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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。 

不思議なんですが、なんでそうなるのかはわからないのですが 

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。」 

 

このような連絡を 多くいただきます。  

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。 

 

お金は使うと入ってくる ともいわれています。 

え～嘘だと思う人、ちょっとだけ疑いを横にどけて読んでみてください。 

 

お金は汚いものと思うと 逃げていきます。 

（汚いなとおもっているなら、君の財布になんて はいってやらないよとなるわけです。） 

 

誰だって汚いものなら それを持ちたくないですよね。 

汚物を大事に持ち歩きたい人は いないですしね。 

 

汚いものを大事に持ち歩く なんて 嫌だ と 無意識に思っていると 

持ちたくない という思いが 実現してしまうのです。（この無意識が やっかいなのです） 

だからお金さんが 逃げるわけですね 

これは、ある資産家の方から きいたのですが、 

教え（お金に対していい感情でいよう） 

 

♡お金は嫌っている お金は汚いと思っている（無意識も含めて） 

お金に対して不安に思っている人のところにはお金は逃げていく 

心の底からお金は感謝が形を変えたもの、お金は良いものと思っている人のところには 

お金は入ってくるという仕組みになっている。 

 

♡お金は「感謝が形を変えたもの」そう思って、感謝できるものに使うようにすると 

自然と増えるんだよ。コンビニの ATM は一万円を下ろすのに 100 円、200 円かかるだろう 

月に 10 回下ろしたら 2000 円これを一年やったら 24000 円さらに 

コンビニでついで害（ついでに買う、ついで買い→ついで害になる）をすると 

年に 5 万、10 万は無駄な出費になるんだよ、感謝できないだろう？ 

10 年で 100 万だよ、どれだけの出費になるか、 

まずはコンビニ行くのを減らすとお金も残るようになるんだよ。やってごらん。 
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お金は汚いと 思っていると 自覚している人は 思いを変えていきましょう。 

ただ、お金は汚いと 無意識に思っているとやっかいなんですね 

気づかないから 変えれない。気づきって大事ですね。 

 

たぶん自分はお金は汚いと思っていないだろうけど 

万が一思っているといけないので、 

「お金は汚いと思っている扁桃体」にありがとうを唱えてみてください、 

唱えて光らせることで癒すことができます。 

（やり方は、 

自分の脳に「ありがとう」を唱えると不安脳・病気脳とさよならできる！ 

の本を参考にしてみてください。） 

https://arigatou.healingroomai.com/items/55905038 

お金の不安‐音声ファイルはこちら  

 

お金は争いの元 と思っている人もいます（無意識も含めて） 

お金の瞑想をしていた時に 

子供の頃、祖父が亡くなって親戚が争っているのを目撃してそれ以来、 

お金は争いの元だから持たないほうがいいと 刷り込まれていたことに 

気が付いた M さん 

あぁぁぁ、お金がない原因がこんなところにあったとは と 驚愕したそうです。 

そういえば、先日もお金で兄とけんかしたり、争ったこともあった。 

お金は争いの元 確かにそう思っている、瞑想で気づけて良かった、変えていって豊かになります。そ

うおっしゃっていました。 

 

お金に対して負のイメージを持っていると 

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」 

家を買ったっていうのよ、どうして違うの？」と 聞かれたことがありますが 

こういうのはお金に対する意識の違いなのかもしれません。 

お金の付き合い方、感情の持ち方が 上手なのでしょうね 

 

お金を汚いと思っている人、無意識も含めて汚いと思っていると お金は逃げていきます。 

無意識も含めて お金は良いものだと嫌ってないから はいってくる。 
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ATMの手数料や、ゲーム 他無駄なものを買わない、 

（お金の神様に好かれると無駄使いが減るそうです） 

↓ 

残る となるわけです。 

 

お金さんは 

はいる時も出る時も感謝していると 

自然に増える。（お金は元々感謝を形に変えたもの） 

お金は自分の心の奥のハートの悦ぶ事に使うと増えるといわれています。 

 

そして、お金に対する不安がなくなっていくと増えてくるといわれています。 

 

不安なものを持ちたい人はいないですよね、 

これを持っていると不安なんだ と思ったら 

脳は じゃあ持たないようにしよう となってしまいます。 

 

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 

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 

 

不思議に思ってどうして節約するのかを聞いてみた。 

すると 

「相続税が大変だから 今から節約しているのよ。 

親が死んだら、沢山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代、人生百年時代だから 

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。 

 

その２０年、30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、 

一億も稼いでいるなら 相続放棄したっていいのにと思うのは私だけ だろうか？ 

自分でそれだけ稼げるなら、いらないじゃないと、 

すると、 「もらえるものはもらわないともったいなでしょう、」と、、、すごい剣幕で怒鳴られた） 

はぁぁ、 この方はそう思っているのかぁ、と 

２０年 30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、、 

 

https://healingroomai.com/
https://healingroomai.com/


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

‐♡自分の名前に「ありがとう」を唱えると奇跡が起こる！‐ ♡  チア魔女ファイル p. 4 

無断転写禁止  https://healingroomai.com/ 

質問です。 

１）あなたに日本円に換算したら 一億あげます。 

２）日本円の 10万円あげます。 

さてどちらが欲しいですか？ 

１）は 戦争をしている国のお金で、しかも地雷の下に埋まっています。 

 その国でしか使えないで換金はできません。 

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。 

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。 

色々な人が訳していてマンガまであるので、どれかを読まれてみるとよいですね 

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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大昔から こういう法則があったなんて面白いです。 

バビロンの大富豪 富をもたらす黄金の「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。―抜粋 
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※10％貯金―残りの 9割で生活をする。（何十年も使わないと老後は楽に過ごせる） 

 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。」と思った時、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。 

 

詐欺師の魅惑的な誘い＝（重用）これは SNSなどでも横行しているおいしい話は注意すること。 

00詐欺（副業詐欺、オレオレ詐欺、国際ロマンス詐欺）などに引っかからない、誰からの紹介なのか、 

（お金がある知人からの話なのか、知らない人からなのか）引っかかって大損をする人もいるので、見

極める必要がある。おいしい話は注意をすること。SNS だけであったことのない人に貸さない。むやみ

に友人に貸さない、まして借金してまで貸したり、投資したりしない。貸す時はそのお金は捨ててもいい

という覚悟で貸すこと。 

 

 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 ‐ 

バビロンの大富豪」より抜粋 

お金の教え２ 

 

♡お金は集まる習性がある。 一定額以上になると加速して増えていく 

   だからそうなるまでは地道に コツコツがおすすめ。 

 

   一億ためた人たちに聞くと最初の 100万円をためるのが一番きつかったとおっしゃいます。 

   1000万たまったらあとは加速をしていったから、が理由だそうです。 

00万円貯金すると銀行屋さんが、率の良い話を教えてくれるしね 

本当かどうかは自身で体験するしか なさそうです。 

 

節約を頑張りすぎるとストレスをためて 散財することになりかねない 

無理せず楽しく行うことがカギ、楽しくないときは節約を休んでみるのも手です。 

（脳は楽しいことが好き。楽しんで行うことがカギ 

ゲーム感覚で楽しく節約をする それができないなら、節約はしないほうがよい そうです。 

辛いと続かないからが理由。 
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利子が少ないから貯金するだけ無駄、という人もいますが、塵も積もれば山となるです。 

そして、ある程度貯まったら 運用をしていく。銀行や証券会社を参考にして増やすと良いのだそうです。 

 

 

貯金についての 私の子供時代の体験談を 

 

私が 6才か 7歳の頃に、隣の家が夜逃げをした。仲良かったお友達も忽然と消えてしまった。 

「隣夜逃げだってよ、気づかなかったよね、」と両親の会話に 

夜逃げってなぁに？と親のきいてみた時に 

「お金がなくて逃げちゃう人のことだよ。」と教えてもらった。すごくショックでした。 

お金がなくて 借金取りから逃げるってどういうことだろう？7歳ぐらいだった私はパニックになりました。 

隣には年の近い兄弟が住んでいて、よく遊んでもらったのです。幼稚園の時から一緒でしたから 

そこのお父さんには釣りにも連れて行ってもらいました。いいな、隣のお父さんは優しくて 

うちは忙して、遊んでもらえないし、と 思ったものでした。 

 

隣の家はとっても裕福に見えたのに不思議で 

「だって 00ちゃんの家お金持ってると思うよ。」というと 

「お金は魔物だよ、だから上手につき合わないといけないんだよ、 

だから無理して買わない、欲しいものがあったらちゃんとためてから買う。 

貯金して、待つのも楽しんだよ。そうだ、貯金通帳を作ったらいいよ。お年玉
 

お金を貯めるには、通帳を複数持つのもおすすめです。 

 

☆１）給料の口座（生活費）お楽しみ用、 

☆２）電気ガス、水道料金、電話代など 引き落とし用 

☆３）ペイペイなど QR用の口座（金額を決めてその範囲内で使う） 

給料と同じ口座だといくら使ったかわからなくなり使いすぎる。それ防止することができます。） 

☆４）生活用（一か月の生活費を決めてその中で生活する） 

☆５）10％を貯金（給料をもらったら最初に移動する、天引きにしてもよい。 

 ある程度貯まったら、投資信託や定期預金 にする。） 

 

近くに銀行がないという人は２と 3 を一緒にするのも OK。5 は給料から天引きにすると 3 つの通

用になります。 

IDECO（イデコ）もよいですね。税金対策にもなります。転職するときは注意が必要です。 

 

借金（家や車、奨学金も） などは早めに返すこと。 

お金を貯めたい人はぜひやってみてくださいね。 

これを面倒だと思うか、後々貯まっているからやってみようと思うかは ？その人次第 
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をためときなさい。大きくなって欲しいものができたらそこから買うといいよ」とそうして郵便局の通帳を

つくりました。 

(小学校２年ぐらいで作った通帳は２０才位の時にアメリカでシャネルバックに化けていました） 

そのバックはお気に入りで、お金をためて ものを買うのがこんなにうれしいんだと  

無意識にプラスのインプットをしていたんだと思いますね。 

 

ただ、本当のお金持ちはバックなど買わずに、もう少しためとくんだろうなとは思います。 

まぁ、そこはご勘弁を、（余談終わり） 

 

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、 

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,） 

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 

 

リボ払いはしない。これは貧乏を避けるための鉄則です。別名アリ地獄というんだそうです。 

もしも、している人は、「やめる決断」をしておくこと。 

 

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、まきえさ？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） 

 

キャッシュレスの時代になると ついつい使いすぎてしまうので お金を管理する能力が 

問われます。これは早い時期から身につけておくことで、お金に困らなくなります。 

例えば、子供のうちからおこずかいを４分割させ、一週間ずつ使うように教えるなど 

したほうがいいそうです。 00 ペイで買うと楽だからという方は、毎月いくらまでと自分で限度額を設け

ておくか、00ペイ専用の通帳を作りそこから引き落とすようにするなどしておくとよいと思います。 

 

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」 
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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、きみだって文句を 

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」 

 

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。 

 自分に自信を持つように心を変えていったらいいんだよ」 

 

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。」 

 

汚いと思っている人 

    「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 
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     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一緒だよ、」 

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、 

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 

 

 

師が教えてくれた。 

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。 
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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、 

 

お金にいい感情を持てたら お金の不安がぐっと減る 

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 

 

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。 

師が言うには 

「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。」  と 

お金に号令をかけるっていう話は 面白かったです。 

 

セミナーをはじめて 20年以上がたちますが、健康相談の次に多いのがお金の相談でした。 

中には、多重債務で苦しむ方もいて、返済の相談も 何度も受けました。 

弁護士さんの所にいったらいいのではとも伝えましたが、 

わたしは借金した経験がないし自宅もキャッシュで買ったくらいでローンを組んだこともないのです。 

「弁護士さんの所に相談をするとさらに、 

そのお金をローンを組む羽目になるし、それで自己破産を勧められたりして、 

親とか会社にばれると困るし、親戚が役所にいるから、一生いわれてしまうから、そういうこともできな

いのでなんとか、今ちょっとだけでもアドバイスください。」と 

私自身生まれてから借金をしたことがないから借金の怖さはわからないのですが、 

話を聞くと、多重債務とか、かなり大変なようなのです。 

SNSで儲け話 をそそのかされてしまった人もいました。 

騙されたと警察に行っても取り合ってくれないんだそうです。 
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それで、相談に乗っているうちに、色々と知識がつきまして、 

アドバイスを何度かさせていただきました。 

借金はしないに越したことはない、おいしい話は誰からの話なのかを吟味する。 

（おいしい話はたいてい詐欺であることが多いです。一攫千金にはきをつけましょう、 

彼らは口がうまいので、あの手この手でそそのかしてくるかもしれませんが、そこに乗らないようにしま

しょう。 

 

お金について 私のバックラウンドを少し 

 

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。 家庭で育ちました。 

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。  

 

1才の頃から父親が「こんなに稼いだんだよと 百万円の束を持たせてくれた 

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。 

5歳ぐらいだったか、何歳だったかは忘れてしまったのですが 

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？」  

 「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。  

びびりました。幼稚園児ですから 5歳だったか  

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。  
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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給料を数えた。 

（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。）  

 

10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 

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。応用がきかないし」 

「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」 

 

（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 

だから罪悪感が少ないのかもしれません。 

え~幼稚園児にお札なんて触らせないよ。悪い子になっちゃうじゃないの、 

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。私、悪い子にならなかったし、、 

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。 
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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。 

 

お金についてはこんなエピソードがある 7 日間ぐらいあるセミナーで毎日違う宝石をつけていっていた

私にカナダ人の講師が唐突に質問をした。 

 

 講師「君にとってお金はどういうものか」ほらマイク持ってしゃべってみて 

   

 ちあ 「えっといつもある。 小さいころから触っている。」 

 講師「お金で困ったことは？」 

 ちあ  「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「君のお金に対する信念はそうなんだね」 

  「信念？ああそうなのかも、いやー特に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思っている」 

この時、 「え～ちありんはそうなの～」と  ざわめきが起こった、 

 

ちあ心の声「 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１００万以上かかる。 

高額セミナーに出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。 

お金に不安がある人は 意外と多いのかもしれないと思った瞬間でした。 

その時に私が「お金に困らないはず」という信念 を持っていたことに気づかされた瞬間でした。 

 

ちなみに信念は でっちあげられるし、だれでも持つことができる。 

 お金さん大好き 誘導（自分の名前に「ありがとう」を唱えると奇跡が起こる！実践編） 

を聞いて「お金は困らない」という信念をみんなが持ったら お金に困る人は減るのではないだろうか？ 

 

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） 

そして、お金の不安やブロックの扁桃体にありがとうを唱えて光らせるとよいと思います。 
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子供時代が辛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 お金持ちになった方は多いと聞きます。 

（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とよいかと思います。 

 

 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） 

 

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、 

（必要なものは手に入る、こういう信念をみんながもったらいいですね。） 

 

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。 

こちらは「自分の名前に「ありがとう」を唱えると奇跡が起こる！」 

46.47ページ 欲しいものがゲットできた。 特に③がカギになります。 

 

お金に関しては 

「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！」 

6章お金は感謝してくれるところに集まる 153ページ～も参考にしてみてください、 

 
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。 
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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 

健康になるために体にいいものをふんだんに使えるお金が欲しいでもいいし 

自己成長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、 

 

貯金の理由 はなんでしょうか？と いう話になり 

皆で雑談をしていた時のこと。 

 

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 

 

ちあ「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」 

 

ちあ「イザってどんな時？」 

 

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。 

 

病気や 事故に備えて貯金をしているわけ？ 

病気になる前提、事故になる前提での貯金をしているってこと？ 

え～ 

 

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？ 
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「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 

 

『自分の思いが人生を作る』という法則をしったら いざっていうときのために備える 

という思いを やめた方がいいですね、 

強運、強運って唱えて強運になったらいいのだから 

貯金をするなら、旅行や楽しいことのためにためるとした方がいいですね、 

 

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。 

という法則があります。 

病気を心配し過ぎると 本当に病気になってしまいます。 

 
心気症 という病気があって  

「健康に対する不安、自分は重大な病気にかかってしまうに違いない」 

という思いにとらわれてしまう疾患だそうです。 

そこから本当に病気になってしまうことがある。 

思いで病気を作り上げてしまう。 もったいないですよね。 

 

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生きていけるから、』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、（もうお分かりですね） 

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」と得意げに言っていたが、 

もし、彼女が 思いが人生を作るという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。 
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子供時代に作った 変な思いのせいで 離婚をしたのではないだろうか？ 

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人はないでしょうが、 

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しないはず、 

その人と、10年後、30年後 50年後をしっかりイメージできるだろうか？ 

「自分は一生一緒にいる前提でこの人と結婚するだろうか？」結婚前に自分の直観に聞いてみるのも

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。 

 

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。 

ガンになる前提で保険にはいらないこと。鉄則です。 

（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よいでしょうか） 

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。 
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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。  

言葉はエネルギーですから  

同じ貯金ならどちらがいいでしょうか？） 

ようするに 

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」 

 

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 お金の不安を取って言いましょう。 

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。 

「お金の不安の扁桃体」 おすすめです。 

 

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。  

誘導 
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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。 

 

収入の範囲内で生活をする という基本ルールをしっかり踏まえておくといいそうです。 

この基本ルールができないと、お金に困ることになり人生が辛くなってしまいます。 

 

収入の範囲内で生活をする。正社員だと普通に生活できる位はもらえます。 

アルバイトのほうが気が楽だから好きだという人もいますが、 

収入アップを狙うなら、昇給のある正社員も視野に入れてみてもいいかもしれません。 

（余談ですが、自分は正社員が受からないんだ、という方は「給料の良い会社に入ってよかった、あり

がとう」を唱えるといいですよ。そして、給料が増えて喜んでいる場面をありありイメージしましょう。 

そのイメージを信じ続けたら 叶います。） 

 

もちろん中には、どうしても借金しても必要なものもあるかもしれませんが、それはごくごく一部です。 

※どうしても必要かどうかは、ハートにきくようにしましょう。 

そして、本当にローンを組んでまで、リボ払いをしてまで欲しいかどうか みきわめてみましょう。 

リボ払いは出来る限り早めに返済する。リボ払いはできたらしないように計画的に貯金をする、 

どうしても、ローンを組んでも買いたい（冷蔵庫などの電化製品が急に壊れた、手元にお金がない） 

ショッピングクレジット：金利がゼロ、もしくは低いのでそちらを検討。（大型電気店などで導入している

そうです）参考までに 

（私はカードも一括払いしかしたことがないので、分割やリボ払いの知識が乏しいのですが 

参考にしていただけたら幸いです。 

 

また奨学金で自己破産と言うのも近年増えているので、気をつけましょう。借りたら早めに返す。 

が鉄則です。 

 

（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。 

 

お金に対する不安が強い方は「お金の不安の扁桃体」で子供の時のお金の嫌な出来事がでてきたら 

それを、書き代えるといいですね。 

 

また、瞑想でお札に入ってみて、お金の神様と会う というのもお勧めです。 

※やり方はお札を目の前に置いて、自分が小さくなるイメージをします。そしてお札の中に入ってみる 

お札がどんなものか、探検する、お金の神様いるのか、いたらあってみて話をする、という簡単瞑想法

です。興味がある方はやってみてください。 

 

お金の不安を取る 
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「お札をもって安心安心大丈夫を毎日唱えるのもおすすめです。」 

 

「自分の名前に「ありがとう」を唱えると奇跡が起こる！実践版 

2022年 7月 1日発売の 本の付属の「お金さん大好き」誘導もおすすめです。 

 

 

 

 

こちらは令和元年 ‐初心者向け瞑想‐参加者の方がもらったメッセージ 

瞑想で質問をして答えをもらいます。ちょっと訓練をすると誰でも 

質問をして答えを受け取ることができます。2日間瞑想セミナーの一部をこちらに 

のせさせていただきますね。 

 

質問）お金との付き合いで大事なことは 

★不安をなくすことだ一番先にやること（これは 皆さん同じことを言っていました） 

 

★お札をもって「安心安心大丈夫、私のところに回ってくるはず大丈夫」を半年唱えろ と 

メッセージが来てビックリした。これを唱えたら不安が消えるからと毎日一分やり続けます。 

 

★お金は使ったらなくなる という思いをなくすと増える。 

 使うときに罪悪感を持たないと増える。 

 

質問）お金は感謝して使うと増えるは本当か？  

 

★お金がありがとうの周波数を拾うから感謝して使ってくれる人の所に お金がはいってきたいと思うよ

うだ、そんなメッセージがきた。 

 

★給料日に全額一度おろして、お札を触り、ありがたみを実感してからまたＡＴＭにもどすと大事に使う 

お金に感謝するとお札さんが寄ってくる。お札が集まってくる。お金にも感情があるみたいだ、 

 

★ しぶしぶ使うとマイナスのエネルギーだから減る。 

 

★ 丁寧に出してくれる定員さんは繁盛店だったりする、小銭のわたしかたがいい店は繁盛店だったり

する お金で経済状況は扱いが出る。  

 

★つかうときはワクワクして使う。感謝して使う。楽しい仲間を連れてきてくれると言って使う 、どんど

んお札が増えてくれるようにイメージしながら使う  

 

★お金とは便利な道具だけど、悪いイメージにしたのは人間で、お米とか魚、だったが蓄えれなかった

が 蓄えようと欲からマイナスのイメージができあげっていった。 

 

ホームページ１ 
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★感謝して使う。給料日に 10％を貯金するようにする。  

 

質問）お金を増やすうえで やってはいけないこと  

★使いたくないものには使うな、お金を使う時はよく吟味する。  

 

★お金を雑に扱うな、小銭でも大事にする。お財布をぽんとおくのをやめること、 

  

★お金はそのものの性質を増やす媒体、不安で使うと不安が増え、喜び安心で使うと喜び安心が増え

る お金はエネルギーが形を変えたもの、扱いはその人の人格生き方を表している。 雑な扱いをして

いる人はそのようなレベルのお金しかはいってこない、大事にしている人は豊かな生活になる  

お財布に入れる時はお札は肖像画が同じ向きになるようにそろえるとよい。  

 

★お金に対する感謝を忘れない、私はお金に毎日ありがとうを言ってますがその習慣を続けましょうと 

メッセージがきた。 （この方はこれを毎日いってから お金の不安がなくなり 楽しくお金を使い人生を

楽しんでいるそうです ）  

 

★お金を嫌わない、海外旅行に行くと同僚に「いいよね、お金あって」とひがまれる、ほとんど同じ給料

なのに その時に全然お金ないよそんなことないよ。お金ないよといってしまうが、その言葉がよくない

とメッセージがきた。 「今度からはおかげさまでね。やりくり上手なのよ」と事実をいうことにした。 

 

 ★お金を出し渋る、公共料金の支払いとか、毎回支払いにいってるが面倒くさい、電気料金とか使い

すぎると払いたくなくなる →引き落としにします。必要なものは喜んで出そう。  

 

★つかわな過ぎる。それも問題、お金があるのに、ケチってはダメ、  

 ケチると、人間関係にひびが入ることもあるから気をつけろと 

 

★住宅ローン減税もあるからその間は返さないほうがお得だと聞いたけど、瞑想で聴いたら 

早めに返したほうがいいみたいだ。 （一度減税とローンを繰り上げとどっちがいいか、貯金の利子とロ

ーンの金利とを計算してどっちがいいかみきわめます。）  

 

★お金に悪口を言う、粗末にする。 財布の中がごちゃごちゃ、レシートをいれ過ぎない。 

 

★病気に備えない （本当に病気になる、将来楽しむために貯金とするとよい） 小さいお金が教えてく

れる。一円玉を粗末に扱っているから 大事にするようにする。 バンバン買わない、定員に安いよとだ

まされて買う、他でもっと安かったりする 

 

★ネットで安いですと書いてあるが高かったりする。もとの値段を知らないと無駄使いにある。 

 

★私は公務員なのでもとは税金、税金だという意識を持って使いましょうとメッセージがきた。（公務員
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の方がもらったメッセージ）  

★ お金じゃないレシートや他のものが財布に入りっぱなしになっている。これはいけないと、メッセージ

がきた。 

 

★イライラする時に使わない。あとで使いもしなかったりする。 よく考えないでかうから一週間位考えて

本当に欲しいかどうかを見極める。販売員の口癖に乗らない  

 

★ 今買わなかったらなくなっちゃうかもと 焦って欲しくないものを買ってしまう。  

 

★ 財布を汚くしない。お札を種類別、顔が見れるようにきれいに並べるとよい。（千円、五千円、一万

円の順にいれる）  

 

★ スーパーの待ち時間にイライラして、出す時に怒りながらお金を出す。それはよくない。とメッセージ

がきた。  

 

★ 適当に使う。どうしようまぁ買っとけだったが、迷ったらやめるようにする、そして考えるからにする。 

 

★無意識に使う。渋々出さない、  

 

★こんなに使っちゃった、減った―という言葉を使わないと メッセージがきた。 

 

★不安で使わない。 物々交換から始まり、貝殻になり こんな便利なものはない、ありががたいなと思

って使うこと 

 

 ★粗末にしない、楽しいから自分だけのために使わない。  

 

★お金がある人を嫉妬しない（嫉妬すると豊かになれない）不安、執着したりしない、安いからと飛びつ

かない  

 

★怖がって使う。 ウェブから見てないものを買わない。後で返品するのは手間がかかるから 欲しいか

どうかをじっくり見きわめる、 

 

 質問）スマホ決済 キャッシュレスの問題点  

★本物のお札を手元に持ってこれがお金だよとおいといて覚えておく キャッシュレスであってもお金だ

ってことを忘れないで ちゃんと使ったレシート、明細をしっかり見る、 

何に使ったか確認をすることで無駄が減る お金が増える  

 

★形を変えたもの、エネルギーにはかわりないが、お金のイメージリアルさんであることを大切にする。

バランス感覚 できたらお金を触りましょう。本物を見抜く目があることが大切。  
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★子供達に伝える（最初からキャッシュレスだと無駄使いが多くなり子供が将来貧乏になるのでリアル

を触るをしっかり伝える事が大事）  

 

★買う前に本当に欲しいかを確認する。感謝して買い物をする、買ったものをリストアップする。  

 

★明細をしっかり見る。お金持ほどチエックしている、だから増える。 

 

★ レシートの確認、収支の確認 欲しいもの必要なものを明確にする。 

 

★手書きで家計簿をつける。月々の予算を決める。  

 

★スマホ決済だと便利だけど、どんどん買ってしまいたくなるから気をつける、何を選んだかわからなく

なる 本当はいらないのに 買ってしまう。これは本当にいらないとかを決めないと流される。流されると

貧乏促進になる  

 

★ 給料用の通帳から移動させない、予算を決めてスマホ決済用の別通帳を作っておく  

 

★何に使うのかを決めてから使う。ポイントというまき餌に騙されないようにする。  

 

★ 使う時にお金をチェックする。お金を使うんだよという感覚を持つ。  

 

★明細を見る 支出をメモする ひと月の枠を決める。  

 

★残高を確認する、使った金額を確認する。ウエブ明細にしない。紙のほうがじっくり見る  

 

★価値に見合うかどうか 本物を見極めて買う、必要なものを買う 本物は最初は お金を使っている意

識を持つ。明細を見る。使いカードを絞る。カードが多いからといって収入が増えるわけではない 

 

 ★用途を分けておく 自己管理が大切。 

 

令和 瞑想セミナー 初級―（15 名）で 皆が受け取ったメッセージをまとめたものです。  

基本的に皆さん自分のためにメッセージをもらっていますので これは自分には当てはまらない という

ものもあるかもしれませんが 皆の共通という答えも あったので、 

（キャッシュレスの注意点などは特に）参考にしてみてください。 キャッシュレスの注意点は、明細を確

認しないと貧乏になる というメッセージを受け取った方も多かったです。 

アメリカのいとこのご主人は歯科医で別荘もたくさん持っているお金持ちなのですが、 

彼は買い物の時レジで じっくりと 正しく打っているか見る。そしてそのあとレシートもしっかり見る 

んです。（確かにアメリカは日本よりもミスが多いのですが 私は日本はレジは間違えないと思っている

のであまりチェックしないのですが、彼らを見習ってしっかり見ないとなと思いました。 

お金持ちほど レシートをしっかり見る。小さいお金もしっかり見る。これ基本ですね 
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セミナーの受講生さんが もらったメッセージですが、これ私も見習おうと 思いました。 

 

 ※大人ももちろんですが、お子さんがいる方 高校生とか 大学生だけではなく 小さいうちから 教え

てあげるといいと思います。 （社会に出る前からキャッシュレスだと、お金の管理ができないと貧乏に

なる可能性が高いそうなのです。だから早いうちから管理することを教え る、お金がなにかを教えるこ

とが大切だと メッセージをもらった方も多かったです。 

瞑想便利ですね。コツをつかむと 誰でもメッセージを受け取れるようになります。 

メッセージの質は 瞑想の度合いにもよりますが、訓練次第で 誰でも的確にアドバイスをもらえます。

とっても便利です。最近はオンラインでも瞑想セミナーを行っています。 

 

音声ファイル https://arigatou.healingroomai.com/ 

 

 

https://www8.big.or.jp/~aiba/healing/money/ホームページ 2 お金 

お読みいただきありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

https://www8.big.or.jp/~aiba/text/reiwameisousemi 

 

 

 

 

 

 

‐おまけ‐ 

脳外科の篠浦医師と共著で 書いた扁桃体にありがとうで 

トラウマや不安が消える、実践法 みんなの体験もたくさん載っています。 

2021年 12月発売  

 

ホームページ 2 
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無料プレゼント誘導 

本の裏の脳の二つのイラスト（帯を取って） 

を両手でかざして行ってみてください。 

 

過去のんだ薬の副作用、 

注射の副作用軽減、ワクチンを打った人向けにも 

プレゼント誘導 扁桃体の音声です。→   イヤ

ホンでどうぞ 

 

何か感じたり変化があったら お知らせください。 

URLはこちら 

https://healingroomai.com/sound/fukusa 

 

 

 

量が多すぎて ボツになった原稿―2015 

23ページ「遠藤「裕一さんは難病にかかって親族が病院に呼ばれて死の告知を受ける 

ほど症状が深刻でした。歩くこともできなくなり、ご本人も死を覚悟しましたが、 

少しの可能性でもあるのならと、友人に背負われてタクシーで、私を訪ねて来られました。 

 

無料誘導 

ある方らのメール 

「00 と申しますはじめまして、 

本読みました。イメージ力苦手で 

でもとりあえずやり続けようと思い頑張りまし

た。すると自分と対話？ができるようになって

きました。 

毎日の日課で 

自分の名前にありがとうを 15分 

扁桃体ありがとうを 15分。 

ダメな時はここで疲れちゃうのに、 

スーッと自分との会話に入れた。 

しばらく会話してたら、 

私の中の００ちゃんが 突然 

｢愛と光とありがとうを忘れずにいれば、 

これから先の人生は、ウキウキ、ワクワク 

絶好調だよ｣って言った！  

私は今までの人生、オドオド、ビクビクしてる

事が多かったたから、ウキウキ、ワクワク生き

て良いんだ！と驚きました。 

それからは愛と光とありがとう、ウキウキワク

ワク絶好調とつぶやきながら歩き、知り合い

に声かけられて、我にもどったら、 

90分も歩いてた。凄い集中でした。 

まだまだやり続けます。」やり続ける大事で

す。この本は実践本なのでやり続けて運気を

上げていってくださると私もうれしいです、 
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「裕一さん、ありがとう！」と言葉にしてみました。すると、、涙があふれてきて止まらなくなったのです。 

さらに「ありがとう」をくり返していますと、 

「僕は自分のことを置き去りにしていた」という思いが押し寄せてきて、 

自分の中で何かが変わるのを感じたといいます。 

「それまでは、自分の病気は治るはずがない、 

生きることを諦めるしかないという思いが僕の心を占領していたが、 

このとき病気は治るかもしれないと思えた」と、ふたたびお会いしたときに話してくれました。 

 それからは信じられないスピードで症状が激変し、３日後には普通に歩けるようになりました。 

数カ月後には薬もまったく必要なくなり、今は元氣に飲食店を営んでおられます。 

 

この方は、病院に親戚中が呼ばれ死を覚悟した。その時親友に電話で 

「今までありがとう、僕はもう死ぬらしいんだ」さよならをいう電話に驚いて、 

この友人が私の受講生で 「死ぬな。僕が救ってやる、」と遠隔ヒーリングをして 

 状態が落ち着き病院を 出れるまでに回復そのあと福島までその友人が迎えに行き 

担いで 私の家にやってきた。歩けないから背負ってきたんですね。 

おっきな男性が 小さい男性に背負われてやってきたのは、とっても印象的でした。 

で ゆっくり 自分の名前にありがとうを言ってもらった。かなりゆっくりめで、呼吸に合わせて 唱えても

らいました。（唱え方のコツはひとりひとり 伝えていきます。） 

そして難病「 mpo-anca急速進行性微細血管炎」が治っていった。 

最初病名をかこうとなっていたのですがみんなが知らない名前だからと 編集で カットになったのでし

た。治ったら 沖縄旅行をしたいといっていてそこに目標を定めて 頑張り、数か月後に完治した。 

治ってやってみたいことを 書き出すことも大事です。 

本には書いてませんが この背負ってきた男性も 骨がつぶれているとで、年に 2～3回は激しく痛め

寝たきりになっていたそうです。医者に行き MRI（核磁気共鳴画像法）で腰と背骨の断面画像を調べた

ら「腰部分の軟膏が 3 ヵ所潰れている。潰れた軟骨は回復しない。痛いときは痛み止めを飲み、無理を

せず常に安静に・・ 運動もしないほうがよい」とつまり、もう治らない、と言われました。 

小さい子供と 山に行って一緒に遊ぶのが好きだった彼はショックだったそうで 

動くなと言われても、まだ若いのに、老人じゃあるまいしと腐っていたそうだ。 

その時に、同じ会社の人に私のセミナーを受けた人がいてその人の話を聞いて一緒にやってきた。（再

受講無料なので）腰痛は 3日で治り、自身で骨が再生されるイメージをしてそしてその通りになった。 

別の病院に行ったら異常なしと言われた。そして、会社での人間関係で嫌気がさし 

気になっていた害虫駆除の講習会を受けこれが天職だと思い 独立し お客様に感謝されて 

全てがうまくいってます。と  （2015年 10月 28日の私のブログを見てね、） 

難病手帳が不要になった人の話もあるのですが、難病なので、そんなみんなが知らない病名を書いて

もね、ということで、全部 カットされまして、 
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本は文字数があるので 200ページを超えてしまう、はじめは 50個だったんですがサンキューということ

で 39個に減ったのです。4 コマ漫画も 11個減らされました。 

ということで、こちらにかいてみました。（一番最初の元原稿は 私の手元に残っています。  

この時は 実名いいですよといってくれた方々ですが、今は確認取ってないので実名は伏せますが、 

沢山あります。 

 

３年間の不妊症の後、子宮外妊娠で卵管摘出術ご 

せっかく自然妊娠できたと思ったら妊娠８ヶ月で原因不明の死産、３２歳で二度目の脳梗塞。 

「二度あることは三度ある」このままだと次は死ぬ。」と、怖かった。 

２歳の子供を残して死ぬわけにはいかないと思うもさらに甲状腺機能低下になってしまった。 

 

それがチア魔女に会って自分の名前にありがとうを唱えて病気はもう嫌と底づき感を味わい 

チア魔女に「病気なのが自分」というへんてこなマインドがあることを指摘されて、気が付いた。 

健康になれるなんて思ってもいなかったけど。望みは大きく持っていいといわれて、目からうろこだっ

た。ハートに向かって病気をやめる決断をしたら一気に健康に変わっていった。 

あれだけ病気のデパートだった私には信じられないです、健康ってありがたい。（実名入りボツ原稿） 

 

「私は多発性子宮筋腫の核摘出手術を受けました。 

術後一年を経過する頃には 筋腫が育ち始めていました。月経前症候群、生理痛に苦しみ、 

毎回大量に出血するために常に重度の貧血で青白く、ちょっと歩くと息切れがする。 

毎月、病院まで片道１時間半の道のりを通うことにも、薬を服用することにも疲れてしまい、なんともな

らないのか？と思った時ちあ魔女に出会いました、 

「意識が変われば必ず良くなる、病気は宇宙からのメッセージだよ」 

と教えて頂き、エネルギー伝授をしてもらい、ハンドパワーを身に着けセルフヒーリングで体を温めた。 

さらに背骨調整を行い、自分が健康になっていいんだと思えるようになった。 

２か月目くらいに出血量が以前と比べて明らかに少ない。びっくりでした。 

続けていくと冷え性だった身体は、ぽかぽかし始め、 

また、張っていたお腹もへこんでするっと痩せてきたのです。 

むくみが取れたようでした。病院の先生もこれにはびっくり。血の気も戻ってきて肌荒れ、くすみが改善

されていきました。今とても充実した日々を送っています。（実名入りボツ原稿） 

 

💛「子どもの頃から喘息持ちで、何人ものお医者さんに、「あなたの喘息は治らない」と言われていま

した。薬が全然効かなくて、通常の２倍飲むなんてしょっちゅうでした。発作がひどくて、月に何度も救

急車で運ばれた。発作で道で倒れて救急車で運ばれ、目を覚ましたら、集中治療室、そのまま入院し

た事もありました。それがちあ魔女さんと会ってエネルギーを流してもらい、宇宙の法則をきいてきた。 

家に帰ってから、それまでの分が全部出たというくらい、ひどい咳が出て、発作が起きて、そして、その

日を最後に、喘息の発作は起きなくなりました。 

あれだけ苦しめられていた喘息が治るなんて、本当にうれしかったです。 
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自分を大切にしようと思えた事も、とても大きかったと思います。  

これからもずっと元気でい続けます。（実名入りボツ原稿） 

💛毎日終電で帰るように働き、疲れ果てて会社を辞め、 憂さ晴らしをするように 

海外に行くといういわゆる燃尽き症候群状態でした。 

そんな中、家族同様に過ごしていた飼い犬の死、母の急死、 

結婚を約束していた人との別れが続きました。 

後悔の念と「すべて私が悪いんだ」と自分自身を責め続け、周りにあたりちらし、心身ともに疲れ果て、

眠ることも食べることもできず、体重は３０ｋｇ台まで落ちていました。 

そんな状況でも誰にも頼れず、「がんばらなければ」「しっかりしなきゃ」と自分を奮い立たせ、 

毎日見えない何かと闘って、くたくたに疲れて、心が壊れかけていました。 

ちあ魔女さんに出会ったのはそんな時でした。 

ものの見方、考え方、受け取り方などを教えてもらい、それらを変えてみたら 

自分の「思いこみ」「勘違い」に気がついて生きることが「楽」になり、人生が好転。 

派遣社員から正社員になり、昇進し、では数少ない女性の役職者の一人になることができました。（実

名入りボツ原稿） 

💛子供のころから体も弱く、小児ぜん息で吸引点滴の繰り返しでした。 

無理をすると熱が出たり、ストレスでお腹が痛くなりその度に何十種類もの薬を毎日毎日飲まされ 

一生病院とは縁が切れないと思っていました。 

ストレス性の急性胃腸炎を起こし救急車で運ばれ、 

そのまま入院し退職を余議なくされ、何度もうつ状態になりながら 

ぜん息やアトピー自律神経失調症等に悩まされ、何度も死んでしまおうとリストカットまでしました。  

性格も心配性から超マイナス思考になり人生がどんどん落ちていきました。 

その後、結婚し子どもにも恵まれましたが生後まもなく小児喘息を発症し 

「この子を病気にしてしまったのは私のせいだ！」と自分自身を責め続け、夫に対しても周りにも 

心を開くことができず一人殻に閉じこもっている状態が続いていました。 

そんな時、ちあ魔女に出会い心の在り方や口癖、思考の持ち方など教えてもらい 

私の人生は激変し、今では家族皆が健康で、自他共に認める超ラッキー 

願望達成の上手な人間になる事ができました。 （実名入りボツ原稿） 

💛サロンを開業しましたが成功するどころか借金漬けで請求書が山のよう。稼いでも自分の手元に残

らず全てを返済していました。自分は何の為に仕事しているんだ？人にお金払う為に仕事していると感

じ、仕事がとても辛かったです。タイミング良く、ちあ魔女さんからお金の捉え方が間違っている事に気

付かせてもらいました。思い切って店をたたみ、最初は負け犬みたいで気持ちに踏ん切りがつかなか

ったのですが、「誰の為にやってるの？」とちあ魔女さんから言われて、ハッとしました。自分の為じゃ

ん！今は自宅でやっていますが、お客さんはどうしたら、楽しくなるかな？ワクワクしてまた来たくなる

かな？と考えて仕事が出来るようになりました。するとお客さんが増えだし、とても充実しています 

💛私は敏感なせいか人の痛みや病気をもらってしまうことがあり人とのコンタクトが恐かったのです。 

ちあ魔女さんからヒーリングされ不思議と相手も自分も元気になるし、 
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温かい優しさも一緒に伝わってきました。 

ああ、みんな本当は優しいんだな～。私みたいに心をオープンにできない人もたくさんいる、 

口に出さないだけでみんなみんな本当は優しいんだな～。と、思えるようになりました。 

 すると、気がついたら、人と笑顔で会話できるようになっていました。  

人を傷つけたい人なんて誰もいない。ただ不器用だったり、 

認めて欲しかったりということの表現なのだと思えるようになり、 

傷つけられることへの不安がなくなりました。 

そして、人間関係がスムーズに運ぶようになってきました。 

対人恐怖症だった私が、今では人間関係ではストレスがほとんどありません。 

毎日を楽しく過ごせることに心から感謝しています。（実名入りボツ原稿） 

 

💛高校の時に不登校になり、その後ココロにはずっと穴が開いたまま、 

暗闇をさまよっているような孤独感で毎日泣いて生活する日が続きました。 

そんな気持ちを変えたい一心で家を出て、 

東京に上京しちあ魔女さんのことをしり何かに引きつけられ、会いに行きました。 

ちあ魔女さんの教えは実にシンプルで、 

「自分を大切にする」につきます。こんな私を大切にするなんてと、 

最初は受け入れるのに時間がかかってしまいましたが、 

今では学生時代よりも毎日が楽しく、ありがたいなと思う機会もたくさん増え、 

仲間にも恵まれ自分が本気でやりたい仕事を見つけ、毎日が楽しく、充実していています。 

ずっとずっと人生を楽しんじゃってます！！久しぶりに会った親戚からは 

「随分変わったね！整形したの？！」と言われるくらい顔がかわったようです（笑） 

昔の私は いつも怖い顔をしていたみたいで、人相も悪かったんだと思います。 

整形はしていませんが人生が楽々楽しく生きています。（実名入りボツ原稿） 

 

日々あくせく、忙しい、仕事の為の、毎日、テナント出店もうまくいかず 

数千万の借金を抱え、６畳と１０畳 台所の横には、モロお風呂、 

１階は店舗、築四十年位の古い貸店舗兼自宅に家族４人で移り住んでいた。 

明日が不安で、何とか生活していこうと、インターネットで売ろうと始めたが、 

余裕がないから、つかみかけたお客さんも直ぐに離し、失敗。 

成功法則の本を読みアサリ！書いてあるようにいかない！ちあ魔女さんに出会ったのは、そんな時だ

った。ありがとうの法則、言葉が人生を創る等を教えていただき、 

どうして本に書いてるようにうまくいかないか、ビジネスで成功するためにも教わり、びっくりしすぎて、

ワクワクしてきた。実践を重ねるうちに運命の歯車が急速に回り始めました。 

 

チア魔女にいわれたように、「お客さんに悦んでもらうことを第一」に考えた。 

さらにコーチングで チア魔女に僕の強みを引き出してもらい 

それを武器にどんどん幸せの階段をあがっていった。 

近所に１５０坪の空き地があり、後輩から、買ってくれる人探してるみたいです！ 
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と聞き即ゲット、こういうときはお金が調達できる、仕事も家庭も上手くいっている、 

収入増え続けております。家も購入し、２人乗りの軽トラから 

日本特別仕様の２シーターのＢＭＷのオープンカーをゲットしました。 

そして人生の質の向上。求める結果が顕著に表れる、余裕の心持になれたことで、どんどんこれから

も思い通りの人生を歩んでいけると断言できる！ 

ガンガン飛ばしていきます。明日はもっと輝いている！（実名入りボツ原稿） 

💛「心の底から悦びを感じない仕事をしていました。 

本当に仕事が上手く行かず、朝から深夜まで一生懸命働いていても成果が出ず、 

本当にどうしたらいいのかわからずにもがいていました。 

その時、「私はついていない」「どうして私はだめなんだろう」と、 

口には出していなくても頭の中で自問自答していました。その時に、ちあ魔女さんにあい「口

癖が人生を変える」ことを教えて頂きました。最初はそんなことあり得ないと思っていたので

すが、チア魔女の熱意に負けて 口だけでもいいから唱えてみることにしました。感情はつい

ていなくても、「私は幸運」「私はついている」と素直に行動してみました。そしたら、いろ

んな方々から援助や助けが、不思議と入ってきました。そして転職し、自分の望む幸せな仕事

場で一生懸命仕事が出来るようになりました。言葉って不思議です。 

💛仕事で「こんな配置は例がない」という転勤を３年間で２度経験しました。 

とても理不尽な人事で挫折をしもうダメだ、とその足で精神科に行き、 

そのまま３ヶ月休職しました。 

そんなときに、ちあ魔女さんと出会いました。 

３ヶ月も病院の先生以外に会ったこともない私が、勇氣を出して会いに行きました。 

拒食症で体重は３７ｋｇ、満員電車が恐くて乗ることができず、 

朝早く家を出て出勤するような状態でした。 

ちあ魔女とあって不思議と元氣いっぱいでした。 

その後、教えていただいたハンドヒーリングや口癖を変え 

ありがとうワークを実践しているうちに、数か月がたち、 

精神科では「あなたが来ると僕が癒されます」 

と先生に言われるようになり（笑） 病院は不用になりました。 

ちあ魔女の所でプラス思考の仲間がたくさんできて、 

元氣が持続するようになり、氣がついたら周りの人も笑顔になっていました。 

仕事も楽しくなり、家族との関係も良好になりました。生活は激変しました。 

今では、自分が二度とウツにはならないという確信があります。 

 

Ｃちあ魔女に「病気が好きなの？病気だといいことあるの？」と聞かれ、私は 

「病気だと自分の方を大事にしてもらえる。」と答えました。 

「それは、同情でしょ？違うよね、愛情の方がいいよね？」と言われ、愛情は欲しいと思っていたけれど、

元気でありのままの自分を愛してほしいと気付きました。 

ちあ魔女は「私、病気にならないから、健康保険は寄付になっている。」と聞き、私もそうなろうと決めま
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した。「健康！元気！若返る！」と唱え続けて、健康意識に切り替え、自分のペースでやりたいことやり

始めたら、そのうち元気になり、毎日が楽しくて本当に嬉しいです。人生が変わりました。 

 

💛頭痛持ちで、抗生剤、胃薬、整腸剤、感冒薬など飲みまくっていたのに、 

とてもじゃないけど、「健康」なんて言えないというと  

ちあ魔女から、だったら「意識は健康！」と唱えてみてはと言われ、それなら今の私にもできると思い 

唱えてさらに、健康のように振舞ったら、薬を飲まなくなりました。意識ってすごいです。 

 

💛子宮内膜症、卵巣脳腫持ち、アトピー生理不順、冷え性、高齢で妊娠できないと思っていた。 

ちあ魔女に「病人になるな」と言われ、はっとした。気持ちだけは「健康になろうと」思い、「意識は健康」

を唱え体を温め足湯をしました。そしたらアトピー、頭痛が改善され生理痛もなくなり一年後に出産。 

医者から妊娠する確率は０．５％と言われた私が２人のママになりました。 

 

💛医者から「後遺症と再発の可能性がかなりある。」と言われ、不安になっていました。 

ちあ魔女から魔法の呪文「私は大丈夫。全ての人が後遺症や再発があるわけではない。後遺症や再

発がない人ももちろんいる。私もない人の中に入るぞ！」と教えて戴き、毎日毎日自分に言い聞かせま

した。さらに「意識が一番強く働くことを私は知っている。心が病気と関係することを私は知っている。 

私は、必ず健康になると決めた。心の奥底から決めた。だから、後遺症も再発もないはずである 

万が一もしもあったとしても、軽度ですむだろうし、すぐに過ぎ去ってくれるだろう。「安心、安心、大丈夫」

と唱えた。すると本当に安心感に包まれ、もう大丈夫だと確信が出来た。 

３年が過ぎましたが後遺症も再発もなく元気に過ごしています。 

 

💛足の裏日光浴と呼吸法誘導をきいて、1 ヶ月で鬱病っぽい症状が軽減されました。 

夫と関わってると必ず出ていた自殺衝動がなくなり、一度も「死にたい気持ち」になりませんでした。 

あっさり簡単に消えちゃって、その効果に驚いています。そして彼との仲もよくなりました。 

「私はかけがえのない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。」 

この言葉 凄いです。 

 

💛健康診断の結果、血液に異常あり、30年間赤血球の数が多すぎると言われ続けていたのです。 

ちあ魔女さんのアドバイスにそって「健康になっている最中です、血液ピカピカうれしいな」を唱えて毎

日足湯で体を温めつつ、セルフヒーリングでさらに温める事数カ月後に３５度台だった体温は３６度台

になりました。会社の健康診断でずっとＤランクだったのにＡランクに改善されて、数値が全て改善して

いました。生まれてから初めて再検査の必要がなくなり、本当に心から感謝しております。 

 

💛低体温で３５度を切ったことがある私に、ちあ魔女さんから「私の体温は３６．５度になっている」と毎

日自分に向けて声にだして言ってた。最初は、「こんな言葉ぐらいで変わるなら医者はいらないよ」と疑

っていました。でも、ちあ魔女の受講生にはセルフヒーリングで身体を温め、３６．５度という言葉で体温

が上がった人がいっぱいいました。その仲間に支えられて自分も真剣に取り組んでみました。 

すると三カ月もしないうちに体温が上がり、お陰さまで風邪もひかなくなり病気もなりにくくなりました。 

言葉にすると叶うんですね。 
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💛「食べて痩せる」を唱えるというのをチア魔女のグループで 20名みんなでやっていて、 

仲間みんなが良い結果を出していました。 

最初は疑っていた僕も仲間がみんな痩せていったのを目の当たりに見て、 

面倒くさがり屋の僕は、お風呂の湯船に浸かっているときに無駄肉をムギュッとつかみ 

「無駄肉さんありがとう」を言ってみました。すると、自然と食事の量が減り 1 カ月で４Ｋ痩せ、健康診断

で先生がびっくりしていた。恐るべし言葉の力。  

 

💛ずっとリウマチで苦しんでいました。ちあ魔女に「自分を大切にしたら自己免疫疾患は良くなるよ。

自分に『ありがとう』を言ってみて」とアドバイスをされました。今まで自分に「ありがとう」なんて言ったこともないし、

思いもつかなかったのですが、言ってみたら途中でつっかえて、涙が流れました。こんなにも自分を偽っていたんだ

と気付かされました。お風呂で「ありがとう」を日課にして毎日言っていたら３ヶ月後リウマチは治っていました。 

 

 

５ジョーズの魔法 （受け取り上手  ほめ上手  聞き上手  頼み上手、与え上手 

１つめ 受け取り上手 

相手の好意の受け取りが上手い人のことです。上手くいっている人は、遠慮しません。 

遠慮してしまうと、チャンスを逃してしまうのを知っているからです。 

２つめ ほめ上手 

相手をほめるのが上手い人のことです。相手の長所を見つけてほめることが 

出来る人は、運も人間関係も良好です。ほめると相手が悦び、そして自分の心もホッコリしてくるのです。 

自分も嬉しいので、もっともっとほめたくなるのです。 

これは、あとからではなく、その時に褒めるようにすると good です。 

良く、あの時うれしかったんだよ、という方がいますが、どの時だ？忘れちゃったよ、その時にいってよ、と思うことが

あります。その場で本人に伝えるようにしましょう、好感度アップ間違いなしです。そしてその人とスムーズに 

会話もできます。 

３つめ 聞き上手 

人の話をよく聞ける人のことです。自分が話しているとき、 

聞く姿勢を持っている方に好感を持てませんか？ 

嬉しいですよね。自分がされて嬉しいことを相手にしたくなるのです。 

４つめ 頼み上手 

誰かに頼むことが出来る人のことです。うまくいっている人は、 

仕事や行事で一人で対応出来なかったら、「手伝ってもらえますか？」とお願いすることが出来るのです。 

お互いさまですから、頼むことが上手いのです。これは、165 ページ「お願い、手伝って ！」の魔法参考 

５つめ 与え上手 

相手に何かを与えることが出来る人のことです。仕事を依頼したり、自分が持っている情報、人の紹介、 

物をプレゼントすることが出来る人のことです。（もちろん無理してプレゼントする必要はありません。できる範囲

でよいのです）相手が悦んでくれると自分もすごく嬉しいので与えたくなるのです。 
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わたしは、上手く行っている人からコツを聞いたとき、「だから上手くいって当たり前なんだ」と納得したのです。 

5 ジョーズの魔法 今日から１つ始めてみませんか？きっと、自分の人生が変わるはずです。 

皆の体験談‐ 

💛ちあ魔女に「棚からぼたもちの人生でいいんだよ」と言われ、 

「えっ、そうなの？そんなにラッキーでいいの？」とビックリしました。 

ちあ魔女は 20 代の頃に「棚からぼたもち」の人生大歓迎って唱えていたんだそうだ。え～そんなのありなの？ 

実は、私は「辛いことがあってこそのご褒美的な良いことがある」と信じていました。 

だから辛いことを経験しないといけないって 思い込んでいたのです。 

そのせいで、辛いことばかりが 起こっていました。今思うとバカみたいなのですが、当時は信じていたんです。 

なのに、何もしなくて頂けるものは、え～と抵抗がありましたがそうか頂いていいんだと気付き、それからは嬉しい

ものは遠慮なく頂き、嫌なことはさらっと流して受け取らない。なんて素敵なんでしょう。受け取り上手になりまし

た。遠慮せずに受け取り上手になり、そして、辛いことが おこらなくなりました。 

私は価値がないからもらってはいけない。人がくれるものをいりませんと拒否していたなんて  

今まで損していたんだなと実感しました。 

💛「私は自己好感がとても低く、せっかくのご好意も「私なんて」「私なんか」とお断りすることがとても多かったで

す。そのために仕事のチャンスを逃してしまうことがありました。ちあ魔女さんと出会い、「いい加減自分を許した

ら？」と指摘され、初めて私は自分を許していないことに気付きました。 

今は、許すことを覚えて受け取り上手になり、人生を楽しめるようになりました。」 

💛「過去、どうしても相手の悪い点にフォーカスを当てていました。 

「あの人は、こっちから何かしても感謝がない。」 

「こんなことをしているからあの人はダメなんだ。」 

それは、自分が人より劣っているという、自己卑下があることに気がつきました。 

それを直したいと思い、相手を少しずつ褒めれるように、いい点にフォーカスを当てるようにしてみました。そうやっ

て相手を褒めると自分の良い点にも気がつくことができ、そして自分がいつの間にか癒されて心が軽くなっていま

した。人を褒めることは結局自分に帰ってくるのだと思いました。 

💛「人をほめるって苦手でした、自分が褒められたことがないから、あの人素敵だな 

あの服いいなぁと思っても、ほめることはしませんでした。心に思っているだけで 

 チア魔女にいわれて 勇気をもってほめてみました。苦手な先輩にそれ素敵ですね、とそうすると 

00で買ったのよ。二つ持ってるからあげるね、といただき、苦手だった先輩と仲良くなれました。 

それからは素直に人をほめることができるようになりました。ほめることでコミュニケーションがスム

ーズに取れて、人間関係が楽しくなりました。そして彼氏もできました。ほめ癖いいですね。 
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--元気応援—おまけ  

健康応援 チアフルケイ素  

サプリメントが大嫌い、薬が大嫌いな私が ほれ込んだ商品がこちら 

当時癌だった 鮫島さんと一緒に見つけて 製造者に会いに行き、代理店になった。 

効果を書くと 薬事法に触れるので 書くことはできませんで、 

祈りの瞑想波動を入れて発送します。 

 

会員価格で買えます。   パスワード（keiso3）を入力  →  

https://www8.big.or.jp/~aiba/healing/cheerful/keiso/  

振り込み先：  

巣鴨信用金庫 常盤台支店 普通 3156523―ヒーリングルーム愛株式会社 

お手数ですが振り込み手数料はご負担下さい。振込完了後に郵送します。 

------------  

お友達と一緒にまとめ買いも歓迎です。 

最初はたっぷり コツコツ飲みものに入れて、2 時間おきぐらいにのみましょう。 

病気の方は多めにとることがおすすめです。最初はしっかりとりましょう。 

 

89 才になる母は血管年齢が 38 才だったのはこのケイ素のせいだろうと思っています。 

https://ameblo.jp/aibachiaki/entry-12736480734.html 

2022 年 4 月 9 日ブログ 

 

1 本 7,550 円 ＋ 税 +(（税込 8,154＋送料 520-計 8674 円) 8674 円 

  2 本 15,100 円 ＋ 税 +（税込 16,308＋送料 520-計 16,828 円）レターパック 

3 本 21,150 円+税+（税込 22,842＋送料 520-計 23,362 円） 

１，２本は７５５０円＋税ですが ３本から７０5０円＋税になります。 

5 本―35,250 円 ＋ 税 8％ （38070 円 送料無料）  

5 本以上で送料無料になります。 

                         

 

東京の私のヒーリングルームで 皆さんで自由に使っているソーケン磁気ベットも好評です。 

（セミナーも好評です、再受講３年間～５年間何度でも無料） 

不眠症ですと言ってやってきて、熟睡する方もいらっしゃいます。30 年もつそうなで、工場も日本にあり、

もし壊れたら修理もしてくれます。製造番号と購入者名を管理しているので、アフターフォローも万全で

す。私は 12年ぐらい使っています。 

セミナー受講生やその家族などは 10％引きで購入できます。担当坂本さん 

https://www8.big.or.jp/~aiba/healing/magnetism/ 

 

 

 

 

パスワード(keiso3) 

 

 
割引申し込み 

血流をよくして、自律神経を整えます。 

捻挫や骨折をするとすごく痛みますが、直りが速いです。 

母がヨガで肋骨を折ったときにも、気が付いたら治っていたそうです。 

 

 

https://healingroomai.com/
https://healingroomai.com/
https://www8.big.or.jp/~aiba/healing/cheerful/keiso/
https://ameblo.jp/aibachiaki/entry-12736480734.html
https://www8.big.or.jp/~aiba/healing/magnetism/


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

‐♡自分の名前に「ありがとう」を唱えると奇跡が起こる！‐ ♡  チア魔女ファイル p. 36 

無断転写禁止  https://healingroomai.com/ 

愛場千晶プロフィール 

１９９３年からヒーリングを始め今に至る。 

山田孝男先生に１０年近く瞑想を習い本当の自分は素晴らしい。 

誰もが素晴らしい存在だと 体感する。 

当時は１日１０時間瞑想をするということもざらにありました、必死で自分探しを 

していたんですね。 

ナレーターコンパニオンとして、学生時代にアルバイトをした、 

当時の OLの数倍のギャラをもらい、長期休暇で海外に行ける魅力からそのまま 

仕事を続ける。ストレス解消もかねて 世界中を旅してまわった。 

幸い職場は１００日までの休暇を取れたので、自由な生活をさせていただきました。 

インド旅行中に サイババに会い不思議な体験をする。ヒーリングをしろと言われているような出来事

が起こる。 

ハンドパワーゲットレイキのセミナーを受ける。 

旅行先で、色々な不思議な体験をして、ヒーリングをするようになる。 

ヒーリングのセミナー会社で教える。が この時に病気が治っても人は幸せになれないってことを思う。

受講生に相談をされて、お昼休みなどに相談に乗ると、個人プレーはやめろ、そんな面倒なことするな

と言われる。自分の伝えたいことと、会社の伝えたいことに食い違いにショックを受ける。 

さらにペルーの旅行中に マチュピチュ山で道に迷い、そこで知らない老人から 

人生がうまくいく宇宙法則を聞いて、それを試してみようと人体実験をする。 

また瞑想で独立しろといわれて、１９９８年独立。 

自分の体は自分で治す。誰でも宇宙法則を使ったら楽に生きられるというセミナー形式で 

行っています。（再受講 3年～5年間無料、わからなかったらわかるまでフォロー） 

不定期で瞑想セミナーも開催 

セミナールームが欲しいなと思ったら、都内にもう一つ家が買えたり 

この法則は使えるんだと 実感しているこの頃です。 

信じて 実践したら だれでも もれなく幸せになれる 

この法則を セミナーだけでなく 本でも伝えていくことにし今に至っています。 

 

今は扁桃体のセミナーも行っています。 

セミナー時に一緒にやってと言われてやったことがありますが 

そうすると、セミナーが 10時から 23時とか 13時間になってしまうため 分けて行っています。 

2日間チア魔女セミナー再受講 3年間無料 https://healingroomai.com/hierar/ 

 

興味がある方 セミナー参加もお待ちしています。 

 

コロナが流行って、心の法則を使ったらかからないから、死ぬことはないから大丈

夫だよ、と伝えてきた。ワクチンの圧にも負けずに（ワクは複数死んでいるし、副作用がたくさん出てい

る。打ってから数年後に後から害が出ることがあるらしいし、扁桃体無料誘導もおすすめです。） 

自分の意識が一番大事、 

これからも喜びで生きる体現者になろうと思っています。一緒に喜びで生きる人 大募集中です。 

 

https://healingroomai.com/
https://healingroomai.com/
https://healingroomai.com/hierar/

