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【解決、軽減、解消したい事項】 

 

膵臓のう胞。 

虚血性腸炎（7－8 年前）。 

子宮筋腫（経過観察、2 年間検診を受けていない）。 

高血圧（降圧剤を飲まず、正常値にしたい）。 

草の花粉へのアレルギー。 

慢性的な肩こり、首こり。 

疲れ易さ。 

体重コントロール。 

顔色の悪さ。 

記憶力の悪さ。 

他人の反応が気になる。 

他人と一緒にいるとリラックスできず、緊張感から

自分らしくいられない。 

妹と自分を比較し、苦しい。 

将来への不安（仕事、金銭、健康、家族）。 

 

 

 

 

 

療法の記録： 

 

 

ピンク・ゴールドの光の中にいる。 

視界の左前方がエメラルドの様な緑色。 

何も感じない。 

体の重みだけ。 

緑の光の方向に向かって進んでみる。 

漂いながら、進んで行くと、湖がある。 

静かな湖。 

私 1 人だけ。 

この湖は、知っている気がする。 

ここで龍と話をする。 

龍が見えている。 

 優しい目をしている。 

 紫色の体。 

 「久し振り、会いたかった」と言った。 

「私も会いたかった・・・」。 

 

この龍に以前会った時のイメージ 

400 年前ぐらい。 

ここは山の中。 

人から見えない。 

 

 龍との対話のイメージ 

 私達は、出会った。 

 ここは、長野県の山の中。 

 諏訪湖。 

 

 【あなたは諏訪湖にいる龍神？】 

 はい。 

  

 【クライアントは、以前そこにいた？】 

 そう。 

 愛し合っていた。 

 互いに大切に思っていた。 

 

【あなたは龍で、クライアントは人間だっ
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た？】 

 そう。 

 

【その時の人生を思い出す事で、クライア

ントにとって大きな気付きや学びがあ

る？】 

 その通り。 

 

エントリー・ポイントのイメージ 

赤い袴、白い着物。 

裸足。 

私はミヨ。 

17 歳。 

畑の近くに住んでいる。 

諏訪湖の近く。 

小さい小屋の様な家。 

私は神の使い。 

5 歳の時から、神に仕えてきた。 

 

5 歳の時、ここに連れて来られた。 

お社に。 

神社。 

ミホ神社。 

ここにお仕えする事になった。 

ここに私を連れて来たのは、おばあさん。 

口減らしの為。 

私の家族は 3 人だったけれど、食べ物が少なかっ

た。 

家族はおばあさんとお父さんと私。 

お母さんはいなかった。 

私を手放す事に、家族の葛藤はなかった。 

仕方がないと思っていた。 

 

お社に来た時、嬉しかった。 

自分の居場所が見付かったから。 

ここに来て、すぐにここが自分のいるべき所だと感

じた。 

生まれた家にいるよりも、お社の方が居心地が良か

った。 

お社では沢山遊ぶ。 

 

ここにはお宮のお姉さんいる。 

お姉さんと遊ぶ。 

優しい人。 

お姉さんのお父さんが神主をしている。 

その人がわたしのお父さんになった。 

お父さんは、今生の私の夫の魂。 

お母さんもいる。 

お母さんの魂は、今生の私の長女の魂。 

家族としてここで私は育っていく。 

他には小さい女の子もいる。 

 この子もどこかから来た。 

 ルリという名前。 

 今生の下の妹の魂。 

 私ととても仲良し。 

 

舞を踊っている。 

神様の前で、1 人で。 

誰もいない時にも、お社で踊っている。 

今は 7 歳。 

とても幸せ。 

 

ルリと一緒に木の実を拾って遊んでいる。 

ケンケンもした。 

美味しいご飯を食べる。 

美味しいおにぎり。 

梅干しが入っている。 

5 人で幸せに暮らしている。 

 

この人生で重要な場面のイメージ 

1 人で社の近くの散策に出掛けた。 

私は巫女。 

湖がキラキラ光っている。 

龍に会った。 

18 歳。 

龍が反対側を向いている。 
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湖の真ん中辺りにいる。 

私が龍の存在に気付いた事は、龍はまだ知らない。 

龍は光に照らされて、湖がキラキラ光ってきれい。

龍がこっちを向いた。 

一瞬動きが止まって、それから龍がスーッとこちら

に泳いで来た。 

「懐かしい！」と思った。 

「やっと会えましたね・・・」。 

龍に出会うとは思っていなかった。 

でも、会った瞬間に懐かしく思った。 

 

龍は首を巻き付けてきた。 

それから、龍の背中に乗せて貰った。 

湖の散歩に連れて行って貰った。 

素晴らしい景色。 

夕焼けがキレイ。 

紫色の空。 

だんだん木々が黒味を増して、暗くなっていく。 

とても幸せ。 

一体感を感じる。 

湖の上だけを散歩する。 

龍は、今は諏訪湖にしかいない。 

諏訪湖を守っている。 

 

 

 龍との対話のイメージ 

 

 【”ミヨ“を背中に乗せて、どんな気分？】 

幸せ。 

 こんな事をするのは、この人とだけ。 

 好きだから。 

 彼女の目が。 

 静かな目は、私と似ている。 

 

 【出会った瞬間に感じた？】 

 そう。 

 同じ魂を持っている。 

 同じ場所から来た。 

 “アルテミス”？から。 

 

 【それはどこ？】 

 それは、星の名前。 

 元々、同じ星から来た。 

 会った瞬間にそれは分かる。 

 

 【いつ、地球に来た？】 

 約 3000 年前。 

  

【3000 年前に地球に来る前は、“アルテミ

ス”にいた？】 

 いや、“ノラ”にいた。 

”アルテミス”から”ノラ”に行ってから、地球

に来た。 

”ノラ”は、宇宙の星の 1 つ。 

 

【“ノラ”でも龍だった？】 

いや。 

光だった。 

”ノラ“では、光として存在している。 

 

【クライアントも”ノラ“に一緒にいた？】 

そう。 

だから、2 人は出会うべくして出会った。 

 

【2 人が再び諏訪湖で出会う事の目的は？】 

伝える事。 

ミヨさんが。 

光の事を。 

その為に、2 人は出会わねばならなかった。 

 

【あなたは、光の事をどの様に教える？】 

2 人で思い出す。 

“アルテミス”にいた時の光の事を思い出す。 

 

【あなたの名前は？】 

キラ。 
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”アルテミス“にいた時のイメージ 

波。 

金色の川の様な、うねった流れがある。 

視界の右上から左へ向かって流れていて、滝の様に

なっていく。 

小さい笹舟の様な形のものに乗っている。 

キラと、ミヨが。 

体がない。 

2 人共、3 次元的な体を持っていない。 

私達は、光のエネルギー体。 

“アルテミス”は金色の光でできている。 

流れの中で、楽しんでいる。 

私達はいつも一緒だった。 

2 人はソウル・メイト。 

元々同じ魂を持っていた。 

私達は渦巻きながら、1 つになっている。 

1 つになったり離れたりしながら存在していて、それ

が嬉しい。 

 

それから、迎えに来る。 

宇宙船が。 

ブルーの土星の様な形の円盤。 

5 m ぐらいの大きさ。 

「時間ですよ」と。 

出発しなければいけない。 

”ノラ“へ。 

私達はそれを知らなかったけれど、同時に知ってい

た。 

 

【この星は地球から見える？】 

”アルテミス“は金星。 

私達は、”アルテミス”と呼んでいる。 

 

【“ノラ”は？】 

水星。 

 

【なぜ水星に行くのか？】 

分からない。 

”ノラ“へ行くイメージ 

“ノラ”には行きたくない。 

ここがいい。 

寂しい。 

私達は離れ離れにさせられる。 

それが分かっている。 

円盤に乗ったら、ワクワクはする。 

円盤の中には、私の父、M さん、Me ちゃん、息子の

魂もいる。 

皆、エネルギー体で、体を持たない。 

全員、金色の光。 

円盤で迎えに来たのはお母さん。 

 

”ノラ“は、好きではない。 

余りここにいたくない。 

とても無機質で、触り心地が良くない。 

何もかもが硬い。 

プラスチックの様な質感の物で、私のいる所ができ

ている。 

ここには何もない。 

ぼーっと待つ。 

誰かが迎えに来るのを。 

2 人で。 

キラと私が。 

キラはつまらなさそう。 

何もなくて、発狂しそう。 

そのうち、また宇宙船が迎えに来る。 

今度は地球へ行く。 

宇宙船に、モンペを履いているおばあちゃんが乗っ

ている。 

そして、山の中に来た。 

 

 

 キラとの対話のイメージ 

 

【どの様な思いで地球に降り立った？】 

何て美しい所だろう！ 
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 【地球に来たのは初めて？】 

 そう。 

  

【地球に降り立った時、あなたは始めから

龍だった？】 

 違う。 

 始めは光だった。 

地球に来て、姿を持つ事を許される時、私

には力があったので、龍になる事を自由意

志で選んだ。 

 守れる力。 

 自然を。 

 私は自然を守りたかった。 

 諏訪の自然は美しい。 

 それで、ここにいる事を決めた。 

 

【龍になる事で、ミヨと離れる事になるの

は分かっていた？】 

 はい。 

 そして、ここで待っていた。 

 

（時間が経って） 

ミヨは死ぬ。 

病気になった。 

22 歳の時。 

肺を病んだ。 

咳が止まらず、弱って死んだ。 

キラともっと一緒にいたかった。（涙） 

キラと家族を作りたかった。 

人間界では無理。 

でも、そんなには悲しくない。 

また生まれ変わるから。 

 

この人生で 1 番楽しかったのは、キラと諏訪湖を散

歩した事。 

18 歳の時以来、毎日した。 

時々は休んだけれど。 

私が諏訪湖に行くと、すぐにキラが寄って来てくれ

た。 

毎日が特別だった。 

 

死んで、辺り一帯を空から眺めている。 

緑がとても美しい。 

湖はキラキラ輝いている。 

キラが見える。（涙） 

私が死んだのを知っている。 

キラは湖に留まらなければいけない。 

キラは空を見て泣いている。 

「また会おうね」と言った。 

 

 

 キラとの対話のイメージ 

 

 【今でも同じ湖に居続けている？】 

 いや、今はもういない。 

 1 度、天に帰った。 

 ミヨがいない事で絶望して。 

 ミヨが死んで 3 年後に。 

 その時、嵐があった。 

落雷があって、それにうたれて天に昇っ

た。 

 「やったー」と思った。 

 私の役割は果たした。 

  

 【今はどこにいる？】 

 空中に。 

 日本の土地の上を飛んでいる。 

 あちこち行っている。 

  

【クライアントがあなたの存在に今気付い

た事に対してどう思う？】 

 嬉しい。 

 これからもっと一緒に過ごせる。 

 私の事を思えば、いつでも会える。 

 私は、今でもキラのまま。 

 名前を呼べば、助けていける。 
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【このセッションは、2 人が再会する為に設

定された？】 

 そう。 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

光に入る時、おばあさんとおじいさんのお迎えがあ

った。 

「よく来たね、頑張ったね」と言ってくれた。 

光に入った。 

 

この人生を終えて 

地球の美しさを知った。 

1 人ではないという安心感を得た。 

踊る楽しさを学んだ。 

踊る事によって、魂が躍動する。 

エネルギーが回り易い。 

周りの人に伝播する。 

場が浄化される。 

エネルギーが広がる。 

場が、更に美しく輝く。 

自分自身も光り輝く。 

 

【“光の事を伝える為に巫女になった”という様な事を

言っていたが、自分の役割は全うできた？】 

できた。 

舞を舞う事によって、伝えられた。 

無心に踊っていた。 

 

【フラダンスを習っている今生のクライアント自身

に、ミヨからのメッセージは？】 

好きに踊ったらいい。 

心が躍動する様に。 

なかなか踊りが覚えられない事に囚われ過ぎ。 

自分を輝かせる為に楽しむ。 

 

暗示 

 

優しい人はどこにでもいる。 

優しい自然はどこにでもある。 

愛し合う事は、素敵な事。 

愛しむ事は素敵な事。 

肉体の繋がりではなく、心が触れるだけで幸せ。 

エネルギーを共有する幸せ。 

大自然は、人を幸せにする。 

人は、もっと大自然と触れ合うべき。 

幸せを噛み締めなさい。 

 

【クライアントは、噛み締め切れていなかった？】 

そう。 

生き急ぐな。 

もっと味わえ。 

全ての体験を。 

 

 

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 

キラとの一体感を教える為。 

でも、ここに自分が彼女を連れて来た理由は、まだ

他にもある。 

これからの人生を良くする為に。 

 

 

クライアントにとって、今後の人生をより良くする

為に必要な情報がある時空のイメージ 

 

エントリー・ポイントのイメージ 

川がある。 

川辺にいる。 

水晶を見付けた。 

大きい。 

20 ㎝ぐらいの円柱型。 

ここは、糸魚川。 

古代。 
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紀元前 238 年？ 

縄文時代。 

自分は男。 

 38 歳 

 名前は”クム“。 

 筋骨隆々。 

 腰回りに革の布だけを巻いている。 

 両耳に耳飾りをしている。 

 それは翡翠でできている。 

私は糸魚川で見回っている。 

皆が幸せに暮らせているかを。 

 

私は部族の長。 

纏めている。 

300 人の部族を率いている。 

集落は海と川の間にある。 

糸魚川の近く。 

平和に暮らしている。 

私は上手く治めている。 

決して威張ってはいない。 

頼られている。 

自分の生活は気に入っている。 

ここは海にも近く、魚や貝を捕ったり、木の実を集め

たりして食べている。 

色々な家から、煮炊きする煙が上がっている。 

皆、円錐形の家に住んでいる。 

 

私は同じ集落の少し山手の方に住んでいる。 

家族は、妻と息子と娘、おじいちゃん。 

妻は”ルン“、息子は”カイ”、娘は”ビィ“という名前。 

妻はキレイな人。 

 賢くて、控えめ。 

 優しい。 

 少し体が弱い。 

 今生の長女の魂？ 

生き甲斐を感じて暮らしている。 

 

この人生の重要な場面のイメージ 

誰かが攻めて来た。 

知らない人達。 

急に攻めて来た。 

私達とよく似た格好をしている。 

 

でも、私は話し合いに持っていき、解決する事ができ

た。 

攻めて来た理由は、彼らに食糧がなくなった為。 

だから、彼らに食べ物を供給してあげた。 

私達には十分な食糧があるから。 

木の実と貝を分けてあげた。 

でも、最終的に、一緒に同じ集落で暮らす事にした。 

50 人ぐらいの人が増えた。 

全く問題がない。 

彼らは安心して幸せを感じてくれている。 

 

この集落は平和で、調和を保っている。 

私達は着飾っている。 

全員が翡翠を身に付けている。 

髪を綺麗に結ったりもする。 

 

他の集落との交流もある。 

そこは一山超えた所にあって、仲良くしている。 

一緒に祭りをしたり。 

やぐらを組んで、輪になって一緒に踊る。 

リズムに乗って、皆で楽しく。 

太鼓を叩く。 

手で太鼓を叩く。 

よく祭りをする。 

私は、1 人で踊る事もある。 

月夜の晩に、海辺で踊るのが好き。 

自然との一体感を楽しんでいる。 

1 人で踊る時は、月と会話している。 

月に「ありがとう」と伝える。 

月が、「あなたの幸せをここから見ている。あなたが幸

せでいる事を忘れないで。ここに来て、時々一緒に踊

りましょう」と言ってくれる。 

幸福感。 
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この人生で重要な他の場面のイメージ 

川辺で見付けた大きな水晶を妻に渡した。 

妻は、それを用いて宇宙と繋がる。 

色んなメッセージを下ろす。 

その能力を手に入れた。 

悩みのある人の悩みを聞いて、下りて来たメッセージ

を伝える仕事をするようになった。 

それを見て、幸せに感じる。 

皆、心穏やかに暮らしていきたい。 

その為に、彼女が役立ってくれているのを見るのは嬉

しい。 

この水晶は、何か訳があって私達の元に来る事になっ

たと思う。 

 

 水晶との対話のイメージ 

 自分は、好んでこの人達の所に来た。 

 平和の為に私を生かしてくれるから。 

 それが、私にとって最も幸せな事。 

  

 【その他に、どの様な情報を持っている？】 

 宇宙と繋がる方法。 

 私を用いて波動を上げる。 

 私を触る。 

 私と会話をする。 

 人は、直感として情報を得る事ができる。 

  

 【どんな水晶でもいいのか？】 

 いいえ。 

 私は特別ではないけれど、美しい。 

 高い波動を持っている。 

 

 【波動が高いと、宇宙の情報を下ろし易い？】 

 そう。 

 だから、別に石でなくてもいい。 

人間であっても、波動が高まると、宇宙と繋

がり易くなる。 

 自分の波動を保ちなさい。 

 波動が落ちた時は、ここに戻りなさい。 

 私の所に。 

 私は今でもあなたの胸の中にいるから。 

  

【あなたの事を心に留めておく為に、他の水

晶を持っている事は有効的？】 

 良いものであるならば。  

 

 【今日、クライアントが嵌めているものは？】 

 特に不必要。 

 私を思い出したから。 

 

【それは、もう既にクライアントが宇宙と繋

がり易いという事？】 

 その通り。 

 

暗示 

 

【宇宙と繋がっている意識を持つ事で、どん

な利点がある？】 

人生が楽になる。 

 色々と思い煩わなくてよくなる。 

 

 

この人生で重要な他の場面のイメージ 

子供が死ぬ。 

3 歳の息子が。 

高熱が出る病気。 

どうにもできなかった。 

これは宿命だった。 

私は泣き続けた。 

そして、ある日、吹っ切れた。 

朝日がとても綺麗だった。 

妻の水晶から、「また生まれて来る」というメッセージ

があった。 

息子の転生した魂とは、また出会う事ができた。 

別の人生の子供として。 

 

（時間が進んで・・・） 
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墓に入る。 

70 歳。 

長生きした。 

歳をとって自然に死んだ。 

死ぬ時、皆が側にいてくれる。 

悲しいけれど、感謝の気持ちでいっぱい。 

ありがとう。 

長として、自分の役割を全うできた。 

良く生きたなあ・・・と思う。 

やる事をやり尽くせた。 

光に入れた。 

 

終えた人生を振り返って 

この人生は、自分の力を発揮する事の大切さを教え

てくれた。 

とても満足。 

 

”クム”から、今生の自分へのメッセージ 

遠慮せずに人を支えて、遠慮せずに導きなさい。 

自分の直感を信じて。 

自分の中にある能力を信じて。 

今迄は、自分で自分を抑える事が多かった。 

 

暗示 

 

 

ランチタイムを挟んで・・・ 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【2 つの過去生を見せた理由は？】 

思い出す事が必要だったから。 

 

【なぜ、ミヨの人生を思い出させた？】 

“伝える“という事が、彼女の使命だから。 

彼女は伝えていく事に、今後の人生の方向性を見付

けていくべき。 

【現在の仕事をしながら？】 

そう。 

できる。 

自然を大切に。 

そして、自然の中で過ごす時間を大切に。 

 

【クムの人生を思い出すべき理由は？】 

役割についての気付き。 

纏めるという役割。 

皆が幸せに暮らす為の。 

 

【人の幸福の為に、人々を纏めるという役割は、ど

の人生でも一貫しているのか？】 

そう。 

 

【これ迄、何回の人生を体験した？】 

20 回。 

 

【その中で最も魂に大きなインパクトを与えた事で

刻み込まれている大事な人生は？】 

ヨーロッパでの人生。 

 

【そのヨーロッパでの人生を思い出す事によって、

今後の人生が劇的に充実していくのか？】 

はい。 

 

 

そのヨーロッパでの人生のイメージ 

 

エントリー・ポイントのイメージ 

ジャンヌ・ダルクの様な感じの戦う女性。 

幸せの為に戦う。 

700 年頃？ 

イタリアのポンペイ。 

私は女性。 

 20 歳。 

 名前はラム。 

 ドレープの掛かった綺麗な服装。 
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 巻き毛。 

 美しい肌。 

 女性らしい豊満な体系。 

 ピンクの頬。 

幸せに生活している。 

私は今、村の泉で水汲みをしている。 

家族は父、母、兄。 

助け合って、楽しい生活。 

父は今生の夫の魂。 

 皆から尊敬されている。 

 物理学の教師。 

母は今生の娘の魂。 

 料理、裁縫が上手で、優しい。 

兄は今生の次女の魂。 

 とても仲良し。 

 3 つ年上。 

 地質学の学生。 

私は仕事をしながら歌っている。 

自然の中で歌う。 

鳥についての歌を歌うのが好き。 

♪ 

とても幸せ。 

 

【ポンペイでは昔、大噴火がありましたね？】 

そうです。 

私はその時とも関係している。 

 

【当時、町の下に、ヴェスヴィオ火山の噴火で火砕

流に埋もれた町がある事は知っている？】 

はい、皆知っている。 

それに、私は、その時、ここにいた。 

火山が噴火した時に。 

そして、ここにまた生まれ変わった。 

その記憶がある。 

 

【その時の記憶を思い出した方がいいと思う？】 

はい。 

 

ヴェスヴィオ火山の噴火があった時の人生

のイメージ 

 

空が真っ暗になっている。 

79 年。 

火山が噴火している。 

逃げ惑うけれど、間に合わない。 

私は町中の道にいた。 

家から家族の皆が飛び出して、逃げてい

る。 

でも、家族が近くに見当たらない。 

はぐれてしまった。 

今から死ぬんだなと思っている。 

もう、分かっている。 

ものすごい噴火だから。 

ここは火山のふもとから 4 ㎞ぐらい離れて

いる。 

ここはポンペイ。 

ポンペイよりちょっと北。 

街は石畳で、泉もある。 

私の名前は、リーズ。 

17 歳。 

6 人家族。 

皆はぐれて、1 人になった。 

逃げていて、今、山道になって、下ってい

る。 

まだ溶岩が遠くに見えているけれど、絶対

間に合わない。 

 

私は人を探している。 

大事な人。 

私のボーイフレンドのトマス。 

トマスは近所にいる。 

今、トマスが見付かった。 

  背が高い。 

  巻き髪。 

  優しい目をしている。 

  手が大きい。 
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2 人で逃げられる所まで逃げようとしてい

る。（涙） 

谷に落ちそう・・・。 

死ぬ！ 

手を繋いで谷に落ちる・・・。 

溶岩が迫って来た。 

焼け死ぬ・・・。 

先に溶岩に襲われて、死んでから谷底に落

ちた。 

背中から溶岩に呑み込まれた。 

彼が最後の瞬間に「愛してる」って言っ

た。 

私もそう言った。 

死ぬ迄にしばらく掛かった。 

溶岩にまみれて、体が溶けた。 

 

体を離れた。 

そこら中、一面が溶岩だらけ。 

自分の体はない。 

仕方がない・・・と思った。 

恐怖はない。 

もう手放している。 

 

この人生を振り返って 

仕方がない事もあるという事を学んだ。 

人間も自然の一部。 

 

光に入る。 

光の中で、またポンペイに生まれる事を決

めたのは、トマス。 

トマスの魂がいる。 

一緒に決めて来た。 

2 人で、今度は平和な世界を作る為にまた人

生を共有する事を決めた。 

 

 

その“ラム”の人生に戻る 

泉で水汲みをしている。 

この後、戦いが起こってくる。 

エジプトと？ 

敵が攻めて来る。 

守らなければいけなくなる。 

家族、町の人、自然を。 

私は立ち上がる。 

皆で力を合わせようと、声を掛ける。 

色々な人と一緒に、私も声を掛けた。 

 

生まれ変わったトマスは、兄の友達。 

この人は、ピーター。 

私の愛する人。 

ピーターと付き合っている。 

彼は私と一緒には立ち上がらない。 

彼は、「止めろ、あなたがしなくてもいい」と私に言

う。 

私はピーターを振り切って、立ち上がった。 

やらざるを得ない気がしていた。 

武器を買う。 

槍、鉄砲を手に入れた。 

今迄それらを使った事がない。 

 

（時間が進んで） 

武器を買ってから半年後、戦っている。 

見切り発射して、自分も仲間も死ぬ。 

ピーターがどこにいるのかは分からない。 

胸を撃たれた。 

少ししてから、その場で息絶えた。 

平原で。 

そして、馬に顔を踏まれた。 

周りに死んだ人が沢山いる。 

 

この人生を振り返って 

自分でなくても良かったのにな・・・と思ってい

る。 

後悔している。 

別の選択をしていたら、ピーターと幸せに暮らして

いく事もできた。 
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男の人に任せておけば良かった。 

何も自分がやらなくても良かったのに。 

 

【あなたを突き動かしたものは何？】 

目立ちたかった。 

認められたい。 

 

【あなたは認められていなかった？】 

認められていた。 

なぜか分からないけれど、もっと認められたかっ

た。 

自己顕示欲は要らないのに。 

 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

 

光に入る・・・。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【この場面を見せた理由は？】 

恐れずエゴを捨てる大切さを教える為。 

今生の彼女は恐れているから。 

エゴに対する恐れ。 

自分のエゴに対しても、恐れてはいけない。 

エゴを越えねばならない。 

この人生は、エゴに迷わされた。 

自分らしく生き切れなかった。 

その結果、その様な結末を迎えた。 

でも、それは、それで良かった。 

この人生は、それを学ぶ為にあったから。 

あなたは今の人生を、もっと女性として、豊かに、

美しく生きなさい。 

 

でも、その時の自分がまだ許せない気がする。 

自分が持っていて、最後まで執着していた自己顕示

欲に対して、大きな後悔をしている。 

そんなものは要らない。 

 

【その事を教訓として学ぶ為に、この人生があった

と思う？】 

はい。 

 

【では、それを学んだという事は、この人生は無駄

ではなかった？】 

はい。 

いつもゆったりと美しくいられる様に、これから私

が今生の自分（クライアント自身）をサポートして

いきたい。 

それによって、私は慰められる。 

 

【万人ができる訳ではない難しい選択をして、勇敢

に生きた自分の強さを認め、この人生への執着を手

放せる？】 

はい。 

もう大丈夫。 

光に行く時、マリア様と大天使ミカエルに迎えられ

る。 

光り輝いている。（涙） 

とても幸せ。 

メッセージがある。 

「大丈夫、よく生きた」と。 

 

 

 マリア様との対話のイメージ 

 私はずっとあなたの人生を見守っていた。 

 あなたが愛おしい。 

 

【自己顕示欲を疎み、後悔しながら逝去し

た事について何か？】 

 そんなあなたが、とてもかわいい。 
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いつ何時、何があったとしても、どんな気

持ちになったとしても、あなたは常に許さ

れている。 

 安心しなさい。 

 宇宙は愛そのもの。 

宇宙の愛は、全てを普遍的に包み込んでい

るから、大丈夫。 

安心して、あらゆる体験を体験し、楽しみ

なさい。 

あなたは始めから許されている。 

あなたも、自分を許していいのですよ。 

 

マリア様の大きな愛のエネルギーに包み込まれる。 

安心しながら、一緒に光に帰る。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【この人生を振り返らせたのは？】 

この時の自分自身を受け入れて、完全に許す為。 

 

【この人生での、自己顕示欲ゆえの後悔を持ち続け

ていた事で、今生のクライアントの人生に、どの様

な影響を与えていた？】 

自分らしさを出す事への恐れ。 

目立ってはいけない、自分はダメな人間だ・・・と

いう強い思い。 

この人生の後悔が、ずっと魂の核にあった。 

もう、手放せる。 

 

暗示 

（自分に対して抱いている全てのネガティブな思い

を認めて感謝の思いで手放し、代わりに、“幸福感”、

“安心感”、“変わらない愛”、“心の豊かさ”、”美しさ“ 

”宇宙の叡智“、”最良のエネルギー“、”自分への信頼

感“で満たし、今後の人生の支えとする。） 

 

 

虚血性腸炎について 

（45 歳で発症） 

 

腸炎を使って、止めた。 

自己顕示欲を。（笑） 

 

【彼女のその時の行動を止める為に、一過性として

用いたという事？】 

はい。 

 

【今は、もう大丈夫？】 

はい。 

彼女はちゃんと気付いて、学べた。 

もう大丈夫。 

 

ヒーリング + 暗示 

 

 

子宮筋腫について 

（4 人目の子を出産した後の、18 年前に発症。2 年

間経過観察で、検診に行っていない。） 

 

 ボディ・スキャンのイメージ 

 大丈夫。 

 今は全く問題がない。 

 

【なぜ子宮筋腫という症状が当時必要だったの

か？】 

気付きなさい、というサインとして。 

“既に手にしている豊かさ“に。 

 

【当時、彼女は自分が豊かではないと思ってい

た？】 

はい。 

夫に守られている、という豊かさが理解できた。 

もう、しっかり気付けたので、今は不必要となっ

た。 

だから、大丈夫。 
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ヒーリング ＋ 暗示 

  

 

高血圧について 

（4 カ月前に判明） 

 

両親共に高血圧で、本人も更年期になって上ってき

た。 

 

【遺伝なのか？】 

いや、遺伝ではない。 

 

【なぜ、高血圧が必要なのか？】 

悩みや批判めいた考えが起こると、スイッチが入っ

ていた。 

「ゆったりと穏やかな心を持って、自分を信用して

生きなさい」という、私からのメッセージ。 

 

【このセッションによって、自分への信用をだいぶ

取り戻せている？】 

はい。 

 

【自分への信用がぐらつくと、血圧が上がる様にプ

ログラムされている？】 

はい。 

 

【そのメカニズムが判明した今でも、高血圧の症状

は必要？】 

いや、もう要らない。 

ちゃんと理解できたので。 

 

ヒーリング + 暗示 

 

 

膵臓のう胞について 

（3 年前に発症。突然の背中の強い疼きに襲われた。

現在、経過観察中） 

 

 ボディ・スキャンのイメージ 

 結構いい感じではある。 

 

 膵臓との対話のイメージ 

  

【なぜ、彼女の為にのう胞を作り出し

た？】 

それは、彼女が悩んでいたから。 

XXX 

でも、家族の事が引っ掛かって、気にし過

ぎていた。 

悩み過ぎていて、その心の痛みが大き過ぎ

て受け入れられていなかった。 

 

【なぜ膵臓にそのサインを設けた？】 

隠れていられるから… 

 

【でも、彼女の意識に上る形として現した

方が良いと判断した？】 

 はい。 

 その通りです。 

 

【その結果、クライアントを助けられたと

思う？】 

 はい。 

 役割を果たしたと思う。 

 彼女は最終的に気付いてくれた。 

 

【彼女が気付いた段階で、あなたは自分が

これ以上は不必要だと考えた？ それと

も、まだ居座っている？】 

 まだ少し居座っている。 

 でも、もういる必要がないと思う。 

 

クライアント 

 

【幾多の人生を共有してきたソウル・メイトとして

の夫を確認した事で、もう迷いはない？】 
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はい、ありません。 

 

【以上の事から、のう胞の役割は、今日で

終えても構わない？】 

 はい、大丈夫。 

 宇宙の光を使って取り除く。 

 

ヒーリング + 暗示 

 

 

草のアレルギーについて 

 

【なぜ、アレルギー反応が必要？】 

嫌いな人がいた。 

でも、今は何とも思っていない。 

 

【だから、少し前から改善してきている？】 

はい。 

 

【受け入れないもの、受け付けられないものが現れ

ると、アレルギーという形をとる？】 

その通り。 

彼女が自分でその事に気付きたくないから。 

それで、私がその事を彼女に示して教えている。 

 

【では、この先、彼女が好きになれない人が現れた

時、どう対処していったらいい？】 

嫌いだと思ったら、嫌いでいい。 

 

【嫌いでない振りをしなくてもいいという事？】 

というよりは、“嫌いだと感じる自分の心を責めなく

ていい”、という事。 

 

【“いい人でいなければいけない“という思いを手放し

てもいいという事？】 

あー、そうです。 

自然体でいいという事。 

 

【自然体で、感じるがままに感じていられれば、入

ってくる情報にいちいち“自分軸“をぶらされる心配も

ない、という事？】 

そう。 

もう大丈夫。 

 

【アレルギー反応は、今日、完全に解消してもい

い？】 

はい。 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

 

肩こり、首こりついて 

 

気を遣い過ぎるから。 

肉体を無理に使っている。 

程良い仕事の仕方をした方がいい。 

 

【同じ仕事をするのでも、“しなければ”という気持ち

ではなく、楽しんでする、という事？】 

そう。 

そうしたら、問題ない。 

 

暗示 

 

 

記憶力低下ついて 

 

頭の使い方の問題。 

考え過ぎ。 

 

【もっとリラックスして情報を吸収したらいいとい

う事？】 

そう。 

 

【このセッションを通して、右脳が活性化されてい

る筈だが？】 
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これから変わってくる。 

自分の直感をもっと信じていけばいい。 

 

 

母親の事について 

（81 歳、隣家に住んでいる。13 年前にくも膜下出血

で倒れた。鬱の症状もずっとあった。） 

 

【親子の魂の繫がりについて】 

切りたいけれど切れない縁。 

 

生まれる前のイメージ 

 高い所からお母さんを見ている。  

頑張っている姿が見える。 

 仕事を一生懸命している。 

 おばあちゃんをしっかり支えている。 

自分で選んでこのお母さんの所に生まれて

いく自覚がある。 

  

【この母親の元に生まれる事で、どの様な

学びやメリットがある？】 

 私の人生が深まる。 

 魂の成長が進む。 

 「待っててね」という心境。 

 お母さんの魂を以前から知っている。 

  

 【自分の人生を設定したのは自分自身？】 

 はい、間違いなく。 

＜皆の幸せの為に生きる事が大切＞という

事を伝えたい。 

その為に、体を持つ。 

 

母の胎内に入るイメージ 

入った。 

お母さんは喜んでいる。 

私は今、4 カ月目。 

お母さんは、ストレスを感じている。 

おばあちゃんとお父さんが上手くいってい

ない事について。 

お母さんは、「悲しいけど、仕方ない」と思

っている。 

 

【母親のストレスに満ちた生活に、どの様

に関わっていけると思う？】 

 私がクッションになる。 

 

 誕生のイメージ 

 おばあちゃんの笑顔が見える。 

 お父さんも笑っている。 

 生まれてきて良かった～。 

 

【皆の幸せや豊かさの為に、ここで生きて

いく心の準備は万全？】 

 はい。 

 よろしくお願いします。 

 

 

 母親との対話のイメージ 

 （81 歳、隣家住まい。） 

 

【鬱や、くも膜下出血も体験して、今はど

んな感じで生活している？】 

 よく分からず生きています。 

 でも、子供には幸せに生きて欲しいです。 

 

 【子供は幸せだと思う？】 

 はい。 

 

【子供であるクライアントに伝えたい事

は？】 

 色々とありがとう。（涙） 

  

 【なぜ、鬱になったと思う？】 

 肩の荷が重過ぎました。 
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でも、頑張り続けなくてはなりませんでし

た。 

一杯いっぱいだった。 

 

【誰か相談できる人はいた？】 

いても、全てを分かっては貰えません。 

辛かったです。 

夫も分かってくれませんでした。 

  

 【夫も自分の事で手一杯だった？】 

 はい、そうですね。 

 

 

 母のハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

 【鬱になる事で都合が良かった事は何？】 

 自分を守る為。 

 皆に大事にされる。 

 

【実際に、本人は大事にして貰っていると

感じている？】 

 余り・・・。 

  

【50 歳の頃が鬱のピークだという事だが、

なぜその頃、鬱が必要だった？】 

彼女の夫（クライアントの父）が、また何

か始めようとしたから。 

 ビルを建てる事。 

それが、彼女にとって、とても大きなスト

レスだった。 

 

【結果的に夫はビルを建てたが、結果的

に、それはいい選択だった？】 

後々になって、結果的には良かった事だ

が、当時はきつ過ぎた。 

 

【「よく耐え、頑張りましたね」。】 

はい。 

そうだったと思う。 

 

 【くも膜下出血についての見解は？】 

 サイン。 

これ以上ストレスを掛けるなという、自分

本人と、周りへのサイン。 

 

【そのサインは、効果的だった？ 成功し

た？】 

 成功した様な、していない様な・・・。 

 

 【成功した部分は？】 

 仕事（美容師）をしなくてよくなった。 

 無理をしていたから。 

収入を得続けなければならないというスト

レスがずっとあったから。 

それがないと将来に不安があったけれど、

本当は、それがなくても生きていく事はで

きるものでもあった（5 件を賃貸しているの

で、家賃という定収入があった）。 

 

【くも膜下出血を起こした脳の部分は、本

人の潜在意識の能力で改善可能？】 

はい。 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

【娘であるクライアントへのメッセージ

は？】 

ありがとう。 

それほど心配はしなくていい。 

 

 

母親との対話のイメージ 

  

【クライアントが、母に向かって「私は死

ぬ！」と言った事があったが、その時どう

思った？】 
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子供が、そんなにしんどいと感じていたと

は知りませんでした。 

  

【その娘の言葉を聞けた事は、良かった

事？】 

はい。 

娘も大変だったと分かって、少し目が覚め

ました。 

 

【これからの親子関係が改善される？】 

関係性がいい様に変えていけると思いま

す。 

 

暗示 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

父との関係について 

（昨年の 9 月、あと 3 日で命日） 

 

【この 1 年間、どういう変化があった？】 

本人の気持ちがだいぶ楽になった。 

 

 

 父との対話のイメージ 

 

 【今の状況は？】 

 いつも側で見守っている。 

 

姿が見える。 

「ようっ」て感じで笑っている。 

元気そう。 

 

【生前は、喫煙と飲酒、血流悪化、動脈硬

化、食道破裂、膝下の壊死に伴い足の指を

切断・・・など、大変な経験を沢山した

が、これらはするべくして体験した事だっ

た？】 

いいや、体験しなくてもいい事がいっぱい

あったなあ。 

 

 【例えば？】 

 欲張ってしまった事で・・・。 

 お金・・・。  

 

 【金銭的に執着があった為に、どの様な 

症状を引き起こした？】 

 ”巡り”が悪くなったなあ。 

 

 【体がその事を伝えていたと思う？】 

 はい、そうです。 

 

【でも、当時は体のメッセージに気付かな

かった？】 

 はい。 

足の皮が剥けて、それがなかなか治らなく

て、病院へ行って、巡りが悪いという事に

気付きました。 

でも、先生も、そこ迄は分からなかった。 

入院してから初めて判明して、先生に言わ

れました。 

 

【食道破裂の原因は？】 

「娘が何でこんな事を言ってくるんだ！」

という憤りを感じた。 

「給料の額が納得がいかない！」と言われ

ました（父がオーナーである美容院に、母

と共にクライアントとその娘も美容師とし

て勤務していた）。 

 

【娘であるクライアントは、事実、よく働

いていたのでは？】 

はい、そうです。 
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でも、私は現場にはいなかったの

で・・・。 

 娘の気持ちは分からなかった・・・。 

 娘もお金が要ったのに、分からなかった。 

 後から気付きました。 

 

 【きつく言われてから？】 

 はい。 

 悪かったなと思いました。 

 

【その後、思いをクライアントに伝えた事

は？】 

 いいえ、ありません。（涙） 

 

【遅くはないので、今、伝える？】 

はい。 

 あの時は、気付かなくてごめんなさい。 

もっといい選択があった筈だったけれど、

喧嘩したお陰で、気付かせられる事が沢山

ありました。 

 

【喧嘩がなければ分からなかった事ばかり

だった？】 

はい、そうですね。 

 

クライアント 

私もオーナーになってみないと分からなかった事が

一杯あったので、今は、お父さんの苦労や思いがよ

く分かる。 

お父さんも悪くないし、私も悪くない。 

 

【父と自分を許せる？】 

はい。 

 

 父 

 嬉しいです。 

 

 【娘と自分を許せる？】 

 はい。 

 やっとそうできます。（涙） 

 

【破裂した食道からのメッセージは何だっ

たと思う？】 

“出すものに気を付けよ”、”循環させよ“とい

うサイン。 

血の巡りだけではなく、お金や、思いや、

何もかもに関して。 

 

【色々なものが滞っていた？】 

はい。 

全てが滞っていた訳ではないけれど、こ

と、お金の事になると驕りや恐れが出て来

て、怖いところがありました。 

自分で立ち上げた事業だったので。 

 

【今、その立場を娘であるクライアントが

体験しているが。】 

はい、そうですね。 

少なくとも、娘に残せるものがあって、そ

れはもう、本当に良かったと思います。 

 

【喫煙、飲酒に関しては？】 

タバコは 17 の時から呑んでたので・・・。 

いいんです・・・（苦笑）。 

お酒は別にそれほど美味しいと思った事は

ないけれど、人と楽しく飲むのは好きでし

た。 

 

 【膝下から壊死が始まった事は？】 

やっぱり、”循環”の問題が、最後まで尾を引

いていました。 

生きている時は、気付くのが遅過ぎまし

た。 

 娘に教えられたかもしれない。 

 最後の喧嘩で。 
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 【人生の最後で、大きな学びがあった？】 

 そうですね。 

 感謝ですね。 

 

 【娘へのメッセージは？】 

 安心して暮らしなさい。 

お母さんの事も、そこまで気にし過ぎなく

てもいいよ。 

大事にする気持ちさえ持っていてくれれ

ば、あなたは自由だから。 

 

【光の世界はどんな所？】 

お花畑が広がっています。 

幸せにしています。 

今は、大工仕事をしています。 

そして、こちらによく遊びに来ています。 

 

【どれぐらいの頻度で？】 

毎朝来ています。 

お仏壇の所に。 

話を聞いています。 

楽しみです。 

 

【何か欲しいものはありますか？】 

ジュースです（笑）。 

ドデカミンです。 

好きでした。 

 

【もうすぐ一周忌ですね。】 

はい。 

早かったです。 

 

【まだしばらくここにいますか？】 

そうですね。 

呼ばれたら来たいですね。 

もう少しいたいと思います。 

 

 

クライアント 

自由にそちらの世界を楽しんでください。 

時期が来たら（魂の成長の為に）行ってらっしゃ

い！ 

 

それから、無理に仲良くしなくてもいいん

だよ。 

姉妹は程良い距離感で、助け合う時は助け

合いなさい。 

理想的に生きなくていい。 

自然体で、それが 1 番。 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

 

祖母について 

（ある宗教団体の信徒で、家族に大きな影響。クラ

イアントの言葉で”心狭き善人”の様だった。“真理”に

ついて、幼少期から説教されて育ち、クライアント

はきつく感じていた。） 

 

 

 祖母との対話のイメージ 

 

 【どんな思いで人生を生きた？】 

 淡々と生きたと思う。 

 するべき事を１つ１つしてきた。 

 

【孫であるクライアントが、関わっていた

宗教団体の活動の為に辛い思いをしてきた

そうだが、気付いていた？】 

いいえ、知らなかった。 

いつかあなたを助けるものにはなる。 

教えはあなたの心に染みているので、安心

して生きなさい、と言いたい。 

 

【子供の頃は、大人が信じているものを理

解できない・・・】 
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はい。 

私の信じた教義は、“真理”に限りなく近い。 

それを伝授する事は出来た。 

 

【“真理を伝える”というのは、生き甲斐だっ

た？】 

はい。 

その為に、人生を設定してきた。 

 

【それをやり遂げられた？】 

そういう生き方を志したけれど、そういう

生き方を自分がしたのかというと、それが

分かっているけれど、できない時もありま

した。 

それが心残りです。 

 

【でも、人間なのだから、理想の通り、仏

の様には生きられないのでは？】 

ああ、はい（苦笑）、そうですね。 

 

【まだ悔いや葛藤があるなら、その体験に

さえ感謝して、その執着を手放しては？】 

はい、そうしてみます。 

 

【今はどうしている？】 

今は、いつもお経をあげています。 

阿弥陀如来様の前で。 

（クライアントから見て右の上の方） 

 

【阿弥陀如来と祖母の関係は深い？】 

ずっと繫がりがある。 

 

【クライアントも？】 

はい。 

繋がっています。 

 

【読経によって何か齎されている？】 

はい。 

子孫の感が冴えます。 

いい人生を歩む為の直感。 

 

【その直感に従うと、自分らしい生き方が

できるという事？】 

はい、そうです。 

自分の人生の意味を知って、全うする生き

方です。 

 

【クライアントがこのセッションに来てい

る理由を知っている？】 

いや、知りません。 

突然（私は）話す事になったので・・・。 

 

【どんなお経を唱えている？】 

観音経と般若心経です。 

 

【「般若心経を一緒に唱えて、クライアント

の望む“今後の幸せな人生”を祈りましょ

う」】 

はい、お願いします。 

（催眠者と共に、読経） 

ありがとうございます。 

 

クライアント 

おばあちゃん、大切に育てて貰って、感謝していま

す（涙）。 

おばあちゃんは、もう許されているので、どうか自

由になってください。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

 祖母 

 嬉しいです。 

 本当にありがとうございました（涙）。 

 

（イメージで抱き締め合う。） 

 

暗示 
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ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

人といるとリラックスできない事について 

 

自分を信じていないから、目が外に向いてしまって

いる。 

その視点を、自分の心の中に向けなければならな

い。 

このセッションで、もう大丈夫。 

 

暗示 

 

 

体重について 

 

彼女にとって、体重は必要。 

減らす必要はない。 

心の豊かさが目安。 

自分が気持ち良く感じるところまで減らしてもいい

けれど、見た目は気にする必要がない。 

 

暗示 

 

 

自分と妹を比較する事について 

 

妹の方が価値がある様な気がしている。 

 

 

根本原因になった場面のイメージ 

 妹が赤ちゃん。 

 私は 5 歳。 

 妹が生まれて、嫌だ！ 

 皆が妹ばかり見ている。 

 傷付いて、悲しい 

 お父さんもお母さんも、妹と寝る。 

  

【5 歳になる迄、自分も両親と寝ていた？】 

はい。 

 

【5 年間、両親を独り占めできたという

事？】 

はい。 

・・・（苦笑） 

そうでした。 

順番でした・・・。 

 

【他に嫌な事があった？】 

妹はもてる。 

それを自慢してくる。 

自慢しているつもりではないみたいだけれ

ど、私が姉だから、安心して喋ってくる。 

 

【それは、信頼されているという事で

は？】 

はい、そうみたいです（苦笑）。 

でも、自慢っぽくて、何だか嫌な気持ちで

した。 

 

 

妹との対話のイメージ 

 

【姉であるクライアントの気持ちに気付い

ている？】 

全然知らなかった。 

 

【ひがんでいたらしいが？】 

かわいいですねえ・・・（苦笑）。 

 

【妹であるあなたの方がもてた？】 

いいえ、お姉ちゃんの方がもてたと思いま

す（笑）。 

お姉ちゃんなので、安心して何も考えない

で言っていました。 

他の人には言えないので・・・。 
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結婚先の家庭には、姉の方が恵まれている

ので、そういうやっかみが私の心にあった

と思います。 

 

【あなたは幸せな家庭を築けている？】 

・・・思ったほどではないです。 

夫は、そんなに優しくありません。 

今は、だいぶ良くなったんですが。 

 

【お互いに理解して、受け入れられる？】 

はい。 

 

クライアント 

（笑） 

何だか、子供っぽくて、バカみたいです。 

 

【せっかく姉妹として人生を共有しているから、手

を取り合えそう？】 

手を取り合うのは難しそうだけど、適当に仲良くし

ます。 

 

【もう、手放せそう？】 

はい。 

もう大丈夫。 

 

 

血色の悪さについて 

 

昔から顔色が悪いのがコンプレックスで、大学生の

時は、ものすごく日焼けをして、それを目立たなく

させていた。 

でも、これは遺伝。 

そして、食べ物。 

 

【どんな食べ物が？】 

昔は、割とおばあちゃんの作った物を食べていて、

それは良かったけれど、母親の愛の込もった料理は

余り食べていない。 

母親は仕事で忙しくて、作る暇がなく、そこに餓え

ていた。 

今は、自分の大人になり、母親がストレスが多く仕

事を必死でこなしていた事も理解している。 

その他に、美容院だったので、母親のお腹にいる時

から常に色々な化学薬品を吸収していたのも理由。 

 

クリーニングの暗示 

 

 

将来への不安について 

 

ここまでのセッションで、だいぶ軽減できた。 

あとは夫の健康、娘と息子のも。 

 

長女は、接触性荒アレルギーと寒冷じんましん。 

今、抗ヒスタミン剤を飲んでいるので、これから赤

ちゃんを産んでいく体だから心配している。 

 

長男は、健康診断で肝臓の数値が悪かったので、心

配になっている。 

長男の食生活は乱れている。 

小学校の先生をしていてとにかく忙しく、帰りも遅

いので。 

その上、高カロリーのお弁当ばかり食べているので

気にしている。 

 

夫は意識が薄く、こってりのお弁当や、甘い物、菓

子パンを沢山買ってきたりして困っている。 

夫の母は、脳梗塞で亡くなったので、余計気にな

る。 

今から気を付けていきたいと本人は考えているの

に、どうしたらいいのか分からず悩んでいる。 

 

 

 夫のハイヤー・セルフと対話のイメージ 
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甘いものは、見えるとつい、買ってしまっ

ています。 

 

 【体への支障は？】 

 本人は何も気付いていない。 

（ボディ・スキャンをすると）血の巡りが

悪い。 

 血管が詰まりそうなところがある。 

 

【どの様にしていけば？】 

食生活を改善して、甘いものも食べない様

に気を配った方がいい。 

本人には、コントロールしようとする意思

がない。 

気付いていないので。 

 

【気付く為には何をしたら良い？】  

奥さん（クライアント）と一緒にいる時間

を増やす。 

晩ご飯を早目に作っておいてあげて欲し

い。 

ついつい食事前に間食してしまうから。 

晩ご飯は、ご飯と味噌汁と納豆と魚の様な 

もの。 

ストレスを、間食で解消している。 

 

【ストレス解消に、妻と話す時間をもっと

持つのは？】 

そういう時間は持ってみてもいいと思うけ

れど、話すかは分からない。 

 一緒に自然の中に行くのはいい。 

キャンプはいいかもしれない。 

 

 【一緒に諏訪湖に行くのは？】 

 いいですね・・・。 

 只、厄介なワンコがいるので・・・。 

でも、機会があれば考えてみるのもいいか

もしれない。 

それから、携帯のゲームをずっとしている

のは許してあげて。 

彼のストレス解消法なので。 

  

 

長女のハイヤー・セルフと対話のイメージ 

  

 【接触障害、じんましんについて】 

彼女はこだわりが強過ぎる。 

潔癖気味。 

保育園の園長先生がとても潔癖で、そこで 4

年間一緒に働いて、うつった。 

今は別の所で働いているけれど。 

嫌いな人は嫌い。 

きっちりしていないと嫌。 

 

【それは彼女の資質ではない？】 

持ってはいたけれど、助長された感じ。 

 

【どうすれば軽減、解消させられる？】 

本人が気付くしかない。 

自分で解決するしかない。 

 

【今、ハイヤー・セルフのあなたにできる

限りの軽減を頼める？】 

 幾らかはできる。 

 

 ヒーリング 

 

【母としてクライアントが知っておくべき

事は？】 

 この子は幸せを感じて生きている。 

 これからもよろしく。 

 

 

長男のハイヤー・セルフと対話のイメージ 

  

 【肝臓の数値について】 
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 今は仕方がない。 

 まだ仕事に慣れていない。 

 慣れてきたら落ち着くだろう。 

 余り大した事はない。 

 体が過敏に反応している。 

 それよりも、体重が重過ぎ。 

 こってりしたものの食べ過ぎ。 

夕食を早目に食べて、消化する時間を持つ

のが大事。 

 運動をする時間もない。 

 

【その他に知っておくべき事は？】 

彼が結婚したら、良くなる。 

 それほど心配しなくて良い。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【時どき神社に参拝するが、ご縁のある神様は？】 

弁財天様。 

関わっている。 

 

（姿をイメージ） 

綺麗です。 

ふくよかで。 

風に衣がたなびいている。 

 

「幸せで、豊かで、あなたの様な女性になりますよ

うに」。 

 

 

 弁財天との対話のイメージ 

 

いつもこの人（クライアント）が来ると、

分かっている。 

 深いところで繋がっている。 

 

 【今生の前から知っている。】 

 ずっと昔から。 

この人は、愛と美と豊かさを持って生きて

いる人です。 

 99 % それができている。 

 私はいつも見守っている。 

 

 【何か伝えたい事は？】 

自分を信じていれば大丈夫だし、その自分

の存在を大切にすれば、それで十分。 

その為の人生を今、歩んでいる。 

これからも、見守り、導いていく。 

安心して生きていきなさい。 

 

 

ボディ・スキャン 

 

松果体が活性化してきている。 

目の奥が少し疲れている。 

喉、少し詰まっている。 

腸をクリーンに保って欲しい。 

足の裏、ケアを大切に。 

丹田が曇っている。 

 

目の奥の疲れは、携帯の見過ぎ。 

時間を減らしなさい。 

 

喉の奥は、言いたい事を言っていない時がある。 

言葉に気を付けながら、もっと本当の気持ちを口に

してもいい。 

真実の言葉なら、誰も本当には傷付ける事は出来な

いから。 

丹田は、まだ動きたくないと言っている。 

言っているのは、本当の自分。 

何をすればいいのか分からない事が怖い。 

自分からは動きたくはない。 

 

【自分から動く必要はある？】 

ない。 
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動くべき時に決断をしたらいい。 

彼女は、もう、自分の直感を信じて、従えばいい。 

それで大丈夫。 

 

【丹田に“本当の自分”が居座っている事はいい事で

は？】 

そうです。 

曇りというのは、人からの批判を恐れているサイ

ン。 

でも、もう不必要。 

自分らしさを楽しめばいい。 

 

暗示 

 

【セッションでやり残している事はまだある？】 

いいえ、もうないです。 

 

 

チャクラの調整 

 

 

オーラの確認 

 全体がゴールドに包まれている 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セッション後のクライアントの感想など 

 

 

とき子様 

 

（略） 

お会いできて、その上思わぬ体験ができて、お茶まででき

て、しあわせです。意識の奥深くしまわれていた、様々なも

の達に光を当て、光に返せたこと、よかった✨ 

今からの変化、楽しみです。 

（略） 

 


