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1st Hypnosis Session 
 
 女性 
 40 代 
 イギリス人 
 ニューヨーク在住 
 ホメオパシスト 
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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】 
不安と鬱症状 
坐骨神経痛 
肩と手首の痛み 
喘息 
花粉症 
閉所恐怖症 
機能不全の夫との関係 
長男との関係 
 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
セッションの記録： 
 
 
リラックスできる場所のイメージ 
とても美しい“ローズ・クォーツ”の中にいる。 
洞窟の中の様な・・・。 
体は地面に付いていない。 
自分の周りは、全部“ローズ・クォーツ”で取り囲ま

れていて、金色の光で輝いている。 

ここは十分広くて、安全。 
ここに浮いて動き回っているのは好き。	  
自分自身を感じるけれど、今現在の体とは違う。 
なぜなら、これは、私が生まれる前だから。 
私は自分が“出て来る”前や、話せる前からの記憶を

持っている。 
地球にやって来る前からの記憶もいつも持っていた。 
私は宇宙空間を飛び回って、地球に降り立った。 
それは、新しい記憶ではなくて、ずっと持っていたも

の。 
星を見たりしていた。 
肉体を持たず、浮いていた。 
それなのに、今は、この肉体を得た。 
 
少し考え始めてしまったけれど、考えるべきでない事

は分かっている。 
でも、“P”（最近別れた不倫相手）の事が頭をよぎる。 
彼がどうしてわたしの人生に現れたのか、どうしても

理解できない・・・。（涙） 
 
 
今生をより良く生きていく為に思い出すべき場面のイ

メージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
エジプトにいる！ 
猫や鷹の様な生き物が見える。 
太陽が眩しい。 
周りは全部、大理石。 
 
私は 18歳、女性。 
 長い黒髪。 
 黒い瞳。 
 とても気品に満ちた人物。 
 私の名前は、何か“太陽”と深く関係してい

 る。 
私の腕には、蛇の様な腕輪がある。 
今、私はかなり長い時間を１人だけで過ごしている。 
こうしているのが好き。 
近くに噴水、水、植物がある。 
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“私の人々”が、私の髪をといている。 
私はここが好き。 
ここはとても素敵な所。 
周りは大理石。 
金。 
冠。 
とても艶のある髪。 
ここでの暮らしは幸せ。 
ここでの暮らしはとても豊か。 
とても素晴らしいコミュニティー。 
人々はこの地を、＜王の谷（Valley of King）＞と呼ん
でいる。 
ここに私は幸せに暮らしている。 
大勢の人がいるけれど、十分なスペースがある。 
ここの人々は皆、私にとても良くしてくれる。 
とても眩しい。 
私の家族もここにいる。 
今私は５人の従者に囲まれている。 
 私の従者の殆どは女性。 
 彼らは皆、とても簡素な“ヘッセンの布

 （hessian cloths）”でできた衣服を纏ってい
 る。 
 
私の父は、とても権力のある人。 
 ちょっと怖そうに見えるけれど、優しい。 
 彼の地位は、王様、ファラオ。 
 今の私にはこの言葉は分からないので、皆が

 彼の名前をどう呼んでいるのか聞こえない。 
 とてもハンサム。 
 黒い髪。 
 父の顔をじっと見るのはとても怖い。 
 彼の目は“P”の目とそっくり。 
 そうだわ、彼は“P”だわ！ 
  
私の母は、ものすごく美人。 
 でも、私が小さい時に死んでしまっている。 
私の父は、私をとても愛している。 
でも、母の死を彼に思い起こさせるから、時々父が私

を見る瞳に痛みが映る。 
父が私を見るのは、とても辛い事。 

その父の辛さを感じて、私はそれが自分のせいだと罪

の意識を持つ。 
誰かに、母が死んだのは私のせいだと言われた事があ

る。 
私はそういう風に聞かされていた。 
私には兄弟がいない。１人っ子。 
私の名前は“ヘリオス（Helios）” 
エジプトの言葉。 
 
（催眠者が“ヘリオス”という名前を口にした時、ク

ライアントの口調が変わる。） 
 
今、私はギリシャにいる。 
 
ギリシャでのイメージ 
これは、全く別の人生場面だ。 
エジプトとは別だけど、同じ名前を持っている！ 
自分の体が、全く別ものだ。 
私はギリシャにいる男性だ。 
 35歳。 
 何かの職人の様な、とても頑丈な体をしてい

 る。 
何かを作っている。 
道具が沢山あって、ここはある意味“クレイジー”な

場所。 
鍛冶屋の道具。 
武器、戦士の道具、鍛冶工具・・・ 
私は今、金属加工をしている。 
この仕事をして、もうかなり長い。 
私はもの作りに秀でている。 
沢山の人がやって来て、私に仕事を依頼する。 
たった今は、馬の蹄鉄と、矢と、何か他にも色々なも

のを同時に作っている。 
自分の仕事を誇っていて、好きだ。 
人々が色々なものをくれる。 
食べ物など。 
とてもありがたい。 
火があって、とても暑い！ 
 
私は良い人生を過ごしている。 
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良い妻と、４人の子供がいる。 
今生の次男は、その中の１人だ。 
長い間、戦いが絶えなかった。 
“アーミッシュ（Amish）”の様な感じの人々と。 
今、自分は殆ど何も着ていない。（大笑い） 
ものすごい暑い！ 
そして私はとても屈強で、とても能力がある。 
友達がとても多い。 
素晴らしい人生だ！ 
シンプルでハッピー。 
人々に感謝されるものを作っている。 
妻はラブリー。 
子供達も皆、素晴らしい。 
たった１つの心配事といえば、またもし戦争が起こっ

たら・・・という事。 
でも、自分の人生には、大して関係がない筈だ。 
私は結構安全だと思う。 
 
この人生で重要な場面のイメージ 
妻が死んだ。（涙） 
ものすごく悲しい。 
長い年月を共に生きてきた。 
私たちは 2人共、70近い歳だ。 
彼女が去ってしまって、悲しみに打ちひしがれている。 
彼女が死んでから、そんなに経たないうちに、自分も

死んだ。 
妻のいない地上にいても仕方がないと思っていたから。 
自分が生きていたのは、妻がいるからこそだったんだ。 
 
 
エジプトの “ヘリオス”に戻る 
今迄ちょっと気付かなかったけれど、どうも私には弟

がいるみたい。 
 彼の目は、私の今生の夫とそっくり。 
 きっと夫だわ。 
弟はいつもそこにいて、とてもしっかりしている。 
彼は私の事が大好き。 
私の事をいつも見ている。 
 
（時間が経って・・・） 

私は女王になる。 
私は 23歳。 
私にはパートナーがいなく、まだ独身。 
周りの人々は私の事を喜んでくれている。 
私はとても良い人間。 
 
父には何かが起こったんだわ。 
彼は意地悪になった。 
彼はお酒を飲み過ぎる様になって、自分自身を管理で

きていない。 
最近彼の妻が死んだから。 
この人は私の生みの母ではなく、後妻（弟の母親）だ

けれど、私の母親代わりでもあった。 
父は只、万全ではない。 
王としては横暴になり過ぎて機能できない。 
彼は何かの物質を体に取り込んで、おかしくなってし

まった。 
父は今でも私を愛している。 
私は上手に治めていける。 
人々が私を祝福している。 
 
この日、私は女王になる。 
白い衣装を着て、金の装飾品を沢山付けている。 
目の周りにペイントを施す。 
腕には蛇の腕輪。 
髪の毛はとても長く美しい。 
頭にも、金の装飾品を付ける。 
とても気分が良く、幸せ。 
私は、とても素晴らしい方法で“私の民”に尽くして

いける。 
私は彼らに“日の光”を齎せる。 
幸福。 
私たちは共に平和に生きられる。 
私は、“私の民”にとって、素晴らしい女王になれる。 
 
私は星や月の事もよく知っている。 
植物やそれらを使った癒し効果も。 
私はあらゆる事を貪欲に学んできた。 
私は、人々に癒しを齎す方法についても学んだ。 
掌の中に太陽のエネルギーを取り込んで行う自分の手
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を使う方法について。 
植物や太陽の位置を効果的に用いながら、未来に起こ

る出来事を予測する能力もある。 
私は、建造物を建てる最適な場所を知る方法も身に付

けている。 
場を良くする為に置くべきもの、料理の仕方。 
万人が十分に食べていける平和で幸福な全ての人々に

とって最適な方法でコミュニティーを統治する方法を

知っている。 
ここはまるでパラダイスの様。 
ここは最上の場所。 
私は責任感が強く、自分の責任を果たす事をとても楽

しんでいる。 
物事を正しい方法で構造化する方法を、はっきりと知

っている。 
食糧、衣類、全ての物がしっかりと供給されており、

私はとても安心していられる。 
ここでは基本的な事に関して苦労する必要がない。 
私たちはお互いに助け合い、食糧や衣類を共有してい

る。 
私は女王であるけれども、そうでもない。 
なぜなら、私は他の誰よりも偉いくはないという事を

自覚しているから。 
私は只、この地位に生まれただけ。 
私は人々の助けになり、物事をどう整理すれば良くで

きるのか、人々を癒すにはどうしたら良いのか、その

方法を知っているだけ。 
わたしは全てを万人と共有し、とても優しい。 
特別自分の住処のないものでさえ、この土地は快適で

幸せを受け取ることができる。 
この責任を持つ事を好まない人もいるかもしれないけ

れど、私は好きであり、大丈夫。 
ヒーリング能力は持って生まれたけれど、あとの事は

人々から学んだ。 
私は、能力に秀でている素晴らしい師に恵まれた。 
私の父は、素晴らしい学者であり、偉大な占星家。 
占星術の事は、私も知っている。 
私は、位置関係に置ける星や月に関する特別な知識を

持っている。 
 

この人生の重要な場面のイメージ 
私は多くの人々を癒した。 
本当に大勢の人々を！ 
父に関しては私の実母が死んでからずっと悲しみ続け

ていて、彼を癒すのは困難だったけれど、私は彼をよ

く助けた。 
父は常に息子を欲しがっていた。 
彼は私を愛していて、私を誇りに思っていた。 
私には夫がいない。 
誰も見付からなかったから、私は生涯結婚をしなかっ

た。 
私には夫は要らない。 
私は十分に強く、しっかりと自分の足で立っていた

（self-sufficient）。 
 
誰かが私を殺した。 
そんなに歳をとっていない。 
28歳。 
何らかの戦いが起こった。 
外から何かが攻めてきて、私たちを次々に殺した。 
私は剣で襲われた。 
ここを刺された！	 （自分の胸の位置を示す） 
一瞬で息絶えて、全く痛みも感じなかった。 
盗賊の様な、悪い人間達！ 
宝石や装飾品を奪う為に。 
でも、彼らも逃げ切れなかった。 
最終的に、彼らも殺されてしまった。 
私は殺されたけれど、素敵な人生を生きられた。 
 
この人生を終えて 
この人生を生きる事の意味は・・・： 
＜人々を助ける＞為。 
＜人々を癒す＞為。 
＜人々を導く＞為。 
＜平和な社会を築く＞為。 
 
私は物を作ったり、特に美しいもの、ジュエリーや絵

を描いたりする創造する技術を培った。 
それらは、今生の自分にも受け継がれている。 
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“ヘリオス”から今生の自分へのメッセージ 
あなたが口に出すべき大事な事について、考え過ぎる

事なく心配せずに、勇気持って、強くありなさい。 
この事を、あなたは長年できないでいた。（涙） 
あなたはかつて、もっと“大きな”存在だった筈。 
私は自己表現に優れていた。 
だから、多くの人々が私を支えたがった。 
私はぶれず、勇気があり、自分の在り方に喜びを感じ、

とても満たされていた。 
周りの人々に支えられて、私は自分のやりたい事を全

てする事ができた。 
しかし、今生のあなたの人生は、より困難になってい

る。 
もっと自分の潜在能力を信じて。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 
その他の思い出すべき場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
閉じ込められた。 
でられない！（涙） 
牢屋。 
女性。 
エミリア（Emilia）？ 
17。 
長い茶色の髪。 
細い。 
ロングスカート。 
悪い事などしていないのに、ここに閉じ込められた。 
とても貧しい。 
イングランド。 
1664? 
 
私の首が切り落とされた。 
 
大した悪い事をしていないのに。 
私は余りの空腹感で、ほんの少しの食べ物を盗ろうと

しただけ。 

ここに連れて来られる前は、不特定な所に住んでいた。 
路上生活に近い状態。 
私の家族は、皆いなくなった。 
家族は１人残らず、困難な病気で死んでしまった。 
ペスト（plague）。 
私には生命力があった。 
生き残った。 
家には住んでいたくなかった。 
出て行かねば。 
だって、伝染病だったのだから（菌で汚染されている）。 
私は家を出て、何か食べ物を手に入れようとして、そ

して捕らえられた。 
家を出てから、あっという間に起こった出来事。 
そして犯された。 
私を捕まえた警察官に。 
彼は私を犯して、牢屋に閉じ込めた。 
彼は、私が大罪を犯したから、斬首刑だと言い渡した。 
その時が来た。（涙） 
私の首を切るのは・・・、“P”だわ！ 
“P”と同じ目をしている。 
私の首が切り落とされて、私はすぐに光りに包まれた。 
首が地面に転がった。 
 
この人生を振り返って 
短くて、大変な人生。 
ずっと、何も特別な事の起こらない普通の人生だった。 
料理を手伝ったり、家事などの普通の事の繰り返し。 
只、生き残る為に。 
そして、最終的に全てを失って、死んだ。 
私はとても強く、実用的な人間で、本当に何も必要で

はなかった。 
私は人生に対する感情的な執着は何１つ持っていなか

った。 
小さな家族があっただけ。 
私は自分で進んで沢山の家事を手伝った。 
只、家事を懸命にしていた。 
一生懸命働き続けた。 
良い家族を持っていた。 
愛に満ちていて、けれど、とてもとても困難だった。 
今生の長男は、この時の家族の一員だわ。 
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私の弟として。 
とても生意気なの。 
一緒に楽しい事を沢山した。 
私の家族が、私の頭が切り落とされた事を知らないで

良かった。 
皆、もう死んでしまっているから。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 
私の斬首をした男の姿が見える。 
とても残酷。 
 
 斬首した男との対話のイメージ 
 あれは、自分の仕事だった。  
 命令された事をしていただけ。 
 自分には他の選択肢はなかった。 
 人の首を切るのは、良い人生ではなかった。 
 自分の仕事は、全然好きでなかった。 
 
 他に稼ぐ方法が自分にはなかったから、して

 いただけ。 
 その時の自分には、他の選択肢がなかった。 
 その仕事でしか、雇って貰えなかった。 
 自分は仕事が上手かったけど、全然好きでな

 かった。 
 特に、エミリアの目を見た時に、その目を以

 前どこかで見た気がして、胸騒ぎが起こり、

 （刑の執行を）やりたくなかった。 
 瞬間的に、彼女の魂を認識したから。 
 きっと別の人生で互いに関係し合っている

 と理解した。 
 ・・・でも、この人生は理解できない。 
 何で、こんな事になっているんだろう？ 
 
 自分たちは、他にも多くの人生を共にしてい

 る。 
 フランスの田舎で、結婚して幸せに暮らした

 人生だってあったのに・・・。 
 とても悲しい。 

 【何か 2人での設定があるのか？】 
 エミリアと自分は、人生を始める前に何かの

 合意をしたらしい。 
 自分たちの関係がこうなる為の理由か何か

 を。 
 だから、これは必然だった。 
 これが自分の役目。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
（状況を理解し、受け留め、許す。今生に、この時の

否定的な感情を持ち越さない。） 
 
 
フラッシュバックする、クライアントの“P” との関
係のイメージ 
エジプトの人生では、私の父親だった。 
イングランドでは、私の首を切った。 
フランスでは農作業をしながら田舎に住んで、子供達

を育てなから 2人で楽しく幸せな夫婦としての人生を
送った。 
フランスの人生では、私たちはお互いを深く愛してい

た。 
その時の名前はシャーロット（Charlotte）。 
あの時の人生をまた過ごしたい！ 
今生で今起こっている事は、全部欲しくない！ 
どうして今の人生があるのか、私には分からない。 
この人生は、色んな事がごちゃごちゃになっていて、

頭が混乱している。 
私には、この意味が全く分からない。 
どうしたらいいの？ 
なぜ？ 
 
 
クライアントのハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
 
私が彼女（クライアント）をあなたの元に連れて来た

の。 
彼女があなたの話を聞いて、すぐにセッションを受け

たいと思ったのは、私がそう指示したから。 
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今振り返った様々な人生を見せた理由 
彼女が過去の色々な人生の中で、どれだけ強い人間だ

ったかを彼女に知らせる為。 
彼女は本質的に、他人を助け、決して諦めない強い光

を内在している。 
彼女自身と自分の能力を信じて彼女の思いや本音を語

り、彼女が今している事を続けていけば、大丈夫。 
彼女は自分が思っている以上に、彼女の中に既に、彼

女が必要と感じている全ての強さ、肯定的な側面を持

っている。 
 
【どうすれば、それを引き出せる？】 
彼女はもっと自分自身の声を語らねばならない。 
それが、彼女がずっと欠いてきたもの。 
彼女は他の人に力を与え過ぎて、他人にする程自分自

身を大事に扱っていない。 
もっと自分自身を愛さねばならない。 
彼女がパートナーを必要としているのかどうかについ

ては、慎重に吟味しなければならない。 
彼女は、エジプトの女王の様に強くなる事だってでき

る。 
その資質は、もう既に持っている。 
 
暗示 
 
イギリスの人生に関しては、彼女は自分でできる事に

は限りがあった、という事が学び。 
彼女はもっと自分を素敵な気分にしてくれる人々に取

り囲まれる必要がある。 
それが、彼女のこの人生での問題だ。 
なぜなら、彼女は彼女自身が楽しいと思える様な人々

と、率先して関わっていないから。 
たいていの人々は、良い意図を持っているが、それで

もその多くは自分を制限している。 
そうであっても、彼女自身がまずは自分の選択をしな

ければならない。 
自分の直感にもっと従う必要がある。 
彼女はスイッチをオフにする傾向が強い。 
彼女には強い直感が備わっているのに、スイッチをオ

フにしている為に、あらゆる事が悪い方向に転がり始

めている。 
彼女は誰かの助けの中で何らかの安定を必要としてい

たので、自分自身を責めなければならない。 
彼女は若い頃から本当に自分の面倒を見てこられたが、

疲れ果ててしまっている。 
彼女は自分を助けてくそうな人々や家族を見付けてこ

ようとしたが、他人ではなく、自分自身が鍵なのだ。 
 
それはちょうど・・・（聞き取れず）。 
彼女の夫はまるで兄弟の様だ。 
彼は、根はいい人だ。 
彼は、ラヴァーではないという事。 
彼は彼女を愛している。 
彼女がどれだけ彼をクレージーな気分にさせようとも。 
彼は、彼女が理解できない。 
けれども、肝心の点は、＜お互いを理解できないから

こそ、お互いから学び合う為に一緒にいる＞というの

が理由という事。 
しかし、関係が余りにも冷え過ぎ、彼らにとっては健

康的でなくなった。 
 
 夫との対話のイメージ 
 僕は、妻（クライアント）と酷過ぎる人生を

 送っている。 
 この人生は大嫌いだ。 
 彼女を理解できない。 
 彼女は余りに利己的だ。 
 僕は彼女に全てを与えているのに、彼女はそ

 れでも幸せじゃない。 
 これ以上何をすべきか分からない。 
 でも、僕たちはまだ一緒に暮らしている。 
 なぜなら、僕が一家の長だから。 
 この家庭には、僕が責任を持っている。 
 責任を感じている。 
 
 【まだクライアントを愛している？】 
 分からない。 
 自分の気持ちが、もう分からなくなっている。 
 この生活パターンに慣れてしまっていて、僕

 はまるでロボットの様だ。 
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 僕は子供達の面倒を見る様に心掛けていて、

 それについて妻が喜んでくれるように願って

 いる。 
 だけど、彼女が明らかにそうでない時は、僕

 を腹立たせる。 
 僕は、彼女に自分の怒りを示す。 
 僕は仕事から家に戻って、TVを見て、自分
 の夕食を作って、子供達と時間を過ごしたい

 だけなんだ。 
 自分が求めている事は、それだけなんだ。 
   
 【その生活の中にクライアントが不要であれ

 ば、別れる事は考えない？】 
 まだ一緒にいるのは、貯めた財産を失くした

 くないから。 
 自分はこの家族をコントロールしたいし、自

 分がこの家長でありたい。 
 
 【そこに固執するのは？】 
 それが、僕の家族から教わった事だから。 
 家族から受け継いだ事。 
 家族の面倒を見るのは僕の仕事。 
 でも、もうこれ以上妻を数に入れる事はでき

 ない。 
 彼女は自分の面倒を自分で見るべきだ。 
 妻が自分の人生を変えようとしていて、変化

 を作り出している意志は分かるけれど、自分

 が彼女に求めている事をしないで楽しんでい

 るのは癪に障る。 
 僕たちは、いいコミュニケーションを持った

 事が未だかつてない。 
 どうやったらいいのか分からない。  
 家庭の中にもっとましな構造を必要としてい

 るのは分かるが、コミュニケーションがない。 
 僕は頑固だ。 
 妻も頑固だ。 
 もうこれ以上は沢山だ。 
 願わくば、全てが始まった所に戻りたい。 
 只ただストレスが大きく、疲れ果てる。 
 

 【全てが始まったところというのはいつ？】

 全ての事が僕の目から見て完全に軌道を外し

 たのは、彼女が僕を拒否した瞬間だった。 
 僕たちが NYに来た後で、ここには本当は来
 たくなかっんだと思った。 
 彼女は幸せではなかった。 
 僕は只、何とか自分の最善を尽くしていて、

 彼女は 1日中自分の自由に過ごしていた。 
 僕は仕事で精一杯頑張り、家庭にお金を持ち

 込んだ。 
 その他にするべき事が分からなかった。 
 だから、仕事場に行き続け、ストレスの多い

 生活をしていた。 
 本当に大変な状態だったから、僕は極力彼女

 からストレスを遠ざける様に努めた。 
  
 妻が娘を欲しがっていた事は知っていたが、

 そうにはならず、彼女は相当がっかりしてい

 た。 
 そして、本当は、彼女がどれだけがっかりし

 ているのかを口にする事を僕は望んでいた。 
 
 僕は大体は自分の感情を説明しなかったが、

 たった 1回、せざるを得ない状況があった。 
 その時、僕は自分が負け犬だと思った。 
 僕たちの人生を気付き上げ、いい収入を得る

 為に僕は家族全員を NYに連れて来たのに、
 家族全員を巻き込んで失敗してしまった様に

 感じている。 
 そして、この現状を受け入れられず、酒を飲

 んでいる。 
 しばらく飲んでいると、ものすごく苛つき、

 最悪な気分になる。 
 この前、息子が何かしていて頬を打って大泣

 きした時、僕は息子に、もう十分大きいのだ

 から泣くのを止めろと大声で怒鳴ったんだ。 
 彼女はとても動揺して、怒っていた。 
 ものすごく気分が悪かった。 
 もうこれ以上話もできない。 
 今でも、同じ家には住まないといけないとは
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 思うが、それは本当に酷い話だ。 
 
 僕は（実家のある）ニュージーランドに戻り

 たい。 
 妻はそこに行きたがらない。 
 僕は、彼女はバカで恐がりだと思う。 
 僕は、NYに嵌って抜けられないと感じてい
 る。 
 僕は自分の家族の元に帰りたいんだ。 
 そこが、自分に安心と安全を与えてくれる。 
 子供達を自分と一緒に連れて行きたい。 
 妻の事はもうどうでもいい。 
 彼女は只、僕を酷い気分にさせるだけ。 
 僕は本当に、この関係の崖っぷちに来てしま

 ったんだ。 
 もう終わってる。 
 彼女がどこかに去って行くのを願っている。 
 だけど、彼女には行く場所がないんだ。 
 妻は、僕が言う事だけをする。 
 それが、僕を怒らせる。 
 僕は、どう接したらいいのか分からないから。 
  
 【ちゃんとした話し合いをした事はある？】 
 座って彼女と話をするなんてできない。 
 そうする事を教わらなかった。 
 でも、最善の選択は、家族全員でニュージー

 ランドに行く事だと知っている。 
 だけど、僕は頑固だから、妻の事を念頭に入

 れる考えは全くない。 
 息子たちが自分と一緒にいて欲しいだけ。 
 彼女がどこかに行ってくれたら・・・。 
 僕は彼女が考えている事や、している事はど

 うでもいい。 
 自分が小さく感じるので、彼女の隣に座るの

 は嫌だ。 
 なぜなら、彼女はいつもどんな食べ物は正し

 いのかとか、TVを見るなと言うばっかり
 なんだ。 
 彼女は子供達に、宿題だのその他の事だのあ

 れやこれやと口出しし過ぎてうるさいだけ。 

 彼女は口うるさく、自分を惨めな気分にさせ

 る。 
 
 【何か彼女にリクエストできるとしたら？】 
 もしも僕が彼女にリクエストをしてもいいな

 ら、只、僕の事を愛して欲しい。 
 彼女が僕の事を嫌っているんじゃないか、僕

 は彼女にとって十分ではないんじゃない

 か・・・と考えさせない様にして欲しい。 
 彼女の隣では、僕は本当に小さく感じてしま

 う。 
 その事が、最も僕を苛つかせる。 
 
 かつて僕たちが愛し合っていた頃は、実は僕

 はとても表面的だと感じていた。 
 僕の実家で彼女にプロポーズした時、彼女は

 それをプレッシャーに感じた様に思えた。 
 その時実は、僕は他に付き合っている女性が

 がいたのだが、そのガールフレンドが僕をも

 のすごく傷付けたので、身を引いた。 
 僕はそういう経過があって、まともに考えら

 れていなかった。 
 そして、代わりに何かを他の何かに置き換え

 ようとした。 
 妻は、たまたまそこにいただけだった。 
 僕はこの状況をを彼女に説明した事はないけ

 れど、僕は安全そうで僕に興味を持ってくれ

 た誰かを世話するというアイディアをすごく

 気に入った。 
 そして、僕に残されていたのは、彼女だけだ

 った。 
 
 【誰かの代わりに・・・と、彼女を利用した？】 
 意識はしていなかったけれど、僕は多分、彼

 女を利用した。 
 僕は彼女に何を求めていたのか、そして自分

 の感情さえもよく理解していなかった。 
 その時の浅はかな瞬時の決断が、後々になっ

 て自分をこんなに憤怒させる問題になるなん

 て知らなかった。 
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 でも、多分お互い様だったんだろう。 
 きっとお互いに似た様な事をした筈だ。 
 だから、この問題は双方にある。  
 
 僕たちの間には、何か魂の繫がりみたいなも

 のがあるのかもしれない。 
 僕たちは、確かに、まともな人間だと思う。 
 彼女は複雑で、僕には理解しがたい。 
 彼女は常に傷付き易く、最初の頃は、とても

 扱い易かった。 
 彼女は僕の言った事をしていたから、始めは

 楽だった。 
 彼女は僕の事を、カリスマがあると思ってい

 て、僕はそれが嬉しかった。 
 
 僕は色々と子供達に好かれる様な事を試した

 りしている。 
 彼女を打ち負かすように試している。 
 僕と子供達の関係は、とても良くなったと思

 う。 
 時々意地悪かもしれないが。 
 僕は、いつもちょっと威圧的かもしれない。 
 
 【それは生まれ持った性格？】 
 でも、それは僕の元々の性格ではなくて、親

 にそう教えられたんだ。 
 そういうやり方で指導していた。 
 「男は泣かない。泣くのは赤ちゃんだけだ」

 とかね。 
 僕は、そう教えられる事には平気だったし、

 気分も良かった。 
 それで、同じ事を息子たちに言っている。 
 もし泣いたら、赤ちゃんみたいだ、バカには

 なるなとね。 
 でも、怖がらせているだけかも。 
 きっと全員を怖がらせているのかも。 
 それでも、僕は、全部を取り仕切っている。 
 自分の幼少期を振り返るのはしたくない。 
 只、前進するのみ。 
 僕は、自分の妻が口を突っ込まず、体の関係

 を持って、一緒に飲んで、楽しい事ができれ

 ばいいんだ。 
 ダンスして、笑って、スポーツ観戦して・・・、

 そんな事を人々も楽しんでいる。 
 なのに、僕の妻は、そんな事がこれっぽっち

 も好きでない。 
 彼女は、ヨガとか、変な事が好きなんだ。 
 変な事、そう。 
 健康食品とか、そんなどうしようもない事。 
 僕は、そんな“深い”事はどうでもいい、只、

 もっとシンプルで、楽しい人生を過ごしたい。 
 妻は、そんな彼女が思う“深い事”ばかりし

 ていて、ものすごく癪に障る。 
 床に寝っ転がったり。 
 緊張感・・・、そして退屈な事。 
 僕らは、只、両極端な人間なんだ。 
 それで、彼女は僕の事を好きでない。 
 
 僕には本当に誰にも言っていない秘密がある

 んだ。 
 なぜ秘密にしているのか分からないいが、一

 緒になった時、ほんの少しだけ仄めかせた事

 はあったかな？ 
 僕は本当に、彼女を愛していた。 
 だって、彼女は安全で、いい人だから。 
 僕たちはどちらも優しくて寛大で、それで 2
 人を引き合わせたんだ。 
 彼女は、本当に子犬の様にかわいかった。 
 僕たちは 2人共、本当は善良で、それが本来
 の性質なんだ。 
 
 
  夫のハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
 彼のこの人生が、この様な事になってしまっ

 ているのを見るのは悲しい。 
 彼の真実の姿は、この様な人間ではないから。 
 私は、彼に、もっと遊び心に満ちた（playful）
 人生を送って欲しい。 
 彼は、本質的に遊び心に満ちている。 
 でも、彼の仕事は遊び心を排するし、彼の家
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 には遊び心がないし、今の人生のどこにも遊

 び心をくすぐるものが存在していない。 
 私は、彼を見ていて、とても悲しい。 
 彼が少年の頃は、輝く星の様だったのに、彼

 は大きな挫折感を味わっている。 
 彼の結婚生活は、挫折そのもの。 
 彼は、只、家で寛ぐ為に帰りたいのに、それ

 ができない。 
 外国の底にあるカプセルの、そのまた底にい

 る様な感じ。 
 彼の事を思って、本当に悲しい。 
 
 クライアントへのメッセージ 
 彼女にお願いしたい事は、人間というもの

 がどういうものであるか覚えていて欲しいと

 いう事。 
 皆、幸せになりたいだけ。 
 例え相違があっても、お互いを尊重するのは

 大切な事。 
 彼らの関係からは、その基本的な尊重が

 消え失せてしまっているのは、本当に悲しい。 
 
 【その根本原因は、性格の違いだけ？】 
 彼女には、彼が介入を許されない彼女だ

 けのテリトリーがある。 
 色々な意味で、彼らは両方が挑戦者。 
 彼は半分の目だけで見ながら、彼が考えるベ

 ストの上に立とうともがいている時に、彼女

 は彼女自身の可能性を切り開こうとして

 いる。 
 本来は、双方の立場には正誤も、優越もない。 
 それに気付かないまま、お互いが自分の観念

 に嵌って、別々の挑戦をしている。 
  
 【それが、2人の結婚生活の意味？】 
 1度学びが学ばれたなら、彼らはそれを終了
 する・・・、というだけ。 
 その学びの最中という事。 
 私が話しているのは、人間関係と、その学び

 について。 

 彼らの関係に於ける全ての学びは学ばれ、体

 験されなければいけない。 
  
 【あなたはハイヤー・セルフとして、その学

 びと体験の為に導いている？】 
 私には、直接的に介入する権限がない。 
 彼が彼自身の力で切り開けず、彼女が彼女の

 道を求めながら、彼女が“本当は彼のすべき

 筈だった事をしていると”いう事が、彼を怒

 らせている。 
 
 【彼も、本当は魂の向上を潜在的に欲して

 いるという事？】 
 人間として存在した全ての魂が、それだけを

 目的にこの世に生まれてくる事は、あなた（催

 眠者）が 1番よくご存知でしょう。 
 そうではない人は１人もいないのでは？ 
 彼も、勿論、その１人です。 
 そして、これに関しては、彼次第。 
 でも、本当に彼らが全状況を変えたいのなら、

 直ちに大きな意志を持って励まなければなら

 ない。 
 彼らは、これ迄の長い道のりで、既に疲れ果

 ててしまった。 
  
 【早急な変化の為には、何をすべき？】 
 まっ先にしなければならないのは、＜お互い

 に優しくなる＞事。 
 一緒にこの道を歩き続ける関係を体験する為

 には、これは、とても大きな、そして唯一の

 好機である。 
 この機会に最高の結果を導き出すプロセスは

 あなた方にとって偉大な人生の意味を見付け

 る素晴らしいものになるだろう。 
 話ができて良かった。 
 ありがとう。 
 
 
クライアントのハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
【今迄のセッションの経過で、何を感じる？】 
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今は、夫に対する態度を変化させていこうという心の

準備が、彼女の中に芽生えてきている。 
今迄は、落とし穴に嵌っただけの様になっていたから。 
でも、人は皆違うという事を覚えているのは大切な事。 
 
【その関係に、“P”はどんな影響を齎している？】 
“P”は彼女が彼と一緒に人生を過ごす“より幸福感
を与えるかもしれない選択肢”を与えていている。 
その事を、彼女も潜在的に理解している。 
だから、不幸な結婚生活の渦中に於いて“P”とでは
なく、彼女の夫と暮らさねばならない事に、彼女はと

ても困惑している。 
 
私は、どうしても彼女の目を覚まさせて、彼女に本音

を話させる様にしたい。 
“P”と関係を持っている事は、実際には、彼女に＜
愛し合う関係がどんなものか、恐れる事なく、真実を

生き、自分自身の直感を無視しない事がどんな事なの

か＞を思い起こさせる為。 
だから、今、彼女はそれらの事をずっと無視し続けて

きた結果として、こんなに酷い混乱の中にいる。 
そして、彼女は、自分がそうだと信じる事を皆の為に

全てしてきたにも拘らず、彼女自身を放ったらかしに

してきた。 
彼女は、彼女の人生を持ち上げる為に、楽しい人々を

自分の周りに必要とし、“P”を必要とした。 
 
でも、彼ではない。 
少なくとも、今現在は、彼が助けになる事はない。 
彼女の内なる感情が、彼女を立ち上がれなくさせてし

まった。 
彼女の心はズタズタに切り裂かれて壊れてしまった

（heart broken）。 
彼女は自分の人生から“P”を追い出すのに、大変な
思いをした。 
彼女は常に、彼についての質問を繰り返している。 
彼はどこ？ 
彼は誰？ 
彼は自分にとって良い人なの？ 
自分の人生にとって、彼はどういう存在なの？ 

 “P”との対話のイメージ 
 彼女がオーストラリアの村に来た時、僕はたま

たま、誰とでもいいから関係を持ちたいと思っ

ていた。 
 僕は、一般的に、とても強い性的欲求があるか

らね。 
 	 	 	 彼女と出会った時、彼女は既に結婚していたけ
 	 	 	 れど、そこには１人で来ていたし、気にせず声
 	 	 	 を掛けてみて、上手くいけば何か楽しい事がで
 	 	 	 きれば良いと思った。 
 彼女が既婚かどうかはどうでも良かった。 
	 	 	 只、そうしてやろうと思った。 
 その時さえ良ければと思ったし、彼女の事を

 それ程迄は気にしていなかった。 
 
 でも、一緒に過ごしてみたら、彼女の魂が僕

 を吹き飛ばした様に感じた。 
 潜在的に、僕達にはきっとずっと前から何か

 があるのではないかと思えた。 
 何か説明できない様なものを感じ取った。 
  
 彼女は、僕の為に、旦那や子供達を去ると僕

 を納得させた。 
 僕は、それを本気で信じてしまった。 
 僕は金に困っていたから、自分をどうしよう

 かと思っていた時期だったし。 
 彼女は金を持っていそうだったし、離婚によ

 って、もっと手に入るんじゃないかとも思っ

 た。 
 そして、彼女は献身的に僕の面倒を見てくれ

 るかもしれないと。 
 
 僕は、自分は悪い奴だとずっと彼女に言い続

 けた。 
 ずっとそう言い続けたんだ。 
 少なくとも、その点では、僕は正直だった。 
 僕は女に飽き易いとも。 
 彼女に会う 3ヶ月前に、僕の息子の母親と別
 れたばかりだとも。 
 僕は、１度だって、長い恋愛関係を持てた事
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 がなかった。 
 僕が 25の時に付き合っていた、僕を冷たくあ
 しらったシャトー暮らしの裕福な女の事や、

 交通事故で死んでしまった婚約者の話も聞か

 せた。 
 とにかく、僕は悪い奴だと教えたんだ。 
 僕は自分の人生や家庭環境を酷く恥じている

 事や、パーティーに行っては飲んだくれる事

 も全て彼女に話した。 
 僕のスポーツの事も話した。 
 でも、友好関係については、正直さに欠けて

 いた。 
 僕の女友達の事は、話さなかった。 
 でも、彼女はウェブを通じて、見付けてしま

 った。 
 僕はものすごく自分を恥じた。 
 彼女に知られたくなかったからね。 
 彼女の前では、僕は僕のなりたい自分自身に

 なりたかったんだ。 
 でも、僕はそうはなれず、愕然とした。 
 そして、終わってしまった。 
 
 僕は、彼女が望むだけずっと彼女といたかっ

 た。 
 でも、そうはできなかった。 
 僕たちは、何とかしようと頑張って、自分た

 ちの首を絞めたんだ。 
 僕は、そんなに待てもしなかった。 
 そして、これ以上無理になってしまったんだ。 
 僕は、我慢強くないからね。 
 この人生での僕の性質は、弱いんだ。 
 
 “P”のハイヤー・セルフとの対話のイメー
 ジ 
 私は“P”を通して彼女を見た時、彼女自身の

ハイヤー・セルフと繋がって、彼女を助けたい

と思った。 
 彼女の歩いた道のりと、彼女の強さと〜（聞き

取れず）がすっかり失われていて、手遅れでは

ないかと懸念した。 

 そして、実際に手遅れだった。 
 私は、彼女の体中に痛みを感じとり、彼女を

 その痛みから救い出したいと願った。 
 しかし、 充実し自立した、彼女らしい本物の
 人生（authentic life）をどうやって彼女に取
 り戻させられるのか、私には分からなかった。 
 “P”の目を通して彼女を見た時、私は本当
 に彼女を助けたいと思った。 
 そして、“P”と共にそれを試みた。 
 私は、 別の過去世を通して彼女を認める事が
 できた。 
 彼女と“P”が関係した過去世を、私は全て
 思い出した。 
 彼らが全く別の性格や容姿を持っていても、

 だからこそ、彼らはまるでお互いが１つのも

 のであるかの様にお互いを魂で感じ取り、な

 かなか忘れられないで苦しんでいる。 
 それでも、その結果は、関係を扱い切れず、 
 お互いの魂を殺し合う程の大きなダメージを

 負った。 
 この人達は、レッスンを学ぶ為に転生した同

 じ魂のグループの者達だ。 
 
 【これから、どうすべきだと思う？】 
 彼らは、自分たちの子供達の面倒を見なけれ

 ばいけない。 
 自分たちの子供達に信頼される様に	 –	 そ
 れが、彼ら自身の事よりも、最も大事な事だ。 
 彼女が“P”に、息子たちを残して彼の所に
 行く事はできないと伝えた時、彼は大いに落

 胆したが、彼には彼女が正しいと分かってい

 た。 
 
 彼らはこれから、自分たちのセットをきちん

 と作り上げていく必要がある。 
 彼らはそれを、別々に行っていかねばならな

 いし、彼らの人生の学びが別々である事も理

 解しなければならない。 
 そして、強くあらねばならない。 
 彼らが今経験している事は、試練だ。 
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 そして、それを上手く乗り越える事を望む。 
 彼女は今だに彼の体と強く繋がっており、そ

 れを欲しているが、彼女がもっと繋がるべき

 存在は、彼女自身のハイヤー・セルフだ。 
 彼女は、手放さねばならない。 
 彼は、既に手放した。 
 彼女が上手くできそうに感じなくても、手放

 さねばならない。 
 彼女はもっと、この人生だけが唯一のもので

 はない事を知らねばならない。 
 彼女はこの人生を孤独に感じ、私は彼女をこ

 の人生に於いて救いたいと切望して泣いてい

 る。 
 私には、彼女に多くを与える権限がない。 
 彼女は、自身のハイヤー・セルフともっと繋

 がらねばならない。 
 彼女のハイヤー・セルフは柔和で、しっかり

 と繋がった時、彼女にとって素晴らしいガイ

 ドとなるだろう。 
 
 しかし、彼女にはもっと“境界線”が必要だ。 
 他人が彼女自身を彼女から押し出してしまわ

 ない為に。 
 大して与えるものがない様な時でさえ、人々

 は、彼女から何かを奪おうとしてしまう。 
 彼女が＜本音を伝える事によって自分の境界

 線を守る＞のは、彼女にとって当然の権利だ

 という事を知らねばならない。 
 
 
クライアントのハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
彼女の体は、まだ“P”と繋がっているけれども、彼
女は彼女のこれからの人生の為に、それを断ち切らね

ばならない。 
なぜなら、彼女は自分の体を軸に存在する事に大きな

問題を抱えているから。 
だから、彼女は沢山の肉体的な問題を抱えている。 
それ故に、彼女が如何に彼女の本質的な自分自身が強

い者であるかを思い出さなくてはならない。 
 

肩と手首の痛みについて 
彼女は皆の問題までも運ぼうとし過ぎた。 
他の誰かのものを！ 
そして、これ以上運べなくなったのに、“NO”と言わ
ない事を知らないままで、まだ運び続けようとしてい

る。 
彼女は大人し過ぎる。 
もしも彼女がそれを止めれたのなら、痛みは軽減して

いくだろう。 
少なくとも、彼女は自分の体を大事に扱う様になって

きたけれど、まずは“内側の閉塞（inner blockage）”
を取り除かねばならない。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 
坐骨神経痛について 
背中の問題から、神経の痛みが起こっている。 
再度言うが、運び過ぎによる。 
彼女はもっとグラウンディングをし、境界線を持たね

ばならない。 
境界線が殆どないのが問題の根本原因。 
 
【グラウンディングの方法は？】 
もっと大地に足をつける必要がある。 
彼女は、次男の出産後にこの問題を発症した。 
手一杯過ぎた。 
この痛みは、長年に渡って彼女を混乱と困難に晒して

きたけれど、痛みからのメッセージは常に、「自分を愛

しなさい」。 
「優しくなりなさい」。 
「もっとより良い人間に成長しなさい」。 
その事ができたなら、痛みは自然と治癒する。 
 
それから、この症状は、今生で起こったエジプトで起

きた、足の粉砕とも深く関わっている。 
多くの足の筋肉が潰れ、完全には修復できない。 
気の流れがその部分で滞っている。 
幾つかの問題は、解決できるかもしれない。 
後で試してみよう。 



 

 15 

 エジプトで起こった事故のイメージ 
 スーダンから来た青年と一緒にいる。 
 彼は悪い人だった。  
 彼は私の手を掴んで、交通量のある道路を横

 切ろうとした。 
 私は行きたくなかった。 
 そうはしたくなかった！ 
 そこに２台の車が来た！ 
 私はその２台に挟まれた。（涙） 
 そして押し潰された様になって、気を失った。 
 私の足は、潰された。 
 そこから脱出できず、飛行機に乗りそびれた。 
  
 その青年から逃れたかったけれど、彼は私を

 彼の家に連れ込んだ。 
 エジプトの家族と一緒に住んでいた。 
 とてもおかしな状況だった。 
 私は出て行きたかったけれど、動けなかった。 
 彼から逃れる術がなかった。 
 私は本当に彼が怖かった。 
 足は酷く痛んだ。 
 私は、なぜそんな事故が起きたのか、全く理

 解できない。 
 
ハイヤー・セルフ 
彼女は本当に人を分別する必要があった。 
彼女は人を、万人を信じる。 
彼らが全員、彼女の様に最高の意図を持って、善良で、

誰も彼女を傷付けはしないと思ってしまう。 
でも、それは、この世の仕組みではない。 
彼女は、識別について学ばねばならない。 
彼女は自分の魂のレベルに於いて人々と関わるけれど

も、それはある意味いい事ではあるが、多くの問題も

引き起こす。 
彼女は全ての人々と、ハイヤー・セルフのレベルで関

われるという事でもある。 
なぜなら、ハイヤー・セルフは最上の意図のあり方だ

からだ	 –	 それはとてもいい事だ。 
しかし、肉体を持って転生した時、人々は必ずしもお

互いに寛容だとは限らないという事を、彼女は学ばね

ばならない。 
＜適切な知恵＞を持つ事。 
 
【その学びを得るきっかけとなるべきだったエジプト

の事故は、この事を彼女に気付かせる事ができた？】 
事故の後、残念な事に、彼女がそれ程賢くなる事はな

かった。 
今、やっと。 
でも、あの事故は、その目覚めの為に仕組まれた設定

だったとも言える。 
そして、彼女はその目覚めを無視した。 
今、やっと、彼女は少なくとも全員を信じてはいけな

い事を理解した。 
その点を彼女が長い間理解できていなかったが為に、

彼女はこんなにも大変な学びの時期を送り続けねばな

らなかった。 
その学びの事実を、だいぶ無視し続けて。 
その本当の意味に気付く事なく、その経験を生かす事

もなく、それは只の事故だったと無視し続けた。 
完全に無視していた。 
 
【事故によって、本当に受けた体へのダメージは？】 
車に挟まれて多くの足の筋繊維が半分に千切れた。 
骨が欠けた。 
回復に長い月日を要したが、完治はできなかった。 
大きなダメージだった。 
 
【気付きの為に、ここ迄大きなダメージが本当に必要

だった？】 
彼女は自分に対して鳴り続けている“内なる声”とい

う警報を完全に無視し、長年、自分の直感に 耳を傾け
なかった。 
そして、今迄も無視し続けて来た。 
このセッションに至って、やっと理由を理解できた。 
足の事故は、少しだけ坐骨神経痛と繋がっているが、

足の状態は、少し別だ。 
足の筋肉や神経は、元通りとは程遠い状態になり、そ

の物理的な側面が、酷い痛みの原因になっている。 
彼女の体は、本当に“左右不対称” だ。 
まるで、彼女の“本質的な自分”と“囚われた自分”
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の乖離を示唆しているかの様に。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 
クライアントの理解 
ああ、彼（スーダンの青年）も、あのエジプト時代に

いたわ！ 
彼も、あの時代のエジプト人だった。 
そうだわ、エジプトにいた！ 
私が女王だった時代の過去世に、彼も絡んでいた。 
	 おかしな方法で、私の“気付きの天使”達が現れて

いる事が分かったわ。 
彼は、実際は私の“目醒め”の為に助けていてくれた

のね。 
彼の役割は、私にとっては“悪役”だっただけ。 
なぜ私の人生に“悪役”として紛れるのかしら！ 
おかしい！（笑い） 
彼を許すわ！ 
それが彼の役割だったから、それ以外の事は何も知ら

なかったのね。 
でも、もうこれ以上“悪役”の登場はごめんだわ！（笑

い） 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
しかし、彼女はまだ傷を負っている。 
今、彼女は自分を孤立させている。 
彼女は誰も信じられない様になってしまい、近くに人

を寄せ付けない。 
その事が、彼女に大きな悲嘆を齎している。 
彼女は、何を信じていけばいいのか分からなくなって

いる。 
けれども、自分を信じる事はまだできている。 
彼女は夫から得た秘密を持っている。 
それは、いい気分ではないけれど・・・。 
（夫がプロポーズした時の背景の事を指している。） 
 

彼女が持ち続けて来た全身に及ぶ全ての痛みは、彼女

が思い起こす為のもの。 
これからは、それらの痛みが、彼女を“確固たるもの”

にしていく。 
大して余計な事をしないでも、今自分がしている事を

続けていくのがいい。 
彼女は、大体、正しい道に立っている。 
彼女は動きが速くない。 
彼女は、もっと忍耐を向上させる必要がある。 
その訓練をするならば、痛みが彼女の 成長のチャンス
となるだろう。 
もっと自分を労りなさい。 
おそらく、すぐにはそうにはなれないかもしれないけ

れど。 
彼女は学びが遅い。 
 
【気付きを得たこれからも、まだ、痛みは必要？】 
彼女には、痛みがなければ、今はまだ自分を労る事が

できない。 
 
【気付きの為に与えた痛みが、痛みが強過ぎると、痛

み自体に囚われて、ハイヤー・セルフの元々意図した

昨日を果たせないのでは？】 
しかし、私が彼女に与えている痛みは、少し強過ぎる

かもしれない。 
彼女の本質は強いけれど、確かに痛みは強過ぎる。 
少し痛みを和らげるのは、いいアイディア。 
彼女が、山積みの課題に上手く対処する集中できるよ

うに。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
足はまだ硬いけれど、エネルギーの流れは良くなった。 
坐骨神経痛は、今、大幅に良くなった。 
神経に光のエネルギーを照射し、信号がスムーズにな

った。 
痛みはずっとましな筈。 
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喘息について 
今はだいぶまし。 
彼女の子供達も、喘息を持っている。 
彼女に関しては、子供達よりも遅い時期になる迄、気

が付かなかった。 
彼女が学校で走った時に、息がし辛いと感じた。 
彼女は木や花の花粉に対するアレルギーも持っている。 
喘息もアレルギーも、彼女に関しては同じ事が原因に

なっている。 
彼女は上手く息ができなくなった事があり、それで今

もなお、呼吸が上手くできないでいる。 
彼女はこの問題も、無視し続けている。 
それが息が詰まる事の原因。 
 
 呼吸できなくなった場面のイメージ 
 洞窟の中の様な場所にいる。 
 炭坑？ 
 そこで、肺にものが詰まった。  
 炭坑跡の洞窟？ 
 そこで、洞窟が崩れ落ちた！ 
 彼女はそこで死んだ。 
 彼女は少年だった。 
 彼女は土石に埋もれて死んだ。 
 しばらく前から警告が出ていたけれど、彼女

 がそこにいる時に、崩れて、閉じ込められた。

 (クライアントの呼吸が荒く、乱れる) 
 暗示 
 
 8 – 9 歳。 
 僕はジェーソン（Jason）。 
 僕の他にも何人かの人が一緒にいた。 
 僕たちは皆ここで、ぞっとする（hideous）死
 を迎える。 （涙） 
 10人いる。 
 僕は潰された。 
 すぐに死ななかった。 
 僕の骨は体中あちこちで折れた。 
 足、背中、腕、手首・・・、あちこち。 
 死ぬ迄に 3時間掛かった。 
 痛過ぎる！ 

 苦痛（Agony）！ 
 恐怖！ 
 僕の家族は、ここにはいない。 
 知らない人ばかり。 
 全員が泣き叫んでいる！ 
 僕の家族は、僕の死を、もっと後になってか

 ら知った。 
  
 ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
彼女は、様々な人生を混同させて、全身に問題を抱え

過ぎている。 
彼女は整理整頓する事なく、過去の数々の人生からの

荷物を沢山溜め込み過ぎている。 
彼女は今生で、どうしてこんなに辛酸を舐めねばなら

ないのかと首を傾げている。 
 
【ジェーソンの人生での学びは？】 
あの少年としての人生の理由は・・・。 
ハイヤー・セルフの私としても、ちょっと定かではな

い。 
 
 ジェーソンの人生を終えた後のイメージ 
 僕は、長い絶望的な苦しみがやっと終わって、

 体を離れた。 
 家族の様子を見に行ってみたら、僕の事を心

 配する必要もまだなくて、皆いつも通りに過

 ごしていた。 
 光が見えたから、そこに行ってみた。 
 数年前に死んだママが出迎えてくれた。 
 ママは、僕に「愛しているわ」と言った。 
 ママと一緒に光の中に入った。 
 
 
光との対話のイメージ 
少年の人生を通して適切な知恵を得られた事を思い出

す為のもの、その為に体験した事。 
識別し、喜びを噛み締め、目醒める事によって。 
短い人生ではあったが、喜びに満ち溢れていた。 
彼女はもっと、子供の様に無邪気に喜びを感じ取らね
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ばならない。 
彼女はもっと、喜びに溢れた世界と好奇心を思い出さ

ねばならない。 
生きている事の喜びを！ 
少年にとっては、彼が全身で味わい尽くした人生の質

を持ってすれば、短命であった事は問題とはならない。 
彼女が肉体と、肉体を通して体験でいる人生を持って

いるという事がどれほど素晴らしい贈り物であるかを

思い出しなさい！ 
＜肉体を持って生きる事、自分の声を持って生きる事

の素晴らしさ＞を自覚しなさい！ 
囚われる為に肉体を持つ事を止めなさい！ 
 
【肉体を持たない状態はどういう感じ？】 
真実。 
真実は、全てを見通せる。 
純粋な光。 
しかし、人間の様に自らの声を持たない。 
声、言葉を要しない。 
だから、ここでは、相互のコミュニケーションに、言

葉や感覚の必要性を持たない。  
しかし、あなた方が肉体や声を持っている事はとても

幸運な事。 
なぜなら、その素晴らしい特別な贈り物を体験すると

いう好機が与えられているのだから。 
あなたは様々な方法であなたの感情を表現する為に、

その肉体を使う事ができる。 
あなたはその表現そのものとして存在できる。 
あなたが肉体を持たなかったら、それは大きく異なる。 
肉体がある事は、素晴らしい機会。 
痛みはその一部。 
痛みは、あなたにもっと大きく上昇する（成長する）

様に挑ませている。 
肉体を持っているという事を覚えておきなさい。 
肉体から逃げてはいけない。 
なぜなら、“人間としての体験”を体験する為に、肉体

を持っているのだから。 
さあ、進化のチャンスの為に、さっさと降伏して肉体

の痛みとまっすぐ向き合いなさい！ 
そして、ある時、その肉体を持たない日が訪れる。 

その時、彼女は痛みによってしっかり分別を手に入れ

ている事だろう。 
その事を、まだ彼女は理解できていないだけ。 
 
【痛みを感じたら、向き合うという事は、どんな状況

に於いても同じなのか？】 
痛みを持っていると、それと向き合わねばならない。 
なぜなら、痛みは潜在意識からのメッセージだからだ。 
逃げたり無視する事なく、その痛みに対処すれば、必

ず良くなる。 
逃げたりメッセージを無視をすれば、悪化する一方だ。 
そして、彼女がしてきた事は、まさにそういう事だっ

た。 
 
彼女は痛みに囚われ、痛みを人生の一部にする選択を

自ら選んでしたにも拘らず、上手く対処し切れず、未

解決の荷物だけを増やして息を詰まらせている。  
彼女は、貴重な肉体を享受している事を理解し、それ

が強力に精神と結び付いている事を認識して、敬意を

持って扱わねばならない。 
自分の手中に収め、自分を愛さなければならない。 
自分が人間であるという真実を受け留めれば、大丈夫

になるから。 
肉体の問題が、 誰かを悪人にする事はできない。 
前進しなさい。 
辛い時期にあって、自分の人生を諦めないで！ 
周りの全ての人に優しくありなさい。 
今は辛くても、夫にも諦めないで関わってあげなさい。 
それから、何が“彼の”で何が“自分の” かに気付い
て、自分のいる場所に境界線を作りなさい。 
お互いに尊重し合いながら生きるのは大事な事。 
もしも彼女の真実であれば、本音を伝える事を恐れて

はいけない。 
彼女の本当の自分らしさと自分の更なる進化発展につ

いて注意を払いなさい。 
彼女は大丈夫だから。 
あなた方が、誰よりも先に最もあなた方自身から大事

にされるべき人たという事を忘れないで。 
あなた方の充実感、あなた方の満足感、そして他人。 
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彼女はもっと自分の波長を高めねばならない。 
波長を高める事で、全てが上手く繋がっていき、良く

なっていく。 
彼女は最初に扱うべき所を間違えた為に、人生が手を

付けられない状態になった。 
 
彼女は、今、“新しい自分のあり方”の新しい道上に立

った。 
今日から、その道を踏みしめながら進む。 
ありがとう。 
また、別の機会に、是非あなたと話がしたい。 
 
 
クライアントのハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
ジェーソンンの苦痛は去って、彼女はとても身軽にな

れた。 
彼女は喘息とアレルギーの理由を潜在意識の奥深くに

保持していたけれど、それが今生の遺伝という形で受

け継ぐ下地にもなった。 
遺伝によって、息子たちも喘息傾向にある。 
しかし、ホメオパシーは、とても有効的。 
だからこそ、彼女は導かれて、ホメオパシーの道の選

択をさせられた。 
必然。 
ホメオパシーは、体の波長を整えるのに役立っている。 
私は、ホメオパシーの学びと更なる理解の為に、彼女

を導いている。 
 
暗示 
 
 
閉所恐怖症について 
これは、炭坑跡の事故で閉じ込められた事に因る。 
もう、完全に解放されている。 
 
 
鬱症状について 
自分の本音、直感に耳を貸さなかった事が大きな理由。 
それが、余りにも長期に渡り過ぎた。 
長く無視し過ぎた。 

その上、彼女は皆の問題を自分の肩に積み上げ、神経

が麻痺し、破綻した。 
それを自分で必死に治そうとはしたけれど、どうした

らいいのか分からないまま間違った対処をし、悪化さ

せた。 
状況が、彼女の脳と肉体にとって行き過ぎた。 
１人ではどうしようもない状況に陥った。 
だからあなたに連絡させた。 
今は、ちゃんと解決された。 
この症状に関して、もう何も心配はしていない。 
 
 
瞑想とヨガについて 
瞑想は、彼女にとって大きな助けになっている。 
瞑想中、彼女は鏡に映し出す様に自分の姿をよく見詰

められ、私（ハイヤー・セルフ）と繋がれる時間であ

る。 
もしも彼女が自分の本質と直感を信じる事ができれば、

私が彼女に、必要な事を正確に伝えてあげられる素晴

らしい方法。 
日課にし、私に耳を傾けなさい。 
日常生活に、平和の時間を持つのは大切。 
そして明確なもの、些細なもの、全てに於いて輝きを

見付ける必要がある。 
 
ヨガは、彼女の体の状態の為にそんなにしてはいない

が、体の修復や、心を強くするのに役立つ。 
完璧なヨガでなくても、十分役に立つ。 
心と体の合致の為に。 
彼女は強い直感があり、ヨガを通しても十分私と繋が

る。 
只、問題なのは、彼女の心が静まるのに苦労している

けれど、自分を統制して、それなりに上手くできてい

る。 
 
これ迄は鬱症状が治まらず、神経回路が破綻している

為にじっと座り続けるのが困難だったが、今は全て大

丈夫。 
瞑想は、上手くできている。 
自分で決めて、毎日 20分していたが、25分に増やし
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ていいのでは？ 
そして、自分を孤立させないで、コミュニティーに戻

って行きなさい。 
彼女にとっては、それが最も効果的な薬。 
 
 
息子との関係について 
同じ人生を共有しているのは、彼女にとって、この長

男 (14) が、 とても厳しい先生だから。 
彼女が自分の能力や、人生設定、彼女の存在価値を見

失っていると、彼は任務遂行の為の師匠の様になる。 
彼はとても直接的で邪険な師となる。 
彼が彼女の中に弱みを感じると、それを矯正しようと

する。 
毎日、毎瞬、彼は彼女のとても手厳しい鏡となる。 
彼は、極みにある師の様、でも、優しさはない。 
とてもまっすぐ。 
ハード・コアの教師。 
 
それに対して、次男は世界のあちこちに愛がある事を

彼女に思い出させてあげられる存在。 
彼はとても遊び心で満ちている。 
彼の名前はジェイ（Jay）で、ジェーソン（Jason）と
似ているのは、只の偶然でもない。 
  
 長男のハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
 彼は、とても難しい人生を歩いている。 
 彼の母親（クライアント）によく似ている。 
 彼には多くの才能があるのに、それによって

 打ちひしがれている。 
 
 【彼と母親が人生を共有しているのは？】 
 彼は、母親をとても必要としているのに、常

 に人間としての弱みを見付けては、それに挑

 もうとしてしまう。 
 彼は成長したがっている。 
 それが、母親と人生を共有している理由。 
 
 【なぜ、彼は、クライアントに対して厳しい

 態度で接する？】 

 彼はエジプト時代に、女王か何かだった母親

 の面影を無意識的に覚えている。 
 彼らは異なる人生を幾つも共有してきたチー

 ムメイトである。 
 
 【チームメイトとしての役割がある？】 
 共に学び、異なる状況の扱いを互いに教え合

 ってきた。 
 彼らは常に強い関係、緊張感のある関係を持

 ってきた。 
 しかし、彼の母親はそれ程の緊張感を要しな

 い・・・、自分には、彼女の本質については

 それ程分からないが、おそらくそうではない

 かと思う。 
 彼のパーソナリティーは緊張感を持って、力

 強く、コントロールが困難である。 
 彼は、母親として、彼女にとても頼っている。 
 しかし、彼の態度は、本当に酷い。 
 彼は人間の側面についての幾つかの学びを彼

 女に教えている。 
 彼は、母親として彼女を選び、自分を労る事

 を彼女に教えている。 
 彼女は、困難な関係に於いて、なかなか上手

 く対処していると思うが、必死でもがいてい

 る。 
 
 【彼との関係性に於いて、彼女が留意する点	

 は？】 
 彼女は、まず最初に、本当の意味で彼女自身

 を労る必要が絶対的にある。 
 彼が、彼女自身の化身だという事にも気付か

 ねばならない。 
 彼を通して、手に負えない彼女自身の姿を鏡

 に映している。 
 
 【彼女がその点に留意していくと、関係性は

 改善される？】 
 彼女は、完全に彼を救う事はできない。 
 今からは、彼女自身を、彼に対する感情から

 分離しなければならない。 
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 実のところ、彼女がこの大打撃を負った事で、

 彼女は以前よりはよくやっていると思う。 
 彼女が心に大きな打撃を受けたのは、人生を

 向上させる素晴らしい機会になったからだと

 思う。 
 彼女はこれ迄とは違った視点で世界を見、彼

 女のギア・チェンジをこれからしていける。 
 彼らは、一緒に人生を設計した。 
 そして、その設計図は、困難なものだ。 
 母親が妊娠した時に、彼は彼女の胎内に入っ

 て行ったが、妊娠期間中にずっと留まらず、

 心が定まらずに、何度も迷いながら出入りを

 繰り返していた。 
 彼は、この人生が困難なものになる事を知っ

 ていて、本当にこの人生を始める為に生まれ

 るべきなのか迷っていた。 
 彼は、只、母親と関わり、彼女も息子と関わ

 っていく・・・、それだけ。 
 
 【彼の怒りの発露と向き合うという事？】 
 母親が彼女の能力を具現化していない時に、

 それを彼が明らかにして示している。 
 彼の肉体と心は、この世界での時間を大変な

 ものにしている。 
 彼は、まるで彼自身の周りを飛び回る流れ星

 の様だ。 
 まるで星の様に、この世の中に問題を持ち込

 む。 
 彼は地球で暮らす事に困難を感じ、自分に見

 合った場所を得るのに困難を感じている。 
 彼は、全く別次元で物事を操作している。 
 彼は、自分の窮屈な体の中に閉じ籠るのに、

 大変な思いをしている。 
 彼女もそれに振り回されて困惑している。 
 実践的な生活に於いて、全くどうしようもな

 い。 
 彼は学校でも、大変な思いをしている。 
 読み書きが困難なのは、只単に、彼にはでき

 ないから。 
 読み書きの事は、彼の魂には大した意味はな

 いが、学校では、確かに多大な困難の原因と

 なっている。 
 そして、彼が母親を必要としている時に、彼

 は彼女を突き放そうと躍起になる。 
 これからは、彼の母親に、彼が本当に注意を

 必要としている時に、積極的にメッセージを

 伝えていく。 
 彼女に、もっと私からのメッセージに対して

 細心の注意を払う様に伝えておいて欲しい。 
 この特別な人間関係に於いて、無償の愛を基

 盤に、より良いコミュニケーションを発展さ

 せていく事は、とても重要な事だ。 
 逃げる事は、絶対にいい事ではない。 
 この世で起こる事は全て必然であり、全てが

 自分の発展、成長の為の贈り物である事実を、

 よく噛み締めて欲しい。 
 
暗示 
 
 
クライアント 
光の中に、父の顔が浮かんだ。 
父は 3年前に他界した。 
今、その父が側にいる様な気がする。 
 
 
 父との対話のイメージ 
 私の娘（クライアント）の為に尽力してくれ

 て、ありがとう！ 
 自分が死んでからの時間は、殆ど娘と一緒に

 過ごしてきた。 
 娘がこんなにも苦しんでいる時に、肉体を持

 って側にいてあげられない事が私には辛かっ

 た。 
 彼女が私の元を離れたのは、まだ 10代の時だ
 った。 
 私はずっと彼女を愛し続けてきた。 
 「君はよくやっているよ。でも、もっと本音

 を話しなさい。毎日、その日、その日を、も

 っと君の本音、本当の姿でいられる様にベス
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 トを尽くしなさい」。 
 「次の日の事は、心配しないでいい。その日、

 自分のできるベストを尽くすんだよ」。 
 「君のハイヤー・パワーに繋がって、そして

 もっとグラウンディングしなさい。そうした

 ら、全てが良くなっていくよ」。 
  
 私は、彼女の夫を好きになった事は１度もな

 い。 
 彼は、威圧的過ぎる。 
 でも、彼がしっかりと娘の面倒を見てくれて

 いる事も見ていた。 
 彼は悪い人間ではないよ。 
 只、娘とは異なっているというだけだ。 
 まるで、私と、私の弟みたいにね。 
 僕たちも、まるで馬が合わなかった。 
 でも、私は、彼女の夫に怒りを感じている。 
 彼は娘を丁寧に扱ってこなかった。 
 彼は、娘に耳を貸さない。 
 彼は、娘に選択肢を与えようとしない。 
 それでも、彼が彼なりのベストを尽くしてい

 る姿も見ている。 
 彼は、それ以上の事をどうすればいいのか知

 らないだけだ。 
 彼は、決して悪い人間ではない。 
 彼は、自分の人生に於いて、いい手本に恵ま

 れなかっただけだ。 
 
 【いい手本となる為に、クライアントは彼と

 いると思う？】 
 娘が彼により良い道を示す人間なのかどうか

 は分からない。 
 彼女は８年間も自分のやり方で、夫との関係

 と取り組んできたからね。 
 そして、年月とともに、すっかり弱ってしま

 った。 
 だから、本当にもっと自分自身と、自分を喜

 ばせる事に集中していって欲しい。 
 そして、無理矢理にもっと頑張る事はすべき

 でない。 

 瞑想には賛成だね。 
 是非続けて、本音で生きて欲しい。 
 娘は長年、自分の本質に無関係なところで何

 かをしよともがいた。 
 もう、他人の事で思い煩ってはいけない。 
 沢山だ。 
 今日は、本当にいい転機となったよ。 
 
 もう１つ付け加えておかねばならない事があ

 る。 
 彼女が、フランスにあった私の家を売った事

 についていつ迄も悪く思うべきではない、と

 いう事。 
 彼女のせいではないよ。 
 その事について、娘が罪の意識を持つのはい

 けない。 
 彼女は正しい事をした。 
 
 【夫が彼の故郷に住みたがっている事につい

 て】 
 夫がニュージーランドへの引っ越しを持ち出

 して、それが娘の気を動転させている。 
 ニュージーランドの方が、環境はいいよ。 
 NYは、環境に於いては全然良くないが、彼
 女には引っ越しは無理だどう。 
 彼女はどちらにしても、夫といる事に幸せを

 感じていないんだ。 
 もし引っ越しするとして、そうなったら、夫

 にとって最も必要なのは、彼女を誰よりも先

 に安心させ、幸せにさせる事だがね。 
 彼女は苦しむべきではない。 
 彼女はどこに住もうとも、生活に質を持たせ

 る事が肝要だ。 
 彼女が今の現状から抜け出せないという事が、

 私は悲しいよ。 
 彼女はもっと大きな構造の中で、小さな円の

 中に囚われないで、人生を俯瞰しなければな

 らない。 
 そして、彼女自身の本質を信じる事。 
 彼女の名前の意味は“光”、“輝くもの”とい
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 う意味なんだよ。 
 太陽みたいに。 
 さっき出てきたエジプトの名前も、同じ意味

 だったね。 
 不思議だね。 
 
 私は、彼女が私の古い蔵書を何冊か引き取っ

 てくれて、本当に嬉しい。 
 私は、お金を貯めて本屋を営んでいた事もあ

 ったんだ。 
 彼女がいい本を選んでくれて、嬉しい。 
 私の好きだった、いい本を持ってくれている。 
 それから、彼女がピアノをまた弾き始めたの

 は、本当に嬉しい。 
 上手に弾けている。 
 私は、いつも近くで聴いているよ。 
 今日は本当にありがとう。 
  
 
クライアントのハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
彼女の父親は、とてもいい人。 
とても親切。 
 
彼女にはその他にも、沢山のガイド・スピリットがい

る。 
エジプトから縁のある蛇や、人々も。 
直接的でなくても、女王の時に培った多くの幸福な魂

と、常に深い時空を超えたところで繋がっている。 
蛇は、彼女に知恵や分別を授ける。 
 
このセッションは、彼女にとっても、周りのガイドに

とっても、とても有意義で素晴らしい体験だった。 
彼女は、今迄にない良い状態であり、今日、するべき

事は、他に見当たらない。 
これで終了していい。 
ありがとう。 
 
 
 
 

チャクラの調整 
 ハートチャクラの改善 
 スローとチャクラの改善 
 
 
オーラ・チェック 
 今は、非常にいい状態。 
 以前は沢山の穴があって、ネガティブなエネ

 ルギーが出入りしていたが、全て完全になっ

 た。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


