
 

 

セミナー申し込みありがとうございます。 

思いが人生を作ります。自分を愛すれば愛するほど 運気は上がります。 

  

セミナー内容   

－レベル１（1日目）－  

4回のエネルギー伝授、   

自分の名前にありがとう いい方のコツ伝授 （胸中 ハートの真ん中になります 

これがわかると願望達成も数倍早まります。文章でも、動画でも伝えられないため 

セミナー時にお一人お一人にお伝えしています。 

ハンドパワーを使ってみよう 気のボールをつくる実習 イメージ力実習 背骨調整を体験してみよう 。 

背骨調整を体感しよう 

真我（何でも知っている自分の中にあるスーパーコンピューター ）を使いこなす 

受け取ることを自分に許可する  

口癖が人生をつくる たらいの法則（思いが人生をつくる）  

セルフヒーリング12ポジション実習  

 

－レベル２－（2日目 ） エネルギー伝授 3回  

幸せ、健康 強運インプット瞑想（希望者はミミテックを使って強力インプット）  

潜在意識の話 アファ―メ―ションの法則（完了形 感謝先取り 病気にフォーカスしない ）  

前提（上手くいかない時は前提を見なおそう。 

 ふだんは前提に気づけないが意識をすると気付けるようになる  

前提はでっちあげて良い 前提に気づく→持ちたい前提にする。→信念になる→ 運が変わる  

願望達成の法則 （瞑想を使うと意外と簡単 －望み方、ブロック書き出し）  

ハートの内側で望む方法 周波数の変え方 （感情が鍵） 

 3つのシンボルを使って 遠隔ヒーリング 

 ☆究極のトラウマ解消、過去の癒し、前世の癒し（特別テクニック、自分や他人に使える） ［テキスト‐ ひら

めきはどこからやってくるのか ［テキスト‐心が病気をつくる、運を決める。－心を変えることによって元気に

なる。］ ［テキスト‐シ―タ―波で インプットする］ 他  

 

 

 

東京以外の場所ですと、磁気ベットなどが使えないですが、ご了承ください。  

磁気ベットはとってもいいものなので、受講生の方も寝てもらっていますが、 

 10この磁気25Ｋｇと磁気とマットレス（３０Ｋｇ）をもって地方にはいけないので、ごめんなさい。  

 東京ですと無料で体感できます。（病気の方にもおすすめです。） 

 

 

完治を目指す方は なぜ治したいかを明確にしてみて下さい 

なんとなく治りたい ではなく 00をしたいから 何が何でも治すんだ という魂の叫びをみつけてください 

治ってやってみたい事を9個以上書き出し優先順位をつける 

三角形を３つつくり、付箋で貼っていく（水色の付箋） 

１と２で思いつくものをかき出す 2と3で思いつくものをかき出す 

3と１で思いつくものをかき出す  （緑の付箋） 

この3つの付箋を並べさらに思いつくものをかき出す （ピンクの付箋） 

 

この作業を４，５，６の三角形 7,8,9の三角形で行い 

さらにこの3つ（イラストではピンクの付箋）を並べ、浮かんだものをかき出す 

それが 完治してやりたいことになります。 



自分と向き合って書いてみてください。 

こんな風に書きます。 

 

 

直感で書いてみてください。考え込まない。 

ここが出るのに一か月もかかる人がいますが、本気で完治を目指すなら 

やってみてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



―予習― セミナーを受けて 叶えたいものはなんですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

明確に書いてみましょう。（書き方はセミナー時にお伝えしますがとっても重要ですので） 

 まず、セミナー時まで に書いてきてください。 

 こちらをプリントアウトして書いていただいても、手帳やノートでもかまいません。 

 

 書き方 のポイントは明確にすること、セミナーでお伝えすると皆さん口をそろえて『 そこまで明確に 

 するんですかとびっくりされますが、明確にすればするほど願望は叶いやすくなります。 

 書き方3つのポイント（断定、明確、 完了形）  この書き方がわかると願望が叶いやすくなります。 

 添削希望の方はセミナー当日、空き時間などに、声をかけてください。  

 書くと かなりの率で数ヵ月後叶っています。数カ月と そういえば治ってる。転職できてる、 

  とテキストを読み返して驚かれた方もいます。 

 

  「自分の名前にありがとうを唱えると奇跡が起こる」の本にも書いてありますが 

  セミナー時はいい方をお伝えしますが、文字で  ００さんありがとう を10回以上かいてみましょう 

  ゆっくり丁寧に声に出しながら 書いてみましょう。０さん、０ちゃん、０君 など どれでも OKです。 

  例）ちあきさんありがとう でも ちあきちゃんありがとうでも 良太君ありがとうでも Okです。 

  姿勢を正し、ゆっくり丁寧に、できるだけきれいに書いてみましょう。そして、読みあげていきいましょう 

  時間にゆとりがある方は毎日10回書いてもかまいません。 

 

  １ 

  ２ 

  ３ 

  ４ 

  ５ 

  ６ 

  ７ 

  ８ 

 

心の法則もおつたえしています、心の法則の基礎編は 

「自分の名前に「ありがとう」を唱えるとどんどん幸運になる！」 

「自分の名前に「ありがとう」を唱えるとみる幸福ゾーンが開く」をお読みください。 

この本を読んだものとして、セミナーを進めていきます。 

 

実践編は「自分の名前に「ありがとう」を唱えると奇跡が起こる！」 

（受講生の体験談を名前入りで載せています）読者プレゼントはこちら  
https://healingroomai.com/bookreiwa1/ 
（セミナー時に本をお持ちくださったら、サインします。自分用に、 

お友達用お名前を添えて本にサインをさせていただきます。 

 

私            は セミナーを受けて（重要） 

健康面 

精神面 

 

 

 

 

 

                                   を叶えます。 

 

 

https://healingroomai.com/bookreiwa1/


---完治したい方へ-- 本気で自分と向き合い人生を変えたい方へ- https://healingroomai.com/kanchi-course/ 

（文章で質問に答えてみましょう。 ） 

子供時代 親子関係はどうでしたか？ （文字化してみましょう） 

両親は仲良かったですか？  

今 人間関係は良好ですか？  

自分を素直だと思いますか？  

 

子供時代の過ごし方が １０年２０年 ３０年、５０年後の病気と関係することがよくあります。 

小さい時封印した感情が何かの引き金になり、病気になったりすることがよくあります。 

病気の根っこは かなり昔から あるひとがよくいます。 

失敗ばかりする人のパターンが子供時代の感情と関係あることがよくあります。ですので、このような質問をしました。 

もしも 親が仲良くなかった人、親に対する怒りや 悲しみがある方は「お母さん産んでくれてありがとう」（産んでくれたことに感

謝をする）「おとうさんありがとう」親がいなかったら 生まれてこないから、捨て子だったというかたでも、命を与えてくれてありがとう

という意味で唱えてみましょう。そして心の傷を癒して、人生謳歌していきましょう。 

 

上澄みだけで癒したつもりになっている人がいます。（上澄みでわかったつもりの扁桃体にありがとうを唱えて光らせていきましょ

う。結果が出ない人は上澄みでやっている人なのです。） 

「もう、親の癒しは終わってます。別の人に癒してもらったから親への怒りはありません。そういっていた方がいましたが、やってみ

たらまだまだ怒りがありました。「隠れ憎しみを癒す決断をします」そう唱えたら怒りが出てきて震えたそうです。そして「え～、まだ

あるんだ～とショック」といっていましたがだから改善しなかったんだねと、本人がぼそっと言っていました。 

癒しは浅い癒し、深い癒しがあります。病気完治などの場合は上澄みだけでは 完治に向かわないことがよくあります。夫婦

仲が悪いなども、同様です。上澄みだけ癒しても改善しないことがよくあります。しっかり 心の奥底から癒しましょう。 

 

人間関係が苦手だったりとらぶったりするのは、自分との会話ができていない、自分を好きじゃない、自分のことを言語化でき

ない人に多いようです。ラインスタンプで済ますとこういうことをしている人は要注意です。文字で表現できると人とのコミュニケー

ションも良好になると言われています。（自分を好きになると人間関係もうまくいくと言われています。私は素晴らしいをしっかり

落とし込みましょう） 

 

知っていると思った時は 自分にこのような質問をしてみてください、 

「本当にわかっているのか」「どこまでわかっているのか？」「本当に何がわかっているの？」  

「わかったことは利用しているの？」「行動をしているのか？」 

「利用しているならば、行動をしているならどういう結果を得ているの？」上手いってるか自分の心に聞いてみてください。ちゃん

とわかっていて利用していて 100％申し分ないぐらいに上手くいっているか？自分自身に確認をします。 

 

（両親との関係、子供時代の心に傷やトラウマ などを）癒したはずと思った時も 

「本当に癒したの？」「どこまで癒したの、上澄みそれとも、心の奥底潜在意識の奥底まで？」 

「癒したなら結果はでているの？」「100％申し分ない位ばっちりなのか？」と 自分に聴いてみましょう。 

これがイエスでない時は 上澄みしか癒していないと思って、ゼロポイントにしてみましょう。ゼロポイントについてはセミナーテキ

ストを参考（後日お伝えします）ゼロポイントだと脳が行動をしやすくなる。斜に構えてしまうと損をしてしまいます。 

 

素直でないと思った人は素直に聞く耳を持つようにしましょう。 

素直とは「宇宙エネルギーをエゴや他人の言葉に惑わされる、素直に受け取れる人」のことをいいます。病気が完治するのも、

人生が上手くいくのも 素直な人なのです。右脳の方なのです 

私は左脳だから だめなのといわずに、（右脳は鍛えたらいいだけです。）素直になってみましょう 

「私００は 素直に宇宙エネルギーを受け取り、直感に従い完治させます」 

 

「私００は素直に宇宙エネルギーを受け取り人生を謳歌します」  

ということを 何度も唱えておいてください。（予習しておいてもOKです） 

セミナーでお伝えしている 10％がレイキヒーリング、残りの 90％が言葉のチカラ、宇宙法則です。 

https://healingroomai.com/kanchi-course/


レイキとは 臼井甕男（うすいみかお）が つくったハンドヒーリングのテクニックです。 

臼井の略歴  

◎ 岐阜県谷号村に慶応元年〔１８６５年〕８月１５日に生まれる。～1926年 大正 15年 3月 9日 

◎京都の鞍馬山で２１日間断食瞑想し，霊気療法を感得。  

◎大正１１年東京青山，原宿に学会を設立して霊気治療を行う。 

◎その後、弟子の林忠次郎、ハワヨタカタに受け継がれ海外にも伝えられる。 

 日本には 1993年に海外から逆輸入され はいってきたものが主流となっている。 

招福の秘法 万病の霊薬（臼井甕男が日常の指導としてお弟子さん達に唱えさせていた言葉） 

今日だけは怒るな  

 心配するな 感謝して  

業をはげめ 人に親切にして  

 朝夕 合掌して心に念じ  

口に唱えよ 

 心身改善 臼井霊気療法  

   肇租 （ちょうそ） 臼井甕男  

Just for today ，Do Not Anger． 

Just for today ，Do Not Worry． 

Honor your parents，teachers， and elders． 

Earn your living honestly． 

Show gratitude to all living beings． 

〔世界共通レイキ原則〕 

 

〔レイキ１０大特徴〕  

１）修行，訓練が不要で誰でもアチューメントというエネルギー伝授を受ければ宇宙のエネルギーを受け取り 自分

にも他人にもエネルギーを流す事ができます。（二日で家族などにヒーリングができます。）  

２）修行，訓練を怠っても，永久にパワーが失われる事はありません。 （使えば使うほどパワーは向上）  

３）レイキヒーリング中に強力に注意を集中したり念じたりする必要はありません。 

 （逆に力を入れて 念じると パワーは弱まります。）  

４）気を入れたり抜いたりする必要はありません。〈自動調整〉  

５）相手の邪気を受けにくいテクニックです。（パイプに徹するのがポイント）  

６）効果例が具体的，かつ豊富です。  

７）時間,空間を超えた遠隔ヒーリングが可能です。（セカンド以上）  

８）レイキは他のテクニックと併用できます。（気功，瞑想，イメージ法、特にルールはありません。）  

９）レイキは信じようが信じまいが必要に応じてエネルギーが流れます。  

（信仰不要 いかなる宗教とも関係がありません。私自身も、神がいるならここに呼んできてというぐらい神様という

ものが大嫌いでした。今はああ宇宙エネルギーの事を神様と呼ぶ人がいるんだなと理解していますが笑いの神が

降ってきた。といいうように使われている位なので、笑いの神がいるなら、元気の神だっているだろうし、お金の神様

だっていると 思います。） 

１０）レイキは上手に使うと 私達が持っている素晴らしい本質（真我）に気づかせてくれます。 

※私達の本質は喜びそのもの，至福の存在だといわれています。それを気づかせて くれるもののひとつがレイキ

なのです。この宇宙のエネルギーをつかって自分の可能性をひろげて みましょう。 

 

エネルギー伝授（アチューメントと言う）をうけば、誰でもハンドパワーを手に入れることができます。 

エネルギー伝授中、心も浄化されクリアーになります。このエネルギーを応用して、使っていき 健康や自分の心を

変えていくテクニックです。アチューメントは  椅子に座って、目を閉じていただきます。 

〔ティチャーが合図をします。くつろいで座っていてくださるだけでけっこうです。〕  

（途中で，感情が出てきたり，泣きたくなったら抑えないことです。咳こんだら出してしまってください、 

こちらの手順を頭に入れておいてください。当日行います。 

 

☆ベルトやメガネなど 身体を締め付けるものをなるべく外します。 （ベルトなどはきつくなければOkです） 

☆椅子に楽に腰掛け，両足のかかとをつけます。 （足は組まない） 

☆両ひざは軽く開いて，つま先をまっすぐにして両足が並行になるように座ります。 

☆アチューメント中は目を閉じています。（目からエネルギーがもれるのを防ぎます）  

☆途中で合掌をしていただきます。（合掌してくださいと肩を叩き合図します）  

☆アチューメント中にティーチャーが体に触れたり（肩、足首、膝、手のひらなど）します。びっくりして目を開けないよ

うにしてください。 

☆目を閉じたまま合掌をとき 合図したら深呼吸をして，自分のペースで目を開けてください。 

 感じる人もいるし、感じない人もいますが、エネルギーは確実に使えるようになります。 



 一番わかりやすいのが 味変えです。楽しく変えてみましょう。（コーヒー、ビール、ワインなど、） 

△▽△▽△▽△▽△▽ 

1994年に 私がレイキと出会い人生を変え、1995年ティーチャ―になった。 

当時、ナレーターモデルの仕事で、ストレスをため、さらに、私生活でも、結婚式直前のドタキャンなど 

色々とあり、生活に疲れている時だった。不思議な力に導かれ、当時 日本に入ってきたばかりの、Reiki 

を受けてみた。その時に、目の前にインドの聖者 サイババが現れ、インドに行くようになり、ヒーリングを

極めろとメッセージが来て、あっという間に、ヒーリングをするようになっていった。 

その後創工能力開発研究所というところに、スカウトされて、講師として教えることになり、沢山の人に 

エネルギー伝授をしてきた。その社長はレイキには興味がなく、現場を任されていたが、 

セミナー時は、かなり体の悪い方がたくさんやってきて、うろたえた。 

そのころに、ペルーに行き不思議な体験を多数した。（不思議体験は多数させていただきました） 

ある時、セミナー会社でエネルギー伝授中に体に静電気が走り、宇宙からメッセージが入ってきた。 

当時は山田孝男先生から瞑想指導を受けていて、長い時は一日12時間も瞑想をしたこともあった。 

瞑想と同じ状態になり、体が宙に浮き、こうやったらいいよとエネルギー伝授の方法が はいってきた。 

祈りを使えというメッセージとともに、祈りの言葉が入ってきて、さらに、瞑想で使っている 

ユニバーサルマインド『宇宙意識』のエネルギーが私に流れ込んできた。この瞑想のエネルギーを使いな

さい、とそれは、今まで習ってきたレイキのエネルギー伝授とは違っていた、 

そのメッセージ通りに、動き、その通りにやってみた。すると、奇跡が起こった。 

 

何年も 動かなかった手が上がる。 と言われた。 

あのメッセージ通りに行うと、エネルギー伝授を受けて、毎日自分でセルフヒーリングをして、 

ありがとうをいい続けたら、その方の癌が消えたそうです。 

動かなかった手が上がる。膝の痛みがなくなった。難病が改善した、などなど 色々な奇跡が次々起こっ

た。エネルギー伝授を少し変えただけで、凄い効果が起こった。 

これをレイキと呼んでもいいのか、悩んだけど そのままやっていた。 

（瞑想と、祈りのテクニックをつかったので、エネルギーの出所は違います。瞑想ができないと同じエネル

ギー伝授はできませんので、私の所では、ティーチャ―希望の方は瞑想もある程度 できるようにして貰

っています、瞑想を使ったほうが効果が何倍も違うからです。） 

このエネルギー伝授の方法は 瞑想を使うオリジナルになります。  

 

そして、さらにセミナー中、病気は治ったけど、人間関係がね、お金の不安がね という方が多くいて 

マインドが関係する、周波数が関係する ということを知る。それを合わせて伝えています。 

セミナー楽しみにしていてくださいね、 

ホームページ内容 https://www8.big.or.jp/~aiba/text/homepagenaiyou.pdf 

周波数 https://healingroomai.com/frequency/ 

 

（お金のセミナーではありませんが、要望があればセミナー後、懇親会などで 聞いてくださったら 

お金の神様と仲良くする話などもお伝えします。 

興味がある方にはお金の補足テキストを差し上げます） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www8.big.or.jp/~aiba/text/homepagenaiyou.pdf


https://healingroomai.com/secret/ 

昔 ペルーのマチュピチュの山で 1人で迷った時だった。 
不思議な老人と出会った。 

その風貌は、山なのに薄着で、どこかの物語から出てきたような恰好だった。 

でも、はじめてあったはずなのに、懐かしい感じがした。 

やった、助かった。道に迷ったの、という言葉を言おうとしたとき 
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。 

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。生きているうちに伝えないといけないと思っていて瞑想していたんだ。 

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。」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」というと、 

「偶然はないんだよ、君はたまたま私にあったと思っているだろう？ 

「違うんだよ、この世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。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」そうしゃべりだした。 

相当いい師についているというのは、あたっていた。瞑想やヒーリングは、やりかたを選ぶよりも師を選べ

といわれていて、どの師について習ったかで、結果は大きく違ってくる、幸い私は最高の師についていた

いたので、いい体験をたくさん させたいただいた。感謝している。 
 

この老人の瞳は、何でも見透かしているようだった。当時山田孝男先生について、必死に瞑想を学んでい

た時だった。S社でセミナーを教えていて、今後どうするか決めかねていたところだった。 

（この直後、私は独立をする事になるのですが  詳しくは 

「自分の名前に「ありがとう」を唱えるとどんどん幸運になる！」をお読みください。） 

何でも叶う宇宙法則の事を 君の伝えるから、メモをとってくれ。老人はそういった。 

この宇宙法則なら前に、瞑想で体験したところだったので、シンクロした。 
私の瞑想体験を話すと神がいて（イエスやブッタといった人の形をしているわけではありません。） 

一瞬にして 「神の存在」だとわかるのです。神という言葉を使っていいのか迷いますが他に言いようがな

いので神という言葉を使わせていただきます。 

私は宗教には属していませんが、ああこういうのが神様なんだなとおもったのです。 

そして頼みさえすれば、健康、豊かさ、人生謳歌に必要なものは何でも叶えてくれるんだと知りました。 

形はないのですが その存在感から「創造神」だと直感しました。全知全能だと直感しました。 

その神を凝縮したものが 私たちそれぞれのハートにある, 

ハートとつながっているといったほうがいいのでしょうか？ 

それがはっきりとわかりました。言葉ではなく 感覚でわかったのです 。 

その時にこんなメッセージが体に入ってきた。 

ハートと繋がると、人生を謳歌することができるようになります。悩みも解決します。病気も改善します。直

感に導かれるといい情報が入ってきます。 

それが、私の中に入ってきた。言葉としてはいってきた 

というよりもイメージとして、パッっと、 頭に焼きついたとでも言うのか。 

なんと表現をしたらいいかわからないのですが、そういう感じでした。 

（頭から聞えるメッセージは ハイヤーセルフではなく偽者です。） 

 

https://healingroomai.com/frequency/


その老人は、もうすぐ 100歳になるが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。 

ああ、それも瞑想で体験したことがあった。 

「その宇宙はどうだった？話してくれないか？」と老人にいわれた。 

呼吸法をして、心を整えてから瞑想をしていると、体という感覚がきえていって、空にあがっていった。 

さらに、もっと上にあがっていき何かに引っ張られるように、真っ白の世界にいくと 

生まれてきたことに嬉しくて、感謝したくなり、そこらじゅうに、感謝したそんな、空間？世界だった、そこで 

至福の喜びを感じた。これが宇宙（ハイヤーセルフ）との一体化といわれている。 

さらにその上の知恵の宝庫の世界にいって、その時に宇宙は何でもあると体感した。強い確信というのか、

質問をすると同時に、その質問が終わるか終らないうちに答えが降ってくる。」 

結果、困ったことはおこらなくなる。という法則の事でしょうか？ 

ときくと「そうじゃよ、宇宙は質問をすると答えをくれるんだよ、 

皆が質問をしていても答えを得られないのは、この宇宙に向かって質問をしていないからだよ。 

そして質問の仕方を知らないからだよ、この宇宙はどこにあるか知ってるかね？ 

ちあ「はい、ハートの奥にあります。 」 
大抵の人はこの自己否定や悲しみや不安で、ここにゴミがたまってしまってつながらなくなってしまうんだ

よ。宇宙とのつながりを自ら切ってしまっているだから、悩んだり病気になったりする。 

ここと繋がれば病気で苦しむことはなくなるんだよ、私はかなりの年だけど、一度も病気になったことがな

いんだよ、ハートの声を聞いていると ちゃんと 上手くいくんだ。人生を楽しんだよ。」 

ハートの声については、上手くいった例は、私の知り合いやセミナー受講生にあてはめると 

例えば、人生で行き詰っていると、こっちに行きなさい。こんな人に会うからというような直感がふってくる。 

 
例をあげると仕事で、どうしても期限に間に合わないという時に、 

何とか間に合わせたいとおもっていると自動販売機に行けとメッセージが来て、休憩しにいくと、 

そこで、他の部署の同期が手伝ってあげるよと、他の人をつれてやってきて、上手くいった。 

ある人は、友人が結婚したので焦って自分も結婚した。 

その前につき合っていた人に振られてやけくそで、たまたまそばにいた人と結婚したのだった。 

相手は好きだと言ってくれるし、ところが結婚するとその地方の習慣と合わずに 

わけのわからない病気になり、苦しみ、それでも世間体などを考えて、我慢をしたけど、 

体が限界になり、やがて、離婚をした。 

子供のころから青い目の子供を産むビジョンがあったので、やっぱり私の相手は日本人じゃないのかもし

れない、そう思っていた。すると、今からこの店に行けという強いメッセージが来て、 

そこで出会った外国人とつきあうことになった。見た瞬間、運命の人はこの人だとわかった。 

2度目の結婚は上手くいっている。もちろん、青い目の子供も生まれている。 

直感でこの店に行けば、結婚相手と出会うとメッセージが来たのもすごいのですが、 

直感に沿って 行動すると このように上手くいくのです。 

そんな都合のいい話あるわけないよと、自分とは違うよと皆が 疑ってしまうから 

上手くいかなくなってしまいます。でも、そんな都合のいい話があるんですね。 



ハートと繋がると、上手くいく.これは、体験するとわかります。逆にいえば、上手くいかない時は、 

ハートと繋がっていない時や、今は時期ではないからちょっと待てという意味だったりします。 

君はエネルギー伝授を通して、相手の潜在意識のごみを浄化しセルフヒーリングとハートの声が聞けるよ

うになることをしているね。そのエネルギー伝授を私も一度やってみてくれないか？」 

別に断る理由もなかったので、その老人にエネルギー伝授をやってみた 

すると、不思議なことが起こった。エネルギー伝授はもっとこうしなさい、瞑想で体感した宇宙のエネルギ

ーを使ってごらん、この創造神のエネルギーを相手の方に送るんだよ、 

こうしたら相手がより強くハートと繋がるよという声？がした（メッセージが入ってきた。） 

その老人の声なのか、宇宙の直感なのか、両方なのかわからないけど、メッセージがすっと入ってきて 

エネルギー伝授をかえていった、瞑想体験を使うと、レイキではなくなってしまうけど 

その通りにやってみることにした、このエネルギー伝授は、セミナー受講生にのみ行っています。 

この時以来、エネルギー伝授で 人生が変わる方が増えています。 

 

エネルギー伝授楽しみにしていてくださいね。 

宇宙の法則は 本で探せますが エネルギー伝授は体験しかありませんので、 

※ なにも感じない方もいます。感じる感じないではなく そのかたの人生が よくなる事が 

 ポイントになります。エネルギーを感じました、不安付きまとっています。というよりも 

あまり感じないけど、今後の不安が消えた、病気を自分で治せそうな確信が持てた。 

のほうがいいわけですから、感じる、感じないにとらわれないでください、 

 

エネルギー伝授だけ希望の方はセミナーと同じ料金でよろしければ 受け付けています。 

 

私は病気完治の専門家ではありません。私に人様の病気を治す力はありません。 

師によると、病気とは気付きであり、本人の意識がとっても重要なんだそうです。 

そのお手伝いをすることをしています。がんや難病の専門家ではありません。 

受講生の中にはがんを治された方やリューマチ、や難病を治された方も多くいますが 

、自己免疫疾患はありがとう不足病だよと教えてもらったことがありますが、本当にありがとうをたくさんい

うことで変わってくる方が多くいます。それは、御自身が気づき、意識を変え、病院を変えたりして、 

完治されてたのであって私がなおしたわけではありません。 

 

依存されて、ここに来れば大丈夫と重い病気の方がやってきますが 

「自分で作った病気は自分で治す」というかたのみ 受け付けています。 

いろいろな情報は持っていますので、お伝えすることはできますが、行動するのはご自身です。 

病気の方は、家族力も試されるので、家族の信頼関係も大事です。 

ご家族で、夫婦での受講もうけつけています。（家族の協力も大きいです。） 
 
Betty Eadie― 「死んで私が体験したこと。主の光に包かれた至福の 4時間」－ 

私たちはこの世で行動するための力が与えられています。みずからの行動で私たちは自分の人生の針路を決めて

います。いつでも好きな時に、自分の生き方を変えて人生の針路を変更することができます。私は大切な原理に気

づきました。それは、私たちの方から神様にお願いしない限り、神様の方から、私たちの人生の介入なさらないとい

う神ご自身のお約束があることです、 79 

私たちは自分の健康を左右する力があることがわかります。97 

愛されていないという思いから病気になる、目次 97 

病気の回復はすべて内側から生じてきます、 99 

病をいやすのは明るい思考と前向きの言葉、」人間の思考には不思議な力があって わたしたちらのまわりに陽や

陰のエネルギーを集めてきます 陰のエネルギーはかりが集まると 肉体の防衛力が弱まります。とくに暗い考え

が自分自身のことに集中しているときは それが顕者になります」 本より抜粋 



なお、歩けない方、車いすでの受講は申しわけありませんが受け付けていません。 

黙ってやってきて、実は車いすです。トイレがないです、何とかしてくれ、とか  

当日に実は重い病気ですので、治してくださいと言われてもこまります。 

重い病気の方はセミナーに申し込む前に、ご一報ください。 

病気治しは心なおし、という前提のもとセミナーをおこなっています。 

（依存をする方はお断りをしています。私は神様でも医師でもありません。ただ多くの方を見てきたことから 

アドバイスやサポートはさせていただきます。行動するのはご自身です。 

セミナーを出て、それを使って家族を癒したい方も歓迎です。 

プロセラピスト希望の方は 参考テキスト（PDFになります御自身でプリントアウトをお願いします）をさし上げていま

す。参考にしてみてください。セラピスト希望大歓迎です。（受講生HPから読めるようになっています） 
 

（体が悪いです、冷え性です、００病です。中には末期がんです、プロセラピスト希望です。という方がいらっしゃいま

す。プロセラピスト養成講座（レベル３＋アルファ）でおこなっています。御自身を癒してからにしましょう。 

 

そして、プロセラピスト希望者は、健康体であること（ヒーリングを受けにいらしゃる方は体調が悪い方が多いです 

自身が病気がちだと、倒れてしまいます。病気周波数を受取ってしまう方もいますので、 

まずはしっかり完治をしてからにしましょう。 

そして、劣等感、嫉妬心をシッカリ癒してからになります。 

セラピストに不要なものというか持ってはいけないであろう物が、劣等感、嫉妬心、といった感情だからです。 

 

セラピスト希望の方、大歓迎です。 

「自分の名前に「ありがとう」を唱えるとどんどん幸運になる！」を何度も熟読してみてください 

この本は 軽く読むこともできるし 

じっくり読んで（裏の前提までよみとる）こともできます。 

ジックリ読むと 豊かになる法則や、セラピストに必須なことが複数書かれています。 

ジックリ読んでみてください。実践してみてください。 

書籍にのらないは内容などはセミナーでお伝えしています。 

ストレスバスターズも募集中（担当：門広美、 姫井美穂） 

宇宙法則伝え隊も もうすぐ募集を開始します。（セラピスト養成） 


