あなたが天と約束し、求

めている真実を探求しませんか？ 

 
窓口・申込：㈲イキイキライフ 古川彰久 
   ＴＥＬ：０３―３４３２―０５８４ 
   ＦＡＸ：０３―３４３２―０５８２ 
 
港区立商工会館へのご案内地図 

東京都港区海岸1-7-8都立産業貿易センター 
浜松町館6階  TEL03-3433-0862 
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩３分 
ＪＲ浜松町駅北口より竹芝桟橋方向へ徒歩7分  
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅より 
浜松町駅方向へ徒歩10分    
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
※ 会誌発送は、E-mail です。 
※ 年会費はありません。 
※ 「じょうはん」発送のお申込は、 
E-mail： info@iki2life.com 

まで、Mailでご連絡下さい。 
※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ

げて下さい。 
※ ホームページもご確認下さい。 
   http://www.jouhan.com 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
編集後記 
例年８月は定例会は休会としますが、今年は８月３

１日に城野先生の生誕１００周年を迎えますので、

ご案内にありますように記念の会を開催いたしま

す。参加人数に限定があり、２０名になり次第応募

を打ち切りますので、希望者は早めにお申込願いま

す。                   (古川) 


