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sun
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tue

21
22
23
24
25
26
27
28

sun

thu
fri

【PS】Jay[東]

sat

【認】PLI2[東]【PS】二村ゆかり[東]【PS】山本明子[愛]
【WS】DST瞑想会[東]

wed 【PS】真[群馬]
thu
fri
sat

【PS】MIKA[東]

sun

【PS】由起[東]【PS】森悠江[東]【WS】FSP練習会[東]

mon 【PS】SONOMI[東]【WS】PLI.DBR[東]
tue
wed 【WS】DST瞑想会[東]
thu

【PS】
ミッシェル[東]

fri

【PS】Mirei[香川]

sat

【PS】ACCO[東]【PS】Jay[大]【PS】山本明子[愛]

sun

【PS】大熊めぐみ[東]
【WS】
オーラの教室[東]【PS】新井幸代[東]

thu
fri
【PS】
ミラクル[大]【PS】Sasha[東]【PS】二村ゆかり[東]

mon 【PS】添田さおり[大]
tue
wed
thu

【PS】ハル[東]遠隔【PS】秋田順子[大]

fri

【WS】FSP練習会[東]【PS】
エリー[東]

sat

【PS】五百田小聖[東]遠隔【PS】Jay[東]

sun

【PS】Sasha[東]
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February

mon
tue
wed 【PS】真[群馬]
thu

瞑想フェス[東]【PS】秋田順子[大]

fri

【PS】Mirei[香川]

sat

【PS】Sasha[東]【WS】FSP練習会[東]

sun

【WS】PLI.DBR[東]【PS】由起[東]

mon
tue

tue

【PS】森悠江[東]

wed
thu

【PS】ハル[東]

fri

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]

sat

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【PS】
エリー[東]

sun

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【PS】樋口貴子[大]

3

wed

sat

【認】PLI2[東]

mon 【PS】
ミラクル[大]【WS】DST瞑想会[東]【WS】FSP練習会[東]

【WS】
グループヒプノ[大]

mon
tue

満月

【WS】
オーラの教室[東]

wed

tue

【WS】瞑想会[東]
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20

【WS】DST瞑想会[東]

wed
thu

【PS】MIKA[東]

fri

【PS】五百田小聖[東]【PS】添田さおり[大]

sat

【PS】ACCO[東]【WS】
グループヒプノ[東]

sun

【PS】Jay[大]【PS】大熊めぐみ[東]
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mon

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

tue

【WS】
オーラの教室[東]

wed

【PS】SONOMI[東]

March

tue
wed

【PS】真[群馬]

thu

【PS】秋田順子[大]

fri

【PS】Mirei[香川]

sat

【PS】由起[東]

sun
mon 【WS】DST瞑想会[東]
tue

【PS】MIKA[東]

wed
thu

【PS】MIKA[東]

fri

【PS】ACCO[東]【WS】FSP練習会[東]

sat

【認】PLI2[東]【PS】Jay[東]【PS】二村ゆかり[東]

sun

【認】PLI2[東]【PS】Sasha[東]【PS】樋口貴子[大]

mon 【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]
【WS】PLI3修了者の為の1Day[東]

thu
fri

【PS】五百田小聖[東]

sat

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【WS】FSP練習会[東]

sun

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【PS】大熊めぐみ[東]

mon 【PS】
ミッシェル[東]【WS】
PLI.DBR[東]【WS】
グループヒプノ[東]
tue
wed

【PS】新井幸代[東]

thu

【PS】
ミラクル[大]

fri

【WS】DST瞑想会[東]【PS】ハル[東]

sat

【認】
PLI1[東]【PS】
山本明子[愛]【PS】
Jay[大]【PS】
森悠江[東]

sun

【認】PLI1[東]

mon 【WS】FSP練習会[東]【PS】エリー[東]
tue
wed

mon

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
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vol.
ふろく
「風の時代カード」

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

風の時代に地球天国の
創造主としていきるあなたへ
CONTENTS & INTRODUCTION

2

レインボーエンジェルズ［東京］

28

風の時代に地球天国の創造主としていきるあなたへ

3

レインボーエンジェルズ［東京サロン］

30

社長交代のご挨拶

4

〈特集〉DST
FSP国際認定ヒーラー資格取得コース

［ふろく］風の時代 宣言ワーク

ダイナビジョンでは、これからの時代 、新・宇宙次元を
32

迎えて、

風の時代を如何に生きるか？

5

レインボーエンジェルズ［大阪］

36

8

オンライン情報

37

イベントレポート
瞑想フェスティバル
ハッピーボルテックス
超！宇宙フェス2020withバシャール

40

12

DST個人セッション

14

DSTワークショップ

16

奇跡を起こすスピリチュアルレッスン

44

JAYのスピ旅リポート

23

レインボークリスタルメッセージ

45

SCの部屋

46

Information

47

スケジュール・カレンダー

48

テリー・サイモンズ
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26

【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12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。

DST：ドルフィンスターテンプル®

2

Cosmic Vision Quest

どんな周波数をあなたに届けるか？

穴口恵子
Keiko Anaguchi

Spireal Life Report 瀬井絵里さん

ケリー・ハンプトン／
アレッサンドラ・ジリオリ
コラボセミナー

風の時代の2021年明けましたおめでとうございます。

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。

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/

などを経て、地球天国の創造主となる時がやって来た、
と確信をしました。

2021年には、あなたが創造主であるという感覚を
どんどん開いていきましょう。
そのために大切なことは、
１）多次元のハイアーセルフとひとつであること。

２）地球視点だけでなく、多次元の視点で今を見ること。
３）愛と調和の振動数の中で過ごすこと。

４）自分や周りの可能性に意識を向けて楽しむこと。

５）あなたが人生の主人公であると確信を持って進むこと。
この5つのことに意識を向けて、あなたの人生にいつも
可能性の扉を開くことをシェアーしていきますね。

多次元の周波数の心地よいハッピーミラクルゾーンをあな

たと分かち合いながら、地球天国の創造主として集える
ことを楽しみにしています。

愛と感謝とともに

ダイナビジョンユニバーシティ
校長

穴口

恵子

『風の時代カード」
風の時代・特別ふろく
…P32～35

Cosmic Vision Quest
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校
学
法
魔

とは？
DST（ドルフィンスターテンプル）

地球天国の創造主のみなさまへ、
こんにちは。いつもダイナビジョンと共に進化の道を歩ん
で頂き、
ありがとうございます。
25年間創業者として、株式会社ダイナビジョンの代表取締役
社長をしてまいりました。気づいたら結婚でいくと、銀婚式を迎
えたみたいなものですね。
これからダイナビジョンが風の時代を限りなく、高周波で無限の
可能性の扉を開くことを続けていく中で、いよいよ私自身もダイナ
ビジョンとどのように関わることで、更に貢献できるか？ディバイン
セルフに聞いてみました。
面白い答えが返ってきたのです。
ダイナビジョンの代表取締役社長を辞任して、風の時代に向けて
クリスタルヒーラーAKI（永井亜樹）に就任してもらうことが、最高最善である。
そして、私自身も土の時代であれば、会長に就任が通常の流れかもしれませんが、
ダイナビジョンも
私も、それはないな〜って、そんな従来の形に囚われることのないビジョンを掲げて、地球天国の
創造主として、共同創造することが最優先したいこととなりました。
この度は、取締役のチームメンバーとして、引き続きダイナビジョン内外での活動を広げていく事に
なりました。引き続き、地球天国の創造主のひとりとして、地球での目覚めと進化の貢献をしてまいり
ます。末永くよろしくお願い申し上げます。
株式会社ダイナビジョン
取締役 穴口恵子
このたび、穴口恵子の後任として代表取締役社長に就任いたしました。
クリスタルヒーラーAKIこと永井亜樹と申します。
長年、穴口の側でスピリアルライフを学び実践し私自身の人生が想像
を遥かに超える体験を、いくつもしてきました。
たくさんの方々にスピリアルライフを実践することで一人一人が自らの
無限の可能性を開いていくサポートとなるようなイベントや商品を
お届けしていきたいと思っております。
自らが人生の創造主として、
『すべてを叶える力が自分の中には
ある』
ということを誰しもが思い出していくための場として、
ダイナビ
ジョンが在り続けられるように全力を尽くす所存でございます。
何卒、今後ともダイナビジョンとレインボーエンジェルズをご愛顧のほどよろしく
お願い申し上げます。
株式会社ダイナビジョン
代表取締役社長 永井亜樹

の
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社長交代のご挨拶

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。

設立者はアモラ・クァン・イン
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。
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Dolphin Star Temple
Mystery School
Japan

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

コース
F S P 国 際 認 定ヒーラー 取 得

講
2021年2月開
透視コース
FSP-1

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。

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〜

4

Cosmic Vision Quest

Cosmic Vision Quest
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穴口恵子の才能を開花した

実は…「普通の人」
だと思い込んでいた
専業主婦、OL、
サラリーマンも
次々とサイキック能力が開花しています…

「時は今です」

究極の教え

ドルフィンスターテンプル®

人生が劇変！〜自分の真実を生きる〜

「自分という神とひとつになること」
というアモラの言葉に感動し、21世紀前に
ドルフィンスターテンプル®の教えを習得したことで穴口恵子の能力は開花し、
ガラリと人生は劇変しました。

□ 出会うべく人と、次から次へと出会え、世界中のスピリチュアルマスター
と繋がリ続けている。
□ 年の半分以上は世界のパワースポットで過ごし、執筆やセミナーなど、
大好きしかない、自分の真実を生きられるようになった。
□ 高次元の存在が友人となり、穴口とダイナビジョンの発展をサポート
してくれ、事業内容やスタッフが拡大していった。などなど…

あなた自身が本当は何者で、何のために生まれてきたのか？
目覚めて思いだし、
それを宇宙に示すチャンスが今なのです。
光の選択をし、自分のため、家族のため、大切な人のため、
そして、
この母なる地球のために、
あなたができる最高の贈り物を手に入れましょう。
「スピリチュアル」
を学び、見えない世界を見ることに目覚めると、
今の現実の捉え方や未来に対しての捉え方も変わります。

自分には想像もつかない
可能性が開かれるのです。

経済的に
豊かになった

人間関係で
抱えていた
悩みの原因が
クリアーに！

★神意識が目覚めると
「人生の主人公」になれ、
自由に望んだ人生を
生きられ、様々なシーンでその才能を貢献できるようになります！

眠らせたままでは終わらない…あなたの全能力が目を覚ます！

ドルフィンスターテンプル・ミステリースクールは、1995年に世界的ヒーラーと
して著名な、
アモラ・クァン・インが設立しました。
ドルフィンスターテンプルの手
法はシリウス・プレアデスなどの高次元宇宙存在から地球にもたらされた手法
です。穴口恵子の才能を開花した秘技、
ドルフィンスターテンプルは誰しもに本
来備わる全ての才能を目覚めさせます。今こそ、
レムリアの愛の周波数に包まれ、
この地球でワンネス意識の世界を創造していく時です！

「無条件の愛と信頼」で繋がっていた
レムリアの 周波数を取り戻す…
6
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魂の内側から
人生の目的に
気付けた…♡

「私には透視能力や直感、透聴能力など
備わってなどいない」
と思っている人も、
実はそうではないことがすぐにわかるでしょう
〜アモラ・クァン・イン〜

気づかな
かった才能に
目覚めて人生が
輝き出した

能力が
必ず開花される
秘技を手にしたいと
思いませんか？
Cosmic Vision Quest
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スピリチュアル

穴 口 恵 子 直伝

必須 5 大スキル

FSP国際認定ヒーラー
資格取得コース
2021年 2 月 開校
2021年2月～
校長
穴口恵子直伝 による

一日のコースの
流れは?
コースのスタート時に、
「自分自身の内側」
とつなが
り、
「今ここ」にある感覚を定着させていくために感
情や肉体の状態を確認し、
わかちあうチェックインと
いう時間を持ちます。
その後、
グループのメンバーにとって必要なヒーリ
ングやアクティベーション（活性化）を行うグループ
瞑想へと進みます。
午後にFSPの手法のレクチャーへと進み、
受講生同士
でペアや、3人一組となり、
リーディングやヒーリング
の実習を行います。
最後に当日のコースの感想、心身の状態をひとりひ
とりシェアし、互いにあたえた影響をクリアにする
チェックアウトを行い終了。随時Q&Aの時間もある
ので、
ご安心下さい。

①
④

シェアリング

デモンスト
レーション

②
⑤
瞑 想

実 習

※リーディングとヒーリングを
ペアを組んで行います。

③
⑥

レクチャー

フィードバック

□ リーディング
□ クリアリング
□ ヒーリング

□ グラウディング
の 手 法を身につけ、ハイ
アーセルフと一体となり
「あなたの人生の神聖な目
的を生きる」
穴口恵子直伝1年コース

レクチャーパートの映像視聴権（45万円相当）

1

全18日間の、穴口恵子によるレクチャーを全て！撮影し、穴口恵子直伝コース
のご参加者様にメンバーサイトを通じてご覧いただけます。通常穴口のセミ
ナー映像は、もっともリーズナブルなコースにおいても1日あたり2.5万円相
当をいただいています。そのレクチャー映像が12日分、つまり、2.5万円×18
日＝45万円相当の映像が参加費用に含まれています！ こちらは、再受講の方
も同様にご覧いただけます。

グループヒーリングの瞑想プレゼント
（27万円相当）

ドルフィンスターテンプル

で検索

はい、誰もがオーラを観る、感じる
ことは可能です。
「視覚」にこだわら
ず、感じる感覚を開いていくこと
で、必ずオーラなどの物理的な視
覚、聴覚を超えた感覚を得られる
ようになります。
ドルフィンスターテ
ンプル®では、
ご自身のオーラを保
護することを講師の誘導瞑想を通
じて学び、光の空間を設定し、光の
スクリーンを通してオーラの情報
を受けとります。そのため、安全に
情報を受け取ることができます。

リーディングが苦手です。
大丈夫ですか？
コースでは誰にでも分かりやすく体系立てて
リーディング法をお伝えしています。人間誰しも
に備わる直感力を「気のせい」
としていただけ
なのです。虫の知らせ、
よく理由の分からない
ワクワクやモヤモヤを感じたことありますよね。
その感覚こそ、大切なメッセージ！コースではそ
の感覚の磨き方を学ぶことで、人によってス
ピードは異なりますが、直感力が鋭くなり、
リー
ディングの技術を体得できるのです。

2
3
4

同じく、18日間行われるグループヒーリングの瞑想についても、音声を収録
し、
コース開催の1週間後を目処に、同じくメンバーサイトから音声をお聞き
いただけます。何度もお聞きいただくことで、
よりクリアリングを進められるよ
うお役立てください。通常、穴口のグループヒーリングは1.5万円〜3.6万円相
当となっておりますが、
こちらも18回分、つまり、1.5万円×18回＝18万円相当
のグループヒーリング音声となっています。

各レベルにおけるスキルアップ集中クラス

従来のコースでは、
「第1チャクラに限ってリーディングを行う」
といったよう
に、1つのスキルに集中して実習の時間を設けていました。
この穴口恵子直
伝コースでも、
レクチャー時には同様の進行になりますが、後日、複数のスキ
ルを組み合わせたセッションを行う日程を設けています。

Facebookグループ

ご参加いただいたみなさま限定のグループです。一生の仲間が共に学び成
長する環境が整っています。

Cosmic Vision Quest

スケジュール
はコチラ

【会場】東京
（渋谷） 【講師】穴口恵子

【FSP1】2021年2月26日
（金）、27日
（土）、28日
（日）、4月16日
（金）、17日
（土）、18日
（日）
3月20日
（土）、21日
（日）、5月1日
（土）、2日
（日）…スキルアップ集中コース
【FSP2】2021年5月14日
（金）
、15日
（土）
、16日
（日）、6月18日
（金）
、19日
（土）
、20日
（日）
6月5日
（土）
、6日
（日）、7月17日
（土）
、18日
（日）…スキルアップ集中コース
【FSP3】2021年8月27日
（金）
、28日
（土）
、29日
（日）、10月22日
（金）
、23日
（土）
、24日
（日）
9月25日
（土）
、26日
（日）、11月19日
（金）
、20日
（土）…スキルアップ集中コース
【DST体験会】11月21日
（日）※一般の方をお招きしてのセッション会

・FSP1＋FSP2＋FSP3…66万円相当
・フェイスブックグループ…価値：無限大
・直伝映像レッスン…45万円相当（2.5万円×18回） ・穴口恵子直伝コース…合計：138万円
・瞑想音声…27万円相当（1.5万円×18回）

穴口恵子直伝コース138万円

※平日コースの開催も予定しております。 詳細は
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穴口さんや特別な人だけが
どんな人にでも、全感覚認
できるのでは？
知は開くことができます。もち
ろん習いたての頃は不慣れさか
ら、
ぎこちなさが残ることもあります。手法の手順
を覚えていないと、集中力が途切れたりすること
もあるでしょう。
しかし、
しっかりと練習を積むこと
で、必ずできるようになります。

穴口恵子直伝集中コースだけの特別カリキュラム

に参加してみませんか?

オーラを感じたことがありません︒
大丈夫ですか？

国際認定ヒーラー資格取得コースの
開催を予定しています! FSP1~3の
コースに加え、穴口恵子直伝コース
ならではの充実のカリキュラムが満
載!最新の情報は、
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
公式サイトをご確認ください。動画
レッスンも公開中です。

□ チャネリング

各コースで学ぶリーディング＆ヒーリング
FSP1…DSTの基本的なテクニックをすべて学び、主に顕
在意識領域のリーディングとヒーリンクを学びます。
FSP2…潜在意識や無意識まで読み取り開放・浄化してい
き、ハイヤーセルフとの繋がりを強化します。
FSP3…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っていきます。＊通しての受講で、
より
深い自己の目覚めとヒーリングが行われます。

特別価格75万円（※早割価格あり）

ドルフィンスターテンプルミステリースクール で検索お願いします。
Cosmic Vision Quest
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FSP 1・2・3 で扱うテーマと
出来るようになるセッション

卒業生の声
うあ様（女性）

FSP 1レベルで扱うテーマ

FSP 2レベルで扱うテーマ

FSP 3レベルで扱うテーマ

□ チャクラのヒーリングとクリアリング、
バランシング

□ 潜在意識と無意識の違い

□ 過去世のリフレーミング

□ エンティティデポジション
（除去）

□ 無意識のヒーリング

□ 過去世ゴーストを回帰させるリーディング

□ 寄生体のクリアリング

□ ディパターニング＆リパターニング

□ ツインフレームのリーディング＆ヒーリング

□ インプラント、
コントロールデバイスのクリアリング

□ ボディ・ビーングチャネルの
クリアリング＆リーディング

□ 遺伝的嗜癖のヒーリング

□ アストラル体とシルバーコード

□ ソウル・アフィニティ

□ クンダリーニチャネルクリアリング
□ プログラミングの抹消
□ コスミック・フラッシュ
□ アカシック・レコードの神殿からギフトを受け取る
□ 魂のクリアリングとブラックホールのヒーリング
□ サブチャクラ
□ 契約の解除®
□ セルフヒーリングにも使えるチェンバーセッション

□ PEEMSAホログラフィック・ヒーリング
□ アセンションムービー
□ インナーチャイルドのヒーリング
□ 四次元と五次元のホログラフィックヒーリング
□ 女性性と男性性の統合
（聖なる母・聖なる父）
□ 性格のリーディング＆ヒーリング

□ 遺伝的影響のクリアリング＆ヒーリング
□ ブループリントのリーディング
□ ソウルリカブレーション

コースでは毎回浄化されるのを感じ、驚く

程効果のある手法に最初は
「ワクワク」
しま
した。そしてコースが進むにつれ、仲間と関
わり・支えあい・時にはぶつかり・自分を見
つめる事で
「ハートをオープンにする事」
「自

分をありのままに受け入れる事」
「自分の人
生に全責 任を持つ勇 気」へと変わっていき

ました。
コースを修了し、現実社会で実践を
はじめてからが、本当の変容のスタートでし
た。私は今「チャネリング・アーティスト」
とし
て、
たくさんの方のスピリットの輝きを表現
できる喜びに溢れ人生を送っています。

□ 現実化のための７つのチャクラの役割
□ 黒魔術のクリアリング
□ インナーボイス
（内なる声）＆テレパシック
＆聴聴覚のチャネル
□ 自己妨害のクリアリング

KS様（男性）

自分の変化を実感できました。FSP1の初
日の瞑想 で1人つまづいたド素 人の私が
8ヵ月でここまでくるなんて…ドルフィン恐

るべし！！それだけしっかりしたシステムが
ドルフィンの教えには
あるってことですね。
スピリチュアルな事だけでなく現実社会を

FSP1レベルで出来るようになるセッション

チャクラのバランシング／クリアリング／ヒーリング

FSP2レベルで出来るようになるセッション

インナーチャイルドのリーディングとヒーリング

FSP3レベルで出来るようになるセッション

過去世からの天才性をとりもどす

ハイヤーセルフからメッセージを伝える

トラウマ体験などの無意識レベルのヒーリング

遺伝的課題、家系的な呪縛をクリアリングする

ネガティブな感情にとらわれた状態を開放する方法

感情と思考を整えるヒーリング

願望実現を飛躍的に高める7チャクラ活用化

アカシックレコードからのギフトを受け取る

男性性と女性性のバランスをとるヒーリング

成功への恐れ、
幸せへの恐れを癒す自己妨害クリアリング

人として生きていく上で大切な物が沢山あ
るのを感じました。全てのコトに感謝。

HW様（女性）
年齢も重なり、受講するには躊躇もあり
ましたが決 心して受けました。私自身の
長い間の希 望であったハイヤーセルフに
ビジョンで 会えた喜び（ビジョンも初体

験）、様々な手法、
こんなに盛りだくさんの
経験＆体験は初めてです。
自身にするクリ
アリングのお陰で感覚が鋭くなったよう
な気がしています。FSPに参 加したお陰
で、毎日が魂の成長の為にあると言うこ

との気づきが起きています。

他人からの感情的な攻撃や影響を浄化する
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睡眠の質の向上

直感、
インスピレーション、
リーディング能力を高める

Cosmic Vision Quest

11

Spireal Life Report

Vol.21

であり、今後はヒーラーとして新たなステージも切り開いていきます。

瀬井絵里 さま

open!

プロフィール

看護師歴20年の現役の看護師。
小さい頃から星占い、
陰陽師、
神話などのファンタジーに興味があった。
大人になり
真面目に働くなか
「もやもや」
と生きていることに気づき、
3〜4年前から、
子どもの頃に好きだったスピリチュアルの
世界に癒されに行くようになり、
「FSP国際認定ヒーラー資格取得コース」
を受けるまでに至る。
穴口恵子のDMMオ
ンラインサロン
「ハッピースピリアルライフ」
の会員として、
日常生活や職場で、
スピリアルライフを実践中。
長年培って
きたプロの看護師のホスピタリティ＋DSTのノウハウが結びつき、
「一生懸命、
真面目に生きている人達がラクに生き
られる」
サポートをするヒーラーとして活動を開始。

この1年で「これまでの生涯」
をやり直した感覚に…
「顔がスッキリしたね」
と言われることが多くなりました。FSP1〜3のさまざまな技法を学び、実践することで、
「一生
分の人生をやり直した」感覚になりました。物心ついた時から、
「人の目」ばかりを気にして、生きていく上で無意識
に、
「できる自分」をつくりあげてきていたのです。
「できない自分」
「弱い自分」を隠して、隠して、深い場所へ閉じ込
めていたのです。１年を通して、色々な自分の顔を受け入れた上で、いらないものはFSP1の契約解除をし、チャク
ラを細かくヒーリングしていき、FSP２でインナーチャイルドの声に耳を傾け、FSP3では過去生まで紐解くことがで
きました。
「自分と向き合い、深く掘り下げることを拒否」
していた自分に気づけ、
「認められたい」
「愛されたい」
と
他人に向いていた目が自分に向き、自分を「認め」
「愛そう」
という思いが心の底から湧き上がり、本当に自分をハ
グすることが叶いました。

日常生活がガラリと変わり生きやすくなる！
隠された自分との出会いにより、
どんな気持も大切にしようと決め、
「思いを素直に伝える」
ことを、
日常でも実践して
います。
「〇〇と思っている」
「〇〇するのは嫌だ」
という気持を相手へ伝えることで、最初は人を傷つけたり、わがま
まだと理解してもらえませんでしたが、小さい頃から避け続けてきた「衝突」を体感することが叶ったのです。普通な
ら10代や20代で経験するはずの衝突にぶちあたっても、
「自分が宇宙（世界）の創造主・自分が自分の神」
という在り
方をコースで学んだことで、客観的に自分が起こしたことだと理解でき、そんな自分を優しく見守ることが、徐々に人
を傷つけない言葉で伝えられるようになりました。
ドルフィンスターテンプルという新たな世界を手にしたことで、
こ
れまで自分の世界は「職場」だけだという
「執着」にも気づけ、
日常がガラリと生きやすい世界に広がりました。
自分を
見つめ続けることで、
「もやもや」がぬけていき、今がとってもラクになりました。

「あなたはこっち側にくる人だね」思いがけない道が開く
コース受講前に、穴口恵子さんの「アセンションチャネラー体験」に参加した際、
「あなたはこっち側にくる人だよ」
と
言われたんです。
「ヒーラー（こっち側）」になるつもりなんて、ずっとなかったのですが、FSP1〜3を経て修了直前に、
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自己信頼

第21回目は瀬井絵里さん。2020年開校のドルフィンスターテンプル（DST）の

「FSP国際認定ヒーラー資格取得コース」
を11月中旬に修了。現役の看護師

い♪

創造主
自分が

自分が感じるもの
すべて大切♪♪

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。

インタビュー：

生きやす

すっきり！

日常生活でも
感情が出せるようになった

生きるために無意識に隠してきた…
生まれてからこれまでの
「さまざまな自分」
と出会えた貴重な1年でした

これまで閉じ込めてきた「自分自身」を掘り起こすことができた 1 年
「ヒーラーとして生きるか？」
「資格として持つだけか？」
と問われたのです。そ
の際、
「提供する側に行きたい」
という気持ちが現れ、ヒーラーとして生きるこ
とを選択しました。
コース中、受講生同士でセッションをし合うことで、
「人に
提供する」
ことが楽しくて仕方なかったのです。20年間続けてきた看護師とし
ても学びを取り入れると共に、ヒーラーの道も開き始めました。

「笑って死にたい」
どんどん吹っ切れて人生が軽やかになる！
「笑って死にたい」
と、ふと思った3〜4年前。多分、私は「嫌な人」でした。
この
ままじゃ
「悔いない人生と思えずに死ぬ」
と感じ、思い切って高額なスピリ
チュアルのイベントに出向くようになりました。それまでは「もったいない」
という気持が強かったのですが、
「自分の
ために、お金を使って勉強する」
と決意して参加したことをきっかけに、
どんどん「吹っ切れて」いき、現在はヒーラー
という新たな自分のステージが目の前にある状態です。熱があっても仕事を休めない「人の評価」が中心の、真面目
過ぎる人生が一転しました。
日々、
「FEEL＝感情」を大切にして、
「自分へのダメ出し」をやめると、自己信頼が深まり、
自然と自分軸を築けていました。
これはコースで学んだ基本の教え。本来の能力を取り戻すことで、
日常のリアルな
世界がワクワクと軽やかになっていきますよ。DSTで共に学んだ仲間達と、オリジナルのオラクルカードを創る企画
も浮上しています。
「言葉を紡ぎたい」
とコース受講中に、新たな才能が芽生えた途端、やってきたギフト。
もやもやと
重く感じていた人生が、想いもよらない夢がどんどん叶い出す、軽やかな人生へと展開されていっています。

看護師歴20年のホスピタリティ＋ドルフィンの手法
日常が生きやすくなる
「ハートの手あて」
ヒーラー 瀬井絵里

「人の評価」より「自分からの信頼」が人生を幸せにします。
あなた本来の力こそ、あなたを癒せる最大の特効薬。
がんばり過ぎる真面目な方にオススメ「ハートの手あて」

瀬井絵里さんの情報を知りたい方はこちらをチェック！

Instagramでフォローしてください。
ユーザーネーム: eri̲say̲sunﬂower

https://www.instagram.com/eri̲say̲sunﬂower?r=nametag

♡ハートを癒す言葉やセッション情報を発信しています♡

Cosmic Vision Quest
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と
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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♣

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♣

♣Jay♣

♣大熊めぐみ♣

♣Sasha♣

♣ミラクル♣

♣添田さおり♣

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
1月16日
（土）
1月23日
（土）
1月25日
（月）
1月28日
（木）

Jay
ミラクル
添田さおり
秋田順子

2月4日
（木）
2月12日
（金）
2月14日
（日）
2月22日
（月）
2月28日
（日）

秋田順子
添田さおり
Jay
ミラクル
樋口貴子

3月4日
（木）
3月14日
（日）
3月15日
（月）
3月25日
（木）
3月27日
（土）

秋田順子
樋口貴子
添田さおり
ミラクル
Jay

料金：17,500円（60分）
会場：レインボーエンジェルズ大阪店
♣ミッシェル♣

♣樋口貴子♣

♣山本明子♣

♣ハル♣

♣秋田順子♣

♣新井幸代♣

群馬

愛媛

1月6日
（水）
2月3日
（水）
3月10日
（水）
講師：真
（マコト）

1月16日
（土）
2月20日
（土）
3月27日
（土）
講師：山本明子

料金：17,500円（60分）
会場：群馬県高崎市周辺

料金：17,500円（60分）
会場：愛媛県今治市周辺

香川
1月15日
（金）
2月5日
（金）
3月5日
（金）
講師：Mirei
料金：17,500円（60分）
会場：香川県木田郡周辺

♣二村ゆかり♣

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♥
♣五百田小聖♣

東京

い お た こせい

♣真（マコト）♣

♣由紀♣

♣SONOMI♣

♣森悠江♣

1月9日
（土） MIKA
2月6日
（土） Sasha
1月10日
（日）森悠江※遠隔のみ
2月7日
（日） 由起
2月11日（木・祝）MIKA
1月10日
（日）由起
1月11日（月・祝）SONOMI
2月12日
（金）五百田小聖
2月13日
（土）ACCO
1月14日
（木）ミッシェル
2月14日
（日）大熊めぐみ
1月16日
（土）ACCO
2月19日
（金）Jay
1月17日
（日）大熊めぐみ
2月20日
（土）二村ゆかり
1月19日
（火）新井幸代
2月22日
（月）ミッシェル
1月23日
（土）二村ゆかり
2月23日（火・祝）森悠江
1月28日
（木）ハル※遠隔のみ
2月23日（火・祝）SONOMI
1月29日
（金）髙田依里
1月30日
（土）五百田小聖※遠隔のみ 2月25日
（木）ハル※遠隔のみ
1月30日
（土）Jay
2月27日
（土）髙田依里
1月31日
（日）Sasha

♣髙田依里♣
エリー

3月6日
（土） 由起※遠隔のみ
3月11日
（木）MIKA
3月12日
（金）ACCO
3月13日
（土）Jay
3月13日
（土）二村ゆかり
3月14日
（日）Sasha
3月17日
（水）SONOMI
3月19日
（金）五百田小聖
3月21日
（日）大熊めぐみ
3月22日
（月）ミッシェル
3月24日
（水）新井幸代
3月26日
（金）ハル※遠隔のみ
3月27日
（土）森悠江
3月29日
（月）髙田依里

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）
14

Cosmic Vision Quest

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
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験

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

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

心
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
を
体

!

メニュー 1

テーマ瞑想会

講師：ミッシェルによる

東京

東京

＊CDは
レインボー
エンジェルズ
WEBSHOPへ

＊CDは
レインボー
エンジェルズ
WEBSHOPへ

この瞑想では、太陽の神殿と繋がります。あなたが日常で
見ている太陽からエネルギーが降り注いでいることに気付
いて、“あなたの本質を生きる”こ
とができるよう導きます。すべて
と繋がっていることを思いだし、
至福のエネルギーに包まれるこ
とでしょう。

［日時］2月 22日
（月）19：00〜21：00
［講師］
ミッシェル
［料金］3,500円
［会場］
オンライン
（ZOOM）参加のみ

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］3月26日
（金）
［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

ドルフィンスターテンプル® 瞑想会
DST主催 ドルフィンスターテンプル®瞑想会
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♪
※東京会場ではコース説明会も同時開催！
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全国各地で開催！
！

【東京】
1月13日
（水）
1月23日
（土）
2月9日
（火）
2月20日
（土）
3月9日
（火）
3月20日
（土）

講師：Jay
講師：Sasha
講師：Jay
講師：Sasha
講師：Jay
講師：Sasha

19:00〜21:00
14:00〜16:00
19:00〜21:00
14:00〜16:00
19:00〜21:00
14:00〜16:00

［料金］3,500円 ※遠隔（ZOOM含む）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

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。
【東京】
◆昼の部◆13:00〜18:00
1月10日
（日）、2月6日
（土）、3月12日
（金）
◆夜の部◆18:30〜21:00
1月29日
（金）、2月22日
（月）、3月29日
（月）
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

講師：MIKAによる

「地球上にある太陽の神殿と繋がるための儀式の瞑想」 「真実の剣と聖杯を受け取る瞑想」

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
るための儀式の瞑想」を抽出した瞑想会です。

メニュー 2

メニュー 3

【大阪】
3月15日
（月）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

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】1月19日
（火）、2月16日
（火）、3月16日
（火）19:00〜21:00
［会場］中目黒・コスミックビジョンスペース 講師：Jay ［料金］3,500円

各地情報
光の瞑想会

ボウル状に形成さてたクリスタル（複数のアル
ケミークリスタウボウル）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。
瞑想が苦手な方も脳波がリラックス状態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、氣づかずに他者や自分自身の間
に制限などを生み出した「契約」の解除なども
していき、最後に全体への高次の存在からの
祝福メッセージをそのまま伝えます。
盛り沢山の瞑想会です！
どなた様もご参加頂ける瞑想会です。皆さま
のお越しをお待ちしております。
◆ミニリーディングをご希望の方は18:20にお越し
ください。別途￥300/10分です。
18:25〜18:35/18:40〜18:50

★一粒万倍日とは1粒
がその後、万倍へと繋

がる吉日です。万倍に
【名古屋】
膨 れ 上 がる運 氣に関
2021年1月28日
（木.一粒万倍日）1206号室
わる大事な日が続くの
19:00〜20:45（開場18：30）
で、それを活かすため
に意図した開催日を選
2021年3月19日
（金.一粒万倍日）1206号室
んでます。
19:00〜20:45（開場18：30）
［会場］
ウインク愛知（愛知県産業労働センター）
JR・名鉄・近鉄・地下鉄「名古屋」駅下車 徒歩2分
［料金］3,500円（税込）

★ご参加の皆様へ★
●会場の感染防止策を重視し、定員42名の会場を参加者最大8名程までと
して、3密を回避して開催致しております。
●入室後は室内装備の消毒にて手の消毒をお願いします。
●当日の受付の手続き致しませんので、互いに距離をとってお座りくださいませ。
●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。
☆コロナ感染対策期間中は、
１机にお一人利用を目安に十分な距離をとれるよう
に致しますので、お手数をおかけしますが、事前にお申込みのご連絡を下さいませ。

事前に下記へお申し込み頂けるとありがたいです。
フェイスブックのイベントページにて検索可能です。
Facebookイベントページにて https://facebook.com/takako.higuchi1
メッセンジャーも大丈夫です。
メール： kmdtf651@ybb.ne.jp まで（樋口貴子）

尚、
コロナ感染における緊急事態宣言により、急遽中止する場合がございますこと、
ご理解くださいませ。中止の場合は予約者へご連絡させて頂きます。

Cosmic Vision Quest
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メニュー 4

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！
（土）19:00〜21:00 講師：ACCO
【東京】2月13日
3月22日
（月）19:00〜21:00 講師：ミッシェル
［会場］中目黒 コスミックビジョンスペース
（日）17:00〜19:00 講師：樋口貴子
【大阪】2月28日
［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

JAYのスピメモ
『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】
3月15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

VOL.6

グラウディング
2021年、
「風の時代」に突入しま
した。
「エネルギー（周波数）の時
代」
とも言われ、
コミュケーション
や情報、知識などの目に見えな
いものに価値が置かれるように
なる時代とも言われています。
いよいよ本格的にスピリチュアル
の時代♪
「私たちの番が来たわね！」
とワク
ワクしちゃいますね〜。
ですが、コロナ渦により、大きな
不安のうねりも体験している私
たち。ワクワクと不安が混同し、
頭がパンクしそう！ という方も
多いのでは？
こんな時こそ、
「グラウンディン
グ」
です！
地に足を着け、冷静になり自分
にとって正しい情報を取り入れる。
不安なエネルギーは地球が受け
取ってくれるんです。

そして地球からは慈愛や応援な
どのポジティブエネルギーを送っ
てくれています。そのエネルギー
をグラウディングしながら受け取
りましょう。素晴らしいですよね〜。
自分軸の確立も大事！
すぐにできるグラウンディング法
をお伝えします！
【1】
男性は尾てい骨のあたり
（第一
チャクラ）、女性は下腹部のあた
り
（第二チャクラ）に直径15㎝か
ら20㎝ほどの光の玉をイメージ
する。
【2】
その光の玉からまっすぐ真下に
光の光線（グラウンディングコー
ド）が下りていく。
【3】
建物もすべて貫通し、何層にも
わたる地層をも貫通し、地球の
中心（マグマ・コアがあると言わ
れているところ）
まで下りていく。
【4】
地球の中心には地球の神意識
（スタークリスタル）が存在してい
る。

【5】
エネルギー体のクリスタルの形
状のスタークリスタルの表面に
自分のグラウンディングコードの
表面がピタっと貼りつく。
【6】
そのグラウディングコードを通じ
て自分の中のネガティブなエネ
ルギーがスタークリスタルへ。
ス
タークリスタルから地球からのポ
ジティブエネルギーが自分へと
戻ってくる。
【7】
結果、安心感や元気、喜び、など
のエネルギーに満ち溢れる。
…冷静に今の自分を感じること
ができますよ。ぜひ、意 識 的に
やってみてくださいね♡

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。

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】
1月11日
（月・祝）
、
2月7日
（日）
、
3月22日
（月）
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
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【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】
1月11日
（月・祝）、2月7日
（日）、3月22日
（月）
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

インターネット配信番組、新たに開局！

ドルフィンスターテンプル®
ミステリースクール通信

Podcast

ポッドキャスト

あなた本来の人生を取り戻すための超感覚を目覚めさせる
ミステリースクール、
ドルフィンスターテンプル ® 。

スクールを卒業した国際認定ヒーラーが

新月＆満月のタイミングで神聖な光の存在と
繋がり、
チャネリングメッセージをお届けします。

Cosmic Vision Quest
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PLI（Pleadian Lightwork Intensives）コース

PLI 2：
『原初の8細胞の浄化』 《全10日間コース》
PLI中級コースとなるPLI2では、細胞レベルのクリアリングを行います。細胞に残された記憶は、私たちが肉体を

持って生きることの決意と直結しています。
どんなに意識の上でクリアになっていても、それが細胞レベルから取り
除かれていなければ同じ現実が繰り返されてしまうもの。だからこそ、肉体すべての細胞から、残されてきた痛みの

記憶やカルマが取り除かれたとき、私たちのエネルギーが宇宙やハイアーセルフと調和し、肉体に神意識が降ろさ
れると言われているのです。細胞レベルのワークは、あなたに本当の自己愛とはなにかを教えてくれるでしょう。

■このプログラムはグループの状態を確認し、瞑想と光の都市にあるドルフィンスターテンプル®の空間をアン

カー（固定）
して始まります。
すべての教えは、神秘学校の秘伝であり、
ヒーリング手法です。
ヒーリングスキルの

PLI 1：
『カー・アクティベーション』 《全20日間コース》
PLI最初のコースとなるPLI1では、あなたの電気的光の身体（エレクトリカル・ライトボディ）
であるカーボディに、宇
宙の生命エネルギーを流し、活性化していきます。カー経路の活性化が始まると、高次元の光のハイアーセルフが
肉体と融合され、高い周波数が肉体に維持されていきます。
カー・エネルギーはハイアーセルフや宇宙からの愛の

エネルギーそのもの。
カー経路を活性化した私たちは、肉体を持つ自らの神聖さに目覚めていくのです。

みならず、
あなたのエゴ（自我）
や自我のアジェンダ（課題）
をクリアーにし、
パラダイムシフトが起こり、
自らの神
聖さを受け取って、人生を進むべき方向へと導かれていきます。

＜PLI2コースカリキュラム＞
● 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）

● 原初の8細胞のクリアリング＆ヒーリング
■このプログラムはグループの状態を確認し、瞑想と光の都市にあるドルフィンスターテンプル®の空間をアン

カー（固定）
して始まります。
すべての教えは、神秘学校の秘伝であり、
ヒーリング手法です。
ヒーリングスキルの

みならず、
あなたのエゴ（自我）
や自我のアジェンダ（課題）
をクリアーにし、
パラダイムシフトが起こり、
自らの
神聖さを受け取って、人生を進むべき方向へと導かれていきます。

＜PLI1コースカリキュラム＞
● カーアクティベーション
（16の経路を開き、ハイアーセルフのエネルギーとつなぐ）
● 神聖なる流れのマトリックス

● ハイヤーセルフ・コスミッククンダリーニと地球のクンダリーニの活性化
● ドルフィンムーブ

● ディパターニングとリパターニング（自分の固執したパターンを解放する）
● DNAのクリアリングと脳骨髄液の活性化

● 細胞および内臓と内分泌系のクリアリング&ヒーリング

【PLI2東京週末コース】

● 細胞のリコネクションヒーリング

● 魂のヒーリングと魂と肉体の繋がりを強化する
● 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繋がりを構築する
● 魂のパターンの解放と魂のリカリブレーション
● 肉体のシステムと脳の繋がりを強化する
● カーのポイントと経絡のポイントを繋ぐ

● 体と神経の活性化（ハンズオンヒーリング）
● 視神経のトリートメント

● 6次元と9次元のハイアーセルフの活性化
● 多次元ホログラフィックヒーリング

2021年
2月20日
（土）、21日
（日）
3月13日
（土）、14日
（日）
4月3日
（土）、4日
（日）
5月4日
（火・祝）、5日
（水・祝）
7月3日
（土）、4日
（日）
［料金］
早割240,000円（税込）
通常250,000円（税込）
［会場］
コスミックビジョンスペース

● 骨髄液のトリートメント

● 横隔膜と神経系のクリアリング・ヒーリング
● 全脳の活性化

● ドルフィンスターリンキング（エネルギーボディの青写真を再構築し、惑星レベルのつながりをとり戻す）
● アセンブリッジ・ポイントのシフト
（個の進化を司るエネルギーのポイントのシフト）

アモラ・クアン・インが、モーシェ・フェルデンクライス

【PLI1東京週末コース】
3月27日
（土）、28日
（日）
4月24日
（土）、25日
（日）
5月22日
（土）、23日
（日）
6月26日
（土）、27日
（日）
7月24日
（土）、25日
（日）

DBR：ドルフィン・ブレイン・リパターンニング 《全12日間》

8月21日
（土）、22日
（日）
9月11日
（土）、12日
（日）
10月2日
（土）、3日
（日）
11月27日
（土）、28日
（日）
12月4日
（土）、5日
（日）

［料金］早割400,000円（税込）／通常420,000円（税込）
［会場］中目黒 コスミックビジョンスペース
（大広間）

メソッドを受けている時に、チャネリングした手法で、

フェルデンクライスメソッドより、
より繊細な動きが必

要とされます。実際の骨や動きに働きかけることで、
内側から気付きを受け取り、自分の限界や制限に気

づき、それを広げていくことができます。私たちが

「今」に至るまでに築き上げた様々な抑圧パターンに
気づき、バランスを整えて開放します。基本的に、静寂

の中で行うワークとなるため、
リーディングが得意不
得意は関係ありません。
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2021年
1月23日
（土）、24日
（日）
2月13日
（土）、14日
（日）
3月6日
（土）、7日
（日）

4月10日
（土）、11日
（日）
5月8日
（土）、9日
（日）
6月12日
（土）、13日
（日）

［料金］
超早割価格：250,000円（税込）
早割価格：280,000円（税込）
通常価格：300,000円（税込）
［会場］
コスミックビジョンスペース
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重 大発表

ジャイの スピ旅リポート
行こう！
VOL.5 そうだ！京都へ

！
スピリチュアルエンタメの幕が開く

という事で、今回は
「ジャイ的特選京都スポット」
を皆様へ大公
開です！現在、
コロナ渦という未曽有の状態の為、昨年はほと
んど訪れることができませんでした。以前は年に５回以上は京
都へ赴き、たくさんの素晴らしいスポットを巡り歩いてきまし
た。
その中でも、
とっておき！ 画像からも恩恵が頂ける
（はず！
笑）
スポットをお伝えします！

華麗に♬ 楽しく♬ スピ＋リアル＝
「スピリアル」の世界を共同創

造♪

20
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「ドルフィンスターテンプル・
プロダクション」
スピリチュアルな芸能プロダクションとして
新たな一歩を踏み出します

今年で20周年を迎える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
から重大発表。
「共同創造」がベースであるDSTが新しい進化を遂げます！

地球を生きて
卒業生たちが創造主としてこの
ーとなれる
いけるように。一人一人がスタ
クリエイティブな活動を
プロデュースしていく

スピ★スター誕生

予定です！

スピリチュアル業界を
牽引し続ける

穴口恵子
プロデュース

★これからコースをご検討の方も様々な企画が
立ち上がっていきますので、お楽しみに！
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おすすめスポットその①京都御所
京都と言えば！京都御所でしょ。

明治になって東
京に移るまでの
1200年くらい、天
皇が住まわれて
い た 土 地 。パ
ワース ポット以
外の何ものでも
ないですよね！笑
そ の 昔 。私 が
セーラー服を着
ていたお年頃の
旅行では春と秋
のみ特別参観で
したが現在はいつでも参観できることに。
とてもありがたいです
ね！現在も人数制限はあるものの、いつでも参観できるようです。
御所の周りの公園も、空気が澄んでいてとても気持ちが良いの
ですが、御所内の敷地へ一歩入るとやっぱり空気が変わります。
すん。
と澄んだ空気が漂い、見学者はたくさんいるのに、
とても
静かな空間。歩くたびに背筋がしゃんとして、自分の内側に向か
いやすい空気間でした。
ここで瞑想したら凄そう！笑。
ここにいらしたのですね〜。同じ場所を踏みしめ、お庭を見たの
かもしれないなと思うと感慨深いです。いにしえから続く活性化
スポットです！
おすすめスポットその②東寺
大阪へ向かう新幹線からも見える五重塔。
京都のアイコンの一つでもありますね。
世界遺産にもなっている真言宗総本山の
東寺。

歴史的にも古く、平安京ができた頃にはすでに建立されていま
した。五重塔がとても有名ですが、
ここのすばらしさは、何といっ
ても曼荼羅が立体で表されている事なんです。
（曼荼羅は、密教
で悟りを開くために生まれた絵。仏教の世界や悟りの境地が描
かれています）たくさんの仏像（国宝級の方ばかり）で具現化さ
れた曼荼羅の世界。仏像様もまだまだ現役の方ばかりで。笑（元
気いっぱいです！）日本は本当に護られているんだなぁと感じて
やみません。そして、もう一つの建物、金堂には黄金に輝く薬師
如来（なんと10メートル超え！）
とその左右には日光菩薩と月光菩
薩がいらっしゃいます。大きな愛を感じます。
日本だけでなく、地
球そのものを見守ってくれている、そんな大きさを感じます。私
はいつも目の前にすると、涙が出ちゃいます。癒しが起きるんで
す。ありがたい！と自然に沸き立つんですよね。全身で癒しの空
気を浴びることができますので、ぜひ体感してほしいです！
お庭も最高に素敵です！五重塔を見ながらお茶を頂く贅沢な時
間をここではいつも頂きます。

おすすめスポットその③貴船神社 奥宮
山の中の神域で有名な貴船神社。その中でも奥宮は別格です！

貴船神社は縁結びでも有名。そして、貴船川の川床も名物です
ね！今は川床カフェもあるんですよ♪この川がとても気持ちが良
いんです。川沿いが参道なので、川を見ながら、感じながら本宮
に向かいます。縁結びの神様がいらっしゃいます♪お参りするに
も順番待ち。笑。そして、真ん中が結社なのですが、そこを超えて
一番奥の奥宮！一番最初に貴船神社が創建された場所でもあり
ます。ぽっかり空間が空いている感じですが、空気がドンと変わ
ります。密度が濃いというかこの空間には…鞍馬山の金の気（金
星より、サナトクマラが初めて地球に降り立った地と言われてい
ます）、貴船の水の気、奥宮の拝殿の下には龍穴が広がっている
と言われています。
（日本三大龍穴の一つ）なので風の気、山に
囲まれているので土の気、そして、奥宮のご祭神が「高龗神」水の
神様だけど、火の神から生れ出た神様なのです。なので、火の気
もあります。そう！５つの元素、五行がバランスよく集まっている
土地！ここに来るとグラウンディングが強化され、自分軸がドンと
決まる、そんなスポットです。悩み多きぐるぐる回っている時には
ピッタリの場所です。
ここで軸を整えて、最後に結社へ。縁結びコ
ンプリートするために必要なお参りの仕方だそうです！
（私も
しっかり守ってお参りしています。笑）
とにもかくにも水の気がと
ても気持ちがいい土地です！色々洗い流して頂き、自分軸をもつ
ことができる。バランスが整うと、願いが具現化できる周波数に
近づく。縁結ばれる！という感じかな。笑。ぜひ！
本当は隠しておきたい！
私だけのスポット崇道神社すどうじんじゃ

ここは、もう別格！私だけの穴場スポットにしておきたかったー！
のですが、やっぱりたくさんの方に知ってほしい！というお声（誰
の！？笑）があったので、
ここで皆様へおすすめします！
場所は比叡山
の ふ もとに あ
ります。ご祭神
は「崇道天皇」
…誰？って感じ
ですよね。笑。
平 安 京 を 作っ
た桓武天皇の
弟 、早 良 親 王
の事です。桓武天皇の暗殺を企てたとして捕まりますが、本人は
無実を主張。ですがそのまま許されることなく、捕まったまま獄
死。その後、都では疫病や災害が続き早良親王の祟り！
！
！と怖れ
られました。その後崇道天皇と称号を与え祀られました。いわゆ
る祟り神です。
でもね、崇道天皇はもう恨みを天に返して、今は日
本を見守ってくださっているんです。
この崇道神社、いつ行っても
誰もいない静かな神社で、
とってもすがすがしく、清らかな気が
満ちています。気のシャワーが降り注がれています。私、いつもお
参りするときは、
ご挨拶と感謝を述べて感じさせていただいてい
るだけなんですけど、
ここは違いました。
まず涙。ほろりじゃない
んですよ、嗚咽ですよ。笑。泣けて泣けて仕方がないんですよね。
会いたかったー！
！
！って。そしてなぜかアファメーション（宣言）を
しています。
こちらはいつも人がいないのが最高なんだけど、崇
道天皇はもっとみんなに来てほしいんだって。歩くだけで浄化。
お参りすれば具現化をサポートしてくれます！ここの気のシャ
ワーをぜひ体感してほしいです！
！

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。
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宇宙2021

大天使ミカエルからもたらされた

5次元‒12次元の奇跡のヒーリングシステムの創始者

パワフルでピュアなエネルギーヒーリングが大好評

スピリチュアル・ティーチャー/チャネラー

ギャラクティック・シャーマン

ケリー・ハンプトン

講 師プロフィー ル

スピリチュアル・ティーチャー
チャネラー

ケリー・ハンプトン

スピリチュアル・ティーチャー、
チャネラー、
「セ
カンドウェイブ・プレアディアン」
と呼ばれる。
エネルギー・ヒーラーとして、卓越したミディア
ムとしての過去15年間に渡る活動は、世界中
で何千人もの人たちをサポートしてきている。

24

Cosmic Vision Quest

アレッサンドラ・ジリオリ

スペシャルゲス トもお 呼 びして
2021年の幕 開けを彩る

講 師プロフィー ル

ギャラクティック・シャーマン

アレッサンドラ・ジリオリ

豪華な新春コラ ボセミナー開催

●5Dから12Dという感覚がよく理解でき
てない状態で遠隔をうけましたが、なん
だか違う世界にいったような気分でし
た。始まると同時に身体や手足が少しジ
ンジンする感じがしてきて、急に涙が溢
れてきました。貴重な体験をほんとにあ
りがとうございました。
（I.P様）

ギャラクティック・シャーマン、
チャ
ネラー。
イタリアで育ち、
イギリスのインターナショ
ナルスクールで教育を受ける。学際的芸術研究で
の美術学修士号は、
シンボルによる精神的変容の
パワーを探求するきっかけとなる。彼女は、銀河レ
ベルの人類学者として、文明の芸術の中に組み込
まれている文明の意識を解く鍵を見出す。

参加者の声

参 加 者の声
●ハーモニックコードを設定し
た途端、当然スゥ〜ト何も無く
なったかのように体調が良く
なった事には、本当に度肝を抜
かれました。ケリーハンプトン
さんと大天使ミカエルの凄さに
感動致しました。
（TNさま）

シャーマニックド ラムやクリスタルハープを使った

●セッションが終了してからはワクワク
することが増えました！そして夢に向
かって進む自信がつき夢を実現でる！と
今は確信している自分がいます！お金の
心配も必要ない。どんどん入ってくるとの
事だったので、夢に向かってお金を使うこ
とに不安がなくなりました。
（Mayu様）

●ヒーリングを受けた次の日から顔が別人
のように若々しくなりました。
（Tomomi）
●自分の好きなエネルギーの中でワクワク
することで現実化が加速しました。
（a.aさま）

●シャーマニックなものを受けるのは
初めてでしたが、
とても深い内容でし
た。また、
私の過去世のこともはっきり
見え、
エネルギー的にも深く、
強かった
です。
ありがとうございます。
（MNさま）

●エネルギーを感じることができ、
自
分が変容する可能性を確信できまし
た。
アレッサンドラの話は、
とても誠実
で納得できるものであり、
迷いなく受
け止めることができました。
（T.Tさま）

ダイナビジョンHP

※イベントの開催情報はダイナビジョンのHPからご確認ください。

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

こんな感動のお声をいただきました

テリー・サイモンズ

私の地球に生まれてきた目的が知りたくて、参加しました。アシュタールとの出
会いによって、ふんわりと描いていた希望が、必然だったのだなと感じました。
テリーさんの優しさと、アシュタールの力強い宇宙の愛のエネルギー、そして
ユーモア溢れる話し方、とても魅力的であっという間の時間でした。自分とは何
だろう？この地球で、どう生きるべきか、迷っている方におすすめしたいです。
（覚醒セッションご参加、むにゃみさま）

次回のイベントは
【2021年 春〜夏頃】開催予定。

どうぞお楽しみに！

自分が本当にスターシードなのか、だとしたら自分の天命は何なのかを知りたくて
申し込みました。セッションを受けて、心の奥底（魂？）が以前より落ち着きまし
た。思考せず、自分の心が惹かれるのならその声に従ってテリーさん（＝Ashtar
氏）に逢う時かもしれません。現実逃避せず、真実と向き合うしなやかな心をお持
ちの方で、もしそう感じる方がいらっしゃるのならその方におすすめしたいです。
（個人セッションご参加、みなみさま）

「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。

アシュタールのワークを一度受けてみたくて参加しました。初めてアシュタールが話
す所を見ることができて、嬉しかったです。瞑想は、リアルで感動しました。瞑想中
はたくさんのガーディアンや神さまが自分の周りを取り囲んでいて、愛がいっぱいで
した。感動して泣いてしまいました。（遠隔アクティベーションご参加、飛鳥さま）

「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。

自分が何者であるのかを知りたくて申し込みました。過去にアシュタールとのご縁
があった事、出会った時のお話を詳しく聞く事が出来、あまりの感動に言葉も出ま
せんでした。スターシードも覚醒して頂き、感無量です。全てが腑に落ち、これか
らのスタートに自信が持てました。これからの人生に不安な友人にも、自分自身の
こと、将来のことを考える上での羅針盤になるのではと、薦めたいと思います。
（個人セッションご参加、E.Yさま）

「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」

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
れてきた魂です。
「スターシード」を持つ人々は、遠い昔、別

「スターシード」という言葉を知り、気になって頭から離れずにいた時、
テリーさんのセミナーを知り、ぜひ参加したいと思ったので参加を決め
ました。空気感？波動？エネルギー？が空間に溢れている感じがしまし
た！楽しい時間でした。セミナーのあと「地球を守りたい」という気持
ちがより強くなりました。（セミナーご参加、みほこさま）

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
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

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
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

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・サイモンズ開催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。

26

Cosmic Vision Quest

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、
開催イベントの募集開始の際に優先的にご案内いたします。
【テリー開催イベント】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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東京店&オンラインショップ

フローライト
この石が「天才の石」、「心を１つにす
る石」と言われるのは、何にも縛られ
ない軽やかな気を流してくれるからで
す。自由な発想力や
行動力をもたらし、
お互いが自立した信
頼関係を結びます。

〒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

ピンクオーラクォーツ
プロモーション担当

これからの風の時代は、より自分のハートと
繋がって、身の回りに「好き」を集めていきた
いです。そんな時おすすめなのが、自分のとき
めきアンテナを敏感にさせ
てくれピンクオーラクォーツ。
愛の周波数を高めたい方
は是非手にしてみてくだ
さいね♪

ショップ店長

あやみ

2021年やりたいこと

トシロウ

2021年やりたいこと
レインボーエンジェ
ルズのブログで毎日
メッセージ配信！

のように 軽 やか に
生 き るための

広報担当 ゆき

このエッセンスのキーワードは「愛
と喜び！」人生を楽しんで生きら
れるよう促してくれます。パワフル
な浄化作用もあるので、あらゆる
次元で強力に浄化し、調和と
保護をもたらします。イルカのよ
うにスイスイ～っと軽やかに過ご
しましょう♪

2021年やりたいこと
新しいことに 色 々
チャレンジしたい！

おすすめ アイテムは

シュンガイト
シュンガイトは執着やエゴなどのネガ
ティブなエネルギーを強力に除去し、
浄化します。また活性酸素を除去し
てくれる「フラーレン」が含まれていま
す。身体の中のいらないものを取り除
いて軽やかに風の時代を迎えたいとい
う方におすすめです。

ダイヤモンド・ライトボディの活性化
（誘導瞑想CD）
チャクラをクリアに、そして活性化させます。周波
数が高くなればなるほどハイヤーセルフとも繋が
りやすくなるので、最高最善の方向へ導かれる
ようになれます。聴くだけで最高の人生を送れる
ようになれるかも～♡

WEB担当

佐知子

2021年やりたいこと
自分の中のいらないも
のを手放したいです。

28
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WEB発送担当

たい

2021年やりたいこと
良いと思ったものは全て
吸収し、下半期にはアウト
プットできるようにしたい
です！

人工香料に一切頼らない
100％のバラの豊潤な香り。
香りもさながら、波動まで
軽やかに変えてくれます。
ステキな香りで女性性も上
がり一石二鳥♪
ショップ担当 むっちゃん
2021年やりたいこと
思考の整理を上手く
できるようにし、効率
を上げ突風のように
軽やかに生きる！

クリスタルチューナー
［ピンク］

毎日キラキラハッピー
オーラを振りまく！笑

イルカエッセンス

ローズブリスシャワー

チューナーによって空間を振動し、
人体と共鳴させ、ます。
空間の浄化、
ヒーリング効果
があります♪

ショップ担当 なお
2021年やりたいこと
精 神 力 、体 力 作りの
強化♪

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

15億年の愛してる！『オーラライト』
この石は割と近年に、カナダの聖地にある鉱山から発見されま
した。15億年前の地層から採掘され、23種類の鉱物を含んで
いるため『スーパー23』とも呼ばれる、希少価値の高いクリス
タルです。高次 元 世界からの知恵やメッセージを受け取る、
ヒーリング、グラウンディング、ワンネスの意識への回帰、全
チャクラを調整する など、スピリチュアルなパワーが強い石で
すね。目に見えない世界と人々を繋ぎ、友愛や博愛など、宇宙
的な愛をもたらします！
☆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☆

クリスタルメッセージ毎日お届け中♪
レインボーエンジェルズブログはこちら！
Cosmic Vision Quest
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た！

し
ヒーラー さんに聞いてみま

風の時代＆新年を迎え、
より軽やかに、自分らしくなるための
クリアリング方法
約250年続いた『地』の時代から、
『風』の時代を
迎えました。みなさんはこの新しい時代をどの
ように過ごしていきたいですか?
今回は、より軽やかに、爽やかに、新時代を生き
ていくための、今に必要なクリアリング方法や
自分との過ごし方を教えていただきました。

より軽やかになりたい時
は、自分の中のいらない
エネルギーを外して行き
たいですよね。そんな時、
私は「瞑想」をします。
瞑想すると自分の中に
Jay
「スペース」を作ること
ドルフィンスター
テンプル
ができます。私はもっぱ
らお風呂に浸かりながら
です。エプソムソルト（もしくは塩）に、
ヤングリヴィング社のエッセンスオイル
（お好きなものでok）を数滴入れ、リラッ
クスしながら「瞑想」をします。私はもち
ろんドルフィンの誘導瞑想を自分で行いま
すが（クリアリングもできますからね♪）
誘導瞑想音声、もしくはヒーリング音楽を
流しながら入っても良いでしょうし、音が
聞ける環境でなければ、楽しい妄想（大事!
笑）でも良いでしょうし、自分を感じる時
間とすることが大切です!

MIA
ドルフィンスター
テンプル

関根悦子
アセンション
チャネリング
＆マヤ暦

目を閉じて、深く大きな深
呼吸を繰り返し、頭を沈め
たあと「自分の心の本当の
声」に耳を傾ける。自分と
たくさん会話する時間を持
つ様になると、内側から気
付きが起きて目の前の現象
も変わっていくので、是非
試してみて下さい♡

お家の床はピッカピカ!
（家の中の物少なく、綺麗にお掃除）
身体はスッキリ!
（禁暴飲暴食、適度の運動）
心は何となくいい気分!
（そのままのあなたで最高!）
新しい宇宙の風に乗って、軽やかに
あなたのリズムで生きる!

《風の時代の心構えと受け入れ方》
急速な時代の変化で心身がついていけなくなっているような感覚があ
るかもしれません。でも大丈夫。今まで積み上げてきたものがすぐに
無くなるわけではありません。まずはご自身の経験値をどう残すか、
どう活かすかを決めることができます。しかし、変化の波は確実にき
ているので、いつまでも不必要な古い価値観、概念にしがみついてい
マリア★
ると強制的に揺り動かされ、引き離されます。
ドルフィンスター
テンプル
コツとしてはやろうと思ったことは早めに着手する。その際、もっと
楽に簡単にできる方法があることに気づく。また、計画の代替え案を準備して
おき、その時の流れで柔軟に変えてみる。日常では誰かの指示通り、工夫がな
いルーティンは左脳の働きが活発化し、創造する右脳の働きを止めてしまう。
その結果、行動もパターン化する。今後はこのパターンも見直すことが必要。
風の時代の受け入れ方法として今までの思考、行動、心情を冷静に分析し、そ
こから見えてくる古い概念やパターンに先ずは気づく。今後はそれをどのよう
に変化させ活かすか創造性を使い意識付けする。漠然としていたものが明確に
なることで変化への恐れが手放される。そして、変化を恐れない体質造りの1歩
を踏み出す。風の時代に上手く乗るには古い価値観、概念を如何にして手放せ
るか、創造性を使って柔軟に軽やかに活きることができるかが鍵である。

この時期におすすめなのは、
まず朝早く起きて新鮮な空
気をいっぱい吸い込み、水
分を取りながら朝日をしっ
かりと浴びる事です。その
Ryoko
後瞑想に入ります。目を閉
レ イン ボ ー エ ン
じ、足を強く地面に押しつ
ジェルセラピー＆
ド ルフィンスター
けグラウンディングしつつ、
テンプル
この太陽光が全身を照らし
ながら心配や恐れを溶かし、さらに強い
光となって自分を守るイメージの瞑想を
してみてください。その後に、なりたい
自分をイメージした瞑想もおすすめです。
自分軸が整い、より自分らしくなれると
思います。

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▲
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KEIKO
手相
＆タロット鑑定

オパールやラブラドライト
などの天然石やクリスタル
ガラスなど、虹色の光を宿
している物を愛用していま
す。虹色の光は、魂が本来
持っている輝いた姿を思い
出させてくれると同時に、
望む夢を叶える為のパワー
を与えてくれますよ!

新しい時代、とってもワクワク
しますね～♪ 自 分 が 望 む 輝 く
ステージに、スイスイっと進んで
いきましょう! レインボーエン
ジェルズの東京店には、
個性豊か
なヒーラー陣が在籍しています。
ぜひお気楽に、レインボーエン
ジェルズへお立ち寄りくださいね♪

Cosmic Vision Quest
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NEW YEAR
ふ ろ く

「風の時代」
カード
キリトリ

「風の時代」宣言ワーク

2020年の12月に250年続いた「土の時代」から
「風の時代」に移行しました。2021年のはじまりに
「風の時代」に生きる宣言をしましょう♡

HigherSelf

oneness

oneness

I am I

I am I

HigherSelf

HigherSelf

oneness

oneness

I am I

I am I

キリトリ

HigherSelf

思い込みの枠

もういらなくなった「思い込み（重荷）
」を
ここに書き出して「手放し」ましょう。

をはずして
自分と繋がりましょう。

土に埋めて
肥料にしたら
あなたの

可能性の星
が咲きます。

次のページの切りとって使える「風の時代カード」からのメッセージを受け取ってください
32

Cosmic Vision Quest

キリトリ

土の時代から
背負ってきた
「重荷」は
ありませんか？

＊カードを切り取り、＜宣言＞を読んでから1枚引きましょう
Cosmic Vision Quest
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「風の時代」
カード

ダイナビジョンのシンボルマークは
「神とはあなた自身である」
を意味します。

最高のパラレルワールド
風の時代の「自分天国」では
それぞれが創造主であり
お互いが共同創造主として
愛と平和の中で自分らしく
生きる世界。

キリトリ

宣言

ハイヤーセルフの
声に耳を傾けて…

人生の主人公として
今この時を展開する

多次元の
ハイヤーセルフとひとつになる

「自分天国」
の
「主人公」
だと確信する

風の時代
「自分天国」の
スター＝主人公
になる！
キリトリ

キリトリ

愛と調和の振動数の
なかに…いつもいます

地球の外から自分を観察！
自分の中の可能性を楽しむ

風の時代、恐れなどの
重い振動数はポイッ！

全体を見る視座＝自分の中身
＝無限大

＊カードを持ち歩くことで、風の時代のパワーと調和できます
34
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自由自在に自分らしく可能性を才能に変え叶える力を発揮できる風の時代
最高のパラレルワールドを体験するためにも、
下の星の中に望みを書き出しましょう！

風のように軽やかに、カラフルな才能を表現できる、誰もがスター！
Cosmic Vision Quest
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（11:00〜19:00/定休日：毎週 火・水（10月より）
）

ット
エルの祝福が溢れる大 阪のパワースポ
カ
ミ
使
大天
！
空 間にぜひ遊びに来てくださいね
軽やかな

インスタグラム
SHOPPING
始めました。

月瞑想会
毎回 満席になる新月満

1 時間で月のテーマに沿ったクリアリングと活性化！

月のめぐりと共に〜

あ！今日うけてみたいかも～』

『

と思ったときには、ぜひお越しください！

そこからあなたの 人生創造 を始める！

ハッピーなバイブレーションに触れて
あなたが最高の１日を過ごすことを
ご提案！
お話とプチ瞑想を通して、
あなたもハッピーでスリチュアルで
リアルな日々を！

新月・満月瞑想会（月2回）

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。無意識レベルのエネルギー浄化と解放を受け取れ、不要な思い込みや
制限を手放してきます。
ファシリテートは、DST講師・アシスタントになります
ので初心者の方でも瞑想が手軽に体験できます。
全国どこからでもご参加可能です！
（当日ZOOM・後日動画配信いたします）
会場の定員は6名さままでです！

「聴く」
を 習慣 に！

1月14日（新月）、29日（満月）
2月11日（新月）、27日（満月）
3月13日（新月）、29日（満月）

ヴィーナスの部屋32
誰とでも社交的に打ち解けたい

セキララな女子会から、
ビジネスコーチングまで
トークテーマはさまざま！
さまざまな業界で輝く、豪華ゲストが続々登場！
穴口恵子だから聴けるエピソード満載！
第一線で活躍する人たちとの対話を通して、
その成功のもとにある
「それがスピリチュアル」
を
解き明かしてお届けいたします。

明日の大金運日のメッセージ
あなたのクリエイティビティを
発揮する瞑想

予約不要！

10 分から体験できる

蠍座の新月にはこれをしておこう

“ヒーリング＆メッセージ”

第172回「大丈夫な振動数」
が余裕を与える
第166回 一番深い自己愛
第161回 女性と男性の自然なあり方
第141回 お賽銭10円で聴こえた言葉

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すセッ
ションを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〜］

クリスタルカードメッセージ、
クリスタル誘導瞑想など、
最新情報など配信中！

LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40ppk1630z

お友達追加よろしくお願いします！
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単！
とっても簡

himalayaの
聴き方

定期・特別イベントの日程・
詳細は、大阪店ブログにて！
https://ameblo.jp/rainbowangels-osaka/

ラジオ番組の
聴き方

◀QRコードからアクセス
（アプリで聴けます）

［ i-Phone の方］
◀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 を検索＆登録

インターネットで himalaya を検索

→ トップページから 穴口恵子 を検索

［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。

穴口恵子 を検索＆登録

Cosmic Vision Quest

37

今年こそ毎日に瞑想を取り入 れる！

朝
昼
38
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聞き方は
コチラから

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

夜

バケーション
Cosmic Vision Quest
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Dynavision Festival Report
ここからは
2020年に開催された、
ダイナビジョンのフェス
ティバルのレポートを
お送りします。

2020年10月、都内の会場とオンライン
配信にて「ハッピーヴォルテックスフェ
ス」略して
「ハピヴォル」
を開催！
7名の講師から5つの分野でのヴォルテック
スについて、ワークや歌、
ダンスを通して体
感しながら学べる、特別な1日となりました。

2020年8月、都内の会場とオンライン
配信にて
「瞑想フェス」
を開催！

5つの瞑想の分野の第一人者が登壇し、
講演とワークを通して瞑想を学び、
感じていただく体験型の
フェスティバルとなりました。

講演内容
福田恵子

渡邊愛子

穴口恵子

ザ・チョジェ・リンポチェ

福田恵子

ファンタスティック瞑想ライフ
〜シンプルだから続く！
いつでもどこでもながら瞑想法〜
株式会社ボディ・マインド・スピリッ
ト代表取締役
チョプラセンター認 定 瞑 想ティー
チャー

渡邊愛子

私達はなんのために瞑想するのか？
〜チョプラ博士の
「31日間の覚醒レッスン」解説〜
マサオ式マインドフルネス代表
一般社団法人マインドフルネス瞑
想協会代表理事

吉田昌生

今日からできるマインドフルネス
〜”気づき”と”受容”が自分の本質へ
と導いてくれる〜
スピリアルライフ提唱者

穴口恵子

「古代レムリアから伝わる秘伝の瞑
想ワーク〜瞑想を通して潜在意識に
アクセスし、
自分軸を手に入れる〜」
チベット密教ゲルク派の高僧

ザ・チョゼ・リンポチェ

瞑想がもたらすインナーバランスと
リスペクト〜チベット密教の高僧か
ら学ぶ、心にひびく瞑想の極意〜
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魂のヴォルテックス
世界ベストセラー作家・ライトワーカー

レベッカ・キャンベル

「Living a Soul-Led Life
〜魂に導かれる人生の歩み方〜」

講演内容
JSEA理事
スピリアルバランスコーチ

吉田昌生

お客様の声

瞑想はエクスタシー！
瞑想のことがいろいろわかり、講師そ
れぞれのやり方を知ることができて、
とても有意義な時間でした。瞑想は
「エクスタシー」と言われていました
が、本当にそんな気がしました！

瞑想はつまらなくなかった…この世界を
知らないなんてもったいない！
どうして瞑想なんてつまらないことをや
るのか、よく分からなかったけど、今回の
フェスで幸せな感覚になり不思議でした。
瞑想の世界を知らないなんて、もったい
ない人生の時間を過ごしていました。
細胞ひとつひとつに宿る一生の宝物
一言でいうと「最高」でした。講師たちの存在
感、放たれる臨場感を含めた会場の空気感を
肌で感じられたのは一生の宝物として、細胞
のひとつひとつに残っていると感じるくらい
です。ここから毎日瞑想に取り組むようにな
り、はるかに人生が良くなっています。

Meditation Festival 2021
瞑想フェス2021

家族のヴォルテックス
かみさまのことだまメッセンジャー

すみれ、ゆき、
キッシー

「神様との約束
〜地球に生まれる前に決めてきた
こと〜」
人間関係のヴォルテックス
心屋カウンセラー・ベストセラー作家

心屋仁之助

「ハピヴォルスペシャル問答ライブ
〜心に響く魔法のうた〜」
才能のヴォルテックス
マルチクリエイター、プロダンサー
他…

お客様の声
至福感で涙が止まらない〜
会場に入った瞬間、至福感で涙が止
まらなくなりました。ハピヴォルコ
ンテストにも参加して上位にランク
イン！ 「こんなに夢が叶って、なん
て素敵なんだろう」と本当にハッ
ピーヴォルテックスを体感し、制限
が外れました。

RyonRyon

「あなたの才能を輝かせる３つのこと
〜ハピヴォルスペシャルトーク＆
ダンス〜」
豊かさのヴォルテックス
スピリアルライフ提唱者

ふたが外れて次元上昇
大きなふたが外れて、上昇したよ
うな感覚がしています。
恵子さんのように明るく生きてい
ける気がしています！

穴口恵子

「ハッピーミラクルゾーンで、無限の
豊かさへ次元上昇する方法」

ドはまり♡ブロックが外れた〜
すごく〜ハッピーヴォルテックスに
ドはまりしました！！
今まで自分にかけていたブロックが
外れた気がします。

呼吸が、
あなたの中に眠る才能を目覚めさせる…

2021年2月4日 開催予定

宮崎ますみさん、人見ルミさんを
ゲストに迎えて、昨年に引き続き、
「瞑想フェス2021」を開催します。

Cosmic Vision Quest
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Dynavision Festival Report

本当に貴重！
バシャールが数千人の前に現れ、交流するのは
会場で350名、オンライ
ンで2000名を超える方々
と超・宇宙次元のエネル
ギーでつながりました。

スクリーンに映っているのは、バシャールの
チャネラー ダリル・アンカ

ードの魅力！
！？穴口恵子のリ
を
歌
に
ル
ー
ャ
シ
バ
バシャールと毎年セッションを開催している穴口恵子だから！バ
シャールに質問に答えてもらうだけではなく、地球からも参加者み
んなでバシャールに、エササニに歌（マントラ）を贈る！そんなエ
ネルギー交流をしました！

イベント
レポート&
舞台裏

って、
参加者は宇宙船に乗
数を体感！
さまざまな宇宙周波

当日はアトラク
ションキャストと
して参加者の宇宙
船搭乗をナビ

コンセプトは宇宙次元のフェス体験！
会場ホールは宇宙船。
参加者のみなさんは、宇宙船に乗って宇
宙系スペシャリストがリードするそれぞ
れの宇宙周波数を体感しました。

「セミナーじゃなくてストーリーで届けよう！」
実は開催5日前にコンセプト世界観の次元が
一気にぐっっーとあがる！
開催5日前に、宇宙人衣装も、スタッフのギャラクシーT
シャツもここから準備しました。講師＆スタッフ控室のリフ
レッシュメントも宇宙寄り♡ 間に合ってよかった。

アルクトゥールス語のスペース
コード
（宇宙暗号）で、統合！

ル
オンライン参加だけ！ スペースチャンネ

最後はこの日1日ダウンロードした宇宙のエネルギー、
今日受け取った気づきや癒し、めざめを参加者のそれぞ
れのペースで、参加者のそれぞれのプロセスで統合させ
ていくプロセスを！
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オンライン参加者だけに、
休憩時レインボーエン
ジェルのショップチャン
ネルを配信！ステージの
一角からお届けしました。

バシャール
地球の3000年後の文明をもつ惑星エササニの宇宙船パイロットでもあり、地球
人や他の知的生命体とのファーストコンタクトスペシャリストでもある多次元宇
宙存在。バシャールの名の由来は、
アラビア語の（良き知らせをもたらす）
「メッセ
ンジャー」の意味から。人類に向けたバシャールのメッセージは多岐に渡り、叡智
と愛に溢れた人生哲学、宇宙の仕組みと構造、環境問題、意識進化、未来型テクノ
ロジーなど幅広いコンテンツを語り、世界各国に多くのファンを持つ。

2021年風の時代に突入し、
ダイナビジョンはみなさまに、
「神聖な自分自身が主人公」
になれる、様々なフェスやイ
ベントをご案内する予定で
す。お楽しみに〜♪

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

1月

January

3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！

1月にぴったりの
カードは・
・
・

2021年は新たな宇宙次元の振動数が地球に降りています。あなたが新宇宙次元のどの領
域で自分が一番心地よくいられるか？あなたらしく自由に自分を表現してみたいか？試しな
がら、新宇宙次元の振動数を取り込んで、行ったり来たりしてみましょう。あなたが新宇宙次
元の幅広い振動数を体験していきましょう。

《石の名前 》

《メッセージ》

《メッセージ》

2月

あなたが人生の主人公

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

「私の愛は、自分も世界も満たします」

「私の人生の主人公は、私です」

サポートアイテム

「アメジスト」

「創造主としての自分を見極めて、
主人公となる道を開く」

ハーキマーダイヤモンド

ここに愛がある

［サポートカラー］
シルバー、
ゴールド、紫、ロイヤルブルー

［応援にくる高次元の存在］天之御中主、天照大神、七福神

2 月にぴったりの
カードは・
・
・

《石の名前 》

アメジスト

「新宇宙次元で、自由に羽ばたく！」

あなたが自由に羽ばたいている中で何よりもあなたが人生の主人公であると感じている
時を十分味わっていきましょう。何よりも、あなたが自分がどうしたいか？自分が輝くため
に何が大切か？あなた自身の表現する力が引き出され、もう必要のない枠から抜け出し
て、新しい人生のシナリオ（脚本）で生きるチャンスがやってきています。

ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、1月・2月・

アメジストは、神聖な深い愛情と、霊的
なパワーをもつクリスタル。真実の愛
を引き寄せ、育み、護るパワーを与えて
くれます。

Februaly

《石の名前 》

ユーディアライト

《メッセージ》

［応援にくる高次元の存在］
シリウスのマーメイドやイルカたち、金星の光のマスターたち、

可能性が目覚める

サナト・クマラとレディーヴィーナス、
アダマとラムー

サポートアイテム

持ち主の本来の輝いた姿を具現化し、
胸の内に眠っている才能や希望を開
花させることから
「ドリームクリスタル」
とも呼ばれます。人生を切り拓いていく
時、強力にサポートしてくれるでしょう。

3 月にぴったりの
カードは・
・
・

［サポートカラー］マジェンダ、
メタリックピンク、
ダイアモンドレインボー

「ハーキマーダイヤモンド」

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

3月

March

「次元間の旅を通して、
多次元のハイアーセルフと共同創造する」
あなたが多次元ハイアーセルフと繋がって、
自由自在に次元間を行き来している感覚を掴み
ながら、
自分がどう在りたいか？どんなことに価値をおいて、
ライフスタイルを変化させてい
きたいか？日常が多次元との繋がりを持ち合わせていることに気づきながら、望む現実を地
球上で叶えていくときです。
自信を持って自由自在に自分の可能性を発揮していきましょう。

［サポートカラー］エメラルドグリーン、
ゴールデンピーチ、
シルバーブルー

「私は、あたらしい自分に
出会う準備が整っています」
「ユーディアライト」
ユーディアライトは宇宙意識と共鳴す
るクリスタル。直 感 力や知 恵を促 進
し、自然な流れの中で前進していくこ
と、豊かになっていくことをサポートし
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］
アンドロメダの光の天使たち、
大天使メタトロン、
プレアデスの大天使ラー
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S C の 部屋
ュのへや
スピリアル・コンシェルジ

この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。今回は海外講師の
コーディネーターを担当するベク智里さんです。

私の人生は私が決める！
ダイナビジョンに入社したのは2020年の1月。転職を考
えていた時に、ハローワークで求人を見つけたのがきっ
かけでした。まず普通の求人サイトにスピリチュアルの
仕事があるのにビックリして、「こんなのあったよ」と
スピ好きの友人に見せると、「あっているんじゃない、
受けてみたら」と言われました。占いやホ・オポノポノ
にはじまり、サイキック関連のYOUTUBEを見るなど、ス
ピリチュアルに少し興味はありま
したが、「大丈夫かな？」と
少々不安でした。ですがス
ピ嫌いの家族の反対にあい、
「私の人生は私が決める」
と受けるこ とを決 意し ま
した。また、ハローワー
クで偶然3回も担当してく
ださった方の後押しもあ
り、ダイナビジョンに働く
ことになったのです。

2021年にも来日が決定しているアレッサンドラ
が入社後最初の仕事で、なにがなんだか分から
い状態ではじまりました。ですが最終的に、講
師の素晴らしさを、「瞑想を始めたら、体が心
地よくなった」「咳がおさまった」「悩みが気
にならなくなった」などなど、たくさんのお客
様のフィードバックにより教わりました。その
後、スザンナやアンジー、ホリー＆ポールなど
の海外講師達やダイナビジョンのスタッフと関
わるうちに、自分自身もネガティブな考えが外
れていき、忙しくて思考がうるさくなっても
「頭の中が勝手に言っているだけ」と本当の自
分の声を聞く習慣がついてきました。お客様の
中にも、時間がないから、状況が難しいから、
「どーせ、受講できない」と何度もお悩みの問
い合わせをいただくことがあります。そんな時、
「迷っているなら、動いてみてはどうです
か？」と後押しさせていただきました。なぜな
ら、ネガティブな思いの裏には、「本当はやり
たい」という気持ちが隠れていると感じたから
です。でないと何度も、問い合わせをしないは
ず…と。特に2020年からはオンライン受講の環
境が整い、ライブ以外にも録画したセミナーを、
自分の好きな時に見ていただけます。結果、
「やって、よかった」と喜びの声をいただけま
した。今までは、東京や大阪など大都市での開
催がベースでしたが、オンライン受講なら気軽
に、全国、全世界から、スペシャルな海外講師
のイベントに御参加いただけますよ！
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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

「泳ぐように仕事をする」
心に余裕ができた“生き方”

海外講師のコーディネートをしていますが、講師ご
と、セミナーごと、引き継ぎを受ける担当者ごとで
やることが違うので、なれるまで、四六時中、頭の
中は仕事のことでいっぱいの状態でした。穴口恵子
さんにアドバイスを求めると、「泳ぐように仕事を
する」というメッセージが降りてき
ました。それが応援になり、
余計なことは考えずにスイ
スイ仕事をするように心が
けました。恵子さんは仕
事する時はスイスイと仕
事をして、食べる時は
「美味しい〜」と今を味
わい尽くして生きていま
す。恵子さんと話すと、
そんな恵子さんの“生き
方”を感じられるのです。
そのおかげで、今は以前よ
り、心に余裕ができたと思い
ます。なかなか多忙な恵子さん
とはスタッフも会う機会が多くは
ありませんが、会う度に色濃い印象
を残して去っていきます。その明るく気
さくなエネルギーとオーラには常に圧倒されま
す。みなさんも会えば、きっと分かるはずです！

みんなで…どんどん 「共同創造」♪

迷ったら動いてみる♪
「どーせ、できない」
で終わらせないで♡

Information

自分を活かして→みんなと「共同創造」
ダイナビジョンでは全社員が、今感じていることをシェア
する「チェックインサイド」が、朝礼の恒例です。感じた
こと、考えていることを、発言し合える環境の中、スタッ
フひとりひとりの発する言葉に、私自身が感化されていま
す。ですから、仕事内容についても、「〜するのはどうで
すか」と自由に提案できます。入社1年目は未知の世界に
飛び込んで手探り＆駆け足でしたが、2021年からは、ど
んどん自分の意見を出すなど自分を活かして、海外講師と
ダイナビジョンのスタッフとお客様と、ワクワク「共同創
造」していくことが目標。そう、読者のみなさまが海外講
師と出会っていただくことで生まれる「奇跡」を『共同創
造』させていただきたいです。

ベク智里…海外コーディネーター。夫と猫1匹と暮ら
しています。以前からスピリチュアルの分野に興味が
あり、2019年の秋頃からスピリチュアルの奥深さを
知りました。その後ダイナビジョンで働くご縁をいた
だき、今ではアンジー、アレッサンドラ、スザンナ、ホ
リー＆ポールを担当しています。講師によってそれぞ
れの特色があり、楽しく仕事させていただいておりま
す。
また、一緒に働くメンバーやお客様からも日々新しいことを学ば
せていただいております。

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。
※振込先の情報は購入するサイトごとに異なりますので、各サイトの振り込み情報をご確認よろしくお願いいたします。
※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。

Cosmic Vision Quest
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Schedule 2021.1-3
新月

1
fri

24
25
26
27
28
29
30
31

sun

sat
sun
mon

tue

21
22
23
24
25
26
27
28

sun

thu
fri

【PS】Jay[東]

sat

【認】PLI2[東]【PS】二村ゆかり[東]【PS】山本明子[愛]
【WS】DST瞑想会[東]

wed 【PS】真[群馬]
thu
fri
sat

【PS】MIKA[東]

sun

【PS】由起[東]【PS】森悠江[東]【WS】FSP練習会[東]

mon 【PS】SONOMI[東]【WS】PLI.DBR[東]
tue
wed 【WS】DST瞑想会[東]
thu

【PS】
ミッシェル[東]

fri

【PS】Mirei[香川]

sat

【PS】ACCO[東]【PS】Jay[大]【PS】山本明子[愛]

sun

【PS】大熊めぐみ[東]
【WS】
オーラの教室[東]【PS】新井幸代[東]

thu
fri
【PS】
ミラクル[大]【PS】Sasha[東]【PS】二村ゆかり[東]

mon 【PS】添田さおり[大]
tue
wed
thu

【PS】ハル[東]遠隔【PS】秋田順子[大]

fri

【WS】FSP練習会[東]【PS】
エリー[東]

sat

【PS】五百田小聖[東]遠隔【PS】Jay[東]

sun

【PS】Sasha[東]

2

February

mon
tue
wed 【PS】真[群馬]
thu

瞑想フェス[東]【PS】秋田順子[大]

fri

【PS】Mirei[香川]

sat

【PS】Sasha[東]【WS】FSP練習会[東]

sun

【WS】PLI.DBR[東]【PS】由起[東]

mon
tue

tue

【PS】森悠江[東]

wed
thu

【PS】ハル[東]

fri

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]

sat

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【PS】
エリー[東]

sun

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【PS】樋口貴子[大]

3

wed

sat

【認】PLI2[東]

mon 【PS】
ミラクル[大]【WS】DST瞑想会[東]【WS】FSP練習会[東]

【WS】
グループヒプノ[大]

mon
tue

満月

【WS】
オーラの教室[東]

wed

tue

【WS】瞑想会[東]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

【WS】DST瞑想会[東]

wed
thu

【PS】MIKA[東]

fri

【PS】五百田小聖[東]【PS】添田さおり[大]

sat

【PS】ACCO[東]【WS】
グループヒプノ[東]

sun

【PS】Jay[大]【PS】大熊めぐみ[東]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

mon

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

tue

【WS】
オーラの教室[東]

wed

【PS】SONOMI[東]

March

tue
wed

【PS】真[群馬]

thu

【PS】秋田順子[大]

fri

【PS】Mirei[香川]

sat

【PS】由起[東]

sun
mon 【WS】DST瞑想会[東]
tue

【PS】MIKA[東]

wed
thu

【PS】MIKA[東]

fri

【PS】ACCO[東]【WS】FSP練習会[東]

sat

【認】PLI2[東]【PS】Jay[東]【PS】二村ゆかり[東]

sun

【認】PLI2[東]【PS】Sasha[東]【PS】樋口貴子[大]

mon 【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]
【WS】PLI3修了者の為の1Day[東]

thu
fri

【PS】五百田小聖[東]

sat

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【WS】FSP練習会[東]

sun

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【PS】大熊めぐみ[東]

mon 【PS】
ミッシェル[東]【WS】
PLI.DBR[東]【WS】
グループヒプノ[東]
tue
wed

【PS】新井幸代[東]

thu

【PS】
ミラクル[大]

fri

【WS】DST瞑想会[東]【PS】ハル[東]

sat

【認】
PLI1[東]【PS】
山本明子[愛]【PS】
Jay[大]【PS】
森悠江[東]

sun

【認】PLI1[東]

mon 【WS】FSP練習会[東]【PS】エリー[東]
tue
wed

mon

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

1
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vol.
ふろく
「風の時代カード」

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

