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第 3話 

【永久保存版】 

これが中身も見た目も 

マイナス 10歳になる方程式 

 

 

柳田：皆さん、こんにちは。佐藤龍平です。 

 

長谷：(ピンポーン)。 

 

柳田：間違えました。 

 

長谷：画面だと似てるから。 

 

柳田：危ないです。最近、似てるってよく言われております柳田厚志です。きょうは佐藤龍平先生

も後から出てきていただきますけれどもね。 

 

長谷：そうですね。また熱い話を…。 

 

柳田：熱い講義をしていただきます。よろしくお願いします。どうぞ。 

 

南：こんにちは。アシスタントの南恭子です。よろしくお願いいたします。 

 

柳田：あれ、普通ですね。 

 

南：たまには真面目にやろうかと… 

 

長谷：長谷です、こんにちは。52 歳になります。先ほど、二十何年前の南さんの写真集を探してい

ました。以上です。 
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南：今のはカットで。 

 

柳田：二十何年前、何やられてたんでしたっけ。 

 

南：ごく真面目に生きておりました。 

 

長谷：いきましょうか。 

 

柳田：ワイプで出てくると思います。 

 

長谷：多分、本セミナーで西村先生が回しますよ。多分。 

 

柳田：手に入れたそうで。 

 

南：年齢にして、あの当時からダブルスコアで。もう 46 歳、南恭子です。よろしくお願いします。 

 

柳田：きょう随分なんかあれですね。 

 

南：なんですか。 

 

柳田：白いですね。 

 

南：そうですね。なんかちょっとバックとかぶっちゃって。ちょっと、自分で飛ばしていこうかな

と。46 歳のシワも。 

 

柳田：シワもね、はい。じゃあよろしくお願いします。 

 

南：お願いします。 

 

長谷：お願いします。 

 

柳田：ということで長谷先生、もうセッション 3 ですけれども。 

 

柳田：いよいよ今回、方程式を教えていただけるということで。 

 

長谷：そうですね。ガチでやったらちょっと意味不明な方程式になっちゃったので。ちょっとなん

か、分かりやすいように、書いてあります。 
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柳田：分かりやすいように…。知りたいですよね。 

 

南：知りたいです。 

 

柳田：マイナス 10 歳以上になる方程式と。 

 

長谷：そうですね。これをやれば、講座を受ければ。 

 

柳田：ということでね、ぜひ皆さん、来ていただきたいと思いますけれども、早速。でもね、きょ

うの第 3 話だけでもものすごい役に立つ話、今回もたっぷりとしていきたいと思いますので、最後

までご覧いただきたいと思います。ではいきましょうか。 

 

南：健脳リバースエイジングプログラムプレ講座、第 3 話です。今回のテーマは、永久保存版・こ

れが中身も見た目もマイナス 10 歳になる方程式。 

 

柳田：いいですね。 

 

南：いいですね。目指せ 30 代です。 

 

長谷：中身は重要ですね。 

 

柳田：中身、そうですよね。この写真、南さん。 

 

南：ではないですね。 

 

柳田：ではないですか。 

 

長谷：もっと際どかったかな。昔の写真。 

 

南：え？ 

 

柳田：いや先生、きょう、早く収録終わって帰らないと。子どものお迎えがあるみたい。 

 

南：もう大変です。 

 

長谷：大変でしょうね。 
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柳田：きょうはこれ、誰もが知りたいと思うんですけれど、やっぱり見た目だけじゃなくて、中身

もってすごいポイントですよね。 

 

南：そうですね。 

 

柳田：この後、長谷先生にまた教えていただきたいと思います。そしてですね、こちら、大好評な

んですが。 

 

南：リバースエイジングメソッド&エネルギーを体感。健脳・リバースエイジングプログラムプレ

セミナー&先行募集説明会のご案内です。会場参加が 8 月 15 日、21 日、22 日。いずれも定員 20

名限定です。場所は銀座を予定しています。オンラインは 8 月 16 日、17 日、18 日。こちら、定員

30 名限定、オンラインでの配信を予定しております。いずれも、新規プロジェクト開講につき、通

常 1 万円のところを、なんと 2000 円にてご提供させていただきます。 

 

柳田：安い。 

 

南：安い。 

 

柳田：これ本当に安いです。これ、実際にあれですかね。会場参加の方は脳を触ったりとか、頭蓋

骨触ったりとかっていう形を…。 

 

長谷：そうですね。頭を触ったりとか。 

 

柳田：頭を触ったり。 

 

長谷：2 年前ですかね。プレでやったと思うんですけど、またちょっと違う雰囲気になると思いま

すよね。 

 

柳田：直接、長谷先生に会えるということで。 

 

長谷：そうですね。ぜひお会いしたいのでですね、たくさんの方に来ていただきたいと思います。 

 

柳田：52 歳の秘密も分かるということで。 

 

長谷：そうですね。年齢不詳の人がいっぱい来ますんで。サポートで。 

 

柳田：どうしても来れないという方はですね、オンラインでぜひ受講いただければ、もちろん全世

界から受講可能ですので、オンラインでもできる手技なども先生方、教えてくれるということなの
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で楽しみにしてください。そしてこちらですね、もう一つ、ご案内です。 

 

南：公式 LINE のお友達になると、あなたの若返り指数が分かります。健脳診断できますので、ぜ

ひ、健脳公式 LINE、ご登録いただきまして、早速この健脳診断、チャレンジしていただければと

思います。 

 

柳田：こちらもね、僕はもう満点でしたけど、南さん、どうでしたか。 

 

南：私、ちょっと今、結果待ちなんですよね。 

 

柳田：まだ出てない？ よっぽど悪いんじゃないですか。 

 

南：あれ、知らせられないくらいな内容なのかしら。 

 

柳田：こちら、皆さんもまだの方はぜひ、LINE に登録してやってみてください。それでは早速い

きたいんですけれども、もう一度、ちょっと復習からいきましょうかね。 

 

南：第 2 話のポイントと、今回、第 3 話で学べることです。脳の解剖学的仕組みと健脳メソッドの

背景を臨床の視点から解説。脳脊髄液を正常に流すポイント。自宅で簡単にできる健脳トレーニン

グ。 

 

柳田：ということで第2話も大好評で、ここまで出していいのかっていう形で長谷先生からのお話、

そして先生方からの実技もね、出しましたけれども。まだまだ序の口ということですよね、あれで

もね。 

 

長谷：そうですね。まだプレという段階でも、もうちょっと知ってもらいたいというのもあります

しね。 

 

柳田：で、きょうも当然、またすごいですよ。第 3 話、こんな形です。 

 

南：マイナス 10 歳以上のリバースエイジングの方程式を公開。間違いだらけの食、栄養生活に終

止符。リバースエイジングを加速させるポイント。現代人のための究極の栄養対策が分かる。司令

塔の脳を攻略した後の要、内臓を整える重要性。リバースエイジングを体験した方のリアルな体験

談もご紹介します。 

 

柳田：ということで、めちゃくちゃ盛りだくさんですね。 

 

南：ですね。 
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柳田：とりあえずこの後、方程式、公開します。これをしっかり覚えていただきたいんですけれど

も、それだけじゃなくて、内臓のこと、栄養のこと。更には特別ゲストということで、南さん、帰

れないんじゃないかと。 

 

南：帰れない。 

 

柳田：盛りだくさんです。神編集で短くなってることを期待して。でも、どれも大事なので。 

 

南：そうですね。 

 

柳田：たっぷりとお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

南：お願いします。 

 

 

 

柳田：ということで… 

 

南：臨床 40 万人&最先端研究の結果から導き出された、マイナス 10 歳にするための方程式。 

 

柳田：これはいいんですか。 

 

長谷：(ピンポーン)。 

 

柳田：南さん、じゃあここを押して答えを。 

 

南：では、方程式こちらです。じゃじゃん。健脳年齢＝年齢×脳×内臓×栄養分の 1。どういうこ

とですか。 

 

長谷：まず、だから式の説明ですけど、左辺が健脳年齢ですよね。若返り年齢とかそういう、これ

からやろうとしている年齢ですね。で、この年齢、右辺の年齢が実際の年齢ですね。50 歳だったら

50 と。で、このまま脳の状態、内臓の状態、栄養の状態、これを今、1 として、スタートなんで 1

として。で、講座ですよね。講座が終わるまでに脳と栄養の状態が良くなるというプロジェクトで

すので。そうなるとですね、年齢が徐々に若返っていくという。 

 

柳田：なるほど。 

 



 

 

Copylight © 健脳リバースエイジングプログラム all rights 

reserved 

 

長谷：これですね、実際、私の患者さんでちゃんとランキングを付けて、データを 10 人やって。

で、関連性があるかどうかちゃんと調べてるんですね。そうすると、グラフにすると分布が真ん中

のほうに寄ってるんで、いわゆる関係性があるっていうのを統計でも出してるので。本来、厳密に

やるんだったらもっと、100 人とかサンプルを増やしていかないとちゃんとしたものは出ないんで

すけど。一応、だから大雑把にこうやった段階では、もう関連性があるっていうのは証明されてる

ので、統計上。統計で証明されてるっていうことは、もう絶対なんで。 

 

柳田：これはもう、臨床のほうの経験でもそういうことが。 

 

長谷：そうですね。実際に患者さんの年齢と、そういうものを合わせたら、この、特に脳ですよね。

脳っていうか、頭蓋骨の治療とそれの関連性があるっていう。 

 

柳田：じゃあ、長谷先生も 30 代に見られることもあるかもしれませんけれど、健脳年齢＝実際の

年齢掛けるで言うと、やっぱり脳、内臓、栄養をしっかり良くしていると。 

 

長谷：そうですね。良くしてるって言うことですよね。実際の、だから 1 よりもいい状態じゃない

かと。 

 

柳田：すごいですね。 

 

南：若返りたい。 

 

柳田：外側をいろいろやるのも大事だと思いますけれども、その前に、この式で言うと、脳内。 

 

長谷：そうですね。脳と、全部中のものですよね。 

 

柳田：中のものですね。 

 

長谷：で、外部の環境ですよね。地球環境とか、温暖化とか、そういうものは一応、全部、皆さん

一緒なんで、状況は。だから 1 にしてあります。分子の 1 です。これを固定にして、それに対して

の比率を式にして出すっていう形です。 

 

柳田：そうすると、内面も見た目も若返るという方程式ですよね。で、これ、実際の本講座のほう

では、この数値を上げていく。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：1 から皆さんスタートして、この数値を講義とか実技を通じて上げていくことで、実際、皆
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さん若返っていくと。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：いや、南さん、これ出たほうがいいんじゃないですか。 

 

南：ね、出たい。 

 

長谷：ぜひ出たほうが。 

 

南：だってこれ、やっぱり受講前と受講後で皆さんの変化っていうのも見てみたいですよね。 

 

柳田：そうですね。スタートは関係ないってことですもんね。ここからスタートで。 

 

長谷：ここからスタートで。よくなんか、うち、美容とかのスクールとかでも最初、必ず写真撮っ

て、途中で比較して、最後、劇的にっていう感じが結構多いんで。だからぜひ皆さんもね、今回美

容ではないですけど、結果的に美しくなるっていう人が多いので。脳を健康にすれば。 

 

柳田：一番理にかなってるというか。 

 

南：そうですよね。 

 

柳田：いいですよね。内面から変えていくということで、これ、皆さん、ぜひ覚えていただいて、

そして、できればわれわれと一緒に実践していただきたいなと思いますね。 

 

ということで、出てきましたけれども、この方程式見ていただくと、やっぱり脳が大事なんですけ

れども、脳に関しては 1 回目、2 回目でもたっぷりお伝えしてきました。で、きょうもお伝えしま

すけれども、きょうは更にですね、ここに出てくる内臓と栄養についても、少し先生にもお話しい

ただきたいと思うんですけれども、内臓に関していうと、われわれ、これまでの、昨年までの講座

でもここにフォーカス当ててやってきてましたけれども。 

 

長谷：どっちかがすごい良くて、どっちかが悪いとか、そういう極端なものはないので。アプロー

チの仕方ですよね。前回までは内臓を整えて全体を。今回は脳っていうか、頭蓋骨のほうを基準に

して内臓もっていう感じですね。順番がちょっと変わっている。いろんなパターンがあるので、い

ろんなパタンーンをできれば覚えていただきたいということです。 

 

柳田：なるほどですね。今回、健脳ですけど、通常で言うと健康じゃないですか。で、先生なりの、

こちら、三つの力があるということなんですが。これ、南さん、よろしいでしょうか。 
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南：察知する力、回復する力、排泄する力。 

 

長谷：そうですね。1 個ずつ説明してますと、察知する力っていうのは、いわゆる敏感っていうこ

とですよね。何回か言っていますけど、患者さん、治療するとですね、矛盾するんですけど、状態

が良くなると症状良くなるとは限らないんですよ。状態が良くなると症状が逆に悪くなるっていう

か、敏感になるので、悪いところを感じるようになるんですよね。ただ結果的に、だから悪いとこ

ろを脳が感じて治す力が出てくるんで結果的に、最終的には両方良くなるっていう理論ですね。 

 

柳田：なるほど。 

 

長谷：ちょっとお医者さんの見解とは違いますよね。症状がないのが健康っていうふうに思ってい

る人いるんですけど、われわれのほうでは、早く悪い部分を、風邪を引いたらちょっと体調が悪い

とかって感じてなくて無理しちゃうと、熱が出るんです。風邪ならいいですけど、がんとかだとね、

もう大変じゃないですか。命に関わりますので。動脈硬化とかね、そういうのも全部そうですけど。

それをだから、早く完治できる力っていうのは、だから、まず重要な力ということですね。 

 

柳田：確かにそうですね。これどうですか。 

 

南：自覚症状がないままにっていうのが一番怖いですよね。 

 

柳田：怖いですね。症状ないままに飲みすぎていると、ちょっと怖いですよね。 

 

長谷：そうですね。 

 

南：やばいですね。 

 

柳田：体のシグナルにちょっと察知する力。 

 

南：そうですよね。 

 

長谷：ワイン、樽飲んでも酔わないとか。 

 

南：ちょっとほら、肝臓の状態も察知する力を高めたいなと。 

 

柳田：大事ですね。そして二つ目。 

 

長谷：回復力ですよね。これはまだ、多分イメージできると思いますけど、察知して、そこに対し
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て治す力が、脳が指令を出すんですけど、例えば内臓だったら、内臓もちゃんと機能しないと回復

が遅いわけじゃないですか。筋肉も全部そうですけど。だから、回復させる力を良くするのは、全

体のバランスもそうですけど、連動してますね。察知して、回復させて、健康な体を維持するって

いう形ですね。回復って書いてありますけど、回復して、そこをだからまた下がっちゃうと駄目な

んで、回復する力は結構重要なんですけど、それを維持する力も結構重要になってきますね。 

 

柳田：なるほど。そして最後が。 

 

長谷：排泄ですね。だから、最近だと腸内環境とかよく言われていますけど、あれも、だから排泄

ってことですよね。竹中社長が作っているサプリメントとかも、結構だから、反応が結構出るんで

すよ。まず出る反応がやっぱり排泄なんで、極端に言うと、生理終わっちゃったのに来たとか、あ

まり便が出ないのにすごい出るようになったとか。あと、面白いのは、アトピーの患者さんなんか

は、女性なんですけど、汗全然かかなかったのに、これ飲んで半年くらいしたら汗をかくようにな

ったっていう人もいます。 

 

柳田：竹中社長っていうのは、この本講座で今回。 

 

長谷：そうですね。何回か出てきて。 

 

柳田：ご登壇いただく栄養のスペシャリストですよね。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：先ほどの方程式にもありましたけれども、栄養、非常に大事だということで。 

 

長谷：あとは多分、佐藤先生のほうから話あると思いますけど、サプリメントとかはね、そういう、

栄養って結構取るだけにフォーカスしているんですけど、どっちかっていうと、出す能力が上がる

かっていうのも結構重要な見方というかね、基準みたいになっていますので。 

 

柳田：なるほどなるほど。この話でも、やっぱり脳が司令塔でっていうふうにおっしゃっていまし

たけれども、それを受けるのがやっぱり内臓ということになってきて、こちらにつながってくるわ

けですよね。 

 

南：敏感で回復力ある身体のための二つのポイントです。骨格が正常であること。内臓が正しい位

置にあり、正しく機能していること。 

 

柳田：こちら、どうでしょうか。 
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長谷：こちらつながっているんですけど、結局、内臓の神経って背骨から出ていますよね。だから、

背骨がだから正常っていうか、真っすぐになって、ちゃんとそこの背骨自体が機能していると、い

わゆる内臓が働いているっていう。去年までは、内臓からアプローチして、背骨を整えるとかね、

そういうやり方をしていたんですけど、今回プラスで、これに脳が入ってくるってことですね。 

 

柳田：全部大事だと思うんですけども、今回、初めてというか、本丸にいったといいますか、その

司令塔である脳で、背骨、骨格、そして内臓っていうような流れでアプローチしていくっていう。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：感じですかね。そして、その内臓が正しい位置にないとどうなのかみたいなことなんですけ

れども、こちらですね。 

 

南：司令塔の脳を攻略した後の要。内臓を整える重要性。内臓が正しい位置にないと、全身の骨格

が歪み、体液の循環が悪くなる。内臓が正しく動いていないと、どんなに良い栄養素をとっても、

内臓が消化、吸収できない。 

 

長谷：これはちょっと分かると思いますけどね。内臓がちゃんと機能していないと、例えばどっか

が休んでいたりね、ストレスを受けていて、ストレスって言っても、精神的なストレスじゃなくて、

歪んでいる状態だと、右側の臓器が極端に言うと、圧迫されているわけじゃないですか。その状態

だと、そこの右側の臓器ってあんまり正常に働かないですよね。それはだから、正常にちゃんとし

た働きをさせるような環境に持っていくの、いわゆる内臓の治療であり、それによって結果的に他

のものもね、どんどん良くなってくっていう。 

 

柳田：なるほどですね。ちょっと南さんの、どうですか。肝臓を中心に。 

 

長谷：それは言えないですね。 

 

南：怖いよ。 

 

柳田：正しい位置にないんじゃない。 

 

長谷：本講座に出てもらえれば。 

 

柳田：写真集、持参で。 

 

長谷：写真集、持参で。 
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南：そこ、カットで。 

 

 

 

柳田：これはやっぱり、臨床で気づかれたポイントだと思うんですけれども。更にですね、このメ

カニズムがすごいんですけど、こちらも教えていただいたメカニズムで言うと、まず、腎臓。 

 

南：腎臓が下がる。 

 

柳田：下垂していく。そして、大腰筋。 

 

長谷：大腰筋です。ちょうど、おなかの辺りからそこの股関節ですかね。に、またがってこうつい

ている三角形の筋肉なんですけど。 

 

柳田：腎臓が下がることで、その大腰筋も収縮する。 

 

長谷：腎臓のすぐ後ろにあるので。 

 

柳田：そして、横隔膜が下がる。 

 

長谷：そうですね。大腰筋って筋肉は、上で横隔膜にちょっとかぶってるので、横隔膜自体をぐっ

と下げちゃうんですよね。 

 

柳田：それによって、内臓全体も下垂すると。 

 

長谷：ここは分かりますよね。横隔膜がここにありますんで、下がると圧迫するっていう。当然、

下、骨盤ですので、固定ですので。 

 

柳田：これはやっぱ、現代人の人、ほとんどこうなっている感じなんですか。 

 

長谷：そうですね。証拠に、不妊症の人が多いのが、多分、確固たる証拠だと思うんですけど、や

っぱ、子宮とかって下に多いじゃないですか。婦人科系の病気が増えているっていうのも多分、お

そらくこの辺が原因じゃないかと。 

 

柳田：なるほどですね。 

 

南：なんかね、よく胃下垂とかは聞きますけど、腎臓下垂とか初めて聞きました。 
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柳田：それだけ、もうやっぱり全て連動して不調起きていると。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：いうことですよね。これ、全て整えていく。ただ、やっぱ大元で言うと、やっぱ脳だったり、

脳脊髄液だったり、背骨だったり、内臓だったりっていうところになってくるということです。 

 

長谷：全部つながっているってことですね。 

 

柳田：なので、ちょっとそのポイントを抑えるだけでと言いますか、これだけ、現代、いろんな不

調があって、南さん、どれくらい当てはまりますか。 

 

南：私ね、結構いっぱい当てはまりますね。上から見ても耳鳴りするし。実は私も不妊症だったん

ですけど。不妊症だし、なんかいろいろね、むくみとか冷え性とか。もう最近は不妊症は卒業して、

更年期障害、そろそろ来ますから、それも。あとぎっくり腰とかもね。いろいろですね。 

 

柳田：いや、でも、これがセルフケアで、自分で整えることができる。その結果、どんどんそうい

う症状が改善していくってなると、すごいですよね。 

 

南：ですよね。 

 

柳田：こういうのの結果として、見た目も若くなるみたいな流れなんですかね。 

 

長谷：そうですね。症状は体の状態が悪くなって出るものなんで。だから逆なんですよね。体の状

態を先に良くしないと、症状って後から良くなってこないんで。 

 

柳田：なるほど。 

 

長谷：本当、だから、この辺の症状取りたいってだけだったら、極論、だから薬を飲んだりとか、

手術をしたりとかね、のほうが早いんですけど、ただ、原因になっている部分が全然改善されてな

いで、例えばヘルニアとか手術しても、結局また同じとこに出てきちゃうんですよね。 

 

柳田：それだけ、内臓もやっぱり非常に大事ということで、今回は脳からアプローチしていきます

けれども、これも本講座では、内臓に関しても。 

 

長谷：内臓ももちろんやりますね。 

 

柳田：一番お得ですよね。 
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長谷：そうですね。年々お得になっていくような感じ。 

 

柳田：今までで一番お得じゃないかなと思いますけど。南さん、ラッキーでしたね。 

 

南：ラッキーでした。 

 

柳田：ということで、ここまで内臓についてもお伝えしてきましたけれども。じゃあここから、先

ほどの方程式、皆さんもう一度思い出していただいて、もう一つの要ですね。栄養について。ここ

はまた、本当の佐藤龍平先生が登場して。 

 

南：本物が。 

 

柳田：本物が登場して、南さんと一緒にお伝えいただけるということで。 

 

長谷：ちょっと差をね、見てもらうと。微妙にどこが違うか。 

 

柳田：ということで、ここまでありがとうございました。押忍。 

 

 

 

南：それでは、ここからは現代人のための究極の栄養対策ということで、本物の佐藤先生にお越し

いただきまして、お話伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

佐藤：よろしくお願いします。柳田厚志です。(ブーッ)。失礼しました。 

 

南：悪ノリに…。 

 

佐藤：佐藤龍平です。よろしくお願いします。 

 

南：お付き合いいただきまして、ありがとうございます。間違いだらけの食・栄養生活に終止符。

リバースエイジングを加速させるポイントということでお話伺っていきたいと思いますが。ちょっ

と、事前に資料いただいたんですけれども、健脳のもう一つのキーポイントとして、現代人が考え

るべき新型栄養失調。ちょっと怖いキーワードが出てきましたけれども。ただ食べればいいという

わけではない。 

 

佐藤：だから飽食の時代って言われているじゃないですか。ですけど、そういうところに赤ワイン

隠しているじゃないですか。そういう、お酒の飲み過ぎとかですよ。俗に言う添加物とかですよね。
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そういったものの大量な摂取の中で、いい栄養素を取れてないと。実際、そういう形の人が多いわ

けですから、だから、また新型栄養失調って出ていますけども、実に多い。問題になっているわけ

ですよね。 

 

南：やっぱり、食べるものがそのまま体を作るっていうのは、普通に考えたらそうなんですけれど

も。前回からもお話出てきていますけども、脳脊髄液が正常に流れることが非常に重要であると。

そして、その流れる脳脊髄液の質も重要。 

 

佐藤：もちろんそうですね。血液のもとになっている脳脊髄液自体も体の中で循環しているわけで

すから、入れるもので作られていくと。で、今回、僕たちがやっている健脳も、内臓もそうですけ

ども、骨盤も骨格もそうですけども、ボックスがいい状態でないとですね、どんだけいいもの入れ

てもですね、駄目なので、それは西村とか僕と長谷先生とですね、本セミナーでやっていくわけで

すけども。その状態でいいものを入れる。そして、さっき言った脳脊髄液をしっかり作っていきた

いわけですね。 

 

南：先ほど、排泄もポイントだよっていうお話があったんですけれども、やっぱり現代の、私たち

が口にしている食べ物っていうのは、農薬ですとか、あとさっきお話しありました添加物であると

か、あとは、最近は遺伝子組み換えの食品とか、そういったものがたくさんあるので気を付けなく

てはいけないというところでしょうか。 

 

佐藤：そうですよね。選んでますか。 

 

南：あんまり意識してないですね。 

 

佐藤：ラベルは、原材料とか見ますよね。 

 

南：ラベル…、そうですね。 

 

佐藤：ワインは何選ぶんですか。 

 

南：ワインは、一番好きなのはカリフォルニアのって、そういうことじゃないですよね。 

 

佐藤：そういうことですよ。原料見て、できるだけいろんなものが入ってないのがいいじゃないで

すか。特に、添加物で有名なのがリン酸塩とかって書いてある、表示見ると大体、出ているものが

加工品って多いんですけど、あれがミネラルとくっついて流しちゃうんで、だから、そういうもの

を食べれば食べるほど、ミネラルが流れてしまって、ミネラル不足になってしまう。結局、そうい

う状態だとストレスでもミネラルを流しちゃうし、体の中のベースなので。まずミネラルはですね。

その状態がない状態で力を発揮することとかも、テンション高くいくことも難しいわけですよね。 
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で、さっき言った、化学物質って油にくっつくんですよね。で、頭の中、さっき言った、脳が 65%

油で、特に、あとは乳房とか子宮とかですね、前立腺とか、そういった脂肪に溜まっていくと。も

ちろん、ブクブク太ったお肉にも付いてしまいますけど、流れにくいわけですよね。排泄しにくい

と。で、溜まってしまうと。だから、そういったものを排泄できる環境ができないと、多分、どん

どん、どんどんそこにずっと毒素が溜まってると、なんとなくイメージできるじゃないですか。で、

いろんな病気を作ってしまう。 

 

南：いやちょっと怖いですね。あんまり意識もしてないですし、あと、野菜とかっていちいち表示

とかないじゃないですか。それもちょっと選べないっていうか。 

 

佐藤：そうですね。なかなかね。 

 

南：意識して、そういうの使ってないですよっていうところのお店で選べばいいんでしょうけど、

通常の生活だと、やっぱり手軽に入手できるものって農薬とか、いろいろ使ってますよね。 

 

佐藤：使ってます。うち、自然食品店やってるんですけど、そういった農家さんとかとですね、一

応、協力してやってるんですけど、なかなか、多分、手に入りにくいかもしれません。最近、増え

てきましたけどね。で、ものすごく大変なんで、ものすごい頑張ってるんですよ、彼ら。本当に大

変な思いして頑張ってるんで、協力、応援していただけたらと思いますけど、なかなか、そういう

方ばかりではないと。だから、なおさら排泄できる環境を作ると。解毒できる環境を作る。それが

重要かなと。だから、足すものもそうですけど、引くことをですね、考えていく提案とかも本編で

ですね、テクニックとしてですね、お伝えできればと思ってるので、そちらも楽しみにしていただ

きたいと思います。 

 

南：あと、先ほど、ミネラルが流れてしまうっていうお話もあったんですけれども、ミネラル不足

だと、脳の神経物質がちょっと不足するみたいな。 

 

佐藤：そうですね。 

 

南：それって、もう脳の機能が低下するっていうことに直結しますよね。 

 

佐藤：そうだと思いますよ。それはそうですね。多分、相当、多分、ミネラル不足が多いと思うん

ですよね。相当、ストレス、さっき先生言ったとおり、精神的なストレスだけじゃなくて、科学的

なストレスも、フィジカル的な、メンタル的なストレスも相当浴びてるところに僕たち、生活して

るので。相当、ストレスでミネラルを流してしまっている状態が多いかなと。 

 

南：でもね、いくらミネラル取っても、他のことも考えないと、結局、せっかく取ったミネラルが
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流れてしまう。それじゃあ意味ないですもんね。 

 

佐藤：そうです。 

 

南：あと、あれですね。脳のほうは油、いい油がやっぱり必要ということですけれども。 

 

佐藤：そうですね。 

 

南：脳のオイル交換って言うことも考えなきゃいけないってことですよね。 

 

佐藤：その脳のオイル交換とか、最近、多分、高城剛さんとかもおっしゃったんでばーっと言葉が

出てると思うんですけども、ご縁がありまして、うちの、僕、宇都宮なんですけど、そこの医院に

遊びに来てくださいまして、その脳のオイル交換の話とかを随分させてもらったんですね。で、や

っぱりそうです。65%くらいの油ですから、いい環境に作らなきゃいけないと。そして多分、今の

現代人、あんまり言い過ぎちゃあれですね。これ、特典にしましょうか。 

 

南：そうですね。 

 

佐藤：これ、特典でちょっとまたお話できればと思いますけど。でも、その油をやっぱりいい油に

しないと、油選びをちゃんとしないとですね、良くないと。 

 

南：油も、昔と比べていろんな種類のね、いろんな成分が注目もされてきてますので、その辺はじ

ゃあ特典でじっくりお話を聞けるということで、ぜひ皆さま、今回も特典映像をご用意してますの

で、ぜひ、感想などお寄せいただければと思います。ということで佐藤先生、ありがとうございま

した。 

 

佐藤：ありがとうございました。楽しみにしてください。ありがとうございます。 

 

柳田：ということで、南さん、いかがでしたか。 

 

南：いやもうね、ただ食べてるだけじゃ駄目なんだなって痛感しました。 

 

柳田：ただ飲んでるだけでも。やっぱりこれ、栄養って非常に大事ですよね。 

 

長谷：そうですね。去年まではね、どっちかっていうと、あまりいっぺんにやっちゃうとあれなん

で、内臓をある程度、状態良くすれば極論、何食べても大丈夫っていう。やっていけばやっていく

ほど、やっぱり行き着いてくるんですよね。それは自然の流れなんで、今回、だから栄養が入って、

がっつりとね、やっていくっていう感じです。ワインも指摘されていましたね。 
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南：隠しきれてないものが。 

 

柳田：しかも、佐藤先生はもちろん詳しいですけれども、本講座では更に、神が来るって聞いてい

ますけど。 

 

長谷：そうですね。西村以外の神ですね。 

 

柳田：栄養の神。 

 

長谷：栄養の神。 

 

南：神、たくさんいますね。 

 

柳田：めちゃくちゃすごい方が、この講座のために来ていただけるということなので。なので、食

とか取り入れるものって一番変えやすいとも思うんですけれども。なので、今回は自分の手技とか

だけじゃなくて、取るものも変えられるので効果も早そうですよね。 

 

長谷：そうですね。自分の意識の中でやっぱりできるものが入ってくると、どうしてもね、内臓と

か頭蓋骨っていうとね、自分の意識とはちょっとどうにもならない部分があるので。ただ、食事と

かはね、そういうのは、水分とかね、そういうのは自分でコントロールができる。 

 

南：でも、体に悪いものって誘惑されがちなんですよね。 

 

柳田：美味しいですよね。 

 

長谷：体に悪いものは美味しいですね。 

 

柳田：美味しいですよね。それはどうすればいいですか。 

 

長谷：それは、たまに食べる。 

 

南：たまにはいいんですね。 

 

長谷：たまにはいいんじゃないですか。全く食べないっていう人もいますけどね。それはそれで、

ちょっとやっぱりストレス、精神的なストレスにもなるんで。 

 

柳田：そうですね。 
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長谷：それをだから、極力緩和しようという感じで。だからケアもやるっていう形ですよね。 

 

柳田：ということで、南さん。ここまで方程式が出て、内臓、栄養と来ました。盛りだくさん、第

3 話。 

 

南：盛りだくさんです。 

 

柳田：最後はですね、この後、ゲストにも出ていただくんですが、長谷先生のクライアントの方々

の、どんなふうに変わったかとかそういうのをお伝えしていくんですが、そもそもですよ。そうい

えば、今回、第 1 回であんまり長谷先生の実績っていうのを言わなかったんですけど、ご本人もそ

んな言わないじゃないですか。めちゃくちゃすごいんですよ。 

 

大体、インストラクターの佐藤先生のところに高城剛さんが来てると。私、実はめちゃくちゃ好き

なんですけど、来てんだと思って。本講座も来てもらえますかね。ちょっとゲストで呼んでもらい

たいくらいですよ。長谷先生の、その下のインストラクターの先生のところにも来てるっていうく

らいですから、長谷先生のところには総理大臣が来てるんじゃないかって、あるんですが。ちょっ

と実績を、ちょっとご紹介いただけますか。 

 

南：年商 6 億、本を 3 冊出版するカリスマ施術家の師匠。過去に、紹介患者の半数を断るほど繁盛

している医院を銀座と西麻布で経営。入会金 100 万円、月会費 5 万円、施術料金 5,000 円でも常に

予約が埋まる。すごっ。 

 

柳田：長谷伝説。 

 

南：すごっ。 

 

長谷：ちなみに、銀座と西麻布のところで、今言った、総理大臣は来てないんですけど、その奥さ

んは来てました。 

 

南：そうなんだ。 

 

柳田：また銀座と西麻布っていうのがちょっとエロい感じも。 

 

長谷：エロい感じです。南さんっぽいにおいがプンプンしますけど。 

 

南：いや、ちょっと。 
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柳田：そういうセレブな方々が来てそうな。で、あの有名な人の師匠でもあるみたいなところもあ

りますね。入会金取って、月会費も取って、施術料金も取るのに。 

 

南：どんだけ取るんですか。 

 

長谷：実際、これではやってないんですけどね。これ、冗談でやったら人が来ちゃったんでやめた

んですけど。 

 

南：冗談が過ぎますよね。 

 

柳田：冗談過ぎますね。まだまだありますよ。こちら。 

 

南：5 分 5000 円の治療にも関わらず、患者さんが殺到。現在では、既存患者のみの対応で手一杯

で、新規、紹介は断り続けています。高額コース、2 時間 20 万円の施術に申し込む患者さんが後を

たたない。 

 

柳田：本当、悩んでる方にとっては、やっぱり本当、神に見えると。 

 

南：そうですね。 

 

柳田：なんとかしてほしいというところだと思うんですが、ただ、やっぱりこうやってわれわれと

広く、何ていうんですか。一般の方にこういうスキルとか哲学を教えるっていうのは、もうこれだ

けだと間に合わないというところ。 

 

長谷：まず健康のほうからね、日本を変えるって言ったらちょっとあれですけど、次の世代に、相

当、日本、いろいろな面でやばいので、ここからアプローチして、まずここを整えていこうってい

うのが、将来的なビジョンの土台になっていますよね。 

 

健康っていうのはね。健康がないと、お金とかね、いろいろありますけど、ビジネスとかね。医療

もそうですけど、まず自分が健康じゃないと駄目ですし、周りの人間が健康じゃないと、ちょっと

やっぱり、あれですよね。テンション落ちますよね。 

 

柳田：そうですね。そういった意味で、こういう活動されてるということで。で、それだけじゃな

くてもう、先生の技術を受け継ぐ人たちっていうのをたくさん育ててますよね。 

 

長谷：そうですね。多分、うちなんかもだから、相当なレベルだと。よその団体だとそこそこ… 

そんなのに比べたら全然、遥かにスキルは上ですけど。 
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柳田：全然違うと。 

 

長谷：全然違います。 

 

柳田：ということなんですけれども、本当に、学ばれた方々、先生以外にも、佐藤先生とか、西村

先生とか含めて出ていただいていますけど、その先生方も素晴らしい先生方ですけれども、それだ

けじゃなくて、もう受講生、学ばれた方もどんどん成果を出されてるということで、ちょっとこれ

も上げきれないんですけど。 

 

南：すごい。アトピーや不妊症で劇的な効果を出し、自然と患者さんが集まった。施術後、数週間

でアトピーの見た目が分からなくなる。アトピー、不妊専門院として集客できるようになった。ウ

イルス性胃腸炎の患者が翌日に通常食を食べられるようになり、仕事に復帰した。全身アトピーの

成人を 7 カ月ですっかり改善。その結果、友人・知人紹介で新患が増加。体外受精で採卵も駄目だ

った 38 歳の患者さんが、わずか 2 回の施術で妊娠できた。 

 

柳田：この辺りはもう、先生が教えた方がっていうことで。 

 

長谷：そうですね。一番下は多分、私の。某 DJ の人だと思うんですけど。 

 

柳田：アトピーとか不妊とか、本当にもう、いろんな症状がありますけれども、学ばれて、再現性

があるっていうのが一つありますよね。 

 

南：そうですね。 

 

柳田：更に。 

 

南：メニエールやニキビを改善できるようになった。わずか 1 日から 2 日で施術効果が格段に良く

なった。保険から自費に移行できるようになった。驚異的な施術結果を武器に、開業 3 年で 4 院の

分院展開に成功。勤務しながら、週 1 日の開業で月商 25 万円達成。患者さんから感謝される医院

になり、リピート率 90%、売上率 180%を達成。 

 

長谷：これ、一部なんですけどね。保険から自費に移行できるようになったって、ちょっと分かり

づらいんですが、私の生徒さんって、昔は接骨院やってる人が多かったんで、保険が多分、歯医者

さんとかその辺もそうなんですけど、だいぶうるさくなってきてるので、厳しくもなってきてるの

で、保険だとやっていけないんですよね。なので、自費にやっても、スキルがないと自費でお金取

れないんで。保険やめて自費でもやっていけるようになったっていう人は、結構な数いますね、こ

れはね。 

 



 

 

Copylight © 健脳リバースエイジングプログラム all rights 

reserved 

 

柳田：それは 3 日で 300 万も払いますわ、みたいな感じですか。 

 

長谷：そうですね。 

 

南：すぐ回収しますね。 

 

柳田：これだけじゃなくて、去年までやっていたセルフケアのほうでも、たくさんのね、声いただ

いてますし、それが、しかも去年とかだとコロナでオンラインでもマスターしましたっていう声も

たくさんいただいてますので。これ誰がやっても、ちゃんとやればできるというのが長谷式のポイ

ントかなと思いますね。これだけ持ち上げましたけれども、そのうえでですよ。実際に、どういう

ふうな改善例があったかというのもちょっとご覧いただきたいなと。前回もちょっと出たかもしれ

ませんけども、またもう一つね、お伝えしたいと思います。 

 

南：では、実際に患者さんの症状の改善例、お写真でご覧いただきます。こちら、黒川さん。 

 

長谷：アトピーのモニターの人ですね。 

 

南：腕がすごいきれいになってますね。 

 

長谷：これも、半年くらいじゃないですかね。 

 

柳田：続いて。 

 

南：こちら。えいみちゃん。 

 

柳田：すごい。 

 

南：すごいツルツルじゃないですか。 

 

長谷：そうですね。この子は結構ひどかったですね。この子の、なんか、治療方針で両親が喧嘩し

て、大変だってお父さんが言ってましたけどね。初日に。 

 

柳田：でも、結果的にはこうなったという。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：これは喜ばれますね。ここまではっきりと。そして、あとは、このお二人は不妊の方ですか

ね。 
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長谷：そうですね。不妊の方ですね。 

 

南：皆さん、授かって。 

 

柳田：写真出しても OK って言っていただいてるのが、素晴らしいですよね。 

 

長谷：不妊の人って結構、真面目に来るので、妊娠中もちゃんと来るんですよ。つわりの時期はち

ょっと無理して来させないんですけど。そうすると、赤ちゃん生まれてすぐ連れてくるんですよね。

そうすると、お母さんと赤ちゃんと両方、治療して。そうすると、わりとだから、結構やっぱりい

い子が育ちますよ。 

 

柳田：前回、前々回までにあった一次呼吸の段階からすぐやるっていうことですね。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：早く知りたかったですね。われわれも。 

 

南：本当です。 

 

柳田：もう手が付けられない子に育ってますから。 

 

南：やんちゃが過ぎます。 

 

柳田：武勇伝、この間聞きましたけど。 

 

南：お恥ずかしい。 

 

柳田：この方々も。 

 

南：でも、さっきも言ったんですけど、私も不妊治療をずっとしてたので、もっと早く出会いたか

った。 

 

柳田：先生、どうですか。ご覧になって。 

 

長谷：ちょっとコメントは控えさせてもらって。 

 

南：どういう意味ですか。 
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長谷：でもやっぱり、違いますからね、だいぶ。人生が。子ども 1 人と 2 人と違うし、ほしくない

なら別ですけどね、やっぱりほしくてできないのと、あと、1 人でもいるのと全然人生が変わるの

で、そういった意味ではちゃんと、だから、人生をいいように変えられるような人ですよね。そう

いう人が 1 人でも多く育ってほしいですよね。 

 

柳田：いや、すごいですね。で、いろんなご縁でこれご覧になっている方も、多分、同じように悩

んでたりとか、今苦しんでる方もいると思うんですけど、そういった方も、こうやって知ってもら

って自分で、セルフケアでやるだけでも変わってくるということですよね。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：体調整えて、脳と内臓と栄養とっていうところ、注意しながらやっていくと変わってくると

いうことで。直接学びたい方は本講座へと、いうことですね。 

 

長谷：そうですね。南さんも来ますしね。 

 

南：行きたい。 

 

柳田：もう来る来る詐欺はやめてくださいよ。 

 

長谷：来る来る詐欺。 

 

柳田：今度こそ、本講座。 

 

南：今度こそ。 

 

柳田：お待ちしてます。ということで、まだまですね、ちょっと言えないクライアントの方、たく

さんいらっしゃるんですけれども、実は、われわれもちょっと聞いたら、やっぱりすごい方もいら

っしゃるということで。 

 

南：どなたかしら。 

 

長谷：アナログだったら言えるので、本講座で聞いてもらえれば。撮影以外のところだったら。 

 

柳田：プレセミナーとかですよね。 

 

長谷：プレセミナーとか、そうですね。プレセミナー来たら分かりますからね。飾ってあるんで。
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いろいろ。 

 

南：そうなんだ。 

 

柳田：そうなんですね。ということで、本当に皆さん、ゴッドハンドのところに来てるということ

なんですが。ここでですね、今回はスペシャルゲストということで、長谷先生の、この方もやっぱ

長くからの、お知り合いの方で。 

 

長谷：そうですね。結構前ですね。 

 

柳田：ちょっと詳しくはこの後、お聞きしますけれども、リバースエイジング含めて、変わってい

ったという。 

 

長谷：そうですね。当然、モデルなんでもともときれいな、元はいいんですけど、輝きとかそうい

う部分ですよね。そういう部分は年々、年々。 

 

柳田：内面から若返ってるというか。 

 

長谷：そうですね。歳聞くと、え？っていう感じに。今でも多分、その年代になってきたんで、こ

の方は 10 年後とか 20 年後、もっとそうなるんじゃないですかね。 

 

柳田：ということで、この… 

 

南：さおりさん。 

 

柳田：さおりさんにこの後、出てきていただきます。ということで、さおりさんに来ていただきま

した。よろしくお願いします。 

 

さおり：よろしくお願いします。 

 

柳田：さおりさんは、お仕事は何をされてらっしゃるんですか。 

 

さおり：今、モデルの仕事をしています。 

 

柳田：モデルさんということで。もう、南さんも美しいですが。 

 

南：そういうのいいです。 
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柳田：ただもう、やっぱりモデルさんだと、もともと美しいんじゃないのみたいなのあると思うん

ですけれども、長谷先生との出会いはどういう感じだったんですか。 

 

さおり：10 年前に、友人が先に長谷先生に見ていただいていて、で、私、その頃、ちょっと体調、

自律神経が結構乱れていて、電車も結構 1 人で乗れる状況じゃなくてつらいときに紹介していただ

いて、それからです。その頃はもう週 2 回とか多分見ていただいてて、どんどん元気になっていっ

たので、それから約 10 年。 

 

柳田：今もずっと通われて。 

 

さおり：はい。 

 

長谷：1 人、やばい子が下にいるんだけどって言って、下まで来てって言うなっていう…。帰れっ

て言えないよね。 

 

さおり：そうそう。 

 

柳田：もともと別のその方がクライアントで来られてて。 

 

長谷：そうですね。去年見てた人は分かると思いますけど、去年、彼女と一緒に出てきた方が紹介

で。 

 

柳田：長谷先生の印象は、覚えてますか。当時のことは。長谷先生からさおりさんのことを。 

 

長谷：覚えてますよ。はっきりと。当時は南麻布のマンションの中でやってたんですけど。自律神

経がどうのって、きょう初めて聞いたんですけど。問診しないんで。でも、ちょっとやばいから体、

来たほうがいいですよって言いました。 

 

柳田：ぱっと見たときにもうなんか、大体分かったんですか。 

 

長谷：そのときは治療したので。 

 

柳田：さおりさんはどうでした？受けてみて。最初の印象というか。 

 

さおり：何かされたのかなっていう感じは。これで終わり？って感じでしたけど。でもやっぱり、

そこからどんどん体感、体が良くなったりとか、日常生活が変わっていくので、続けていってみる

うちにどんどん元気になっていったので。 
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長谷：その後、うちのスクールにも入って。セラピーの仕事もできるんですよ。 

 

柳田：やっぱり、私も長谷先生の定期的には受けさせていただいてますけど、やっぱり、悪いみた

いなのあるじゃないですか。もう 10 年前からそういう感じだったんですか。 

 

長谷：もっと前からです。 

 

柳田：触らないみたいな。 

 

長谷：触らない。触ってますけどね。多分、そんなに感じないと思います。問題っていろいろあっ

て、彼女の場合は、ちょっとエネルギー的な問題も結構多かったので。 

 

柳田：その脳とか、内臓とか、栄養とかの。 

 

長谷：以前の問題。 

 

さおり：人間じゃないって言われました。 

 

長谷：エネルギー。 

 

柳田：エネルギー。本講座ではね、扱ってますけれども。そういう問題もあったということで。  

 

長谷：そうですね。半年くらい来て、人間に近づいてきたよって言った覚えがあるんで。 

 

さおり：2 年くらいたって、やっと人の形くらいになったって言われた気がする。 

 

長谷：やっと人間になったね。 

 

柳田：随分な言い方ですね。 

 

南：昔から口悪いんですね。 

 

柳田：いや、そうなんですね。今の自分とその当時の自分っていうのは、全然変わった、内面も含

めてですけど、変わったっていうの、ありますか。 

 

さおり：全然違うと思います。情緒不安定で起伏も激しかったので、わーって怒ったりとか泣いた

りとかもあったんですけど。感情が結構フラットというか。美味しいとか、幸せとか、悲しいって

感情はあるんですけど、起伏がそんなになくなって穏やかです、いつも。 
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南：そんな効果もあるんですね。 

 

さおり：それはすごい感じてます。 

 

柳田：長谷先生から見て、この 10 年の変化ってどうですか。 

 

長谷：そうですね。当然、来るたびに良くはなってるんですけど、やっぱりちょっと途中で来ない

と、なんかいろいろ問題が起きたりとか。来るとちょっとずつ良くなって。 

 

劇的には変化しないんですけど、1 年とか 2 年とかスパンで見ると、こうなってたなっていう。本

当はだから、治療の理想って本当はそうなんですよね。劇的に良くなるっていう人もいるんですけ

ど、どっちかっていうと、徐々に徐々に、気づいたらこれがなくなってるなとか、それが本当は理

想です。 

 

柳田：そのなか、さっきの話ですと、自分自身も講座に通うようになって、技術を身に付けられた

っていうことなんですけど。それはなんか、強制的にやれって言われたわけでは…。 

 

さおり：どうやったらこんなに良くなるんだろうっていうところから。で、ちょうどスクールが開

校するときで、勉強させていただいて。 

 

柳田：それ、自分でセルフケアやりたいみたいな感じのあれだったんですか。 

 

さおり：もともとは身内と、周りにいるモデルの人たちも結構、体、酷使してるのでやりたいなと

思ってたんです。で、学び始めました。そこからご縁あって、クリニックさんで 2 年ほどお仕事し

て、患者さん、施術してました。 

 

柳田：そうなんですか。 

 

南：こんなきれいな方に施術してもらえたらね。 

 

長谷：パイプあるんで、芸能人とか結構通ってたんですよ。患者さんで来て…。 

 

さおり：私、痩身専門でやってたので。痩身、痩せるにもやっぱ内臓と頭蓋骨、関係あるので…。 

 

南：こんな先生出てきたら、説得力ありますね。 

 

柳田：ありますね。 
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南：でも今、ご自身で学ばれてセルフケアもできるわけじゃないですか。それでも、やっぱり施術

を受けるんですか。 

 

さおり：受けます。自分でやるのとやっぱ、龍平先生にやっていただくのと、長谷先生にやってい

ただくの、全然違うので。セルフケアはどこででもできるっていうのがいいですね。きょう、来た

ときもちょっと違和感あったので、ずっと手当ててたらやっぱり違いますし。仕事柄、いろんなと

こに行くので、そこですぐできるといいなっていう。 

 

南：お友達とかご家族の方とかに施術というか、ケアとかして差し上げることもあるんですか、今。 

 

さおり：やってます。妹がいるんですけど、子どもたちがいて、何度かやって。そうすると、行く

たびに、さおりちゃんやってって言って近づいてくるので。子どもたちって敏感だから、分かるん

だなと思って。 

 

南：さっきの察知する力ですね。 

 

柳田：長谷先生からもさっき登場前に、内面から出るエネルギーと言いますか、若さといいますか、

変わってきたみたいなのありましたけども。 

 

長谷：そうですね。彼女も 39 になったんで、これから、だから 10 年後、20 年後、もっと若く。 

 

さおり：頑張ります。 

 

南：10 年たっても変わらなさそうですよね。 

 

柳田：そうですね。10 年後もこれに出ていただいてるみたい。 

 

さおり：またこの場に来れるように、頑張ります。 

 

長谷：大丈夫です。やばいときは見ますんで。 

 

さおり：じゃあ、また、やばくないってことなんだ。 

 

長谷：今のところね。 

 

柳田：でもやっぱり、患者さんで…。 
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長谷：そろそろ帰ろうかな。 

 

柳田：そうやって通われるのももちろん大事ですし、やっぱり自分でも知識とか技術身に付けて、

セルフケアしてもらえる、もらいたいっていうのが長谷先生の思いであるわけですよね。 

 

長谷：そうですね。多分、私はほとんど説明しないんで。スクールに行って、やっとこういうのや

ってたんだっていうのが分かったと思いますよ。 

 

柳田：確かに確かに。本当しゃべってくれないですもんね。 

 

さおり：そうですね。 

 

南：本講座、大丈夫ですよね。 

 

柳田：本講座ではしゃべってくれますし、他の先生方も、しゃべりすぎる人もいますし。じゃあ最

後にさおりさんから、ご覧になってる方々に何かメッセージがあれば…。無茶振りですけど、お願

いできればと思いますが。 

 

さおり：ずっと続けていると本当に効果が出て、体も良くなると内面というか、マインドもすごく

ポジティブで明るくなるので、自分も幸せだし、周りの人もハッピーになる環境が作れると思うの

で、ぜひ皆さん、実践して続けてみていただけたらと思います。 

 

柳田：さおりさんも本講座では、1 回くらいは来てくれるんでしょうか。 

 

さおり：はい、よろしくお願いします。 

 

柳田：ありがとうございます。 

 

長谷：日程聞いてないんじゃない？ 

 

さおり：今知りました。 

 

長谷：来ていいの？って感じ。 

 

南：無茶振り、悪い癖ですよ。 

 

柳田：いつもでしょう。 
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長谷：南さんは来るから。 

 

柳田：南さん、毎回来るらしいので。 

 

長谷：受講しにね。 

 

柳田：ということで、きょう、スペシャルゲスト、さおりさんでした。ありがとうございました。 

 

南：ありがとうございました。 

 

さおり：ありがとうございました。 

 

柳田：ということで、スペシャルゲストのさおりさんでしたけれども。本当に内面から出るね、本

当に美しさっていうのを感じましたけれども。ぜひ、皆さんも本講座で直接見ていただきたいです

ね。 

 

長谷：そうですね。南さんもね。 

 

柳田：南さんは対抗心、ちょっと燃やしてましたね。 

 

南：ちょっとそういうのやめて。本当に。 

 

柳田：ということで南さん、ここまでで第 3 話、盛りだくさんでしたけれども、すごい内容お届け

しましたよ。 

 

南：そうですね。でもこれ、本当まだ序の口、本当、触りなんですもんね。 

 

柳田：そうですね。ここからすごいので。いよいよ、次回は本講座の内容も含めてたっぷりとお届

けしますけれども、その前にきょう、今回、最後に長谷先生からメッセージいただきたいと思いま

す。 

 

南：令和時代の日本人へ。健脳と健康の正しい知識とスキルを持ち、自分の体は自分で整えること

ができる人＝健脳を指導できる人を育てたい。そして、マイナス 10 歳以上の内面と見た目を持っ

て、本当に人生を楽しんでいただきたい。 

 

長谷：先ほどもね、彼女が、さおりが、やっぱり情緒が安定したとかって言ってますけど、今回、

どっちかというと、精神的なものはあんまりやってないんですけど、結果的にですね、そういうふ

うになって。 
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彼女も言ってましたけど、周りの人間が幸せになったと。理想的ですよね。自分は健康になって、

周りの人間が良くなるっていう。だから、一人ひとりがですね、そういった、ちゃんとした正しい

知識とかですね、そういうものを持ってですね、できれば広げて、最終的にですね、健脳を指導で

きる人、健脳＝健康ですよね。当然、栄養分とかそういうのを全部含めてですね、正しいもの。イ

ンターネットの時代ですけどね、やっぱり情報量多いですし、なんか変な情報も多いので、それを

見極める力とかね、そういうものをですね、しっかりと学んでいただきたいですね。 

 

柳田：この思いはずっと長谷先生、語ってると思うんですけれども。徐々に、徐々に広がってきて

ると思うんですけれども。 

 

長谷：そうですね。一人で言ってるときよりは全然、多くなってきたと思いますね。 

 

柳田：ということで、この思いを込めたプログラムというのが今回のこちらの健脳ですね。リバー

スエイジングプログラムになりますので、南さんのほうからビジョン、お願いします。 

 

南：人生 100 年時代を迎える中、社会全体の健康に対する哲学とスキルをアップデートし、細胞レ

ベルから若返らせることにより、日本人の持つポテンシャルを呼び起こし、明るい未来の創造に貢

献する。 

 

柳田：素晴らしいビジョンだと思いますけれども。本当に、ここまでの回で言ってきたことをまさ

にここに書いてるんじゃないかなと思うんですけれども、その先に日本人の持つポテンシャル、そ

して未来の創造ということですかね。 

 

長谷：明るい日本と明るい未来と、われわれはいいんですけど、やっぱり子どもとかね、孫の世代

を考えると、やっぱり極論、なんか途上国になっちゃうような勢いですから、海外がね、発展して。

だから、そこのベースになる健康の部分ですよね。あと、なんかちゃんとした知識を見極める力で

すよね。力を付けてほしいですよね。 

 

柳田：やっぱり、見た目は 30 代でも、中身はやっぱり 50 代と言いますか、やっぱり、子どもたち

世代に関してって思ってきますよね。だんだん。 

 

長谷：そうですね。自然の流れでしょうね。なので、自分たちのときはまだいいけど、これがだか

ら、子どもとか孫の世代になったら本当にやばいんじゃないかっていう。特に私、アメリカで勉強

してるので特にそう感じますよね。ギャップというか。 

 

これがだから、1 年、多分、おそらく日本で学ぶのと海外、アメリカで学ぶのと全然違うので、そ

れがだから、5 年、10 年となっていくとどんどん、どんどん差が出てくるので。結局、だから日本
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の教育が駄目だから向こうに行っちゃったりとか、そういう今、流れになってますので。当然、だ

からわれわれの世代からね、変えて、われわれの上の世代ももちろんそうですけど、そこから変え

て、ちゃんと後々ですね、次の世代もいいようにしていきたいですよね。 

 

柳田：ありがとうございます。ということで、いよいよこの健脳リバースエイジングプログラム。

この夏からスタートしていくわけなんですけれども。次回ですね、セッション 4 でその詳細、お届

けしていきたいと思います。 

 

南：次回、第 4 話では、史上初、体の内面も外見も健康で美しく、日本人を若返らせ、日本をもう

一度再生させるプロジェクト。健脳リバースエイジングプログラムの全貌を公開します。 

 

柳田：これ本当にすごいので、ぜひ次回、楽しみにご覧いただきたいなというふうに思っておりま

す。そして最後ですね。もう一度こちらのご案内です。 

 

南：プレセミナー&先行募集説明会のご案内です。会場でご参加いただけますのが、8 月 15 日、21

日、22 日。定員 20 名さま程度。場所は銀座を予定しています。そして、オンラインでご参加いた

だけるのが 8 月 16 日、17 日、18 日。こちらは定員 30 名さま限定でオンラインでの配信を予定し

ております。どちらも、新規プロジェクト開講につき、通常 1 万円のところをなんと 2000 円にて

ご提供させていただきます。 

 

柳田：ということで、続々ね、埋まっておりますけれども。できれば、ぜひ会場参加。駄目でも絶

対にオンラインではぜひ受講していただきたいなと。その方々はですね、先ほどの本講座の先行募

集も行いますので、その場でですね。いち早くお得に参加できますので、こちらもぜひ楽しみにし

ておいてください。ということで南さん。セッション 3 まで終わりました。きょうもコメントいた

だきたいですね。 

 

南：そうですね。今回は、先ほどもちょっとコメント特典について触れているんですけども、佐藤

先生の、ためになる栄養の話、コメント特典としてご用意してますので 

 

柳田：ざっくりでしたけど。僕じゃないですか。 

 

南：ちょっと、惜しいんですけど、ちょっと違いますね。 

 

柳田：押忍。 

 

南：ぜひ、コメントどしどしお寄せください。お待ちしております。 

 

柳田：ということで長谷先生、第 3 話が終わりましたけども、最後、一言お願いいたします。 
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長谷：そうですね。次回、第 4 回もね、全貌が出てくるということで、非常に楽しみにしていただ

くといいと思いますので。さんざん、いろいろなことは言ってきたのでですね、ただ、出会った頃

から、数年前ですけど、一貫して同じことを言ってますので、そこはやっぱりぶれてないというか、

ぶれてない分、しっかりした講座をやりますので、ぜひですね、とりあえずプレセミナーから参加

していただくといいと思います。もちろん、本講座もね。 

 

柳田：そうですね。本講座、めちゃくちゃすごいので、これ、次回楽しみにしておいていただきた

いと思います。ということで、また次回、セッション 4 でお会いしたいと思います。長谷先生、南

さん、ありがとうございました。 

 

南：ありがとうございました。 

 

長谷：ありがとうございました。  
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

セッションをご覧いただいたら、一言でも結構ですのでコメントをお教えください。 

 

 

コメントのお願い 
 

 

第 3 話をご覧になっての感想や、セッションの学び、 

長谷先生や先生方に質問したいことなどコメントをお願いします。 

 

コメントを頂いた方には、その行動に感謝して特典を用意しております。 

コメントいただいた方には、 

 

健脳にも影響大！ 

佐藤先生 presents 動画毎日摂取する「油」の話 

をプレゼントいたします。 

 

 

【健脳-リバースエイジングプログラム】では、 

頭蓋骨の手技で脳脊髄液を正常に流していくだけなく、 

体液そのものの質を上げるために 

「栄養哲学」もお伝えしていきます。 

 

第 3話にコメントを頂いた方には、 

健康食品店も営む佐藤龍平先生が語る 

油の講義動画をプレゼントいたします。 

 

健脳になるためには、コチラも必見です！ 

ぜひ、コメントをしてお受け取りください。 

 

★コメント、コメント特典のご請求はこちらから★ 

→ https://kenno.love/session/stsn/#comments 
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