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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】 

恐怖症（長いエスカレーター、細く短いネックレス） 
体調を崩し易い 
ホルモンバランスによる免疫力の低下 
頸部リンパの腫れ 
口内炎 
片頭痛 
就寝時の歯の喰いしばり 
右側で噛む癖 
目の不調（急激な悪化） 
物事を先延ばしする癖 
人間関係の希薄さ 
経済面の自立 
自信のなさ 
など 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
セッションの記録： 

 
 
 

光の中でのイメージ 
（涙） 
薄暗い。 
体を感じ、動かす事ができる。 
体の周りには何もない。 
両手の中に、周りの光の粒子を掬い取る。 
白くキラキラ輝いている。 
それを体に取り込むと、幸せな感情が湧き上がる。 
とても嬉しい気持ち。 
自分が浄化されている感じがする。 
明るく光り輝く星の元へ。 
上から照らし出されて、包み込まれた感じ。 

 
 
今生をもっと有意義に過ごしていく為に思い出すべ

き時空の場面のイメージ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 
実家。 

自分は 6歳。 
3人の姉兄が一緒。 
4人皆で遊んでいる。 
普段はいない 2階の奥の部屋にいる。 
麻雀の様な遊び。ドンジャラ？ 
そんなに楽しくない。 
その理由はよく分からない。 
冬。 
炬燵のテーブルの裏面が緑で、その面を使っている。 

勝ち負けは分からないが、1番上の姉がリードしてい
る感じ。 
私は従っているだけ。 
このゲームは昔よくしていた。 

4人でするゲームなので一緒にさせられているが、楽
しめない。 
皆の個性が違うので、協調性がなく心から楽しめない。 

上の姉（8歳年上）がしようと言ってゲームが始まっ
た。 
ゲーム自体は好き。 
好きでない点は、姉の言う事を聞けなくてはいけない

ところ。	  
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【姉の言う事を聞かなかったらどうなる？】 
雰囲気が悪くなる。 
そうしたら、自分の居心地が悪くなる。 
皆の居心地も・・・。 
他の姉兄の気持ちは私には分からない。 

  
 兄との会話のイメージ 

このゲームが好きかは分からない。 
ただやっているだけ。 
言われたから従っているだけ。 
他の選択肢はない。 
皆で遊ぶのはいい。 
妹（クライアント）の気持ちは分かる。 

 
下の姉との対話のイメージ 
このゲームが楽しいのかは分からない。 
上の姉の言う事を聞いているだけ。 
妹が困っているのは知っている。 
ゲームを止める事はできない。 
やらないといけない。 
それは絶対的だと思っている。 

 
【ゲームをやりたくないと言ったら？】 
雰囲気が悪くなる。 

 
上の姉との対話のイメージ 
このゲームをしようと言ったのは、退屈だっ

たから。 
皆が余り楽しんでいないのは何となく知っ

ている。 
 自分が皆を従わせているからだと思う。 

	  
【その理由は？】 
従うから。 
自分に従わなかった事は今迄なかったと思

う。 

 
【もし誰かが従わなかったら？】 
自分がやりたい事ができない。 
自分の思い通りにならない。 

自分の思い通りに皆をコントロールしたい。 

 
 
姉兄との関係を説明する時空へ・・・ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 
石の壁。 
私は台所に立っている。 
茶色い円い革の靴を履いている。 
スカートの上に白いエプロンと、エプロンとセットに

なった感じの白い帽子。 
家事をしている。 
ここは自宅。 

30歳代、女性。 
茶色い巻き毛、白い肌、グリーン掛かった瞳。 
名前：	 ローラ。 

300年ぐらい前。 
ヨーロッパ、フランス。 

 
今は夕食の仕度をしている。 
鶏料理、ローストチキン。 
家族がいる。 

3人の子供がいる。 
長女（6）－	 今生の上の姉の様な感じ 
次女（5）－	 今生の下の姉の様な感じ 
長男（3）－	 今生の兄の様な感じ 

食卓に座って料理を待っている。 

3人は仲良しで、「お腹空いた～」と言っている。 
席が 1つ空いているので、誰かが加わる？ 
誰かが来るのを待って、まだ食べないでいる。 
夫が来る	 －	 今生での夫？ 
優しく、がっちりした体つき。 
力仕事をしている。 
夫婦の仲はまあまあ。 
会話はそんなにない。 
食後は入浴。 

娘 2人が先、その後は私と息子、それから夫。 
 
幸せな家族だと思う。 
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起床後、朝食を作り、子供たちと買い物。 

帰宅後はずっと 1日中家にいて、家事をしている生活
を毎日送っている。 
夫は毎日働きに行っている。 

職人？ 

帰宅は 6－7時ぐらい。 
余り感情を見せず、淡々と生きている人。 

私はもっと色々な所に行ったり、色々な体験をしたい

と思っている。 
今は家の事で手一杯で、自分の好きな事をするのは難

しい。 
外に出て、色々な人と交流したい。 
（涙） 
誰も訪ねても来ない。 
子供たちと向き合う日々。 
自分の世界は家の中だけ。 

 
夫と出会った時のイメージ 
町の中。 
自分の生まれ育った小さい町。 

17歳。 
彼は年上。 
頼りがいがありそう、まじめそう、優しそう。 
そういうところに魅かれた。 
私を大切にしてくれそうだと思った。 
出会ってからすぐに結婚した。 
この町で結婚生活を送る。 
私はこの町しか知らない。 
この町は嫌いではない。 
両親は同じ町に住んでいるが、余り会いに行けない。 

 
この人生で重要な場面のイメージ 

18－19歳。 
長女を出産している。 
（涙） 
不思議な気分。 
経験をした事がない体験なので。 
出産は順調。 
生まれても、その実感が殆どない。 
娘を抱きながら、自分の人生をまだそんなに歩む間も

なく母になったので、今後の人生をどう過ごしていき

たいかなどの想像がつかない。 
只々、子供ができた事への実感が持てない。 
自分もまだ十分若いので、自信が持てない。 
自分の人生が制限されたような気がする。 
責任感も感じる。 
この町で、この生活を続け、人生が出産によって激変

するとは思わない。 
夫は娘の誕生を素直に喜んでいると思うが、余り話を

しないので分からない。 
会話はそんなにない。 
彼の愛情が、自分から娘に向いたと思う。 
私との関係は、彼が娘に会う為の通過点だった様な気

がする。 
淡々としている。 
寂しい気持ちもあるが、自分自身も淡々としている。 

今後子供はあと 2人生まれ、自分の生活は完全に子供
中心となる。 
子供を持つ前に、もっと自分の人生を楽しんでいたら

良かったのに・・・と思う。 
色々な事を体験したり、勉強したり、様々な場所へも

行ってみたかった。 
何もできていないうちに結婚してしまった。 

婚前にした事で 1番できた事は、親孝行ぐらい。 
 
人生の最後の場面のイメージ 
既に夫は亡くなっている	 －	 数年前に職場で事故

に遭い、その後しばらくして亡くなった。 

今、2人の娘が側にいてくれている。 
私は 50代後半。 
病気でベッドに臥している。 
呼吸が苦しく、肺の病気。 
左側の肺の機能が悪い。 
病気になってから、もう結構長い。 
だんだん弱ってきている。 
外出は一切できず、ベッドで殆どの時間を過ごしてい

る。 
娘が私の世話をしてくれている。 
長女は一緒に住んでいる？	 出戻り？ 
次女は近くに住んでいる	 －	 結婚して家庭を持ち、
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子供を育てている。 
息子はどこか遠くに住んでいる	 －	 婿養子に入っ

たか何かで関係がそれ程ない。 
長女に感謝の気持ちを伝えている。 
「ありがとう」と言ったら、「いいよ」と言ってくれ

ている。（涙） 
私たちは強い絆で結ばれている。 
看取ってくれたのは長女だけだった。 
最後の息を吐き切って、亡くなる。 

 
体を離れて、自由になった。 
自分の体を見ている。 
眠っている様。 
娘が、私の体の側で静かに泣いている。 
私が最後を迎える事を分かっていたから、そんなに感

情的になっていない。 
その後、次女と息子の姿を見に行ってから、地上を去

る。 
光の中に入っていく。 
夫が「お帰り」と言って出迎えてくれている。 
「ただいま」と答える。 

 
ローラの人生を振り返って・・・ 
この人生で私がするべき事は、楽しむ事。 
子供がいても、やるべき事があっても、もっと自分の

人生を心から楽しめたら良かった。 
母親、妻、両親の娘・・・などといった役割としてだ

けではなく、一個人として何か社会貢献をしたり、心

から自分が楽しめる様な事をもっとしたかった。 
そういう事は、少しはできたが、心の底からの充実感

は余り感じられなかった。 

 
【次にまた別の人生があるとしたら？】 
この人生でできなかった事を沢山してみたい。 
色々な場所に行ったり、様々な価値観を持っている人

と交流したり、色々な経験をしながら、笑ったり人の

役に立ったりして、心の底からの満喫を味わいたい。 
（涙） 

 
人生を振り返って、沢山の学びを得た。 

これらの学びを、これからの人生に十分に生かしてい

く。 

 
ヒーリング 

 
 
光との対話のイメージ 
ローラの人生では、子供たちとの強い絆を持てて幸せ

だった。 
その絆を、今生でも持て、発展できる。 
その資質が彼女（クライアント）の中に既にあるので、

人との強い絆を持つ事を恐れず、自信を持ってね、と

伝えたい。 
（涙） 
今生、役割を演じずに気楽に生きなさい。 
いつも役割を演じている。 
その理由は、根底に“周りの皆に笑って欲しいから”

という思いがあるから。 
＜自分の存在を以って周りを幸せにする＞という役

割を持っているから。 
ローラの人生では、彼女のその役割を上手く演じられ

た。 
その上手く演じられたローラの記憶が、今生でも習慣

として根強く残っている。 
それにはもう囚われなくてもいい。 
姉兄との関係に於いても、ローラの人生でそうであっ

た様に、自分が母親として子供たちの我儘に付き合う

様な感じの責任感を感じる必要は全くない。 

 
【どの様に、今後の人生を向上させていけるか？】 
＜自分の自己をしっかりともって、どんな自分でも愛

されていると思う事＞。 
＜自分の好きな様に、もっと楽しんで生きても大丈夫

なのだという思いを、どんな状況下でも持ち続ける事

＞。 
期待に応える事、世間、周りの人からの評価や価値観

に振り回されて、今迄はそれができなかった。 
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ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
ローラの人生を見せた意味 
光のメッセージの通り。 
彼女の今生の課題は、まさにその点にある。 
実家を離れて結婚する迄は、割と自分の思う様に生き

てこられた。 
結婚後は、また役割を演じる事に囚われ、価値観に縛

られながら生きてきた。 
いい妻で、子供を持つ、という世間の価値観。 
でも、本人が望んでいた事ではない。 
もう、別の過去生で、それはしっかりとやり尽くせて

いるから。 
それに加えて、父が病気になった事によって、いい娘

でいなければいけないという思い込みが強化。（涙） 

結婚を 30歳でしたが、30からは“役割に囚われる”
状況にありながら、その反面、自分の自由に生きてみ

たいという願望との間で生きている。 

 
【この事に気付かずに、役割を演じ続けていくと、人

生の最後をどの様に迎える事になる？】 
大きな後悔をする事になる。 
自分の人生を＜他人軸＞で生きた事の後悔。 

 
この気付きを踏まえて、6歳の時のボードゲームの場
面に・・・ 
【上の姉に対して“いい妹”役を、上手く演じられて

いると思う？】 
そう思っている。 

 
【下の姉と兄の本心を感じ取ると・・・】 

2人も役を演じているが、本心は演じたくないと思っ
ていると思う。 

 
【上の姉の本心を感じ取ると・・・】 
妹弟との関係以外の所で、色々な事が上手くいかない

のが嫌なのだと思う。 
だから、彼女の（高圧的な態度は）本心ではなく、ス

トレス発散の手段の 1つとしてそうしている。 
本当は姉は優しい人だと思う。（涙） 

でも、とにかく周りを支配したい。 
本当にやりたくてやっている訳ではないが、彼女は自

分自身の状況が自分で上手くコントロールできない

ストレスを、コントロールし易い妹弟を支配する事で

発散している。 

 
自分の本心を姉兄に明かすイメージ 
もっと楽しい遊びがしたい。 
年齢差はあるけれど、遠慮なく皆で心から楽

しみながら遊びたい。 
本当は別々に遊びたい。 

 
それを受けて、姉兄の反応のイメージ 
上の姉は嫌な顔をしている。 
下の姉と兄は、自分に同調してくれる。 
実は皆、別々に遊びたいと思っている。 
上の姉も、ゲームがしたい訳ではなくて、只、

支配をしたいだけだから、皆の心がバラバラ

な事を知って、諦めてくれると思う。 

 
上の姉との対話のイメージ 
それを聞いて、仕方がないかなと思う。 
最初は嫌々ながらでも付き合ってくれた方

がいいと思うけれど、ずっと一緒にいなくて

も別にいい。 
自分が言った事に対して、最初だけ言う事を

聞いてくれるだけでいい。 

 
それを受けて、皆の反応のイメージ 
最初だけなんだったら、いいよ。 

 
それを聞いて、とても納得できた。 
意外と真相は単純なのだと思う。 
そんなに全人生を費やして思い悩む程の事ではなか

った事が分かった。 

 
書き換えの暗示 

 
【今から、本音で会話ができる姉兄妹の関係になった

事によって、この人間関係の将来像がどう変わったの
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か？】 
個々の人生を生きつつ、会えば本音で話せる。 
皆、もう大人なので、ニュートラルで、お互いを尊重

しながらいい関係を築いていく。 

 
 
引き続きハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
体調を崩し易い原因について 
【ホルモンのバランスを崩し、免疫力が低下し易いの

は？】 
＜自分の人生＞を生きていないから。 
いい人を演じているから、寝込む程に無理がたたって

いる。 

 
【彼女にとっての“いい人”の定義は？】 
周りの人の気持ちを尊重して、肯定して、できる限り

期待に応えてあげる事のできる人。 

	  
【その場合、自分の気持ちは二の次なのか？】 
最近はやっと自分の意見も尊重できるようになった

けれど、とっさの反応で相手を心地良い状態にしてあ

げたくなる。 

 
【自分の状態が不安定なのに、他人に安定感は本当に

与えられるものなのか？】 
できない。 

 
【彼女に今後どの様になっていって欲しいのか？】 
＜意識をもっと自分の身体と心に向けて、決して無理

をしない＞。 
自分が健康でいる事によって、周りを幸せにする事や、

その為に何ができるのかといった自覚や気付きをも

っと齎す事に繋がる。 

 
頻発する口内炎について 
無理をしているから。 
言いたい事を十分に言っていない。 
緊張して、呼吸が浅くなり、乾燥している。 

 

【無理をして、自分を抑制する事で齎される人間関係

に於けるダメージは？】 
人が怖くなって、自分の中に閉じ籠りがちになってい

る事。（涙） 
思い込み、憶測で、人の気持ちを感じ取っている。 

 
【そうなった理由は？】 
自分の意見を言わない方が、自分にとって都合が良か

ったから。 
特に子供の頃は。 
言ってもおそらくは自分の主張が通らず、主張し続け

ると“置いて行かれる” から。 

 
“置いて行かれた”出来事のイメージ 
小学校に上がるか上がらないかの頃。 

1人で置いて行かれた。 
家族でどこかに何かの用事で出掛けなくて

はいけなかった。 
親戚の家？ 
その日の朝に急に言われた。 
でも、自分は行きたくなかったので、そう言

った。 
「行かなあかん」と言われた。 
私は行きたくないと言い続けた。 

「勝手にしなさい！」と言われ、自分 1人を
残して全員が出掛けてしまった。 

1人だけ取り残された。 
とても悲しかった。 

 
【無理な主張を通しても、通らない事は分か

っていなかったのか？】 
分かっていた。 
でも、その日はどうしても主張を通したかっ

た。 
通らない事がずっとずっと続いていた。 
それで、置いて行かれた。 
その後は絵本を読んで過ごした。 
他にする事がなく、物語の世界に行きたかっ

た。 
夕方、だいぶ経ってから家族が何事もなかっ
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たかの様に帰って来た。 
その時、特に心配もされないんやな・・・と

思った。（涙） 

 
【自分の言動が家族にはどう映ったと思う

か？】 
「困った子やな」と。 
姉兄は私には無関心だった。 
【言いたい事を正直に言った自分を、どう思

うか？】 
今は褒めてあげたいと思う。 

 
インナーチャイルドの癒し 
結果はどうであれ、自分の意見を尊重した事

を認め、褒めてあげる。 

 
【褒めて貰えてどう思う？】 
安心した。 

 
【その他にもまだネガティブな思いは残っ

ているのか？】 
皆が自分の事に無関心だという事に傷付い

た。 
もっと真剣に受け留めて、本当はどうしたい

のかを訊いて欲しかった。 
そうすれば、素直に一緒に出掛けて行けたと

思う。 

 
【6歳の時の自分の様な思いを抱いて生きて
いかなくてもいい様に、大人になった自分に

して欲しい事は？】 
心の声に素直になり、それを自分で受け留め

てあげる。 
その方が、周りも自分の本当の姿をそのまま

理解できて、適切な対応ができる。 

 
暗示 

 
頸部リンパが腫れる事について 
喉と口の中が原因。 

乾燥しがち。 
乾燥しない様にすると大丈夫。 
この頃は、特に免疫力が低下していた。 

 
【その原因は？】 
不安が大きかった。 
父がいなくなったら一体どうなるのだろう・・・とい

う不安と、母への心配。（涙） 
何かあってもすぐに駆け付けられない距離。 
自分が経済的にも自立していないので、両親を物理的

にも助けてあげられない不安。 
父が亡くなる事を覚悟はしていたが（父が難病を患っ

たのは十数年前の事）、長い年月が経って、未だに経

済的な自立ができていない現状の焦りから、体調不良

になった。 

 
口腔内と頸部リンパのイメージによるヒーリング 

 
父との対話のイメージ 

 （涙） 
私（父）は大丈夫だから。 
大丈夫。 
自分で設定して決めた人生を生きているだ

けだから。 
予定通りだから。 

 
【大病の父の存在を通して、家族は何を学ん

でいくべきなのか？】 
体が健康である大切さ、有難さを知って欲し

い。 
私は身を以て体験しながら、自分の人生を生

きているだけ。 

 
【父の人生は有意義なものなのか？】 
はい。 
娘には、その事を知っておいて欲しい。 
私は、いなくなる事はない。 
時々（体を離れた後も）見に来るから。 
私の事を思い出してくれたら、いつも側にい

るから。 
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（涙） 

 
父のヒーリング	 + 
機能の減った分、父の脳内をポジティブなエ

ネルギーで満たすイメージ： 
家族の絆、沢山の愛情、感謝、自由、解放感

で・・・。 

 
母との対話のイメージ 
【認知症が少し進んでいる？】 
嫌な事や怖い事から、もう目を背けたい。 

1人になる事が辛いです。（涙） 
仕方はないけれど、1人は嫌。 
 
【家族は夫以外にもいるけれど？】 

子供たちは遠くにいるから、1人になる様に
感じてしまう。 

1番上の娘（クライアントの上の姉）は近く
に住んでいるが、偉そうで、気を遣わないと

いけません。 
頼りたいけれど、我儘だから、機嫌を取らな

いといけません。 
辛いですが、私にもプライドがあるので、意

地になったりします。 
私の本音は、昔から上の娘には言えないけれ

ど、下の子（クライアント）には言えます。 
彼女は、全ては理解できないと思うが、私の

話は聞いてくれます。 

 
【母がいよいよ認知症になってしまったら、

皆が困ると思うが？】 
自覚はあるが、迷惑を掛けて、皆が自分の事

を心配すればいいと思っています。 
心配して欲しい。 

 
【それが最善の方法なのか？】 
思いません。 
本当は元気で過ごしたい。 
元気でいても、皆が自分に関心を寄せてくれ

て、もっと心配して、自分を大切にしてくれ

たら嬉しいです。 
今は夫の状況で心配して貰っていますが、も

っとコミュニケーションがあればいいと思

います。 

 
【クライアントとのより良いコミュニケー

ションが、症状の改善に繋がるのか？】 
もっと頻繁に帰って来て欲しい。 
でも、娘は体が弱いし、仕事があるので無理

だと思います。 
私がどうこう言える事ではない・・・。 

 
【あとは本人が考えて行動するべき？】 
はい。 
心配もして欲しいけれど、しっかり元気でい

て欲しい。 
やっぱり同時に、帰って来て欲しいです。 

 
母のセラピー/ヒーリング 

 
 
（こめかみを中心とした）偏頭痛について 
背骨が固い。 
股関節の動きが良くないのが原因。 
姿勢が余り良くない。 

 
【人の姿勢を向上する手伝いをする仕事をしている

にも拘らず？】 
元々が自分の為に始めた筈が、今は仕事の比重が変わ

ってきている。 
意識が自分の体にではなく、お客様の体の方にばかり

向いてしまっていて、自分が疎か。 

 
【そこのバランスをとる事ができれば、症状は改善さ

れるのか？】 
改善される。 
仕事を通して、他人としっかり向き合い、自分ともし

っかりと向き合っていく。 
自分の歩むべき人生を、本質から目を逸らす事を恐れ

ずにしっかりと歩んでいく事。 
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まずは、自分。 
そうすると、自分が充実し、仕事に更なるやりがいを

感じる。 

 
暗示 
バランスを整え、意識と症状の関係性を断つ 

 
 
就寝時の歯の喰いしばり、右で噛む癖について 
ストレスが原因。 
早く自立しなくては、といつも思っている。 
色々な事を頑張らなきゃ、と思っている。 
自分が頑張らなきゃと思う程には、頑張れていない。 
実力を発揮せずに、逃げている。 
自分の足で立つ事から。 

 
【逃げなければならない程、怖い事なのか】 
怖い事ではないのかもしれないが、多分、責任から逃

げていたい。 

 
【責任は夫が負えばいいと思う？】 
自分で負うべき。 

 
【その感覚の根本原因は？】 
甘えたい気持ち。 
甘えられる事が少なかった人生だった。 
もっと幼少期に、甘えたかった。 
頼りになりそうと思って結婚した夫にも、甘える事が

できていない。 
夫に対しては、物質的には甘えているかもしれないが、

感情的、精神的には無理。 
共感して貰える事を増やす為に、もっと本心で関わる

べき。 

 
【本当の自分の姿で接し、それを理解して貰った上で、

人間関係を構築していかねばならない？】 

自分が 100％自分でないのに、自分をもっと理解して
欲しいというのは矛盾している。 

 
暗示 

（急激に悪化している）目の不調について 
現実を見たくないから。 
このセッションでかなり現実が見えてきた。 

 
【ここ最近で目を悪化させているのは、意識を変化す

る様にとの気付きを与える為のサイン？】 
サインはだいぶ前から送り続けているが、現状を見た

くなくて、意識の変化を先送りにしてきた。 
だから、更にはっきりと自覚できるサインを送った。 
気付いて貰えて良かった。 
ヒーリング 
＋	 暗示 
怖そうな現実も、直視すると“なぜ怖いのか”という

理由もはっきりし、しっかりと対応できる。すると、

怖がる必要がなかった事に気付ける。 
物事の本質をクリアーに見極められる働き、バランス

良く世界を俯瞰できる働きを目に与える。 

 
 
長いエスカレーター恐怖症について 
バランスを崩して落ちた事がある。 

 
 その根本原因になっている場面のイメージ 
 赤ちゃんの時。 

実家の応接間で。 
下の姉に押されて落ちた。 
わざと押された。 

 
テレパシーで下の姉の意識を汲み取る 
自分（姉）への関心が薄れたから。 
それで妹（クライアント）を押した。 
結果的に、強い後悔をする事になった。 
妹は頭を強打して、傷付いて、泣いた。 
家の誰かを呼びに行った。（涙） 
すごく怒られた。 
正当な理由で怒られたと思う。 
怒られた事は仕方がないし、納得できる。 

 
【妹に誤れる？】 
「ごめんなさい」 
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姉のした事は仕方がない事だと思う。 
許せる。 

 
許して貰って良かった。 
安心した。 
心から謝れる。 

 
暗示 

この事が、2人の人間関係の支障と、落ちる事への恐
怖感には繋がらない。 
この他にも、エスカレーターへの恐怖感の原因がまだ

ある。 
もっともっと以前の記憶が残っている。 

 
その根本原因になっている場面のイメージ 

 宮殿の様な場所に立っている。 
ギリシャ。 

 私は大人の男性、40歳前後。 
“K”で始まる名前。 
政治をしている 
地域を治めている感じ。 
目の前に男が立っている。 
弟。 
その宮殿に住みながら、政をしている。 
地域を治めている家系の“長”。 
私の弟に押されて落ちた。 
宮殿内にある橋から。 
石造りの屋敷の渡り廊下の様な橋は手摺も

なく、断崖絶壁の様な感じ。 
高さは２ｍぐらいだが、石の床で頭を強打し

た。 
死にはしていないが、後頭部から出血。 
「殺されるんだ」と実感したし、実際に殺さ

れそうになったと思う。 
弟は、自分の思い通りにいかないと思ったら

しい。 
私の事を恨んでいたり嫌っていた訳ではな

くて、口論になって、カッとしたらしい。 
その原因は、私の態度が良くなかった事。 
意見が合わなかった。 

本心を全部語らず、独断で全てを決めていた

と思う。 
もう少し、納得するまで平常心で話をしてい

たら良かったかもしれない。 
自分の中に、全部を語らなくても、弟は分か

ってくれる筈だという甘えがあったのかも

しれない。 
その後は、回復し、弟の事も許した。 
弟は、今生での下の姉？ 
弟は、お情けか、仕方ない思いでか、兄であ

る自分が彼を許した事を理解している。 
これ以降、弟は自分や政治に対して、余り関

わらなくなった。 
負い目と呵責の思いがあって。 
私は、この人生を通して、この地域をずっと

治め続けていく。 

	  
この人生での重要な場面のイメージ 
争い、揉め事が起きている。 
地域の中の有力な家同士の揉め事が大きく

発展して、政治の場にまで多大な影響を及ぼ

している。 
私はその渦中にはいないが、纏めていかねば

ならない立場にいる。 
両家の言い分をしっかり聞いて、纏めようと

思ったが、それはどうも難しそうなので自分

がリーダーシップを発揮して、第 3の方向に
持って行こうとしたが、その事が原因で弟に

突き落とされた。 
弟に共感して貰える様に、もっとしっかりと

道筋を立てて、詳しく正確に自分の考えを話

せば良かったと思う。 

 
人生の最後の場面のイメージ 
ベッドに寝ている。 

老衰。70歳前後。 
この人生は、満足な人生だった。 
リーダーシップを示そうと思ったり尊敬し

て貰える様に、自分を大きく見せたり、本心

を見せずに 1人頑張ってきたと思う。 
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“長”としての威厳を保って、その役割をし

っかり演じた方が、地域も丸く治まり、皆が

安心して笑顔で暮らせるかと思って努力し

てきた。 
それは自分の最善だったと思う。 

 
終えた人生を振り返って 
本心を見せない事も、時には大切だが、只、

本心で接せられる相手も欲しかった。 
そういう相手がいたら、人生が変わっていた

と思うが、この人生では、やはり最善を尽く

す事ができた。 

 
今生の自分自身へのアドバイス 
この時と今の人生は社会的な立場も違うし、

時代背景も違い、負う責任も違うので、＜も

っと自由に生きて＞欲しいと思う。 
その事で、自分の終えた人生も生かされる。 
今後、責任のある立場に立つ事があるとして

も、自分 1人で負う必要はない。 
もっと周りに本心で関わり、甘える事によっ

て、親身なアドバイスも受け取っていって欲

しい。 
完璧な人間はいないのだから、在るがままの

自分自身でいいし、それ以上でも以下にも絶

対になれないのだから、とにかく自然体でい

いと思う。 

 
エスカレーターの恐怖感は、この人生での落下の感覚

が、先行きが見えていそうにも拘らず、自分の足元の

不安定さを垣間見た時に思い起こされるから。 
このセッションで思い出して気付きを得た事によっ

て、その関係性はもうなくなる。 

 
暗示 

 
 
首回りにネックレスやスカーフなどがある事の不快

感について 
首を絞められた感じがある。 

呼吸ができない感覚。 

 
その根本原因になっている場面のイメージ 
絞め殺された？ 
首吊り？ 
首を吊らねばならない状況になった。 
政治的な要素が絡んでいる。 
そういう立場に追い込まれた気がする。 
陥れられたか、情勢が変わったか、立場が変

わったか・・・。 
もう死なねばならない状況になった。 
貴族の男性。 

40－50歳。 
袖にフリルの付いた長袖の衣装。 
ベストも着ている。 
政治家？ 
まだ地域を貴族が治めていた時代の事。 
ヨーロッパ。 
スイスより北、オーストリア？ 

18世紀？	 19世紀初頭？ 
現在と名前の違う、小さい国。 
権力争い。 
誰かに陥れられた。 
気が付いたら、そういう状況になっていて、

自分が首を吊らねばならなくなった。 
自分が死ぬと、権力の交代がある。 
納得の上で最期を迎えるのではなく、最後ま

で自分の正当性を信じていた。 
自分は人の為に働いてきた筈だが、反対勢力

にとっては、邪魔な存在になったのだと思う。 
家族の為に命を捧げる思い。 
本当は逃げたかったけれど、自分がそうしな

ければ、家族が囚われたり命を奪われたりす

るので、それを避ける為には私が死ななけれ

ばならないという条件を出された。 

1人だったら、逃げていたと思う。 
ずっと脅されていて、最後は捕まった。 
処刑の場所に連れて行かれた。 
周りに監視がいつも配置されている。 
石造りの建物の屋内。 
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最後の時は、自分から縄に自らの首を入れ

て・・・。 
その時の思いは、「何を一体間違えたのかな」。 
もしかすると、自分の説明不足で、恨みをか

われたのかもしれない。 
甘えがあったのか、話したところで理解され

ないだろうと決め付けたのか。 
自分の思い込みと、相手の気持ちを尊重し切

れていなかった。 
もしそうだったのだとしたら、その代償は大

きかった。 
後悔している。 
その時は恨みの気持ちも湧いたが、結局は自

分の不十分な言動や、自分本位のものの考え

方、自分への過信などが原因で恨みをかった。 
今振り返れば、それも勉強になった事だと理

解できる。 
陥れた相手もそれを通して、色々な思いを持

つ経験もしただろうし、きっとお互いに学び

があったのだと思う。 
命を懸けて、大きく、重要なレッスンを得る

事ができた。 

 
亡くなり、大切な学びの体験に感謝しながら、

首回りの不快感を感情から切り離す。 

 
首回りの感覚は、まだ持っていた方がいい。 
この学びを忘れない様にいる為。 
まだしばらく持っていて、本人にとって不必

要になった時に自ら手放す。 

 
暗示 

(大事な学びを得た勲章として、首に掛けてお
く。 
不快を伴うネガティブなものとしてではな

く、大切な気付きを喚起させるポジティブな

要素として、今後の人生を豊かにするべく支

えていく。) 
 
 

物事を先延ばしにする癖について 
時間の使い方が下手。 
別の所に根本原因がある。 

 
 根本原因になった場面のイメージ 

周りが自分の事を全部してくれる人生。 
別の時代の、宮殿の中で生まれ育って、自分

では何もする必要がなかった人生。 
男の子。 
甘やかされた。 
自分で何かをやりたい欲求もなかった。 
ただ生きていけば良く、物事や時間の管理は

一切不必要だった。 

 
その後の人生 
決められた人と結婚して、子供ができ、その

城で死んでいく。 
特に困った事や心配事のない人生だった。 

 
【死に際して思い残す事があるとしたら、そ

れは何？】 
これで良かったのかな、何の為の人生だった

のだろう・・・と思う。 
時間を無駄に過ごす為の人生だったのだろ

うか？ 
自分にとって嫌な事が起こらなかった反面、

魂の成長がなかった人生でもある。 
これで良かったのかな、という思いを強く持

って死んだ。 

 
この人生のテーマ、学びは？ 
意志を持っても仕方がないと思う人生を送

る体験。 
自分よりも、家を継いで断絶させないという

役目があった。 
それは全うできた。 
でも、自分の為に何かをするという事が全く

なかったのが勿体ない。 

 
【この人生を踏まえて、次に人生があるとし
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たら、どの様に送りたいか？】 
家柄や与えられた環境ではなくて、しっかり

自分の足で、生きていける様になっていきた

い。 
この人生で自分の習慣になってしまった勿

体ない時間の使い方は、これからの自分には

不必要なので、切り離す。 

 
暗示 

 
 
希薄になりがちな人間関係について 
全部話が繋がっている気がするが・・・。 
本音を言ったら嫌われるのではないか、でも共感して

貰うには、自分は特殊過ぎるのではないか、異端に思

われるのではないか、自分に共感してくれる人はいな

いのではないか・・・などという思いが根底にある。 
人からの共感を得る為には、本音で関わらなければな

らない重要性も理解できたが、本音を口に出す事が憚

られるのは、おそらく幼少期から、上の姉に「変わっ

ている」「おかしい」などと沢山のジャッジを受けて

きたので、“変わっている”＝“いけない事”、“ユニ

ーク”＝“ダメな事”、外見の事でも「不細工」など

と言われてきたので、自信が持てない。 

 
  

姉との対話のイメージ 
【クライアントに対する言動の根本には？】 

 自分が可愛がられていたのに、妹が生まれ

 たら、その場所が取り上げられた。 
 それがとても嫌だった。 
 だから、弱い妹の存在を否定したかった。 
 憎たらしく感じていた。 

家族の中で、自分の存在感が希薄になってい

く事に我慢できなかった。 
小さい妹弟のせいで、いつも自分が後回しに

された。 

 
【自分が小さい時は、自分が愛情を 1人占め
する時間が与えられていたのでは？】 

その通り。 
その時間がずっと続けばいいと思っていた

のに、下が生まれて、また生まれて、また生

まれて・・・、それがとても嫌だった。 

 
【その気持ちを誰かに伝えた事は？】 
両親も祖父母も、自分への関心がなかった。 
関心は全部、私より下の妹弟に向ける様にな

っていたので、誰にも話せなかった。 
苦しかった。 

1番下の妹（クライアント）が生まれた時は、
自分は 8歳だったが、自分もまだまだ子供で、
もっと可愛がって貰いたかった。 
もっと関心を寄せられていたかった。 
辛かった。（涙） 
苦しい思いをしながら頑張ってきた。 

 
【本音であるその思いを皆に伝えなかった

ばかりに、かえって誤解を招く結果となり、

皆を苦しめてきた事への自覚はあったの

か？】 
本心を語れないもどかしさや切なさで、他の

妹弟に辛くあったて、申し訳なかった。 
他の妹弟の中に傷跡を残してしまった事は

認めたくないが、他に方法がなかったと思う。

（涙） 
自分の辛さもあるし、やっぱり認めたくない。 
私なりにはそれでも精一杯頑張ってきたと

思う。 
ただ、やり方、接し方には問題があったと思

う。 

 
【周りの大人たちに、他にどういう接し方が

できるかなどという事を教えられたり、示さ

れた経験がなかったのか？】 
なかった。 
他の方法を知らなかった。 
自分の感情のままで八つ当たりするしかで

きなかった。 
もう少し、両親に甘えられたら良かったのに
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と思う。 
父はもう寝た切りだし、母はとても子供っぽ

い人なので、今更これから甘える何てできな

いし。 
他の妹弟との絆を深めていくのも、私のプラ

イドがあるから、もう無理。 

 
【せっかくこの人生で巡り合えた妹弟なの

に、自分のプライドの方が大事？】 
自分のプライドの方が大事。 
弱みを見せたくないから。 
弱みを見せたら、馬鹿にされる・・・かな？ 

 
クライアント 
それを聞いて、馬鹿にはしない。 
姉も人間だったんだな、と思う。 
姉がプライドを捨てたくないのだったら、それも仕方

がないとも思う。 
プライドが大事な人だという事を理解する事ができ

る。 
それが姉の個性なんだな、不器用な人なんだな、と思

う。 

 
【プライドが捨てられない不器用な姿から、自分は何

を学ぶ事ができた？】 
私もそう言いうところがあるので、私はもっとプライ

を捨てて本心を見せて、どんな人とも関わっていきた

い。 
その姿勢を学ばせて貰ったので感謝したい。 

 
私が（上の姉）未熟だった時に沢山傷付けて、

申し訳ない・・・という事を妹に伝えたい。 

 
仕方がないと思うので、姉を許す。 
自分が姉を恨んだ事について謝り、そういう思いを抱

いてきた自分を許す。 

 
経済面の自立について 
【顕在意識と潜在意識のバランスに問題があると感

じている様だが？】 

今日のセッションで随分本人の理解が進んでいるの

で、もう少し時間は掛かるかもしれないが、これから

統合していける。 
自分で意識して、変化していく。 
行動をしていく。 

 
暗示 

 
 

自信のなさ、引っ込み思案な性格について 
これも、姉にずっと否定され続けてきた事が根本にあ

った。 
もう大丈夫。 

 
 
夫との関係について 

この 2人の関係を説明できる過去生がある。 
 

その過去生のイメージ 
 私の弟だった。 

中国の古い時代の農村で暮らしていた時。 
裕福でない、普通の暮らし振り。 
日々の暮らしは、ただ日々を過ごしていく為

だけにあった。 
農家なので、日々の仕事を淡々とこなし

て・・・という生活。 

私は 13歳で、弟は 6歳。 
歳が離れていた。 
弟は、私が面倒を見なければいけない存在だ

った。 
弟が頼れるのは私だけだった。 
家族はいない。 
親戚の家に寝泊まりしている？ 
両親は生活の為に私たちを出したのか、どこ

かに出稼ぎに行っているのか？ 
とにかく弟の面倒は私が見なければいけな

い。 
この責任は、私が嫁ぐまで続いた。 
それ程長い時間ではない。 
弟の成長した姿が見えないので。 
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 弟を置いていく形。 
 弟は私に行って欲しくないと感じている。 

私にとてもなついていた。 

結婚して家を出た後、弟に会う事は 2度とな
かった。 
その後の弟の人生、消息は全く知らない。 
嫁ぎ先では、淡々と生きていく。 
余り心がある様な感じがしない。 
弟の事が気掛かりの様な気がする。 

 
 （テレパシーで弟のその後を観察） 
 大人になって、結婚している。 
 私にまた会いたいと思ってくれている。 

 
 でも、再会の機会はない。 
 お互いに別々の人生を歩む。 

私の人生は 50歳ぐらいまで続くが、嫁ぎ先
の家族に対する感情が全くない。 
何の接点も感じられない。 

 
この人生のテーマは？ 
経済事情や自由さなどの家族の色々な事情

で、自分の人生が決められてしまった。 
自分でしっかり働けたのなら、弟や家族とも

離れなくて済んだ筈だった。 
稼ぐ術を知らなかったし、そういう時代でも

なかったから、完全に生まれた場所の環境で、

人生のレールが決まっていた。 
ある程度の事は努力もしたが、それよりも諦

めの気持ち、妥協の方が大きかった。 
諦めなければ生きていけない、その諦める方

法しか知らなかった。 

 
（死んで体を離れて、弟の所に行ってみる） 
弟は好きな人と結婚して、いい家庭を持って、

幸せそうに暮らしている。 
弟が逝去し、迎える。 
再会を喜ぶ。 
「久し振りだね」 

 

（2人で光の中へ） 
次に過ごす夫婦としての人生は、2人で一緒
に計画したのではない。 
夫婦での人生を始めるのは、まだ早かった様

な気がする。 
もしくは、自分たちは夫婦として一緒に生ま

れ変わってきたくはなかった。 
姉と弟としての距離感なら仲良くできるが、

夫婦では上手くいかない予感がする。 

 
夫婦として生まれ変わる事に決まった時の

イメージ 
何かの学びがあるから、そう決められた。 
そういう“プログラムをする人”に・・・。 

2人にとって大切な学びがあるから、そうし
なさいと言われた。 

 
“プログラムをした人”との対話のイメージ 
もう少しお互い大人になれ、という事。 
自分自身の足でそれぞれがしっかり立つ、と

いう事。 

依存ではなく、1人の人間同士として立ちつ
つ、夫婦としての学びも体験しなさい。 

 
【この 2人の夫婦関係に点数をつけるとした
ら？】 

今のところ、10点。 
お互いが依存し過ぎている。 
夫の方は仕事以外の面で全部妻に頼り切っ

ている。 
妻（クライアント）の方は、経済面、物質面

で全て夫に甘え切っている。 
それではお互いに自立していない。 

1人の人間として自立した上で恋愛したり、
夫婦になるのだったら 80点ぐらい。 
この 2人の場合だと、ただ自分に欠けている
部分で相手に依存するが為に一緒にいる。 
夫婦としての関係は、依存の為、依存する事

が動機であってはならない。 
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【どこを改善したら良いのか？】 
それぞれにバランスをとる事。 

妻の方は、たとえ 1人になっても生きていけ
る様に働き、夫の方は、身の回りの事は全て

丸投げなので、仕事と家庭の役割分担のバラ

ンスを取る必要がある。 
妻はしっかりと経済面で自立し、責任を持つ、

時間をもっと仕事に充てて有効活用する。 
責任を持って生きる事が重要。 
お互いがバランスを取って生きる上に成り

立つ夫婦生活の在り方が課題。 

 
【この人生は、中国の時の姉弟の時 
の続きではなく、全く別の設定という事？】 
全く別の人生。 
その時の、お互いの“心の生存”の為に依存

し合って生きる人生とは完全に切り離れた

所で、全く新しい人間関係を通して学ぶ事。 
今迄は、姉弟関係を潜在的に引き摺っていた

為に憎めないところがあり、やはりお互いに

甘えていたかったところが大きい。 

 
【セッションの気付きをもって、関係性を変

えていくきっかけはクライアントにしかで

きないと思うが、どこから始めるべき？】 
行動するしかない。 
彼女はもう、できる限りの事は話尽くしたと

思っているので、後は行動するしかない。 
身を以て彼女が変わっていけば、相手も自然

と変わるしかない。 
この学びの為に、今の夫婦としての人生があ

るので、折角の貴重な機会を無駄にしない様

に努めなさい。 
＜できる＞という事が前提の上でプログラ

ムされた課題なので、十分やっていけるから。 

 
 
仕事（ピラティス）について 
この仕事は彼女に向いているので、続けながら、人の

役に立っていって欲しい。 

人の為に役に立つ事を、自分の経済的な自立の道具と

するところに彼女の意識的なズレが生じている。 
その方法を、まだ彼女は模索中。 
彼女が模索して答えを見付け出していくしかない。 

 
【自分で苦しんで見付け出すものにこそ、本当の価値

があるからなのか？】 
その通り。 
簡単に手に入ったものには意味や価値を見出せない

のは、もう別の人生で体験している。 
自分で模索して答えを出していく事も、この人生の課

題。 

 
【今は、ハイヤー・セルフととても繋がった状態なの

で、自分の直感に素直に耳を傾ける事で、色々な道が

開けていくと思うが？】 
その通り。 

 
暗示 

 
 
祖父との関係について 
祖父が亡くなる前に、私に対して「役に立たない」（と

言った事があり、それが引っ掛かっている。 

20歳だったし、看護師でもなかったから、お見舞いに
行っても横に座っている事しかできなかった。 
後になって聞いた事によると、祖父は、足を切断しな

ければ命が危ないという状況だった様で、結局、足を

切らない事が原因で尿毒症になって亡くなったそう。 
生きる為に足の切断を決心した祖父を祖母が止めた

みたいで、その時点で、祖父は自分が死ぬ事を自覚し

ていたと思う。（涙） 
でも、私はそんな背景を全く知らなかったし、祖父に

対して何もしてあげられなかった。 
辛かった。 

 
 祖父との対話のイメージ 

人生の終盤は、病気で辛かった。 
孫（クライアント）は可愛い子だった。 
あの時（「役に立たない」と言った時）は、
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思わず当たってしまっただけ。 
自分の状況が苦しかったので。 
やり切れない思いがいつも心を占めていた

から、つい八つ当たりをしてしまったが、自

分の言動は、孫に対する気持ちとは全く関係

がない。 
傷付けてしまって、とても後悔している。 

 本当は、自分はもっと生きていたかった。 
自分の命がもうすぐに消えてしまう事をし

っていたが、もしも足を切ったら、もっと生

きていられたのだと思う。 

 
【もっと時間があったら、有意義な時間が過

ごせたと思うか？】 
もっと孫の成長を見届けたかった。 
ボケてもいなかったし。 

 足自体はまだまだ大丈夫だった。 
自分の心臓のポンプ機能が低下して、血流が

末端まで届かなかったのが原因。 
それで足が腐ってくるから、切らねばならな

かった。 
大変な決断をした筈なのに、妻に止められた

ので切断をしない事に決めた。 
妻の言う事を聞くしかない様な気がした。 
足を切れば長生きできるが、そのせいで周り

に迷惑が掛かる事をしてまで生きないで欲

しいという様な事を言われた。 
間接的な言い回しだったが。 

 
【妻とのコミュニケーションは上手く取れ

ていたのか？】 
妻は、自分が入院しても、見舞いにも殆ど来

なかった。 
病院には、息子の嫁や孫が来てくれていた。 

 
 【クライアントもよく来たのか？】 
 彼女もよく来てくれた。 

それなのに傷付けてしまって、申し訳ない事

をしてしまった。（涙） 
どうか許して欲しい。 

ごめんなさい。 

 
仕方がなかった。 
祖父の辛い気持ちはよく分かる。 

 
【祖父のストレスを受け留める役割を引き受けたと

考えても差し支えない？】 
はい。 
祖父の役に立てたのなら、本当に良かったと思う。 

 
 孫が許してくれて嬉しい。 
 とても安心した。 
 元気で暮らしていって欲しい。 
 もっと好きな事をしていいと思う。 
 もっと好きな事を言ってもいいと思う。 

家（実家）の事は気にしなくていい、と言い

たい。 
優しい子なので、ずっと家の事を気に掛けて

くれているけれど、別に気にしなくていい。 
自分の人生の方がもっと大事。 
自分は時々彼女の所に来て、様子を見ている。 
よく自分の事を思い出してくれているので。 
この孫と自分はよく繋がっている方だと思

う。 
このセッションを受けて、今後の彼女の変化

を見ていくのは楽しみ。 
彼女なら上手くやっていけると思う。 

 
妻とのコミュニケーションが上手くいかな

かったのは、自分の方の照れがあっての事。 
かこつけたかったのもある。 

 性格的なものも、時代背景も。 
いとこ同士だったので。 
彼女の事は好きだったと思う。 

 
祖父のヒーリング 

 
祖母との対話のイメージ 
外国には余り行って欲しくない。 
外国に行っていた時に、心配で全然眠れなか
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ったから。 
可愛い孫なので。 

 
【外国に行った事で、大きな成長が得られた

のでは？】 
それはそうだけど。（涙） 
孫を見ていると、時代が違っていいなあと思

います。 
私が経験できなかった事を、この子は沢山経

験できている。 
例えば、外国も行けて、結婚しても自由で、

仕事も持っていていいなあと、羨ましく思い

ます。 
私の時代に比べたら、夢の様な暮らし方だと

思います。 
この先、笑顔で、周りの人も笑顔にして、自

分の人生をもっともっと楽しんで行って欲

しいです。 
私の人生は、孫には恵まれ、それなりに満足

をしています。 

ただ、晩年は脳梗塞で半身不随になって、2
年ぐらいは介護を息子と息子の嫁に受けて

いたので、その時はとても寂しかったです。 

 
【その体験から得た学びはあるのか？】 
全身が自由に動く事は、本当にありがたくて

大切な事だったという事を学びました。 
それから、介護をして貰ったので、ありがた

かったです。 
人のありがたみを身に染みて知りました。 

 
祖母のヒーリング 

 
ありがとうございました。 

 
 
ボディ・スキャン 

喉の右側、胸の右側、右側の股関節に曇り。 

 
 喉の右側との対話のイメージ 

 普段から話す事に気を付けて慎重にしてい

 るから。 
 誤解のない様に、正確に伝えたいという気持

 ちがあるから。 
 もう少し失敗してもいいんだよ、と伝えたい。 
 彼女（クライアント）とは、今後、少し距離

 を取りたいと思う。 
 私（喉）がもう大丈夫だと判断して、もう少

 し距離を取り、私がいなくても大丈夫そうに

 なったら、様子を見ながらそのうち彼女のも

 とを離れて行こうと思う。 
 それ迄は、彼女を支えてあげる。 

 
喉に感謝の念を送る。 

 
 胸の右側との対話のイメージ 
 自分の“言えない気持ち”にしがみ付いてい

 る。 
 もっと女性らしくなりたい気持ち。 
 個人として、もう少し女性にしかできないお

 しゃれや仕事などをしていきたいと思って

 いるのに、そうできていない事を気付かせた

 いから私（胸）がここにいる。 
 彼女はそれを拒んでいるから、もうここら辺

 で去っていこうと思う。 
 彼女から去って、光になろうと思う。 
 宇宙の光に戻る。 
 私に気付いてくれてありがとう。 

 
 右側の股関節との対話のイメージ 
 ハンデ－なので、もっと地に足を付けたいと

 思う。 
 地に足を付けたら、私（股関節）は出て行け

 る。 
 その時期は、彼女（クライアント）が潜在的

 に知っている筈。 

 その時期は 2か月後ぐらい。 
 それ迄は見守る。 
 私はサポートしていく。 
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暗示 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
今回のセッションは、これ以上する必要はない。 
これで十分満足している。 
ありがとう。 

 
 
チャクラの調整 

 
 
オーラ・チェック 

全体的に優しいグリーン、その周りにうっす

らと白い光。 
時々、黄色とブルーが現れる。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セッション後のクライアントの感想など 

 

とき子さん 

 

こんにちは(^^) 

お忙しい中、早々に記録を纏めておくってくださいまして、心

より御礼を申し上げます m(_ _)m 

そして、セッションもとても丁寧にしてくださいまして、本当

にありがとうございました。 

セッションの後、繰り返し頭をよぎるのは、「直感を信じて。」

という事です。 

そして、現在自分自身が置かれている環境はとても有難い環境

なのだという事を実感しています。 

セッションの翌日は特に、目に映る全てのものが新鮮でありが

たいと感じました。 

とき子さんが纏めてくださった記録を読むとまだ涙が溢れま

すが、読むたびに癒されているのだなと感じます。 

セッションの際に、とき子さんの質問に答えたいと思っていて

も、押さえ切れない感情が溢れて直ぐに答えられない事が何度

かありました。 

それには何か意味があるのでしょうか？ 

インナーチャイルドや魂が癒されている瞬間？なのでしょう

か？ 

淡々と質問に答えられている時との差を不思議に感じました。 

（中略） 

またお会いできます日を心より楽しみにしています♡ 

直感を神事、自分自身の力を神事、自らの足でしっかりと人生

を歩んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 


