Schedule 2020.7-9
新月
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July

wed 【PS】真[群馬]
thu
【PS】五百田小聖[東]【PS】ACCO[東]
fri
sat 【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【PS】樋口貴子[大]
【WS】
グループヒプノ[大]【PS】
レシェル由美[名古屋]

12
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16
17
18

sun 【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】Sasha[東]
mon 【WS】PLI.DBR[東]
tue
wed
thu
fri
sat 【PS】山本明子[愛]【PS】MIKA[東]【PS】秋田順子[大]

23 sun

【PS】新井幸代[東]
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tue
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thu
fri
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sun
mon
tue
wed
thu
fri
sat

【PS】
ミッシェル[東]
【WS】FSP練習会[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】大熊めぐみ[東]

【PS】Jay[福岡]【WS】瞑想会[福岡]
【WS】FSP練習会[東]【WS】新月瞑想会[大]
【WS】
オーラの教室[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】Mirei[香川]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]FSP練習会[大]
【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】由起[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】Jay[東]
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sat
sun
mon
tue
wed
thu
fri
sat
sun

【PS】真[群馬]
【WS】FSP練習会[東]
【PS】Jay[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】山本明子[愛]
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September

【WS】満月瞑想会[大]
【PS】
ミッシェル[東]
【PS】Mirei[香川]
【PS】樋口貴子[大]【WS】
グループヒプノ[大]
【WS】PLI.DBR[東]
【WS】PLI修了者[東]
【WS】FSP練習会[東]
【PS】秋田順子[大]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】大熊めぐみ[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】Jay[福岡]
【WS】
オーラの教室[福岡]【PS】Sasha[東]

August

【WS】
テーマ瞑想会[東]【PS】大熊めぐみ[東]
【WS】PLI.DBR[東]
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15
16
17
18
19

mon
tue
wed
thu
fri
sat

【PS】
ミッシェル[東]
【WS】満月瞑想会[大]
【PS】新井幸代[東]

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【PS】ACCO[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【PS】Sasha[東]

【PS】新井幸代[東]
【WS】新月瞑想会[大]
【PS】Jay[東]【WS】
オーラの教室[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】山本明子[愛]
【PS】ACCO[東]

20 sun
21 mon
22 tue

【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]【PS】添田さおり[大]
【WS】瞑想会[大]
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10
11
12
13
14
15
16

【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【WS】
オーラの教室[山形]

【PS】
レシェル由美[名古屋]【PS】Jay[大]

13 sun

mon 【PS】ハル[東]
tue
wed 山形
thu
fri
sat
sun
mon
tue
wed
thu
fri

【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】由起[東]

【WS】DST瞑想会[東]【PS】MIKA[東]

【WS】
アパナ・アミュレットWS[大]

1
2
3
4
5
6
7

【PS】Mirei[香川]

【PS】Jay[山形]【PS】
ミラクル[大]

【WS】
オーラの教室[福岡]

27
28
29
30
31

特集

【WS】新月瞑想会[大]

【WS】
アパナ・アミュレットWS[大]

【WS】DST瞑想会[東]

【PS】Jay[大]

25 sat
26 sun

満月

【PS】ハル[東]

【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】由起[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】添田さおり[大]
【WS】FSP練習会[大]
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wed
thu
fri
sat

27
28
29
30

sun
mon
tue
wed

【WS】FSP練習会[東]【WS】DST瞑想会[山形]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【PS】五百田小聖[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【WS】
アパナ・アミュレットWS[大]

【WS】FSP練習会[東]
【PS】秋田順子[大]【PS】五百田小聖[東]
【WS】
オーラの教室[仙]

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【PS】ハル[東]
【WS】
グループヒプノ[東]
【PS】
ミラクル[大]

【PS】Jay[仙]【WS】FSP練習会[仙]

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

Dynavision Gorp Global Spiritual Organization
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【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【WS】満月瞑想会[大]
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Dynavision University
Online Courses

おうち
でも
スピリアル

82
vol.

ふ ろ く

おやすみ前の…
スピリアルカード

あなたの無限の可能性の扉を開くスピリチュアルマガジン

CosmicVisionQuest
コズミックビジョンクエスト

CONTENTS

ダイアモンドの地球の光の家族のみなさまへ

CONTENTS & INTRODUCTION

2

ダイアモンドの地球の光の家族のみなさまへ

3

Cosmic Vision Space テーマ

4

穴口恵子×テリー・サイモンズ 新刊

28

おうちでスピリアル

5

DSTとは

30

ダイナビジョンユニバーシティオンラインコース

6

DSTワークショップ

31

おうちでも！どこでも！スピリアルライフ

8

テリー・サイモンズ

26

夏至を超えた2020年はいよいよアセンションした地球が
出現してきます。

DST個人セッション

34

Spireal Life Report 荒籾まどかさん

10

JAYのスピ旅リポート

37

Happy Vortex ハウスの作り方

12

未来帝王学

38

レインボーエンジェルズ［東京サロン］

14

奇跡を起こすスピリチュアルレッスン

40

レインボーエンジェルズ［東京］

16

レインボークリスタルメッセージ

41

おうちでもスピリアルふろく

18

SCの部屋

42

レインボーエンジェルズ［大阪］

21

Information

43

癒しフェア2020東京

22

スケジュール・カレンダー

44

マツダミヒロ×穴口恵子 魔法のコラボ

23

WRC（ワールド・リトリート・クラブ）

24

【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11：30〜17：30）
e-mail cs@dynavision.co.jp
本誌掲載の日程・内容は、すべて2020年6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。

それが、地球天国であることに気づいてください。
地球天国での生活をいち早く始めてください。

そのためにあなたがすることは、原点回帰をすることで、
素のあなたの周波数を感じることで、あなたが光であり、

穴口恵子

八百万の神としての自分を思い出すことでしょう。

Keiko Anaguchi

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。

今までのあなたの背負っていた人間関係も、概念も価値

観も役割も一掃されて、大きなリセットを起こし、ゼロ
ポイントからの始まりの兆しが毎日起きています。

その兆しを感じながら、3つのことに意識を向けて、あなた
の神聖な周波数を感じながら、自分も周り満たされた日常
を送っていきましょう。

そのために以下のことを意識しておきましょう。
１）
「私は地球天国で、八百万の神として存在しています。」
と毎日、宣言する。

２）八百万の神であるあなたを体験していることの意識を
向ける。

３）神の視点ですべての体験を楽しむ。
この３つのことを意識して、7月〜9月を過ごしてみましょ
うね。そして、あなたが地球天国を周りの神々と共同創造
していることを自由に表現しながら、愛と光と平和で人生
を満たしていきましょう。

DST：ドルフィンスターテンプル®
穴口恵子 公式HP

ダイナビジョンユニバーシティ
学長

穴口

恵子

http://www.keikoanaguchi.com/
http://dynavision.co.jp/

株式会社ダイナビジョン 公式HP
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Cosmic Vision Quest

Cosmic Vision Quest

3

おうちでもスピリアル

特集
7月〜 9 月 の テーマ

7

I am a Divine Awakened Master!

月

新・宇宙次元の輝くハイヤーセルフと
ひとつとなり、光の覚醒マスターとなる

も
で
どこ せ
幸

『ハイヤーセルフとのつながり方は？』
誰もがハイヤーセルフと繋がっていて交信が可能です。ハイヤーセルフと
繋がりたいなら、意識をハートに向けること…。あなたのハートの中に
見つけた制限を開放すること。

Co-create Heaven on the Earth!
新・宇宙次元で高次元存在たちと、
わくわく地球天国を共同創造する

がらりと変化した社会により、
まだまだ未来を不安に思う人も
多いのではないでしょうか？
そんな中、
「STAY HOME」

8

の恩恵は
「おうちでの可能性」。

月

仕事や飲み会など…リモートが身近になった方も多いことでしょう。
リモートで学べる、リモートでヒーリング、リモートで幸せな夢を
叶えるコンテンツがダイナビジョンにはたくさんあります。

『地球天国ごっこをしましょう』
あなたが地球天国の神様だったら、あなた自身になにを与えたいですか？
地球全員になにを与えたいですか？口に出して言ってみると、高次元の存在
たちがキャッチしてくれ、現実化のプロセスが始まる。

9

もちろん、おうちだけでなく、リモート環境が整っているなら世界中の
どこででも繋がれ、神聖なあなたの可能性を開くサポートします。
また、身を置く家の環境づくり、お家が楽しくなるグッズなどのご提案も♥

Be One with Cosmic LOVE ♥

月

超・自分軸で覚醒ヴォルテックスの中で、
宇宙の愛と一つになる

『いつも自分軸で創造のヴォルテックスにいるとは？』
一瞬、一瞬、自分が創造している世界が美しくて、ゆるがない自分の存在を
感じているということ。あなた次第で世界は変わる。安心してヴォルテッ
クスの中で自分を味わって宇宙と愛と一つになる！

〜わくわく覚醒して、八百万の神である自分を思い出して、地球天国を楽しみましょう〜
4

Cosmic Vision Quest

Cosmic Vision Quest

5

Dynavision University Pick Up Courses!

スマホひとつで、いつでも、どこでも好きな時に！

ダイナビジョンユニバーシティのコースの一部をピックアップ！

Dynavision University
Online Courses
ダイナビジョンユニバーシティ オンラインコース
ダイナビジョンユニバーシティとは？

動画で学べる！
1日3分瞑想して
お金持ちになる方法

ダイナビジョンの様々な人気講師のセミナーや講座をオンライン上で受講

できるオンラインコースです。
「ユニバーシティ」
（英語で「大学」の意味）
と
名付けられているのは、代表の穴口の『まるで大学のように、好きな授業を
選んで、いろんな分野を興味に合わせて学べる場を創りたい！』
という思い

ケリーのパワフルな
ヒーリングを
感じられる！

大人気スザンナによる
子宮のワークが満載！

米ベスト・サイキック

TOP100にも選出される

実力派サイキック！

まだまだダイナビジョンユニバーシティは始まったばかりですが、
これからさらに使いやすく整備され、様々なコンテンツが追加されていく予定です。
どうぞお楽しみに！ご不明点やご要望などございましたらお気軽にお聞かせくださいませ。

からこの名がつけられました。

ダイナビジョンユニバーシティの
Point

1

Point

2

Point

3

6

Cosmic Vision Quest

3つのポイント！

様々な講師・分野から、好きな講座を選んで受講できる！
ダイナビジョンユニバーシティには随時、新しいコンテンツがアップされて
いくので、様々な講師・分野の中から興味のあるものを選んで受講する事
が可能です。

①

②

オンラインコースだから何度でも、好きなだけ見直せる！
購入後は何度でも好きなだけ再生可能！
「あ、聞き逃しちゃった」
という部
分があっても大丈夫。再生スピードも
「0.5倍〜2倍」
までお好きなスピード
で再生できます。

ダイナビジョンユニバーシティの始め方をご紹介

初めての方はダイナビジョンユニバーシティのURLに

ログインし、右上にある
「登録」ボタンをクリック！

お名前、
メールアドレス、お好きなパスワードを設定し、

「登録」
を押してください。

※このメールアドレスとパスワードはログイン時に必要となり
ますので、お忘れのないようにご注意くださいませ。

スマホひとつで、いつでも、どこでも好きな時に受講可能！
オンラインコースの大きなメリットは、
スマホやタブレット、PCがあればい
つでもどこでも好きな時に受講できる事。仕事や家庭で忙しい方も、隙間
時間や移動時間、ながら聞きで学ぶ事が可能です。

r?

o Ente

How t

③

登録が完了したら、お好きなコースをご購入いただき、
学びをスタートしましょう！ご購入済みのコースはいつ

でもマイページからご視聴いただくことが可能です。

＼Dynavision University Online Courses／
https://dynavision.teachable.com/

Cosmic Vision Quest

7

「おはよう」から「おやすみ」まで スピリアル

チャンネル登録者数1万人超え！
！

穴口恵子の
〜たった5分瞑想シリーズ〜

「めざめ」
と
「眠り」は大切な時間。瞑想をすることで、
一日の質が向上し、目標達成の近道となります。

スピリチュアル（目に見えない世界）
とリアル（現実）
を

統合して日々の生活のなかで実践するスピリアルな

さあ、
スマホで簡単瞑想！

ライフスタイルをご紹介していきます！

一度も瞑想したことない方も気楽に初めていただける、

誰もが無限の可能性を開き、人生のバランスを取り

世界一やさしい瞑想シリーズです。

＊この他、たった5分で、
「豊かさ」
「仕事」
「恋愛」
「健康」
など、
「瞑想であなたの夢を叶える」
タイトル満載です！

いつでも！どこでも！どの回からでも！
好きな時に聴ける！

聴き方は
こちらから!

おうちでじっくり無料でスピリアル三昧！

ながら、豊かで幸せに生きることができるのです！

インターネットで アマゾンオーディブル を検索
→ トップページから 穴口恵子

を検索

ネットラジオなので視聴無料！

Podcast

ポッドキャスト

ヒマラヤ

あなたの能力が起き上がる様々なタイトル！穴口恵子のワクワク&ハッピーボルテックスの動画をお楽しみください♡

聴くだけで幸せ♡成功の秘訣を耳から洗脳！
さまざまな業界で輝く豪華ゲスト陣が続々登場！
例えばこんなエピソード

スピリチュアル界を牽引してきた
穴口恵子だから聞き出せたエピソード満載！
とっても簡単！

ラジオ番組 の
聴き方

■ i-Phone の方

■第40回「どう思われてもいい」に豊かさがめぐる
（ゲスト：心屋仁之助・本田晃一・椎原崇）
■第58回：何かを手にいれようとすると、手がグーになる
（ゲスト：大木ゆきの）
■第120回：幸せは自分で決められる
（ゲスト：心屋智子・堀江昭佳）
■第136回：白いキャンパス
（ゲスト：すみれちゃん）
■第151回：パラレルワールドに飛びだけ
（ゲスト：江島直子）

◀QRコードからアクセス
または ポッドキャストアプリ から

穴口恵子

または

ドルフィン を検索＆登録

■ アンドロイドの方

Googleストアから
「podcast Addict」
をインストール。
アプリをひらいて、右上の
「+」
ボタンを押下。

おうちで読書！読んでスピリアル！
穴口恵子には、みなさんの可能性を
開く著書もございます。本好きの方

は、読書でスピリアル！

穴口恵子のパワーが宿る・持っているだけでパワフル！
読書で可能性を開く

穴口恵子 または ドルフィン を検索＆登録

も♡

寝ても覚めて

おうちでも！どこでも！スピ リアルライフ

8
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QRコードから穴口恵子
の著書一覧へアクセス！
今のあなたに必要なタ
イトルが見つかるはず！

ば
の習慣になれ
あなたの生活
願いが叶う
幸せ無限大♡
速する！
スピードが加
Cosmic Vision Quest
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ママヒーラーまどかにおまかせ♪ すべての家族の応援をします♪

お兄ちゃんと
比べたりしな
いよ …

“おうちにいながらヒーラーになれた！
元教員のママ視点で
スピリアル子育てサポート♡”

ママ応
援して
るよ

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

ご紹介させていただくスピリアル・ライフ・レポート。

第19回目はママヒーラーの荒籾まどかさん。子育てをしながらでも、お家で
学べるオンライン講座、遠隔ヒーリングをご利用いただき、ヒーラーデビュー
叶えた、
スピリアルライフ実践者です。

荒籾まどか さま

インタビュー：

プロフィール

DST国際認定ヒーラーの資格を取得し、2020年に
「ママヒーラーまどか」
としてデビュー。結婚して
10年目に、120％打ち込んでいた小学教員の仕事に燃え尽き退職。
その後、3度トライしていた不妊治

療に専念し、4度目すぐに念願の子供が授かり、現在、育児をしながらヒーラーとして活動。心屋仁之

穏やかに…
授かった

ほっと
子育て
ママ大好き

助さんと不妊専門薬局の堀江昭佳さんの講演会に行った妹の話しを聞いて読むようになった、仁さん

「気づきの連続」根深い問題も解消

などのお悩みを中心に、
その人自身の強みに光をあてるサポートをしている。

DSTの学びは自分自身もヒーリングします。元教員の私は「〜べき」が根強く、感情を抑制気味でしたが、出すべき感
情のために、起こるべきことが起こるようになりました。ヒーラーデビュー後、
「すごい人になりたい」
と、あるビジネス
講座も夫に黙って分割で受講。それがばれ、夫の厳しい言葉に、感情が溢れ出ていました。
ですが夫は、
「家の貯金で
一括返済して、家に返済してくれればいい」
と言ってくれていたのです。怒った理由は借金ではなく隠していたこと。
「母に理解されない」
「一番理解して欲しい人に理解されない」
というDST受講中にきづいた私の思いが解消された
出来事でした。
ダイナビジョンとの出会いは「気づきの連続」
です。

のブログから穴口恵子さんに辿り着き、
ヒーラーの道が開いていった。
ママヒーラーとして育児や不妊

オンラインでも繋がれる！問題なく学べます！
オンライン講座をメインにヒーラーデビューを叶えました。困った時はワンクリックで、アシスタントティーチャー
がアドバイスしてくれるので安心して学べます。受講生同士でのセッションの練習も、オンラインのグループ分け
なら、周りの声が聞こえず、静かな状態で集中できました。また家族の協力もあり会場での講義も何度か参加で
き、オンラインの仲間＋会場の仲間ともつながれました。ZOOMにもなれて直接行く時間や距離などの問題が解
消されました。

どんどん加速した人生の転換点はオンライン遠隔
2018年の12月に穴口恵子さんのフェニックスライジング遠隔（オンライン）を受け、
「ヒーラーをライフワークにした
い！」
という気持ちが芽生えました。その後、
レインボーエンジェルセラピー講座を申し込み、立て続けにDSTの瞑想
やオンライン説会に参加し、DSTの年間コースの受講も決めました。わずか1〜2ヶ月の出来事です。当時、直感に従
い自分に様々な体験をさせてあげていて、お金がない状況でしたが、
「やりたいならやれば」
とスピリチュアルに不理
解な夫が背中を押してくれ、なんとDST年間コースの受講料をサポートしてくれました。

「会えない恋人」
だった天使とつながり…奇跡のありがとう
カトリックを信仰する家庭に育ち、まるで天使は「会えない恋人」のような存在。
ドリーン・バーチュの本を愛読し、
いつか天使のメッセージを受け取りたいと思っていました。ですが10年前、いとこが他界した時、天使とつながっ
ている感覚と共に、いとこから
「ありがとう」
という声が聞けたのです。心穏やかで悲しい気持ちが一切わきません
でした。いとこの両親に状況を伝えると、辛い死じゃないと分かり感謝されました。その頃、
「いる証拠を見せて」
と
言えば、天使とつながれるようになりました。その頃から魂はヒーラーになる将来を知っていたのかも…。
レイン
ボーエンジェルセラピーでは天使と共にセッションさせていただきます。
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オンライ
ンでも
ヒーラー
になれる
♪
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気づけば全部叶っていた！ママ視点でスピリアルライフを日常に
コロナの自粛期間中に「もっと娘と過ごしたい」
という思いに気づき、目一杯実践し、娘の望みを後押ししていたら、
ヒーラーのチャンスも増量！ よくよく考えると、思いに従うたびに望みは全部叶っていました。10年以上続けた教員
も、
「やめたい」
と思った途端、
スムーズに退職でき、やめて即4度目の不妊治療に成功し娘を授かりました。気づくと
全部揃っていたのです。すると待っているだけで勝手にオファー続々。得意分野の子育てや教育、不妊のお悩みのサ
ポートをさせていただいています。ママ視点で日常生活に自然と活かせる
「スピリアルライフ（教育・子育て・パート
ナーシップ）」を伝えて、拡大していきたいです。

不妊・育児・不登校などのお悩み、起業、副業、
自分ビジネスの後押しが欲しい方、御相談くださいね♡
ママヒーラーまどかのメニューはこちら▶ https://proﬁle.ameba.jp/ameba/madomari1112/
□ クリスタルカードヒーリング
□ 女神ヒーリング

また、ヒーリングセラピーや
波動UPグッズのショップもOPEN !

♡ママが自分らしく楽しみながら子育てでき、自分自身も謳歌で
きるようにサポートしています。「子供への接し方が分かった」
「育児が気楽になった」などの声をいただいています。

Cafe de AngelArcoiris https://tiendaangela.thebase.in/

＊活動の詳細はブログをチェックしてくださいね▶

https://ameblo.jp/madomari1112/

Cosmic Vision Quest
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Happyを呼び込む

玄関づくり

Love & Money を育む

リビングづくり

リビングは人間関係を愛で育む運気を

エネルギーの出入り口でもある玄関は良い

育てる場所。

気を家の中に取り入れていく場所。

愛も豊かさも人との関係の中で育まれ

玄関を綺麗にすることでHappyの気がどん

て循環されています。素敵なご縁を育

どん流れてくるようになります！

む場所でもあるので、
リビングを綺麗に

玄関で流れてくるすべての気をHappyへと

保つことで愛を循環させる人間関係へ

変換してお家へ循環させていきましょう♪

シフトさせたり必要なご縁を人生へと
招き入れることができますよ。

践する

穴口恵子が実

おすすめ のクリスタル

宇宙からの 祝福を 受け取る

おすすめ のクリスタル
クリアクォーツ
（水晶）

ヒマラヤ水晶クラスター

Happy Vortex ハウス

最高波動パワースポットの１

つ、世界最高峰ヒマラヤ山脈

で採掘されたクォーツです。
レ

の 作り方

クリアクォーツはとても強力な浄化

「Happy Vortex ハウス」と
の住まいのこと。宇宙からの
を放つ住まいのことです。
毎日暮らす住まいの波動を高
運気は簡単に上昇できるよう
住まいの波動を宇宙からの
高い波動をキープしておく

力を持ち、エネルギーの純化・調

整をしてくれるので、エネルギーの

出入り口である玄関に置くことで
外から入ってくるエネルギーを純

粋無垢で愛のエネルギーへと変容

させてお部屋へと循環させていけ

ますよ。

インボーエンジェルズで扱う

は、良い気が流れる、高波動
祝福を受け取り、高い波動
い状態でキープすることで、
になるのです。
祝福を受け取る器なので、
ことはとても重要です！

ヒマラヤ水晶クラスターは、世

界中に光の柱を降ろすために

必要な方へと届けてほしいと託されたクリスタルたちです。
宇宙からの愛とあらゆる豊かさをを受け取るための器とな

り、空間にいる人たちが本質（ソース）の自分へと繋がれる
ようにサポートしてくれることでしょう。

シトリン
シトリンは、具現化や意志の力

の領域のエネルギーの詰まり

2

おすすめ のクリスタル

Happy体質になる

寝室づくり

私たちが寝ている時には、肉体からアスト

ラル体が抜け出して違う時空へと移動し
ていきます。光の神 殿に戻りしっかりと

チャージしていけるようにするためにも、
寝ている空間の波動を整えて置くことで
Happy体質になることができます。

寝る前にハートに手を当てて、今日も一日
がんばった自分を褒めて寝ることもおす

すめです♪
12
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セレナイト

部屋に１つセレナイトがあるだ

けでその 空 間を浄 化し、ネガ

ティブなエネルギーを寄せつけ

ません。寝室やお部屋など空間

の四隅に、セレナイトタワーを
置くと空 間をクリアなエネル

ギーで満たします。
セレナイトは、
月の女神セレーネが語源

とも言われ、月のエネルギーを司ります。
リラックス効果が
あり、心が沈んでいる時に、安定させ、癒してくれるので「聖

を取り除き、強力に浄化します。
そして癒しを行い、流れを回復

させます。意志、創造力、顕現

力を増強させ、今までの自分の

範囲をはるかに超えた可能性を開くクリスタルです。太陽、

光、黄金の高波動エネルギーを心身に送り活性化をします。
私たちがハイヤーセルフと一体化し、その神聖さを体現し

ながら、創造力を発揮して生きることで、自分自身にとって

最高で最善のものを具現化することができるよう導きます。

それは、愛と喜びと幸せの道です。
この聖なる具現化を通し

て、自分自身を尊重することができ、宇宙に愛されているこ

とを確信し、
自分の世界の創造・具現化が加速されますよ。

母マリアのガラス」
という愛称も持っています。
セレナイトは

とても強い浄化力を持っており、第七チャクラを開いて天

使との絆を深めてくれるので、大天使たちやハイヤーセル

フなどからのメッセージをしっかりキャッチ出来るようにな

ります。あなたの心と体の不要なものを浄化し光のエネル
ギーで満たしてあげましょう。

Cosmic Vision Quest
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した！
ヒーラーさんに聞いてみま

ヒーラーさんが
日常に取り入れている、
スピリチュアルなワーク

関根悦子
アセンション
チャネリング
＆マヤ暦

ということで今回は、ヒーラーさんに日常の
生活に取り入れているワークを聞いてみました。
感情の解放だったり、肉体や環境を整えること、
自分自身と向き合うためのワークなど、さすが
ヒーラーさんだなと思うことも、簡単で今すぐ
真似できそうなことも教えてくれました。
ぜひ参考になさってみてくださいね！

ごく当たり前のリアル家事で、『整える』です。
オウチは、自分という神様が快適に過ごす社。
日々の整理整頓や掃除、プチ断捨離は社の清掃、
浄化、そして神様が心地よく上機嫌に過ごせるお
もてなしの場作りです。

アイリス祐子

私の日常はスピリ
チュアルなサポート
を受けて過ごしてい
ます。
●飲み水はシュンガ
イト＋テラサイトの
波動水を飲んで（た
Jay
まにフラワーエッセ
ンスも入れたり、体
ドルフィンスター
テンプル
の内側からクリアに
しています。（ちな
みに使っているグラスは、ベギオンのか
けらが練りこまれているグラス。笑）
●エプソムソルト（週２程度）＋エッセ
ンスオイルを入れたお風呂につかり、浄
化します。
●部屋では常にクラッシク音楽をかけ、
クリスタルの祭壇を作って部屋の周波数
を上げています。（たまにクリスタルボ
ウルやチューナーを鳴らしています。）
クリアーな毎日を目指して日々過ごして
います。

14
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小聖

ドルフィンスター
テンプル

一日一時間ほど散歩しています。
散歩をして、風景をみながら、ぼーっと
すると、とりあえずのモヤモヤはいったん
落ち着きます。近くの公園のベンチで、瞑想
しながら、植物と会話しています。だいたい、
散歩を楽しんで！となります。
そして、落ち着いてから家でもう一度瞑想をし
ています。
お風呂のなかを少し暗くし、蝋燭をたてたり、
部屋の四隅に蝋燭をたてて、瞑想します。
現在、自分の中での流行りは、３０～５０分、
写経のようにイタリア語の文法をノートに写し
ています。

〔定期的にすること〕
●新月デクラレーション●満月手放しワーク●ザ・
マジック/著者:ロンダ・バーン（28日間の魔法の
レッスン）●アバンダンスプログラム（22日間）
〔毎日すること〕
●朝の瞑想
自分のエネルギーをクリアリングして、周波数を
マリア★
上げ統合します。その日の在り方を創造します。
ドルフィンスター
●スマホ（通信機器）のクリアリング
テンプル
聖水で造ったエッセンスで通信機器を磨きながら
その日の私に必要なタイムリーな情報や愛のメッセージが受信さ
れることを意図します。
●マントラを唱える
アンマ（マーター・アムリターナンダマイー・マート）から伝授
されたマントラを煩悩の数108回唱えます。真我との精神的な絆
を深め、霊的成長を加速させてくれます。
●寝る前のワーク
チェンバーを設置（統合を加速、愛と豊かさ、安全な眠り）睡眠
中にアクティベーション、周波数を安定させる意図設定

レ イン ボ ー エ ン
ジェルセラピー

＼誰でもできる！ヒーラー的コツを伝授／
日々の家事をしている時、『今この瞬間の自分と
いう神様と繋がり、過去でも未来でもない【今の
自分】にマッチしているか？最高に喜んでいる
か？嬉しがっているか？』を感じながら、物や空
間を俯瞰して整えてみましょう。
「あれ？コレずっと当たり前にあったけど、なん
でここにあるんだろう？」
そんな家中でオブジェ化した過去の自分の遺物に
気づく時、自分の変容・進化を感じる喜びになり
ますよ。スペースが整ったら水やアロマ、エッセ
ンスを使ってお掃除して、最後にワクワクする祭
壇を創って、ポイントに盛り塩やクリスタルを配
置したら最高の気分ですね(^^)

Ryoko
レ イン ボ ー エ ン
ジェルセラピー＆
ド ルフィンスター
テンプル

セルフヒーリングは勿論です
が、お風呂時に感情や言葉に
ならない気持ちを「あー」と
いう声に乗せて出していきま
す。出し尽くすまでやると結
構すっきりします。
浄化が特に必要なときは山盛
りの塩をたっぷり入れてゆっ
くり入ります。そのときその
ときにきちんと感情を感じき
るのがポイントです。

気軽に店頭セッション？

じっくり個室セッション？

セッションに関するお問い合わせは、
レインボーエンジェルズ東京店まで。

TEL：03-3791-8465

セッションのご予約、
スケジュール確認はこちらから▲

①朝は、マントラを唱えながら集中して
いき、源とつながる瞑想をします。夜寝
る前には、場の設定をして、安全な空間
を作り、今は、コロナの収束と世界平和
を祈り、感謝の祈りをして休みます。
②自宅に限らず、どこにいてもやってい
るワーク。何かネガティブな思いや感情
が起こってきた時、一瞬それを認め味わ
い、すぐに、右手で、中指、薬指、親指
を結び、ぱっと放しながら、キャンセル、
キャンセル、キャンセルと、キャンセル
します。
こんなことを、私は、毎日しています（笑）

KEIKO
手相
＆タロット鑑定

私を見守りサポート
してくださっている
天使やガイド、他界
した母をはじめとす
る親族などたくさん
のスピリチュアルな
存在への感謝の瞑想
を行っています。生
きる勇気をいただい
ていると感じます。

今回のインタビューを終えて、みなさん
それぞれに取り組んでいることがあって、
個性が出ていて面白いなと思いました
し、私も日常に取り入れてみたいもの
がたくさんありました。
みなさまも出来そうなことからチャレ
ンジされてみてはいかがでしょうか？♪
私も時々、感情の解放や自分の内側と
向き合うワークをするのですが、その
過程でどうしても自分だけではやりき
れないときやヒントをもらいたい時は、
セッションを受けてサポートしても
らっています。
そんなときはあなたもぜひレインボー
エンジェルズへ♪

Cosmic Vision Quest
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東京店&オンラインショップ

〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-25-10 TEL：03-3791-8465
営業時間：
［東京店］12:00〜19:00 ［オンラインショップ］11:00〜17:00
定休日：
［東京店］火・水・木曜日 ［オンラインショップ］土日祝

フローライト
フローラ
カッパー
フローラコロナは
好きの間で人
あり、当店のス
人気のエッセン
は精神的な疲
場的な感情を
「 ハ ートを 清潔
ハートのケアはめ

ブルーグリーン
オブシディアン
今年ツーソンからやってきたク
リスタル。見た目にときめいて
お迎えすることにしたのです
が、私はお風呂に一緒に入っ
ています。不要なエネルギーを
クリアにしてくれる石なので、
とてもスッキリします！！

コロナ・
世界中のスピ
気のアイテムで
タッフ間でも大
ス。カッパー（銅）
れを回復し、劇
和らげるなど、
に」保ちます。
ちゃくちゃ大事！

レインボーエンジェルズで働き始め
て、家に石がどんどん増えてきまし
たが、新しい石が増える度に、家の
中が色彩豊かになっていってるのが
分かります。子どもの時みたいに、た
だ石を眺めて、触って、石と一緒に
過ごす時間を楽しんでいます。最
近では友達からもらった「フローライ
ト」がお気に入りです。眺めているだ
けで、透明感が意識全体に染み
広がっていくようです。

ショップ担当

てらっち

クリアクォーツ
六芒星

WEBショップ店長

プロモーション担当

ゆき

トシロウ

ローズクォーツ
最近お引越しをして、おうちの中に
多肉植物など、たくさんの観葉植
物を置いているのですが、その鉢の
中に、さざれやお気に入りのクリスタ
ルを入れています。一番のお気に入
りはローズクォーツ！クリスタルの力で
植物たちも元気に育っていて、クリ
スタル&植物のエネルギーに癒されて
います。とってもかわいいですよ！
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おうち時間を楽しむ、
おすすめスピグッズは？

クリアクォーツの六芒星と一
緒にお風呂に浸かりながら
ワークをしています。初めてこ
のワークをやった日、不安や恐
れがさーっとなくなり、安心感
や幸福感が生まれました。そ
の日以来ほぼ毎日ワークを
し、おかげで毎日楽しく過ご
せています。

WEB発送担当 たい

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
統括マネージャー

あき

クリスタルボウル
おうちで娘と一緒にクリスタルボウ
ルを回し、クリスタルを手に持ちな
がらプチ瞑想をしています。クリス
タルボウルの音色を聞いていると、
身体がどんどん緩んできて、今ここ
に意識が戻ってくるのを感じます。
クリスタルボウルのCDもおすすめで
すよ♪

ショップ店長 あやみ

スピリアルコンシェルジュに
聞いてみました！

数百万年もの時を超えて来た！？
『オパールオーラシェル』
貝の中で水晶が育った珍しいクリスタルであり化石です！
貝が水晶になる、ということからこの石が経験した壮大なストーリーが見
えてきます。なぜなら水晶は、空気が入り込めない大地の奥深く＆特殊な
環境でしか生まれないからです。つまり・
・
・
海の中で生まれた貝が、何度も起こった地殻変動により地中深くに埋まった
⇒そこが偶然にも水晶の育つ特殊な環境だった⇒長い時間をかけて貝の中
で水晶が成長⇒再び地殻変動により地上近くへ⇒採掘されて人の手へ！もしかしたら、数百万年も
の時を超えて来たのかも。だって、地形が変わるような地殻変動（つまり大地震）なんてそうそう起
こりませんし、成長の遅い水晶は1cmで30万年かかることもあるからです。この石のストーリー、す
ごくないですか！？あぁ！石の意味を書くスペースがなくなった！天使が好む波動を持っていますー！

☆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☆

Cosmic Vision Quest
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キリトリ

おうち
でも
ピ
ア
スリル

memo

今号のP5～17では、おうちでも取り入れられる、日々、あなたの可能性が開く
「スピリアルライフ」をご提案してまいりました。「できること」からはじめて
みませんか？まずはここに「やってみたい」ことがあればメモしてみてください。

あなたを
抱きしめて

宇宙からの
ギフト♪

おやすみ前の…スピリアルカード

おやすみ前の…スピリアルカード

書くことで潜在意識は「やれる」方向へ導いてくれます。

愛するあなたへ おやすみ前の…スピリアルカード
＊今晩はどのカードにする？

切り取ってつかってみてくださいね！

おやすみ前の…スピリアルカード

おやすみ前にオススメの
スピリアルライフアクション
をカードにしました！
眠る時間は源とつながる時間。
あなたの可能性を開く時間。
穴口恵子の言葉で幸せ注入！

キリトリ

＊例えば、「オンライン講座で資格とりたい」「玄関を掃除して福呼ぶぞ」「波動水を飲ん
で体内からクリアにしたい」「石をいろいろ手にしてみたい」「音声や動画で瞑想をやる
ぞ」などなど

眠っている
間も幸せ

わくわく★
ときめき☆

おやすみ前の…スピリアルカード

おやすみ前の…スピリアルカード

穴口恵子のブログの言葉
よりカードをつくりました。
◀こちらからチェック！

穴口恵子のスピリアルライフ
18
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https://ameblo.jp/keikoanaguchi/
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キリトリ

愛する
あなたへ
毎日あなたのもとに宇宙からギフト
がやってきているのですが、

今日はどんなギフトが
ありましたか？
一日を振り返って、宇宙があなたに
与えてくれた可能性というギフトを
思い出して…。宇宙はあなたに

「愛しているよ〜っ」

と伝えてくれています。

愛するあなたへ

（11:00〜19:00 / 定休日：第1、3火曜日）

あなたを両手で抱きしめて、
あなたに向かって伝えてあげよう。

特別イベント

「愛しているよ〜」
「ありがとう〜」
「幸せ〜」

アパナ・アミュレットワークショップ
クリスタルと仲良くなろう

アパナʻanapaʼとはハワイ語できらめく・輝きという意味。
キラキラ輝く、
とっておきのお守りを自分で作成する講座です！

他に何を伝えて
あげますか？

毎月のテーマのクリスタル1つをお守りにしていきます。

ご自身で作成するからこそ、
あなただけのお守りになります！
また、
クリスタルと仲良くなる方法などもお伝えします。
【開催日】7/26、
8/22、9/26 各日13:00~16:00
【価 格】3,000円
（ワーク代・紐代）※クリスタル代は別途となります。
【会 場】レインボーエンジェル大阪店

「大丈夫だよ〜」
今日も一日ありがとう。
愛しています！！

お申込み、
詳細は下記URLのレインボーエジェルズ大阪店ブログをご覧ください。

あなたはご存知ですか？

予約不要！10分から体験できる“ヒーリング＆メッセージ”

レインボーエンジェルズ大阪店では、“店頭セッション”を随時開催中！
［店頭セッションとは？］
あなたの悩み、もやもや、迷っていることについて、パワフルヒーラーが「高次
元の視点から」問題の本質や、隠されたものを明らかにしていきます。クリアリ
ングやヒーリングを行うことで、あなた本来の輝きを取り戻します。10分から
体験いただけます。事前予約は特に必要ございません。レインボーエンジェルズ
大阪店ブログ等でスケジュールを確認の上、お店に直接お越しくださいませ。
［10分/3,000円］

一日のしめくくりに、
おやすみ前のエネルギーチャージ♡やるだけで幸せ♪

今日のあなたは どんな「わくわく」を
体験していましたか？
「ときめく」出来事が起きていましたか？
どんな一日であったとしても…

今この瞬間にここにいること
だけで愛に満ちていると
気づいてください。
あなたの幸せを
願っている存在が
目の前にいるのです。

愛する
あなたへ
幸せの周波数の中で眠りにつくと
叶えたい夢や可能性が開く夢を
見たり

眠っている間も幸せの
周波数の中で過ごせる
ようになります。
だから眠る前には、幸せと感じる
周波数に触れて、満たしてから…
おやすみなさい

キリトリ

愛するあなたへ

左から：
●DSTヒーラー 愛子さん
●アセンションチャネラー
&スカルオイルトリートメ
ント 有里杏さん
●ハンドオイルトリートメ
ント&神様カードリーディ
ング 河村僚子さん

定期開催 イベント

新月・満月瞑想会

（月2回）

1時間で
深い浄化と
リラックス！
定期・特別イベントの日程・

詳細は、大阪店ブログにて！
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クリスタルボウルの深い音色と
共に、
あなたの深い意識につな
がっていきます。深 いエネ ル
ギー浄化と解放を受け取れる
贅沢な1時間。瞑想後はスッキ
リして気持ちがいいですよ！DST
ヒーラーによる誘導瞑想で、初
心者の方でもOK［3,500円］

7月お勧めクリスタル

7

新・宇宙次元の輝くハイヤーセルフと
ひとつとなり、
光の覚醒マスターとなる

カルサイト

カルサイトで内側
より自然発火させ
てあなたの光を覚
醒します♪

8月お勧めクリスタル

8

新・宇宙次元で高次元存在たちと、
わくわく地球天国を共同創造する

モルガナイト

まずは自分自身と
繋がり愛して高次
元 存 在たちとワク
ワク共同創造♪

9月お勧めクリスタル

9

超・自分軸で覚醒ヴォルテックスの
中で、宇宙の愛と一つになる

ディバインクォーツ

拡大のエネルギー
を無限の可能性と
ともに♪

https://ameblo.jp/rainbowangels-osaka/
Cosmic Vision Quest
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癒しフェア2020 in 東京

癒し関連 の 商品・サービス が 一度に体感できる

2020年11月22日
（日）、23日
（祝・月）10：00〜17：00
東京ビッグサイト

歩く パワースポット

に出展します！

たくさんの
素敵なイベントを
ご用意してご来場を
お待ちしております♪

会うだけで運気が上がる！
穴口恵子の講演会を開催します。
無料講演会・有料講演会を開催します！

マツダミヒロ

×

穴口恵子

魔法のコラボ
Matsuda Mihiro

質問家。
「魔法の質問」主宰。
時間と場所にとらわれないビジネススタイルで世界を旅するライフ
トラベラー。各国で
「自分らしく生きる」講演・セミナー活動を行う。
著書は国内外で35冊を超える。1年のうち300日は海外に滞在。
独自のメソッドの「魔法の質問」は世界各国に広がりインストラク
ターは5,000人を超え、
メルマガの読者は5万人を超える。

Rainbow Angels

穴口恵子&すみれちゃん

開催予定
「神様と
!!
HAPPY LIVE TALK SHOW！」

毎日をHappyに過ごせるための
サポートとなるような、天燃石や
スピリチュアル雑貨などを多数ご
用意してお待ちしております。

穴口恵子とすみれちゃんが神様とおしゃべ
りしながら、会場の参加者のみなさんへの
大切なメッセージをお届けします。
穴口認定ヒーラーのミニセッションを

癒しフェアだけの特別価格で受けられます！
穴口恵子が校長をつとめるヒーラー育成スクール「ドルフィンスターテンプ
ル」の認定講師、認定ヒーラーたちによるミニセッションが、癒しフェアだけ
の特別価格で受けられます！あなたのお悩みや質問に、高次元の存在たち
からメッセージを降ろしてお伝えします。
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Anaguchi Keiko

スピリアルライフ提唱者。株式会社ダイナビジョン代表。
スピリチュアル（目に見えない世界）
とリアル（現実）
を統合して生きる
「スピリアルライフ」
を通じて人の無限の可能性を開くことをミッション
に、各国で講演・セミナー・講座などを開催。著書・監訳書多数。

気になる「魔法のコラボ」最新情報をお届け！
優先フォームのご登録はコチラから

https: //www.dynavision.co.jp/magical
不定期にてコラボライブを無料配信！

こちらにご登録いただくと、事前にお知らせが届くので見逃しません。

Cosmic Vision Quest
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今いる場所が強力なパワースポットに！
世界の聖地のエネルギーを好きな場所で受け取れる

穴口恵子 の 聖地遠隔

入会費・登録料

完全無料！
メールアドレスを
登録するだけ

世界の聖地のエネルギーを家にいながら受け取れる
「聖地遠隔」

穴口恵子による聖地遠隔 3 つのポイント
①どこにいても何をしていても受け取れる「聖地遠隔」
遠隔とは、遠隔を受け取っていただく方の「ディバインセルフ」
（多次元レベルの
ハイアーセルフ）に集っていただき、ディバインセルフを通してリーディングやク
リアリング、ヒーリング、アクティベーションを行うこといいます。
これらの行為を、
時間軸と次元軸を超えて遠隔で行うことを「遠隔」
と呼んでいます。遠隔の最大の
特徴は「身体的な制限を必要としないこと」。例えば、 通常のヒーリングなどでは
実際にその場に来ていただく必要がありますが、遠隔では、あなたのディバイン
セルフを通して直接エネルギーを届けるため、物理的な距離が離れていてもエ
ネルギーを受け取ることができます。なので、なかなか外出ができない方や海外まで遠出ができない方も、家や
職場にいながらにして穴口が送る聖地や高次の存在のエネルギーを受け取ることができます。

②聖地遠隔のパイオニアである穴口恵子が
「聖地のエネルギーを直接お届けします」
穴口恵子は20年以上にわたり、世界各国の聖地を訪れ、その場所やその場所に宿る
高次の存在のエネルギーを遠隔を通して、多くの人々に届け続けてきました。穴口が
受け取った聖地や高次の存在からのエネルギーは遠隔を受け取っていただく方の
「ディバインセルフ」(多次元レベルのハイアーセルフ)を通して、直接届けられます。
聖地遠隔後には、穴口が受け取ったチャネリングメッセージを含む特別な音声をお
届けしています。ぜひ普段の瞑想などに取り入れてみてください。その音声を通して
何度でもその聖地のエネルギーを思い出すことができます。

③エネルギーレベルから変化を起こすからこそ「とってもパワフル！」
私たちの意識は目に見えたり、自覚することのできる「顕在意識」が約
10%、目に見えず、自覚することがない「潜在意識」が約90%を占めてい
ると言われています。そして、私たちの現実を作っているのはこの「潜在
意識」による部分が多いのです。穴口の遠隔は、エネルギーを届けるも
のです。つまり、この意識の90%以上を占めている「潜在意識」にアプ
ローチしていきます。だからこそ、
とってもパワフル！遠隔とはいえ、毎回
多くの方々から目に見える変化の体験談が届いています。体が熱くなっ
たり、涙が出てきたり、ビジョンを見たり感じたり、メッセージを受け取っ
たり、直感がより鋭くなったり・・・人によって感じ方は様々ですが、実際に“エネルギーを体感”される方が多いこ
とも穴口の聖地遠隔の特徴です。
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ワールド・リトリート・クラブ（WRC）とは？
「リトリート」は、仕事や家庭などの日常生活から離れ、心身を
リセットして自分と向き合い、新たにより良く再スタートするた
めの時間を指します。
ワールドリトリートクラブは、セミナーやイベント、聖地リト
リートなどを通して
「リトリート」の時間を取り、
スピリチュアル
をリアルに活かす「スピリアル」な生き方をサポートするため
のメンバーシップクラブです。

完全無料

ワールドリトリートクラブ
へのご登 録はこちらから！

WRCメンバーだけの 特典
ワールドリトリートクラブ（WRC）
メンバーサイトのご案内
ダイナビジョン主催のセミナー・イベントの
優先案内、優遇案内
世界各地でのリトリートツアー（会員限定ツアー）
情報のご案内

http://dynavision.co.jp/WRC

世界の聖地で「スピリアル」を体験する！穴口恵子と巡る聖地リトリート
世界の聖地で行う聖地リトリートは、
「スピリアル」を体感する最高の機会！年の200日近く、世界の聖地を巡り続けているパワー
スポットマスター穴口恵子と共に、パワースポットでたっぷりとエネルギーやメッセージを受け取り、
リアルな人生に次元上昇を
起こしていきましょう。

穴口恵子と巡る、聖地リトリート 3つの魅力

聖地リトリートのパイオニアである穴口恵子が「あなたと土地とのご縁」を直接繋ぎます。
「スピリチュアル」
という概念がまだ社会に浸透していない20年以上前から、世界の聖地を巡り、その
土地に宿る高次の存在、エネルギーとのご縁を繋ぎ続けてきました。
ダイナビジョンの海外リトリー
トで巡る世界各地の聖地は、特にパワフルなエネルギーを持つ聖地。その土地を穴口恵子とともに
訪れることで、あなたとその土地とのご縁もより深く繋がります。

訪 れる聖地は、宇宙全体の流れをリーディングして選ばれる「一期一会の場所」
穴口恵子のリーディングを元に、その年の必要なタイミングで重要なエネルギーを持つ場所、訪れる
べき場所を選んでリトリートが行われます。一度として同じリトリートはなく、その時のタイミング、エ
ネルギー、その場所で開催されるリトリートはまさに「一期一会」。あなたがプライベートで訪れた事
のある場所だとしても、全く違った体験をお楽しみいただけるでしょう。

穴口恵子だからこそ実現できる「特別体験」
聖地リトリートでは、聖地をただ訪れるだけではありません。例えば、エジプトリトリートではスフィン
クス、イシス神殿、ギザのピラミッドという、誰もが知るエジプトの三大名所を”貸切”で使用します。そ
の他にも、一般的には知られていない、穴口恵子だからこそ知る神聖なスポットへお連れしたり、そ
の場その時でリーディングを行い、チャネリングメッセージをお届けするなど、
ダイナビジョンの海外
リトリートでしか体験できない「特別体験」の数々があなたを待っています。

Cosmic Vision Quest
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11次元からの愛と光のメッセージ
銀河連合司令官“アシュタール”の世界的チャネラー

テリー・サイモンズ
2020年 11月〜 12月頃 来日予定！

こんな感動のお声をいただきました
何の前知識も無く面白そうだなと思い、好奇心で参加しました。あわよくば、本当の
自分を知るきっかけが得られたらなと思っていました。実際に参加してみて、テリー
のパワーが凄くて、本当にびっくりしました。頭の一部が少しビリビリしてました。テ
リー、アシュタールとの出会いは心から自分を愛するきっかけが掴める、最高のチャ
ンスになるかもしれません。
（イブニングセミナーご参加、匿名希望）

テリーさんとアシュタールさんが入れ替わるのを見て、
「人の体って魂の入れ物なん
だな」
って思いました。一人一人がどこの星から来たか教えてもらっているのを見て

「目覚めよ、スターシード」
あの日の約束とあなたの使命を思い出す時…
アシュタールはあなたを呼び覚ます。

いるうちに自分の意識が地球規模から銀河規模くらいに広がった気分でした。
（コズミックラブリトリートご参加、M.Iさま）
自分が今ここに生きている理由や意味、使命など、何かヒントが欲しかったので申し込みまし
た。テリーさんのことは今回のイベントで初めて知ったのですが、とても惹かれる何かがあり、
申し込んだ時に、嬉しすぎて体が震えたのを覚えています。そして、イブニングセミナーとグ
ループセッションに参加しました。グループセッションでは、初めてのことだらけで、
「楽しい」
と
「緊張」
と
「不安」
など入り混じっていました。実際私を見ていただいた時に
「 Kuan Yin が
協働したいと言ってますよ」
という言葉をいただき、とても嬉しかったです。腑に落ちた感覚

「アシュタール」
とは？
アシュタールは愛と平和を守るために多次

元にわたって活躍している金星からのアセ

ンデッドマスターです。サナンダ（キリスト）
や仏陀と共に、意識体として11次元に存在

しています。
アシュタールは、巨大な宇宙船

「スター・オブ・アシュタール」の指揮官であ
り、宇宙連合のアシュタール・コマンド
（司令

官）
としても活躍しています。
『地球のアセン

ションを見守り、地球人を愛と平和へと導く』

というミッションを果たすため、
「スターシー

ド」を目覚めさせるため、チャネラーを通し
てこの地球とコンタクトを取っています。

もありました。安心感とでもいうのでしょうか。そして、更に
「旅をするでしょう。オーストラリ
ア、シャスタ山、インド、エジプト、チベット・
・
・」
と言われた時、すごく、物凄く嬉しかったです！

「スターシード」
とは？
スターシードとは、
「アシュタールの星の種」

ずっと海外に行きたいと思っていたのですが、全然現実的でなくて、夢だなぁーくらいに思っ
ていましたが、今回言ってくださったので、絶対に行こう！行ける！と思うことができました。
（イブニングセミナー、グループセッションご参加、Y.Tさま）

この惑星を住みやすく、
より良い場所にするために、アシュ
タールと同じく地球に光と愛をもたらす
「使命」
を持って生ま

とても良かったです。地方で仕事をしていて、遠いので疲れるかなと思っていました

の生涯を生きていた頃にアシュタールと出会った事がある

で、意識が半分抜けたような状態だったのですが、自分のエネルギーが戻り、さらに

に賛同し、
「地球のアセンションを共にサポートする」
という

のストーリーを聞きたい方、自分をもっと理解したい方におすすめしたいです。

れてきた魂です。
「スターシード」を持つ人々は、遠い昔、別

が、行きも帰りも逆にパワーをいただき、その週は宇宙からのパワフルなエネルギー

人たち。
そこでアシュタールから聞いた地球の話とミッション

パワーアップしたと感じました。参加できて良かったと思いました。テリーは自分の魂

契約をアシュタールと結びました。
そしてその契約の印に、
ア

（イブニングセミナーご参加、M.Hさま）

シュタールは「アシュタールの星の種」
をその魂に宿しました。
いつかその時が来たら、その人が自らの使命に目覚めるよ

うに…。
その「アシュタールの星の種」
を持って地球へ生まれ
てきた人を
「スターシード」
と呼んでいます。

いに
ぜひ会 ！
来てね

あなたの中に眠るスターシードを覚醒させに来ませんか？

テリー・サイモンズ開催イベントの詳細はこちらから！
※上記は予定となり、変更が生じる可能性がございます。

テリー・サイモンズ来日イベントの詳細はここからチェック！

「アシュタール」の言葉を伝え続ける
「テリー・サイモンズ」
アシュタールはアセンデッドマスターであり、意識体であるため、地球上に物理的には存

在していません。
そこで、
アシュタールが地球とコンタクトをとることを可能にしているの
が、
「レディ・アシュタール」の愛称で知られるテリー・サイモンズによる
「チャネリング」
で

す。
トランス状態でテリーがアシュタールの意識と繋がる
「チャネリング」により、
アシュ

タールのメッセージや知恵を地球にもたらしています。テリーは約30年以上に渡り、世
界中でアシュタールからの愛と光のメッセージを伝え続けています。
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テリー・サイモンズの最新情報は以下のサイトからご覧ください。

http://www.dynavision.co.jp/TerrieSymons
◆ぜひブックマークで保存しておいてくださいね。

受付開始お知らせフォーム/優先案内フォームにご登録いただくと、
来日イベントの募集開始の際に優先的にご案内いたします。
【テリー来日イベント】受付開始お知らせ希望フォーム

http://www.dynavision.co.jp/TerrieSymonsOshirase

Cosmic Vision Quest
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アセンデッドマスターより、光のメッセージ
「愛に目覚めよ」

「あなたは、愛というものを、

大きく漠然としているように思っているけれども、

生きることそのことがすでに愛そのものなのです。」
「あなたが母親として子供を大事に守るように、
まるで大切な子供を身ごもったように、

この地球を安全に守ってあげてほしいのです。

その愛の手をもって。平和な世界をクリエイトしていこう。」
「あなたがどのようなことをしたとしても、

あなたがどのような人生を選んだとしても、
私はあなたを愛さずにはいれないのです。
それが私の真実です。」

アシュタール

女神ガイア 虹の光の同胞団

マグダラのマリア イエスキリスト 聖母マリア
天照大御神

金星のヴィーナス 大天使ヘルメス…

アセンデッドマスター達が今を生きる“あなた”へ伝えたいこと
世界的に活躍するチャネラー2人によって
この地球に降ろされる愛と光のメッセージ

穴口恵子とテリー・サイモンズ（アシュタール）による、

アセンデッド・マスターからの現代日本人への光のメッセージ。
貴重なふたりのチャネリングの原文を総収録した最新刊！

【目次】
日出ずる国の光の民へ
愛と使命について
夢と情熱について
瞑想とマントラ
地球と共生していくために
政治と社会、平和と調和
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パートナーとソウルメイト
婚姻のかたち
アセンションの目撃者
この制限のある世界を超えて
感情の扱い方について
現代日本人へ伝えたいことーエピローグ

Amazon/全国の書店にて 好評発売中！
＼書籍ご購入 感謝キャンペーン！!／

Amazonもしくは全国の書店、
レインボーエンジェルズショップで書籍をご購入してくださった方
には、感謝の気持ちを込めて、穴口恵子とテリー・サイモンズのコラボレーションセミナーを収録
した
【特典動画】
を無料プレゼント中！
● Amazon購入＝注文番号
● 書店またはレインボーエンジェルズでの購入＝購入した書店もしくは店名

をお手元にご用意いただき、
以下のフォームよりプレゼントの特典動画をお受け取りください。

https://www.dynavision.co.jp/ainimezameyo

Cosmic Vision Quest
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Workshop − Dolphin Star Temple Mystery School Japan
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

魔

とは？
DST（ドルフィンスターテンプル）

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

安

の

愛

の

レムリア時代から始まったドルフィンスターテンプル®ミス
テリースクールの目的はひとりひとりが多次元の光のハイ
ヤーセルフと肉体で融合することです。
自分自身の謎が解
け、限りない才能をこの地球上で開き、神聖な計画を実現
していく、
「真実の人生の学校」
です。

レ
ム
リ
ア

!

設立者はアモラ・クァン・イン

A

20

nn

iversar

1995年にアメリカのシャスタ山で世界的ヒーラーとして著名なアモ
ラ・クァン・インが設立 。1997年に雑誌の取材で穴口恵子はアモラと
出会い、
メンターとして師事。
その後、すべてのコースを受講し、
アモラ
より秘技の伝授を受け、2000 年に日本にてドルフィンスターテンプル
®ミステリースクールを設立しました。

メニュー 1

講師：MIKAによる

あなた以外のさまざまなエネルギーを手放し、ピュア
な本質に還り、高次元にいる愛に目覚めた意識の存
在であるあなた自身のハイヤーセルフと深くつながる
瞑想会です。そして、瞑想だけではなく、
ドルフィンス
ターテンプルミステリースクールやコースに関するお
話も聞けたり、
その時に必要なチャネリングメッセージ
もお届けいたします。盛りだくさんな瞑想会です！お楽
しみに♪

東京

th

Since2000

Dolphin Star Temple
Mystery School Japan

穴口恵子の
才能を開花した
究極の教え！

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

〜エゴや誤った自己概念から開放され、肉体を持って悟り、地球上でマスターとして生きる〜
古代レムリア時代から脈々と受け継がれ、
日本で20 年以上かけて体系化されたノウハウ

ステップアップ方式で「最高の自己実現をしていくマスター」
をめざす。
透視コース
FSP-1

全てのコースの登竜門。
グラウディングの方法、
オーラの見方とヒーリングを学ぶ。

FSPマスター
ジャパンコース

インナーチャイルド
セラピスト養成コース

透視コース 理解と実践スキルを深め、自己と各能力の開放し、無意識
FSP-2
レベルに存在する問題まで開放する。
透視コース
FSP-3

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
実現化できるようになる。

マスタリーコース PLI-1（前半・後半） カー経路の活性化 他
古代レムリア、
アトランティス、
エジプトの神殿の秘儀
マスタリーコース PLI-2
細胞のリコネクションヒーリング 他

アシスタントティーチャーコース
アシスタントティーチャーになる
ためのコース

マスタリーコース PLI-3

ティーチャーコース

ダイヤモンドライトボディの活性化 他

ティーチャーになるためのコース

多次元ヒプノ
セラピスト養成コース

アモラによるDSTの
秘技の内容は…
□ 透視
□ 透聴
□ チャネリング
□ クリアリング
□ ヒーリング

などのスキルを体系的
に学び、肉体を持つリア
ルな存在として、全ての
時空、次元において、神
聖な真実を愛に完全に
つながり、共同創造する
ことで、あなた自身の本
質を目覚めさせます。

〜人間の持つすべての感覚を開き、本来備わる…わたしたちの霊性や直感力を高めていく教え〜
Cosmic Vision Quest

DST主催 ドルフィンスターテンプル®瞑想会

「真実の剣と聖杯を受け取る瞑想」

y

emple
Dolphin Star T
Mystery School
Japan
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ドルフィンスターテンプル® 瞑想会
全国各地で開催！
！

テーマ瞑想会

＊CDは
レインボー
エンジェルズ
WEBSHOPへ

※東京会場ではコース説明会も同時開催！

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、
「真実の剣と聖杯を受け取る瞑
想」を抽出した瞑想会です。

真実の剣は神聖なる真実と繋がり、
それを護るためのシン
ボルです。剣と対をなす女性の側面が聖杯であり、それは
女神と聖なる結婚のシンボルです。
アストラル界や四次元、
五次元の闇の側面に囚われることなく次元を移動するた
めには真実の剣と聖杯を使えるようになる必要があり、そ
のためのイニシエーションがこの瞑想です。剣は大天使ミ
カエルから、聖杯は大天使ミカエラから授けられ、
この瞑
想を通して大天使ミカエル・ミカエラとの繋がりが深まって
いくことでしょう。

［日時］8月1日
（土）
［講師］MIKA
［料金］3,500円 ※遠隔参加できます。
［会場］
コスミックビジョンスペース

【東京】
7月6日
（月）19:00〜21:00 講師：Sasha
8月7日
（金）19:00〜21:00 講師：Jay
9月5日
（土）14:00〜16:00 講師：Sasha
【大阪】2月17日
（月）17:00〜19:00 講師：添田さおり
【福岡】7月19日
（日）16:00〜18:00 講師：Jay
【仙台】8月16日
（日）16:00〜18:00 講師：Jay
【山形】8月23日
（日）16:00〜18:00 講師：Jay
［料金］3,500円 ※遠隔も可能です。
［会場］
【東京】
コスミックビジョンスペース
東京都目黒区上目黒2-15-6 川鍋ビル3F
［地図］http://dynavision.co.jp/map.htm
【大阪】
レインボーエンジェルズ大阪店
大阪府大阪市中央区大手前1-4-2 都住創大手前103
［地図］http://www.rainbowshop.jp/rainbowangel/shop̲int/osaka̲map.html
【福岡】福岡県博多市内【仙台】宮城県仙台市市内
【山形】山形県山形市市内

各地情報
光の瞑想会

【名古屋】

★ご参加の皆様へ★●受付手続きはしません。
●参加費は当日現金にてお願いします。卓上の
箱へお入れ下さい。そばに領収書を置いてますの
で、必要な方はご記入してお持ち帰りください。

（金.一粒万倍日）1206号室
■2020年6月19日
ボウル状に形成さてたクリスタル（複数のアルケミー
■2020年7月17日
（金.一粒万倍日.神よし）1106号室
クリスタウボウル）の、振動性のある音響、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。 ■2020年8月19日（火.新月.ひらく）1206号室
19:00〜20:45（開場18：30）
瞑想が苦手な方も脳波がリラックス状態α派となり、
［会場］
ウインク愛知（愛知県産業労働センター）
心身が緩みやすく、深い意識へとつながりやすい環
JR・名鉄・近鉄・地下鉄「名古屋」駅下車 徒歩2分
境を作り出します。
グループヒーリングでは、氣づか
［料金］3,500円（税込）
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
メール：kmdtf651@ybb.ne.jp まで（樋口貴子） ◆ミニリーディングをご希望の方
の存在からの祝福メッセージをそのまま伝えます。盛
は18:20にお越しください。
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。
り沢山の瞑想会です！どなた様もご参加頂ける瞑想
別途￥2,000/10分です。
☆当日ご参加大歓迎です！ 事前に上記へお申し込み頂
18:25〜18:35/18:40〜18:50
けるとありがたいです。
会です。皆さまのお越しをお待ちしております。

Cosmic Vision Quest
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メニュー 2

FSP練習会

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。
【大阪】
7月24日
（金）、9月22日
（火）16:00〜19:00
講師：添田さおり ［料金］3,000円
［会場］
レインボーエンジェルズ大阪店

メニュー 3

メニュー 4
【東京】
◆昼の部/13:00〜18:00
7月20日
（月）、8月26日
（水）、9月9日
（水）
◆夜の部/18:30〜21:30
7月10日
（金）、8月12日
（水）、9月23日
（水）
講師：MIKA ［料金］3,000円
［会場］中目黒・コスミックビジョンスペース

オーラの教室

スピリチュアルの基本中の基本、
「オーラ」について、誰にでも分かりやすく学んで頂けます。
「え！これがオーラ？」
と思わず声をあげてしまうような感覚を、1時間半ほどの時間で体験して頂くことができます。
他の参加者の方とペアを組んで実際に自分自身でリーディングを行い、
また相手からもリーディングを行ってもらうこ
とを体験していただけるのが、
この「オーラの教室」。
オーラって何？ オーラはどうなっているの？ 特別な人にしか、感じられないのでは？
こんな風に思ってしまうかもしれませんが、心配はご無用です。
トレーニングをしっかり受けたアシスタントティー
チャー陣が、
この「オーラの教室」
をリードし、参加者がしっかりオーラを体感していただけるようにナビゲートしてい
きます。
オーラを体験することで、
あなたの感性は研ぎ澄まされ、いつも疑問に感じていた事や不安の意味も理解で
きるようになるかも知れません。
そして、
あなたの今のオーラの状態を知る事で、
あなた自身の現在の状況を知ること
ができます。
あなたが「自分自身を知りたい」
と心に決めれば、
このオーラをみる教室で体験したことは、
あなたの人生
に新しい扉を開き、毎日の生活に新しい流れをもたらしてくれることでしょう。
【東京】7月22日
（水）、8月20日
（木）、9月18日
（金）19:00〜21:00［会場］中目黒・コスミックビジョンスペース
【福岡】7月18日
（土）、9月13日
（日）16:00〜18:00［会場］福岡県博多市内
【仙台】8月15日
（土）16:00〜18:00［会場］仙台市内
【山形】8月23日
（土）16:00〜18:00［会場］山形市内
【共通】講師：Jay ［料金］3,500円

JAYのスピメモ
マ
VOL.4 カル
「カルマ」
という言葉を、みなさんも一
度は聞いたこと、
ありますよね？
「悪いことを行えば悪いことが返って
来て、良いことを行えば、良いことが
返って来る」
という意味で浸透してい
ます。
私もよく祖母に「悪いことをしたら、全
部返ってくるんだから、良い事をして
生きなさい。」
と言われていました。
ど
ちらかというと、
しつけ等で悪い意味
に使われる事が多いと感じています。
この「カルマ」
。大多数の方が
●過去世から引きずってきているので
逃れられない。
●「カルマ」の多い家系に生まれて来て
いるので自分から逃れられない。
●「カルマ」を解消する為、今世は自制
し、粛々とした人生を歩まなければなら
ない。…など。
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なかなか重く深いものとして受け止め
られている方が多いのではないでしょ
うか？
しかし、本来「カルマ」
とは、
『良いも悪
いも
「やった事」がそのまま戻って来て
いるだけ』なのです。
もし、
「いじわるされた・いやな目にあ
わされた」
とすれば、そのつもりがなく
ても以前にいじわるをするなど結果的
に誰かを嫌な目に合わせていた…と
いう事ですね。
良い事が返ってきているのなら、
「その
まま自分のした良い事が戻って来てい
るという事です。
そう考えると
「カルマ」の印象が少し軽
く感じるかもしれませんね。では「カル
マ」を解消し、抜け出すにはどうすれ
ばいいのでしょうか？
ドルフィンの教えでは、
自分自身がしっ
かりと、良いも悪いもその事実を承認
できれば自ずと手放されるという考え
方があります。
◆目の前で起きている事象の原因は

すべて自分。周りは自分の内側を99％
投影しているのです◆
人のせいと思っていたことが、もし自
分の中にあったら？と、
ちょっと立ち止
まり考える時間があると良いですね。
簡単なようでできないんですよね！笑。
私自身、苦手な人にあうと
「この人と同
じものが自分にあるなんてやだー！認
めたくない」
と思いがちでした。笑。
でもドルフィンの教えで、
このカルマ自
体を取ることができるんです！
なにかとモヤモヤすることが多い世の
中。
ドルフィンのワークショップやセッ
ションがサポートしますよ。ちなみに
個人セッションでは短時間でスッキリ
とカルマを解消できますよ。

JAY（北村敬子）

ドルフィンスターテンプ
ル事務局長。
スピリチュ
アル用語やスピリアル
便利ツールをご紹介し
ます。

グループヒプノ

ドルフィンスターテンプルの光でシールドされた安全な空
間の中、
グループで行う多次元ヒプノセラピーです。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！
（火）19:00〜21:00 講師：ACCO
【東京】9月29日
［会場］中目黒 コスミックビジョンスペース
（土）、9月5日
（土）17:00〜19:00
【大阪】7月4日
講師：樋口貴子
［会場］
レインボーエンジェルズ大阪店
【料金】3,500円

メニュー 5

『多次元ヒプノの良いところは、自分自身で潜
在意識の深層心理を見に行けるところです。深
い退行催眠の中であなたがあなた自身を理解
し、勇気づけ、励ますことが出来ます。
あなたの
世界にあるすべての結果を受け入れ、
もうあな
たにとって不必要となった原因を癒し、あなた
の能力をあなたの為に発揮していきます。人生
をもっと楽しく！華やかに！無限の可能性を引
き出し、能動的に活動して生きたい！そんな方
に多次元ヒプノは、有効です！
ACCO』

PLI3 修了者の為の1DAY WS 〜定期的なメンテナンスを行える1日コース〜

PLI…マスタリーコースとも呼ばれる、
ドルフィンの神髄がこのコースにあります。
レムリア・ア
トランティス・エジプトと脈々と人類の悟りの為、の秘儀として伝授されてきました。一度、表
舞台から消えましたが、
ドルフィン創始者アモラ・クアン・インのチャネリングにより、古代の
秘儀を現代社会にマッチングしたヒーリング手法にとして紹介されました。
その最高峰、最
終コースがPLI3なのです。
このコースが終わってしまうと、、
もうこの先の学びのコースは存
在しないため「ドルフィンロス」に陥る方が多数、、、。卒業生の声を元に、
この1DAY WSが開
催される事になり、今回で5回目となります。内容は、手法の復習にもなるのですが、講師
MIKAによって、今まで取得してきた手法を余すところなく使いながら、肉体に、細胞に、関節
に、脳に、エネルギー体に、
と毎回特化した内容で卒業生の「マニア心」に火をつけまくって
います。定期的なメンテナンスも行える1日コース。卒業生の皆様へ。
まだまだ学ぶこともメ
ンテナンスする事もたくさんあります！ぜひこの機会をお使いください！

メニュー 6

ドルフィンロス…
の卒業生へ
【東京】
9月7日
（月）
10:00〜18:00
講師：MIKA
［料金］8,800円
［会場］
中目黒・コスミック
ビジョンスペース

PLI 体験セッション＆DBR 体験セッション

これまで受講しないと体験できなかったマスタリーコース
【PLI】 そして、
【DBR】
コースの一部で行われる手法をセッ
ションで体験できるようになりました。
コース受講に悩まれている方はもちろん、
どなたでもお気軽にワークショップで
ご体感ください。

【PLI体験セッション】

主にベッドを使う、
ヒーリングの手法です。30分
でも十分にヒーリングのエネルギーをご体感頂
けることでしょう。自分自身のハート
（感情）
・エ
ネルギー体・肉体のバランスがとれ、詰まってい
るような感覚がある方にはスッキリとする感覚
が取り戻されるでしょう。

【東京】
7月13日
（月）/8月2日
（日）/9月6日
（日）
担当：DSTJ認定ヒーラー
セッション会 特別価格
30分／8,000円
［会場］中目黒・
コスミックビジョンスペース

【DBRセッション】

DBRセッションもベッドを使い、横になって施術します。ヒーラーはクライアン
トの「骨」に触り語りかけながら調整していきます。
カイロプラクティックのよう
な大きな動きではなく、限りなく最小の動きをします。肉体へのストレスを最小
限に抑えてエネルギーに働きかける力は甚大となります。通常セッションの3
分の1のお時間ではありますが、DBRセッションでは一番大切なベーシックな
部分を施術する事ができますので、十分に体感して頂けると思います。
そして、
コース受講を修了されれば、DBRヒーラーとして、活動していく事ができます！
DSTJ認定ヒーラーによるDBRのパワフルなセッションを受けてみませんか？

【東京】
7月13日
（月）/8月2日
（日）/9月6日(日）
担当：DSTJ認定DBRヒーラー
セッション会 特別価格 30分／8,000円
［会場］中目黒・コスミックビジョンスペース

Cosmic Vision Quest

33

エ
ネ 心
ル の
ギ メ
ー ン
の テ
バ ナン
ラ ス
ン ！
ス
を
と
る

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®

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。

穴口恵子推薦！

♣ACCO♣

♣添田さおり♣

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!

♣MIKA♣

♣ミッシェル♣

♣Jay♣

♣樋口貴子♣

♣大熊めぐみ♣

♣五百田小聖♣

♣Sasha♣

♣山本明子♣

♣ミラクル♣

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。

大阪
7月4日
（土） 樋口貴子
7月11日
（土） Jay
7月18日
（土） 秋田順子
7月24日
（金） 添田さおり
7月29日
（水） ミラクル
8月7日
（金） 添田さおり
8月14日
（金） 秋田順子
8月23日
（日） ミラクル
8月28日
（金） Jay

群馬
7月1日
（水）
8月25日
（火）
9月8日
（火）

講師：真
（マコト）
料金：17,500円
（60分）
会場：群馬県
高崎市周辺

名古屋

愛媛

香川

7月4日
（土）
8月2日
（日）
9月12日
（土）

7月18日
（土）
8月30日
（日）
9月19日
（土）

7月23日（木・祝）
8月21日
（金）
9月4日
（金）

講師：レシェル由美
料金：17,500円
（60分）
会場：名古屋市
東区周辺

講師：山本明子

料金：17,500円
（60分）
会場：愛媛県
今治市周辺

9月5日
（土） 樋口貴子
9月11日
（金） 秋田順子
9月12日
（土） Jay
9月22日
（火） 添田さおり
9月30日
（水） ミラクル

福岡

仙台

山形

7月19日
（日）
9月13日
（日）

8月16日
（日）

8月23日
（日）

料金：17,500円（60分）
会場：
レインボーエンジェルズ大阪店

料金：17,500円
（60分）
会場：福岡県
博多市内

料金：17,500円
（60分）
会場：宮城県
仙台市内

料金：17,500円
（60分）
会場：山形県
山形市内

♣ハル♣

講師：Jay

講師：Jay

講師：Mirei

料金：17,500円
（60分）
会場：香川県
木田郡周辺

講師：Jay

個人セッションメニューには大きく分けて3つのタイプがあります♥
♣秋田順子♣

♣新井幸代♣

東京

い

お

た こせ い

7月3日
（金） 五百田小聖
7月3日
（金） ACCO
7月8日
（水） 新井幸代
7月9日
（木） ミッシェル
7月11日
（土） 大熊めぐみ
7月11日
（土） 森悠江
7月12日
（日） Sasha
7月17日
（金） 二村ゆかり
7月18日
（土） MIKA
7月25日
（土） 由起
7月26日
（日） Jay
7月27日
（月） ハル

♣二村ゆかり♣

♣真（マコト）♣

8月1日
（土） 大熊めぐみ
8月3日
（月） ミッシェル
8月5日
（水） 新井幸代
8月7日
（金） Jay
8月8日
（土） ACCO
8月10日
（月・祝）Sasha
8月14日
（金） 五百田小聖
8月15日
（土） MIKA
8月15日
（土） 森悠江
8月17日
（月） ハル
8月20日
（木） 二村ゆかり
8月22日
（土） 由起

♣レシャレル由美♣

9月3日
（木） ミッシェル
9月5日
（土） MIKA
9月12日
（土） 大熊めぐみ
9月13日
（日） Sasha
9月15日
（火） 新井幸代
9月17日
（木） 二村ゆかり
9月18日
（金） Jay
9月19日
（土） ACCO
9月19日
（土） 森悠江
9月20日
（日） 由起
9月25日
（金） 五百田小聖
9月28日
（月） ハル

料金：17,500円（60分） 会場：コスミック・ビジョン・スペース セッションルーム
（中目黒）
34
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♣由紀♣

DST・インナーチャイルド
リーディング・ヒーリング

大人になった自分にも多くの影響を与える、子ども時代のトラウマや
傷ついた自分を癒やしたいあなたへ。
ドルフィン・スター・テンプルでは、
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…。

DST多次元
ヒプノセラピー

多次元ヒプノセラピーは、従来の退行催眠と、
スピリチュアルな領域を
統合させたものです。魂の源の必要な時期に回帰し、ヒーラーと共に
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。

カー・アクティベーション

PLI（マスタリー）
コースで行っているカー経路を開き、
ライトボディを
覚醒させることが、個人セッションでも可能になりました！ 肉体レベルで
ハイヤーセルフと融合し、無限の可能性を活性化されます。

□詳しくはこちら http://dstjapan.com/pr̲session/domestic/index.html
Cosmic Vision Quest

35

新
ア
シ
ス
タ
ン
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー

ジャイの スピ旅リポート

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

VOL.3

D

ST

個人セッション担当
新アシスタントティーチャー紹介

秋田順子

新井幸代

森悠江

DST
アシスタント
ティーチャー

DSTアシスタントティーチャー

DST
アシスタント
ティーチャー

本気で人生
を変えたい
と思ってい
ても、なかなか変われないと感じて
いる方にはぜひドルフィンを体験し
ていただきたいです。その時楽にな
るだけではなく、根本的な生きづら
さの原因をクリアリング・ヒーリン
グする手法がドルフィンにはありま
す。自分を幸せにすることに、貪欲
になってください。私も全力でお手
伝いをさせていただきます。

自分なりに一生懸命頑張ってきた
けれど喜びを感じられない、自分
が何をしたいのかよくわからない、
魂の使命を知りたいなど、セッ
ションの内容は様々です。ドルフィンスターテンプル®で
は安全な空間でハイヤーセルフにつながって、あなたが今
（この時）クリアにする準備ができているもの、癒される
準備ができているものにフォーカスしていきます。お客様
の許可なくあれこれリーディングをすることはいたしませ
んのでご安心ください。すべては最高最善です。現状を変
えたい、自分を変えたい、そう思ったときが変わるタイミ
ングです。セッションを通してあなたはどんな時も自分を
信じることを選択できるようになっていきます(*´▽｀*)

SONOMI

二村ゆかり

真（マコト）

DSTアシスタント
ティーチャー

DST認定ヒーラー

DST認定ヒーラー

無条件の愛とは、
「それでもあな
たは愛せます
か？」というお

今、あなた様に
起こっている
『何か』は、そ
れを通して『気
が付いて欲しいというメッセージ』でも
あります。それが、あまりにも辛く、悲
しいといった低いエネルギーを放つもの
であったりすると上手に、そのメッセー
ジを受け取る事が出来なかったりします。
そんな時は、どうか1人で悩まず、共に、
そのメッセージを紐解いてゆきましょう。

ドルフィンの
セッションは、
ご自身のハイ
ヤーセルフと深
く繋がりることで、今、必要な癒しや気付
きを教えてくれます。日々の生活の中で感
じている感情やネガティブなパターンそし
て、思い込みや癖、自分を信じれない等
様々な出来事についての原因を取り除いて
行くことで、本当の自分を生きていく事を
サポートします。毎日を楽しく輝きながら
生きて行くそんな素晴らしい人生をこれか
ら過ごしていきませんか？

試しが沢山届きます。
親、子ども、友達、仕事仲間、パート
ナー、自分自身
地球はそれに気づいて行く為のアドベン
チャー！私のお役目はあたなが1人で羽
ばたける為のサポートです。メンテナン
スの為にお手伝いが必要ならば訪れて欲
しい！その時には、全力で私はあなたの
soulサポーターになります！

Mirei
DSTアシスタントティーチャー
あなたも私も、美しい光輝く存在です。いままできっとみな
さんは、人生のどこかで、苦しみや悲しみを経験したことで
しょう。そしてその都度自分を責めたり、天を恨んだりした
のではないでしょうか？決して大いなる存在は、私たちに罰
を与えることはありません。この世に誕生した時点で、価値
があります。私たちに起きているすべての現象は、魂の進化
のためのものなのです。だから、決して自分を責めないでください。そして、自分を
あきらめないでください。自分のことをもっともっと素晴らしい存在だと気づき、自
分には無限大の力があることを思い出し、どんどんと自分の楽園を築いていきましょ
う。私が、そのお手伝いをさせていただきます。ドルフィンスターテンプルの手法は
みなさん自身の本質につながり、目覚めていくための手法です。みなさんも私も愛と
光の存在です。いま、あなたがどんなに大変な状況でも、あなたがそれを選択してい
ることに気づいた時、光の道を歩んでいることを必ず知ることになるでしょう。

36

Cosmic Vision Quest

ありのま
まの自分
を愛し、
認め、行動するようになると、
色々なことが楽になります。叶え
たい夢を具現化するにも必要な要
素です。ドルフィンのセッション
を通して、ご自身を愛し、許し、
認め、信頼し、受け入れ、あなた
の望みを叶えに来てください。

東国三社参り

わくわくさまです！
（←ダイナビジョンの社内挨拶言葉です！）
ジャ
イです！今回のスピ旅は、
関東の最強パワースポットを巡る
「関東
のお伊勢参り」
です♪伊勢神宮に匹敵するほどのパワースポット
が、なんと関東にもあるのをご存知ですか？茨城県の「鹿島神
宮」
と
「息栖神社」
、
千葉県の
「香取神宮」
の三社。
この三社を巡る
お参りを
「東国三社参り」
と言い、
「関東のお伊勢参り」
とも言われ
ています！
（もともとはお伊勢参りのあとに行く
「禊の三社詣り」
と
言われていました）特に鹿島・香取の二神宮の創建時に他で神
宮と呼ばれていたのは伊勢神宮のみ！そんな、
おひざ元の茨城
にいるにかかわらず
（ジャイは茨城産です。笑）
、
「行かないのは
もったいない！」
という事で、
今回はジャイ父・ジャイ母を引き連れ
て行ってまいりました！
（運転は父ですが。
笑）

まずは、
「鹿島神宮」
です。
鳥居の向こう側が別次元に
見えてなりませんでした。笑
まさにゲートですね！
このゲート
（鳥居）を抜けたら
…完全なる神域！！一気に雑
音が消えていきました！
そして、本殿！
厳 か以外 の 何ものでもな いで
す！伊勢神宮のエネルギーと同
じものを感じました。本殿のその
奥にある奥宮へと進みます。
ここ
は本殿とは違い、とても力強い
どっしりとしたエネルギーを感じ
ました。お参りするだけでグラウ
ディングがバシっと決まります！

この奥宮へ続く参道が
また素晴らしい！歩いて
いるだけで浄化＆活性
化します！その途中に鹿
園があり鹿ちゃんがいる
んですけど、奈良の奈良
公 園 あ たり に い る 鹿
ちゃんはここ鹿島神宮出身なのですよ♪（1300年前に春日
大社へ鹿が送られました）

そして！おすすめスポットがこちら！
！

由紀
DSTアシスタント
ティーチャー
自己の深いヒーリン
グと浄化を促しより
最善最高の人生を送
ることを目指しましょう。あなたの魂の本質
は何かを知りたい方・自己探求を推し進めた
い方のお手伝いをいたします。あなたは、決
して独りではないのです。あなたをサポート
する大勢の光の存在、そして私と一緒に最
高・最善の輝きでこの人生を共同創造してい
きましょう。

奥宮のもっと奥に
ある御手洗池！こ
この お 水 は 本 当
に生きています！
ここにいるだけで
元 気 に な れる 場
所。手持ちのクリ
スタル のブレ ス
レットにお水を掛
けただけで、
クリスタルがすごい元気に！空のペットボトルも
売っていて、お水を持ち帰ることができます。
ジャイ家では、2
ℓ2本持ち帰りました。笑。
（お風呂に入れてました）

次に訪れたのは「息栖神社」
です。

こちらは 、と
てもこじんま
りとした神社
で は あ りま
すが、とって
も温 か い エ
ネルギーの
場所でした。

ここのご主神、実は…井戸（「岐神
（くなどのかみ）」）
！しかも、日本三
霊泉（伊勢の明星井・伏見の直井・
常陸の忍潮井）の一つといわれて
います。左右に「男瓶（おがめ）」
・
「女瓶（めがめ）」
と2か所あります。
縁結びのご利益もあるとされてる （息栖神社WEBページより抜粋）
んですって！お水場に近い神社という事もあって訪れただけ
もでスッキリ！

そして、最後「香取神宮」
です！
香取神宮はお
山の上に鎮座
されています。
とって も 柔 ら
かいエネル
ギーの神社で
し た 。鹿 島 神
宮が男性性の
エネルギーなら、香取神宮は女性性のエネルギーかな。ふ
んわり癒される感じがありました。
この神宮もたくさん見
どころスポットがある
のですが、ジャイ的ス
ポットはこちら！
巨大な古代杉！その内
側がくりぬかれていて
…と、見たら、お賽銭箱
があって入れない！
！
実は5年前にも訪れていたのですが、その時は中に入れた
んです！すごかったんです！この上に宇宙船でもいて、そのま
ま吸い上げられそうな感覚があったことを思い出します！
「宇宙」に繋がっているところでした。
今回この「東国三社めぐり」のご利益は家族にありました。笑。
父親はそんなに神社仏閣に興味がない人でした。
しかも退
院したばかりの病み上がり。
でもリハビリになるかな、
と思っ
て来てみたそうなのですが、１日かけて神社めぐりをして
帰った後…「たくさん歩き回ったけど、疲れなかったな。むし
ろスッキリしている。気持ちよかったな。」という感想が！！
（涙）さすが！わが父！パワースポットの恩恵を、身をもって感
じたんですね！あれだけのパワースポットばかりを歩いたし
ね。笑。
ここを訪れたのは昨年のお話ですが、なんと！その後
は夫婦そろって元気いっぱいで御朱印帳を片手に神社仏閣
巡りをルーティンワークにしております。神気を受け取ってま
すますパワフルでいてください！

JAY（北村敬子）
ドルフィンスターテンプル事務局長。
全国の地の「気」がパワフルなスポットを
巡り、あなたのエネルギーがアップする
場所を御紹介します。
Cosmic Vision Quest
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スピリチュアルな感性を開き
直感力を使って自分らしく生きる

選ばれし少数の成功者
のみに伝え続けられた

『 レムリアの愛の魔法 』 『 帝王学 』
だれもが＜八百万の神＞であることを知り

自分らしく生きてリーダーシップをとるこの時代を
人生の主人公として幸せに生きる法則を学ぶ

未来帝王学では自分自身の＜神格＞を思い出し、仕事・家庭の場で、その才能を活か
し人生のリーダーシップを発揮しています。
この講座は『スピリチュアル』
『帝王学』それぞれの分野を極めた穴口恵子と川地将人
2人の共同創始者によって開発された、全く新しい教えです。
女性と男性が共にリーダーシップをとるこの時代を、誰もが『人生の主人公』として
生きるための4つの教えを学びます。

1

『未来帝王学で学ぶ4つの教え』

「天命道」

〜人を知って己を知る〜

あなたは何のために生まれ、何をするために生きている

のか？その「天命」がわからないままであると、軸がなく、
生きていくことも困難になるでしょう。あなたの神格を
知って、天命を知り、人生を生き切る方法を学びます。

3

「天道」

〜時を知り、運の流れを活用する〜

日本には春夏秋冬があるように、人それぞれで行動をす

2

「シラス道」

〜和の精神を思い出す〜

シラスという言葉は、古事記に登場する言葉で＜愛の心

を持ち他者と調和する生き方＞を伝えています。八百万
の神々が調和しているように、
自分と周りの人の才能を知

り掛け合わせて成果を発揮する、情報共有・チームワーク
の構築方法をお伝えします。

4

〜第6感の解放・内なる神との対話〜

イメージングや潜在意識の力を活用し、あなたの本来

もっている才能を最大限に発揮する手法を学びます。あ

あなたがあなたの人生で最高に綺麗に咲くタイミングを

仏閣にいるかのような波動に整えます。

知り、才能を活かす方法を学びます。

なたの心の状態を整え、身の回りの空間を浄化し、神社

これからの時代に求められる新たなリーダーシップを取り、個人に備わっている天才性を引き出し、

あなたが自分らしくいながらも、幸せで時代に左右されずに望み通りの「人間関係」
「仕事」
「時間」

「お金」
を手にする。 それが
『未来帝王学』
です。
38

Cosmic Vision Quest

【未来帝王学セッション】
一人一人に、神格というものがあり、誰でも
「生

まれ持った天才性」を持っています。

しかし、ほとんどの人は自分の生まれながらの

才能を知るすべを持たないため、人の才能を

察することもできないままでいます。
自分はもち

ろん、周りの人の神格を知り、本来の才能を発

揮させることができる個別セッションを行うこと
ができます。

【未来ビジョンセッション】
時の流れを知り、自分の才能をいつのタイミン

グで開花させるか？それがわかる『曼荼羅計画

表』を作成し60年先まで時の流れを知り、人生

の計画を自分にも周りにも作ることができます。
企業・プロジェクト・家族にも応用可能です。

【未来帝王学認定ファシリテーター資格の発行】
未来帝王学で学んでいただいたスキルを使い、認定ファシリ

テーターとして個人セッションや、企業コンサルティングに活用

していただけます。

（例） 未来帝王学認定ファシリテーターによる、未来帝王学
セッション・未来ビジョンセッションの提供価格。
■個人セッション 30分：12,000円〜
■定期セッション 6ヶ月：15万円〜
■企業コンサルティング 月：30万円〜

「神智道」

るタイミングが違います。動くだけでなく、止まることも重

要な時期があるのです。桜が秋に咲くことはありません。

『未来帝王学で得られる一生のスキル』

無料オンライン講座

受付中

あなたに秘められた＜神格＞とつながり
自由自在に人生をデザインする！

人間関係の改善、問題解決力の向上、人生の目的がわかる
『未来帝王学』の4つの教えを無料で大公開！
ドルフィンスターテンプル

で検索

またはQRコードで
ご登録ください▶
Cosmic Vision Quest
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Rainbow Angels
Crystal Card Message
ク

スピリアルライフマスターを目指す人のための

こす スピリチュア ルレッスン
奇 跡 を起

リス タ ル カ ード メッ セ ー ジ

Channeling by Keiko Anaguchi

7月
July

〜新・宇宙次元の輝くハイヤーセルフとひとつとなり、光の覚醒マスターとなる〜
今月は思いっきりあなたの元に降り注いでいる宇宙の豊かさのエネルギーを取り込んでく
ださい。あなたが叶えたいことはどんなことでしょうか？もし、自分が叶えたいことがわから
なくても、あなたの周りの人のために何かを叶えることに宇宙の豊かさのエネルギーを使
うこともできるでしょう。そうすることで、あなたの下にも豊かさが巡ってくるのです。ハイ
ヤーセルフと一つになっているときの叶える力がよりパワーフルになっています。あなたが
光の覚醒マスターとしての自覚を持って、一ヶ月を送り、豊かな世界を体験してください。

［サポートカラー］
ゴールド、ホワイト、
ダイアモンドレインボー、エメラルドグリーン

［応援にくる高次元の存在］
女神ダーナ、マグダラのマリア、
プレアデスの女神アルシオネ、オリオンの光のマスター

〜新・宇宙次元で高次元存在たちと、
わくわく地球天国を共同創造する〜
この一ヶ月で、あなたの新しい並行現実が確実に決まっていくことでしょう。その並行現実
は、一人で歩いているのではなく、あなたが地球天国を一緒に築いていく、光の覚醒マス
ターである仲間たちと共にいます。あなたの家族であったり、魂の家族であったり、パート
ナーと共に、あなたがどんな輝かしい今を表現しているか？また、相手がどんな可能性を輝
かせているか？お互いの光輝く才能や可能性を引き出し合うことで、共同創造が生まれて
いく体験をしてみましょう。

9月にぴったりのレインボーエンジェルズクリスタル

カードとサポートアイテムをご紹介します！

7月にぴったりの
カードは・
・
・

I am a Divine Awakened Master！

Co-create Heaven on the Earth！

ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、7月・8月・

《石の名前 》

《石の名前 》

《メッセージ》

《メッセージ》

マスターシャーマナイト

August

［サポートカラー］
ゴールデンオレンジ、ピンクヴァイオレット、
メタリックレインボー

［応援にくる高次元の存在］天之御中主の尊、
日輪大弁財天、天宇受賣命、
レインボードラゴン

クンツァイト

あなたは偉大です

いつもそばにいるよ

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

「私は、自分の偉大さを知っています」

「私は、理想の人間関係を受け取ります」

「マスターシャーマナイト」

8月

8月にぴったりの
カードは・
・
・

サポートアイテム

ネガティブなパターンから持ち主を保
護・浄化し、地に足のついた、
クリアで
穏やかな思考を取り戻させ、持ち主の
心 身を再 生させて最 高 の 運 命 の パ
ターンへと導いてくれます。

「クンツァイト」

サポートアイテム

クンツァイトの持つ優しい愛のエネル
ギーが、あなたのハートチャクラを活
性化し、
自分自身にも周りにも無条件
の愛を表現できるようサポートしてく
れます。

9月にぴったりの
カードは・
・
・
《石の名前 》

アメジスト

《メッセージ》

ここに愛がある

Rainbow Angels Crystal Card
〜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！

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

9月

September

Be One with Cosmic LOVE♡

〜超・自分軸で覚醒ヴォルテックスの中で、宇宙の愛と一つになる〜
あなたの愛と光のパワーが宇宙との繋がりを深めてくれる一ヶ月となります。あなた自身が
高次元の存在である自覚を持ち、自分自身の内側と繋がって、高周波を肉体に満たし続け
ている中で、自分軸が定まっていくことでしょう。自分軸が定まっている感覚を持っている中
で、あなたという創造のヴォルテックスを感じている時に、宇宙と一体化し、愛と一つになっ
たあなたを体験していくでしょう。自分の愛のパワーでどうにでもできる世界観に目覚めて
いきましょう。

［サポートカラー］ロイヤルブルー、エメラルドターコイズブルー、
フューシャピンク

「私の愛は、自分も世界も満たします」
「オーラソーマ・エアコンディショナー
/ラオツー＆クワンイン」
老子と観音のエネルギーで、私たちが
体験したものの価値に対して理解と感
謝をもたらします。
これによって自己愛
が深まり、安心感を得られます。

サポートアイテム

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

http: // www.rainbowangels.jp/

［応援にくる高次元の存在］
シリウスのイルカと大天使たち、
アシュタール、
アルクトゥルスの女神レイラキーニ、女神ヴィーナス
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S C の 部屋
ュのへや
スピリアル・コンシェルジ

Q

ダイナビジョンで仕事して

変わったことは？
まず外見が全然違います（笑）念願
の金髪になりました。サッカーの本
田選手とか、成功する人は金髪のイ
メージがあったんです。また自分が
担当する講座中、穴口恵子に伝授さ
れる手法で、今までかかえていた
「制限のブロック」を受講生達と外
すレッスンをした結果、どんどん、
ムリだと思っていたことが叶いまし
た。例えば…
●人前に出たいという夢が叶った
●どんどん収入がUPして住みたい
場所、心地良い環境が手に入った
●家族とゆっくり過ごす幸せが
手に入った（育パパとして産休を
とることができました）
●仕事で世界を飛び回れるように
なった
などなど数々の奇跡を今も
楽しませてもらっています。

スピリアル・コンシェルジュにインタビューをしていき

Information

ます。今回は取締役でもあるマーケティングリーダー

【セミナー・セッションのお申し込み・お問い合わせ】

このSCの部屋では、毎号ダイナビジョンで活躍する

株式会社ダイナビジョン

の久保純平さんです。

わずか 2 年で、売上3 倍以上の
年商10 億円に
押し上げた影の立役者

Q

誰でも売れる人になる？

売れる！ひみつは？
実は人間の能力には差がなく、誰でも
コツさえ分かれば「売れる人」になれ
ます。わたしはセールスの仕事に没頭
し、穴という穴に落ちながらも売上を
上げる努力をしてきました。努力した
からこそ分かった、穴に落ちる前に、
成功体験を味あわせてあげることで、
恐れることなく楽しみながら、どんど
ん「売れる人になれる方法」。受講生
の方の売上UPはもちろん、弊社でも、
年間億売り上げる、社員をつくってい
ます。今お悩みの方も、夢をあきらめ
ないで大丈夫。あなたを必要とする
方々へ能力を届ける、お手伝いを
させていただきます！

「目に見えない人間の可能性を開くスピリチュアル＋
目に見える物質的な夢を現実化するリアル＝スピリアルな生き方」
を多くの人に知っていただきたい。主にリアルな部分を担当していますが、穴口
恵子のどんな状況でも「うまくいく」と見えないスピリチュアルな力を真剣に確信し
ている姿にいつも学ばせてもらっています。突然のピンチにも、高速で自分軸に戻り、
それ以上の展開へとリアルに体現する姿を見ているうちに、自分の可能性もどんどん拡
大していきました。この世界を知る前は、心を無視して現実だけ追いかけていましたが、
今は魂が枯渇することなく、「誰かのために」だけでなく、「自分のために」も生き
られるようにもなりました。穴口はひとりひとりがディズニーのキャラクターのよ
うにスターになることを望んでいます。この「心を助けてくれるラクな生き
方」って本当にいいですよ！

スピリアル な生き方を知ってほしい…

久保純平…取締役。
マーケティングリーダー。11歳の時に通販番組ジャパネットたかたに感銘を受け、
セールスの世界に入る。23歳で大手通信会社にて個人セールス売上日本１位を獲得。
チームも同時に日
本１に導く。
その後、
WEBのコピーライターに転身し1回で5000万円以上のプロモーションをこなす。
ダイ
ナビジョンではマーケティングリーダーとしてチームを率いて年商10億円に導く。
人材育成にも長け、
入社
３ヶ月で1000万円以上のプロモーションを成功させる。
スピリチュアルとリアルの融合を分かりやすく伝
えることで、
様々な人々の能力を引き出すと定評。
月商100万円以上の受講者を続々と輩出している。
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インフォメーション

http://www.dynavision.co.jp/
E-mail：cs@dynavision.co.jp
TEL:03-3791-8466（平日11:30〜17:30）／FAX:03-3791-8486

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/11:30〜17:30（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

※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。

【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

お申込み・ご入金・キャンセル規定につきまして
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。
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Schedule 2020.7-9
新月

7
1
2
3
4

July

wed 【PS】真[群馬]
thu
【PS】五百田小聖[東]【PS】ACCO[東]
fri
sat 【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【PS】樋口貴子[大]
【WS】
グループヒプノ[大]【PS】
レシェル由美[名古屋]

12
13
14
15
16
17
18

sun 【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】Sasha[東]
mon 【WS】PLI.DBR[東]
tue
wed
thu
fri
sat 【PS】山本明子[愛]【PS】MIKA[東]【PS】秋田順子[大]

23 sun

【PS】新井幸代[東]

24
25
26
27
28
29
30
31

mon
tue
wed
thu
fri
sat
sun
mon

1
2
3
4
5

tue
wed
thu
fri
sat

6
7
8
9
10
11
12

sun
mon
tue
wed
thu
fri
sat

【PS】
ミッシェル[東]
【WS】FSP練習会[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】大熊めぐみ[東]

【PS】Jay[福岡]【WS】瞑想会[福岡]
【WS】FSP練習会[東]【WS】新月瞑想会[大]
【WS】
オーラの教室[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】Mirei[香川]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]FSP練習会[大]
【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】由起[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】Jay[東]

8

sat
sun
mon
tue
wed
thu
fri
sat
sun

【PS】真[群馬]
【WS】FSP練習会[東]
【PS】Jay[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】山本明子[愛]

9

September

【WS】満月瞑想会[大]
【PS】
ミッシェル[東]
【PS】Mirei[香川]
【PS】樋口貴子[大]【WS】
グループヒプノ[大]
【WS】PLI.DBR[東]
【WS】PLI修了者[東]
【WS】FSP練習会[東]
【PS】秋田順子[大]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】大熊めぐみ[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】Jay[福岡]
【WS】
オーラの教室[福岡]【PS】Sasha[東]

August

【WS】
テーマ瞑想会[東]【PS】大熊めぐみ[東]
【WS】PLI.DBR[東]

14
15
16
17
18
19

mon
tue
wed
thu
fri
sat

【PS】
ミッシェル[東]
【WS】満月瞑想会[大]
【PS】新井幸代[東]

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【PS】ACCO[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【PS】Sasha[東]

【PS】新井幸代[東]
【WS】新月瞑想会[大]
【PS】Jay[東]【WS】
オーラの教室[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】山本明子[愛]
【PS】ACCO[東]

20 sun
21 mon
22 tue

【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]【PS】添田さおり[大]
【WS】瞑想会[大]

8
9
10
11
12
13
14
15
16

【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【WS】
オーラの教室[山形]

【PS】
レシェル由美[名古屋]【PS】Jay[大]

13 sun

mon 【PS】ハル[東]
tue
wed 山形
thu
fri
sat
sun
mon
tue
wed
thu
fri

【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】由起[東]

【WS】DST瞑想会[東]【PS】MIKA[東]

【WS】
アパナ・アミュレットWS[大]

1
2
3
4
5
6
7

【PS】Mirei[香川]

【PS】Jay[山形]【PS】
ミラクル[大]

【WS】
オーラの教室[福岡]

27
28
29
30
31

特集

【WS】新月瞑想会[大]

【WS】
アパナ・アミュレットWS[大]

【WS】DST瞑想会[東]

【PS】Jay[大]

25 sat
26 sun

満月

【PS】ハル[東]

【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】由起[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】添田さおり[大]
【WS】FSP練習会[大]

23
24
25
26

wed
thu
fri
sat

27
28
29
30

sun
mon
tue
wed

【WS】FSP練習会[東]【WS】DST瞑想会[山形]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【PS】五百田小聖[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【WS】
アパナ・アミュレットWS[大]

【WS】FSP練習会[東]
【PS】秋田順子[大]【PS】五百田小聖[東]
【WS】
オーラの教室[仙]

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【PS】ハル[東]
【WS】
グループヒプノ[東]
【PS】
ミラクル[大]

【PS】Jay[仙]【WS】FSP練習会[仙]

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

Dynavision Gorp Global Spiritual Organization

sun
mon
tue
wed
thu
fri
sat

sun
mon
tue
wed
thu
fri

mon
tue
wed
thu
fri
sat

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【WS】満月瞑想会[大]

5
6
7
8
9
10
11

19
20
21
22
23
24

17
18
19
20
21
22
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おうち
でも
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あなたの無限の可能性の扉を開くスピリチュアルマガジン
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