
白魔女 PRO養成コース

共通カリキュラム

白魔女PRO養成コースの共通レッスンでは、自分を知る（心、不調、病気）
・静けさ・生まれてきた目的・学びの確認・気・波動の体感・感性（神性）を高める
・意識の使い方に特化します。
そして、これはこの 2回だけではなく、今日から、これら全部でもいいですし、
また好きなものだけでもいいから、日課にしていくことが重要です。
決して、頑張る必要もありませんし、努力でもないと思います。

白魔女として、人間の持っている、自分の持っている力、能力、魅力を
最大限引き出すには、数回の訓練では無理です。
やればやるほど、向き合えば向き合うほど、内観すればするほど、いつの間にか
力、能力は高まっていき、人間が肉体を超えた存在になるのです

お伝えする全ては、能力開花の基礎であり、基本であり、ゴールです。
正直、これだけ淡々とやっていくだけでも、ある時期から勝手に感性が
開いていきます。テクニックは正直、二の次です。
テクニックは知識として無駄にはなりませんが、それを活かせる、または、
そこからさらに発展させるには、その人がエネルギー体として純化すればするほど
どんどん活かされていきます。
また、自分から、自然発生的に新しいテクニックを生み出すこともできます。

純化は物理的純化（食べ物、生活習慣など）と
内的純化（カルマ解消、瞑想、静けさ、平和など）がありますが、
誰でもどこでもできるものは、日常生活の中で美しいものを見つけていくことです。
美は心を豊かにし、霊性を高めます。美しいと感じるのは、自分の中の美しい心と
共鳴しています。

自分という人間をどのくらい知っているでしょうか？
人がみている自分の顔を、私たちは自分では一生見ることができません。
背中も鏡越しにしかみたことがありません。
そんな自分でも、知ることはたくさんあります。
自分を知った分、人を知ることができます。
自分に興味を持ってください。
自分を癒した分だけ、人を癒せます。
自分から出したエネルギーがただ返ってきて、形になるのが、
私たちが生きている世界です。

自分を知りましょう。自分を癒しましょう。自分を愛しましょう。
人を愛しましょう。この世界全てを愛しましょう。

魂の進化、霊的成長は、日常の中にあります。
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90 分×２回 (3 単位 )

第 1 回・第 2回
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魂の課題、目的

気を感じる基本のポーズ（無極）

手を敏感にする→ハートチャクラを開放することにつながる
左手は火足りて、、、右手は水の極み、、、という言葉から生まれている。。
火と水で【 火水＝神 】陰陽を合わせ、無極となる。
無極とは、源、一元。

呼吸と脱力→感じるため、開くための究極のテクニック

「アイウエオ」から「アオウエイ」

瞑想（あくまで一つの例）

■姿勢→息を吸いながら全身をカチンコチンに力を入れて、吐く時に 2段階に
　分けて吐く、ハッ、ハッーーーーーー、同時に身体を上から下に向けて、
　虚脱する× 6 回～12 回（緊張に応じて）
　それができたら、背骨、吊られている、アオウエイ。

■心の姿勢→雑念、川に流す、心の揺れが止まる→静寂
　瞑想の呼吸→鼻で吸って 6、止めて 6、吐いて 6 
　（鼻呼吸、鼻で吸って口で出す）（花、光、ありがとうマントラ）

　マントラとは、サンスクリット語で【マン】が思考する【トラ】が開放という
　意味です。最も有名なマントラはオウム、アーメンです。

天地人循環で毎日の始まりのエネルギー体を整える

自分の心と身体を観る

聴こえない音、音のない声を聞く訓練

■近くから遠く
■形あるものからないものへ
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カルマについて

病気について

カルマは前世・過去世から持ち越したエネルギーの歪み。
それを体験し、浄化することで解消できる。
カルマはあるかないかで言えば「ある」だが、全員が全員カルマの発動が
あるわけではない。なんらかの気づきから、自然の摂理にのっとり、
自然とともに、愛の波動で生きれば、エネルギー層に蓄積されていた
エネルギーの歪みは修正され、カルマとして発現することはない。
カルマは決して決められた運命ではない。

病気は魂の成長のサイン。省みるチャンス。厳しい言い方かもしれないが、
病気の深刻さ、痛みも普遍意識から見ると完璧なカルマの法則に基づいて、
自分自身が作っているのです。

カルマも病気も純化が最も大きな治癒となる。

意識のあるところに気が集まる

エゴの消し方、いろいろ
■傍観
■ディレート
■鳩
■ダイヤモンドのルービックキューブ

気がついたら、そのエネルギーを見て見ぬ振りしないこと、放っておかないこと。
ちゃんと光の処理をしてあげることです。

まず、自分の中にあるネガティブなエネルギーを箇条書きにしてみる。

例 )
     １. 悲しみ
     ２. あきらめ
     ３. 不安
     ４. まとめて、自分の中にある重いエネルギー全部とか
     ５. うちの子供は手がかかる

・・・など



４
いつの間にかそう決めつけて思い込んでいる、
自分の幸せを邪魔している自分のエネルギーを見つけてみる

１. 目をつぶる。目の前に、円を描きその中心点に点を打つ。
　 その点は、創造の源。物質宇宙の誕生の瞬間。

２. 次に自分と、さっき描いた円と中心点の間に、光り輝くダイヤモンドで
　 できたルービックキューブをイメージしてください。

３. 次に、声に出しても出さなくてもいいので、その言葉のバイブレーションを、
　 自分の体隅々にまで響き渡らせるように「私の中にある、〇〇を全部キューブに
　 入れます」と言って、自分の身体の中からキューブに黒い重いエネルギーが
    移動するイメージをする。(〇〇は、例えば、悲しみ、絶望、不足を感じている
    エネルギー、恐れなどなんでも ) しかし、1回に 1種類のみ。

４. スッキリ出切るまで、【３】 を繰り返す。

５. もうほとんどキューブの中に入ったなと思ったら、そのキューブに向かって
     「今までどうもありがとう、おかげで、今まで気づき学ぶことができました、
    でももうここからは必要ありません」と伝える。

６.( 興味があればキューブを持って重たさを図る . 興味がなかったらしなくていい )

７. キューブを前に押し出すと、自動的に最初に描いた円の中心点の点の中に
　 吸い込まれていく。

８. 少し待っていると、点からまたキューブが戻ってくる。
　 キューブの中のエネルギーはどんな形 ?何色 ?

９. まだあまりきれいになってないなぁと思ったらもう一度点の中に入れる。
    (8 が繰り返される )

１０. もともと自分の中で作り出されたネガティブなエネルギーが浄化再生されて、
       本来の愛、天意のエネルギーに戻ってきているので、それをもう一度自分の
       中に入れる。入れるところは頭のてっぺんから全身でもいいし、脳の中、
      心の中、丹田など。その時、入れたいところに入れる。

方法
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方法

波動の数値を計る

Ray 視なのです。Ray だから、光です。
エネルギーは質量×光の速度の二乗です。【 E＝MC2 】

私の仕事は、その光を読み取っているようなものなのです。
でも、説明が面倒だから、霊視でもRay 視でもなんでもいいとは思っています。
ある意味霊もエネルギーなので。

波動の読み取りの能力はその人の天地人と循環度に比例します。
天地人と循環度の点数が高ければすでに波動の読み取りはできるといっても
過言ではありません。
本来、波動は個人個人が感じるものですが、鑑定の場においては、
私がいくら感じてもそれをお客様にどう伝えていいのかわからず、
そこから波動数値で伝えると言うことを考え出しました。

やり方はシンプルです。シンプル過ぎてバカみたいですが、奥は深いです。

１. 基本型、白い紙にこんな感じ（別メールでの添付資料）で書いてください。
 　上の丸に点は中庸を保ち、的を射る答えがでるように慣れるまで書きます。
　 しっかりと自分の中心ができたら、毎回○に点を書く必要はありません。
    資料に書かれている線の長さは 10 センチくらい。
    ( 定規は使わないでください )

2. 調べ方は丸の中心に向かって、例えば・・・
　これはあくまで一つの例ですが、
   「○○さんが (1 番幸せを感じる仕事 ) はなんですか？」と質問します。
   カッコの質問部分をいくらでも言葉を変えて応用ができます。

質問例 )
■前世の良き思い出の場所
■ステキな人間関係が始まる場所
■仕事が成功するところ
■魂が磨かれる場所、人

などなどです。質問内容は無限にあります。
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４. 利き手の人差し指か中指を使って、力を抜いて「0・50・100」と声に出しながら
     1 ～ 2 回タッチし、あとは、紙からほんの数ミリ指を離して、0～ 100 の間を
    往復していると（早くなく、遅くなく）なんとなくモワッとしてきて、
    指が止まるところが出てきます。( 気功の気のボールを作った時の反発感）

    これは、投げかけた言葉の波動に反応して粒子が集まるからです。
　 要は、この 0～ 100 のメジャーを使うと、なんでも調べられます。
    言葉の通りの答えが返ってきます。100 点満点ですが、超える時もあります。
    調べることそのものより、的確な質問の言葉選びが一番難しいかもしれません。
    その言葉のエネルギーに返ってくる答えだからです。

    では、早速やってみましょう。

    以下の質問を調べてください。

質問

■旅行に行くとして、今の自分が一番癒される国
（【 今の 】という言葉がミソ、過去も違うはずだし、数年後も違うはずだからです）

例 )
・沖縄
・フランス
・中国
・イタリア
・メキシコ
・ハワイ

MEMO
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■オーラを守る方法

オーラの魔法
私達一人一人を包み、守り、かつ、自分の内側から発しているオーラは、
精油でいうところの生命場です。オーラには、その人の個人情報が満載です。
オーラというエネルギーの一種は、嘘をつけません。もし目の前から肉体が消え、
顔、髪型、洋服がなくなった透明人間でも、その人のオーラさえあれば、
見た目にごまかされることなく、その人の今までの生き様、今の気分、性格、
本心、指針、その他あらゆることがわかります。

また、オーラは「私」のオーラとして、球状に私達を包み込んでいますが、
同時に、隣にいる人であれば、知っている人でも知らない人でもオーラ同士が
つながります。（例：シャボン玉）
自分、隣の人、また隣の人、またまた隣の人のように、どんどん繋がっていきます。
これは人同士だけではありません。あなたは、このよううな仕組みでこの宇宙に
あるもの全て繋がっているのです。その繋がりが濃厚か薄いかだけです。
なぜかはわかりますね？この宇宙にあるものは、もともと一つの意識、一つの源
から生まれているので、共通のエネルギーを持っているのです。
物質宇宙誕生の印としてのビッグバン。私達は、そのビッグバンの爆発エネルギー
を、全人類一人一人がティースプーン 1杯分は持っているそうです。
これはNASA の研究によるものです。

そのエネルギーを何に使っているのかは人それぞれだと思います。
そのエネルギーを自身を不健康にしていくエネルギーに使っているのか？
自身を健康に輝かせていくことに使っているのか？
私達の肉体が動くのも、思考が働くのも、笑えるのも、泣けるのも私達が
エネルギー体であり、宇宙から持ってきた、そして地球にある美しい美味しい
食べ物のエネルギーをもらっているからです。
しかし、繋がりあって結局は今も全世界、全人類は誰一人、何一つオーラが
分断されていないので、今も一つではありますが、あなたのオーラはあなたの
オーラとして、ある一定の状態を保っています。隣の人と繋がり重なっている
部分で、お互いのエネルギーの交流交換をしています。

あなたは源であり、今回の人生を生きる魂の器（個体）でもあるのです。
この個体（肉体）を大切にしましょう。

・色
・石
・イメージ

■オーラを浄化する方法
・精油
・イメージ
・塩（＋重曹）
・ニガリ２００ミリ→塩５００グラム→重曹（３日間の浄化）

何より重要な基本となる浄化方法は食べ物、感情を純化していくことです。


