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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】 

右目の事故による白内障、斜視（4歳の時、誤って BBQ
の串を突き刺した） 
他人の目や表情が気になる事 
自己肯定感の不安定さ 
人間関係の居心地の悪さ 
家族関係の理解 
新しい自分の生活への不安 
など 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
セッションの記録： 

 
 
光の中のイメージ 

 
赤い光の中にいる。 
バラの様な、ローズピンクっぽい赤色。 
煙の様な赤いもやもやに包み込まれている感じ。 
光か何なのか分からない。 
自分の中？ 

初めて来た場所に感じる。 
違和感はない。 
居心地は良い。 
体は軽く、動かせる。 
光の感じが、洞窟の中？ 
前方に移動してみる。 
もっと明るい光がないか探す様に、見渡しているけれ

ど、少し薄暗い。 
もやが晴れてきて、その中心がブラックホールみたい。 
その中に行ってみたいので、その方向に進んで行く。 
洞窟の細い穴の様な所をずっと飛びながら進んでい

る。 
視界が白くなってきた。 
闇だったところが白くなってきた。 
白い壁が周りにあって、その中を手を回して前進。 
そこを抜けると、視界が赤い。 
トンネルの様な所をどんどんと進んで行く。 
横に雲が流れていく。 
宇宙？ 
星雲が広がっている感じ。 
土星の輪の部分を、土星から見ている感じ。 
前方に、黄緑色の光が見えてきた。 

 
その黄緑が、森の中の木の様な物に変わった。 
下から緑を見上げている。 
この場所は、自分の知らない所。 
木陰にいて、そこで寝そべっている。 
ひたちの木、とても大きい。 
いい気分で、リラックスしている。 

 
（その木に、「何で自分は今、ここにいるんだろう？」

と尋ねると） 
「昔ここで過ごしたよね」と。 
大昔、ずっと前。 
今生とは別の人生で。 

 
（「ここでの人生を思い出す事によって、何か大事な

気付きを得られるのですか？」と訊くと） 
「そうかもしれないよ」と。 
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この人生のイメージ 

 
お面の様な白い女性の顔がちらっと浮かんで消えた。 
この顔は、神社でお参りすると、時々浮かぶ事がある。 
男の人も・・・。 

 
空に雲が浮いているのを見ている。 
曇っている。 
自分の周りは岩場。 

そこに 1人で立っている。 
スリッパの様な茶色い布でできた靴を履いている。 
履き心地は良い。 
茶色っぽい麻布みたいな生地の、蝉の様な、蓑虫の様

な格好で、おしゃれな感じではない物を着ている。 
縄文時代の様な気がする。 

男性、45歳。 
健康。 
顎と口の下に、髭がぼさぼさ。 
手に杖を持っている。 
杖の先に貝殻が付いている。 
狩りをしている途中で休んでいる感じがする。 
家族はいない感じ。 
定住している気はしない。 

 
彷徨っている？ 
色々な集団に行って、何かを教えている感じ。 
この日は、次の集団を探しながら、歩いて放浪してい

る。 
何か面白い様な、役立つ話を、色々な集団を回って伝

えるのが役目の様な感じ。 
その集団が知らない事を伝えたい。 
例えば、色々な集団を回っているので、違う集団から

聞いた話の知識の積み重ねを、違う別の集団の所に行

って伝え、また別の集団の所に行っては話をしながら

他の情報を得る・・・という様に、どんどん知識を増

やしながら、膨らました情報を広げていくという様な

役の立ち方を楽しんでいる。 
人と対話しながら関わっていくのは、自分の性に合っ

ていて、好き。 

 
【それで、家族を持たない？】 
そうですね。 
家族を持ってしまうと、怖い。 
どこにも行けなくなるし、頻繁に帰らないといけなく

なるし、気になるから。 
だから、家族を持たないと決めている。 

 
【話している言葉は？】 
「・・・タ、ソ、バ、セ、ラ、ロ、ニ、テ、ア、リャ、

ア、シュ、カ・・・？	 ｘｘｘｘｘｘｘｘ」 
中国語か、モンゴル語か？ 
あれ、今、何言ってるんだろ？ 
ｘｘｘｘｘｘ（かなり早口で囁く様に長い言葉を言い

続ける。） 
これは、祈りの言葉。 
皆の幸せを祈る言葉。 
昔から伝わっている言葉。 
「タガサワキリ、ソワ・・・サワトゥエ・・・、ア、

サワトゥリキャ、ア、ジャマキリソワ・・・、ハラマ

ソ、・・・ソ、サオニ、ラ、テラマニ、ジャワケラ・・・

カ・・・」（かなり早口で） 
あ、お寺で習った。 
サンスクリット語みたいな感じで。 
似ている。 

 
3000年前ぐらい。 
今の地図で言うと、モンゴルか、中国の北の方。 
その辺りを歩いている。 

1 人で、色んな集落や部落に行って、過ごして、その
民族とかに混じって、仏教を伝えている感じ。 
“狩り”かと始めは感じたが、そうじゃない。 

 
この人生で も重要な場面のイメージ 
私が石の上で話していて、皆が聴いている。 
教えというか・・・、仏教の教え、お釈迦様の教えを

伝えている。 
言葉をカタカナっぽい「アラアリキャ・・・」みたい

なのを喋っている。 
これは、自分の元々の言葉ではなく、これはお祈りの
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言葉。 

 
【このお祈りの言葉の知識はどこで得た？】 
修行した。 
チベットで。 
そう、チベットですね。 
自分の出身はチベットではなく、修行に行った。 
そこで学んで、その知識を色んなグループに伝えに行

脚している。 
その途中で得た色々な情報や知識も積極的に話して、

喜んで貰えて、楽しんで貰えて、皆が自分の話を楽し

く聴いている。 
その様子を見て、とても幸せで、満たされている。 
役に立っているな～と。 
岩の上に立って、面白おかしく、目の前の人たちの心

に響く様に話している。 
その人たちも、自分の話を聴く事を楽しみにしてくれ

ていて・・・。 

 
名前は、“アン・リー”。 
出身は、中国。 
自分の生まれ育った家庭には仏教の影響は無縁。 

興味を持ったのは、5歳ぐらいの時。 
幼少期から不思議な事とか、神秘的な事に興味があっ

て、それを知りたいとずっと思っていた。 
仏教というものを近くにいた人に聞いて、それで、チ

ベットという所を知ったので、10代の時に、すぐに行
った。 

1人で行った。 
チベットからは、そんなには遠くない。 
雲南省の、少数民族の地域。 
その村に役立つ知識を自分が外に行って、仏教を学ん

で持って帰ろうというのが 初の動機だった。 
チベットに行く事で、それを達成でき、満足感を得た。 
チベットに行って、良かった。 

 
10年ぐらいチベットで修行して、その知識を役に立つ
様に色んな村、民族を訪問して、その人たちと馴染ん

で・・・、まずは馴染んだ。 
自分が僧侶であるなどとは言わずに。 

少しずつ、伝えていく様な事をしていた。 
それから、段々とその村は良くなっていった。 
村長さんがよくしてくれたりとか。 
あと、その村の女の人に恋をしたりも（苦笑）ありま

したね。 
でも、結局は留まらずに、旅を続けた。 
それは使命感から。 
いつか自分の生まれた村に帰りたいなあ、と。 
それは、成就するかな・・・？ 

 
（時間を進める・・・） 
はい、成就します。 

もう、だいぶ年月が経っていて、30－40 年経ってい
て、母親がすごく年老いていた。 
健在だけど、しわしわ。 
目がぐりぐりしている。 
喜んでくれた。 
母の目に宿る魂は・・・、今生の母親。 
「もう、心配掛けさせて・・・」、 
「心配したよ・・・」と。 
もう帰って来ない、どこかで亡くなっているかもしれ

ない、と諦めていたと言っている。 

 
村は余り変わっていなくて。 
村の様子は、ジャングルの中の様な、原始的な感じ。 
綺麗な羽根の色鮮やかな鳥がいたり、水が多い。 
ちょっと鬱蒼としているところもあって・・・。 
でも、ここはやっぱり退屈だった。 
だから、刺激を求めた。 

 
チベットは、刺激・・・というか、ラサのチベット寺

院の様な所。 
ああいう様な感じ。 
そこに女の子がいて、ずっとこっちを見ている。 

10歳ぐらいの子。 
この村の子。 
そこの寺院のお孫さんみたい。 
「何してるの、ここで？」と訊かれた。 
「勉強しているんだよ」って。 
自分は、仕組みを知りたい。 
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世の中の。 
自分の村を良くしたいと思って、退屈なのもあって外

へ出て、チベット寺院で学んで、これを社会に役立ち

させたいと強く思って、各地を回った。 

 
それから、 後、村に帰った時に、自分が実際に行っ

た色んな村や体験した出来事の記録を残したいと思

って、書こうとしている。 
でも、書くという事ができたのかなあ？ 
形に残そうとして、壺を作っている。 
土器に絵文字みたいなのを描いて、伝えよう、残そう

としている。 
“この村ではこんな事があった”とか。 
上手くできたかなあ・・・。 
やっぱり、伝えるという事が、残す、記録するという

事が難しいなあ・・・と思う。 
でも、自分の知っている事は、人にとって興味がある

事だし、役立つので知らしたいなあと思って、それで

もどかしく感じている。 
土器を作りながら、壺を回しながら、そう考えている。 
もっと自分の話を聴いて欲しいなあと思っている。 

 
人生 後の場面のイメージ 
この後は平和に、その村で亡くなっていく。 

60歳ぐらいで。 
その村には、（旅から戻ってから）10年ぐらいいた。 
土器を作りながらいたが、「本を作りたかったなあ」

と思う。 
しなかったのかな？ 
もっと細かく伝えたかったなあと思っている。 
見聞録。 
紙とか、書く道具がここにはない。 
チベットでは、本とか沢山見たんだけど。 
この村にはなかった。 
文字もチベットで勉強した。 
文字というか、記号という感じのもの。 
文字と記号の中間の様なもので。 
言葉はサンスクリット語みたいな・・・？ 
普段喋っているのは中国の言葉。 

 

だけど、やっぱり、晩年の村はちょっと楽過ぎだった。 
色んな集落に行って溶け込もうとして、色んな人と対

話するのは楽しかった。 
刺激があって、怖さもあったけれど、受け入れて貰っ

た時は嬉しかった。 

 
水に浮かんでいる。 
「もう、いいわ、この人生」。 
水に浮かんでいるのは、死のうとしているのではなく

て、「楽しかったなあ」という思いで。 
「もうやったなあ」という充実感がすごくあって。 
感慨深く・・・。 
水に浮かんでいて、すごく気持ちがいい。 
浅い池の様な所に浮かんでいる。 
このまま沈んで息ができなくてもいいし、このまま浮

かんでいてもいいし。 

 
後は病気で亡くなった感じ。 

内臓が弱って。 
寿命？ 
毒か何かにあたった。 
食べてはいけないもの・・・、毒キノコ？を食べてし

まって。 
内臓が悪くなって死んだ。 

 
体を離れて・・・ 
上に昇りながら、天使になった。 
羽が生えて。 
白くて大きな。 
地球が見える。 
大気圏も見えて・・・。 
で、地球を背中に向けて、宇宙を飛んでいる様な。 
白い布を纏った、西洋の絵画に出てくる様な感じの天

使。 
この後は、皆、“同じ様な”人ばかりがいる様な所

に・・・、その中に入った。 

 
【“同じ様な”、とは？】 
自分と同じ様な気持ちの人ばっかり・・・。 
“差がない、違いがない人のグループ” になって、
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余りにも違いがなさ過ぎる。 
自分と、大事な意識の部分で同じ。 
だから、逆に面白くない。 
そこに着いたら「あ、帰って来たか」みたいな。 
元々この場所から出て行ったのではなくて、元はまた

別の違う場所から出て行った。 
前回は、また違う所に入って行った筈。 
その“（体験した人生で）死んだ時の気持ち”と同じ

気持ちを持っている人々のグループだから、同じ様な

人ばかりで、楽な所。 

 
終えたばかりの人生のテーマは？ 
＜伝える＞。 
自分が普通の人とは違う事を学んで、人に分かり易く

伝える、という事。 
文化も違う色々なグループで、その文化を自分の口

（伝達）によって融合させていく。 
歩く、自分は移動しているけれども、意識や知識の中

では “ｈａｖｅ” の様な。 
＜“文化を繋ぐ”、“自分というものを通して渡り歩い

て、知識や役に立つ事を伝達していく” ＞という様
な事をして、すごく面白かった。 
また、こんな人生をやってみたいと思う。 
今迄は気が付かなかったけれど、「あ、こういう事は

（今生で）したい事」だと思った。 

 
自分が（天使になって）来た、この世界では、（自分

が人生でしてきた経験を語らなくても）もう皆、分か

っている。 
テレパシーみたいな？ 
皆、同じ。 
似た様な学びをしてきた人・・・、人というよりは、

＜意識体＞。 
体はない。 
自分は死んだ後、天使になって、ここに入った途端に

（その姿が）なくなっちゃって。 
団子の様になっていて。 
ここは“分離”がない。 
皆、自分の一部である＜大きな意識＞に溶け込んだ感

じ。 

居心地はすごくいい。 
喧嘩も争いもない。 
話さなくても、同じ様に考え、感じているので。 

 
【いつ、ここからまた出て地上に戻るのか？】 
＜地球に何かの貢献がしたい＞と思っている時に・・・。 
心優しい人が多くて、何かこれらの人々の役に立ちた

い。 
＜この人たちの意識が高くなる様な手助け＞。 

もっともっと（人/人の意識の）波動が細かくなる様に。
荒い所から細かい方に向かって意識が繊細になって

いくものなので、そういう風に導いていける様な色々

な事を、地球に行ってしたいと思っている。 

 
【元々いた場所は？】 
シリウス。 
銀河の中心の方にある星。 

 
【自分が役になる場所として、地球が意識に上った？】 
助けたくなった。 
肉体という制限はできるけれど、まどろっこしい体験

も沢山するけど、“地球という場所は、色んな宇宙の

意識が 1番交わり合っているところ”。 
それを、ぶつけ合ったりとか、交換、交流しながら魂

が磨かれていく。 
より洗練されている。 
個人の意識が。 
そういう体験をする事で、宇宙全体が良くなっていく。 
そうすると、波動が細かくなる。 
ずっとずっと全体が荒かった。 

 
【自分ならその点で貢献ができると？】 
そうです。 

それで、自分の（属する）意識体の人が、「それが 1
番いいよ」と。 
地球に行って、色々な体験をして、またその人生を離

れると、また違う波動の意識体に行く。 
やっぱり（自分は）その体験をしたい。 
綺麗だし。 

 



 

 6 

【シリウスから地球に来たのは？】 

5万年前。 
しっかりした意志を持って地球に来た。 
それからはずっと地球にいる。 

5万年間ずっと、何回も何回も地球に関わっている。 
 
今生の自分へのアドバイス 

（3000 年前に仏教を広めた“アン・リー”は）＜家
族を持つという体験＞をしたかった。 

1 人の自由な人生でもあったけれど、＜自分の家族を
持って子供を残す事＞をしたかった。 
訪れた村で仲良くなった人もいたが、使命感に駆られ

て離れてしまった。 
その村でその女性と結婚して定住するもの良かった

かもしれない。 
自由選択の範囲内の選択肢としてあったけれど、やっ

ぱり自分の使命感の方をとった。 
哀しい別れをして。 

 
まあ、もうちょっと（今生）恋愛をしても良かったの

では？ 
真面目過ぎ。 
好きという気持ちがあったら、その人と結ばれても良

かったのに、そういう事に対して素直じゃない。 

 
もう少し素直に人を好きになる気持ちを大切にして

も大丈夫。 
（“アン・リー”は、それがすごく悔いに残っている。） 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
自分がこの人（クライアント）を（催眠者に）連れて

来た。 

 
“アン・リー”の人生を再体験させた理由 
＜繋がっている事＞を分かって欲しかった。 
今、悩んでいて、自分が何をしたらいいのか分からな

くなっている状況なので。 
この人生を見せた事によって、彼、気付いてくれるん

ではないでしょうかね。 
自分のしたい事を。 
気付いてくれたと思います。 
すっとしたんじゃないかな、まあまあ。 
迷っていたので。 
＜大きな使命感を抱いて地球に降り立った魂＞です

ね。 

 
【本人が問診票に記載した事項に関して、ハイヤー・

セルフが解決させる事によって人生が好転すると考

える場面がまだある？】 
あります。 
そこを見せる。 

 
 
思い出す事によって人生が好転すると考える場面の

イメージ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 
雪の中にいる。 
すごく寒い。 
山の上の、雪が沢山ある所。 
人の足跡が一杯ある。 
その道を歩いている。 
エスキモー？	 みたいな、綿が入った様なもわもわっ

とした服を着ている。 
ダウンみたいな服？ 
自分は女の子。 

今 12歳。 
名前は“リディア（Lydia）”。 
金髪よりは濃い目の、茶色っぽい髪の毛。 
目がぱっちり。 
青い目。 
キルトの派手な民族衣装っぽい服。 
北欧系？ 
ラップランドっぽい？ 

 
北欧の島にいる。 
グリーンランドとノルウェーの間にある島。 
ノルウェーのガタガタになった海岸線の先辺りの島。 
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その村の、お祭りの後。 
ここではお肉をよく食べる。 
この季節にある、そのお肉の収穫祭みたいな感じ。 
鹿の。 
寒い所にいる鹿の。 
（後でトナカイだと思い出した。） 
お肉を沢山食べてきた。 
美味しかった。 
味付けは、甘っぽいタレみたいなのを付けて食べる。 

1人で行って来た。 
そんなに住んでいる所からは遠くない所。 
今から家に帰る。 
雪の一本道に付いている、人々が歩いた後の足跡を辿

って。 
雪ももう解けそうな感じになっている。 

 
前方にライトが付いている小屋が見えてきて、そこに

今、入ろうとしている。 
誰も中にいない。 
家とちょっと離れた所にある小屋が、自分が住んでい

る所。 
家族とか・・・、家族というよりは、養って貰ってい

る感じ。 
家族とは離れている。 
家族らしき人達は、隣にいるけど、ご飯とかも恵んで

貰っている感じで、寂しいなあ・・・と。 

 
お父さんとお母さんが小さい時に亡くなった。 
両親が不倫というか、良からぬ恋だったみたいで、そ

こにリディアが生まれた。 

お父さんとお母さんが、3 人でノルウェー本島に渡ろ
うとしたけれど、舟が小さくて遭難して、両親とも亡

くなった。 
リディアだけが舟に残って助かった。 
そして、漁師さんに見付けられた。 
その漁師の知り合いのお金持ちの家に引き取られた

けれど、その家の子供と仲が良くなくて、別の所に小

屋を造ってくれたので、そこに住んでいるという・・・

（苦笑）、緑色の。 
ちょっと寂しいなあ・・・と。 

亡くなったお父さんは、今生では、5 つ上の前の会社
の上司である Aさんに似ている雰囲気。 
お父さんの方が、お母さんより存在感があった感じ。 

 
（先に時間を進める・・・） 
リディアは大きくなって、何か、その家とある。 
で、もうそこにはいられなくなって、出て行く。 

20歳の時。 
リディアが大人の女の子になって、そういう目で見て

くる人が多い。 
その家の人にも・・・。 
それがすごく居心地が悪くて、出て行かないと・・・。 
でも、お世話にもなったしなあ・・・と。 
この島は小さくて、もうここにはいられないなあ・・・。 

人口は 200－300人の島。 
次にどうするか、と、すごく考えている。 
大きな街に行きたい。 
オスロに行きたいな。 
どうしようかな。 
誰かに相談しなくちゃ。 
でも、まだ余り誰にも言えていない。 
今、その準備をしている。 
お金が必要だし・・・。 
結構、村の人とかに体を売ったりして、お金を貯めて

いる。 
すごくそういう自分が嫌で・・・。 
そういう隠し事を持っている自分がいる。 
旅費にするお金は貯まってきている。 

その後、村で 1番お金持ちの男性と愛人関係になって
いて、その人に沢山のお金を出して貰っていて、ちょ

と、騙したというか、その人の愛人になりつつお金を

貰って、出て行った。 
それから、本土に渡った。 
街に行った。 
オスロへ。 

 
オスロでのイメージ 
知っている人を頼って行った。 
先に街に来ていた友達の男の子を辿って、ここに来た。 
その男の子は、今生の弟？ 
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すごくよくしてくれた。 
恋愛感情はないけれど、色々と自分を助けてくれてい

る。 
自分のこれからの事や、先にここに来ているから、

色々な事を教えてくれている。 

 
仕事は、ジュエリー作り？ 
宝石を使って、ペンダントなどのアクセサリーを作り

たいと思っていて・・・。 
師匠を探している。 
怖いおばさんみたいな人と知り合って、その人から教

えて貰っている。 
厳しい人。 
怒られていて。 
でも毎日、嬉しい気持ち。 
「教えられるって、いいなあ」と感じる。 
その女主人が、思った事を何でも話す人。 
感情とかを。 
怖いけど。 
裏表がないから、すごくいいなあ・・・・と

思う。 
温かい人。 
いい人に巡り合えた。 

リディアは、生きる為に、自分の側面を持っている。 
人を欺くというか。 
その事に、すごい罪悪感もあるけど。 
人に見せている面と、本心は違う。 
だから、その人みたいに気持ちを素直に出せる人は居

心地良さを感じるし、憧れる。 
お互い、その場での一面だけを出している人といると、

自分がそうだから、居心地が悪い。 
疲れる。 
自分は裏の部分が見せれない。 
でも、生きていくには仕方なかった。 
自分が困ったふりをすると、人は助けてくれるんです

よ。 
でも、ちょっとしか困っていないのに、ものすごく困

ったふりをしてみたり・・・を、時々してみたり。 
人って、親切だから、自分はそこに付け込んでそうい

う事をたまにしていた。 

罪悪感を持ちながら。 
でも、それが習慣の様になっていた。 
変えられない。 
変えたいとは思っているけど。 

 
（時間を進めて・・・） 
宝石を使った、ジュエリーの装飾がすごく上手くなっ

て、有名になっている。 
雑誌に載る？ 
賞を獲るぐらいに、素敵な装飾の素晴らしいジュエリ

ーを沢山作っている。 
装飾アート的な感じの。 
リディアの自分の人生の、“黒い部分・汚い部分”を、

隠す為の様に、自分の生み出すジュエリーに、自分の

“純粋な美しさ”を表したいと思って、その気持ちが

作品に前面に出ている。 

 
真珠を使うのが好き。 
天然なところ、自然が生み出した美。 
真珠は、海の中では貝だから結構汚いものなのが、そ

れがある上で美しい真珠として輝いているという部

分に魅かれる。 
真っ白ではなく、“パール”という神秘的な美しさや、

その色が好き。 
ダイヤモンドも。 
結構、色を沢山使うのが好き。 
ブルー・サファイアとか、トパーズ、エメラルド。 
赤いのは、赤珊瑚。 

 
【本名は？】 
リディア・サーネット？ 

1638年？ 
すごく成功して、リディアの輝かしい宝石と共に日々

を送っている。 
自分が輝けば、輝く程、リディアには島での黒い過去

が思い起こされて、二面性を持っている自分を思いな

がら、時々“おかしく”なっていた。 
お父さんとお母さんの事とか、ちょっと寂しい思いを

した事とか、育てて貰った家の人たちの事とか、性的

な事とか、嫌な事が思い出されてきている。 
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反面、反動で＜純粋な美しさを表現したい＞欲求が

益々強くなって、ある意味、対極なんだな・・・と思

っている。 
リディアは、輝かしい部分と、黒い部分の間で悩みな

がら生きている。 

 
人生で も重要な場面のイメージ 
大きな船に乗っている。 
タキシードを着た男性がこっちを見ている。 
今、その人にプロポーズされそうな感じ。 
船上パーティーの後。 

 
リディアは、「本当の愛って何？」と思っている。 
男の人を手に取る様に分かっている様に感じている。 
自分の容姿や、お金、名声、名誉・・・に、相手が惹

かれていると感じている。 
だから、相手が本当に自分の事が好きなのか？ 
「本当に好きで、愛し合うって何？」とも考えていて、

この人からプロポーズされたとしても・・・、この人

は客観的に見たら、リディアにふさわしい人だけど、

社会的地位とか経済力もあるけど、でも、自分にはふ

さわしい人ではないと考えている。 
男は、甘い、浅はかという気持ちが強くある。 
多分、周りから見たら、すごく“ベスト・カップル”

な 2人で、プロポーズを受けて結婚したら、幸せな生
活は送っていける。 
多分、疑似的なニュアンスを感じはするかもしれない

けれど。 
で、結局、断っている。 
「あなたじゃないわ」とはっきり言っている。 
相手はショックを受けている。 
でも、その男性も、その程度の男性だったらしい。 
彼は、言ってみたら、自分の地位や名誉、お金の事で

成り立っている様な人物なので、大した事はないな

あ・・・と。 
だから、リディアは賢明な選択をしたかもしれない。 
リディアは自分の事を知っていると思っているし、靡

かない。 
島での暮らしの事は、罪の意識を持っていて、生きる

為に男の人をたぶらかす知恵というかに。 

だから自分自身に対して、もっと純粋でいたいと願っ

ている、本当は。 
もっと私を狂わす様な人が現れて欲しいと思ってい

る。 
純粋に恋におちられる様な・・・。 
結局、そういう人は出てこず、ずっと独身。 

 
人生 後の場面のイメージ 
宝石に囲まれている。 
棺桶の中にいる自分の顔だけが見えている状態で、宝

石に囲まれている。 
すごくキラキラしている。 
その自分の亡骸を、大勢の人が見ている。 

72歳、寿命。 
もう、生き尽くした・・・と感じる。 
晩年も充実していた。 
でも、やはり、恋愛には・・・。 
すごくモテるけれど、男の人の気持ちが手に取る様に

分かるから、ずっと疑問を持ちながら生きてきた。 

 
体を離れて、上昇。 

1人で。 
 
今度は、剣を持っている天女の様な姿に変わって、キ

ラキラ光って、とても美しい。 
ダイヤモンドや真珠がちりばめられた様な衣装を纏

った感じで、天女の姿で昇って行っている。 
あれ、月の裏？	 （失笑） 
月の裏の辺りに着いた。 
“かぐや姫のグループ”みたいな意識体のグループが

あって、そこにいる。 
女性性の魂ばかりがいる様な感じ。 
そういうグループがある。 
かぐや姫みたいな。 
男の人を惑わす、狂わす意識体？・・・みたいなグル

ープが。 
それによって気付きを齎すというか、そういう意識体

ばかりが。 
かぐや姫もいる。 
「男って・・・」という様な女子グループ（失笑）な
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んですが・・・、「どうだった、地球は？」みたいな

話をした。 
「男を惑わして生きるというのも、それも、いいよね」、

とか。 
なぜかというと、男はそれによって、やりがいや生き

がいを感じもするから。 
男の人を、というよりは、男性性を持って人生を体験

している魂に楽しみや悦びを与えるという事だから。 
そういう貢献の仕方もある、という事。 
男の人というのは、そういう風に、ある意味単純にで

きているところがあって、男性性を持つ事によっての

体験の中では、女性との関係を通して学ぶという事に

重きが置かれている。 
だから、リディアの人生は、その側面を理解するのに

とても大切なものだった。 

 
今生、自分は何となくリディアとは真逆の人生を歩い

ている様な気がする。 
惑わされない様に気を付けながら、でも、そういう事

もあったらいいなあと思いもしつつ、そういう思いの

狭間で生きてきた感じだなあと。 

 
（リディアの立場で）リディアの人生を振り返って 
【人生を終えて、次にまた別の人生を歩む機会がある

としたら、どんなものを望む？】 
やっぱり、家族、 
お父さん、お母さん、子供の関係性の中で生きたい。 
子供時代に、両親の下で体験する掛け替えのない、そ

の人生の基盤になるもの、その人生の中核をなす部分

の、バランスをとりながら送る健全な関係を体験した

い。 
それは、人にとって、とても大事だと思うから。 
それが、子供として生きている時に、子供の世界の全

てになってくるので。 
家族の中で過ごしたかったなあ・・・とつくづく思う。

そうしたら、自分のお父さんとお母さんが周りの人か

ら変な目で見られていたから、リディアは小さいなが

ら、すごく辛かったなあ、と。 
もう、普通に仲の良いお父さんとお母さんの家庭に生

まれ育つという事が、どれだけ掛け替えのないものか

と思います。 
それだけでいい、もう。 
家族を作るという事がしたい。 
あの時、プロポーズを受けても良かったかな、と思う。 

 
【プロポーズを受けていたら、どうなっていた？】 
受けていたら、上手い具合に男の人を適度に喜ばして

あげられていた。 
やっぱり男の人が向き合わないといけない様な事が

リディアにはちゃんと分かっていて、そこでは苦労す

る事もあるけれど、男の人を持ち上げるというか、そ

ういう面も十分に発揮できた女性だったと思う。 
“あげまん”というか、分からない様に自然に男の人

をハッピーにしていく技量というか、上手くのせる事

ができた筈。 
只、上手くしていかないと、多分相手の男の人に、小

さい時の辛い思いとかが出てきたのをぶつけたりし

て、喧嘩が多くなったり、なかなか大変な家庭になっ

たかもしれない。 

 
プロポーズを受けないのは、やはり賢明な選択だった

と思う。 
仕事の成功の為には、特に、家庭を持たない方が良か

ったと思う。 
当時の女性としてはある意味特殊だけど、没頭して、

充実させて、大成できた人生だった。 

 
暗示 

 
 
リディアの人生から今生までには 1回人生を挟んでい
る。 
その人生は、江戸時代末期に生きた。 

 
江戸時代末期の人生のイメージ	 （端的に） 

 
男性。 
“黒住教”に携わった。 
日本の新興宗教。 

1800年代。 
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1840年ぐらい？ 
黒住教という、その宗教を立ち上げようとしている人

たちの中に自分はいる。 
黒住さんは病気がなかなか治らなくて、不幸な人生だ

ったんですよ。 
だけど、気持ちを前向きにして、太陽に当たって、そ

れで、ちゃんと決めたんですよ。 
「生きる！」って。 
その瞬間に、即、病気が治ったんですよ。 
不思議なんですよ、奇跡でね。 
何でか・・・という事で、「黒住さんの様な考え方を

したらいいのか」、と。 
周りに一杯いる変な考え方して辛そうにしている人

とか、黒住さんの考え方を真似したら治るんじゃない

かと。 
それを自分がけし掛けているというか、こういうのを

やりましょうよ、と、人と相談してます。 
それで、立ち上げましたね。 
結構幹部かもしれない。 
“ハチベエ”？ 
“ハチ”というのが入っている名前？ 
“ハッタ”？ 
その宗教を立ち上げようとしていて・・・、そういう

“宗教”ではなくて、“辛い思いをした人が幸せにな

った事を再現しよう”としている。 
もう駄目だと、難病に侵されている様な人が救われる

事が再現される事をしようとしている。 
でも、それって、今の“信仰宗教”の元になっている

ものかな・・・と思ったりもしますが。 
ちょっとニュアンス的に違う筈。 
満足できた人生。 
ちょっと視点が違うというか、＜世の中にないものを

作る＞という事が好き。 
創造をするプロセス。 
結局は、そういう“宗教”になっていく訳なんですが、

“ちゃんと世の中の役に立つ事をしようよ”という事

が自分は好き。 

“1 つの出来事から、それが奇跡と言われるのは何で
か・・・と思って、分析して、メカニズムを解明して、

再現しようとする様な事”が好き。 

今生の自分も新しい商品、製品を作りたいなあといつ

も思っているけれど、その人生でも、何かきっかけが

掴めた。 
でも、途中で宗教からは離れた。 
それは、自分の中での“創造のプロセス”が完成して

しまったから。 
普通の町人だったんですけど、黒住さんの事を知って、

心が躍動して・・・。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
（半眼） 

 
リディアと江戸時代の人生をクライアントに見せた

理由は？ 
今の彼の、情熱を持って躍動する部分と陰の部分を見

せてあげたかった。 
人生を通して、陰の部分、暗い部分もあるけれど、光

り輝く部分もある。 
リディアみたいに、幼少期は辛かったけれど、晩年は

充実した輝きを持って花を咲かせていた、という部分

を見せたかった。 
今、これからそれができるので、“彼の人生の体験の

裏返しを、これからの人生で再現できる”ので。 

 
【影ある事で光が強まり、辛さを知っていると喜びが

大きいという事も？】 
そうです。 
そこが、大事なところ。 
ちょっとまだこの人は、過去の黒いストーリーを引き

摺っていて、「またこうなるんじゃないか」に嵌って

いる。 
新しいストーリーを描こうとして頑張っている状態

で、だけど、まだ同時に過去の黒いストーリーを思い

出そうとしているところがあるから、自分でそこを注

意して欲しいんですよ。 
自分で選んで黒いストーリーをわざわざ引っ張り出

そうとするんですよ。 
【思い出して、そこに留まる事に“快”となる事があ

る？】 
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そうです。 
新しいパターンを作っていけるのだから、これから嬉

しいと感じるストーリーを自分自身で決めて作って

いけるのだから、それを知って欲しかった。 

 
【そもそも、暗い部分と明るい部分を分ける必要って

あるのか？】 
人生を俯瞰してみたら、分け隔てなく、全部自分の一

部として、無駄なく学びとして起こっている。 
そこのところは大事。 
もっと大きな視点で、分ける必要さえもなくて体験し

てくれたらいいと思う。 
だから、大きな視点で見て欲しいのと、ストーリーは

過去のストーリーも含めて自分が全部作り上げてい

る事なので、それに気が付いて欲しい。 
自分の作りたいストーリーを、どうにでも作っていけ

るんだよ、という事。 
もっと自由に生きて欲しいと思うし。 
彼は「またこうなるんじゃないかな・・・」という事

に縛られ過ぎている。 
それさえも、自分で作り出したストーリーである事を

理解して欲しい。 
「またこうなる」という思い込みは、過去生や今生を

通して、自分にとって都合が悪いと思われる事を勝手

に自分でパターン化して、知らず知らずに出て来てい

る事がある。 

 
【このパターンは、本人の役に立っている？】 
すごく役に立っている。 
でも、気まぐれ、気分屋過ぎる。 
物事を成し遂げる時には、気分ではなく、「やると決

めたらやる」という意識がなければ、何もできないよ、

という事を言いたい。 
決める、そしてぶれない事が肝心。 
決める事もあるけど、この人はすぐに過去のストーリ

ーを思い起こしたり、人の顔色を見たり、自分の立ち

位置はこうだから・・・みたいな自己暗示をすぐに掛

けてしまうから。 
自己暗示はすごく得意。 
得意なんだから、もっといい意味での自己暗示を掛け

たらいいのに・・・と思う。 
そしたら、大きくなくてもいいから目の前にある小さ

い階段を 1個 1個上って行くだけでいいのに。 
元々がすごく逞しい想像力の持ち主だから、「自分

は・・・」みたいな、すぐに悪い方の想像力を掻き立

てて自分でいじけるところが見ていて歯痒い。 
常に覚えておいて欲しいのは、想像という事は、要す

るに幻想に過ぎないという事だから、実際に起こって

いる様に感じている事も、要するに幻想の産物に過ぎ

ないのだから・・・という事。 

 
【ネガティブに自己暗示を掛け易い、ダメな事のパタ

ーン化に嵌り易い事の根本原因は？	 どの部分を思

い出して、自己暗示のパターンを書き換えたらいい？】 
いいものを持っているけれど、他の人とはちょっと違

った“変わった”センスも持っている人だから、まあ、

人との協調性もすごくあるからいいんだけれど、自分

自身を見失った時にちょっと変わった事をする。 
自分の存在をアピールする為に、例えば、小学校の時

に皆がドッジボールをしていている時に、滑り台とく

っ付いているジャングルジムの上に置いてあった皆

のランドセルを、滑り降りた時にバーッと落として、

皆から無視されたりとか。 
そういう不必要な目立ち方をしようとして失敗する

事が多かったから、どうせそういうどうでもいい様な

ちょっとした事ばかりなんだから、人からどう思われ

るのかとかは気にしなくてもいいし、人の気を引く必

要性さえ全くない訳だけれど・・・。 

 
【結局は、自分自身で無駄な自分のネガティブなスト

ーリーの詳細を増やしているという事？】 
そういう事。 

 
4 歳の時に自分の右目をバーベキューの串で突いて、
周りの大人から、「この子はかわいそうな子だな」と、

“母親とセットで” 色々と言われて、母親にもすご
く酷い事をしたなあという気持ちがある。 
それも、別にしなくてもいい余計な事をしていて起こ

った事故だったから、余計に。 
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休憩を挟んで・・・ 

 
4歳当時に右目を突いた場面のイメージ 
 
（ハイヤー・セルフによる説明） 
彼は右目を突きました。 
彼は幼稚園の時に騙されて、感情的になって。 
（幼稚園のイベントで当たった恐竜のおもちゃを、ボ

ス的な子が、包まれている何かと「これはいいものだ

から交換して。家に帰る迄は中を見たらダメ」と言っ

てきて同意。帰宅して中身を見たら油粘土で、大きく

落胆。悔しさで粘土を串で突き刺し、近くのビーチボ

ールも突いた時に、反動で誤って自分の右目を刺し

た。） 
感情的になって、右目を突いてしまいましたが、それ

で家族の問題に焦点が当たったという結果を齎した。 
彼が目を突く事によって、問題の多かった家族のバラ

ンスが取れた。 
それ迄は、バランスは崩れていた。 
まだ母親が魂としては幼過ぎて、父親も同様に幼くて、

そういう問題が我が子の身に起こる事によって、皆で

協力して対応していこうという姿勢が必要だった。 

どうしても、家業（従業員 40－50 人の会社経営）を
やっていたので、大人たち皆の意識がそちらに集中し

ていた。 

でも、家族皆でやっていく為には、特に父親（6 人兄
弟の末っ子で、この会社の従業員だった時に母親と結

婚する事で養子に入った。が、蔑ろにされてきた）は

家族というものが全く分かっていないし、仕事と家族

のバランスも全く分かっていない立場にいた。 
＜家族の皆が “家族の在り方に焦点を当てて取り組
み、理解する為”に、彼は自分の目を突くという体験

がこの家族には必要だった＞。 

 
【生まれる前に決めた設定の一部なのか？】 
決めてきたと言えば、決めてきた。 
別に、こういう形で役割を果たす設定まではないにせ

よ。 
でも、いずれにしても、彼は＜その出来事を十分に乗

り越えられる＞という前提の下で起こった事。 

なぜかというと、4 歳の時に起こったこの出来事は、
その後の人生で、毎日毎日起きている間はずっと意識

をせざるを得ない大きなインパクトのあるもので、世

の中は二重に見えるし・・・、だけど、＜過去には戻

れない現実と、物質が元に戻れないというこの世界の

現実と、目には見えない世界を知る為に 1つのランド
マーク的な役割を負う＞、というのがあの事件の意味。 
これは、＜彼自身の魂の向上の為のマークであり、家

族全体の為の印でもある＞、という事。 

 
【象徴的な印として家族の為に必然だという事？】 
そういう事。 
家族の象徴。 
彼自身の人生の象徴。 
戻って何とかしたい事があったら、いつも必ずあの場

面にパッと戻る。 
日々意識をせざるを得ない状況。 

 
4 歳の時の事件から、今迄ずっと傷付いたまま人生を
送って生きた訳だが、例えば、彼は、外から一見した

ら “普通” に見える筈なのに、自分自身が気にし過
ぎるだけだったりする。 
でも、その“印”のお陰で、色々な人の気持ちも分か

るし、色々な多角的な人の感じ方をする事ができるの

も、＜その体験自体が、彼に多様な感覚を齎す＞とい

う事が確実にある。 

 
【もし、この一件がなかったら、家族のバランスはど

うなっていた？】 
この事件がなかったら、おそらく彼は前にあった会社

（家業は自分の代で 20 年前に廃業している）を継い
でいた。 
上手くやっていっただろうが、ただ、これは一族が過

去から残している何かが根底にある。 

 
 
根底にある一族が過去から残している何かのイメー

ジ 
ロシアかインドか？ 
タージマハールの様な、宮殿の様な形が、もやっと見
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える。 
夕方で空が赤いが、曇っている。 
丸い球状の、ドームの様な物があって、お城の様にな

っている？ 
その景色を見ている。 

 
自分は 16歳の女性。 
黒髪、肌は黒っぽい。 
健康。 
インド。 
オレンジ色のサリーを纏っている。 
名前は、“リサ”。 
今、水に入っている。 
余り綺麗ではない水で沐浴している。 
リラックスしている。 

1人でほぼ毎日ここに来ている。 
これが私の楽しみ。 
余りやる事が少なくて、こんな事が日々の娯楽。 
向こうの方に山が見えている。 
周りに川辺に集う沢山の人がいる。 
皆、沐浴している。 
ここはガンジス川かな？ 
川の広さとか。 

ここは家から歩いて 15分ぐらい。 
 
お父さんがすごく怖い。 
それで家に帰るのが嫌。 
でも、川にばかりいたら退屈。 

家族はお母さんと弟妹が 3人。 
私は 1番上。 
お父さんは突然怒鳴る。 
癇癪持ちで、虫の居所が良くなかったら怒鳴る人で、

急に怒り出すから怖い。 
お母さんは大らか。 
いつも包み込んでくれる様な人。 
お母さんは働き者だから、外に出ているけれど、お父

さんは家にいる事が多い。 

 
自宅でのイメージ 
結構大きな家。 

クリーム色。 
ピカピカしている装飾品も沢山ある。 
でも、匂いがきつい（嗅ぐ）。 
香辛料の匂いが充満している。 

 
自宅で象を飼っている。 

名前は “パク”。 
パクは私にすごくなついていて、仲がいい。 

  
家の中は暗い。 
明るくはない。 
今は誰も家の中にいない。 
おかしいなあ。 
自分の部屋はなくて、姉弟全員で共有している。 
姉弟仲がいいけれど、時々喧嘩をする。 
弟は今生の弟の様なイメージ。 

妹は、今生で 20代で付き合った Kに似ている。 
弟はなつかない。 
自分が結構きつい事を言うから。 
つい、ああだこうだとお節介を焼いてしまって、弟は

それを嫌がっている。 

 
夕食の場面のイメージ 
カレーはあって・・・、紫色の花の様なフルーツを食

べている。 
中身は明るい色で、とても美味しい。 
パッションフルーツかな？ 
よく食べる。 
私の好物はバナナ。 

 
今、全員が食卓にいる。 
象のパクについて、「今日はどうだった」という話を

している。 

パクの話が 1番多い。 
パクが家族の繋ぎ役みたいな感じ。 
家族はとても仲がいいけれど、お父さんが怖過ぎる。 
お父さんは基本的には優しいところもあるので、いつ

怒るのかとハラハラしている。 
お母さんはよく喋るし明るいし、全体の事を考えてい

る。 
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この人生での重要な場面のイメージ 
悪い事をした時に、川の側でお父さんにきつく怒られ

ている。 
人の物を盗んで、それが見付かって、お父さんに怒ら

れている。 
食べ物、果物を盗んだ。 
そんなに大した物ではなかった。 
お腹が空いて、ちょっと欲しくなって食べた・・・と

いう程度の事だったけれど、それでお父さんが激怒し

て、私は泣いている。 
「もうこのぐらいにしてよ」と思っている。 
それがすごく怖くて、この後、またこういう目に遭い

たくないので、お父さんには近付きたくないな・・・

といつも思う様になった。 
ちょっと塞ぎ込んでいく様になった。 

 
【理不尽さを感じた？】 
そこ迄はしなくていいんじゃないかと感じた。 
私のした事に対して叱って諭すというよりは、お父さ

んの憂さ晴らしも入っている様に強く感じたから。 
余りにも感情的だったので。 

 
 お父さんとの対話のイメージ 
 純粋に娘の為を思って叱った。 

物を盗むという事は、それを 1度覚えてしま
う事によって、この子の後々の人生で、とん

でもない苦労をさせてしまう事になりかね

ないので。 
人として絶対にしてはいけない事なので、そ

こは徹底的に教えたかった。 

人格形成の大事な 8歳という幼い時に、これ
は必ず覚えておかねばならないと・・・、そ

の気持ちが強くなり過ぎて、ちょっと度を越

して怒り過ぎたなあとは思っている。 
それでリサを傷付けてしまったのはもう仕

方がないけれど、私は加減が分からないの

で・・・。 
元々私は正義感が強い性格なので、自分の正

義からはみ出した事に対しては我慢ができ

なくて、只、いき過ぎる事は確かにあるとは

自覚している。 
悪いなとは思っているんだけど。 

 
リサとして・・・ 
今のお父さんの話を聞いて、すごく嬉しくなった。 
愛を感じた。 

 
（時間が進んで・・・） 
私は女の子なので、色々とおしゃれも楽しんで、沢山

の装飾品とか、カラフルなサリーとかを選ぶのがとて

も楽しかった。 

 
結婚もした。 

 
結婚以降の生活のイメージ 
結婚はそこそこのお金持ちの人と。 
かなり楽しい思い出がある。 
色々な所に連れて行ってくれた。 
結婚式の時は、象の上に乗って、町を歩いたりした。 
楽しかったなあ・・・。 
ここはデリー。 

 
旦那さんが沢山浮気とかもした。 
私はそれを知っていた。 
でも、しょうがないなあ、と思っていた。 
私がケガをしたからね・・・。 
醜くなった部分があるのでね・・・。 

30歳の時に、右胸を怪我した。 
石が当たって。 
何かの暴動が起きて・・・。 
たまたまその近くに私がいたら、石が飛んで来て。 

旦那さんは一緒にいなくて、私 1人が出掛けている時
に。 

 
【胸に怪我をしてから、夫の態度が変わった？】 
変わらなかった？ 
すごく大切にしてくれたけど・・・。 

もしかしたら、私が 1人でそう思っているだけかも？ 
でも、そう思っていたら、旦那さんもそういう風に思

う？ 
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私がやっぱり 1人でそう思って、旦那さんが浮気をし
ているかもしれないと勝手に思っていただけかもし

れない。 

 
 夫との対話のイメージ 

実際のところ、怪我とか言っても大した事は

ないし。 
私は彼女の事を好きだし、労わっていると思

うし、大切にしたつもり。 

 
【浮気はした？】 
まあ、少しぐらいはあったけど、全然本気で

はないし、やっぱり自分にとっては、妻が 1
番大切。 

 
【妻は、1人で被害妄想になった？】 
そうそう。 
自分は妻の気持ちには、まあ、気付いてはい

たけど、どうしたらいいのか分からない。 
妻は自分の事を余りいい様には思っていな

い事を口にしたりするので、「そんな事はな

いよ」って言ってあげるんだけど、やっぱり

1人で思い込んでいる感じで。 
 
【夫から見て、なぜ妻はそういう思い込みが

必要だったと感じる？】 
彼女は、やっぱり自信がないのかな。 
だから、そんなちょっとした事でも、全然大

したことはないのに、大変な事の様に感じる

性格なんだな、と。 
周りから見たら大した事なくても、大袈裟に

「私が悪い」とか、「私の事を嫌と思ってい

る」とか、すぐに思い込む性格があって、そ

れはちょっと、何ていうかな、直した方がい

いよって。 
「そんな事ないよ」、「そんな事ないよ」って、

何度も言ってるのに、妻は分からないから、

そうなると、こっちも気持ちもめげてきたり

する事もあるから、どうしたらいいのか分か

らない。 

それで、私たちの結婚生活はこんな具合にず

っといくんだけど、だからと言って、別れた

いとかは一切思わない。 
このまま彼女を大切にして、やっぱりもっと

気持ちを伝えて、「愛してるよ」とか「好き

だよ」とか言った方がいいなあ・・・と思い

ました。 

 
【「実際に言いましたか？」】 
え、ああ、これから言ってあげようと思いま

す。 

 
リサとして 
旦那さんの事を信じて一緒に生きていきたいと思い

ました。 

 
【「素敵なご主人ですね」】 
ありがとうございます。 

旦那さんの瞳に宿る魂は、今生の Iさんかも。 
男同士で親友で・・・。 

 
その後、子供が生まれた。 
男の子。 
旦那さんが守ってくれた。 
すごくまともな人で、時々は遊ぶ事もあったかもしれ

ないけれど、根本的には家族の事をとても大事にして

くれた。 
彼のお陰で、すごく平凡だけど幸せな人生だったなあ

と、心の底から思う。 
一緒にいい人生を幸せに送れた。 

 
人生の 後の場面のイメージ 

65歳。 
病死。 
旦那さんはここにいる。 
彼は、私がこれから亡くなるのを知らない。 
私には、自分がもうすぐ死ぬんだなあという感覚があ

って、・・・病気だと思っていて。 
心臓病。 
時々鼓動がおかしくなるので。 
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それがもうすぐ止まるんだな・・・と感じている。 
子供は結婚して家を出ているので、側には旦那さんだ

け。 

 
自分が死にそうになっているので、旦那さんは驚いて

いる。 
「今迄ずっとありがとうね」、「とても悲しいよ」と旦

那さんが私に言ってくれている。 
「こんなにも早く、自分より先に死ぬなんて！」と旦

那さんが言っている。（うっすらと涙） 
私は「ごめんね、先に逝って・・・。また会おうね」

と旦那さんに言った。 

 
後の息を吐き切って・・・。 

体を離れる。 
そして、また同じ意識体の所に入って行く。 
戻った。 
とても楽。 
自分の役割を終えた、という感じがある。 
充実感がある。 
全うできた。 

 
リサのヒーリング 

 
終えたばかりの人生を振り返って 
人を信じるというところでの学びがあったと思う。 
お父さんや旦那さんとの関係の中で、もっと人を信じ

られたんじゃないかな、と思う。 
いつも意識が自分の方に向いていた。 
“かわいそうな私” がいて、自分の都合で悪い方に
考えたり、自分が繊細過ぎて思い込んでいる事をまる

でそれが真実であるかの様に信じ込んでしまうとこ

ろがあった。 

 
【結局、自分が信じ込んできたものは取るに足らない

ものだった？】 
そう。 

 
【その出来事がなかったとしても、本当は自分の人生

にそれ程の変化はなかった？】 

相手の意識まで想像してしまったけれど、そういうも

のは分からないのに、自分で勝手に「相手はこう考え

ているんだろうなあ・・・」と想像している事が、「相

手はこう考えている」という断定になってしまってい

る。 
自分が想像した事が、結局、自分の現実になってしま

っている。 
でも、結局は全くの幻想だったのかと。 
自分は思い込みが激しいなあ・・・と。 
それだったら、相手の話を聞くとかすれば、結構単純

な事が人生の殆どを占めているのかもしれないと・・・。 

 
【今の気付きや教訓を持って、リサとして、今生の自

分には、今後どういう風になって貰いたい？】 
「周りはそんなにあなたの事を見ていないからね。」 
「不安に感じているのは、自分が作っているだけの話

だからね。」 
「言葉とかを・・・何かを出せば、変わるんだからね。

雰囲気とか、考え方とか、態度とか。そんな事でいい

んだからね、考え過ぎないで人と接してもいいんじゃ

ないの？」 
「人の考えている事なんて、実際には分からないし、

その人の考えも変わっていくものだしね、そもそも人

なんて、そんなに大した事は話していないものだから。

人と人が何かを話していても、 
話している内容がそんなに重要な事は稀で、どちらか

というと人と人の関係性の方が重要なんだからね。」 
「余り人の事は気にしなくていいのよ。」 

 
【リサにもクライアントにも、“体に負った傷”とい

う共通点があるが、その観点からのアドバイスは？】 
目を怪我したという現実はあるけれど、そんなに言う

程は分からないし、必要以上に気にする前に、それよ

りは、＜自分が相手に対してどうしたいのか＞という

ところにもっと意識を向けた方がいいと思う。 
「自分がかわいそう、かわいそう」と言っているだけ

で、相手は全然そんな風には見ていないから。 
そういう面では、もっと外に目を向ける事が必要です

よ、と。 
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男性に生まれたんだから、もっと自分の男性らしさに

意識を向けてもいいと思う。 

 
クライアントとして・・・ 
あ、そうですね・・・。 
リサの事で感じたのは、“旦那さんとの関係性の中で

の事は、旦那さんと話をする”という事が大事だなあ

という事。 

 
【離婚した妻とは、“妻との関係性の中での事を、妻

と話し合う”という事はできていた？】 
できていなかった。 
もっと話をしておけば、現状は違っていたのかな・・・

と今になって思う。 
元奥さんは、リサのお父さんの様な感じで、すぐにヒ

ステリックになって、感情丸出しで怒るので、すごく

その状況が辛くて、話し合いを避けていた。 

 
暗示 
（リサの人生から持ち越した、今生で不必要な性質を、

感謝を持ってリサに返す。自分の体から、リサを切り

離し、学びだけを今生で生かす為に受け継ぐ。） 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
（半眼） 

 
リサの人生体験を思い出す利点 
彼はちょっとした事で、気分に流され易い。 
ネガティブな気分もそうだし、そういうところをまず

は自分自身で立て直すという事を学んで欲しいと思

って見せた。 
リサは、近い所にいた人、両親や旦那さんが皆いい人

たちだったから、そのまま委ねたら良かったけれど、

彼は、自分で自分を閉じ込めるところがあるので、そ

こは相手の気持ちから見たら、全く無駄な事も沢山あ

る訳で、（振り返ったリサの人生は）そこに気付く為

のとても適切な学びのある人生例だったと思う。 
彼の人生におけるテーマはまだ他にもあるかもしれ

ないけれど、1つとしては、人が味わう色々な感情を、

ある意味、“中途半端に障害を持っている”という状

況を自分から人に言ったりしているけれど、その中庸

な視点、つまり、“そうかもしれないけれど、そこ迄

こだわる必要もない”という状況・・・、要は、“人

にどう思われているか”はどうでもいい事で、＜自分

がどう捉えているか＞という事だけでいい問題。 
“そういう風な視点で生きる選択肢”に、彼に自分で

気付いて欲しいから。 

 
【“自分らしさ”を定義する、決定するのは“自分以

外にはない”という事？】 
そうです、そうです。 
ありがとうございます。 
そこはお陰様で、きっちり理解できました。 
そう、そういう事です。 
他人が“自分らしさ”を決めるのではない。 

 
【“自分らしさ”を見付けている旅の途中な訳であり、

2－3年前ぐらいから人生の大きな転換期があったが、
それを踏まえて、今日のセッションがあり、今後どの

様に進んでいけば良い？】 

彼は本当に、2－3年前の“どん底の経験と、あの時期
を乗り越えた事によって、世の中や、自分自身への見

方が大きく変わった”。 
本当は、彼の見る目、思い込みは相当激しかったけれ

ども、あの時期を経て、やっと＜自分の軸＞を持つ事

によって、（現在は）色々な事が見えてきた頃。 
で、その自分の軸を今、まだ、追及しているところな

ので・・・。 
やっとこれから・・・というところに来たので、あな

た（催眠者）のサポートが必要だと私が察した。 
なので、今、彼はこのまま進んで行けばいい。 

 
【今、勉強中の、心理セラピストの道は、彼の魂の学

びの方向性に合致している？】 
見合っている。 
けれども、よく彼がぶれるところは、彼はすぐに“他

人の視点でイメージを作ってしまう”ところなので、

軸が弱い。 
だから、軸を、自分の中心に戻さないといけない。 
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自分をすぐに他の人と比べてしまったりとか、でも、

皆それぞれに学びの段階が違うし、それぞれがその段

階を 1つ 1つ経て成長していくものだから、“人と比
べる事の無意味さを知って、自分の軸をしっかりと見

極めて持って”欲しい。 
魂の成長過程で、彼は今迄沢山の人生を通して＜自分

の軸＞を何度も確認してきているのだから。 

 
2－3年前のどん底の時期に大きく関わっている人物
との対話のイメージ 

 
その時期に亡くなった心を通わせた女性、N
さんとの対話のイメージ 
付き合ってはいなかったけれど、気持ちの面

で、“ラブラブ”な時はありました。 

 
【クライアントの人生に与えた Nさんの影
響は？】 
センスがあって、言わなくても伝わる事が多

くて、面白い事も沢山あって、一緒にいてと

ても楽しめました。 
彼がいてくれる事で、私の人生に楽しみが増

えました。 
だけど、やっぱり私自身が彼とは恋愛関係で

結ばれたいと思っていたけれど、彼は既に他

の人と結婚していたので、本当に傷付きまし

た。 
本当に辛かったです。 

 
【Nさんはどうして亡くなったのか？】 
私は、もう、自分の人生を全うしました。 
寿命というものだった様です。 
だから、設定通りで、もう十分生きれました。 

 
【クライアントと出会うという事は、Nさん
の人生に始めから設定されていた事？】 
そうです。 
彼とは、魂が同じだから。 

 
【“同じところ”からやって来た？】 

そうなんですよ。 
よく分かりましたね～。 

 
【クライアントの人生に於いて、Nさんの役
割とは？】 
彼の仕事ぶりは、面白いしセンスもあるし、

営業面でも人当たりがいいし、すごく上手い

な・・・と。 
まあ、中継の会社という事もあって、親会社

の人が色々と来たりして、だから、生き残る

時に、組織の危機マンに彼は上手に合わせる

事ができた人だけど、大事なところは忘れな

いで欲しいなあって思います。 
彼の持っている純粋なところとか、優しさと

か、自信とかは、忘れないで欲しいなあって。 
やっぱり仕事できるどうのこうのっていう

のは、その時の状況次第で変わるんですよ。 
今迄やってきた事の積み重ねっていうのも

あるし。 
只、まあ、会社の組織は、上の人がよく変わ

り易いんで、まあ、そこに彼が合わせ過ぎる

と、彼自身がすごくしんどそうだなあって、

見ていてそう思っていました。 

 
【彼は今、会社勤めを辞めて、自分の人生の

方向性を探っているところだが、どう思う？】 
すごくいいと思います。 
組織にいるとね、どうもね、やっぱり彼は、

人の気持ちを汲み取り易過ぎるんですよ、彼

は。 
そこで、すぐに自分を見失い易過ぎるんです

よ。 

 
【人のエネルギーを受け易いという事？】 
そうです。 
人から影響をされ易い。 
人の期待に応えようとし易いというか。 
そこに、自分とのズレが生じるから、彼が疲

弊し易いんですよ。 
見ていて、すごくよく分かりましたよ。 
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だから、段々とかわいそうになってきました

よ。 

 
一緒に作った楽しい思い出が沢山あるから、

私の事を時々思い出してくれるので、その時

は、側に行って見守っていますよ。 

 
暗示 

 
離婚した妻との対話のイメージ 

14年間結婚生活を共にしました。 
すごく好きだったんですけどね、彼自身が自

由人というか、“当たり前の枠”に閉じ込め

ているのはかわいそうだと思いましたね。 
それで、私自身もまだ、子供というか、未熟

でね、やっぱり、彼は結構従順な優しさもあ

るから、私は年下だし思い通りになるという

かね、そういう気持ちもあって結婚して一緒

になったけど、まだまだちょっと（私が彼か

ら）吸い取ってるな・・・という感じがあっ

て、彼に全部頼ってましたから。 

 
【彼は自由にいる時に輝いている人？】 
そうですね。 
疲れてましたからね、彼。 
彼は、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょ

っと変わっているというか、センシティブな

部分があって、それが社会枠ではなくて、“自

分枠、自分軸に於いてのセンシティブ” に
なるので、気を付けた方がいいよ・・・と。 
私から言いたいのは、社会の時間軸がある中

で、自分軸があるので、その自分軸だけでも

のを見たら、社会軸がずれる事があるからね、

という事。 
だから、自分軸を色んな意味でしっかり持っ

て欲しいな、でも、社会軸に囚われても自分

らしさを見失ってしまうので、そこは誰にと

っても難しいところだけれど、時々は 1人に
なって、客観的に自分の状況を見て、それを

把握して欲しいですよね。 

お金の事も、計画性にしても、何かそのごち

ゃごちゃから逃れる為に遊びに行くってい

う、だから、1回は物事を書き出すというか
して、状況を整理した方がいいと思うんです

よね。 

 
【「今、丁度そういう時期だと思いますよ。」】 
あ、本当、そう思います。 

 
 
別居している息子（13歳）との対話のイメー
ジ 
僕はね、お母さんの事は好きだからね、ちょ

っと頼りない面白いお母さんだけど、今はお

じいちゃんとおばあちゃんとも一緒に暮ら

しているから、もう今はこっちの家に合わせ

ていかないと生きていけない。 
お父さんとか、お父さん側のおじいちゃんや

おばあちゃんの気持ちもちゃんと分かって

いるんだけどね、今はね、そんなにそっちの

事を考える程ね、余裕もなくて・・・。 
結構、学校を楽しんでますよ、僕は。 
よくお父さんの事も思い出しますよ。 
いつも優しかったし、欲しい物を買ってくれ

たし、面白いお父さんだし。 
よく思い出してますよ。 
でも、僕が会いたいって思った時は、絶対に

いつでも会ってくれると、いつも思って安心

してます。 
時期が来たら、お父さんともまた一杯過ごす

時がくると思うので、それ迄、待っといて、

大丈夫やから。 

 
【今は、それぞれがそれぞれの道で成長する

時期？】 
そういう事。 
今は、そういう時期だから。 
思いっ切り自分の好きな事を楽しんで、輝い

て欲しい。 
ありがとう。 
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父（79歳	 /	 認知症）との対話のイメージ 
【どんな人生を送ってきた？】 
寂しい人生・・・。 
やっと一緒に暮らせると思ったら、もう頭、

ボケてもうてね。 

 
【何でそうなったと思う？】 

こうやってね、家族 4人で一緒に暮らせる事
が、ずっとずっと自分が望んでいた事で

ね・・・、やっぱりおじいちゃんおばちゃん

（家業を経営していたクライアントの祖父

母/	 父からしてみると、婿養子に入った家の
権威者）がおった時はね、自分は養子やし、

会社の事もあるし（家業の従業員だった）、

で、やっと息子（離婚後戻って来たクライア

ント）ともお母さんとも（義父母が健在な時

は別居していた妻）一緒に暮らせて、ホンマ

は幸せなんやけど、やっぱり今迄 36年間 1
人でいて、ホンマに寂しくてね。 
まあ、そういった気持ちがね、きっとボケな

いでいたら、ついつい出てしまうと思うんで

ね、だから、まあ、君たちにとっては、ボケ

た方が良かったかもしれへん。 

 
【それだけ辛い思いをしてきたという事を、

誰かに話した事はある？】 
いや、それがね、なくてね・・・。 
もっとね、やっぱりね、もっと本音で話せる

人がいるとね、全然違うなと思ってね。 
本音で話すとね、やっぱりね、特にね・・・。 

本音で話せる人って、1人もいなかったな
あ・・・。 
自分の中だけで秘めててね、ずっとずっ

と・・・。 

 
自分の事を認めて欲しかったし、私の存在を

ね、認めて欲しかったしね。 
認めて貰えなかった・・・。 
蔑ろにされてきてん、私。 
辛かったよ・・・。（うっすらと涙） 

息子たちにも、お父さんらしい事をしてあげ

てなかったなあって。 
私ね、小さい時にお父さんを亡くしてたから

ね、お父さんっていってもどういう事をした

らいいのか分からんかったしね。 
お母さんに（妻）にも、夫らしい事ってして

あげられんかったなあって。 
やっぱりね、分からなかったからね。 
自分の子供の時に、お父さんが死んで、お父

さんらしい事とか、夫らしい事とかがどんな

事なのか見てないからね、だから、なーんも

分からん間に、夫にさせられて、父親になっ

て、仕事ばっかりしてね・・・。 
仕事はね、おじいちゃんおばあちゃんに教え

て貰ったからね、それだけは知ってたからね、

そればっかりはやったけどね。 
ホント、何にも分からないまま・・・。 

でも、やっぱり私は S家（クライアントの実
家）あっての人生だったんでね、それに対し

てはすごく感謝してるんですよ。 

 
父のセラピー 

 
これから皆一緒だから、ちゃんと話し合って、

相談し合って、物事を決めていけれたらいい

なあって。 
健康で、仲良く、安全な、そんな場所に家庭

がなっていける様に願ってますよ。 
それが私の希望ですよ。 
お母さんには、毎日面倒を見て貰って、すご

く感謝しているんですよ。 
私はね、長い長い間、この事をずっと望んで

たんですよ。 
家族がね、一緒に暮らせる幸せをね。 
あとはね、息子（クライアントが）がしっか

りしてきたからね、家の事を任せたからね、

頼んだよ。 
お母さんを守っていってね。 
これからの事を考えて、引っ張っていってね。 
頼んだよ。 
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セラピー	 /	 父親としっかりと抱擁し合うイメージ 
（4歳の目の事故の後、「目くらはいやや」と言われた
り、父が勝手に目の手術を何度かキャンセルした事で

負った拒絶された様な思いなど、父に抱いて来た負の

感情を手放し、許す。 
父に抱いた疑いの気持ちを抱いた自分自身も許す。 
一緒の家族として人生を共有できた喜びを確認する。） 

 
お父さんの事は尊敬しているんですよ。 

 
 
再びハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
興味のある事は何でも手を出して拡散してしまう事

について 
不安なところから来ている。 

1つの事をする時に、情報を集めるのは大事な事だけ
ど、“縦に深く掘る”という事と、“情報源を広げる”

というやり方があって・・・。 
彼の場合は“横に広げる”事に意識が向き過ぎて、“縦

に掘る”という事が疎かになる。 
だから、横に広げるのをほどほどにしたらいいのだけ

れど、どうもそれが癖だったというか。 
何でも情報として知っておかないと、不安に感じるみ

たいでね。 
このところ、不安を感じ易い状況で、その不安に向き

合おうとしてきていて、それは本当にいい事。 
まあ、不安を解消しようとして、何でもかんでも情報

収集の為に手を出すというのは、お金も時間もどれだ

けあっても足りなくなってしまう事だから、これから

は上手い具合に見計らって、減少させながらバランス

を見付けていって欲しい。 

 
【でも、このセッションで思い出した人生では、1つ
の事に没頭して突き詰めた体験をした事が理解でき

たから、それがいい影響を与えると思う？】 
それは、かなりいい影響になったと思いますよ。 
今日がそのいいきっかけとなったと思う。 

今は自分（ハイヤー・セルフ）と彼（クライアント）

がとてもよく繋がった状態なので、自分の声によく耳

を傾けてくれるし・・・。 

時々彼は、瞑想の時に深呼吸して、1分ぐらいしてち
ょっと止まった時に、自分のメッセージを受け取って

くれる時もある。 

 
【ハイヤー・セルフが送っているメッセージが 100と
したら、どれぐらい聞き届けられている？】 

30ぐらい。 
大きくは合っているけれどね。 

 
暗示 
（今後、瞑想時にハイヤー・セルフからのメッセージ

を敏感に直感として受け取っていく。その感触も確

認。） 

 
 
“双極性障害”かも？と指摘された事に関して 
彼の場合、精神的な症状なんていうものは何もない。 
これは、彼の幼少期に両親の間がずっと不安定で、お

父さんが蔑ろになっていて、おかあさんがよくお父さ

んの悪口を言っていたから、それと逆のパーソナリテ

ィーを彼が演じようとしていた事に基づいている。 
彼は、元々、大人しい慎重なところ，暗い・・・、暗

いという言い方自体おかしいが、きっちり内省して物

事を考える時間というのはどの人間にも絶対に必要

であるが・・・。 
まあ、内向と外向の二面はあって、それはどの人にも

程度の差はあっても必ずあるもの。 
只、彼の場合は自分で内向の“暗い”面は、“ダメ”

だと勝手に決め付けて、自分で、言ってみれば洗脳し

てしまって、そこがおかしい訳。 
“双極性障害”なんていう症状自体を作ること自体が

本来はおかしいのであって、まあ、そういう彼の自己

暗示に掛かっていた状態。 

 
【人間誰しもにある陰と陽の二面性を“双極性障害”

と名付けるんだったら、全員がそうなってしまう？】 
そうそう。 
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で、お陰様で、今はその理解と統合ができてきている

から、もう大丈夫。 

 
 
喫煙について（今回のセッションの取り組みには全く

入っていない） 
【タバコを必要としている理由は？】 
彼は、幼さもあって、口寂しさを感じる。 
それに、まだ人の意見に惑わされ易いのもあって、結

構自分自身の深呼吸の為に、タバコに依存していると

ころがある。 

 
【喫煙は継続していてもいい？	 それとも止めた方

がいい？】 

1日に数本の適量ならまだいいかもしれないけれど、
それができたらの話で、今の状況だったら、好ましく

ない。 

 
 肺の状況確認のイメージ 
 わあ、黒い感じですねー。 

このまま続けていったら、肺の病気になる。 
悪くなるから止めるべきだと思う。 

 
肺との対話のイメージ 
【どういう思いで彼を支えている？】 
本当は空気の情報をゆっくりと深呼吸する

事によって入れて欲しい。 
それで、本来は自分（肺）らしい役目が果た

せて、存分に支えてあげられるのだけど・・・。 
まあ、別に吸わなくても支障がない程度なん

だったら、いっそ止めた方がいいと思うよ。 

 
【肺としては、本当はどうなりたい？】 
本当は綺麗で健康な状態になりたいよ。 
そうしたら、彼にもメリットが一杯あるよね。 
落ち着いて物事を処理できるようになるし、

時間も増えるよね（1日 25本分の時間）。 
タバコ吸うと、実は彼は、自己肯定感をうん

と下げているんだよねー。 

吸う事によって、周りに気も遣っているし、

罪悪感だってあるしね。 
只、あの辛かった時期に、精神状態と喫煙を

再開するのと一致しちゃったもんだから（ジ

ョギングを始めて10か月間は禁煙できたが、
2－3 年前のどん底に感じた時期に再開した）、
余計にそういう思いが強いかなあって。 

 
【催眠者の見解だが、おそらくこのセッショ

ンで彼の自意識は、今生で もピークにあり、

意識の波動が高い筈で、“意識の波動が低い

事と結び付いている喫煙”は、不必要なので

は？	 心のバランスが折角取れているのに、

肉体に低いエネルギー状態を齎す事を続け

ているのは、どうかと・・・】 
本当にその通りだと思いますよー。 
現に、タバコを吸い過ぎて、エネルギーの停

滞を実感しているのでね・・・。 

 
【今日で辞めて貰ってもいいと思う？】 
うん、いいと思うよ。 
賛成するよ。 

 
【では、例えば今日止めたとしたら、どれぐ

らいで綺麗に浄化する？】 

生まれたての状態は難しくても、3カ月で,
結構いい状態になれると思うよ。 

 
【では、例えば彼が 1日 25本を吸い続けて
いくと、どれぐらいの期間でギブアップす

る？】 
まあね、結構早まるかもね・・・。 

多分、寿命が 10年は縮まるよ。 
というのも、彼は自己否定の気持ちを持って

タバコを吸っているからね、喫煙の意識のエ

ネルギーが低いから、悪影響が出るんだよね。 
だから今日、ここで止めた方がいいよ、絶対

に。 
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タバコとの対話のイメージ 
【どの様に、今迄彼を支えてきた？】 
やっぱりね、彼は手持無沙汰というかね。 
動揺し易いんですよ。 
場とか情報とかの気を受け易いんですよ。 
だから、そういった時に、タバコってね、深

呼吸させてあげられて、麻痺させるから、逃

避ツールとして 適なんですよね。 
ごまかしのツールやね。 

 
【彼は今、人生に向き合う決心をして、そう

いう意識を持っているのに、逃避とかごまか

しってまだ必要？】 
いや、もう私は不必要だよ。 
こっちも居心地が悪いしね。 

 
【今迄、タバコとして、十分役目を果たせ

た？】 
うん。 
彼、吸い過ぎているなって。 
私を本当はそんなに必要としていない筈な

のになって思っていたよ。 

 
【もう、彼の体を離れる準備はできている？】 
できてるよ。 
彼ね、私に気をとられ過ぎていて、無駄にし

ている時間が多過ぎているんだよね。 

 
クライアント本人・・・ 
そうですね。 

同じ様に思っていて、例えば、1日 5本ぐらいでいい
筈なのに、その 5倍は吸っていて、それも 5本のうち
の 1本は楽しんでも後の 4本は美味しくもないのにね、
習慣で吸っている状況なので、全く要らないと思いま

す。 

 
【どういう方法を取ると、全般的に物を手放していく

事ができる？】 
代用するものがあったら、手放し易い。 

1度禁煙した時は、代わりにジョギングだった。 

【その代用するものとは？	 （ハイヤー・セルフの見

解）】 
人と話す事、対話する事。 
新鮮な空気を吸う事。 
動く事。 
徐々にだったらできると思う。 

 
【このセッションでいい？】 
いい。 
そのくらいの覚悟があった方がいい。 
まずはそこからかもしれない、“目の前の事”って。 

 
【これができたら、この後何でも上手くいくかもしれ

ない？】 
確かに。 
本当に、“物事が上手くいくっていうのは、良い習慣

の継続でしかなくて、それを自分で決める”、という

事。 
“逃避を止める決意、新しい習慣を始める決心”。 
それをやって貰いましょう。 
“まず目の前の事”は、これですね。 
まずは悪習から・・・。 

 
人生 後のタバコを吸うイメージ 

（ただし、このタバコは 後の 1本なので、今迄で 1
番刺激が強い） 
うーん、変な感じ。 
美味しくない・・・。 

 
肺の状態を確認 
また真っ黒になっている・・・。 
コールタールの様になって、もう消して欲し

い。 

 
今迄にお世話になった事に感謝して、消して、捨てる。 

 
暗示 

（タバコの痕跡を細胞の 1つ 1つから抹消する。 
同時に、タバコと結び付いていた感情も体から除去。 
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＜隠し事、憎悪、怒り、不安、恥、自己嫌悪、自己否

定感、嫉妬、妬み、逃避、恨み、絶望＞を取り去り、

代わりに＜笑顔、愛情、素直な恋、透き通った会話、

応援する気持ち、協力する気持ち、支える気持ち、し

っかりと自分の目の前にある事に向き合う強さ、自分

と向き合う強さ、自己愛、自信、希望、心の平和、優

しさ＞に置き換える。） 

 
 
ボディー・スキャン 
大丈夫。 
肺と右目に宇宙の光と愛のエネルギーで癒す。 

 
 
チャクラを整える 

 
 
オーラチェック 
全体的に金色になった。 
このセッションは、これで十分です。 

 
 
催眠者のオーラのイメージ 
中心が白と金色に輝いている。 
その周りは全体的に紫。 
かなり広範囲。 

 
 
 
 
クライアントのセッション後の感想など 

 

とき子さん、こんにちは！ 

先日はこちらこそ長時間の素晴らしいセッションを本当にあ

りがとうございました。 

あれから二日ほど、しばらく頭がボーっとしていました。 

ノンスモーカーライフもあり、まだ若干ボーっとしています。

春の桜満開の穏やかな気候、暖かい空気も手伝って、 

やっぱりまだボーっと、しています。 

そんな心境もまたこれはこれでいいんだなとも思います。 

ここ数日、日常の展開の風の通りが、良くなっているような感

覚があります。 

 とき子さんのセッションを受けて、これが本物の催眠療法や前

世療法なんだなと、心底痛感させていただきました。 

セッション中の意識は確かに有り、自分であり自分で無いよう

な不思議な時間が時間感覚が無く心地よく、流れていきました。 

セッションの後は、頭がまだボーっとして、思考が上手く言葉

にならないようにも感じました。 

 とき子さん、私のセッションの綿密な記録をいただきまして、

本当にありがとうございます。 

何度も何度も自分のセッションの記録を読み返しました。 

そして、自分の中のハイアーセルフが伝えたかったことが、 

改めて日常意識の中で、再び感覚的に理解できたように思いま

す。 

またセッション中に、普段の自分が発言したとは到底思えない

ような深い内容もありました。 

今回のセッションで自分が体験した４つの過去生の物語から

伝わるメッセージは、自分の今までの体験で感じていたネガテ

ィブな感覚の解釈を変容し、自分の性格の癖（思い込み）を知

り、これからの生活に活かせていきたいと思いました。 

自分の生活の中で陥りやすい、モヤモヤとしやすい朝霧が晴れ

たような、自分の中の中心から蠢くようなものの輪郭が垣間見

れたようです。 

そしてそれを現実の生活の中で試行し実践しながら、カタチを

創って感触を確かめながら進めていくのは他でも無い自分自

身なんだなと思いました。 

 そして、とき子さんのお人柄やオーラが本当に素晴らしいです。

真摯なお仕事振り、自分の気持ちが澄んでいくようです。これ

も言葉ではいい表し切れないような深い暖かさがあります。今

回、とき子さんの催眠療法を受けれて、本当に心から自分は、

ラッキーで、ここに来ての巡り合わせだと感じています。 

 今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 （中略） 

本当にありがとうございました。 

 

 

 


