
4-6
2012.SPRING

今年も行ってきました！ 世界最大ミネラルショー！
コースリニューアル&イブニングイベント盛りだくさん
久しぶりのゲスト登場&ソニアショケット１年半ぶりの来日
インタビュー『歓喜と至福のデイリーライフ』
キラキラ-キラキラ-キラキラ　輝きグッズ大紹介！

【 特 集 】
【 国 内 】
【 海 外 】
【穴口 恵子】
【 S H O P 】

49

【個】=個人セッション【グ】=グループセッション【イ】=2時間前後のイベント【ワ】=1日以上のワークショップ【認コ】＝認定コース・認定セミナー【DST】=ドルフィンス
ターテンプル【フェ】=フェア●以下は穴口恵子が行います。【RAT】=レインボーエンジェルセラピー【遠伝】=遠隔伝授：ホーリーマザー・ダイヤモンド・レインボードラゴ
ン・アバンダンティア・サナトクマラ・特別アクティべーション●場所：［東]=東京[名]=名古屋[大]=大阪[福]=福岡［沖］=沖縄[シャ]=シャスタ
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新月 満月

【イ】荒井倫太朗［東］
【個】金谷せいこ［東］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］
【FSP1】週末［福］［大］【PLI1】週末前半［東］【イ】【認コ】DASO［東］
【FSP1】週末［福］［大］【PLI1】週末前半［東］【個】Hiroshi［東］【認コ】DASO［東］
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア【個】ミッシェル［福］
【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［福］
【FSP1】平日［東］
【FSP1】平日［東］
【個】あさいようこ［東］
【イ】【個】ソニア・ショケット［東］
【ワ】ソニア・ショケット［東］【体験会】コズミック・リモート・ビューイング［東］
【FSP1】週末［東］【FSP2】週末［名］【PLI2】週末［大］
【イ】オーラを見る教室［沖］【DST】学校説明会［沖］
【ワ】ソニア・ショケット［東］【FSP1】週末［東］【FSP2】週末［名］
【PLI2】週末［大］【イ】グループヒプノ［沖］
【イ】テーマ瞑想会［東］
【FSP3】平日［東］【RAT】イブニング［大］
【FSP3】平日［東］【個】西村今日子［東］
【イ】オーラを見る教室［東］

【イ】荒井倫太朗［東］【イ】【個】クイチー［大］
【ワ】クイチー［大］【FSP1】週末［福］【PLI1】週末前半［東］
【個】クイチー［大］【FSP1】週末［福］【PLI1】週末前半［東］
【個】クイチー［大］【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【イ】光の瞑想会［名］
【FSP1】平日［東］
【個】クイチー［東］【遠伝】サナトクマラ【FSP1】平日［東］
【個】クイチー［東］
【個】【イ】クイチー［東］【個】西村今日子［東］【個】ミッシェル［福］
【ワ】クイチー［東］【RAT】集中コース［東］【FSP1】週末［東］
【FSP2】週末［名］【PLI2】週末［大］【認コ】DASO［東］
【RAT】集中コース［東］【FSP1】週末［東］【FSP2】週末［名］
【PLI2】週末［大］【認コ】DASO［東］
【個】【イ】クイチー［福］
【個】スーザン・ハート［大］【個】クイチー［福］【FSP3】平日［東］
【体験会】コズミック・リモート・ビューイング［東］
【個】スーザン・ハート［大］【FSP3】平日［東］
【個】スーザン・ハート［大］【個】ハル【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］
【イ】スーザン・ハート［大］【FSP1】集中［沖］
【ワ】スーザン・ハート［大］【FSP1】週末［大］【FSP1】集中［沖］
【PLI1】週末前半［東］
【ワ】スーザン・ハート［大］【FSP1】週末［大］【FSP1】集中［沖］
【PLI1】週末前半［東］【個】Hiroshi［東］
【個】金谷せいこ［東］【個】樋口貴子［大］【イ】オーラを見る教室［東］［大］
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア【FSP1】平日［東］
【ワ】スーザン・ハート[伊]【FSP1】平日［東］
【ツ】スーザン・ハート[伊]
【認コ】コズミック・リモート・ビューイング［東］
スピリアルフェア［名］【認コ】コズミック・リモート・ビューイング［東］
【FSP2】週末［名］【PLI2】週末［大］
【FSP2】週末［名］【PLI2】週末［大］
【FSP1】集中[シャ]
【個】スーザン・ハート［東］【FSP3】平日［東］【FSP1】集中[シャ]
【個】スーザン・ハート［東］【FSP3】平日［東］【イ】グループヒプノ［東］
【FSP1】集中[シャ]【個】叶充代［福］【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［福］
【個】スーザン・ハート［東］【FSP1】集中[シャ]
【イ】スーザン・ハート［東］【FSP1】集中［沖］【個】あさいようこ［東］
【FSP1】集中[シャ]
【ワ】スーザン・ハート［東］【FSP1】週末［大］【FSP1】集中［沖］
【FSP1】集中[シャ]

5  May

6  June

歓喜と至福

【個】Hiroshi［東］

【イ】オーラを見る教室［東］【イ】光の瞑想会［名］
【イ】アラン・コーエン［東］【遠伝】サナトクマラ【個】金谷せいこ［東］
【個】ミッシェル［福］
【個】樋口貴子［大］【DST】学校説明会［大］
【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］【イ】グループヒプノ［東］
【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【FSP1】週末［東］［福］【FSP2】週末［名］
【FSP1】週末［東］［福］【FSP2】週末［名］

【個】西村今日子［東］
【FSP1】平日［東］
【FSP1】平日［東］
【イ】荒井倫太朗［東］【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［福］
【フェ】アシュタール［福］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［福］【FSP1】週末［東］［大］
【PLI1】週末前半［東］【フェ】アシュタール［福］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［福］【FSP1】週末［東］［大］
【PLI1】週末前半［東］【フェ】アシュタール［福］
【個】あさいようこ［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【FSP3】平日［東］【フェ】アシュタール［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【FSP3】平日［東］【フェ】アシュタール［東］
【個】叶充代［福］【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［福］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【フェ】アシュタール［東］
【体験会】コズミック・リモート・ビューイング［東］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【フェ】アシュタール［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【遠伝】レインボードラゴン、
アバンダンティア【FSP1】週末［福］【FSP2】週末［名］【個】MIKA［東］
【フェ】アシュタール［東］【イ】【認コ】DASO［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【FSP1】週末［福］【FSP2】週末［名］
【個】添田さおり［大］【イ】オーラを見る教室［大］
【フェ】アシュタール［東］【認コ】DASO［東］

【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］【RAT】ミニ瞑想会［東］【フェ】アシュタール［大］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］【FSP1】平日［東］【フェ】アシュタール［大］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］【FSP1】平日［東］【フェ】アシュタール［大］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］【RAT】ミニ瞑想会［東］【フェ】アシュタール［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］【ワ】プレアデス聖地[天橋立]
【FSP1】週末［大］【PLI1】週末前半［東］【フェ】アシュタール［大］
【ワ】プレアデス聖地[天橋立]【FSP1】週末［大］【PLI1】週末前半［東］

【遠伝】サナトクマラ【FSP1】週末［福］
【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【FSP1】週末［福］

【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【フェ】アシュタール［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【イ】光の瞑想会［名］
【フェ】アシュタール［大］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【フェ】アシュタール［大］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【フェ】アシュタール［大］【個】叶充代［福］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【FSP1】週末［東］
【フェ】アシュタール［大］
【ツ】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【FSP1】週末［東］
【個】ハル[広]【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会[広]
【個】添田さおり［大］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［大］
【個】ハル［東］



C O N T E N T S

【各セミナー・セッションのお申し込み・お問い合わせ】
（株）ダイナビジョン　http://www.dynavision.co.jp/
TEL.03-3791-8466（平日11：00～18：00）
e-mail　cs@dynavision.co.jp

本誌掲載の日程・内容は、すべて2012年3月2日現在の情報です。事情により変
更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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国内 Special Guest

10

多次元遠隔透視
荒井倫太郎

12

数秘コース&タロットコース
DASO

【表紙】歓喜と至福をよぶココペリ（Kokopelli）　by wook
歓喜と至福をよぶ伝説の精霊ココペリ（Kokopelli）を表現
した作品
○歓喜と至福をよぶココペリの無料壁紙のダウンロードはこちら
　http://spinowa.com/
○歓喜と至福をよぶココペリ関連商品はレインボーエンジェ
ルズオンラインショップにてお取り扱いしております。
　http://rainbowangels.jp/

ⓒ武重　到

海外 Special Guest

20

ペルーのレインボーインカシャーマン
クイチー

14

深い叡智とユーモア、
アメリカベストセラー作家
アラン・コーエン

スピリアルライフ提唱者
スピリチュアルと現実を統合したスピリアル
ライフを実践することを通し、誰もが無限の
可能性を開き、人生のバランスを取りながら
幸せで豊かに生きることを提唱する。これま
でに、人材育成コンサルタントとしてソニー、
シティバンク、本田技研、BMWをはじめとす
る数々のグローバルな上場企業等のコンサ
ルティング、研修を行う一方で、世界中に最
高のメンターを探し求め、日本でそのプロ
デュースを行うなど、世界最高レベルのもの
を人々に提供してきた。現在、日本でスピリ
チュアルスクールやショップの運営、セミ
ナー事業等を行う傍ら、聖地として名高いア
メリカのシャスタ山でもショップを運営。フラ
ンス、アメリカ、ブラジル、インドなどにも招
かれ、セミナーや個人セッションを行ってい
る。これまで15,000人以上が受講してきた
個人セッションは好評で、いつでも公開後す
ぐに予約が埋まってしまうほどである。スピリ
アルライフをサポートするセラピストの育成
に特に注力しており、オリジナルのヒーリン
グやチャネリングメソッドの認定コースを全
国で開催中。これまでに1000人以上のセラ
ピストを輩出している。さらに多くの人にスピ
リアルライフを広めるため、2013年、全国
に先駆け東京でスピリアル大学を開校予
定。世界中にスピリアルライフを広めること
で世界平和を実現することを最終目標に掲
げ、年間の3分の1を海外の聖地で過ごし、
スピリアルライフを楽しみながら、執筆活
動、セミナー活動を行っている。

春分のグレートセントラルサンからの
祝福をうけとりましたか？

2012年の春分の日を境に、あなたが宇宙に馳せてい
た希望の華が、次から次へと開いて行くこととなるで
しょう。

この春を今までになかったような季節として、あなた自
身の人生を祝うことに意識を向けてみましょう。あなた
が望んだ希望の華に最も必要なのは、あなた自身の歓
喜と至福というエネルギーなのです。これからの3ヶ月
間を歓喜と至福を味わうことに集中しましょう。

そのために下記の事を実践してみましょう。

① 毎日、喜びを体験することを選択する。
②体験している喜びを言葉で表現する。
  「嬉しい、楽しい、幸せ」
③ 喜びと感じることを増やしていく。
④ 至福を感じられることを優先する。
　 ＊「至福」というのは、あなたが最も幸せだという状態。
⑤至福を味わえる人と時間を過ごす。
⑥至福の時間を増やして、周りと分かち合う。
⑦喜びや至福の時間以外にエネルギーを注ぐことをやめる。

こんな風な実践をしていたら、あなた自身の希望の華
がどんどんと開き、気づいたら、実を結ぶ体験が増え
ることでしょう。

あなたの希望の華が実を結ぶことを心より祈り、応援
しています。

虹の光の家族のみなさまへ

穴口恵子
Keiko Anaguchi

穴口恵子 公式HP　http://www.keikoanaguchi.com/
株式会社ダイナビジョン 公式HP　http://dynavision.co.jp/

穴口恵子

18

天使の祝福☆
スーザン・ハート

16

11次元からの愛と慈悲のメッセージ
Dr.テリー・サイモン
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海
外
ゲ
ス
ト

Sonia Choquette
ソニア・ショケット

世界的に人気のあるサイキックヒーラー＆ティーチャー世界的に人気のあるサイキックヒーラー＆ティーチャー

久々の再来日！ あなたのガイドとつながって、夢を叶えたい方に☆

アメリカのスピリチュアル大手ヘイハウス社のイベントでも、常に基調講演を行うほどのトップティーチャー
であるソニアが、約一年半ぶりに来日します。ソニアのイベントでは実際に参加者が踊ったり歌ったり、また
は舞台に上がって話したりと、『参加型で楽しい♪』のが特徴です。音楽を多用しながら、まるでライブのよ
うに感じることもあります。エネルギーが動いてハイバイブレーションの空間がもたらされ、集合意識で大き
な変容が起こっていきます。

（インタビュアー（以下イ））「直感に従って生きよう！」「直感のメッセージをキャッチでき
るようになろう！」と思ったとき、一番難しいのが、「直感からのひらめき」と、「エゴの声（自
分の思考の声）」とを見分けることだと感じます。この2つを見分ける良い方法があったら
教えてください。
（ソニア（以下ソ））いくつかの方法があるのでお教えしますね。まず１つ目は、「自分がどう感じているか」を観察するこ
と。 もしマインドで"考えて"しまっている場合、感覚的には収縮するような、縮むような感じがするんです。逆に直感だっ
たら、エネルギーが開く感じがします。わかりやすく言うと、もっと肉体がリラックスして、筋肉がゆるむ感じがするの。そ
れから、直感というのは、しばしばあなたを驚かせてくれるわ。でもマインドで思考している場合、いつもあなたが考え
ている通りに「考えて」しまうの。だから驚きはあまりないわ。直感の場合は、"新しい見方"がやってくるから驚きを伴う
ことが多いのよ。
（イ）「自分がどう感じているか？」感じようとすればするほど、頭で考えてしまい、「自分がどう感じているか」が分から
なくなる時もありそうです。そんな時はどうしたら良いですか？
（ソ）そういう時は、口に出して言ってみるといいですよ。 例えば、「私は今、『家に戻らないといけない』気がするわ」と
か、「私は今、『お母さんに電話した方が良い』と感じるわ」と言ってみるの。 声に出して言ってみると「自分がどう感じ
ているか」を感じやすくなるんです。だから、頭だけで考えてしまい、自分がどう感じているのか分からなくなってきた
ら、口に、声に出して言ってみて。
（穴口恵子（以下ア））あとは、エゴの声はいつも不安や恐れを生み出すんです。
だから、「どっちの方向に行こうかな？」と迷っているとしたら、迷っている片方の道だけを考え
て１日を過ごしてみるといいですよ。 例えばＡとＢでどっちにしようかな？と迷っているとしたら、
Ａだけを考えて１日を過ごしてみるの。そうしてみて、「こうなったらどうしよう？」「あれはどうし
よう？」と不安や心配ばかりが出てきたとしますね。でもまだ判断しないで、今度はまた別の日に
Ｂだけを考えて過ごしてみるんです。 もし、Ｂだけを考えていたら体が軽やかになったり、なんだ
かワクワクしてきたりしたら・・・そうしたら、どっちがエゴの声だったか分かるから。
（イ）なるほど。この３つの方法を使えば、「直感の声か、エゴの声か」見極めることができ、どん
どん直感を選んでいけそうですね。
（インタビュー協力／文：（有）３Way 福元紘子）

２０１０年来日時ソニア・ショケットと穴口恵子の対談インタビュー（一部抜粋）

～直感からのメッセージとエゴの声の見分け方とは？～

11才の頃からサイキック・リーディングを始める。アメリカのデンバー大学とパリのソルボンヌ大学で学んだ後、アメリカ
のホリスティック神学研究所で形而上学の博士号を取得。サイキック・ティーチャーとして30年以上のキャリアをもち、
ワークショップや個人セッション、企業コンサルティングやオンライン講座など様々な方法を通して、多くの人が喜びの
中で生きることをサポートしている。また世界的なベストセラー作家でもあり、その著書は23カ国を超える国々で出版
されている。現在はシカゴで家族と暮らす。

ソニア・ショケット　Sonia Choquette

主な内容（例）：あなたのガイドと出会う方法/ガイドを名前を知る/ガイドとそうではない声を見分ける方法/ソニアのガイドか
らあなたへのメッセージ/天使とスピリットガイドの違い/自然界のスピリットガイド/ティーチャーガイドとは/ジョイガイドとは
/スピリットガイドと働く方法/オラクルカードを使って、ガイドと話す方法/自分のスピリットを表現する　など

また日本に戻って来られて、とてもわくわくしています。皆さまのことは魂のレベルで、親しい友人のように感じています。過
去にも本当に楽しく皆さまと一緒にワークをすることができました。そして、今年は特に日本に戻ることを心待ちにしていま
す。色 と々大変なことを切り抜けた日本の皆さんまの創造性や、癒し、愛に満ちた精神性に称賛の念を抱いています。そし
て皆さまが周波数を上げられるように、国というレベルでも、個人的なレベルでもサポートし、皆さまが最高の波動で生きら
れるようになればと思っています。日本の皆さまとお会いできる日が本当に楽しみです。愛をこめて

■ メニュー1 イブニングセミナー 「Ask Your Guides（あなたのガイドに願いましょう）」

5月25日（金） 19：00～21：00　　　　　　5,000円　ペア割 9,000円
渋谷シダックスビレッジ２F　シダックスホール

日時 料金
会場

アメリカでも大人気のセッション、日本初開催決定！！サイキックパワーを使ってどんな質問にもお答えします。ご相談内容は
なるべく事前に決めてこられることをお勧めします。

■ メニュー3 個人セッション（各30分）　６枠限定！

2012年5月25日（金） 午前11時～、11時40分～、12時20分～、14時～、14時40分～、15時20分～
88,000円（通訳つき）／85,000円（通訳なし）　　　　　東京・品川（申込者に追って連絡）

日時
料金 会場

＜学ぶこと（例）＞
●自分の内側に焦点を合わせ、心からのメッセージに対してオープンになる
●自分で気づいてもいなかったような願望に沿って生きられるように、自分への問いかけを行う
●見当違いの希望や望みと、本物の願望を瞬時に簡単に区別する
●自分のハートの真の声と、他人からの要求の声の違いをすぐに見分ける
●人生で本当に望むものに意識を合わせ、自分を夢から遠ざけるすべての障害物を取り除く
●迷わずに正しい決断を下す
●瞬時に直感にチューニングし、こうなったら、という妄想を切り離す
●夢を叶える
●人生の自然な生き方として、喜びと共に生きることを思い出す

■ メニュー2 2日間ワークショップ 「Manifestation（夢の実現）」

5月26日（土）、27日（日）　10時～17時
58,000円（4/15まで早割）／68,000円（通常）
東京・青山スタジアムプレイス

日時
１．ソニアのオラクルカード１点（３,５００円）を全員にプレゼント！！
２．イベントでソニア関連商品を１０％で購入可！！

参加特典
料金
会場

☆ソニアから日本の皆さまへのメッセージ☆

『Ask Your Guides（あなたのガイドに願いましょう）』カード
まるでおもちゃ箱の中から飛び出したような、ビビッドで可愛らしい色使い
のカードたちは、使っているだけで幸せオーラになりそうです。
天使、女神などの精霊だけではなく、ハイヤーセルフ、イン
ナーチャイルドなど、自分の内面からのメッセージを受け取るこ
ともできる、非常に面白いカードです。カードを使用しているう
ちに、ガイドとの繋がりがさらに深まることを感じるでしょう。

■ソニアのオラクルカードの翻訳者、中嶋恵さん
ソニアショケットさんの再来日、おめでとうございます！！私にとってソニアさんといえば、初来日の200７年から今日に至るまで、人生
を楽しんで生きよう！ということを教えてくれた人、と言えます。そして、それが直感を通して行うことができるなんて、なんて簡単
で、夢のよう、そして、不思議なことに、肩の力を抜いて大いなる力に委ねることで、気付き、学び、前を向いて進んでいけるので
す。あなたは何も変わらなくて良い！あるがままのあなたを認め、周りの変化を受け入れ、光のスピードに乗っていけば良い、と導い
てくれる人です。私個人としては、ソニアさんのワークを受けてから数多くの変化を体験し、物事の実現がいとも簡単にできて、驚
いています。彼女のオラクルカードの翻訳をさせて頂くご縁をいただきましたが、その作業は難しいことではなく、神秘的な体験でした。全く面識のな
かった出版者の方々との出会いは、与えられた、という感じで、それ以降の私のキャリアにも影響を与えています。サイキックとしての彼女の能力は
生まれつきで疑う余地がありませんが、それを隠すでもなく、誇示するでもなく自然で、彼女は自分が何者であるかを知っていて、人々に分かち合い、
人々の役に立とうとしていて、無理が無く、軽やかです。ソニアに会えば、きっとそれを体験して頂けると思います。ソニアの素晴らしさは数多くの本
やカードを通して受けとって頂けますが、何と言っても体験型のワークは必見です！乗せられてしまうとでも言いましょうか、、、。笑　私は、ソニアさん
の来日以降、ダイナビジョンで穴口恵子さんが開始されていたシックスセンサリーミニワークショップを引き継いでリーダーを担当させて頂いていた
ことがありますが、そこでも実証済み、私たち一人ひとりが天然のサイキック能力の持ち主です。でも、それに気付いていない方々はまだまだ多く、古
いパラダイムに縛られて、生き方を複雑にし過ぎています。直感に従って、あなた自身の偉大さ、あなた自身の天才を目覚めさせませんか？ソニアが
手助けしてくれます。私に訪れた自己への気づきが、まだ未体験の方々へ喜びの形で訪れますように！そうなりますように、そうなりました！

http://www.rainbowangels.jp

海
外
ゲ
ス
ト

～あなたのスピリットガイドとつながることで、夢は無限大に叶います！！～

『ズバッと当たる！！』と大好評のソニアのオラクルカード。『ズバッと当たる！！』と大好評のソニアのオラクルカード。
『Trust Your Vibes（あなたの第六感を信じましょう）』カード
このオラクルカードは、あなたの第六感が感じていることを代わりに言い当ててくれるで
しょう・・・52枚のカードは、あなたのサイキック能力を活用するためのツール
です。これらのカードは、聖なるサポートシステムにアクセスし、神、ハイヤー
セルフ、スピリットヘルパーたちと繋がることをサポートしてくれることでしょ
う。このカードを毎日使用することで、あなたはあなたの第六感を信じること
を学び、第六感を活用した生活を簡単に体験することができるでしょう。

ソニアのオラクルカード＆書籍はレインボーエンジェルズオンラインショップから
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アセンション目前！

「スピリアルフェア」開催情報
「スピリチュアルフェア」あらため

2012年
これまでに、福岡、名古屋、広島と開催してまいりましたスピリチュアルフェア。2012年は大阪も加わり、
4都市での開催が決定し、これまでの【スピリチュアルフェア】から【スピリアルフェア】へと、名称を変更さ
せて頂きました。新たな次元へと向かっていける空間を、多くの方と分かち合いたい、という願いで全国
各地で開催してまいります。

【スピリチュアリティ（精神性）とリアリティ（現実）】が統合された【スピリアル】（※平成24年1月13日 商標登
録）という生き方が、日本から、そして世界中に広がり、日常として実践できることをあなた自身が想い出し
たとき…これから先の未来を自由自在に、心と身体（行動）とが常に一致した状態で、ワクワクと生きるこ
とをサポートいたします。

スピリチュアルリーディング、ヒーリング、チャネリング、カードリーディング、カラーセラピー、ボディー
ワーク、マッサージ、エネルギーワークなど個人セッションのご提供やクリスタル、ジュエリー、アート、
ヒーリンググッズ、エコグッズなどの販売などを扱った「スピリアルのデパ地下！」ブース出展コーナーと並
行し、スピリアルリーダーの講演も開催します。

マヤ暦では2012年12月に2万6000年に及ぶ一つの周期
を終え、新しい時代へ移行するといわれています。新しい時
代を迎えるための準備を、皆様と共にクリアリングし、共同
創造できますことを目指し、開催します。

□ 6月23日（土） 名古屋 「ウインクあいち」 JR名古屋駅　徒歩5分
□ 9月29日（土） 大阪 「大阪産業創造館」 地下鉄堺筋本町駅　徒歩約5分
□ 11月11日（日） 広島 「広島国際会議場」 平和記念公園内
□ 11月25日（日） 福岡 「エルガーラホール」 西鉄福岡（天神）駅　徒歩5分

2012年のテーマ 「2万6000年分のクリアリング！」

※広島、福岡につきまして日程を変更いたしました

お申込、詳細はスピリアルフェア　ホームページ　　spireal-fair.com　　へ

2012年　開催地・日程

■出展者さまのお申込受付を開始致しました。

今年こそは、シャスタへ！

シャスタ体験談
今年こそは、シャスタへ！

シャスタ体験談
アメリカ、カリフォルニア州の北部に位置する標高4322mのシャスタ山。世界7大聖山と呼ばれ、
富士山とはエネルギーラインで繋がっているパワースポットのひとつとしても知られています。
昔からネイティブアメリカンの聖地として崇められ、エネルギー磁場が高く、雄大な大自然は、
多くの人に深い癒しと変容をもたらせてくれると言われています。
このシャスタの魅力をお伝えしたく、今回は訪問者の体験談をご紹介します。

変容が起こり、全ての存在との繋がりを実感できる
シャスタ在住の世界的ヒーラーのアモラ・クァン・インによるとシャスタは地球の第８チャ
クラに当たるそうです。その柔らかで繊細なエネルギーの中にいるだけで心が癒され、
和んできます。紫外線が日本よりも強いせいか、鮮明な色彩と乾いた熱気の高揚感の
中、聖地シャスタの大自然にいると、太陽、山、川、湖、風、草木、渡る風、そして小動物た
ちとハートの会話が始まります。ハートが自ずと開いてゆくことで様々な解放が起こり、
光の家族とのより深い親交が深まりました。まさにシャスタは大いなる変容のために与
えられた舞台のようでした。行くと意図したときからドラマは始まります。きっと真実の自
分に出会う旅となることでしょう。（Hiroshiさん）

あらゆる感覚を味わい、本来のあるがままの自分に還る
初めてこの山を見たとき、その美しさに目を奪われました。シャスタ山はシャスタとシャ
スティーナと呼ばれる二つの頂があり、男性性と女性性を表していると言われています。
シャスタでは、穏やかで包み込まれる感覚や、強く導かれるような感覚、そして、意識が
どんどん広がって行く感じや、とても懐かしい気分などいろいろな感覚を味わえます。訪
れる人が何を意図するかによって受け取るものも様々です。このシャスタで人々がパワ
フルに変容するのも頷けます。シャスタには、セントジャーメインが現れたといわれる泉
や、いろいろな滝や湖があります。日常から離れて雄大な自然の中に身をおくことで、本
当の自分に気づくかもしれません。私もシャスタに行く度に、自分が本当にしたいことは
何かに気づけ、背中を押されます。シャスタで自分と向きあうことで、さらに自分らしい
人生をおくることができると感じています。（SSさん）

世界中のヒーラーが住む小さなコミュニティーで、様々な出逢いがある
シャスタに初めて到着した日、心臓がキラキラ光をまきながら鼓動を速めているのが分かる
ようでした。そこは、ずっと探し求めていた「故郷」だと感じ、桃源郷のようでもあり、そこに住
む人々は聖地の守人のように思えました。滞在中は、毎日違うシャスタ山と出逢い、大地と、
空と出逢い、すべての出逢いにワクワクする必然と思える交流がありました。シャスタの町は
「歩けばヒーラーにあたる」という程、世界中から集まったヒーラーがいるので、セッションを
受けるのもおススメです！　人口約3700人の小さなコミュニティーながら、素朴で美味しい
カフェやレストラン、いわずと知れたオーガニックのスーパー Berryvaleもあります。また、何
より町の外れにあるサクラメントリバー・ヘッドウォーターから引かれる美味しいお水は、クリ
スタルガイザーの水源でもありますから、滞在するだけで身体の中から浄化が起きます。シャ
スタ滞在以降はさらに加速の波に乗っています！大自然に抱かれ、人生のシフトを体験された
い方は、ぜひシャスタへ行かれると良いでしょう。　（ウォーカー由里子さん）

今年は、ぜひシャスタへ！と思われる方は、P.44、45へ



都市に生きる現代のシャーマン
荒井　倫太朗
リピーター増加中　イブニングを毎月開催決定！！

都市に生きる現代のシャーマンの荒井倫太朗が、新しい扉を開け、
意識の拡大のサポート。 見たこともない世界へと、あなたを導きます！
都市に生きる現代のシャーマンの荒井倫太朗が、新しい扉を開け、
意識の拡大のサポート。 見たこともない世界へと、あなたを導きます！
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国
内
ゲ
ス
ト眠れる資質と才能をこのコースで開花させて、遠隔透視のスキルを習得し磨いていきます。

●新しい分野で自分の感覚を知るきっかけになった
●全く無知の段階から、曲がりなりにも情報を読み取れるようになった　
このように初心者であっても、誰でもトレーニングさせすればできるようになるのがコズミックリモート
ビューイング～多次元遠隔透視～です。講師の荒井倫太郎氏は国内外のスピリチュアルな世界を探求し研
究、日々実践に取り組んでいます。研究結果と実践結果を合わせ、リモートビューイングのテクニックをシン
プルかつ分かりやすく伝授してもらえる講師と定評があります。遠隔透視のテクニックを学びながらも、
様々な感性が磨かれ期待していたこと以外の結果が訪れたと感想が多く寄せられています。2012年の
コースの体験会と開催日が決定しました。遠隔透視から届くメッセージを活かして、これからの量より質を求
める人生を切り開いていきませんか？

このコースでは6日間でコズミック・リモート・ビューイングについて3段階に分けて学んでいただきます。
【初級オープンザロード】 【中級イン・トゥ・ザ・マトリックス】 【上級スターゲートプログラム】
詳しい内容については、HPをご確認くださいませ。

コズミックリモートビューイングについての概要をご説明するとともに、実際にリモートビューイング体験していただき
ます。実際にコースで何を学べるかをお気軽にご質問していただける機会ですので、お気軽にご参加ください。

無料体験会

国
内
ゲ
ス
ト

2012年4月20日（金）、5月26日（土）、6月13日（水）　１９：００～２０：３０
参加費：無料　　　　中目黒　コスミックビジョンスペース２

日時
料金 会場

全6日間
週末コース（土日）2012年 ◆初級6月23日、24日 ◆中級7月7日、8日 ◆上級7月21日、22日
開催時間：１０：００～１７：００（全日共通） 
通常：150,000円　再受講：75,000円
早割価格138,000円［〆切日：休日コース5月31日（木）］
中目黒　コスミックビジョンスペース２

日時

料金

会場

五感＋αが教える、幸せな人生への道しるべ
6日間であなたの眠れる能力が開花

この上級コースで、連想を捨てる手法は、普段とらわれて手放せないものを手放すのにも使えると思いました。自
分の知覚を知ることができました。何かをビューイングすること、そのものよりもビューイングするプロセスの中で、
自分の思考癖を知ることができたり、自分へのメッセージを受け取ったり、目的外の収穫も大きかったです。また、
ビューイングで正解を得ることより、そのプロセスが大切で、結果はそれほど重要ではなく、やってみることでたく
さんの気づきを得られました。実生活では、自分の未来を少し軌道修正するきっかけとなりました。そして、決断す
る際にも役に立つと思います。自分のかすかな感覚をちゃんとひろって、今後も活かしていきたいです。あっという
間の6日間でした。テキストも説明もわかりやすい上に、とても楽しい時間を過ごすことができました。リモートヒー
リングまで教えていただいてありがとうございました。　匿名

体 験 談

2012年4月13日（金）　19：00～20：30
3,000円　　　　中目黒　コスミックビジョンスペース２

日時
料金 会場

イブニングイベント

このワークでは、誘導瞑想により体内の水にフォーカスし、その恩恵に感謝し、ダイブするイメージで水中に眠るレムリアの神
殿を訪れます。わたしたちの潜在意識の奥底に隠されたレムリアの光を再び輝かせましょう。
→http://dynavision.co.jp/Lemurian_Recode.html

■ メニュー1 レムリアン・レコード　水中神殿に眠る叡智

2012年5月17日（木）　19：00～20：30
3,000円　　　　中目黒　コスミックビジョンスペース２

日時
料金 会場

古来より続くシャーマニズムと、現代の誘導瞑想の手法により、プレアデス星団へ旅をしてみませんか？わたしたち自身が宇宙
飛行士になり、天空へ駆け上ってみるのです。人類の新しい次元を創造するひとりとして、今の私たちに必要なメッセージをも
らいましょう。
→http://www.dynavision.co.jp/aralin_maya.html

■ メニュー2 マヤの宇宙飛行士

2012年6月1日（金）　19：00～20：30
3,000円　　　　中目黒　コスミックビジョンスペース２

日時
料金 会場

このワークショップでは、催眠誘導により、わたしたちは魂バーとして、太陽の舟に乗り込みます。そして、古代エジプトの神々
らと出会い、彼らから叡智とパワーを授かります。雄大なナイル川の近くにそびえるギザの三大ピラミッドは、天の川きらめく天
空のオリオン座の三ツ星と対応しているといわれます。この壮大なスケールのかがみ合せの空間にはエネルギーが満ち満ちて
います。そのまっただなかへ太陽の舟に乗って旅立ちましょう。
→http://dynavision.co.jp/sun2012.html

■ メニュー3
エジプシャンゴールド　太陽の舟　
～太陽の舟に乗り、スピリチュアルなエネルギーを活性化！エジプト神話の宇宙へ旅に出よう～

東京在住。幼少より神秘的なものに惹かれ、道教や気功の研究をしていた父の影響もあり、早くからヒーリング
の世界に興味を持つ。2000年に、ヴォイスヒーリングを習い、CD録音やヒーリングコンサートに参加。2003
年にはネイティブアメリカンのシャーマンから、ドラムヒーリング、メディスンホイール、涙をぬぐう儀式を学ぶ。 
ペルー、アマゾンでのシャーマンのもとで、神秘的なアヤワスカ体験、アメリカでは伝統的なスエットロッジを
体験、日本各地で、神道系、密教系の滝修行を行う。2003年以降、ヒプノセラピーやレイキ、リモートビューイ
ングなど様々なスピリチュアルセミナーやワークショップに参加。IHF国際催眠協会認定ヒプノセラピスト、現
代霊気ヒーリング協会認定師範。神社本庁にて神職資格試験・権正階合格。世界各地のシャーマニズムの源流
を求め、研究、実践に取り組んでいる。

荒井倫太朗 Rintarou Arai

お申し込みはこちらから ⇒ http://dynavision.co.jp/cosmic2012.html#01

ご好評につき追加しました！！
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ライフコーチ認定プログラム第三期【プログラム概要（４月～１０月）】
あなたも誰かの『ライフコーチ』になれる！

【２０１１年秋岡山での体験談】
●受け取ることの苦手な自分。いろんなものにバランスが必要だということを改めて感じました。人生の前半は他
人に奉仕ばかり。自分を殺していて気がつくと自分の中に何も残っていなくボロボロの自分がいました。でもア
ランさんの本を読んだり他のスピリチュアルなセミナーを聞くうちに「自分を大切に扱う」ことを学び、そこから
人生が本当に楽しく豊かなものに変わりました。まだまだたくさんの豊かさを受け取るのにちょっぴり恐れがあり
ますが、少しずつ自分を信頼し、自分の魂が輝く道へ進んでいきます。ありがとございました。K・Tさん

●アランの語る言葉は素晴らしかったです。が、その雰囲気やノンバーバルなメッセージが本当に豊かで温かく
て癒されました。豊かさに対するブロックは常々悩みの種ではあったけど「信頼」というのを体で感じることが
できて、幸せだなーと思います。80％から1％ずつ豊かさを受けとるプロセスを楽しんでいきます。ありがと
うございました。E・Nさん

●アランの柔らかいエネルギーが会場にずーっと流れていた感覚があり心が落ち着いた。良い悪いのジャッジはしな
い。失敗っていうこともないんだよというメッセージ、いつもどこかでジャッジをしている自分に気づく。たとえジャッ
ジしてもその自分を受け入れる、ありのままの自分で信頼すること再確認しました。ありがとうございました。S・Kさん

Alan Cohen
アラン・コーエン
魂の清涼剤☆リラックスして豊かになる成功へのコーチング

世界25ヶ国で著書発売中のベストセラー作家世界25ヶ国で著書発売中のベストセラー作家
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アメリカ生まれ。現在ハワイ在住のベストセラー作家。現在世界２５カ国
で著書が発売されている。ニールドナルド・ウォルシュやパッチ・アダムス
らとも共演し、スピリチュアルな叡智を世界に発信し続けている。触れ
た人がまるでハワイの風が吹いたようなさわやかな人柄も人気。本国ア
メリカでは、現在週一回ヘイハウスのラジオ番組のホストも務める。

アラン・コーエン Alan Cohen

毎日一粒！魂のサプリ☆
『アランのほっと一息☆３６５日』
毎朝心温まるメッセージが一言届きます
メッセージ一例： 
「あなたの恋人になろう」「喜びが答え」
「社会が不景気だからといって、
　あなたも不景気とは限らない」

■《アラン・メルマガのご案内》

登録はアラン・コーエンジャパン公式ＨＰ
http://alancohen-japan.com

４月４日（水）19：00～21：00　　　　6,8００円／13,000円（ペアチケット）　　　　渋谷シダックスホール日時 料金 会場

４６０,０００円　　　　　２０名　※残席わずか料金 定員

■Facebook
検索は AlanCohenJapan から

2012年春の来日イベント

タイトルにある本、また２０１１年に発売された４冊の内容を講演会でお話していきます。
●『大震災のメッセージ』より―２０１１年日本で震災が起こったスピリチュアルな理由
●『永遠の愛は存在する』よりー破局・離婚時に日本人が知っておくとうまくいくこと
●『深呼吸の時間』より―深呼吸するために必要なこと
●『求めるよりも、目覚めなさい』より―自己探求の中で学んだこと
罪悪感は必要ない/他人に惑わされない/リラックスの仕方/自分を大事にできないと、
他人を大事にできない/自分を愛すると、自分を愛するパートナーが目の前に現れる
東京では久しぶりの一般向け講演会であり、今年唯一の東京での講演会です。

アラン・コーエンは、世界２５カ国で著書が発売されている世界的ベストセラー作家です。親日家としても知られ、今までに１０年
以上毎年日本を訪れ、リラックスすることや自分を大事にすることの大切さなど、特に日本人に必要なメッセージを伝えています。

■ メニュー1 イブニング講演会『魂の声に気づいたら、もう人生に迷わない』

●合計６日間のトレーニング（前半：４月６日（金）～８日（日）、後半：１０月１２日（金）～１４日（日）
●半年間のオンラインコース（４～９月　全６回）

●毎月１回アランと直接話せるテレセミナー４月～９月：９０分×６回つき　合計９時間
●コーチングトレーニング用オンラインコース全３０レッスン（週一回）
●電話個人コーチングセッション一回（６０分間）※６～７月予定
●専用掲示板での他の参加者やアラン本人との交流

『リラックスして豊かになる』
『賢い時間の使い方』

『最高の人間関係を築く』
『効果的な祈り方』

『癒されたヒーラーとは』
『スピリチュアルなマスターになる』

【認定要件】すべての通いトレーニングへの参加　テレセミナーは５回以上の参加
プラス最終日に行われる最終試験に合格すると、『アラン・コーエン認定ライフコーチ』としての認定書が授与されます

今後のスケジュール（詳細は決まり次第お知らせ）
■１０月１６日（火）広島イブニングイベント
■１０月１７日（水）宮島１日セミナー
■１０月１９日（金）沖縄イブニングセミナー
■１０月２０、２１日（土日）沖縄２日間セミナー

『リラックスして豊かになる』
アランハワイリトリート ２０１２

アランからのメッセージ
ぜひハワイに来て、一緒に遊んだり、リラックスの時間を楽しんだり、個人的及び精神的な成
長を楽しむ時間を分かち合いませんか。１週間という時間をマジカルな島マウイで過ごすこと
で、皆さんの感覚、ハート、マインド（意識）が開かれていくでしょう。皆さんにパワフルなエネ
ルギーを受け取って頂くセミナーを行い、またこの美しい島を探求して頂く時間も取ってあり
ます。ぜひ自分自身に休息・休暇というご褒美をあげに、いらして下さい。きっと楽しみリラック
スして、リフレッシュし再生した気持ちで、日本に帰国することができるでしょう。

■アラン・コーエンによる特別セミナー（約２日半分）
■残りの２日半はフリータイムとなっており、宿泊施設内の広い芝生やプール、ジャグジーでのんびりしたり、徒歩１５分程
度のオールドアメリカン調のかわいらしい街マカワオでのショッピング、などリラックスした時間を過ごすことができま
す。また希望者は、別途料金にて、オプションでマウイ島の観光や、ハワイアンロミロミなどのマッサージもお受け頂けま
す。朝のヨガや現地の食材をメインに使った健康的な料理、夜にはハワイならではのア
クティビティも用意されています。またハワイ自体が世界中から人々を引きつけてやま
ない癒しの魅力がありますので、アランのセミナー、ハワイという島の癒し、食事・運動・
観光・休息、それらがすべて合わさって、忘れられない思い出、経験となることでしょう。

参加者体験談

毎年好評のリトリートが７月に開催されます。

こんな方にも
●一度日本を離れて、ゆっくりと骨休めをしたい/リラックスしたい方
●ハワイに行ってみたい方、ハワイのスピリチュアリティに触れたい方
●人生の変化を求めている方
●自分にご褒美（自己滋養）をあげたい方

２０１２年７月１４日（土）～１９日（木）※現地時間
バニヤン・ツリー
２０８,０００円（早割５月末まで）／２２８,０００円（通常）　※残席わずか
※希望部屋に応じて、最大２万円台までの追加料金あり
現地集合・現地解散（希望者には、飛行機の時間などのモデル便を斡旋します）

日時
会場
料金

～すばらしい化学変化が起こる場所～
アランのメッセージは本を通して、頭では理解していたつもりでした。しかし、心まで浸透していないせいか、実生活の中
ではなかなか実践できませんでした。そこで、アランが住むマウイ島を実際に訪れることで、もっと深い理解が得られる
のではないかと期待して参加を決めました。一人で参加するとなると、他のメンバーや同室になる人はどんな方なの
か、少し不安でした。でも、アランに共鳴して、マウイ島まで行く人なら、「マジックテープの法則」の通り、絶対に気の合う
人たちばかりのはずです。そして実際、その通りになりました。日本に帰って同窓会を開いた折、スタッフの方から「参加
者同士の人間関係では、化学反応が次 と々起こった」と教えてくれました。マウイでは、アランを囲んだ時間以外にも、
自然発生的にメンバー同士でセッションが始まり、そこから得たものもたくさんありました。そして何より
もうれしいのは、アランの教えの数 を々思い出すとき、マウイ島の空気感と参加者たちとの温かい親交
がセットになってイメージされること。これはかなり強力です。本で読んだだけの学びとは、浸透度が
まったく違います。はるばるマウイまで出かけた甲斐がありました。　（翡翠輝子さん）

参加者体験談

現地のフレッシュでヘルシーな
食事が食卓に☆

朝のヨガの風景

【リトリート料金に含まれるもの】
セミナー代、通訳代、ヨガなどのアクティビティ代、宿泊・食費、団体行動時の食事等
【含まれないもの】
航空費、別途料金のオプション各種及びフリータイム時の食事、空港-宿泊先までの往復交通費（＄50～100前後）

■オプション：
①アラン・コーエンによる個人セッション（６０分）
あなたの中から最高の答えを引き出す
コーチングスタイルのセッションです。
６８,０００円（通訳あり）／６４,０００円（通訳なし）

②マウイ島観光（一日当たり一人＄１００。昼食料金は別）
【１日目】１６日（月）～ハレアカラ・パイアコース～
ハワイを代表する火山、ハワイ語で『太陽の家』を意味するハレアカラや、サーファーの街と
して知られ、ヘルスコンシャスなかわいらしいお店が並ぶパイアも訪れます。
【２日目】１８日（水）～ラハイナ・イアオコース～
以前はハワイ王国の首都だった港町ラハイナでのショッピングや街の散策、パワースポットで
もあるイアオ渓谷を訪れます。
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オレゴン州生まれ。長年教育に携わりながら人間発達に関する理解を深める。家庭生活や子供の発育、対人関係や人
間発達に関して教える資格をもったスクールカウンセラーでもある。1996年に国際形而上牧師学の任命牧師とな
り、セドナのメタフィジックス・ユニバーシティで、真思想牧師学に特化した博士課程も取得している。小さい頃から不
思議な能力を持ち、1990年にあるスピリットがやってきて、ライトワーカーとして仕事をするように伝える。そこから
「トランスチャネラー」としてアシュタールのチャネルとなり、世界に光と愛を伝えている。

Dr.テリー・サイモンズ Dr.Terrie Symons

Dr.Terrie Symons
Dr.テリー・サイモンズ
11次元からの愛と慈悲のメッセージ
大人気に応え、急遽再来日決定！！
11次元からの愛と慈悲のメッセージ
大人気に応え、急遽再来日決定！！

『銀河連合の司令官』アシュタールをチャネリングする

司令官アシュタールとは
アシュタールは、グレートホワイトブラザーフッドのメンバーであり、キリストや仏陀、大天使ミカ
エルなどの高次元の存在たちと一緒に、「宇宙に平和をもたらすため」に働いている存在です。
巨大な宇宙船「スター・オブ・アシュタール」の指揮官として、11次元に存在しています。彼の役
割は、地球のアセンションを見守りサポートするだけでなく、この銀河、また別宇宙の管理・監督
をすることで、愛と平和の光で宇宙を守ることです。人類、特にライトワーカーたちをサポート
するアセンデッドマスターとして、私たちに愛と光のメッセージを送り続けています。

前半は、当日集まったグループ全体のエネルギーを見ながら、アシュタールがメッセージを伝えます。後半では参加者からの
質問について、アシュタールが一つずつ答えてきます。宇宙やアセンションについて、また個人的な質問でも可能です。

【スタッフから見たテリー】
ぼくはテリーさんのグループセッションに、スタッフとして同席しました。個人セッションはすべて予約で埋まり、グループセッションも、８名
様のご参加で満席となりました。ぼくもテリーさんの書籍を読んでいたので、会えるのを楽しみにしていました。テリーさんはアシュタール
をチャネリングし、まず最初に、集まった参加者様達の集合意識を読み取り、メッセージを伝えてくれました。その後、参加者様一人ひとり
に、傾向の強いオーラの色と、護っている守護神を伝えていました。観音様、大天使ミカエルなど…和洋様々な有名な神様の名前が出て
きました。すべての人は何かしらの、偉大な神様によって護られているようです。そして次に何も質問をせず、これも一人ひとりに、「あな
たは○○ということに悩んでいますね、○○すればうまくいくでしょう。」というようなお話をされていました。皆様心当たりがあるようで、
熱心にうなずきながら聴いていました。その時、ある参加者様へのお話を聴いていて、「あの人は今そういう事で悩んでいるのか…でも
きっと大丈夫！」と、心の中で思っていたら、ぼくを指差して、「あの方もあなたに、大丈夫だというエネルギーを送ってらっしゃいますよ。」
と言われ、とても驚きました！残りの時間はすべて、質問タイムとなりました。アシュタールはとてもパワフルで、それでいて優しく、お話を
聴いているだけでも、自分の中のエネルギーが活性化されていくのがわかりました。そして明るくてよく笑うテリーさんの、チャーミングな
存在感にも、とても癒されました。グループセッション終了後、お話をする機会のあった参加者様たちが皆、穏やかにスッキリとした表情を
していたのが印象的でした。（としろう）
【グループセッション体験談】
グループの意識もあったのか、グループの皆さまに対しても不思議と結婚生活と子供に関するメッセージがあり、皆さまの質問や答えも参
考になり、自分自身も子供を望んでいるときだったので、驚きました。また、ちょうど失敗続きで自分自身に困っていた時でもあり、そのこと
を伺ったら、自分自身の特性や、女性という特性に関してそれも、言語的にイメージしやすい形でメッセージをもらうことが出来ました。人
と違う性質もあって当然だと、とても安心してホッとしました☆ありがとうございました。（えみ）P.S. その後無事今子供を授かることがで
きました。
【個人セッション体験談】
テリーさんによるアシュタールのチャネリング個人セッションについて初めて知った時、まったくピンとこず、強い興味が湧きませんでし
た。しかし、いつも満員御礼のセッションにキャンセルが入ったと聞き、少し迷ったのちセッションを受けることを決めました。セッション当
日、テリーさんのお顔を見た瞬間、涙が溢れ出てきて、なぜセッションを受けることに迷ったのか自分のことながら不思議に思うくらいでし
た。テリーさんがセッションの流れを簡単に説明してくれた後、彼女を通してアシュタールがあらわれました。「ホッホッホッー」と低いけれ
ど温かみのあるサンタクロースを想像させる声で、テリーさんとアシュタールの違いがはっきり分かりました。初めの15分間、私がアシュ
タールに会いに来た理由や今世の役割などを中心にメッセージを下さり、その後質問が出来る機会がありました。今世の役割を聞いた時、
また涙が溢れ出てきて魂が反応しているのをはっきりと感じました。直面していた仕事や人間関係の多くの課題では、どんなに小さく、恥
ずかしいと思える質問でも丁寧に答えてくれ、とても具体的でわかりやすいアドバイスを下さいました。チャネリングで課題に対処するた
めに実際に今、できる考え方や行動をステップ１からステップ10まで教えてくれたのには驚き、感動しました。そのため、予想以上に多く
の質問をする事が出来ました。高次元からのメッセージの場合、現実では分かりにくいことが他のセッションでは多々あったのですが、ア
シュタールの場合は現実的で分かりやすく、安心と信頼感を持てました。多くの疑問や不安も解消でき、一歩踏み出す勇気を頂きました。
テリーさんがまた来日される時は、是非、またセッションを受けたい！と思います。（Ｋ．Ｓさん）

グループセッション■ メニュー1

ランチ休憩をはさみ、やんばるター滝の散策・水遊び、シークレットビーチにてグループセッション 

【沖縄】日帰りツアー☆ネイチャーグループセッションツアー☆■ メニュー2

『スターシード』という言葉は、世界に複数名いる、アシュタールをチャネリングする人たちから広まったものです。アシュター
ルは、スターシードのキーパー（守り手）であり、スターシードはアシュタールの元にいて、世界中に約100万人ほど存在して
います。セッションなどでアシュタールが『スターシードの種』に点火すると、そこから物事が大きく変わり始める人が多いそう
です。それは元々原初の魂の記憶や使命が思い出され、この星を守るという使命感が呼び起こされるからかもしれません。
そして自分の人生が少しずつ軽くすっきりとし、さまざまなことが明確になってくるのです。自分がスターシードかも？と思う人
にも、ぜひ直接テリーのセッションをお勧めします。

『スターシード』とは？！

【福岡】4月13日（金）18:30～20:00、14日（土）11：00～12：30、15日（日）13:30～15:00
福岡市内（お申込の方にお知らせ）
【東京】4月19日（木）18：30～20：00、20日（金） 11：00～12：30
コスミックビジョンスペース
【大阪】 4月25日（水）13:30～15:00、26日（木）18:30～20:00、27日（金）11：00～12：30
レインボーエンジェルズ大阪店
【沖縄】5月10日（木）13:30～15:00、11日（金）16:00～17:30、12日（土）11：00～12：30、18:30～20:00
レインボーエンジェルズ沖縄店
一人当たり　8,400円　　【定員８名】

日時
会場
日時
会場
日時
会場
日時
会場
料金

2012年5月13日（日）午前９時半～夕刻　　　　10,000円（車ありの方は、7,000円）
※詳細はＨＰまたはレインボーエンジェルズ沖縄店まで： 098-988-3963

日時 料金

テリーがチャネリングする、アシュタールによるセッションです。アシュタールからあなただけへのメッセージを伝える時間と、
あなたからの質問に答える時間があります。

個人セッション■ メニュー3

【福岡】4月13日（金）11：00～、12：00～、14：00～、15：00～、16：00～、17：00～、
14日（土）14：00～、15：00～、16：00～、17：00～、18：00～
15日（日）11：00～、15：30～、16：30～、17：30～、18：30～
福岡市内（お申込の方にお知らせします）

日時

会場

【東京】4月17日（火）、18日（水）11：00～、12：00～、14：00～、15：00～、16：00～、17：00～、18：00～
 19日（木）11：00～、12：00～、14：00～、15：00～、16：00～、17：00～
 20日（金）14：00～、15：00～、16：00～、17：00～、18：00～
 21日（土）、22日（日）12：00～、13：00～、15：00～、16：00～、17：00～、18：00～、19：00～
レインボーエンジェルマジック
【大阪】4月24日（火）11：00～、12：00～、14：00～、15：00～、16：00～、17：00～、18：00～
 25日（水）11：00～、15：30～、16：30～、17：30～、18：30～
 26日（木）11：00～、12：00～、14：00～、15：00～、16：00～、17：00～
 27日（金）14：00～、15：00～、16：00～、17：00～、18：00～
 28日（土）11：00～、12：00～　　　　レインボーエンジェルズ大阪店
【沖縄】5月8日（火）11：00～、12：00～、14：00～、15：00～、16：00～
 9日（水）11：00～、12：00～、14：00～、15：00～、16：00～、17：00～、18：00～
 １0日（木）11：00～、15：30～、16：30～、17：30～、18：30～
 １1日（金）11：00～、12：00～、14：00～、15：00～、18：00～, 19:00～
 12日（土）14：00～、15：00～、16：00～、17：00～　　　　レインボーエンジェルズ沖縄店
37,500円（通訳あり）／34,000円（通訳なし）

日時

日時

日時

料金

会場

会場

会場

体験談
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Susan Hart
スーザン・ハート

個人セッション■ メニュー1

夏至のアクティベーションイブニング■ メニュー2

生きた天使/女神/シャーマンのような存在

６月１５日（金）１９：００～２１：００　　　　　５,０００円 ※遠隔も同料金日時

６月１２日（火）～１４日（木） 11：00～、12：10～、14：30～、15：40～、16：50～、18：00～（各60分）
３８,０００円（通訳あり）／３４,０００円（通訳なし）

日時

料金

料金

女神イシスの２日間セミナー■ メニュー3

６月１６、１７日（土日）　１０：００～１７：００
４９,０００円（５月１５日まで早割）／５６,０００円（通常）

日時
料金

①エンジェルリーディング　　②過去世リーディング

①エンジェルリーディング　　②過去世リーディング

大天使メタトロンを招き、２０１２年の夏至のエネルギーをあますところなく受け取ります。大天使メタトロンから直接光のダウ
ンロードを受け取ることにより、あなたのボディ・マインド・ソウルの活発化が起き、癒され、エネルギーがクリアーになり、あな
たの人生での成長を加速化することができます。

夏至という特別な日の神宮参拝、そして行く先々でスーザンから降り立っているエネルギーの説明もあります。

個人セッション■ メニュー1

６月２６日（火）～２８日（木）11：00～、12：10～、14：30～、15：40～、16：50～、18：00～（各60分）
３８,０００円（通訳あり）／３４,０００円（通訳なし）
レインボーエンジェルマジック

日時

料金
会場

夏至のアクティベーションイブニング■ メニュー2

６月２９日（金）　１９：００～２１：００　　　　　５,０００円 ※遠隔も同料金　　　　　コスミックヴィジョンスペース日時 料金 会場

大天使メタトロンを招き、２０１２年の夏至のエネルギーをあますところなく受け取ります。大天使メタトロンから直接光のダウ
ンロードを受け取ることにより、あなたのボディ・マインド・ソウルの活発化が起き、癒され、エネルギーがクリアーになり、あな
たの人生での成長を加速化することができます。 

『ケルティック・マジック』２日間セミナー■ メニュー3

６月３０日（土）、７月１日（日） １1：００～１8：００
４９,０００円（５月１５日まで早割）／５６,０００円（通常）
代官山サロンウエスト

日時
料金
会場

ケルトの白魔術、キャンドルマジック、ケルトの女神、妖精などについて学ぶワークショップです。マーリンやブリジット、ダイ
アナや大地の精（水、火、空気など）を呼びます。あなた自身の最高の可能性を引き出し、目覚めさせるために、愛と光の魔
法を使える『魔法使い』となるための２日間です。ケルトの魔法に関する伝統的な技術を学び、自分の内側に錬金術師の性
質があることを発見します。ケルトの女神や妖精、大天使、自然霊たちと働きかけることにより、あなたの夢を叶え、願望を実
現するための方法をお伝えします。その他白魔術のテクニックや教え、自己変容や覚醒のためのアルケミーツールを学びま
す。あなたの第三の目や直感能力を開く方法もお伝えし、あなた
の夢を叶えるための『魔法の祭壇』を作る方法も学びます。

～内なる神官を目覚めさせ、開花させる～
古代の秘儀やヒーリング技術を学びます。あなた自身のエジプトの過去世を発見し、過去世の傷を
癒して、当時の才能を現世に持ち越せるようにします。女神性が目覚めることによって、日常生活
にも深い神聖さが備わっていくでしょう。また女神イシスとのつながりを深め、イシスのエネルギー
で他者にイニシエーションを行う方法も学びます。儀式としての香油の使い 方もお伝えします。

世界の太陽神と呼ばれるアポロン、ラー、イシスなどを降ろし、アセンション節目の年と言わ
れる２０１２年の、太陽がもっとも強くなる日である夏至のエネルギーをたっぷりと受け取っ
て、太陽のような強さと輝きをもったあなた自身に「生まれ変わる」ための特別セミナーです。

【大阪】会場：レインボーエンジェルズ大阪

【東京】

【名古屋】６月２３日（土）スピリチュアルフェア名古屋出演決定！！ ※詳細は決定次第、ＨＰ等で告知予定

ロサンゼルス在住の人気エンジェルセラピスト☆
スーザン・ハート　６月に来日決定！！
ロサンゼルス在住の人気エンジェルセラピスト☆
スーザン・ハート　６月に来日決定！！

※録音希望者はレコーダーをご持参下さい

※録音希望者はレコーダーをご持参下さい

『太陽神降臨』１日セミナー■ メニュー1

伊勢神宮内宮・外宮参拝ツアー（ガイドつき）■ メニュー2

６月２０日（水） １０：００～１７：００日時

6月２１日（木） １０：００～１７：００　※終了後現地解散　日時

【伊勢】２０１２年夏至をパワースポット伊勢で迎えよう！！聖地巡りツアー

アメリカ・セドナ在住のエンジェルセラピスト。モデルや女優、ダンサーを経てハリウッドの映画ディレクターと
してソニーの映画制作会社に勤務し、数々の有名映画を手がける。同時に１０代の頃からスピリチュアルな世界
に親しみ、占星術やエネルギーワークを始めとしたスクールに通い数々の認定資格を取得。ハリウッドでは著名
な俳優たちのカウンセリングも行う。約１０年前にセドナでビジョンクエストをしている時に、稲妻に打たれて人
生が変わるという体験をし、そこからエンジェルリーディングなどの現在のワークを開始。今に至るまで、ペルー
のシャーマンやエジプトのイシス神殿、インドなどを探訪し、世界のさまざまなスピリチュアリティに触れて自身
のスピリチュアリティを磨き続けている。２００５年にはＬＡコンフィデンシャル誌で、『GOOD MEDICINE: ロ
スアンジェルスのベストドクターズ』に、スピリチュアルヒーラーとして掲載される。

スーザン・ハート Susan Hart

☆参加者感想☆
【個人セッション】
彼女から発せられる、癒しのパワーに心もほぐれました。何よりも、私の質問に対して、とても丁寧に、そして大変具体的にお答えくださり、今までのた
くさんの点がすべて一つの輪としてつながりました。きっとこれから、素晴らしい愛の循環が始まるのだと予感しました。真の魂がはっきりと自分の中
で目覚め、感覚としても一体化したようです。高次の光の世界への道がまっすぐ、自分の前に示して頂いた、そのようなセッションでした。２０１２年を
前に、スーザンさんにお会い出来たことは、とても意味深く、必然の出来事でした。本当にありがとうございました！（Ｊ．Ｄさん）
【イブニングイベント】
スーザン・ハートさんのイベントに参加させて頂いてから、ハートがオープンになったなと実感しています。こんなに心から平和で穏やかな愛に包まれ
ている感じを体験したのは初めてです。そして、丁寧なお話や瞑想など優しいお人柄にとても感動しました。マリウスさんの素敵な絵に囲まれての瞑
想もたくさんの天使に囲まれているようで♪その後、少し気になっていたことが自然と心地よいものになり、イベントに参加させて頂いたおかげだなと
感謝でいっぱいです。スーザン・ハートさんに心から感謝を☆ありがとうございました♪（Ａさん　女性）
【ワークショップ】
ワークショップでは、まずスーザンが入ってきた途端、空気が変わるのが分かります。会場の雰囲気も変わり、空気自体が変容していく様を感じます。
と同時に懐かしい、レムリアでしょうか、イシスでしょうか、太古の悠然としたエネルギーも感じられます。スーザン彼女自身、高次の女神のようなエネ
ルギーが溢れ出でて、なんとも優しい気持ちになります。きっとエネルギーレベルでワークショップ会場に神殿を降ろしているのでしょう。そしてスー
ザンがその場にいるだけで、恐らくヒーリングが起きているのだと思います。瞑想もとても良いです。ただの誘導ではなく、アクティベーション（エネル
ギーの活性化）が起きているのが分かります。今までに『過去世セラピー』と『大天使ラファエルと聖母マリア』のワークショップを両方受けたのです
が、手法は簡単で分かりやすく、オリジナルの手法もあるので、ヒーラーとしてもとても勉強になります。エネルギー伝授やアクティベーションの時間
があるのも見逃せません。初めてスーザンを見たのは、『虹と天使のお祭り』の時でした。話を聞いていて、「この人はただ者じゃない、ぜひ受けてみよ
う」と思ったのです。講師としてのスーザンの魅力は、なんといっても同じ目線で優しく語りかけてくれるところです。ワークショップも楽しく、ついつい
引き込まれてしまいます。とてもチャーミングで、癒され、またセミナーを受けたくなってしまうのです。一人ひとりに丁寧にアチューメントを行ってくれ
たことも、何とも『特別感』を感じ、参加者一人ひとりを心から大切にしてくれている、という気持ちが伝わってきます。 スーザンの魅力とともに、彼女
の神聖な叡智と女神エネルギーにぜひ触れてほしい、お薦めのスピリチュアル・メンターです。（ひろしさん）

昨年度２日間セミナー東京で。終了後のグループ写真☆

※詳細は32ページの聖地シリーズページへ
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K'UICHY
クイチー

シャーマニックワークに魅かれる方にシャーマニックワークに魅かれる方に

ペルーのレインボーインカシャーマン☆久々の来日決定

約１６年前に穴口恵子がまだ企業に勤めていた頃、ペルーに渡りインカシャーマンであるクイチーのセレモ
ニーを体験。そこで虹の同胞団（レインボーエンジェルズ）たちに出会い、人生が大きく変わるという体験を
しました。今でも時折ダイナビジョンのホームページを見てはその繁栄を祈り、喜んでくれているというクイ
チーさんが、久々の来日です！！ペルーやマチュピチュ、アンデスになぜか魅かれるという方にも。インカ直属
の血統を引くシャーマンであるクイチーのパワフルな祈りとインカならではの伝統儀式に触れるまたとない
機会です。

K'UICHY（クイチー：現地の言葉で“虹”を意味する）―インカのメディスンマンであり、大学教授、詩人、政治家、歴史
家。科学の修士号を持ち、インカの観点から量子物理学を調査し、シャーマニックでホリスティックな内容の代替医療を
実践している。インカ生粋の血統を受け継ぎ、７歳のときに雷に打たれる。これはアンデスの宇宙観によると、コミュニ
ティをリードし癒す新しいシャーマンが選ばれた、というシグナルとされる。今までにヨーロッパ、アメリカ、アジア、エジ
プトなど世界各地でのコンフェレンスにも出席。地球の至るところに、インカ伝来のマスターたちの知恵をもたらし、広
めることを使命とする。インカ人は何千年にもわたり、古代の智恵のレコードキーパーであり、癒しのテクニックを現在
に伝えており、エネルギーポプコ（オーラ）を復元し、人のライトボディを治療している。

クイチー K'UICHY

イブニングイベント■ メニュー2

６月１日（金）　１９：００～２１：００　　　　　５,０００円日時 料金

イブニングイベント■ メニュー2

６月８日（金）　１９：００～２１：００　　　　　５,０００円日時 料金

会場：レインボーエンジェルズ＆コスミックビジョンスペース、その他

個人セッション■ メニュー1

６月６日（火）～８日（木）個人セッション
１１：００～、１１：５５～、１４：００～、１４：５５～、１５：５０～、１７：００～、１８：２５～、１９：２０～
（８日は１５：５０～まで）（各４５分）
３４,０００円（通訳あり）／３０,０００円（通訳なし）

日時

料金

１日セミナー■ メニュー3

６月２日（土）　１０：３０～１７：３０　　　　　２９,０００円（５月１０日まで早割）／３４,０００円（通常）日時 料金

１日セミナー■ メニュー3

６月９日（土）　１０：３０～１７：３０　　　　　２９,０００円（５月１０日まで早割）／３４,０００円（通常）日時 料金

個人セッション（各４５分）■ メニュー1

６月１日（金）、3日（日）、４日（月）
１１：００～、１１：５５～、１４：００～、１４：５５～、１５：５０～、１７：００～、１８：２５～、１９：２０～
（１日は１５：５０～まで）（各４５分）
３４,０００円（通訳あり）／３０,０００円（通訳なし）

日時

料金

イブニングイベント■ メニュー2

６月１１日（火）　１９：００～２１：００　　　　　５,０００円日時 料金

個人セッション（各４５分）■ メニュー1

６月１１日（月）、１２日（火）11：00～、11：55～、14：00～、14：55～、15：50～、17：00～、18：25～、19：00～
（11日は15：50～まで）（各45分）
３４,０００円（通訳あり）／３０,０００円（通訳なし）

日時

料金

イブニングイベント（内容）
“インカのコスモヴィジョン（宇宙観）～全人類に向けてマチュピチュからのメッセージ”
インカの宇宙観や、伝統的なインカの教え、パワフルな祈りやセレモニーを行う特別なイブニングで
す。ペルーのシャーマンの世界を知りたいという初心者の方にも。

個人セッション（内容）
インカ式クォンタムヒーリングとインカ式神託
─コカの葉リーディング

１日セミナー（内容）
“インカ式クォンタム（量子）ヒーリング～内なるシャーマン性を目覚めさせる”
主な内容：
●インカのコスモビジョン（宇宙観）の中の時空とは
●インカ式呼吸法
●インカの動物のパラダイムトーテムの発見の仕方
●内なるシャーマン性を目覚めさせる
●七つの光線の兄弟姉妹同盟であるインカのレインボー族
●インカ式クォンタム（量子）ヒーリング
●個人の変容ヤ“パチャママ（母なる大地）”のヒーリングのための
　古代スピリチュアルインカ式ヒーリング
●神聖な儀式、祈りとインカ式パワフルなマントラ
●インカ式アカシックレコードとレイラインについて
　儀式：インカの神聖な奉納

会場：レインボーエンジェルズ大阪【大阪】

【東京】

福岡市内：決まり次第告知予定【福岡】

■海外ゲストの生情報や近況、メッセージなどがいち早く手に入る『海外メンターメルマガ』は、
　ダイナビジョン公式HP http://www.dynavision.co.jp の左上から登録可
■各海外ゲストfan pageは上記HP最下部にあり
■海外ゲスト情報のFacebookは　Dynavision Overseas-team　で検索
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日本三景+1はプレアデス聖地だった！

☆★２０１２年海外講師と行く日本の聖地シリーズ☆★

《ドルフィンスターテンプル特別企画》

プレアデス聖地ワークショップ

２０１２年夏至を
パワースポット伊勢で迎えよう！！
聖地巡りツアー

２日目に、テリーが特別講師として参加します！ 籠神社での祈祷、真名井神社参拝や、天のエネルギーとつ
ながったライブチャネリングも。

4月28日（土）～29日（日）
70,000円　※参拝料等別途実費あり
天橋立ホテル（天橋立駅前）他
【宿泊4/27午後チェックイン、4/29チェックアウト】
３０名　※宿泊付きプランなど詳細はＨＰから

内　容

■金谷せいこ ワークショップ『宇宙エネルギー、日本の神々と共に クリアリングとヒーリング』

今回訪れる籠神社の奥宮である眞名井神社のご祭神は豊受大神。伊勢神宮の外宮にお祀りされている神様です。五穀豊
穣を司る神でもありますが、国土や地球そのものの神である国之常立神（くにのとこたちのかみ）や天御中主神（あめのみ
なかぬし）とも同一視されています。ドルフィンスターテンプル・ミステリースクールの手法を用いて、多次元的意識と繋
がった後、源と繋がる為に、細胞レベルでの浄化と、グループヒーリングを行い、天照大神のもと、天橋立の宇宙エネル
ギー、天のエネルギーと繋がり、豊受大神のサポートを得て、更には天地人を繋げて創造エネルギーを受取り、全感覚を取
り戻しこの肉体をもってアセンションすることをサポートします。

■籠神社にてご祈祷　■眞名井神社参拝
■Dr. テリー・サイモンズ ワークショップ『アシュタール・チャネリング　グループセッション』

宇宙の集合意識体の司令官であるアシュタールをゲートキーパーとし、高次の存在の愛と光にあふれたメッセージを、当
日集まったグループ全体のエネルギーを見てチャネリングしてお伝えしていきます。テリーが自分自身をフルトランス
チャネルとして提供することにより、スピリットとの深遠なるコミュニケーションが可能となります。宇宙・地球環境、アセン
ション、又は個人的なことなど、参加者の皆さまからのご質問にお答えする時間もあります。

※上記は予定となりますので、多少の変更が予想されます。ご了承下さい。

日　程
料　金
会　場

定　員

６月２０日（水）『太陽神降臨』１日セミナー １０：００～１７：００
６月２１日（木）伊勢神宮内宮・外宮参拝ツアー（ガイドつき） １０：００～１７：００ 
※終了後現地解散
3９,０００円（早割５/１５まで）／4６,０００円（通常） ※１日目だけ参加の場合、1０,０００円引 ※昼食は別途1,050円
※宿泊予定：伊勢かぐらばリゾート千の杜
宿泊希望者は2泊6食付で追加料金26,000円（4名一部屋） ※一人一部屋希望者など、詳細はHP参照

日　程

料　金
会　場

1日目

2日目

第三弾 in 天橋立

■神蹟を歩く　日本最古！！天橋立パワースポットめぐり（ガイド付）
（天橋立松並木の中をウォーキング、磯清水 お清め、天橋立神社、元伊勢籠神社、眞名井神社、復路観光船乗船にてホテルへ）

スーザン・ハートといく伊勢巡り

『太陽神降臨』１日セミナー（主な内容）
アセンションの節目の年と呼ばれる２０１２年の、一番太陽のエネルギーが強くなる夏至の日を、太陽を司る天照大御
神をを祭る伊勢神宮で迎え、『太陽神殿の神官』となるイニシエーションを行います。あなた自身のソーラー・ライト・
ボディ（太陽系の光の身体）を目覚めさせ、ＤＮＡアクティベーションを受け取ります。神聖なミステリースクールの教
えを学ぶ一日になるでしょう。誘導瞑想では、セントラルサンのゲートウェイを通って、あなたの内なる太陽神殿の神
官を目覚めさせます。セレモニー中には、マインド・ボディ・ソウルを一つにして太陽の神・女神からの高次の波動に満
ちた天のエネルギーを受け取ります。天照、イシス、セクメット、アポロン、ラー、オシリスなどの太陽神からの愛や恩寵
を受け取りましょう。太陽光のトランスミッション（送信）により、あなたのハートを、宇宙の創造主の子宮の鼓動とつな
げることができます。そしてあなた自身が、太陽光をたっぷりと浴びた『太陽の子』として再誕生することができます。

スーザン・ハート広島＆宮島レポートスーザン・ハート広島＆宮島レポート
２０１１年１２月には、スーザンが初めて広島＆宮島入りし、聖地ワークショップを開催。多くの参加
者にお越し頂きました。ありがとうございます。そこで今回はその様子をレポートします。

《１２月３日》
スピリチュアル広島に出演。
世界平和を祈るピース・アクティベーションを行う。
今回初の広島入のスーザンは大興奮！！世界平和の祈りを行っている間には、本当に世界に平
和が広がっていくような、軽やかで神聖な空間が漂っていました。そしてそのままフェリーに
乗って宮島へ移動。夜のライトアップが施された情緒漂う雰囲気の宮島や厳島に、スーザン大
感動☆宿泊先の旅館もいたく気に入り、ふとんや和食懐石を堪能。

《１２月４日》
世界遺産宮島での聖地１日セミナーを開催。
午前中は厳島神社での団体祈祷。
その後、あのダライラマも訪れるという由緒正しきお寺
大聖院にて手作り精進料理のランチを頂き、午後はお寺
内にて弁天様のエネルギーを頂くワーク☆

《体験談》
スーザンのワークショップは始めて参加したのですが、彼女に会った瞬間か
ら、女神様そのものだという印象を受けました。満面の笑顔と温かいハグで
参加者を迎え入れ、ワークショップ前から安心感を与えて下さいました。宮
島という日本三景、プレアデス聖地だったというパワースポットで、弁天様の
祝福とメッセージをスーザンさんを通して受けられたのは、至福のひと時で
した。ワークショップは、参加者の希望に沿うよう当日行うメニューについ
て、グループのエネルギーを感じつつ、希望を聴いて下さったことにも有難
く思いました。ワークでは、スーザンさんのチャネリングと瞑想を通して弁天
様からクリエイティブな能力を引き出すためのメッセージを受け取ることが
出来、ペアワークでは参加者がお互いに愛いっぱいの祝福を送り合うことが
出来ました。ワークショップ終了後は、参加者ひとりひとりと場のエネルギー
が一気に上昇したことを強く感じ、皆がその場を離れたくないと思えるよう
な、パワフルな光のワークでした。講師がスーザンさんで、宮島とういう特別
な場所のエネルギーを感じながらのワークだったからこそ、この様な体験が
できたと思います。（K.Sさん）

【スタッフから見たスーザン】
スーザンと今回広島・宮島に同行しましたが、とても喜んでもらえ、大
興奮！！でうれしかったです。宮島の和風旅館では、「こんな日本家屋に
住むのが夢なの！！きっと過去世で日本にいた頃に、こんなところに住
んでた気がするの♪」と言って大はしゃぎ。日本の食べ物も大好きな
ので、一品一品大喜びしながら、頂きました。またセミナー当日も快晴
とお天気にも恵まれ、厳島神社では、普通の人では入れないようなと
ころまで入れてもらい、団体参拝やお神酒を頂くことができ、日本人
の参加者の皆さんに交じって一人金髪の外国人（？）スーザンが正座
し頭を垂れている様子が、とても印象的でした。午後もパワフルな
ワーク三昧で、弁天様と関係のあった過去世を見たり、弁天様の祝福
を与える方法、弁天様のエネルギーを降ろして受け取るなど、毎日の
生活でも活かせそうなスキルを学ぶことができました。また瀬戸内海
や厳島神社の鳥居を眼下に見下ろしながら、絶景のワークショップ会
場にて、おいしい精進料理を頂いたり、ダライラマの砂絵を見たりと、
多くの祝福を受け取ることができました。

夕暮れの平和記念公園

◀ワーク時の様子。上部に
紫色の光が。弁天様？？

▶頂上からの眺め☆瀬戸内海
は平安のエネルギーに満ちて

自由時間に瞑想中のスーザンを
上からパチリ☆天使の翼を
広げているのでしょうか

《１２月５日》
神が宿ると言われる弥山へのトレッキング☆
（野生のシカさんたちの上から不思議な光が）

～参加者から頂いた不思議写真～

鳥居の左上には龍？

《体験談》
朝の集合時、厳島神社に立っているスーザンさんのお姿
は、もう女神のようで、感激致しました。今回厳島神社で
のご祈祷も受けることができ、本当に素晴らしい旅でし
た。弁天さまのワークではたくさんのことを解放できたこ
と、集まったメンバーと共に弁天さまと繋がれたことに感
謝です。また、翌日の弥山、ここはもう言葉にできないぐ
らい…今度また個人的に頂上に昇り、巨石の上で瞑想し
たいと思っています。〈椿さん〉

この
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アンジェラ・ハートフィールド
来日イベント（予定）

【大阪】
８月７日（火）－９日（木）　個人セッション
８月１０日（金）　イブニングイベント
８月１１、１２日（土日）　２日間セミナー
【東京】
８月１４日（火）ダイナビジョンプロ養成マナー講座　特別講師（予定）
８月１５日（水）プライベートコンサルティングセッション（予定）
８月１７日（金）イブニングイベント
８月１８、１９日（土日）２日間セミナー
８月１６日（木）、２０、２１日（月火）　個人セッション

『ボディ・マインド・スピリットの健康について』
心身ともに健康な状態でいるための浄化のエクササ
イズや健康な食事、ヨガや運動など、ゲーリー自身が
行っているライフスタイルも含めてお話頂きます。

『サイキックパワーを使って、夢を叶えよう！』
『ヴィジョンボード』『ドリームシート』『アクションプラ
ン』を作成し、サイキックパワーを使って夢を叶える
方法を学びます。

１月にゲーリーが来日し、イブニングイベントとイヤーリーディングセッションを行いました。今回はなぜかビジネスマン系の男
性が多いのが特徴でした。イブニングイベントでは、何名かの方に手短ですがリーディングを行ったのですが、これがけっこう
当たっていると驚かれ、一瞬会場がどよめきました。また自分の夢を叶えるためのヒントをお伝えしていく中で、自然に皆さん
がポジティブになり、最後はYES, YES, YESのパワーにあふれた状態で終わったのが印象的でした。強引ではないのに、自然に
高い波動へと導いてくれるところが、ゲーリーの才能であり魅力だと思いました。

２０１２年１月来日のレポート

イブニング：アンジーのワークショップはいつも内容がしっ
かりしていて楽しく参加させて頂いております。（A.I.さん）
ドリーンさんの妖精の本を読んだことはありますが、今日の
レクチャーでは本に載っていない情報もうかがえて良かった
です。妖精だけでなく、エコロジーな視点を持つ大切さが、
木霊のことまでお話に出て勉強になりました。(M.Y.さん)

２０１１年イブニングイベントより

■最新情報：２０１２年夏に、待望の新刊日本語訳本が発売予定！！

■２０１２年夏待望の次回作オラクルカードが発売予定！！

アメリカ・ロサンゼルスのビバリーヒルズにオフィスを構え、ハリウッドスターなどのスピリチュアル・ライフ・コーチとして活躍する、スピリ
チュアルコンサルタント。シャーリー・マクレーンのラジオ番組をきっかけに全米で有名に。イギリスやドイツ、スイスを始めヨーロッパで
も高い人気を得ている。 テレビ、VOGUEを始めとした多くの女性誌、ラジオ番組など多数のメディアにも出演し、世界各地で講演活動を
行う。映画業界を経て、1998年より現在の活動を開始する。 2008年にはジム・キャリーやディーパック・チョプラらとInvocationという映
画に出演。数々のセレブを相手に華やかな世界でも活躍しながら、気さくな人柄で日本でも多くのファンを掴んでいる。

ハワイ在住のエンジェル・セラピスト。生まれながらに天使とコン
タクトする能力を持ち、後にオラクルカードや『エンジェル・メッ
セージ』などの著書で有名なドリーン・バーチューに学ぶ。ドリー
ンの右腕として、その活動をサポートしながら、自身もアメリカや
カナダでのワークショップやラジオ番組を通して、誰もがエン
ジェルとつながれることを伝えている。自身のオラクルカード「エ
ンジェル・ウィスパー・オラクルカード」の作成も手掛ける。

【沖縄】
８月３１日（金）イブニングイベント
９月１日（土）日帰り聖地ツアー
９月２日（日）『天使と話してみよう！』１日ワークショップ
９月３、４日（月火）個人セッション
【東京】
９月６、７、１０日個人セッション
９月８日（土）：虹と天使のお祭り出演
９月９日（日）『エンジェルタッチ』認定１日セミナー
【大阪】
９月１２＆１３日（水木）個人セッション
９月１４日（金）イブニングイベント
９月１５、１６日（土日）認定２日間セミナー

イブニング ２日間セミナー

C o m i n g  S o o n ! !C o m i n g  S o o n ! !

２０１２年８月

２０１２年９月

体 験 談
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『歓喜と至福のデイリーライフ』
穴口恵子（以下K）:この春は『歓喜と至福のデイリーライフ』っていうのがキーワードだと感じているの。歓喜と
至福って聞いたらどんなイメージがある？
さおり（以下S）：アゲアゲ？
ひとみ（以下H）：制限なく踊ってたいり、食べてたり、歌ってたりっていう
のをハァ～！ってなりながら、過ごしてる感じがしますね。
K:そうね！私が思うにまず、食べ物。春先になって歓喜と至福の食べ物っ
て言ったら、人によってまぁ違うとは思うのだけど、私はね、朝は皆さん
にフルーツを食べてもらいたいの。
H＆S:あーいいですねぇ。 
K：あなたが歓喜を感じるようなフルーツ。例えば、それは人によっては金柑かもしれないし、人によってはスト
ロベリーかもしれない。やっぱりアセンションというのは体もすごく軽くなっていくので、とにかく朝はもう重い
ものを食べないで、季節のフルーツを食べることをおすすめします。自分自身の食べる感覚…触感！触感からく
る歓喜を味わう。何気なく食べるのじゃなくって、イチゴがじゅ～～って口の中でこう溶けていく…
H＆S：あ～～～～
K:あの感覚が歓喜なのよ、簡単に言うとね。今は一瞬一瞬が昔のような一瞬じゃなくって、ホントにあっという
間に過ぎちゃうわけ。だからこそ、食べている瞬間瞬間もバイブレーションを歓喜の状態に上げるようにする。
まずは歓喜の果汁を頂いて、スタート！一日を始めることをおすすめします。
朝ご飯を食べない人は、フレッシュジュースとかね。“果汁”にはすごく実を結ぶっていう意味もあるから、自分
自身の1日が本当に豊かなものになるって感じたり、思いを巡らすのにぴったりなのです。イメージできないっ
て人も、思いを巡らすことは出来るじゃない？
考えるっていう、思考レベルも春以降はどんどん周波数が上がっているからね。
春分の日以降は、歓喜と至福のゲートが開かれているから、ただ単に限られた思考ではなく、自分の神聖なマ
インドと繋がりやすい状態になるわけです。だから普通に、自分は見えない、聞こえない、感じないと思ってい
ても良いんですけれども、自由に思いを巡らす時間は取ってあげたいですね。そして、その思いを巡らす中で、
未来を想像するっていうのもありなのだけれど、実はもう未来に生きている自分がいるんです。その未来の自
分の視点で今を生きていくっていうのが今年アセンションを加速させるのにすごく必要なテーマ。
H：じゃあ歓喜の状態を自分でつくり上げるとか、想像するっていう時に、例えば、ちょっと素敵な人のことを考え
て、かっこいいな～って思っただけで喜びの状態になれるタイプもいるけれども、そういうことが出来ない時も
あるじゃないですか？その時、歓喜の状態への懸け橋になるように、イチゴを食べるとか、そういうのを日常的
にするっていうことですか？
K：そう。あとは子供の時の体験でもOK。私の場合、初めてサンタクロースからプレゼントをもらった時。赤い
可愛いバッグに、キャンディーが入っていたの。それだけでとっても嬉しかった。自分の古い記憶のどこかに、あ
～って感じた時を思い出したら、その時の歓喜のバイブレーションに戻れるわけですよ。あと至福を感じるの
は、結婚式とか。人の結婚式で涙した瞬間とかあるじゃない？それが花嫁の涙であったり、親の涙でだったり。祝
福された場面でね。他にも入学式とか卒業式とか、何か表彰されたとか、スポーツしている人だったら思った以
上の成果が出た時とか、その祝福の瞬間というものが至福の瞬間。恐らく誰もが自分の体験として祝福の瞬間
というものがあると思うのです。そういった時の感覚を細胞はどこかで覚えているので、それをアンカーして欲
しいですね。
H：至福…日常に“至福“っていう言語ってあんまり使わないですよね。

K：至福って言ったらもう絶頂！幸せである状態そのもので生きている状況。
S：私最近1番ハァ～ってなったのは、好きなデザイナーさんのポスターを買って、部屋に飾った時ですね。その
空間で生活している自分にハァ～ってなりました(笑)
K:うん、そういうすごく魅かれるものをぱっと見つかった時に買うとかね。その物と自分の関係で「嬉しい楽し
い幸せー」っていう喜びが自然に内側から込み上げてくるような。その瞬間があ～最高―！ってなる、そういう物
が至福の瞬間に導いてくれるわけ。
で、この2012年のアセンションのプロセスを加速するには、春以降は特に歓喜と至福の状態を持続すること
が大切。
S：じゃあ、すっごく落ち込んじゃった時とか、自分では想像しえなかったような何かが起こってずどーんっと下
がっちゃった時にも、今は出来るだけその時間を短くした方が良いということ？
K:そう。そういう状態っていうのは一瞬の出来事でなったりすると思うのね。
例えば仕事で何かミスをしました。そしてそれを上司にバーンッと怒られて撃沈し
ました。とか。その撃沈するっていうのは一瞬にして起こるけれども「それを選ん
でいる自分がいるね。」って認めてあげること。否定したらダメ。否定したらそこで
沈殿物ができるから。
H＆S:沈殿物！(笑)
K:だから「あ、撃沈している私がここに居るな～。」そこの部分に対してすぐにリカバリーするために“無かった
ことにしよう”っていうのは無いのですよ。無かったことにしたら、また撃沈事件が次から次に連鎖反応で起こっ
たりしちゃうから。エネルギーがそこに注がれるうちはね。だから大事なのは、撃沈しても良いのだよ～って、こ
うやって自分を抱いてあげること。あ～ってまずはため息をついて欲しいのです。
H:ため息はついたらいいんだ！
K:うん、ついたら良いの。で、はぁ～～正直無かったことにしたいな～。っていう気持ちも湧いてくるんです。正

直ね(笑)でも「無かったことじゃないよねー、本当にこれ起きたんだよね。」自分の
中で「そうだよねーって。」大事なのは、自分の中で分離してきていた感情、例え
ば“私ってやっぱり無理なんだ”とか“やっぱり私ってダメなんだ”とかっていう、そ
の気持ちを素直に感じてあげること。素直に受け止める。そういう自分が必要な
の。それを認めていくプロセスがすごく大事。
で、そこに行きつくと、次のステップがあるのね。じゃあ私の未来において、自分
は何を選択するの？っていう質問を問いかけてあげるんです。その時にフワーッ
とイメージを湧かせるか、湧かなければ意図してみる。
例えばさっきの上司の話だったら、“私は上司に認められる自分”っていうのを意
図したとするでしょ。それはどんな風にしているか？って想像してみるんです。な
んかテキパキ確認したりとか、上司よりも先回りして色々把握しておいたりとか、

そうだ、もっとコミュニケーションを取ればいいんだ！みたいな、そういう未来の自分を実際に意図する。じゃあ、
私はこれからそうするねーっていうのを自分に約束してあげる。これは別に上司に叱られたからって上司に約
束することじゃないんです。上司のことじゃなくて自分。もう撃沈事件じゃなくて、本当に自分が清々しく、優雅
にスムーズに仕事をしている。その自分を想像していく。そしてもう未来が自分の意識の中で想像されたら、
未来はそうなっていくんです。早いんです。そうしてあげると良いですね。だからいいのいいの撃沈しても。
H＆S：ははは！
K：本当はすごく歓喜と至福の状態でいることを提案しているのですよ。けどだからといって、そんな風に慣れ
親しんで、毎日を歓喜と至福の状態で過ごすっていうのは、今まであまりしてないわけです。今までのこの、地
球の歴史の中で。どちらかというと、まぁこれが問題、あれが問題っていうような減点主義的な生き方よね。

by：L’amourex

穴口恵子がお届けする　
春からの過ごし方　インタビュー

by：fabbio
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日常生活に取り入れやすい、スピリチュアルワークとしてお勧めなのがこの遠隔グループセッ
ションです。6年間で延べ人数4751人（2012年２月末現在）が体験し、想像を超えた感想を数多く頂
き、満足していただいています。この4月から新たに新しいメニューが3つ登場し、新しい時代に
フィットした内容をお届けいたします。これからの時代は「自分自身を見つめる」「人の
力を借りる」「状況を受け入れ尊重する」この3つのポイントを決して忘れることなく、
過ごして行く必要があります。そんな中で出会う、自分自身の未解決の問題や課題、感情や思い
の癖などを日々 クリアにし続けて行くことが最重要課題になってきます。もう本当に隠す事も、逃げ
る事もできない時代に突入しているのです。
自分が変わる、自分を変える。相手を変えようとしても無駄な事です。ま
ずは自分から！
気がついた問題や感情のクリアリングにこの遠隔グループセッションを気軽に取り入れてみてくだ
さい。自宅や好きな場所で受け取れるこの遠隔グループセッションはおすすめです。
今回新しいメニューのご紹介と共に、どういう時におすすめであるかをご紹介させていただきます
ので、チェックしてみてくださいね。

満月満月

ホーリーマザーとホーリーファザー 
～グレートセントラルサンとひとつになる～
　　　PM10：10～11：11時間

地球と人類のアセンションのプロセスが加速している2012年以降。大いなる源であるグ
レートセントラルサンからホーリーマザー（聖なる母）とホーリーファーザー（聖なる父）が無
制限に祝福を与えて続けてくれます。私たちの今の使命の一つにその祝福を受け取る器を
広げることがあります。器を広げることで、私たちが瞬間、瞬間に無条件の愛と無条件の信頼で自分や周りや目の
前の現実を無判断でワンネスの意識に目覚めて行くことが出来ます。そうすることで意識が高くなり、あなたが光
のマスターとして、肉体を保持しながら地球で高次の意識に目覚め、地上で天命を果たすことが自由にできるよう
に自分自身を導いて行けるようになるのです。2012年以降、あなたは天命に目覚めて、アクションを起こし、在り
てあるものとひとつとなって、共同創造を実践する時代が始まります。あなたもその一員であることを許可しましょ
う。そして、あなたが光のマスターとしてあなたの真実を周りに分かち合いましょう。

New！

人を信頼することが出来ない・仲間はずれになりやすい・疎外感、孤独を感じている・自己価値が
低い・愛されていないと感じる・裏切りが怖い・表面的な浄化や癒しでは解決しない

こんな時におすすめ
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特に日本は結構そういうのに慣れ親しんでいるから、その習慣とか枠組みからブレイクスルーするっていう意
味で、ここに居たらいいのですよっていう標準が、“歓喜と至福”のバイブレーションなんです。
だけどやっぱり自分たちの今まで慣れ親しんだ枠組みの中で、思考も感情も、いろんな反応が私たちの中でパ
ターン化していますよね。そのパターンを本当に脱却するのが、この春からのアセンションのプロセスですご
く大事なポイントなのです。
H：歓喜と至福の瞑想とかってあったら、やりたいなー。
K：そうだねー本当だね！あと身体を動かすのも良いね。ハートだけじゃなくて骨盤とかも動かせるような。お笑
いヨガって無かった？ヨガしながら笑うやつ。
H:あるあるラッフィングヨガ。あっはっはっはっは！ってやるやつ、知ってる？
S:へ～～～！
K：例えばそういうのとか。笑うのが良いよね。
H:あと私至福のところで思ったのは、ソウルフードを食べるのはいいですよね。私
大阪だから、うどんとか、お好み焼きを食べたくなるわけ。
S:へーそうなんですか！
K:うん、だから自分にとってのソウルフードね。人によってはお好み焼き、人によっ
てはサラダ大盛りとかね。ハンバーグでも良いわけよ。自分にとってワクワクする

食事がソウルフードだから。お腹空いて食べた時あ～
～ってなるやつ。
H:それにすごく気持ちが入っているお料理。そういう気持ちが伝わってくるようなも
のを食べるとハートがこうふわっと開くような感じがする。
K:そういうのを探すのも良いね。あと食べ物以外だと本田健さんの新刊「読むだけで心
がラクになる22の言葉」とかね。そういう気持ちを転換させてくれる本を読むのも良い。
S:外側から、そういうエネルギーを持っているのを取り入れる？
K：取り入れるのも、大事。自分で頑張って、そうやって努力したらもう至福とか歓喜
じゃないからね。あははは、そうそうそう努力じゃないのよ。
H:私マッサージかな。
K:うん人によってポイントがあると思うのね。絵を描くこととかでも。
最後にまとめると、

①歓喜と至福で過ごそうとしているけれど、思わぬ何かが起こって撃沈しちゃいました。
②そしたらまず撃沈したことを認めます。
③認めて、自分自身を抱きしめてあげる。
④その後に、未来を変えるのは自分だから、どんな未来を私は生きるの？っていうその選択肢を、自分に与えてあげる。
⑤私の未来は自分で選ぼう。
⑥そうして好きなものを自分に与えてあげる。

それが日々を歓喜と至福で過ごすシンプルな方法ね！

「読むだけで心がラクになる
22の言葉」　本田健 著

慌ただしい毎日の中で自分で変わる、自分を変える
定期遠隔伝授グループセッション

時間や場所を気にすることなく、癒しと解放を受け取り
あなたの閉ざされていた扉を開く

沖縄にて開催！
歓喜と至福のバイブレーション活性化セレモニー
【日時】2012年４月9日（月）　19：00～21：00
【会場】レインボーエンジェルス沖縄店　【参加費】１人：5,000円／２人：9,000円
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満月満月

ダイアモンドライトボディの活性化
～カー経路の周波数を上げる～
　　　PM11：11～12：11時間

アセンションのプロセスが加速する中、人類にとって最も必要なことがあります。あ
なたのバイブレーションを上げ続けて、持続することです。バイブレーションを上げ
ることで、あなた自身の意識がピュアーな状態で目覚めていきます。ダイアモンドラ
イトボディのアクティベーションは、あなたのスピリチュアル体（精神体）をよりクリアーにして、スピリチュアル体に
流れているК―（カー）経路の周波数を上げていきます。К―経路は、あなたの不老不死の光りの体であるライトボ
ディを目覚めさせ、肉体レベルにおいてもバイブレーションを上げて、より意識が高まって、目覚めた状態を可能に
します。そうすることにより、肉体レベルに高次のハイアーセルフを招き入れ、地球上であなたの最も崇高な体験を
選び続けることができるようになる方向へと導かれます。

New！

レインボードラゴン
～純粋な意識を楽しむ～
　　　PM10：10～11：10時間

あなたが自分自身の天才性と周りの天才性を輝かし、わくわく豊かなバイブレーションで
日々を満喫し、レインボードラゴンと「永遠の今の今」を生き続けるために共同創造して
いきます。穴口恵子のもとに2008年の夏に沖縄滞在中に首里城で現れたレインボード
ラゴンがあなたと繋がって、今ここに生きる人生をわくわく楽しく、幸せのバイブレーショ
ンを毎日感じ続けがら、あなたの地球タイムの夢や希望を実現していくサポート。2012年を超えて、輝く豊かな未
来を今ここにある瞬間、瞬間の連続を新鮮で純粋な意識を楽しむことを分かち合うことをレインボードラゴンが教
えてくれます。穴口恵子がいつでも誰とどこにいても楽しめる究極の秘伝のひとつがレインボードラゴンと繋がっ
て、一瞬、一瞬の今を生きているところにあります。そして、わくわく豊かなバイブレーションでいることで、人生に
必要なゆたかさを惹き付ける磁力を養います。

New！

新月新月

アバンダンティア
アバンダンスレイ遠隔伝授

ローマ神話の女神アバンダンティアには、人々が眠っている間に、自らの角を切り落とし、お
金と穀物を分け与えたという言い伝えがあります。この言い伝えから、アバンダンティアが「豊
穣」のシンボルとされるようになりました。 日本人に特有の、受け取らず、与えることが良いと
いった美徳がありますが、それは真実ではありません。この世界十分な豊かさに満ちています。ヒーラーやライト
ワーカーには、「受け取ることへの抵抗」がある方も多くいます。しかし、それは調和を崩しトラブルを招きかねませ
ん。大切なことは、十分に受け取り、十分に与えることなのです。アバンダンティアは、お金や成功、繁栄や幸運、天
職との出会いなど、すべての豊かさを与えてくれます。

新月新月

サナトクマラ遠隔伝授

穴口恵子がサナトクマラに出逢ったのは、2001年にサウンド・チャネラーであるトム・キャニオン
を極秘で鞍馬山にお連れして、奥の院にてサナトクマラに出逢いました。それ以降は、私自身の
人生のアセンデッドマスターのメンターのひとりとして、迷いや疑いや不安や恐れというネガ
ティブな思いや感情をクリアーにして、明晰な意思決定を行うことをサポートしてくれています。サナトクマラは金
星の愛と美と神聖さの幾何学を私たちに与えてくれ、本来の私たちの光の存在として輝く自分を取り戻すために、
幻想を断ち切る役目をしてくれています。パワフルなエネルギーであなたを真実の光へと導きます。

●お申し込みした時から、遠隔グループセッションのプロセスもスタート、起こる出来ごとに注目して
　おきましょう。
●遠隔グループセッション中は横にならずに椅子などにかけてリラックスした状態で過ごす。
●遠隔グループセッション中に否定的な感情などが湧いてきたら、その感情をしっかり感じてみましょう。
●遠隔で行われていても受け取れる事を信頼してみましょう。
●お申し込みをしてから、音声を受け取り実際に聞くまで、流れに身を任せてみましょう。

ぞろ目ぞろ目

遠隔グループセッションをしっかり受け取るための5つコツ

なにを受けても不信感がある・もっと高次元と繋がりたい・まだまだ上があると思ってしまう・肉体
のワークなどがうまく取り入れることが出来ない・感情が追いつかない・マインドの罠から逃れら
れない・未来の自然災害など今後が心配

こんな時におすすめ

欠乏意識が強い・お金を受け取ることに抵抗がある・チャンスをつかむのが苦手・受け取る価値が
ないと思う・自己否定・自己信頼がない・成功することへの恐れ・人と違う事に恐れがある・自分の
才能を認められない・変化への恐れがある

こんな時におすすめ

頭の中が混乱している・不安や恐怖が湧いてくる・人生の危機感を感じている・問題の渦に巻き込ま
れている・自分が自分でないような感覚がある・不自由で仕方がない・人生が好転しないと思っている

こんな時におすすめ

物事の問題面に囚われる・人を羨ましいと思ってしまう・頑張らないといけないと思ってしまう・人
とかかわることが苦手・子供のころの傷が深い人・インナーチャイルドの癒しが必要

こんな時におすすめ

時間 PM11：11～12：11

時間 PM11：11～12：11

開催日程&Q&Aは次ページへ▶
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2012年４月～６月の定期遠隔伝授グループセッション開催日程

満月満月

ぞろ目ぞろ目

新月新月

４月７日（土）、５月６日（日）、６月４日（月）

４月２１日（土）、５月２１日（月）、６月２０日（水）

４月４日（水）、５月５日（土）、６月６日（水）

【参加費】 15,000円　オプションCD付き＋1,500円
遠隔にて行うセッションですので、国内外どこでも受け取っていただけます。

①選ぶ
お好きな遠隔伝授を
お選びください。

②お申込 ③事前メール ④実施日 ⑤音声配信

ＣＤをご注文されていたる方には2週間以内にお届けいたします。ＣＤをご注文されていたる方には2週間以内にお届けいたします。遠隔伝授セッションの流れ遠隔伝授セッションの流れ

HＰ、お電話にてお申込
下さい。お申込み締め
切りは実施日より5営
業日前となります。

事前にテキスト送付が必
要な遠隔伝授の場合、3
営業日前までに送付い
たします。

当日は指定の時間にな
るべくリラックスして受
け取っていただけるよう
にお勧めしています。

実施日より7営業日
以内にメールにて
音声ファイルをお
届けいたします。

Q.遠隔伝授セッション中、穴口恵子自身はどのような感覚なんですか？
A.遠隔伝授セッションを始めるとき、参加者のリストを読み、このセッションを受け取る方のハイヤーセルフが
シールドされた空間へやってきます。そして、1時間そのハイヤーセルフに対してメッセージを伝えたり、必要
なヒーリングやクリアリングなどを行っていきます。

Q.遠隔セッションと実際のワークショップでメッセージを伝えたり
　  ヒーリングを行ったりするのに違いはありますか？
A.違いは、肉体をもった人を対象にしているか、肉体がない人が対象かの違いです。
Q.違いはそんなにないのですか？
A.実はそんなになく、遠隔セッション中はハイヤーセルフを相手にワークショップを開催しているという感覚な
のです。

Q.ということは、この遠隔伝授セッションはリアルにワークショップを受けているのと
　  参加者としては特に変わりがないということですか？
A.はい。特に変わりはありません。後日音声にて当日の様子を受け取っていただくという形が違うだけです。
Q.申し込みをしていなくてもそのグループセッションに参加したいと意思決定したら、
　  その方のハイヤーセルフがそのグループに参加することはないのですか？
A.それはできません。ワークショップ会場に扉があり壁があり、他の方が許可なく入ってこれないように遠隔
セッション中は場がしっかりシールドされていて、参加申し込みをしていない人のハイヤーセルフが参加する
ことはできません。

Q.よく、何も感じないという方からご質問をいただいたりするのですが？
A.ひとそれぞれ受け取り方が違うので、リアルタイムで感じる方もいますし、全く感じない方もいます。大切なの
はちゃんと受け取れると信頼しておくことです。何事も疑いがあるとちゃんと受け取れないですよね。
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[Line up] 

特別遠隔伝授ってどんなことをやるの？そんなあなたにおすすめ！
これまでに穴口恵子が行った聖地からの遠隔伝授を、もう一度受け取って頂けます！
遠隔伝授当日、穴口は聖地から参加者の方のハイヤーセルフと繋がりそこに大きなエネルギーのボル
テックス（うず）が生まれます。そのエネルギーは強力に参加者に働きかけ、ご自身でワークを行わなくて
も自動的にエネルギーを受け取ることが可能です。

今回ご紹介する音声CD＆データには、その当日のヒーリングやアクティベーションのエネルギーが入って
います。伝授中に降ろされたワークやメッセージも入っていますので音声を聞きながら自分自身でワーク
を行うことで、エネルギーを受け取っていただけるのです！

●「ワンネス」特別遠隔グループセッション

シャスタ山の光の地下都市シャンバラ 
最高神官アダマからのハートの真実へ還る！

2012年は世界の聖地から特別遠隔イヤー！

●「マヤ時間を外した日-The day out of time-」特別遠隔グループセッション

2012年を超えた、
愛と至福と奇跡の人生を創造する叡智を受け取る

●「アセンションマスターキーを受け取る」特別遠隔グループッション 

ハワイ・オアフ島から
～ハワイ王族の生誕の地からレムリアの神官と繋がる～

●「地上に天を創造する」特別遠隔グループセッション

インド・バンガロール・ピラミッドバレーから
～あなたが世界の創造主となるときが来ました～

●「マニフェステーション」特別遠隔グループセッション

カリフォルニア・ラグナビーチから
～宇宙と地球とひとつなり真実のマスターとして、魂の使命を具現する！～

価格：各7,500円（音声CD）、6,000円（ダウンロード版）
商品の詳細・ご購入はこちらから▶http://www.keikoanaguchi.com/goods.html

自宅に居ながら気軽に受け取れる、大人気の遠隔伝授グループセッションはあなたが受け取りたいことの
前に徹底的に不必要なブロックを解放していきます。定期的に開催していますので、受けたいと感じたらそ
れがタイミング！ぜひご自身の状況に合わせて受け取ってみてくださいね。
詳しい情報は http://www.keikoanaguchi.com/EK.html をチェックしてくださいね！
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誰もが持っている才能や能力、可能性を開くサポートをするために、穴口恵子がRAたちと共同創
造し、体系化したレインボーエンジェルセラピーⓇ認定コース。
集中コースでは、わずか２日間でベーシック・アドバンス・マスターコースを学ぶ事が出来ます。

わずか2日でエンジェルセラピストに！あなたの内なる天才性と無限の可能性を開く認定コース

日時

会場

料金 100,000円　ベーシック＋アドバンス＋マスター　
  74,000円　アドバンス＋マスター　
  44,000円　マスター

【開催日】2012年6月9日～10日（土・日）　【開催時間】 2日間 10:00～20:00
ベーシック　9日 10:00～17:00
アドバンス　9日 18:00～20:00、10日 10:00～14:00
マスター　10日 15:00～20:00
スタジアムプレイス青山　901号室

★集中コース参加者の声★
このコースに参加して、自分に自信がつきました。自分の持っている可能性を信じることができた。漠然としたも
のが明確になってすっきりすることができました。このコースでは辛い思いをしなくても自分をクリアにできまし
た。何よりも自分自身を浄化できる！もう疲れをため込まないということを受けとり、日常で活かせそうです。今ま
で一番学びのある内容でした。もっと自分になれそうです。ありがとうございました。
女性　Aさん

自分らしくあること、直感に従っていいということ、リーディングは誰にでもできるということを学びました。とに
かく楽しく参加できました。自分が受け取ったエネルギーで人を癒せることができるようになったので、今後も活
かしていこうと思います。恵子さんの明るさで、こちらもHappyな気持ちになりました。とにかく楽しく学べまし
た。ありがとうございました。　女性　STさん

セラピーをやっていくという自信ができました！意図を受けとることができました。今までずっと何年間もイメージ
しか湧いてなく、実行できなかった事を踏み出せたのでとてもよかったです。２日間でしたが、とても自分が満足
できました。今後の為に全部必要だったからこれからもとても役に立ちそうです。大変感謝しています。感謝しき
れないほどです。　女性　無記名

※ベーシック・アドバンス受講済みの方は、アドバンスまたはマスターからの参加が可能です。
　ベーシックのみの受講は出来ませんので、ご了承ください。

※レインボーエンジェルセラピーⓇ集中コース修了後は、ティーチャーコースへの参加資格が得られます。

アドバンス
●肉体のヒーリング
●ローズぺタルヒーリング（感情）
●肉体と感情のヒーリングの応用
など

マスター
●アカシックレコードリーディング
●マジックミラーリーディング
　（ソウルリーディング）
●レインボーエンジェルセラピーⓇ

　を応用したセッションの仕方
●セラピストとして独立するには？
など

【集中コース内容】

ベーシック
●レインボーエンジェル（RA）とは 
●RAを呼ぶ方法 
●あなたのガイドと出会う方法 
●虹の光の柱のヒーリング 
●クリスタルを使ったヒーリング 
●MY RainbowAngel Cards の作成
●レインボーエンジェルカードリーディング 
など

コース修了後、課題を提出すると、
レインボーエンジェルセラピスト
として認定証が発行されます。

穴口恵子がレインボーエンジェル（以下RA）と出会ったのは1997年のこと。
ペルーの聖地・マチュピチュでコンタクトを取ってきたRAたちは、そこから現在までの15年間、穴口
恵子のあらゆる夢や希望の実現をサポートしてきました。
出会った当初に思い描いていたスピリチュアルショップのオープン、国内外で
の様々なイベント開催、海外のスピリチュアルリーダーとの共演、本の出版…
そして2011年11月11日という特別な日、RAと出会ったマチュピチュの地で、
世界中からスピリチュアルリーダーが集う国際会議にゲストスピーカーとして
招かれるというスペシャルな現実をもたらしたのです。

でもそのようなサポートは、何も穴口恵子だけにもたらされるものではありません。実はRAたちは、
いつも私たち１人１人のそばにいるのです。私たちがどんな状況でどんな思いを抱えていようと、無
判断に、無条件の愛と信頼で、私たちのサポートができるチャンスを待ち構えています。それを受け
取るかどうかは、私たち自身に委ねられているのです。

今までずっと憧れていたけれど、勇気が出なくて一歩踏み出せずにいたこと
過去の傷や痛みから、自信をなくして諦めていたこと
しなければならない事に追われて、後回しにしてきた本当にやりたいこと

そういったあなたの夢や希望を、もうあなた１人で抱え込むことなく、
RAたちのサポートを受け取りながら実現させていきませんか？
RAはその虹の光の魔法であなたのサポートができる機会をいまかいまかと待っています。

【大阪】2012年3月26日（月）19：00～20：30　　　レインボーエンジェルズ大阪店
【東京】2012年5月29日（火）19：00～20：30　　　コズミックビジョンスペース2　　　　3,000円

Ⓡ
認定コース認定コース

Ⓡ

2012年は1回のみの開催！
ワクワク・キラキラ　あなたの毎日が虹色にきらめくエンジェルの魔法！！

Rainbow Angel TherapyⓇ CourseRainbow Angel TherapyⓇ Course

レインボーエンジェル　マジカルストーリーレインボーエンジェル　マジカルストーリー

レインボーエンジェルのことをもっと知りたいあなたに！
★選べる３つの体験方法★
①初開催！レインボーエンジェルセラピーⓇ　イブニングイベント
穴口恵子が直接、RAについてお伝えします！RAの誘導瞑想や簡単にできるエンジェルワークなど、
セラピー初心者の方も安心して楽しくご参加頂けるイベントです。

日時【東京】2012年4月24日（火）14：00～ 15：30、4月27日（金）19：00 ～20：30　　　  コズミックビジョンスペース2
【大阪】詳細決まり次第、RA認定ティーチャーのページにてお知らせいたします。　　　　　1,000円

②【東京・大阪開催】レインボーエンジェル　ミニ瞑想会
レインボーエンジェルセラピストが、実際のコースで学ぶ手法を用いてRAの瞑想を行い、必要な
メッセージをお伝えします。コースを体験したセラピストから生の声が聴ける機会です！

③無料プレゼント中♪レインボーエンジェルセラピーⓇ　ミニレッスン
メールを登録するだけで、RAのミニレッスンを体験できます。毎日の中にエンジェルと楽しむエッセ
ンスが満載♪下記のHPからご登録くださいね！

料金

http://www.keikoanaguchi.com/ratminilesson.html

日時 会場
会場

会場

料金



Dolphin Star Temple
Mystery School Japan
Dolphin Star Temple
Mystery School Japan

アメリカの聖地シャスタ山にある「ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール」は、一人一人がマスターとして生きてゆ
くことをサポートする人生の学校です。その教えを日本に伝えるために設立されたのが「ドルフィンスターテンプル・ミステ
リースクール ジャパン」です。透視・直感・透聴などの超感覚を使ってヒーリングとリーディングを実践したいと思っている
方、自己への深いヒーリングと浄化を促し、より最善最高の人生を送りたいと思っている方など、どなたでもご参加頂けま
す。最高の自己実現をしていく人（＝マスター）として生きるチャンスは誰にでもあります。全脳や超能力（透視・透聴など全
感覚が開かれた状態）を使って、人生の苦しみや恐れとなる根源からの原因を解放し、あなたの最高の人生を現実化する
ことができるようになります。

ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール ジャパン

http://www.dstjapan.com/

豊かな人生を実現させるスピリチュアル学校

光の家族のみなさまへ、

校長・穴口恵子

虹色の光が降り注ぐ春が訪れました。

待ち望んでいたチャンスがあなたの目の前にあることに気づいてあげましょう。
あなたのあらゆる人生の体験が今のあなたがこの地上で最も生かされる時となりま
した。過去からでなく、あなたの未来からチャンスが与えられていることに気づき、あ
なたの未来の存在が今のあなたを応援しているのです。

過去はあなたが何者であるかに気づくために体験してきた贈り物です。そして、未
来はあなたが何者であり、一瞬、一瞬をどう生かすかを教えてくれているのです。
意識をどんどんと広げて、目覚め続けて、自分を生かす時代が到来したのです。

2012年の春は、あなたが最も崇高な自分に出会うチャンスが訪れています。ドルフィンスターテンプルでは、あ
なたの崇高なあなたである、ハイアーセルフとひとつとなって今を生きることをサポートしていきます。この春も
あなたが更にあなたとして目覚め続ける決意とともに、あなたのハイアーセルフとひとつとなって、未来のあな
たからの贈り物を手にしましょう。

ドルフィンスターテンプルミステリースクールジャパン　校長　穴口恵子

○ 自分の存在の意味を知りたい方
○ 五感以上の感覚を広げていきたい方
○ カルマ・トラウマを解放したい方
○ ハイヤーセルフと繋がりたい方
○ 自分が持つ無限の可能性を実感したい方
○ 宇宙のエネルギーと共にある人生を持ちたい方
○ 人のエネルギーを受けやすく、それを克服したい方　など

コース修了後、ご自身の変化への驚きや喜びをぜひご体験ください！

ドルフィンスターテンプルは、こんな方にオススメです

初めての方、気軽に
スピリチュアルを
体験したい方は　

初めての方、気軽に
スピリチュアルを
体験したい方は　

▶P.42へ

○ 繰り返すパターンを手放したい方
○ ヒーラーになりたい方
○ 自分をもっと愛したい方

ドルフィンスターテンプルミステリースクールでは、個人の自由意思と魂の成長を何よりも尊重しています。
支えあい励ましあう仲間・講師は、コース中における成長のプロセスでの何よりの気づき・ギフトとなるでしょう。
カリキュラムは、『透視コース（Full Sensory Perception）』1～3、そして上級の『マスタリーコース（Pleadian 
Lightwork Intensives）』へと進むことができ、あなたの最高・最善の人生を現実化していきます。

コースについて

★コースカリキュラム★

透視コース（FullSensoryPerception）

FSP3 FSP4

インナーチャイルドセラピスト養成コース

多次元ヒプノセラピスト養成コース

アシスタント
ティーチャーコース

PLI
前半後半 PLI2 PLI3

ティーチャー
コース

マスタリーコース（PleadianLightworkIntensives）

FSP2FSP1
※要PLI1

http://www.dstjapan.com/
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ドルフィンテンプル・ミステリースクール関連商品のご案内 ※ご自身で変容を遂げ、成長していくことをサポートいたします。

■ 既刊本
ドルフィンの教科書！

アモラ・クァン・イ
ンの代表作。カル
マの残留物やエネ
ルギーのブロック
を一掃し、光の体
とつながる「カー
経路」を開くなど、
プレアデスの光の
使者から直接あな

たへ送られる、「癒し」と「覚醒」の
ワークブックの決定版。
『プレアデス　覚醒への道』
2,940円（内税）/著者：アモラ・クァン・イン
鈴木純子訳/太陽出版刊　

一冊まるごと
チャネリングメッセージ＆ワーク！

アモラ・クァン・インの
最新日本語訳。アモラ
によってチャネリング
された情報や、ワーク
の内容が満載！スピリ
チュアルな目覚め、気
付きをうながしワンネ
スの流れへと導かれ
るでしょう。

『プレアデス～神聖な流れに還る～』
3,014円（内税）/著者：アモラ・クァン・イン/
訳：別府はるみ/監修：穴口恵子/
ナチュラルスピリット刊

魂が地球へたどり着くまでの行程を
分かりやすくまとめてます。

創始者アモラ・クァ
ン・インがチャネリン
グにより綴った、宇宙
と人間の魂（スピリッ
ト）の関わりを紐解い
た一冊。チャネリング
されたプレアデスの
光の大天使”ラー”が
語る、金星、火星、マ

ルデック、地球の進化の物語です。
『プレアデス　人類と惑星の物語』
2,730円(内税)/著者：アモラ・クァン・イン
訳：鈴木純子/太陽出版刊

②「ドルフィンスターテンプル・ミステリースクールの教え」
2,940円（内税）/ファシリテーター穴口恵子
③「ハイヤーセルフと繋がる誘導瞑想」
2,940円（内税）/ファシリテーター穴口恵子

ご購入は、ショップ「レインボーエンジェルズ」http://www.rainbowangels.jp/　まで

①「ワンネス・メディテーション」
2,940円（内税）/ファシリテーター穴口恵子

④「MANIFESTATION」マニフェステーション「現実化」のための誘導瞑想
2,940円（内税）/ファシリテーター穴口恵子
⑤「ダイヤモンド・ライトボディの活性化」
2,940円（内税）/ファシリテーター穴口恵子
⑥「両親との関係をクリアし、スピリットの母や父との結びつくための瞑想」
2,940円（内税）/ファシリテーター金谷せいこ
⑦「虹色の炎の瞑想」
2,940円（内税）/ファシリテーターＭＩＫＡ
⑧「十三チャクラの瞑想」
3,990円（内税）/ファシリテーターハル

■ 手法を用いた瞑想CD（日本語版）

セルフスタディ・アイテム

『プレアデス タントラ・ワークブック
　─性エネルギーを通して魂に目覚める─』
3,014円（内税）／著者：アモラ・クァン・イン
訳：別府はるみ／監修：穴口恵子
ナチュラルスピリット刊

たくさんの知識や
ワーク内容の伝授。

タントラとは、人々のＤ
ＮＡに埋め込まれた、生
存と創造における「性エ
ネルギー」を通して魂を
目覚めさせ、覚醒を促し
ていく、最強のツールと
なります。アモラ・クァン・
インが提唱する覚醒の
ためのタントラワーク

は、精神と肉体の両方からアプローチ。

●① ●② ●④

●⑤

●③

ⓒ武重到

●⑥ ●⑦ ●⑧
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※認定コースFSP4までを終了された方々は、アメリカのカリフォルニア州の本校から認定ヒーラーそしてミニスター（神官）の資格が授
与され、日本国内のみならず、海外での活躍の扉が開かれます。

このプログラムは、ワンネスへの帰還を目的とし、スピリチュアルな成長を加速させることを目指します。
そのため、透視（＝感覚を超えて知ること）を行えるようすべての感覚機能を開き、ガイダンスをハイアー
セルフから受け取りながら、マスターとしての自己の本質を人生と現実社会で実現化させていきます。

FSP1

■ 透視コース　Full Sensory Perception（FSP）

全10日間
● 全感覚機能に繋がり、穏やかな変性意識状態での透視方法
● グラウンディングの方法
● オーラの浄化とオーラの境界線を築く方法
● ハイアー・セルフと繋がりメッセージを受け取る方法
● ハイアー・セルフと肉体を融合する方法
● 顕在意識レベルで行う7つのチャクラへの透視方法
● チャクラの浄化とヒーリングの方法
● 異質なエネルギーや寄生体を浄化する方法
● 不必要な契約、信念体系や価値観を解放する方法
● カルマを作らずに論理的に透視やヒーリングを行う方法
● 魂のクリアリング＆ブラックホールのヒーリング
● 様々なチェンバー（空間）を活用して、浄化、ヒーリング、スピリチュアルな覚醒を行う方法　　ほか

日時

料金

会場

【東京週末コース】

コースのご案内

光の空間の設定やグラウンディングの方法、オーラの見方やチャクラ浄化など、スピリチュアルスキルの
基礎を学びます。顕在意識レベルのリーディングやヒーリングを通して、顕在意識で認識している自分の
パターンを解放し、ハイアー・セルフとのつながりを体感します。

遺伝的なレベルや過去世レベルのトラウマをはじめ、最終的に根深く残っている問題の原因にリーディング
とヒーリングを行います。魂からの全感覚機能の解放を学び、その結果、あなた自身が神意識に目覚めた存
在、マスターとして最高最善の人生を現実化できるようになります。

FSP3

全8日間

●性格のリーディング・ヒーリング 
●黒魔術のクリアリング 
●過去世のリーディング・ヒーリング方法
●遺伝子のクリアリング

●ブループリント（青写真）のリーディング方法
●ソウル・リカブレーション（再活性化）
●現実化のための7チャクラ
●テレパシック・超聴覚のチャネル

潜在意識からの解放・浄化を促し、顕在意識と繋がる部分から無意識層まで強力にクリアリング。潜在意識、
アストラルや多次元レベルでのリーディングとヒーリングを行い、自分でも気づいていなかったパターンや
信念などを明らかにして癒し、深いレベルでの肉体とハイアー・セルフの融合を可能にします。

FSP2

日時

料金
講師
会場

随時受付 【対象】FSP受講生・卒業生
東京・大阪・九州 他（お問い合わせ下さい）
金谷せいこ、MIKA、叶充代、ハル、添田さおり、樋口貴子
16,800円（60～90分）／21,000円（120～180分）

フォローアップリーディング
FSP1～PLI2の内容を、講師がマンツーマンでサポートするシステムです。コース中や修
了後、理解を強めたい部分に焦点をあて、講師が生徒のハイアーセルフとつながりリー
ディング、そのガイダンスに従い伝授していきます。卒業生・受講生はどなたでも受講可能。

4月7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）、
5月12日（土）、13日（日）、26日（土）、27日（日）、
6月9日（土）、10日（日）
10:00～18:00　※全10日間
190,000円（税込） 
※再受講 95,000円（税込）
コスミック･ビジョン･スペース2（中目黒）他  

日時

料金

会場

【大阪週末コース】
4月14日（土）、15日（日）、28日（土）、29日（日）、
5月19日（土）、20日（日）、
6月16日（土）、17日（日）、30日（土）、7月1日（日）
10:00～18:00　※全10日間
210,000円（税込）
※再受講 105,000円（税込）
レインボーエンジェルズ大阪店　他

日時

会場
料金

【沖縄集中コース】
6月15日（金）、16日（土）、17日（日）、29日（金）、
30日（土）、7月1日（日）、14日（土）、15日（日）、
16日（月・祝）
10:00～18:00　※全9日間
188,000円（税込）
宜野湾市内予定 ※確定し次第、参加者へご連絡いたします

●潜在意識レベルで行う、7つのチャクラのリーディングとヒーリング方法
●無意識レベルでのリーディングとヒーリング方法
●顕在意識と潜在意識を繋ぐブリッジのリーディングとヒーリング方法
●アストラル体のリーディングとヒーリング方法
●アセンションビーム（光線）のヒーリング方法
●内なる女性性・男性性のリーディングとヒーリング方法
●インナーチャイルドのヒーリング方法

日時

料金

会場

【東京平日コース】
4月11日（水）、12日（木）、25日（水）、26日（木）、
5月22日（火）、23日（水）、
6月5日（火）、6日（水）、19日（火）、20日（水）
10:00～18:00　※全10日間
190,000円（税込）
※再受講 95,000円（税込）
コスミック･ビジョン･スペース2（中目黒）他  

日時

料金

会場

【福岡週末コース】
4月7日（土）、8日（日）、21日（土）、22日（日）、
5月5日（土）、6日（日）、19日（土）、20日（日）、
6月2日（土）、3日（日）
10:00～18:00　※全10日間
220,000円（税込）
※再受講 110,000円（税込）
福岡市内予定 ※確定し次第、参加者へご連絡いたします

日時

料金

8月22日（水）、23日（木）、29日（水）、30日（木）、
9月12日（水）、13日（木）、10月3日（水）、4日（木）、24日（水）、25日（木）、
11月7日（水）、8日（木）、21日（水）、22日（木）、
12月5日（水）、6日（木）、19日（水）、20日（木）、
2013年1月9日（水）、10日（木）
19：00～22：00 ※全20日間
190,000円（税込） （7月17日までのお申込）
200,000円（税込） （7月18日以降のお申込）
コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）他 

【東京平日夜コース】
日時

料金

会場

4月7日（土）、8日（日）、21日（土）、22日（日）、5月26日（土）、
27日（日）、6月9日（土）、10日（日）、23日（土）、24日（日）
10：00～18：00　※全10日間
210,000円（税込）
※再受講 110,000円（税込）
名古屋市内予定 ※確定し次第、参加者へご連絡いたします

【名古屋週末コース】
日時

料金

会場

9月25日（火）、26日（水）、10月16日（火）、17日（水）、30日（火）、
31日（水）11月13日（火）、14日（水）、27日（火）、28日（水）
10：00～18：00　※全10日間
190,000円（税込） （8月26日までのお申込み）
200,000円（税込） （8月27日以降のお申込み）
※再受講 100,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース2　その他の会場予定

【東京平日コース】
日時

料金

会場

9月15日（土）、16日（日）、17日（月・祝）、10月6日（土）、7日（日）、
8日（月・祝）、10月13日（土）、14日（日）、27日（土）、28日（日）
10：00～18：00　※全10日間
220,000円（税込） （8月14日までのお申込）
230,000円（税込） （8月15日以降のお申込）
※再受講 115,000円（税込）
広島市内予定 ※確定し次第、参加者へご連絡いたします

【広島週末コース】
日時

料金

会場

9月8日（土）、9日（日）、29日（土）、30日（日）、10月20日（土）、
21日（日）、11月3日（土）、4日（日）、17日（土）、18日（日）
10：00～18：00　※全10日間
210,000円（税込） （8月7日までのお申込み）
220,000円（税込） （8月8日以降のお申込み）
※再受講 105,000円（税込）
レインボーエンジェルズ大阪店　他

【大阪週末コース】
日時

料金

会場

9月15日（土）、16日（日）、17日（月・祝）、9月28日（金）、
29日（土）、30日（日）、10月6日（土）、7日（日）、8日（月・祝）
10：00～18：00　※全9日間
210,000円（税込）
宜野湾市内予定 ※確定し次第、参加者へご連絡いたします

【沖縄集中コース】
日時

料金
会場

日時

料金

会場

9月1日（土）、2日（日）、22日（土）、23日（日）、10月13日（土）、
14日（日）、27日（土）、28日（日）、11月10日（土）、11日（日）
10：00～18：00　※全10日間
190,000円（税込） （7月31日までのお申込）
200,000円（税込） （8月1日以降のお申込）
※再受講 100,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）他 

【東京週末コース】

4月17日（火）、18日（水）、5月29日（火）、30日（水）、
6月12日（火）、13日（水）、26日（火）、27日（水）
10：00～18：00　※全8日間
190,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）他

【東京平日コース】
日時

料金
会場

11月24日（土）、25日（日）、12月8日（土）、9日（日）、
2013年1月5日（土）、6日（日）、19日（土）、20日（日）
10：00～18：00　※全8日間
180,000円（税込）（10月23日までのお申込）
190,000円（税込）（10月24日以降のお申込）
※再受講 105,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）他

【東京週末コース】
日時

料金

会場
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【対象：FSP1以上の修了者】 ※推奨：FSP2以上の修了者

● カー経路の活性化
　 （16の経路を開き、ハイアーセルフのエネルギーと繋がる）
● 聖なる流れのマトリックス
● ハイアーセルフ、宇宙・地球のクンダリーニの活性化
● ドルフィンムーブ
● 神経系のヒーリング
● 骨髄液のトリートメント

PLI 1：『カー・アクティベーション』

※このPLI1は、アメリカ本校で1～3のレベル設定をしているコースです。日本では、1～3全レベルが前半と後半での受講となっており、
　同年に前半・後半を合わせてご受講いただきます。

● デ・パターニングとリ・パターニング（自分の固執したパターンを解放する）
● DNAのクリアリングと脳骨髄液の活性化
● ドルフィンスターリンキング
　　エネルギーボディーの青写真を再構築し、惑星レベルの繋がりを構築する
　　ことにより、惑星間のコミュニケーションをとる
● アセンブリッジ・ポイント（個の進化を司るエネルギーのポイント）のシフト
● 全脳の活性化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

（ （

地球と共に覚醒していく方法をマスターし、カー経路の活性化を行う方法を学びます。カー経路を活性化
させる大いなるイニシエーションにより、ライトボディーを覚醒させます。

古代レムリア、アトランティス、エジプトの神殿において伝授されていた古代の叡智を、現代社会にマッ
チしたヒーリング手法で学びます。キリスト（神）意識と肉体を統合し、地球とともに覚醒して生きる方法
をマスターします。

■ マスタリーコース　Pleadian Lightwork Intensives（PLI）

【対象：FSP2、PLI1の各コース修了者】

● 細胞のリコネクションヒーリング
● 魂のマトリックスの再構築
● 魂のマトリックスとエネルギーボディとのつながりを構築する
● カーのポイントと経絡のポイントをつなぐ
● ドルフィンムーブ

● 目の神経のトリートメント
● 体と神経の活性化（ハンズオンヒーリング）
● ドルフィンスターリンキング（ハンズオンテクニック）
● 多次元的ホログラフィックヒーリング　他

PLI 2：『カー・アクティベーション』
6次元のチャクラシンボル、9次元の光の柱、13の地球のチャクラと繋がり、6次元と9次元のハイアー
セルフのエネルギーの活性化する他、魂のヒーリングにより、魂と肉体のつながりを強化していきます。

11月3日（土）、4日（日）、12月1日（土）、2日（日）、12月15日（土）、16日（日）、
2013年1月26日（土）、27日（日）、2月16日（土）、17日（日）　
※全10日間　10：00～18：00　
※授業の状況により延長になる場合がございます。　　　　
240,000円（税込）　　　　
コスミック・ビジョン・スペース2（予定）　　　　ＭＩＫＡ

日時

料金
会場 講師

4月14日（土）、15日（日）、28日（土）29日（日）、
5月19日（土）、20日（日）、6月2日（土）、3日（日）、
6月16日（土）、17日（日） 
10：00～18：00　※全10日間
200,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース2（予定）
MIKA

日時

料金
会場
講師

【東京週末コース】前半

日時

料金
会場
講師

【東京週末コース】後半

【東京週末コース】
5月26日（土）、27日（日）、6月9日（土）、10日（日）、6月23日（土）、
24日（日）、7月7日（土）、8日（日）、7月28日（土）、29日（日）　
※全10日間　10：00～18：00　
※授業の状況により延長になる場合がございます。　　　　
260,000円（税込）　　　　
レインボーエンジェルズ大阪店（予定）　　　　ＭＩＫＡ

日時

料金
会場 講師

【大阪週末コース】

8月25日（土）、26日（日）、9月8日（土）、9日（日）、29日（土）、
30日（日）、10月20日（土）、21日（日）、11月17日（土）、18日（日） 
10：00～18：00　※全10日間
200,000円（税込）
コスミック･ビジョン･スペース2（中目黒） 予定
MIKA

7月21日（土）、22日（日）、8月4日（土）、5日（日）、
8月18日（土）、19日（日）、9月1日（土）、2日（日）、
9月15日（土）、16日（日） 
10：00～18：00　※全10日間
230,000円（税込）
警固神社　他（予定）
MIKA

日時

料金
会場
講師

【福岡週末コース】前半

10月6日（土）、7日（日）、8日（月・祝）、10月27日（日）、
28日（土）、11月10日（日）、11日（土）、11月23日（金・祝）、
24日（土）、25日（日） 10：00～18：00 ※全10日間
230,000円（税込）
警固神社　他（予定）
MIKA

日時

料金
会場
講師

【福岡週末コース】後半

※福岡会場もありますので、ご連絡ください。 ※福岡会場もありますので、ご連絡ください。

ドルフィンスターテンプルの講師陣によるスピリチュアル個人セッションです。ドルフィンスターテンプル
の光りの真髄、奥義が、大いなる光の力と共に直接心の内側へ働きかけ、問題解決や状況の変容を促し
ていきます。身体・精神・エネルギーともにバランスを取り、魂の成長のお手伝いをさせて頂きます。

Private Session個人セッションのご案内

なぜ？　どうして？　と誰もが感じ思い悩む状況や問題に、守護霊、守護天使、守護神、ハイヤーセルフからの温かな導きのメッ
セージをお伝えします。普段、コースで手法を伝授している講師がしっかりと個別対応。リーディングのほか、カルマの解除や各
チャクラへの光のエネルギー充電など、心身ともにリフレッシュしましょう！　※遠方の方は電話でのセッション受講が可能です。

ドルフィンスターテンプルの講師陣ヒーラーによる個人セッションです！

【電話セッション用の番号：03-6413-8581（東京）、06-6170-3208（大阪）、092-400-6126（福岡）、096-276-2026（熊本）】 
※遠隔予約時以外は通じません。

【東京】
日時

料金
会場

4月1日（日） Hiroshi
4月4日（水） 金谷せいこ
4月10日（火） 西村今日子※
4月16日（月） あさいようこ
4月21日（土） ＭＩＫＡ

5月5日（土） Hiroshi
5月16日（水） ハル
5月18日（金） 金谷せいこ
5月24日（木） あさいようこ
5月30日（水） 西村今日子※

6月8日（金） 西村今日子※
6月12日（火） ハル
6月17日（日） Hiroshi
6月18日（月） 金谷せいこ
6月29日（金） あさいようこ

12：00～18：00
※ 13：00～18：00
16,800円（60分）
「レインボーエンジェルマジック」
セッションルーム（中目黒）他

4月5日（木） 樋口貴子 12：00～17：00
4月22日（日） 添田さおり 12：00～17：00
5月15日（火） 添田さおり 16：00～18：00
6月18日（月） 樋口貴子 12：00～17：00
16,800円（60分）
レインボーエンジェルズ大阪店 他

【大阪】
日時

料金
会場

4月4日（水） ミッシェル 15：00～17：30
4月18日（水） 叶充代 12：00～18：00
5月11日（金） 叶充代 12：00～18：00
5月21日（月） ミッシェル 15：00～17：30
6月8日（金） ミッシェル 15：00～17：30
6月27日（水） 叶充代 12：00～18：00
16,800円（60分）　　　　福岡市内　予定

【広島】
日時

料金
会場

5月14日（月）　ハル　
12：00～17：30
16,800円（60分）
広島オフィスセンター　予定

【福岡】
日時

料金 会場

エネルギーの滞りを起こさせているインナーチャイルドは何かをリー
ディング。そこから紐解かれていく、今生の体験を元に、時間軸を超
え傷を癒し、統合へと導きます。必要によっては過去生も一緒にリー
ディングし、最終的な統合を目指します。

【遠隔セッション用の電話番号：03-6413-8581（東京）】
※遠隔予約時以外は通じません。
【東京】
日時
料金
会場

12：00～18：00
16,800円（60分）
「レインボーエンジェルマジック」セッションルーム（中目黒）他

■ メニュー１

■ メニュー2

スピリチュアル個人リーディング＆ヒーリングセッション

インナーチャイルドへの
リーディング・ヒーリング

ヒーラーと共に大いなる自己（ハイアーセルフ）を感じ、そのガイダン
スに従い自らの導きによって進む光の透視ヒプノセラピーです。過去
世、出産時など、魂の源の必要な時期に回帰し、インナーチャイルド、
ガイドやハイヤーセルフから必要な情報をもらい癒していきます。自
分自身の魂の内側から受け取るパワフルなメッセージは、あなたを大
きな変化へと力強く促してくれるでしょう。

■ メニュー3
高次の存在と共に行う
「多次元ヒプノセラピー」

【東京】
日時
料金
会場

HP、お電話（03-3791-8466）にてご連絡下さい
25,000円（90分～120分）
コスミック･ビジョン･スペース2（中目黒）他

穴口恵子推奨！

心のメンテナンス！ エネルギーバランスを取る！ 魂まで癒されるスピリチュアル個人セッション

私たちの頭頂にあるカー・テンプレートには、あなたの人生の目的や使命などの情報が
たくさん書き込まれています。そのカー・テンプレートをリーディングし、あなたの使命に
沿った人生の歩みをサポートします。リーディングの後、ドルフィンスターテンプルにつ
いて、また、あなたの肉体にあるカー経路の活性化について、あなたにお勧めのセッ
ションやコースを経験豊富な講師がコンサルティングを行うお得なメニューです。

■ メニュー4 カー経路コンサルテーションリーディング・セッション

日時
料金
会場
ヒーラー

4月4日（水）、21日（土）、5月18日（金）、6月18日（月）　12：00～18：00　
16,800円（カーテンプレート・リーディング60分+コンサルティング30分） 
「レインボーエンジェルマジック」セッションルーム（中目黒）他
金谷せいこ、MIKA

カー・アクティベーション
～カー経路の活性化の個人セッション～
セット価格

対　象

90分のセッションを5回
（ヒーラー2名）　25万円

ご希望の方は、まず、お申込の前に、カー経路
コンサルテーションリーディング・セッションを
お受け下さい。



コースやセッションなど、スクールメニューについてご紹介していきます。ドルフィンスターテンプルのパワフルな誘導瞑想
なども体験できます！ 学校説明会修了後、「ミニリーディングセッション（2,000円/10分）」の開催を予定しておりますの
で、ご希望の方はご参加下さい。

学校説明会（無料）

4月3日（火）19：00～ ハル
5月31日（木）19：00～ Hiroshi
6月18日（月）19：00～ 金谷せいこ
3,000円（税込）　　　　コスミック・ビジョン・スペース2（中目黒）
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ドルフィンスターテンプルの手法を活かした、ワークショップ。一回のワークで自己と深くつながることができ、
これまで感じられなかった感覚を体験できる根強い人気のメニューです。どなたでも楽しく参加できます！

Workshop Information

日時 講師

会場料金

【東京】

4月22日（日）　18：00～　　　　添田さおり
6月18日（金）　19：00～　　　　樋口貴子
3,500円（税込）　　　  レインボーエンジェルズ大阪店

日時 講師

会場料金

【大阪】
5月26日（土）　18：00～　　　　添田さおり
3,000円（税込）　　　  
レインボーエンジェルズ沖縄店　予定

日時 講師

会場
料金

【沖縄】

ワークショップ情報
初めての方も安心してスピリチュアルを体験！　ご自身に起こるさまざまな感覚をお楽しみください！

あなたのオーラは何色でしょうか？　誰でも気軽に参加しオーラを体感できるワークショップです。オーラを見る準備ができ
た後は、瞑想とともにオーラを感じていきましょう。オーラに興味を持っている人におすすめな一回で完結する教室です。

オーラを見る教室■ メニュー1

4月6日（金）　11：00～ 金谷せいこ
5月18日（金）　19：00～ 金谷せいこ
6月14日（木）　19：00～ Hiroshi
ラブオファー（あなたが受け取ったと感じた金額で）
コスミック・ビジョン・スペース2（中目黒）

日時 講師

講師

講師

会場

料金

【東京】

ドルフィンスターテンプルの講師が降ろした「安全に保たれた光の空間」の中、自分自身を深く感じ繋がる瞑想をサポート
します。講師による穏やかな誘導のもと、ご自身の光とエネルギーを体感してみませんか。

スピリチュアル体験★瞑想会■ メニュー2

5月27日（金） 18：00～　添田さおり
3,000円（税込）
レインボーエンジェルズ沖縄店（予定）

日時

会場

料金

【沖縄】
4月6日（金） 14：00～　金谷せいこ
6月27日（水） 19：00～　Hiroshi
3,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース2（予定）

日時

会場

料金

【東京】

ドルフィンスターテンプルの光でシールドされた空間で行うグループヒプノです。安心感を伴う深いリラクゼーションの
中、あなたの魂の内側へと誘っていきます。あなたの大いなる自己（ハイヤーセルフ）やガイド達に会い、必要なメッセージ
を受け取りましょう！

グループヒプノ■ メニュー3

■ メニュー5

どなたでもご参加できます

各 地 情 報
※こちらのイベントのお問合・お申込は、各連絡先へ直接お問合せ下さい。

名古屋

光の瞑想会
4月3日（火）、5月9日（水）、6月4日（月）　１９：００～２０：４５
ウインク愛知（愛知県産業労働センター）905号室
ラブオファー（あなたが与えたい愛の会費）
☆当日ご参加大歓迎です！
事前に右記へお申し込み頂けるとありがたいです。takako11@softbank.ne.jpまで （樋口貴子）

会場

料金

申込

日時

【沖縄】
5月26日（日） 13：00～　　　　　添田さおり
無料　　　　レインボーエンジェルズ沖縄店　予定

日時 講師

会場料金

【大阪】
4月5日（木） 19：00～　　　　　樋口貴子
無料　　　　レインボーエンジェルズ大阪店

日時 講師

会場料金

ボウル状に作られたのクリスタルをファシリテーターがスティックを使って奏でることで、その倍音の波動を浴び、ス
トレスが緩和されていく瞑想会です。アルケミークリスタルボウルを４個（マザープラチナ、エジプシャンブルー、オー
シャンインジューム、アメジスト）、又はアルケミープラクティショナーボウルを用いながら誘導していき、音の高周波
により、パワーアップした空間となります。瞑想が苦手な方もで脳波がα派となり、心身が緩みやすく、深い意識へと
つながりやすい環境を作り出します。グループヒーリングでは、気づかずに他者や自分自身の間に制限などを生み出
した「契約」の解除などもしていき、最後に全体への高次の存在からの祝福メッセージをそのまま伝えます。盛り沢山
の瞑想会です！皆さまのお越しをお待ちしております。

4月18日（水）　19：00～　　　　　叶充代
5月21日（月）　19：00～　　　　　ミッシェル
6月27日（水）　19：00～　　　　　叶充代
ラブオファー（あなたが受け取ったと感じた金額で）
福岡市内予定

日時 講師

講師

講師

会場

料金

【福岡】

5月15日（火）　18：30～　　　　　添田さおり
ラブオファー（あなたが受け取ったと感じた金額で）
レインボーエンジェルズ大阪店

日時 講師

会場

料金

【大阪】
5月14日（月）　19：00～　　　　　ハル
ラブオファー（あなたが受け取ったと感じた金額で）
広島オフィスセンター　予定

日時 講師

会場

料金

【広島】

当日ご参加大歓迎です！ ◆ミニリーディングをご希望の方は
　１８：３０にお越しください。
別途 ￥1,000/10分です。事前にお申し込みください。

テーマ瞑想会「十三チャクラの瞑想」■ メニュー4

ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール創始者アモラ・クァン・イン著書
「プレアデス　神聖なる流れに還る」より、「十三チャクラの瞑想」を抽出した
瞑想会です。
この瞑想は、あなたの13のチャクラにあるブロックを解放すること、そして、ガ
イアの13チャクラとあなたの13チャクラをつなぐことにフォーカスして作られ
ています。ガイアと繋がるときには、その場所のエネルギーを頭で考えるので
はなく、 ハートで感じてみてください。ただただ委ねて、どんな感じがするのか
感じることを自分に最大限に許してみてください。きっと、ガイアのディーバた
ちが両手を広げてあなたを迎え入れてくれていることに気がつくことでしょう。

【東京】
5月28日（月） 19：00～　　　　　3,000円　　　　ハル
コスミック・ビジョン・スペース2（予定）

日時

会場

料金 講師



44    Cosmic Vision Quest

ド
ル
フ
ィ
ン
ス
タ
ー
テ
ン
プ
ル
・
ミ
ス
テ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
 ジ
ャ
パ
ン

Cosmic Vision Quest   45

お
問
い
合
わ
せ・お

申
し
込
み（
H
P
か
ら
も
申
込
可
能
）http://w

w
w
.dstjapan.com

/　
T
E
L:0
3
-3
7
9
1
-8
4
6
6（
平
日
1
1
:0
0～
1
8
:0
0
） e-m

ail:dstj@
dstjapan.com

 ▶
▶

世界中のスピリチュアルに関心のある人々のあこがれの聖地シャスタ
人生が変わるとういうシャスタマジックを体感しませんか
世界中のスピリチュアルに関心のある人々のあこがれの聖地シャスタ
人生が変わるとういうシャスタマジックを体感しませんか

海 外 シャス タコ ー ス海 外 シャス タコ ー ス海 外 シャス タコ ー ス海 外 シャス タコ ー ス

ドルフィンスターテンプルの神殿が完全に確立されたシャスタ山で、ドルフィンの教えである『自らが神意識に目覚める
ワーク』を行います。神聖なるパワースポットを訪れ、最高のエネルギー領域内で光の叡智の伝授を受け取ってください。
真実の自分に目覚めるこの聖地シャスタでの数日は、あなた自身への最高のギフトになるでしょう。 

シャスタ山集中透視（ＦＳＰ）コース
穴口恵子がシャスタ山で贈る、奇跡のスピリチュアルワーク

【料金に含まれるもの】
授業料･教材費・宿泊費・現地レディング空港までの送迎代
【料金に含まれないもの】
●現地までの航空運賃（格安チケット購入で約15万円～26万円程度。FSP1とFSP2コースの出発時期によって異なります）
●食費約200ドル ●お小遣い

アメリカ・カリフォルニア州シャスタ山　　　　聖地シャスタ・シティ内を予定　　　　穴口恵子

日時

場所

料金 料金

講師宿泊

2012年6月25日（月）～7月4（水） 10：00～18：00
【日本発 6月24日（日）、日本着 7月6日（金）】
 ※数日に一度は聖地での休日となります。
260,000円（2012年5月16日（水）までのお申込）
280,000円（2012年5月17日（木）以降のお申込）

FSP1

共 通

日時 2012年7月19日（木）～7月27（金） 10：00～18：00
【日本発 7月18日（水）、日本着 7月29日（日）】
 ※数日に一度は聖地での休日となります。
230,000円（2012年6月7日（木）までのお申込）
250,000円（2012年6月8日（金）以降のお申込）

FSP2

透視を通してクライアントを的確に誘導し、魂からの真の癒しを行う多次元ヒプノセラピー。この手法を行う多次元ヒプノ
セラピストを育成する養成コースです。シャスタの偉大なるヒーラー、アモラ・クァン・インが直接伝授するコースでは、参
加者がまず潜在意識の開放を行い、自らの深い癒しを体現していきます。光の空間を作り、高次の存在とつながりながら
退行していくこの方法は、通常のヒプノ技術と大きく違い、プロのヒプノセラピストの方々へもお勧めです。FSP1を受講
された方ならどなたでも受講できます。
※認定書を発行します

多次元ヒプノセラピスト認定コース
創始者アモラ・クァン・イン直伝！　コース中、あなたの魂を導いていきます。

【料金に含まれるもの】
授業料･教材費・宿泊費・通訳料・現地レディング空港までの送迎代
【料金に含まれないもの】
●現地までの航空運賃（格安チケット購入で約15万円程度） ●食費約200ドル ●お小遣い

2012年7月7日（土）～7月16日（月・祝） 10：00～18：00
【日本発 7月6日（金）、日本着 7月18日（水）】
※数日に一度は聖地での休日となります
260,000円（4月30日（月）までのお申込）
280,000円（5月1日（火）以降のお申込）
アメリカ・カリフォルニア州シャスタ山　　
聖地シャスタ・シティ内を予定
アモラ・クァン・イン ［通訳］穴口 恵子　　　　20名

日時

場所
宿泊

料金

講師 定員

対象 ： ＦＳＰ1修了者 今から参加可能なFSP1の詳細はP.38へ

僕がＦＳＰ１をシャスタで受講したきっかけは、「どうしてもシャスタに行きたい！」という思いが止められ
なかったからでした。実際にコースを受けてみると、「楽しすぎて、帰りたくない！」と強く感じました。
日本で開催するコースとの一番の違いは、一緒に受講する仲間達と朝から晩までほとんど一日中一緒
に生活をするというところにあると思います。また、ワークを大自然の中で行うというのもとても魅力
的でした。森の中や公園、シティパークでの水くみ、たくさんの野生のリス、思い出すとまたシャスタに
行きたいなぁ～とワクワクします♪
コースを受けていく中で僕自身が大きく変化を感じたのは、人を信じられるようになったことです。そ
れは一緒にシャスタコースを受講した仲間達が、僕の存在そのものを受け入れてくれたからだと思いま

体 験 談

【シャスタコースの航空券の手配について】
航空券のご手配は、各自でお願いしております。
ご手配の際には、別途ホームページのモデル便を
参照の上、最寄の旅行会社にお問い合わせくださ
い。集合時間は、コース開始前日に、シャスタの最
寄空港であるレディング空港の外ゲートに13時
30分頃を予定しております。レディング空港から、
弊社手配のシャスタ宿泊先までは、送迎を用意い
たします。

す。朝のシェアの時には毎日泣いていたような気がしま
すが、どうしても変わりたかった自分と、それを表現し、
受け入れてくれた仲間と出会えたこと、このことは僕に
とっては本当に一生の宝物です。
シャスタは僕の人生の中でも最高クラスの思い出の地に
なりました。ドルフィンスターテンプル、そして、シャスタ
が導いてくれたこの出会いに感謝です。ｂｙ やす
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New age goods & Healing shop
http://www.rainbowangels.jp/　
TEL.03-3791-8465（12：00～20：00 定休日/第3火曜日）（東急東横線・日比谷線 中目黒駅 徒歩８分）
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-25-10

レインボー
エンジェルズ
レインボー
エンジェルズ

今月は魂の輝きがあふれ出るような、
キラキラと魅力や才能を発揮するサポート商品をたくさんご紹介します。

魅力ＵＰおすすめ商品 ～外見、内面、雰囲気、エネルギー、あなたの素敵な魅力をどんどんあふれさせましょう～

ツーソンからキラキラ新クリスタルが届きました！

◆次回新規入荷予定◆　　お楽しみに！

願いをかなえる簡単・具現化ＢＯＸの作り方　～喜び溢れた日々を過ごすためのお願いＢＯＸ～

シュンガイトミネラル

アクアオーラクリスタル サンクチュアリストーン

才能を発揮するおすすめ商品 ～必要なサポートグッズで思いっきり輝きましょう～

自分の目的や迷いを振り切り答えを
導き出す為のシンプルなオラクル
カード
3,150円～

才能を発見し、その才能や能力を発
揮、発展させる為のサポートをするク
リスタルです
5,900円～

トルコの魔よけで有名なハムサのブレ
スレットです。強力な魔よけ・またネガ
ティブエネルギーから守ってくれます
4,725円

肉体をはじめとする浄化に最適なク
リスタル、水に入れることでデトック
ス・アンチエイジングにも
2,454円～

自己表現能力を高め、自分らしさや
本来の魅力を高めるクリスタル。水
晶表面に鉱物を熱で蒸着した変容さ
せる力の強いクリスタルです
5,250円～

魂・愛・宇宙と一体であることを思い
出させ、自分を信じ愛を溢れさせる
希少な高波動クリスタル
3,150円～

自分を知る【オラクルカード】 才能を発見する石【ロードナイト】 魔よけ・お守りに【ハムサブレス】

【準備】
エンジェルボックス・紙・お気に入りのハーブ
何でも・クリスタル（願いをかなえるおすすめ
はシトリンです）

今回のツーソンから買い付けてきた、たくさんのクリスタルたちの中から、ピックアップしておすすめする
のがこちら、【シリウスイシスクリスタル】2012クリスタルを発見したデビッドゲイガーより紹介された新
商品です！ 使い方に特徴があり、高い波動を持ち、エネルギーをきれいにして増幅するのに特に素晴らし
い効果を発揮するクリスタルです。

クリスタルとクリスタルでけんかや相性、はあるのでしょうか？よくご質問いただく内容です。相性がいいクリスタルはありますが、相性が悪
いクリスタルは基本的にないと考えてもいいと思います。たとえば沈静化するクリスタルと、活性化するクリスタルがあるのですが、それを
一緒に持っても、一方は必要な感情をなだめて癒しを行い、一方エネルギーの足りない部分は補うというように必要な働き方をしてくれま
す。今日は必要ないと思えば飾っておいてもその場の浄化をしてくれます。クリスタルから色々サポートしてもらいましょう！

【方法】
●紙に願いごとを書きます（何個書いても大丈夫）
●エンジェルボックスに、好きなハーブ、お願い用紙、クリスタルを入れます。
●願いを天使に託し、ボックスのふたをして飾っておきます。
願い事は、今回は【仕事に関するお願いボックス】などテーマごとに作ると具現化しやすいです。
すでにこうなりました、こうなってうれしいですなど、願いの叶った形で書くのがおすすめです。
願いが好きなハーブやクリスタル、またお気に入りの紙を使うことによってより具現化しやすくな
ります。

【シリウスイシスクリスタルおすすめの使い方】

②中央には今の願いや、サポートしてほしいエネルギーのクリスタルを置きます。

③クリスタルを中心に周囲に【シリウスイシスクリスタル】を設置します。

例）【愛】ローズクォーツ、ピンクトルマリン、モルガナイト 【人間関係】アゲート、ペス
ピアナイト 【情の癒し】アベンチュリン 【達成】ラピス、タイガーアイ、水晶 【金運】
シトリン、ルビー　　など、これ以外でもOK！

～クリスタル豆知識～

エンジェルスターグッズ スターエッセンス　スプレー
●エンジェルフィギュア
●ウォーリーエンジェル
●エンジェルステッカー
●エンジェルボックス
●ウィング小物入れ　他各種
945円～

花・鉱石などから創られたエッセンス
マチュピチュの聖地で咲き誇る純粋で
パワフルなシリーズ、中でも特にエネ
ルギーを変容、癒し、深い部分へ働き
かけるおすすめシリーズを入荷予定
です。（３月中）　各3,990円

エンジェルボックス 1260円 ハーブ（セージ）1365円、紙 クリスタル（シトリン）420円～

中央に具現化ＢＯＸや
宝地図・写真を置くのも
オススメ

～エネルギー拡大に！ グリッドを作成する～
①の気に入った場所に、作成場所を決めます。

●クリスタルの先端が外側に向くように
●クリスタルの間隔や、広がりは、感覚に任
せておいていきます。
　エネルギーが拡大し、クリアで高波動のバ
イブレーションが発信し、その場所がパ
ワースポットになります。
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大阪店お勧めイベント

レンタルサロン・随時予約受付中！
店頭ヒーラー・個室ヒーラー募集しています。
詳細はお問い合わせください。
salon@dynavision.co.jp  担当者まで。

New age goods & Healing shop

レインボー
エンジェルズ
レインボー
エンジェルズ

ヒーリングショップ ＆ ヒーリングサロン ＆ レンタルサロン

大阪店

http://www.rainbowangels.jp/　
TEL.06-6943-8458（12：00～20：00 定休日/第3火曜日）　happy@rainbowangels-osaka.com
大阪府大阪市中央区大手前1-4-2　都住創大手前103

New age goods & Healing shop

レインボー
エンジェルズ
レインボー
エンジェルズ

「自分らしく」スピリアルヒーリングサロン

沖縄店

http://www.rainbowangels.jp/　
TEL.098-988-3963　raokinawa@dynavision.co.jp
沖縄県宜野湾市大山2-12-14

レインボーエンジェルズの愛に溢れた空間を
お役立てくださいませ。

～キラキラと輝く自分を信頼する～
いつも、ありがとうございます！
大阪店では、いつもいつもキラキラした皆様であってほしいと思っております。
今回は、そのキラキラをいつもいつも感じ、
そして自分自身の存在が常にキラキラの
オーラであり続けることが出来る商品を紹介させて頂きます。

♦４月１４日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ドルフィンスターテンプルミステリースクール／ＦＳＰ１開催
♦４月２４日～２９日・・・・・・・・・・・ テリーサイモン／個人セッション・グループセッション・アシュタールの光ジュエリー
♦６月1日～４日・・・・・・・・・・・・・・・・ KUICHY／個人セッション・イブニングセミナー・１ＤＡＹワークショップ
♦６月12日～１７日・・・・・・・・・・・ スーザン・ハート／個人セッション・イブニングセミナー・２ＤＡＹワークショップ

☆案内人コンシェルジュ

～ダイヤモンドの様に輝き、内なる神聖さに目覚めるアイテム～

～沖縄の聖なる地に触れ、
　　　自分の内なる神聖さに目覚めましょう～

◆4～6月イベント
4/9～11 穴口恵子 歓喜と至福のバイブレーション活性化セレモニー＆個人セッション
5/8～13 テリーサイモンセッション ＆ Light of ashter展示販売会、
5/26～5/27 ドルフィンスターテンプル学校説明会＆グループヒプノ
6/15～ ドルフィンスターテンプルＦＳＰ1開催

♦日曜開催・北本さやか・・・・・ 店頭セッション（日程はブログ等でお知らせします）
♦ストレッチＹＯＧＡ・・・・・・・・・・ 第２・４火曜日開催

その他 イベントチェックはこちら▶ http://ameblo.jp/rainbowangels-osaka/

北本さやかさん

サンキャッチャー
パイライト・・・・・・・・・・・ １,２６０円（税込）太陽の陽のエネルギーを、お部屋にたくさん取り

入れることが出来るお部屋のアクセサリーです。
太陽の陽のエネルギーが虹の光となって、お部屋
の中のネガティブなエネルギーを浄化しそのポジ
ティブなお部屋ですごすと、オーラ波動もキラキ
ラとしたものに変わったり幸運体質に変わったり
と、素晴らしいツールです。

強い保護力をもち、持つ人を強力に
守ってくれます。ポジティブで強い
精神力を与えてくれる。気づかな
かった精神的負担に気づかせて、治
癒を早めてくれる。自己を信じ、信念
を強化させ、意思を強くし、しっかり
地に足をつけて生きていくサポート
をしてくれます。『自分を強く保つ』
ことを、惜しみなくサポートしてくれ
ますので安心して自分を愛し光を
放っていくことができます。

❖レインボーエンジェル・大（左と左から二番目）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,000円（税込）
❖レインボーエンジェル・小（一番右）・・・・・ 13,000円（税込）
❖女神～Goddess（右から2番目）・・・・・・・ 18,000円（税込）
どのサンキャッチャーにも、スワロフスキーのクリスタルガラ
スとエンジェルオーラの水晶が使用されております。
［Magie Blanche作成］

店長：かおりおん
ドルフィンスターテンプルチャネラー、
エンジェルメッセージカードリーダー。
ナチュラルな空気感で気軽に行ける
聖地をご紹介いたします。

セラピスト：Yuki

レイキとアロマのヒーリングトリートメント 70分￥6000 
ゆったりとした沖縄の風を浴びながら、レイキとアロマで疲れた身体を癒してみませんか？
4月～6月末までモニター価格 60分 ￥3,000 にてご提供！

Sasha（さーしゃ）
ドルフィンスターテンプルチャネラー、
ヒプノセラピスト、オラクルカードリー
ダー、祈り人として沖縄で活躍中。あな
たの必要な場所へとご案内します。

ここ沖縄には人々の信仰の対象として古来より守り継がれ心の支え
となる大切な場所がいくつかあります。ショップ近隣にも、徒歩で行
ける様な代表的な聖地があります。沖縄店のスピリアルコンシェル
ジュがご案内いたします。
※事前予約制、料金2時間5,000円～。
詳細についてはレインボーエンジェルズ沖縄店までお問合せください。

新メニュー：ボディーケアがスタートします！

★インテンションジュエリー
　￥19,950

アメリカの腕利き風水師シャーリンによる、マスター
や大天使のエネルギーが転写された魔法の風水ブ
レスレット。着けてみると、高密度ながら澄んだ輝き
の至福感と自信に満ちた気持ちになれるでしょう。

※その他のイベントはコチラ ⇒ http://ameblo.jp/rainbowangels-okinawa/
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［ s h o p ］http://www.rainbowangelmagic.com/　
TEL.03-3713-0322（12：00～20：00 定休日/第3火曜日） 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6川鍋ビル３階

RainbowAngelMagic

セッションを受けると…？

いずれのパターンでも提供しているセッションの内容は同じです。あなたのいまの状態にあった、セッション内容・環境
を選んでください。「セッションの内容」「環境」が決まったら、具体的なセッションの内容・スケジュール・ヒーラーさん
を選びます。
ＨＰから「レインボーエンジェルマジック」で　検索
もしくは、03-3713-0322　にお電話くださいね。
スピリアルコンシェルジュがあなたの状態にあったヒーラーさん、セッションをご紹介させていただきます。

●自分自身のことをもっと信じられるようになりたいと思って受けました。セッションを受けて、このまま自分らしく、自分を
信じて進めばいいのだと自信を持つことができました。たくさんの勇気をもらって、常に見守ってもらっていることへの
深い感謝の気持ちになりました。［M.Kさま 女性］
●特に悩みとかどうなりたいとかはありませんでしたが、より毎日が楽しく過ごせるヒントがあればと思って受けました。
セッションを受ける中で新しい気づきがあり、よりいっそう物事を前向きに考えられるようになりました。［K.Nさま 男性］
●どうしても納得がいかないこと、本当に苦しいことなどがあっても、このことが、自分にとってどのような意味があるの
か、どのようなレッスンを学ばなければならないのか、などのメッセージを明るく、温かく、そして前向きに伝えて下さい
ました。そして、自分が決して独りぼっちではなく、常にいろいろな存在が見守ってくれているのだと嬉しい気持ちにな
り、さあこのレッスンをどうやってクリアしようか、と少しですが、楽しくもなってくるのです。［東京都在住 女性］
●セッションを受ける前に、言いたいことを言えるようになりたいと思っていました。セッション中はどこかでこっそり私生
活を見られているような気になりました。本当に分かる人には分かるんだなと思い、より今の仕事を楽しめるようになり
ました。はっきりと自分の課題を認識して、前に進みたい、スッキリしたいという人にぜひ！［M.Yさま 女性］
●ヒーリングを受けている最中は右足がピリピリして背中(胃)のあたりが熱いような痛い感じがしました。寝ているだけで
終わった後はかなりすっきりして、頭も体も軽くなりセッションを受けてエネルギーがクリアになったのにビックリしまし
た(^-^)ビジョンも見えました。［H.Sさま 女性］
●とても楽しかったです。私の場合、手、指、足先が楽しく動いていました。（目も動いていたよ♪と後で教えていただきまし
た）ヒーリング中とても楽しくて、肩胛骨の裏に感じていた痛みが取れて行くのを感じました。受けた直後は軽くなり、肩胛
骨が楽になりました。ヒーリングを通して色々な感情が癒されたので、そのブロックが外れて前に進めたと思います。我慢
をする癖がなくなり、幸せ、愛、そして人生に恋することを選びつつあります。過去に選んだものを手放す寂しさを、今は感
じています。［T.Tさま 女性］

個室セッションではあなたに安心で安全
な空間をご提供します。個室で行う個人
セッションは、普段言いにくいことがあっ
たとしても、人の目を気にすることなくリ
ラックスして、セッションに集中していた
だく事ができます。

個室セッション 店頭セッション
店頭セッションでは短い時間（10分～）と
リーズナブルな価格（2000円～）でセッ
ションをお受けいただけます。気軽にセッ
ションを受けることができることが最大の
メリットで、店頭セッションはご予約なしで
お受けいただくことが可能です。「まずは
セッションがどんなものか体験してみた
い」そんな、あなたにおすすめです。

最後にセッションを受けた方の声をご紹介します。
あなたも幸せの扉を開ける一歩を踏み出してみませんか？

いかがでしたでしょうか？
豊かさ芽生える変容の春から、あなたの心身をダイヤモンドのようにキラキラと活性化させる夏に向けて。
ぜひ、レインボーエンジェルマジックでお待ちしております。

人と人との関係において「相性」というものがあるようにセッションに関しても、人それぞれにあなたの状態に合うも
のとそうでない場合があります。レインボーエンジェルマジックではあなたがどんな状態であっても本来の輝きを取り
戻し、人生をより豊かにするために常時16名のヒーラーさん達が、様々な種類のセッションをご用意しています。

いまの、あなたに合うセッションは…？

今回はそんなあなたのために
レインボーエンジェルマジックで提供しているセッションについてご紹介です♪

メッセージが
欲しい

生きるうえで
ヒントが
欲しい

自分の
知らない

自分の本質を
知りたい

何が問題で
今の状況が
起きているか
知りたい

情報が欲しいというあなたに合うセッションは

チャネリングとは

チャネリング・リーディング系

個人セッションってどんなもの？興味はあるけど、なかなか申込む勇気がなくて、、、

セッションの内容を大きく分けてみると・・・

チャネリングとは媒体となる人（＝
チャネラー）が、天使、マスター、ハイ
ヤセルフなどの高次の存在と繋がり、
情報を受け取り、それをお伝えしま
す。必要なメッセージがもたらされる
こともありますし、質問に答えてもら
うこともできます。

リーディングとは
リーディングとはカード、クリスタ
ル、オーラソーマのボトルなどの
ツールを使ってその人が選ぶもの
や、オーラ、チャクラ状態などを見
ることで、現在の状態や、今後予
測されることなどの事象を読み取
ります。

エネルギーを
整えたい

癒されたい

今起きている
パターンを
手放したい

浄化や癒しを得てよりクリアな状態になりたい
あなたに合うセッションは

ヒーリングとは

ヒーリング・クリアリング系

ヒーリングとは癒し手（＝ヒー
ラー）が目に見えないエネルギー
や、ツールを使って、癒しのエネ
ルギーをクライアントさんに流
し、癒しの施術を行います。肉体・
感情・過去・など目的ごとのヒーリ
ングや、今最も必要なヒーリング
エネルギーをご提供します。

クリアリングとは
クリアリングとはヒーリングの中でも、
不必要なエネルギー・思考などを消去し
ていくものです。クリアリングのみもで
きますし、各種ヒーリングの過程でクリ
アリングが同時に起こることもありま
す。また、リーディングやチャネリングの
で、自分に必要な気づきが起こった際に
クリアリングが起こることもあります。

いま自分には「メッセージが必要なのか」「モヤモヤした感情をスッキリさせたいのか」あなた自身で、どちらかを選択
してみてくださいね♪
そしてレインボーエンジェルマジックではあなたの状態に合わせて、セッションを受けていただく場所も2パターンか
ら選べます。

私たちの誰しもが、生まれながらにして発しているダイヤモンドのように輝く魂の光り。
あなたの内側にあるそのダイヤモンドの光をもっともっと輝かせてもらうために・・・
レインボーエンジェルマジックでは毎日個性豊かなヒーラーさん達が、
様々な個人セッションを提供してお手伝いをしています。

この2つに分かれます。
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金星からのアセンデッドマスターであるアシュタールと共に制作されたエネルギーストーン。
よい未来のために、自分の本来の夢、眠っていた才能に気づくときにきています。
自分のエネルギーを調整し、自己実現のためのパートナーとなるアシュタールジュエリーフェアが開催
となります。

アシュタールフェア開催

レインボーエンジェルマジックおすすめイベント

【福岡】
◆場所：福岡市内
◆日時：4/13（金）11:00～18:00　
 4/14（土）13:00～20:00
 4/15（日）11:00～13:00／
  15:30～20:00

【東京】
◆場所：レインボーエンジェルマジック
◆日時：4/17（火）～4/22（日）12:00～20:00
【大阪】
◆場所：レインボーエンジェルズ大阪店
◆日時：4/24（火）～29（日）12:00～20:00
【沖縄】
◆場所：レインボーエンジェルズ沖縄店
◆日時：5/8（火）～12（土）12:00～20:00

ジュエリー体験談
「アシュタールの光」を着けてみての変化
は、説明文の通りでした!過去のパター
ン、執着から解放されて、もう必要してい
ない、厄介な重荷や思考を解放されて、ウキウキ・キラキラして、楽しく日常生活を、安心して過
ごしています♪後、「アシュタールの光」購入直前、お金の面で購入に迷いましたが、購入後、
夜眠っていて夢を見ました。私の手の平から、インド・ヒンズー教の女神 ラクシュミーのように、
金貨がたくさん泉から湧き出るかのように、こんこんと流れ出て来ました。お金の面でも、思い
切って購入して良かったと思います。「アシュタールの光」は、個性的なデザイン、個性的なネー
ミング、キラキラした、金星からのアセンデントマスター アシュタールのいる宇宙の高次元の愛
のエネルギーに満たされていて、2012年の調和の幕開けを現実化するための、素敵なジュエ
リーだと思いました。自分を愛し信じ、人を愛し信じて、これからの光の黄金時代の幕開けを迎
え、宇宙の愛と調和意識に目覚めたい♪と考えや思考だけではなく、本当に心の奥底から真実
を願っている方に…届きますように願っています。どうもありがとうございました♪

HIROアート展示会
コンセプト：森羅万象

【展示場所】
コスミックビジョンスペース2（中目黒）
東京都目黒区上目黒2-15-6川鍋ビル4階
【お問い合わせ】
展示会場は、ワークショップなど開催している日もありますので、ご来店いただく際には、
レインボーエンジェルマジックへお電話でご確認ください。
■レインボーエンジェルマジック
　TEL：03-3713-0322（12:00～20:00まで 第3火曜日定休日）
期間中、HIRO女神アートセッション・ライブアートペインティング・大地の精霊とつながるワークショップを開催
致します。

クリスタルヒーリングマッサージ＆講習会
水晶のエネルギー
あなたの＜愛と美＞を全身で受け取る

４月２８日（土）13:00~17:00

■４月２７日（金）、4月２９日（日）

1部 ■講義13:00～15:00

講師 ： 谷 真由美

潜在能力を引き出してくれる効用があるクリスタルはとてもおすすめ。
なぜならクリスタルは、勉強や仕事、恋愛、お金といったことへの開運効果が期待できるパワーストーンだから
です。あなたがクリスタルの持つパワーを全身で受け取ることによって、眠っていた才能が目覚めるかもしれま
せん。そんなクリスタルのパワーを全身で受け取れるのがクリスタルヒーリングマッサージです。

もしもあなたが、本来の自分自身の能力を今よりもっと発揮したいと願っているのなら？

□小顔効果を体験してみたい
□第３の目を活性化させ直感を呼び覚ましたい
□周りの人へマッサージを通じて、コミュニケーションと取りたい
そんな方におすすめです。

＜セルフフェイシャルマッサージ講習会＞

＜マッサージ　４月２７日（金）～２９日（日）＞

入場無料

アート展示期間 ： 3月1日（木）～5月27日（日）

●水晶と純銀の組み合わせでのマッサージのヒーリング効果
●オイルを使った美肌への近道

2部 ■実技 15:00～17:00
●特別なクリスタルを使用したフェイシャルマッサージ講習
●正しい洗顔方法とパックの仕方

【参加費】42,000円（※クリスタル、テキスト代含む）

①13：00～14：00　②14：10～15：10　③15：20～16：20
④16：30～17：30　⑤17：40～18：40　⑥18：50～19：50
■４月２８日（土）
①18：00～19：00　②19：10～20：10

上半身or下半身・・・・・   9,000円
フェイシャル・・・・・・・・・・・ 11,000円
フルボディ・・・・・・・・・・・・・ 20,000円
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Information インフォメーション

【セミナー・セッションの申し込み・お問い合わせ】
株式会社ダイナビジョン　
http://www.dynavision.co.jp/ 
E-mail：cs@dynavision.co.jp
TEL:03-3791-8466（平日11:00～18:00）／FAX:03-3791-8486

セッション・ワークショップのお申し込み、お振込み
【お申し込み】弊社ホームページ、またはお電話にてお申し込みください。
　　　　　　（お電話でお申込みの場合、お支払方法は銀行振込のみとなります）
【お振込み】お申し込みをいただいてから、一週間以内に全額をお振り込みください。
【お振込先】[銀行]ジャパンネット銀行　本店営業部　普通　2369817 カ）ダイナビジョン
※すべてのワークショップ・セミナーについてチケットのご用意はありませんので、当日、振込用紙の控えをお持ちください。
［クレジットカード決済］JCB・VISA・MASTER・アメリカンエクスプレス・UC・クレディセゾン・イオンクレジット・DC・UFJ・NICOS 
　※入金確認につきましては、特にご連絡をいたしておりません。

【キャンセル規定】http://dynavision.co.jp/cancel/
　全てのワークショップ・個人セッションにおきまして、弊社の都合で開催中止になった場合を除き、開始後の返金は一切
　いたしておりませんのでご了承ください。（ご返金時の振込手数料はお客様負担となります）
■個人セッション、10万円未満のイベント・ワークショップ/キャンセル理由の如何に関わらず、4営業日前よりキャンセ
ル料が発生いたします。4営業日前：20％/3営業日～前日：50％/当日キャンセル：100％
■10万円以上のワークショップ等/キャンセル理由の如何に関わらず、21営業日前よりキャンセル料が発生いたします。
　21営業日～6営業日前：20%/5営業日～前日：50%/当日キャンセル100%
　※ゲストとの契約等理由により、特別なイベントは上記以外の場合がございます。
■領収書について 銀行振り込みの場合、原則としてダイナビジョンより領収書の発行はいたしません。
　銀行の「振込み控え」が正式な領収書となりますので大切に保管してください。

お申し込み・ご入金・キャンセル規定につきまして

穴口恵子公式サイト http://keikoanaguchi.com
ドルフィンスターテンプルジャパン http://dstjapan.com
アランコーエン  http://alancohen-japan.com/

※コスミック・ビジョン・スペース2（ワークショップ会場）は4Fになります。

♪特別CJOの部屋♪特別CJOの部屋

グローバルスピリチュアルオーガナイゼーション
あなたの無限の可能性の扉を開く

株式会社ダイナビジョン
ワークショップ・個人セッション
TEL.03-3791-8466
FAX.03-3791-8486
受付/11:00～18:00（月～金）
E-mail : cs@dynavision.co.jp

【オフィス】
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6 川鍋ビル5F

【Rainbow Angels】〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-25-10　TEL：03-3791-8465
【Rainbow Angel Magic】〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6 川鍋ビル3F　TEL：03-3713-0322
【Rainbow Angels 大阪店】〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-4-2 都住創大手前103　TEL：06-6943-8458
【Rainbow Angels 沖縄店】〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山2-12-14　TEL:098-988-3963

我がダイナビジョン数年前は男性スタッフは1名2名とわずかな存在でしたが、ここ1，2年で
徐々に増え続け、現在約30名の全国のスタッフの中で1/3が男性になってきました。
そんな中まだまだ、男性スタッフが少なかった昨年の1月末から2月上旬にかけて海外出張に
出かけていた二人が社内恋愛へと発展し、昨年11月11日に晴れて入籍。

そんな思い出の地に今回新婚カップルには社長直々に違う理由を話し、海外出張を決行！
新婦はドレスを選ばないといけないので、事前に伝えていましたが、新郎は直前まで全く気付
かず・・・意味がよくわからずスーツを着せられて立たされている新郎の顔は左側の写真です。

セドナリトリート開催中のある日、とあるホテルでサプライズ決行。そこには何と！ロビンミラーが結婚式の
バックミュージックを奏でて待ってくれていました。ウエディングマーチもロビンミラーが演奏。愛が溢れる演
奏が式場であるガーデンに響きわたりました。

参加者の皆様は、知り合ったばかりの人の結婚式に参加したのは初めて！だけ
ど、こんなに感動するとは思わなかった～！と感涙しながら感想を言っていただき

ました。私も僭越ながら、新郎側のあいさつ代表として、新郎のあれやこれやを話させていただきまし
た。さて、そんなサプライズをしかけられた二人にちょっと質問をしてみました。

Q:昨年セドナマジックにかかったわけですがその秘訣は？
新婦めぐ：セドナは自分の思い込み・恐怖などがはがれ本質に戻る場所で、その過程をツアー中に経て
本当の自分の心に気づいたこと。フィルターの無い状態で物事を経験し、感じ、選択する事が秘訣だと
思います。
新郎とも：恵まれていると気づくこと。覚悟すること。子ども心を思い出すこと。いろいろ手放すこと。だ
と思ってます。
Q:サプライズウエディングに気が付いたのはいつでしたか？
新婦めぐ：フェニックスに到着して結婚証明書をもらいに行った時から徐々に
新郎とも：大げさではなく、当日、会場について。笑　サプライズうますぎ！
Q:このサプライズの中で一番うれしかった事は？
新婦めぐ：血縁ではないスピリチュアルファミリーの繋がりを実感できたこと。
参加下さったお客様・恵子さん・セドナでのダイナビジョンスタッフ皆・日本で支
えてくれていたダイナビジョンスタッフすべての繋がりを感じました。
新郎とも：スピリアル・コンシェルジュや、セドナリトリートに参加したみなさまか
らの祝福をいただけたこと。 

Q:ウエディングセレモニーをしてから、これまでの二人に変化はありました
か？
新婦めぐ：神聖な誓いを心から誓約できる人であることを深く感じ、これから
の成長をともにできる相手に出会えたことに改めて感謝の気持ちが溢れてい
ます。

新郎とも：キラキラが増したような気がしま
す。２人で１つとして、さらにどっしりした。 
あと…家にウエディングドレスが飾られて
いる。笑
Q:最後に一言
新婦めぐ：自分の周りに溢れる大きな愛に
本当の意味で気づくことができ、愛を受け取ることは愛を送ることと本当に同じなんだと実感し
ました。この経験は大きく、本当に感謝の気持ちで一杯です。
新郎とも：リトリートにて祝福いただいたみなさま、いつもお世話になっているみなさま、ありがと
うございます。がんばらず楽しんで立派な夫婦になります。今後ともよろしくお願いいたします。と
ても長い道のりかと思いますが、２人で助け合いながら進んでいこうと思います。ウルトラミラク
ルハッピーな人生を一緒に歩んでいきましょう。

来年もセドナでウエディングが出来るといいね～なんて、つぶやきながら次は誰の番？とワクワ
クしています。もしかしたら、あなたかもしれませんよ～＾＾
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （文・松川ひとみ）（写真・三本綾子さん/ミッシェルさん）

私たちチームダイナビジョンでは一人一人がスピリアルコンシェルジュとして、関わる全ての人に
HAPPYでJOYでLOVEなバイブレーションがお届けできるように意識して日々の業務に携わっ
ています。笑いの絶えないダイナビジョンバイブレーションをぜひ受け取っていただけたらと願っ
ています。

ダイナビジョン　チーフジョイオフィサー（CJO） 松川ひとみ

中目黒アトラスタワー

ダイナビジョン社内恋愛成就第１号記念

セドナ大サプライズ
ウエディング
セドナ大サプライズ
ウエディング

ロビン・ミラー氏

スターボーン社の
ペアリング▶

代理父と歩く新婦▲

2人でみなさまにごあいさつ
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今年も行ってきました！ 世界最大ミネラルショー！
コースリニューアル&イブニングイベント盛りだくさん
久しぶりのゲスト登場&ソニアショケット１年半ぶりの来日
インタビュー『歓喜と至福のデイリーライフ』
キラキラ-キラキラ-キラキラ　輝きグッズ大紹介！

【 特 集 】
【 国 内 】
【 海 外 】
【穴口 恵子】
【 S H O P 】
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【個】=個人セッション【グ】=グループセッション【イ】=2時間前後のイベント【ワ】=1日以上のワークショップ【認コ】＝認定コース・認定セミナー【DST】=ドルフィンス
ターテンプル【フェ】=フェア●以下は穴口恵子が行います。【RAT】=レインボーエンジェルセラピー【遠伝】=遠隔伝授：ホーリーマザー・ダイヤモンド・レインボードラゴ
ン・アバンダンティア・サナトクマラ・特別アクティべーション●場所：［東]=東京[名]=名古屋[大]=大阪[福]=福岡［沖］=沖縄[シャ]=シャスタ
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新月 満月

【イ】荒井倫太朗［東］
【個】金谷せいこ［東］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］
【FSP1】週末［福］［大］【PLI1】週末前半［東］【イ】【認コ】DASO［東］
【FSP1】週末［福］［大］【PLI1】週末前半［東］【個】Hiroshi［東］【認コ】DASO［東］
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア【個】ミッシェル［福］
【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［福］
【FSP1】平日［東］
【FSP1】平日［東］
【個】あさいようこ［東］
【イ】【個】ソニア・ショケット［東］
【ワ】ソニア・ショケット［東］【体験会】コズミック・リモート・ビューイング［東］
【FSP1】週末［東］【FSP2】週末［名］【PLI2】週末［大］
【イ】オーラを見る教室［沖］【DST】学校説明会［沖］
【ワ】ソニア・ショケット［東］【FSP1】週末［東］【FSP2】週末［名］
【PLI2】週末［大］【イ】グループヒプノ［沖］
【イ】テーマ瞑想会［東］
【FSP3】平日［東］【RAT】イブニング［大］
【FSP3】平日［東］【個】西村今日子［東］
【イ】オーラを見る教室［東］

【イ】荒井倫太朗［東］【イ】【個】クイチー［大］
【ワ】クイチー［大］【FSP1】週末［福］【PLI1】週末前半［東］
【個】クイチー［大］【FSP1】週末［福］【PLI1】週末前半［東］
【個】クイチー［大］【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【イ】光の瞑想会［名］
【FSP1】平日［東］
【個】クイチー［東］【遠伝】サナトクマラ【FSP1】平日［東］
【個】クイチー［東］
【個】【イ】クイチー［東］【個】西村今日子［東］【個】ミッシェル［福］
【ワ】クイチー［東］【RAT】集中コース［東］【FSP1】週末［東］
【FSP2】週末［名］【PLI2】週末［大］【認コ】DASO［東］
【RAT】集中コース［東］【FSP1】週末［東］【FSP2】週末［名］
【PLI2】週末［大］【認コ】DASO［東］
【個】【イ】クイチー［福］
【個】スーザン・ハート［大］【個】クイチー［福］【FSP3】平日［東］
【体験会】コズミック・リモート・ビューイング［東］
【個】スーザン・ハート［大］【FSP3】平日［東］
【個】スーザン・ハート［大］【個】ハル【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］
【イ】スーザン・ハート［大］【FSP1】集中［沖］
【ワ】スーザン・ハート［大］【FSP1】週末［大］【FSP1】集中［沖］
【PLI1】週末前半［東］
【ワ】スーザン・ハート［大］【FSP1】週末［大］【FSP1】集中［沖］
【PLI1】週末前半［東］【個】Hiroshi［東］
【個】金谷せいこ［東］【個】樋口貴子［大］【イ】オーラを見る教室［東］［大］
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア【FSP1】平日［東］
【ワ】スーザン・ハート[伊]【FSP1】平日［東］
【ツ】スーザン・ハート[伊]
【認コ】コズミック・リモート・ビューイング［東］
スピリアルフェア［名］【認コ】コズミック・リモート・ビューイング［東］
【FSP2】週末［名］【PLI2】週末［大］
【FSP2】週末［名］【PLI2】週末［大］
【FSP1】集中[シャ]
【個】スーザン・ハート［東］【FSP3】平日［東］【FSP1】集中[シャ]
【個】スーザン・ハート［東］【FSP3】平日［東］【イ】グループヒプノ［東］
【FSP1】集中[シャ]【個】叶充代［福］【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［福］
【個】スーザン・ハート［東］【FSP1】集中[シャ]
【イ】スーザン・ハート［東］【FSP1】集中［沖］【個】あさいようこ［東］
【FSP1】集中[シャ]
【ワ】スーザン・ハート［東］【FSP1】週末［大］【FSP1】集中［沖］
【FSP1】集中[シャ]

5  May

6  June

歓喜と至福

【個】Hiroshi［東］

【イ】オーラを見る教室［東］【イ】光の瞑想会［名］
【イ】アラン・コーエン［東］【遠伝】サナトクマラ【個】金谷せいこ［東］
【個】ミッシェル［福］
【個】樋口貴子［大］【DST】学校説明会［大］
【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］【イ】グループヒプノ［東］
【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【FSP1】週末［東］［福］【FSP2】週末［名］
【FSP1】週末［東］［福］【FSP2】週末［名］

【個】西村今日子［東］
【FSP1】平日［東］
【FSP1】平日［東］
【イ】荒井倫太朗［東］【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［福］
【フェ】アシュタール［福］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［福］【FSP1】週末［東］［大］
【PLI1】週末前半［東］【フェ】アシュタール［福］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［福］【FSP1】週末［東］［大］
【PLI1】週末前半［東］【フェ】アシュタール［福］
【個】あさいようこ［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【FSP3】平日［東］【フェ】アシュタール［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【FSP3】平日［東］【フェ】アシュタール［東］
【個】叶充代［福］【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［福］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【フェ】アシュタール［東］
【体験会】コズミック・リモート・ビューイング［東］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【フェ】アシュタール［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【遠伝】レインボードラゴン、
アバンダンティア【FSP1】週末［福］【FSP2】週末［名］【個】MIKA［東］
【フェ】アシュタール［東］【イ】【認コ】DASO［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【FSP1】週末［福］【FSP2】週末［名］
【個】添田さおり［大］【イ】オーラを見る教室［大］
【フェ】アシュタール［東］【認コ】DASO［東］

【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］【RAT】ミニ瞑想会［東］【フェ】アシュタール［大］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］【FSP1】平日［東］【フェ】アシュタール［大］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］【FSP1】平日［東］【フェ】アシュタール［大］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］【RAT】ミニ瞑想会［東］【フェ】アシュタール［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］【ワ】プレアデス聖地[天橋立]
【FSP1】週末［大］【PLI1】週末前半［東］【フェ】アシュタール［大］
【ワ】プレアデス聖地[天橋立]【FSP1】週末［大］【PLI1】週末前半［東］

【遠伝】サナトクマラ【FSP1】週末［福］
【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【FSP1】週末［福］

【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【フェ】アシュタール［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【イ】光の瞑想会［名］
【フェ】アシュタール［大］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【フェ】アシュタール［大］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【フェ】アシュタール［大］【個】叶充代［福］
【グ】【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【FSP1】週末［東］
【フェ】アシュタール［大］
【ツ】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【FSP1】週末［東］
【個】ハル[広]【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会[広]
【個】添田さおり［大］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［大］
【個】ハル［東］


