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【解決、軽減、解消したい事項】 

 

“女性性”を出したい女性と、“男性性”を出したい自分

との距離感 

弟とその妻との緊張感を持った関係 

人のエゴが気になる 

講座を始めるというチャレンジ 

未来世 など 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

療法の記録： 

 

 

 

 

光の中のイメージ 

 

紫色の光。 

リラックスしている。 

光というか、紫。 

漂う。 

紫だけど、洞窟の中の様な場所。 

天井部分が開いていて、空が見える。 

その空も紫。 

高貴な紫色。 

見方によったら、少し不気味な感じもする。 

自分自身は、心地良い。 

黒い洞窟から出て、上に行きたい。 

上昇していくと、ずっと紫色の景色。 

赤紫っぽく変わってきた。 

洞窟はもう見えない。 

日本列島が見える。 

日本はかわいいなあと思っている。 

綺麗な国だなあ。 

 

【この国に生まれて、どう思う？】 

何て幸運な事だろう、と。 

 

【この国に、あなたの存在を通して、何を齎した

い？】 

“愛”を伝えたい。 

まだ今は伝えられていない。 

自分が躊躇している。 

小出しにし過ぎている。 

未だ冷静な自分がいて、その役目は自分でいいんだ

ろうか、と思っている。 

もっと勉強したい。 

でも、出す事もすごく勉強になるという事も分かっ

ている。 

それでも、「出さなくては、表現しなければ」、と

思っている。 

 

【クライアントが伝えたい“愛”というのは、この国に

とってどれぐらい有用なのか、日本に問い掛ける

と？】 

日本は“世界のモデル”なので、地球全体に効果があ

る。 

 

それは、心理学とかを学んで、教育や家族といった

土台が大切な事がとても分かった。 
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僕は男だけれど、今でも、母を悦ばせたいと思う。 

男の子は恥ずかしくて、そんな事は口には出さない

けれど、それは多かれ少なかれ、日本の男の子は皆

そうだと思う。 

女の子もそうだと思う。 

特に小さい頃は、男女似ているところもあるので。 

皆、父親を尊敬して、母親を悦ばせたいと思ってい

ると思う。 

父親には“よくやったな”と褒められて、母親のご機嫌

な顔を見ているのが幸せなのかなあ、と。 

 

【あなたの“愛”の形は、まずはそこから始まる？】 

まずはそこからだと、僕は思います。 

自分の人生を振り返って、まずは、＜1 番身近な場所

にある愛から固めるのが大切＞だと。 

 

【あなたの紆余曲折のあった幼少期の体験は、その

事を身をもって理解する為だった？】 

はい。 

それもあったと思う。 

 

更に上昇する。 

地球全体を見渡す。 

 

【あなたの愛で、この星にどんな貢献ができる？】 

地球全体をピンク色に包む感じ。 

笑顔、笑い、別の視点、冒険、勇気と、＜生きる悦

びをこの星で感じる事、他に人にも感じさせてあげ

る事が、地球への貢献＞。 

 

【それを聞いて、地球は何と言っていると思う？】 

「今は、それをする時だね」、と。 

 

 

この星に最初に来た時のイメージ 

 

海の中。 

青い海が見える。 

気持ちがいい。 

水が綺麗。 

人魚っぽい？ 

体は人魚。 

人魚と思ったら、人魚になった感じ。 

女性。 

ブロンドで、青色の鱗が付いた魚の下半身を持って

いる。 

“持っている”と思ったら、そんな体を持っている感じ

がする。 

 

元々は、虹色のエネルギー体。 

ボールの様な丸い形。 

体は、無いというよりは、何にでもなれるけれど、

地球では宇宙人ぽく見せる事もできる。 

その時の姿は、爬虫類みたいな大きな目で、イグア

ナみたいなカメレオンみたいな感じで、緑色。  

 

【虹色のエネルギー体でいた場所は？】 

シリウス A。 

 

 

シリウス A でのイメージ 

 

お釈迦さんの様な人がいる。 

背中の方が、後光みたいな感じに光っているので暗

く見えている。 

皆、菩薩とか、そういう様な感じ。 

ここでの生活は・・・、相談していたりした。 

銀河や地球の事について。 

これから地球をどうしようか、という話を今してい

る。 

宇宙にとって、地球はとても大事な場所。 

大事な星。 

それは、こんな奇跡の星はないから。 

色々な意識が地球でぶつかって、交わり合って、融

合して、成長する。 

そういう星は他にない。 
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だから、地球を良くする為に地球に行って、役に立

つのはいい事だ。 

そして、誰が行くのか、という様な事を、仏さんの

様な顔をしながら話している。 

何となく、神様の様な感じの雰囲気。 

 

【人間に理解し易い様に、そういった視覚化を取っ

ている？】 

はい、そんな感じ。 

自分達は、本来は虹色の光のエネルギー体。 

全員が本当に美しい虹色。 

プリズム的というか。 

 

【なぜ、あなたが地球に？】 

僕が地球に行く理由は、地球に行って、地球と一緒

に自分も進化していく為。 

だから、僕は 5 万年前からずっと地球に来ている。 

 

それと、シリウス B との戦いもある。 

“愛の戦士”だけれど、“悪”もあって、そこをどうする

か、という事。 

 

【“悪”はどこから来ている？】 

シリウス B から。 

実際は、そっちの理由もある。 

 

【シリウス B の方の住人はどんな姿？】 

B の人は、パッと出て来たイメージでは、“ダースベ

ーダー”みたいな感じ。 

A の方の人は、どんな姿にもなれるけれど。 

虹の光みたいな感じで。 

 

【シリウスは何次元？】 

A の方は 11 次元。 

B は 8 次元。 

 

【どうやって地球に来る？】 

瞬間移動。 

【11 次元の世界から 3 次元の世界に来る心の準備は

できている？ 異次元だという事を知っていた？】 

いやあ、何となく、「君、行きなさい」という感じ

だったんで。 

知らなかった。 

 

【来てしまったら、地球に入るしかない？】 

そう。 

仲間も一緒に沢山来た。 

 

【地球に何を齎す為？】 

＜“愛”という方向性への進化を齎す＞為。 

それと、B との兼ね合いもあって。 

B の人も沢山地球に来ているから。 

 

【B の人が地球に来たら、何を齎す？】 

そこは、“悪”という風に言われているけれど、“悪”と

いう事で、同時に調和がとれる。 

 

【陰と陽みたいな感じで？】 

そう。 

 

【地球の進化の為に“悪”も必要不可欠？】 

そうですね。 

必ず必要。 

その為に、一緒に来ている。 

 

【地球で出会った時に、お互いに認識できる？】 

そこは、なかなか分からない。 

人間の形を取ったら、分からなくなる。 

 

【そこも含めて、学びに繋がる？】 

そうかもしれない。 

B も必要という事。 

 

そして、自分は“愛の戦士”。 

初めて地球を見た時、大地が燃えている様に見え

た。 
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オレンジ色の火に包まれている。 

熱い。 

パッション。 

火山が噴火しているみたい。 

イタリア？ 

激しい感じ。 

人類はいるけれど、まだ猿っぽい。 

自分達が来たから、これから人間らしくなっていく

感じ。 

 

【猿人っぽい人々は、“愛”という概念を持ってい

る？】 

いや、もっと本能的な部分が強い。 

只、でも、子供を守るという様な感覚は持ってい

る。 

 

【あなた達が来た事を彼らは認識して、何らかのコ

ミュニケーションを持ったりしている？】 

認識はするけど、まだしっかりとした言葉を話せな

いで、ウォッウォッという感じ。 

それで、「ああ、こういう状況なんだな」と思って

いる。 

それで、これからコミュニケーションをとる為に、

言葉を話していかないといけないな、と思った。 

彼らは、食べるのに精一杯で、激しく荒っぽい。 

 

（時間が進んで） 

自分も、狩をしたり、草原を歩いたりしている。 

自分も彼らと同じ様に、ちょっとゴリラっぽい姿。 

骨格がはっきりしていて、毛が多くて。 

 

この人生の意味は、この地球の現状を知る為。 

かなり原始的だから、本能的に妻・・・というか、 

“メス”と交尾をして子供が生まれて・・・、“哺乳類”

という感覚に近い。 

そこから、知能を持って、野性的な生活の中でも秩

序みたいなものを作りたいなと思った。 

 

【シリウスの時の意識というのは、原始的な猿人の

中にも保たれている？】 

その人生体験の最中には分からないけれど、シリウ

スから見た時の俯瞰した感じ。 

 

【あなたの猿人としての体験は、情報としてどこか

に伝えられる？ あなたに、その意識や人生を体験

する目的の理解がないと、せっかく来たのに、その

意味がないのでは？】 

それは、その生を終えた時に、大きな意識体に還る

ので。 

それでまた別の人生を体験して、死んだ時に更に上

の意識体に行って、また人生を始める・・・という

感じで。 

死後に還った集合意識体には、その情報が全てある

ので。 

 

【あなたが生きた人生の体験は、全てが集合意識体

の為の情報として蓄積されていくその為に、あなた

が人生を生きるという役割を担っていて、その情報

の蓄積が叡智となって全体を進化に導く？】 

そういう事。 

 

【個人的には、この猿人の人生から、何を学び、ど

んな事が今生に影響している？】 

本能的に生きる、という事を身をもって学んだ。 

 

【その学びを得て、その後の人生をどの様にしてい

きたい？】 

＜地球人の 3 次元の現実があって、そういうもの以

外にも“大いなるもの”もある＞という事を、人々に知

って欲しい。 

だから、宗教みたいなものも生まれて、“他力”という

か、＜外部からの力が働く現実もある＞という事を

伝えたいと思った。 
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人魚の時のイメージ 

 

人魚は猿人の時よりも、もうちょっと後の事。 

実験みたいなのがあった。 

色々、人間の品種改良・・・みたいな。 

人魚はその 1 つ。 

 

【この人生を思い出す意義とは？】 

女性というのは、人魚みたい。 

水、アクアがキーワード。 

女性というのは潤わないといけない。 

でも、潤いを失くしている人が沢山いる。 

人魚が都会で水がない状態で、カラカラになってい

る様な状態の女性が多い。 

オアシスみたいなのが必要だな、と。 

自分自身が人魚だったので、涸渇したらしんどい

し、死んでしまうので、そういう仕事がしたいなあ

と思えた。 

 

【象徴的な意味で“人魚”という姿を作った？】 

それもあるし、実際にも。 

宇宙から地球に送られてきていて、類人猿から人間

に移行する時に、実は、色々な悪戯をする宇宙人も

いる。 

その時に、馬や色々な動物と掛け合わせる事で、半

分馬の人なんかが生まれて、人魚もその 1 つ。 

 

【人魚の人生から学んだ事は？】 

孤独な感じだった。 

仲間はいない。 

でも、時々人に見付けられる時があって、嬉しかっ

た。 

すぐに逃げられるし。 

この人生は 2 万年前。 

2 千年生きた。 

 

 

 

人魚になる前のイメージ 

爬虫類みたいな、河童みたいな顔をしている人達が

あれこれ言っていて、人間を奴隷というか、支配し

ようとしている。 

そういう人達もいるらしい。 

その時に、自分達にとって都合のいい人間を生み出

す為に、実験をしている。 

それで、今の白人とかになっている感じ。 

そういう人達もいるという事。 

 

【あなたの魂は、合意して人魚の体に入った？】 

合意はしていない。 

「あ、人魚か」という感じだった。 

この時は、入るというよりは、突然そうなった。 

 

 

 実験者との対話のイメージ 

  

 【何の為に実験している？】 

 人類をいい様にしたいから。 

 

 【あなた達はどこから来た？】 

 ニビル星。 

 地球の人を労働者にしたい。 

 

 【それで人魚を作った？】 

人魚は、そういう風になってしまっただ

け。 

 色々な実験をしたので。 

 

【ニビルの軌道は太陽系にあって大きく傾

いているけれど、いつ実験を？】 

 地球に近付いた時にしている。 

 テレポーテーションで。 

 

 【ニビルはどんな星？】 

 ちょっと楕円形。 

 周期は 3 千年ちょっとぐらい。 
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【住民は皆が爬虫類系？】 

グレイ系と爬虫類系のタイプがある。 

余り共存していない。 

仲は良くない。 

 

【人間への悪戯は、爬虫類系がした？】 

そう。 

 

【なぜそうする必要があった？】 

地球の資源をニビルに持って帰りたいか

ら。 

 かなり金とかを持って帰れた。 

 その為に人間を利用したかった。 

 

 【類人猿のままではなぜダメだった？】 

そのままだと、知能が低くて、とてもじゃ

ないけれど使い物にならなかった。 

 

【人体実験は、人類の知能を高める為？】 

そう。 

そして、それがだいたい 5 千年ぐらい掛か

って上手くいった。 

紀元前 1 万年前ぐらい。 

その時は、結構今の人類にかなり近い姿。 

 

【それは、ニビル人だけがしていた事？】 

いや、他の星からも常に沢山の宇宙人と呼

ばれる人達が来ていて、オリオンとかプレ

アデスとか。 

それぞれが、別の人種を作った。 

自分達の作った人種は、現在のアメリカ、

ヨーロッパに多い。 

先住民ではなく、白人系。 

 

【あなたは自分が爬虫類系だと言ったが、

なぜ人類をあなたに似せないで作った？】 

それは、元々の原始の人間である類人猿の

姿を基盤にヒトに移行するのに、“性”という

ものを感じさせるには爬虫類の姿ではダメ

で、人間の姿をしていないとダメだった。 

だから、変な動物ではダメだった。 

男性と女性というものがあるので、形が似

ていないとダメだった。 

 

【今現在も、ニビルは関わっている？】 

いや、長い間軌道が離れているので、今は

関心がない。 

 

神社にも、自分達の分身がある。 

例えば、お稲荷さんとかそういう所に残し

ている。 

 

【自然霊系？】 

もう時間がだいぶ経っているので、それほ

どはないけど、自然は自然だけれど、神社

の名残にも、自分達がした事の名残があ

る。 

日本はすごく霊性の高い場所で、日本に男

と女の交わりの象徴として、神社という形

で残した。 

陰陽統合という形で。 

爬虫類というと、蛇が絡み付いているが、

それは、しめ縄などの形態にも見られる。 

宇宙との繋がりの部分が神社。 

そういう場所。 

 

【どの神社も？】 

いや、ダメなところもあるけれど。 

だいたいの所はそう。 

 

【では、繋がる宇宙というのは、全体とし

ての意識体、それとも個々の意識体？】 

個々の意識体ではなく、集合意識、宇宙意

識。 

 

【違う神様が祀られているのは？】 
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それは、神様の次元が細かく分かれている

から。 

波長とか。 

でも、3 次元からしたら、宇宙の壮大な次元

なので、神社に行く事は“繋がる”という意味

でいいのでは。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【今生、“愛を伝える”活動を開始したクライアントで

あり、人生の目的に沿っていると言えると思うが、

彼の目指す魂の進化をしている？】 

彼自身の今迄の事もあるから、急に変化を起こす

と、リバウンドという事もあるから、少しずつ丁寧

に着実に進めて、トライして、エラーしながら、ち

ょっとずつ修正しながら進んで行けばいいだろう。 

 

【5 万年という時間は、必須だった？】 

色々な人生を経験して、色々な場面の感情とか気持

ちを味わって、そして今があるから、必要な時間だ

った。 

なぜかと言うと、細かい人生の中の感情などの体験

を沢山味わって、同時に 5 万年という人類の進化の

大きな流れの中にいるので、必要なプロセス。 

 

【色々な“愛”の形を体験する為に得てきたプロセ

ス？】 

その通り。 

男女だけではなく、家族や、動物、自然も含めて、

＜皆が 1 つという事を感じながら人間として生きて

いく＞事を理解する為の多様性に富んだ体験の為の

時間。 

 

【“愛”や“性”や“パートナーシップ”についての講座を

持ち始めたが、彼はそれを伝えるにふさわしい人

物？】 

彼は、自分自身をもって、素直で、俗っぽさも持

ち、だけどそれ自体をそろそろ流される事なく上か

ら俯瞰できる様になってきたので、それだからこそ

伝えられるという事もある。 

“一般的な人々の気持ち”を。 

そして、交流を通して、彼自身も一緒に学んでいこ

うとしている。 

教えるというよりは、ちょっとリードして、先輩と

して引っ張っていってあげるという立ち位置。 

彼自身、秩序は大事にしたいと思っているので、良

俗というか。 

型に嵌らず、分かり易く、面白おかしく引っ張って

いけばいい。 

 

【“女性性を出したい女性と男性性を出したい自分と

の距離感”について思考錯誤の只中にいる事について

は？】 

そう、やっとそこが分かったな・・・という様なと

ころで、そうやって経験できるのだから、大変な事

になったとしても、それはそれで学びであるし、ど

うにでもなる。 

無駄なものはない。 

大切なのは、そういう事が起きていると客観視でき

る事、俯瞰できる視点を失わない事。 

今は、それができている。 

 

【“愛”について、何かメッセージがある意識体はあ

る？】 

はい。 

3000 年前に生きた、中国の老人。 

 

 

 その老人との対話のイメージ 

 

今の社会の性について、よく見定めて欲し

い。 

産業にもなっているし、それをコントロー

ルしている人達がいる。 
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その自分の“社会に於ける性”という事につい

て、こういう風になっているんだという事

を理解するのは大事。 

まずは知る事。 

資本主義社会の中の性や、快楽について。 

それと、人を愛するという事は、全く別の

事で、切り離して考えなければならないと

いう事。 

今、やっとそこと向き合える時代にもなっ

てきた。 

 

【“今、やっと”という事は、混迷の時代が続

いていた？】 

というよりは、封印されていた。 

だから、自分達の本音を大事にしながら、

恥ずかしい部分もあるかもしれないが、き

っちり理性的に話し合うのは大事。 

男女の違いや、新婚夫婦やカップルが、“恋

から愛”に移行する事の本質的な事について

話し合う事は大事。 

日本の性教育のレベルは、生ぬるい。 

知識として足りないし、教える側が、クリ

アーできていない。 

 

【資本主義の影響を受け過ぎて、歪になっ

ている？】 

そう。 

どうしても資本主義社会では金銭が絡んで

くる為、男性対象の歪な情報、男性中心的

な性の捉え方になっていて、性の本質的な

事を正道で話し合うのは、今のこの時代に

合致している。 

その流れでいくと、パートナー探しの段階

から始めていかねばならないけれど。 

 

【性を含めて男女関係いうのは、正道で言

うと、男女のエネルギーの交換という見方

でいい？】 

正に、エネルギーの交換。 

そして、女性の方が天界と繋がっていて、

男性は、中にはそういう資質を持った人も

いるけれど、＜男性は基本的に、女性と繋

がる事で宇宙と繋がる事ができる＞。 

 

【では、男性が“大いなるもの”と繋がる為に

は、女性が必要という事？】 

そういう事。 

男性には女性が必要。 

なぜかと言うと、宇宙と繋がった方が、物

事が上手くいくから。 

地球の進化に貢献できる。 

それは、コミュニケーションの段階から始

まっている。 

スキンシップでもそう。 

悦ばすという事。 

女性は感受性が強くできているので、例え

ば言葉 1 つとっても、感じさせる威力があ

る。 

声を掛ける、気に掛ける、という事も女性

にとってはとても大事な事。 

 

【あなたは 3000 年前に生きていた？】 

そう。 

雲南省という所。 

アン・リー（クライアントが前回のセッシ

ョンで思い出したと主張する過去生の時の

人物）。 

 

私の生まれた村は、そういう事がなくても

皆が幸せで、オープンだった。 

セックスという概念がなかった。 

皆、いつも恍惚な状態。 

そういう感じだった。 

それは、宇宙との一体感の中で生きている

から、人間本来の姿。 
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【資本主義的な性の概念が産業として支配

する様になって、そういう本来の在り方が

封印されたと？】 

そう。 

 

【話の流れから言うと、そのせいで、宇宙

と繋がって一体感を感じられない様に仕向

けられているという事？】 

その様な事がある。 

本当は皆、宇宙と繋がっていて、 

とてつもない力を秘めているのに、その人

間存在の根本の側面を封印してしまう事に

よって、人類をコントロールしようとして

いるのではないか。 

でも、そのコントロールしている人は、宇

宙人かもしれないけれど、私の見解では、

そこ迄は分からない。 

 

【人間本来の力が発揮できない様にしてい

る。】 

そうそう。 

そして資本主義経済の中で、マインドコン

トロールに近い方法で抑え込まれているけ

れど、今、この時代に、それを取り戻す時

期が来ている。 

 

【アン・リーからクライアントへのアドバ

イスなど。】 

その生の部分については、結構、核心的な

ところだけれど、核心的なだけに、コント

ロールで規制が掛かっている現代の日本人

には強烈な部分も多いので、取り扱いには

十分注意をするように。 

人を見て、誰かれなく言うのではなく、相

手をよく見極めながら、伝えていかねばな

らない。 

表現の仕方も考慮しないといけない。 

1 歩間違えると、変な集団になりかねないの

で。 

“愛”と“性”について話す時に、実際に行うご

く自然な行為として、そして、パートナー

が必需な事として、理性的に。 

とはいえ、パートナーを持つ必要のない人

もいる事も考慮して。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【その他に、彼が“愛”について理解が深められる重要

な情報はある？】 

それについては、全ての人生に於いて、“愛”、“性”と

いうのは絶対に外せないところで、人との出会い

や、人へ向ける思念や、孤独感も含めて、それは密

接に関わっている。 

あとは、テーマが“愛”といったら、大き過ぎる。 

言ってみたら、全てがそうなる訳で、もう少し細か

く分けて話す方が、聞く人にも届け易いし、理解し

易い。 

親子の愛、兄妹の愛、友愛、恋愛など、分かり易い

逸話を用いて細かく分けてもいい。 

 

【愛という観点に立って、その流れで質問をして

も？】 

はい。 

 

 

弟の妻との間にある緊張感に関して 

 

弟の奥さんは正義感があるし、いいところが一杯あ

る反面、自分の野望も持ち易い。 

芯が強く、頑固なので、特にその野望を強固にでき

る。 

目的を持っている。 

（嫁ぎ先のクライアントの実家が所有する広大な土

地を活用して、一戸建てを建てたがっている。） 
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その目的は、S 家の人達にとっては完全に合致してい

ない。 

それでも、彼女にとっては“何が何でも”というところ

がある。 

彼女は一家の中で 1 番若いのもあるし、それに、ど

うなるかは分からないけれど、このまま確執が続く

なら、離婚という問題になるかもしれない。 

その事態になった時に、考えておかなければならな

い問題もある。 

 

【これは全員で話し合った方がいい？】 

話し合いもだし、手を打っておくべき。 

例えば、弁護士とか。 

大きな借金をして建て替えをしたがっているが、彼

女に決定権がないけれど、防衛する為の手は、用意

しておくべき。 

ただし、今の関係性は、今のままで良い。 

関係性を今以上に近付けると、「彼女の為にこうい

う事もしてあげなければ」という無理が出て来る。 

今の、少し開いているぐらいの関係性の方が、自分

の個性が出し易いので。 

 

【では、クライアントは、上手くやれている？】 

まあまあ。 

でも、もう少し近付いても、実際は大丈夫。 

彼女には不安があるのでこういう事をしている訳

で、だから情報開示をし合えるぐらいがいい。 

お互いに「自分はこうしたい」と、感情的にならず

に言い合えるぐらいの関係性。 

弟は、彼女が感情的になり易いという事で、そうい

う場面を避けているが、理性的に話し合う事は出来

るので。 

 

 

 弟の妻との対話のイメージ 

 

【あなたの性格は、クライアントが指摘す

る様に、頑固で打算的？】 

私は、子供が欲しいけど、なかなかできな

くて・・・。 

実際に、こんなに立地条件のいい場所に、

こんないい土地を持っているのに、それを

活用しない・・・というか、活用する気も

ない、ずっと無頓着だった旦那やそのお兄

さん（クライアント）の、そういうところ

が考えられなくて。 

こんな土地があるんだったら、もうちょっ

と色々と考えたらいいのになって。 

それがすごく歯痒い。 

だから、時々不安や不満になって、旦那に

当たったりしてしまうんやけど。 

 

【何が不安？ あなたはどうしたい？】 

というか、私には私の夢があって、大きな

いい家を持って、友達を呼んだりしたい。 

それは人生の中で、諦められない。 

 

【夫と一緒になった理由に、その夢の実現

は含まれている？】 

うーん。 

ない事はないんやけど。 

でも、そういうところもある。 

一緒になったら、夢が実現するかも、と思

った事はあるけど、結構頼りないところも

あるんでね。 

その辺はちょっと心配。 

 

 【あなたにとって夫とは？】 

 利用したい。 

 それで歯痒い。 

  

【でも、その土地は、始めからあなたの物

ではないのでは？】 

うーん。 
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そう、だから、お兄さんがね、色々と反対

してて、最近あんまり喋ってくれなくて、

諦めようとはしてるんやけど。 

今迄は、家を全部建て替えたいって思って

いたけど、それは私が図に乗り過ぎてたの

かもと思うので。 

でも、旦那の分だけは、何としても主張し

たい。 

 

【あなたの夫は、それほど無頓着？】 

そう。 

物欲とかが殆どなくて。 

だから、普段はこうやったらいいのになっ

ていう私の主張が通る。 

 

【あなたは夫の事を愛している？】 

うーん。 

掛け替えのない存在ではあるけれど。 

そう、愛してるというか、この人じゃない

とダメというところはあって。 

 

【では、例え土地や家がないとしても、こ

の人だけと思える？】 

まあ、今のところはそう思えると思う。 

でも、自分の夢も大事にしたい。 

私も働いて、忙しくしている。 

仕事は楽しい。 

でも、それだけじゃ足りない。 

家というのは大事で、自分の好きないい所

に住みたい。 

 

【義母や義兄の近くで住んでいるというの

は？】 

同じ敷地内だけど、別世帯に住んでるん

で。 

でも、本当は、皆で一緒にやりたいとは思

っていたけど、無理そうなんで、諦めてま

すけど、これから 20 年以内には色々な問題

も起こるから・・・。 

離婚とかも、もしかしたら可能性あるかも

しれないし、子供もまだ 35 なんでできるか

もしれないし。 

 

【この人生、最終的にどういう風に生きて

いきたい？】 

私は私の夢を絶対に実現したい。 

家と、好きな人と。 

特定の仲のいい友達を呼んで、小さなコミ

ュニティーだけど深いコミュニケーション

を持つ事のできる家で、暮らしていきた

い。 

創造性とか芸術性も大事にして。 

まあ、私らが外に出ればいいんだけど、そ

ういう方法もあるなとは思うけど。 

だけど、まあ、本当に話し合わないといけ

ないなあと。 

 

【真剣に話し合った事はない？】 

それはない。 

酒癖悪いんでね、私。 

飲んだら色んな事を言っちゃうんでね。 

だから、心証を悪くしてるんだろな、とは

思う。 

 

【義兄に言っておきたい事は？】 

まあ、お兄さんらしく自由にしてくれてる

なって。 

ちょっと変わってて面白いお兄さんなん

で。 

何か、その辺は大事にして欲しい。 

でも、家の事とか、土地の事とか、まあ、

資産運用というか、しっかりして欲しいな

あと思う。 

建て替えとかしたくないんだったら、例え

ばこれからどれぐらいのリスクというか、
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何が起こるかという事まで想定して考えて

欲しいと思う。 

 

【建て替えの為の資産はある？】 

いや、無いです。 

借金しないといけない。  

大きな土地はあるんで。 

今、そのお金を借りてやろうとしていると

ころ。 

3 千万とか 4 千万とか借りて、私らの住む所

を敷地の半分に建て替えたいなと。 

それをやろうとしている。 

でも、本来は、それでもいいんかなという

迷いもあって、それに、もしも離婚という

事があったとしたら・・・とか。 

私には子供がいないから、旦那が子供かな

あって思ってる。 

でも、やっぱり自分の子供が欲しい。 

まあ、ちょっとでも昔みたいにご飯食べ

て、楽しく話したらいいなあって。 

飲み過ぎには気を付けて・・・。 

 

【あなたにはストレスがある？】 

ある。 

 

【その事をちゃんと理解されていると思

う？】 

うーん。 

何か、皆は血が繋がっているから、旦那も

お兄さんもお母さんも、だから、言わなく

てもお互いに分かっているムードがあっ

て、かといって、大事な事に関しても話し

合っている様な感じが少なくて、それがす

ごく気になっていました。 

だから真剣に家族会議とかをして欲しいな

って。 

それは願い。 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【家族会議は必要？】 

はい。 

本音の部分では、皆がお互いを思って愛し合ってい

るけれど、しっかりさせる為には話し合うべき。 

何となく避けてきた部分がある。 

今は、考え方の価値観の共有ができるから話し合え

ば話し合う程、絆を強固にしていける。 

相互理解。 

それで、皆が納得はできる。 

でも、弟の方は嫁を避けている。 

それはやっぱり、お酒を飲んだら嫁がわあっとすぐ

に感情的になるから。 

そういうのは男の人は嫌うし、大事な話は余計に避

けたくなるから。 

 

【クライアントがお酒の入らない席で大事な話を家

族会議に掛ける様にするべき？】 

そう。 

ランチに出るとか。 

基本的に、愛情は家族関係の中にあるし、何とかな

る問題。 

 

 

母について 

 

 母親との対話のイメージ 

 

あ、私はね、この家から出た事がないん

で、そういう事が分からない。 

2 年ぐらい、マンションで初めて核家族で暮

らしてみたけどね、上手い事いかへんかっ

たしね。 

私はね、1 回起こった事は怖くてね、2 度と

したくない質なんでね、だから、まあ今迄

通りのところでして貰うのが 1 番ありがた

いですわ。 
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【家の建て替えについては？】 

そんなの、ありえへん。 

迷惑ですわ。 

そう言ってみた事もあるけどね・・・。 

 

【現状維持がいい？】 

現状維持で、ペットの犬と猫に囲まれて安

心して暮らすのが 1 番いい。 

そしたら満足。 

嫁の言ってる事は、全然ダメですわ。 

 

【やっぱり家族会議ですね。】 

そうやね。 

皆が望む方向へ・・・、ね。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

ネットワークビジネスに勧誘される事について 

 

若い頃に XXX とかやって中途半端に終わっている。 

社会の偏見も無きにしも非ずだけど、本当にそうな

のかという事を、今再びしてみて、確かめようとし

ているのはある。 

実際やっている人は、明るく生き生きしている人も

いるから、お試しで体験するのはいいのでは。 

ちょっとおかしいなと思ったら、自分の直感を信じ

て辞めたらいい。 

直感を信じればいい、と改めて言っておきたい。 

 

【今、ハイヤー・セルフとクライアントはちゃんと

繋がっている？】 

はい。 

“おかしいぞ”というサインは、瞑想の時に送ってい

る。 

瞑想の時、別の考え方や視点を示している。 

それは、殆ど聞き届けて貰えている。 

他人の忠告も、素直に聞いて欲しい。 

人に相談するというのは、いい事。 

人を選んでちゃんと相談できている。 

 

【男性といるより、女性といる方が楽に感じている

ようだが？】 

彼は人のエゴがよく見える。 

それは彼の特性。 

その面で苦労する事も多かったから。 

女性の件は、でも、女性と気が合い易いし、元々人

を悦ばせたり楽しませたりするのが好きな人間だか

ら、そこは大事にして欲しい。 

自分を生かしているという事。 

色んな人がいるので、見極めは大切。 

人との関係でのちょっとした失敗ぐらいは、経験と

して体験すればいい事。 

彼自身が、もう何をやっていくかという事に軸を見

付けていくから、その軸に沿うか沿わないかを基準

に考えたらいいのでは？ 

ずっと遊びみたいな感じの振りをしているけれど、

遊びというか、楽しみと仕事の間にいて責任を避け

ている様なところはあるから、勿論どちらも大事だ

けれど、もう少し意識をして欲しい。 

仕事とするには、責任感を伴うし、人と仕事を共有

するなら、お金という価値も発生するし。 

責任がそれ程なく、自由だけれど、そういうのも、

必ず意識はしておいて欲しいという事。 

今、人生の中で、一体どんな時なのかという事を考

えるべき。 

時間軸も大切だから、＜道標を未来の時間軸に付け

ておいて＞欲しい。 

ある程度はしているけれど、緩いところもある。 

そのうち、ビジネス・パートナー的な人は現れるけ

れど、違和感を感じたら、言いたい事はしっかりと

伝えなければならない。 

 

【その点は、前回（初回）のセッションでの克服す

るべき項目でもあったが、少し向上している？】 
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向上はしているが、今でも、パッと思った時に感情

的になってしまうから、だからこそ言わない事が多

い。 

怒りや苛立ちの感情のまま言う事を憚んで、結局言

わないという選択をしてしまうので、もわもわして

いて、でも、それでは相手が分からないから、形に

して、声にして、きっちり伝える様にしなければな

らない。 

今は、自宅サロンでしている事で、仲間を作りたか

った事で始めたので、今はザクっとしているだけだ

けど、もう少ししっかりしたシステムを作っていっ

た方がいい。 

ちょっとサービス過剰なので、ルールを定めるべ

き。 

一挙に大きな事をしようとはせずに、少しずつ、冒

険や改善や新しい事を数パーセントずつでも加えて

やっていくのがいいのではないかと思う。 

 

 

ランチ休憩を挟んで・・・ 

 

 

 

光の中のイメージ 

 

自分の姿のイメージは、白くて、周りに赤やオレン

ジ、黄色などの暖色系の層をなしたオーラがある。 

青い色はない。 

自分の中も、白っぽい光がある。 

ちょっと金色っぽい。 

曇っている個所は、特にない。 

足は余り輝いていない。 

 

暗示 

（地球のエネルギーを足裏から取り入れ、チャクラ

を整え、クラウンチャクラが宇宙と繋がっているイ

メージ。） 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

神社で参拝すると時々見えるお面の様な白い女性の

顔について 

 

それは、その神社にいる神様、女神様が見えてい

る。 

人のイメージとして見えている。 

 

【なぜ高千穂に行った時から見える様になった？】 

高千穂だけでなく、実は去年から彼の受信がそうな

ってきている。 

特に高千穂の時に分かっただけで、彼の人生自体が

浄化されてきていて、たまたま気付いたのがそこだ

ったという事。 

 

高千穂に行った時のイメージ 

高千穂神社と、天岩戸と小川を降りて行った所の瀬

織津姫の神社で全部見えていて、最初に見えたの

は、おそらく天照大神ではないかと思う。 

 

【なぜ存在を彼に示した？】 

何らかの形で誰でも感じる様にはなっていて、この

人は浄化が進んでいるから、エネルギーが見える様

になった。 

例えば、色々な表情として見えるもの変化している

けれども、見えた時に話をしてみてもいいかもしれ

ない。 

訊きたい事を訊いてみたり、試験的に試してみたら

いいかもしれない。 

時々迷ったり悩んだりしている事があったら、問い

掛けてみてもいいのでは。 

願ったり祈ったり挨拶したりする事の他にも、自問

自答を神社でするという形で問い掛けをする。 

 

【何か啓示が受けられる？】 

そう期待するのではなく、見えた時に、そういう事

を素直に訊くという事。 
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期待すると見えなくなったりする事があるから。 

 

【“見える”という事が、今後の人生にどう影響してい

く？】 

人生には大きな影響はなくて、今の自分が純粋なの

か、素直な心でいられるのか・・・、そうでないな

らば、見えなくなったりもするので、そういう 1 つ

のバロメーターとして付き合っていけばいいし、話

し掛けてみてもいい。 

言える事は、そういう見えない世界との繫がりがで

きてきたから大切にすればいいのではないかと思

う。 

 

【他に伝えておきたい事は？】 

神社とか、日本のルーツを深く知る事を楽しんでい

るし、それは続けていけばいい。 

友人と一緒に出掛けてみたりするのを楽しんでもい

る。 

 

 

未来の事について 

 

【アカシックレコードを使ってもいい？】 

はい。 

 

アカシックレコードのイメージ 

窓から海が見える様な、打ちっ放しの様な壁のある

部屋にいる。 

どこにある部屋かは分からない。 

本がある。 

漫画みたいな？ 

表紙は赤色で、花とか、黄色、緑のデザイン。 

派手な感じでサイケデリックの様な、ヒッピーとい

うか、ヒステリック・グラマーみたいな感じのデザ

イン。 

その本の背表紙を見ている。 

それは本棚にある。 

背表紙には何の文字もない。 

他には誰もいない。 

あ、誰かはいるけれど、近付いたらいなくなった。 

受付を探して行ってみる。 

ちょっと怖いけど、見てみたい気持ちもある。 

大丈夫かな。 

受付には誰もいない。 

本が出て来た。 

 

（具体的ではなく、この先の未来を抽象的なイメー

ジで、アイディアとして見せる・・・） 

＜明るくて、人を導く様な、人よりも少し先を歩い

て、自分自身から光が出ていて、その光で周りを照

らしている＞というイメージ。 

 

【この先向かって行く未来はそんな感じ？】 

あ、そうだな・・・、と思った。 

 

【この事を知れて、どう思う？】 

色々な事をしようとしているけれど、1 つ主軸を決め

て、それを基点に横に広げていこうと思う。 

安心した。 

自分自身が、そういった占いとか霊能とかをした方

がいいのかが気になる。 

 

（そのページがあれば開ける） 

自分自身でする必要はなくて、でも、この辺りは自

分が興味を持っているところなので、関心は持って

いたらいいしそれが原動力になってもいるから、そ

れでちょうどバランスが取れている。 

 

【それが主軸になる必要性はない？】 

そういう事。 

 

【アカシックレコードに記録されている人生は、全

部で幾つ？】 

79 回。 
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【その中で、今後の人生をより充実させる為に思い

出しておくべきものはある？】 

はい。 

 

 

その人生のイメージ 

 

学校の前で、壁の前に立っている女の子と

おばあさん。 

すごく小さく見える。 

ここはロシア。 

私はその女の子で、おばあさんはその子の

晩年の姿。 

13 歳。 

リン。 

1300 年ぐらい。 

ここで誰かを待っている。 

お父さん。 

お父さんはその高い壁の向こうにいる。 

宮殿の中でお父さんが働いている。 

ここはウラジオストックとか、ハバロフス

クとかという田舎。 

城の名前は分からない。 

お父さんは護衛をしている。 

お父さんに会いに来ている。 

滅多に会えないので。 

お父さんは私がここに来ている事を知らな

い。 

なので、出て来なかった。 

 

自宅に戻ると、お母さんがいる。 

宮殿の割と近くで、木の小屋の様な家。 

薄いブルーの部屋にいる。 

お父さんが好き。 

お父さんがいないので、お母さんは毎日寂

しそう。 

美味しいものが食べたいね、という話をし

ている。 

肉は美味しいけど、週に 1 回食べれたらい

い感じのごちそう。 

骨付きの丸い形の牛肉？ 

味わってみると、美味しい。 

ブラジルのシュラスコみたいで、ソースが

ジューシー。 

ちょっとぱさっとしている。 

夕食には、お父さんは帰って来ない。 

今日は泊まり込みの日みたい。 

 

（テレパシーで父を見付ける） 

お父さんは変わった格好をしている。 

白い服に、一角獣の様な角の付いた帽子を

かぶって１人で立っている。 

城内で警備をしている。 

城の南東の方に立っている。 

お父さんはいつもお城で寝ている。 

お父さんは働いていて、1 人でいるのが好き

みたい。 

そして、家に帰りたいとも思っていないみ

たい。 

 

お母さんが寂しそうにしているから、私は

それが気掛かり。 

お父さんが帰って来ないので、お母さんは

機嫌が悪い事が多い。 

たまに帰って来た時は、喧嘩もしたりして

私はそれを気にしている。 

お母さんが「寂しい」とお父さんに言って

いる。 

お父さんは、「仕事だから」と言ってい

る。 

私は、「なかなか上手くいかないもんだな

あ」と思って眺めている。 

お父さんは、お母さんのことは好きだけ

ど、お母さんは寂しいから、感情的になっ

て怒ってしまい、お父さんはそれを嫌に思

っている。 
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（時間が進んで） 

お父さんが仕事を辞めて、部屋にいる様に

なった。 

お父さんは 50 歳ぐらい。 

楽しそうにしている。 

本を読んだりして、しばらくゆっくりする

と言っている。 

お母さんも私も嬉しい。 

私は 25 歳。 

いまだに家に住んでいる。 

親子関係はいい。 

お互いに何でも話している。 

 

お父さんが仕事を始めた。 

釣り。 

魚を釣って、それを売っている。 

遊びか仕事か分からない感じで楽しそう。 

湖で、ワカサギの様な小さい魚を沢山釣っ

ている。 

お母さんは幸せそう。 

関係が変わった感じ。 

そんな仕事でも貧困ではなく、大丈夫そ

う。 

 

この後、お父さんとお母さんがなくなっ

て、1 人暮らしになる。 

お父さんは交通事故で 75 歳の時。 

お母さんは老衰。85 歳。 

私は結婚せず、1 人でゆっくり暮らしてい

る。 

静かな毎日。 

本を沢山読んでいる。 

他には特にする事はない。 

 

78 歳。 

老衰。 

これから死を迎えようとしている。 

静かに死んでいく。 

特別に何かをした人生ではなかった。 

体を離れる。 

 

この人生は、両親を見て自分も幸せを感じ

る人生だった。 

皆、淡々と生きた。 

自分の為の事や、大きな事を何も成し遂げ

なかった。 

両親あっての人生だった。 

特別な幸福感や満足感とは無縁。 

もっと自分で世間を知っていれば良かった

と思っている。 

 

【愛に関して言うと、この人生は、どうい

う愛についての気付きを得られた？】 

特に何もしなくても、それ自体が愛である

という感じ。 

優しくもなく、激しさもなく、存在してい

る事自体が、愛あってこそなんだという

事。 

 

光に入る。 

 

【この人生の意味は？】 

淡々と存在するだけでも、既に宇宙の愛の

祝福を受けている。 

お父さんがどんな時に怒って、お母さんが

どんな時に笑うのかをずっと見ていた人

生。 

身近な人間観察。 

その眼差し、私の存在自体が愛という事。 

 

ハイヤー・セルフ 

 

【この人生を見せた意味は？】 

難しく考えたりしているところがあるので。 

日常の何気ない毎日の中に、気付かない愛の形が沢

山ある。 
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当たり前にある日常の何気ない風景に、愛が沢山存

在している事に気付かせる為。 

＜愛は“獲得する特別なもの”ではなく、常に空気の中

にある＞という事。 

 

それから、クライアントさんに関して言うと、両親

の事、男女の事で、子供は振り回される事が多いの

で、そういうところも留意して、寄り添ってあげて

欲しいと思う。 

 

 

【催眠者へのメッセージがある存在？】 

 

観音様のイメージで 

金色にキラキラ輝いている、優しい柔和な

顔。 

 

今、子供の事に対してとてもしっかり関わ

ってあげていて、子供はよく育っている。 

あなたはそういう事を理解していて、洞察

力や共感性もあるので、他の家族に対して

も、親子関係やパートナーの事で何かでき

ないかという事を考えていったらいい。 

 

【催眠者は自分の子供に無理をさせていな

い？】 

楽しんで生きていっているから大丈夫。 

でも、そう感じるなら、本人に訊けば、素

直に答える子だから安心していい。 

 

あなたは頭の回転も速く優秀なので、急ぐ

ところがあるけれど、もう少しゆっくりと

仕事をしてもいい。 

相手のペースを考慮してあげたらもっと良

くなる。 

もう 1 呼吸遅く取るぐらいで、あなたのク

ライアントにはちょうどいいぐらいにな

る。 

あなたが導いていく状態を、もっとクライ

アントに味わわせてあげる事で更に充実し

たセッションの体験をさせてあげられる。 

 

【催眠者とクライアントの縁について。】 

あなたの生き方が輝いていて、憧れの部分

があって、彼も同じ様な次元を目指してい

るので、何か大切な“地球を愛で包む”といっ

た様な仕事を共にできる様になるのではな

いだろうか。 

定期的な意見交換の場や、セッションを持

つ事は有効的。 

 

 

ウルトラマンのお面をかぶったような存在 

のイメージで 

 

あなたは今後どうしていきたい？ 

 

【家族関係の基盤がようやく整理でき安定

した事で、自分以外のところに広く視点が

持てる様になったので、現状を維持しつつ

更なる飛躍をしていきたい。もっと宇宙全

体の役に立っていければ幸い。】 

大丈夫。 

そのまま邁進していけばいい。 

 

 

【クライアントへメッセージのある存在？】 

 

おばあちゃん 

 

余り深刻にならんと、ユーモラスに、ちょ

っと笑い飛ばす様な感じでやっていけば、

何とかなるよ。 

楽しむ事が大事。 
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始末するべき事はちゃんと始末しなさい

よ、昔から言っている様に（クライアント

は理解できる）。 

 

 

オーラとチャクラのメインテナンス 

 

 

今日はもうこれで終了してよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セッション後のクライアントの感想など 

 

 

とき子さん 

  

昨日も長時間にわたり懇親のセッションを、 

ありがとうございました。(^▽^)/ 

 とき子さんもお話の通り、今回のヒプノセッション中は、 

前回と感覚が若干異なり、言葉がスッとでてこない様なもど

かしさ？が時々ありました。 

疲れているか？または、頭で思考し過ぎているような？ 

思考と感覚の狭間での葛藤があるような？ 

おっしゃるように、休養が必要かもしれませんね。(;^_^A 

 でもお久しぶりにお会いできて、とても嬉しかったです。 

それと、とき子さんの生きたリアルなお話は、本当に 

楽しく面白く聞かせて頂きましたよー！ 

とき子さんのライフ Story をお聞きして、全体的に感じたの

は、とき子さんの人生って、普通の人が体験したくてもでき

てない奇想天外なこと前例がないようなことが、たくさんあ

って、常識ってなんだろう？って考えさせられました。 

そしてたくさんの生きる刺激をいただきました！ 

一人で聞いているのもったいないなぁ・・とも何度か思いま

した( ´艸｀) 

 とき子さんと対話している時も、ぼくの中から色んなこと

が、心の奥の引出から湧き上がってきました。 

それによって気付きがたくさん！ 

そこもセッションだなぁと感じた次第です。 

 （中略）  

色んな意味で、よい刺激がたくさんあった一日でした。 

昨夜は早い時間から、久しぶりにグッスリと眠れましたよ！ 

宇宙の叡智と人間と芸術と世界、そして家族、とき子さんの

感性と人生に、憧れを持っていることは確かです。(o^―^o) 

また次のセッション楽しみにしておりますね！ 

  

ありがとうございました！ 

 


