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今回のセッションの目的：	

流れのままに・・・	
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セッションの記録：	

	

	

光の中でのイメージ	

	

クライアントが、前回のセッションから、持続して

色々な情報を感覚的に受け取っている様に感じてい

る事について・・・	

	

以前から様々な情報の中にいる。	

その中から我々から感覚として感じ取ったり、そこ

から意識化するなり、これ迄時間が掛かっておった

情報を分別できる様には次第になってきているが、

この者（クライアント）は、感覚だけでは不安であ

ろう。	

	

意識化する為には、多くの固定化された概念を、こ

の世にて学ぶ必要がある。	

概念に縛られずに自由に使いこなす事が、今のこれ

からの課題だ。	

この者がやっておるプロセスは、大なり小なり皆が

やっておる事だが、多くの者は、概念という枠、檻

の中に自らを閉じ込め、そして、不自由である事を

好んでいる者もいる。	

	

何の為に概念が必要なのか。	

＜概念という知識＞は、己の不安や恐れの為に使う

と、自らを檻の中に閉じ込めてしまう事になる	

概念という知識とどう関わっていくか、それはこの

者にとって・・・（聞き取れず）	

	

【誰と会話しているのか？】	

「＜グレート・スピリット＞とでも呼べばよい」。	

	

	

引き続いて、＜グレート・スピリット＞との対話	

	

【＜グレート・スピリット＞というのは、催眠者が

様々なセッションを通して対話している＜神＞、＜

あるもの＞、＜光＞、＜根源＞、＜命の源＞と、同

じ存在であるのか、またはそうでないのか？】	

この前にも話した様に、地球を取り巻いている星は

数多くあって、例えば地球という星は太陽系に属し

ておるな。	

太陽系は銀河に属しておる。	

太陽系から銀河までには、様々なレベルが存在して

おる。	

地球は、そのレベルのグラデーションの一段階だ。	

その尺度を持ち得ない者に、今のこの私の存在のレ

ベルを伝えるのは非常に難しい。	

私たち、恐らく理解できないであろうが、地球上に

あって、それ以上が見えない者には、どうかな？	

	

只、おぬしたちがこの様な探求を続けておれば、そ

れに応じて、次第に＜広く大きく見渡せるレベルの

者＞と繋がっていく事は可能だ。	

＜見渡せるレベルの者＞、お前たちの言葉では＜集

合意識体＞とでも呼ぶのが相応しいかもしれないが、
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それに対して、敢えて概念を作るのは可能である。	

	

だが、＜神＞という概念に囚われないでいる事は肝

要だ。	

人間が意識化し、認識する為に、この地球の世界中

で通用する言葉として広く用いられてはいるものの、	

概念としては、実は＜神＞というのは、意味を成さ

ない。	

言葉を用いる時に、その言葉を使っている者が、ど

のような意識で使っているかが大事である。	

１つのものとしてではなく。	

＜神＞という言葉を＜その概念＞に充てる事によっ

て、多くの争いを生んでおろうが。	

そういう意味で＜神＞という言葉は、残念ながら曖

昧なものとなってしまうのだ。	

言葉に囚われる事なく、＜大いなるもの＞に任せる

事じゃ。	

	

＜大いなるもの＞をありありと自分の中で感じ、実

感しておれば、そもそもそこからは、不安や恐れな

どが生まれようもない。	

任せる、身を委ねる。	

何に任せる、何に身を委ねる、それもこれから自分

で見付けていく事じゃ。	

“開いて”	いく事、自分の意識を。	

よいか、目の前の事、起きる事に対して１つ１つ丁

寧に対処する事は大切な事だ。	

その事を通して、起きた事や結果を呪うではなく、

嫌うでもなく、避けるでもなく、忌まわしく捉える

でもなく、起きた事は起きた事のままに受け入れ、

そこから多くの事を体験し、気付き、意識を広げて

いく事だ。	

	

この者も、昨日、自分が本来は上に立って教える側

の多くの人間に触れて貰い、その手の温かさや、伝

わってくる人の心の優しさを実感した（顔面を強打

し、その後、本人主催の講習会に行った時の出来事

を指している）。	

あの出来事は、設定されたものではなく、偶然の転

倒であるが、只、起きた事への意味付けは、本人が

自由に、そして無限にできる。	

この者には、その自由が与えられている。	

	

この者は、これ迄、世の為、人の為という名目で我

欲を満たす体験は幾つもしてきておる。	

人を欺き、貶め、恨まれ、それでも己に執着して振

り向く事さえなかった人生を、幾つも重ねてきてお

る。	

そして今生も同じステージに立っておる。	

これからどこへ進むかは、この者の自由だ。	

この者は、常にその事は意識に上っている。	

が、自分のそのエネルギーをどう扱い、どの様にエ

ネルギーの質を変えるのが良いのか、まだ分かって

いない。	

私（＜グレート・スピリット＞）は、勿論、導きは

する。	

我々はいつも光の方向に導いている。	

が、目を向けようとしない者に、どの様に光を届け

るのだ？	

その自由さは、この者だけでなく、全ての者に与え

られておる。	

時間の制限もない。	

何億年掛かろうと、我々は辛抱強く、光の導きは続

けておる。	

	

おぬし（催眠者）とこの者が出会ったのは、両者が

光の方向を見たいと願っているからだ。	

この者にとっては、自分の自我のエネルギーの平穏

をきたす鍵を探し求め、期待もしておる。	

おぬしたちの出会いに、光を感じておる。	

光がしっかりと見えれば、自ずと不安も恐れも消え、

全てに委ねる事ができる。	

それが目安だ。	

不安と恐れがなくなれば、エネルギーも把握できる。	

不安と恐れがなくなれば、人生が完全に掌握できる。	

	

＜グレート・スピリット＞というのは、その様な存

在だ。	

	

【そういう意識レベルに到達すれば、今後新たな人
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生を経験する事（来世）が不必要なのか？】	

肉体を持った人生経験を止めようと思えば、自分の

意志で止められる。	

そして、人間が言うところのあの世という、そこに

留まる。	

同じ世界に留まり、そこで一旦は満たされる。	

それも自由意志だ。	

魂レベルの学びの自由はある、あらゆる所に。	

しかし、お前たちにとっては、肉体で体験する事が

も近道である。	

	

【これ迄の、今生も含めた過去の人生で得てきた学

びや知識が、輪廻転生した時も、自分のものとして

持続する事は可能か？】	

感覚としては持っている。	

既に、自分の中にあるものとして。	

種の様に。	

勿論、新たな人生を始める時に、０から学びをやり

直すという事はない。	

	

【人間の学びは、生きている時代によって質が異な

ると思うが、現代人の学びは、太古に比べて進化し

ているのか？】	

千年前の人間の生活も、意識も変化している。	

意識の変化、宇宙の変化、地球の変化、人間の変化

は、物質の変化として捉えれば、学問として、科学

的な方法で知る事ができる。	

	

物質が変化するには、その変化を起こすエネルギー

も当然変化している。	

千年前の人間が歩く姿と、現代人が歩く姿とは異な

る、歩き方が違う。	

それは当時の人間と、現代の人間の意識の違いが、

エネルギーの使い方に於いて、変化を起こしている

からだ。	

千年前の歩き方が良くて、今の歩き方が悪いという

様な判断は一面的な見方だ。	

この様な見方は、全てについて言える事だ。	

	

地球の環境の悪化は、人間が住むという一面から見

れば悪だが、地球の歴史、太陽の変化からすれば、

ほんの些細な問題だ。	

地球は変化している。	

人間の目から見て汚れたこの地球、今後この地球が

どう変化するか・・・。	

地球にも自浄作用がある。	

人間との関係に於いて、これがどの様な形で起きる

か、宇宙全体のエネルギーの変化と、人間の意識の

変化の関わりによって起きるが、仮に人間が目醒め

たとして、今の便利さを捨て、元の太古の生活に戻

り、地球が人間が望むきれいで健全な環境に戻った

としても、宇宙の気が大きく変化すれば、	分からな

い。	

	

こういう事は、関係性の中、繫がりの中で全ては存

在している。	

(催眠者が、“アセンション”についての言及する

と、)	

恐らく、この者の理解している意識のレベルで言え

ば、変革、革命、レベルの世界が変わる事である。	

只、そんな事は、今に限った事ではない。	

皆が不安だから全体のエネルギーが下がり、それを

元に戻そうとする作用がある、そういう事だ。	

	

だから、これ迄も世界が終わり、終焉を迎え、今に

世界に革命が起こる・・・などと言う予言者と言わ

れる人々が何度も何度も現れただろう。	

そういう時は、皆の不安が故だ。	

その様な予言者を、皆が作り出すと同時に、呼応す

る様な感じである。	

	

人々の不安を使って、自分に注目を集めたい人間と

いうのも現れもする。	

自我に不安を持っていると、だからこそ自分に注目

して欲しいのが人間だ。	

それが金であったり、名誉だったり、世間への自己

主張であったり、はたまた犯罪であったりもする。	

大きな犯罪を犯す事で注目されたい人間もいる訳だ。	

	

小休憩を挟んで・・・	



	

	 4	

	

（クライアントの、「意味付けした事が、これからの

人生を作っていくんだよ・・・、という言葉が頭を

よぎった」というコメントをふまえて・・・）	

まだ、それでは足りぬがな。	

体験を通じて経験した事、その＜意味付け＞は今後

の人生に大きく影響するという事は申した。	

“忌まわしい事”としてその体験を意味付ければ、

その者にとっては、おぬしの知っている様に、この

様なセッションが必要になる。	

しかし、これ（セッションを受ける事）は人間にだ

け与えられた特権だが、その意味付けられた意味を

書き換える事は容易ではない。	

魂の進化も、体験の意味付けによって変わってくる

のだ。	

そうすれば、体験。するという事の大きな意味が分

かるであろう	

どうだ、少しは分かったか？	

肉体を持つという事の意味を・・・。	

	

意味付けされた学びを、日常生活の中で忘れたりも

するが（聞き取れず）、只、振り返ってみよ。	

魂の中には、おぬしたちの体験が全て存在している。	

魂の中に於いてさえ、“澄める”	部分と“濁れる”	

部分が必ずある。	

この、“濁れる”	部分、“澄める”	部分というのは、

前世の感覚（？）、そして、その全ての“濁り”	と

“澄む”	が混然一体となって常に巡っている。	

ここにどの様な体験を継ぎ足し、継ぎ足ししている

のか、そして継ぎ足していくのか。	

分かるか？	

	

今、例えば、“濁”	が５、“清”	が５とする。	

“濁”は消える事はないが、これからの人生に於い

て、５の	“清”を百にも千にもする事ができる。	

そうしたら、５の“濁”は取るに足らないものにす

る事ができる。	

そこで元に戻るが、清濁の区別はないのだ。	

只、“清”を好むなら“清”の方へ向かえば良いのだ	

宇宙には、清濁の区別はないのだぞ。	

	

ここが、伝えようとしても伝わらず、（人間が）理解

しようとしても理解できないことだ。	

とは言っても、瞬間ではあっても感じ取れる時はあ

る筈だ。	

	

【クライアントの言語、言葉に対する認識や知識が、

催眠のセッション中に＜大いなるもの＞から受け取

るメッセージに影響しているのか？】	

イエス・キリストが、「はじめに言葉ありき」と申し

たであろう。	

おぬしの言う様に、見ても触れても＜概念＞として

＜認識＞できない者は、存在しても存在していない

のと同じだ。	

そして、また戻る。	

＜概念＞自体に縛られると、また戻る。	

	

【	“悟り”について？】	 	

悟りというのを、その者が対象と１つになった、そ

の者と我々が１つになった状態を指しているのか？	

その者が体験した事はその体験は、その者にとって

“悟り”という言葉での表現しか、それ以外にはな

いのだ。	

只、その体験は、そこで終わりではなく、おぬしが

やっている様に、“これから”も含めていくものだ	

その状態で留まろうとするならば、そこで“うぬぼ

れ”に変ずる。	

言葉を換えると、“悟り”の体験を己の自我の為に、

他人や何かに使う為に「悟った」と言って人を利用

している事が世の中には多く見受けられる。	

確かに、悟ったと言っている者のした体験は素晴ら

しいが、それをそれ以上の自分の向上の為に使わず、

そこで留まるというのは、自我に執着したという事

に他ならない。	

	

そこに、善し悪しはない。	

結局は、その者自身が苦しみの中に戻り、留まると

いう事に気付かず、“悟り”とは逆方向に向かうのだ。	

	

【催眠者が、「催眠の仕事をしていると、多重人格に
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なる、身を滅ぼすかもしれない」とある人に言われ

たが・・・】	

今、この仕事をしていて、セッションを行っていて、

おぬしが多重人格になるという事なのか？	

多重人格というのは、本来、人間が持っている多様

性の事である。	

その多様性、多面性が、今の今生の自我で、意識で

コントロールできない状態を“病”というのであろ

う。	

これは一種の逃避だ。	

自我はこの世に於いて必要なものだ。	

只、潜在意識、魂とのバランスの問題だ。	

いわゆる“病”としての多重人格に陥る者は、おぬ

しのしているこの仕事に限らん。	

この仕事を続けていけば、その確率は高くはなる	

しかし、その者次第だ、あくまでも。	

見極め、魂のバランスを取り、丁寧に関わっていけ

ばいいのだ。	

おぬしは心配要らぬ。	

	

【以前に催眠者が、「人の運命に触ってはいかん」と

言う事を耳にしたが、どういう事がそれに当たるの

か、どこで一線を引けば運命に触らないのか？】	

（皮肉な大笑いをして）	

そもそも、「人の運命に触ってはいかん」と言った者

に訊いてみよ。	

その者の運命とはどうであったのか。	

そして先ず、そんな事を心配するよりも、おぬしの

運命とやらをはっきりさせよ。	

“その者の申した運命”と、“おぬしの、望んで人と

関わる運命”とは大きく異なるぞ。	

	

おぬしの“運命”の認識で良い。	

積極的に人の運命と関わる、それで良い。	

その者が自分の運命をどう扱うのか、認識するのか

は、その相手が決める事だ。	

おぬしは、セッションを通して相手に体験を提供し

ている。	

その体験に同様に意味付けして、その者がそれをど

う運ぶかは、本人が自分で決める事だ。	

	

おぬしと出会って転落した者があっても、それはそ

の者の自由意志の成すところだ。	

その者が“転落”を意味付けするならば、今生か、

来生か、おぬしと出会うか出会わないに拘らず、そ

うなるだけだ。	

＜運命に魂を運ぶ＞	

だから、おぬしは積極的に人と関わり、働き掛けよ	

その人がどう体験し、それを通じて変化するか。	

体験がなければ、どう変化できよう。	

体験し、変化し、創造する、その為にこの世にある

のだ。	

	

あの世にいれば、皆、同じじゃ。	

あの世にいれば、皆、気が合う。	

“異質なもの”	と出会えるのは、この世だけだ。	

	

だから、“異質なもの”	と出会う体験をする為に、高

次の世界からこの世に降りて来て、肉体を持ち、痛

みを持ち、その者のその体験を通して周りの者に

“残して”いった者がいるのだ。	

文字や遺跡などを通じて、それらの者を知るができ

るのだ。	

高次の世界とは、＜グレート・スピリット＞だ。	

キリストや仏陀、その他の多くの名も知られない者

たちの残したもの、彼らの痕跡を通じておぬしらが

学ぶ事ができるのも、この世にいてこそだ。	

	

その者たちに近付くのも、自由意志で可能だ。	

だから、多くを学び、概念を手にし、概念を通じて

持ち得た体験を、それと同じにするがいい。	

	

そして同時に、概念にはこだわらない事だ。	

「始めに言葉ありき」だ	 −	 概念がないと、人には

認識ができぬ。	

しかし、概念にこだわると、檻に入る。	

ここが難しいところだ。	

	

それでどう感じるか、幸せ、楽しさ、自分の未来が

広がると感じられるのか。	
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人も自分も一緒に広がっていけるのか、発展し、進

化し、光の方向に向かえるのか、そういった角度か

ら信じていくのが良いだろう。	

	

【催眠者は、同業の卵にアドバイスを与える事を慎

み、深く立ち入らない方がいいのか？】	

これは、相対的なので難しい。	

１つには、おぬしとその者の関係の中に、どれだけ

の信頼と安心があるのか。	

２人の関係性の中にある信頼感。	

それと、その者が本当にこの仕事を始める動機につ

いて、純粋におぬしに語るのであれば、その者がこ

の仕事を始めるにあたって正直に全てを伝える事の

できる、その信頼、安心は、自ずとおぬしにアドバ

イスを与える事についての安心を齎す。	

	

おぬしに少しでも疑問がある時は、相手が正直なの

かどうかを見極めよ。	

相手が欲しいアドバイスは、仕事として上手くいく

技術的なものか、そうでない場合、術者として自分

と向き合う事に関するアドバイスを求めてくる。	

その様なアドバイスであれば、快く応じられ、その

様な場合は技術的な事は訊いてこないものだ。	

おぬしの術者としての在り方が、既に良いアドバイ

スとなり得るだろう。	

	

【セッション中に、全ての催眠のクライアントに＜

グレート・スピリット＞のメッセージを届ける事は

可能なのかどうか？】	

可能だろう。	

ただし、それに至る迄に障壁があるな。	

以前にも申したが、殆どの者が、“開いて”自分の望

むものだけを感じ取れる事ができないからだ。	

自分の望まないものも、“開けば”	入ってくる。	

だから、言ってみれば、皆、程度の差はあれ“閉じ

て”	いる訳だ。	

その“閉じる”	程度により、繋がれるところも違っ

てくるのだ。	

	

おぬしが関わる事で、クライアントが過去の体験か

ら自分が忌み嫌っていた事も受け入れる様になれば、

意識の扉が開き、“開けば”	もっと深いところで繋が

っていける様になるものだ。	

	

おぬしのセッションは、この者にとっては非常にい

い体験になっている。	

元々この者が望んでいた状態、方向と合致している

事と、おぬしに対しての安心感を持っている事が大

きな要素だな。	

もっとこれから、おぬしのセッションの事がこの者

の意識に	上り、相手を選びながら言語化して、色々

な者たちに伝えていくだろう。	

	

この者１人が、１人でいて閉じ籠っていて、この様

な体験が可能だろうか。	

おぬしは、あらゆる人間と関わる事を恐れなくて良

い。	

	

この前のクライアント（催眠者が深い学びを得た）

に関しても、以前にも言及したが、光と闇は常にあ

るという事だ。	

おぬしのレベルで感じたものは、おぬしのレベルで

感じた事として大切にするが良い。	

	

只、念頭に置くべきは、例えば子供の頃に大きく見

えた親が、おぬしが成長して追い抜き、あれだけ大

きかった親が小さく見える様になる事があるだろう。	

それと同様に、とてつもなく大きなエネルギーを生

み出す恐怖に見えても、これからのおぬしにとって、

取るに足らぬものにする事もできるし、もっと恐怖

を大きくする事もできる。	

	

何度も言う様だが、おぬし次第じゃ。	

意識と体験の両方が必要だ。	

それをおぬしは積み重ねて来ておる。	

普通は、泳ぎを知らずして水に落ちたらどうだ。	

水には一切近付かない選択もできるが、泳ぎを少し

ずつ覚え、恐怖の体験を、次第に心地良い体験にし

ていく事もこの世では可能だ。	

水に落ちたのが初めてだったら、命に水が不可欠だ
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と理解していても心地良い体験にするのが難儀な事

もある。	

	

恨みも異なるエネルギーもあってこそ（聞き取れず）。	

自分の家族、先祖、自分が関わっているエネルギー

が、自分の中に既に“憑依”している。	

親の思いが重く感じられる時、それは親が“憑依”

していると言う事ができる。	

それを受け止める感性がおぬしらにあるから、重い

と感じる事ができるのだ。	

それを閉じれば、親の思いは届かず、感じる事もな

いだろう。	

例のクライアントに関して言えば、彼女に家系の念

を感じる感性があるからこそ、その立場を選んだと

言える。	

彼女に、“閉じる”	という気はない様だ。	

現状を心地良いと感じる事さえある様だな。	

苦しい、という事が心地良いのじゃ。	

今、ここにおれる、という実感に繋がるからだろう。	

	

只、彼女は変わろうとはしておる。	

体験を通じて、何かを得ようとしている。	

おぬしとのセッションを通しての関わりも、決して

無駄ではないぞ。	

無駄なものなど、何１つないのじゃ。	

	

【もしも、またいずれセッションで関わる事がある

とすれば、何をすればいいのか？】	

その時に応じて関わればいいのだ。	

困難な時は、相手が求める時は、前回のセッション

を参考にしても良いが、相手がそのままの意識の状

態で留まっているとは限らぬ。	

おぬしに求められるのは、柔軟な目だ、柔軟な意識

だ。	

その関わり合いの中で、何を生み出していくかだ。	

人の辿るプロセスは、時に感動的だ。	

自分の恐怖を感動に変えていく、起きた出来事を良

いにも悪いにも、意味付けするのは自分自身だ。	

	

【クライアントが、自分の心の中に涌き上がってく

る思いへの信頼、信憑性についてどう捉えればよい

のか？】	

およそ、この者が「これを信じていいのか」と思う

ものは当たっているな。	

(誘いを受けた精神世界関連のイベント参加について

意味している)	

具体的な証拠がなくても、確信を得た感覚というの

は、本人がちゃんと分かっている。	

	

只、その確信を、確信として自分自身で固めたくな

いと思って、おかしなもの、不審なものに近付かな

いという手もある。	

その不審だと感じるものに触れる事も、この者はど

こか楽しもうとしておる。	

恐らくこの者が感じている事は、その触れたものが

彼にとってとてつもなく大きく感じ、手に負えない

と思ったら、逃げて帰って来るだろう。	

この者は体験を求めている。	

体験せよ。	

認識の意味付けは、それからでよい。	

	

守護霊に関して	

守護霊というのは、自分に憑依している。	

だから、悪霊が憑依する、という事と基本的に同じ

だ。	

守護霊は守っている。	

	

悪霊はいるぞ、闇に引きずる存在だ。	

しかし、その存在すら、神と呼ばれている。	

清濁はないからな。	

“濁”を否定すると、“濁”に引っ張られる。	

持っていないから、忌みているから否定するのでは

なく、“濁”をも認め、受け入れ、統合していく。	

概念を離れ、忘れる。	

概念で認識し、そしてそれを捨てて、あるがままに

生きる事じゃ。	

時には欲に身を任せ、光に身を任せ、清濁の中であ

るがままに生きる。	

この世に於いて、人の苦悩はここに根ざしている。	

	



	

	 8	

守護霊というのは、自分の意識と混然一体になって

いる者だ。	

自分の人格が、すなわち、守護霊とも言える。	

自分本来の人格以外に内在しているその他の人格と

いう見方もある。	

	

この者の意識も、心の中に守護霊の意識を感じる自

覚もあるし、自分以外の他人の意識も自分の心の中

に感じる事もある。	

心というのは、自分という軸を持ちながら、あらゆ

るものを映す鏡の様なものと言っていいだろう。	

故に、色々な表現もできるという事だ。	

心、すなわち、＜語ろうという思い＞。	

	

だから、憑依といえば、＜語ろうという思い＞だ。	

悪霊が憑けば、例えば、憑依したものが死を望んで

いるならば、死を語り掛けてくる	 −	 取り憑いた者

を死へと誘う事もある訳だ。	

	

守護霊が望むものであれば、それはすなわち、＜グ

レート・スピリット＞が望んでいるという事だ。	

	

守護霊だけではないが、様々な存在がおぬしを守っ

ている	 –	 憑依して、一体化して。	

その者たちが、常に導こうとしておるのだ。	

おぬしたちは常に＜グレート・スピリット＞にいざ

なわれている。	

	

おぬしたちが特別なのではないぞ、実は皆そうなの

だ。	

だが、心が閉じていると、意識が閉じている為に、

＜上＞がそうしようとしても、その手が届かない。	

清濁を受け入れる広さ、悪をも受け入れる広さ、あ

るがままを受け入れる広さを持てば、その分だけお

ぬしの言う“アンテナ”	が	大きくなり、おぬしらの

様に我々の手が届き易くなるのだ。	

	

ただし、無理はしなくていい。	

無理をすれば、引き摺り込まれる事もある。	

全く泳げぬのに大海に落ちると同じになる。	

先ずは少しずつ相応しい体と技／術を培い、それに

応じた体験をすれば良いのじゃ。	

	

おぬしは、おぬしの体験と技が向上すればする程、

認識が増大し、多くの人間をおぬしの元へと＜集合

意識体＞が連れてくるだろう。	

おぬしが適任だと認めた＜集合意識体＞が、その者

たちをおぬしの元へと連れてくるのじゃ。	

ご縁だ、お導きだ。	

＜集合意識体＞、それは、すなわち＜グレート・ス

ピリット＞、我々だ。	

	

＜グレート・スピリット＞以外にも、もっと個別の

存在は数限りなくあるぞ。	

キリスト、観音・・・。	

	

例えば、観音という認識は、肉体を持ったこの者の

感覚では、今ここに感じるものが観音である様にし

かイメージとして具現化できないからなのである。	

肉体の感覚から離れる事ができる様になると、もっ

と生々しく観音として感じられるだろう。	

これらの存在が、受け入れる側の認識によって様々

に変化するのはこの為だ。	

おぬしがしている、「人それぞれに秀でた感覚が異な

っているから、視覚が優位な人間には観音という像

を結ぶ」という考え方は適切だな。	

	

少なくとも、寺院に奉られている様な姿形の観音な

どがいる訳ではないぞ。	

先程も申した様に、単に人間の感覚で分かり易い様

に具現化しただけだ。	

にも拘らず、あの仏像に囚われるのが大事だと考え

る者もおる。	

それはそれで、その者たちには大事な事だ。	

言葉や概念と同じで、仏像に囚われる事によって、

その偶像から悟りに至る者も確かにいるのだから、

こればかりは我々にも何とも言えない。	

感覚の問題だ。	

	

おぬしの周り（守護霊）には、魂の探求者が多い。	
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宗教に関わった者、野性的なワイルドな存在も含め

て、沢山おるぞ。	

おぬしを も近くで見守っている存在は、白い存在、

白い布を纏っている女性性であり、男性性でもある

２つが１つのもの。	

力強い男性、若くたくましい者。	

沢山いるぞ。	

守護霊というのは、今の両親が亡くなったとして、

自分でありながら、それでも“今、この部分は父だ”

“今、この部分は母だ”という様な感じで、個々が

存在していながら、混然一体とみる。	

ただし、離れる存在もあるぞ。	

それらの者だけが見守り、導いているという訳では

なく、入れ替わり立ち替わりもする、代わりは幾ら

でもいるものだ。	

自分が肉体を持って体験している事は、守護霊も周

りの存在も一緒に体験している。	

	

未浄化霊の憑依はいつでも起こっている。	

事故の時、迷いがある時、たまたま未浄化霊のいる

所を通りすがった時など、普通にある事だ。	

波長が合うというのがよくある事だが、そうでなく

ても、寄生虫の様な存在も多い。	

きっかけは、憑かれた本人にも大きいところだ。	

カギとフックの様なものだな。	

憑依された時は、注意深く自分を見ていれば分かる。	

この者が覚醒した時に訊いてみよ。	

この霊たちは病原菌と同じで、消毒のいる場合とそ

うでない場合がある。	

敢えて払わなくて良い場合もある。	

未浄化霊の憑依を恐れるよりも、今の自分の心の状

態に気を遣う方が、よっぽど守りになる。	

	

おぬしの道か・・・。	

おぬしがこれ迄の道のりで体験し、認識し、選択し、

辿る道におぬしが自分で意味付けをしてきて、今こ

の道に立って来たのだ。	

迷っても良い。	

もっと大きく迷ってはどうだ。	

小さくも大きくもよし。	

ただし、大きく迷った時は、元に戻るのは大変だが、

これ迄以上の色々な体験ができるぞ。	

これもそれも、それぞれの器に応じて、感覚、直感

を頼り、色々とやるべし。	

おぬしがやってみたい事は、やってよい。	

さすれば必ず何かが生まれる。	

創造に繋がる。	

そのおぬしの創造が、周りに必ず伝播するのだ。	

おぬしのクライアントたちは、皆、おぬしの創造を

強く実感しておる。	

	

例えば、おぬしが描く作品には、おぬしのエネルギ

ーがしかと込められておるが、それがすなわち個性

でもある。	

それがひと度、他人の目に当たった時、その作品は

おぬしの手元から離れて、相手の自由なものとなる	

相手のものになったおぬしの作品は、その作品の持

つエネルギーとそれを見る者との間に新たなエネル

ギーを生む	 –	 創造だ。	

おぬしと、おぬしにとって好ましい創造ばかりが世

の中にある訳ではない。	

否定的な創造も数限りなくある。	

が、おぬしがおぬしのエネルギーを具現化し、そこ

に価値を見出し、おぬしと相手の創造を広げてゆけ

ばよい。	

作品にしろ、セッションにしろ、おぬしにしかでき

ないやり方、エネルギーの具現化、おぬしなりの創

造、それが＜道の創造＞に繋がる。	

	

これから先、おぬしたちは２人共、もっともっと受

け取り上手になっていくであろう。	

２人とも、しっかりと楽しんでいきなさい。	

	

	

クライアントの守護霊との対話	

	

仙人の様な先祖①、“ソウ”さんとの対話のイメージ	

	

(「ああ〜、窮屈だなあ〜」と体を動かす)	

ずっと見ておったぞ。	
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やらかしおったな（大笑い）。	

格好付けのこの者がずっこけるのを見られて、どう

だろうなあ〜、まあ、この者には安心を与えた（セ

ッションをした事によって？）。	

わしは 初は照れていたのじゃ（初回のセッション

では、余り歯切れが良くなかった事）。	

まあ、次第にこの者も慣れてきているし、こうやっ

ておぬし（催眠者）に会えば、おぬしの背景も見え

てくるし、この者もわしも安心じゃ。	

この者も自分で自分を“臆病”と言っておる、それ

ぐらいが丁度いい。	

臆病なくせに、とんでもない所に行くぞ、この者は、	

大変じゃ。	

それで皆が大騒ぎにもなる、手が掛かるぞ。	

まあ、これからも、よろしく頼む。	

おぬしに関わって、わしは現れ易くなった。	

この者にわしの存在を自覚して貰い易くなった。	

おぬしに出会ってから、この者は“開いて”きてお

る、少しずつ。	

	

こうして見てると、きっとおぬしも底抜けに楽しい

人間なんだな。	

まあ、底抜けな所は、安心できる場所で出すしかで

きぬだろうが、でなければ、世間から「バカ」とで

も笑われるのかな。	

遊び心は大事じゃな。	

	

【“仙人”としての姿で現れるのはなぜ？】	

わしは、＜晩年に完成された自分＞が も気に入っ

ている。	

修行の途中の自分よりも、晩年の自分が１番自分ら

しいと感じておるし、満足している。	

	

わしは封建社会で生きておった。	

身分が高かった。	

支配者階級に属しておった。	

今から３００年程前（始めは３００−５００年）だ。	

遊んで暮らせた。	

働かずとも食べていけた。	

周りは皆、百姓だった。	

その皆が、自分を神だと言って奉った。	

なに、時々出て行って、皆にとっては奇跡の様な事

をしてやったのじゃ。	

病気を治したり、国家、地域の一大事を救う。	

すると、神じゃと人は言うのだ。	

只のスケベなじいなのにな（大笑い）。	

まあ、わしは、とにかく人の難儀を解決できた。	

自分の仕事は、今でいう公務員といったもので、時

間や仕事の束縛が全くなかった。	

わしは下々の者がやるのを上から見ていたら良かっ

た。	

そして、事が起こると自分で出て行く。	

普段上から見ているから、よく見えた。	

余程のぼんくらでなければ、見落とす方が難しいだ

ろう。	

	

自分が先祖であるこの家系にこの者が生まれてきた

のは、この者の魂の成長の為にしっくりきたから	

全く無縁であるこの家系を選んだのじゃ。	

この家系を人生の舞台として選ぶ事で、この者の魂

も、この家系もお互い喜んだ。	

彼の存在を喜びとして受け入れ、家系の集合体も喜

んだ、お互いに合意の元で、この者は家系に入った。	

	

おぬしの、あの困難なクライアントも、そのプロセ

スを経て、本人の魂と家系の合意があってあの運命

を負っているのだぞ。	

クライアント自らが挑戦している事じゃ。	

売られていく牛みたいに、無理矢理に鼻先を引っ張

られて、家系に入る事はないのじゃ。	

	

【「私のセッションをご覧になっているのですか？」】	

おぬしのセッション自体は見ておらん。	

しかし、いつも側で話を聞いておるし、この者がそ

のクライアントに施術している時は、本人を直接見

ておる。	

	

【なぜ、生まれ変わらずに、守護霊という立場を取

っているのか？】	

まあ、生まれ変わってもいいが、今はこちらの方が
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面白い。	

じーっとこの者を見ている時も、楽しんでおる。	

この者は、今、“残す時”“伝える時”、そういう準備

に入っている時期なので、側で手助けしておる。	

この者はわしの意向を、随分汲み取ってくれておる

ぞ。	

おぬしと関わってから、この者にメッセージを届け

易くなった。	

おぬしと初めて会った時から、この者はおぬしに魅

かれたぞ	 –	 それは、この者の周りの者の意向でも

あったからだがな。	

	

とはいっても、この者もおぬしも同じ集合意識体の

中に属しているからな。	

魅かれ合うのは当然だ。	

おぬしらが別々の土地に属していたら、おぬしらは

別の集合意識体に属しているというのかな。	

だが、同じ地方に属していたら、同じ集合意識体に

属している。	

同じ国、同じ大陸、さて、一体どこで集合意識体の

基準の線を引くのかな。	

	

また話をしよう。	

まあ、これからもこの者をよろしく頼む。	

	

	

先祖の１人②、鍼をしていた人物と対話のイメージ	

	

自分は父方の先祖だ。	

この家系は、代々鍼をしていた。	

この者の前は２代途絶えたが、この者が家の道を継

いでくれた。	

この者の事は、ずっと側で見ておる。	

おぬしの事も、ずっと見ておるぞ。	

わしはこの者と一緒にいて、一緒に感じ、学んでい

る。	

この者の気付きは、わしたちの気付きだ。	

今日もまた、多くを学んだ。	

	

この者のしている鍼は、なかなか業界では認められ

ずとも、屈せず続けよ。	

必ず分かる人間が、共に鍼を高めて道を極めようと

する。	

	

自分の名は、もう余り覚えていない。	

“ビョウウン”だか“ゲンウン”だか。	

李氏朝鮮時代の韓国に生きていた。	

そこから日本に移った家系だ。	

	

この者の魂が、生まれる前から鍼をしたがっていた。	

我々は、我々以上の腕の者を見付け、それを家系に

体現したかった。	

この者の存在には満足している。	

我々が導いたのだ。	

この者の感性には、我々の感性がしかと残っておる	

我々の望みは、我々の築き上げた鍼の道の復興、再

興だ。	

この者は、只、鍼が面白いと思っている。	

だが、本人はおそらく薄々は気付いていたかもしれ

ない。	

我々先祖の事は、祖父から聞いて知っていた。	

我々の家系は地方の田舎で、中央の者とは鍼の流儀

も違う。	

この者は既に、“当時の朝廷の流儀の鍼”も勉強済み

だ。	

	“朝廷の流儀の鍼”は、浅い。	

あれは単に、地位の低い病気直しの職人の打つ鍼だ。	

我々の流儀は、＜肉体、精神、魂を通じて、鍼によ

ってより良い人生に気付いて貰うという信念＞に基

づいたものだ。	

痛みや不幸を通じて、それらを豊かさに導く。	

只の職人ではない。	

如何にこの世で幸せを見付けて、不幸や苦しみ、痛

みの中から、生きる希望や楽しみをどう見付けるの

かを、鍼を通じて導いていく。	

これ迄の家系の者も、立派な者ばかりではなかった、

色々じゃ。	

しかし、我々は、正当な、この様な流れに添った者

を望んでいる。	

自分は、この者が鍼を打つ時は一緒に打っており、
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いつも共に学んでいる。	

今の時点に到達する迄、随分時間が掛かったが、そ

れでも、まだまだこれからだ。	

自分は導くというよりは一緒に学び、意識や技術の

向上を目指してこの者と共に歩む存在だ。	

	

また別の先祖の１人③、鍼をしていた人物との対話

のイメージ	

	

今のあいつは“固い”奴じゃろう。	

わしは“ソウリュウ”という名じゃ。	

皆に軽い扱いを受けておった。	

わしは酒と女が大好きじゃ（大笑い）。	

あいつは堅物だ。	

わしは、こうやって（ふざけている様な感じの口調）

おるのが良い、関わる者が気楽だ。	

だが、鍼の腕は結構立ったぞ。	

わしは“先生”であったが、そうでもなかった。	

気楽に付き合える、只の飲んだくれだった。	

“マッコリ”は美味い。	

そのつまみは、鶏肉が 高だ、蒸し鶏に塩だけ付け

て食べる。	

わしは、鍼は上手く、よく治したぞ。	

お陰で酒代には困らんかった（大笑い）。	

	

この者は一生懸命しているが・・・、もっと遊べ。	

この者の飲み方は悪い。	

気晴らしの飲み方はダメじゃ。	

酒が死ぬ。	

酒を生かすには、もっと楽しまねばならん。	

人と歓談するのに酒があると、楽しいだろう。	

そういう飲み方をせんとダメじゃ。	

１人で飲んで、何が楽しい。	

飲みながら、おかしな事をせず、変な事をせず、羽

目を外さぬ様考えておる。	

外せばいいんじゃ。	

人の意見が気になるから楽しめないんじゃ。	

馬鹿じゃの。	

その為に楽しみを自ら奪っておる。	

退屈せずこの者と一緒におろうとすると、そこが１

番不安に思うところじゃ（大笑い）。	

	

いつこの者と離れたりするか、それは分からん。	

時々行ったり来たりしておる。	

面白いと思う所へ行っておる。	

我々の一族というのは、日本全国に散らばっている。	

中には面白い奴がいるのじゃ（大笑い）。	

	

国という概念を超えて、鍼は浸透して欲しい。	

わしは鍼も上手かったが、薬もしておった、それも

面白かった。	

	

我々の一族は、この者の祖父の時代に日本に来た。	

田舎の次男坊暮らしはウダツが上がらんと思って、

日本に出て来た。	

当時はまだ韓国人が日本で珍しい時代だった。	

かつて、国境はあってない様なもので、お互いの国

の間を自由に行き来できた。	

日本に来て、地域にも馴染み、人によくされた。	

	

鍼に関すると、技術は人の為に在るものじゃ。	

日本から海を渡って学びに来た者も多いし、またそ

の逆もあった。	

	

この者の師匠は、我々と同じ流れの鍼の流儀を習い

に韓国へ来、それを日本に持ち帰った。	

技を磨き、門を建て、門下をとった。	

だから、我々の鍼と、この者の師匠が教えた鍼の流

儀はよく似ておるのだ。	

妙な繫がりであろう。	

この者と、その師匠の合流地点は、互いに察しがつ

いておる。	

流れというものがあって、そこに魂が乗ったのじゃ。	

	

あの困難なクライアント（例の催眠セッションで難

しかったケース）も、あの者の魂が、家系の流れに

タイミングがあって、乗ったんだな。	

わしも、鍼の施術の時にあの者を見ておるぞ。	

	

わしは、この家系の３９代目にあたる。	
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あの堅物は、５１代目だ。	

この者は６０−６１代目の筈じゃ。	

家に家系図がある筈だから、目を通す様に言ってお

いて貰えるか？	

この家系が興ってから、家業として鍼を業にしたの

は３５代目からじゃ。	

当時は今に比べて貧しく、百姓をする以外に食う術

はなかった。	

我が家系は代々公務員	 –	 身分はあるが、給料は安

い、尊敬され、働かずとも良いが、生活は苦しい、

しかしながら、卑しい仕事はできん。	

そこで、鍼や薬を学び、人を助け喜ばれる仕事に入

った訳じゃ。	

当初は良かったが、だんだん生活は困窮してきた。	

地方と中央の格差が広がっていったからじゃ。	

	

わしは常に、この家系の集団、おぬしらの言う集合

意識体にいる。	

こちら側で遊んでおる。	

暫くは肉体は要らなかったし、要らんかな。	

生きてる時に、よく飲んで十分楽しんだ。	

お前ももっと自由に遊べ。	

	

さっきの奴が、話したがっておる・・・。	

	

	

先祖の１人②、鍼をしていた人物との対話	

	

あいつ（先祖③）の言う事も、全部聞く必要はない。	

とにかくやる事をきっちりしていく様に。	

我々は皆、見ている所が違う。	

自分が見ている事は、鍼じゃ。	

１本の鍼。	

ここにどれだけの思いを込められるのか。	

その思いを、どれだけ相手に伝えられるのか。	

言葉では伝わらないものをだ。	

清濁、分別、正誤、色々考える事はあっても、鍼の

時はたったの１本だ。	

この者には、そこに悟りの道を見付けて欲しい。	

自分はこの者と常に修行中である。	

自分はこの者の伴奏者だと思っている。	

一緒に修行し、共に腕を上げる。	

こういう事は、この者に守護霊として憑依していな

ければできない事だ。	

こういう学びの方法もあるという事を、自分は今日

おぬしらに伝えたかった。	

この様な例は多くある。	

自分の様な存在は、多くある。	

共にこれからも、修行の道をあるいて行く。	

いつも見守っている。	

	

	

ハイヤー・セルフとの対話	

今回のセッションは、確実に今迄と違った深さで行

われた。	

非常に満足している。	

今後も是非続け、意識をこの者と共に向上指せてい

って下さい。	

これを持ち帰り、日々の中で生かし、役立てて下さ

い。	

ありがとう。	

	

	

	

	

	

セッション後のクライアントの感想など	

	

フルーデとき子様 

昨日は長時間のセッション、ありがとうございました。 

有意義な時間と空間を共有できましたこと、とてもうれしく

感じております。 
ところで、今朝になって気になることが浮かんで参りました

ので、少し書きます。 
『水は生命にとって、無くてはならないものであっても、水

の中に放りこまれると不安と恐怖が生じる。泳ぐスキルを身

につけると、その不安と恐怖は克服できる・・・』というよ

うなフレーズがあったと思います。 
で、浮かんだのは、 
『スキルを身につけることも大事だが、それよりも大事なこ

とは不安と恐怖を乗り越えようとする命の力だ。 
その力がスキルを生み出した。 
スキルより、克服しようとした命の力こそが大切→命の力を

自分の中に発見する』 
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浮かんだのは瞬間で、もっとシンプルで短いフレーズだった

のですが、書き始めるとなぜかこのようになってしまいまし

た。 
おまけに、短いフレーズ思い出せません。 
 
後、家系に関する疑問です。 
僕が伝え聞いていたのは、少なくとも三代前は学識はあって

も、かなり貧困の家系であったということ。 
また初代が西暦 48年（生年は紀元前）で、僕が 60代としま
すと、2000÷60=33年。1代 30年としますと 39代はおおよ
そ西暦 1200年ということになります。 
李氏朝鮮は、1392年建国ですので、出てきた酒飲み爺さんど
うかな？といった感じです。 
曾祖父は、鍼・漢方を行いながら、文盲の多かった時代に文

字を教えていたとも聞いています。 
大変な堅物でかんしゃく持ちで、息子たちも近くに寄れなか

ったとも聞いていますが、地元では伝説的な鍼の使い手であ

ったとも聞いています。 
ひょっとして、出てきた堅物の爺さん、曾祖父かもしれない

と思いましたが、代が違いますね。 
初代は釜山付近が発祥で、その後新羅の重臣となるもののク

ーデターによって再び釜山に帰ったとされています。 
韓国の民族医学と中国医学の集大成『東医宝鑑』を著した

「ホジュン」の故郷の近くです。（韓国ドラマになっていま

す） 
	

	

	 	

	

	
	
	
	
	


