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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】 
口腔癌の意味 
人の痛みに対しての過剰反応（足の下部が震える） 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
セッションの記録： 

 
 
光の中でのイメージ 
自分の肉体を感じる。 
リラックスしている。 
体が軽くなっていく。 
とてもきれいな光に包まれている。 
白とシルバーのオーラの様な光が自分から出ている。 
自分が天使の様に感じている。 
周りに沢山のきれいな花々が見える。 
デイジー、ピンク、赤、白、スカイブルーの花。 
真ん中が黄色い。 
清涼感のある空気の様な清々しい香り。 
キャンディーの様な甘い香り。 
まるで、花でできたトンネルをくぐっている様に感じ

る。 
色鮮やかなトンネル。 
自分の近くにある花は、真ん中が黄色くて、青い花。 
造花の様なデイジー。 
その花が、「あなたの声が聞こえるわよ」と言ってき

た。 
「ここに来たのね、いらっしゃい」って。 
花が私に、中に飛び込んで来てと誘ってくれている。 
花の中に飛び込んでみる。 
黄色い所から入って行って、緑の茎の中を下に進んで

行く。 
色々な色が現れてきた。 
まだ茎の中なので、輝く緑が周りにある。 
光が入ってきている。 
茎の中をぎゅっと絞られている様な感覚で下ってい

るけれど、とても自然な感じ。 
茎の底に着いたと思ったけれど、茎が別の空間に突き

出ていて、まるで空にいる様に、青い空間に白い雲を

見ている。 
そこを飛んでいる。 
私の下には格子模様みたいになっている農地が広が

った大地を見下ろしている。 
大地がパッチワークみたいに見えている。 
違うトーンの緑色。 
ライトグリーン、ダークグリーン・・・。 
それを見ながら飛んでいる。 
下に降り立ってみたい。 

10個の茶色い岩が見える。 
そこに行ってみる。 
岩の上に来た。 
円形に並んでいる。 
岩の周りに水がある。 
水の中で泳ぐか、岩に座るか・・・と考えている。 
肉体がある。 
まるでアニメのキャラクターの様な体をしている。 
丸くて、小人の様なおかしな形。 
マリオブラザーズみたい。 
赤ちゃんの様な形。 
岩が、「あなたが赤ちゃんだからだよ」と言っている。 
岩の中に赤ちゃんがいる？ 
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体が浮いていて、岩の上をくるくる回転しながら飛ん

でいる。 
自然な感じで、でも、他に行く所がない様に感じてい

る。 
浮き上がって、また大地を横切る。 
右足が軽くなってきた様に感じる。 
変わった形の岩が現れて、そこに魅かれて、行ってみ

る。 
岩は、がっちりしていて、頑固な感じがする。 
でも、自分には、その岩が青ざめたロバの様に見えて

いる。 
何でそう感じるのかは、分からない。 
変な生き物かもしれない。 
赤ちゃんの様な気がするけれど、ロバに見える。 
変な感じ。 
その岩をまっ二つに割ってみたい衝動が起きる。 
割ってみる。 
真ん中は赤い。 
チョコレートを割ったら、中に赤い物が入っている様

な感じ。 
明るい赤。 
クリアーで、さらっとしている。 
まるで赤いマニキュアに様に光っている。 
赤は、“死”を連想させる。 
でも同時に“生”も感じる。 
私はこの赤のまっただ中にいる。 
赤いプール。 
甘くも苦くもないけれど、食べ物の様な感じもする。 
とても疲れた感じがして、赤の中で休んでいる。 
赤は何も変化がないけれど、赤の中で横たわって休ん

でいる。 
血でできたベッド？ 
怖くない。 
とてもリラックスしている。 
私をサポートしてくれている様に感じる。 
泡になって浮いている様な。 
居心地が良い。 
体を締め付ける様なものに囲まれて、支えられている

感じ。 
“赤”が、私に力とエネルギーを与えようとしている。 

「彼女にグラウンディングをしている」。 
「彼女は余計なエネルギーを必要としないけど、時々

サポートされている安心感が必要」、と言っている。 
もっと安心感が必要。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
愛を与えている。 
それを彼女は、その様に視覚化している。 
螺旋のエネルギーが彼女を取り巻いている。 
紫のエネルギーが津波の様に彼女を取り巻いている。 
これは、彼女自身のエネルギーと、彼女をサポートし

ている先祖のエネルギーの紫の光。 
これは彼女が全然知らない先祖。 
彼女を守ろうとしている。 

 
 その先祖のエネルギーとの対話のイメージ 
 私は彼女の周りを、衣服の様に取り巻きなが

 ら、守っている。 
 私は時々近くに出て来たり、背景の様に隠れ

 たりしながら、常に彼女の周りにいる。 
 特に彼女が困難な時は、間近にいる。 

 
 【クライアントがその存在に気付く事は?】 
 彼女が私に気付く時は、頻繁にあると思う。 
 なぜなら、彼女は無意識的に、私の存在を必

 ず彼女の描く絵画に盛り込んでいるから。 
 絵画の背景に、よく私が登場している。 
 彼女は気付いていないけれど、私とはよく繋

 がっている。 
 私は視覚化できる様な肉体は持たず、流れる

 様なエネルギーで描かれている。 

 
 
今後の人生をより充実させる為に思い出すべき場面

のイメージ 

 
動物ばかりが浮かんでくる。 
どういう訳か、茶色と白の馬の様な変わった生き物が
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見える。 
自分の足を見てみると、なぜか、おかしな爪が見える。 
それは、１つの大きな蹄の様で、先が２つに分かれて

いて、でもやっぱり、馬の蹄の様。 
動物。 
私自身が、この変わった姿の動物だと思う。 
茶色と白の馬。 
普通の馬ではなくて、変わった馬。 
足がとても大きくて、体は細い。 
とにかく足が異様な程重くて頑丈。 
大きな蹄。 
普通の馬と同じ様なサイズだけれど、体がとても華奢

なのに、足が異様に大きい。 
周りに、緑や赤の色、家の様なものも点の様に見えて

いる。 
青い形のもの。 
それに、沢山の自分と同じ形をした馬の様な生き物が

いる。 
私たちは平和に満ちた場所に、ひと塊になって群れて

いる。 
飼われている訳でもなく、食べられる心配もない。 
只、ここに存在している、という感覚。 
恐れがない。 

周りを見たら、100頭以上いると思う。 
とても安全な場所にいる。 
自然の中に。 
今は、自然の中に悠々と存在していて、自由に歩き回

って、草を食べている。 
全員で、まるで魚の群れの様に、色んな所に旅をし続

けている感じ。 
人間の姿はどこにも見当たらない。 
私たちはとても自由で、どこにでも行ける。 

 
（別の場所に移動してみる） 
道中、別の生き物に遭遇した。 
大きな黒い目を持った変わった生き物。 
行く場所は全部、人間の住む地球上とは全然違う風景。 
地球ではない場所。 
重力は少しは感じるけれど、どちらかと言うと浮かび

上がって漂う様な感じで移動できる。 

球状の星とかいう感じではなくて、自分たちで視覚化

してできた草の生えたシートの様な場所。 
でも、３次元の世界ではなくて、どこにでも繋がって

いる多次元のシートという感じ。 
自由に、どこにでも好きな所に移動できる。 
只、存在している。 
存在理由を考える必要もない。	  

 
【その存在に理由があるとしたら？】 
私たちは、只、良質のエネルギーを創り出している。 
私たち全体が１つのユニットとして、ポジティブなエ

ネルギーと、美しい光を創り出している。 
このシートの様な“場”に、創造した光と愛のエネル

ギーを織り込んでいく。 
その時に、茶色と白の毛皮が変色する。 
ピンクになったりして、仲間全員が１つの大きな鳥の

様になって、空間を飛んでいる。 
鳥というよりは、１つの大きな多次元の“生命のシー

ト”の様になって。 
時には透明になったりもする。 
“生命のシート”は愛と光のエネルギーで満ちている。 
私はその大きなエネルギーとしての存在の中の小さ

な馬の様な一点。 

 
【そのエネルギー体にとって大切な場所に向かうと

したら、どこ？】 
私は、太陽のエネルギーに向かって飛ぶ。 
余り近付けないけれど。 
プラズマの高いエネルギー場だから、とても熱く感じ

る。 
いい距離を保っていなければならない。 
私たちは、太陽の為に働いている。 
太陽の一部として。 
太陽からエネルギーを得ている。 
太陽の子供の様な感覚。 
太陽はまるで、偉大な父親の様な感じ。 
面白い感覚・・・。 
私の人間としての右目から、どういう訳か涙が落ちそ

う。（涙） 
不思議。 
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私は、横たわっている人間の感覚と、エネルギー体と

しての馬の２つの存在を同時にリアルに感じていて、

こんな感覚は初めてなので、不思議な気分。 
太陽は、宇宙の力。 
太陽は、この太陽系の全ての生命の源。 
太陽が私たちを導いている。 
太陽が植物を育て、人間を育てている。 
太陽が命の核。 
地上での命の営みの原動力。 

 
【クライアント個人の役割は？】 
私の役割は、この太陽エネルギーの一部、太陽の子供

として働く“スター・ボディ”を持ちながら、人間の

体を強く健康に維持して、“スター・ボディ”と人間

の体をしっかりと結び付けて、高い意識を常に自覚し

ながら生きる事。 
だから、人間の体のチャンネルをとても清浄に保つ事

は大事。 
人間の体を持っていると、呼吸がとても重要。 
可能な限り美しい空気を体に取り込んで、正しい呼吸

を心掛ける。 
正しい、きれいな言葉を話す。 
他の人間に話す時に、言葉遣いにもっと慎重にならな

ければいけない。 

 
【人間の体はエネルギー体だから、常に美しいエネル

ギーを扱うべきという事？】 
その通り。 
だから、絵を描く事はとても大切な事。 
エネルギーを表現する事。 
人と会話する事、普段の会話の中でも、自分のエネル

ギーを他人に送信するという事。 
例えどんな余計な説明がなくても、それは常に起こっ

ている事。 
私の役目は、そのエネルギーの送受信が正常に行われ

る様に、私の周りの全ての人のチャンネルを開かせる

事。 
それはあなた（催眠者）も同じでしょう？ 
それが、地上での私の仕事。 
私には、選択肢がない。 

私のエネルギーを周りの人に送信する事が役目。 

 
私が地球に降り立ったのは、ずっと太古。 
海に住む小さな生物として。 
蛸の様な生き物が見える。 
私の友人だった。 
今でもどういう訳か、蛸が私のメッセンジャーの様な

気がする。 
深海の暗黒の世界から、私を陸地に近付けてくれた。 

 
 
今後の人生をより充実させる為に思い出すべき別の

場面のイメージ 
明るい。 
室内。 
体を感じる。 
きれいな白と銀色のドレスを着ている。 
長いドレスで、靴が見えない。 
ドレスの裾を持ち上げたら、下にはものすごい数の衣

装の層がある。 

100枚ぐらいの布の層がある。 
シルク、光った刺繍の布、ものすごい数。 
私の姿は、とても変わった半透明の存在。 
それが、沢山の衣装を重ねている。 
衣装はどれも魔法掛かっていて、タッチすると一瞬で

変化する。 
それに、布は生きている。 
布は、私を守護しているスピリットの様。 
布はスピリットで、私を常に守っている。 
布が、私を飛び立たせたり、建物の様なものに変化さ

せたり、岩にさせたり、白樺の木にさせたりする。 
私が望めば、私を草むらの小さな石ころにしたり、歩

道のコンクリートの一部にしたりする。 

 
【１番好きな状態は？】 
海のすぐ側にある白い岩である自分。 
私がとても寛いで休める環境。 
私は岩であり、海でもある。 
岩を波打たせて、リフレッシュする。 
リフレッシュする事で、生きる。 
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リフレシュする事で転生し、他の場面で他の人生を歩

む。 
岩として動じずに、人目にも触れない。 
人に見付からず、自分らしく堂々といられる。 
この状態でいられるのは、とても、とても幸運な事。 

 
（場面が変わって・・・） 
どこか高い所から、私の両親になるべき人達を見下ろ

している。 
彼らは優しそうで、善良そう。 
いい人達だと思う。 
彼らは少しだけ悲しそうに見える。 
赤ちゃんを欲しがっている。 
それは、この人達が、１つの命を諦めたから。 
（長女、次女の後に、母親が堕胎している） 
どの命も、とても貴重。 
だから、私はここに行って、生きようと決めた。 
私にとっては“バケーション”の様な感覚。 
ここからバケーションに出掛けて行って、人間として

の生を楽しもう、と思っている。 
とても楽しみ。 

 
【どんな事を楽しみたい？】 
人間の人生を体験する事にわくわくしている。 
人間の感覚を体験するって楽しそうと感じている。 
痛みを持って、感情を体験して、全てが消え去ってし

まう事に囚われて深刻になったりするのって、楽しそ

うな事だとわくわくしている。 

 
【その様な体験がない場所にいる？】 
私が今いるこの場所には、・・・感情がない！ 
感情がない所にいる。 
私は特定の形を持たない太陽エネルギーの一部で、エ

ネルギーを送信して存在している。 
光のエネルギーの塊。 
光の一部で、大きなエネルギーの一部で、それをエネ

ルギーの低い所に向かって送信している。 
人間が太陽エネルギーに影響されていて、太陽エネル

ギーが反射している月に感化されていて、そして私は

このエネルギーの一部であり続けてきた。 

だから、反対の、大きなエネルギーを受け取る立場を

体験してみたい。 
こちらから見たら、人間達は怒りに満ちていて、とて

も哀しそうだけれど、私はこれからできる人間の体験

をとても楽しみにしている。 
ダンスをしてみたり、他の人間と話したり色々なコミ

ュニケーションをしたりして、怒りや哀しみも含めた

人間の感情を生々しく体験してみたい。 
そして、これから、人間の体へと変容していく。 

 
母親の胎内でのイメージ 
母の中に入った。 
ああ、ここにいるのはとても大変だという事に気付い

た。 
彼女は、とてつもない怒りを抱いて生活している。 
そして、とても欲深い人！ 
彼女の貪欲さをかわいそうに思う。 
彼女は人生でやりたい事があり過ぎ。 
全然リラックしできていない。 
彼女の体内に入ってみたけれど、全然リラックスでき

ない。 
彼女がリラックスの機会を与えてくれない。 

 
【自分が思い描いていた事とギャップを感じる？】	  
それが全然！ 
私はとてもわくわくしている！ 
私は、ここにやって来て、そしてすぐに自分が人間だ

って感じている。 
私は既に、人間の感情を感じる事のできる人間として

の自分を認識できる。 
そして、母の事をとてもかわいそうに感じている。 
彼女はとても閉じてしまっている。 
彼女はもっとオープンにならなくてはいけない。 

 
【母親の手助けに来ている？】 
手助けもそうだけど、私はバケーションに来た。 
休暇に来たけれど、同時に働いてもいる。 
私は常に、“太陽の戦士”。 
でも、どうして休暇が与えられたのかよく分からない。 
なぜ、人間の体を持つ事を許可されたんだろう？ 
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母は、ものすごく人間臭い。 
飾り付けたり、おかしい事を沢山する。 

 
【自分にとって最適な場所を見付けられた？】 
私は多分、どんな状況でも喜んだと思うけれど、この

人を母親に持つというのは、とても面白いと思う。 
彼女は本当におかしな人だから。 
特に、彼女がどれだけ食べ物を楽しんでいるのかは、

驚きに値する。 
私にとっては、ものすごく奇妙。 
私は、３次元の体を持って存在するという事を楽しん

でいる。 

 
今の私は、既に人間らしい形に育っている。 
子宮の中を壁にぶつかりながら動き回っている。 
ここは、楽しい所。 
ここからずっと出たくないと感じている。 
ここで楽しく過ごしている。 
私は母の子宮の中で、彼女の化身として、ここでとて

も快適に過ごしている。 

 
暗示 

 
誕生の場面のイメージ 
誕生したくないけれど、皆が期待して私を待っている

ので、出て行かなくてはいけない。 
明るい光が見える。 
眩しい程の光。 
眩しさにびっくりして泣いた。 
外は、全然居心地が良くない。 
初めて自分の体を、表皮を通して自覚した。 
それは、うんざりする様な居心地の悪さ。 
うんざり。 
光が、私の知っている光の質と全然違う。 
自然な光ではない。 
ここの光は青過ぎて、化学的な感じで、偽造されたも

の。 
そして、この部屋には太陽光がない！ 
今は夜らしい。 
そして、この偽りの光の体験は、とても辛くて、大変。 

【この世界で生き残っていけそう？】 
私は生き残っていく。 
大丈夫。 
只、存在し続けるだけ。 

 
（母親の思いを感じ取ると・・・） 
彼女はすごくほっとしている。 
疲れてはいるけれど、とてもほっとしているのを感じ

る。 
彼女は健康で、逞しくて、私を迎え入れる準備が整っ

ていると感じる。 
安全に感じる。 
私は体を持ったばかりなのに、この世界にどれだけ長

く居続けなくはいけないのだろうかと考えている。 
この体が、永遠に存在し続ける事はできないと知って

いる。 
私の体を作っているこの素材は、長持ちしない。 
どの休暇も、いずれ終わりが来る。 

 
この人生で起こった重要な場面のイメージ 
特定の場面ではなくて、沢山のイメージが重なり合っ

て漠然と感じられる。 
それは、多くの悪、憎しみ、怒り・・・（涙）、などを

目撃してきた事。 
それらを、心の底から悲しんでいる。 
人間でいるのは本当に辛い。 
多くのネガティブな事を感じ過ぎる。 
本当に辛い。 
子供として他の子供達に接して、彼らの中にある残酷

な面に驚いている。 
子供同士の関係性や、他の生き物に対する接し方の中

に、残虐な一面が見え隠れしている。 
驚くべき事が沢山ある。 
それらが、私をとても悲しませる。 
それが、１番苦しくて辛い。 

 
【人間の体験を望んだ時、その感情への心の準備はな

かった？】 
なかった。 
でも、これは、私が理解しなければいけない事だった。 
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この沢山の衣装の層を持っている事・・・、衣装の層

を増やす事が私の力量となっている、と感じる。 
そして、私はそれを纏った、不思議な天使の様な感覚。 
私は、人間の体を持つ前は、とても守られていた。 
私は人間の世界にある暗闇に気付かされた。 
その闇が、本当に沢山の人々の中にあるという事にも。 
その事実が、本当に辛い。 
想像以上に辛い体験。 

 
肉体の中に、その辛さを感じるのは、とても大変。 
私の体は、多分ちょっと違う。 
なぜなら、私はこの世界では、ちょっと異質な存在だ

から。 
とても過敏。 
だから、多分私は多くの時間を森や海で過ごさなけれ

ばならない。 
私には、人よりもずっと多くの静寂が必要。 
でも、実際の日常生活の中で、仕事などを通して、私

は沢山の人々と関わらなければならない。 
だから、私は土曜日を自分の為だけの休日に決めて、

もの静かに過ごしている。 
どういう訳だか、土曜日は私にとっては“太陽の日”

で、その日は、太陽の様に過ごす様にしている。 
１人で過ごし、他人と距離を置いて、太陽の様に内面

を輝かせる様に努めている。 
もしも土曜日に休息が取れなかったら、私の体はもの

すごく疲れ果てる。 
時々土曜日にも忙しくしなくてはいけない事がある

けれど、土曜日に十分休めなかったら、とても疲労が

溜まる事が分かってきたので、最近は、土曜日は静寂

の為に使う様に心掛けている。 

 
でも、私のこのバケーションが、こんなにも長い間続

くという事に、正直驚いている。 
私はこの人生を、もっと早く切り上げる筈だと思って

いたのに、まだ続く。 
私は、本当に疲れ果ててしまって、それで癌ができた

のではないかと思っている。 
癌になる直前の時期には、本当に体を脱ぎ去ろうと考

えた。 

自分の命を絶つ事を選んだ。 
そうしたら、家族に対しての罪の意識を感じた。 
そして、癌になった。 
癌になった時、本当に死んでしまう事を望んだ。 
本当に疲れ果てていたから。 
それで、気付いた。 
「私が望んだものが、現実に起こったんだ」という事

に。 
私が望んだ“恐ろしい事”の為に、これからも“恐ろ

しい事”と関わって生きていかなくてはいけないん

だ・・・と思った。 
だから、それに気付いた時は、生きている事を喜んだ。 
でも、生きる事への自分の中の感情のバランスを上手

く見付けていく事は、私にはとても難しい。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
癌（口腔癌）の意味について 
癌は、彼女が人間としての体験を望んだから得た。 
人間の肉体を持って、彼女が体験し得るどの様な形態

の体験でもいいと、彼女が自分で望んだ。 
彼女は体を持たない状態の時に体験できない“苦悩”

を体感したいと願った。 
その結果、癌を得た。 
癌は、彼女がなぜ人間の肉体を持ってこの世に生きて

いるか、その根本の理由を彼女に思い起こさせる為に

大事な要素だった。 

 
【口腔癌は、クライアント自身の自由意志による選択

の結果だと？】 
そう。 
なぜ口の中なのかというと、彼女は望んで人間の体験

をする為に地上に生まれたのにも拘らず、この社会に

積極的に馴染む事をせず、自分の意思表示を回避して

いる。 
彼女は体を持った時点で、エネルギー体として存在し

ていた自分自身と、自分の希望を忘れ去ってしまい、

自らの言葉を発するのを怠り、言葉としてのエネルギ

ーの送信が滞っている。 
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我々は、彼女に、送信の為の口を持っている事を思い

起こさせねばならなかった。 
話す為に。 
発する為に。 

 
そして、彼女は、もっとしっかりと食べねばならない。 
彼女は食べる事に興味がなく、常に最小限のものしか

口にしない。 
人間である以上、食も貴重な体験であり、自ら望んで

得たものを、しっかりと使う事を学ばねばならない。 

 
彼女は全般的に、空気の中を漂っている様に過ごして

いるが、それは、食べ物の事も関わっている。 
人間として生きる為に、もっと体に重みを付ける事は

悪い事ではない。 
食べる事をもっと楽しまねばならない。 
彼女は、食べ物をマジカルなものに捉えているが、実

際に食べ物が体に及ぼす影響は大きい。 
良質のものを美味しく喜びを持って取り入れる体験

がもっと必要。 
彼女は、できる事なら花ばかりを食べていたいと思う

程、食べ物に興味がなく、その重要性にも無頓着であ

るが、人間の体は、口に入れたものによって構成され

ている事の自覚は大切。 
本物の食べ物。 
もっと“重い食べ物”も、彼女がグラウンディングす

る為には欠かせない。 

 
【彼女にとっての“重い食べ物”とは？】 
彼女は自分で生活する様になってからは、全く動物性

のタンパク質を摂っていないが、それも必要。 
動物性タンパク質を摂取する事で、他者との結び付き

が体内で起きる。 
彼女は仙人の様な人間体験を望んでいないのに、漂う

生き方をしているのは、動物性タンパク質を取り込ま

ない事によって、物理的な肉体の組成に於いて、生き

物との繫がりが希薄だから。 
だから、自分の夢やイマジネーションの中をいつも漂

っている。 
そして、光の中に自分を置き過ぎ。 

“重い食べ物”を取り込んで、地球で生きる為のグラ

ウンディングをしなければならない。 
根菜もいい。 
何か、土の中深くに伸びて、地球のエネルギーをその

まま取り込んだ様な根菜も有効的。 
そうすれば、今迄以上にもっと深いレベルでの地球と

の繫がりが持てる。 
それが欠けていた。 
彼女はこれからはもっと多くの根菜類を食べるべき。 
動物性たんぱく質の摂取。 
そして、塩も。 
塩を控え過ぎて、体の機能が滞っている。 

 
【人間の体を楽しむ為に、他に食に関してのアドバイ

スは？】 
これらのものを、もっと日常的に摂取するべき。 
楽しんで食事をする事。 
動物性たんぱく質に関しては、口の中で噛み砕いた後

は、消化器官を通って、筋肉になる物質、骨になる物

質、血液になる物質、神経を構成する物質などとして、

各組織へと運ばれていく。 
そして、体を動かす為に重要なエネルギーに変換され

る。 
他の生き物の組成をいただいて自分の組成に変換し

て、体を上手く機能させる為のエネルギーを生み出さ

ねばならない。 

 
【彼女は動物の肉を食べる事に抵抗があるが、生き物

としてみるのではなく、体の構成要素と捉えた方がい

い？】 
捉え方よりも、とにかく、彼女は生き物を摂取しなけ

ればならない。 
ただし、彼女の体は繊細なので、大きな塊は上手く消

化できないのも問題で、スープ状の食べ物で摂取する

のが最も効果的である。 
スープで十分。 

 
【口腔癌の原因は、それ以外にもある？	 それとも、

もう明確になった？】 
癌の原因は、もう明確になった。 
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そして、彼女はしっかりと理解できたと思う。 

 
【症状はしっかりと癒されている？】 
しっかりと癒され、何の問題もない。 
喉の穴（クライアントが手術の時に、呼吸を助ける管

を通す為に開けられたもので、クライアントが気にな

っていた）も、完全に癒されて、問題はない。 

 
それよりも、もっと私が心配しているのは、彼女がい

つでもこの人生を手放す準備ができてしまっている

という事。 
その為に、この地上での人生の、人間としての学びの

体験が疎かになり、彼女の“高次の目的”を見失って

いるという事。 
彼女は、もっと切実に人間の体験を楽しむべきであり、

“普通の人”としての体験も、生きるべき重要な価値

があるという事をもっと認識しなければならない。 

 
【それが、彼女の目的？】 
そう。 
彼女の目的は、始めから“普通の人”を楽しむ筈だっ

た。 
そして、彼女の“本質に関わる仕事”も。 

 
【その“本質に関わる仕事”は捗っている？	 それと

も、まだ始められていない？】 
彼女はほんの少しはしてきた。 
でも、彼女はもっと自分自身に規律を設けて行ってい

かなければならない。 
彼女は彼女の仕事（ヨガ・インストラクター）を通し

て、人と関わり、人をオープンにする手伝いをしてい

る。 
彼女はもっと絵を描き、その絵を世に出す事もしなけ

ればならない。 
お金の為ではなく、イメージを創り出す為に。 
彼女の創り出した絵画としてのエネルギーが他人の

目に触れる事によって、それを見た全員に働き掛けな

くても、人の心に癒しを齎し、人が考えている体のイ

メージ以上の事を気付かせるきっかけにする意味で

も大切（クライアントの絵画は、人間とそのエネルギ

ーを扱ったテーマが多い）。 
描き続け、諦めないようにしなさい。 
光のエネルギーを取り込んで、それを色に変換してい

く作業。 
続けていきなさい。 

 
【クライアントは、彼女にとっての適切な道を歩いて

いる？】 
正しい道だと言えるだろう。 
只、不規則な時間に食べる事を正してしっかりと食事

をし、良質の睡眠を持ち、もっと沢山の良質の水を飲

まなくてはいけない。 
彼女は夜更かしをして、偽りの人口的な光に自分を晒

し過ぎ。 
睡眠も、人口光を完全に除去しなければならない。 

 
【ワインの摂取については？】 
ワインは、彼女にとっては全く支障がない。 
今以上に飲む事は慎まなければならない。 
ワインを飲む時に、ワイン以外のものと混ぜるのはい

けない。 
ワインを良い意図の為に用いる事。 
幸福感の為に飲む事。 
罪悪感を持ってはいけない。 
就寝前に夜遅くに飲んではいけない。 
これらの事を守っていれば大丈夫。 

 
【食事や飲酒などに関して、ハイヤー・セルフにサポ

ートを頼む事はできる？】 
その許可は、私には与えられていない。 
彼女が自ら欲して人間を体験する為の人生なので、彼

女がそれに全責任を負わねばならない。 
私が助けては、彼女の学ぶべき事が損なわれてしまう。 
学びは全て自分自身でしていかねばならない。 

 
【それが“宿題”？】 
そう。 
自分で解いて解決していかねばならない。 
自分で人間としての体験を希望した以上、その問題へ

の答えは、全て自分自身で解いていかねば意味がない。 
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もしも彼女が困った時に、私に助けを求めれば、私は

いつでもアドバイスを与える準備はできている。 
彼女は、自分の人生が全て自分の手中にある事を理解

せねばならない。 
彼女は１人切りではなく、ガイド・スピリットも側で

見守っている。 
そのガイドの中にも、人間だった時に、アルコールで

悩んだ者もいる。 
それは、彼女の先祖に当たる人物で、日本人の体質や、

家系の遺伝子にも関わっている。 
そのガイドは、自分も飲酒を好んでいたので、彼女が

お酒を飲む事に何の疑問も持っていないし、サポート

もしているが、物事には節度というものがあるので、

彼女がその節度を守れる限り、大丈夫。 

 
彼女は、自分が“太陽のユニット”に属している事だ

けは、覚えていた方がいい。 
それが、彼女の仕事の根底にあり、今後の仕事や家族

や人生の中での人との関わりに大きく変化を齎す事

ができる。 
彼女が踏み込んだ自分の人生には、自分で最後までし

っかりと責任を持たねばならない。 
そして、自分自身の“声”を持たねばならない。 

 
【彼女が思い出すべき、今生での重要な場面はその他

にある？】 
色々な体験があったが、彼女には１つの場面だけが特

に重要だったという訳ではなく、全般に渡って認識さ

せられる、人間が持つ暴力的な側面への気付きがとて

も重要。 
大小様々な地域に於ける暴力と共に、自分の家庭内に

於ける小さな規模の暴力的要素に関しても。 

 
【家庭内でクライアントが感じた“暴力的な要素”と

は？】 
上の姉がいつも怒りをあらわにしていた事。 
彼女が幼少期に、母親がいつも怒っていた事。 
そして、その類いの怒りは、人間にとって大変扱いが

難しいという事。 

 

 母親との対話のイメージ 
 【クライアントが感じた、家庭にあった母親

 が示した“暴力的な要素”とは？】 
 私は感情のコントロールが上手くできず、す

 ぐに怒りを表した。 
 私が怒りの感情を持ったら、その後は全然コ

 ントロールができない。 
 私が怒ってもいいという全権を持っている

 様な感じがするから。 

  
 【怒りのコントロールを学んだ事がない？】 
 なかった。 
 何かを無理矢理止めさせられる様な体験が、

 私の育った家庭にはなかった。 
 人前では体裁を気にする親に言われて、その

 時はコントロールできていた。 
 自宅では、個人的な理由で怒りを表すのを許

 されていたと思う。 
 個人の自由として。 

  
 	 【怒りの代わりにするべき事を知らない？】 
 自分の怒りっぽい性格を分かっていて、自分

 でも直そうとはしたけれど、自分で選んで、

 意識的に怒っていた。 
 自分にパワーを与えるから。 

 
	  【なぜ、その様なパワーが必要だと感じた？】 
 なぜなら、私にはそれ程のパワーがないから。 
 怒りの感情が、私をパワフルな存在にしてい

 た。 

	  
 【自己表現に、ポジティブではなく、ネガテ

 ィブな方法を用いた？】 
 自分の中に、いつも怒りのエネルギーを感じ

 ていたから、ポジティブな自己表現を試みて

 も、上手くいかなかった。 
 書道や、沢山のスポーツ、テニスもした。 
 歳をとってきたら、怒りはだいぶ治まって、

 少しは心穏やかになれたと思う。 
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 【夫（クライアントの父親）は、その怒りを

 サポートした？】 
 いいえ。 
 私は、夫の前では１度たりとも怒っている

 姿を見せた事がなかった。 
 彼が私の怒っている姿を見た事はないと思

 う。 

 
 【なぜ、子供達には夫に見せない姿を見せ

 た？】 
 夫はよく仕事や出張などで家を空けていた

 ので、私の怒りの持って行き場が、その辺に

 いた子供達になった。 
 夫が家を空けている間、私が３人の子供達を

 １人で世話せねばならず、子供の態度が悪い

 と、すぐに怒りが込み上げた。 
 沢山の仕事が肩にのし掛かっていた。 

 
 【ストレスを発散する方法はなかった？】 
 子育てのまっ直中をアメリカで過ごしてい

 たけれど、沢山の日本人の友達がいた。 
 お母さん友達で、皆が同じ様なストレスの様

 な感情を共有していた。 
 他の人達がどうやってストレスを扱ってい

 たのかは分からないけれど、私の態度やスト

 レスの扱いが、普通ではなかったという事は

 あり得ないと思う。 
 私は、只、子供達を躾けて、ちゃんと育てよ

 うとしただけ。 

 
 【自分のベストを尽くした？】 
 勿論。 
 私は自分のベストを尽くして子供を育てた

 筈。 
 もしも私がしてきた事で、子供達が誤解して

 メッセージを受け取っていたら申し訳なく

 思うけれど、私は一生懸命に子供を育てたと

 思う。 
 子供達はもういい大人になって、もう私の事

 を許してくれていると思う。 

 只、私は今でも長女（51歳／自閉症、アスペ
 ルガー症候群との診断を受けている）の面倒

 を見なければいけない。 

 
 【長女の症状に、自分の影響を感じている？】 

 下の 2人にはそれ程でもなかったかもしれな
 いけれど、長女には、私の怒りをだいぶ向け

 たかもしれない。 
 彼女は本当に気難しい子供だった。 
 育てにくい子だった。 
 だからよく叱っていた。 
 ものすごく手が掛かった。 
 そして今でも手が掛かる。 

 
	  【自分で蒔いた種を刈り取っていると感じ

 る？】 
 どうなんだろう？ 
 彼女は小さい時からとても問題が多くて、そ

 して今でも感情で取っ組み合っている様な

 感じ。 
 でも、彼女の中にある怒りは、私だけが蒔い

 た種ではないと思う。 

  
クライアント 
私は、母を許せる。 
大丈夫。 
愛を送る。 

   
 上の姉（７歳年上）との対話のイメージ 
 【母が表現した怒りの感情が、強く影響して

 いる？	 または、自分も怒りを持って生まれ

 た？】 
 私は、とても恐がりなの。 
 いつも何かに怯えている。 
 私は色んな人達に叩かれて大きくなった。 
 元々生まれた時から、多分恐れの感情を強く

 持ってこの人生を始めたと思う。 
 それは前世の記憶かもしれない。 
 水、光、ネガティブな感情、私には沢山の怖

 いものがある。 
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 何にでも敏感で、何にでもすぐに恐れを抱い

 てしまう。 
 なぜなのかは分からない。 

 
 【自分の中にあるネガティブな感情が、もっ

 とネガティブなエネルギーを引き寄せてい

 ると思う？】 
 ネガティブなエネルギーって言われても、よ

 く分からない。 
 私自身がネガティブなものを持っているの

 かは分からない。 
 私が不幸せだという事だけは知っているけ

 ど。 

  
	  【全人生を通して？】 
 そんな事はない。 
 幸せな瞬間もあった。 
 私はおばあちゃんがとても好きだった。 
 そのおばあちゃんといる時は、とても幸せだ

 った。 
 でも、３歳の時に、アメリカに引っ越さなけ

 ればいけなくなった。 
 その時、おばあちゃんに会えなくなって、も

 のすごく落ち込んだ。 
 私はおばあちゃんに沢山面倒を見て貰った

 から。 

  
 【その寂しかった気持ちを誰かに言った事

 は？】 
 １度もない。 
 もしかしたら、小さい時に両親に言ったのか

 もしれないけれど、覚えていない。 
 おばあちゃんは私が６歳の時に亡くなった。 
 私がアメリカにいる間に。 
 おばあちゃんはとても優しくて、穏やかだっ

 た。 
 私はまだ小さかったので、悲しみの気持ちは

 抱かなかったけれど、３歳の時から大好きな

 おばあちゃんに会えなくなって、その後もず

 っと永遠に会えなくなってしまって・・・。 

 おばあちゃんの死によって悲しんだのでは

 なくて、３歳の時から、私はずっと悲しみの

 中で生きていたと思う。 

 
 姉のハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
 【彼女の抱いているネガティブな感情につ

 いて】 
 彼女はとても悲嘆にくれた人。 
 彼女は・・・・。 

 
 イメージで、軍隊が見えている。 
 戦争と軍隊。 
 彼女は日本の軍隊と関わりのある前世を生

 きた。 
 彼女は前世で、その関係で死んでいる。 

  
 彼女は、今日、とても太っていて怠惰に生き

 ている。 
 彼女は今生で、名誉を欲しがったけれども、

 それを得る為の努力を何もしてこなかった。 
 彼女は名誉も尊敬も得られない。 

  
 彼女の前世では、それらを享受していた。 
 彼女は軍の司令部にいた高官と結婚してい

 て、名誉も尊敬も得ていた。 
 彼女は突然死んでしまった。 
 その人生を満喫していたのに、心臓発作で突

 然死んでしまい、全てが一瞬で終わってしま

 った。 
 その人生では、彼女は全てが手に入る満足の

 いく人生を送っていたのに、彼女の世界が一

 瞬で崩れ去った様に感じた。 
 あの世に戻った時に、また体を持って同じ様

 に充足感のある人生を望んだけれど、彼女に

 は“失う事への恐怖”が払拭できない。 
 どんな些細な事であっても、失う恐怖がつき

 まとっている。 
 しかし、彼女は前世で得た幸せが、自分自身

 で築き上げたものではない事に気付いてい

 なかった。 
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 【彼女が指摘された、自閉症やアスペルガー

 症候群の症状は、その人生との結び付きがあ

 る？】 
 深く結び付いている。 
 その人生で、彼女はとても自己中心的だった。 
 彼女は自分の元で働いている何人かの人々

 に、とても冷徹に接した。 
 人々を軽くあしらい、人々に等しく適切な態

 度で敬いの気持ちを持って接する事をしな

 かった。 
 彼女が再びこの人生を始めた時、その前世か

 ら持ち越した冷淡さ、非情さを持っていた。 
 人に対する厄介で煩わしい態度、不快に思わ

 せる態度が身に染み込んでいる。 
 でも、今生は今生で、違う肉体とパーソナリ

 ティーを持って全く違う人生を歩まねばな

 らない時、彼女は前世で持っていた他人に対

 する自己中心的な批判の仕方を、今生で自分

 に向けた時、彼女を不安で居心地の悪い気持

 ちにさせ、幸せを感じられないでいる。 

 
 【それがすなわち、彼女の今生での学びに直

 結している？】 
 彼女は、どの様に人の事を思い、人と接して

 いかねばならないかを考えねばならない。 
 今現在でも、彼女は自分の快適さだけに思い

 煩っている。 
 自分にとって必要な事だけ。 
 いつも自分が中心で、世界は自分の為だけに

 回っている。 
 自分の快適さに於いて、他人が介入する隙間

 を持っていない。 
 前世で、彼女は多くの召使いを抱えていた。 
 全ての人間が、彼女の快適さや楽しみの為に

 何でも言う事を聞き、何でも身の回りの事を

 していた。 
 自分で何かを解決するという、人間本来の人

 生の意義を全く無視していた。 

 
 【その前世で、クライアントは何らかの関係

 を持っていた？】 
 いいえ。 
 その人生では、お互いを知らなかった。 
 今現在の家族は、お互いにとって完全に新し

 いもの。 

 XX（クライアントの名前）は、その事を感じ
 ていた筈。 

  
 【その他にクライアントが知っておくべき

 姉の性質は？】 

 XXは彼女の性質に早くから気付き、常に姉
 のネガティブな影響に晒されない様に注意

 を払っていたと思う。 

  
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
真ん中の姉について 
この人にも、特徴的な性質がある。 
彼女は上の姉よりももっとセンシティブで、ずっと貪

欲。 
母親の様に欲張りな面が強い。 
でも、優しさも同時に持っている。 

 
【優しさは、彼女の真実の姿？】 
そうとも言える。 
でも、彼女は何らかのダメージを負っている。 
そのダメージは、彼女が自分自身で付けてきたもの。 
彼女は人生の中で、間違った選択をし続けてきた。 
彼女は生きている社会の中で、重要人物だと思われた

い。 
名誉、お金を、自分自身よりも愛している。 

 
【名誉やお金が、彼女の価値を決めていると思ってい

る？】 
そう。 
だから、彼女はお金の為に、夫を選んだ。 

 
【それは、間違った選択？	 それとも、設定通り？】 
２人の関係は、過去世からの繋がりによる。 
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彼も、お金をこよなく愛している。 
彼らは、過去の人生からの古い縁によって結び付いて

いる。 
だから、今生で出会った時にすぐにお互いを認知して、

一緒に何かをする為に結婚した。 
彼女はお金の為だけでなく、本当に彼の事を愛して一

緒になった。 

 
【彼らは、自分たちの 2人の子供達に沢山の苦悩を与
えているとクライアントは感じているが？】 
そう。 
とても大きなプレッシャーと、不自由さを感じている。 
自分達の自由な人生の楽しみ方を阻まれて、親の考え

る“こうしていれば、幸せに生きられる”小賢しい要

求に応えようとして、枠の中に嵌って出られない。 
しかし、それですら、彼ら自身がこの親の元に生まれ

る事で体験しようとして生まれてきた、まさにその理

由である。 
自分達以外の誰かが何をどうすればいいのかと言っ

てきて、それに従わざるを得ないという不自由で窮屈

な人生体験。 
彼らが自分の人生をあの世で設定する時、それを自分

達で選んで来たというのが、紛れもない事実。 

 
【彼ら自身が、何か間違っているとか、外から見ても

明らかに家族関係がおかしいと思っていても、それは

妥当な理由があっての事？】 
外から見れば、おかしいと思っても、間違いではなく、

同時に OKなんだという事。 
大事なのは、宿命や、置かれた状況ではなくて、自分

が“何者であるか”という事。 
彼らには彼らだけの学びがあり、宿命と置かれた環境

を持って、その学びを遂行していくという事。 
彼らは、自分達だけの体験を通して、自分達が“何者

であるか”を見定めていかねばならない。 

 
【クライアントは、彼女が目撃している事に対して、

彼女の観点からの判断や評価をする必要がない？】 
そう。 
判断も評価もするべきではない。 

しかし、彼女は、彼ら一家の為にそこにいて、サポー

トを惜しんではならない。 
彼らはこの状況を逞しく生き残るだろう。 
彼らの父親（クライアントの義兄）はとても意地悪で、

頑固で屈強な性格であるが、その為に、彼らは強くな

らねばならなかったし、そうして悪意に対して強くい

られる性質を培った。 

 
【クライアントとクライアントの家族が、姉の一家か

ら感化される必要はない？】 
義兄が築いた壁に影響される必要はない。 
彼は自分を頑丈な壁で取り囲んで、自分に向けられる

どんな批評からも自分の身を守っていられる。 
彼以外の誰かが、彼をどうする事もできない。 
彼は、その家族に留まって、金銭的に援助していかね

ばならない。 
しかし、彼が年老いた時、彼は家族にさえ嫌われて、

孤独に苛むだろう。 

 
【彼が自分で蒔いた種によって】 
そう。 
自分で蒔いた種。 

 
【クライアントが話していた“アヒル事件”について、

どう説明できる？】 
（クライアントの一家４人と、真ん中の姉一家４人で

湖のある敷地内にある宿泊施設に泊まり掛けで出掛

けた時、野外で食事をしていた。湖の側だったので、

人に慣れているアヒル達が沢山寄って来て、義兄はそ

れを追い払っていた。湖のほとりに背を向けて佇んで

いた休息中の１匹のアヒルに目を留め、そのアヒルに

向かって、義兄は大きめの石を投げつけたら、それが

アヒルの首に命中して、首が折れ、血が吹き出た。自

分や姉がタオルに包んで、動物病院へ運ぼうとしてい

る最中に、アヒルは首が折れたまま、力を振り絞って

逃げ、懸命に湖に向かって飛んで行った。その思い出

が、クライアントを苛んでいる。） 

 
その出来事は、どれだけ彼が傷付いているかをそこに

いた全員に示す好機だった。 
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彼は、全身を傷だらけにして、酷い痛みと共に人生を

生きてきた。 
そして、その痛みをそういう形で表現してしまっ

た・・・という、そういう出来事だった。 
自分の家庭の中では十分に表現していても、彼の痛み

はずっと癒されないでいた。 

 
【だから、全員に分かる様な決定的な手段を用いたと

いう事？】 
そう。 
そして、これは彼にとってはとても大きなプロテクシ

ョンとなった。 
なぜなら、誰も彼の事を真剣に知りたいと思わなくな

ったから。 
その事で、彼は、自分の周りに大きなスペースを得る

事になった。 

 
【彼は自分を守る事に成功したという事？】 
そう。 
だから、彼は自分がどれ程の痛みを抱えているのかを

小出しに表現しなくても、確実に明白な方法でそれを

ぶちまけて、誰もその事に疑問を持つ必要もなくなっ

た。 
自分の態度に誰かからの批評を受けたとしても、その

正当性を証明する事ができた。 

 
【でも、受け止め側が、その真の意味を理解できず、

困惑して、嫌悪感を抱くだけの結果になっているが？】 
彼にとっては、壁を作って、傷付いた自分を守る事に

成功した事で十分。 

 
【彼の持っている大きな痛みとは何？】 
彼は虐待されて育った。 
否定され、踏みつけられ、愛を知らずに育った。 
だから彼は、その感情を子供達に向けている。 
彼自身は子供達を愛していると思っている。 
彼は、子供達に多くの注意を向け、色々な事に口を出

して、自分が正しいと思う事を押し付けているが、彼

にとってはそれが、紛れもない愛情表現だと思ってい

る。 

過剰な躾と手引き。 
それが、彼ができる最大の事であり、彼が子供達にそ

れだけ関わり合っている事に、自己満足と喜びを齎し

ている。 
過剰なコントロール。 
彼は本心から、それが愛情だと信じている。 

 
【それが、彼自身が彼の両親から受け取ったものだか

ら？】 
彼は、両親からの暴力的なコントロールを受け、愛情

が与える事のできる優しさや安心感や温かさを全く

体験させて貰えなかった。 

 
【クライアントがこの一家にできる事は？】 
彼女は、只、評価をしない立場でいなければいけない。 
そして、全員に対して、彼女の優しさを表現していく

事。 
何も言葉で表現する必要はない。 
態度、在り方によって彼女の愛を表現する事。 
素敵な思いを送る。 
彼を許し、彼の両親を許し、彼を受け入れる事で、彼

も自分の中にある消えかかったろうそくの炎の様な

小さな優しさに気付くチャンスも与えられる。 
彼の最大の問題点は、彼が彼自身を全く愛していない

という事。 

 
【クライアントは、義兄の中の痛みをしっかりと理解

できた？】 
彼女は初めて彼を見た時から、いつも彼の痛みを察知

していた。 
彼女は、自分の夫が義兄と縁を切って、全く関係を持

っていない事に対して、何もする事ができない。 
夫には夫の自由意志があり、それは彼女が無理矢理何

とかしようとする訳にはいかない事。 
今後、親戚同士で集まる時にも、彼女は只、そこにい

て、全員に等しく親切に接し、全員が彼女からの愛を

感じ取れる様にしなければならない。 

 
【彼女は適切に関われている？】 
彼女が姉の一家についてできる口出しは、何もない。 
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彼女ができるアドバイスも、何もない。 
只ただ自分らしくあり、彼女の愛情が無償である事を

態度で表現しなければならない。 
そして、彼女はそれができる。 

 
【その“アヒル”はどうなった？】 
アヒルは死んだ。 
首が折れて、飛び去った後、湖の上で力尽きて、その

まま墜落した。 
そして傷付いたアヒルを鷹が見付けて、食べた。 
そして、アヒルは、自分を殺した人間の手の中で死ぬ

事なく、自然の摂理の中で死ねた事を喜んだ。 
アヒルはまだ微かな意識があったが、鷹に肉を引き裂

かれているうちに意識を失って、そのまま死んだ。 

 
【アヒルがこの時湖の側にいた事は、必然だったの

か？	 アヒルが自分の身に起きる事を、少しでも感じ

る事はできていたのか？】 
アヒルは、人間がどういう選択肢を採るかのチャンス

を与える為に、そこにいたという言い方もできる。 
人間に、“それでどうするか”という選択の機会を与

えた。 
その結果、人間は“パニック”を選択した。 
アヒルはそこに存在して、“生々しい死”の可能性を

見せた。 
生命の脆さ、儚さ。 
アヒルが残された奇跡的な力を振り絞って飛び立っ

た事で、“神の力”を示した。 
本来なら、その瀕死のアヒルには飛び立つ力など残っ

ていなかったのにも拘らず、偉大な“高次の意識”が

アヒルに滑り込んで、生命の荘厳さを見せつけた。 
また、その土地は個人経営の敷地内で、飼われていた

アヒルを殺す事は動物虐待の罪で義兄が捕まる事を

意味し、家族がそうならない様にと必死に祈った思い

が、その奇跡を起こしたとも言える。 
一家がある意味団結して、アヒルの命を救おうと努め、

義兄を守ろうとした思いが大きかった。 
その場面で、（義兄と夫を除いて）全員の強い思いが、

サイキックのエネルギーとなって引き起こした。 
サイキックのエネルギーが、チャンネルを開く様な感

じで作用した。 

 
 アヒルとの対話のイメージ 
 自分は、今現在は、全く別の存在になってい

 る。 
 もうアヒルではない。 
 今は、別の空間にいる。 
 自分は一生を通して、とても平和な美しい時

 間を過ごしてきた。 
 自分の楽しみは、湖のほとりで美しい夕暮れ

 を見る事だった。 
 自分は年老いたアヒルだった。 
 自分はあの時も、只、湖の側で寛いで、人間

 に気をとられる事もなく、のんびりと美しい

 自然を眺めていただけだった。 
 だから、自分の人生の最後に起こった出来事

 にとてもショックを受けた。 
 沈んでいく太陽を見ながら、半分うっとりと

 夢見心地でいたから。 
 石が自分の首にぶつかった時も、半分寝てい

 た。 
 だから、自分には、一体何が起こったのか全

 く分からなかった。 
 自分がその後あっという間に死んでしまう

 という事も。 
 自分は、人生の終わりに恐怖を味わった。 
 最終地点で、自分の命と闘わなくてはいけな

 いとは知らなかった。 
 自分の全人生を懸けて、自分は人間とは信頼

 するに値する生き物だという事を学んでき

 たから、だから、何の疑問も抱かずに、人間

 達の前で悠長に寝ている事もできた。 
 今は体を失ったけれど、自分の首は今でも痛

 い。 
 他の生き物に食べられた事で、感じようとす

 れば、体中に引き裂かれる痛みを再現する事

 もできる。 

 	  
 ヒーリング 
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 素敵な機会を与えてくれてありがとう。 
 美しいアヒルの自分自身を感じる。 

 
クライアント 
おかしな気分。 
今迄ずっと、あのアヒルがものすごく怒っていると思

っていたのに・・・。 
義兄が数年前から苦しんでいる背中の痛みは、アヒル

の恨みを勝手の事だと思っているけれど？ 

 
 義兄のハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
 【彼の背中の痛みは、クライアントが思う通

 りなのか？】 
 彼の背中の痛みは、アヒルだけが原因ではな

 い。 
 彼がしてきた全ての残酷な行いが原因。 
 彼は、もう自分の罪を支え切れない。 
 痛みは、彼にとっての教師となっている。 
 彼は、自分の事をもっと振り返ってみなけれ

 ばならない。 
 彼が色々な事に反応する前に、もっと熟考し

 なければならない。 
 彼は、罪滅ぼしの為に、彼が大事にしている

 物を差し出さねばならない。 
 彼の痛みを和らげる為には、ボランティアの

 仕事や、寄付金という形などで。 

  
 【彼は、そういう事ができる人？】 
 もしも彼が、見返りに何かを受け取れるので

 あれば、ボランティアや寄付をする事ができ

 る。 
 しかし、見返りを求めない、彼自身の意志で

 何かを行わなければならない。 
 彼は、罪を認めている。 
 だからこそ、痛みがなくならない。 
 自分の弱さを認め、自分を許さなければ、痛

 みはいつ迄も治らない。 
 彼の別の問題点は、感情から自分を切り離し

 ているという事。 
 特に、アヒルの一件に関して言えば、彼は、

 アヒルは食べ物だと思っている。 
 鶏と同じ様に。 
 だから、アヒルの中に感情を認められない。 
 アヒルへの敬いはおろか、人間の命に対して

 も妥当な敬いの念を持っていない。 
 彼が興味あるのは、只、自分の生き残りに関

 してだけ。 

 
 【それは、彼の学びのステージが、今はまだ

 そういうレベルにあるという事？】 
 全くその通り。 
 彼の学びは、彼だけが習得できる事であり、

 周りの誰かが代わりにする事はできない。 
 周りの者ができる事は、彼を理解しようと努

 め、見放さず、干渉せず、見守るだけ。 

  
 話をしてくれてありがとう。 

 
 
再びハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

  
父との関係について 
彼はとてもおおらかで、優しい人。 
彼は光の存在。 
元々地球外からやって来た人。 
彼は多くの力を持っている。 
彼はテレパシーを使って人の事を知る事ができる。 
彼は彼女（クライアント）ともテレパシーでコミュニ

ケートできる。 
彼は目に見えないものを見る力がある。 
彼は、何か思い掛けない事が起こっても、よく「これ

は偶然ではないよ」という、穏やかな言い方をする。 
彼は、歳とともに、もっと大いなるものと強力に繋が

れる様になってきた。 
彼女は、父親の命の事を最近気にする様になった。 
というのも、父親が、彼女に自分の命がそんなにない

かもしれないと仄めかした事があったから。 
この宇宙は、いつでも命を取り去る事ができ、それは

不思議でも何でもない宇宙の摂理だと言った。 
彼はそれを仄めかす事によって、死に対する彼のリラ
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ックスした考えを示した。 

 
【彼がクライアントに与えた１番の影響は？】 
瞑想、仏教徒（曹洞宗）としての心構え、先祖への向

き合い方。 
彼は、全てを超越した様な、達観したものの見方がで

きる。 
何事も評価せずに、ありのままの姿を受け入れる。 

 
【だからこそ、彼は、感情のコントロールが上手くで

きない妻と一緒にいる？】 
彼は自分の意志で彼女を妻に選んだ。 
なぜなら、彼女はとても人間臭いから。 
感情的で、ガッツがあって、社交的でもある。 

 
【お互いにバランスをとる為？】 
バランス・・・、そこはまた別問題。 
というのも、彼女は、夫の前では、本来の自分の姿を

曝け出さないから。 
彼女は夫の前ではあくまでも控えめに演じているが、

本当の感情をいつも隠している。 
ある意味で、バランスはとれている様に見えて、妻の

サイドで関係がアンバランスになっている。 
そのアンバランスさも、また、選んだ道。 

 
【そのアンバランスさの中に、３人の子供達が加わっ

ているが、それも全員が選んだ道？】 
全員が選んだ訳ではない。 
上の姉に関しては、彼女は熟考して選ぶ事なく、只、

誰の所でもいいから・・・と焦って加わった。 
その時期に“開いている所”ならどこでも良かった。 
彼女は慌てていた。 

 
【彼女は焦って新しい人生を始めて、それはそれで正

解だった？】 
彼女は前世を終えて、もっと休息するべきだった。 
もっと時間を掛けて十分に魂を落ち着けて、次の人生

の設定を選択するべきだった。 

	  
【焦って新しい人生を始めたかったのは？】 

彼女の前世による影響。 
自分の思い通りに色々なものが手に入ったのに、全て

を失ってしまった為に、それを繰り返したいと願って、

慌てた。 

 
クライアントの直前に生まれるべき兄/姉の堕胎につ
いて 
（両親がアメリカに行く事になった時に、母親が妊娠

していたが、同時は駐在員の妻が妊娠していたら、海

外での出産になる事を避ける為に、海外赴任を取り消

されるという事情があった事で、母親が父親に内密の

まま堕胎手術を行ってしまった経過がある。） 
この生まれて来れなかった子供が、セッションの始め

に出てきたロバの様な赤ちゃんの様な岩と重なる。 
“彼”（誰も性別を知らない）は、守護霊として、側

にいる。 
彼は家族の一員となるという明確な理由を持たない

で、母親の胎内に入り、去らねばならなかった。 
彼は、自分の意志に反して、無理矢理去らねばならな

かった。 
人間として存在する事を許されなかった。 

 
	  堕胎された命との対話のイメージ 
 人間として人生を送る決定をしてお母さん

 の中に入る事を許可されたのに、僕の人間の

 体は壊された。 
 お母さんが、僕を欲しがらなかった。 
 僕は今は、漂っている。 

  
 【どの様な感情を抱いて？】 
 迷子になった様な感じで彷徨っている。 
 僕は、この家族の一員として生きる心の準備

 ができていたのに。 
 僕は、お母さんの中に入ったばかりだったの

 に、壊された。 

  
 【その時、拒否されたと感じた？】 
 拒否だとは感じなかった。 
 シフトされたと感じた。 
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 【その状況を受け入れられている？】 
 受け入れはしているけれど、お父さんが、僕

 をここに引き止めている。 

 
 【父親が、魂の浄化を祈って手を合わせてい

 るから？】 
 そう！ 
 僕は、お父さんが僕にとても献身的だと感じ

 ている。 
 お父さんはとても優しくて、僕を本当の子供

 として扱ってくれているのを感じている。 

 
 【その事は、居心地を良くしている？	 それ

 とも？】 
 僕の居心地というよりも、僕に手を合わせる

 事で、お父さんはとても善良な人間性を得て

 いると思う。 

 
 【堕胎というのは悲しい出来事だったけれ

 ど、2人にとっては、必然だったと思う？】 
 それによって、お互いに役割分担ができてい

 るならば。 
 そして、お父さんは確実に思いやりのある素

 敵な人になった。 
 彼はいつも全ての命が貴重だと言っている。 

  
 【いつ迄漂っている？】 
 僕は、いつもいつも漂っている訳じゃなく、

 光の中と地上の世界を行ったり来たりして

 いる。 
 僕は、僕を引き付ける強い力を感じるから、

 こちらにいる事が多いだけ。 
 お父さんが、毎日の様に、僕に許しを乞い続

 けているからね。 
 でも、許すも許さないも、僕は始めから怒っ

 た事もないのに。 
 お父さんは、「あなたの姉妹達を見守ってあ

 げてください」と言うから、僕はちゃんと姉

 妹達を見に行っている。 
 僕は、３人の姉妹の間を飛び回っているよ。 

 でも、僕はいつでも次のステップに進んで

 もいいと思う。 

 
 【新しい人間として生まれ変わるという

 事？】 
 いや、僕は待っているんだ。 
 お父さんが僕に沢山の愛情を注いでくれて

 いるから、側にいてあげたい。 
 外出中に安全でいられるかとか、健康でいら

 れるかとか。 
 僕はいつもお父さんの面倒を見ているよ。 
 僕の仕事は、多分、命の大切さをこの家族に

 伝える事と、近くで見守っている事。 

  
 この家族はいい家族だと思うよ。 
 お母さんの事はかわいそうだと思うけど。 
 彼女は、僕の事を考えたりもする事があるけ

 れど、いつ迄も僕の事を認めようとしないか

 ら、かわいそうだなあと。 
 彼女は大きな罪悪感で一杯なんだ。 
 罪悪感は感じる必要がないのに。 

  
 【母親が、罪悪感を抱き続けるのは、彼女の

 魂の成長にとっては有益？	 それとも無

 益？】 
 面白い質問だね。 
 もしかしたら、お母さんの成長の為には有益

 になったのかもしれない。 
 でも、ちゃんと罪悪感と向き合っていない事

 が、もしかしたらあるかもしれない成長の機

 会の邪魔になっているかもしれない。 
 もし、ちゃんと向き合わないでいると、それ

 は無益という事になるのかもしれない。 
 もう、手放していいのに。 

 
	  【他に伝えておきたい事は？】 
 特にない。 
 お話ができて嬉しかった。 
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ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
父方の祖父母との関係について  
（祖父は、曹洞宗の僧侶で、クライアントが繫がりを

感じる） 
彼女は、この祖父母に会った事はない。 
日本人らしい日本人。 

祖父は、60歳で他界した筈だが、35歳ぐらいの若い
姿を見せている。 
祖母は微笑んでいる。 
全てを受け入れる優しさが滲み出ている感じ。 
祖母が、「もっとお花の勉強をすればいいのに」と言

っている。 
彼女は、生け花は自然との親近感を得て理解する為に、

日本女性にはとても大切な教養だと考えている。 
彼女は生け花を教えていた。 
茶道も教えていた。 

 
【祖母に、美味しいお茶を立ててくれる様に頼める？】 
「お茶を立てるには、まずはあなたが着付けができる

様にならなくてはダメ」と言っている。 
だから、普通の緑茶を入れると言っている。（笑） 
それを受け取って、飲む・・・。 

 
暗示 

 
彼らはとても穏やか。 

 
【祖父からのメッセージは？】 
彼は、「全ての決定にそんなにこだわらなくていい」

と言っている。 

 
 祖父との対話のイメージ 
 自然界には摂理というものがあるから、それ

 をそのまま受け入れなさい、委ねなさい。 

 
 それから、東京にある先祖代々の墓を、XX
 が何が何でも守っていく必要はない。 
 もしもできるのであれば、それに越した事は

 ないが、無理をして絶対に守る必要はない。 

 しかし、墓がある事で、将来の家系の人間に

 助けになる事も多い。 
 家族の絆のインスピレーションともなるし、

 先祖の思い出を大切にする為のきっかけに

 もなる。 
 家系を見詰め直す為に役立つ。 

 
 【先祖の魂は、そこに在る？】 
 我々の魂は、そこで休みもするし、同時にあ

 ちこちに存在する事もできる。 
 我々は、常にあちこちに飛び回っている。 
 私は、（生前に）多くの寺を纏めていたので、

 今でもその全てを見回っている。 
 私は孤児院も持っていたので、そこから巣立

 った多くの子供達を色々な所に訪ねて行く。 
 彼らは、もう皆いい年寄りになっている。 
 彼らの築いた家庭も含めて確認して回って

 いる。 
 私がこの孤児達を引き取って、養子に迎え、

 名前を付けてやった。 
 だから、皆我が子の様に思っている。 
 私は今でも、相変わらず忙しい坊さんだ。 
 忙しくするのは好きだ。 
 私は早く死に過ぎた。 
 戦争集結の直前に死んでしまった。 
 食糧難で、体力が落ちている時に喘息の発作

 が起こり、呼吸困難になって死んだ。 
 死んでも、１−２週間光の中で休息して、エ

 ネルギーを整えたら、すぐに仕事に戻った。 
 体がなくても、する事は沢山ある。 
 休息するよりも、自分の魂が強く結び付いた

 人々の為に走り回る方が楽しい。 
 自分が生きている時は、常に彼らが素晴らし

 い人生を歩んで欲しいと願っていたし、今現

 在も、彼らが素晴らしい人生を歩んでいるの

 かを確かめたい。 
 話をしてくれて、ありがとう。 

 
 
 



 

 21 

クライアントが、他人の痛みに対して敏感な事につい

て 
過敏な理由は、癌の手術をした時に、その痛みが体験

し得る限り最強の痛みだったから。 
（左の親知らずの場所にクルミ大の腫瘍ができ、頬と

顎の側部を切開する 11時間の手術を行った。神経を
除去した為、左顎部の感覚が失われた。） 
彼女の神経はダメージを受け、元々あった痛みに対す

る繊細さが、他者の痛みによって過剰に反応する。 
なぜなら、彼女自身の痛みに対しては、自分で感じる

事ができなくなってしまったから。 
神経へのダメージの為。 
局部の感覚を失った代わりに、別の部分のチャンネル

が開いた。 
バランスの為に、失ったものの代わりに他の神経系が

過敏になった。 

 
【それは、クライアントにとっては必然だった？】 
他者の痛みへの共鳴という形の“贈り物”。 
しかし、同時に、今の彼女にとっては有効的に作用し

ていない。 
彼女は良質の水によって、もっと自分をクレンジング

しなければ、他者の痛みのエネルギーを持ち続ける事

になる。 

 
【クライアントが、共鳴した他者の痛みに感化されな

い様にする為にするべき事は？】 
水を飲む事。 
シャワーや入浴によって、エネルギーを洗い流す事。 
光のエネルギーによるクレンジングなど、イメージの

力を利用する事。 
クリスタル・ロックを用いるのもいい。 
１つの原石を右手に握る事で、バランスを保つ為のい

い効果が得られる。 
石は彼女がいいバイブレーションを感じるものであ

れば何でもいいが、大事なのは、白い部分に黒い線の

入っている物。 
黒い線というのは、石の亀裂の部分で、そこから痛み

のバイブレーションを吸収する効果が得られるから。 
右手で握るのは、彼女の右側は、ダメージを受けてい

ないから。 

 
【彼女が他者の痛みに共鳴した時の起こる、地震の様

な足の震えを解消または軽減する事は可能？】 
それは、完全にはできない。 
彼女が自分で、足をマッサージする事が先決。 
彼女は、多くの緊張感を足に持っている。 

過去の２−３年の間に 80％ぐらいは取り去る事ができ
た。 
彼女は、また震えが起きたらどうしようかと不安に思

っているが、それは同時に、自分でその現象を期待す

る事で作り出しているとも言える。 
だから、自分でその現象を起こらせないという意志を

持たねばならない。 

 
ヒーリング	 ＋	 暗示 

 
	  
前世について 
彼女は数多くの前世がある。 
最も彼女にとって大事な物は、最初に見せた宇宙空間

を行き来する馬の様な形のエネルギー体としてのも

の。 
彼女の本質を良く説明する事ができる。 
彼女には、それ程は人間としての人生がない。 
彼女の人間としての人生は稀。 
殆どが地球外での体験であり、空や自然界に存在して

いたもの。 

 
【彼女にとって、それを意識した上で今生大事にして

いくべき事は？】 
彼女にとっては、自分のエネルギーの表現に繋がる絵

画を続ける事。 
小さいもの、些細なものであっても、アートを通して

メッセージを伝えていくという事。 
肉体を癒す事。 
自分の肉体、他人の肉体。 
人の痛みを軽減してあげる事。 
手で触れる事によって、それができる。 
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【家族との関係は？】 
彼女の夫は、音楽を彼のエネルギーの表現に使ってい

る。 
ある意味では似ているが、ソウル・メイトではない。 
彼らはお互いを愛しているが、お互いに独立した存在

である。 
彼らは同じ所から来た訳ではない。 
２つの別々の所から来て出会った。 
彼は、音楽のバイブレーションで組成された場所から

来て、それはもっと地球に近い次元。 
彼女は、もっと高次元の光の世界から来た。 
彼女は色のバイブレーションに対して感度がいい。 
只、この人生を終えた時、２人はソウル・メイトにな

っているだろう。 
この人生の前は、２人は全く繫がりを持っていなかっ

た。 

彼らは互いによく協力し合えているが、2人共に、人
間としての経験が浅い。 
だから、人間として生きていく事に余り囚われ過ぎな

い。 

 
【子供達は？】 
息子は、彼女に近いバイブレーションを持っているが、

娘の方は、もっと人間臭い。 
娘は人間界の美や楽しみ、生活を愛している。 
他の人間の事に囚われ易く、もっと人間的な生き方に

興味を持っている。 
人間としての体験の為に肉体を持っているので、当然

の事とも言える。 
只、娘にはヒーラーの素質があるにも拘らず、 そう
いったものには一切興味がなく、普通の人でいたいと

願っている。 
娘には、他人の思いを読み取る特別な能力がある。 
でも、娘はこの社会で受け入れられる為の普通の人生

を望んでいる。 

 
【クライアントへのその他のアドバイス？】 
彼女はもっと、不必要な物を捨てなければならない。 
彼女は人間としての人生をとてもわくわくした気持

ちで始め、色々な物に触れたり、物をとっておく事に

よって、思い出を大切に保存しておきたいと思ってい

る。 
それらの物によって、彼女は人生を感じ、グラウンデ

ィングしていると感じている。 
でも、彼女が物に囚われているのは感心できない。 

 
【それは、物質がそれぞれに重いバイブレーションを

持っているから？】 
そう。 
彼女のするべき事は、スピリチュアルな光の仕事だか

ら、もっと物質の波動から自由にならなければならな

い。 

 
暗示 

 
 
ボディ・スキャン 
 −	 後頭部に影 

−	 両肘に重み 
−	 左太腿に違和感 

 
 
後頭部の影について 
癌の手術の時に、麻酔によって無感覚にされた痛みに

対するトラウマ。 
子供達が生まれて間もない頃から、頭がまっ二つに割

れるヴィジョンを時々見ていたが、手術によって、そ

の痛みと頭が割れるヴィジョンが結び付いた。 
スイカの様に割れる頭のイメージを使って、人間とし

ての存在感を確認している。 
それは、実際にはもっと霊的な目醒めを意味していて、

人間の肉体からの自由さ、解放を示している。 
それは、卵を割って、中の魂を解き放つ様なイメージ。

解き放つ事によって、もっと光と密接に繋がるという

事。 
宇宙の普遍的な光。 
解放しなさい、というサイン。 

 
【その解放は、今するべき？	 それとも自分で今後そ

うしていくべき？】 
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今するべき。 
その為に、彼女をここに連れて来たのだから。 

 
解放のイメージ	 ＋	 暗示  

 
 
両肘について 
これは、彼女の疲労感によるもの。 
疲労感によって、動きが鈍っている。 
肘は、もっとリラックスすればいいよ、とメッセージ

を送っている。 
肘は、生活を支える為に沢山働いている。 
今、その事に気付いて貰って満足。 
ありがとう。 

 
暗示 

 
 
左太腿の違和感について 
それはは彼女を助けるスピリットだ。 

 
 違和感との対話のイメージ 
 彼女がネガティブな思いに囚われる時に、ネ

 ガティブな作用を齎している。 
 自分は、小さな豆の様なもの。 
 彼女が意識的に作り出したものではないけ

 れど、彼女が僕に対してとてもオープンだか

 ら、ここにいる事にした。 

 
 【豆の役割は？】 
 ここにいて、彼女が人間の体を持っている事

 を教えている。 
 人間の体は、構造化が可能だという事を伝え

 ようとしている。 
 彼女は自分で僕を招き入れたんだ。 
 １年前からここにいる。 
 僕は、ここにくっ付いたままになっている。 
 １年前に、彼女は僕の存在を無視してきたく

 せに、僕が何者であるかを知るのを怖がって

 いる。 

 【あなたは誰？】 
 僕は、小さな“恐れのエネルギー”。 
 僕がここにいる事で、人間の体が意地悪にな

 れるという事を示している。 
 僕自身は、人間の体を持った事がないエネル

 ギーで、彼女が私をここに招き入れた。 

 
 【招き入れた、とはどういう意味？】 
 僕は、大地の要素だよ。 
 芋虫みたいなもの。 
 大地の暗い暗い所に存在しているけれど、同

 時に光がないと存在できない。 

 
 【彼女にどうして欲しい？】 
 彼女が「出て行け」と言ったら、素直に出て

 行く。 
 ここにいても、他に何もする事がなくて暇だ

 から。 
 でも、彼女は、僕がここにいる事を嫌がって

 はいないと思う。 
 それどころか、多分僕の存在を気に入ってい

 ると思う。 
 時々痛みを作ってあげると、彼女は自分の体

 を感じられるんだ。 
 僕は、彼女が自分のもっと“高次の存在理由”

 に気付けたら、いつでも出て行こうと思って

 いたんだ。 
 僕は元々、大きな意識体によって送られて来

 たんだ。 
 芋虫が大地にとって重要である様に、僕も、

 人間の気付きの為には必要な存在なんだよ。 
 僕がいる事で、色々な事が分かる事がある。 

  
 【純粋に、彼女を助ける為に存在している？】 
 僕の存在理由は、人を助ける為でしかあり得

 ない。 
 彼女が痛みを求めたから、僕はやって来たん

 だ。 
 でも、彼女が僕をコントロールする事ができ

 る。 
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 もしも、彼女が痛みではない他の形での助け

 が欲しいんだったら、僕はそれに応じる事が

 できるし、それは彼女次第なんだよ。 

  
クライアント 
どうしたらいいのか分からない。 
私は、今迄、彼の実体が分からなかったから、心配し

ていたけれど、今は愛着も感じる。 
まるで、靴の中に小石が入っている様な状態。 
居心地は良くないけれど、小石がある事でそこの感覚

を自覚できる。 
でも、多分、私は彼を必要としないと思う。 
もし、痛みを取り出して、植物か何かに与えられたら

素敵だと思う。 

 
 違和感との対話のイメージ 
 もしも彼女の言っている植物というのが、家

 の中の観葉植物とかじゃないなら応じても

 いいよ。 
 野外の大きな木なんかに、エネルギーとして

 使って貰えるのなら、喜んで応じる。 
 大自然の中に戻りたい。 

 
 【先ほど、“高次の存在理由”と言ったが、

 どういう意味？】 
 例えば、彼女が大きな木になれる可能性があ

 るとしても、まだまだ彼女は小さな種のまま

 だという事。 
 僕自身も種の様な存在なんだ。 
 だから、ある意味、僕と彼女は“パラレル・

 フレンド”みたいな関係にあるんだ。 

 
 【彼女に、どんなタイプの木になれるのかを

 イメージで伝えられる？】 
 いいよ。 

 
 木のイメージ 
 大きく成長してとても背の高い木になった。 

 25mぐらいあるよ。 
 赤っぽい幹の木。 

 ブラジルに生息している様な。 
 彼女はそれ程強い存在の筈なのに、小さな盆

 栽に収まっている。 
 でも、僕自身もまるで盆栽の様に感じる。 
 僕も大きな木に成長してもいい。 
 でも、彼女が心の準備ができていないのだっ

 たら、どこかに出掛けて行って、時々戻って

 来てもいいよ。 

 
 【いつ戻って来る？】 
 もしも彼女がネガティブなスペースを作っ

 たら、入り込んでいいよ。 
 その時、ネガティブなエネルギーが入り込ま

 ない様に、僕がポジティブなエネルギーとし

 てそこにいてあげていい。 

 
 【という事は、元来あなたはネガティブなエ

 ネルギーではないという事？】 
 そう。でも、僕が来たのは、暗い暗い場所な

 んだ。 
 泥だらけの、湿った所。 

 
 【でも、どんな美しい花も、そんな場所から

 でしか咲かないのでは？】 
 素敵な事を言ってくれてありがとう。 
 僕は本当に誤解され易いんだ。 
 いいよ、僕が原因になっている違和感を持っ

 て、今から出て行ってあげる。 
 そして、彼女が僕を必要としている時にだけ

 戻ってあげるね。 

 
 暗示 

 
もう、体に気になる場所はない。 

 
 
 
チャクラの調整 

−	 ルート・チャクラが漏れている。 
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ルート・チャクラの漏れについて 
その原因は、彼女が人間としての人生にちゃんとした

軸を持っていないから。 
彼女は自分自身の存在について、疑いの気持ちを抱い

ている。 
今はもう、自分の本質の部分、自分の光を信じて、し

っかりと自分の中心に軸を据えて生きていけるだろ

うが、自分の存在に対する確固たる信頼を持たねばな

らない。 
自分の本質に関わらない人間関係は、排除しても大丈

夫。 
そして、魂の成長をサポートしてくれる、もっと高い

いい意識の人々と率先して交わった方がいい。 
自分の居心地のいいコミュニティーと交流する。 
その事で、ルート・チャクラは安定し、自分の本質へ

の強い信念を持つ事で、クラウン・チャクラの開き具

合が丁度いい感じに調節でき、上下のバランスがとれ

て安定する。 
それから、ハート・チャクラ真ん中のバランスを保つ

為に、“自分が何者であるか”“自分の存在とは何なの

か”をこのセッションをきっかけに、揺るぎないもの

にする事。 
オープンで、強くする事。 
もう彼女はその答えを持っていたのに、人間の体を得

た時に忘れてしまった。 
だから、それを再確認できて、とても良かった。 

 
暗示 

 
 
セッションは、もうこれで終わっていい。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

セッション後のクライアントの感想など 

 

とき子さん 

 

セッションから１日が過ぎて、まだ、自分が体験した素晴らし

い時間を消化している最中です。 

わたしたちのエネルギーがとても近いように感じました。そし

て、とき子さんの心の平和、愛情、光はとても強くて揺るぎな

いものに感じていました。 

わたしの心の中の核にある真実に気づくお手伝いをしていた

だいて、感謝しています。 

自分の体の隅々に、昨日の体験で得た気付きや学びの情報を吸

収して、本当に自分のものとしていきたいです。 

（以下略） 

 
 
 


