
水仙のフルコースによる

多面的ストレス低減法の実例

そして健康長寿へ



★人生で最も重要なことは何か → それは『健康長寿』

★健康を害する最大の原因は何か → ストレス (これは漠然としてい
てわかりにくいと思いますが、長寿の人と短命の人の職業を比較する
と納得すると思います。ネットで調べてみてください。)

★『ストレスは万病の元』と昔から言われております。

★『がんの最大の原因はストレスかも？』と言われておりますが、2021
年の年間がん死者数は約38万人で年々増加しています。日本では、
がんは死亡原因のダントツ１位で、この数値は奈良市の全人口(約35
万人)よりも多いのです。この死者数を、もっと減らさないといけません。

★今や確率50%で、二人に一人が『がん』になる時代ですが、適切な処



置をすれば助かります。

★『がんはSilent Devilで、明確な自覚症状が出た時にはすでに手遅れ
ということが多い』ようです。だから『まず予防、次に早期発見・治療が
重要』です。将来を予測して、今から予防しないといけません。

★では健康長寿のためにすべきことは何か → ストレスの低減・解消

★ストレス度はどのようにしてわかるか → 脳波計でα波とβ波の
比率を測定 (定量的)

★脳波計が使えない場合は → 自分が快適に思うことはストレスの
低減に効果があり逆も真 (定性的)



上記のことから、健康長寿法の開発を目指して、五感 (視覚・嗅覚・聴
覚・味覚・触覚) のそれぞれに対して何をどのようにすれば、脳波で測
定した時の快適度が上昇し、最大値に達する条件はどのようなもので
あるかの研究を、 15年くらい前から現在に至るまで続けています。これ
までに多数の老若男女の被験者で実験をしてきました。その結果として
言えることは、脳波計で測定できなくても、各自が快適に思えるようなこ
とは一般に脳波的にも良く、その逆も真なりということです。ただし、微
妙な差は脳波計で測定しないとわかりません。脳波計での測定は、実
に色々と微妙なノウハウがあり、かなりの経験が必要です。

私自身の場合、以前に実験した結果、香りでは、生活の木社の各種
エッセンシャルオイル約140種類で調べたところ、白檀のリラックス度が
最高でした。食べ物ではバナナ、音楽ではモーツァルトのヴァイオリン
曲、視覚ではピンク系が、触覚ではステンレスのボウルが、それぞれ最
高でした。これらについては、私のホームページに以前にアップしてあ



りますので見てください。
また、 つい先日の2022.1.15にアップロードした「奈良・佐保川堤に咲く

春の魁花と脳波の改善」で報告しているように、水仙の生の花の香り
が、私には最高度にリラックスするものでした。そこで、今回は水仙の
色々なグッズを用いてリラックス度を増進させて、今後の健康長寿に役
立てようとしました。その実例を以下に紹介しますので、皆さんもこれを
参考にして、独自の方法を開発し、健康長寿に役立ててください。

以下に、この分野における長年の経験に基づいた色々なことを書き
ます。私の場合は、脳波計で測定しても、体感的にも水仙の香りが最も
癒されるランクに入るので、本稿のタイトルのように、『水仙による多面
的ストレス低減法 そして健康長寿へ』のことをやりましたが、皆さんが
体感的に最も癒される花の香りなどで類似のことをして、健康長寿にお
役立てください。何回も言いますが、とにかく健康長寿は人生で最も重
要なことですから。重病になれば、これを実感します！

http://www.hiroshi-t.com/SAHO2201.pdf


先ずは『水仙』を各国語で書くと以下のようです：

★英語： narcissus ナーシサス (水仙全般・日本水仙・白水仙)
daffodil ダフォディル (ラッパ水仙)
jonquil ジョンクル (黄水仙)

★ドイツ語： Narzisse f ナルツィッセ
(ドイツ語の名詞は文頭・文中どこにあっても最初の文字は

必ず大文字で書きます)
★フランス語： narcisse m ナルシス
★イタリア語： narciso m ナルチーゾ
★スペイン語： narciso m ナルシッソ
★ラテン語： narcissus m ナルシサス
★中国語：水仙 shuǐxiān シュウェシエン (水の仙人が語源らしい)
【注】f は女性名詞、m は男性名詞 (各国語の辞書で調べました)

水仙には『ナルシスト』などの逸話
がありますが、ここでは省略します。



for 嗅覚

水仙の香りに関係するもの



一般に香りは、実効的なストレス低減・解消にとても重要です。花であ
れば生が一番です。一般に生はすっきりしたクリアな、透明感のある爽
やかな香りがしますが、エッセンシャルオイルですと、脂っぽい重い香り
がします。線香ですと、当然のことながら煙っぽい香りになりますし、煙
が嫌な人や喉が弱い人には向きません。いずれも生とは明らかに異な
る香りなので、生の花の香りとは明らかに同一ではありませんが、生が
入手できない時でも、いつでも好きな時に自宅で好みの香りを聞くこと
ができるという生の代用品としてのメリットは大きいと思います。これは
再生音楽でも同様でして、好きな時に好きな演奏家の曲が聴けます。

日本水仙の主な芳香成分は、オシメン (シス型とトランス型がある)、
ベンジルアセテート、1,8-シネオールであり、この三者で全芳香成分の
90%くらいを占めています。なお、このオシメンは、蝋梅にも多く含まれて
おり、水仙と蝋梅の香りがそっくりなのは、香りの主成分が同一なので



当然であり、納得できます。
なお、ベンジルアセテートはジャスミンの香り、1,8-シネオールはユー

カリの香りの主要成分です。

【補足】今回の実験のような研究は、ずっと以前から水仙以外で色々と
やってきておりますので、必要な小道具類やノウハウなどは、すでに一
通り揃っている上で、今回は水仙のフルコースであれこれ実施しました。



水仙のエッセンシャルオイル 水仙の練り香水
水仙の線香

右側の線香立は自作品で茶の花
と葉をイメージしているやきもので、
萩釉と織部釉などで施釉している。



水仙の花の写真のシールプリントを貼り付けた高密着・高性能JN95 MASK

これは未使用品で畳んだままなので、上下の幅が使用時よりもかなり小さく写っています。
アイロンプリントをしようとしましたが、一番外側の膜が熱に弱いようで溶けてできませんで
した。

マスク外側の中央付近に水仙の香り成分をごく少量付
けてそのマスクをして外出すると、コロナウイルス対策
とストレス低減のダブル効果が得られます。



ロウソク加熱式アロマディフューザー
ロウソクの火の熱でエッセンシャルオイルを蒸発させる方式です

が、加熱式はエッセンシャルオイルに熱が加わるので空気酸化さ
れたり変性したりするので本来の元の香りとは多少異なっている
可能性があり、あまりよくありません。

ここへエッセンシャルオイルを少量入れる。



小型電球加熱式アロマディフューザー
小型電球の熱でエッセンシャルオイルを蒸発させる方式ですが、加熱式は前ページ

と同様の問題があります。しかし、加熱がダメとするならば、火を点ける線香や香炉炭
で加熱する聞香などもダメとなりますから・・・・・

赤い矢印のところへエッセンシャル
オイルを少量入れて使用する。

壁のコンセントに差し込みスイッチを
入れて使う。常夜灯にもなる。



超音波式アロマディフューザー

加熱式はアロマに熱が加わるので酸化されたり変性したりす
るので本来の元の香りとは多少異なっている可能性があるが、
超音波式だとそのような欠点がなくて良い。

この容器の中へ水を入れ、それに少量の香り成分を添加し
てUSBケーブルを接続して使用する。



for 聴覚

水仙の音楽に関係するもの



音楽による聴覚への刺激も、上記の香りによる嗅覚への刺激と同様
に、実効効果はとても大きいものです。今までの様々な大量の研究結
果から、以下のようなことが言えます。リラックス度を上昇させる癒しの
ために音楽を聴いて最大限の効果を得るためのベストな方法は：
➀音源はアナログのレコードかテープに限る。デジタルのCDやネット配

信ではダメ。テープとは、カセットかオープンリールテープのことで、レ
コードとCDの両方で市販されていた同一のアルバム内の曲で比較し
て脳波を測定して評価したことがあり、この結果もmy HPに掲載してあ
ります。とにかくアナログ音源がベストであり、デジタル音源はダメ。

②アンプは真空管式がベストで、デジタルアンプは絶対にダメ。
③スピーカーは、大型のフロア型がベストであり、フルレンジの小型ス

ピーカーが１本のみのようなのはダメ。イヤホンは問題外で絶対ダメ。
小型スピーカーも何組か持っていますが研究用で普段は使用せず。

④スマホでイヤホンで音楽を聞くのは、高音域若年難聴にもなり最悪！



要するに、脳波改善・ストレス低減を目的として音楽を聴く場合は、音
源はアナログに限る。すなわち、レコードやテープ(カセット、 4Tr 19cm, 
2Tr 38)です。CDやネットオーディオなどのデジタル音源は絶対にダメ。
また、アンプは真空管式がベストであり、デジタルアンプは絶対にダメ。
これらは主観ではなくて実験結果に基づく客観的事実なのです。

前ページと上に書いたことは、すでにmy HPに具体的な実例が掲載し
てあります。比較試聴すれば容易にわかることですが、アナログ音源→
真空管アンプ→大型フロア型スピーカーの音は、音の厚み、重厚感な
どが全く違います。聴いていて脳波を測定しなくても、リラックス度が上
昇してストレスが低減することが体感としてもわかります。音楽に引き込
まれます。ステレオシステムとしては、各楽器の定位が左右はもちろん
ですが、前後の定位もわかるシステムがベストなのです。ピアノが前方
に、ドラムが後方になどのように、あなたの装置では、各楽器の前後の
位置関係もわかるように聴こえますか。小型スピーカーでは無理かも？



私の友人にオーディオマニアが何人もいますが、皆さんが口を揃えて
言うことは、 『CDなどのデジタル音楽はダメで、レコードなどのアナログ
音楽に限る』です。親友のアメリカ人の若い夫婦もそうで、折角たくさん
集めたCDを全て段ボール箱に詰めて、地下室へ移動し、もう使うことは
ないだろうとのこと。音にうるさい人で、アナログ音楽よりもデジタル音楽
の方が良いという意見は全く聞いたことがありません。『欲しかったら、
どのCDでもあげるよ』と言っている大先生もいますが、私はいりません。
処分に悩んでいますから、これ以上増やしたら大変なことになります。

音源がCDなどのデジタルであれば、それ以降にどんなに高級なアン
プやスピーカーを繋いでも、デジタル音の根本的な問題点(ジャギー)は
解消されず、ダメなのです。デジタル音源とは、CD, SACD, Blue Ray, 
DVD, Net Audioなどです。癒しのためや脳波の改善のために聴くので
あれば、デジタル音源は即止めましょう。アナログ音源と比較して、何か
良くない音で、耳や脳にしっくり来ないと思いませんか？！



次に、水仙と聴覚の関係ですが、水仙そのものの音なんてないので、
水仙に関係する音楽として先ず思いつくのは、フォークソング全盛時代
のその昔に人気だったブラザーズフォーが歌う『七つの水仙』ですが、
現代の若者は、ひょっとしたらこのグループやこの曲を知らないかも。
彼らが歌う名曲は他にも色々とあり、いずれもなかなか素晴らしいです
ので、ぜひそれらを聴いてみてください。YouTubeでも見て聴くことがで
きます。カジュアルな雰囲気のアメリカのフォークソング４人組です。そ
の４人とは、Bob Flick、John Paine、Mike Kirkland、 Dick Foleyであり、
1956年に米国ワシントン州シアトルのワシントン大学で知り合った他人
同士で兄弟ではありません。彼らが歌った有名な曲名は、下記のCDの
ケースの裏面に書いてある曲目リストを参照してください。このグループ
の歌声と伴奏は、とても癒されますので、できればアナログでぜひ聴い
てみてください。日本公演も何回もしていて、日本語でも歌っていました。



ブラザーズフォーのレコードの実例。レコードやテープなどのアナログ音源は、脳
波的には非常に良い。



オーディオにあまり詳しくない方へレコードを聴く時の注意事項

アナログレコードの音が脳波的に非常に良いのは事実ですが、以下のような注
意が必要です。すなわち、レコード盤に刻まれている音は、技術的な理由により、
低音域がかなり弱められ、高音域がかなり強められてれていますが、これはアメリ
カレコード協会(Recording Industry Association of America略号：RIAA) の規格に
従っております。再生の時には、それをフォノイコライザーで元の正しい音に戻し
て聞かないといけません。つまりレコードプレーヤーからの出力をそのままアンプ
の外部入力(AUX)端子に接続して音を出しても、それは低音域が弱められ、高音
域が強調されたとても変な音のままであり、正しく原音を再生できていません。た
だし、高級アンプや昔のアンプには、フォノ入力(MC, MM)端子があり、そこへ接続
すればアンプ内にフォノイコライザーが内蔵されていて、RIAAカーブの補正がされ
ますので大丈夫です。このような端子がアンプにない場合は、レコードプレーヤー
(またはフォノカートリッジ) からの出力を外付けのフォノイコライザーで元の音に戻
してから、その出力をアンプの一般的な外部入力(AUX)端子に接続します。これで
やっと原音が正しく聴けるようになります。これをしていない人が結構います。



RIAA イコライザーカーブ (LPレコードなどでの)
青点線：録音時に原音をこのようにRIAA周波数補正し

てレコードに入れる
赤線：再生時にはイコライザーでこのような逆RIAA補正

してフラットな原音に戻して正しい音が再生される
黒線：原音

SP 盤時代における各社の
録音イコライザー特性

このページの図はWikipediaから借用し、私が解説文や数値などを補足しました。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:RIAA-EQ-Curve_rec_play.svg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Coarsegroove_EQ_curves.svg


これはドイツ製の高性能レコードプレーヤーで、分厚く重い大理石板の上に乗っており、モーターは微振動がレコード盤に伝
わらないように別筐体になっており、モーターの回転はシリコンゴム製の3本の細い紐で伝わるようになっている。トーンアーム
はイギリスのSMEのものを長短2本装備し、カートリッジはデンマークのオルトホンの2種類を付けており、出力ケーブルはXLR
となっている特製品で、なかなかのものです。レコード再生に凝っているので、この他にLPレコード用のプレーヤーは5台あり
ます。SPレコード用や、なんとエジソンのシリンダーレコード用のプレーヤーまであります。

レコード音源を真空管アンプで聴くことに非常に凝っており、すでに40年くらい前からやっております。



第１オーディオラック内の装置を何も移動せずに一部分をそのまま撮影

A

B

D

C

E

F

A: Triode 真空管式フォノイコライザー
B: ortofon 昇圧トランス (昇圧比:27dB)
C: DENON DD式レコードプレーヤー

D: McIntosh フォノイコライザー
E: McIntosh 管球式プリアンプ
F: LUXMAN BD式レコードプレーヤー



G

H

I

J

G：オーストリア(ウイーン)製高機能フォノイコライザー
の前面 【可変Input Impedance, Capacitanceを

はじめ実に多彩すぎる設定ができる
上級機】

H： Gの裏面 (入出力共にXLR端子付)
I：上記の高性能ターンテーブルのコントローラー

J：日本製フォノイコライザー (入出力共にXLR端子付)

第２オーディオラック内の装置を何も移動せずにその一部分をそのまま撮影



SPレコード専用フォノイコライザー (特製品)
昇圧トランス (→の部分に私の名前

が刻まれている特注品)

→



レコードプレーヤーと真空管のパワーアンプを接続する場合には、ボリューム・
コントロールができない機種も多くあり、中間にアッテネーターやボリュームが必
要となります。その実例として、入力側も出力側も両方がXLRコネクターのマニ
アックな、下に示すようなものも手元にあります。

前面 裏面



レコード再生においてもう一つ重要なことは、ノイズ対策です。ヴァイオリンなど
の繊細な音をうまく拾うには、MCカートリッジが最適とされていますが、欠点は出
力電圧がたとえば0.2mVくらいと非常に低いので、最終的にはスピーカーまでに何
万倍とかに昇圧して音楽として聴いています。そうすると、外来ノイズもとても大き
くなるので、少しでもそれを低下するためには、XLRケーブルで初発段階のフォノ
カートリッジとフォノイコライザーやアンプと接続すると良いのですが、普通の市販
のレコードプレーヤー・フォノカートリッジの出力側や、フォノイコライザーやアンプ
の入力側の両方にXLR端子のあるものは、ほぼ皆無ですので、そう簡単にはやれ
ませんが、私は凝り性なのでそれをやっております。アースの取り方も色々と工夫
するとノイズ低減に効果がありますが、そう簡単ではありません。

一般にスタジオやコンサートホールでは、マイクのケーブルを何十メートルとか
長く引き回しますので、外来ノイズ対策としてXLRケーブルを使います。ちなみに
XLRとは、extra long range の略号です。XLRについては、以前にmy HPに詳細を
掲載しましたので、興味のある方は見てください。貴金属のケーブルもあります。

MCカートリッジでクラシック音楽を再生すると、繊細でなかなか良い音がします
が、外来ノイズとの戦いでもあります。試しに無音時にボリュームを徐々に上げて



いくと、次第にブーンというハム音がしませんか。高出力時ほどそのノイズは大き
くなりますが、それではいけません。ボリュームを最大にしても、このノイズが全く
出ないようなことは、まずあり得ません。

また、無音レコードというものもあり、溝は刻まれていますが、音は全く入ってい
ないブランク・レコードなので、これを再生(？)して無音時のノイズチェックに使い
ます。これでもほとんどノイズが聞えなければ、ノイズ対策は完璧です。しかし、レ
コードを聴いていて特にハムノイズが気になるようでは、『レコード音楽による癒
し』どころではありませんから、まずハムノイズを無くしてからレコード音楽による
癒しをしましょう。プチプチというレコード盤に特有のスクラッチノイズは、レコード
盤面の小さな傷によるものなので無視しましょう。盤面が無傷できれいなレコード
盤の再生ならば、そんなノイズは出ませんから。



ブラザーズフォーのCDの実例 脳波的にはCDなどのデジタル音源はダメ



Seven Daffodils
Words and Music： Lee Hays /Fran Moseley

I may not have mansion, I haven‘t any land 
Not even a paper dollar to crinkle in my hands 
But I can show you morning on a thousand hills
And kiss you and give you seven daffodils 

I do not have a fortune to buy you pretty things 
But I can weave you moonbeams for necklaces and rings 
And I can show you morning on a thousand hills 
And kiss you and give you seven daffodils

Oh seven golden daffodils all shining in the sun 
To light our way to evening when our day is done 
And I will give music and a crust of bread 
And a pillow of piny boughs to rest your head 
A pillow of piny boughs to rest your head



七つの水仙
作詞・作曲：リー・ヘイズ/フラン・モズリー

僕が豪邸を手に入れることは無理かもしれない、その為の広大な土地も持っていない。
それどころか、両手の中には皺くちゃになった1ドル紙幣一枚すらない。
けれども、千の丘の上の輝く朝を、君に見せることができる。
そして君に口づけし、七つの水仙の花を捧げることもできる。

僕は君に素敵なものを買ってあげられる財産を持っていない。
けれども、僕は月の光を織りなして、君の指輪やネックレスにすることができる。
そして、千の丘の上の輝く朝を、君に見せることができる。
そして君に口づけし、七つの水仙の花を捧げることもできる。

ああ、七つの黄水仙が太陽に輝いている。
僕達の逢瀬の後、夕暮れの帰り道を照らすように…
そして、僕は音楽と一かけらのパンとを捧げよう。
更に、君の頭を安らげるために香りのよい松の枝の枕を捧げよう。
君の頭を安らげるために香りのよい松の枝の枕を…



すでに何回もmy HPに書いております、いつもの愛用のアナログ音楽
再生システムで、上記のレコードで『七つの水仙』を聴きながら、いつも
のように脳波を測定し、リラックス度を計算したところ、聴く直前の脳波
に比べて、リラックス度は 1.40 倍上昇することがわかりました。このよう
な実験で、このくらいの上昇率は、私の脳波ではほぼ限界値です。私の
普段の脳波は、いつも何かと気を使っているためか、あまり良くないの
で、脳波的に良くなることをいくつか組み合わせると、相加的または相
乗的にリラックス度がぐんぐん、いくらでも天井知らずに上昇していくと
嬉しいのですが、残念ながらある程度で頭打ちする上限があるようで、
そううまくはいきません。



for 視覚

水仙の造形に関係するもの



水仙の実物や写真、さらには関連の芸術作品などを眺めるのも良い。

独特の瑠璃色の背景に水仙が浮かび上がっ
ている素晴らしい香蘭社の水仙文大皿 (直径
約28cm)で表面が凹面になっており光の反射
をなくして撮影するのは非常に困難。

人間国宝 第11代
三輪休雪作 萩
一輪挿と箱書き

これは本物の水仙



以下に示すようなムーディーな水仙の写真を見ても癒されます。
いずれも佐保川堤に生えている状態のままの水仙です。











こ
れ
は

チ
ャ
フ
ル
ネ
ス
と
い
う
品
種



















樹脂粘土製アートフラワー/パンフラワー【ラッパ水仙と日本水仙】

黄水仙のドライフラワー
色々な使い道があります



for 味覚

水仙の味に関係するもの

水仙は全体が有毒なのでどの部位も絶対に食べてはいけません！！



水仙の植物体全体に毒があり、決してどの部位も食べてはいけませ
んが、花よりも先に葉が地下から出て、その形がニラに似ているので
水仙とは知らずに間違って食べて中毒を起こす例が毎年のように報告
されていますので要注意です。簡単に見分ける方法は匂いです。ニラ
には、ネギやニンニクのようなアリウム属に独特の匂いがありますが、
水仙にはそれがありませんのでチェックは簡単です。また、球根が玉ね
ぎに似ているので注意が必要です。特に水仙の球根には毒が多く含ま
れていて、球根の致死量は10g程度だそうですので、下手をすると死に
ます。水仙の有毒成分は、『リコリン』、『ガランタミン』、 『タゼチン』、
『シュウ酸カルシウム』(接触性皮膚炎を起こす)などです。これらは猫や
犬などの動物にも有毒ですので、特に猫は植物の葉を食べる習性があ
るので、水仙の葉を食べないように注意しないといけません。屋外のみ
ならず室内の鉢植えや生け花の水仙も同様に。なお、この『シュウ酸カ
ルシウム』は、尿路結石の成分の大部分を占めているものです。



水仙の毒は興味深いことに嘔吐することです。なので、多めに食べて
も吐いてしまうので、深刻なことにならないようです。この毒性物質は、
一般の毒物を飲んでしまった時の治療薬として、先ず吐かすのに使う
そうで、水仙の毒も逆に医療に役立っているのです。

香港では『水仙茶』というものをよく飲んでいるようですが、これは水
仙が原料ではなく、お茶の種類の名称だそうです。



for 触覚

水仙の肌触りに関係するもの



水仙の肌触りによる触感でリラックス度の上昇については、具体的な
方法の名案が浮かびません。逆に上述のように水仙の葉には『シュウ
酸カルシウム』が含まれていて、接触性皮膚炎を起こすので、触らない
方がベターです。

また、『菖蒲湯』のように水仙の花や葉を風呂に浮かべた『水仙湯』を
すれば、とても良い香りがして素晴らしいと思いますが、接触毒がある
ので残念ながらできません。

通常は、触覚といえば、ムートンとかモフモフの猫とかビロードとかで
の実験を思い付きますが、水仙のような毒のあるようなものはトライして
はいけません。水仙は花がきれいで良い香りがしますので、まさか有毒
だとは知らない人が結構いますので要注意です。
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前ページのカワセミの写真について
これは、この原稿を書いている途中の2022年1月22日(土)の午前11

時30分頃に偶然にも撮影できた写真です。佐保川堤で本稿に追加す
る水仙の花を撮影していたら、眼前に突然現れたカワセミです。撮影し
て欲しそうに斜めにポーズを取って、こちらを見て動かずにじっとして
いるのです。この姿勢を見ると、獲物の魚を狙っている雰囲気ではなく、
カワセミも水仙の花を見てリラックスして休憩しているようでした。ちょっ
と太り過ぎではないかと思います。じっとしているので、色々と角度を
変えてたくさん撮影してやりましたが、私が動き回ってもカワセミは平
気でした。5～10分くらいして、飛び去りました。こんなチャンスがあると
は全く予測できませんでしたので、水仙の花を撮影することに特化した
マクロレンズしか持参しておらず、中望遠を持って来ておればと残念な
思いをしました。この付近にカワセミがいるのを時々見かけますが。



終りに

いつも同じことばかり書いていますが、とにかく人生で一番重要なこと
は、『健康で長生きすること』です。それには、『先ず各種病気の予防』
ですが、ストレスの低減や解消が非常に重要だと思われます。

私の場合は、脳波で測定すると、花では水仙が最高に癒されますし、
体感的にも水仙は非常に素晴らしいので、今回の原稿に書いたように、
水仙のフルコースで、とことんストレスの低減や解消をしてみました。こ
れを参考にして、皆さんも独自の方法を見出してやってみてください。
バラがベストだと思われる方はバラでどうぞ。バラのような人気の花だ
と、関連グッズも豊富で、何かとやりやすいです。

皆さんの健康長寿をお祈りしております。



結 論

ひょっとしたら、健康長寿の秘訣とは、その最悪
のネガティブ要因であるデジタル音楽を聴かない
ことかも？！

これはデジタル音楽をイヤホンで聴きまくっている現在の
若者が将来、中高年になったら自然とわかることですが。



終り


