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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】	

母親との関係	
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セッションの記録：	

	

	

	

リラックスできる場面のイメージ	

オレンジ色の空間。	

柔らかい。	

ほんのり明るい。	

母親の胎内にいる！	

居心地が良く、幸せに感じる。	

	

	

今後の人生をより向上させる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	

野外。	

木々が遠くに見えている。	

背の高い草が一面に広がっている。	

自分は、今、１人。	

平和、でも混乱している。	

空が青い。	

砂浜に立っている。	

Mother’s	beach、母親の砂浜？	

石の椅子が、湖に向いている。	

母が来て、その椅子に腰掛ける。	

彼女はとても年老いて、疲れている。	

健康ではない。	

しかし、彼女はこれから迎える死を恐れてはいない。	

	

彫刻がある。	

その後ろに青空が広がっている。	

自分はこの彫刻。	

でも、そこに“no	me”がいる。	

自分は観察者ではない。	

自分は、只、エネルギーである。	

自分は、只、愛である。	

何か特別な事をする必要もなく、何かをする事もで

きない。	

何ものへもの繫がりも持たない。	

“ここ”	には、以前にもう何度も来た。	

只、愛と＜大いなる存在＞と同化した、＜state	 of	

being	 everything（全てのものであるという境地）＞	

があるだけ。	

＜Essence	of	self（自分の本質）＞として。	

	

	

クライアントのハイヤー・セルフとの対話のイメー

ジ	

彼は、まだ完全ではない。	

しかし、いい状態である。	

感情に対して、もっと積極的（proactive）になりなさ

い。	

選択をし、選択肢がある事はいい事だ。	

彼はいつも、“中間”	を意識的に選択している。	

彼は彼が求めている事に基づいた選択肢を見付けよ
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うとするばかりに、必ずしも適切な選択を容易にで

きていない。	

彼は、少し受動的過ぎる。	

それは、ネガティブな事ばかりではないが。	

楽観的に、流れに任せる事はいい事だ。	

彼が選択肢を設ける時は、必ずと言っていい程、“緊

張”	という要素を容易く盛り込む。	

時にはそれも、彼にとってはバランスをとる上でい

い事ではある。	

日常的なノンセンスによって彼が何を失わないで済

むのかに意識を向けていられるなら、“緊張”によっ

て彼がバランスを保持する事はいい事だ。	

	

【彼はなぜ、“流れに任せる生き方”をしつつも、ど

こかに必ず“緊張”を求めるのか？】	

彼の過去の人生から引き摺っている記憶によるとこ

ろが大きい。	

	

	

その人生のイメージ	

	

エントリー・ポイントのイメージ	

何も見えない。	

何も聞こえない。	

体は感じる。	

真っ暗。	

暗闇の中にいる。	

１人きり。	

水を感じる。	

静かな波の音がする。	

砂浜にいる。	

暗闇の中の砂浜。	

自分は少年の様な感じ。	

水、波、浜辺を感じている。	

月明かりに、何となく青く光る水が浮かび上がって

いる。	

岩が黒い。	

黒い岩が濡れて光っている。	

切り立った崖。	

そこにいる自分は、とても混乱している（同じ浜辺

に昼間いる）	

太陽が低い。	

眩しい。	

素足の下に草を感じる。	

白い服を着ている。	

パーティーに出掛ける様な格好？	

白い肌。	

男性。	

成人。	

割と長髪。	

“N”で始まる名前。	

34歳。	

健康。	

何となく、世界の端っこにいる様な感じ。	

	

自宅のイメージ	

崖からすぐ近くに住んでいる。	

外に、幾つもの火の場所がある。	

（涙）	

映像がはっきりしてきた。	

ティーピー（テント）がある。	

アメリカの先住民。	

火の周りに皆で集まって座っている。	

女性達はバスケットなどをつくる仕事をしている。	

小さな村で、50人ぐらいいる。	

自分は結婚している。	

白い布を、体の真ん中辺りにだけ纏っている。	

	

自分のティーピーの中には、沢山のものがある。	

床には何もない。	

灰色っぽい毛皮が敷いてあるだけ。	

妻がいる。	

	 ごわごわした長い髪の毛。	

	 名前は“アイマ”？	

４人の子供がいる。	

息子２人、娘 2人。	

妻との仲はとてもいい。	

何か、おかゆの様なものを食べている。	

余り美味しくはない。	

全員が一緒に座っている。	
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午後の時間帯に、自分は良く海を長めに崖の所で時

間を費やしている。	

	

この人生で重要な場面のイメージ	

ティーンエージャー。	

とても惨めな気分。	

何か大切なものを失くした。	

両親を失った。	

どこかに行ってしまった。	

力ずくで、連れ去られた。	

船に乗せられて、どこかへ連れ去られた。	

姉と 2人だけになってしまった。	

ものすごく寂しい。	

	

その他の重要な場面のイメージ	

リラックスしている。	

心の中に、平穏がある。	

崖の所に立っている。	

海を見ていると、心が静まる。	

平和。	

飛び降りた。	

まっすぐに海に向かって落ちていく。	

両親が攫われてから、ずっとこうしたかった。	

落ちながら、やっと“家”に帰れると思っている。	

心に安堵が広がる。	

	

自分は村の人々が自分の家族をしっかり面倒見てく

れる事を知っている。	

只、虚ろな気持ちで生きる理由がない。（Just	 living	

“it”	is	no	purpose	feeling	empty）	

	

妻は、この自分の気持ちをずっと知っていた。	

心の葛藤や空虚感を、彼女に話した事がある。	

彼女は、私の真実の気持ちを理解してくれてたと思

う。	

後悔はない。	

十分生きた。	

そして、生き続けるだけ（Just	keep	living	“it”）。	

そして、観察しない（Don’t	observe	“it”）。	

	

ヒーリング	 ＋	 暗示	

	

	

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ	

	

この人生を見せた理由は？	

このインディアンの人生と人生観が、今生の彼の生

き方の根底にあるから。	

人生に対する諦観、降伏（surrender）、人生に対する

貪欲さの欠如など。	

	

【それは、ネガティブに作用している、それともポ

ジティブに作用している？】	

彼は、この要素を忌み嫌っていはいない。	

彼は、３次元世界の価値観への執着を既に断ち切っ

ている。	

彼が若い頃から、人生について哲学するいい土台と

なっている。	

物質や人間関係など、目に見えるものへの期待を抱

かず、信頼もおかず、そこに向けるエネルギーを、

自分の本質を見詰める探求に使う事に意味を見出し

ている。	

これはとても良い事だ。	

	

【しかし、彼の仕事柄（コンピューター・サイエン

ス、エンジニア、教授という立場）や人間関係は、

３次元的なものの見方を必要とはしないのか？】	

３次元的な密度の濃いこの世で、彼が自分の本質と

向き合う為のグラウンディングとして、そういう仕

事や人間関係は必要だ。	

そこに“緊張”を設け、バランスをとっている。	

そうでなければ、彼は、簡単にいつでも今の人生を

手放すだろう。	

彼の魂のレベルを上げる為の学びに必要な要素だ。	

	

【このセッションの目的として、彼が理解しようと

している母親との関係を、どう説明する？】	

彼がこの両親の元に生まれてきたのは、彼以外の他

の者が、彼にその選択をさせたから。	
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彼の母親は、愛情深く、いつも笑顔を絶やさない。	

彼の父親は、愛という感覚や概念を持たない。	

母親は、夫の素質にずっと前から気付いている。	

母親は、夫に向けての愛の探求だけでは物足りない。	

夫の資質が故に、彼女の愛情を彼が感じ取る事がで

きないからだ。	

それは、夫の母親（クライアントの祖母）が愛の理

解や表現の能力を欠いていたからだ。	

彼の人生は、“男らしくある為には、どう育つべきか”	

にばかり焦点が当てられてきた。	

彼の母親の鬱憤が故に、自分の“感情の麻痺”につ

いて考える余地も与えられないで生きてきた。	

愛の理解と表現に於いて、両極端な両親の元で、今

生彼は、＜極端な人生や人間の資質に関する価値を

自ら体験し、それを判断する事なく受け入れながら

育つ＞という課題を与えられた。	

＜違う資質を理解する事で、自分の本質もより良く

見えてくる＞。	

＜受け入れる事で、自分の統合に繋がる＞。	

インディアンの時代は、両親を失う事で、絶望と諦

観の中で人生を終える選択をしたが、まだ“エゴを

拭い去っていない事の証明”を自分に与えた。	

自分の家族への責任を、自分勝手な都合と自分の利

己的な判断で果たさなかったからだ。	

自分を＜大きな存在＞の一部として見ている視点は

大事にするべきだが、意識しようが意識すまいが、

その事実は変わらない。	

彼は、３次元の肉体を持って、人間としての人生を

生きている事にもっと焦点を当てねばならない。	

	

【肉体を持ってでしか得られない貴重な体験を、こ

の両親の元でする事で、彼が魂の向上に必要な学び

が得られるという事？】	

彼は、自分の魂の成長の事を常々よく考えている。	

彼が望む＜ワンネス＞の境地は、彼の意識によく昇

っている。	

しかし、彼は、理解されずとも、受け取られずとも

与え続けている母親の姿に、“自分の必要としている

資質”をもっと汲み取るべきだ。	

それを＜無償の愛＞だと気付く事だ。	

余りにも近過ぎて、彼にはしっかりと見えていない。	

それどころか、「あんな男（父親）に上手く使われて

気の毒に」と思ったりしている。	

あくまでも彼女の自由意志が、彼女に愛を与え続け

る選択をさせている事を理解して、残り少ない彼女

との時間を充実させるべきだ。	

そうする事で、彼女がこの世から姿を消した後も、

心を平穏に、満たされた気持ちで生きていく事がで

きるだろう。	

	

今回のセッションは、もうこれでいい。	

ありがとう。	

	

	

ヒーリング	 ＋	 暗示	

	

	

ボディ・チェック	

視力が落ちているが、これは今迄、見ようとしなか

ったものがある為。	

このセッションで齎された気付きが今後役立つから、

心配しなくて大丈夫。	

	

	

チャクラを整える	

	

オーラ・チェック	

全体的に青	

ところどころにシルバー	

	

	

	

	

	

	

	

	


