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～はじめに～

こちらの PDF教材をお手に取ってくださいまして、心よりありがとうございます。

Office Sorae（オフィス ソラエ） の 夢咲璃い（ゆめさき りい） と申します。

こちらの教材では、わたくしがこれまで多くの女性の方々をみさせていただいてまいりま

した中で痛感してまいりましたこと――それは、どんなにご優秀でご立派な方でも、なか

なか、ご自分の中に暖かく広がる優しい空間をお持ちではないな……ということ、そして、

ご自分の持っていらっしゃる能力を最大限に発揮していただくためには、何よりもそうし

た空間をいつも豊かに保っていっていただきたいということ――について、お話しさせて

いただいてまいります。

なかなかに、この教材を読んでくださったからといって、一朝一夕に全てが変わるわけで

はないかと思います。

けれど、「知っている」と「知らない」ことの間には案外大きな差があるものでございま

して、たとえ、すぐにその内容の全てを理解・把握出来なくとも、「こうした情報があ

る」ということを頭の片隅に置いておくだけでも、結構目の前の出来事は変わってくるも

のでございます。

こちらの教材は、わたくしがこれまで40数年の人生をかけて学んでまいりました様々な

内容をまとめたものでございます。

この教材が少しでも何か貴女のお役に立てますなら、幸いに存じます。

これまで様々に――御本やご講演、その他様々なチャンネルを通じて――、貴重な人生の

知恵をシェアしてくださいました多くの先達に心から感謝申し上げますとともに、ここに

こうしてまとめさせていただくことが、貴女を通じて、さらに多くの方々へと広く豊かに

伝わってゆきますなら……！　と願わずにはいられません。

拙いところも多々あるかと存じますが、どうぞ最後までよろしくお付き合いくださいませ。

ありがとうございます。
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１．「貴女はこの世で唯一無二の尊い存在である」

貴女は普段ご自分のことをどのように認識しておいででしょうか？

「え？　わたし？　えーっと、フツーの人間ですけれど……」とおっしゃいますでしょう

か？

ハイ、そのお答えは半分正しく、半分間違っています（？）（笑）

貴女という御方について、「スピリチュアル的に」正しく申しますなら、貴女はこの世で

たったひとりの、唯一無二の貴重なご存在でいらっしゃいます。

そして、何らかの目的をもって、今回、この世に生まれてこられた、尊い御方でいらっ

しゃいます。

もしかすると、貴女は、「ご自分が生まれる前のことのこと」などとわたくしが申します

と、そんな頃が本当にあったの？　と驚かれるかもしれません。

でも、確実に――「霊魂としての存在であるわたくし達」には、この世に生まれてくる前

に居た場所があるのですね。

貴女は今回この地球上に生まれていらっしゃる前に、神様と、今回の人生のストーリーに

ついて、細かなところまでしっかりと「つめにつめて」こられました。

そして、絶妙なタイミングで、この世へと向かわれたのです。

仲間たちに「頑張ってね！　存分に “生きること”を楽しんできてね！」って温かく手

を振られて……。

でも、その記憶は、わたくし達殆どの人間はクリアーされて生まれてきています。

この世に生まれ落ちた瞬間、それまでのことは全部リセットされて、全く新しい状態でこ

の世での人生を始めたのですね。
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ですから、こうしたお話は俄かに信じがたいかもしれません。

けれど、貴女は天に祝福され、この世に生まれてこられた。

たとえ、もし、貴女が、今回の人生、ご自分が生まれてこられた境遇を「よし」と思って

いらっしゃらなかったとしても、神様とご自分が練りに練って作成されたストーリーは、

今の貴女にとって「ベスト」であるはず、なのです。

ですから、まず、貴女という御方が、この広い広い宇宙、悠久の歴史の中で、たったひと

りの大切な、尊いご存在だということを改めて思い出していただきたく。

まず、このことを理解していただくことから、この教材のお話は始まります。

貴女というご存在の素晴らしさ、尊さ、かけがえのなさをどうか今一度存分に思い起こし

てくださいね。

・・・　・・・　・・・

２．ご自分の真の価値を知っていただくこと

さて、１．で、まず、貴女がこの世で唯一無二の大切な尊い御方である……ということを

理解していただいたなら、次に必要なことは、貴女という御方の真の価値を知っていただ

く、ということでございます。
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こんなことを申し上げると、「わたしという人間の真の価値？　なに、それ？」と思われ

るかもしれません。

でも、誤解を恐れずに言えば、おそらく……ですが、この世にいらっしゃる殆どの方が、

ご自分の真の価値、言い換えるなら「ご自分の霊的な価値」をちゃんと理解・認識してい

らっしゃらないのではないかしら？　と、わたくしは思います。

手前味噌で恐縮ですが……、わたくしはこの世に生まれてこの方ずっと、まるで「醜いア

ヒルの子」のような存在でおりました。

どこに行ってもまるで居場所がなく、人々からは軽んじられ、時に虐げられ、疎んじられ、

散々な思いをずっとしてまいったのでございます。

けれど、2007年、サイキックに目覚めた年に、わたくしはそれまで想像だにしなかった

ほどに、霊的な感覚が大きく広がりました。

その結果知ったこと、それは自分自身の霊的世界における位置づけであり、わたくしに

とっての「魂のふるさと」と言っていい、宇宙の遥か彼方に存在する、懐かしくも温かく

心地よい場所のこと。

そして、そこでご一緒していた、「魂の家族」と言っていい方々のご存在でした。

わたくしはずっと……、本当に幼い頃から、そう、ものごころつくかつかないかの頃から、

具体的に言うと小学校に入ってすぐくらいの頃から、ずっと「この世でただ普通に人間と

して存在していくこと」自体がとても難しい人間でした。

特に、働き始めて、世間の荒波に揉まれ、ひどい鬱に陥り、追われるように職場を去った

25、６歳の頃から 35歳でサイキックに目覚めるまでの日々はまさに「闇の10年間」と

言ってもいいくらいの「（あくまでも絶対評価で言って、ですが）悲惨な日々」でして、

何度も生きることをあきらめそうにさえなりました。

しかし、2004年の 8月、運よく拾っていただいた職場で、その後わたくしが「命の恩人」

と申し上げるようになった、大変心の温かな上司の方にめぐり逢い、生まれて初めて、こ

の世で生きる意味・価値を見出すこととなり、さらにサイキックに目覚めた2007年、霊

的な感覚が一気に広がったことで、遂に自らの霊的な価値を知ることとなったのです。

そして、そのことは、何かあるとすぐにうれし涙が止まらなくなる……といった「症状」

を招きまして、2007年のわたくしはそうした「霊的真実」に触れる度に感動で涙が止ま

らなかったのでした。

それほどまでに、わたくしは神様がその年「（わたくしに）垣間見ることを許してくだ

さった」魂のふるさと、そしてそこから広がる果てしないご縁に感動し、救われ、癒され、

改めてこの世で生きてゆく勇気をいただいたのでした。

ここまでお話してまいったことは、あくまでも全てわたくしの心の目で見、聞き、知った

ことに過ぎませんので、こうしたお話をしましても、わたくし以外の御方にとっては

「？？？」と思われるかもしれません。
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けれど、本当に……どこにも居場所がなく、心が傷つく一方で、とにかく「この世にただ

普通にひとりの人間として存在すること」自体がつらくて仕方がなかったわたくしにとっ

て、2007年に神様によってもたらされた「福音」がどれほど大きな救いとなったか、そ

このところを少しは想像していただけるのではないかと存じます。

これはあくまでもわたくしの身の上に起こったことですが……、それでも、きっとこの教

材を読んでくださる貴女にも、ご自分がまるで想像だにしなかったほどの、素晴らしい霊

的なご縁、魂のふるさと、貴女という霊魂の真の価値が必ずあるのです。

この世に生まれ、ある程度の年数を生きてくると、おひとによっては様々に「限界を感じ

てしまわれて」、ご自分の霊魂としての価値にまで思いをめぐらせる余裕のない方が殆ど

かもしれません。

けれど、ひとたび、霊性の世界の扉を開けたなら、そこに待っているのは、きっと、ご自

分がまるで知らなかったレヴェルに至るほどの、素晴らしい愛の世界であり、貴女という

ご存在の素晴らしさ――それも天の高みにまで届くほどの――であるはずなのです。

どうか、ご自分という魂の価値に思いを寄せていただき、その深さ、尊さ、美しさを知る

ことが出来ますように……と、神様にお祈りなさってみてくださいませ。

神様は必ず祈りに応えてくださいます。

そして、やがて――貴女は神様が見せてくださるものに、震えるほどに感動なさることで

しょう。

わたくしに起こった「奇跡」は、求めるなら、どなたにでも起こりうることとわたくしは

信じます。

貴女がどうか、貴女という霊魂の尊さ、素晴らしさ、その真の価値に気づく瞬間がやって

きますよう、心からお祈り申し上げます。

・・・　・・・　・・・

３．王族のように

さて、ここまで貴女というご存在の素晴らしさ、尊さについてお話ししてまいりました。

ここからは、そうした「尊い貴女」にふさわしい人生をクリエイトしていっていただくた

めに必要な人生の知恵についてお話ししてまいりますね。

貴女にとって心地よい、温かく幸せな人生を創造すること、それはひとえに貴女という方

の心、思い、考え方、この世に対しての認識にかかってまいります。

そして、もうひとつ重要なこと、それは、「この世で、我が身に起こること」をコント

ロールするのは難しいけれど、「ご自分がどのような存在であるか」については、ある程

度ご自身でコントロールすることが可能だということでございます。
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これは、上原愛加（うえはら あいか）さんの御本『ばら色の人生の扉がひらく７つの魔

法』（学研パブリッシング、2012年）から学ばせていただいたことなのですが、前述の

とおり、人生で起こる様々な出来事については、なかなかその全てを思うようにコント

ロールすることは出来ませんよね？

でも、自分がどのような存在であるかについては、立ち居振る舞い、言葉遣い、心の在り

方など、いかようにも訓練次第で、自分でコントロール出来るようになる。

そうやって、ご自分が尊い存在として振る舞うように心がければ、やがては、ご自分を取

り巻く物事も、その尊いご自分にふさわしいものへと変化してゆく、ということなのでご

ざいます。

例えば……、わたくしはもう随分昔に、アメリカのハリウッドでも大変有名なスピリチュ

アリストさんでいらっしゃる、ゲーリー・クイン（Gary Quinn）さんの御著書を読ませて

いただいたことがあるのですが、ゲーリーさんはその御著書の中で、いつもご自分が王族

のように存在するよう心がけている……といった意味のことを書いていらっしゃいました。

そのように振る舞うことで、実際に「王族のような」人生がクリエイトされてゆくのだと。

そういったことをゲーリーさんはとても大切にしていらっしゃるそうなのです。

（『魂の至福に出会うための10のステップ』　ゲーリー・クイン：著　井原美紀：訳　

主婦と生活社　2007年）

以来、わたくしもこのことを大切に心に置くようになりました。

わたくしにとっての憧れの女性は、17歳の夏から、ずっと秋篠宮妃殿下、紀子さまでい

らっしゃるのですが、わたくしの小さな器から、様々な醜い感情がほとばしりそうになる
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度に「紀子さま（のように）、紀子さま（のように振る舞いなさい）」と自分に言い聞か

せることがございます。

この「おまじない」はいつでも効くわけではなく、人間としての器がまだまだ小さなわた

くしは、お恥ずかしながら、未だ、些細なことですぐに「ぷんすか」と怒ってしまうこと

が多々あるのですね。

でも、昨年の夏だったかしら、わたくしにとっての大切な指輪、「光の花」と名づけてお

ります指輪を身に着けるようになってからは、その煌きが「王族のように」というゲー

リーさんの言葉を思い出させてくれて、少しはそうした「ぷんすか」も減ったかなぁ？　

と思います（笑）

そう、つまりここで申し上げたいことは、「現実を変えたいなら、まず理想のご自分であ

るかのように振る舞うことからですよ」ということでございます。

そしてね、もうひとつ大切なこと、それは、ご自身に対して、まるで「世界最高位のプリ

ンセスにお目にかかるかのように」接していただきたいということ、です。

わたくしが 30歳になるかならないかくらいの頃から、ずーっとファンだった、素晴らし

い、日本を代表するスピリチュアリストさんでいらっしゃる中野裕弓（なかの ひろみ）

さんは、よく「プリンセス・ゲーム」、プリンセスのように振る舞いましょう、プリンセ

スのようにご自分を大事にしましょう、といった内容のことをずっとおっしゃってこられ

ました。

ですから、皆様にもね、是非「王族のように」と心がけられると同時に、どうか「王族の

ようなご自分」を大事に大事になさっていただきたいのです。

また、ロミさん（中野さんの愛称）は、こんなこともおっしゃっておられました。

それはね、幼い頃から本当に愛情をかけられて、大切に大切に育てられたような方は、そ

の存在自体が穏やかで、人々を魅了する……といったようなことでございます。

確かに、本当に……いつも穏やかで、ゆとりがあって、にこにこなさっておられて、控え

目なんだけれど、でも、みんなが自然と一目置くような方っていらっしゃいますよね。

そうした方というのは、ただそこに存在していらっしゃるだけで、なんだか雰囲気が和む

というか、周囲の方々から自然と慕われる。

ロミさんによれば、そういうひとになるには、まず、自分で自分をプリンセスのように

思って、大切に大切にすることから……、ということなのだそうです。

わたくしなどは長年自分をただただ「ドアマットのように」踏んづけ、踏んづけてまいり

ましたので、「プリンセス・マインド」や、自分をプリンセスのように大切にする……と

いったことが今もってなかなか難しいのですが、でも、最近になってやっと、前述の「光

の花」リングの効果もあってか、すこーしずつ、そうした状態から脱しつつあるように思

います。
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幸福の総量は、きっとね……ご自分に注がれた愛情（の量）に匹敵するはず。

唯一無二の尊いご自分を世界最高位のプリンセスのように大切に大切になさって、優しく

優しく豊かな愛情を（ご自分に）注ぎ続けてゆかれるなら、必ずや人生は、そして、運命

は好転してゆくことでございましょう。

ご自分を愛し、重んじ、大切になさってください。

まずは存分に愛を豊かに（ご自分に）注いであげてください。

そこから全ては美しく花開いてゆくのです。

・・・　・・・　・・・

４．日々、誇り高く、美しく

さて、ここまでご自分のことをプリンセスのように尊い存在と思っていただくと同時に、

そうしたご自分を大切に大切になさってくださいね……、といったことをお話ししてまい

りました。

この４．では、そうした「プリンセスのような」あるいは「王族のように」といった「上

質な生活」を保つために必要な心の姿勢についてお話ししてまいります。

ご自分のことを大切な尊い存在と認識なさるようになられた貴女は、自然と心も立ち居振

る舞いも……どことなく、それまでよりも一層エレガントに、洗練されてゆかれることで

しょう。

でも、どうか、誤解なさらないでくださいね、その「エレガントさ」とか「洗練された状

態」を、他のどなたかと比べたりなさる必要は全くありません。
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あくまでも、つねに乗り越えるべきは「過去の自分」です。

貴女の中で、ほんの少しでも日々「進化」なさっておられたら、それでよろしいのです。

（それでも、その「進化」は、二歩進んで三歩下がる、みたいな、浮き沈み、紆余曲折が

あって当然ですから、どうか長い目でご自分を温かく見てあげてくださいね）

そして、そうしたご自分にふさわしい毎日をクリエイトし、維持してゆかれるためには、

つねにお心を美しく保てるよう心がけていただくと同時に、ご自分の誇りをちゃんと守っ

ていただかなければなりません。

そのためには、まず、大切な大切なご自分にとって、よきもの、価値あるもの、本当に必

要なものは何なのかをよくよく見極められたうえで、ご自分を取り巻くありとあらゆるも

のをもう一度見つめ直していただきたいのです。

例えば、わたくしの場合、それまでずーっとしょっちゅうお世話になっていた百円均一の

お店でのお買い物をまずやめました。

それは、理想とする自分の立場を本気で目指すなら、「本来その商品が持つ価値にふさわ

しい対価をお支払いしなくとも、気軽になんでも手に入るお店を利用する」のは、いかが

なものか？　と気づいたことがきっかけでした。

わたくしが理想とする自分は、ちゃんとそのものにふさわしい対価をいつも気持ちよくお

支払い出来るだけの存在です。

他にも、そうしたお店でのお買い物をほぼ毎日のように続けるということは、結局まわり

まわって、自分の首をも絞めることになるのではないか？　ということが徐々にわかって

まいりましたので、以後、そうしたお店の利用は極力控えるようになりました。

まぁ、どうしても……というようなときは、そうしたお店でお買い物をさせていただくこ

ともありますが、それは滅多にないことです。

実際、今年（2016年）に入ってからそのように決めたのですが、それまでほぼ毎日のよ

うに通っていた地元の百円均一のお店でお買い物をしたのは、それ以来、たった一度だけ

です。

それくらい徹底して自分の中でルールを作り、本気で生き方を変えてゆかないといけない

とわたくしは思いました。

なので、余程のことがない限り、他にも、一度決めたことは出来るだけ守るよう、努めて

おります。

（とは言え、全てが全て、きちんと完全に守られているわけではありませんけれどもね）

この世で普通に、ひとりの人間として生きていると、なかなかに「世の中の垢にまみれ

て」しまうようなことが多いです。

また、この世の中には様々な方々がいらっしゃいますから、中には、ひとさまの何らかの

行為によって傷つけられたり、不快に思われることもあるでしょう。

あるいは、思わぬアクシデントによって、迷ったり、悩んだりなさることもあるでしょう。
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でも、先に述べましたように、自分の身に起こることの全てをコントロールできなくとも、

そうしたひとつひとつのことに向かう姿勢、対処の仕方は自分で決められます。

例えば、ただ普通に「あること」について尋ねただけなのに、お相手の方が、その質問が

なんだか自分が責められているように解釈されたがゆえに、なぜか怒り口調でお答えにな

る……というようなことがあるかもしれません。

そうした出来事に出くわした時に、「なんてひとなの！　こっちはただ普通に質問しただ

けなのに。自分で勝手に”責められている”と勘違いしちゃって。なんであんなキレたよ

うな物言いをするかなぁ？　嫌になっちゃうわ！」と怒るか、それとも、「あの方はいつ

もあんな感じよね。きっとご自分にどこか自信がなかったりされるがゆえに、あんなふう

にしか答えられないのだわ。でも、それはあの方ご自身の問題なのだから、ここは静かに

やり過ごしましょう」と思えるか。

そこのところは、貴女ご自身のご器量にかかってくるのです。

何か不愉快なことや何らかのアクシデントなどに出遭われたときは、貴女にとって理想と

される方なら、どんなふうに対処なさるかしら？　と想像なさってみられてください。

ただ普通に尋ねただけなのに、相手は自分が責められたと思って、怒り口調でしか返せな

いような方ならば、それに同調してこちらも相手をやり込めようとするのではなく、ひと

呼吸置いて、まずは「憧れの○○さんなら、どのように振る舞われるかしら？」と考えて

みていただきたいのです。

それが出来たら、次は、自然と湧き起こる負の感情をなんとか冷静にコントロールして、

「理想の方のように」振る舞ってみましょう。

最初はなかなか難しいかと思いますが、これも慣れ。

練習です。

少しずつ、「理想の○○さん」のようなお振る舞いを身につけてゆかれてください。

「プリンセスのように」「王族のように」と思われるのなら、それなりの立ち居振る舞い、

お話しのなさり方、おひととの接し方、物事への対処法があるはずです。

全てが全て、すぐにすんなりと変えられるとは思いませんが、よりよい人生を構築するた

めの、これも必要な努力です。

日々、誇り高く美しく、スペシャルなご自分が存在し続けてゆけるよう、行きつ戻りつ、

時に失敗をなさりながらも、少しずつ努力を積んでゆかれることによって、必ず貴女の人

生のグレードは向上してゆくはずなのです。

・・・　・・・　・・・

５．心が持つ力、祈りの効果
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さて、ここからは、以上のことを踏まえて、「心が持つ力」と「祈りの効果」についてお

話ししてまいりましょう。

貴女は「心が運命をつくり出す」といった意味の言葉をご存じでいらっしゃいますか？

わたくしは中学生の頃、当時愛読していた、占いやおまじないの雑誌『My Birthday』に

載っていたアメリカの哲学者、ウィリアム・ジェームズ（William James）の言葉、「心

が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。

人格が変われば運命が変わる」を知り、以来、この『My Birthday』をはじめ、様々な精

神世界の御本を読んで学びを深めるにつれ、ますますこの「心が持つ力」についての思い

を深めてゆくこととなりました。

勿論、あまりにひどい貧困状態である環境に生まれたり、あるいは戦争状態である地域に

生まれたり、厳しい階級的な隔たりがまだまだ色濃く残っている社会などに生まれますと、

なかなかこの「心が持つ力」を頼みとして、人生をよりよくしてゆくことは難しいかもし

れません。

でも、少なくとも――ある程度の自由が保障されており、それほど厳しい身分制度や階級

制度もなく、ある程度自らの努力次第で人生を切り開いてゆくことが可能とされる自由社

会であれば（もしかしたら、今の日本はもうそうした国のひとつではないのかもしれませ

んが）、「心の力を用いて」人生をよくしてゆくことは可能だとわたくしは思うのです。

スピリチュアル的に言うなら、自らの人生にあらわれる様々な事象については、心の影響

が大きいと言われますよね？

だから、例えば、いつも卑屈で文句ばかり、何一つ「前向きに」「よいことを考えられな

いならば」、当然、そのひとの人生が貧しいものになってゆかざるを得ないのは、改めて

わたくしが言うまでもないことでしょう。

その反対に、いつも明るく笑顔、穏やかで、親切。
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意識して明るい「光の言葉」を使い、日々積極的に努力を積んで、人生を楽しみながら、

人々のお役にも立ちつつ、自分の夢を叶えてゆきたい……！　といった感じで前向きに生

きていらっしゃる方の人生には自然とよいことが起こるような気がしませんか？

これからさらにスピリチュアル的な学びを深めてゆかれるなら、この所謂「心の法則」の

持つ力のものすごさに貴女もきっと圧倒されることになるかと思います。

それくらい、心の状態、そして想念の力には、ものすごいものがあるのです。

中でも、祈りが持つ力のすごさは、きっと貴女が想像される以上です。

祈りは神様とのコミュニケーションのひとつです。

たとえ、それが――貴女がいつも手を合わせて、ひとりむにゃむにゃ唱えられるだけで、

神様からは決して「うん」とも「すん」とも聞こえないような場合でも、必ず、神様との

コミュニケーションは成り立っているのですね。

そして、神様はいつもわたくし達が気づかないところで、精一杯貴女のために尽力してい

てくださいます。

この宇宙の最も高きところにおわします、大いなる宇宙の創造主がバックヤードで（！）

貴女のために働いていてくださるのですよ。

これほどまでに大きな御恵みがありましょうか。

もっとも、祈りの結果もたらされる「答え」は、いつもいつも貴女が期待するとおりのも

のではないかもしれません。

それでも、神様は貴女の思い、望み、希望、そうしたものと、この世界全体の益をお考え

になられて、最もよい「落としどころ」をちゃんとご存じなのであり、その方向へと貴女

を導いてゆかれるはずです。

ですから、結果的に、貴女にとって最善の道を用意してくださることになるのですね。

よって、祈るにあたっては、どんなときも大いなる神様の御存在に感謝し、自らはあくま

でもひとりの人間としての「小さな我」であることに思いを致し、謙虚に、そして慎み深

く在ることが肝要です。

もともと力を持つ「心」、そこに神様の無限の豊かさ、愛、エネルギーを投入することに

なる「祈りの習慣」を身につけるなら、それこそ「鬼に金棒」です。

神様はきっと貴女の人生を格段によくしてくださるでしょうし、そこからもたらされるも

のに貴女もきっと驚かれることでございましょう。

どうか一度きりの人生、「心の力」を正しく用いること、そして「祈り」を人生に取り入

れることによって、ご自分おひとりでは到底たどり着くことが出来ないであろう、素晴ら

しい幸せ、無限の喜び、恩寵と共に、この世での人生の時間を美しく重ねてゆかれてくだ

さいませね。

「心の力」、そして「祈りの効果」は絶大です。
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今こそ、聖なるものを心に取り入れていただいて、ひと回りもふた回りも大きなご自分を

目指してくださいませ。

・・・　・・・　・・・

６．どんなときも、ご自分にとって、いちばんの存在でいらしてください

さて、ここまで、ご自分の真の価値を知り、美しく振舞い、上手に心の力を用いていただ

くこと、祈りと共に生きていただくことについてお話ししてまいりました。

ここからは、そうした生き方を根底から支える、何があってもご自分にとっていちばんの

存在でいらしていただくことについて、以下、お話ししてまいりますね。

貴女は故ホイットニー・ヒューストンさんの ”The Greatest Love of All” というお歌

はご存じでいらっしゃいますか？

このお歌は、ご自分の心の中にこそ、世界でいちばんの愛がある……といったことを歌っ

た、本当に素晴らしい歌です。

わたくしはこの歌こそが、スピリチュアリティの神髄を言い表しているのではないかし

ら？　とこの歌を聴く度に心から思います。

貴女という大切な方の人生を支えてゆくのは、何らかの財産や、おひととのご縁、仕事で

の実績、学歴、どこでどんなふうにお育ちになられたか、といったことではありません。

勿論、こういったもの・ことも非常に大切です、けれど、何よりも――、貴女の人生を支

えてゆくのは、貴女ご自身がご自分に注がれる豊かな愛であり、それがあって初めて全て

はちゃんとおさまるべきところにおさまってゆくのですね。

逆に言うなら、そこのところが不十分であったり、不安定だったりすると、成るものの成

らず、貴女はどこまでも生きづらさを感じながら、生きてゆかれることになりかねません。

この世で起こる出来事、そして我が身にふりかかる様々なことなど、その全てをコント

ロール出来るわけではないことは、既にお話ししましたよね？

でも、ご自分を大切に思う気持ち、どんなときもご自分に対してプリンセスのように大切

に接すること、そしてどんなときもご自分がご自分にとっていちばんの親友であり、サ

ポーターであろうとすることは、貴女のお気持ちひとつで可能です。

勿論、そうは言っても、幼い頃からそうしたことを学ばずにお育ちになられた方にとって

は、「ご自分を愛すること」「どんなときもご自分を温かく見る」というのは、難しいこ

とでございましょう。

いつも周囲の大人から「お前はここが足りない」などといった心無い言葉を散々聞かされ、

「自分を愛する」とは一体どういうことなのか、体感的に知らないままお育ちになられた

がゆえに、すぐご自分を責めてしまわれるような方に、「さぁ、今日からご自分を愛して

あげてくださいね！」とお伝えしても、それはそう簡単なことではございません。

けれどね、それでも一度「わたしがわたしにとっていちばんの親友になる、サポーターに

なる、応援団になるよ！」と心から決められたなら、後は紆余曲折はあれど、自然と物事

はその方向に流れてゆくはずです。
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何事も一朝一夕にはならないことも以前にもお話しいたしましたよね？

ご自分を愛することも、またひとつの訓練です。

何度も躓いたり、痛い思いをしながらも、それでもご自分に対して温かな目を養ってゆき

たいと貴女が心から願われるならば、きっと少しずつでもそうした姿勢が身についてゆく

はずなのです。

（勿論、それなりに「ご自分を愛すること」について、自ら進んで身に着けようとなさる

こと、学ばれることは必要ですよ）

アメリカの偉大なヒーラーでいらっしゃるルイーズ・L・ヘイ(Louise L. Hay)女史は、そ

のご著書『ライフ・ヒーリング』の中で、”自分を愛するとは、何があっても絶対に責め

ないことから始まる”、といった意味のことを書いていらっしゃいます。

（『改訂新訳ライフヒーリング（旧ライフ・ヒーリング） You Can Heal Your Life 』　

ルイーズ・L・ヘイ：著　L・H・Tプロジェクト：訳　たま出版　2012年）

もしかしたら、ご自分のことは良い面も悪い面もいちばんご自分がよく見えますから、時

に、どうしようもないご自分にほとほと愛想がつきそうになることもあるかもしれません。

しかし、お母さんが、我が子が、その成長と共に、ひとつひとつ新たなことを覚え、失敗

を重ねながらも、だんだんいろいろなことが出来るようになってゆくのを温かく見守るよ

うに、ご自分のこともどうか忍耐をもって温かくみてあげてください。

そうした温かな眼差しが、何よりも必要なのです。

おひとの心はその方ご自身のものです。
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ですから、他人がどうこうしようとすることは、基本、出来ません。

けれど、ご自分の心を少しずつ育ててゆくことなら出来るはず。

最初は難しいかもしれませんが、どうか、少しずつでも、ご自分にとってのいちばんの親

友であり、サポーターであり、応援団になっていってあげてくださいね。

日々ご自分を大切に、愛することが出来るようになってゆかれるにつれ、きっと貴女の人

生の質は向上するはず。

それは温かく豊かな、それまでとはまるで違ったものになりましょう。

輝く未来を信じて、少しずつでも新たな人生をクリエイトなさってゆかれてくださいね。

貴女なら、きっと大丈夫です！

・・・　・・・　・・・

７．穏やかであること

さて、ここからはさらに、上質な人生を創造してゆくにあたって不可欠なことのひとつで

ある、穏やかであることについてお話をしてまいりたいと思います。

貴女はいつも割と穏やかなご性格でいらっしゃいますか？

あるいはその反対に、いつも何かこう気持ちがジェットコースターのように上下乱舞

（？）してしまわれがちでしょうか？

わたくしは2010年の１月から今日までテキサス州ヒューストンにある全米最大のメガ・

チャーチ、レイクウッド・チャーチの主任牧師様でいらっしゃるジョエル・オースティン

師のお説教を通じて、ニューソート系のキリスト教の学びを重ねてまいりましたが、健全

な霊的生活の基盤になるものとして、神様への揺るぎない信仰、絶え間ない祈りと共に、

穏やかであることの重要性を痛感してまいりました。

穏やかであることが、別にスピリチュアリティうんぬん……に関係なく、普通にひととし

てこの世で生きてゆくにあたって大事であることは、わたくしが改めて言うまでもないで

しょう。

いつも落ち着きがなくイライラして、感情の不安定さを平気でひとさまにぶつけるような

方（かた）が好かれないのは言うまでもなく、そうした方はご自分の心身の健康にも悪影

響を及ぼしておられることは、明白なる事実です。

心にあるものが自然と表に出てしまうのはひととして自然なことです。

また、喜怒哀楽の全てをいつも抑えるようになさってください、ということを申し上げて

いるわけではございません。

けれど、普段から、出来るだけ――、喜怒哀楽のうち、特に「怒」や「哀」等、所謂「マ

イナス」と呼ばれるような感情については、出来るだけそれらに振り回されてしまわない
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よう、努めて穏やかに振舞うよう心がけること、そうすることによって、その後の経過は

大きく異なってくるはずです。

いっときの感情に流されて、大切な何かを失ってしまったり、失うまではいかずとも、何

かを「損なって」しまうようなことは、人生、往々にしてあり得ることです。

しかし、そうした痛手を最小限に抑えるために、また、どんなときもつねに心の中から温

かく響いてくる神様の声に耳を傾けるためにも、やはり穏やかであることはとても重要な

のですね。

アメリカには「そのことが身につくまで、まずはフリをしなさい」といった意味の言葉が

あります。

最初はフリだけで結構です。

まずは出来る範囲内で、穏やかに日々過ごされるよう、心がけてみてください。

そうなさることで、だんだんそうした生き方が自然と身についてゆくはずですし、それま

で見えなかったものがきっと沢山見えてくるようになるはずです。

・・・　・・・　・・・

８．心を日々美しく保つこと

ここまで、ご自分の霊的な価値を知っていただくこと、ご自分をプリンセスのように大切

になさっていただくこと、そして、心の持つ力についてお話しした後、さらに６．からは

「上質な人生」を創造してゆかれるために必要なことを順にお話ししてまいりました。

その一つ目は（６．でお話した）どんなときもご自分にとっていちばん温かなご存在でい

らしていただくこと、二つ目は、７．でお話しした、穏やかであること、でしたね。
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では、この８．では、三つ目にあたる「心を日々美しく保つこと」について、お話しして

まいりたいと思います。

前述のとおり、「心が運命をつくり出す」ことは今更改めて言うまでもないことですが、

では、その心がいつも心配や不安、怒りやかなしみ、後悔などの、所謂「ネガティブなも

の」でいっぱいになっていたら、当然のごとく、そこから生み出される「目の前の現実」

はそうした心にふさわしいものになることは、貴女にも容易にご想像いただけることでご

ざいましょう。

「心が運命をつくり出す」のなら、「目の前の現実」、そしてそれがやがて積み重なって

つくり出されれてゆく「貴女の運命」を構築してゆく上で、大切な土壌となる、貴女の心

がよりよいものでなければならないことは言うまでもありません。

「上質な人生」を願うなら、貴女の心がそれにふさわしいものになっていないと、到底そ

うしたものを望むことなど出来ないのです。

ですから、いつも貴女の心は聖なるご聖堂のように清らかで、美しいものでなければなり

ません。

教会や神社さま、お寺さんなど、聖なる場所というのは、いつどこに行っても綺麗に清め

られていますよね。

時に、おひとの手が行き届いていない小さなお社（やしろ）などがあるのも事実ですが、

それでもやはりどなたかおひとが常駐なさっておられる大きな神社さんなどは、ちゃんと

それにふさわしい管理がなされているのが世の常でございます。

貴女の心は、貴女の内なる神様がいらっしゃる大切なご聖堂、聖なる空間です。

ですから、いつもそこは綺麗に美しく掃き清められ、磨かれていなければならないのです。

窓を開け、風を通し、光を入れて、いつもこまめにお掃除をしてですね、美しい織物を敷

いて、お花も飾って、清らかな音楽を流して……、いつもそこにいるだけでリラックス出

来るような、そんな状態に貴女の心の中を保つことが必要です。

とは言え、普段この世で生きていること自体が、日々、掃除機にゴミを吸い取るようなも

の、かもしれません。

あるいは、そこまで極端ではなくとも、やはり、この世で普通に人間として日々存在して

いる限り、心の中には自然と埃も積もるでしょうし、時にはあらぬ方向からチリやゴミが

舞い込んでくることだってあるでしょう。

もしかしたら、ある日突然部屋の真ん中に大きな粗大ごみをどーんと、どこからともなく

持ち込まれてしまうようなことだってあるかもしれません。

でも、そうしたことが起こりうることを前提としながらも、それでも、やはりわたくしは

つねに貴女の心の中を美しく保つ努力を怠らずにいらしていただきたいと思うのです。

勿論、つねに心を美しく掃き清め、磨き上げ、美しいご聖堂のように保つ……というのは、

最初、慣れないうちはなかなか難しいことでございましょう。
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清らかさを志向すればするほど、つい、ネガティブな方向に引き戻されがちになってしま

うかもしれませんし、ネガティブな状態に慣れ切っておられる方ならば、もしかしたら、

心を美しく清めようとなさるだけで、何らかの拒否反応が出てしまうかもしれません。

（人間は多かれ少なかれ、変化に弱い部分がありますしね）

でも、大切な大切な……、そう、ご自分をプリンセスのように大切になさっていただきた

いとお話ししているわたくしです、ですから、やはり、そうしたプリンセスのお部屋にふ

さわしいように、あるいは、貴女にとっての内なる神様、内在神がいらっしゃるにふさわ

しい空間に、貴女の心を美しく清らかに保っていただきたいと思うのです。

そのためには、日々、ご自分の心がそのような状態でいられるよう努めていただくこと、

具体的には祈りと瞑想、内省の時間を欠かさず（毎日ほんの少しずつでもよろしいので）、

いそがしいながらも、出来るだけ心の余裕を大事になさって、ゆったりと生きていってい

ただくこと、そして、何かネガティブなものが心に生じる or 入ってくる度に、それらを

出来るだけよい形で手放していただくこと、が大事です。

貴女が既に何らかのスピリチュアリティについてのお勉強を積んでこられたなら、こうし

た所謂「浄化」の手法については、世に様々に出ていることは既にご存じでございましょ

う。

ですから、そうした情報を参考になさるのもよろしいでしょう。

ただ、ご自分の心の中にネガティブなものが生じる or どこかから入ってきたときは、す

ぐ「臭いものに蓋」をしてしまうのではなく、どうしてそうしたものが存在してしまうの

20



か、あるいは、引き寄せてしまうのか、そこのところを注意深く観察されることも必要な

プロセスです。

特に、ご自分の心の中から自然と生まれるネガティブなものについては、そうしたものを

「忌み嫌うのではなく」、そうしたものを「まずはちゃんと受け止めて」、「適切な方法

で徐々に手放しつつ」、そうしたものがなぜ生じてしまうのか、そこのところをゆっくり

と時間をかけて、可能な範囲内で探求していくことがとても大事なのですね。

何でもかんでも、ネガティブなものの全てが忌み嫌うべきもの、ということではございま

せん。

人間の世の中は全てプラスとマイナスで成り立っていますから（もともと、プラスもマイ

ナスもない、ただそれは勝手に人間がレッテルを張っているだけだ、という考え方もあり

ますが）、光があれば影が生じるのは仕方のないことです。

別の言い方をすれば、光があるのだから影が存在するのであり、それらは全て表裏一体な

のですね。

ですから、まるで何らかの……強力な殺菌作用のある薬剤を使うかのように、全てが全て、

ネガティブなものを徹底的に排除しようとなさるのは、かえって、逆にありとあらゆるも

のののバランスを崩してしまうことになりかねません。

大切なことは、世の中には陰と陽、プラスとマイナス、光と影があることを踏まえつつ、

そうした状態であることを受け入れながらも、それでも、自分はその中で出来るだけ清ら

かなもの、美しいもの、心地よいもの、温かなもの、穏やかなもの、優しいもの、楽しい

もの……、そうしたものの全てを大事にしてゆきたい、という「（生き方においての）姿

勢」です。

ま、簡単にひとことで言うなら「明るく在ろうと努める」ということなのですが、とにか

く、この世で生きている以上、ポジティブなものとネガティブなものがあることを理解し

たうえで、それでも、わたしは地上においても天に在るがごとく生きてゆこう、という決

意と覚悟でございますね。

そう、ポイントは「地上においても天に在るかのように」ということでございます。

そこのところをちゃんとおさえていらっしゃれば、自然と全てはよきに流れてゆくでしょ

う。

そのためにも、どうか日々神様とご一緒にいらっしゃるようになさってですね、祈りの習

慣を持ち、そこから与えられた気づきを大切に実践してゆく生き方を少しずつでも積み重

ねていっていただければ、と願うものでございます。

・・・　・・・　・・・

９．微笑みと共に明るく生きること

６．からここまで、「上質な人生」を創造してゆかれるために必要なことについて、順に

お話ししてまいりました。

さて、この ９．では、そのまとめともなる「微笑みと共に明るく生きること」について、

お話ししてまいりたく存じます。
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前の８．では「心を日々美しく保つこと」についてお話ししましたが、それはつまり、

「地上においても天に在るかのように」生きることだと申し上げましたよね。

そのためにいちばん大切なことは、明るく在ること、そして微笑みを忘れないことだとわ

たくしは思います。

わたくしは 30歳で正社員を辞めてから今日まで、途中自らの仕事に専念した時期もござ

いましたが、約 15年に渡って、派遣社員やアルバイトなどで様々な職場を経験してまい

りました。

そうしてお世話になってまいりました事業所様にはそれぞれに様々な方がいらっしゃって、

そうした方々に支えられて今日までなんとか曲がりなりにも「社会人生活」を送ってま

いったわけです。

そうしてお出逢いする方々の中には、初対面のわたくしが吃驚するような方もいらっしゃ

いましたし、中には、お逢いして早々こちらが震え上がらざるを得ないような、怖い方も

いらっしゃいました。

でも、そうして新しい環境に入らせていただく度に、わたくしがいつも大変頼みとさせて

いただいてきたのが、新人のわたくしにも分け隔てなく明るく優しく接してくださる方々

でございました。

こちらは緊張も緊張、ご挨拶の声も震えるほどに、かちこちに緊張して通い始めたばかり

のとき、優しく声をかけてくださったり、ちょっとした親切をしてくださったり、にこっ

と微笑みかけてくださったり。

もう、文字通り「孤軍奮闘」せざるを得ない、入職したばかりの頃というのは、そうした

方々のご存在がまるで菩薩さまのように思えて仕方がないのですよね。

そうした方々が、まだそれほど親しくないはずのわたくしに向けてくださる、ほんの些細

なひとことが、お振る舞いが、温かな笑顔が、どれほど救いとなったことか。
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これは、本当に、心から、とてもとても有り難いことでございました。

特にそうした状況になくとも、普段、日常生活においても、明るい方というのは、おひと

から好かれるし、人気がありますよね。

同じお話をするなら、明るくにこやかな方のほうが気持ち良いのは言うまでもありません。

そうした方というのは、「顔施（がんせ）」という言葉のとおり、ただそのご存在だけで、

周囲の人々に光の贈り物を日々届けてくださっているのだとわたくしは思います。

前の項でお話しした「この世においても天に在るかのように」生きるというのは、天のよ

きもの、すなわち、神様の愛、尽きない希望……といった、目に見えない天の贈り物を体

現して生きること、だとわたくしは思います。

そして、その「目に見えない贈り物」を体現してゆくことにおいて、最も基本となるのが、

明るさであり、微笑み、笑顔だと思うのですね。

これは何も特に資本がなくとも、今すぐ、ここで、心がけひとつで出来ることです。

この世で幸せに生きるためには、己の波動を上げることが何よりも必要です。

（北スコットランドにあるスピリチュアル共同体、フィンドホーン財団にご縁がおありの、

寺山心一翁（てらやま しんいちろう）先生も、そうした意味のことをおっしゃっておら

れます）

己の波動を上げる、というのは、イコール、天に宝を積むことです。

天に宝を積む＝宇宙銀行の預金残高を上げるための基本となるものは、明るさ、そして微

笑み、笑顔なのです。

この世で生きることにおいては様々な困難もあり、日々様々な方々と接していると、それ

なりに悩みが生じたりして、いつも明るく在ること、ましてや微笑みを忘れずに……など

と心がけることは、なかなか難しいことなのかもしれません。

しかし、これも少しずつの努力で、習慣化することが可能です。

明るく、微笑みと共に生きること＝天に宝を積むこと＝己の波動が上がる＝運がよくなる  、

この世で生きやすくなるのなら、結局明るく在ることは自分のため、になるのですね。

そして、それは自分のためのみならず、周囲の方々にも光をもたらす、幸せをもたらすこ

とになります。

同じこの世で生きるなら、少しでも明るく、希望と共に笑顔で生きてまいりましょう。

「泣いても笑っても同じ一生、同じ人生の時間」なら、笑って生きるほうがどれほど素晴

らしいことか。

これは前述のとおり、特に何らかの資本が必要なわけではございません。

たった今、この瞬間から、貴女の心がけひとつで出来ることです。

何もいつもにぎにぎしく、「わっはっは！」と大げさに笑う必要はありません。

最初は作り笑いでもいいのです、貴女が少しずつでも、日々明るく、微笑みと共に生きて

ゆこうと心がけるなら、貴女の運命は必ずや好転してゆくことでしょう。

微笑みと共に明るく生きること、その素晴らしい運命の魔法を一度試してみてくださいね。
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そうすれば、きっと、わたくしが今ここで申し上げたことの意味が、身をもっておわかり

いただけることと存じます。

愛をこめて。

・・・　・・・　・・・

10．いつどんなときも貴女は決してひとりではない

さて、ここまで、ご自分の価値を知っていただくこと、プリンセスのようにご自分を大切

にしていただくこと、そして心の力を正しく用い、日々よりよい人生をつくり出してゆく

ための努力を重ねていっていただくこと、そしてその具体的な心の在り方について幾つか

お話ししてまいりました。

ここからは、素晴らしい人生を生きてゆかれるにあたって、どんなときも忘れずにいらし

ていただきたい大切なことについてお話ししてまいりたいと存じます。

それは、貴女はいつどんなときも決しておひとりではない、ということでございます。

これまで幾度となく繰り返し申し上げてまいりましたように、この世で生きてゆくことと

いうのは、困難がつきものであり、「この世でただ普通に、ひとりの人間として平凡に生

きてゆくこと」自体がとても難しいこと、であるとも言えるでしょう。

けれど、浮き沈み、喜怒哀楽、悲喜こもごもあり、様々な出来事が起こり得るこの人生の

中で、どんなときも忘れずにいらしていただきたいのが、貴女は決しておひとりではない、

ということなのです。

わたくし達は神様の命の御光（みひかり）をわけていただいた、言わば「分け御魂（わけ

みたま）」とも言うべき存在、です。

そして、わたくし達ひとりびとりの魂は唯一無二の存在であり、それぞれ「魂のふるさ

と」とでも言うべき、大変懐かしい場所をこの広い広い宇宙のどこかに持っているのです

ね。

勿論、今回、人間としてこの世での人生を始めるにあたっては、たったひとりで何も持た

ずに生まれてまいりますし、この世を去る時も、なんにも持たずに、この魂ひとつで、去

ることになります。

でも、それでも、貴女は決してひとりではないのです。

貴女にはいつも大いなる命の親さま＝宇宙の創造主＝神様がついていてくださいますし、

その他にも天使さんや、守護霊さんと呼ばれるようなご存在、そして「魂のふるさと」の

仲間達からの見守りがいつも貴女を優しく温かく包み込んでいるのです。
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ですから、どんなときも……、喜びのときも、かなしみのときも、希望のときも、絶望の

淵に沈むときも、決して貴女はおひとりではない、そのことだけは忘れずにいらしていた

だきたいのですね。

よいことが在れば、そうした目に見えないご存在達と共に喜び、何かよくないことが起

こった時は、そうしたご存在達を頼みとなさってください。

声が聞こえなくとも、目に見えなくとも、貴女には沢山の援軍がついています。

彼らと直接交信が取れずとも、無意識レヴェルでのコミュニケ―ションは絶え間なく続い

ているはずですし、祈りの言葉もきちんと向こうに届いています。

そして、祈ったこと・求めたことについての答えがすぐにかえってこなかったとしても、

目に見えないご存在の皆様は、貴女の目に見えないところで、貴女のために懸命に働き、

エールを送り、少しでも貴女がこの世で幸せに生きてゆかれるよう、一生懸命心を砕き、

行動を続けていてくださるのですね。

貴女にはそれだけの素晴らしい援軍がついていらっしゃるのですから、だからこそ貴女は

この世においても、幸せなっていただかなければならないのです。

それは、例えるなら――、貴女は、アメリカの大リーグに進出していった、国民的ヒー

ローのような方だと言えるでしょう。

魂の家族を代表して、地球という「大リーグ」に挑戦していった、素晴らしい、チャレン

ジ精神に満ちた、勇気あるヒロイン、なのですね。

貴女の地球での幸せ、成功を目に見えないご存在達は心から願っていらっしゃいます。
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そうした方々から絶え間なく送られてくる温かなエールを信じて、貴女が本当に心から満

足のゆく、温かな愛に満ち溢れた素晴らしい人生を、どうかこれからも大切に重ねてゆか

れてくださいませね。

・・・　・・・　・・・

11．貴女の幸せが周囲の方々の幸せに繋がる

ここまで貴女がご自分を大切に思い、幸せで上質、かつ、温かな愛に満ちた人生を創造し

ていっていただくために必要なことについて様々にお話ししてまいりました。

しかし、ここまでお読みいただいても、もし、まだ、心のどこかで、ご自分が幸せになる

ことについて、心から “YES!” とおっしゃることが出来ないのでいらしたら、それは

とっても勿体ないことです。

ここ11．では、以下、貴女が幸せになっていただくことがどうしてそれほどまでに重要

なのか、ということについてお話ししてまいりますね。

わたくし達人間は、皆、ひとりひとりが、生まれてくる前の世界において、大変倍率の高

い、超難関の試験を突破してこの世に送り出されてきた存在です。

それはなんのため？

それは、貴女という魂が、神様から与えていただいた「身体＝肉体」という宇宙服を身に

まとって、この世で様々な経験を積み、そうして味わう様々な感情を通じて、「愛」を学

ぶため、です。
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貴女という方の愛の器を少しでも広く、深く、大きくすること、愛を受け取れる器を大き

く豊かにしてゆくことが、貴女が今回この世で生まれてきた究極の目的、なのですね。

この世で生きてゆく過程においては、よいことばかりではありません。

くるしいこと、つらいこと、中にはものすごく大変なこともあるでしょう。

でも、そうしたことの全てを通じて、貴女は魂の本質である愛について学んでゆくのです

ね。

愛は宇宙そのものであり、天のエネルギーそのものです。

天の無限エネルギーは愛であり、その豊かさに与（あずか）れるひとは、更に深く大きく

豊かな愛（のエネルギー）を扱うようになれますし、受け取ることが出来るのですね。

愛のエネルギーは、自分自身で全てを独り占めすべきものではありません。

いただいたうちのほんの一部、割合で言うなら10分の１は、この世に還元することに

よって、絶え間ない宇宙の豊かさの環（わ）の中に存在し続けてゆくことが求められます。

わたくし達が愛の器を大きく深く豊かにしてゆくのは、それだけのものを天からこの世に

おろせるようになるためです。

つまり、この世に生まれてきたからには、楽しんで生きることもとっても大事！　なので

すが、それと同じくらい、貴女というご存在を通じて、どれだけこの世に天の豊かさをお

ろせるか、ということが求められてくるのですね。

貴女というご存在を通して、天の「よきもの」をこの世におろすためには、まず、貴女ご

自身が幸せ、かつ、豊かでなければなりません。

貴女が幸せであり、豊かさに満ちていなければ、大きなことを成すことは出来ません。

貴女が幸せであり、豊かであって初めて、天のために働くことが出来るのですね。

この世に大きな影響を及ぼそうとするなら、それだけの資本が必要です。

その資本とは、何もお金や財産だけを意味するわけではありません。

そうではなく、まず貴女ご自身が健康であること、おひととして健全な感情を持っている

こと、豊かな愛情を備えていること、忍耐力があること、努力家であること、つねに希望

と共にいられること、周囲の方々を大切に出来ること、そして、幅広く豊かな教養を身に

着けていること、何らかの専門的な知識や経験を持っていること、などが挙げられるで

しょう。

つまり、貴女が豊かで幸せで在ればあるほど、神様のために働くことが出来るのであり、

貴女の幸せが貴女の周囲の方々の幸せにもつながる、ということなのです。

ですから、どうか、ご自分が幸せに、そして、豊かになることを躊躇わないでください。

貴女の大切な方々のためにも、貴女ご自身がまず幸せであることが必要なのです。

そして、前述のとおり、ご自分が幸せであり、豊かさを感じられるのであれば、そのうち

ほんの一部、10分の１で結構ですから、世の中に還元するようになさってください。
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いただいたものを全部独り占めしてしまわないで、ほんの10分の１だけでもいい、それ

だけは、世の人々の為に用いる。

神様にお返しする。

神様に養っていただいている身、そのことへの感謝をこめて、ほんの一部をこの世にお返

しするのです。

そうすることによって、天の無限の豊かさの環（わ）に繋がることが出来るのですね。

その「10分の１」（の量）を更により大きく豊かにしてゆくためには、ますます貴女が

大きく豊かになっていっていただかなければなりません。

大きな豊かさを持つなら、その分、この世においても大きく返してゆくことが出来るので

す。

神様は大きな夢をお喜びになります。

限られた人生の時間、少しでもこの世をよくしてゆくために、まず貴女が大きく豊かにな

ることを躊躇わないでくださいね。

貴女の幸せが周囲の方々の幸せに繋がるのです。

ですから、どうか、まず、貴女が存分に幸せになってください！

・・・　・・・　・・・

12. 更なる高みを目指して

さて、ここまで11項にわたって、「内なる愛と共に上質な人生を」重ねていっていただ

くために必要なことについて、順にお話ししてまいりました。

ここまで読んでいただいて、いかがでしたでしょうか？

まずご自分を何よりも大切にしていただくこと、そして、そのために必要な心の在り方な

どについて、ご理解いただけたことかと存じます。

では、最後、この12．においては、魂の本質な傾向である「どこまでも更なる高みを目

指してゆくこと」についてお話ししてまいりますね。

わたくし達人間は、魂の存在であります。

その魂というのは、基本、つねに「上昇志向」、なのですね。

一度成長したら、二度とそれ以前の状態に戻ることはありません。

たとえ、一時的に「戻ったように」見えたとしても、今度はその「戻った分の二倍」頑

張って、その遅れを取り戻そうとする存在です。

そういう意味でも、つねにわたくし達は「更なる高み」を目指してゆくしかないのですね。

天は「究極のよきもの」を志向します。
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「究極のよきもの」とは、つまり、神様＝大いなる宇宙の創造主であり、愛そのもの、で

す。

わたくし達ひとりひとりの魂は、ずっとその絶え間ない旅（生まれ変わり、輪廻転生）を

通じて、自らを磨き上げ、己の命の輝きを最大限にまで高めようとしています。

もっとも、その過程においては、途方もない時間が必要で、何度も何度も生まれ変わり、

様々な世界を経験し、命の旅を繰り返してゆくことになります。

しかし、その最終目標は、神様と同じだけの愛の器を手に入れることであり、神様と同じ

だけの光に近づいたなら、やがてはその愛の根源ともいうべきところに同化し、やがては

「わたし」という存在そのものがなくなってしまうのではないか？　とわたくしは思いま

す。

そして、永遠に輝く宇宙の光となって、この世を優しく明るく照らし続けてゆくことにな

るのですね。

つまり、「本当のわたし」＝「神様」にかえる旅が、わたくし達、魂の

歩む道、なのです。

だから、わたくし達はつねに「更なる高み」を求めてゆかざるを得ないのです。

以前のグレードに戻ることは決して出来ませんし、つねに上へ上へと、「更なる高み」を

目指してゆくことしか出来ないのですね。

つねに「よりよい状態を」「更なる上を」目指してゆくのは、しんどいと言えば、しんど

いことかもしれません。

絶え間なく努力が求められるわけですからね。
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しかし、その究極のゴールには、温かく優しい命の親さま＝神様がいらしてくださるので

す。

神様の温かな御胸（みむね）にかえれることを思えば、どんな努力も決して苦にはならな

いはずです。

何やらあまりに壮大なお話になってしまいましたが、そういうことで、今回の人生、今、

この地球上で生きるにあたっても、わたくし達はつねに「更なる高み」を目指してゆくし

かないのですね。

いつも「更なる高み」を目指してゆくことには、前述のとおり、絶え間ない努力が求めら

れます。

しかし、自らの魂の本質にかえる、その過程そのものが、素晴らしい天の御恵み、無上の

喜びに繋がっていないとは決して言えないはずです。

そうして生きる中においてこそ、真の生きる喜びがあるのであり、最高の幸せ、素晴らし

い充実感が得られるはずだとわたくしは信じます。

どうか、一度きりの今回の人生、ご自分の資質をどこまでも高めること

を通じて、大きく豊かにこの世に貢献してゆかれてくださいませね。

そうなさることが、天のお父さまが最もお喜びになることであり、貴女

ご自身の最高の幸せにも繋がってゆくはずです。

ご自分の頭上には、いつも、目には見えないけれど、神様から与えられた「神の国のプリ

ンセス」としての宝冠が美しく輝いていることを忘れずにいらしてください。

貴女は素晴らしい神の子さん、地上の女神です。

貴女が幸せになることを通じて、この世に豊かに貢献なさってゆかれてくださいませね。

愛と祈りと感謝をこめて。

ありがとうございます！

・・・　・・・ ・・・

～おわりに～

まず、このささやかな PDF教材を最後までお読みくださいましたことに心から厚く御礼

申し上げます。

本当に、本当に、ありがとうございます。

わたくしは、こと、この日本という国にゆかりある女性の皆様は、皆様それぞれおひとり

おひとりが何らかの使命を担っていらっしゃる大切な方々であり、素晴らしい「神の国の

プリンセス」であると思っております。
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そのためにも、この極東の小さな島国において、おひとりでも多くの女性が、ご自身の聖

なる使命に目覚め、新たな人生を始めてゆかれることが早急に求められていると痛感して

まいりました。

しかし、そうした「聖なる使命」を生きると申しましても、そこに「絶対的な献身」が求

められるのは言うまでもないことですが、それを前面に押し出してしまいますと、なかな

か、こう何か……歯を食いしばって、前時代的な滅私奉公のようなイメージが湧いてしま

うのではないかしら？　と懸念していたのも事実です。

前時代的な滅私奉公ではなく、まずご自分が豊かに、美しく、幸せになってゆくことが何

よりも大事ですよ、ご自分が豊かに幸せでいらっしゃるからこそ、大きく豊かなことが出

来るのですよ、ということをお伝えいたしたく、この PDF教材を書いたという経緯がご

ざいます。

どうか、唯一無二の大切な「神の国のプリンセス」であるご自分をまず尊んでいただくこ

と、そしてご自分という愛の器を美しく磨いてゆかれることが、結局は、この世に豊かな

愛の循環を生み出してゆくことをお伝えいたしたく、ここまで拙い文章を綴ってまいりま

した。

自分を殺してひたすら奉仕する前時代的な滅私奉公は、必ずどこかに歪みを生じさせます。

それでは結局誰も幸せになれません。

この教材を手に取ってくださった貴女が、まずご自分を大事にしていただくこと、心から

愛していただくことが、引いては世の中全体の益にも繋がるということを少しでもご理解

いただけたのでしたら、幸いでございます。
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神様はこれ以上「人身御供（ひとみごくう）」を求めていらっしゃるわけではないとわた

くしは信じます。

これからはひとりひとりが健全な（霊的なレヴェルにまで立脚した）自尊心を持っていた

だくことが非常に求められてまいります。

このささやかな教材がその一助となりますなら、これほどうれしいことはございません。

どうぞまずはご自分を大事に大事になさってあげてくださいませ。

そこから全ての幸せが始まるのですから。

この教材を手にとってくださいました貴女にいつも神様の祝福が豊かにありますよう、心

からお祈りいたします。

ありがとうございました。

2016年５月

雨の金曜日に

Office Sorae

夢咲璃い　拝

・・・　・・・　・・・

夢咲璃い（ゆめさき りい）プロフィール

　

学卒後、もがきにもがいた OL 時代を経て、いずれ、リーダーシップと直観を最も重んじ

るスピリチュアリティについて、きちんと学問として学び、 その成果を広く伝えられる

人物になりたいと願っていたところ、2007年の１月、突然サイキックとして目覚める。

やがて、運命に導かれるようにして、まずはお友達やお知り合いの方、会社の同僚・先輩

方を対象にボランティアとしてのサイキック・リーディングを開始。
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評判が広がり、仕事上関わり合いのあった大切な方の御家族までみさせていただくように

なる。

以後、「よりよき人生を」と願う方々を対象に、真心をこめた暖かく丁寧なセッションを

通して、明るく前向きに生きてゆくための勇気と希望、霊的な知恵をお伝えしてきた。

現在は、天命を生きる者がゆえに背負う試練を通じて得られた経験と知恵を生かし、更な

る高みを目指そうとなさる、志ある女性エグゼクティブを対象にセッション、執筆・講演

活動等を行う。

・・・　・・・　・・・

「聖なるヴィジョン」を生きる女性エグゼクティブのためのサイキック・リーディング

ご自分の内側より自然と湧き起こった「聖なるヴィジョン」（＝ご自分にとっての夢、理

想、目指されるもの、お志）実現のため、自らの資質をどこまでも高めることを通じて、

広く社会に貢献しようとなさる、世の開拓者たらん志高き女性起業家等、女性エグゼク

ティブの方々を対象に、潜在的な可能性を明らかにするためのお手伝いや、自信と希望を

取り戻していただくための霊的なサポートを、暖かく丁寧なサイキック・リーディングの

セッションを通じて、ご提供いたしております。

●夢咲璃いのサイキック・リーディングご利用のメリット

１．心に明るみをもたらし、落ち着きを取り戻していただく。

２．魂の歴史的背景に触れ、現世での課題を明らかにする。

３．霊的自尊心の回復。

４．現状を霊的に分析し、次のステップを明確にする。
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５．守護的存在からのメッセージをお届けする。

６．ご自身を信じ、愛する力をより深めていただく。
※上記６つにつきましては、これまでお客さまからいただい たお声の中から代表的なものをまとめさせていただいたも

の でございますゆえ、全ての方にその効果を保証するものでは ございません。

●わたくしのセッションに詳しいご案内につきましては以下の URLをご覧くださいませ。

https://reesophiayumesaki.wordpres s.com/services/psychicreadings/

・・・　・・・　・・・

その他活動のご案内

・執筆活動

電子書籍「光の道をゆく」

http://p.booklog.jp/book/85190

・音声メッセージ

YouTube を通じて、音声によるメッセージを お届けいたしております。

https://reesophiayumesaki.wordpress.com/category/voicemessages/

・Web上の活動

Twitter https://twitter.com/reesophiayume

Twilog http://twilog.org/reesophiayume

Facebook https://www.facebook.com/reesophiayu mesaki/

YouTube https://www.youtube.com/user/psychic

・・・　・・・　・・・
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以上でございます。

最後までご覧くださいまして、本当にありがとうございました。

Office Sorae（オフィス ソラエ）

夢咲璃い（ゆめさき りい）拝

Copyright (c) 2016 Office Sorae／ 夢咲璃い　

https://reesophiayumesaki.wordpress.com/
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