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今回のセッションの目的： 

 

【解決、軽減、解消したい事項】 

人間関係に関して（特に、母親と夫） 
アトピー 
花粉症 
視力、聴力の低下 
体の重さ、怠さが増している 
怒っている人への恐怖感 
体の一部を食べる癖（爪、皮膚、髪の毛など） 
直ぐに体を掻く癖 
些細な事での苛々 
緊張によって本来の実力発揮ができない 
自分の理解者が少ないと感じる 
金銭欲や物欲 
など 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
セッションの記録： 

 
 
目の奥が光っている。 
紫色の光。 

不思議な感じ。 
こんな光は見た事がない。 
気分はいい。 
自分の体がイメージできない。 
体が小さくなった。 
幼稚園児ぐらいの大きさ。 
飛んでいる。 
ぴょんぴょんしている感じ。 
笑っているかな？ 

 
手が重い・・・。 
（呻き声） 
すごい重い。 
重い原因は、何かが載っているから。 
土・・・。 
埋められた・・・。（涙） 
悪い子だったから？ 
ご飯を食べちゃった・・・。 
盗って食べた。 
食べたかったから。 
欲しかった。 
誰も食べ物をくれなかったから。 
ひもじい・・・。（涙） 
重い、重い！ 
周りに何もない。 
焼けちゃったから。 
全部燃えた。 
戦い。 
何もなくなった。 

（自分は）小さい・・・、3歳。 
弟がいる。 

まだ小さい・・・、1歳。 
（自分が）弟の面倒を見ている。 
背負っている。 
お父さんもお母さんもいない。 
どっかに行った。 
何も分からん。 
お母さんが（自分に）「頑張れって」言うた。 
弟の面倒を見るのは自分だから。 
他に頼れる人がいない。 
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今、道に住んでる。 
ぼろぼろの格好している。 
おうちはない。 
周りに人がいない。 
塀がある。 
周りの家の塀がある。 
歩いて来た。 
ここは京都。 
ど真ん中辺り。 
これは飢饉の時。 
食べ物がない。 

792年。 
この後、死んだ。 
寒かった。 
秋。 
弟は死んだ・・・、冷たかった。 
（自分より）前に。（涙） 
辛かった。 
弟が好きだった。 
時間の感覚がなかった。 
もう立てんかった・・・。 
お腹空いた。 
ひもじかった。 
それで（自分は）死んだ。 

 
（時間を遡る・・・） 
生まれた・・・、ぼろい家に。 
京都じゃない山奥。 
お母さん、京都に出稼ぎに来とる。 
お父さんはいない。 
いなくなった。 
（母親に理由を訊くと）「分からん」って。 
お父さん、「消えた」って。 
この時は、弟は未だいない。 

今はお母さんと 2人切り。 
お母さんに連れられて来た。 

今、2歳。 
京都は楽しくない。 
いやや。 
何もない。 

塀ばっか。 
大きいうちばっかり。 
偉そう。 
お母さんは遊郭って所で働いてる。 

（自分は）1人で外におる。 
優しいおばちゃんがいる。 
おばちゃんは声掛けてくれるだけ。 

1人で外で待っとって、色んな人が「何しとーん」っ
て声掛けてくれる。 

「1人ぃ」って答える。 
あとはおじさんがお餅くれる。 
美味しい。 
お母さんはたまに出て来るけど、何も言わん。 
直ぐにまた入ってく。 
お母さん、ずっとここに住んでる。 
（自分も）ここに住んでるけど、入れてくれん。 
寂しい・・・、慣れん・・・。 

1人はイヤや。 
友達おらん。 

1人で砂に絵を描いてる。 
うさぎ（の絵）・・・、うさぎ好き、かわいい。 
美味しいし。 
おじさんが焼いてくれた。 
おじさんは優しくしてくれる。 
お母さんは優しくない。（涙） 
仕事しとる。 
お母さんは何も言わん。 
（自分を）放ってく。 
ずっと絵、描いとる・・・、暇やもん。 

朝からずっと 1人で・・・、たまに遊んでくれる人も
おるけど、手ぇ繋いで散歩したり。 
（その人たちは）お母さんが何してるか知らんと思う。 
ずっとこんな生活。 

 
弟ができた。 
弟、かわいい・・・、守ってあげんとあかん。 
弟を抱っこしている。 
弟を「ゆう」って呼んでる。 
笑っとる・・・、かわいい。 
ゆうが寂しくない様に、いつも話し掛けてあげる。 
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いつも一緒にいる。 
お母さんは知らんっ！ 
（自分たちを）放ったらかしやから。 
でも、うちにゆうをくれたから。 

 
お母さんはいなくなった。 
どっか行った。 
なーんも言わんで消えた。 
でも、ゆうがいるからええわ。 

 
【「お母さんと話してもいい？」】 
いやや！	 嫌いやもん。 
ちょっただけしか話したらあかん！ 

 
母親との対話のイメージ 
うるさいなー。 

 
【なぜいなくなった？】 
だって、いらんもん！ 
子供とか、めんどい。 
いらんやん、子供―！ 

 
【なぜ作った？】 
できたもんはしゃーないっしょ。 
いらんて、あげるわっ！ 

 
【3歳の子を放ったらかしてた？】 
いらんもん。 
誰かが面倒見たらいいっしょ。 

 
【弟は？】 
あー、いらんって。 
かわいくない。 

2人でおればいいっしょ。 
ちっちゃい奴と、ゆう。 
ちっちゃい奴は、“みずき”。 
いらんかった。 

 
【子供に少しでも愛情掛けた事は？】 
ないって。 

愛情とかって、いらんやん。 
（自分は）殴られとった。 
男に。 
痛かった。（涙） 
顔とか、お腹とか・・・。 
何でか知らんけど殴られた。 
なのに、子供だできてしもうた。 

 あいつの子ぉなんか、いらんっ。 

 
 
【その人とずっと一緒にずっといた？】 
うーん、来るからねえー。 
途中で殺してやったわ。 
いらんかった。 
もう、イヤや、痛いの。 
酒で酔っとったから、ぐっとした、首を。 
これは、みずきの父親。 
あ、えらい事してしもうた・・・、で、逃げ

んといかん。 
逃げた。 
京都を出た。 
怖かったー。 
でも、捕まらんかった。 
殺して、ばれる前に名前変えて、違う店に行

った。 
別の遊郭に。 
次の所は、いい客やった。 
ゆうの父親は、そこにおった店を取り仕切っ

てる男や。 
いい男だったー。 
ゆうは好きやけど、みずきは嫌いや。 
あいつの子供やから。 
似とる。 

 
みずきとして・・・ 
愛されてなかったー。（涙） 
愛されてるとは思わんかったけど。 
ゆうがいるから、いい。 
（母親に言いたい事は）バカやろうー！ 
いいもん、ゆうがいるもん。 
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 母親 

まあ、いいわ、ばれても、あの子なら。 

 
【酷いことしたとは思わない？】 
もういいやん、ゆうあげたからいいやん！ 
京都は、皆、優しいから、いいんじゃない？ 
（自分には）どっちみち育て切れん、無理だ

ねぇ〜。 
みずきを育てられないから、ゆうだけをかわ

いがるなんて、イヤだ。 

 
【それで、他の人に任せる？】 
抱き締め方が分からん。 

 
【遅くないから、今からでも抱き締めてみ

る？】 
無理、無理、無理、無理・・・！ 
無理―！（大泣き） 
みずき、恨んどるもん！ 
恨んでるー！ 

 
【みずきに抱き付いて貰ってもいい？】 
絶対イヤだー！ 
何て言ったらいいんか分からんっ。 
無理無理、イヤや、イヤやー！ 
放ったらかしにしたんとちゃう、だって、ゆ

うをあげたもん。 

 
【3歳の子に赤ちゃんを押し付けただけでは
ないのか？】 
違う！ 
京都は皆、優しいから、大丈夫や。 

 
【この先、どういう人生を歩んだ？】 
結局捨てられた・・・。 
最後は死んだ。 

28歳で。 
子宮を病んで、死んだ。 
罰とは思わん。 

頑張ったもん、うち・・・。 

 
【自分の事は許せる？】 
許さんっ！ 
この人生は、あー、疲れたー。 
・・・頑張った。 
もう無理やった、精一杯やった・・・。 

 
【飢饉は免れた？】 
飢饉はあった。 
・・・生き延びた。 

 
【子供 2人はどうなったか知っているのか？】 
知らん。 

 
【飢えて亡くなった・・・と】 
そんな事ない、生きてるよ。 
出てった時は、生きてたもん。 
だって、ご飯、恵んで貰ってたよ。 

 
【飢饉の時は、皆、いなくなってしまったと】 
知らんよ。（大泣き） 
おるもん、だって、一杯人おったもん。 
おばさんとかいたよ、おじさんだっていたも

ん。 
あーーーー、知らん！ 
死んどらん。 
だって、草餅食べとったもん。 
何でなんや、イヤやー！ 

 
【今からでも、謝れる？】 
イヤや、イヤや！ 
だってうちは何も悪い事、しとらんもん。 
うち、頑張ったやんかー！ 

 
【母親になったら、もっと頑張らないといけ

ないのでは？】 
辛かった・・・。（涙） 
	 【まずは、自分の事を許して、謝れる？】 
ごめんって言ったって、分からんやんか。 
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イヤや。 

 
みずきとして・・・ 
【母親を許せる？】 
ちょっとだけね。 

 
【頑張っていたって】 
頑張っていたの、知ってるもん、知ってるもん、知っ

てるもん！（大泣き） 
だから、何も言わんかったんやもん！ 
精一杯やったん、知っとったもん。 
だから、ゆうも貰ったん。 
でも・・・、うち、ゆうを育てられんかったぁー！ 
ゆうに、ごめんねって思うー。 

 
 母親 

【母親が頑張っていたのを知っていたと】 
そんな事ないわ、絶対知らんわっ！ 
・・・・・すまんかった。（涙） 

 
【逝去して、光に行った？】 
行かんかった。 
光の方に行けるって言われたけど、止めた。 

 
だって、子供、捨てたもん・・・。 

 
【気になっていた？】 
・・・（涙） 
死んでから、子供らを探しに行かんかった。 

 だって、怖いやん。 
もっと後になって、誰かが“フタ”を開けて

くれて、光に行けた。 
親切な人がおった。 

 
愛し方が分からんくって、ごめん（涙）。 

 
みずきとして・・・ 
お母さん、謝ってくれた・・・。 
ちょっと、嬉しい。 
もういいよ。 

 
先に大火事になって、燃えて、飢えた。 
火事は大きかったぁー。 
空が真っ赤やったー。 
草餅くれたおじさん、いないー。 
おばさんもいないー。 
皆、どっかに行ってしまった。 
皆、どっかに逃げてったー。 
もう京はダメやったー。 
置いてきぼりになってしまった。 
塀叩いても、ダメやったー。 

 
冷たくなったゆうと手ぇ繋いで死んでから、草餅のお

じさんが見付けてくれて、うちを土に埋めてくれた。 
うちは全部見たったよ。 
土の中でもゆうと一緒で良かった。 
でも、死んで、ゆう（の魂）はおらなくなった。 
ゆうは空へ行ってしまった。 
うちは、ここにおる・・・。 
ここ（地上に留まって）でゆうを待ってる。 
ゆうが来る・・・？ 

 
【いつ来る？】 
うちがゆうを産む。 

 
【いつ光に戻る？】 
ゆうを産んだら。 

 
【体がないのに？】 
借りる。 
そこら辺の人に！ 

 
【人の体はダメでは？	 自分の体を持たなければい

けないのでは？】 
えー、何で。 
何でダメなんか、分からん。 
えー、でも、今、あるよ、ほらほら。 

 
【誰の体？】 
えー、誰やろ、これ？ 
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・・・何か、お姉さんの感じ。 
でも、産めるもん。 
もう元気だから。 

 
【でも、亡くなった時、3歳では？】 
うん。 
人の体やったら、何でダメなん？ 
いいやん！ 
借してくれると思うよ。 

 
【人の世には、ルールがあると思うが？】 
そんなん、いいやん。 
難しい事は、分からんっ。 

3歳やったけど、今は誰の体でも借りれるやん。 
自由に。 
だって、自由に何でもできるんやもん。 

 
【今、借りている体の持ち主は？】 
えー、誰、この人？ 
えー、何か、デカいよ。 
デブいよ、重たいもん、この人。 

 
【なぜ、その体に入った？】 
だって、安産できそうだから。 
丈夫なゆうが産めるでしょ、この人なら。 

 
【今、何年？】 

1700年代。 
1000年間は、ずっとあっちこっち行ってたよ。 
ゆうは空に行ってしまったから・・・。 
ゆうに似てる子を探しとったよ。 
上からピュンピュンって。 
でも、ゆうはおらんー、どこにも。 
みずきが死んでからは、まずは大阪に来て、・・・で

もね、もっと遠い所も、ピュンピュンって行けるんだ

よ。 
北海道も行ったよ、・・・でも、寒いー！ 
あとはね、海に潜ったりもしとった。 
青かった！ 
きれいな所があるんよー、場所は知らんけど。 

 
【みずきの魂として行っていた？】 
うん、そう。 
体がなくなってから、でっかいおばさんの体を借りる

迄は、あっちこっちに飛んでた。 
光に呼ばれたけど、興味なかった。 
だから、飛んでた。 
自由やったよ。 
いっぱい見える！ 
鳥と一緒に飛んだ。 
鳥、びっくりして逃げちゃったよ。 
声を掛けてみたん。 
白くて、大きかったよ。 
皆で飛んでて、いいなあと思って後ろについてったら、

邪魔やって怒られた・・・。 

で、1人でまた飛んだ。 
草餅が美味しい所、探した。 
草餅好き。 
よくおじさんがくれたから。 
でも、分からんかった。 
だって、食べれんもん。 
見とっただけ。 
食べようとしたけど、食べれんかった。 
だって、おじさんの取ったらかわいそうやん。 
触ってはみようとしたけど、触れんかった。 
だって、体ないもん・・・。 

 
海が青い他の国に行った事あるよ。 
人も見た。 
多分、あれは外人やった。 
民族衣装着とったよ。 

 
何か、銃を持って、皆で行進しとった。 
白い服と青い服着とってね、顔が濃いん。 
がっつりしとって、肌は白かったよ。 
手ぇ振ったけど、誰も振ってくれんかったぁ。 

 
【体はみずきのイメージのまま？】 
うーん、でも、すっぽんぽん。 
もう、服、要らんもん。 
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でも、気付いてくれた人はおらんかった。 
誰も・・・。 

1000年の間、ずっと空飛んでたりしてたからかなー？ 
人目に付かん所におったからなぁ。 
色んな所に行ったで。 
どこやろ、名前が分からん。 

 
【現在の世界地図に照らし合わせると？】 
世界中に赤い印が見えるよー。 
アメリカ、カナダ、イタリアの方は全部赤い。 
ヨーロッパは殆ど全部行ったよ。 
ヨーロッパはキレイやよ、やっぱり。 
そこは良かった。 
お城のてっぺんで、くるくるもしたよ。 
で、いっぱい飛んだ。 
一瞬じゃなくて、空を飛んで行ったんだよ。 
大変だよ。 
ロシアも行った。 
ロシアは寒いね。 
寒い所は余り好きじゃない。 
だって、ゆうが死んじゃったもん。 
あったかい所がいいよ、死なない所がいい。 
でもね、海がきれいで、あったかい所がいいよ。 
そういう所では、魚と一緒に泳いだよ、亀とも。 
亀の上に乗ったらね、どんどん下に行って、深過ぎて

怖くなったから、帰って来たよ。 
暗いのイヤだ。 
明るいのがいい。 
ずっと日が沈まない北の所があったけど、あれは良か

った。 
シロクマ見て・・・。 
あ、エジプト行ったよー。 
ピラミッド行ったよ。 
皆、一生懸命歩いて大変そうだったけど、うちはぴゅ

ーんって飛んで、頂上に行った。 
中に入って、ファラオ見た。 
あれは、ファラオっていうか、ミイラ。 
エジプトの周りは砂漠が多かったけど、歩いて回った。 
暑さは分からんけど、寒さは分かる。 
だって、ゆうが死んだからなあ。 

寒いのは好きじゃない。 

 
1700年代は、大きいおばちゃんの中に入った気がす
る。 
フランス。 
大きいけど、とっても優しいおばちゃんだったよ。 
皆の事が大好きなおばちゃんで、足が悪かったから、

うちが助けてあげた。 
足支えてあげたりしたら、「足が軽いなー」って言っ

てたよ。 
おばちゃんは、子供を産んでた。 
だから助けてあげた。 
ゆうじゃないけど。 

このおばちゃんが元気になって、子供 3人を産んで、
その 3人を育て切ったら、終わって、出てった。 
それ迄はずっとおばちゃんと一緒にいた。 
ずっと一緒にいて、右足を助けてあげてたよ。 

 
【一緒にいて、おばさんの足を引っ張る事はなかっ

た？】 
なかったよ。 
助けてあげてたんだよ。 
おばさんの所を出たら、また旅をしていた。 
その後は、ちょっと飽きて・・・ね。 
この頃のフランスは、すっごい荒れてた。 
戦争やった、確か。 
すごいキレイなちっちゃい町だったよ、教会がある。 
で、ご飯がなくて、大変なん。 

戦争しとって、・・・1749年。 
戦争は見てない。 
音が怖い！ 
いっぱいパンパンいってたのが、たまに聞こえるんよ。 
で、皆びっくりするから、うちがシーってやっとった。 
大きなおばちゃんの家は、大丈夫やった。 
でもね、物が来んから、大変そうやった。 
おばさんの足が悪くて、座ってんのが大変で、畑やる

のもすごく大変で、結構助けてあげた。 

おばさんとは、30年ずっと一緒にいたよ。 
おばさんは、“ユーリア”っていう名前。 
ユーリアはね、人が好過ぎるんよ。 
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すぐ何でも人にあげちゃうから、あかんよって言って

んのに、分からんから・・・、しゃーないんで助けて

あげたんよ。 
小麦を作って、小麦粉をとっとった。 
ジャガイモ、レタス・・・、あとは育たんかった。 
土地は痩せとった。 
ユーリアはうちのお母さんと違って、すごく優しい。 
うちは優しい人が好きなん。 
ユーリアの子供たちはみんないい子やったよ。 

 
【自分の存在に気付いた人はいたのか？】 

うん、1番下の子だけがね、3歳の子なんだけど、1
回、目が合ってびっくりしてた。 
「あっ」て言ってた。 

うちも 3歳（死んだ時の年齢が）で、同い年でね。 
 
この次はね、戦争がいっぱいあったから、どこに行け

ばいいのか分からんかった。 
だって、戦争ばっかりあちこちでしとるんもん。 
いっぱいバンバンしとるんよ。 
イタリアとか、地中海とか、海のきれいな所ばっかり

行こうと思ったけど、血ぃがいっぱい流れとるんで、

怖いん、・・・イヤやぁ。 

 
【自分が目撃した 1番酷い戦争はどこ？】 
アメリカ。 
いっぱい殺しとったよ～、イヤやったぁ。 
第二次世界大戦！ 
ちょっと見てしまってん。 
すごく気持ち悪くなってしまって、帰ったん。 
うちは、海で見とったん。 
太平洋。 
みんな死んじゃうんよ。 
日本の飛行機とか、突っ込むんよ。 
バカだよねって思ったん。 
もう止めなよって思うんだけどさあ、皆分からんから、

しょうがなくなって、日本に帰って来た。 

1990年に。 
今度は愛知に（クライアントの出身地）。 

 

その前に、光には戻ったよ。 
ずっと呼ばれとったもん。 
旅行していたかったから、呼ばれてもずっと行きたく

なかったんよ。 
ユーリアもおったし。 
だから、ずっと「今じゃない、気が向いたら（光に）

行く」って言っとったから、1990年にやっと戻る事
にした。 
光の中には、子供がいっぱいおったよ。 
何か、日本って、子供をいっぱい産む時期やったから

ね。 
で、順番待ちもすぐに終わって、今また人間の体を持

って生まれててもいいよってなったん。 

 
光の中でのイメージ 
うちは、空におる。 
モコモコした雲の上みたいな所。 
で、光の玉なんだけと、皆、赤ちゃんで、順番に生ま

れていくの。 
行く場所は、うちはじゃんけんして決めて、勝った。 
家（今生の家族）は、呼んどったんよ、「おいでー」

って。 
女の子が良かったんだって。 
岐阜と鹿児島（の選択肢）もあったけど、愛知にした。 
鹿児島は、何か危ない、イヤや、あっちは好きじゃな

い。 
旅行した時に、あんまりいい思い出がないんよ。 
何か、皆、冷たいんよ、特に女の子に対して酷い扱い

してる人が多かったもん。 
お酒で酔って、「俺は九州男児で～、おらあ～」みた

いな感じで、お酒のコップとか投げる人とかいて、見

てて危なくてイヤだった。 
九州には行かん。 
愛知は良かった。 

 
上から見てて、うちのお父さんとお母さんは、うちの

知ってる魂じゃない。 
みんな知らん・・・、あ、でも、おばあちゃんや優し

いよ。 
あ、おばあちゃんは、あの飢饉の時に京都でうちに
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色々くれた人やよ～。 
うちと手ぇ繋いで買い物に一緒に行ってくれた人。 
あのおばさんが、おばあちゃんやわぁ。 
でも、それでこの家に決めた訳じゃあないよ。 
たまたま。 
で、そうやって繋がっていたんがたまたま分かって、

それで行ったん。 
雲の上で、皆、うちがこの家に行くのに賛成して、後

押ししてくれたん。 

 
最終的な後押しをしてくれた存在との対話

のイメージ 

M（クライアントの名前）は、ここに行って、
これから幸せになるから。 
もう決めたから。 
俺が一緒に行って、幸せに生きる事に決めた

から。 

 
【“俺”って誰？】 

俺は、今の Mの旦那。 
 
【一緒にこの人生の設定をした？】 
違うよ。 

Mは迷ってたから、それじゃあダメだと思っ
て、「Mはここだよ」って言って、背中を押
した。 

そしたら、Mは落ちてったから、良かった。 
で、俺は Mの後に、すぐに行った。 
Mの 10日後に、同じ愛知に行った。 
一緒に幸せになろうねって。 

俺は、Mの魂が 1000年以上人間になってい
なかった事は知ってたよ。 

Mは、その間、いっぱい人を助けたよ。 
俺は、ずっと側にいたから。 
色んな所で。 

俺は多分、Mの魂に、3回ぐらいは助けられ
とるんよ。 
俺はいっぱい生まれ変わって、色んな国で生

きたけど、毎回、Mが側におるん。 
ユーリアの子供も時は、目が合ったの、俺。

マイケルだった時。 
その人生では、俺は戦争で死んだ。 

22歳の時。 
地中海の側で戦って・・・、イヤだった。 
ジャングルで隠れていて、敵を撃つ時に、逆

に撃たれた。 
頭！ 
ちょっと意識はあったけど、痛過ぎて、その

うち死んだ。 

Mはずっとユーリアの側にいたから、直接俺
が死んだ事は知らんと思うよ。 
で、多分、俺が戦死した事も、ジャングルの

中だから、すぐに（連絡が母親の元に）いか

んかった。 
あ、でも、俺の戦死の知らせがユーリアに届

いた時は、Mは多分、もうそこにおらんかっ
たよ。 
俺は、ユーリアには（魂となって）その後会

いに行ってないよ、かわいそうだから。 

 
とにかく、俺が 3歳の時、Mと目が合って、
その時 Mは笑ってたん。 
で「内緒ね」って言った。 
だから、秘密にしとった。 
次に会った時に、お礼をするって決めとった

ん。 
“次”は、空で会った。 
モコモコやったよ。 
日本の上だったよ。 

Mはすぐに来て、すぐに生まれたから、多分
1990年だね、雲の上で会ったの。 
俺はずっと待ってたんだもん。 
マイケルの前にも、旅してる前に会った・・・。

どこだろう、山で会ったなぁ。 

俺は毎回人間で、Mはずっと空飛んどって、
生まれ変わっても見てた。 
俺は知ってた。 
だって、ずっと空飛んでる人なんていないか

ら、見間違う訳ないんだよ。 
ずっと光から呼ばれてるのに、ずっと空飛ん
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でるから、「何で生まれないの？」って訊い

た事もあるよ。 
「まだいい」って言うから、じゃあ、いつな

んだろうって思ってた。 
俺は８回生まれ変わってる。 

Mの魂と出会ってからは 3回。 
その前は、ミジンコみたいなのだったよ。 

 
それは何億年も前の話。 
ミジンコの後は・・・、すぐには人間にはな

らんかったわ～。 
イノシシみたいな動物で、走ってた。 
で、この時は、木にぶつかって死ぬん。 
俺、毎回すぐに死ぬんよ。 

人間の時は、1回は頭撃たれて死んで、他の
時は、足腰が悪くてすぐに死んで、・・・何

か、毎回すぐに死んじゃうんよね。 
他の人生でも、子供の時に死んじゃうん。 

何か子供のうちに死ぬのが多かったけど、M
と会ってからは、（マイケルの時に）22の時
まで生き延びられてた。 

多分、Mは長寿を持ってるから、俺はそれに
ついてこうって決めたん。 
だから、同じ愛知の街で育って、ずっと側に

おってん。 

あ、俺が決めた事は、Mには内緒ねっ。 
背中押した時、俺もついてくね、一緒に幸せ

になろうねって約束したん。 
で、一緒に長生きしようって言ったん。 
今回、やっと長生きの人生が始まった。 
長かった〜。 

22で頭撃たれて死んだ時なんか、まだ体が元
 気なのに、勿体な〜って思ったもん。 

その時が、俺が 1番長く生きられた人生だっ
 たんだよね・・・、他の人生では、子供の時

 に死んでたからな、俺。 

 
Mがみずきだった前は、猫だった。 
俺は、その猫を撫でた事がある。 
ペルーの道にいる時に。 

すぐに分かったよ。 

俺は猫が好きで猫の Mも俺になついとった
 よ。 

でも、俺、すぐに死んじゃったから、猫の M
 も怒っとったよ、ニャンニャンって。 

ペルーの人生では５歳で死んでしまってん。 
落ちた、崖から。 
その時は目が悪かってん、でも、今はいいよ。 
目が悪くて崖から落ちて死んでしまったら、

 皆は優しくて俺の為に悲しんでくれたのに、

 Mだけはずっと怒っとったん。 
「何、死んでんのー！」って言われた。 

猫はさあ、長くて 16年位、短くても 10年位
 は生きるからさ、そんなすぐに死んじゃった

 ら、一緒に遊べなくなったやんって言われた。 

Mは、白っぽいグレーの、いい猫だったー。 
俺が 1番かわいがった。 
かわいがれて良かった。 
今、やっと一緒に生まれて来れた。 

最高だよー、俺、今迄で 1番幸せ。 
Mは、それを知らない、俺が企んだって事。 
内緒だよ（ひそひそ声で）。 
怒られちゃうから。 

だって、Mは、何でも自由にしたい人でしょ。 
だから、内緒。 

 
【この人生で、何を一緒にしたい？】 

Mがユーリアを助けた時、空を飛んで来たで
 しょう。 

「俺も空を飛びたい」って言ったら、「じゃ

 あ、次は一緒に行こう」って言ってた。 
一緒に空を飛ぶの、いっぱい飛ぶの！ 
今の体だと、まあ、旅行って事になるよね。 

2年後ぐらいに、一緒に世界一周の旅行をす
 る。 
 海が綺麗な所に行くの。 

 俺や Mが見た海は、血で真っ赤になっちゃっ
 たから、それをしょんぼり見てたらしいから、

 今度は俺と、綺麗な海を見て回るの。 
 楽しみ。 
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 【催眠者に知っておいて欲しい事？】 

 Mはね、すごい人思いなんだよね。 
 で、沢山の人を助けようとしていっぱいいっ

 ぱいになっちゃうから、大変なんだよ。 

 どうせ Mみたいに考えられる人ってそんな
 にいないし、全部を助けるなんて無理なんだ

 よ。 

 それは Mのいいところなんだけど、いっぱい
 いっぱいいになちゃってるって事は、良くな

 いんだよね。 
 だから、それを見計らって切り捨てるのが、

 俺の役目だと思うんだよね。 
 まだ、ダメだよね、ちゃんとできてない・・・、

 もうちょっと。 
 俺はね、今、体が・・・、腰がヘルニアだか

 ら、動きまくれないし。 
 姿勢が悪かったんだよね。 
 今迄生きた人生で、腰が悪かった事はないん

 だよね。 
 でも、今回は腰なんだよね。 
 ペルーの時は目が悪かったけど、今回は目は

 いいんだよ。 
 その時は、高い崖から落ちて、全身打って死

 んだ。 
 ボッキボキ。 

  
 ヒーリング 

 
 俺の家は、“緩い”いい家だよ。 
 のびのびと育てて貰ったよ。 

 Mの家はね、厳しかったんだよね。 
 実は俺が雲の上から突き落とした時に、Mは
 緩い家と厳しい家を迷ってたんだよ。 
 でも、緩い方は鹿児島で遠過ぎたから、厳し

 いけど俺の家に近い家に生まれる事にして

 しまったんだよね。 

 でね、俺は緩く育って、Mを緩く迎える訳。 
 そうしたら、Mが苦しむのは、俺と結婚する
 迄の短い期間で済むでしょ。 

 で、俺と一緒になってずっと緩くていいでし

 ょ。 

 
 【27匹の猫を飼った？】 
 お母さんが好きなんだよね。 
 俺も猫が好き。 

 Mみたい。 
 最後のモンちゃんは、Mみたいな白い猫だっ
 たよ。 

 Mが猫の時だったお姉ちゃんだったんじゃ
 ないかな？ 

 Mには良くしていたけど、最終的には Mに
 はそんなになつかんかったのは、俺に「Mと
 よろしくね」って言ってたからだな。 

 
 
クライアントのハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
本当に今日はありがとうございます。 

Mをここ（催眠者）に連れて来られて良かった。 
旦那が“ヤバく”ないですか？ 

すごいよね、でも、Mがその理由が分からなくて、不
安ていう訳じゃないけど、その理由を知らないで一緒

にいると、これから大変になっていくと思って連れて

来た。 
今、多分やっと分かったんじゃないかなぁ。 

でも、Mは肉体を持って人間を体験する事が 1000年
飛んでたから、人の気持ちが今一よく分かっていなか

ったからね。 
魂だっただけの時は、空も自由に飛べたし、何でも思

った通りにできたのが、今はそういう訳にいかなくっ

て、何でも思う様にできないのに、まだ何でもできる

と思っているからね・・・。 

今は 3次元の肉体を持っているから、何でもできる訳
じゃないという事と、Mが助けられる人は限られてく
るから、その代わり、助けられる人は全力で助ければ

いいという事を伝えておきたい。 

その辺が、Mはちゃんと分かっていないからね。 
1000年間、人間としての体験が飛んでいる事なんて、
本人は全く知らないから、意識した事もないしね。 
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でも、直感的には何となく気付いているかも。 

なぜかというと、Mが大学の時に、本屋で世界一周の
本をぱっと手に取って買った事があるんだよね。 
それは、自分（ハイヤー・セルフ）が、この人生の前

はずっと空を飛んで世界中を回っていた事を思い出

させて、その事に気付く為に、いずれは世界一周をす

る様に仕向けたからなんだけど。 

 
【今日、このセッションに連れて来たのは、世界一周

によって自分の本質に気付く様に促す為？】 
そう。 
人とは違っていると感じている自分の個性が、どこに

根ざしているのかを知らなくちゃ、この先困るからね。 

Mは、魂の時、人を助けてきたし、助けるのが好きな
んだけど、肉体を持っている時にできる人助けは、肉

体のない時の様には簡単にいかないし、限りがあるか

ら、まずは人を助けたいと思う気持ちが、いつどうい

う場面で生まれてきたかを知った上で、どうしてこの

世でそれを可能にしていくかを知らないといけない。 
その、“どうして助けていくか”というのは、世界一

周の旅の最中に色々とヒントが出てきて、そのうち勝

手に答えがついてくるから。 
だから、自分の直感に素直に従っていたらいいのに、

その世界一周にしても、そのアイディアに迷いがある

からね。 
この世に肉体を持って生きているとしょうがないん

だけどね、でも、雑念みたいなのが入り過ぎ。 
もっと集中して欲しい。 

 
これからの人生をもっと充実させて生きていく為に

思い出すべき事 
ユーリアの笑顔。 
ユーリアと一緒にいた時期は長かったからねー。 
彼女は本当にいい人だったけどね、彼女にそんなに魅

かれたのは、Mがみずきの人生でお母さんに愛された
かったからなんだよね。 
それを、ユーリアに与えて貰った感じなんだね。 
ユーリアの側にいて、母親の愛って何なのかを感じな

がら過ごせたから。 

 
【ユーリアは、Mが一緒にいた事に気付かなかった？】 
何となくは分かってた筈だけど、見えてはいなかった

ね。 
だけど、ユーリアはいつも感謝の言葉を口にしていた

から、それで Mは十分癒されていた。 
 
 ユーリアとの対話のイメージ 
 はいはい、こんにちは！ 

  
 【Mの魂が、30年一緒にいた事について】 
 いたいた、いたよ、あの子！ 
 すごかったよー、あの子は。 

 私はね、Mとは知らなかったけど、気付いて
 いたよ、神様だと思っていたんだけどね。 
 だってね、いい事しか起きないんだから！ 
 例えば、雨がずっと降らないでいるから、「雨

 が降らないかな〜」って私が言ったらすぐに

 降ったりとか。 
 私ね、いつも“雨女”って言われていたぐら

 いなんだよ。 
 足がずっと痛かったんだけど、それも軽くな

 ったしね。 

 畑を耕して生きたけど、うちの土が、1番い
 い土だったんだよ。 
 良かった。 
 いつも、家族で、「うちには神様がいるんだ

 ね」って言って感謝してたよ。 
 「神様がいるうちだから、ポジティブな言葉

 をいつも使いなさい」って子供達に教えてい

 たんだよ。 
 「そうしたら、気持ちも明るくなるよ、神様

 が見ていてくれてるからね」って。 

 でも、あれは神様じゃなくて、Mだったん
 だねぇ。 
 ３男のマイケルだけが言ってたんだよ、「小

 さい女の子の妖精がいる」って。 
 ジョージは楽観的で全く分かってなかった

 ねえ、ジョージは真ん中の子でね。 
 長男のショーンはちょっとは分かっていた
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 かもしれないねえ。 
 何しろいい事ばかりが起きるから、子供達が

 「何で何で」っ言っていたしね。 
 私が「神様だよ」って言ったら、あの子は、

 「いや、違うよ」って言ってたからねぇ。 
 只、何かは分かってなかったけどね。 
 でも、ショーンとジョージは家をそのうち出

 て、マイケルは、撃たれて死んじゃってね。 
 その知らせがそのうち来たねぇ・・・。 
 でも、いいの。 

 Mがいてくれなかったら、3人の男の子をあ
 んなには育てられなかったし。 
 ・・・いい子だったねえ。 
 私の旦那は海兵でね、いい人だったんだよ。 

 それで、ある時海に出て死んでしまって、3
 人も１人で育てていかなくちゃいけなくな

 ってね。 
 ものすごく不安だったんだよね。 
 そしたら、足が悪くなっちゃって。 
 ああ、無理かも・・・と思ったら、空がぱっ

 と明るくなってね・・・。 

 びっくりしたけど、	 多分あの時に Mが来て
 れたんだねぇ。 
 神様じゃなかったんだねぇ。（涙） 
 本当にいい子だったねえ、あの子。 
 できる事なら、ずっと一緒にいたかったねぇ。 

  
ユーリアの魂は、今生で、Mの人生に関係している？ 
未だしていないねぇ。 
でも、どこかで出会うと思うよ。 

この子はね、1000年で関わった人達に、今から会い
に行くの。 
世界を回って、会いに行くんだよ。 
この子は、色んな所で色んな人を愛をもって助けてき

たから、今度は色んな所を回って、愛を受け取るんだ

よ。 
ユーリアの魂は今生はギリシャにいる。 

  
 海の見える、綺麗な丘に住んでる。 

 今は 52だからね、近いうちに会いに来て欲

 しいね。 
 男だよ。 

 左足が悪いって Mに言っておいて。 
 杖をついているけど、待ってるって。 

 名前のイニシャルは、MK。 
 全部言っちゃったらつまらないでしょ。 
 ギリシャの青と白の建物が綺麗な、サントリ

 ーニっていう島の、1番上の丘にいるから、1
 週間来たら、多分会えるよって伝えておいて。 
 会ったら、多分すぐに分かるよ。 
 前世は右足が悪かったから、今度は左足に来

 ちゃったんだよ。 
 バランスをとってるんだよ。 
 左足の膝に膿が溜まって、痛くて歩きにくい。 

  
 ヒーリング 

 
 足が悪かったから、多分 30年、Mと一緒に
 いられたんやね。 
 感謝してるって言っておいて。 
 幸せだったよ、いい子だったよ、ありがとう

 ね、ほんとに。 

 
Mからユーリアに・・・ 
私、ユーリアがめっちゃ好きだった事を思い出せて良

かった。 
ユーリアの事、めっちゃ好きだったんだよね。 
そんな風に思ってくれていたなんて知らなかったか

ら、嬉しい。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
まずは、この事を 1番に教えたかった。 
本当に良かった。 

 
次に見せたいのは、海だね。 
全部の綺麗な海を。 

あの 1000年の記憶は、絶対に忘れたらダメだから、
それは海を見ない限り全ては思い出せないからね。 
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そして、そこで思った事を言葉にすれば、救われる人

がいっぱいいるからね。 

 
【綺麗な海の側だと、直感が働く？】 
働くね〜！ 
日本の心が失われていってるからね、海を皆で見に行

って取り戻す感じかなぁ。 
海で癒される事って多いからね。 

 
【お勧めの海は？】 
ブラジルの海。 

Mに縁がある訳じゃないんだよね。 
飛んでた時に、あの子、ブラジルの海にだけは降りな

かったんだよね。 
上から見てて、「ふーん」で終わっちゃったんだよね。 
海が緑色っぽい所があるから、そこに行く様に言って。 
本人は青い海ばっかり行ってて、緑っぽいのは面白く

ないって思ったみたい。 
ブラジルは、地図で言ったら、右上の方の海。 
自分でちゃんと見付けられるよ、大丈夫。 

 
【ここに行くベネフィットは？】 
ここで人生が変わる。 
何かに目醒める筈。 
直感が強まる。 
ここから、もっと人を救う様になっていく。 
この場所には、旅の最後の方に行った方がいいからね。 
旅の終わりに掛けての中盤ぐらい。 
最後はペルーで締め括るのがいいよ。 
ペルーの近くのボリビアにウユニ塩湖があるから、そ

こに行ってからペルーに。 
ペルーで、旦那が過去世で死んでるからね。 
ペルーはマチュピチュだよ。 

旦那は、マチュピチュの 1個下の所にいた。 
旦那はね、山を登っていたら死んだからね。 
旦那はマチュピチュを見たかったんだよね。 
そしたら、旦那の思いも成就するからね。 
ヨーロッパは大して関係ないから、ちらっと見るぐら

いでいいよ。 
ユーリアのいるサントリーニに行ってゆっくりする

感じで。 

ヨーロッパの方は、食がおいしいけど、Mはそんなに
食べれていないから、ちょっと摘む程度で十分だから、

そしたら別の国に行ったらいいよ。 

 
【食には興味がないのか？】 
あの子は、ずっと（みずきの人生で）ひもじかったか

らね。 
何でも食べれたらいいって思っているからね。 
食にはそんなに興味はないけど、食べれたらそれでい

いんだよね。 
草餅が好きなのは、優しいおじさんが食べさせてくれ

たのと、あとは、カロリーが高いから。 
ちょっと食べるだけで、死ななくていいからね。 

 
 
今生の母親との関係について 

お母さんが厳しく育てたのは、 Mが人間の体験を
1000年飛ばした事で、かなり自由奔放な性格で、放
っておいたら事故にでも遭って死んじゃうからね。 
お母さんは、直感的に、この子には厳しくしなくちゃ

って思ったから、良かった。 
お母さんは、みずきの事を側で見ていた人だよ。 
みずきを助けたくて、助けられなかった人だよ。 
みずきの時の母親が働いた遊郭にいた “はる”って
いう人で、その時は子供が産みたくても産めなかった

人なんだよね。 
で、みずきが１人で遊んでいた時に助けたくても助け

られなかった辛い気持ちがあったから、みずきは何も

躾られずに３歳になっていたから、食べる時も箸が使

えなくて全部手掴かみだったし、たまに優しいお姉さ

んとして登場したぐらい。 
だから、お母さん、つまり、遊郭で働いていたはるは、

今回 Mのお母さんとして厳しく育てる事にしたの。 
ずっと空を飛んでいた時の様な、そんな簡単な環境じ

ゃないんだよって教える為にね。 

 
【母親として、上手に教えられた？】 
教えたね。 
あの人は頑張ったよ、偉かった。 
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感謝しないといけないね。 

それなのに、Mはよく、「この人うるさい、厳しい！」
とかって文句言っていたけどね。 
今はだいぶ分かったね。 
厳しいのは、母親の愛だったというのは理解できたね。 

 
 母親との対話のイメージ 
 厳しく育てましたね。 
 愛情を持ってしたんだけどね、愛情しかない

 ですからねぇ。 
 でもなかなか分かって貰えないけれどね。 
 まあ、でも今は分かってくれているみたいだ

 から・・・。 
 昨日も一緒にご飯食べに行って良かったで

 すよ。 

  
 【伝えておきたい事は？】 
 私は厳しくしてきたけど、まあ、あの子は殻

 の破り方が下手ですからね・・・。 
 上手く羽を伸ばせてこれなかったけど、今は

 このセッションをしたお陰で、大丈夫だと思

 います。 

  
クライアント 
愛情を持って接してくれていたのは、分かって本当に

良かった。 
感謝やねぇ。 
感謝はしてるんだけどね、でも、直接言うのって、恥

ずかしいかな。 

 
【今度会う時に言う？】 
いいよ、世界一周にいく前に言うから。 

 
 
父親などの家族関係について 
余り家族との関係について特別言うべき事はないよ。 
とりあえず、旦那にだけは注意を払っていたらいい。 
旦那は体が弱いから。 

彼はね、悪いものを 1個ずつ背負って、1個ずつ消化
している時期だから、昔は目だったとか、撃たれて脳

をやられるとか、今度は腰で・・・みたいに。 

彼の課題は、１つの人生で、1個ずつ背負わなきゃい
けないみたいでね。 
今はピークで、これで最後。 

それで、Mが近くにいてあげたらいいの。 
その為の看護師（クライアントの仕事）だからね。 

 
お兄さんはね、Mがみずきだった人生のお母さんの恋
人だった人。 
とってもいい人だよ。 
遊郭をやっていて、遊郭で働いている人を愛してくれ

た人でね、情のあるいい人だよ。 
この人が、今の人生で人望が厚くて優秀なのは、元々

そういう性質の人だからね、納得できる事だよ。 
この人は、本当はもう生まれ変わらなくてもいいぐら

いの人だけど、人間が好きだから生まれ変わったらし

いよ。 

Mの為に兄として生まれたという訳ではないよ。 
只、人望が厚いから、Mが困ったら、助けてくれると
思う。 

今迄 Mと関係していた人生はほぼないね。 
 
おばあさんは、みずきの時に、一緒に買い物とかに連

れ出してくれた人で、自分に暇がある時にみずきの相

手をしてくれたおばさん。 
上から見ていて、このおばあさんの事は分かっていて、

でも厳しい家になるのが分かったから７割ぐらいの

気持ちで迷っていた時に、旦那に突き落とされている

からね。 
でも、最終的には、あの優しいおばさんがおばあさん

として家族にいてくれるから、Mはまあいいかなと思
って生まれた。 
その他は、家族について知っておくべき事は特にない。 
もう十分じゃない？ 

 
 
アトピーについて 
この子は結構、体に無頓着だから、空飛んでただけだ

しね。 
すぐに、自分は大丈夫って思っちゃうからね。 
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だから、1番身近でいつも見える所に何か本人にとっ
て悪いものを作っておかなくちゃ、体が壊れるって思

わせなくちゃいけないからね。 
アトピーで目立つから、「あー、今ストレスが溜まっ

てるんだ」、「これじゃ、私ダメなんだ」って思える様

に。 
そうじゃないと、分からないからね。 
ストレスのあるなし、ストレスの度合い、疲れなんか

をね。 
この子は寝なくちゃいけないのに、ずっと空飛んでて

寝なくて良かったから、ついその感覚で、人間なのに、

寝なくても大丈夫とかって思っちゃうんだよね。 
そうじゃないよって知らせるのに、肌への症状って便

利でね。 

 
【アトピーの症状を与え過ぎたとは？】 
全然ないね。 
これで丁度いいと思うよ。 

 
【生まれた時から必要だった？】 
勿論！ 
だって、それで親の方が理解できるでしょ。 
親が、この子は肌が弱い〜って思って、意識を植え付

けながら、体を大事にするでしょ。 
必要な事。 
ホルモンや体のバランスが崩れたら、今、要注意だよ

っていうサインだね。 
今はね、まだ時々ステロイドを塗っているけど、世界

一周が終わったら、もうそんなのは要らなくなるよ。 

1000年間の魂の旅を思い出せば思い出す程、もっと
もっと要らなくなるし、体のだるさも全部なくなって

いくから。 

 
【1番酷い首の右側は、今、気付いた事で軽減できな
い？】 
ダメ、ダメ、ダメ。 
まだ全然気付いていない。 
とにかく世界一周に本当に行く迄は置いておかなき

ゃダメ。 
そうでなきゃ、またすぐに無理しちゃうから。 

変な風に頑張らせない為のアトピーなんだから、そん

な簡単に取ったらダメ。 
そんなに甘やかせなくても大丈夫。 

 
 
花粉症について 
アトピーに慣れてき過ぎて、アトピーを悪くするぐら

いじゃ Mの無理を止められなくなってきて、他の症状
を増やす事にした。 

 
【高校生の頃に症状が出始めた理由は？】 
まあ、親が厳し過ぎたのもその時期は大事だったんだ

けど、その頃は思春期もあって、やっぱり、“枠”っ

てダメなんだというのを分からせる為に、花粉症を付

けといた。 
いつか“枠”から出るんだよという示しとして花粉症

を付けといたけど、まあ、それは治ってくるからいい

んじゃないかな。 
とにかく、日本を出る迄はダメ。 
この子の為には、世界一周に行かせなくちゃいけない

から、絶対にこれは必要。 
これは、まだ、日本という“枠”を出ていないよ、と

いう印としてないと、「あ、私、このまま日本でいい

んだ」ってなっちゃうからね。 
とにかく日本を出たら、絶対に良くなっていくから。 
日本を出ないと、この子は死んじゃうから。 
このまま行くと、自分の本質が分からないままで、人

生が楽しくなくなっちゃうから。 
今は世界一周に行くっていう夢というか目標がある

から、何とか人生を楽しんでいるからね。 
世界一周を何が何でも現実化させる為には、症状は残

さないといけないって事。 

 
【今は、旅行というと温泉に行くけれど、それは？】 
他人の為に頑張り過ぎるから、自分を大事にする為に

は大事な事。 
それに、旦那も体が完全に健康って訳じゃないから、

2人にとって、自分達を同時に労る為の温泉。 
体の重さや怠さが増している理由 
今、本当に“枠”から抜ける時期にきているから。 



 

 17 

今はちょっとずつ“枠”から抜け出しつつ、自分を大

事にする事を学んでいる最中。 
今迄は他人を助ける事に頑張り過ぎていたけど、軸が

少しずつ自分に移っていっている。 
軸をちゃんと自分に移す為に、体に不調を感じさせて、

マッサージに行かせたり、このセッションに来させた

りしている訳。 
自分を労る習慣を付けさせる為に、結構怠さを重くし

ている。 
まあ、これ以上重くはしないよ。 
肩こりは、ちょっと軽くしておいてもいいよ。 
でも、取っちゃダメだよ、すぐにまた他人に軸が移っ

ちゃうからね。 

 
【“他人の為に頑張っている自分を愛する”という訳

にはいかない？】 
それはいい事だけど、この子にはダメ。 
なぜかというと、それだと世界一周に行かなくてもい

いって思っちゃうでしょう。 
世界一周は、絶対に行かなくちゃいけないからね。 

自分の魂が喜ぶ事は、1000年の間にずっとしてきた
魂の軌跡を知る事、世界を見る事なんだよと知らせな

くちゃいけないからね。 
世界の事は、何となく分かっているけど、でも、実際

に肉体を持った自分の目では見ていないから、未だ知

らないんだよね。 
人間としての体験で、世界を見るっていう事だよね。 

 
【クライアントが体験した魂の世界観と、肉体で体験

する世界観の両方によって、肉体と魂の統合が成され

るという事？】 
そう、その通り！ 
統合する事によって、自分という存在の意味や在り方

がはっきりするから、絶対に行かなくちゃいけない。 
そして、そこに旦那は必要不可欠。 
あの人がちゃんとその統合のプロセスを支えてくれ

るから。 

とにかく、今は、体の症状は 2割ぐらいだったら軽減
してもいいけど、全部取ったら、また他人に軸を移し

て頑張っちゃって、そしたら魂と体の不一致が起きち

ゃうから、それ以上はダメ。 

 
ヒーリング	 /	 暗示 
 
 
視力、聴力の低下について 
働き過ぎ。 
とにかく世界一周に行けば、全部治るから。 
体と心の一致の為に症状を付けているだけだから。 
焦って働いているからね・・・。 

1000年間、肉体を持たなかったから、人の為、人の
為ってずっと自由に働けたからね。 
人間である以上、それと同じ様にはいかないって事を

教えるのは大変なんだよね。 
こっちとしては、肉体を持った存在として、体がない

状態とは違うという事を分からせる為に、ちょいちょ

いと色々な症状を挟んでいる感じなんだよね。 
これ以上は悪くならないし、させるつもりもないから、

そんなに心配しなくていいよ。 
こっちとしては、支障が起きない程度にしているから。 

 
【聞き取り辛い事が多くなってきていると言ってい

るが？】 
本当に？ 
まあね、前の職場がうるさ過ぎたからね。 

 
【必要以上の情報が入って来ない様にしているとい

う事？】 
この子はついつい聞き過ぎちゃって、放っておけなく

て無理しちゃうから、それで、聞こえない様に仕向け

たんだよね。 
ちょっと軽減しておいた方がいいかな？ 

 
ヒーリング	 /	 暗示 
 
軽減はしておいたけど、お願いだから、この子に言っ

ておいてね、余り人の言う事を聞いちゃダメだよって。 
周りの声は聞き過ぎたら絶対ダメって。 
怒っている人に対する恐怖心について 
みずきの体験として愛されていなかった時の記憶が
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根深くあるから、ちょっとでも怒られると、愛されて

ないって感じているんだよね。 
特に、その時はお母さんに捨てられて死んでるから、

今の人生でもお母さんに怒られる事にすごく敏感で

ね。 
だから、“怒っている人に対する恐怖心”の前に、“愛

されない事への恐怖心が”、まずあるね。 
でも、今は旦那がいるからいいよ。 
ユーリアはね、怒らない人だったんだよね。 
だから、“愛がある人”は“怒らない人”って思って

いるから。 
今回は、はるがお母さんとなって、愛があるから厳し

く育てたのに、Mにはただ単に怒って怖いイメージが
植え付けられちゃったけど、それは、みずきの体験が

Mにとって、それだけ強烈だったって言う事。 
1000年間、その感覚を持ちながらいたから、簡単に
は抜けないんだね。 

 
【その事に気付けた事で、“怒っている人”への恐怖

心は軽減しそう？】 
ダメダメ、恐怖心は取ったらダメ。 
世界一周に行ったら、全てがなくなるから、それ迄は

持っていていいもの。 
そうじゃなきゃ、この子はすぐに浮いてっちゃうから

ね。 
全然厳しくないよ。 
この子は人間界の環境に不慣れだからね、日本にいて

怒られる事に居心地の悪さを感じる事で、日本の外に

出ようという気にもなるでしょ。 

それも、本人が“怖い”って言ってるのも、2−3割の
程度で、そんなには大した問題じゃないから、これ位

がいいの。 

 
クライアントの反応 
“愛情を持って怒っている”人がいるのは、理屈では

理解できるけど、心の奥底ではやっぱり上手く対処で

きない感じがする。 

 
【みずきがお母さんにされた仕打ちの根本原因を知

った上で、その境遇を受け入れて許してあげる事はで

きるか？】 
うーん・・・。 

分かってあげる事はできなくはないけど、3歳のみず
きにそれを説得するのは難しそう。 

 
（イメージで、Mとして 3歳のみずきに寄り添って、
ぎゅうっと抱き締め、Mとして精一杯みずきに愛情を
注ぐ。） 

 
「みずきが頑張ったから、私がいるんだよ。感謝して

るよ。めっちゃ好きだよ。愛してるよ。」 
「そうだね、みずきはね、怒ってる人、苦手やね・・・。

でも、もう大丈夫、心配しないでいいよ。私がずっと

一緒にいてあげるからね。」 
みずきはきょとんとしてる。 
そんな事言って貰えて、びっくりって感じ。 
みずきは、愛してるとか言って貰った事がないんだよ

ね。 
でも、お母さん以外には、みずきに怒る人はいなかっ

たんだよね。 
お母さんは、すごい怖かったー。 
まあね、お母さんも、愛し方が分からないだけだった

んだよね。 
許してあげようね。 
ユーリアは怒らないし、すごく優しいし、みずきはそ

ういう人が好きなんだよね。 

だから、怒らない人が好きだから、今は、Mは優しい
旦那といるんだよね。 
みずきに「怒っている人は、まだ怖い？」って訊いた

ら、どうだろうって顔してる。 
でも、「まあ、信じてみようかな」って思っている。 
「もう私がいるから、大丈夫、安心していいよ」と言

ったら、もうニコニコしている。 

皆がいつもニコニコ笑顔でいるのが 1番いいって。 
一応、怖がらせようとしてわざわざ怒る人はいない事

は知っているみたいだしね。 
けど、やっぱり笑顔がいいって。 

これから Mがいっぱい笑顔を向けてあげるから安心
してね。 
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爪を噛んだり、皮膚の一部や髪の毛を食べる癖につい

て 
爪、噛んでるね。 
これ、どうしようね・・・。 

人間は 3歳だったけど、猫は１６年なんだよね。 
猫って、体を舐めるでしょ、Mにとったら、その時の
習慣の一貫なんだよね。 

Mの人間としての人生は、みずきが初めてで、1000
年飛んで、それで今生の Mしかないんだよね。 
 
ラウって名前の猫だった時は 16年で、その時は長寿
で、長老みたいにすごく偉い猫だったんだよね。 
猫にとっては毛並みってすごい大事でしょ。 
だから、毛繕いして、自分の毛もいつも呑み込んでた

し、髪の毛を食べる事に、何の抵抗もないんだよね。

だって、自分の体の一部だからね、汚いと思わないし。 
感覚的に、本当に、猫の身繕い的な感じだわ。 

 
【でも、今は人間で、猫ではないという事を自覚する

べきでは？】 
確かに・・・、そうだわ。 

 
猫のラウとしての人生のイメージ 
気高かった。 
周りの皆が、うちの事を好きだったね。 
立派な猫だったよ。 
毛の短いペルシャ猫みたいな猫だったよ。 
毛が短いからこそ、毛並みを大事にしていた。 
うすい白っぽいグレーと黒がちょっと混じっている

感じ。 
目は青。 
ペルーに住んでて、山とかも、ヒョンヒョーンっと登

れちゃうからね・・・、今の旦那が男の子の時にうち

の事が大好きでね、うちを追いかけて来て、それで崖

から落ちちゃうんだよね。 
だから、「ばかやろー」って怒った。 
まあ、その子のおねえちゃんが、今生の旦那のお姉ち

ゃんなんだけどね、弟が死んでかわいそうな事になっ

てしまったから、うちがちゃんとお姉ちゃんの面倒を

見てあげたからね。 
ずっと見守ってあげたんだよ。 
旦那の方の家族は、何だかんだ言って、ずっと家族を

してるよ。 
だから、こう、皆お互いを良く知っている関係だから、

緩いんだよね。 
うちはね、飼い猫じゃなかったよ。 
殆ど野生の中で暮らしていた。 
自分でいつも餌を捕ってたけど、皆がうちに食べ物を

くれたりもした。 
あと、周りの子達にも、餌の捕り方とか、色々な事を

教えてあげてて、最後は猫として気高く 1人で死んだ。 
1人で気高く、山の中で死んだ。 
死んだ後は、カラスに体を食べられた。 

 
【1000年以上経って、人間の女の子に生まれ変わっ
ても、猫の時の癖で、爪や髪の毛を食べている事はど

う思う？】 
いいじゃん、別に。 
え、ダメなの？ 
人間、しないの？ 
でも、するでしょ、だって、ペルーの人、してたもん。 
食べるもんない時、爪食べてたよ。 
何、今、食べもんあるの？ 
何、何、どんなもんがあるの？ 

 
【お店が沢山あり、食べ物も豊富なので、自分の体は

食べなくても大丈夫】 
嘘、嘘、本当に？ 
心配、そんなの。 
だって、ペルーの山奥って、何もないよ。 

 
【今は、生まれ変わって、ペルーの山奥ではなくて、

大都会に住んでいるが】 
何、都会って？ 
そんな所、見た事ないよ。 
うちはね、ペルーの山の感じが好きだから、別に都会

は見たくもないよ。 

 
【気高く死んだ後は、その先人間に生まれ変わるから、
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猫としての習性は、猫の体に置いていくべきでは？】 
えーっ、何で、ダメじゃん、そんなん。 
大事な事なんだよ。 
何で、人間になったら爪とか食べたらダメなん？ 

 
【人間の習性について説明すると・・・】 
爪は食べてた方が綺麗じゃないの？ 
爪って、汚いの？ 
え、そのばい菌って何なの？ 
みずきだって爪、食べてたでしょ。 
食べ物なかったじゃん。 
え、でも、今、本当に食べ物あるの？ 
絶対？ 
約束できる？ 
一生爪を食べなくても大丈夫って、本当なの？ 
え、だって、爪ってタンパク質でしょう、本当に食べ

なくても大丈夫なの？ 
本当に食べなくても餓えたりしないの？ 
約束する？ 

 
（様々なやりとりを経て・・・） 
じゃあ、分かった、止めとくよ。 

 
暗示	 /	 思考転換 
 
お願いだから、Mにいつも綺麗でいてって言っといて。 
ちゃんと身繕いする様に確認してよね。 
不細工になったら殺すって言っといて。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
これでいいと思う。 
ラウは、普通の猫が５年ぐらいしか生きれなかった時

代に、16年生きた大長老の気高い猫だったからね、頑
固だったねぇ。 
でも、その気高さを、今度は気高い人間として生きる

事に使う。 

 
些細な事に苛々する理由 

世界に行けてないから。 
世界に行く迄は、今の生活の中での窮屈な事を感じな

いと、行かなくなっちゃうから。 
魂の時は開放感がすごかったからね。 
その時は好きな事が全部できたのに、今はできないか

ら、で、また空を飛ぶには、このちょっとした苛々っ

ていうのは大事。 
世界一周に出たら、これも気にならなくなるから、今

は、苛々を感じる心も大切にしたらいい。 
今迄は苛々を感じたら、爪を噛んだりしていたけれど、

代わりにちょっとチョコレートみたいな甘いものを

摘んでもいい事にするよ。 

 
 
緊張すると本来の実力が出せない様に感じる事につ

いて 
緊張すると、きゅっと身が固まるのは、ずっと体がな

い魂でいるのとは違って、人間として肉体を持ってい

たら普通の事だから、どうしてそうだったかを理解し

て、上手く緊張と付き合っていったらいい。 
まだ、半分、空を飛んでいた感覚でずっと生きていた

から、この子は。 

 
【人間として生きるには、しっかりと地に足を付ける

事が大事？】 
そう。 

これはしょうがない事だって Mに言っておいて。 
人間には普通の事だって。 
慣れるしかないし、これから慣れていくから心配ない

って。 
あとは、緊張のない世界に行くしかない。 
でも、この事も、世界一周に繋がるから。 
ここら辺は、優しい旦那が何とかしてくれるよ。 
受け留めてくれる。 

それがしたくて、旦那は Mと一緒に生きたがったんだ
からね。 

 
【旦那とこのセッションの記録をシェアした方がい

い？】 
いや、どっちでもいいね。 
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多分、彼は、そんな事は全く気にしないから。 
知ってても知らなくても、彼はこの子の事が大好きだ

から、Mが変な事を言っていたとしても、全然彼には
関係ない。 

 
【クライアントの Mが幸せに生きていればいい？】 
そう。 

大好きな Mが幸せにしていると、旦那は本当に嬉しい
ね。 
そうしたら、一緒にずっと楽しく長生きできるね。 

 
 
人間関係に於いて、自分の理解者が少ない様に感じて

きた事について 
これは、しょうがないね。 
今日、理由がはっきりして良かったんじゃないかな。 

他の人が Mを理解していないと本人が思っていた様
に、Mにとっても他の人を理解するのは難しかったん
だし。 

 
1000年以上を霊、魂として世界中を飛び回っていた
時、同じぐらい長く光りに行かないままで空を飛び回

っていた霊には遭わなかった。 
戦争とか、世界大戦とかもいっぱい見てきたけど、体

を失った魂は、光りに行ったり、どんどん子供として

生まれ変わったりもしていて、この子ほど長い間、そ

のままの状態で移動を続けている人はいなかったね。 
多分、稀にそういう魂もいたと思うけど、時代が違っ

たりして、被らなかったね。 
この子は、光の迎えも何回も来ていたけど、「イヤ、

イヤ」って言って、拒否して、自由にずっとさせて貰

っていたから、この子が今生きている世界で、“息苦

しい”って感じていても、多分同じ環境でも他の人に

とっては、この子が感じる程は息苦しくないと思うよ。 

 
【その代わり、1000年の間、世界中で起こっている
事を見て来た事は、宝物ですね】 
そう。 

 
他に知っておくべき事はないかな。 

只、旦那は体が弱いから、その事だけは気を付けてあ

げてね。 

 
 夫のハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
 今回の人生は、腰を“背負って来ている”か

 らね。 
 まあ、頑張って欲しい。 
 これは、本人の設定内だから。 
 この人生は、腰を痛めて生きるっていうのを

 課題にして来たからね。 

 この人生は、Mと一緒だから、このまま生き
 れば大丈夫。 
 この人生が上手く設定通りに生きられたら、

も う次の人生からは、人間としては問題ない体

 で生きるか、天界に行くかだから、これで最

 後の筈。 

 
 【魂のレベルが高い人？】 
 魂のレベルが高いというよりも、この人はず

 っと幼くして死んだ人生を繰り返してきた

 から、どっちかというと、穢れていなくて、

 純度が高い。 

 そして、今回の人生は、Mという、1000年
 世界を彷徨った魂を抱えて生きていく訳で、

 かなりの大役。 
 それで、これでこの人生の課題をしっかりと

 こなせたら、もう、次の段階に進める訳。 
 でも、この人も、今迄ずっと子供で死んでき

 た人生ばかりで、余り一般的な“人間感覚”

 がないから、もうこの辺で、早目に天界に送

 っておく？、という様な話もしている。 

 Mは、まだだね。 
 Mの方は、もうちょっと人間として生きなき
 ゃだめだね。 

 もしかしたら、本人が来世も Mと一緒に生き
 たがるかもしれないけど。 

 何しろ、Mの事が大好きだからね。 
 この人は、他の人間に対する理解をし辛いと

 ころがあるけど、とにかく Mの事だけは大好
 きだから、すごく理解ができるからね。 



 

 22 

 来世の事は、この人というよりは、Mにより
 けりだね。 

  
 この人はね、今迄９回の人生を持った。 

 Mと出会ってからは 3回で、その前は５回。 
 初めて地球に来た時は、ミジンコだったから、

 それも入れたら９回。 
 ミジンコだった時は、途方もない昔、何億年

 も前の事。 
 ミジンコの後は、イノシシ。 
 これは何百万年も前の話。 
 その時は、マンモスと闘う様な場面になって

 逃げる時に、木にぶつかって死んだ。 
 地球ができた様な頃から、地球にはいたけど、

 すぐに死ぬ様な運命を背負っていた。 
 この人は、余り人間に向いていない。 
 人生と人生の間は結構長いね。 
 いつも、魂で過ごしていて、時々地上に人間

 として来る選択をしたけど、いつもすぐに向

 こうの世界に戻れる短い人生ばっかりを選

 んでいたんだよね。 

 それで、今回は Mと一緒に長い年月を一緒に
 過ごすと決めたから、「お、いいぞ、いいぞ！」

 って喜ばれて、あっちの世界から送り出され

 て来たんだよね。 
 この人生は、長くなるよ。 
 そういう設定だから。 

 そして、この後、2人で仕事もしてくから、
 ずっと一緒にいて、離れないよ。 
 やっと一緒にいれるからね。 

 Mがラウの時から一緒にいたかったし、マイ
 ケルの時も、ボロい服を着た人間の女の子の

 姿で Mを見て知っていたから、その時も一緒
 にいたいと思ってたしね。 

 マイケルが Mを見たのは 1回切りだけど、お
 母さんのユーリアが、「神様がいる」ってず

 っと言っていたから、Mが近くにずっと一緒
 にいると思っていたんだよね。 

 マイケルが Mと一緒にいたいと思っていた
 のは、「神様とずっと一緒に入れたらラッキ

 ーだな」って思っていたからなんだけどね。 

 
 ヘルニアに関しては、この人は全部 Mに委ね
 ているから、Mと一緒にいればいる程、軽減
 していくよ。 

 これもね、設定としては、世界一周に Mと行
 く迄はけっこう痛む事になっている。 

 2人で世界一周に行く迄は、２人共色々と抱
 えている事がある。 

 この人がヘルニアを持っていないと、Mは旦
 那としてこの人の事を気にしなくなっちゃ

 うしね。 

 体が悪いから、Mは旦那の事を気に掛けられ
 るけど、この人が元気だったら、Mは旦那の
 事を気にしなくて、勝手に１人でどこでも好

 きな所に行っちゃって、好きな事をしちゃう

 んだよね。 

 それでね、本当の意味で Mとずっと一緒にい
 られる確信ができた時に、ヘルニアは治る事

 になっているから。 
 その時は、もう特別に気にして貰う環境じゃ

 ないから、不必要になっているんだよね。 

 まだ、結婚して 1年半だからね。 
 これはね、手術をしなくても、自然に治って

 いくからね。 
 世界一周中も、お互いに気遣いながら労りな

 がら旅をする中で、もっと絆が固まっていく

 うちに、体もどんどん良くなっていくからね、

 心配要らない。 

 この人に、Mと一緒の人生を楽しめって言っ
 ておいてくれる？ 

  
 
引き続きハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
お金がすごく欲しいと思う事について 
これは、空を飛んでいる時に、欲しいと思うものは何

でも手に入れられたから。 
魂の状態では、思ったり意識するだけで、何でもでき

たし、どこへでも行けたし、できない事がなかったか
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ら。 
ドレス着たいと思ったら、一瞬で着れたし、物には触

れられないけど、自分のイメージで何でも手に入る世

界に長い間いたからね。 

今は 3次元の世界に来ちゃって、欲しい物があったら、
お金を出して買わなきゃいけなくて、まあ、魂の時の

影響なんだよね。 
そして、子供の頃は、やっちゃいけない事が分からな

いから、ついつい盗っちゃったり色々したけど、今は

人間の世界で生きるのはこうだって事がちゃんと分

かってきているから、これは学びの一貫だったね。 
今は、結婚もして、夫婦で生活する事で、経済面もも

っとスムーズに回っていくから、お金の感覚もちゃん

となってきているから大丈夫。	  
ずっと長い間、“欲しい物があるのに、我慢しなくち

ゃいけない”のが理解しにくかったけど、ちゃんとも

うできているから大丈夫。 
私（ハイヤー・セルフ）は、どうしてそう思っていた

のかっていう事の原因を伝えたかっただけ。 

 
 
知識欲、成長欲が高いと思っている事について 
これも同じで、長い間空を飛んで、好きな所で色んな

事を見てきた魂だから、その時は、何かが知りたいと

思ったら、瞬間でその情報源に行けたのに、今は空を

飛べないし、瞬間移動もできないし、何でも好きな事

をする事もできない訳で、だからこそ、この子が自分

の目で確かめたいと思うのは、そういう事。 
要するに何でも見たいと思うのは、現に魂として何で

も見てきたからなんだよね。 
その感覚が残っている訳。 
私が言いたいのは、人間の感覚の中で、今できる事を

しっかりと学んでくれ、という事だね。 

 
【Mとして生まれた時点で忘れてしまった魂の記憶
としてある 1000年間の感覚を、人間として 3次元で
生きる中で統合する事が、この人生の大設定？】 
その通り。 
そこが上手くできたら、この人生は大成功だね。 
そこのところの理解を今から上手く心に落としてい

けば、自然とこれからどう生きていけばいいのか、が

固まっていくね。 
で、世界一周っていうのがキーワード的に、＜本当の

統合の始まり＞になっていく。 
世界一周なしでは、統合が起こりえないから、絶対に

行かせて！ 

旦那と 2人で！ 
それで、今２人共、一生懸命働いて貯えている。 
今やっている事も、今後の人生で大きな財産になる事

だから。 

Mが今、起業して始めたパートナーシップの仕事も、
続ける事で将来の財産になる事だから。 
とにかく、この旅だけは、どれだけお金が掛かっても

絶対に行くべき。 
借金してでも行かなきゃダメって言っておいて！ 

 
 
その他にクライアントに伝えたい事 
みずきの人生で草餅を作っていたおじさんからのメ

ッセージがある。 

  
 みずきは本当にいい子だったよ。 
 わしは、今でも側で見ているよ。 

 3歳の小さい女の子だったけど、辛いとも言
 わずに、ニコニコして、いい子だったよ。 
 それで、わしはよく、あの子に草餅をあげた

 んだ。 
 あげた草餅を、小さい弟にあげようとするか

 ら、赤ん坊に食べさせたらダメだって止めさ

 せたんだ。 
 わしは、お乳を持っていないから、どうしよ

 うもできなくて、かわいそうな事をしたなぁ。 
 とにかく、みずきはいい子だったよ。 
 今でも、見守ってるって伝えておいて。 

 
 
ボディー・スキャン 
 ・子宮に曇り 

 ・足のむくみ	 –	 これは子宮に原因がある。 
 ・目	 –	 これは、今は取れない。 



 

 24 

  
子宮の曇りについて 
みずきのお母さんが、みずきもゆうも生みたくなかっ

たからね。 
これは、その時のお母さんの思いの痕跡。 
それに、今、子供ができたら、世界一周も行けなくな

るし。 
でも、機能自体はちゃんとしているから心配要らない。 
でも、曇らせている事で、妊娠はできない様になって

いる。 
世界一周に行く為。 
けど、根本的に曇らせているのは、みずきの思いかな。 

 
 みずきとの対話のイメージ 
 曇らせているのは、・・・だって、ゆうみた

 いな子が生まれたらかわいそうでしょ。 
 あったかいお家を約束できない限り、子供を

 産むのはダメ。 
 今は、まだダメ。 
 世界一周行ってから？	 うーん、分かんない。 
 だって、安心のある家って何なのか分からな

 いでしょ。 

 Mと旦那がラブラブでも、不安。 
 不幸せな子供を増やしたくない。 
 ひもじい子供を作ったらダメ。 

 	  
 ヒーリング	 /	 暗示 
 
 幸せな子供を産んでね、育ててねって言って

 おいてね。 
 皆笑顔で、家族の仲も良くて、たまに家族で

 旅行も。 

 
 
オーラ・チェック 
 金色 
 ピンクと赤が体のど真ん中辺りに 

 
 
チャクラのバランスの調整 

 
 
今日はありがとうございました。 

Mにとって、いい経験になりました。 
このセッションは、これで終わって大丈夫です。 
また機会があったら、よろしくお願いします。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

セッション後のクライアントの感想など 

 

ときこさん 

今日は本当にありがとうございました。 

とーってもセッションは楽しかったです！ 

そして、私のハイヤーセルフが厳しくて、つい笑ってしまい

ました。笑 

自分の心でかなり納得していることが多く、かなりスッキリし

ています(*´꒳`*) 

まずは世界一周の夢は必ず叶えたいと思います！！！！！ 

（中略） 

本当にありがとうございました。 

 


