
  
ヒーリングルーム愛 https://healingroomai.com/ （1） 

 

  

昔、私が若かった頃、 ペルーのマチュピチュの山で 1 人で迷った時だった。 

マチュピチュの山道をどこまでも、どこまでも一人でとぼとぼと歩いて道に迷い途方に暮れていた。とうとう駄目だー、くったくたになり、

もう歩けない～と、ペタンと道に座り込んでいると、どこからか、老人が現れた。 

その老人がニコニコこちらに向かってやってきた。はじめてあったはずなのに、懐かしい感じがした。 

その老人は  

「よくきたね、今日はね、お告げがあってね。 

私の願望がかなう日なんだよ。」と話し始めた。「私はもうすぐ百歳になるんだよ 

それで、天国に行く前に、人生を元気で充実して生きられる 

宇宙の法則―ユニバーサルエナジーの使い方を人の伝えないといけないと思っていて祈っていたんだ。 

 

そしたら君が現れた。君がこの教えを伝えてほしい。 

僕は年を取り過ぎた。文章にする時間もない。君に託すよ。」といきなり話し始めた。 

 

この宇宙法則は、とってもシンプルで、効果があるものなんだけど 

あまりにシンプルだから、皆は使わないんだよ。もっと難しいほうがいいに違いない、 

人生は苦労しないといけないとか、 変な思い込みがある人が多いからね。 

本当はシンプルに考えたほうが、上手くいくことが多いんだよ。 

 

シンプルで、上手くいく方法だから是非、マスターして使って欲しい。 

そして、多くの人に伝えてほしいんだよ。ハッピーで生きるバイブルのようなものだよ。 

 そう一方的にしゃべってきた。 

「私は道に迷っただけなので、ホテルに戻りたいんだけど」 

と私が言いかけた時、それをさえぎるように老人はこう続けた。 

 

この世に偶然なんてないんだよ、君はたまたま私出会ったと思っているだろう？ 

違うんだよ、世界は周波数でできていて、 

私が「宇宙の法則を人に伝えたい」と思って瞑想をしたら 

君がその周波数に同調してやってきた。これは必然なんだよ。 

今朝、瞑想修行をしている東洋人と出逢うと 

メッセージが来て誰だろうなぁと思ってワクワクしていたんだ。 

君は東洋人だろう？ 日本人かな？ 

そして、その証拠に、君は瞑想をやってるだろう？  

それも相当いい師についているね。瞑想で、真我の世界を見てきている。だからキャッチする力も強いんだよ」 

 

と私のことを見てきたようにいうのでした。相当いい師についているというのは当たっていた。  

当時山田孝男先生という瞑想の第一人者について教わっていた時だった。 

どんな先生かといいわれると、とにかく凄い、としか、いえないのですが威厳があって、厳しくて、そのくせ瞑想でいい体験をするとほ

めてくれる。山田先生が実際は目の前に座っているのに、なぜか後ろから、声がして、導いてくれているように感じたこともあった。

分身じゃないけど、先生は一体何名いるんだろうと思ったことがあった。 

私の体験をすべて見てるようで（山田先生は生徒３０名５０名の瞑想体験を全て把握しているようだった）とにかく凄い人だった。

身体をまとうエネルギー場（オーラ）が透明で、存在感があった。神様を信じない私でも、もしも神様がこの世にいるなら、彼のよう

な感じなんだろうなと思ったぐらいだった。当時は、必死で多い時は１日 12時間瞑想をしていたこともあった。 

今はそんなには時間を取っていませんが、当時は、絶対、瞑想を極めてやる、山田先生にいわれたように悟り体験をしてやるんだ

と必死になっていた時でした。その年は「今年は皆さんに悟ってもらいます。」といわれて、絶対に体験してやるんだと意気込んでい

た時だったのです。真我がなにかも、体験した後でもっと、極めたいと思っていたのでした。 

 

『師を選ぶことは大事だよ。いい師に恵まれることは、とっても幸運なことだよ。なかなか本物の師と出会えないからね。いい師に出

会ったということは君は運が強いんだよ。業法を選ぶよりも師を選べと言うからね。どんな方法を選ぶかではなく、誰に教わるかが

大事なんだよ。君はとっても恵まれているよ。相当いい師に出会ったんだからね。今は瞑想を教える師がいないからね、瞑想でい

い体験をすると教えるのではなく、自分が体験を追い求めるから師になろうという人はいないんだよ。だから その教えをしっかり学

びなさい。そして、いずれ教えていきなさい。せっかく習った教えを広めないのは幸せになれる人のチャンスをつぶしてしまうことになり

かねないんだよ。その師がなくなった時は、君が広めていくようにしなさい。』 
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そういわれても、ピンとこなかった。そういえば、この人は私にわかりやすい言葉ではなしてくれていた、周波数で意味をキャッチして

いたのかもしれない。スペイン語は全くわからない私に、綺麗な英語でゆっくりと話してくれました。それが、魔法のように頭に流れて

いきました。 

 

『わしの寿命が尽きる前に この法則を伝えないと死んでも死にきれんからな、誰かに伝えて、それを広めてもらったらうれしいよ、

これをわし一人占めにするのはもったいないからね。君ならみんなに広めてくれるだろう。とってもシンプルだから、疑わすに聞いてく

れないか君にもきっと役に立つはずだから』 

 

何やら深い瞳が、真実だといわんばかりに、私の心にせまってくる。優しそうな顔なのに、その迫力は、有無を言わせない、何やら

断れない、ノーと言えないものがあった。真剣に聞かないといけないなと思ってメモをとった。 

 

―まずは言葉の法則から伝えよう。 

言葉はエネルギーといってね。人生を変える力をもっているんだよ。だからむやみやたらに、マイナスの事を言ってはいけないんだよ。 

君は、 日本人かい？日本は言葉の国っていうけど本当かい？日本の言葉には 意味があるんだろう？ 君の名前はどういうい

みかな？ 

漢字のことですね 

「日本語の漢字の意味は、愛の場で 千に輝く水晶という意味になる。 

 ラブフィールド（愛場）サウザンドクリスタル（千晶）」 

いい名前だ。名前は 君の使命を表しているね。愛と感謝を伝える仕事をすると思うよ。 

それはどうかな。とその時は思った。 

 

「言葉の国？ しばらく考えた。すると頭に［言霊］という言葉が浮かんだ、ことだま ？ 

言霊とは、古代日本で、言葉に宿っていると信じられていた不思議な力。 

発した言葉どおりの結果を現す力があるとされた。 

確か古事記にも書かれていた様な、そういえば結婚式のスピーチに使ってはいけない言葉 

お葬式に使ってはいけない言葉とうのがある 

江戸時代はことば遊び、なぞなぞのような「判じ絵」がはやったといわれている。 

文字が読めなかった人にもわかりやすく面白く伝えているもので、今見ても笑えるものも多い。 

 

以前健康道場の師は「言葉にはパワーが宿っている。だから変な言葉を言ってはダメだよ、 

切れると言うと、血管が切れちゃうんだよ。 

くそババアなんていってると、年とったらしもの病気になるんだよ。 

面倒くさい、というと、生きるのも面倒なのね。なにもしなくていいなら寝たきりにさせてあげよう、そう脳は解釈するからね、寝たきり

になりたくなかったら言ったらダメなんだよ。自分が発する言葉、心の中で思う言葉も含めて気をつけないといけないよ。 

それが人生を落とすから、教えていただいたことがあった。 

それと同じことなのかなと思っていると  

老人が『そうじゃその言葉の力のことだよ」 

と続けてきた。 

言葉には力があるんだよ。 

それを知っているのが日本人だ。 

君が日本人なら話が早い。 

きっと僕の話を理解してくれるだろうから。 

言葉が人生をつくるのに、 

その重要性を無視する人が多いんだよ。』 

 

言葉の力については「自分の名前にありがとうを唱えると奇跡が起こる」の本にも１０７名の体験談付きで紹介していますので参

考にしてみてください。 

 

言葉が人生をつくるんだよ。運気を変える簡単な方法は、まずは言葉を変えること。 

幸せでいたかったら、健康でいたかったら、文句や愚痴は言わない事。文句は天に向かってつばを吐くようなものだよ。いずれ自分

に戻ってくる。すぐ戻ってくる場合と時間をかけて戻ってくる場合があるけどね。 
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やまびこって知ってるだろう？ヤッホーというとヤッホーと戻ってくる。 

「ばかやろう」と他人に対して言うとそれが自分に戻ってくる。 

       

あの人なんて、怪我しちゃえばいい」そう思うと自分が怪我をしてしまう。 

他人に投げかけた思いは、全て自分に帰ってくるんだよ。 

自分はダメといっても、自分に戻ってきてしまう。 

人に「君はダメだね」という扱いを受ける。 

つまり、自分や他人にマイナスの言葉を言うとそれが自分にかえってくるという法則なんだよ。 

逆に「友人の００さんが幸せになりますように」と願うと、その友人も祈った君にもいいことが起こるんだよ。脳は自分と他人を区別

しないからね。 

 

これは、避けられない法則なんだよ。 

だから 悪いことをしない、悪い言葉を使わない、なるべく不安に思わないようにする。 

いい事をいっぱい思うこと。それが、人生が上手くいく法則だよ。 

お前なんかしんじまえ～とか、バカヤローとか 

汚い言葉は全部自分に戻ってきて自分の人生が汚れていく。 

汚れとは、別名を不幸や病気ともいうんだよ。 

君の知り合いに運気の悪い人はいるかな？ 

 

ふっとある人の顔が浮かんだ。 

そういえば、その人はいつも文句ばかりを言ってた。 

この前も事故に巻き込まれて怪我したっていってたっけ。 

そうか、文句を言っていると文句の周波数を拾い 

さらなる文句をいいたくなる。文句を言うためには幸せではなく、 

不幸になる必要がある。だから不幸なんだ 妙に納得した。 

 

その人の口癖はなんだか思いだせるかな？その口癖が、運を落としたり病気を引き寄せるんだよ 

その人が言葉を変えない限り不幸は続いてしまうよ。 

どうせ～とか、自分なんか、という言葉は絶対にいってはいけない、思ってもいけないんだよ。 

思うと運気がどんどん落ちちゃう。だから いい言葉を使うといいんだよ。 

 

自分ばかり損をする。 

自分はいつも貧乏くじを引く。 

兄貴（姉、妹）ばかり得をする。 

皆は自分を嫌っている。 

上司は私を嫌っている。 

これらの言葉は、例え事実であってもいってはいけなんだ。いいかい、事実であってもいわないこと。 

事実を言って、ぼやいたところで運気は上がるわけではない、それどころか 

嫌な事に意識をするから気分も悪くなり、体調が悪くなったりする人もいる。 

それが重なることで病気になったり、運を落としたりするんだよ。 

事実をいうよりも、なりたいもの、こうなったらいいなと思うことに意識をする方がずっといいんだよ。 

 

事実であって言ってるうちにその言葉がパワーを持ち、 

モンスター（化け物）に育ってしまう。 

 

最初は小さかった災いも言葉によって 大きくなってしまうんだよ。 

文句が頭によぎってもいわないほうがいいんだよ。 

自己否定も、できるだけいわないほうがいい。言葉にはパワーがあるからね。 

 

 

 

 

言葉がモンスター化 する 
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言いたいけど、我慢をしてストレスになるようでもだめなんだよ。 

我慢しすぎは禁物だよ。私たちは、人間だし、完璧な人間なんてこの世に誰もいないから。完璧になる必要はないんだよ。神様

じゃないから、むかっとすることもあると思う。 

その時は、1分だけ一度はき出すといいんだよ。バカヤロウと１分だけいった後に、今いった言葉いわなかったことにします。反面教

師ありがとう。といい直すことだよ。長くやらないこと。文句や愚痴を長々と言うとそれが体の細胞に入ってしまうからね。一分以内

だよ。ここを長くやってしまうから自分の運気を落としてしまうんだ、必ず一分以内、どんなに長くても３分以上は決してやらないこと。

長々というと、ヤマビコのように、ブーメランのように自分に帰ってくるから。 

いい終わったら「今の事をいわなかった事にします。」と宣言する。 

そしていい言葉をいい直そう。マイナスの言葉を言ってしまったらいいなおす習慣をつけるといいんだよ 

「今いったことはいわなかった事にします。」は魔法の言葉の一つだよ。 

 

『今いったことはいわなかった事にします。』が魔法の言葉かぁ面白い。 

例えば 

「あいつムカつく、私は悪くない、何で 私に無理なことを押しつけるんだよ 

 ００さんのバカ～～～～～ 自分でやれよ～。私に押し付けるな～」 

『今いったことはいわなかった事にします。 

この仕事を手伝ってくれる人が見つかりました。 

仕事がスムーズにすんでよかった、ありがとう』と既にそうなったように、完了形でいいきる。 

 

「自分ばっかり損をする。貧乏くじを引く」→ 

『今いったことはいわなかった事にします。 

最近 いいことが起こっている最中です。』と唱えてみよう。きっといいことがおこってくる。 

 

「自分ばっかり貧乏くじを引く。」 

「兄貴は介護しないのに自分ばっかり、貧乏くじだ」 

これは言ってはいけない言葉、不幸だけでなく、貧乏もついてくるというおまけつきだ 

「今の言葉は言わなかった事にします。」「未来に向けての、徳々貯金、徳を高めてるからきっといいことがあるはずだ」 

「兄貴はいつも得をする、 兄貴のまねをして得するようになろう」 そう唱えてみる。 

生きていたら、大変なことがあるかもしれないでもそれがずっと続くわけじゃない 

「きっといいことが起こるはず。未来は明るい、そう信じている」とことばをいいかえてみよう 

 

もうダメ、無理、できない。  と思ったら、こんな風にいい直す。 

『今いったことはいわなかった事にします、 

『無理理そうだけどもしかしたらできるかもしれない。』もう少しだけやってみよう。」 

『やり方を変えたらうまくいくかもしれない。やり方を変えてやってみよう。』『誰かに相談したらできるかもしれない、』 

『時間が経ったらできるかもしれない。散歩でもしてみよう』といいかえてみる、 

そのあと「安心安心大丈夫」を唱えたらいい。 

 

「絶体絶命」「やばい」→ 

やばいはいい方にも使っている方もいますが、元々はネガティブで使われていた言葉なので使わないほうがいいのですね。ビジネス

用語ではつかいませんしね。 

『今いったことはいわなかった事にします。きっと助けが入るはず』 

『ありがとうをいい続けると切り抜けられる』 

『助かってよかった、助かってよかった、』 

『解決策が見つかるはずだ 大丈夫』 

 

お金が足りない、お金の不安があるかたは 

「安心安心大丈夫」をお札をもちながらいってみる 
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そして「お金は天下のまわりもの。私の所にもまわってくるはず大丈夫」を唱える。 

「お金は天下のまわりもの、感謝して使うから大丈夫」 

「買い物上手だから 大丈夫」これを言うと 

お買い得品をゲットする率が高まるんだよ 

※「私の所にもまわってくるはず」がいいにくい。抵抗がある、という人は 

お金の不安や、ブロックが強いから『安心安心大丈夫だけでいい、無理は禁物。 

無理をすると拒絶反応を起こすから少しずつでいいんだよ、 

安心安心大丈夫をいって、楽しくなってきたら 

私の所にもまわってくるはずを言ってみる。焦らないととが大事だよ。 

いっぺんにやって消化不良を起こしてしまうよりは、ずっといいんだよ。 

楽しく行うと、不思議な事にお金と仲良くなれるんだ、だから無理なく自分のペースで 

言ってみること。少しずつで構わないから、楽しく行うことが大事だよ。 

「身体がしんどい、つらい」→「今の言葉は言わなかった事にします。」 

ついつい体の調子が悪いと愚痴や文句、辛い、といってしまいがちだけど、そこをぐっと我慢をしてみよう、そしてその代わりに 

「どうしたら楽になるだろうか。きっと楽になる方法があるはず。それを見つけます。」 

こういいかえることで、いい情報、運動だったり、いい病院だったりが入ってきます。 

例え辛くても、つらいしんどいという言葉を連発すると余計に辛くなるので、言わないこと 

 

「安心、元気だ、大丈夫」を唱えるのも 効果的です。 

無理、だめ、といっていた時は、自分のやりたいことが見つからなかったのが、 

「安心安心大丈夫をいっていたら、見つかったという連絡も多数いただきました。 

この言葉は「自分の名前にありがとうを唱えると奇跡が起こる」にも書かせていただいて、 

付属の CDに音声もありますので、参考にしてみてください。シンプルですが、実はとってもパワフルなのです。 

 

私はダメ→ 

そう思うとどんどん  

あなたはダメだ ということが起こってくる、 

絶対にいってはいけない。もしいってしまったらいいなおそう。 

 

『今いったことはいわなかった事にします』 

『私は素晴らしい存在です。今は覚えていなくても心のどこかで知っています。』 

これを何度も唱えてみよう。これは、とっても大事な言葉だから。 

ありがとうと一緒にお薦めなのが「私は素晴らしい存在だ」と断言してしまうこと。 

自己否定をしている人にとっては、いいにくいかもしれないし、つっかえたり。泣きだしたり 

怒ったりするかもしれないけど、素直にやっていくと 運気が上がっていくんだよ、 

 

『私は素晴らしい存在です。今は覚えていなくても心のどこかで知っています』 

これを唱えると、運気がどんどん上がるからいってみるといいよ、と 

 

これを伝えると自分のお父さんに私が言ってもいいですか？本を読んだ方に質問されます。  

 

本当は本人が声に出していうのが一番です。声に出すことで耳で聴くので 

心でいうよりも倍の効果があります。が、それが無理そうなら、 

 

『本当はお父さんは、素晴らしいかけがいのない素晴らしい存在です。 

お父さんは今は気づいていなくても心のどこかで知っています。 

心のどこかでいい言葉を言うといい事が起こるというを知っています。 

お父さんもそのうちいい言葉を発するようになるだろう。お父さんありがとう。』 

もちろん、お父さんの代わりに、お母さんでも、上司でも、誰でもいい、当てはめてみよう。 

 

 

 

 



  
ヒーリングルーム愛 https://healingroomai.com/ （6） 

 

  

「私は子供が（名前）素晴らしいかけがいのない存在であることを知っています。 

子供（名前）は気づいていなくても、心のどこかで知っています。 

心のどこかではいい言葉を使うと運気が上がることも知っています。私はそれを信頼します。 

そのうち子供も（名前）いい言葉を発して運気をあげていくようになるだろう。０ちゃん生まれてきてくれてありがとう。」（小さい子供

でも、社会人になっているお子さんでも OKです。 

私は００さんの自然治癒力を信頼します。など 応用してみよう。 

 

言葉が人生をつくるから 一番強力な言葉は知ってるかな。世界一最強な言葉だよ。 

と聞かれて、なんだろう。うーんと考えていると 

ありがとうだ とピンときた。 

 

そうだ、ありがとうだよ。老人はにっこりほほ笑んだ。これほど最強な言葉はないんだよ。 

欲しいものがあったら先に感謝をしてしまうといいんだよ。 

「何か欲しいものがあるかな？ 

今は特に思い浮かばないけど、そういえばここに来る時に 20日お休みくださいといったら 

会社にダメっていわれて、どうしてもペルーに行きたかったので瞑想をしていたら 

感謝先取りって言葉が浮かんで「ペルーに行けました。ありがとうございます、」を唱えていたら 

あっさり休暇をくれました。この法則ですね。 

家族に元気でいてほしかったら「元気でいてくれてありがとう」 

例え、病気だとしても、この言葉を唱えて、さらに元気な姿をイメージし続けるといいんだよ。病気にフォーカスしないこと。 病気を

心配したって治らないんだから 

 

病気の人には「治ってよかったありがとう」と いい続けるといいよ、 

いえなかったら「元気になっている最中です」でもいいからいい続けること 

できたら、目線をあげて笑顔でいってみよう。 

『医師が完治しています。』といってる場面を思い描きながらいうのも効果的です。 

 

親といい親子関係を築きたかったら「お母さん産んでくれてありがとう」 

「お父さんありがとうを唱える」「私を見守ってくれてありがとう」を言うことで、忙しい親も気にかけてくれるようになるものなんだよ。 

遅刻しそうになったら「間に合ってよかったありがとう」を唱えるといい不思議な事に、電車が早く来てまにあったりするんだよ。 

 

いじめにあった時に「先生に、見守ってくれてありがとう」を言うのもお勧めだよ。 

「強運になりました。ありがとう」 

「健康になりました ありがとう」 

「誠実でいいパートナーに恵まれましたありがとう」 

「信頼できる良い友人に恵まれました。ありがとう」 

「家族でハワイに行けました。ありがとう」 

「試験に合格しましたありがとう」 

感謝先取り法といってね、強力だからお薦めだよ。 

疑ってるのかい？物事はシンプルなんだよ。素直にやってみることが大事だ。 

勉強をしなくていいといってるのではないんだよ。「試験に合格しました、ありがとう」を言うことで、こういう勉強をしてみようとか、勉

強を教えてくれる人と出会ったりしてその結果受かるんだよ、努力は必要だよ。私は何もしなくていいなんて一言もいってないよ。 

 

まずはやってみる。だめだったら、言葉を変えみる、工夫をするんだよ。そしてね、叶うかどうかの違いはそれは真剣にやったかどうか

だよ。そう教えてくれた。 

 

 

 

 

治ってよかった 

と完了形でいう 
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☆健康の法則 感謝の法則 

老人は一度も 病気になったことはないといっていた。病気にならない法則があるからそれを使っている。 

なったとしても直感に聞いたら治るんだよ。ともいっていた。心のクリーニングをしたら病気と無縁になる。 

 

その心のクリーニングの方法は ありがとう、だよ、自分にありがとうを言うこと。たったそれだけの習慣で 

人生がガラッと変わるから。（できたらハートの内側に向けていくこれは、私の本「自分の名前にありがとうを唱えると奇跡が

起こる」に言い方のコツが 書いてありますので、参考にしてみてください。体に感謝し続けることで、病気にならなくなるんだ

そうです。そして、強運になる。継続は力なりですね。） 

 

「体に感謝をする」この当たり前のことが なかなかできないだから病気になるんだよ。 

と老人は話しをつづけた。もちろん全ての病気が感謝不足ではないが感謝することで、大抵の病気は良くなるもんなんだよ。 

体に感謝をすると細胞ももう少し元気でいようと思うんだよ、体は、ちゃんと きいてるからね。細胞だって聴いているんだよ。

耳はないけど、周波数として、細胞が君の声を聞いているんだよ、だから身体に 

「何で動かないんだよ、このポンコツめ」とか 

「何で、痛いんだよ」と 文句を言うと、余計に悪化すんだよ。 

「年だからしょうがない」というと、脳がそうなんだと思い込み 

年だから動かなくていい、年だから体を壊していいと認識をする。 

どんなに年をとっても、年だからという言い訳をしてはいけないんだよ、それは、自分で自分に呪いをかけているようなもんなん

だ。事実であっても言わない、思わない、思ったらすぐに打ち消す。 

何で動かないんだよと身体に文句を言うと 余計に動かなくなる 

誰だって「悪口を言われた人の所のために、働こうとは思わないだろう？ 文句の多い上司の下で働こうとは思わないだろう。

体も同じだよ。悪口を言われたら、じゃあ悪化してやろうとなるんだよ 

だから体に文句を言わないこと、体調が悪くても 文句や愚痴を止めること。 

身体に感謝をすることで、元気になっていくんだから。 

たとえ事実であっても、文句を言ってはいけないんだ。それを心に刻むこと。 

実況中継はしなくていい。治って元気な姿を中継するほうが身体のためには百倍もいいんだよ。 

今動かなくなっているけど、また動くようになるのを知ってるよ。そういってあげると、細胞も喜んで動こうという気になるんだよ。 

「身体に言い聞かせるってこと？ですか？」 

そうだね、そう思ってもかまわんよ。身体に文句を言わない。自分にも文句を言わない。 

さらに自分とかかわった人に文句を言わない、これが鍵だね、難しいことはないよ。簡単だよ 難しいとか、できないという思

いをどけて素直にやってみよう、少しずつでもやってみようそうおもったらいいんだよ」 

「人生を楽しむポイントは、自分の素晴らしさを心に焼きつけありがとうを心にずっと持つこと。これが鍵だよ。 

忘れてしまわんようにね、忘れると運気は低迷するから」 

「これをもち続けたら、困ることはおこらないよ、私が 100 年近く生きてき体感したことだから事実だよ。 

疑うなら君が、体感していったらいいよ、常にありがとうの気持ちを持ち続ける。とってもシンプルだから 10 年、20 年やり続け

てごらん。わかるから」「ただね、皆面倒くさがって数カ月も続けないうちに 

やめちゃうんだよね。やり続けないとだめだよ。ついつい忘れてしまう。忘れた途端運気が下がる。だから継続が大事なんだよ。

一生感謝だよ。」 

「一生ですか？」 

「そうだよ、感謝を忘れると運気は低迷する。だから肝に銘じなさい。」 

「ちっとも難しくないよ。やり続けるだけ」 

「身体に感謝で元気に生きる」「身体に感謝で元気に生きる」 

これ 体調が悪い時や病気の時にいうのも効果的ですね 

老人がにっこり笑ってうなずいた。 

 

 

 

 

 

 

 

自分の素晴らしさを焼きつけ 

ありがとうを忘れない、 
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「長生きのコツは知ってるかい？」 

ちあ「知らないです。」 

「決めることだよ。１００歳まで元気に生きると決めること。 

わしは決めておったから、こんなに長生きができたんだよ。もうすぐ百歳になる。 

 

決めたぐらいじゃ、長生きできないと思っている人も多いがそういう人たちは、たいてい決めてないんだ。 

長生きなんてしなくていいんだ、なんて思ってると病気になったり事故にあったり、突然死するから絶対思ったらダメなんだよ。 

長生きをする。と決めることで、脳に指令が行き長生きになるように、細胞が働くんだよ。」 

ちあ「長生きかぁぁ、祖父母が９０歳まで元気だったから私も長生きかもなぁと思ってはいるけどピンとこないです。」 

「若いうちはピンとこないだろうけど、健康で長生きする。 

そして人生を楽しむと決めておくと、病気でこまったりぼけることもなくなるし、事故にも合いにくくる。 

決めたぐらいじゃ、長生きできないと思っている人も多いがそういう人たちは、たいてい決めてないんだ。長生きなんてしなくて

いいんだ、なんて思ってると病気になったり事故にあったり、突然死するから絶対思ったらダメなんだよ。 

何より 子供にトラウマを残すからね。親が早死にをすると子供にトラウマが残ってしまう、自分も早く死ぬんじゃないかなとい

う恐怖感を与えてしまうことがあるから子供がいる人は子供のためにも、生きざまを見せること、長生きをすることがおすすめ

だね。 

 

この話を思い出して、ふと頭に浮かんだのが、俳優の中井貴一さんは父親の佐田啓二さんが 37 歳で事故死している。だ

から、自分も 37 歳の時に生きられるか不安だったと何かでおっしゃっているのを思いだしましいた。病気ではなく事故死なの

に、親が早死にしたり、病気で苦しんで死ぬと子供にトラウマを作ってしまいます。親が早死にしたから自分も早死にかも、

というトラウマを持つ人は多いです。 

 

「健康元気で 100 歳になっても人生を楽しむ」「健康元気で 100 歳になっても人生を楽しむ」 

これを毎日 3 カ月以上 唱えてごらん。そうなるから  

物ごとはシンプルなんだよ。それを信じてやり続けること。  

不安は過去の心癖 本物に出会ったら不安なんて バカらしくなるだろう？ 

ちあ「はい、瞑想で見た時に不安というのは存在しなかったです。私たちの根本に不安がないのに不安を自らつくるのは 確

かに ばかみたいですね。」 

 

「決める」ってことが 本当に重要のようなのです。オリンピック選手のインタビューを聞いていたときのこと、 

卓球の伊藤美誠選手はリオオリンピックに行くって決めていたんです。自分は東京オリンピックをめざしていて、 

決めてなかったです。まだ若いからいいやと、平野美宇選手は思ったそうです。だから補欠だった。悔しかった、 

決めてなかったからいけなかったんだと後で気づきました。と このことばが 印象的でした。 

決めていないと 脳に指令がいってないってことなんですね。 

 

健康に限らず、自分がどうなりたいか、１年後５年後、１０年後を決めておく。未来を確定しておく。 

例えば、毎年海外旅行に行く、とかこういう家に住むんだと決めておいて、手に入ったらまた修正したっていいんだよ。 

自分で決めて自分で変えていく。 だから、大まかに どうなりたいかを決めておく。 

決めることで脳が動くから、 

決めておかないと、他人の周波数（不安や恐れ、病気）に影響されてしまうからね。しっかり決めておくことが大事だよ。 

健康決断をしていないから、他人の癌の話を自分に重ね合わせて、びくびくしてしまうんだよ、びくびくするとそれを引き寄せ

て病気になってしまうからね。ダメだよ。 百まで元気をきめたら有名人の病気の話にいちいち反応しないだろう？ 

自分がどうなりたいか、健康面、精神面、経済面本気で決めてみる。 が 大事なんだよ、 

いきいき楽しく生きたかったら、決めとくといいよ。 

 

(ペルーの老人の話はまだまだ続きます  受講生向け にまた乗せていきたいと思います。) 
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（たらいの法則 補足 ） 

 

病気の話をしている人は ますます病気になり，お金がない話をしている人は ますます 金欠になり， 

豊かな話をしている人は ますます豊かになる。これが宇宙の法則です。こんな法則いやだ という人 いると思いますが 

たらいの法則が ここでも働きます。だからﾏｲﾅｽのことを言わないこと大切です。いうと自分の運気が低迷します。 

今までいってしまっていた人 これから言わないように気をつけましょう。思考が磁石です。 関心をしめし集中し感情を伴う

と 思考は磁力が増していきやがて経験としてあらわれる。（いいものを見つめ 味わい わくわくするとそれを呼び寄せま

す。） 

 

「たとえば 新車が欲しいとしよう。最初は前向きにわくわくｲﾒｰｼﾞをしていたのに，でも 高すぎる」というと 遠ざかってしまう。

信じない 期待しない 無理かも，という気持ちが強くなってしまい 新車は遠ざかってしまう。新車のことだけを考えて  

わくわくすれば その実現を可能にする（新車が手に入る）しかし 欲しいけど手に入らないだろうなと心配したり ， 

まだ手に入らないといら立てば 新車の欠落に焦点を当てているため 手に入らなくなる。また 最初はわくわく イメージし

ていたのに，誰かに話をした途端そんなことは実現するはずない 期待してはいけないといわれてしまう，そして 気持ちがな

えてしまう，これでは いい影響を与えません，（話す相手を選ぶことも大切です。）新車が欲しいけど そんなものどこに入る

んだ，でも 欲しいものは実現しないじゃないか，といえばもう 欲しいものの欠落に焦点を当ててしまっている。 

欲しいものに 焦点を当てれば 欲しいものが引き寄せられる。欲しいものが欠落している事に焦点を当てれば ますます

欠落が引き寄せられる。自分の感情 気持に注意を払っていれば 自分が欲しいほうに焦点を定めているかそれとも欠落

に定めているかよくわかる。欲しいものは心地いいし 欠落は心地よくない。それをポイントにするといいですね。病弱な状態

から脱して健康になるには健康について考える。病気のときはどうしても病気に目がいくから現在の状況を超えたところを見

たいと思い，そこに焦点を定める。未来の健康な身体をｲﾒｰｼﾞするか過去のもっと健康だったころおおもいだせば 思考と欲

求は一致する。 

 

でもね 私はﾌﾟﾗｽに思おうとしても 周りがﾏｲﾅｽなのよという人（その周りの環境さえも本当は自身が引き寄せている） 

運気上昇するためにお勧め これから３０日 

「今日誰と仕事をしようと，誰と話そうと，どこにいようと 何をしようと自分が欲することだけをみる。欲することだけをみよう 

欲することだけが見えると期待しよう」と決める。そうすれば 人生の方向が変化します。心地よくないと感じている経緯はき

え，心地よい体験と入れ替わるだろう。自分が欲しいものだけを人生に引き寄せようという強い意志があれば 人生の軌道

修正をすることができる。はじめのうちは 好ましくないものを引き寄せているかもしれない。それは以前の思考や信念の名

残勢いの名残があるからだ，だが 今日も快適に過ごそうと，言う気持ちで一日をはじめそれが３０日,６０日も続けば 好ま

しくない経験がほとんどなくなることに気づく。（自分自身の思考の勢いがどんどん先に進んでいるからだ。） 

―――――― 

誰かが私の何かを否定すると それはその人の目に現われ自分が 非難されえていると感じるそれは 否定する者のほうに

欠落があるので自分に何かが欠けているのではない。その人たちは他人の欲求を許すこと，認めることができずそのためにﾈ

ｶﾞﾃｨﾌﾞな気持ちになっている。原因は自分の不完全さではない。自分が楽しいと感じるものだけを見ようと決意すれば，楽

しいものだけが目に入るようになり 前向きの明るい気持ちになることだけを経験できる。「盥の法則で自分の欲求と 

調和するものが 引き寄せられてくる。感情の力を理解することで自分の思考を望む方へ方向付けることができる。  

他人がどんな行動をしようと 心地悪い思いを感じないで済むわけです。 

どんな人がそばにいようとも 自分が決める その人に集中しない 同調しないこと 大切です。  

 

  しっかり決める。 望む物 望む人間関係 望む仕事 環境を 自身で決めること大切です。 

  この法則を使って 自分の人生を 自分で 思い通りにしていきましょう。 

  （他力本願では 運気は上昇しませんので 私は自分の人生に責任を持つ，と決めることも大切です。） 
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願望達成 山田先生の本より抜粋 

９９,８月山田先生は「人生は本当に思うようになるのに､なぜそれをしないか僕は不思議です。本当に思った通りになるの

に,本当に心のそこから信じれば何でも可能になります。病気だってなおるし、だけど不安に思ったり心配するとそういったこと

に出会います。その人が不安なことをいつもいつも思ってるからそうなるわけです。先生はもうずいぶん前からすべての願望を

かなえました,これからもかなえていきますって言い切ってました,↓「瞑想法で心を強くする」著 山田孝男 より抜粋   

―――――――― 

▲願望を実現するには自分が何をのぞんでいるのか目的を明確にすること 

▲願望の実現を確信すること 

▲願望の実現を予期すること。 

以上の３つのポイントをもっと詳しく解説すると。 

まず第一に願望を実現するにはそもそも願望を持つことがそれを実現する最初の原動力になることを確認したい。願望が

なければ何も実現しない、あたりまえのことだが他人から与えられたものであれ､自ら欲したものであれまず願望がありそこに

むかって自分のマインド《心》を方向づけなければならない､そこで次のような手順で行う。 

１）自分は何を望んでいるか､明確にする必要がある。願望のテーマがぼやけていては実現するエネルギーも少なく､ 

実現しにくい。そのためには､瞑想などをして思いつく願望リストにしてノートに書いてみよう。 

２）次にそのリストにもとづいて自分の内側に矛盾した願望がないかそれぞれに項目の相互関係を確かめる。 

 お互いを弱めあうような願望を持っていないか､チエッくしよう､例えば｢病気にはなりたくないが病気をすると家族や仲間が

心配してくれてうれしい｣といった気持が自分の中にあるかもしれない「あるいはお金は欲しいが何か忙しくなるようでそれが

心配だ。」そんな気持があるかどうかをチェックする､ 

３）もし矛盾するような願望があったら､それを消去する必要がある。例えば「病気にはなりたくない」と 

 「病気になったら家族や仲間が心配してくれる。」という気持は矛盾している。その矛盾を発見してもらいたい。 

４）矛盾が発見できたら､自分が最も望む願望を確認する。例えば､「病気になりたくない」ということだ。 

５)次にその矛盾を解消すべく､両者を総合した願望イメージをする。今の例で言えば､「病気にならなくても 

 家族や仲間と楽しく過ごせる｣と矛盾を統合できるだろう。そして家で楽しく食事をするなど､統合された 

 願望に基づくイメージを作り､それを願望実現のテーマとするのだ。 

このようにして自分の中の矛盾した願望を一つ一つ解消し､願望の目的を明確にいてもらいたい。お金の獲得でも「忙しく

なるのはいやだ」という願望があったら､「お金は楽しくのんびりやりながら稼ぐ」というイメージを作りそれをテーマとしてイメージ

すればいいのである。 

★願望は実現すると確信する。 

何かを願望するのはその願望が実現する可能性があるからである。したがって､実現しないことは願望できないようになって

いる。(読者の皆さんはそのくらいの気持を持ってもらいたい)もし､自分が願望していることがマインドのどこかで、実現できな

いと感じていたら､その願望は実現しないだろう､その場合は以下のようにするといい。 

１)まず自分が願望しているテーマの事を考えて、それが実現できると感じるかできないと感じるかをチェックしよう 

２)もしできないと感じているなら､もう一度その願望を本当に実現したいのかを自分に問い返してもらいたい､「実現しても実

現しなくてもどっちでもいい」と思っている事なのかもしれない､そういう願望はまず実現しないだろう。 

３)もし､切実にその願望を実現したいなら､なぜ「できない」と感じるのかをチェックしてみよう。 

理論的､分析的な思考を働かせれば過去の経験から判断しているはずだ。 

４)それが確認できたら､次に「今の自分」は「過去の自分」とはもう違うと自分に言い聞かせてもらいたい。 

 子供時代のあなたと､現在のあなたが違うように１秒前のあなたと現在のあなたは違う。 

そして現在のあなたと未来のあなたも違うのだ 

５）そして､未来のあなたは望んでいることにふさわしいあなたであり､そのための条件も必ずそろうと確信してもらいたい。これ

はとりあえず表面意識のレベルでそう思い込めばいい､感じとしてはまだちょっと不安が残るかも知れない､でも｢実現でき

る｣というほうに×つもりでマインドをコントロールするのだ､ここでは論理的分析的には９９％だめでも残りの１％にかける気

持が出来上がればそれでいいだろう。 

このようにして、できれば何度か小さな願望を実現してもらいたい､そして論理的分析的な判断だけがすべてではないこと

をまずマインドに納得させて確信することの力を感じ取ってもらいたい。そうすれが自分が願うことは必ず実現する可能性

があることを徐々にあなたは認め始めるだろう。何よりもまずそういう確信をもつことが大切。 

 

★願望が実現したところをイメージで予期する 

もちろん確信が明確になっても思っているだけの段階ではまだ。願望は実現していない､つまり実現した状態と現実の間

にギャップが存在しているのである。確信しても現実を振り返ると現在の段階では願望は実現していないだろう。そこで
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『やっぱりだめだ』とすぐあきらめてしまう､例えば１００万円が欲しいとする。目的は明確だ､そして第二の目的に従って手に

入ることを確信する。目をつぶって瞑想(イメージ)してそこまではできた。ところが目をあければ現実に１００万円が手元に

あるわけではない。「魔法みたいに願望がかなうといったのに、全然効果がないじゃないか。」とすぐに文句を言う人も時に

はいる。確かにその段階では現実は何にも変わらない。つまり確信しても現状を振り返ってみると。１００万円がないとい

うほうの現実を認識してしまう。そして逆にその状態を認めてしまうのだ。 

そこでいらいらしたり､あるいは心配したりする気持ちが出てくる。そんなわけで次のステップが必要になる､ 

１)願望実現の確信が持てたらその願望が「実現できたら」自分はどうするのか､仮定の上に立ってイメージをする。 望むも

のが手に入らなくて不満になりいらいらした心の状態でいると願望実現はできない､願望が実現したときの満足感を先取り

してしまうのである。これが「願望実現を予期する。」である。 

２)もう願望の対象が手に入っているも同然という気持ちになれるまでイメージをリアルに思い描ければ安心感を持つことがで

きるし、同時に満足感を感じられる､すると願望があなたにひきよせられる作用が起こる､先ほどの例でいえば１００万円

が手に入った状態をイメージしてそのお金でしたいことをイメージする､ 

そして願望が満たされた満足感を味わうのである。予期とはイメージでこの満足した状態を意識的に作り出すことなのだ､

気分的には安心や余裕が生じてくる。願望実現のスピードがこれで早まる。この余裕が大切なのだ。 

物質も精神も波動が同調すると相互に引き合う性質がある。願望する対象を得られることで生まれる波動を作り出

せばその波動に同調して対象物が引き寄せられるのである。ところが不満やいらいらの波動は 

むしろ反発作用になる。この最後のポイントはとても重要なので練習してもらいたい。願望を思い描くときにその願望が

実現すると必ず自分にも周りの人々も幸福に導かれることをイメージする。 

★感覚を総動員して願望実現のエネルギーを強化､ 

どの場合でも､イメージをするときはなるべくすべての感覚を総動員して､視覚化すると良い・ 

特に実現したときの感情を呼び起こすようにすると願望実現のエネルギーを強力にすることができる。 

１)願望実現の対象がものならまず,視覚のイメージのテクニックを使って思い描く。 

２)イメージができたらそれに触れてみる。 

３)さらに匂いをかぐ。 

４)たたいて,音を聞いてもいい。(実際に手を動かしてもいい) 

５)最後はなめてしまおう。５感のすべてを使ってイメージするのだ 

６)そしてそれを得たときの感情の自分の動きを味わってしまう。 

五感を総動員して対象をイメージしてリアルにイメージできるほど願望実現は早まる。 

★願望は何度もイメージしたほうがいいか。 

１度イメージしたことがすぐに実現しなければ自分の思いが足りないのだと思って,毎日のようにイメージ 

しようとする人がいる。だが結論から言うといったん蒔いた種は出ないうちから掘り起こさないほうがいい。 

イメージした願望は実現しないうちに心配になったからといってもう一度イメージしなおすということは 

しないほうがいいのだ。なぜなら、それには次のような理由がる。 

① )  願望は思ってから表面の動きとして現れてくるまで、ある一定の熟成期間が必要である。 

② )  本当に実現するのかな,と心配になっても思い返さない。それは植えた種をまだ芽が出ないうちに 

掘り起こしてみるのと同じだ、種があることは確認できるだろうが,それは発芽ではない。 

③ )  だからいったんイメージしたら以後の点に任せきりにする,安心してまっているという態度が必要なのである。 

  これが願望実現のこつである。 

思いつくことはすべて実現可能なのです実現しないことは思いつかない、実現する可能性があるから思いつく、 

どこかで知っている.実現しないことは思いつかない。物事は形になる前に見えない次元での動きがある。 

熟成期間、準備期間を置かないとだめ「果報は寝てまて」「内なる神様実現すると確信しておりますのであとはよろしく」そう

するとはそうゆうことなんです。ある時内側から何かやりたい気分が出てきます．その内からの波動に忠実にしたがって行動し

ていれば現実になる（疑いとは確信がないから疑う。確信があるものには疑わない）確信のあるものはポジティブなエネルギ

ーです。 

確信をもっていると心の中にすでに満足感がある、欠乏感がない、欠乏感がなくなるから、結果にこだわらない.⇒実現する 

 


