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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： 

 
 
クライアントや催眠者にとって必要な情報がある時

空と一体になるイメージ 

 
光の玉がある。 
眼前に。 
それは、この空間を満たしている。 
それは、只、在る。 
あらゆる変化はこの中で生み出されている。 
この光は、あらゆる変化の源。 
空間を満たしている光。 
全ての変化そのもの。 
全ての変化がこの光の玉を満たしているもの。 
玉、そのもの。 
光、そのもの。 
光は光。 

始まりも終わりもない。 
永遠であり、始まりも終わりもないものがすなわちこ

の光。 

 
今、この光をこの者（クライアント）に見せているの

は、光が見せているこの変化そのものの光の姿を＜完

成として思い出す事＞の為。 
これが、＜全ての存在の源＞だから。 

 
前にも申した様に、既にそこに繋がっていない者など

1人もいない。 
言い換えれば、あらゆるものは、そこに繋がっている

からこそ存在している。 
永遠を“有限”と定義しない、つまり、“始まり”も

“終わり”もないと定義する＜感覚＞と、“人間”に

対する＜感覚＞は同じ。 
つまり、＜感覚＞に全てを見ようとすると、“有限”

と感じる。 
＜感覚＞は、現れては消え、消えてはまた現れる。 
自らの存在を、肉体から入って来る＜感覚＞が全てだ

と感じていれば、自ずと世界は“有限”であり、“分

断されたもの”、“分離されたもの”として感じられる。 
＜感覚＞を必要とするという事は、この“分離”と“有

限”を楽しんでいるからに他ならない。 
それが、人間を人間たらしめているもの。 

 
【それが言い換えれば、この“分離”と“有限”があ

る事が、人間の存在意味を作っているのか？	 もしも、

この“分離”と“有限”がないとしたら、人間の存在

にどの様な有益さを齎す？】 
＜只、存在する＞だけ。 

 
“分離”と“有限”のない世界を体験したいと切に望

む心を生ずるには、それらが喜びではなく“苦しみ”

だと知る＜叡智＞が必要だ。 
それが “苦しみ” なのは当然だと言うかもしれない
が、人間がその事を真の意味で知る事が容易ではない

のは、“分離”のない世界が実現していない事からも

明らかだ。 
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【その＜叡智＞がないと？】 
現れては消え、消えては現れる“分離”と“孤独”、“消

えゆく恐れ”、“終わる時の恐れ”・・・。 
＜“分離”と“有限”が苦しみだと知る叡智＞がない

と、次から次へと沢山の恐怖を作り出さずにはいられ

ない。 

苦中にいる 10人の人間には、10人分の見え方、感じ
方がある。 

その 10人の見え方に共通しているのは、“恐れ”だ。 
＜その“恐れ”さえ、自分が作り出していると知る叡

智＞が必要だ。 

 
【どうすれば、その叡智を手にする事ができる？】 
「永遠と存在している、共に在る」と自分の中で確固

たる感覚として湧き上がってくるまで思考を止める

事だ。 

 
【現代に於ける日常では、現代人は思考を止める為の

時間を持つのが難しいのでは？】 

程度の差であって、例え 100万分の１秒であろうが思
考が止まる時がある。 
“見るもの”と“見られるもの”が自分の中に存在し

ているという二元性、これを“分離”と言わずして何

と言う？ 
思考が止まる時間には、時間の程度に関わらず、この

二元性を離れて“統合”中に＜只、在るという存在＞

を実感するだろう。 

 
【例えば、瞑想などは思考を止める為の方法として有

効的？】 
何も、瞑想だけではない。 
人によってはその様な方法を用いずとも、＜只、在る

という存在＞の実感に至る事は可能だ。 
“素直に流れに任せる”。 
それは“全てを無条件に享受する”という事。 
判断をしない、概念を与えない、抗わない、避けない

で素直に従う事ができれば、方法は幾つもある。 

道は決して 1つではない。 
そして自分に合った道を、自分の感性で開いていけば

良いのじゃ。 

時には壊れ、機能を失い、茫然自失となって我に返る

者もある。 
肉体を持ってこそじゃ。 
肉体があり、思考があってこそ、二元性を体験もでき

る。 
自分自身が作り出したとも言えるあらゆる事象の二

元性の中で生きながら、“清”・“濁”、“善”・“悪”、“自”・

“他、”“可視”・“不可視”などのどちらか片方だけを

主観によって肯定し、もう片方を排斥する“分離”に

意味を見出し、喜びを感じているうちは、片方がある

からこそもう片方が存在し得るという相対的な 
視点さえなかなか持ちえない。 
が、人生や自分の存在意義を見失いかねない体験をす

るなどして我に返らざるを得ない事があると、それま

で排斥し、否定していた事を受け入れざるを得ない様

になっていく。 
なぜなら、排斥や否定が“苦しみ”を生み出している

事に少なからず気付かねばならないのだから。 
この事に意識を向けられると、全ての事象に自分で意

味付けをし、価値基準を与えていた事を理解し、自己

の意識を変えるきっかけになる事が多々ある。 
つまり、全ての事象は、初めから意味も価値も名称も

なく、＜只、在る＞という事が明らかになる。 
全ては自分の自由意志によって＜只、在る＞ものを

“分離”させ、意味付けし、否定し、苦しみとしてい

た事が明らかになるのだから。 
先も言った様に、肉体を持ってこそ得られる実感であ

ろう。 

 
【昔からこの様な考え方に到達する人々がいたにも

拘らず、これが世の中になかなか浸透しないのは？】 
“分離”や“有限”を持つ事を“喜び”と感じている

から。 
“苦しみ”さえ“快楽”だと感じているから。 
この感覚も、人間の特徴ともいえる。 
そして、肉体を持っていたい、また生まれ変わりたい

と思っているうち、感じているうちは、何度でも生ま

れ変わるだろう。 
そして同じ事を繰り返す訳だ。 
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【このメッセージを届けている存在は？】 

<あまねく存在＞だ。 
 
この知恵を、言葉を用いず、概念も用いず、＜只、自

分は存在している>という感覚で人と関わる事。 
その為には、音楽を用いても良い、絵画でも良い、仕

事でも良い。 
そして、概念や思い込み、自分の中をよく観る事だ。 

 
「大変だ」と言っている人は、大変な状況が快楽と感

じるからこそ、自分に見えている自分の意識によって

生み出した“大変な世界”を、絶えず生み出している。 
争いを“快”と感じている者は、絶えず争いを生み出

す。 
全て皆、自分が快楽だと感じる世界を自分自身で作っ

ているに過ぎない。 
苦痛も快楽となるから手放さない。 
そこに留まりたいから苦痛によって存在を感じてい

る者も多くいる。 
それでバランスを取ろうとしている。 

 
【地球の意識の変容の時代だと言われて久しいが、そ

のバランスが変わってきているのか？】 
地球の意識は地球自身の意識であり、それを人間の勝

手な意識で見ているに過ぎない者がいる。 
宇宙意識も地球意識も、人間の言葉を用いて真実を語

る事はできない。 
宇宙意識も地球意識も、偏狭な人間の言葉を持たない。 
言葉はそれを使う人間の認識や意識の投影に過ぎず、

それさえも大きな制約が働いている。 
人間には“分離した意識”しかないのだから、＜只、

在る＞という宇宙や地球の意識をどう語れよう？ 
＜只、在る＞という事ができれば、全ては＜永遠の存

在の自分＞として宇宙や地球の意識と共に在り、全て

が問題とならない。 

 
【元 “々分離した意識”が宇宙にも地球にもないのに、

なぜそこに“分離した意識”を有する人間がいるの

か？】 
肉体を自分だと思い、肉体に魂が宿っていると考えて

いるからだ。 

肉体は、地球というエネルギーの場に於ける<個＞の
体験で必要な形態であるというだけで、肉体そのもの

には宇宙に於いてはそれ程の意味など本来ない。 
只、魂が肉体を望んでいるだけ。 
そう望んでいるから、肉体を持って生きているという

それだけだ。 
全て、自由。 
肉体を持った＜個＞として生きる、存在するだけ。 
そして、存在する事さえ、その事に誰も介在せず、コ

ントロールもしない。 
自分の側で起きる事も、“分離”の世界では、外で起

きる事と自分に起きる事と分けて考え、感じておるが、

それをよしとしている。 
争いも“分離”、不安も“分離”・・・、有限の恐れか

ら生じたものだ。 
人間の恐れの根本原因に魂の“分離”がある。 
肉体を通じて入ってくる情報が、心を生じる。 
入ってくる情報により、心は常に動いている。 
この“肉体から入ってくる情報”と、“それに反応す

る心”が“自分”と感じている。 
ここが“分離”だ。 

＜あまねく存在＞の 1つの現れが肉体であり、意識で
あるが、それらが確固たる自分だと思っているところ

から＜自我＞が生まれる。 
＜自我＞は肉体の消滅と同時に消え失せる。 
＜自我＞はその“有限性”を恐れる。 
“有限性”を恐れて“永続性”、“永遠”、を求める。 
“有限性”と戦いながら、失意と絶望の中で、その“有

限性”の滅びの体験を永遠に繰り返している。 

 
【“有限性”に対する恐れがなくなったらどうなる？】 
＜自我＞が消える。 

言葉も、自意識、概念も<自我>が獲得したものだ。 
その痕跡は、魂に記憶される。 
＜記憶された魂＞。 
その様に＜記憶された魂＞は、また＜自我＞を求める。 
そして、でき上った＜自我＞の体験は、また魂に記録

される。 
魂としてのその感覚を持ち、またこの世に肉体を生じ、
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＜自我＞を生じ、永遠と輪廻を繰り返す。 

 
【死んで自我を失くし、それでも何度でも輪廻しなが

らも、なかなか学べないのは、やはり“＜自我＞に執

着し、学ばない”事を“快”としているからなのか？】 
＜魂の最も深いところ＞に気付かなければ難しい。 
言い換えれば、＜魂の最も深いところ＞に気付く為に

肉体を持って地球というこの世に降りて来たとも言

える。 
全て自由意志に於いて。 
学びのスピードの相違も個人の好みで、早い遅いに価

値や分別もない。 
＜只、在る＞、それだけ。 

＜只、在る>事によって全てが変化し、現象を作り出
す体験が在る。 

存在の現れ方の側面の 1つに過ぎない。 
戦争でさえ、その意識が現象として現している姿であ

る。 
本来、戦争が善“”か“悪”かであるかは何の問題に

もならない。 

 
【人の為、地球の為、と言って奔走している人々がい

るが、＜只、在る＞という本来の魂の在り方からすれ

ば、それはどうなのか？】 
“〜の為”という物語を作って生きる。 
そういう者たちに限った事ではない。 
“何の為に生きるのか”のよすがにしているに過ぎな

い。 
そして、それも“善”“悪”ではない。 
行っている当の本人たちは“善”を信じているだろう

が、それも結局はその者たちの作り出した物語だ、空

想だ。 
“世の為、人の為に生きる”事と同じだ。 
“自分の為に生きる”事に何の意義がなくても、＜生

きたいというエネルギーの方向性＞、これだけで十分

ではないか。 
“善”と“悪”は“分離”、“～の為”も“分離”、“分

離は”争いを生む。 
“分離”された“地球を汚している者”、“地球に関心

のない者”、“地球の為に行っている者”の間で、争い

が生まれる。 
＜只、存在して、生きたいというエネルギーの方向＞、

この喜びだけで本来は十分だ。 

 
それでも、苦しみ、喜び、悲しみ、憎しみのこの輪廻

を、皆、“楽しんでいる”。 
“楽しんでいる”からこそ、“快”だからこそ、生ま

れ変わっているのだ。 
生まれたくなくて生まれている者などはいない。 
例え試練があると知っていても、だ。 
望めば、叶う。 
望んだからこそ、生まれて来た。 
今、この瞬間も、自分が望んだからこそ、現象化して

いる。 
たった今、自分の見えている世界を変える事もできる。 
たった今、この瞬間に。 
おぬし（催眠者）には、それがもう分っているであろ

う。 
全ての者が、何の例外もなく、自らの“快”とする世

界を見ている。 
この世界が、争いが絶えず、常に人が憎しみ合い、殺

し合っている世界に見えているのは、この世界を見る

者がそれを好み、“快”としているからに他ならない。 

 
世界を“好んでその様に見ている人”が、例えば戦争

をなくそうと思って世界に情報を発信し、行動を起こ

しても、そもそも、常に争い、戦争が起きている世界

を見ている人間にとって、それらが消せる筈もなかろ

う。 
＜只、在る＞この普遍の宇宙には、初めから争いも平

和もない。 
「今、平和しかない」、と平和を見ようとすれば、戦

争も争いも、なくそうとする努力も必要としない。 
今、目の前で自分以外の人と人とが争っていたとして

も、それを自分が争いと見なければ、争いと定義しな

ければ、争いはそこには存在し得ない。 
人と人が、単にぶつかっているだけだ。 
ぶつかっている人は、それを“快”として行っている。 
恋をして、抱擁している男女とどこが違う？ 
同じ事だ。 
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どちらも“快”としておる。 
争う者は争う事を“快”とし、恋をする者はそれを“快”

としている。 
どちらも“快”には変わりない。 
その様に見れば、見ている者の心は乱れない。 

 
【例えば教育やメディアが、画一的で偏ったものの見

方を扇動しているとも言えると思うが、その様な影響

下に於いて、＜只、在る＞という生き方や、自分が何

に“快”を見出すのかという根本的なところで、既に

自由が奪われている様に感じるが？】 
それも、自由意志、自由選択の範疇だ。 
＜只、在る＞のであれば、囚われない。 
現象の本質は、普遍なのだから。 
影響を受けているのであれば、影響を受ける事に“快”

を見出し、自由意志でその状況を選択している。 

 
【地球の現状はそうであるなら、地球の外ではどうな

のか？】 
同じだ。 
現象が違うだけだ。 
宇宙の根源の波長や次元よりもずっと低い次元では、

大なり小なり似た様になっておる。 

 
只、おぬしに申しておきたい事は、今、ここに在って、

ここ以外の事に思いを馳せても意味がないという事

だ。 
今、ここに在る事、全ては＜今、ここに在る事＞に集

約される。 
おぬしは分かっているであろう。 

 
2回目の“例のクライアント”のセッションについて、
実際にセッション中に起こっていた事は何だったの

か？ 
おおよそ、おぬしとこの者（クライアント）が感じて

いた事で良いぞ。 

 
只、最も意味深かった事は、クライアント（“例のク

ライアント”）も含めて、あの場にいた 3 人が意識を
共有した事・・・、 

その“共有”という言い方は正確ではないな。 
本来、もともと共有しているレベルで、３人が感応し

て起きた事。 
更に、深く共有している、もっと大きくもっと深い意

識の共有をもって、あの“祠の存在”と繋がった、と

いう事だ。 
確かに共有した。 
“祠の存在”もおぬしたちも、本来は別々の存在では

ない。 
同じく繋がっているのだ。 
ただ、“分離”の意識で普段生きているから、全く別

の存在だと感じている。 

 
これは、人間対人間でも全く同じ事で、相手と自分は

別々の個体を持つ存在であるが、深いところでは同じ

大きな意識を共有している。 
只単に、存在しているものの表現が異なっているだけ

だ。 
この世的に、人間界的に見れば、危害を与えている側

の存在からの安全な場所、安全を願う。 
だから、遠ざけたり、避けたりする。 
しかし、どこのレベルで繋がるか・・・だ。 
そもそも、真に＜あまねく存在＞にまで自らの意識や

感覚が至れば、害する者など一切ない。 
なぜなら、それは自分で自分を害する事になるのだか

ら。 
だから、＜只、在る存在＞、＜あまねく存在＞に意識

が至れば、誰をも傷付け、侵す事はできない。 

 
この前の（“例のクライアント”との）セッションも、

その様な動かぬ世界があっての事だ。 

 
【催眠者が、あのセッション中にネガティブな“祠の

主”などからの影響を受けていない？】 
通常の対人関係レベルで、おぬしが目の前の人間を害

そうとすれば、相手もそれに応じて害そうとしてくる。 
おぬしに害そうとする気持ちがなくても、相手に害そ

うとする気持ちがあるならば、害してくる。 
おぬしにつけ入る隙があり、隙を狙うものがあれば入

って来る。 
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色々な場合があるが、いわゆる霊的な能力が増せば増

す程、より危険にも晒される。 
そうなると、更に霊力を増さねばならない・・・とい

う事になってくる。 
自らを守る為に、武術と武器とを身に付けねばという

思いと同じだ 
必要に応じて、レベルに応じて意識して行えばよい事

だ。 
おぬしは、今のまま、＜あまねく存在に＞近付こうと、

“分離”を離れ、平和と静けさの中で生き様とするお

ぬしの心を持っておれば、隙も生まれぬから心配いら

ぬ。 
世の中には確かに争いを“快”として好む者、その相

手を求めている者も多くいる。 
その中で、如何に自分は強い存在であるかをあからさ

まに表現していけば、争いが生じ易い事は明らかだ。 
おぬしが望んでいる事が、その平和と静けさであるな

らば、今、ここで、常に自分の心に平和と静けさを見

ようとすれば、それでよい。 
いかなる状況下でも、おぬしらしく、争わない。 
おぬしに関わる人に、その平和や静けさが伝わり、広

がる。 
言葉を使わずに。 
これが最も感化させ、最も平和的で効果的な在りよう

だ。 
いくら巧妙な言葉を用い、論理で平和を説いたところ

で、それでは一瞬に崩れ去る。 
平和を叫ぶ言葉、概念、執着は、何度も言うが、新た

な争いを生み続ける。 

 
【“平和の為に戦う”のではなく、“平和の為に平和を

行う”という事？】 
その通り。 
今、ここで、平和である事。 
まずは、“わたし”が。 
どこまで行っても、“ここ”だ。 
どこまで行っても、“今”だ。 

 
【催眠者が、あのセッション中のネガティブな“祠の

主”などに毎日送っている祈りの念は、届いているの

か？】 
確かに届いておるぞ。 
聞こえてはいるが、それによってどうなるかは、相手

の自由だ。 
相手には自由選択、自由意志があるからな。 
そこにおぬしのエネルギーを使うよりは、今、自分の

中の平和と静けさを続けていきなさい。 

 
【“例のクライアント”のセッションは、催眠者にと

っての大きな転換期であったと思っているので、具体

的にはどういう意味合いがあったのか知りたいのだ

が・・・】 
お互いがお互いを必要とし、ひき合った。 
各自が未知のものに触れ、恐怖を感じ、心が揺れ、新

たな体験を体験した。 
おぬしたちの体験した全てを、これを当たり前として

受け入れるのが最も良いだろう。 
これを何とか治めようとする計らいは不要じゃ。 
大丈夫。 
自然と、努力せずとも、心は揺れても恐れは姿を消す。 
今、ここに心が平和である事、静まる事に最も意識を

向けるべきだ。 
理屈を超えて、必ずその様になっていく。 
その様になっておるからじゃ。 
＜宇宙の本質＞、＜宇宙の法則＞だからだ。 

 
太陽が東の空から現れる時、「今日、ここから世の中

を明るく大きく照らしてやろう」と意識を持って昇る

であろうか？ 
その様な努力は本来不要だ。	  
自分が、＜只ここに在る＞事に平和と静けさを見付け

る事ができれば、人に施そうとしなくても、人は自然

と豊かな恵みを受け取るだろう。 
おぬしには、高き理想が心に入ったようだな。 
努力をしない事だ。 
只、心の赴く、心の求める方向に向かって素直に歩く

事。 
それは、万人に共通している事だ。 
自分の心が平和で静かであれば、何をしようと構わな

い。 
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時に人の存在を消し去る事も起きるが、それも、起こ

るべくして起きる。 
それでも、心の状態を保ちなさい。 

 
人の存在を消す事の意味は分かるか？ 
例えば、街角で募金をしている。 

おぬしが施す 100 円が、10 人の子供たちの命を救え
ると言っている。 

そうだとするならば、おぬしが募金しない事で 10 人
の子供を消す事になる。 
通り掛かった街角で、おぬしの心が平和で静かにある

為に、100円を投じる事も良し、静かに通り抜けるも
良し。 
只、平和に静かにあるという事が全てだ。 

 
これは堕胎についても同じだ。 
子供の存在を消して、その後その者の心に何が残るか

だ。 
それが全て。 
子供を堕して自分を一生許せずに生きる者、自分を許

して生きる者、心の中がどれくらい違うかは、想像す

るに難くないだろう。 
堕胎によって存在がなくなったもの、亡くなった存在

に執着する事も手放す事も自由だ。 
堕胎された魂にとっても同じだ。 
全く同じ事が言える。 

 
カルマについても全く同じだ。 
起こった事に対してや、その時の心の状態に執着する

か、手放すかで、同じ体験でも全く異なってくる。 
執着するなら、カルマとして後のちまで影響を及ぼし、

平和と静けさを伴った心で手放せば、カルマとならな

い。 
おぬしのセッション中に、このカルマとして魂に刻ま

れた体験を再体験させる時は、肝要だ。 
おぬしはしっかりとできている。 
上手くやれている。 

 
全ては“今”。 
しかし“今”にとどまれず、“今”に気付けないから、

時に過去に振り返る事も必要な場合もある。 
必ずしも必要とは限らない。 
場合によっては、過去のカルマが過去のカルマを現在

の存在や在りように結び付け、執着を齎し、納得する

事によってそこで固定される。 
恐れも危険も同様にある。 
「今眠い」、「昨夜寝ていないから」、と今眠たい事の

理由を、昨夜の出来事と結び付けると正当化できる。 
「昨夜寝ていない」、でも、今自分が何をしたいか、

今自分がしたい事に意識が向いていれば、眠気は消え

る。 
過去のあらゆる出来事は、そういう為に、只使われて

いる。 
この様な具合に、過去の出来事を何度も何度もそんな

風に使いながら何度でも永遠に人生を繰り返してい

る。 
それを望んでいる者に対しては、神といえどもどうす

る事もできない。 
完全なる自由が与えられているからな。 

 
今日はもうこれでよろしい。 

 
 
ボディ・チェック 

 
チャクラ・チェック 

 
オーラ・チェック 
全体的に青と紫に包まれている 

 
 
催眠者のオーラ・チェック 
中心が真っ白で金と黄にうごめいている光があり、そ

の周りを全体的に明るい紫が包み込んでいる。 
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クライアントのセッション後の感想など 

 

大切なお時間を割いて頂きまして、ありがとうございました。	

いつもながら、僕も不思議な？充実した時間と空間をご一緒で

きたこと、とてもうれしく感じております。 

何となく僕がとき子さんに感じていたこと、お話しくださって

ありがとうございました。 

とき子さんの感性と言いますか、物事に対する姿勢と言います

か、とても共感できます。 

僕は、いろんな欲に惑わされますが、とき子さんはいつもまっ

すぐに見ておられるように感じました。 

 

	 昨日の帰路、とてつもなく睡魔に襲われまして、それが帰宅

後も続いていまして早々に就寝しました。 

よ～く眠りましたが、それでもまだ足りないと感じています

が・・・ 

昨日の事、今朝になって思い返すと、（記憶があやふやなので

すが）とき子さんのお仕事に対する姿勢といいますか、こころ

の感性といいますか、とても心に響いたのです。 

僕は、とてつもなく大きな承認欲求を抱えているのですが、裏

を返せば劣等感に苛まされていることでもあります。 

自分の価値を他に求めない強さ、賢明さを培いたいと強く思い

ました。 

この小さな自我、でもとてつもなく大きな力を持たせてしまっ

てる自分の、もっと深いところから湧き上がってくる感覚で、

これからの人生を流れていきたいと思うようになっています。 

どうぞ、よろしくお付き合いくださいね。 

 


