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2018 / 09  

 

1st Clinical Hypnosis Session 

 

 女性 

 60 代 

 日本人 

アメリカと日本で銀行、外資系会社、特許

事務所勤務などを経て、現在は癒しと学び

の日々 

  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

【解決、軽減、解消したい事項】 

 

アトピー 

断続的に表れる顔面の局部的な腫れ 

突発性難聴（2007~2008） 

松果体の状態 

チャクラのバランス 

など 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

療法の記録： 

 

 

 

光の中のイメージ 

 

金色と緑が混じった様な薄黄緑色の光の中にいる。 

体はちょっと浮いている。 

宇宙に自分の呼吸を合わせる。 

金粉が奥からこっちに迫って、スターウォーズの様

な感じ。 

 

 

今後の人生をより充実させていく為に思い出すべき

学びや気付きのある重要な場面のイメージ 

 

ブラックホールの様な、宇宙に金粉がいっぱい飛ん

でいる様な感じ。 

上の方に光っぽいものが出てきた。 

それは金色。 

その光に近付く。 

宇宙全体が黒から赤っぽい色になってきた。 

赤っぽいところから光の尾っぽの様なものがいっぱ

い出てきた。 

光の点が、点でなくて、もっと大きな紐の様にうろ

うろしている。 

太陽に来ている？ 

中央の方は、皆既日食みたいな感じ。 

この場所は初めてみたいな感じもするが落ち着く。 

皆既日食の周りを、色んな輪っかが広がっている感

じ。 

トンネルの壁をずっと進んでいる感じ。 

トンネルの向こうには抜け道がある。 

一気に抜ける。 

 

雲の上に光の筋がある。 

光の柱。 

自分の体はなく、視点だけがある。 

光の柱に近付く。 

柱が火の鳥の様になってきた。 

火の鳥が丸くなっているみたい。 

それは私のハイヤー・セルフ。 

明るくなった宇宙に金粉がいっぱい見える。 

金粉の中から何かが出て来る。 

シルエット。 

マリア様の様な感じ。 
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 シルエットとの対話のイメージ 

 

愛しい我が子よ、よく地球で頑張って生き

てきてくれてありがとう。 

 

【あなたは誰？】 

＜在りて在るもの＞。 

 

具体的な形は見えない。 

 

【クライアントがこのセッションに来るの

は必然だった？】 

 そうですね。 

 

【このセッションを通して今日彼女に伝え

ていく事は？】 

今回は、＜地球に生まれてからの人生の総

決算＞なので、私が持っている宇宙の根源

の波動を地球に降ろして、地球がまた宇宙

の仲間入りになれる様に大きな意識で、地

球を愛で包んでいってください。 

  

 【それは彼女の役割？】 

 はい。 

 ＜地球を守る＞為に降りて来たので。 

 

【彼女はこの人生を通して、その役割を上

手く遂行している？】 

はい。 

 

【あなたが導いている？】 

はい。 

 

視界が全部白い。 

白い線が横に・・・、ここはアカシック・レコード

のある所？ 

白い光が降りてきている部屋にいるみたい。 

体がないので自分が見えない。 

光を浴びている。 

叡智がいっぱい降りてくる感じ。 

・・・ 

深い洞窟の中にいる感じ。 

ブルーっぽい天井が見える。 

シルエットがある。 

それがだんだんはっきりしてくる。 

それはもう 1 人の私かもしれない。 

布を纏っているだけの格好。 

中性っぽい。 

足が光っている。 

白いマントを着ている？ 

どっちかといえば男性。 

壮年。 

健康。 

褐色の肌。 

髪の毛は天然パーマっぽい。 

賢そうな目。 

 容姿は人間。 

 クリス？ 

 36－37 歳？ 

ここはどこか他の星？ 

外にいる。 

明るさは中間ぐらい。 

原っぱにいる？ 

草はそんなに高くない。 

地平線が見える。 

綺麗だなあと思っている。 

1 人でいる。 

手にはクリスタルを持っている。 

今は朝の散歩をしている。 

穏やかな気候。 

ここはシリウス？ 

 

クリスタルの中に住んでいる？ 

クリスタルの建物の中。 

結構大きい。 

何となく 1 人で住んでいる。 
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クリスタルは仲間。 

クリスタルは色んな情報を教えてくれる。 

手に持って問い掛けると、直感で情報がくる。 

クリスタルは身近に・・・、ペンダントもしてい

る。 

色々な情報によって、クリスタルの種類もある。 

自分のよく使うクリスタルは、バーコードの入って

いるもの。 

石自体にバーコードがある。 

情報を持っている。 

 

 

重要な場面のイメージ 

クリスタルの神殿みたいな所にいる。 

皆でお祈りというか、統一している。 

10 人ちょっとで集まっている。 

今日は宇宙の他の人達との交信。 

クリスタルを使って交信する。 

クリスタルの神殿では、交信し易くなる。 

 

十何人の真ん中に 1 人だけ座って、周りの人達がそ

の人にエネルギーを送ると、その人が持っているク

リスタルから直感がその人に入ってくる。 

交代でする。 

自分は見ている。 

今交信しているのは、“セントラル・サン”。 

宇宙の動きについて交信。 

あとちょっとで光だけれど、地球の周りが今、激戦

状態。 

地球を乗っ取っている変な勢力が地球の人を自分の

ものの様に奴隷化しようとしていたけれど、それが

阻止されそうなので、地球を爆発させる様な事を言

って脅しているみたい。 

暴れようとしているのを、何とか彼らの勢力、エネ

ルギーを使えない様に、光の方のパワーで闇のエネ

ルギーを消そうとしている。 

これは今現在。 

“最後の決戦”みたい。 

クリスタルを通して見ながら、同時にクリスタルを

通して応援のエネルギーも送っている。 

宇宙中の色んな星から地球に送られてきている。 

地球にはようやく届く様になったみたい。 

闇の方がバリアを作っていたから。 

今はだいぶ薄くなってきている。 

もうかなり薄くなった。 

闇に関すると、日本はだいぶ濃い。 

中国も、中近東も、どこもかも濃い。 

だいぶ“浮いて”きた。 

深い闇に潜んでいたのがだいぶ浮いてきて、あとは

消えるだけ。 

クリスもこの応援に加わっているが、それは今でも

ずっとやっている事。 

これはだいぶ古い時代だが、今も通してやっている

事。 

地球に来る事になった理由は、思念だけだとなかな

かエネルギーが降りない。 

地球に肉体を持って人を思うのと他の星から思うの

とではパワーが違う。 

地球に降りて来る事は自分で決めた。 

“地球防衛軍”として、自分なら何とかなると思った。 

 

 

地球に行く事を決めた場面のイメージ 

誰も行きたがらないので。 

余りにも酷い所だから。 

1 度地球に落ちたら、闇が作ったバリアを抜けて、な

かなかまた戻れない。 

地球行きは自分で決めた。 

自分も昔、元のスピリットが地球創生に関わったみ

たい。 

なので、地球を愛していて、責任がある。（涙） 

 

 

地球創生に関わった場面のイメージ 

光の渦がある。 

命の実験をしたかった？ 
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地球ができた時に命の誕生に関わりたかった。 

（時間が進んで） 

水ができて、緑ができて・・・。 

かぐわしい星で、色んな宇宙の人達の交流センター

みたいな感じ。 

自分そもその中の 1 人。 

その時は、ギリシャの女神の様な格好。 

人間。 

宇宙のどこかから来た？ 

当時の人間は、もっと透き通った感じで、大きい。 

セントラル・サンやアカシックの叡智と繋がって、

色んな植物の栽培でも何でも、アドバイスなんかを

している。 

（地球と宇宙を）行ったり来たりしている。 

すごく穏やかで、皆幸せそうでいい。 

 

素敵で綺麗な星だったので、そこに邪悪なのも来て

しまった。 

邪悪なものは、最初は想念体で来た。 

姿かたちは幾らでも変えられる。 

邪悪なものが持ち込んだものは、欲。 

所有欲、我欲、嫉妬や妬み、物欲など、自分さえよ

ければ・・・になってしまう。 

それを見て、これは何とかしないと、と思うけれ

ど、余りにもそっちに走る人が多いんでね。 

悪い方は“上手い”から、そっちの方に走る人が多い。 

色々いて、宇宙の法則的な事を言うけれど、やはり

学ばないと・・・、“地球は体験の星”なので。 

皆も、体験し尽くしたら戻るかな、と思って見守っ

ていたけれど・・・。 

他の星の所から地球は見えるから、皆戻って、クリ

スタルの様な丸い物の中を見ると見えるので。 

 

人間として地球に来ようとしたのは、5000 年前ぐら

い。 

サナンダさんの仲間の様な気がする。 

サナンダさんは、地球にはイエスとして生まれてき

たりもした。 

サナンダさんの宇宙連合艦隊の艦長をしていた？ 

そんな感じで来た。 

 

 

その場面のイメージ 

地球は実験の星なので、ずっと見守っていたけれ

ど、原爆を使うとやばいので。 

それで具体的に動く様になって、原爆が使われてか

ら、危機があったので降りて来た。 

広島・長崎の後、これはやばいので、もう 1 回肉体

を持たないとダメなのかなあと思って降りて来た。 

 

（人間の肉体を持って来たのは）5000 年前で、エジ

プトの頃にも来た。 

 

【今生でエジプトにも行っているが、縁がある？】 

縁があるから行ったのでは？ 

 

 

エジプトにいた時のイメージ 

シリウスの関係で来た。 

ピラミッドの王の間の建設にも関わった。 

ピラミッドは宇宙船の基地じゃなくて宇宙船のエネ

ルギーを補給する為に造った。 

宇宙船が普通に停まっていた。 

皆で造った、シリウスとか宇宙の。 

ピラミッドは皆で石を積み上げて造った訳じゃな

い。 

あれは、コンクリートみたいな感じで、溶かして最

初は型に合わせて造ったのを、音叉を使うと軽く浮

くので、皆が思っている様な造り方じゃない。 

自分も加わっている。 

どこかから切り出した訳じゃない。 

割とすぐにできた。 

それに昔の人は大きかったから。 

2－3 カ月も掛からない。 

（ピラミッドの）下にも同じ様なピラミッドがあっ

て、エネルギー補給というか、エネルギー発生装置
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の様な感じ。 

中に、マカバの中心の方がある。 

マカバの形で、上のピラミッドの下にもピラミッド

があって、地下に逆ピラミッドがあって、正 8 面

体。 

その中も全部マカバ構造で、エネルギーが発生する

場があって。 

今はちょっと壊れているというか・・・。 

段々宇宙からの人達が来て、やっている。 

地下の方のを直している。 

だから、徐々にまた復活してくるのでは？ 

 

【クライアントは 2014 年にエジプトに行って、王の

間の棺に横たわって来たが、何か意味があっての事

なのか？】 

昔の記憶と繋がる為。 

王の間で、日本神道と・・・、スフィンクスも本当

は 2 つあって・・・。 

日本の古神道はエジプトから来たと言われているけ

れど、エジプトツアーから戻って 1 週間後に近江神

宮で伯家神道というのがあって、それを友人に声を

掛けて貰って初めて参加したけれど、その時に伯家

神道の秘儀を記した文献が見付かったという事で、

初めて、昔、天皇にやっていた秘儀をやるという事

になった。 

たまたまエジプトに白い麻の服を着て行っていて、

伯家神道も白い服を着てくださいと言われて、たま

たまその服を着て行ったら、いきなり「あなた、真

ん中に座ってください」と言われて、私は初めてだ

ったので遠慮をしたけれど、先生が「いや、あなた

です」と座らさた。 

周りに巫女さんが 8 人と 6 人が座って、なぜか私が

秘儀を受けさせていただいた。 

その翌日に、霊的によく分かる友人と電話で喋って

いたら、私のオーラに満月があると言われて、「月か

と思ったら鏡かな・・・、鏡と勾玉と剣がオーラに

見えるけど何かしら」と言われて、事情を説明した

ら、次は「オーラに猫がいる、猫がいる、ニャンコ

が見える」と言われた。 

丁度エジプトから戻って、G さんの“シリウス・バギ

ートからのメッセージ”を XX していて、バギートを

確認したら、体は人間で顔は猫だった。 

シリウスには、そういうのもいるらしい。 

「ニャンコが、ニャンコが」と言っていたので、き

っとバギートはエジプトからついて来たと思った。 

それで縁があったのかと思った。 

 

 

 バギートとの対話のイメージ 

 

 【なぜ一緒にいる？】 

 この人は色んな事を統合していく。 

古い叡智をいっぱい潜在意識に持っている

ので、それを思い出して統合していくお手

伝いをしについて来ました。 

 

【このセッションでその叡智を思い出して

手に入れる事はできる？】 

そうですね。 

 

【バギートはこのセッションで、何を彼女

に思い出して欲しい？】 

本当は自分はすごい力を持っているという

事を思い出して欲しい。 

 

【バギートは彼女といつからの付き合いが

ある？】 

古いです。 

シリウスからの友達です。 

 

【あなたも同じ役割を持ってシリウスから

来た？】 

仲間ですね。 

今は一緒にいたり、色々です。 

 

【彼女も持っている偉大な力とは何？】 
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魂が大きい。 

古いという事。 

なのでこの人が覚醒すると、地球規模で覚

醒が早まる。 

 

【催眠者はどの様に手伝える？】 

彼女の体のトラブル、松果体とかチャクラ

とか、彼女の意識が楽に覚醒する様に調整

する手伝いをしてください。 

 

【そのほかのメッセージは？】 

十分いい線まで来ているので、あとは自信

を持って、宇宙のサポートを信じて進んで

ください。 

 

【バギートは今、地球にいてサポートをし

ている？】 

え、いや、バギートは今、シリウスにいま

す。 

そこからインスピレーション、まあ、守護

霊存在ですね。 

 

【彼女が地球に来た時から、そのサポート

をしている？】 

そうですね。 

具体的な繋がりというのは、エジプトに来

たからです。 

その時は一緒に来た。 

 

【ピラミッド造りの時も一緒だった？】 

一緒だった。 

 

【彼女がエジプトに行ったのは、あなたの

事を思い出す為？】 

それだけでもないですね。 

霊的に、ユダヤと日本がもっと深く結び付

く必要があるみたいです。 

【それも彼女の役割？】 

彼女 1 人のではなくて、色んな方

の・・・、彼女が加わると、パワーがかな

りアップするんですね。 

 

【魂が大きいから？ 彼女の持っている叡

智をフル活用できる様になったらいいとい

う事？】 

はい、彼女が関わると、色んなプロジェク

トが、宇宙からのサポートがかなり入り易

くなるという事。 

 

【彼女の得ている宇宙からのサポートはシ

リウスだけ？】 

いや、もっと。 

シリウスは、彼女の直前のところで、今、

地球へのポータル、つまりシリウス経由で

ないと地球に来れないので。 

 

【それ以前は？】 

アンドロメダとか、かなり上の方です。 

 

【彼女はなぜ日本に生まれた？】 

日本が全ての始まりだからです。 

日本はコトタマ、最初に天の雫が落ちて生

まれたからです。 

天の雫は天上界の光が 3 次元に降りてくる

時は、1 滴の雫で降りて来る。 

そこが日本だった。 

 

【そこは、今、彼女がいなければならない

場所という事？】 

そうですね。 

 

【それで彼女は、導かれる様に色々と回っ

たりしている？】 

DNA 的に、彼女がいくと共振して何かが始

まるんです。 

彼女は、地球が覚醒する為に必要な人なん
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です。 

 

【今日、松果体を活性化してチャクラを整

える事で、その能力がもっと発揮できる様

になる？】 

そうですね。 

 

【今、この場で行っていい？】 

はい。 

 

チャクラの調整 

チャクラと地球と宇宙とのバランス確認 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

 

【松果体の状態は？】 

今、松果体の表面にヒビが入っている。 

急にエネルギーが入ったので、炎症を起こ

した様になっている。 

 

【その事によって、色々な症状が出てい

る？】 

（2 年前にしたある事をきっかけに頭部に断

続的な腫れやアトピーができ始めた。） 

そうみたいです。 

それは、“カタカムナ”の“5，6，7”を唱え始

めてから。 

 

【このヒビは、プロセスの一環として入っ

て然るべきだった？】 

そうですね。 

これは浄化ですね。 

 

【具体的に、どれぐらい浄化が進んでい

る？】 

7－8 割。 

 

【あとの 2－3 割を浄化すれば、松果体は元

に戻る？】 

いや、松果体を活性化させる。 

 

【もしも彼女の松果体が完璧に浄化された

ら、どうなる？】 

かなり、もっと彼女の働ける役割が大きく

なっていく。 

 

 【松果体が人間の中にある事の意味は？】 

 神が宿るところ。 

 宇宙のエネルギーが宿るセンター。 

  

 【そうなる為に、まずは浄化を要した？】 

 いや、松果体が封印されていたのです。 

 彼女が覚醒すると困るのが結構いるので。 

 

 【意図的な封印だった？】 

意図的というか、活性化しない様にしてい

た。 

 この世的には、フッ素とか色々ある。 

 

 【それは、人類全体に及んでいる？】 

 全体ですね。 

だから、彼女が活性化できたら、他の人

も、“101 匹目の猿”じゃないけれど、徐々に

そうなっていくんじゃないですか。 

 

【ついでに、私のセッションで、松果体を

活性化していく事をしていったらいいの

か？】 

はい。 

 

【ヒビは浄化が終わったら治せばいい？】 

いえ、これは浄化の過程で治る。 

松果体のフッ素など、邪魔していたものを

取り除いて、縮こまっていた松果体の細胞

を元の通り大きくしたらいい。 
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松果体はケイ素の結晶体を大きくする。 

 

 

クリーニング + ヒーリング + 暗示 

 

 

バギートとの対話のイメージ 

だいぶ良くなった。 

もうちょっと。 

 

【最後までしない？】 

これから徐々に。 

もうスイッチが入ったので。 

 

【（2 年前に）浄化が始まってからアトピー

や顔面の腫れが始まってきたが、それも今

日治してもいい？】  

お願いします。 

これは過程なので、急激には治らない 

松果体が治まっていく過程で治っていく。 

 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

 

だいぶスムーズになってきた。 

だいぶ良くなった。 

 

【他に何か浄化しておくべき事は？】 

特にないです。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

2011 年からクライアントに色々な事が起こったが、

その年はどういう意味があるのか 

 

3 次元的なものから、カルマ、しがらみから解かれ

て、宇宙に戻る為の旅が始まった年です。 

 

【今、大きな課題をこなしている最中という事？】 

課題というより、途中、如何に自然に交流して行け

るかを学んでいる最中です。 

 

【それで、色々な出会いや場所への訪問が始まる訳

なのか？】 

はい。 

なので、今、彼女が出会っているのは“宇宙的”な人ば

かりですね。 

 

【同じ様な意識を持った方々という事？】 

宇宙の仲間になっているという事。 

 

【その人達は、皆、その事を意識しているのか？】 

顕在意識で分かっているのかはどうか分からないけ

れど、皆、地球を良くしようと動いている人には、

天からのサポートが入っているので、そういう流れ

になってきている。 

 

【日本の“龍体のツボである色々な富士”に行ったが、

その“4 つ目”に行く事を渋っていたら顔が腫れ、行く

事を決心したら治ったが、その意味は？】 

やはり彼女でないと、その封印が解けないので。 

彼女の後ろに何億という人の悲願が、色々な人の期

待を背負っていたので。 

 

【それで彼女は行かされた？】 

行かされたというか、行かざるを得なかった。 

 

【これは彼女が生まれる前から決まっていた？】 

そうですね。 

本人が決めたブループリントだったんですね。 

 

【これはこの人生でやり遂げなければいけない事だ

った？】 
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この地球最後のミッションですね。 

 

【他にもやるべき事がある？】 

それをやったので、他はおまけ的ですけど、＜地球

の人が穏やかに宇宙意識に目醒める様に手伝って＞

いければ、彼女の役目は上手く果たせた事になりま

す。 

 

【今のところ、何割ぐらいで上手くいっている？】 

7－8 割ぐらいで上手くいっています。 

 

【残りの部分は、これからという事？】 

ここ 1－2 年、地球がちょっと大変なので、まあ、そ

れに対して彼女が＜常に宇宙と繋がって、そういう

波動にしていく＞事をちゃんとやってくれた

ら・・・と思います。 

 

【今、松果体が活性化されたので、ちゃんと繋がっ

た状態？】 

これからスムーズになり易い。 

 

【メッセージがもっと受け取り易い？】 

そうですね。 

 

【行動する事に関してもスムーズにいく？】 

行動はもう必要な時に動くので、起こってくるの

で、彼女自身があちこち行かなければと思う必要も

ないです。 

 

【富士を色々と回っている時、彼女を通して具体的

に何が起こっていたのか？】 

富士山に封印されていた古代の叡智というか、古代

天皇の地球に封じ込められていた御霊が、やっと“宇

宙の本来の場”に戻れたんです。 

 

【宇宙本来の場とは？】 

“セントラル・サン”と言いますか、太陽ですね。 

 

【戻られた事によって、何が変わった？】 

地球ががんじがらめに封印されていたほころびが減

ったんです。 

 

【それによって、今後どうなっていく？】 

このほころびが解かれて、地球の細胞が闇の力でが

んじがらめで息できないような状態が、地球全体が

光ってくる様になると思います。 

だから、今地震とか火山とかありますが、あれでも

“大難が小難”で、少しずつ本来あるべき姿の状況に、

ストレスのない状態に戻って行く。 

 

【今は“地が固まる前に雨が降っている”状態？】 

そうです。 

“夜明け前が 1 番暗い”という状況です。 

 

【これからもしばらく続くのか？】 

ここ 1－2 年、長くても 5 年ですね。 

 

【日本でも色々な気象や地殻変動などの変化が起こ

っているが。】 

あれはね、浄化で、あれでも“小難”なんです。 

本当なら、日本列島が危なかったんです。 

 

【それは彼女のした事によってだいぶ軽減したとい

う事？】 

いやいや。 

彼女はきっかけを作ったので、その後は色々な方が

動いてされているので、彼女 1 人が・・・というよ

り、集合意識でね。 

只、最初の 1 歩、きっかけにはなっています。 

でも、最初の 1 歩が 1 番大変なんです。 

 

【彼女は上手くやり遂げた？】 

まあ、何とか。 

 

【富士山から出て行ったのは誰だと？】 
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昔の、まだ肉体を持っていない、地球を作る時の

神々ですね。 

 

【彼女が富士に行った時は、まだ閉じ込められてい

られた？】 

いわゆる、艮金神（うしとらこんじん）です。 

正し過ぎて地球に封印された様な神様ですね。 

 

 

 艮金神との対話のイメージ 

 

 【今は完全に自由？】 

 はい、動ける様になりました。 

  

 【どういう事が変わっている？】 

地球の色々な動き、マグマや海流や、本当

は破滅的になるのを和らげる事ができま

す。 

 

【あなたが自由になる事で？】 

私というよりは、沢山の集合的なものです

けれどね。 

 

【あなたが 1 個体という訳ではない？】 

働きによって、名前が変わります。 

 

【地球ができた時から、同じところに意識

として在るのか？】 

命のエネルギーは最初からあります。 

 

【あなたが富士にいた事にはどういう理由

があったのか？】 

富士と言いますか、いっぱいあるのですけ

どね、富士山もね。 

ピラミッド型は全部富士だと思えばいいで

すね。 

 

【その形にエネルギーがある訳？】 

そうです。 

四面体、円錐形に意味があるのです。 

 

【それは自然にできた形でも。】 

そうです。 

 

【それで、ピラミッドというものも作られ

た？】 

そのてっぺんから宇宙エネルギーが入るん

ですね。 

 

【では、富士のてっぺんの所から宇宙エネ

ルギーが入っている？】 

そうですね。 

 

【宇宙エネルギーが入る事によって、どん

な作用がある？】 

エネルギーが活性化して、土地が肥える

し、緑も生命も豊かになります。 

 

【あなたは神なのか？】 

神というより、エネルギーですね。 

 

【意識体という事？】 

そうですね。 

 

【他にも封印されているエネルギーという

のはある？】 

いっぱいあります。 

 

【これから彼女が関わっていく場所という

のは、まだまだある？】 

今はイスラエルとか、中近東が危ないので

すが、XX 達が今年末に行かれるので、それ

でだいぶ良くなると思います。 

 

【あなたが今いる場所からお導きいただけ

る？】 
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もう、場所は関係ないのですよ。 

波動が上がってくると、時空の束縛が取れ

てくるので、どこでいようと意識次第なの

で、場所はあまり関係なくなってきます。 

 

【本来なら、意識が“そこ”で合えばいいとい

う事？】 

だから、今現在、何を思っているかです

ね。 

 

【“そこ”の場所に出掛けて行くというのは、

その行為によって意識が集中し易いという

点で有意義だと思うが・・・】 

だから、その人の意識が覚醒していなくて

霊体とかもあまり活性化していない時は、

その場に行って、その場のエネルギー、地

磁気と交流するのが必要なんですけど。 

ある程度活性化してきたら、もう、思うだ

けでそこに行く事ができますので。 

 

【彼女はもうそれができる？】 

最近だいぶそれができる様になってきまし

た。 

今後もっとそうなっていける。 

 

彼女は“カタカムナ”を学んでいるのが、やは

り、かなりパワフルになるきっかけになる

と思います。 

 

【カタカムナについて伺っても？】 

はい。 

 

【カタカムナの起源はどこにある？】 

宇宙ですね。 

共通語ですね。 

 

【宇宙全体で使われている言語？】 

思念と記号がそうですね。 

【思念表の通りで間違いない？】 

そうですね。 

宇宙語は、どんな言葉でも日本語的に直す

と、思念で読み解けるのです。 

聖書にも“最初に言葉ありき”で、ヨハネとは

“48 音（ヨハネ）”の事なのです。 

 

【それは“カタカムナ”？】 

そうですね。 

カタカムナからカタカナも漢字も生まれて

います。 

 

【それが最初に伝来したのは日本なの

か？】 

日本から広がって、そして日本で封印され

ていたカタカムナが、また解かれてきたと

いう事。 

 

【という事は、やはり変わっていくべきは

日本からという事？】 

そうですね。 

 

【カタカムナを沢山の人が知るという事

は、宇宙意識への目醒めと深く関わってい

く？】 

古代の叡智の復活に繋がっていくので。 

 

【具体的に、カタカムナを今現在の社会で

用いていけばいいのか？】 

無意識でもなるが、色々な言葉やしようと

する事、解明されていない色々な現象も、

言霊や形霊なども、宇宙の成り立ちとか、

物理学の疑問点なども、カタカムナの思念

を適用していく事で解明されていくので。 
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ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【彼女がカタカムナを学ぶ事になったのも必然？】 

そうですね。 

 

【八雲琴や和良久を習っている事も関係してい

る？】 

全部、“同じところ”を目指しているが為。 

この、3、という数字。 

カタカムナを学ぶ事で和良久も深まり、和楽をやる

事で八雲琴もカタカムナも深まり、相乗効果です

ね。 

 

【更に、謡とお茶が付くが？】 

謡も、お能のあれは松果体が・・・。 

“能舞台の松は、松果体”なんです。 

あれは、松果体を活性化させるものなんです。 

お茶は禅で“鎮魂”。 

全部、“鎮魂”なんです。 

＜鎮魂は、本来の自分に戻って宇宙の根源に繋がる

事＞なんです。 

なので、全部、＜宇宙の根源に繋がると、その波動

を降ろせる＞んです。 

 

【その“道具”として、色々な事をしているという

事？】 

ダイヤモンドみたいに多面的なので、1 つの事だけを

やっていると行き詰まってしまうので、多面体的な

アプローチが必要なんです。 

 

【これらは全て、スサノオに縁が深いとの事だが、

実際彼女はそうなのか？】 

スサノオは、弟分みたいなもの。 

というか、“陰陽”・“裏表”の様な関係です。 

 

【どちらが“陰”で、どちらが“陽”？】 

それはしょっちゅう入れ替わっている。 

アマテラスとスサノオなら、お互いに両方の要素が

あるという事ですね。 

 

【彼女はアマテラスの様な存在？】 

彼女だけでなく、皆がそういう存在なので、皆がそ

れを自覚すれば、皆がアマテラスになるのです。 

そうすれば、最初の 1 歩・・・、彼女が日本を回っ

たのも最初の 1 歩、そうすれば、あとが続くんで

す。 

 

【最初の 1 歩を出すのが役割なのだろうが、その 1

歩で言うと、“磐座巡り”も関係している？】 

やはり、磐座に在った古代の波動と共振する必要が

あったので。 

 

【上手くできた？】 

そうですね。 

磐座は宇宙エネルギーをすごく蓄積しているので、

近くに行くと活性化されるんです。 

 

【それも、松果体活性化の為だった？】 

松果体というより、まだそこ迄がんじがらめだった

ので、オーラとか魂とか細胞とか・・・。 

松果体は、最終段階です。 

 

【それ以前の調整の為だった？】 

そうです。 

 

【どこか特別な場所というのは？】 

富士山ですね。 

マウント富士、神奈川の富士山。 

富士山の火口があって、その上にいつも大型母船が

来ているので。 

 

【その大型母船とも所縁がある？】 

そこで働いている人達と仲間だから。 

 

【それはしょっちゅう来ている？】 
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目には見えないのですけど。 

周波数が地球とは違い過ぎるので。 

 

 

 大型母船とのコンタクトのイメージ 

  

【仲間という事だが、いつからの繫がりが

ある？】 

宇宙ができた頃からのご縁です。 

 

【今、地球に来ているが、どういった理由

で？】 

地球が危ないので。 

日本が危ないと、皆危ないので。 

 

【彼女が日本にいるのと、あなた方が日本

に来ている事の理由は同じ？】 

そうですね。 

 

【彼女が意識していないにしろ、互いに連

携している？】 

はい。 

直感で。 

 

【彼女が直感で受け取っているものは、あ

なた方が彼女に役割として求めるもの？】 

別に我々には限らないですがね。 

 

【どんな事を連携して行っている？】 

例えは、今回カタカムナを学ぶのもそう。 

 

【母船には、何人ぐらいが一緒にいる？】 

2000 人ぐらい。 

 

【元々どこから来ている？】 

アンドロメダの方から。 

 

【彼女がシリウスにいる前から・・・とい

う事？】 

そうですね。 

まあ、“順番に降りる”みたいな感じですから

ね。 

 

【あなた方が人間の形を模る事もある？】 

まあ、周波数を荒くしなくてはいけない

し、地上の穢れはかなり凄いので、余り行

きたい人はいないんですよ。 

 

【彼女は勇気ある人？】 

そうですね。 

 

【今現在はどこにいる？】 

上の方にいますよ。 

 地球の大気圏の方にいます。 

 

 【人間の肉眼では見えない？】 

我々がその人に見させようと思ったら、見

えるかもしれない。 

 

【彼女がその母船を見た事はある？】 

富士山ではなく、アラスカの方で見せた事

がある。 

 

【それを、あなた方は確認した？】 

彼女がアラスカに行った時は、宇宙艦隊が

集結しましたね。 

アンドロメダ・・・、宇宙連合ですね。 

 

【あなた方が彼女を催眠者の所に連れて来

た？】 

そうですね。 

 

【松果体を活性化して、繋がらなければい

けない時期だから？】 

そうですね。 
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【催眠者も、何か連携しているものはあ

る？】 

今、人間の DNA の螺旋は 2 重螺旋だけれ

ど、アセンションする為には“ジャンク

DNA”というのを活性化する必要があるんで

す。 

そのジャンク DNA は、4,6,8,10,12 重螺旋

で、目には見えない形で存在している。 

それで、それを活性化させるには、超高周

波な振動と共振すると活性化するんです。 

それで、彼女はなぜか訳が分からず“水琴”と

いうのをお手伝いする事に我々が指示した

んですけどね、その水琴から発生するハイ

パーソニックと超高周波なんですけど、100

万ヘルツ以上発生させるんですが、その高

周波で、ジャンク DNA が活性化するんで

す。 

ですので、今、水琴の良さが分かる人

が・・・、人工的にそこまで発生できる装

置は、今のところ水琴しかないので、それ

を普及する手伝いを、彼女にインスピレー

ションで送ってさせました。 

それで、その結果、ジャンク DNA と言われ

ている目に見えない DNA が皆活性化してく

ると、アセンションがスムーズにいきま

す。 

 

【彼女のジャンク DNA は、どれぐらい活性

化している？】 

今回、松果体がかなりいい線まで活性化し

てきているので、かなり進んできています

ね。 

 

【彼女本来の美しさに近付いている？】 

もうちょっとですね。 

 

【この活性化する事は、地球にとっても大

事な事ですね。】 

勿論！ 

全ての人にとって大事です。 

 

【全ての人の活性化の為に、水琴を使えば

いい？】 

置いておくと、本人が意識するしないに拘

らず振動するけれど、只、宇宙は最終的に

は自由意志を尊重するので、本人がアセン

ションする気がないとダメなんです。 

只、光の方に向かう様に、1 人がその道を示

せば、皆がついて来ますので、その灯台の

ような役割ですかね。 

 

【彼女と催眠者にも、何か縁がある？】 

勿論あります！ 

この時期、地球を何とかしたいと思って、

宇宙から一緒に来た仲間です。 

シリウスも一緒だったと思います。 

 

【他の所も？】 

いっぱいあるので、いちいち言っていると

大変です。 

 

【催眠者の役割は？】 

こうやって、人が本来の自分に戻れる様に

助けてあげる事です。 

 

 

暗示 

 

 

 

 

 

ランチ休憩を挟んで・・・ 
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ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

朝からしている眩暈の理由について 

 

これは、今日はハイヤー・セルフや“上”と繋がるの

で、エネルギーがいっぱい入ってきているから。 

 

眩暈の軽減 ＋ 暗示 

 

紫と白がもわもわとしていたのが、今は白の光だけ

がぼわんと広がっている。 

 

 

ボディ・スキャン 

松果体はほぐれてきている。 

 

暗示 

 

 

チャクラ・チェック 

ちゃんとバランスが取れている。 

 

 

オーラ・チェック 

白、黄色とゴールドが混じった様な感じ。 

上の方は、神聖幾何学の様な模様が見える。 

モザイクの様な模様。 

 

【その意味は？】 

これは、細胞が整うと結晶化してくる。 

それを示している。 

 

【オーラの大きさは？】 

ぼわんとしている。 

体全体が包まれている。 

首の辺りが曇っている。 

 

 

 首辺りの曇りとの対話のイメージ 

 

 長く滞っていました。 

 

 【なぜ滞っていた？】 

 ストレスです。 

 

 【自分で作ったストレス？】 

3 次元的に、社会と関わっていく上でのスト

レスです。 

 

【どういう時にストレスを感じる？】 

仕事かで自分の意に沿わないとか、理不尽

な事をやらねばならないとか。 

 

【自分の本音で話せない様な時？】 

そうですね。 

 

【いつもそうなる？】 

もう、そういう時期は終わりましたが。 

今、その残骸が取れている感じです。 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

 

両親との関りについて 

 

 父親との対話のイメージ 

（2007 年に他界。クライアントには階段か

ら落とされた記憶がある。） 

元気そうな、30 歳ぐらいの若い姿で見えて

いる。 

 

 【その姿が、1 番自分らしい？】 

 そうですね。 
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 【今はどうしている？】 

クライアント 

緑の、滝のある綺麗な所で、お父さんの好きだった

お母さんとか皆さんと楽しく暮らしているみたいで

す。 

 

【銀行員で、神主の資格もあったという事

だが、どういう人生だった？】 

学生時代迄は恵まれて、幸せだったけれ

ど、終戦、戦争で、家族皆失くして養子に

入っちゃったから、悲しい人生でしたかね

え。（涙） 

 

 【悲しみはずっと持ち続けた？】 

寂しいというか、身内が全部死んじゃった

からねえ。 

  

 【辛かったですね。】  

 はい。 

 

 【妻に出会ったのは？】 

 学生時代ですね。 

 

【出会った時に一緒になりたいと思っ

た？】 

かなり美人だったんでね。 

お茶の先生の紹介でもあったしね。 

お母さんの仲の良いお茶の先生だったから

ね。 

結婚生活は楽しかったけど、仕事はストレ

スでしたねえ。 

 

【仕事のストレスはどうやって解消してい

た？】 

まあ、ごく普通にゴルフとか XX（聞き取れ

ず）とか神主とか、そっちの方ですかね。 

 

【そこに人生の喜びを見出そうとしてい

た？】 

そうですね。 

 

【それでストレスは解消した？】 

どうでしょうねえ。 

 

【娘であるクライアントには、父親との階

段に関する思い出がある様だが。】 

いや、私は不器用なんでね、抱いてるつも

りが落としたりするんですよ。 

 

【わざとではない？】 

全然、全然。 

 落とす気なんて、全くないですよね。 

 

 【どう思った？】 

もうほんと、心臓が飛び出る位びっくりし

て・・・。 

 

【娘には結構インパクトのある出来事だっ

た様だが？】 

いやあ、娘は覚えてないと思いますけどね

え、まあ、1 歳未満だったし。 

娘がよく、周りの叔母さん達から言われて

たからじゃないですかね。 

 

【何回ぐらい落としてしまった？】 

2－3 回ですかね。 

 

【娘に謝った事は？】 

いやいや、無いです。 

すまなかったね。 

 

クライアント 

全然大丈夫ですよ。 
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お父さんのお陰で、何とか楽しく暮らしているの

で、お父さんも向こうでやっと会いたかった家族の

人と会えて良かったね。 

 

 父  

色々大変だったけど、何とか無事、家族に

も恵まれてね、まあ娘も何とか楽しそうな

んで良かったなあと思います。 

 

【娘は父と同じ銀行員をしたり、神社関係

や精神世界の事にも興味を持っているが。】 

やっぱり、血は争えないというか・・・で

すね。 

娘はよくやっているなあと思って見ていま

すよ。 

 

【娘には大きな役割があるみたいだが、ど

う思う？】 

昔から、僕は普通に暮らせればいいと思っ

ていたんだけれど、娘はいっつも世の中良

くするとか、そんな事ばっかり言ってて、

ちょっと心配してました。 

 

【もう、心配しなくてもいいですね。】 

そうですね。 

 

【パーキンソンになった？】 

パーキンソン症候群なんですけれどもね。 

何か、そうですね。 

病気になると、人から構って貰えると思っ

たのかもしれませんね。 

 

【なぜパーキンソン症候群を選んだと？】 

たまたま大学時代の友人の医者に会ってい

ったら、パーキンソン症候群じゃないかっ

て言われたから、そういう関係の本を読ん

で、何かそんなんになっちゃった気がした

のかもしれませんねえ。 

 

【自分で作り出したと？】 

かもしれないですねえ。 

 

【作り出したパーキンソン症候群は、役に

立っていた？】 

いや、かえって・・・、皆から構って貰え

るという点では役に立ったかもしれないで

すねえ。 

 

【魂の成長には役に立った？】 

それには余り役には立たなかったですね

え。 

 

【構って欲しかっただけ？】 

寂しかったんでしょうねえ。 

 

【家族が周りにいるのに？】  

多分 20 歳前後で身内が亡くなった寂しさ、

漠然とした寂しさだったんでしょうねえ。 

今は、もう大丈夫です。 

 

【亡くなる時は？】 

娘が横にいてくれて、光を呼んでくれたの

で、光の柱に真っすぐに戻る事ができまし

た。（涙） 

 

【娘へのメッセージは？】 

色々あったけど、最後は迷わず光に戻る様

に、「お父さん、光に飛び込むのよ」って耳

元で言ってくれたんで、助かったよ。 

ありがとう。 

 

【光に行ったらお迎えはあった？】 

もう、いっぱいありました。 

お母さん、お父さん、お兄さん、叔母さ

ん、いっぱいありましたねえ。 
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【嬉しかったでしょう、良かったです。

時々娘の所に遊びに来ている？】 

そうですねえ。 

娘が謡をやったのはびっくりでしたけど。 

小さい時、よく覗き込んでましたからね

え。 

（同じ事をやってくれて）嬉しいですね

え。 

そういう時は、来ています。 

  

色々あったけど、ちゃんと何とかなって良

かったね、って。 

これからも応援していくつもりです。 

ありがとう。 

 

 

母親との対話のイメージ 

 

向こうに行ってからは、体の痛みもない

し、楽しく暮らしています。 

今は自然の綺麗な所で暮らしています。 

 

【脳溢血だった？】 

元々血圧が高かったんですが、クモ膜下で

倒れて、あとは脳梗塞。 

クモ膜は 60 だけど、死んだのは 81。 

脳梗塞は 79 かな。 

 

【何がその原因だったと？】 

高血圧ですかね。 

 

【クライアントである娘との関係は？】 

娘は好き放題やってましたけど、私がやれ

ない事をやってくれましたので、私のスト

レス発散みたいな（笑）。 

 

【娘と夫がよく似ているとの事だが？】 

はい。 

【娘とあなたが親子関係を結んでいたのは

なぜだと思う？】 

  

クライアント 

父と私だけだったら浮世離れするから、3 次元的にな

る為じゃないですかね。 

 

【地球へのグラウンディングの為みたい

な？】 

そうですね。 

 

【娘に言っておきたい事は？】 

心配してたけど、良い人に巡り合えて、ち

ゃんと安心して暮らしていて、安心です

よ。 

 

母のヒーリングのイメージ ＋ 暗示 

 

パパと仲良くしてくださいね。 

 

クライアント 

ママのお陰で何とか楽しくやっているので、パパと

ママもそっちで仲良く楽しく暮らしてください。 

今迄ずっと見守ってくれていて、ありがとうござい

ます。 

 

そんなに色々できるとは思わなかったけれ

ど、我が娘ながら色々良くやってきている

と思います。 

 

 

セドナで出会って以来一緒にいる彼について 

（16 年の遠距離の関係の後、2 年前から共に暮らし

ている） 

 

同じ部族とかが多い。 

今迄何回かの人生を共有している。 

部族長とかが多かった。 
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イギリスかどこかの同じ部族に暮らしていた事も。 

だいぶ前ですかね。 

皆に慕われるいい人でしたね。 

 

【彼の魂はソウルメイト？】 

そうですね。 

 

【今生で一緒にいる事の意味は？】 

すごくグラウンディングに役立っている。 

すぐにあちこち飛び歩いていたけど、同じ所で畑耕

したり、黙々と日常生活を普通に楽しんでいるんで

ね、そういう意味で、互いに信じて戻って来れる場

所を作ってあげているので、良いと思います。 

 

【今度の人生で留意する点は？】 

もう殆ど整ったのでね、あとはお互い元気

で・・・、時々（クライアントの）顔がぼこぼこ腫

れたりするので、心配です（笑）。 

 

 

G さんとの関係について 

（あるプロジェクトを通して知り合う。） 

 

シリウスからの縁。 

 

【同じプロジェクトをしていくチーム？】 

今はお互いに違う方向性かもしれないけれど。 

シリウス時代からの、昔からの縁。 

（中略） 

私が地球に降りて来たミッションを果たすサポー

ト、お手伝いをする事ができたので良かったと 

思っていますけど。 

 

 

クライアントの知りたい縁のある星 

シリウス、アンドロメダの他にも、プレアデスも。 

そこで囲まれていた。 

オリオンも関係ある、北極星も。 

宇宙はみんな関係ある。 

 

【そういう星々との宇宙連合という事？】 

そうですね。 

1 番繋がっているのは、やはりシリウス。 

でも、元々はアンドロメダの方。 

 

サナンダさんと縁が深い。 

今、宇宙連合の艦隊を率いているのはサナンダさん

だという・・・。 

地球防衛軍の関係で来たみたい。 

 

 

 サナンダさんとの対話のイメージ 

 

【実際にクライアントの魂とは縁が深

い？】 

 はい。 

1 つの魂は、大体 6 つぐらいで生まれ変わり

をしていて、そのグループの 1 つですね。 

 

【宇宙ができた時からの縁？】 

そうですね。 

私がキリストであった頃は、彼女が宇宙連

合の方にいてサポートしてくれていた。 

だから、色んな奇跡を起こしたと言われて

いますが、あれも宇宙科学の一種なんです

よね。 

 

【宇宙の観点から見たら、奇跡ではないと

いう事？】 

そうですね。 

 

【人間界の 3 次元の世界だからそう見える

だけ？】 

そうです。 

でも昔の人が TV とか液晶とか見たら魔法

の様に見えるといった様な事です。 
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【サナンダさんだった頃は、彼女は側にい

た？】 

同じ仲間でした。 

 

【その頃、彼女は何と呼ばれていた？ 】 

アエオン、アイリスか、アイシスか。 

これは宇宙連合で。 

 

【今、あなたは地上にいる？】 

地球の上にいる宇宙連合の艦隊の中にい

る。 

今は常に地球の周りにいる。 

 

 【何かしている？】 

 はい。 

地球が破壊されない様に、常に見守ってい

ます。 

 

【破壊工作がある？】 

はい。 

凄くそういう連中がはびこっていたので、

少しずつ掃討作戦で潰しているところで

す。 

 

【割合から言うとどれぐらい破壊できてい

る？】 

今は、8 割か 9 割ぐらい。 

あとちょっとです。 

 

【具体的に、どういう事をしている？】 

彼らが作っていた秘密地下基地を潰した

り、時空の歪に仕掛けているトップレット

爆弾を除去したり。 

 

【そういうのは、最初から感知できる？】 

いやあ、色々大変だったんですが、やっと

色々できる様に・・・、地球で意識が目醒

める人が増えてきたので、作業はやり易く

なってきた。 

 

  【連携している人はいる？】 

 はい、いっぱいいますよ。 

勿論、宇宙から、スター・ワンダラーと

か、スター・チルドレンとか言われてます

が、この時期に地球に生れ落ちて、地球が

大変な時に覚醒して宇宙連合と繋げる役割

をしようと決意して生まれてきたスター・

シードも、殆ど余りの闇の深さに“腐ったり

んご”になって大変だったんですけど、やっ

と今、14 万 4 千ギリギリぐらいに覚醒して

きたので、何とかなると思います。 

 

【彼女の役割は、その人達を増やす事？】 

その光を強くする事です。 

 

【あなた方は、常に彼女を見守ってい

る？】 

常に。 

仲間ですからね。 

  

【今後の事で、メッセージは？】 

はい。 

本当に大変だったけれど、絶対に光が勝つ

と確信して、それに、宇宙の叡智と繋がる

様に、本当の自分を思い出せる様に、精進

していってくださいね。 

 

クライアント 

お陰様で、やっと自分のやりたい事ができる環境が

整ってきたので、気持ちをいつもサナンダさん達と

一緒にして動いていきたいと思うので、お導き、よ

ろしくお願いします。 

 

サナンダさん 



 

21 

 

本当にあとちょっとなので、気を緩めない

で、全力で最後のヤマを皆で乗り越えて、

皆で光の勝利をお祝いできたら嬉しいの

で、あとちょっと、一緒に頑張りましょ

う。 

 

【彼女はいつもあなたと繋がっていて、助

けのいる時は、名を呼べばいい？】 

 思い浮かべるだけでいい。 

 

 

大本の関係の習い事をしているが、出口王仁三郎聖

師との繫がりは？ 

 

 出口王仁三郎聖師との対話のイメージ 

 

【彼女が大本の活動と少し関わっている事

について。】 

彼女が関わってくれた事で光が入って皆が

明るくなってきたので、嬉しく思っていま

す。 

 

【今でも見守っている？】 

勿論、見守っています。 

 

【大本教の教えを通じて、どの様な事を広

めていこうとお考えなのか？】 

はい。 

人は皆、自分が神であった事を思い出し

て、宗教、食、芸術、XX、生活、毎日の暮

らしの 1 つ 1 つに心を込めて、全ての芸

術、アートとして、楽しんで、“楽し楽しの

世の中”を作っていってくれたら嬉しく思い

ます。 

 

【聖師も波乱の時代を見守ってこられたと

思うが、今地球で起こっている事

は・・・】 

こんなもんでは済まなかったんですけど、

だいぶ“大難”が“小難”で済んでいるので、何

びとには苦労を掛けますが、皆が言霊を使

って、誠の心で精進してくれたら、何とか

この峠も越せると思います。 

 

【聖師は、今後、どの様にこの時代と関わ

っていくのか？】 

これからは、もう皆が覚醒したら、宇宙の

仲間になるので、今迄の闇とか、悩み苦し

みが一切ないので、これからはアート、＜

生活即芸術＞、アートな生活を皆がやって

いける時代になると思います。 

 

【今を生きる人々、クライアント、催眠者

へのメッセージがあれば…。】 

はい。 

＜常に、人が思った事は実現するので、心

を神様でいっぱいにしておいて＞くださ

い。 

言葉は大事なので、祝詞も毎日あげる様に

してください。 

あと、どうしても人は何か大きい事を、と

思うのですが、毎日の日常の些細な事にも

っと集中して、＜今を深める様に心掛けて

＞ください。 

 

【それが地球全体を良くしていく？】 

はい。 

雛形ですので、人は、自分の心を平和にし

たら、それが全部繋がっていきますんで、

世界平和も、先ずは皆の心の平和から生ま

れるんです。 

なので、世間では色んな怖い情報も溢れま

すが、心を神に繋げていたら、必ず救われ

ますので、あまり周りの事に惑わされない

様に、＜自分と神との絆をしっかりと結ぶ
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様に心掛けて、毎日しっかりと過ごして＞

ください。 

 

【精進いたしましょう。】 

ここまで来たら、だいぶ大峠なので、もう

ちょっと、これからまだ大変なんですけ

ど、諦めないで、日本の素晴らしさを忘れ

ないで、自分のやるべき事に精進してくだ

さい。 

 

【聖師は今、どの様に過ごしている？】 

はい。 

こちらの方では、宇宙連合に戻って、結構

忙しくしています。 

日本だけでなく、宇宙的に忙しいんです

が、今、地球が 1 番大変なんで、宇宙中か

ら今地球に集結している様な状況です。 

 

【どれくらいの宇宙連合が集結してい

る？】 

凄い数が来ています。 

今、周波数で見えませんが、何かあったら

上空がいっぱいになるぐらいに来ています

よ。 

それだけ地球が大変。 

 

【それで、宇宙の方々が手を差し伸べてい

るのか？】 

やはり、宇宙は自由意志を尊重しますの

で、地球の人達が望まないとアレなんです

けど、地軸もまた傾くかもしれない状況

で、まあ何かあった時に宇宙船に引き上げ

る人と、肉体が滅ぶ人と・・・、肉体が滅

んでも、霊的に引き上げる人のケースもあ

るんですが、何かあった時に、すぐに対応

できる様に、地球の上空に皆来ている様な

状況です。 

 

【魂の引き上げの為に来ていると？】 

魂の引き上げもありますし、肉体の引き上

げもありますし、人は 70 億いたら、70 億

通りあると思っていいと思います。 

一概にこうとは言えないんです。 

皆、1 人 1 人が宇宙なんで。 

 

【聖師はご存命の時から、その状況を理解

していた？】 

もっと酷くなると思っていたんですが、ま

あ、そういうのが全部見せられて分かって

いましたから。 

 

【これは、覚醒する人が増えたという事だ

から？】 

そうですね。 

 

【聖師の仕事、功績が結実したという事も

ある？】 

うん、亡くなる前に耀盌（ようわん）を

3000 個ほど作ったんです。 

だけど、まあ、闇の方は、大和魂を全部潰

す作戦だったんですけど、1 粒大和魂が残っ

ていたら、一粒万倍ですので、3 千の大和魂

が残ればいいと思って、作った。 

まあ、今は若い人で、どんどん特攻隊の生

まれ変わりや綺麗な魂の子がいっぱい生ま

れてきてくれてますので、何とかなると思

いますが。 

 

【壊滅的な状況を避けれるという事？】 

泥の海になる状況ですね。 

核戦争が起こって、泥の海と言いますか、

地軸も傾いて海と陸がぐしゃぐしゃになる

状況もあり得たんですね。 

 

【それを避けれた？】 

うん。 
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今はその瀬戸際の最終局面ですね。 

闇の方は、イエローストーン爆発だとか、

富士山も危なかったんですが、富士山の溶

岩はちょっと流して、下の方に流してま

す。 

南極もちょっと、危機的状況なんですよ。

いつ何が起こっても不思議でない状況。 

今年も危なかったんですけど、ずっと危な

いんですけどね、この大風とか雨とか、皆

ぶうぶう言ってますがね、これで大祓いを

しているんですよ。 

そして、放射能も洗い流してますし。 

まあ、悪い事ばかりでもないんです。 

 

【今から“地が固まっていく”前兆？】 

というよりは、全く新しいのに向けての浄

化作用ですね。 

今のシステムがまた、永遠に続くという事

はないですね。 

 

【それを見届けられる？】 

ここ 5 年がヤマ場ですね。 

特にこの 2 年ですね。 

 

【特に私達がする事はなく、日常生活の中

の穏やかさを持って・・・】 

只、＜誠の気持ちで、言う事思う事やる事

を一致させて、誠の響きで言葉の思念を大

事にして、本当にいい言葉で日本の美しい

言葉で響かせたら、宇宙に響き＞ますの

で。 

 

【聖師から見ても日本というのは特別？】 

特別ですね。 

 

【日本語は、言葉の 1 つ 1 つが神であると

聞きましたが？】 

日本語は全て母音があるので。 

母音は松果体に響くんですけれども、光が

“ヒ”で、光の波動の動きが 48 音になってい

るんですね。 

みんな“個性ある光”だと思えばいいんです。 

 

【日本語は、その個性ある光を用いてコミ

ュニケーションしていく為のものです

ね。】 

そうです。 

母音が入らないと、心に響かないんです

よ。 

子音だけだと魂に響かないんですよ。 

中国語、韓国語は子音が多くて魂に響かな

いので、日本人と出来が違うんですよ。 

だから、皇室とか、歌会始とか、昔の日本

語は、もっとゆっくりだったんですよ。 

 

【ゆっくり話す事は大事ですね。】 

そう。 

ゆっくり母音を松果体に響かせる様に話す

と、松果体は宇宙の根源と繋がるので、そ

うする事によって、常に宇宙の根源と共振

を起こすので、神の道が開いて“惟神（かん

ながら）”になるのです。 

だから、まだ江戸時代の人は、今の人と比

べて松果体が 2－3 倍は活性化していたと思

われる。 

戦後、フッ素を入れられたりで、とにかく

闇は日本人撲滅作戦を（進めて）、国民か

ら道徳と歴史を失くしたら民族は滅びます

んでね、それをやって、今は滅びかけてま

すんでね、だから、何とかギリギリです

ね。 

どっちにしろ、ここ 2－3 年でひっくり返ら

ないと、もうちょっとやばいですからね。 

 

【でも、その可能性はまだまだある？】 
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だからね、今、太陽からの、色々な宇宙か

らのエネルギーが降り注いでいますから

ね。 

これで今、地磁気も変わったり色々して

て、ホール・シフトもなくはないんですが

ね。 

とにかく太陽がちょっと色々異常になって

ましたね。 

太陽フレアが地球を直撃したら、地球の電

信号が全部切れちゃいますから、今のコン

ピューターシステムがダウンしたら、リセ

ットせざるを得ないですよね。 

 

【1 からですね。】 

今の現代文明は全部コンピューターなん

で、コンピューターのメモリーが飛んじゃ

ったら、全部リセットになりますんで、そ

んな悲惨な状況にならない様に、フリー・

エネルギーを普及とか色々言ったんですけ

ど、でも XX に馳せる人達が邪魔して、本当

に人類は愚かで。 

ギリギリ待ったんですけど、あともう、も

っと持って 5 年、あと 2－3 年ですかね。 

 

【もっと覚醒する人を増やしていかねばな

らないですね。】 

うーん、そうですね。 

ここまで酷くなるとは、神様は思ってなか

ったんですかね。 

でも、まあ、地球は“宇宙の臍”みたいなもん

で、地球が光になったら宇宙も光になり、

地球が闇になったら宇宙も闇で、ですから

こんなにしつこく喰い下がるんですよね。 

やはり地球は要なんですよ。 

 

【なぜ地球はそんなに要なのか？】 

地球では人は肉体という物質を持っている

ので、超低級霊から高級霊までがコンタク

トできるんですよね。 

だから人間でも低級な人もいれば・・・。 

霊界とか、向こうの世界に行くと、同じ波

動の人しか会わないんで、学びにならない

んです。 

地球だけが、低次元と高次元と一緒にいれ

て、結局、この人間の体が宇宙で 1 番進化

している状況なんです。 

 

【そうなんですか。】 

物質を持って、かつ、高級な魂が入ってい

る人が、そのハイブリッドが宇宙で 1 番進

化している神なんですよね。 

 

【聖師もそうでしたね。】 

うん。 

なので、もっと肉体を・・・、滅びゆくか

らこそ、美しい本物なのですよね。 

  

【肉体を持っている事にもっと感謝して生

きなければならないですね。】 

そうですね。 

そして、皆が神さんだと思えば、神さんを

殺せないですからね。 

 

（中略） 

 

【聖師は、聖師が認めている方を見守って

いる感じなのか？】 

そうですよ。 

勿論、直感で色んな閃きとか（を与えてい

る）。 

 

【クライアントや私が望めば、直感として

それを受ける事はできるのか？】 

ああ、勿論！ 
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そうですよ。 

 

【聖師の事を思い浮かべればいい？】 

ああ、勿論。 

呼んでくれたら、いつでも行きますよ。 

 

【クライアントも催眠者も、宇宙と地球の

為に役に立っていきたいという思いがある

が・・・】 

ああ、そういう志があったら、そういう人

を宇宙は放っておかないんで、これから色

んなチャンスがくると思いますよ。 

 

【他にもメッセージやアドバイスが？】 

色んな事があるとは思うが、とにかくいつ

も気持ちを私や神や天に向けて、あまり XX

のちまちまどうでもいい事に心を煩わさな

いで、アートに生きてください。 

楽しく。 

 

【楽しく生きます。またお話を聞かせてい

ただける？】 

ああ、いいですよ、勿論。 

望まれたら、どこでも行きますから。 

（中略） 

これから、日本の中だけでちまちましてい

る時ではないのでね、やっぱり世界を俯瞰

して動ける人が必要なんで、とき子さんと

かはそういう意味で活躍してください。 

 

【ありがとうございます。お導きいただけ

たら、本当に感謝します。】 

 

 

ハイヤー・セルフ 

 

ここ迄、何とか肉体が元気に生き延びてこられたん

で、それだけでも成功だと思って、後はこれから本

来の松果体の活性化をして戻って活躍してくれた

ら、本当に嬉しく思います。 

 

本日のセッションはこれでいい。 

 

 

暗示 

 

 

 

 

 

 

セッション後のクライアントの感想など 

 

長時間のセッションをありがとうございました。 

とき子さんとのステキなご縁をいただき、とっても感謝して

います。 

お陰様でめまいも落ち着きました。 

今日は早く寝ますね～。 

 

 

とき子さん 

おはようございます。めまいも落ち着き、具合も大分良くな

りました。 

セッションの記録をお送りいただき、ありがとうございまし

た。文字にされたのを読み返すと、そうなんだ～、そうなん

だ～とと納得するのでより深まって良いですね。大変な作業

をありがとうございました。 

 


