
10-12
2016.AUTUMN

アラン・コーエン来日イベント （P.16、17）
Dr.テリー・サイモンズ来日イベント （P.18、19）
エジプトリトリート （P.23）
インナーチャイルド&マジカルチャイルドセラピスト （P.34、35）
アシュタールフェア （P.41）

【イベント】
【イベント】
【リトリート】
【認定コース】
【 S H O P 】

67

内容：【旅】=リトリート【EV】=2時間程のイベント【WS】=1日～2日程のワークショップ【GS】=グループセッション【PS】=個人セッション【認定】=認定コース
【通信】=通信コース【フェア】=特別イベントなど
場所：［東]=東京 [名]=名古屋 [大]=大阪 [神]=神戸 [福]=福岡 [沖]＝沖縄 [遠]=Skypeなどでの遠隔 [Web]＝オンライン

Schedule 2016.10-12 新月 満月
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【WS】テリー2Days[東]【認定】クリスタルライトワーカー[大]
【PS】木村衣晴[大]【認定】PLI3[東]【フェア】アシュタールジュエリー[東京]
【WS】テリー2Days[東]【遠隔】テリー【認定】クリスタルライトワーカー[大]
【PS】木村衣晴[大]【認定】PLI3[東]【PS】レシェル由美[名]
【フェア】アシュタールジュエリー[東京]
【PS】テリー[東]【PS】添田さおり[大]【フェア】アシュタールジュエリー[東京]
【旅】エジプト 11/21～12/5
【PS】テリー[東]【GS】ミラクルハッピー遠隔[遠]
【フェア】アシュタールジュエリー[東京]
【GS】テリー[東]【PS】樋口貴子[大]【フェア】アシュタールジュエリー[東京]
【PS】ミッシェル[東]
【PS】テリー[大]【フェア】アシュタールジュエリー[大阪]
【GS】【PS】テリー[大]【認定】PLI1[東]【PS】まえひでこ[東]
【フェア】アシュタールジュエリー[大阪]
【WS】テリー1day[大]【認定】PLI1[東]【フェア】アシュタールジュエリー[大阪]
【PS】テリー[大]【フェア】アシュタールジュエリー[大阪]
【PS】テリー[大]【PS】ちはる[東]【フェア】アシュタールジュエリー[大阪]
【PS】テリー[大]【フェア】アシュタールジュエリー[大阪]

【PS】金谷せいこ[東]

【GS】【PS】テリー[福]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】PLI3[東]【フェア】アシュタールジュエリー[福岡]
【WS】テリー1day[福]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】PLI3[東]【フェア】アシュタールジュエリー[福岡]
【PS】テリー[福]【PS】ハル[東]【フェア】アシュタールジュエリー[福岡]
【PS】テリー[福]【フェア】アシュタールジュエリー[福岡]
【PS】テリー[福]【PS】林陽子[東]【フェア】アシュタールジュエリー[福岡]
【WS】ワンネス塾[東]【PS】ミッシェル[東]【PS】添田さおり[大]
【WS】FSP練習会[大]
【認定】チャネマ[東]【PS】テリー[仙]【PS】史穂香[大]
【フェア】アシュタールジュエリー[仙台]
【認定】チャネマ[東]【PS】テリー[仙]【EV】史穂香＆Jayコラボ瞑想会[大]
【PS】Sasha[東]【PS】Jay[大]【PS】KAORI[沖]
【フェア】アシュタールジュエリー[仙台]
【認定】チャネマ[東]【PS】テリー[仙]【GS】テリー[仙]【PS】Keiko[大]
【PS】レシェル由美[名]【フェア】アシュタールジュエリー[仙台]
【認定】チャネマティーチャー[東]
【PS】RISA[東]
【PS】ちはる[東]【PS】ミラクル[大]
【PS】ACCO[東]
【PS】Jay[東]【PS】樋口貴子[大]
【認定】PLI3[東]【WS】テーマ瞑想会[大]
【認定】PLI3[東]
【PS】MIRACLE 貴子[東]

【GS】ミラクルハッピー遠隔[遠]
【EV】ワンネス塾パーティ[東]【WS】テーマ瞑想会[東]【PS】山本明子[大]

【PS】まえひでこ[東]

【GS】年末年始遠隔（予定）[遠]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]

【PS】林陽子[東]
【PS】金谷せいこ[東]
【PS】アラン[東]【PS】史穂香[大]
【認定】アランライフコーチ[東]【認定】PLI1[東]【PS】Sasha[東]
【PS】山本明子[大]
【認定】アランライフコーチ[東]【認定】PLI1[東]
【認定】アランライフコーチ[東]【認定】PLI1[東]
【PS】アラン[東]【PS】MIRACLE 貴子[東]
【PS】アラン[東]【PS】Jay[東]【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]
【PS】アラン[東]
【PS】アラン[東]【EV】アラン[東]【PS】RISA[東]
【WS】アラン運命[東]【フェア】船井フォーラム[東]【WS】FSP練習会[東]
【PS】ミラクル[大]
【WS】アラン運命[東]【フェア】船井フォーラム[東]【PS】レシェル由美[名]
【PS】アラン[東]【PS】Keiko[大]
【PS】ハル[東]【PS】KAORI[沖]

【WS】ワンネス塾[東]【PS】ACCO[東]
スピリアルフェス[東]
【GS】ミラクルハッピー遠隔[遠]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【PS】ミッシェル[東]【WS】テーマ瞑想会[東]
【PS】ちはる[東]

【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【認定】インチャマジチャ[東]【認定】クリスタルライトワーカー[大]
【PS】木村衣晴[大]【認定】PLI3[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【認定】インチャマジチャ[東]【認定】クリスタルライトワーカー[大]
【PS】木村衣晴[大]【認定】PLI3[東]【WS】FSP練習会[東]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】まえひでこ[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]

【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】樋口貴子[東]【WS】テーマ瞑想会[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】山本明子[大]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】ハル[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】ACCO[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】林陽子[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【WS】ワンネス塾[東]【PS】金谷せいこ[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】RISA[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【EV】史穂香＆Jayコラボ瞑想会[大]【PS】Sasha[東]【PS】Jay[大]
【PS】KAORI[沖]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】Keiko[大]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】MIRACLE 貴子[東]【PS】ミラクル [大]
【認定】チャネマ[東]
【認定】チャネマ[東]【PS】Jay[東]
【PS】テリー[東]【PS】史穂香 [大]
【PS】テリー[東]【フェア】アシュタールジュエリー[東京]

12  December

大変容の波に乗る
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【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2016年9月20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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47Information

ダイナビジョン・ユニバーシティ学長
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のコ
ンサルティングや研修を行う一方で、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活
動を行ってきた。
現在、日本でスピリチュアルスクールや
ショップの運営、セミナー事業を行うかたわ
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、インドにも招か
れ、セミナーや個人セッションを行っている。
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。
さらに多くの人にスピリアルライフを広める
ため、2015年大阪でダイナビジョンユニ
バーシティを開校 ！
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。

2016年の夏至と共に、私たちのもとに神聖ワンネスの光の
多次元の扉が開かれています。そして、今も私たちに降り注い
でいる透明なダイアモンドの虹の光を感じてみてください。

神聖な私たちを今復活させて、この秋の収穫の時期に実現
するチャンスが訪れています。

その聖なる流れに乗って日々を送ることができるように、
源からの祝福のエネルギーが私たちひとりひとりに無限に
与えられています。神聖ワンネスのライトコード（光の暗
号）が祝福のエネルギーと共に降ろされていることに気づき
ながら、この神聖ワンネスライトコードをあなたのDNAに
行き渡ることを意図して、あなたの神聖さを実現することを
秋の収穫として、受け取っていきましょう。

そのためにあなたにできることは、あなたという存在の【透
明化】です。
【透明化】を実践するプロセスをご紹介するために、この秋は
ブレイク・スルーマスタリー認定コースをご用意いたしました。

ブレークスルーマスタリープログラムの目的は以下のとおり
です。

1. 自分では気づかなかった制限を明らかにして、解放する。
2. 神聖な自分を見極めて、二元性から自由になる。
3. 頑なにまで、気づかないで、背負い続けてきた重荷を解放
する。
4. 神聖な自分軸を確立して、新しい自分に生まれ変わる。
5. 神聖な流れに沿って、自分のスピリアルな目標を実現する。

ぜひ、一緒にスピリアルライフマスターとして、あなたの神聖
さを実現していきましょう。

ダイアモンドの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/

愛と感謝とともに
ダイナビジョン・ユニバーシティ

学長　穴口　恵子

「聖なる自分軸」 by wook
常に変容する宇宙の流れの中で
聖なる自分軸「オム」を表現した
作品。

深いカルマの打破をサポート
Dr.テリー・サイモンズ 18

48スケジュール・カレンダー

DST：ドルフィンスターテンプル®



Cosmic Vision Quest   54   Cosmic Vision Quest

■ DU/ダイナビジョン・ユニバーシティカリキュラム ［2016年10月～12月度］

10月 11月

10/7
チャネリングマスター

体験会

11/15、16
ディバイン・ソウルコーチ
2日間認定コース
（穴口恵子）

11/21～12/4（予定）
エジプトリトリート
（穴口恵子）×

（トレイシー・アッシュ）

10/20
神聖ワンネス塾①

（穴口恵子×青木克行氏）

12/8
神聖ワンネス塾③

（穴口恵子×山岡尚樹氏） 12/21
冬至のセレモニー
（穴口恵子）

12/9～11
チャネリングマスター
3日間認定コース
（穴口恵子）

12/22
ミラクル
ハッピー遠隔
（穴口恵子）

年末デトックス
セミナー
（穴口恵子）

12/12
チャネリングマスター
ティーチャーコース

（穴口恵子）

12/31
年末年始特別遠隔
グループセッション

（穴口恵子）

高次のサポート
を得たい

高次のサポート
を得たい

人や社会の
役に立ちたい
人や社会の
役に立ちたい

手法を学びたい手法を学びたい

才能を開きたい才能を開きたい

不要なものを
手放したい
不要なものを
手放したい

自分自身を
癒したい
自分自身を
癒したい

すべてのベースである、
ドルフィンスターテンプル®（DST）の教え

12月

ダイナビジョン・ユニバーシティ（以下DU）で体験いただく全てのセッション・ワークショップ・プログラムのベース
に「ドルフィンスターテンプル®ミステリースクール」（以下DST）の秘儀があります。DSTの創始者、アモラ・クァン・イ
ンと穴口恵子の出会いは1997年。カリフォルニア州のシャスタ山へ雑誌の取材に訪れた時のこと。アモラの無条件の愛、
対等性と自由意志を尊重する姿に感銘を受け、穴口は、その後5年にわたり渡米しアモラのトレーニングのすべてを受け、
日本で広めることを決めたのです。このDSTの教えが、DUの全ての土台となっているのです。

11/10
神聖ワンネス塾②

（穴口恵子×橋本陽輔氏）

10/5～随時
個人セッション
テーマ瞑想会
（DST講師）

10/29、30
インナーチャイルド&
マジカルチャイルド
セラピスト養成コース

（穴口恵子）

11/22
ミラクル
ハッピー遠隔
（穴口恵子）

11/17～12/11
テリー・サイモン来日イベント

10/22
ミラクル
ハッピー遠隔
（穴口恵子）

10/21
秋のスピリアルフェス
（DU認定ヒーラー）

10/7～17
個人セッション
（アラン・コーエン）

10/11～31
個人セッション
（DST講師）

10/15、16
2日間WS

（アラン・コーエン）
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2016年、ダイナビジョン・ユニバーシティ主催　秋分～冬至へ向けての新カリキュラム登場！

ブレイクスルーマスタリープログラム
Breakthrough Mastery Program

ブレイクスルーしたいあなたへ【５つのプログラム】をご用意しました！

6    Cosmic Vision Quest

2016年の秋は、大きな意識のシフトがやって来ます！これまで人生に立ちふさがっていた「大きな
壁」を、あなた自身の力で破り、神聖な自分へと回帰することが、いま最も重要です。
2016年は数秘学的にも「完結」の年。未解決な課題を持ち越して2017年へ向かうのは、まるで十字
架を背負ったまま、新しい時代に生まれ変わるようなものです。あなたの背負っていた十字架は、ど
んなものなのでしょうか？
地球での転生の中で抱え続けてきたあなたの制限を、今乗り越えていきましょう。そのためには、壁
を壊して新しい自分のスタイルを確立することが必要です。『ブレイクスルーマスタリープログラム』
では、あなた自身が今まで乗り超えることが出来なかったことはもちろん、当たり前すぎて気づかなかったような制限に
さえも光を当て、そこに気づき、解放していくことをサポートします。

神聖なあなたに生まれ変わって、今まで体験し得なかった人生を築いていきましょう！一流の講師たちがあなたの大き
なシフトをサポートいたします！

ブレイクスルーマスタリープログラムの目的
1. 自分では気付かなかった制限を明らかにして、解放する。
2. 神聖な自分を見極めて、二元性から自由になる。
3. 頑なにまで、気づかないで、背負い続けてきた重荷を解放する。
4. 神聖な自分軸を確立して、新しい自分に生まれ変わる。
5. 神聖な流れに沿って、自分のスピリアルな目標を実現する。

ネガティブ思考を手放したい！ 神聖ワンネス塾1期生プログラム P14へ→

自分の運命を変えたい！ アラン・コーエン
2日間集中ワークショップ P17へ→

深いカルマを打破したい！ テリー・サイモンズ
『インナードラゴン』2日間セミナー P19へ→

傷を癒やし才能を開きたい！ 穴口恵子『インナーチャイルド＆
マジカルチャイルド』2日間養成コース P34へ→

自己革命を起こしたい！ 穴口恵子『チャネリングマスター』
5日間認定コース＆ティーチャーコース P36へ→
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（FSP1、FSP2の募集は終了いたしました。）

日時

料金

講師

会場

随時受付 【対象】DST受講生・卒業生
東京・大阪
金谷せいこ、MIKA、ハル、樋口貴子、ミッシェル
17,500円（～90分）／21,800円（91分～180分）

フォローアップリーディング
FSP1～PLI3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。コース中や修了後など、
理解を深めたい部分に焦点をあて、講師が受講生
のハイアーセルフと繋がってリーディングし、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です。

FSP3

このコースは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のリーディング
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。

●過去世のリーディングとヒーリング
●過去世のツインフレームのリーディングとヒーリング
●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
●魂のリカリブレーション（再活性化）
●現実化のための7チャクラのリーディングとヒーリング
●テレパシック・超感覚チャネルのクリアリング
●黒魔術のクリアリング
●自己妨害のクリアリング

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コース・FSP2コース・FSP3コースを1年にかけて学ぶコースです。コース修了された方々は、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。

■ 透視コース Full Sensory Perception（FSP）
コースのご案内

【FSP国際認定ヒーラー1年コース】

2017年1月13日（金）、14日（土）、15日（日）
2月24日（金）、25日（土）、26日（日）
3月11日（土）、12日（日）
4月8日（土）、9日（日）
230,000円（税込）（早割12月13日（火）まで）
250,000円（税込）（12月14日（水）から）
東京 渋谷

日時

コースのご案内

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）

「ドルフィン・スターテンプル®ミステリースクールは1990年にアメリカのカリフォルニア州にある、シャスタ山でアモ
ラ・クアン・インが設立しました。株式会社ダイナビジョン代表の穴口恵子が2000年に創始者であるアモラ・クアン・イン
よりドルフィン・スターテンプル®ミステリースクールの秘伝の伝授をうけ、ドルフィン・スターテンプル®ミステリースクー
ル・ジャパンを設立いたしました。透視・リーディング・ヒーリング・クリアリングのスキルを体系的に学び、高次元の聖なる
存在のエネルギーに触れることで、あなたの本質を目覚めさせ、あなたの魂がえがく最高最善の人生を引き出す学校で
す。参加者全員が、完全に全エネルギー体を目覚めさせ、キリスト（神）意識を持ちながら日常を生きることでアセンショ
ンすることをゴールとし、それを支援することがスクールの目的です。

DSTとは

料金

会場

【東京コース FSP3】※FSP1、2受講済の方限定

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

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/

● 魂のヒーリングと魂と肉体のつながりを強化する
● 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
● 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
● 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　など

PLI 2：『カー・アクティベーション』

神意識をこの肉体に統合し、地球とともに覚醒して生きるための秘伝がこのプログラムに含まれています。アクティベー
ション（活性化）の瞑想（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る）、細胞および原初の
8つの細胞と内臓と内分泌系のクリアリングとヒーリング、細胞のリコネクションヒーリングなど。

2016年9月5（土）、6（日）、10日（土）、１１日（日）
10月15日（土）、16日（日）、11月5日（土）、6日（日）、
12月10日（土）、11日（日）
2017年1月28日（土）、29日（日）、2月4日（土）、5日（日）、
18日（土）、19日（日）、3月４日（土）、5日（日）、18日（土）、19日（日）
10：00～18：00　終了時間が遅くなる場合がございます。
240,000円（税込） （早割12月26日（月）まで）
250,000円（税込） （１２月２７日（火）から）
コスミック・ビジョン・スペース

【東京週末コース】
日時

料金

会場

講師よりメッセージ
PLI2を検討中の方へ
PLI2はあらゆる細胞のクリアリングシリーズです！！！
私たちには肉体を形成するずーっと前からの計画があ
り、私たちは計画を元に両親を決めて、両親やその家
系のいろいろな情報を保持して肉体を形成しています。
もしそこに本来の自分の魂を輝かせることを妨げるも
のがあったなら、根本的な自分の価値や存在意義が揺
らいでしまうこともあるかもしれません。細胞シリーズで
は様々な細胞にアプローチしながら、その問題だったも

のをクリアにしていくことで、根本的な葛藤や問題から
クリアになることができます。私の経験で言うと常に不
安でどこにいても自分の場所と思えなかったのですが、
この細胞のクリアリング後からはどこにいても自分でい
られる安心感を得ることができました。
人それぞれの体験があると思いますが、新たな世界に
一緒に踏み出しませんか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　感謝をこめて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MIKA



10    Cosmic Vision Quest Cosmic Vision Quest   11

Workshop − Dolphin Star Temple Mystery School Japan 

ドルフィン・スターテンプル®ミステリースクール

ワークショップ

安心してスピリチュアルを体験！

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

テーマ瞑想会■ メニュー1

10月25日（火）19：00～　　　　ミッシェル　　　　3,000円　　　　コスミック・ビジョン・スペース【東京】

【東京】「地球上にある太陽の神殿と繋がる為の儀式の瞑想」

日時 講師 会場料金

11月3日（木・祝）19：00～　　　   樋口貴子 　　　　3,500円　　　　コスミック・ビジョン・スペース【東京】

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・イン著書より、「執着のフックをはずすためのクリアリング・プロセス」
を抽出した瞑想会です。※アルケミークリスタルボウルを使用しての瞑想会です。特定の人物や状況に執着している時や、失うことへの恐れ
に氣付いた時に効果的なクリアリング・プロセスです。執着のエネルギーに囚われている時には、あなたの中に特定の人物や課題を取り込ん
でいて、それらとあなたの肉体とは執着のフックで繋がっています。執着のフックをはずすことにより、あなたは思い通りにならないジレンマ
から解放され、そしてあなたが執着していた状況よりも、本来の創造の未来へと繋がって行くでしょう。

【東京／大阪】「執着のフックをはずすためのクリアリング・プロセス瞑想」

日時 講師 会場料金

12月23日（金・祝）14：00～　　　  MIKA 　　　　3,000円　　　　コスミック・ビジョン・スペース【東京】

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・イン著書より、「虹色の炎の瞑想」を抽出した瞑想会です。ハイアーセ
ルフとのつながりを深めながら、虹色の炎があなたの中にある神聖なエネルギーを感じることをサポートし、チャクラと身体の中を浄化しま
す。虹色の炎は様々な存在からのサポートがあり、あなたの肉体やハートにエネルギーを注ぎます。瞑想が終わった後も、その炎を感じてい
ただくだけで、サポートされ続けることを感じられます。

【東京】「虹色の炎の瞑想」

日時 講師 会場料金

一回のワークで自己と深く繋がることができます。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。

FSP1練習会■ メニュー2

【東京】 10月15日（日）、30日（日）13:00～18:00　　　　　金谷せいこ
5,000円　　　　　コスミックビジョンスペース他

FSP1受講中の方、FSPを修了された方ならどなたでも参加できます。しばらくリーディングする機会がなかった方も、せっかく修得したドル
フィンの手法を復習してみませんか？みんなで集まって練習しましょう。

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、ハイア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：06-6170-3208（大阪）、092-400-6126（福岡）】 
※遠隔予約時以外は通じません。

【東京】

2016年
10月5日（水） 林陽子
10月6日（木） 金谷せいこ
10月8日（土） Sasha※
10月11日（火） MIRACLE 貴子※

10月12日（水） Jay※
10月14日（金） RISA※
10月18日（火） ハル
10月20日（木） ACCO
10月25日（火） ミッシェル
10月26日（水） ちはる※
10月31日（月） まえひでこ※

2016年
11月3日（木・祝） 樋口貴子
11月7日（月） ハル
11月8日（火） ACCO
11月9日（水） 林陽子
11月10日（木） 金谷せいこ
11月12日（土） Sasha※
11月11日（金） RISA※
11月14日（月） MIRACLE 貴子※

11月16日（水） Jay※
11月26日（土） まえひでこ※
11月29日（火） ちはる※
11月24日（木） ミッシェル

2016年
12月1日（木） 金谷せいこ
12月5日（月） ハル
12月7日（水） 林陽子
12月8日（木） ミッシェル
12月10日（土） Sasha※
12月13日（火） RISA※
12月14日（水） ちはる※
12月15日（木） ACCO
12月16日（金） Jay※
12月19日（月） MIRACLE 貴子※

12月26日（月） まえひでこ※

17,500円（60分）　　　　
コスミック・ビジョン・スペース　
セッションルーム（中目黒）他

■ メニュー１ 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
穴口恵子推奨！

ドルフィン・スターテンプル®の光の真髄・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・エネルギーと共にバランスをとり、魂の成長のお手伝い
をさせて頂きます。

Private Session − Dolphin Star Temple Mystery School Japan 

ドルフィン・スターテンプル®ミステリースクール

個人セッション

心のメンテナンス！エネルギーバランスをとる！

ドルフィン・スターテンプル®のティーチャー・アシスタントティーチャー陣
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®のティーチャー・アシスタントティーチャー陣
によるスピリチュアル個人セッションです

12：00～18：00

12月17日（土）14：00～　　　  樋口貴子 　　　　3,500円　　　　レインボーエンジェルズ大阪【大阪】 日時 講師 会場料金

日時 講師

会場料金

【大阪】 10月12日（水）、12月8日（木） 16:00～ 　　　　　添田さおり
3,000円　　　　　レインボーエンジェルズ大阪店　

日時 講師

会場料金

※遠隔参加できます。

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・イン著書より、「地球上にある太陽の神殿と繋がる為の儀式の瞑想」を
抽出した瞑想会です。レムリア時代初期、太陽の神殿は聖なる場所として建てられ、崇拝されていました。多くの先住民の文化や、地球から
遠く離れたところの文化では、人類のことを太陽の子どもたち、太陽の息子たちと娘たち、太陽の家族などと呼んでいました。太陽の神殿は
世界中のさまざまな聖地に存在しており、今日でも、地球やそこに住む者たちと太陽との間に独自の聖なるつながりを保ち続けています。こ
の瞑想会では、あなたの魂をアメリカのシャスタ山、メキシコのパレンケ、ペルーのマチュピチュ、イギリスのグラストンベリー、エジプトのギ
ザの大ピラミッド、オーストラリアのウルル近く、ハワイのキラウエア山にある7つの太陽の神殿ひとつずつ結びつけていくよう誘導します。
7つの太陽の神殿は、あなたの意識と魂を太陽と地球に結びつけ、地球と太陽の両方に、聖なる母と父、ワンネスをもたらすべくプレアデスと
シリウスの存在たちから示されたものです。自分の中心にいながらにして聖なる道へと進んでいくための特別瞑想です。

※年間コース特典 対象

日程

時間
料金
会場
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名古屋

光の瞑想会

11月29日（新月/火）・12月8日（天赦日＆一粒万倍日/木）
19:00～20:45 
ウインク愛知（愛知県産業労働センター）1205室
JR・名鉄・近鉄・地下鉄　「名古屋」駅下車　徒歩2分
3,000円（税込）
☆当日ご参加大歓迎です！ 事前に下記へお申し込み頂けるとありがたいです。

メール：kmdtf651@ybb.ne.jp まで（樋口貴子）

会場

料金

申込

日時

ボウル状に作られた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。瞑想が苦手な方も脳波
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。

◆又はフェイスブックのイベントページにて検索可能です。
別途 ￥2,000/10分です。18:25～18:35/18:40～18:50

各地情報

ＤＳＴ　個人セッション担当　新アシスタントティーチャー紹介

※こちらのイベントのお問い合わせ・お申し込みは、各連絡先へ直接お問い合わせ下さい。

又はフェイスブックのイベントページにて検索可能です。

「心身共に元気に悩みの無い健全な毎日を。」
心と身体のバランスはとても大事です。元気になれる
お手伝いをさせてください。そして、ご自分へのご褒美
にドルフィンのヒーリングは最適です。エネルギーエス
テとも言われています。そのエステを受けていきます
と、身体や心だけではなく「魂」もピカピカになってい
くのです。「魂」がピカピカになっていくと・・・夢の具現
化や思った通りの豊かさを引き寄せ悩み事もなくなり、
気が付いたら想像以上の自分らしい人生を歩んでいる
のです♪

Jay（ジャイ）
［東京］

Divine Selfとひとつになって「無限の可能性」を開き
自由に羽ばたくことを許可してみませんか？

愛と至福・豊かさと共に皆様が光り輝き心から望む道
を歩めますようにお手伝いさせて頂ければ幸いです。

Kaori
［沖縄］

心の風通しを良くすれば貴方はもっとHAPPYに生き
られる。恐れや過去に囚われることを手放し、望む人生
を選択することにO.K.を出していきましょう。実現化
のお手伝いをします。

Keiko
［大阪］

無限大に広がるそれぞれの可能性をそれぞれのエッ
センスで、個性豊かにユニーク生きると世界が愛と調
和で溢れます。
さらには、五感・全認知感覚を開き、本質に目覚め自分
の内なる神聖さに出会っていく。自身の神聖さを感じ、
無条件の愛に触れた時、とてつもない感動に触れるこ
とができるのです。自身の神殿に、自らが還っていく。
そんなプロセスを私たちは、日々体験しているのかも
しれません。真実の未知なる無限大に拡がる、自分自
身の可能性に出会いませんか？

MIRACLE貴子
［東京］

自分の能力を発揮する！リズムに乗るための最大の近
道は自分自身を知る事だと思います。
自分をしっかりと理解してあげ、自分自身を掌握し、肉
体と魂。両方が仲良くなり、嬉しさを共有しだすと本当
に豊かになり、悩みがなくなり、毎日が満足で幸せがあ
ふれだします。この人生で本来の貴方のエネルギーを
発揮し表現していきましょう！ 皆さんと共同創造できる
のを楽しみにしています。

RISA
［東京］

日々の仕事に追われ、本当に大切な事を見逃している
のではと疑問に思った事は、無いでしょうか？
セッションでは、クライアントのハイアーセルフに繋が
り、最高最善の人生を歩む事を妨げているブロックや
原因をリーディング/ヒーリングをすることによって、周
りの常識や期待に振り回されずに、充実した毎日を過
ごせるように、また、豊かさを妨げる思考の制約を外
し、自由に本来のあなたらしい魂の望む人生を歩める
ようサポートをさせていただきます。

Sasha（サーシャ）
［東京］

人生の中で本来の自分を見つめる出来事は数多くあ
りますが、ドルフィンの手法を用いることでわたしたち
の「真実」を見ることができるのです。どんなことにお
いても、
「学べばよい。そうすれば何かが変わる。」
ということは依存と幻想にしかすぎません。
それも含めて、ドルフィン・スターテンプル®ミステリー
スクールの教えにおいては、真実への扉が開かれてい
る、と思います。みなさんとともに、真実の道を歩める
ことを、心から楽しみにしています。

史穂香
［大阪］

私たちが日々直面する様々な問題は、その経験を通し
て学ぶことがあるからこそ起こるのです。
ドラマに巻き込まれることなく、その経験にどんな気づ
きがあるのかをあなたのハイアーセルフさんや光のガ
イドさんたちと一緒に探っていきましょう。
あなたは強く、かけがえのない神聖な存在です。
あなた自身が人生の主人公となって輝いて生きてゆけ
るよう精一杯お手伝いします。

ちはる
［東京］

「真の癒しは魂レベルから」
わたしはDST（ドルフィン・スターテンプル®）との出会
いで、真の癒しを実感し、生きることの喜びと感謝を心
から感じることを体験致しました。
そして 現在も 様々な体験を通していつも実感し体現
中です。真の癒しを体験し続けることは、なぜ生まれて
きたのか、なぜ今ここにいるのか等、自ずと理解し、こ
の現実世界で真実の魂の道を進み、無限の扉を開き
続け、行動し実現できることだと思っています。

ミラクル
［大阪］

グルを作らず自由で対等。すべては自己責任、自由意志。
今クリアにされ、癒される準備ができているものだけ
を解放する。そんな、個々の魂の学びを奪ずに肉体を
持ったマスターへと導く、ドルフィンが好きです。今は
まだ自分の希望が分からない、そんな人にはやりたい
事を見つけ出すお手伝いを、既に夢を見つけていて
その途中にあるのであれば、背中を押すお手伝いを、
ただただ先の見えないトンネルの中にいて、人生に光
を見つけ出していないのであれば、光の梯子をおろす
お手伝いをさせて頂ければ幸いです。

レシェル由美
［名古屋］

【大阪】

2016年
10月7日（金） 史穂香※

10月8日（土） 山本明子
10月12日（水） 添田さおり
10月15日（土） ミラクル※

10月17日（月） Keiko※

2016年
11月4日（金） 山本明子
11月12日（土） Jay※
11月13日（日） Keiko※
11月14日（月） ミラクル※

11月17日（木） 史穂香※

11月21日（月） 添田さおり
11月23日（水・祝） 樋口貴子2016年

12月8日（木） 添田さおり
12月9日（金） 史穂香※

12月10日（土） Jay※
12月11日（日） Keiko※
12月14日（水） ミラクル※

12月16日（金） 樋口貴子
12月23日（金・祝） 山本明子

17,500円（60分）　　　　
レインボーエンジェルズ大阪店

12：00～18：00

日程

時間
料金
会場

【名古屋】

2016年
10月16日（日）　レシェル由美※

11月20日（日）　レシェル由美※

12月11日（日）　レシェル由美※

17,500円（60分）　　　　
名古屋市東山区周辺

12：00～18：00

※年間コース特典 対象

日程
時間
料金
会場

【沖縄】

2016年
10月18日（土） KAORI※
11月12日（土） KAORI※
12月10日（土） KAORI※

17,500円（60分）　　　　
沖縄　中部

12：00～18：00
日程

時間
料金
会場
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こんな方にオススメします！
□ 自分の本質を明らかにしたい
□ 自己信頼を深めたい
□ 人生の主人公として主体的にいたい
□ 一瞬一瞬、目覚めた状態でいたい
□ 人生に大きな変化をもたらしたい

□ 自分の内なる可能性を引き出したい
□ 本質レベルで人と関わりたい
□ 源との繋がりを深めたい
□ 神聖な自分を表現したい

2016年春、420名以上が参加した伝説のプログラムが新しく生まれ変わり登場します！

穴口より降ろした全く新しい生き方
最新・最速ルールを初公開！

Divine Oneness School

2016年1月に開催された0期『神聖ワンネス塾』では・・・

2016年終わりにかけて完全な意識のシフトを起こす全3回のテーマ

『超集中コース』だけで420名、『90日間マスターコース』には160名ほどの方々にお
申込みいただきました。時代の流れをキャッチされて今までの頑張る時代の終わりを肌
で感じて、新たなルールに乗り換えることを誰もが意識していたからでしょう。
そして、1.『神聖なビジョン』 2.『神聖な運命』 3.『神聖な繋がり』 この3つをあなたにお
伝えすることでワンネス意識への回帰と、多くの実りを実感していただくことができた
方も多かったでしょう。そして、2016年秋に『偉大なシフト』が起こると言われていま
す。その秋から2017年に向けて神聖ワンネス塾が帰ってきました！

2016年バシャールが予言する『秋の偉大なシフト』に対応するために
穴口恵子に降ろされた完全なシナリオ・・・
今年の秋に私たちに必要とされる最も重要なことは、【完全な意識のシフト】です。これまで
癒やされてきたことのない領域を癒し、時空次元を超えたレベルでの分離を統合こと。その
ためのプログラムをご用意しています。第１期『神聖ワンネス塾』で学ぶことで、あなた自身
が人生の大変革者となって、あなた自身が自分の人生を飛躍させる主人公になります。自分
の本質を深めて、その本質を発揮するために、日々の体験が目覚めの体験となって、あなた
が神聖な源の代弁者となっていく、そのプログラムがいま始まります。

2017年の飛躍的な神聖ワンネス意識に目覚めて1年を送る準備・・・
それが、1.『神聖な本質に還る』 2.『神聖な目覚め』 3.『神聖な源と繋がる』 
この３つのテーマに沿ってすべてを統合するワンネスの意識へ回帰することが求められてい
ます。そのことでこの地球で幸せに満ちた人々と共同創造していくことになり2017年を至福
に満ちた年と変容させることが可能になります。そして、このプログラムは私たちダイナビ
ジョンが提供するすべてのプログラムを統合するプログラムとなっています。なぜなら、心技
知すべてを統合するカリキュラムだからです。ですから必須科目の一つとしてこの神聖ワンネ
ス塾をご用意しました。

各月各分野でのプロフェッショナルをお呼びしてそれぞれのテーマからあなたの心技知がワンネス
へと向かうように設計されています。穴口恵子からの講義とは別に、ゲストスピーカーからの講義の
時間を設けています。

『神聖な本質に還る』 (Return to Divene Essence)
メインスピーカー：穴口恵子／ゲストスピーカー：青木克行
青木克行　オーラレイキアカデミー校長　著書：「レイキの教科書」
あなたは、アトランティスやレムリアという古代文明をご存知でしょうか？アトランティスの人々は、数百年も
の間、老いることなく若さとパワーを持続することが出来たそうです。この数年の研究で、エネルギーの経路
を開き、この封印を解く驚きの方法を発見することができました。エネルギー経路を開くことで、人類が持って
いた本当のパワーに目覚め、その場で、フェイスラインやボディラインがみるみる変化し若返っていきます！今
回神聖ワンネス塾に参加して頂いた方全員、この封印を解く特別伝授を行います。

すべて19：00から東京開催予定となります。詳細は、ダイナビジョンのホームページにてお伝えします。

10月のテーマ

『神聖な目覚め』 (Divene Awakening)

メインスピーカー：穴口恵子／ゲストスピーカー：橋本陽輔
橋本陽輔　株式会社ニューブレインテクノロジー代表取締役・著書：「悟る技術」
「悟る技術」の“悟り”とは、生命の“躍動”を感じ、人生の“美しさ”を他の魂と共に“楽しむ”ことです。不思議で
すが、この“楽しむ”ということを真に実践すると、人生から“苦しみ”が１つ、また１つと消えていきます。「悟る
技術」は、多くの方々が実践され、夫婦喧嘩、イライラ、怒り、嫉妬、卑下、不安、うつ、生理不順、パニック障
害、対人恐怖症、肩こり、腰痛などのあらゆる側面の問題に対して効果を発揮したとのご報告をいただいて
います。「悟る技術」の基本を今回はミニワークを交えてお話し、明日から、人生の“美しさ”を感じ、また他の
魂と共に楽しい人生が歩めるポイントを学んでいただきます。

11月のテーマ

『神聖な源と繋がる』 (Connecting with Divine Source)

メインスピーカー：穴口恵子／ゲストスピーカー：山岡尚樹
山岡尚樹　一般社団法人 新脳力発見育成協会 代表理事「超脳トレ」全脳活性プロデューサー
約20年間で10万人に最新の脳科学と古今東西の能力開発法を統合した超脳トレセミナーを実施。
脳はあらゆる聖なるエネルギーを受信できる神秘の器でもあります。あなた自身の右脳と左脳をバランスよく
調和させることで、内なる女性性と男性性が統合され、神聖なる魂の座である間脳が目覚めてきます。宇宙の
叡智と直接つながることができ、ワンネスでナチュラルな毎日へとシフトしていきます。当日は、脳の未使用領
域を刺激する、特殊な音や香りを使った全脳活性ワークや、潜在意識を超える宇宙意識覚醒ワークなどによっ
て、脳に秘められたさまざまな潜在脳力をひらいていきます。

12月のテーマ

株式会社ニューブレインテクノロジー
代表取締役・著書：「悟る技術」

一般社団法人新脳力発見育成協会代表理事・著書
『聞くだけで脳が目覚めるCD ブック』など他多数

オーラレイキアカデミー校長 
青木克行・著書：「レイキの教科書」

第1回　10月20日（木） 19:00～21:30　穴口恵子 × ゲスト講師：青木克行
第2回　11月10日（木） 19:00～21:30　穴口恵子 × ゲスト講師：橋本陽輔
第3回　12月8日（木）   19:00～21:30　穴口恵子 × ゲスト講師：山岡尚樹

第１期 神聖ワンネス塾のスケジュール詳細

参加費 ： 【お一人様】49,800円　【ペア割】88,000円



講師：アラン・コーエン(Alan Cohen)

DUカリキュラム／ブレイクスルーマスタリー
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<<Claim Your Destiny>>
神聖な運命を、あなたの手に取り戻せ
ありとあらゆる悩み、課題を解消し、
すべての願望を叶える「たった一つの真実」

多くの人々が誤解しています。運命とは、苦しみや犠牲を伴うものだと。
しかし、それは違います。
あなたの運命は、より素晴らしい、自由で自分らしく生きることを求めているのです。

2016年10月、私が日本を訪れる目的は、
あなたの無限の可能性を閉じこめている、「成功する人は一握り」、「お金を得るには苦労
が必要だ」、「愛されるためには努力が必要だ」といった「怖れ」や「恥」、「罪悪感」などの
幻想の牢獄から解き放つことです。
そして、自分自身の神聖さを受けとり、誇りに満ち、自分らしく、美しく生きる魂としての人生
を歩めるようにサポートすることです。

ご自身の本来の力と可能性を思い出し、より自由に生きるためのツールと経験を、2016年秋のイベントで受け取っ
てくださることを願っています。
セミナーに参加された方々が、ご自身の牢獄から脱出し、ふたたび光を浴びる姿を見せてくださることほど、私にとっ
て魂が震える瞬間はありません。
あなたが、あなたの本来の偉大さに気づく瞬間を見る喜びを、私に体験させていただけませんか？

『Mentor’s Mentor（メンターズ・メンター）』世界をリードするメンター的存在から、さらに「彼らのメン
ター」として慕われているアラン・コーエン。日本、世界を代表するトップスピリチュアルリーダーたちが、
アランに賛辞を送っています。

2016年秋、アランが35年に渡り学び、実践し続けてきた「ACIM : A Course in Miracles（奇跡のコース）」の叡
智を結集し、素晴らしいイベントを創造してくれました。その名も<<Claim Your Destiny>>　「神聖な運命を、あ
なたの手に取り戻せ」。アランの優しいまなざしと豊かなパーソナリティ、ユニークでわかりやすい語り口は、私たちの内
なる光を輝かせ、 自信をもって生きることに気づかせてくれます。

本田健氏（『ユダヤ人大富豪の教え』ベストセラー作家）
アランのセミナーは、極めてユーモアと知恵に富んだ「例え話」が中心で、その話の中にたくさんの気づ
きが盛り込まれています。アランはまた、人をリラックスさせる達人です。彼の話を聞くうちに、全身がほ
ぐれて、肩凝りが消えてしまうという不思議な現象があるくらいです。
（『あなたはあなたのままでいい』まえがきより）

ニール・ドナルド・ウォルシュ氏（『神との対話』著者）
アラン以上に、気づきを与えてもらい、意識を拡大させてくれた人は他にはいません。計り知れないほど
の影響力を持った人です。

『アランは、今日地球上で起きているスピリチュアルな変容の最も中心的な存在である。彼の本は、私の愛読書であ
り、一人でも多くの人びとに彼のメッセージを読んで、実践して欲しいです。』ウェイン・ダイアー氏
『アランは、最も雄弁なハート（心）の代弁者です。』ジェームズ・レッドフィールド氏

2016年秋の来日を目前に、アランからメッセージが届きました。

■ メニュー1

※各イベントとも、日時・会場等が変更となる可能性があります。会場詳細は、お申し込みの方にお知らせいたします。
　最新の情報、およびお申し込みはHPからご確認ください。　http://www.alancohen-japan.com

イブニング講演会

わずか2時間で、すっかり心も身体もほぐれてしまう方続出！人生が一変する『アランマジッ
ク』を体験してください。お金、時間、男女関係、家族、パートナーシップなど、ありとあらゆ
る領域で、神聖なあなたの運命を取り戻しましょう！

日時
料金

10月14日（月）19:00～21:00 （18:30開場）　　　　東京　四谷区民ホール
お一人様6,000円／ペアでお申し込みの方は10,000円（税込・通訳込）

会場

■ メニュー2 2日間集中ワークショップ

■ メニュー3 個人セッション　
アランの優しいまなざしと、ユニークでわかりやすい語り口で、あなたの内なる光が輝き、自信をもって生きることに気づ
かせてくれることでしょう。数多くの方々が「人生の難問や転換期に際し、 彼の教えによって、深い安心や励ましを得ら
れ、力を与えられた」と打ち明けています。

日時
料金

会場

10月7日（金）～10月17日（月）　各日 10:00～、11:15～、12:30～
【個人セッション料金】68,000円（税込・通訳込）／63,000円（税込・通訳なし）
東京　恵比寿駅近辺

少人数で、アラン・コーエンから、人生の全領域について、癒しと変容をうけとりましょう。

日時

料金
会場

10月15日（土）　10:30～17:30（予定）※時間については若干の変更の可能性がございます。
10月16日（日）　10:00～17:00（予定）
お一人様88,000円／ペアでお申し込みの方は158,000円（税込・通訳込）
東京　代官山サロンウエスト

「同じ空間をともにするだけで、問題が解決してしまいます」（RTさま）「神はいつも許している。神は批判しないとい
う言葉が特にハートに響きました。」（AIさま）「愛のパワーのすごさ、一瞬で奇跡を起こす力を見せられました」（HH
さま）「一瞬にして、心がフッと軽くなり背中に背負った重荷を下ろせた感じがしました」（AKさま）「短い時間の中
で、最大限のものを得られたことに、みなさんに心から感謝したいです。」（HOさま）

過去のアランイベントにご参加者された方の声（抜粋）

【2日間集中ワークショップで扱う予定のテーマ】
□ 神聖な運命を、あなたの手にとり戻す力を得る方法
□ 誰かに左右されていると感じてしまうネガティブな信念を手放す
□ あなたが「本来、生きるべき道」を具現化するための引き寄せの法則の使い方
□ 内なる声の中の、怖れと真実を見分ける方法とは？
□ 「失敗」を、あなた自身の人生に役立つよう変容させるために必要なこと
□ まったく上手くいかない、運が悪い、最低だと感じるときにでも、
　 人生への信頼を取り戻し、心の平安へといたるには？
□ 高次の存在からのガイダンスを信頼する
□ 自由意志と、運命との関係をマスターする
□ 運命・使命を見失ったと感じる時に、その怖れを克服する方法
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銀河司令官アシュタールが深いカルマの
打破をサポート！
神聖な流れにあなたを導きます。

講師：Dr.テリー・サイモンズ (Dr.Terrie Symons)

DUカリキュラム／ブレイクスルーマスタリープログラム

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」の司令官として、11次元に存在しています。彼の役割は地球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「スターシード」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。

スターシードとは！？
遙か昔にアシュタールが伝えた地球の話を聞いて「地球を助けるための行動をする」と決意した魂に宿っている
種（シード）のことです。アシュタールはスターシードのキーパー（守り手）であり、スターシードを持っている人は世
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」に点火すると、そこから物
事が大きく変わり始めることがあります。自分の人生が少しずつ軽くすっきりとしてきて、いろん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？と思う人も、ぜひ直接テリーのセッションを受けてみてはいかがでしょうか？

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ひとつひとつ答えてきます。宇宙やアセンションについて、また個人的な質問でも結構です。ア
シュタールからの回答は、あなたの質問の仕方によって変わります。高い次元で質問すると、高い次元の回答となるでしょう。

グループセッション■ メニュー1

【東京】11月23日（水・祝） コスミックビジョンスペース
【大阪】11月26日（土） レインボーエンジェルズ大阪店
【福岡】12月3日（土） 福岡市内
【仙台】12月11日（日） 仙台市内
各セッション時間：10：30～13：00（東京のみ14：00～16：30、19：00～21：30）
15,000円（税込・通訳あり）

日時 会場

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、あなたからの質問にもお答えします。

個人セッション■ メニュー2

【東京】11月17日（木）18日（金）21日（月）22日（火）  コズミックビジョンスペース
【大阪】11月25日（木）26日（土）28日（月）～30日（水） レインボーエンジェルズ大阪店
【福岡】12月3日（土）5日（月）～7日（水） 福岡市内
【仙台】12月9日（金）～11日（日） 仙台市内
各日 11:00～、12:00～、14:30～、15:30～、16:30～、17:30～、18:30～（各50分）
41,000円（通訳あり）／36,200円（通訳なし）

日時 会場

料金

※日時は変更となる可能性があります。詳細はHPからご確認ください。

アシュタールとドラゴンとが集うパワフルな空間で、日本人の多く
が抱えている「龍族」に関わる深いカルマを癒し、カルマの障壁を
打ち破るワークに取り組んでいきます。すべてにおいて、ドラゴン
エネルギーを取り入れたワークです。さらにあなたのインナードラ
ゴンとの繋がりを深め、そのチカラを通して宇宙存在としてのあな
たに目覚めていきましょう。あなた本来のパワーを取り戻すパワフ
ルなワークショップです。東京では室内ワークに加え、龍神にゆか
りのある関東近郊の寺社でのフィールドワークも。大阪・福岡は室
内でのワークのみとなります。

2DAYS&1DAYインナードラゴン・ワークショップ

【東京】11月19日（土）10：00～17：00  コスミックビジョンスペース
　　　11月20日（日）10：30～17：00 関東周辺寺社でのフィールドワーク
【大阪】11月27日（日） 10：00～18：00 天満橋周辺
【福岡】12月4日（日） 10：00～18：00 福岡市内 
【東京】早割55,000円／通常64,000円
【大阪・福岡】早割35,000円／通常43,000円
※会場・日時変更の可能性もありますので、詳細はHPをご確認ください。

日時 会場

料金

重要なターニングポイントである2016年の秋、あなたの波動を上昇させ、スムーズなシフトを起こしていきましょう！
龍神ゆかりの聖地から、テリーとアシュタール、そしてドラゴンたちがあなたのハイアーセルフに繋がり、天高く通じるパ
ワフルな遠隔セッションを行います。

大変革の秋に ～龍神×アシュタール第 2 弾！
波動上昇遠隔グループセッション■ メニュー4

2016年11月20日（日） 9：00～10:00  
ご自宅などお好きな場所で受け取っていただけます。
1ヶ所10,800円（税込・通訳あり）

日時
会場
料金

アメリカ・オレゴン州出身。地球のアセンションを見守り、私たち地球人を愛と平和へと導くためにキリスト
やブッダと共に活躍している11次元の存在「アシュタール」と共に働くチャネラー。
テリーが本格的にアシュタールと繋がるときには、体に震えが走るほど。アシュタールの波動に触れたことを
きっかけに人生が好転したという人は多く、アメリカ、ヨーロッパ、日本といった、世界各地からたくさんの
ヒーラー、チャネラー、ライトワーカーたちがテリーの元を訪れてきた。日本でも来日の度に全国各地でイベ
ントへのリピーターやキャンセル待ちが続出している。

Dr. テリー・サイモンズ Dr. Terrie Symons

■ メニュー3
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通常、海外に住む講師と通訳、お申込者の方の 3 者をスカイプで繋ぎセッションを行
います。 スカイプとは、インターネット通話のことで、パソコンやスマートフォン（機種
による）に無料のアプリをダウンロードすると、無料で海外と日本とをつなぐことがで
きる便利なシステムです。ウェブカメラがついている場合には映像で、ついていない
場合には音声 （電話と同じ）でのセッションが可能です。多忙な方などは、事前に写
真と質問等の情報を頂ければ、講師によるリーディングがなされた音声を、後日お送り
することも可能です。（通訳付き）講師陣の住むパワースポットや現地のエネルギーを
感じながらのライブセッションは、きっと日本での対面セッ ションとはまた違った恩恵
が得られるでしょう。

■海外講師との遠隔セッションの受講方法について

※現在スケジュール調整中につき、決まり次第ダイナビジョン公式ページにて公開予定

年末年始には、特別イヤーリーディングを行います！ 来日時は満席必須のアンジェラが
ハワイから貴重な個人セッションを開催！ さらに穴口恵子は日本各地での対面&遠隔
セッションを行います！

癒しとマナの気に満ちるパワースポット・ハワイ島。そこに住むアンジェラと繋がり、彼女の神聖なエンジェ
ルルームからセッションをお届けします。あなたのエンジェルたちに、2017年の可能性を聞いてみましょ
う。私たちには誰にでも生まれた時から死ぬ時までずっと、側にいて見守ってくれる守護天使が最低２人
はいるそう。通常、守護天使とあなたはエネルギーレベルで会話をしたり、守護天使の出しているサインに
直感的に気づいたりするものですが、多忙な生活の中にいると、それらの声が聞き取りづらくなってしまい
ます。アンジェラはそんなあなたと守護天使の間に入り、会話を仲介してくれるメッセンジャー。どんなご
質問でも、時間が許す限りお答えしていきます。

予定講師一例：

①アンジェラ・ハートフィールド
from

［予定メニュー］
ハワイアンエンジェルイヤーリーディング2017／イヤーグループセッション

年末年始ワールドイヤーリーディング祭り

■対応可能分野（一例）

●ソウルメイト、恋愛、パートナーシップ、結婚、離婚について。
●仕事、ライフワーク、使命について。過去世リーディング。
●あなたの守護天使からのメッセージ。
●大天使からのメッセージなど。（基本的に内容は問いません。）

パワースポットハワイ島

イヤーリーディングセッションでは、対面または遠隔にて２０１7年のあなただけのビジョン
メイキングをしていきます。穴口恵子があなたのハイアーセルフと繋がって、2017年の
あなたを最高最善へと導く光のメッセージを教えてもらいます。
"神聖な自己＝ディバインセルフ"を加速実現していくために、ハイアーセルフからのあなた
へのメッセージを受け取り、あなたの人生の全ての領域（仕事、お金、恋愛、人間関係、家族、
健康）が豊かになることをサポートします。
そして、あなたの魂の学びや課題を明らかにして、源の神聖な自己に目覚めた状態を保ち
続けるためのエッセンスをお伝えしていきます。
２０１7年のあなたのエネルギーを読み取って、輝かしい１年のスタートを切りましょう。

②穴口 恵子
from

［予定メニュー］
対面＆遠隔イヤーリーディング2017

日本全国



大切なのは、自分の人生の領域にフォーカスして、
じっくり自分自身の魂と対話をする時間を取ることです。

そして、限りない無限の豊かさをマスターするステージへとシフト・チェンジしていく
チャンスを掴んで、どんな混沌や出来事の中でも

絶対的に安定した豊かさを継続していくバイブレーションをアンカー（固定）できる
ようにしていきましょう。

天と地のエネルギーが満ちるセドナとシャスタで、
最も必要な魂レベルの癒しと気づきを受け取りましょう。
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こんな方にオススメです！

■主な訪問パワースポット

なぜこの地球、この時代にあなたは生まれてきたのか？

□ 古代エジプトにいたような気がする方
□ 自分自身の神聖さに目覚めたい方
□ 二極化の中で生きることをやめて、真実の自分の道を選びたい方
□ 神聖ワンネスの光のコードを活性化したい方
□ この人生でアセンションを体験したい方
□ スピリチュアリティをリアリティ（現実）で体験したい方
□ 自分自身や周りにも神聖ワンネス意識で目覚めることに貢献したい方
□ 人生に対して完全信頼と無条件の愛を持って、進化したい方

この秋、私たち一人ひとりには新たなステージへの扉が開かれています。
迷いや不安をクリアーにして、100％の自己信頼をもって前進していきたい！そんな風に感じている方
も多いことでしょう。そこで今回ダイナビジョンでは、様々なセッションをお得な価格で体験できる、ス
ピリアルな秋祭りを開催することとなりました！！

・宇宙の法則を味方につける『コスモフュージョンプログラム』
・実践的アプローチで問題解決へと導く『スピリチュアルコーチ』
・高次の存在と自由自在に繋がれる『チャネリングマスター』
・願望の具現化をサポートする『レインボーエンジェルセラピスト』
・過去・現在・未来の課題をクリアにする『ドルフィンスターテンプル（DST）』等

様々な手法を持つ認定ヒーラーたちが一挙に大集合！しっかりと実践を重ね、スキルを磨いてきたダイ
ナビジョン認定ヒーラーよるミニセッションをたくさん体験できるチャンスです！DSTトップ講師によ
る個人セッションやイブニング瞑想会、レインボーエンジェルズ中目黒店も加わって、フィスティバルは
さらに盛大なものに！認定コースに興味がある方、ヒーラー活動、セラピスト活動に興味を持たれてい
るという方も、入場無料の秋フェスへぜひお気軽に遊びにいらしてくださいね。

その真実の扉が開かれます。2016年の収穫の時期には、あなた自身
がこれからの7年を神聖ワンネス意識に完全に目覚めて、神・女神とし
て肉体を持って日常を過ごしていくという準備が整えられていきます。
古代エジプトの愛と叡智の錬金術を行っていたナイル川にそびえ立つ
神殿には、その原型が残されています。2016年は、ナイル川にそび
え立つ神殿群やギザのピラミッド、そしてアブ・シンベル神殿に、大い
なる源であるグレイト・セントラル・サンから、見事な神聖ワンネスの光
のコード（暗号）が降りています。この神聖ワンネスの光のコードを神
殿の中で復活し、再現することに、次の7年のあなたを始め、地球が大
きな神聖ワンネスの波に乗れるか否かがかかっているのです。

あなたが神聖ワンネス意識に目覚めるチャンス
神聖ワンネスの光のコードは、着実に進化した形でエジプトの神殿に降
ろされて、あなたの手によって、光のコードの真の活性化が起こります。
神々が宿る肉体を持つあなたが、神聖さを復活させる鍵なのです。この
時期にエジプトに訪れることによって、神聖ワンネス意識はあなたの魂
の神聖さを確実に目覚めさせてくれるでしょう。そして、自らの神聖さが
導く素晴らしい人生が待っているのです。あなたの神聖さが光の神殿の
ようにあなたの全身を通して、輝き出します。そして、あなたに、すでに
知っていたという感覚が呼び覚まされ、この地上に神聖な計画に沿った
生き方が始まります。

「神聖ワンネス意識への自己実現」
あなたが神聖な存在として自己実現をする

［日　時］2016年11月21日 ～ 12月5日（日本着）
［参加費］698,000円 ／（早割10月末日予定）660,000円

６つのお楽しみポイント

実力ヒーラーたちのミニセッションが受け放題

秋の大変容の波に乗るなら、スピフェスへGO！！

ダイナビジョン秋のスピリアルフェス

入場
無料

［日時］10月21日（金） 
セッション11:00～16:00／イブニング瞑想会17:00～19:00　
［会場］コスミック・ビジョン・スペース＆レインボーエンジェルズ中目黒店＆目黒銀座会館

① ダイナビジョン認定ヒーラーによるミニセッション［10分1,000円～］
② レインボーエンジェルズ店頭ヒーラーによるミニセッション［10分2,000円～］
③ レインボーエンジェルズ中目黒店“クリスタルチャネリング”開催
④ スタンプラリーに参加して、素敵なプレゼントをGet！
⑤ DST講師金谷せいこによる個人セッション［10分2,000円～］
⑥ DSTトップ講師！ 金谷せいこによるイブニング瞑想会
　 ［参加費3,000円］
（※⑥のみ、事前予約制となります）

アブ・シンベル神殿
太陽神ラー、女神ハトホルを祀る
壮大な神殿

イシス神殿
豊穣の女神イシスを祀る神殿

ツタンカーメン王の墓
王家の谷にあるツタンカーメン
王の墓

エジプト考古学博物館
カイロにある20万点以上の収蔵
品を所有する国立の考古学博物館

※上記訪問予定地は、一部変更となる可能性があります。あらかじめご了承くださいませ。
　エジプト・リトリート2016の詳細は、近日公開予定です。

11/21（月） カイロ
・ウェルカム・ディナー
11/22（火） ギザ、 スフィンクス、サッカラ
・スフィンクス像前にて、朝の儀式
・ギザのピラミッドの探検
・午後は、豪華バスにてサッカラに移動
・最古のピラミッド、王家の墓、ヒエログラフ等を見学
11/23（水） アスワンへ移動
・エジプト考古学博物にて、古代の発掘品等を見学
・空路にて、カイロからアスワンに移動
11/24（木） アスワン、アブ・シンベル神殿
・サハラ砂漠を車で移動し、アブ・シンベル神殿へ
・見学後は、再び、アスワンに戻る
11/25（金） アスワン、フィラエ、イシス神殿、市場見学
・フィラエ神殿にて早朝の瞑想
・アスワンの市場やバザールを散策
・植物園、クルーザーの船上で自由時間
11/26（土） クルーザーでコムオンボに移動
・ナイル河を渡り、コムオンボ神殿見学
・その後、クルーザーに戻りミーティング
11/27（日） コムオンボからクルーザーでエドフへ移動
・タカの太陽神ホラスを祭るエドフ神殿群を見学
11/28（月） エドフ、エスナ、ナイル河
・終日、クルーザーで移動
・ナイル河でスイミング
11/29（火） エスナからルクソールへ移動
・ホテルにチェックイン
・午後は、カルナック神殿を見学
・カルナックの神聖な湖で浄化の儀式
・女神セクメトを祭る祭殿を見学
11/30（水） デンデラ、アビドス
・午前中、女神ハトホルを祭る神殿を見学
・その後、オシリス神を祭るアビドス神殿を見学
12/1（木） 王家の谷、ハトシェプスト神殿、ルクソール神殿
・女王ハトシェプストを弔うデルエルバハリ神殿を見学
・ナイル西域のテーベのネクロポリスを見学
・ツタンカーメン、ラムセス3世および4世等の墓を見学
・午後は、ルクソール神殿を見学
12/2（金） ルクソールからカイロに移動
・午前中、空路にてルクソールからカイロに移動
12/3（土） 大ピラミッド、フェアウェルディナー
・早朝に大ピラミッドの内部を見学
・王の部屋にてイニシェーション
・夜は最後のディナーを共に
12/4（日）カイロ空港より帰国便に（12/5（月）日本着）
※上記の予定は予告なく変更になる可能性があります。

2016年

穴口恵子が導く エジプトリトリート
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何の為に生まれたのか分からない/才能を開き周りの人に貢
献したい/やりたいことをやれるだけの豊かさを手に入れた
い/素敵なパートナーと巡り逢いたい…etc
そう願うのは、自分の魂が実現できる可能性を知っているか
らでしょう。自分の人生のシナリオを自由に描き生きるのもあ
なた次第。穴口恵子による遠隔ヒーリング＆アクティベーショ
ンのエネルギーは、あなたが一歩前に踏み出したい時、魂の進化を受け容れる覚悟がで
きた時、宇宙の最高最善の流れと共にあなた本来の魂に点火し、パワフルなサポートに
よって背中を押してくれます。

穴口恵子が行う遠隔ヒーリング＆アクティベーションでは、
セッションを行う前に、まず徹底的にエネルギーの通り道を
クリアにし、ヒーリングを行います。このクリアリング&ヒーリ
ングだけでもパワフルですが、さらに高次元のエネルギー
を流していくので、変化変容が加速して恩恵を受け取りやす

くなります。肉体や精神にへばりついた不要なエネルギーやくすぶっていた感情などが、
高周波のゴールドの光によって優しく溶きほぐされていくと、あなたが元々持って生まれ
てきた源の魂の輝きが共鳴して、自分自身の内側から神聖でパワフルなエネルギーが湧い
てくることに気付くことでしょう。

「私の人生がすべてうまくいくのは、エネルギーワークを繰り返
し行って、細胞レベルからクリアにし続けているから！エネル
ギーの通り道が汚れていると、エネルギーが通りづらくなるの
よ！だから、遠隔ヒーリング＆アクティベーションを受けた方に
は、セッションの音声をぜひ繰り返し聞いてほしいのよね！」と
穴口恵子は言います。もちろん一度受けただけでも十分に変
容を促してくれますが、繰り返しエネルギーをクリアにするこ
とで、あなたの内側がますます活性化し、具現化力をさらに加
速していきます。

遠隔セッションの流れ
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①選ぶ
お好きな遠隔伝授を
お選びください。

②お申込み ③事前メール ④実施日 ⑤音声配信

ＣＤをご注文された方には2週間以内を目途にお届けいたします。遠隔伝授セッションの流れ

HP、お電話にてお申込
み下さい。お申込み締
め切りは開催日により
異なりますのでご確認
ください。

開催前に遠隔伝授のテ
キストをメールにて送付
致します。郵送での送付
も承ります。

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。

※ＣＤをご注文された方には2週間以内を目途にお届けいたします

ミラクルハッピー遠隔＆聖地遠隔を受け取り
神聖な自分自身の人生の主人公として生きる！

あなたが《受け取る》と決めた瞬間から、現実は大きく動き始めます。

現実を変えたい/才能を開きたい/人の役に立ちたい！という方にオススメのイベント

穴口恵子によるすべての遠隔セッションでは、まず皆さんが遠隔エネルギーを受け取る準備を整える
ため、高次の存在とつながって聖域を作り、すべての参加者のハイアーセルフを通して、意識の変容を
促したり、ブロックを解除したり、必要なクリアリングとヒーリングを行っていきます。これは、新しいエネ
ルギーを流していく時に、エネルギーの循環を滞らせている不純物やブロックがあると、折角流したエ
ネルギーを受け取りづらくなってしまうからです。あなた自身はどこにいても、誰と過ごしていても、眠っ
ていたとしても大丈夫です。ただリラックスして、遠隔のエネルギーが流れていることを意図して信頼し
ていてください。

●確実に私の内側が変わり始めています。
もう自分に嘘をつかなくていいし、本当の自分を生きていいんだと肩の重荷が降ろされた感じがします。
今まで思考や幻想にがんじがらめになっていて、とても苦しかったです。これからはハートから魂の本質へ
向かえるような感覚がします。（Nさん・女性）

●両親にハグまで出来るようになっていました！
今回初めて遠隔に参加させて頂きました。あれから何だか、感謝の言葉を言いたくなったりして、両親に
愛と感謝の言葉を伝えました。不思議ですが、心が楽になった気がします。ありがとうございました。
（M.Yさん・女性）

遠隔セッションの感想のほんの一部
をご紹介！
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このコースでは、毎月1ヶ月間で達成したいこと、手に入れたいもの、状態、経験など書きだ
していただき、穴口恵子自身がその願いとあなたの名前が書かれた紙を手元に準備して、
あなたの願いに向けて、必要なヒーリングやアクティベーション、祈りなどを行うスペシャル
なコースです。

聖地から贈る遠隔ヒーリング＆アクティベーション
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穴口恵子が聖地へと足を運び、現地の歴史を感じながら、現地に存在する高次のエネル
ギーから受け取ったメッセージをお伝えし、アクティベーション（活性化）することで、あなた
が持ち続けてきたパターンをクリアにして、深い気付きと変容を促します。

カリキュラム内容

10月テーマ ： 肉体と魂の融合

１．『遠隔ヒーリング＆アクティベーション』
あなたの中で妨げとなっている顕在意識・潜在意識のブロックをクリアにします。神聖な自分で居られるようにその
時最高最善のタイミングで集った高次の存在と繋がりセッションを行います。

２．『最高の１ヶ月リーディング情報』
1ヶ月間をどのように過ごせば最高の状態でいられるのかを穴口自らリーディングした情報を実践することで自分
の可能性を存分に発揮できるようサポートします。

３．『最高のあなたになる１ヶ月瞑想法』
毎日実践することで常に神聖なあなたでいるために必要なエネルギーをアンカリングします。

♦サポートしてくれる高次の存在たち♦
・大天使メタトロン
・大天使ザドキエル
・レディ・ビーナス
・自然界の精霊たち

開催日時：10月22日　22:10～23：11

11月テーマ ： 源への完全なる回帰

♦サポートしてくれる高次の存在たち♦
・グレイトセントラルサンの光
・レムリアの最高神官アダマ&ラ・ムー
・プレアデスの大天使アンラー

開催日時：11月22日　22:10～23：11

12月テーマ ： 聖なる約束を果たす

♦サポートしてくれる高次の存在たち♦
・アセンデッドマスター　サナト・クマラ
・アシュタール
・アルワトゥースの女神たち

開催日時：12月22日　22:10～23：11

ミラクルハッピー遠隔コース
7月からリニューアルした、ミラクルハッピー遠隔セッション。

たくさんの嬉しいお声をいただいております！

このコースの中で役立ったことは、まず、意図が明確になり、無駄な動きがなくなったこと。恵子先生のリー
ディングの流れを信頼し、勇気を出してその通りに動いたら、どんどん人脈が広がり、具体的に大きな仕事
に繋がりました。また、リーディングの中の周波数のカラーを服装に取り入れたところ、人に好印象を与えた
り、自分の可能性が広がりました。（ティーフェアリーさん）

ツールが豊富で、日々意識しながら楽しく取り組まさせていただいております。ちょっと気分が落ち込んでい
るな…という時は通勤中や休憩時間にも瞑想音源を聴いています。お陰でよい周波数を保ちやすくなりま
した。そのためか直感力が上がり、迷う事が少なくなりました。また、「まずやってみよう(動こう)」と思う事が
多くなり、フットワークがよくなりました。（solaさん）

11月『エジプト遠隔グループセッション』

2016年秋に大きな変化を迎えると言われている中で私たち人類が
より進化して、バイブレーションをあげていく事は不可欠です。 
私たちが最も加速してバイブレーションをあげる事ができる場所
はいくつかありますが、その中の一つとしてあげられるのは古代文
明が栄えた場所。 そこには、地球と生きとし生けるものが共に目覚
めて、 ワンネスへと回帰させてくれる大切なレイライン（龍脈）があ
ります。
それこそがあなたの中に眠っているワンネスへと自然に導く天才性を目覚めさせ、活性化し、統合する
ために用意された聖なる場所なのです！

□ 古代エジプト時代で神官をしていた方
□ あなたがアセンション・ライトワーカーとして活動していきたい方
□ エジプトに興味が有り、他の観光旅行では味わえない神秘体験をしたい方
□ 自分の魂に眠っている全知全能の神なる存在と繋がりたい方
□ 自分自身の神聖さに目覚めて日常を生きたい方
□ 自分に自信をもって、愛と調和の中で日々を送りたい方
□ エジプトでの過去世を思い出したい方
□ 自分の枠を壊して、可能性を開きたい方

こんな方にオススメです！

詳細決定次第、HPやメルマガなどでご案内させて頂きます！ ぜひ、お楽しみに！
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【コラム】
1） これからのビジョン
2） 活動の三本柱とは？
3） スピリアルライフを生きる

活動の三本柱とは？
Q:　何か祐子さん愛用のアイテムなどありますか？
A:　私の活動の三本柱、、、活動といってもスピリアルといいますか、日常生きているこ
とそのものがスピリチュアルで活動そのものだと思っているのですが、私にとってその
三本柱がスピリチュアルと鉱物界、植物界なんです。つまり、天然石やアロマなどです。
それを地球の共同創造の柱としています。
私は地球で地球と共に活動するとコミットしたわけで、その活動をサポートをしてくれ
ているのが自然界の仲間たち、つまり、鉱物界、植物界、わかりやすいのがクリスタルとオイルですよね。私は多くの人
に、そういうサポートがあるよと伝えたいし、使い方とかも伝えたいと思っています。
私は日常的にオイルもクリスタルも使っています。アイテムでいうと、ヤングリビングのアロマオイルとか、クリスタルの
ブレス、、、。旅行に行く時には、クリスタルチューナーも必ず持っていきます。
Q:　おすすめの使い方などはありますか？
A:　チューナーは難しいことを考えずにいつでも使えます。
なんかムズムズするなというときや、いつもの感じじゃないなと思ったときに使うと、一瞬で空気が変えられるし、体感
も変わります。連続で使っていくと、周りのことにも自分自身の体感にも敏感になっていけるようになりますし、私は日
常的に浄化や調整に気軽に使ってます。
あとは、オラクルカードが好きです。レインボーエンジェルクリスタルカードはおすすめです！レインボーエンジェル、
鉱物界、神託が全部入ってるので使いやすいです。エンジェル、マスター、女神が入っているものも誰かに頼りたいとき
にはいいですが、自己対話をしたいときは、別の人格があるものよりないもののほうが自分自身に向き合いやすいと
感じるので、自己対話のツールとしてクリスタルカードをよく使います。カードをひいて、エンジェルが何を言っている
のかではなくて、自分の潜在意識が何を伝えようとしているか、、、そんな使い方をします。

スピリアルライフを生きる
Q:　祐子さんが好きなことや、大切にしていることはなんですか？
A:　ワクワクすることが大好きです！自分が豊かさと喜びに包まれていると感じるときや、仲間と一緒に感動を味わっ
ているときなど、共にステージアップしている瞬間を感じられるときは何より楽しいです。
Q:　最後にひとこと。
A:　すべての人が私自身だと思っています。みんなに私たちの中の無限の可能性ときらめく才能に気付いてほしいし、
気づくだけじゃなくて発揮して現実を動かして自己実現していけたらなって思っています。
自分の可能性、才能を開いて活動しているときって、喜びや豊かさの中にいますし、過去に目を向けるのではなく、未
来を自分たちの手で創っていく。みんなで共同創造していく。
そうして、みんなが個々に光ることによって、結果、地球全体が光り輝く！というのを見届けたいなと思っています。

ダイナビジョンでの学びを通して、スピリアルライフを実践しているお客様をご
紹介させて頂くスピリアル・ライフ・レポート。第三回目は、離婚という人生の
大きなターニングポイントを乗り越え、スピリチュアルアントレアカデミーにて
起業家マインドを高めながら、穴口恵子の認定コースであるレインボーエン
ジェルセラピーやFSPコースでの学びを深め、癒しフェアへの出展、レインボー
エンジェルズ中目黒店でのヒーラーデビューなど次々と夢の具現化を加速し
続けていらっしゃる岸本祐子さまへのインタビューをお届けします。

インタビュー：
岸本 祐子様  Yuko Kishimoto

これからのビジョン
Q:　まず、これからのビジョンをおきかせください。
A:　アントレアカデミーを卒業して、色々とチャンスもいただいているので、ちょうどいま転機を迎えているなと感じて
います。サロンもあるので、サロンワークを本格的にしっかりやっていこうと思っています。
今の自分の状況は、自分の潜在意識が選んでいるものですが、「もうこれでやっていくしかない」というというものしか
残っていないので、アントレアカデミー卒業生として起業家マインドをしっかり高めて、「スピリチュアルで起業する！」
を実践していくときかなと思っています。
Q:　サロンをお持ちなんですよね。
A:　サロンは３年くらい前に、アバンダンティアに放っていた願いが忠実に具現化するような形でオープンしました。元々
私はデコのアーティストとして講師もしていたのでそのお教室とアトリエ、それと同時に活動し始めていたスピリチュアル
な個人セッション、ワークショップもできるようにと、人数も入るフレキシブルなサロンにしましたが、結果的にはスピリ
チュアルな方面で使っています。サロンを作る段階から、サロンには光と輝きと豊かさを叶える仕掛けが施してあります。
Q:　今後はサロンを活用して何かされたいことなどありますか？
A:　アイディアはいっぱいあって、商品の概要はできているのですが、まだそれを発信できていないんですよね。
アントレアカデミーで北野さんが伝えてくださったビジネスって、愛の手法、愛の循環なんだって思いました。私の中で
は、マーケティングは愛なんだって気が付いたので、それを私の中の真実として実践していきたいと思っています。
アントレアカデミー2年目の意図も「実践」ということなので、「素直にやる！」そう意図していたら、タイミング的にまさに
今、来てるなと感じています。それで、商品は練っているのに、発信していくことに関するブロックがまだいっぱいある
ので、いまドルフィンで解除しているところです。
Q:　ところで、ヒーラーとして参加された癒しフェアはどうでしたか？
A:　みなさんにチャンスをいただき、背中を押してもらいました。
レインボーエンジェルとアバンダンティアが大好きですし、それを広めたいなとも改めて思いましたし、スピリチュアル
な精神とか魂とかだけじゃなくて、今、具現化や現実を動かすということが加速して、またそのなかに喜びがあって楽し
みがあるのを肌感覚で感じているので、それをスピリチュアルな業界だけでなく、多くの人たちに伝えたい、、、。レイン
ボーエンジェルとアバンダンティアにがっつりサポートしてもらって、そして「サポートしてもらえるんだよ」って事をみ
んなに伝えたいし、使ってほしい。そういう方面で貢献していきたいなと思いました。

Spireal Life Report

【主な資格】

・穴口恵子認定レインボーエンジェルセ
ラピスト　マスター・クリスタルヒーリ
ングコース修了
・穴口恵子認定アセンションライトワー
カー2016修了
・JSEA認定スピリチュアルコーチ
・ICHAペンデュラム＆ワンドプラクティ
ショナー
・スザンナ認定アウェイクニングオイル
コース2016修了

“具現化の波にのって”

ありがとうございました！

サロン情報
Metamorphosis 『 PRISM Salon 』
神奈川県川崎市／JR川崎駅から徒歩７分
http://www.metamo888.com　050-3635-0222（11時～20時）

※プライベートサロンにつき、住所詳細は非公開です。

個人セッション（『Awaken Your Light !』1day／3ヶ月コース）、アバンダンティア伝授、
テーマお茶会・瞑想会、セミナー開催、Young Livingアロマオイル



宇宙はあなたの波動と共鳴してい
ます。あなたの波動が高まれば高ま
るほど、宇宙はあなたのより高い意
識を地球で実現する働きをしてく
れます。あなたの波動を高めるスキ
ルを学び、波動の法則を自分の人
生に活かしていく方法を学びます。

あなたが原因で築き上げられた現
実は、必ずあなたの人生に結果とし
て現れます。ならば、その因果の法
則にそって、あなたがこの世界に提
供することをニュートラルで、慈悲
に満ちた状態で、貢献することで、
あなたには、徳が積まれていきま
す。徳があなたの人生の可能性の
扉を開いてくれます。どのようにあ
なたの現状に関わるかで未来が変
わることを学びます。

あなたの祈りはあなたが意図した
こと以上に宇宙は答えてくれます。
あなたの祈りが聞き入れられるた
めに、祈ることは、宗教的なことで
はなく、宇宙があなたに最大限の
チャンスを与えてくれている中で、
何をあなたがこの世界で実現した
いかに関係しています。自然に祈
りの法則をマスターして、あなたの
人生を更に容易く望みを叶えてい
けるようになります。

あなたの人生は旅のようなもので
す。その人生には流れがあり、止ま
ることはないのです。その聖なる流
れを受け入れて、委ねることを通し
て、人生の行き詰まりや困難を乗り
越えて、本来のあなたが進んでいく
道へと戻ることができます。聖なる
流れに乗って、どんな時でも、自分を
見失うことのない選択ができるよう
になります。

すべてのものには良し悪しがあ
る二元性から解き放たれた時に
あなたはあらゆる制限から自由
になります。人生経験から 自然に
当たり前になってしまった、二元
性に気づき、二元性から自由に
なって、本質をつかみとり、人間
関係や出来事に 対して中庸を選
んで、変わることのない平常心や
やすらぎを手にします。

移り変わる現実の中では、常にあな
たが最高最善を選ぶことができます。
ところが殆どの場合、焦りや恐怖や
不安から自分の最高最善を見失って
しまいます。瞑想を通して、もっとも多
面的に物事が見えるようになり、あら
ゆる可能性の中から選択することが
できるようになります。そして、悩み
を超越して、人生の重要な決断を下
せるようになります。

あなたをコントロールする人も物も環
境も実際には存在していません。とこ
ろが、あなたは環境や人間関係や社
会の中で自分自身に責任を100%持
つことなく、社会や周りの期待に答え
て生きてしまいがち。そんな中では、
満たされた人生は送ることができま
せん。あなたの自由意志を取り戻し、
あなたが自然に望んでいる現実を築
いていけるようになります。

あなたが与えたものが巡り巡ってく
るのが宇宙の真理の一つです。あ
なたの魂にアクセスして、何を循環
すると、あなたの実現したいことが
できるかを学びます。あなたの言葉
と行動が影響を及ぼしていることに
気づいて、あなたの魂レベルでの
真の望みと一致している言動を起
こしていく方法を学びます。

すべては根源とひとつに繋がっ
ている中で、あなたの存在があ
ります。創造の法則を学ぶことを
通して、あなたがいかなること
へも貢献していることに気づき、
よりあなたが本質から創造して
いく方法を身につけて、あなた
の夢や願いが叶うプロセスを身
につけていきます。

宇宙の法則① 波動の法則

宇宙の法則④ 因果の法則

宇宙の法則⑤ 祈りの法則

宇宙の法則⑥ 聖なる流れの法則

宇宙の法則⑦ 中庸の法則

宇宙の法則⑧ 瞑想の法則

宇宙の法則⑨ 自由意志の法則

宇宙の法則② 循環の法則

宇宙の法則③ 創造の法則

講師：穴口恵子と認定リーダー

DUカリキュラム／宇宙のサポートを得たい
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宇宙の応援がどんどん受け取れる
宇宙の法則で、あなたも人生の主人公になる

Cosmo Fusion Program

私自身が人生で自然に実践してきた９つの奇跡を起こす宇宙の法

則を次世代へと伝承して、この美しい母なる地球で神聖な自分を

体現していただける仲間を募って、2015年～2016年の4月ま

で、学んでいただきました。

このプログラムに参加したひとりひとりが自分自身の人生にコミットして、本当の自分の

魂の深い愛を選択して、自己愛を深め、自己信頼を手にしていただきました。これからの

人生においても、きっと、自分の本来の向かう方向に宇宙の法則の実践者として、最高最

善を選択していくでしょう。

ぜひ、あなたもコスモフュージョンファミリーのメンバーになって、宇宙の法則を学んで、

実践しながら、最高の未来を手にしてください。

私自身が人生で自然に実践してきた９つの奇跡を起こす宇宙の法

則を次世代へと伝承して、この美しい母なる地球で神聖な自分を

体現していただける仲間を募って、2015年～2016年の4月ま

で、学んでいただきました。

このプログラムに参加したひとりひとりが自分自身の人生にコミットして、本当の自分の

魂の深い愛を選択して、自己愛を深め、自己信頼を手にしていただきました。これからの

人生においても、きっと、自分の本来の向かう方向に宇宙の法則の実践者として、最高最

善を選択していくでしょう。

ぜひ、あなたもコスモフュージョンファミリーのメンバーになって、宇宙の法則を学んで、

実践しながら、最高の未来を手にしてください。

今人生を最高へとシフトする時、 宇宙の応援がどんどんと受け取れる
【奇跡を起こす9つの宇宙の法則】で、 あなたも人生の主人公となる

穴口恵子が20年かけて実践し
人生の豊かさを実現できた法則

宇宙はあなたの波動と共鳴してい
ます。あなたの波動が高まれば高ま
るほど、宇宙はあなたのより高い意
識を地球で実現する働きをしてく
れます。あなたの波動を高めるスキ
ルを学び、波動の法則を自分の人
生に活かしていく方法を学びます。

あなたが原因で築き上げられた現
実は、必ずあなたの人生に結果とし
て現れます。ならば、その因果の法
則にそって、あなたがこの世界に提
供することをニュートラルで、慈悲
に満ちた状態で、貢献することで、
あなたには、徳が積まれていきま
す。徳があなたの人生の可能性の
扉を開いてくれます。どのようにあ
なたの現状に関わるかで未来が変
わることを学びます。

あなたの祈りはあなたが意図した
こと以上に宇宙は答えてくれます。
あなたの祈りが聞き入れられるた
めに、祈ることは、宗教的なことで
はなく、宇宙があなたに最大限の
チャンスを与えてくれている中で、
何をあなたがこの世界で実現した
いかに関係しています。自然に祈
りの法則をマスターして、あなたの
人生を更に容易く望みを叶えてい
けるようになります。

あなたの人生は旅のようなもので
す。その人生には流れがあり、止ま
ることはないのです。その聖なる流
れを受け入れて、委ねることを通し
て、人生の行き詰まりや困難を乗り
越えて、本来のあなたが進んでいく
道へと戻ることができます。聖なる
流れに乗って、どんな時でも、自分を
見失うことのない選択ができるよう
になります。

すべてのものには良し悪しがあ
る二元性から解き放たれた時に
あなたはあらゆる制限から自由
になります。人生経験から 自然に
当たり前になってしまった、二元
性に気づき、二元性から自由に
なって、本質をつかみとり、人間
関係や出来事に 対して中庸を選
んで、変わることのない平常心や
やすらぎを手にします。

移り変わる現実の中では、常にあな
たが最高最善を選ぶことができます。
ところが殆どの場合、焦りや恐怖や
不安から自分の最高最善を見失って
しまいます。瞑想を通して、もっとも多
面的に物事が見えるようになり、あら
ゆる可能性の中から選択することが
できるようになります。そして、悩み
を超越して、人生の重要な決断を下
せるようになります。

あなたをコントロールする人も物も環
境も実際には存在していません。とこ
ろが、あなたは環境や人間関係や社
会の中で自分自身に責任を100%持
つことなく、社会や周りの期待に答え
て生きてしまいがち。そんな中では、
満たされた人生は送ることができま
せん。あなたの自由意志を取り戻し、
あなたが自然に望んでいる現実を築
いていけるようになります。

あなたが与えたものが巡り巡ってく
るのが宇宙の真理の一つです。あ
なたの魂にアクセスして、何を循環
すると、あなたの実現したいことが
できるかを学びます。あなたの言葉
と行動が影響を及ぼしていることに
気づいて、あなたの魂レベルでの
真の望みと一致している言動を起
こしていく方法を学びます。

すべては根源とひとつに繋がっ
ている中で、あなたの存在があ
ります。創造の法則を学ぶことを
通して、あなたがいかなること
へも貢献していることに気づき、
よりあなたが本質から創造して
いく方法を身につけて、あなた
の夢や願いが叶うプロセスを身
につけていきます。

宇宙の法則① 波動の法則

宇宙の法則④ 因果の法則

宇宙の法則⑤ 祈りの法則

宇宙の法則⑥ 聖なる流れの法則

宇宙の法則⑦ 中庸の法則

宇宙の法則⑧ 瞑想の法則

宇宙の法則⑨ 自由意志の法則

宇宙の法則② 循環の法則

宇宙の法則③ 創造の法則

Cosmo Fusion Programとは、約9ヶ月をかけて、穴口恵子自身が20年かけて
実践してきた「奇跡を起こす9つの宇宙の法則」をマスターするプログラムのこと。

人生に奇跡を起こす９つの宇宙の法則



Cosmic Vision Quest   3332   Cosmic Vision Quest

理屈でなく体が動くことってありま
すよね。宇宙の法則は自分を信じる
ことー自分のインスピレーションと
のつきあい方でもあります。毎日新
しい自分と出会いましょう！

穴口恵子直伝！
在り方や行動で自分の人生に

「奇跡を起こす９つの宇宙の法則」を実践し続ける仲間

コスモフュージョントレーナー

「奇跡を起こす９つの宇宙の法則」をセミナーで教えることができる講師

宇宙ファシリテーターの
遊布

あなたの思考（恐れ）があなたを不
自由にします。過去の私が、どれだ
け自分を不自由にしていたのを知っ
た時、「いま」がどれだけ自由かを知
りました。あなたのリアル（現実）を
スピリアルに変容するワークを提供
します。

原田きはる

21年間実践してる瞑想で、長年
患ってた持病を治しネガティブ思考
を楽々ハッピー人生へ変えた経験と
スピリチュアルスキルを使いあなた
の悩みを癒し自己愛を取り戻しハッ
ピー人生に導くセッション等をして
います。

自己愛♡覚醒スピリチュアル
コーチ&瞑想ファシリテーター
Sachiko 9つの宇宙の法則を実践して、人生

がどんどん変わって来た私。 幸せに
なる基本の宇宙の法則をたくさんの
方と共有して、ワクワクした毎日が
送れるように、宇宙と繋がるナビ
ゲーターとして活動中。

Lumiel naoko

歌が大好きな、関西在住のNobby
です。声や音叉を用いてのチャクラ
調整をさせていただいております。
私の体感ですが、チャクラが整うと
引き寄せがおこります。

Nobby

あなたの人生は、他の誰でもなく、あ
なたが決め、すべてと共に活かされ
る生き方を選ぶことで、幸せである
ことを創り続けるように感じます♪ 
全宇宙に向けて、全生命体が幸せに
なるためのセミナーを開催しており
ます♪

南 直人

こんにちは善林（ゼンバヤシ）と申し
ます。奇跡を起こす９つの宇宙の法
則で皆さんも、身近に起こる奇跡そ
して幸せに気付き感じてみません
か？全ては自分から…です。 皆さん
にお逢い出来る日を楽しみにしてい
ます。

善林利子
感情を癒し続け１８０°自分が変わっ
たことに気づく。２０１４年「かみさま
とのやくそく」自主上映主催４１０人
動員。感情を癒すと未来が変わる。
子ども達の未来のために大人の感
情を癒すことを使命とし活動。

後藤美穂
最新のコスモフュージョン
セミナー＆コスモカウンセリ
ングのお知らせは弊社ホー
ムページをご覧ください ！

北海道、東北、関東～九州地区まで全国で開催されています！
http://cosmofusion.dynavision.co.jp

『人生の転機』
私がスピリチュアルの世界を信じるようになったのは21年前。
病気がちで人生に夢も希望も持てずにいた頃、藁にもすがる思いでヒーリングを受けたところ、10年間苦しんでい
たヘルニアが1ヶ月も経たないうちに完治したんです！
そのヒーラーさんが話してくれた“夢は叶うものじゃなくて、叶えるもの”という言葉が衝撃でした。『叶わないもの
だから夢というんじゃないの』と思っていた私はその言葉をうけ、夢が叶えられるなら叶えたい！！との思いから、ス
ピリチュアルの世界を信じ、また、スピリチュアルな学びをスタートしました。

『奇跡を起こす９つの宇宙の法則』との出会い～聖なる流れの法則／自分の願いが宇宙の法則を引き寄せた～
以前より、“自分の本質が知りたい”と願い、瞑想をしていたら、宇宙に行っている自分を感じていました。その時、人
間のルーツは宇宙にあったということを体感したんです。でもそれがどういうことなのか、その時は理解していませ
んでした。そんなある日、電車を降り改札を出たタイミングで「奇跡を起こす９つの宇宙の法則」というワークショッ
プ開催のお知らせを受け取り、これを学んだら私の瞑想中に体験したことが解明されるかもしれないと思ったの
が、コスモフュージョンプログラムに参加することになったきっかけです。

『自分が創造したことが現実化した』
～因果の法則／瞑想の法則～腑におちてより実践するようになった瞑想、そしてコスモのトレーナーへ～
宇宙の法則を学び、心から幸せな人生を送る気づきが沢山ありました。
例えば、今までは、ネガティブな事が起きるとほかの人を責めたりして、とても嫌な気分になっていました。宇宙の
法則を学び、プラスの波動をだすことを実践したら、驚くほどネガティブな現実は消えていきました！ 
宇宙の法則には、「因果の法則」というものがあります。自分が原因で築き上げられた現実は、自分の人生に結果と
して現れる。つまり他人を責めること＝自分を責めること。ネガティブなことが起きるその原因は自分にあるのだと
気づきました。だから徳を循環させれば、自分にもまわりにもハッピーなカルマがやってくる。“私がハッピーカルマ
メーカー”になると決めただけで、実際に、周りの人たちが笑顔で私に話しかけてくれたり、その１日が本当にハッ
ピーになったのです。
この因果の法則を理解し、実践することでさらに、この世の中はすべて自分が創造したことが現実化するという事
を体験しました。

宇宙の法則を実践することは“今までの自分の行動を振り返り、これからの自分を創造すること”
私はこの経験とスキルを使って宇宙の法則の実践を紹介できたら良いなと感じています。
みなさんも宇宙の法則を学び、心から幸せな人生を送りませんか？ 
※ハッピーカルマメーカーとは、あなたも周囲の人にも最善（WIN WIN）の関係が維持できることをいいます。

体 験 談

「本当の自分に会える」
コスモフュージョントレーナー Sachiko



講師：穴口恵子

DUカリキュラム／才能を開きたい・手法を学びたい
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無条件の愛と絶対信頼をもって〈無限の可能性〉を開く！

インナーチャイルド&マジカルチャイルドセラピスト
２日間養成コース

インナーチャイルド＆マジカルチャイルドセラピスト２日間養成コースは、あなた自身が癒されて、マジカル
チャイルドと繋がって、人生に『ブレイクスルー』を起こし、周りにもその手助けができるようになるコースで
す。これまで15,000人以上のクライアントの潜在意識を癒しへと導いてきた穴口恵子のリードで、あなたの
インナーチャイルドを癒し、マジカルチャイルドの純粋な輝きを取り戻す方法を学んでいただけます。

１５,０００人以上のクライアントがセッションの効果を実感した
セラピースキルをあなたも身に付けませんか？
開催日：2016年10月29日（土）、30日（日）

このコースで受け取れること

２０１６年の秋の収穫に向けて大切なことは、あなたが本当のあなたに戻ることです。本当のあなたとは何者であるか、あなたは気付いていま
すか？本当のあなたに気付くために、あなたの意識の一部に存在している「インナーチャイルド」と「マジカルチャイルド」に気付いてあげるこ
とからスタートしましょう。あなたのインナーチャイルドは、もともとは、マジカルチャイルドの一部でした。生まれた時から12歳くらいまでの間
に体験した、傷ついた子どもの意識がインナーチャイルドです。傷つきやすい自分の意識の中には、大切なあなたの本質の一部が隠されて
います。インナーチャイルドに出逢う旅をとおして、あなたの本質が何なのかを思い出すことができるようになります。
そして、あなたのマジカルチャイルドは、生まれた時から無条件の愛と無限の可能性を完全に信頼している、あなたの無邪気で純粋な子ども
の意識です。あなたの人生を今のままで過ごし続けることに、なんとなく不満を感じていたり、このまま人生を終わらせたくない！と感じていた
ら、2016年秋のあなたが大きく変化して、進化するチャンスが来ています。あなたのインナーチャイルドの本来持っていた純粋さへ繋がり
『ブレイクスルー（大きな変化）』することで、よりあなた本来の希望や夢へと近づくことができるようになります。マジカルチャイルド
は、今までの人生にブレイクスルーを起こす“鍵”を握っています。マジカルチャイルドは「叶えられないことなどない！」と、自分を完全に信頼し
て、どんどんと行動を起こすために、あなたのディバインセルフとの繋がりを深めてくれます。そして、あなたの情熱を絶やすことなく、創造
力豊かにどんなことでもチャレンジする強い意志を与え続けてくれるでしょう。今こそ、あなたが本来のあなたを復活させて、あなたの夢が何
なのか？を明らかにし、その夢を情熱を持って叶えるためにアクションを起こすときなのです。そのために、インナーチャイルドを癒やして、あ
なたの中にある制限を拭い去り、マジカルチャイルドが自由に羽ばたいていけるよう自分自身に働きかけてあげましょう。

【インナーチャイルド、マジカルチャイルドとは? 】

こんな方にオススメです

□ インナーチャイルドを癒やしたい
□ インナーチャイルドのことをもっと知りたい
□ 自分の可能性や才能を開きたい
□ ありのままの自分を受け入れ、自己信頼を高めたい
□ 自分らしく、夢を持って日々をイキイキと過ごしたい
□ 自分の中にある創造力を引き出したい
□ 人生に大きな変化をもたらしたい
□ マジカルチャイルドともっと繋がりたい

コース内容

◆インナーチャイルドとは何か？
◆自分の中にどんなインナーチャイルドがいるのか
◆インナーチャイルドと仲良くなる方法
◆マジカルチャイルドとは何か？
◆マジカルチャイルドセラピーの倫理について
◆セラピーの多様なケーススタディ
◆セラピーのファシリテート方法
◆マジカルチャイルドを活性化する方法　など

【会場】TKP渋谷カンファレンスセンター
【価格】（通常）111,000円（早割）98,000円（再受講）55,000円

※再受講対象：インナーチャイルド/マジカル
チャイルドセラピスト養成コース受講済み、また
はインナーチャイルド/マジカルチャイルドセラ
ピストDVDコースを受講済みの方

インナーチャイルドの深い癒しと、マジカルチャイルドのさらなる活性化のために、今回のセミナー開催
に合わせて、各テーマに合わせた限定モデルのマラージュをご用意しました！本数に限りがございますの
で、直感で「これだ！」と感じたものがありましたら、お早めにご購入くださいね。さらに！セミナー当日、下
記マラージュのいずれかを身に付けてご来場いただいた方には、穴口恵子があなただけのアチューンメ
ントを行います。

限定４４本！ レインボーエンジェルズ関連商品のご紹介

「純粋な願いに繋がり、奇跡を起こす」
［価　格］　48,800円
［本　数］　18本
［使用石］　ギベオン、ヘマタイト、
ヒーラーズゴールド、シュンガイト、バイタライト

コースお申込者限定4大特典

「無条件の愛に包まれて、神聖な光になる」
［価　格］　122,000円
［本　数］　4本
［使用石］　ギベオン、クンツァイト、ローズクォーツ

「好奇心に従って、自由に生きる」
［価　格］　48,800円
［本　数］　18本
［使用石］　ギベオン、2012シトリン、
オーラライトアゾゼオ

「無邪気に遊び心を感じ、喜びの中で過ごす」
［価　格］　122,000円
［本　数］　4本
［使用石］　ギベオン、モルガナイト、ピンクアンダーラ

1. インナーチャイルドを癒やすための、穴口恵子によるミニワーク音声プレゼント（5,000円相当）
2. 後日Q＆Aの動画配信（8,000円相当）
3. コスミック・ビジョン・スペースの無料開放（42,000円相当）
☆参加者同士でインナーチャイルドを癒し、癒される、インナーチャイルド＆マジカルチャイル
ド練習会を実施します。通常レンタルが3時間21,000円のところ、２回無料で開放します。認
定証発行までに5名以上のモニターが必須ですので、お忙しい方も無理なくセラピストとして
デビューしていただくことができます。

４. 穴口恵子によるアチューンメント（対象マラージュご購入の方に限ります）

マラージュのご購入は、こちらまで▶【Rainbow Angels Online Shop】　http://www.rainbowangels.jp/

インナーチャイルドを癒して、自己信頼を高めたいあなたにオススメ

マジカルチャイルドとつながって、人生にブレイクスルーを起こしたいあなたにオススメ

※受講後、課題提出を頂きますと、認定証が発行されます。
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講師：穴口恵子

DUカリキュラム／人や社会の役に立ちたい・手法を学びたい
あなた自身の〈神聖な軸〉を取り戻して、人生に変革を起こす！

チャネリングマスター５日間認定コース　&
チャネリングマスターティーチャーコース

チャネリングマスターコースは、あなたがチャネリングマスターのメンバーの一員として、自分自身のバイブレーションを高め、人生のあ
らゆる領域の選択肢を明らかにしていく実践的チャネリングスキルを身につけていただくコースです。あなた自身が、日々の周波数を高
めることによって、周りの周波数を高め、地球の進化にも貢献することに繋がります。チャネリングマスターとなることで、あなたの人生
はより光の道へと進化していくことでしょう。また、チャネリングマスターティーチャーコースでは、実際にチャネリングマスターコースの
プログラムをファシリテートしていくスキルを学んでいただけます。

高次元のガイドと自由自在に繋がり、あなたの神聖な軸を取り戻す！！
2016年11月15日（火）、16日（水）　ディバイン・ソウルコーチ２日間
2016年12月9日（金）、10日（土）、11日（日）　チャネリングマスター３日間
2016年12月12日（月）　チャネリングマスターティーチャーコース

このコースで受け取れること

2017年から2023年にかけて、進化への挑戦の時代の真っ只中に突入します。揺らぎ続けるあなたの心を表し
ているかのような社会現象の中で、あなたに求められているのは、あなたの【神聖な軸】です。
あなたのエゴで出来上がった自分軸は、どんどんと二元性の中で愛と恐怖、信頼と疑い、自己犠牲と他者犠牲な
どの心の戦いを生み出して、あなたは、社会でも戦いを続けることを強いられてしまいます。今、あなたの【神聖
な軸】に戻って、2016年の大きな変化（ブレイクスルー）を迎えるために、あなたの神聖な自己であるディバイン
セルフと繋がって、宇宙に存在している高次元の存在たちとの繋がりを深め、2023年に向けての、変容と進化
をリードしていきましょう。その役割をチャネリングマスターが担っています。この時代は誰もがチャネラーとなる
ことが求められ、チャネラーとなって、活かされる日常が待っています。特別な人だけがチャネリングするという
幻想から、あなたが【神聖な軸】に戻った時、誰もがチャネラーとして最高次元の自分を今この時代に活かせるこ
とへと目覚めていきます。あなたの神聖な自分であるディバインセルフをあなたの人生に呼び覚まし、多次元的な視点を持って、今を生きる
ことを選択してみませんか？多次元的な視点を持つと、あなたの人生の制限がよりわかりやすく、浮き彫りになり、自己変革を起こすことが容
易くなっていくでしょう。チャネリングマスターコースでは、スピリチュアルなスキルを、より現実に活かすためにチャネリングを行います。
今、あなたが求めていることを、瞬時に解決するひとつの方法は、あなた自身がチャネリングマスターとなって、人生のあらゆる領域（人間関
係、ライフワーク、恋愛、仕事、お金、家族、健康など）の選択肢を明らかにしていくことなのです。

【チャネリングマスターとは？ 】

こんな方にオススメです

□ ディバインセルフ(神聖な自己)と繋がりたい
□ 自分を常に導く高次元存在と交信したい
□ いつもハッピーなバイブレーションでいたい
□ 無条件の愛に包み込まれていたい
□ 自己愛を高めて、自分の神聖さを体験したい
□ 高次元の存在から日々メッセージを受け取りたい
□ 自己変革を起こして、進化したい
□ 高次元のエネルギーで癒やされたい

コース内容

◆ディバイン・ソウルコーチングとは？
◆ディバイン・ソウルコーチと繋がる誘導瞑想
◆あなたのニュートラルな意識〈メタセルフ〉を育てる
◆自分のためにセルフコーチングする方法
◆クライアントへの実践方法
◆チャネリングのコンセプトとは？
◆自分の質問に答える実践ワーク
◆あらゆる高次元の存在のメッセージを受け取る　など

【会場】チャネリングマスター５日間コース ： 代官山サロンウエスト
　　　ティーチャーコース ： コスミック・ビジョン・スペース
【価格】［５日間］198,000円［チャネリングマスターのみ３日間］148,000円［再受講］98,000円
      　［ティーチャーコース］98,000円　※ティーチャーコースは、5日間再受講済みの方のみ対象となります。

［開催日］

魂

スピリット

ハイアー

多次元の光の存在多次元の光の存在

穴口恵子

～西からワンネスのボルテックス～

12月13日（火） 沖縄会場
12月14日（水） 福岡会場
12月15日（木） 広島会場
12月19日（月） 大阪会場
12月21日（水） 名古屋会場

そして東京へ！
東京は、「スペシャルデトックス冬至
セレモニー」として特別バージョンで
開催！ （次ページをご覧ください）

毎年、会場に集う方々とだからこそ、巻き起こる徹底的なデトックス！
2017年　神聖な運命を生きる流れにのるグループイヤーリーディング！

詳細・募集は11月上旬に公開予定！

年末イチ押しの　　　　　大人気イベント！！2016

今年は、全国5都市で開催！

～不要なエネルギーを、
　　徹底的に洗い出す、新年への禊～

2016年3月の春分から、夏にかけて土星逆行という、「あり
えないことの連続」、「理不尽とさえ感じるような人生の大転
換」が起りやすい状態になっていました。この時期「まさか体
験」をした方の声が少なからず寄せられています。それらは、
すべて2016年秋の大収穫のための大掃除。2016年～
2022年にかけて、いよいよパラレルワールド化が本格化し、
周波数の違う人同士は、あたかも、そもそも存在していな
かったかのような別離に体験を味わうでしょう。
こう聞くと、なんだか怖いことのように感じるかもしれませ
ん。しかし、真実はそうではありません。
私たちが、本来出逢うべき人たちと出会い、わかちあうべき
才能をわかちあい、愛と幸せ、祝福と豊かさを循環する輪の
中にそれぞれが最適なポジションへと移行するための準備
だったのです。2016年というイヤーナンバー「9」（完成）か
ら、2017年というイヤーナンバー「1」（再誕生）へと次元上
昇するタイミングで、あなたの人生にとって不要になったエ
ネルギーはすべてデトックスしてしまいましょう！

参加者一人ひとりが
クリアなエネルギー
に変わり、会場全体
がパワーアップした
と感じた！

自分でも言語化でき
なかったレベルの
解放が起こっている
な～と感覚的に感じ
ました！
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東京店

〒153-0051　東京都目黒区上目黒2-25-10　TEL：03-3791-8465
（12:00～20:00 / 定休日：第３火曜日）

私たちが毎日生活する部屋、生活の道具、身のまわりに置くものなどには、私たちが発する想いやエネルギー
が蓄積されます。疲れたときやネガティブなことから抜け出せないときにも、『本来のあるべき姿』に戻れるよ
うサポートしてくれるグッズをご紹介します。

○ホワイトセージ
ホワイトセージの煙で燻す浄化法は「スマッジング」と呼ばれ、ネイティブアメリカン
の人々が、古来より神聖な儀式の前に用いた方法です。ゆっくりと立ちのぼる煙に
は、あらゆるものを浄化する神聖な力があります。
お部屋を掃除した後にセージを燻すと、空間をクリーンでクリアな状態にしてくれる
でしょう。パワーストーンはもちろん、オラクルカードの浄化にも使えます。

○キャンドル（魔法のヒーリングキャンドル）
宇宙の四元素（火・土・風・水）の中で物事を変容させる力を持つのは唯一、「火」の
み。炎をじっと見つめるだけでも、リラックスし心の浄化を感じることができるでしょ
う。ヒーリングキャンドルには、レイキエネルギーが込められているため溶け方や溶
けて固まった形にもメッセージがあります。人それぞれに不思議な溶けかたをする、
と評判のキャンドルです。

○ウモウォーター
様々なエネルギーを吸い込む天然石は、定期的にケアしましょう。ウモウォーターを
石に吹きかけサッとふき取るだけで、石についた汚れ・汗・手垢なども取り除くこと
が出来ます。石本来の潜在能力がさらに引き出され、まるで石たちも喜んでいるか
のように輝きだします。このスプレーを使って浄化すると、虹が入るという体験談も！

○チューナー（クリスタルチューナー）
チューナーでクリスタルを叩き、高音を出すことで、クリスタルのエネルギーと音に
よるヒーリングや浄化をすることができます。小さくて持ち運びに便利なので、どこ
にでも気になるものや空間を浄化することができます。クリスタルの浄化にも最適
で、水や塩や太陽光で浄化ができないクリスタルなど、すべてのクリスタルにお使い
いただけます。

片手で水晶を持ち、チューナーで水晶の平らな側面を優しく叩きます。気
になる空間に向けて叩き、音の波で満たします。耳から取り入れる、優しく
響く純粋な音色は肉体をも癒します。ヨガや瞑想に入る前の使用もオス
スメです！

浄化グッズ特集浄化グッズ特集

～チューナーの使い方～

2017年に「最高の始まり」を引き起こす！

穴口恵子が贈る！

冬至は「太陽の始まりの日」ともいわれ、「リセットと新たな始まり」をつかさどる祝福の光が、多
次元のポータルが開いて地球に降り注ぎます。そして穴口恵子が、冬至の時期だけに降ろされる
この特別なエネルギーを集約し、あなたの新年に「最高の始まり」を引き起こします。
過去のセレモニー参加者さまからは、「心のモヤモヤがきれいさっぱり消えた！」「体の痛みが無
くなり元気になった！」「未来の映像や天使の姿が浮かんできた！」「とにかく気持ちよかった」と、
たくさんの体験談が寄せられおり、涙を流される方も少なくありません。そして、皆さんすっきり笑
顔になり、未来のビジョンを受け取ります！

穴口は20年以上前から瞑想を行っており、これまで10,000人以上に瞑想によるエネルギー伝
授を行ってきました。高次元の存在と繋がり、エネルギーを降ろすプロフェッショナルです。

心地よい音楽の流れる空間で、目を閉じてゆったりと呼吸し、穴口が伝える内容を想像していく。
それだけで自動的に、強力なクリアリングと人生を変える活性化が起こります。瞑想が初体験の
方もご安心ください。

詳細・募集開始は11月上旬に公開予定！

冬至だけの特別バージョン！東京限定で開催！
開催日：12月22日（木） 19：00～

冬至の前後にだけ降ろされる、多次元クリアリング＆ヒーリング！
2017年に「最高の始まり」を引き起こす、スペシャル活性化セレモニー！

in

スペシャルデトックス
冬至セレモニー2016    東京
スペシャルデトックス

冬至セレモニー2016    東京
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スピリアルコンシェルジュ鈴木トシロウのクリスタルコラム

レインボーエンジェルズで最も売
れていると言っても過言ではない
くらい大人気のセレナイトタワー！
その人気の秘密は、盛り塩に負け
ない浄化力！！家の四隅に1本ずつ
セレナイトを置くことで、家に光の
神殿が建つほどのパワーがありま
す。

水のエレメントと共鳴し、安らかな「歓びの波動」をもたらします。
アズマーを身につけると、浮かんでは消えていく喜怒哀楽、さまざまな想いをた
だ静かに眺めている自分が現れます。嬉しいことも悲しいことも、ダメな自分も素
晴らしい自分も、「今そのままで価値がある」ことを無条件に体験するでしょう。
アズマーは、スピリチュアルストーン界の第一人者、ロバート・シモンズによって
近年に発見されました。ロバートが初めてアズマーに触れた時、「強い歓喜の
フィーリングが湧き上がり、自分の内側が歓びの波動で満ちあふれる」ことを体
験しました。アズマーという名称は、アズール（青）とマーレ（海）に由来します。

無条件の安らぎ「アズマー」

☆ご購入は、レインボーエンジェルズ オンラインショップまで☆

～自宅で使える！ クリスタル活用術～

セレナイトタワー

♪家の波動を一気にアップする

あなたの生活は、携帯電話やパソ
コンと共にありませんか？もしそう
なら、ブラックトルマリンは必需品
です。ブラックトルマリンは、電磁
波からあなたを保護してくれます。
パソコンデスクに置いておいてお
くといいでしょう。

ブラックトルマリン

♪現代人なら1個は持っておきたい

お風呂の中にローズクォーツを入
れて、湯船に浸かってみてくださ
い。身体全身が愛のエネルギーで
満たされ、自己愛が高まっていき
ます。お肌もツヤツヤになるか
も！？フラワーエッセンスを一緒に
入れてあげてもいいでしょう。

ローズクォーツ

♪一日の終わりに究極のセルフケア

眠っている間も、クリスタルはあな
たに働きかけてくれます。今回お
すすめするのはハーキマーダイヤ
モンド。このクリスタルは、枕の下
に置いて寝ることで、持ち主の本
来の輝いた姿を夢に見ることが出
来ると言われています。最高の自
分を思い出し、あなたの夢の具現
化を益々加速させましょう！

ハーキマーダイヤモンド

♪寝る時だってクリスタルは使える！

あなたの《本質の輝き》が具現化された光のジュエリー

アシュタールの光は、あなたを映し出す鏡。
かけがえのない

《唯一のあなた》が輝き放つとき、
あなたの無限の可能性の扉が開かれる。

何も考えずに、ただあなたが気になるものを選んでください。
それが「本来のあなた」なのです。

Light of Ashtar（ライト・オブ・アシュタール）フェアスケジュール

《オンラインショップ》

10/28（金）～
11/13（日）

［17日間］

仙　台

12/9（金）～
12/11（日）

［3日間］

東　京

11/18（金）～
11/23（祝・水）

会場：
レインボーエンジェルズ

中目黒店
東急東横線中目黒駅
から徒歩10分

［6日間］

大　阪

11/25（金）～
11/30（水）
会場：

レインボーエンジェルズ
大阪店

京阪・地下鉄谷町線
「天満橋駅」
から徒歩10分
［6日間］

12/3（土）～
12/7（水）

福　岡

［5日間］

全てを一新し、自分の真実を生きる
「ディバインクォーツ」
ディバインクォーツは、今のこの地球に必要な周波数をもつ「全く新し
い役割」を持つ石。この石が持つ「光の周波数」は、持ち主の周波数を
どんどんと引き上げ、全てを一新していきます。
自分とは何なのか？使命を生きるためには、今後どうしていくのか？
これまでの生き方をベースにした考え方ではなく、あなたの純粋なとこ
ろからやってくる本来の在り方、本当の自分が引き出されるでしょう。
あなた自身がクリアになることで、自分の道を知ること、自分の在り方、自分が何に対して貢献できる
のかを明らかにしていきます。あなたがこの地球に生まれてきた役割を果たすためには、どこへ向
かっていけばいいのか？その道標になるでしょう。あなたが真に望む未来への新しい物語（ストー
リー）が始まっていくのです。何百万年の時を経て、今もたらされた地球からの贈り物「ディバイン
クォーツ」との出逢いを体験してください。

会場：福岡市内を予定 会場：仙台市内を予定

2016年注目石



クリスタルを本格的に学びたい方のための養成コースと、望むものへと素早く変容させる大人気の個人セッション　
クリスタルのブレスレットを適切な石の組み合わせで作る方法を学び、
個人鑑定が出来るようになる本格講座！

◆レンタルサロンのご案内　レインボーエンジェルズたちの愛に溢れた空間をお役立てくださいませ
個　室・・・1時間 1,500円　1日（11時～19時）10,000円
大部屋・・・1時間 5,000円　1日（11時～19時）35,000円
詳細はお問い合わせください。 お電話06-6943-8458　 E-mail:salon@dynavision.co.jp まで

穴口恵子直伝の宇宙の法則を使った“コスモフュージョン”で潜在意識レベルを癒しながら、
無限の可能性を受け取ります。自分軸を持って生きることを選択したい方へのセッション
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レインボーエンジェルズ大阪店は『ダイナビジョンユニバーシティ大阪＜ＤＵＯ＞』となりスピリアルライフ
マスター育成と活動支援を目指しています。イベント情報は、大阪店のブログやメルマガでご案内致します。

ダイナビジョンユニバーシティ大阪では“自立した人、プロフェッショナルのヒーラー”を育成するために、
本格的に学ぶことができ、日常で、お仕事で活かせる講座を提供しています。

（11:00～19:00 / 定休日：第1、3火曜日）

■日　程 ： 10月29日（土）,30日（日） ユニット２
　　　　　11月19日（土）,20日（日） ユニット３
　　　　   2日間コース 11:00～17:00 ※どちらかのみでもご参加もいただける内容です
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 木村衣晴（ちはる）（クリスタルアドバイザー、ツインソウル研究家）
■参加費 ： 各回70,000円（初回受講者はクリスタルキット22,000円別途要購入）
【個人セッション】 60分 ※全国より電話セッションも可能
具現化を速める個人セッションは、その場でお作りするオリジナルブレスレット付　33,000円
（電話セッションの場合は、ブレスレトは後日送付致します）※詳しくはダイナビジョンのサイトをご覧ください

さまざまな次元の魂の旅を体験していただき、潜在意識にアクセスをすることで、
「真実のあなた」を思い出すことができます。
知りたい事に対する答えに出会うことができるでしょう。
本気で自分に向き合いたい人におすすめです。

ドルフィン・スターテンプル®「多次元ヒプノセラピー」
■日　程 ： 毎月4日（不定期）に開催（日程はお問い合わせください）
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： ミラクル（大阪店店頭専属ヒーラー）
■参加費 ： １回90~120分　20,000円
■定期セッション ： 90~120分×3回　55,000円

クリスタルアドバイザーの認定を受けた大阪店のヒーラーが、クリスタルを使って、
あなたの顕在意識と潜在意識からのメッセージをお伝えします。
仕事、人間関係、恋愛などの質問を気軽にお伝えください。クリスタルを使ってワークをし、
クリスタルを体に乗せて日々の身体の疲れやストレスを浄化するセッションは、
日々のメンテナンスにおすすめです。

生まれた瞬間のホロスコープは、あなたの人生の設計図が現れています。わたしたちの力は、
基本の力と命を運ぶ（運命）力で作り上げられており、この両方を使うことで初めて、
自分らしく人生を生きることができるのです！ 人生の羅針盤（設計図）を手に入れて、
自分自身で人生を本来あるべき方向に動かせるようになるセミナー。

占星術から自分の才能を知り、天命を生きるセミナー
■日　程 ： 10月11月12月　各月開催　2日間コース 11:00～18:00
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 史穂香（SHIHOKO）（DUO責任者）
■参加費 ： 50,000円（1日目懇親会ランチ付）テキスト、ホロスコープ付
※ご要望の多いマンツーマンでの受講も可能です。お問い合わせください
※宇宙からの情報をキャッチする能力を開く、アセンションライトワーカー多次元ヒーリング付
■個人セッション ： 60分16,000円（ホロスコープ付）

コスモフュージョン・タッチセラピー

毎月参加することで、よりスムーズに自分の今見る必要のある課題に気づき手放していくことができます。
DST®の講師がその時のご参加者に必要なテーマに合わせて、深い癒しを提供する貴重な時間であり、
定期開催のため、年間を通して一人一人の人生を丁寧にサポートしていくことを目的としています。

毎月開催！
「ドルフィン・スターテンプル®の瞑想会とオーラを見る教室&個人セッション」
■日　程 ： 詳しくはレインボーエンジェルズ大阪店のブログをご覧ください
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■参加費 ： 各3,500円（セット価格6,000円）／個人セッション：17,500円

☆レインボーエンジェルズ大阪店では2016年アメリカのツーソンで開催された世界最大のミネラルショー
から厳選して仕入れてきたクリスタルを店頭にて販売しています。大人気の「イーシャジュエリー」と「ス
ターボーンジュエリー」も毎日お店の波動をアップさせてくれています。きっとあなたに必要なパートナー
が見つかるはずです！

クリスタルは感情と肉体のデトックスに働きかけます！「クリスタルヒーリング」

秋のコース開催中！
クリスタルライトワーカー養成講座②③&個人セッション

■日　程 ： 毎月4日（不定期）に開催（日程はお問い合わせください）
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 大阪店専属ヒーラー、史穂香（SHIHOKO）、ちさと（クリスタルライトワーカー）
■参加費 ： 20分　2,000円~

※フォローアップセッション30分とフラワーエッセンススプレー付
※3回以上続けて受けていただくことで、多次元での旅路で見たり聞いたり感じたりが鮮明に
　なったり、無限の体現をしていただけます。

※特典付

■日　程 ： 月3回開催（要予約）
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 大阪店スピリアルコンシェルジュ ちはる（ヒーラーネーム 知花茉奈）
■参加費 ： ①アップ7,000円②クレンジング8,000円③アバンダンス12,000円　
　　　　　（各60分）　①②セット価格　13,000円
■定期セッション ： 70分×3回　33,000円
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Channeling by Keiko Anaguchi

肉体と魂の統合

October

あなたが本当に喜びを感じることや感動することを、どんどん予定に入れま
しょう。あなたの中から生み出される感激・感動のエネルギーは、周波数を
グッと高めてくれます。その喜びを独り占めせず、ソウルファミリーと感動の
シーンをたくさん分かち合うことで、感動の輪はさらに広がっていくでしょう。
地球の周波数が上がるにつれて、わたしたちの意識もどんどんと高まっていく
時期です。肉体の変化としてもあらわれるので、食生活・体質改善・体力づくり
など、ボディケアをしっかりとしておくことが大切。2017年に向けての準備を始
めるために、あなたの望む人生のストーリーをしっかりと描いておきましょう。

10月のサポートカラー ： フーシャピンク

源への
完全なる回帰

November

11月前半は2016年を振り返るのに最適な時期です。まずはその中で、あなた
の信念や指針とリンクして形になっていること、アイディアや行動に移したこと
が、ちゃんと恩恵を受け取っているということをしっかりと噛みしめましょう。一
見、停滞のよう見えるヴォルテックスがやってきますが、それは統合の兆しで
す。統合に向けて、自分リトリートなど自分と向き合う時間を十分に取ってくだ
さい。11月後半は、ヴォルテックスが加速して新しい扉を開いていく準備がさ
れる時期です。人生のあらゆる側面において、あなたの神聖な魂の目的であ
る原点を感じてみましょう。今の自分が貢献できると思っている以上の力が発
揮されていくので、思いもよらない収穫があるかもしれません。

11月のサポートカラー ： インディゴブルー

聖なる
約束を果たす

December

2016年において、神聖な自分との出会いがどれほどあったか、具体的にあな
たが目にしたこと・形にしてきたことを祝福するセレモニーを行いましょう。それ
は人によっては、素晴らしい聖地で祈ることだったり、ソウルファミリーと共に
ゆったり食事を楽しむことかもしれません。あなたは自分の神聖さと向き合い
ながら、それを掘り起こして形にしてきました。自ら描いた未来ビジョンが、現実
に映し出されていく時です。すべてが完璧で、何ひとつ欠けることのないあなた
であることに気付くでしょう。神聖な自己との融合の中で、いよいよワンネスを
生きる自分自身と出逢うタイミングがやってきます。2017年をどのように過ご
し、どんなあなたで存在していたいかを明確に描いておきましょう。

12月のサポートカラー ： オレンジゴールド

ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、10月・11月・12月にぴったりのレインボーエンジェ
ルズクリスタルカードをご紹介します！レインボーエンジェルとクリスタルのエネルギーを味
方につけてつながって、軽やかに人生の波に乗りましょう！

～クリスタルから放たれる虹の光は、あなたそのものの輝き～
レインボーエンジェルズクリスタルカードは、あなたがいつでもレインボーエン
ジェルと繋がってサポートを得られるよう、クリスタルの光を降ろして生み出され
た魔法のカードです。44個のクリスタルが放つ輝きは、あなたが本当の自分を思
い出せるよう、ベストなメッセージを届けてくれるでしょう。
レインボーエンジェルズ店頭またはオンラインショップにて好評発売中！

【Rainbow Angels Crystal Card】

価格：4,104円（税込） 全44枚
ご購入・お問い合わせはこちらから
【オンラインショップ】 http://www.rainbowangels.jp/

《石の名前》 
《メッセージ》 
《キーワード》

シュンガイト
すべてを抱きしめる
浄化・バランス・天と地とつながる

「どんな瞬間の私も、
魂の進化に貢献し続けています」

統合の波に乗るためのアファメーション

11月にぴったりのカードは・・・《石の名前》 
《メッセージ》 
《キーワード》

ムーンストーン
自分を満たす
インスピレーション・永遠の愛・平和

「私は大いに感動を分かちあい、
愛と喜びで自分自身を満たします」

自分を満たすためのアファメーション

10月にぴったりのカードは・・・

《石の名前》 
《メッセージ》 
《キーワード》

カテドラルクォーツ
さぁ、あなたの出番です
浄化・ヒーリング・エネルギーの調整

「神聖なる計画のもと、
私は今ここに存在しています」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

12月にぴったりのカードは・・・
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Information インフォメーション

【セミナー・セッションのお申し込み・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込みください。
　　　　　　（お電話でのお申し込みの場合、お支払方法は銀行振込みのみとなります）
【お振込み】お申し込みいただいてから7日以内にお振込をお願いします。

７日以内にお振込がなかった場合にも、自動的にキャンセルにはなっておりませんので、キャンセルご希望の場
合には、その旨をメールやＦＡＸにて、必ずご連絡下さい。

※開催日が７日を切っているものに関しては、お席確保の都合上、急ぎお振込みいただいた上、メールにてご一報下さい。
※お振込の際には、注文完了時にお手元に届く『注文番号』を振込名義の後ろにお書き添え下さい。
　　　　　　　　　　例)　メグロハナコ　2012040101234
【お振込先】 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
※全てのワークショップ・セミナーについてはチケットはございません。当日、受付にてお名前をお伺いします。

【キャンセル規定】 http://dynavision.co.jp/cancel
■キャンセルによる返金対応
　＜セミナー、ワークショップ、イベント、個人セッション＞
　原則としてご注文後はキャンセル料100%となります。ただし、他人への譲渡は可能です。
　＜海外リトリート＞
　ご注文後からキャンセル料が発生します。
　注文後～開催3週間前まで（21日）▶30%　20日前～開催前日まで▶50%　開催当日▶100%
　ただし、他人への譲渡は可能です。
　＜長期コース＞
　キャンセル理由の如何に関わらず、開催3週間前から（21日）キャンセル料が発生します。
　開催3週間前（21日）～1週間前（7日）▶20%　開催6日前～前日▶50%　当日キャンセル▶100%
　ただし、他人への譲渡は可能です。
　※イベントによっては、独自のキャンセル規定がある場合がございます。お申込みの際に、必ずご確認の程、よろしくお願い致します。

お申込み・ご入金・キャンセル規定につきまして

※コスミック・ビジョン・スペース（ワークショップ会場）は3Fになります。

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 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

ケイさんにとっての「スピリチュアル」とはなんでしょうか？

「自分と向き合うこと」と「自分を取り巻くものに感謝し大
切にすること」…今は、そんな風に捉えています。
今思えば私が子供の頃は、時代的にも家庭内にまだ日本
の二十四節季や五節句の行事、つまり神様への畏怖の念
やご先祖様を大切に思う気持ち、自然や日々の恵みに対す
る感謝の気持ちを育む行事が身近に行われていましたし、
また一貫してカトリックの学校に通っていた影響もかなり
あって、子供の頃からある意味でスピリチュアルな文化に
囲まれていたように思えています。その後、10代後半からア
メリカのヒッピー文化や禅にも興味を持ち始めました。い
わゆる当時のサブカルチャーが私にとってのスピリチュア
ルの原体験で、読書や音楽や映画、アートを通じて知った
それらは、とても魅力的なものでした。
でも、大人になってからは、それまでのスピリチュアルの意
味が少しずつ変わってきました。社会での人とのコミュニ
ケーションを通して、否応無しに自分自身を変えなくてはい
けなくなったり、自分の中のネガティブな部分を見つめざる
を得ない場面が増え、私にとってのスピリチュアルが「文化」
や「趣味」の対象から自分の内面を見つめるための「学び」
へと変わっていったのです。今でも、その過程にいると思っ
ています。ですから、どちらにしてもスピリチュアルは特別な
ことではなくて、より良く生きるための「日常の一部」だと感
じています。ダイナビジョンのスピリアルに通じますよね。

それでは、ケイさんにとっての「スピリアルライフ」を一言
で言うならばどのような生き方でしょうか？

今この時を、できるだけのことを尽くして生きる事かな…と
思います。禅で言われる「BE・HERE・NOW」ですよね。

2015年７月ダイナビジョンに入社。現在は社内のコーディネート部門の統括を始め、海
外ゲストイベントやリトリートなどを牽引。穴口恵子と名が同じため、社内では「ケイさん」
の愛称で親しまれている。プライベートでは、幅広い意味での美術、芸術関係に親しみ、
長年続けてきた茶道の講師も務めるなど、多彩な才能を持つ。

深井啓子　スピリアルコンシェルジュ/ マネージャー

こんにちは。本号からSCの部屋を担当することにな
りました末次あおいです。SCの部屋では、毎号ダイナ
ビジョンで活躍するスピリアル・コンシェルジュにイ
ンタビューをしていきます。初回は「ケイさん」の愛称
で親しまれているマネージャーの深井啓子です。

素敵なお話をありがとうございました。社内ではいつもきりりとしてリアルに社内を引っ張っているケイさん。
実はとてもスピリチュアルな一面があるのだと知り、よりケイさんの魅力を感じました。今回お伝えしきれな
かった内容がたくさんあるので、ぜひ第2弾もお願いいたします！（笑）　インタビュアー：末次あおい

ぼんやりと生きるのではなく、自分の意思で生きたい、そし
て、自分の意思ではどうにもならないことは大いなる何か
に委ねて生きたい・・・そんな風に思い続けています。一口
で言うと、「人智を尽くして天命を待つ」みたいな事かもし
れませんね。
そして普段から、できるだけ身の周りを綺麗にし、健康であ
ろうと意識しています。ですから、私にとってのスピリアルラ
イフとは、日々の生活や、呼吸や姿勢、行住坐臥すべてを意
識的に整えていくことだと思っています。・・・なんて、ずいぶ
んとストイックで立派なことを言っていますが、これが全然
できていないので、いくつになっても日々是修業・・・といっ
た感じです、本当に（笑）。

たしかにケイさんのデスクはいつもすっきりとお綺麗です
よね。そんなケイさんが思うダイナビジョンの商品やサー
ビスの魅力はなんでしょうか？

ダイナビジョンは「より良く生きよう」「最高最善の自分自身
と出会いたい」と願う、どんなお客様のニーズにもお応えで
きるように、様々な講師や商品、サービスを取り揃えている
のが最大の魅力だと思います。
学びたいと思うカリキュラムを多様にそろえた、まさにユニ
バーシティ。真の自己と出会うため、自己実現や成功への
導きのために、様々なアプローチでそれを可能にしてくれ
るものだと思います。
今年の10月には世界的なベストセラー作家であり、ライフ
コーチであるアラン・コーエン氏が来日し、ＤＵの秋の大
テーマである「ブレイクスルー」に関連したイベントを開催
します。ぜひ楽しみにしていらしてくださいね。

S C S C ’ s  r o o m

の部屋
スピリアル・コンシェルジュ



10-12
2016.AUTUMN

アラン・コーエン来日イベント （P.16、17）
Dr.テリー・サイモンズ来日イベント （P.18、19）
エジプトリトリート （P.23）
インナーチャイルド&マジカルチャイルドセラピスト （P.34、35）
アシュタールフェア （P.41）

【イベント】
【イベント】
【リトリート】
【認定コース】
【 S H O P 】

67

内容：【旅】=リトリート【EV】=2時間程のイベント【WS】=1日～2日程のワークショップ【GS】=グループセッション【PS】=個人セッション【認定】=認定コース
【通信】=通信コース【フェア】=特別イベントなど
場所：［東]=東京 [名]=名古屋 [大]=大阪 [神]=神戸 [福]=福岡 [沖]＝沖縄 [遠]=Skypeなどでの遠隔 [Web]＝オンライン

Schedule 2016.10-12 新月 満月

11  November

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
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【WS】テリー2Days[東]【認定】クリスタルライトワーカー[大]
【PS】木村衣晴[大]【認定】PLI3[東]【フェア】アシュタールジュエリー[東京]
【WS】テリー2Days[東]【遠隔】テリー【認定】クリスタルライトワーカー[大]
【PS】木村衣晴[大]【認定】PLI3[東]【PS】レシェル由美[名]
【フェア】アシュタールジュエリー[東京]
【PS】テリー[東]【PS】添田さおり[大]【フェア】アシュタールジュエリー[東京]
【旅】エジプト 11/21～12/5
【PS】テリー[東]【GS】ミラクルハッピー遠隔[遠]
【フェア】アシュタールジュエリー[東京]
【GS】テリー[東]【PS】樋口貴子[大]【フェア】アシュタールジュエリー[東京]
【PS】ミッシェル[東]
【PS】テリー[大]【フェア】アシュタールジュエリー[大阪]
【GS】【PS】テリー[大]【認定】PLI1[東]【PS】まえひでこ[東]
【フェア】アシュタールジュエリー[大阪]
【WS】テリー1day[大]【認定】PLI1[東]【フェア】アシュタールジュエリー[大阪]
【PS】テリー[大]【フェア】アシュタールジュエリー[大阪]
【PS】テリー[大]【PS】ちはる[東]【フェア】アシュタールジュエリー[大阪]
【PS】テリー[大]【フェア】アシュタールジュエリー[大阪]

【PS】金谷せいこ[東]

【GS】【PS】テリー[福]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】PLI3[東]【フェア】アシュタールジュエリー[福岡]
【WS】テリー1day[福]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】PLI3[東]【フェア】アシュタールジュエリー[福岡]
【PS】テリー[福]【PS】ハル[東]【フェア】アシュタールジュエリー[福岡]
【PS】テリー[福]【フェア】アシュタールジュエリー[福岡]
【PS】テリー[福]【PS】林陽子[東]【フェア】アシュタールジュエリー[福岡]
【WS】ワンネス塾[東]【PS】ミッシェル[東]【PS】添田さおり[大]
【WS】FSP練習会[大]
【認定】チャネマ[東]【PS】テリー[仙]【PS】史穂香[大]
【フェア】アシュタールジュエリー[仙台]
【認定】チャネマ[東]【PS】テリー[仙]【EV】史穂香＆Jayコラボ瞑想会[大]
【PS】Sasha[東]【PS】Jay[大]【PS】KAORI[沖]
【フェア】アシュタールジュエリー[仙台]
【認定】チャネマ[東]【PS】テリー[仙]【GS】テリー[仙]【PS】Keiko[大]
【PS】レシェル由美[名]【フェア】アシュタールジュエリー[仙台]
【認定】チャネマティーチャー[東]
【PS】RISA[東]
【PS】ちはる[東]【PS】ミラクル[大]
【PS】ACCO[東]
【PS】Jay[東]【PS】樋口貴子[大]
【認定】PLI3[東]【WS】テーマ瞑想会[大]
【認定】PLI3[東]
【PS】MIRACLE 貴子[東]

【GS】ミラクルハッピー遠隔[遠]
【EV】ワンネス塾パーティ[東]【WS】テーマ瞑想会[東]【PS】山本明子[大]

【PS】まえひでこ[東]

【GS】年末年始遠隔（予定）[遠]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]

【PS】林陽子[東]
【PS】金谷せいこ[東]
【PS】アラン[東]【PS】史穂香[大]
【認定】アランライフコーチ[東]【認定】PLI1[東]【PS】Sasha[東]
【PS】山本明子[大]
【認定】アランライフコーチ[東]【認定】PLI1[東]
【認定】アランライフコーチ[東]【認定】PLI1[東]
【PS】アラン[東]【PS】MIRACLE 貴子[東]
【PS】アラン[東]【PS】Jay[東]【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]
【PS】アラン[東]
【PS】アラン[東]【EV】アラン[東]【PS】RISA[東]
【WS】アラン運命[東]【フェア】船井フォーラム[東]【WS】FSP練習会[東]
【PS】ミラクル[大]
【WS】アラン運命[東]【フェア】船井フォーラム[東]【PS】レシェル由美[名]
【PS】アラン[東]【PS】Keiko[大]
【PS】ハル[東]【PS】KAORI[沖]

【WS】ワンネス塾[東]【PS】ACCO[東]
スピリアルフェス[東]
【GS】ミラクルハッピー遠隔[遠]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【PS】ミッシェル[東]【WS】テーマ瞑想会[東]
【PS】ちはる[東]

【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【認定】インチャマジチャ[東]【認定】クリスタルライトワーカー[大]
【PS】木村衣晴[大]【認定】PLI3[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【認定】インチャマジチャ[東]【認定】クリスタルライトワーカー[大]
【PS】木村衣晴[大]【認定】PLI3[東]【WS】FSP練習会[東]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】まえひでこ[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]

【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】樋口貴子[東]【WS】テーマ瞑想会[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】山本明子[大]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】ハル[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】ACCO[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】林陽子[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【WS】ワンネス塾[東]【PS】金谷せいこ[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】RISA[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【EV】史穂香＆Jayコラボ瞑想会[大]【PS】Sasha[東]【PS】Jay[大]
【PS】KAORI[沖]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】Keiko[大]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】MIRACLE 貴子[東]【PS】ミラクル [大]
【認定】チャネマ[東]
【認定】チャネマ[東]【PS】Jay[東]
【PS】テリー[東]【PS】史穂香 [大]
【PS】テリー[東]【フェア】アシュタールジュエリー[東京]

12  December

大変容の波に乗る


