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「以前は、お金をなるべく使わないようにしていましたが、 

セミナーを受けて皆から 

お金が入る法則を聞いて、今は、お金をどう上手く使うかを考えて、 

節約よりは使うようにしています。 

なぜか、 

使っているのに前よりお金に余裕があるようになりました。」 

 

と受講生が言ってました。  

これ不思議に思われるかもしれませんが こういう体験をする人多いです。  

お金が汚いときらっていては入ってきません。 

こういう ヒエラル気受講生は多くいます。 

それを話していたら 

 

とあるかたに 

「ちありん法則いっぱい知ってるでしょう。 

 

愛場「知ってるというか 普通の事だけど」 

 

Ｍ「お金が入る法則もしってるよね・」 

 

愛場「知ってるよ、いくつか、 

   ただすべてを 伝えるのは無理かなぁ。 沢山あるし、」 

 

Ｍ「簡単なのでいいから おしえてよ」 

 

えっと愛場のＨＰに のっていますが 

 

たらいの法則にのっとってるので そちらを参考に見てみてくださいね、 

http://www8.big.or.jp/~aiba/healing/dislike/ 

 

 

お金がなくなるかも 減っちゃうかもと思うと  

 

減ります。 

ご存知の方も多いとは思うのですが 

 

お金は不安に思うと 逃げていく   
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という法則があります。 

 

なくなるかも と思うと なくなります。 

 

先日 とある社長（仕事はめちゃくちゃうまくいっている、儲かっている人です） 

 

最近大きな家を買って  

ＢＭＷ買い変えた。それもキャッシュで買ったのですが 

「俺さ 

お金がなくなったらどうしようっという思いが 

無意識にあるのに気づいたんだ」 

 

そうなんです 

 

（ポイントが無意識 なんです、  

 

えぇぇ。無意識？ 

そうなんですね 

 

無意識がほとんどを占めている 

だから厄介なんですが 

 

（無意識を知るには自分の言葉を聞く  

自分がどういう口癖を持ってるか探るといいです 

そのかたは 

今仕事がバリバリにのっていてここ２年右肩上がりになっているのですが 

数年前 しんどい時期があったらしい。一家でどうしようかと途方に暮れていた。 

でそんな時に 2年前に 愛場に出会い 

（ヒエラル気セミナーをうけ 仕事がみるみる激変していった  

 

さらにもっと上がろうと愛場瞑想誘導のコーチング  

個人セッションを受けてさらにあがっていった。 ） 

 

愛場がお伝えしている 宇宙法則を使ったら 

ここ２年どんどん業績が上がっていって、上手くいっている人なんですが  

現在同業者を出し抜いて ダントツに上がっているらしい。 

 

俺は成功はあたりまえなんだよと、豪語するまでになった。 

まわりを出し抜いてダントツトップだそうです。 
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（こういう報告を受けるのはとっても嬉しいです。  

彼は腰痛でセミナーを受け 腰痛が治り ついでに仕事の業績も数倍あがった。 

今度は世界規模で動くべく 頑張っている。 

 

で そんなにうまくいっている彼が 

 

無意識のマイナスの感情を見て言ったらそういうのがあった。 

あぁぁ こんなのがある。 びびりまくっていたが、 

 

「バカだよね、お金なくなったら稼いだらいいだけなのに、 

気がついてよかった。 

こんなこと思っていたら お金が入ってこなくなる。 

せっかく来月世界規模の ビックチャンスが  

 

あるのに、逃すところだった。 よかったぁ。」 

何十億のビックチャンスを逃すところだった。と 

 

とのこと、無意識でも過去苦労していたので 

それが心の奥底に潜んでいる事が多々あります、 

成功していても ここの奥にこんなのがあったら 一定以上 

上がらなくなる。 

 

心って怖いですねぇ。 

 

 

お金は嫌うと逃げていきます、 

（嫌ってないつもり の人もいますのでしっかりと自分の心にきいてみてください 

私はお金を嫌ってないだろうか 

心の奥底から好きだろうか？と 自分の心に質問をしてみましょう、（ポイント） 

 

お金は罪悪感を持つと 逃げていきます。 

 

お金は汚いものと思うと 逃げていきます。 

 

（だって汚いないんでしょう。 

お金さんは  

君の財布になんて はいってやらないよと 
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なるわけです。 

 

 

お金さんが 逃げるわけですね 

 

面白い事にそう思っていると  

給料をもらってもすぐに使う。 

 不要なものを買う  

↓ 

さらに 落とす人まででてくる 

 

その結果 同じ収入でも 残る金額が違ってくるのだそうです。 

 

「社宅に住んでいて みんな同じような収入のはずなのに隣の人はお金を持ってる」 

というのは 使い方が上手なんですね。」  

その方は数年後に家を買っていた。 

 

お金に対する感情が ちがう、 

嫌ってないから はいってくる。 

無駄なものを買わない、 

↓ 

残る となるわけです。 

 

この法則 

 

サラリーマンなら 

ならまだ いいが 

これが自営業だと 仕事がガタ落ちになる。 

 

（独立しようと思っている人は  

起業する前に お金のブロックや不安をとっといたらいいかも） 

です。 

 

お金のブロックと不安は違うの？ 

と 

聞かれそうですが 

 

 

はい 



♡♡☆♡ お金と仲良く暮らそう 人生楽々♡☆♡♡♡ ♡ 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ http://ameblo.jp/aibachiaki/ ☆☆☆☆☆☆ 

   http://www.healingroomai.com/     5 / 36  受講生向け無料テキスト 

ちがいます 

 

お金さんは 

はいる時も出る時も感謝していると 

 

自然に増えます。（お金は元々感謝を形に変えたものだった） 

 

お金は 

自分の心の奥のハートの悦ぶ事に使うと増えます。 

 

自分の心の声 悦ぶ事に 使ってますか？ 

 

お金を持っている人 いわゆる億万長者といわれている人達は 

 

お金は 

 

まず 

自分が悦ぶために（心の奥底の声を聞く） 

自己投資（自分が成長するために） 

使ってるようです。  

 

さぁ、きょうも自分のため使おうっと、 

(金額は少なくてもいいので自分に使う事  

 

今日は頑張った自分においしいチョコを 

ちょこっと でも ＯＫです。 

今日はよくやったから ビールで乾杯 でもＯＫです。 

 

この時のポイントは 

ご褒美だぞーと しっかり 自分に言う事です 

 

（脳に覚えさせるんですね 自分のために 自分のハートが悦ぶために使ってるぞと） 

 

 

さらに法則もう一つ 

 

 

お金は感謝する人の所に集まる習性がある。 
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お金は罪悪感が少ない人の所に集まる傾向がある。  

ようなのです。 

 

ビルゲイツとか世界のお金持ちでないかぎり お金のブロックは持っています、 

もしなかったたら 

何百億とか の単位を持っている事になりますから、 

 

ほとんどの人があるわけです。 

 

ブロックはないと言い張る人がときどきいますが 

素直にあることを認めたほうが 今後お金がはいってきます。 

 

ブロックないよといっていると  

君はもう充分なんだねと 脳が理解し お金が回ってこなくなります。 

 

もちろん 

私愛場も例外ではありません。 

お金のブロックありますよ、 

１０憶といわれると びびる  さすがに 

 

東京に住んでいるので１憶ではびびらないが、 

（東京だと本当に家だけで小さくてもこのぐらいでも一億ぐらいしますから） 

先日 1800万のピンクダイヤが売っていて、いいなぁと思ったけど  

ため息をついてながめていた、  

宝石に８ケタは出せない、いくら大好きだといっても 買えない、 

で 小さい小さい 0.1カラットのピンクダイヤを買いました。 

普通のダイヤよりも ピンクダイヤは高額です。 

 

ブロックあります。 ☆桁のダイヤモンドなら買うぞと 思える   

買うために頑張るぞと 思える範囲ですが それを超えると 

単に眺めるだけです。（ブロックですよね。世の中にはこういうのをポンと買う人が 

いるんだろうなぁ、と 思ってみてるだけです。） 

 

欲しいな 買うぞという自分ごとになれないのです。 

金額が多すぎて、 一千万の指輪 は無理だわ、と ブロックになります。 

 

愛場はダイヤモンド大好きなので買うために頑張る 

自分へのご褒美に買う モチベーション アンカリングのために使っています、 

自分はダイヤのように輝いている存在を 強調するのがダイヤモンドです、 
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（天然の石にはパワーがあってダイヤが一番のパワーストーンだと知っているので） 

タンザナイトや グリーンガーネット、ピンクトルマリン、パライバトルマリン、 

ピンクサファイアなども大好きですが まわりに小さいダイヤが必ず入ってるのをつけて

います.(カラットは重さを表すため大きさとは限りません、カットによっても石によっても

重さは違います。大きいほうが パワフルですが小さくてもパワーがあるのもあります) 

 

宝石がいくら大好きでも １０００万、２０００万の指輪は 買おうと思えない、 

凄くいいもんだったんだけど いいなぁ、でおわってしまっている。 

これは紛れもないブロックです。 

（お金にはキャパがある それぞれ人によってキャパは違う） 

 

愛場は お金に対する不安はほとんどない 

 

でも ブロックはある  

 10億は怖いです、 

自分がいくらでビビるか知っとくといい  

お金にはキャパがあるから、どのぐらいか 明確にしておくといい。 

 

自分のお金のキャパ を知ると 増えてくる 

明確になっているからだそうです。 

最初は少なくていいのですね、 

まずは明確にして少しずつ増やしていくといいです。 

 

 

（いくらからが ブロックになるのか 金額が多い少ないではなく  

自分のキャパを知っておく必要があります、 

ここで 深呼吸をして いくらなら怖いだろうか？と自分にきいてみましょう。 

 

愛場が 

お金の不安がないのは 

 

潜在意識に奥に探っていって 

「超マイナス思考になり 一度考えてみたことがある。 

 

もしもお金がなくなったら、という設定で 想像をして 文章を書いてみる。 

 

えっと、バイトで時給００円で働く、しんどい生活 都内にある 二つの家を売り払い、、 

とかいていって  
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笑いがでた。 

 そんなことが起こるわけがない、  

 

たとえ家がつぶれても土地は自分のものだし ローンがあるわけでもないから又 

たて直したらいいし  

借金して物買わないし、  

 

だめだリアリティーないわ  

家を売ることはないだろう。まして全部家を売ることはないないない、 

（いくつもってるんだよーって 多分 もらえる事になっているらしい 埼玉と日光を含

めると４つです。勝手に取らぬ狸の皮算用しているが もらってもらわなくてもどっちで

もいいので ） 

 

書き出しで 

他の人が 

どよよーんとなってるなか 

 

笑い転げた。 

 

（愛場はお金がなくなることはないという 信念を持っている事に気がついた 

信念というのは無意識の中にある 

普段は気付かないことが多い 

だから この時までわからなかったのですが 

 

お金に対して 

自分はどういう信念を持っているか  

自分自身に質問をしてみましょう。（重要） 

私にとってお金とは０００なもの（文章をいくつかつくってみましょう） 

 

これがネガティブだとお金が入ってこない可能性があるため 

じっくり時間を取って書いてみよう。 

 

(ここで実際に手を休めて 書き出してみましょう、) 

 

どうせ私の所に入ってこない 

はいってきてもすぐなくなってしまう 

では だめ 

 

（自分がお金に対してどう思っているか一度認識をして 
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そこから 変えていく（アファーメーション等で） 

 

これが 鍵ですよ、と ある人に言われた 

 

はぁ？ 

「愛場さんはお金の不安はないですね。」と 

 

これは本当に 父親のおかげと瞑想のおかげだと思う（瞑想がキーワードです）、 

（お金の不安が取れる誘導瞑想も販売していますが http://www.healingroomai.com/shop/ 

誘導 CD を買っただけで 6 けた引き寄せた人もいた、ヒエラル気受講生対象に行っている

瞑想セミナーではセミナー後は 2週間以内に 数名が 6桁 7桁引き寄せたそうです。） 

 

瞑想でどうしたら入るか聞いたらいい 

そしてその行動をしたらいいだけなのです。（瞑想で皆の体験談は最後に載せます） 

 

お金がなくなるかもと思ったことはない、 

 

（ただ基準が低いのか 何十億はいってくるという感覚にはなってない、 

それがブロックなんだと思う。何十憶あってたって何に使うのか明確になってないからは

いらないのもあるのだけど、） 

 

お金の不安がある人は 取ってくださいね、簡単に取れます。 

 

愛場の信念 コピーしていいですから 

 

信念は セミナー会場で使っている秘密兵器で アファをすると 変えることも可能です。 

どんどん変えていってください。 

 

お金は単なるエネルギー それを心の奥底に落とし込むといいです。 

 

 

お金の不安は 

実は 

 

収入が多い 少ないに 関係ないらしい 

 

 

知合いのお金持ちの方に 

お金に対する不安が強い人がいて 
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年収 一億稼いでいる人だそうだが 

常に 節約生活をしている 

 

不思議に思った。 

 

 

聴くと相続税が大変だから 今から節約している 

親が死んだら、たくさん払わないといけないから だった 

はぁぁ？？ 

 

その方のお父様はまだ６０歳 

あと２０年 ３０年生きると思うけど、、、 

それ って早く親に 死んでくれという事なんだろうか 

いやー 

なんかなぁ、悲しい気がする。 

 

今の親は元気だからあと２０年 ３０年生きるってば 

その２０年を お金があるのに  

節約の生活をするのだろうか 不思議だ 

 

私ならあの位の年収があったら豪勢に使って楽しく過ごすけど、 

年収１億ならどうして そんなに節約するんだろう、 

大好きな宝石も買えるのに、と思ってしまう。 

 

一億かせいでいるなら 相続放棄したらいいのに 

 

と思うのは私だけ だろうか？ 

 

だって自分でそれだけ稼げるならいらないじゃない 

と愛場はおもったが。 （それをいったら怒鳴られた  

もらえるものはもらわないともったいなでしょう、と、、、） 

 

はぁぁ（この感覚私には理解できなかったのですが） 

 

でもさ、２０年間節約して相続をして 

沢山のお金をもらっても 

 

この２０年の時間  

時間がもったいないと私は思うけどなぁ、、 
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時間のほうが大事だと思っている （愛場の価値観） 

愛場は健康第一 

そして 楽しい 充実感が先でお金は何番目か？ 

 

 

（お金は失っても 取り返せるが 

 時間は取り返せない 

 

今からタイムマシンにのって高校時代に戻る事なんてできない、 

あの楽しかったころに戻ろうは できない。 

ドラえもんがいれば別かもですが。 

時間は 取り返せないので 大事だと思う。 

 

お金は 損しちゃった、命まで落とすわけじゃないから また頑張って働こう 

→取り戻せる もっと増えることだってある。 

と思っている。 

 

愛場の価値観なので おしつけませんが。 

 

（実は相続税のために節約って思っているお金持ちが 以外といるんだそうです。 

それって つまらない人生じゃないかなぁ 

 

第一 心が豊かじゃない気がする。 

これで心が貧しくないのだろうか？ 

お金があっても心が貧しかったらいやだと思う 

 

心も豊かでないと、 

 

私の ひがみ ではなくて、、 

 

愛場は欲しいもの我慢せずに 買うことが多いです。 

節約しないです。あまり、 

（できないんですね、我慢が苦手なんで） 

 

好きなものを買って、（我慢してストレスためるのが嫌なんで） 

 

心が 豊かだと  

自然にお金もはいってくるんだそうです、 
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それもいいエネルギーで充実感を伴って、 

 

  

（多いから幸せ ともかぎらない  

少なすぎると金欠病という病気になるそうですが） 

 

（相続してもらえない 愛場のひがみかもですが 

親には子どもに残すな いらないから全部使え どんどん遊んで来い 

といってるので７０歳を過ぎても 親は海外に飛びまわっている。 

 

（相続税がかかるほど ないですけどね。 （笑） 

 

自分で稼げると思っているので 親のお金はあてにしていない 

（って充分もらったので 今さらいらないと思っているのもあるんだけど 

 

親からもらったものは  

お金もだけど（教育費そうとう使ってもらった。塾に週１０日行っていた子供の頃） 

それ以上に 

 

生き様 を教えてもらった。 

 

そっちのほうが 重要だと 思っている。 

 

（もらったお金はいつか底を尽きるけど 稼ぎ方をきいたらいつでも入ってくる。 

これが 知合いのお金持ちの信念です。歯医者やってるんですけどね、 

 

ちなみに 

人のために頑張るとお金は付いてくるそうです。 

私は お金に困ったことがない （余ってはいないが） 

 

普通に 生活しているし 借金もない 

 

買えないものは無理してかわないから 借金ないんですが、 

（収入以上のものを買わなかったら普通に生活できる。 

父親にローンは組むな と教えられ 家もキャッシュで買った次第でして 

（そうとう税金高くついてしまいましたが これは失敗だったかも 

５年ぐらいローン組むほうがいいのかもしれません。） 

 

海外旅行も年に数回 いけるし 欲しい宝石も買っている 
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満足している。 

お金は今を満足すると はいってくる 

 という法則もあります。 

足りるを知る。だそうです。 

 

 

国民総幸福量 がダントツトップの国が 

ブータン 

こういう図にすると 国民のほとんどが１  

だという 

 

これって素晴らしいことだと思う 

 

日本人で幸福感 高い人どれぐらいだろうか 

１、もしくは２にいるなと思っている人  

どのぐらいいますか 

１，２ で充実感 幸福感 の多い人生を 

歩みたいものです。 

 

ちなみに 

 

（幸福感があるが経済的には豊かの度合いが低い １ 

（幸福感があって 経済的にもある程度豊か ）２ 

でないと ハッピーとはいえない 

 

４ お金があっても 幸せの度合いが低い のは 嫌だなぁと私は思っています。 

 （経済的に豊かだが 幸福度が低い ） 

 

３は 絶対ダメでしょう。お金がなくて幸せ度も低いのが 3 

３の人がいたら 今に満足をしてみると瞬時に１に行けます。 

今持ってるものに 感謝してみましょう。 家族のつながり、健康 

雨露しのげる家があること。 なんでもいい、 

幸福度 は心の問題です。文句を減らし 今を満足する 

そうすると２に行く可能性が出てきます。  

 

１から２に行くには法則を知る必要がありますが  

 （それはセミナーなどで伝えているのでこちらでは省きますが） 

１の方（満足感を持って生活をしている方は比較的楽に２に行けます。 

（１は幸せ度が高くて収入がまだ少なめの人 上の表） 

 

 

 

 

http://ameblo.jp/aibachiaki/image-11193367596-11856222561.html
http://ameblo.jp/aibachiaki/image-11193367596-11856222561.html
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お金のキャパは 本物を見ると広がっていきます。 

博物館 美術館に行く  

本物を見る 

 

 

お金の不安は 自分の心との対話 内省法を 

してみるといいですよ、 

 

 

お金は単なるエネルギー 道具にすぎない 

不安に思ったって増えるわけじゃないし（減る事は多いにある） 

不安に思って減ってしまうなら 思わないほうがいいわけです。 

 

 

だったら思わないほうが得だと思うが 

不安を取るのは 呼吸法でできます、 

 

お金はまず貯金だよというかた 

 

これ 実は 落とし穴があります。 

それは 

貯金の理由 

 

なぜ貯金するか が 

とっても とっても大切なのです 

 

意味なく貯金してもだめです 

逆にためたお金を 変なものに使ってしまうこともあります。 

（宇宙法則を知らないと） 

 

「お金が入ったらどうするの？」という質問に 

ある人「貯金します」と答えた人がいた 

 

愛場「貯金して何するの？」 

 

ある人「イザ という時に使うために貯金します」 

 

愛場「イザってどんな時？」 
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ある人「えっイザは イザですよ。例えば病気とか けがとか 事故とか、 

    色々あるでしょう？」だった。 

 

 

つまり  病気や 事故に備えて貯金をしているわけ？ 

 

そんな人生が楽しいんだろうか？う～ん 

このような人を時折見かけますが、  

そんな人生で納得がいくのだろうか？ 

 

「だってイザっていう時があるかも知れないじゃないの。人生何があるかわからないよ。 

明日事故に遭うかも知れない」と、言うかも知れませんが 

http://www8.big.or.jp/~aiba/healing/dislike 

たらいの法則。 

を知ったら、そんな事思いすぎないほうが人生がハッピーに過ごせます。 

心配をすると 心配しながら心配事が心配の種を連れてやってくる。 

これでは困ります。 

 

たらいの法則というのがあって 自分の思いが人生を作るという法則 

 

つまり事故や病気を想定して  

それに備えたお金を蓄えておくと  

 

そのために使うことになってしまいます。 

もしも事故に遭ったらどうしよう、困ると思っているから 

事故や病気を引き寄せてしまうのです。 

 

私の学生時代の知り合いで親が離婚をした。その時の親は大変だった。 

離婚してお母さんが貧乏になったのを見ていて、 

離婚はお金がかかるんだと子どもの時に思ったそうだ。 

そして離婚しても大丈夫なように貯金をしておこうと小さい頃から思っていたそうです。 

彼女の口癖は お金があったら離婚をしてもいきていけるから、だった。 

そんな、学生時代からそんなこと言ってたらどうなるか、と思っていたら。 

彼女が結婚をして 

 

やっぱり数年後に離婚をした。 

彼女は「ほら貯金していたから離婚しても困らなかったの」と 

http://www8.big.or.jp/~aiba/healing/dislike
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得意げに言っていたが、 

もし、彼女がたらいの法則を知っていたら 

「離婚を前提としないで、 

素直に幸せな結婚生活をずっと送る」 

事ができたんじゃないかなと思います。 

子供時代に作った 変な思いのせいで 離婚をする羽目になったのでは 

ないだろうか？ 

 

思いが人生を創るという法則を否定しても知らなくても生きていくことはできます。 

これは彼女が離婚を引き寄せたに違いないと 私は思っていますが、 

離婚はいけない事ではないと思う。離婚をしたほうがいいケースも多い 

でも最初から 結婚前から離婚を考えなくても（無意識含む）いいと思う。 

（余談ですが、 

親が離婚をしていると、意識に離婚が入っているので  

無意識に、 離婚を前提として結婚をする人が多くいるようです。 

そんなはずないよというかもしれませんが、 

 

もちろん意識して離婚を前提に結婚するひとはないでしょうが、 

でも無意識だから厄介なのです。 

 

一人でも大丈夫なように、いざというとき用に貯金、 

こんなことは幸せな結婚をする人はしません。 

一生添い遂げようと思ったらするだろうか？ 

しっかり自分の前提を見る必要があります。（無意識なので気付かないことも多い） 

「私は一生一緒にいる前提でこの人と結婚するだろうか結婚前に自分に聞いてみるのも

いいかもしれません。心を落ち着けてきいてみると無意識が答えを出してくれます。」 

 

もちろん親が離婚した人すべての子供が離婚をするわけではありません。 

絶対幸せな結婚をして（結婚がゴールではない。スタートにすぎない）幸せで一生 

いるぞと、決めたたらいい。「幸せな結婚生活を一生送る」としっかり心の奥に 

焼き付けたらいいのです。これお勧めです。） 

ただ、 

幸せになるレシピがあるなら使ってみてもいいのではないかなと思います。 

無知は損するんだと ある師が言っていましたが、心を閉じないで 

オープンにして聞く耳を持つことも大切です。 
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同様に癌保険も「癌になったらどうしよう。お金がかかるから入っとこう 

という思いで入ると癌を引き寄せてしまいます。 

（がんになっても大丈夫、というのはガンになることを前提としています。それよりも予

防をしているからならないよという前提で行動をしたほうがどれだけいいでしょうか） 

 

安心料で、知り合いが保険屋さんだから寄付してあげたのよと思っている人は、癌を引き

寄せることはめったにないと思います。 

意識 思いが人生を創ります。 

だから癌になったら困るからと癌になることを想定して考えすぎてしまうことは 

おススメしないわけですね。 

 

貯金をするなではありません。 

 

大事なのは 

 

☆貯金の目的☆（明確にする事が大事） 

 

「旅行のための貯金」や 

「かっこいい新車、快適な新車を買ってリフレッシュしたい」 

「快適な家を買って人生を楽しむため」 

「仕事をリタイヤーして老後を楽しむための貯金」 

「もっと成長したいからセミナで―パワーアップし充実した人生を送る」 

というように 

明確になおかつ楽しい目的を持ってくださっていいかと思います。 

 

人生を楽しむために貯金をしていた 

それがたまたま 

災害にあいそちらにあてる事になった 

そういうこともあるかもしれません。 

でも 最初からいざという時を 設定して  

貯金をすることはないのではないでしょうか？  

 

(人生を楽しむための貯金 としておいたほうが事故や病気を引き寄せる確率は低くなり

ます。 同じ貯金ならどちらがいいでしょうか？） 

 

 

ようするに 
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貯金する前提を 人生を楽しむため とするといい 

ということです。「いざという貯金」ではなく「お楽しみ貯金」 

 

１億円あげよう でも戦争をしている国の地雷の下に埋まっていて 

 その国でしか使えないんだけど、と言われた時に欲しいと思う人が何名いるだろうか？ 

それよりも自国の日本の１０万円のほうがずっと嬉しいと思うのです。 

 

つまりお金が欲しいのではなく お金という道具を使って  

快適な家が欲しい  

かっこいい車が欲しい  

自己成長するためにいい学校に行きたい  

見聞を広めるために、リフレッシュするために旅行に行きたい 見聞を広めたい 

素敵な服が欲しい、気にいった服だと仕事の効率も上がるし輝ける。 

素敵な家具や調度品が欲しい、いい家具だとリラックスでき、いいアイディアが浮かぶ 

など、 

お金はエネルギー 楽しく使って循環すると経済が潤うそうです。 

 

お金があったら飾っておくという趣味の人がいるかどうかわからないですが 

知り合いが火事で家が燃えた。箪笥貯金をしていて沢山お金があったのにと、 

我慢して欲しい物も買わないでいたのにバカみたいとぼやいていた。 

それはつまらないですね。 

 

ちなみにバビロンの法則では 収入の１割を貯金するといいそうです 

借金をしていても少なくも まずは１割（１割が無理なら５％でもいいそうです） 

（借金をしている方は 1割貯金、2割で返済、残りの 7割で生活をするんだそうです） 

そのお金を１０年使わないでいるとどうなるか、 

「バビロンの大富豪」の本にかいてありました、 

バビロンは市民全体でそうやって皆が巨富をなしたそうだ、 

本から一部を抜粋してみると(表現が古いですが) 

この本は「バビロンを発掘したら粘土板が出てきた。それを解読したら借金返済の記録だ

った。この時大学教授が借金で生活苦だったので、この粘土板に書かれたとおりにやって

みたら借金を返済でき、さらに貯蓄までできたという お話です。 

良かったら読んでみてくださいね。 

この 7つの知恵というのが本にかいてあって、抜粋しますね。 
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バビロンの大富豪 富をもたらす黄金の「７つの知恵」 

 

将来の資産と家族の財産を築くために最低でも収入の１/10を貯めるならば黄金は自ら進

んで しかもだんだんとその量を増やしながらやってくるだろう。  

 収入の１/１０を継続的に蓄えこれを懸命な投資に回すものは誰でも確実に財産を作ることがで

きる、貯めれば貯めるほどたくさん入ってくる、ためた金はさらに稼いでくれる、稼いだお金がさら

に別のお金を稼ぐ 黄金法則の作用だ、 

 

自分の欲求と必要経費とを混同するべからず。私たちが必要経費と読んでいるモノは、自

分で気を付けていない限り、必ず収入と等しくなるまで大きくなってしまう。お金を使う

ときには、それが 100%使う価値があるものでなければならない 

予算をくんで、欲しいものをならべ収入の 9割でまかなえないものはあきらめる。 

たまった黄金が更なる利益を生むような働き口を見つけてやり、家畜の群れのごとくふやせる、懸

命な主人となるならば黄金は 勤勉に働いてくれるだろう。 

お金というものは自分からすすんで働くもの、チャンスさえ与えれば自分からどんどん増えようと

する 自由になるお金を持ってる人間にはもっとも有利に運用するチャンスが訪れるもの時がた

つにつれてお金は勢いよく増えていく。 

黄金の扱いにたけた人々の忠告の元に黄金を投資するような慎重な主人であれば 黄金はそ

の保護の下から 逃げようとはしないだろう 

お金というものはまた慎重な持ち主にしがみつくもので軽率な持ち主からは逃げ出す。お金

を懸命に運用している人間に忠告を求めるものは自らの財産を危険にさらすのではなく 安

全に保持しておいて 常に増えていくのを満足して楽しむ術を身につけるようになる。 

自分の良く知らない商売や目的 あるいは黄金を守ることに長けた人々が認めないような商

売や目的に使われる黄金は その人間から逃げていくことだろう。 

お金を持ちながらその運用に長けていない人間からすれば最高の利益を生む運用先が他に 

たくさんあるように見える。しかしこうしたものは損失の危険に満ちていることが一般的で

懸命な人間が適切な分析をすれば利益を生む可能性は小さいことがわかるものだ。 

お金を貯めたがまだ経験未熟なのものが自分の判断だけを頼りに良く知らない分野の事業や

目的に投資するとその判断の誤りに気づく。しかしときすでに遅く、己の未熟さの代償を自

ら蓄えた財産で払う羽目になることもよくある。せっかく貯めた虎の子はお金を運用するの

にたけた人々の忠告に従って投資する人間こそ懸命ということ。 

ありえないような莫大な利益をうませようとしたり詐欺師の魅惑的な誘いに従ったり 

自らの未熟で非現実的な欲望に頼ったりするような人間からは黄金は逃げていくことだろ

う。 新たにお金を持つようになった人の所へは冒険物語のようなスリルに満ちた途方もな

い誘いが必ずやって来る。こうした誘いはあたかも貯めた虎の子のお金に、魔法の力を与え

ありえないような莫大な収入を保障してくれるようにみえる、しかし 巨万の富をいきなり

創れるというような計画のは裏に危険性が潜んでいることを良く自覚しその分野の賢者の 

言うことによく耳を傾けること。 

ノマシアの話あのところにあったルールー元手に損害を出さないこと、投資した金を回収で

きないようなものには投資しないこと 元手が拘束されるような危険は冒さないこと。 
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 まとめてみると 

※10％貯金―残りの 9割で生活をする。（何十年も使わない） 

 借金をしている方は 1割貯金、2割で返済、7割で生活をする 

  

 欲しいものと必要経費を混同しない。 お金を使う時はそれが 100％価値があるものを 

 欲しいものが収入の 9割以上のものは、諦めるか、待って貯めてからにする。 

 必要経費（食費、光熱費、家賃、学費）を払った上で本当に欲しいかどうかを見極める。 

 収入がない時は、我慢して少し待つことも大事。 

※「今が安いから早く買わないと、なくなっちゃう。ローン組んでも買わないと」 

と思っている方ちょっと待ってください。本当に必要なものなら、焦らなくても手に入り

ます。ご縁ができます。見極め、収入の範囲内で生活をする 当たり前ですが 念のため

に付け加えておきます。 

 

 増えた時に、運用をしっかり行う。聞く人を間違えると、損失になる。 

 儲け話などに乗らないように慎重。より慎重な選択こそが、大きな後悔から身を救う。 

 「幸福の女神」は行動する人間にしか微笑まない。 

「金貨がいっぱい詰まった袋か、知恵の言葉が刻まれている粘土板か。どちらか一つを選べと言われたら、

おまえたちならどちらを選ぶかな」 お金はなくなるが、知恵があればまたお金を増やすことができる。 

幸福ーそれは「労働の喜び」を知ること 

ということが書かれています。 

 

当たり前の基本原則ですが 念のため 

※支出を収入以下にする （ローンやまして、リボ払いをしない事、 

カナダ人が行うセミナーでアメリカでは６５歳以上の貧困者が多いと 以前聞いたことが

あった。当時はそんな馬鹿な、アメリカは良くいくけど、そんな話きかないと思っていた。 

（アメリカの親戚は歯科医で開業をしていたので お金持だったから気付かなかったので

すが,見てみると 貧困の原因が リボ払いにあるらしかった。 

定年退職すると、支払えなくなり、一気に貧乏になるらしい。 

年とって、働けなくなってからの貧乏は大変です。病気になったらどうするのか 

日本よりも 貧富の差が激しいようでした。 

 

リボ払いはしない。はお金がたまる最低限の鉄則です。 

もしも、している人は、やめるようにすること。 

にこにこ現金払い。カードは一括払い が基本です。ポイントという甘い言葉に乗らない。 

本当に今必要かどうかを じっくり考えてから買う。 

ATMの手数料（コンビニでおろさない、ついで買いと手数料の 2重の痛手） 

これら,最低限の基本原則は踏まえた前提で 話を進めていきますね。 
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お金に聞いてみました。お金を擬人化してみよう 

 

お金「君さー 

はいった時はにこにこするけど使う時にいやな顔するでしょう？」 

 

汚いと思っている人 

    「うん、だって なくなると悲しいもん」 

 

お金 

    「私たちは 使ってもらうために いるんだよ、 

   君たちが豊かな生活をするために いるんだよ」 

 

汚いと思っている人 

   「うんでも  少ないから豊かな暮らしなんてできないよ」 

 

お金「豊かじゃないから文句を言うんだね。」 

 

汚いと思っている人 

    「そうだよ・豊かだったら文句言わないよ。少ないすくないっていわないってば 

 

お金 

   「ちがうよ、君が文句を言うから 私たちは逃げちゃうんだよ、きみだって文句 

言う人のそばにいたくないでしょう。逃げたいと思うでしょう、それと一緒だよ」 

 

汚いと思っている人 

 「なるほど、そういえば、文句を言う上司のそばに寄りたくないと思うもんなぁ  

それと同じかぁ」 

 

お金「そうだよ。だって仕事したら入ってくるでしょう。普通に、」 

 

汚いと思っている人 

    「だって少ないもん。」 

 

お金「それね。文句を言ってるから不要なものを買ってしまって結果なくなるんだよ  

  同じ給料をもらっていても豊かに過ごしている人もいるし 沢山持ってるのにも 

かかわらず文句を言う人もいる、文句を言う人は沢山あってもいずれなくなる。 

だって私達文句を言われる所にいきたくないもん、 

いっときいってしまっても逃げ出してくるよ」 
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汚いと思っている人  

    「なるほど、たしかに多くはないけど 給料をもらっているんだし  

何とかやってはいける」 

 

お金「そうさ、もしもどうしても足りないと思ったら転職してもいいんだし」 

 

汚いと思っている人 

  「転職できる能力ないし、むりだよ」 

 

お金「それはお金のせいではなく 君が勝手に能力がないと勘違いして思いこんでいる 

だけでしょう。自分には能力がないとディスカウントしているだけで、 

思いを変えたらいいだけ。心の問題だよ。 

能力なかったら学んだらいいんだし、さらにいえば 

  能力があると 心の奥にインプットしてしまったらいいだけじゃないの、 

  （インプットについてはセミナーでもお伝えしています。） 

 

お金  「私たちは飾っておいても 意味はなさないんだ、紙きれだし 

    経済っていうのは皆が使うと まわる システムになっているんだ。 

   東北のために旅行をして お金を落としてあげるのだって復興の一つだよ」 

 

汚いとお持ている人 

    「君が紙きれなの？ お札は紙切れじゃないと思うけどそういえば素材は紙かぁ 

     そうだよな、あ。皆で楽しく使って回したら いんだよね、」 

 

お金「 川の水を止めちゃうと 水は腐って ボウフラがわくのといっしょだよ、 

 

お金 「私たちはすごいものでもなんでもない 便利な道具にすぎない。 

昔はお米で 換算していた、大名は何万石とかで お米の取れ高でしたし 

例えば 旅行 東京ー大阪往復３万のお米なんてもって歩けない 

   紙きれ３枚でかるーくポケットに入るから旅行に行けるんだし楽じゃないの」 

 

汚いと思っている人 

    「そうかぁ、お米かついで東京駅には行けないし行く前に倒れちゃう、 

 確かに紙きれだ、大切な紙きれではあるけど」 

 

お金「そうなんだ。私たちはエネルギー。君たちにおいしいものを食べてもらったり  

旅行をしてもらったり、自己成長してもらったりする、道具なんだ、レストランに

行って家族サービスしたら家庭も円満になるし、その道具が私たちなんだ、 

昔は物々交換だった昔 それが発達してお金に形を変えただけ、 
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お金「私たちに意識があるとしたら感謝して使ってくれたら また戻ってきたいって思う

もん。はいってくる時も 使う時もありがとうの気持ちもってくれたら  

戻りたいと思うんだよ」 

 元々は お金は感謝が形に変えたものなんだ、 

「レストランでおいしい料理を食べる ありがとう おいしかったよの気持ちがお金

になっている。 

 

汚いと思っている人 

    「なるほどわかってきたよ 

     じゃあ今日からお金に文句を言わなないで 感謝して使ってみるね、 

    だって君が全くいなくなったらご飯も食べれなくなってしまうしね   

    １円玉だってありがたい、１万円札もありがたい。どっちもありがたい、だね 

 

００００ 

私もお金が 沢山あって使い切れないということは言えないのですが 

ただ 法則を知っていて、お金に困ったことは今のところないので、 

アドバイスはできるかなと。。。 

 

受講生で借金抱えてる人とか アドバイスをさせてもらって  

その方が、このようにお金の不安を取って、お金のブロックを取っていくと 

収入が上がりだした。 

おーやっぱりこの法則は使えるんだ、と 

 

受講生がお金の不安が取れて お金に対する感情がいいものに変わってくると 

不思議とお金が入ってくる。 

サラリーマンなのに使ってるのに入ってくる、 

無駄なものを買わなくなったから不思議と残る 

こんな人が増えている 

 

 

面白い法則に気付いた。 

お金がない人はたいていは お金を嫌っている。 

お金に罪悪感を持っている。 

そして知り合いの お金持ちたちは 

お金がある人は罪悪感がない。 

お金にいい感情を持っている、 

 

つまりお金にいい感情を持つ事が 鍵なんじゃないか 

お金にいい感情を持てたら お金の不安がぐっと減る 
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そのぶん 悦びの多い人生になる ということでかかせていただきました 

受講生はお金のコミュでも実験をしている 内せいほうをしてもらている 

 

お金に ありがとうを言いながら使うのも有効です、 

ただいうだけよりも自分ごと化するといいですよ。 

 

  お金に対する感情 想いをプラスにしておくのもいいかもです。 

 お金と仲良くする。お金にいい感情を持つといいそうです。 

ある方がこんなことを言ってました。 

 

「私はお金に聞きました。お金さん あなたどんな人が好き 

 喜ぶ人が好きって。お金が入って来たら、絶対みんな喜ぶ 

今度出す時にね、もう渋い顔して出されたらね、もうこっちには行きたく無いと思うって。 

お金は回りものだから、そちらに入って行かない。 

 だから（お金が）出て行く時に、 

 

さあこれが日本経済を潤して、ひいては世界経済を潤して来い、 ガンバレ～と言って出し

てやる。 

 そしたらそれはね、回って来るんですよ。そしてあなたに報告に来るのよ。 

あっちに行って、世界を回って、目指すは号令掛けてきた所。あなたに報告に来るのよ。 

 

私達も頑張ってねと言われたらその人の所に、出世したら、お土産持って行きたいじゃな

いですか。お金だって一緒ですよ。」 

 

お金の感情 参考例 

 

お金への感情も成功するかしないかのカギだそうです。 

 

私は 

幼稚園のころから月末に職人さんがいっぱい集まる。 家庭だった。 

母が御苦労さまとお酒を出していた。  

昔は給料は現金だった。  

 

父親が「こんなに稼いだんだよと 百万円の束を持たせてくれたの  

が５歳とか６歳、今の百万ではなく当時の百万なので いくらの価値があるか？  

今から 数十年前です。 

 

お母さんが給料 10数名の分を数えていてそれら全部だと相当のお金になる、  

ちあ「一つの束で何枚あるの？」  
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 「100枚だよ、百枚でくくってるんだ、」  

 

お―これが百万の束だぁ、と思ったのが幼稚園の頃だったか  

「これだけあったら一生分かなぁ」  

「あらそれだけでいいんだ、あげるよ、あらじゃあ今すぐあげるわよ  

一束もっていきなさい、これで一生なら楽だわ」と母が 束をくれた、  

びびりましよ、幼稚園児ですから 5歳だったか  

今の百万ではありませんから、  当時はいくらの価値があったのだろう？ 

 

でも 持たせてもらてすごくうれしかったのを覚えています。 

（すぐに返しましたけどね。もらっとけばよかった？ かも？） 

 

100万じゃ一生じゃないんだ。一生っていくらなんだろう？  

もっともっといっぱいなんだぁと 幼稚園で思った。  

一生って百万の束のもっともっともっと 沢山なんだぁ 

と札束を想像し わくわくしていたものでした 

（５歳の子供の想像力はたくましいですから。 

ちなみに そのとき 三匹の子ブタを見て レンガの家がいい 

茶色いレンガがいいーと おもっていた 気がついたら 今自分はレンガの家に 

住んでいた。ああそいえば子どもの頃、レンガの丈夫な家がいいなと思ったよなぁと 

思い出しました。） 

 

このお金が面白くて 仕事したら入ってくるんだぁと生で見ていた。  

面白いんで。お手伝いする~と言って  

 

で給料を封筒に入れるお手伝いをしました。 やりたい～って  

当時の聖徳太子さん（一万円札）を数えるお手伝い、 

間違えないでね、といって従業員さんのを数えた。  

（妹は 小さかったから小銭を数えていた。私は一万円札だった。 

ここで収入の違いが出たとある人に指摘された。子供時代の体験 怖いです。）  

 

幼稚園で十枚 20枚 30枚と数えていたわけです、で、  

人によって枚数が違う。  

 

素朴な疑問がでてきて 

父親に 

「どうして人によって金額が違うのか」をきいたのもこのころ  

 

で単価も書いてあって 掛け算を習っていた時２年生で 
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単価×日数をみて どうして人によって単価が違うのかも不思議で父に聞いた覚えがある。  

 

「仕事ができる人と出来ない人だよ。」といわれた。  

同じ仕事でも単価も違うんだと思った覚えがあった。  

 

「どういう人が多い人なの？」  

「人が見てないところでもまじめに手を抜かないでやる人」  

「一生懸命な人」  

ふーんそうなんだぁ、  

「真面目かそうじゃないかの差だ 

ただ、まじめだけじゃだめだけどね」 

「どうして？」 

「いわれたことしかやらない人はダメだよ。応用きかにし」 

「ふーーーーーーーーーーーん」 

「一を聞いて１０を知るぐらいだといいんだよ」 

 

で自分は単価が高いほうになろうと思ったのは 7歳だったか、 

 

（子供って好奇心の塊ですからねぇ、 子供時代こうしてお金に興味を持っていた。 

 

幼稚園時代 本物のお金をおもちゃ感覚で楽しく触っていた 

だから罪悪感がないのかもしれない 

  

え幼稚園児にお札なんて触らせないよ 

と友達に言われ 

そうなんだぁ、うちでは触っていたよなぁ。 

父が毎月 触らせてくれていたもんなぁ。札束を、 

そのあたりも 影響があるのかもしれない 

 

（母親に確認を取ったら お父さんはこんなに稼いでるんだよと さわらせてたわよ 

 

なんでかわからないけど、お金はうれしいもの というインプットが 

子供時代からされているんだと思う。 

（おかげでお金に困ったことがないので ありがたいですが 

こういうインプットをしたら お金に困る人はいなくなるのではないかと思う。・ 

 

お金に対する罪悪感を減らすと 成功しやすいのだとおもう、 

 

ちなみに幼稚園で百万の束を持つのは当然とおもっていて 
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意識になかった。で何かの話で 凄いといわれて 

 

え？それってすごいことなの？と気づいた。 

商売をしていると普通に見てましたから、 

 

 だからお金に対する罪悪感ないんだぁ 

 そういえば 

 MIC「君にとってお金はどういうものか」 

    と コーチングの時 外人講師にきかれた。 

 

 え？ほらマイク持ってしゃべってみて 

   「えっといつもある。 小さいころから触っている。」 

 MIC「お金で困ったことは？ 

   「生まれてから お金に困ったことはない。いつもそばにあった。 

あるのが普通だったし 

    多分これからも一生困らないと思う。」 

 無意識から出た私の言葉だった。お金はいつもある。自分でも意外だったが。。 

 講師「君の信念はそうなんだね」 

 

    「信念？ああそうなのかも、いやー特にお金で考えたことはなくて  

     お金は後からついてくる 

    仕事したらついてくるからとおもっている」 

 

頑張った結果がお金になると思っている。 

（あとで聞いたのですがお金を追う人はお金ははいってはこないんだそうです。 

無意識にこれを知っていたのですね。多分父が自営業だったからだと思う） 

 

 ああそうなの～と  ざわめきが起こった、 

 え？皆は違うの？ 

このセミナーは７０万で、初級コースと合わせると１００万かかる。 

これだけ出している人たちなのに お金に不安があるなんて  

逆にびっくりした。コーチ養成認定講座での出来事だった。 

（ マイケルボルダック認定コーチでもあります。） 

 

  （この時まで 当たり前と思っていた。欲しいよと言えば親が何でも買ってくれた 

  買ってくれないとデパートで泣きわめくから恥ずかしいから全部買ったのよ 

と母は言っていた。 

欲しいものを買わないで （買ってもらえないで） 

我慢した 記憶がほとんどない。 
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これも 

お金の不安がない 要因の一つかもしれない。 

 

 幸い私は 両親がお金がなくて喧嘩をしているのは見たことがないのですが 

 子供時代に親がお金のことで喧嘩をしているのを聞くとブロックになって残ってしまう

そうです。（たとえなくても子供の前で喧嘩をしないほうがいいです。） 

もしも 子供時代そういうのを見てきた人は、 

 

 

あれは過去  

今の自分とはちがう、そこからマイナスの感情を引きずらなくていいと 

しっかり自分自身に言い聞かせると いいかと思います。（心に焼き付ける） 

 

子供時代がしんどかったからお金が入ってこないわけではありません、 

むしろ反骨心がばねになってお金が入ってくる人も多いのです。 

子供時代貧しかった。絶対お金持ちになるぞと決めて お金持ちになった億万長者は 

多いと聞きます。（反骨心がばねになるから） 

 

過去がどうであれ 

  お金に対する感情 想いをプラスにしておくのもいいかもです。 

 

 お金が汚いときらっていては入ってきません。 

 お金は エネルギー 

 おいしいご飯を食べるために 

 楽しい旅行に行くために 

 快適な家に住むために 

 楽しく勉強するための学費に 

 自己成長してさらに充実した生活をするために 

 その道具ですから 

 楽しく使いましょう 

 

 お金は楽しく受け取り楽しく 楽しく返すことがポイントです。 

 受け取る時も 出す時もありがとうの気持ちを持つこと 

欲しいか欲しくないできめる、買えるか買えないかで決めない 

望むと入ってくる（という宇宙の法則を信じる） 

欲しいけど無理といってしまうと自分は買えないんだインプットをしてしまいます、 

買えるか買えないかはおいといて望む素直に望んで信じる。 

それがすぐに入ってこなくても時間がかかっても 焦らない、 

たらいの法則を上手く使えるとはいってくるようになります。慣れてくると 
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スピードアップしてきます。 

 

僕セミナー費用はパチンコ屋でゲットするといった男性がいましたが、 

必要なら入ってくる。今まで確立９０％だといっていましたが、 

（時間がかかるかもしれないが宇宙を信じてみようと思ってみてくださいまずは、 

これはセミナーでもお伝えしている事なのですが） 

信じられたら たいていのものは手に入ります。疑いを持たずに信じること。 

だから素直がカギになってきます。 

 

ハワイに行く旅費が欲しいと望む 

毎年海外でリラックスする時間とお金が欲しい。 

家族で００で団らんするための旅費が欲しい。 

ベンツで 高速を走りって気分爽快になるために車を買うお金が欲しい 

健康になるために塩をふんだんに使えるお金が欲しいでもいいし 

００のためにセミナーに出るお金と時間がほしいと望む（セミナーは手段） 

というかんじでもいいです。 

 

「コツは何でも叶うなら何を望むか」 

そして望んで素直に信じて（疑いを持たないこと 

そして心の促しに沿って行動をするこれが願望達成のコツになります、 

願望達成はセミナー時の二日目でお伝えしていますが こちらを落としこんでみてくださ

い） 

 

これだけなんですね、 

たったこれだけ、 

 

 

 

 

http://www.healingroomai.com/shop/ 

 

こちらから 瞑想（お金の不安を取る瞑想も買えます） 

 

こちらの瞑想でお金をゲットした方も多くいます。 
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ヒエラル気受講生 お金の不安を取る瞑想体験談 

 

「お金の瞑想で宇宙宝庫？のような白銀の光を放っている場所に導かれ 

え？え？という感じでしたが。 

両手で包み込むくらい大きなダイヤさんを「ツールだよ」 

と言われて頂いてきました！！でかい 」みきさん 

 

０００ 

 

お金はエネルギー、私のところにも、ちゃんと回ってくる。 

地球の周りをお札が回っているイメージが出てきて、自分にもお札がひらひら舞い降りて

くるようでした。しっかり受け取るイメージしました。これからは、何のために、どのく

らい必要か明確にしてお金を望むようにします。そして、喜んで使います。 

ありがとうございます。 Ｓさん 

００００００ 

 

お金の瞑想は、お金はエネルギーという事が、感覚としてようやく理解出来ました。 

お金さんはみんなの笑顔が好きで、あんなにぐるぐる流れているんですね 

瞑想セミナー初参加で、今回初めて、宇宙銀行を見て感動しました。 

はじめは宇宙銀行の前に、黒いゴミが沢山あって近づけなくて、 

「ゴミは何ですか？」と質問したら、 

「受け取れないという恐れ；お金はすぐなくなるという恐れ」 

などで、全部自分が作っていたものでした。 

受け取ると決めたら、私は受け取っていいんだ！とワクワクしたら、 

ニコニコマークのような扉が開いて、銀河のような渦が見えて、 

綺麗な手が出てきて、望んだお金を渡してくれました（笑） 

人によって、いろいろな宇宙銀行があるんでしょうね。 

たらいの法則で、ワクワクする事にお金を使ったら、もっと輝くために、お金さんが帰っ

て来てくれるんですね  Ｋさん 

 

０００００ 

 

お金の瞑想では、お金に対する不安を見たときに、漠然としているから不安なんだと分か

りました。 

何が欲しいか、何がしたいかを明確にすれば、（お金は入ってくるから）不安になることは

ない。 

目の前だけのことでなくても、人生のビジョンがはっきりしていれば、 

お金に対する不安もなくなる・・・みたいな感じですけれどもうまく言葉にならず、 

まりさんのシェアを伺った時に「そう！それ！」って、 
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誘導の最後の方で、上からキラキラ輝く何か（光？物質？？）が 

サラサラと私に振ってくるイメージがして、両手を広げて受け取りました。 

キラキラの何かを受け取っている感覚は消えていなくて、今思い出してもその時の感覚を

味わうことができるので、ちゃんと受け取れたんだなと思っています。 

 Ｉさん 

 

金は便利なもの、 

友達。⇒感謝されたら嬉しい。 

福澤諭吉さんが笑顔でウィンクして、 

「キミの笑顔を見るために僕はいるんだよ。」と言った。⇒楽しむことに使うのがよい。 

お金を貯めるために欲しいというのは NG。 

「○○がしたいから、○○が欲しいからいくらお金がいる」というのが本当。 

てんこ 

＾－－－ 

のお金の瞑想を行ったが、 

上の世界にあがり地球を見下ろした瞬間に、 

お金の流れが淀んで見え、思わず汚いと思ってしまった。 

「あぁ！！まだおかね汚いと思っている！！」 

その後、瞑想と続き、お金の循環の中に自分がいる瞑想を行い、 

豊かさを感じている人格の融合を行い、 

一日目が終了したが、 

この瞑想は毎日やると変わっていくと確信した。 

すばらしい気づきをいただきました。ありがとうございます  

けんちゃん 

 

宇宙空間に行ったときに、まさに無限の宝庫を 

見ることが出来ました。 

 

諭吉さんの中に入り、お金とはエネルギーだと 

やっと腑に落とせました＾＾； 

 

てんこさんのシェアのように、諭吉さん、 

とてもチャーミングでした。 

 

また、宇宙の原始のエネルギー、 

願望が形になって叶っていく様子も見ることが出来ました。 

 

欲しいものを明確にしている人の所へは 

どんどん願望やお金、あらゆる富が原子エネルギー、 
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隕石みたいに大きくなって、育ち、その人のところへ 

一直線！叶っていくのが見えました。 

 

また、明確になっていない人の所へは、 

逆に、原始のエネルギー体、 

隕石が育ってなくて、願望が達成されていないのが見えました。 

 

願望を明確にして、宇宙にお願いすることが 

いかに大事なのかわかりました。 

 

いくら欲しいのか、何のために欲しいのか、 

ハートが悦ぶ願望を明確に望んで、 

信じて待つ事が本当に大事なんだなぁと 

実感しました～。 

 

その瞑想をしてから、お金に対して心配するのが 

ばかばかしくなりました＾＾； 

安心、満足感があります。 

お金さん、宇宙さん、いつもありがとうございます。 

 

そして 瞑想のあと 

瞑想セミナーで、宇宙銀行を体感して、 

お金はエネルギーで循環している。 

巡っている、エネルギーだし、 

自分の所にも巡ってくるんだ～大丈夫なんだぁと 

実感し、腑に落ちました。 

 

そうしましたら、お金の不安がなくなりました。 

一日で、臨時収入が続きました♪  

５０００円 ９０００円 １０００円で１５０００円げっとしました、 

この調子で引き寄せます。 

まあちゅん 

 

お金とは何かの質問に、すぐに「エネルギー」「力」という言葉が思い浮かびました。そし

て、地球が一万円札のレイで巻かれていて、そのレイがゆっくり動いている映像が思い浮

かびました。それを見て「回ってる回ってる」と思っている自分がいました。 

お金もエネルギーで循環していることを実感しました。 

 

そして、福沢さんと笑顔で握手をしました。その笑顔がとっても素敵で、楽しい気分にな
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りました。 

その後、宇宙銀行のくだりはスカイプの声が聞こえず、宇宙銀行を見ることはできません

でしたが、1 億円くらいの束が落ちてきてそれをドンと受け止めたイメージが出てきまし

た。 

 

お金さんと友達になれることを実感し、瞑想後は不安がなくなりました。 

今は「必要なときは必要な分だけ入ってくる」と考えられるようになりました。 

かずえさん 

 

お金とは何か。ずばりエネルギーということが、ずどんと腑に落ちました。 

地球の周りには天の川のようにお金のエネルギーが流れている。 

自分の周りでも、はやいスピードで回っていることが実感できました。 

諭吉さんはいい笑顔でしたね。 

 

宇宙銀行のときは、大きく広げた両手にどさっとたくさんのお金が落ちてきた感覚でした。

そして、そのあと浮かんだ光景は、黄金の 

光に包まれた、高貴な身なりをした一人の男性。 

見た目は今の自分とは違うのですが「あ、これは自分だな」と分かりました。 

お金はエネルギー。使うときには楽しく使う。 

ということで、さっそく楽しいことにお金を使っています。 

 

だいすけさん 

 

瞑想セミナーで教えていただいたお金の瞑想と、お金のアファも、続けています。 

 

瞑想で、プレミアムセミナー代が欲しいと宇宙にお願いしていましたら、 

６桁の収入があり、プレミアムセミナーを受けられることになりました！ 

 

 I子さん 

――― 

ヒエラル気セミナーで教えていただいたお金アファを毎日続けています。 

そうしましたら、嬉しい引き寄せがありました。 

開店資金、自分でも貯めているのですが、 

このお金は余裕を持って貯めておきたいなぁ 

道具をそろえたりするお金が別に欲しいなぁと思っていました。 

 

先週の瞑想セミナーの時に、次の瞑想セミナーまでにそれらのお金を 

ゲットできるように宇宙銀行に頼みました。 
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そうしましたら、６桁の準備資金を引き寄せました。 

 

お金は感謝が形に変えたもの… 

強烈に実感しました… 

このアファと瞑想と、周りの人や客さまに悦ばれるように 

行動していきます。 

まりさん  

―――――― 

＊お金の瞑想  

お金の流れが、道になって現れるイメージでした。  

太くまっすぐな人、細くて曲がってる通りの悪い人がいて  

 

この違いは？感謝・信頼。  

生命のエネルギーと一緒とのメッセージでした。  

 

文句を言ったり「ほんとに入るの？」と疑うと流れにくくなる。  

 

お金はエネルギー。 

  

出す時も受け取る時も感謝だと、愛場先生が常日頃からおっしゃっていますが、 

  

まったくその通りだ！と実感しました。 

えつこさん 

瞑想セミナーには参加できませんでしたが 

瞑想の誘導を購入し、 

 

お金の瞑想を始めてから、まもなく、お金をひきよせました！ 

 まず、義父から、シティバンクに眠っている＄○○○○を、引き出すのが大変だから、 

 手続きしてくれたら、あげると！！ 

 なんと、瞑想を始めてから２日後であったため、びっくりしました。 

 ぜひ、引き出したあかつきには、家族みんなで高級温泉宿にいきたいと思います。 

  

次に、友達の結婚式の二次会。旦那と参加したのですが、くじびきで、５人しか当たらな

いのに、 

夫婦２人とも当たりました。かなりの確率です。 

 最近、ちょっと高いご飯を食べにいったり、おいしい高級お肉を食べたり、 

お金をバンバン使っていたのですが、やっぱり、楽しんでお金を使うと、必ず戻ってくる

ものですね。 

 これからも、楽しんでお金を使い、瞑想を続け、お金をひきよせたいです 
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H Tさん 

―――― 

受講生向け お金サブテキスト 無料配布  

いかがでしたか 

 

http://www.healingroomai.com/kyoumoarigatou/ 

お金のコミュ 瞑想のコミュのお金とぴ 

等にもっと詳しく かいてあります 

（ヒエラル気受講生専用 コミュ 受講生以外は見ることができません） 

 

お金の誘導はこちらから誰でも買えます。 

http://www.healingroomai.com/shop/ 

 

受講生から成功者をどんどん出そう の一環で シェアをしています。 

お金のはいるコツも素直が影響します。素直じゃないなと思う人は素直誘導もお勧めです、 

http://ameblo.jp/aibachiaki/entry-11231824859.html 

お金の不安が取れた人 お金のブロックや罪悪感に気付いた人も多かったです。 

 

瞑想の時に２週間以内 次回の瞑想セミナーまでにお金を引き寄せてみましょう 

と課題を出してみた。すると 

２０数名のうち ４名が６けた ７桁引き寄せたつわものもいた。成果が出ています 

瞑想セミナーのお金 １日で元が取れたといっていましたが、（笑） 

 

瞑想セミナー中の誘導の最初の部分です 

http://firestorage.jp/download/14e58bbfe09ebeae1822da2c9415167d17a29cd5 

パスワードは arigatoune 

 

続きが欲しい人は 販売しています。 

 

こちらから買えます。イヤホンで聞いても okです。 

 

 

お金の不安を取るワンディワークショップ は 不定期開催をで おこなっています。  

 

http://ameblo.jp/aibachiaki/ 愛場ブログ 

 

 

 

 

http://www.healingroomai.com/kyoumoarigatou/
http://ameblo.jp/aibachiaki/entry-11231824859.html
http://firestorage.jp/download/14e58bbfe09ebeae1822da2c9415167d17a29cd5
http://ameblo.jp/aibachiaki/
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お金の不安を取ると 心が豊かになります。 

心が豊かになると、自然にお金も入ってきます。 

今、例えお金がなくても 心豊かに過ごすことはできます。 

まずは、こちらから 

不安を取ってみましょう。 

お金に対する、思い込みを脇に置いて、お金の不安を取っていきましょう。 

 

仕事をしていたら お金ははいってきます。 

正社員なら昇給します。 

体が健康なら 働けます。 

今は年をとっても働く方も増えています。 

 

（健康な方向けのため 病気の方は別テキストになりますが 

まずは体を元気にしてから  

体の不安が減ることで、お金の不安のとり方もわかってきます。 

そうすることで豊かに過ごせます。 

 

 


