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今回のセッションの目的： 

流れのままに・・・ 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
セッションの記録： 

 
 
クライアントと催眠者に対してメッセージを齎して

くれる存在との対話のイメージ・・・ 
「あまねく存在だ」。 

 
 
＜あまねく存在＞との対話のイメージ 

 
汲み取って貰えるならば、2人に気付きを齎すメッセ
ージが伝えられるだろう。 

 
【以前のセッションで＜グレート・スピリット＞や＜

観音様＞と話をしたが、私たちはいつもそれらの存在

と繋がっているのか？】 
繋がっていない者などいない。 
全員が繋がっている。 

繋がっている実感と繋がっていない実感を持ってい

る者の違いは、＜自我＞だ。 
この世に生まれてきた者の宿命だ。 
＜自我＞の在り方によって、繋がり方が変わってくる。 
＜自我＞は＜分離＞だ。 
その事に気付く者と気付かない者がいるのは、学びの

早い遅いだけの違い。 
いずれは全ての魂が、＜自我の分離＞から解放されて、

いつも繋がっている状態へと導かれていく。 

いつも繋がった状態というのは、＜全ては 1つ＞とい
う事。 
それぞれの魂のレベルに応じて＜一体感＞は異なる。 
この世に＜自我として分離＞して、＜自我＞に執着し

ておっても幻の様に、例え一瞬であっても一体感を感

じる事がある。 
それが人であれ、物であれ、対象と一体になる感覚は、

全て快感として感じておる事じゃ。 
そのレベルが個人から大衆、人間から動物、山や海、

地球や他の星、宇宙、どのレベルでの一体感を感じる

かは、それぞれの魂のレベルによる。 
そのレベルの違いを齎すものは、早いか遅いかの違い

で、回り道をするか、真っすぐ行くか、優劣も損得も

ない。 
それぞれ好むところ、好むペース、好むプロセス、自

由だ。 
全ては自由意志の成すところだ。 

 
クライアントの自由意志の在り方について 
感覚的には少しは見えてきておる。 
この者は言葉で学んできておる。 
それを水先の案内人の様に感じながら自分の内的な

体感によって、体験によって、体験したがっておる。 
自分が閉じ込めている概念や意識、文化、自覚はして

おる…が、自らを縛っている自分の意識と環境が求め
てくる不自由さ、そこで模索しておる。 
言葉や概念を頼りにして体験を求めて、望む様な体験

を手に入れるとは限らん。 
が、行き止まりであると気が付けば、違う道を探せば

よい。 
今世、来世、時間は幾らでもある。 
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が、この者は怠らずに求めておる。 
この者の魂は、ずっと求め続けている。 
自由意志、自由選択によって、求める道を歩んでいる。 
だからと言って、魂の成長が早いのかどうかというと、

比べる対象によって様々だ。 
この者は、早い遅いは気にしていない。 
焦ったところでどうなるものでもない。 

 
あるクライアントのセッションについて（催眠者とク

ライアントが共同で行う別のクライアントの事／以

前、催眠者がその異様なセッション体験から、大きな

学びを得た） 
この者をそのセッションに同席させる事は、少なくと

も彼にとっては良い経験になるだろう。 
今迄に見た事がないもの、触れた事がないものに触れ

るという事だ。 

一緒に行うという事は、少なくとも、あなた方 2人に
とっては得難い経験になるだろう 

 
【クライアントをトランス状態で同席させて、途中で

＜あまねく存在＞に繋げるというのはどうか？】 
不可能ではないが、自分は終始無言で見守っている事

だろう。 
彼女の状態では、こちらから何かを投げ掛けても、難

しいだろう。 
難しくさせている状態というのは、彼女（クライアン

ト）のこだわりが故である。 
執着ともいう。 
過去の自分の心の感覚に執着している。 
その執着のある心の感覚は、彼女自身がしっかりと自

覚しているという訳ではないが、糸口程度のものは目

の前にやっと見え掛けたというところかな。 
只、本人がそれに手を伸ばそうとするかどうかは、ま

だ分からん。 
望んでいるのは、変化。 
変化を望んでおる。 
変化を望んではいても、変化するとは限らん。 

 
生れ落ちる先を選んだ時点で、国の文化、言語、父親、

母親、男、女・・・などは、いったんは宿命となる。 

そういった設定を選んだ時点で、宿命となる。 
それを宿命として生きるか、運命として生きるか。 
運命として生きたところで宿命の外枠は外れる訳で

はない、が、宿命を運命として生きるか、そこに成長

と変化がある。 
そこは、自由意志の成すところだ。 

 
【本人が執着している感覚”の違いは、人それぞれな

ので、私（催眠者）の感覚で、彼女の感覚を捉える事

できないと思うが、それに近付くという事はある程度

はできるとして、そのセッションを通して何か留意点

はあるのか？】 
同調してあげればよい。 
認めてあげる事だ。 
全ての存在の話を聞いてあげればよい。 
本人が望めば、根気よく付き合ってあげればよいだろ

う。 
彼女に憑いている全ての存在と話をする必要はない。 
話を聞いて貰いたい存在があれば話を聞いてやり、そ

して彼女自身の本当の心、魂に少しずつ近付いていけ

れば、後は彼女自身が自分でやっていけるだろう。 
薄皮を剥ぐ様に、根気よく。 

 
【“例の”クライアント、クライアント、催眠者の繋

がり、出会いというのは、何かの計らいがあっての事

なのか？】 
魂の系統が似ておる。全員の。 

 
【“例の”クライアントの体験している事は、私たち

の中にも共通して感覚として持っている事なのか？】 
知っている筈だ。 
感覚として思い出すだけでよいだろう。 
余り使っていないエネルギーであるので、直ぐには思

い出せないかもしれないが、同調すると、同調した瞬

間に自分の中に既にある事が分かるだろう。 
自分の中にある、という事は、すなわち過去の人生の

中で似た様な事を経験しているという事だ。 

 
【それが故に、私たちの元に“例の”クライアントが

来る事になったのか？】 
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彼女の深い深い魂が、感覚を頼りに来ておる。 
深い魂というのは、彼女の魂が繋がっているレベル。 

 
【セッション中に、“例の”クライアントに憑いてい

るダークな存在が私たちに影響を及ぼす事はないの

か？】 
よくよく考えてみなさい。 
憑依者が、何の為に彼女に憑依しているのか。 
そして、その憑依している者は、何を目的としてこの

者に祟ろうとするのか。 
荒ぶる者は通り掛かりの者を巻き込む事がある。 
荒ぶる者は、なぜ巻き込むと思う？ 
荒ぶる者は、自分の中で一杯になってしまい、そのエ

ネルギーの向け処が分からないからだ。 
だから相手が誰であっても、そのエネルギーを渡そう

とする。 
これが、巻き込むという事だ。 
その、強大な負のエネルギーとどう関わっていく

か・・・、元々そのエネルギーが生じた時点に戻るの

が良い。 

 
【強大化した負のエネルギーが、例えばそれが生じた

時点に戻って何らかの気付きがあれば、同じ大きさの

エネルギーを逆向きのものに変える事はできるか？】 
勿論だ。 
憎しみが強ければ強い程、愛も大きくなる。 
セッションの核は、そこにもっていけばよいが、只、

時間は掛かるであろうな。 
幾重にも幾重にも重なっておるからな。 

1つではない。 
1つの小さな核となるものが、同じ様な体験を呼び寄
せ、小さな雪玉が大きな雪玉になる様に、そもそも、

小さな雪玉を生じた所が一度できれば…。 
彼女の今世に限ってではなく、彼女の経てきた全ての

人生に於いて、核となっている所に戻るのが 1番良い
方法だ。 
それは、実は、この様な方法を取らなくても可能では

ある。 
＜今の自分に気付く事＞だ。 
方法は幾らでもある。 

（彼女にとっては）仏の絵を描く事もその方法の 1つ
だ。 
仏を見ようとすれば、仏でない自分に気付く事もでき

ような。 
そなた達も同じじゃ。 
自分が既に光だと体験しているならば、今、体験して

いるならば、光を改めて求めようとはするまい。 
自らの中に闇があるのを知っているから、光を求めて

おるのでは？ 
彼女も同じじゃ。 
セッション中に誠心誠意を以って尽くそうとする心

は、必ず通じる。 

 
【催眠者とクライアントが、この様な形で今生に関わ

り合いを持っている事には、何か特別な意味があるの

か？】 
勿論だ。 
出会った時に抱いた何かしら互いに気になる感じと

いうのは、過去生での記憶が根本にあるからな。 

 
クライアントと催眠者の魂の関係、繋がりを説明でき

る、過去に於いて共有していた別の時代があるのであ

れば、それを示すように暗示 

 
お互いの感覚の中で、求め合ったり共感したりする感

覚、近く感じたり、遠く感じたりする事もあるだろう。 

 
 
共有していた人生のイメージ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 

 
剣を持った戦士の姿。 
誰なのかは分からない。 
中世。 
オーストリア、またはスイス？ 
身分が高い戦士。 
鎧を着ている。 
若い。 
男の中に混じった甲冑の中には女性。 
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あなた（催眠者）。 
勇敢な戦士、きりっとしている。 
使命感に燃えている。 
攻めて来るものと戦っていた。 
自ら戦争を仕掛けた訳ではない。 
城を守る、近衛兵の様な、王族か貴族の娘。 
気高い。 
自ら志願して戦士になった。 
家族、一族を守る使命感。 

 
自分の姿は、はっきりは見えないが、少なくとも兵士

ではなかった。 
城の中にいる。 
城の中にいて、いや、見守ってはいる。 
貴族？ 
髭を生やしている。 
自分の方が少し年配。 

 
この後の出来事のイメージ 
滅んだ。 
攻め滅ぼされた。 
内通者がいた。 
他国から送り込まれた者？ 

 
自分は神父だった。 
城仕えの。 
皆に、神の名の下に於いて、天の神を説いている。 
安心させている。 
一方、戦士は勇敢に戦った。 
敵を恐れる事なく、勇敢に戦った。 
当時の神の意識？ 
自分は生き残った。 
あなた（催眠者）の亡骸に取り縋っているわ。 
胸が張り裂けそうに辛い。 
悲しみで一杯。 
あなたは戦いの混乱の中で、誰が誰かも分からない状

況の中で、刺されて亡くなった。 
喉を刺された。 

 
王国の名ははっきり思い出せないが、土地か家名が

“ハウスブトラー”？の様な響き。 

 
生き残った後は、放浪していた。 
放浪の理由は、（聞き取れず）。 
その当時のキリスト教の神にもの凄い疑問を持ちつ

つ、でも、その神を捨てる事もできず、自分が神父で

ある事も捨て切れず、かといって神父である事に誇り

や意義も見出せず、只、放浪していた。 
説教をする事もなかった。 
もう、自分の中が崩壊している様な感じ。 
崩壊してしまったと感じた、その核となる出来事は、

城が落ち、戦士や沢山の人が死に、神に沢山の問い掛

けをしたけれども、神からは何の返事もなかった。 

 
放浪先で死んだ。 

36歳。 
胸を病んだ。 
呼吸が苦しくなって、そのまま。 

 
セラピー 

 
やはりこの人生でも怒っている。 
なぜだ、なぜだ！	 と。 
何で皆滅んで、自分も滅んでいかねばならないのか、

と、キリスト教の神に怒って叫んでいる。 

 
体を離れて…、光の中に 
何人かの顔見知りが出迎えてくれた。 
懐かしい。 
あなた（女性戦士）もいる	 －	 にこっとして「おか

えり」。 

 
この人生を終えてみて、＜人と人が争わずに済む道は

ないのか＞・・・、これが今生のテーマの 1つでもあ
る。 
人と争う位なら、自分が引く	 －	 これは勝手にそう

なっている。 
自分が引いた方がまし、ではあるが、でも、内面はそ

れでは収まる訳ではない。 
表面的には争いは起こらないが、自分の内面的には、
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穏やかでいられない。 
そこが次の課題。 
今はその部分で学んでいる。 
まあまあ上手くいっている？ 

 
問い掛けに対して返事を返さなかった、自分が信仰し

ていたキリスト教の神に、光の中から問い掛けてみる

と・・・ 
返答なし。 
おれへんのちゃうかな・・・？ 

 
・・・「あまねく存在」が。 

 
＜あまねく存在＞との対話のイメージ 
神は、自分以外の所に在るものではなく、自分の中に

も在る。 
そして人の中にも在る。 
教会の神に問うのもいいが、それと同じ事を自分に対

して問い掛ける。 
その事に気付いて欲しかった。 
彼の意識は外に向いておった。 
外の神に。 
そうじゃない。 
自分の中に、人の中に、神を見ようとする事を学んだ

筈だ。 
外に向かって「神よ」と叫んでも、そこには何もない。 
死ぬ迄、外の神に向かって叫び続けたが、何も得られ

なかった筈だ。 
＜自らの内に神を感じる、見付ける＞	 －	 今生の課

題の 1つだ。 
 
神父の魂として・・・ 
【今の＜あまねく存在＞のメッセージは、答えになっ

たのか、納得する事ができたのか？】 
人が神を作ったのだ。 
人が作った神は、人を苦しめる。 
人が感じる神は、人を豊かにする。 

 
罪の意識がある。 
神の教えを説きながら、自分の心の中に生じる神の教

えとは違うという思いは、懺悔をしても、懺悔をして

も、それは消えなかった。 
罪深い人間であると神は申される、と教えられた。 
罪深い人間であると、自らもそう思いつつ、・・・が、

そうじゃない。 
もっと自由なものだ。 
神に関しては、今生もそれを感じ取ろうとする人生を

歩んでいる。 
神の教えも仏の教えも、“それを手掛かりに得る体験”

を体験している、今はそのレベルかな。 

 
神父からクライアントへのメッセージのイメージ 
正しい事を言おうとするな、という事。 
言葉で人を支配したり導こうとしたりする事は無駄

な事だというのが、だいぶ分かったと思う。 
もっとも、人が変わるのは、共鳴、感化、感動という

情念、情思、その様な感覚も体験する事が、いわゆる

神事でいう禊にもなる。 
人から受けた汚れも、自らが作り出した汚れも、何か

に触れて感化、共感、感動する事で浄化される。 
共感、共鳴する対象というものを自分が今、快（介？）

とするものを見付けておく。 
自分の中に愛や慈悲をしっかりと体験して、そこをず

らさない。 
ずらさなければ、憑依やネガティブなものからのエネ

ルギーは受けなくなる。 
だいぶその辺はずれにくくはなってきている。 

 
もっと楽しむ事、遊ぶ事。 
神父の人生では楽しみや遊びは少なかった。 
禁欲的だった。 
楽しみや遊びから得られるエネルギーは、人を生き生

きさせる。 
そのエネルギーで、また人は感化される。 

 
暗示 

 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
【クライアントと催眠者の魂は、色々な時代を通して
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関わり合いを持っていると理解していいのか？】 
大きな川を一緒に流れている。 

川は何本もあるが、1つに纏まった大きな川を一緒に
流れている。 
お互いに学びを得る事もあるし、人生の彩り。 
お互い、接したら不快ではない。 
むしろ、好感が持てる。 
そんな人が周りに沢山いる方が嬉しいではないか。 

 
 
以前のセッションで詳細に“蘇我入鹿”の人生を再体

験したが、その人生の終盤へ・・・ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 
広い、大きな屋敷、板間。 
沢山の人が座って、正面に自分がいる。 
外では、沢山の人が集まって、がやがやと言っておる。 

 
自分は入鹿じゃの。 

20代の終わり～30代。 
人前に出る時は、彩がある服を着ている。 
金や赤などの暖色系、黒も使っている衣装。 
普段は質素。 
生成りの麻か木綿の様な服装。 
余り刀を持つ事は好んでいない。 
重いから。 

ここは集会場。 
合議の場。 
よくここに集まっている。 
政治の場。 
それを取り仕切っているのは自分。 

この立場は 10代後半～20代始めの若い頃から、この
立場にいる。 
一族が力を持っていたから。 
自分の前は、私以外の一族の長が仕切っていた。 
別の一族から力が移った。 
（その一族は）外来人。 
自分はこの国で生まれている。 
が、外来人は血縁者に沢山いる。 
現在の韓国。 

ユダヤ？ 
彫りの深いのも時々いる。 
自分の顔立ちは、何となく秀吉の様な猿顔だった。 
何となく。 

 
自分の地位について、思う様にならない。 
色んな事を言う人間が沢山いる。 

1つ何かを主張すれば、必ず反対する意見が 3つ 4つ
と現れる。 
取り纏めるのが大変だ。 
自分の周りにいて、発言の影響力を持っているのは、

絶対的には天皇。 
その親戚。 
天皇の事は「帝」とお呼びしている。 
帝とはいい関係を築いている。 
友好的に接し、信頼を得ている。 
合議に帝が同席される事もある。 

 
この日の合議では、治水工事について。 
どこの治水をやって、どこに請負を任せて、その水を

もって、国を、田畑を豊かにする。 
田畑の所有者は、自分の所に治水に有利な力を及ぼそ

うとする。 
取り合い。 
水の取り合い。 
治水工事の取り合い。 
皆が豊かになりたい。 
自らが豊かになれば、金を生み、力を生む。 
さすれば、取り纏める力も強くなる。 
取り纏める力が強くなれば、国が治まり、平和になる。 
自ら政治の場におりながら、自らに、もしくは自らの

部族・一族に有利な政治をしたのはその為。 
一族の望み。 
先ず自分が力を付けないと他の一族を取り纏める事

などはできないと思った。 
が、滅ぼされた。 
自分に有利な政治を行ったから。 
自らが我が一族が富める政治を行った。 
不利な側の奴に殺された。 
その者は俺を殺した後、その者が今度は自分と同じ事
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をやった。 
自分は頓挫したけれども、自分を殺してその後を継い

だ者は、最後まで永遠自分を富まし、天皇を凌ぐ勢い

にまでなった。 
物部一族。 

自分が殺されたのは 20代後半～30代前後。 
騙されたのだ。 

 
人生最後の場面のイメージ 
屈辱的やね。 
会議をする大きな広い場所にいる。 
沢山の人が並んで座っておって、自分は前の中央に座

っておった。 
自分が中心の会議。 

本日、この事が起きるのを知らないのは自分 1人。 
後ろから数人の者が出て来て取り押さえられ、皆の前

で首を討たれた。 
あっという間。 
取り押さえられて直ぐに首を刎ねられた。 
状況は分からないまま。 

 
全てが靡きつつあると思っていた。 
自分の方に。 

 
自分の首を刎ねたのは若者。 
名前は知らないが、誰かの息子だ。 

 
自分の首を刎ねた若者との対話のイメージ 
自分が首を刎ねた。 
政治の流れを変える為。 
新しく起こってきた大陸半島の動きと、この

地域の政治とを合わせる為。 
この者がおっては事が進まん。 

 
【事が進んでいない状況を、彼の首を刎ねる

事なく合議する事はできなかったのか？】 

彼 1人が同意したところで、必ずその取り巻
きから反対者が出てくる。 
（聞き取れず）～いるあの者を殺害する事で、

まずは求心力を削ぎ、徐々に潰していく。 

彼は求心力になっておったから、彼を見せし

め的に殺す事で、自分たちの目論見は上手く

いった。 
この者が求心力を持っていたのは、一族の中

でも最も力を持っていたから。 

1人の殺害で風向きがぐっと変わり、その後
は次々と殺していった。 
蘇我の一族を。 

 
仕方がなかった。 
人を殺す事は正しいとは思わんが、ああする

より他はなかった。 
自分は物部とは所縁があるが、その一族では

ない。 
自分の父は蘇我入鹿と顔見知りであったが、

快く思っていない相手であった。 
自分には個人的な憎しみなどはないが、力、

勢力の争い、争いではないがそういう関係に

あった。 
この後自分は徐々に物部と縁を深めた。 
功労が認められたのもある。 
（さぶろう、くろう、ろうの付く名前？） 

 
セラピー 

 
人生の最後に心に抱いていたネガティブな感情、エネ

ルギーを取り去って、代わりに入れたいものは、＜滞

る事のない、常に流れている透明な水＞。 

 
自分の首を刎ねた者、その場にいた人間の、大きな流

れの中で担っていた役目を理解し許すと同時に、無意

識のうちに自分をその立場に追い込んでいた自分自

身を許す。 

 
死後のイメージ 
体を失って、光には行かず、しばらくは復讐を企んで

おった。 

地上の時間でいうと 10～20年の間。 
怒りまくっておった。 
あの場におった皆に対して。 



 

 8 

霊界でも地上界と同じ様な構図になっていた。 
我が一族とそうでない一族との、魂の集団という

か・・・えらい事になっておった。 
はー、そうやったんや。 
自分の一族の中におる時は安心で心地良いけれども、

こっちの世界（死後の）に来ると、24時間ずっと不快
の中にいる状態。 
争いや不快な事を、・・・時間は関係ないので、永遠

とやっていた。 
死んだ時の魂の状態のまま留まっている感じ。 
その場にいる間中、同じ状態のまま。 
霊界でも揉め事をやっていた感じ。 
他の部族、一族との・・・。 

個々の魂が、1つの大きな集団になっている様な。 
そこでもやっていたなあ・・・。 
光には行っていない。 

 
【霊界での魂のせめぎ合いは、いずれは終止符が打た

れ、浄化していくものなのか？】 
やっている奴は、今でもやっているぞ。 
その場に留まって。 
自分は抜けたけれど。 
自分で抜けようと思ったから。 
時間の感覚はない世界。 
地上ではどんどん移り変わっていくが、霊界では全く

死んだ時と同じ状態のまま。 
変化する時もあるみたいだが。 

 
霊界の一族のぐちゃぐちゃの状態から抜けようとし

たきっかけのイメージ 

もう 1回生まれ変わって、「やろう」と思った。 
志半ばにして殺されてしまったので、もう 1回生まれ
変わって、続きをやろうと思った瞬間、上がった。 

 
【自分の個の魂が決心して浄化するきっかけとなっ

た事は、周りの魂への影響とはなるのか？】 
影響があったかもしれない。 

とにかく自分は、もう 1回やろうと思った。 
自分の自由意志。 
思った瞬間に、今迄のものと合わなくなってくる。 

噛み合わなくなってくる。 
波長が。 
戻ろうと思ったらあっという間に戻るのだが、離れる

のがなかなか難しい。 
しんどい。 
皆それを引っ張ってくるから。 
反対のエネルギーで行こうと思えば、相当グーっと集

中しなければ難しい。 

 
【その強いエネルギーに抗うだけの大きなエネルギ

ーを持ち得ていたのか？】 
彼らと同調していても仕方がない。 

どうしても、いったん抜けて、もう 1度やり直したい
という、その思いが強かった。 
自分は抜けたが、今現在に至っても、まだ抜けていな

い魂がいると思う。 
彼らにとっては、時間は関係ない。 
自分は滅ぼされたから、また生まれ変わって、またや

りたい、統治の方向で・・・という、国を纏めて、一

族を豊かにして、というのをもう 1度やりたいという
のを願い、繰り返した。 
そして、またそういう立場に生まれ変わる事ができた。 
神官になった。 
日本で。 

 
光に戻って、入鹿の人生を振り返ると 

この人生の意味としては、1つはお役割があった。 
個人のというよりは、一族、地域に天から与えられた

お役割があった。 
それは自分で生まれる前に同意して、自分で選んだ。 
こういう集団が幾つもあった。 
蘇我の一族を選んだのは、縁があっての事。 
権力。 
権力を求める自分の気質に合った。 
権力は結構、魅力的。 
今の人生でも。 
蘇我一族の権力に惹かれて選んだが、末路までは自分

の計画には入っていなかった。 
そこの部分は、流れの中でそうなった。 
自分の自由意志で選んだ体に入った。 



 

 9 

その後、幾世にも、幾世にも生まれ変わって、この国

だけではなく他の国にも生まれ変わった。 
この国に生まれ変わってきて、やはり権力者として権

力を与えられて、人を束ねて、只、その権力も前の様

に殺されるという事のないものだが・・・。 
神官。 
神官も幾度か繰り返している。 
上が変わると、下が変わる、という目に何度か遭い、

左遷もあった。 
今回の人生にどの様な影響があるかというと、権力は

魅力ではあるのだが、いつどうなるかは分からない、

という事を学んだ。 

 
“入鹿“から今生の自分へのメッセージ 
偽るな。 
損得で考えると、偽るのは＜自分の本心＞。 
自分を偽らなければならなくなる。 
それは損得も大事ではあるが、自分の本心を大事にし

た方が良い。 
入鹿の人生では、相手の一族を取り込む為、自分の一

族を取り込む為に嘘をついたりとか、策略が多かった。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
個人で生きた時もあったが、全体的には、政治にしろ

宗教にしろ、権力に絡む人生が多い。 
権力、政治、神事・・・、多かった。 
今の人生の核なる部分に、その資質がかなり関係して

いる。 
これがまた＜高慢さ＞にも繋がっていて、学ぶ事が 
満載だ。 
苦しみの先には喜びがある、と分かっておっても 
進むのにはなかなか勇気が要る。 
この年になってやっと、今迄の足の歩幅よりも 
少し大きくする様にはなったかな。 
それはいい事だ。 

 
＜アセンション＞について 
（クライアントが、＜アセンション＞関係のイベント

に招待されて行った事について） 
この者は、よく分からない、ピンときていない。 
そこの出席者は、皆理解している様ではあった。 
よく分からん。 
その理由というのは、“どこのレベル”の集団である

か、という事。 
エネルギーはどこから受けているのか、という事。 
やはり、この者は、余りピンとこないままでは、物事

に深入りはしない。 
＜ノアの箱舟＞の様なものかな。 
＜ノアの箱舟＞の様なもので、＜アセンション＞とい

う箱舟に、1人でも多くの人を乗せてあげたいと彼ら
は思っておるのだろうな。 
ところが、本当にそれは＜ノアの箱舟＞かどうなのか、

という事。 
誰も確かめようがない。 
でも本人たちは、これが＜ノアの箱舟＞だと。 
何でもありだね。 

 
＜あまねく存在＞との対話のイメージ 

 
（今の話をもって・・・） 

＜ワンネス（oneness）＞の世界。 
陰と陽、相対的なものなく 1つである。 
世界は愛である。 
愛のエネルギーを受け取る事ができれば、目醒める事

ができる。 
目醒める事ができれば、人類も地球も宇宙も、全て変

化や成長を加速する。 

その流れが 2012年だった・・・、大きな変化を起こ
したと彼らは主張している。 
が、準備のできていない者は、かえって苦しむ事にな

るだろう。 
準備というのは、“それだけ自分の自我というものを

自覚していないと”、という事だ。 
その準備なくして＜アセンション＞の事にだけ集中

するのは、＜逃避＞だ。 
＜アセンション＞はいつも起きている。 
集合意識体、大きな集合意識体のレベルで。 
只、節目はあるが。 
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【それが今年だという人もいるが？】 
今年は何か大きな事が起こりそうだ、確かに。 
明暗がはっきりするだろう。 
＜アセンション＞は、特にこだわらなくていいもの。 
皆で集まって議論する様な事ではなく、もっと個人レ

ベルで、地球の事を考え、大自然の事を考え、地域の

事を考え、他人の事を考える前に、先ずは自らを開く

事だ。 
自分の目が閉じておるのに、世界がどれだけ素晴らし

くても、見えないだろうが。 
＜アセンション＞に関しては、この者はそれ程興味も

持っておらぬし、これ以上留意する必要もない。 
この者は、まず自分から、と思っている。 
世界はまず、自分から、と思っている。 
まず、自分の目が世界を在りのままに、在るがままに

見られる心の目を・・・と、望んではおる。 
皆に見えている世界が、それぞれ同じ世界だという事

ではあるまいに。 
だからこそ、皆、人間は揉める。 
皆が同じ感覚で世界を在りのままに見、その上でそれ

ぞれの思いの違いを認め合えれば、争いは起きない。 
個人はもっと豊かになる。 
＜アセンション＞のイベントを“体験として”体験し、

その上で、自分の道はこちらではないという気付きが

あったが。 
勿論＜アセンション＞に囚われる事を有意義と感じ

る者もいる。 
例えば政治の世界。 
仮にその人間が縁と力があり、国政に参加できる者も

いれば、市政とか、地域の政治に参加する者もいる。 
それぞれに器があって、エネルギーがあって、ご縁が

あって、色々な関係性の中で、ある者は国政に携わり

上から大きな影響を及ぼし、そうでない者はそれに見

合った市町村で下から支える。 
どれがなくても、どれもなくてはならない存在。 
彼らは＜アセンション＞は、上から、そして、国政に

も政党がある様に色々な＜アセンション＞と言って

いる者たちの中でも、考え方は様々な筈。 
この者はそこに余り興味がない。 

 
先祖のガイド・スピリットとの対話のイメージ 

 
自分は「鍼をこよなく愛する者じゃ」。 
あの酒好きの爺じゃ。 

 
催眠者の個人的な事についての質問／催眠者の首と

腰の痛みについて 
この者（クライアント）はちゃんと分かっておるぞ。 
只、おぬしができていない。 
先ず、心と体の繋がりじゃ。 
そこを見る事じゃ。 
意識を向けようとしても、皆、大抵は自分の事は分か

らないもんじゃ。 
この者もそうじゃ。 
人の事はよう見えるが、自分の事はなかなか見えてお

らんぞ。 
【催眠者の痛いところは、体の支えになるところばか

りなのだが】 
部分で見ない。 
全体のバランス。 
おぬしの体は、車のボディ。 
意識は運転手。 
運転の仕方が悪い。 
運転者の意識。 
そうしたら、車も変わるの。 
なんぼ車を手入れしても、運転が荒かったりすると、

ボディは痛むの。 
歳がいけばどうしても老朽化はするが、上手に使えば

死ぬ迄快適に使えるぞ。 
あっはっは。 

 
今迄この者にどう言われておった？ 
【気が上がって降りてこない、と。】 
自分を追い詰めたらいかん。 
結構追い詰めて、無理する。 
根本的な意味を問い直してみてはどうじゃ。 
おぬしの価値とするものの。 
これが価値のあるもの、これが素晴らしい、というも

のは、本当にそうなのだろうか、と改めて問い直して
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みればどうじゃな。 
あれもしたい、これもしたい、というのはある意味で

欲だ。 
あれが食べたい、これがしたい、あそこに行きたい、

ここに行きたい、全て欲だな。 
欲も、なければ死んでしまうが、過ぎると毒だぞ。 
それでもいい、と、本人が納得すれば、それもその人

生。 
限界まで自分がやりたいという事をやって、体を脱い

でまた生まれ変われば、そういう生き方もある。 
な。 
しかし、それはな、切ない。 
わしは好きな事をしておった。 
基本はうろうろしておったな。 
人にも色々言われたがな、自分が機嫌良く生きる事を

1番にしたさ。 
まだまだおぬしは若いがの、だんだんと体の衰えと伴

に、車の運転の仕方を変えていかねばな。 

もう 1つ届け切れない感じは残るが・・・、こちらが
言わんとする事と、伝え様とする事と、おぬしが知り

たいと思っている事・・・、もうちょっとじゃの。 

 
家系図が合致しないという事は気にしなくていい。 
先祖を大事にする気持ちがあればいいのじゃ。 
敬う気持ちがあれば。 
その辺は大丈夫。 
色んな加護を受けておる。 
人には何を言われてもいいが、思いっ切りやるが良い。 

 
【今後のセッションに同席する時に、側にいて見守っ

てくれるのか？】 
わしも行くのか？ 
ははは。 
多分この者の意識の中に、ちらちらと自分が出てくる

と思うぞ。 
呼ばれずともな。 
何かあれば、（自分が）伝えるのは良いぞ。 
（催眠者の見えない世界の事なので） 
ややこしいのお。 
もう、札でも貼っておけ、ぱちんと。 

額に貼ってやれ。 
彼女（“例の”クライアント）のじゃ。 
それ位のノリでいいのではないか。 
これ位の感じで話をする具合でいいのではないか。 
まあ、なかなかややこしい。 
ちょっとずつ。 
距離は一ぺんに詰めようとせずに、少しずつ、少しず

つ。 
向こうも怖いよ。 
勿論向こうも怖がっている。 
未知なる自分の部分と向き合うのじゃ。 
皆、一緒じゃ。 
大丈夫、大丈夫。 
とりあえず、わしは去るぞ。 

 
 
この仕事を通じて自分がどうなりたいか、を、もう 1
度再確認、という感じのメッセージが・・・。 

お互い、2人共に共通の課題。 
自分も、この鍼の仕事を通して、自分がどうなりたい

のか、あなたも絵の仕事、セッションの仕事を通じて

自分がどうなりたいのか、どういう感覚になりたいの

か、何を味わいたいのか、そういう感じかな。 

 
 
観音様との対話のイメージ 

 
何でもやってみなさい。 

 
【“例の”クライアントのセッションの後、鍼の診察

時に、自分でも全く思ってもいなかったアイディアが

突然湧いて、それが口を突いて出てしまい、結果、再

びクライアントと共に“例の”クライアントのセッシ

ョンに挑む事になったのだが】 
ここは、難しい問題でね。 
そもそも、メッセージを受け取った“私”、その“私”

はどっから来た？ 
“私”って、どういう存在？ 

 
【＜あまねく存在＞の一部でしょうか？】 
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＜あまねく存在＞、この世に個として生まれてきた自

我、“私”が“私”と呼んでいる存在、自分と思って

いる存在は、今回この世を終えれば、いったん捨てね

ばならぬな。 
しかし、今世の自我は来世の魂の一部になる。 
そうした時に、自分の心に浮かぶ事は、何かに反応し

て動いた結果なのか、深い所から湧き上がってきたも

のなのか、ここの見極めが難しく皆感じるであろう。 

心の動きも、いつも見詰めているもう 1人の自分、今
しばらくはこの 2つの自分を感じているのが良いであ
ろう。 
次第に答えは見えてくる。 
次第に答えを求めなくてもよくなってくる。 
自分に素直になる事への恐れもなくなる。 
直感的に自分が感じられたものを、自分が良しと 
できる。 

 
【直観に従った自分は、最善の道を選んだという事な

のか？】 
例えそれが遠回りであってもな。 
どんな場合であっても。 
必ず何かが得られる。 

 
【同様に、今後のセッションに同席する時に、側にい

て見守ってくれるのか？】 
＜あまねく存在＞と同じく、自分もどこにでもいて、

常に見守っておる。 
この者も、私ももっと修業が進めば、そのままで私を

表現できる様になるだろう。 

 
【観音を表現する、という事はどういう事なのか？】 
あなたがすなわち、観音の化身となるという事。 
例えセッションの時だけでも、そういう自分を目指し

て下さい。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
先程の観音の言葉に集約できるのではないかな。 
自らが神を映し出す観音となり、自らを救い、人を救

い、ともに手を取り合って明るい方向に歩いて行ける

ように、宇宙の精霊たちは、皆それを願っている。 

 
今回のセッションは、もうこれでよろしい。 
暗示 

 
 
 

 

 

 

セッション後のクライアントの感想など 

 

フルーデとき子様 

こんにちは！ 

お忙しい中、わざわざ記録を作ってくださり、ありがとうござ

います。改めて読み返すと、覚えていないところが多々ありま

した。 

とき子さんと僕は、自分の中に神・仏を見つける、感じ取れる、

体現する流れにあるのだろうかと思いました。 

今の僕でしたら、息が身、生き仏として、自我の欲に走るだろ

うなぁ〜、何て思ったりして。 

（中略） 

今日は朝から自宅で一人なので、しっかりと座って瞑想できま

した。セッション後の瞑想は、上手く表現できませんがなかな

か良いのです。なんか気持ちよいというかなんというか・・・

時間はあっという間に過ぎます。 

 


