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「あなたには霊が憑いています。」

そう⾔われたら、あなたならどんな感情を抱きますか?

⼤抵の⼈は「怖い」「嫌だ」と思うのではないでしょうか?

そして憑いているのなら早く取って欲しい!と思うでしょう。

私も昔はそうでした。

でも、この恐怖は霊さんのことを「知らない」から起こる恐怖です。

憑いていること⾃体は、全然怖いことではないのです。

テレビでは毎年夏になると、必ずと⾔っていいほど「霊の恐怖体験」を

特集しますよね。

昔こういう番組を間違って⾒てしまった⽇には、夜怖くてトイレに⼀

⼈で⾏くことが出来ませんでした(笑)

でも、よ∼く考えてみてください。

霊さんって、つい昨⽇までは私たちと同じ⼈間でした。

それに霊さんの中には⾃分が⼤好きだったご先祖様や知⼈もいるか

もしれません。

それを成仏出来ていないというだけで、忌み嫌うのはとてもかわいそ

うです。

 

は じめに・・・
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私がこんなことを書くのは、私が今までセッションなどで数多くの霊さ

んたちをみてきましたが、世間で⾔われているような

「驚かしてやろう」

「災いをもたらしてやろう」

と思っている霊さんはほんの⼀握りしかいなかったからです。

残りの99%は、憑いている相⼿を思いやる私たち⽣⾝の⼈間と何も

変わ らない優しい存在でした。

多くの霊さんは、ただ 成仏できずに迷⼦になっているだけ なのです 。

また、⼈間の形をしたイメージがあるので⽣々しく思ってしまうかもし

れませんが、実際の霊さんたちは私にはシャボン⽟のように感じられ

ます。

迷⼦の霊さんさんたちは、浄化で成仏させてあげることが出来ます。

このE-bookでは、浄化の⼤切さも含めて霊さんについてガッツリお

勉強してもらおうという内容になっています。

霊さんさんたちに対する世間の誤解がいつかなくなれば良いなぁと願

っています。
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STEP1

霊さん基礎知識

こんにちは。ゆぅです。

これから霊さんについて、少しずつお話をしていきたいと思います。

そ の前に・・・ 

これからお話するのは、あくまで私、ゆぅがこれまでに体験したり、交

信したりして得た情報になります。

霊さんについての⾒解は、世の中にとても沢⼭あります。

そして、どれが正しくてどれが間違っている・・・というのはないと思っ

ています。

それぞれがそれぞれの思いで、霊さんについて語っていると思います

ので、私と考えが違うからと否定するつもりはありません。

逆に皆さんが読んでいて、受け⼊れられない考え⽅など出て来ました

ら、無理に鵜呑みにする必要はありません。

皆さんが違和感を感じずに、 受け取れるところだけを受け⼊れて 読む

ようにしてくださいね。

それでは、まず「霊さんの基礎知識」からお話していきます。
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霊さんたちが本来いるべき場所・・・

それは「 霊界 」です。

私たちが住んでいるところは「 ⼈間界 」 もう少し⾔うと、天使や悪魔がいる

ところは「 天界 」になります。

霊界は、私たちの⼈間界よりも波動が⾼い世界です。

素粒⼦の振動が速いので、私たちが⾁眼で霊さんを⾒ることは出来ませ

ん。

時々⾁眼で霊の姿が⾒える⽅がいらっしゃいますが、

それは、霊さんの⽅がわざと、もしくは無意識に波動(エネルギー)が落ちて

いて、その波動に⾃分の⾁体の波動が合った時に⾒ることが出来る仕組み

のようです。

また、霊さんの波動に合わせやすい体質というのも存在するようです。

話 が逸れましたが、本来「霊さん」たちは「霊界」にいなくてはいけません。

霊さんのいるべき場所
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幽霊について

幽霊は、霊界からのお迎えを断り、この世に残ると決めた⼈たちのことで

す。

この幽霊さんたちは、まだ成仏することが出来ていません。

お迎えを断る理由は様々ですが、この世に 未練 や 執着 があるというのが

⼀番多い理由だと思います。

「⼤切な⼈を残して死んで⾏くことが不安」

「まだやり残したことがある」

この世に留まってしまった霊さんたちには、皆さん⼤切な理由があるので

す。

通常⼈間は死んだ後、成仏してから「霊界」に⾏きます。

亡くなってから、道に迷わないようにとあの世からのお迎えが2∼3⼈来

てくれると⾔われています。

そのお迎えの⼈たちに素直について⾏けば、成仏して霊界に⾏くことが出

来ます。

ところが、このお迎えを断る⼈たちがいます。

断ってしまったらどうなるのか・・・?

それが次にお話する幽霊になります。

YUKO SHIMOMURA©2020 6



幽霊について

ここで霊さんの種類についてお話しましょう。

まず⼤きく2つに分けてみます。

1.成仏したチーム 

2.成仏していないチーム

これは先程もお話したように、お迎えに従ったか、断ったかで別れます。

ま ず、1つめの「 成仏したチーム 」 

このチームも更に、成仏して「霊界」にいるグループと、「⼈間界」にいるグル

ープとに分けることが出来ます。

成仏して霊界に⾏った後でも、⼈間界の様⼦が⼼配でまるで旅⾏に出かけ

るようにして⽤事がある時だけ、⼈間界に降りて来るということが出来るの

ですが、それとは別に、ずっと⼈間界に⾏きっぱなしでせっせかと働いてい

る霊さんもいます。

それが皆さんご存知の「 守護霊さん 」になります。 

守護霊さんは、朝晩関係なく、⾃分が守護したい⼈の肩の辺りについて守

護する相⼿を守ったり、アドバイスをしたりしています。

霊さんの種類
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幽霊について

私たちは知らず知らずのうちに、守護霊さんに危ないところを守ってもらっ

ていたり、⾃分のひらめきとしてアドバイスを受け取っていたりします。

守護霊さんは、ついている⼈のステージによって途中メンバーチェンジも

あります。

また、⼀⼈で何⼈も掛け持ちしている守護霊さんも珍しくありません。

霊界は「 時空 」というものがなくなりますので、時間も好きに⾏き来出来ま

すし、瞬間移動も可能になります。

また、守護霊さんは、⾎の繋がったご先祖さまがなることが多いというのも

特徴の1つです。

守護霊さんたちは「 ⾎筋 」というものをものすごく⼤切にします。

そのため、特に結婚について⼝出ししてくる守護霊さんは多いです。

⼝出しと⾔っても、実際には話して伝えることが出来ませんので、⼈の⼝を

使って結婚を破断にさせようとしたり、タイミングを狂わせようとしたりし

て働きかけます。

本⼈は結婚を望んでいるのに、⾊々邪魔が⼊るという時は、もしかしたらご

先祖様が邪魔をしているのかもしれません。

そしてそんな時は「ご先祖様を説得する」という解決⽅法があることを知っ

ておくと良いかと思います。
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幽霊について

で は、次に「 成仏していないチーム 」について説明しますね。 

成仏していないチームは、最初にお話した「 幽霊 」になるのですが、こ

の中でも⼤きく次の2つに分けることが出来ます。

◆浮遊霊 

◆動物霊

それでは1つずつ説明していきますね。

◆ 浮遊霊 

まずは「 浮遊霊 」。

これは、⼀度は霊界へのお迎えを断ったものの、その後⼈間界をさま

よって迷⼦になっている⼈たちのことを⾔います。

だから「浮遊霊」さんたちの多くが、実は「 早く成仏したい 」と思って います。

でも⼀度お迎えを断ってしまうと、いざ⾃分が成仏しようと思っても、

中々成仏出来るチャンスがありません。

待っていればいずれは成仏出来るシステムになっているのですが、霊界

は⼈間界とは時間の感覚が違うので、誰の⼿も借りず⾃然に 成 仏する ため

には、何百年も待たなくてはいけないことも多いのです。

⼈間界に残り続けることは、霊にとっては不⾃然な状態です。

そのため、様々なリスクを伴います。
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幽霊について

1つはお腹が空くこと。

霊も動くためには、エネルギー源の補給が必要になります。

成仏して霊界に⾏っていれば、好きなだけエネルギー補給が出来るので

すが、この世に留まってしまうとそれが出来ないので、いつもお腹を空

かせている状態です。

そ して、もう1つ。 

⻑く留まれば留まるほど、未練や執着などの念だけが残って、逆に⽣き

ていた時の「記憶」がどんどんなくなってしまいます。

⾃分がどんな髪型をして、どんな服装をしていて、どんな⽣活を送って

いたのか・・・など、だんだん分からなくなります。

でも、この世に残ろうと思った時の未練や執着などの「念」は、逆に強

く残ることになります。

テレビや映画などで出て来る幽霊たちは、ボロボロの服装だったり、貞

⼦のように髪がぼさぼさで⻑かったり・・・

とても清潔感のあるいで⽴ちではないですよね?

あれは本来の⾃分の姿を忘れて、念に⽀配されてしまっている状態なの

です。

ただ、この状態はまだ成仏させることが出来ます。

そして、その霊さんが成仏する際、きちんとした清潔感のある本来の姿

に戻ることが出来ます。
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幽霊について

◆ 動物霊 

次は動物霊です。

よく誤解されがちですが、「 動物霊 」とは死んだ動物の霊ではありません。

動物たちはとても純粋なので、まず浮遊霊というものが存在しません。

だから亡くなればすぐに成仏しています。

仕事上、悲しむ飼い主さんのそばに寄り添うように戻って来ているペッ

トさんたちをよく⾒かけるのですが、ちゃんと成仏を終えてから戻って

来ています。

で は、「動物霊」とは何なのでしょうか?

先程、映画の貞⼦のお話をしましたよね。

だんだん記憶が薄れていき、念だけが残る・・・

実はその後にはまだ続きがあります。

念に⽀配されて、もっともっと記憶がなくなっていき・・・

とうとう⾃分が⼈間だったことすらも忘れてしまいます。

使っていた「⾔葉」も忘れてしまいますので、私達⼈間が話しかけても

⾔葉が通じません。

⾔葉すら通じない相⼿。

だからこの幽霊さんたちのことを「動物霊」と呼んでいます。
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念に⽀配されていますので、制御もきかず、かなりひどいことをする動物霊も多い

と聞きます。

あまりの波動の低さのため、雰囲気の良いところ、すなわち波動の⾼いところには

⾏くことが出来ません。

逆を⾔うと、肝試しに使われそうな幽霊の⽬撃情報の多いところには、動物霊が沢

⼭集まって来ています。

だから、むやみやたらに、そのような場所に⾏かないようにしましょう。
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● まとめ ●

以上、霊さんの種類についてお話してきましたが、 

世の中で、恐れられている「 幽 霊」

ほとんどの場合それは、念に⽀配され始めて記憶を失いかけている「浮遊霊」

や、念だけになって⼈間であったことを忘れてしまった「動物霊」のことを指し

ています。

そしてその中で実際に⼈間に危害を加えるのは、ほんの⼀握りにしかすぎま

せん。

全体から⾒れば、数パーセント程度です。

残りの90%以上の浮遊霊と呼ばれる⼈たちは、私たちに危害を加えない ば

かりか、私たちのためを思ってくれている霊さんたちも沢⼭いるのです。

まずはそのことを理解しておいてくださいね。

ただ浮遊霊さんたちは、そのままではお腹が空いてしまいます。

では、浮遊霊さんたちはエネルギー補給を⼀体どこからしているのでしょう

か?

次回は、「霊さんのご飯」や「霊さんが憑く」ということについてお話したいと思

います。
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STEP2

霊さんが憑いている場所

STEP 1で学んだ基礎知識はどうだったでしょうか?

初めて知った情報もあったのではないかと思いますので、ぜひ霊さんのこと

を理解して次を読み進めて下さいね。

今回は、「霊さんが憑いている場所」についてお話していきます。

「皆さんには霊が憑いていますよ」

もしそう⾔われたら、どんな気持ちになりますか?

多くの⽅は「ひょえー」と怖くなると思います。

何故怖くなるかと⾔えば、憑いている霊さんに乗っ取られてしまって、病気に

なって動けなくなったり、⼈格が変わってしまったり、最悪死ん

でしまったり・・・

などなど、世の中には、霊に取り憑かれて恐ろしい⽬に遭うお話が溢れていま

すよね?

今⽇は、「霊が憑く」というのがそんなに怖いことではないんだよ、というお話

をしていきたいと思います。
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実は、世の中の⼈、 ほぼ全員 霊さんに憑かれています。 元気で明るい⼀般の

⽅でも、平均10-15⼈くらいは軽く憑いています。

ではどうして憑いているのでしょうか?

前回、この世で成仏出来ずに迷⼦になっている浮遊霊さんたちは、お腹を空

かしている・・・とお話したのを覚えていますか?

では、そのエネルギー補給はどのように⾏われているのでしょうか?

正 解は、私たち⽣⾝の⼈間のオーラを⾷べて補給しています。 

正確に⾔うと、オーラの外側にぴとっとくっつくことで、オーラのエネルギー

を吸収しています。

私たち⼈間は、常に オーラ からエネルギーを放っています。 

そのオーラのエネルギーを補給することで、浮遊霊さんたちはこの世で⽣き

て⾏くことが出来るのです。

みんな霊に憑かれている!?
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ほとんどの浮遊霊さんたちは、オーラの「どか⾷い」はしません。

必要な分だけ、遠慮がちに⾷べていますので安⼼してください。

前回もお話したように、悪事を働く霊はほんの少しです。

ほとんどの浮遊霊さんたちは、「憑いても良いですか?」と私たちの魂

(潜在意識)に確認してから、オーラにくっついて、遠慮しながら必要最低

限のエネルギーを吸収しています。

YUKO SHIMOMURA©2020 16



この世の全てのものを造り出している「量⼦」には必ず重さがあります。

この世に残ることを決めた浮遊霊さんたちのエネルギーも、当然重さがあり

ます。

10-15⼈オーラの外側に乗っかったくらいでは、憑かれている本⼈はど

うもありませんが、これが⼈混みなどに⾏き、400-500⼈とつけた場合

はどうなるでしょうか?

1⼈1⼈は遠慮がちに⾷べたとしても、ものすごい量のオーラを⾷べられ て

しまうことになってしまいます。

それに、かなりの重さになりますので、オーラは薄くなったり凹んだりしてし

まいます。

霊さんたちは上から乗っかる傾向にありますので、

頭、⾸、肩、背中など上半⾝に、痛みや凝りなどの⾁体的症状が出て来てしま

います。

⼈混みなどに出かけて、

・頭が痛くなる 

・吐き気が起こる 

・肩こりがひどくなる 

・⾸が痛くなる etc.

上記のような症状が出た時は、「 霊障 」の可能性が⾼いです。

霊にも重さがある
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もちろん、⾎流を良くしたりもみほぐしたりすることで症状は良くなる

と思いますが、

霊障の場合は、「浄化」をしてしまった⽅が、⼀瞬で不快な症状を治すこと

が出来ます。

※「浄化」とは、浮遊霊さんたちを成仏させて、光に返すことを⾔います。これは後の章

でじっくりお話しますね。

それでは話を元に戻します。 

今、お話してきたのは「 オーラの外に憑く浮遊霊さん 」のお話でした。

でも、霊さんが憑くところは、オーラの外側だけではありません。

これから、「霊さんが憑く場所」についてお話していきます。

霊さんが⼈に憑く場合、⼤きく分けて以下の3か所になります。

◆オーラの外

◆オーラの内側で⾁体の外

◆⾁体の中

それでは1つ1つ説明していきますね。

霊さんが憑く場所
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◆ オーラの外 

これは、エネルギーの吸収だけが⽬的で、オーラの外に張り付いている

状態です。

平均で、1⼈辺り10∼15⼈くらいは、常時憑いています。

この時本⼈は憑かれているという⾃覚が全くありません。

⼈混みなどに出かけて、⼀気に400∼500⼈くらい憑くこともよくあり

ます。

そうなると、総重量が多くなるので⾁体に影響が出て来ます。

◆ オーラの内側で⾁体の外

成仏出来ずにいる浮遊霊さんが、⽣きている⼈間の波動とピッタリと⼀

致した時にお互いに磁⽯のように引き合ってしまって、その⼈のオーラ

の内側にすぽっと⼊ってしまうことがあります。

⾁体の中までは⼊っていないのですが、⻑い時間をオーラの内側で過ご

すことになるので、憑いている相⼿との区別がつかなくなり、憑いている

相⼿を⾃分だと錯覚し始めます。

この場合、⼈間の⽅も 浮遊霊の気持ちを⾃分の気持ちと勘違いする こと

があります。

これは私も経験があります。

これについては違う回で詳しくお話しますね。

悲しみなどで⼈間の 波 動がとことん落ちて低くなった時に、引き合っ て

⼊ってしまうことが多いようです。
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⼩さい頃に⼊ってしまい、何⼗年も⼀緒にいるということも珍しくあり

ません。

ただ先程もお話したように、⾃分だと勘違いしていますので、悪気は全

くありません。

むしろ⾃分が浮遊霊だと気づいた後も、憑いている⼈間の 幸 せを願っ

てくれたりします。

◆ ⾁体の中

浮遊霊が⾁体の中に⼊ってしまうことを「 憑依 」と⾔います。 聞いただけ

で、怖いですね。

⾁体の中まで霊さんが⼊ってしまうと、もちろん⾁体も操作されること

になります。

⾃分の中に⾃分が閉じ込められているような感じになってしまいます。

波動の低い霊さんたちの⼀番の⽬的は「⾁体を持つ」こと。

ただ安⼼して欲しいのは、⾁体にまで⼊ってしまう霊さんは影響⼒があ

る⼈に⼊ることが多いです。

崇拝されている⼈とか、世界征服を狙えそうな⼈とか・・・

⼀般⼈は狙われることはまずありません。

そうは⾔っても怖いと思われる⽅に憑依するような浮遊霊に会わないお

まじないを教えますね。
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それは⾃分の⼈⽣の中で 「会わない」と決める こと。 

拍⼦抜けするかもしれませんが、簡単なのでぜひ実⾏してみてください

ね。

これを読んだら、すぐに⼼の中で宣⾔しておきましょう。
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霊さんは⾃分のオーラに憑いているのが普通と⾔っても、やたらめった

ら憑くものではありません。

霊さんたちはある法則に従って憑いています。

その法則とは・・・?

「 同じ波動の⾼さの⼈に憑く 」です。

そもそも波動とは何でしょうか?

この世にあるものは、全て波動で出来ていると⾔われています。

「波動」とはエネルギーの波を指します。

その波の振動が速いと「 波動が⾼い 」、遅いと「 波動が低い 」、という⾔い

⽅をします。

例えば、相⼿の⾁体は⾁眼で⾒ることが出来ますよね?

でも相⼿の⼼は⾁眼では⾒ることが出来ません。

これは、⾁体の波動の⽅が低くて、精神の波動が⾁体の波動よりも⾼い

からです。

   

憑き⽅の法則
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⾁眼は、あくまで⾁体よりも低い波動のものしか⾒ることが出来ませ

ん。

だからと⾔って、波動が低いからダメ、波動が⾼いから良い、というわ

けではありません。

ただ、感情⾯で⾔えば、Happyな気分な時は波動が⾼く ネガな気分の

時は波動が低くなります。 

感情の波動は、1⽇の中でも波のように、沢⼭変化します。

ネガネガな気分の時、波動は下がります。

そしてその波動と同じ波動の、お腹を空かせた浮遊霊さんが「ご飯⾒っ

け♪」と皆さんに憑いたとします。

でもその直後、皆さんがお笑い番組を⾒て、ふふっと笑ったとします。

そうすると、波動は急にぱーんと上がりますので、今憑いていた浮遊霊

さんが「あーれー」と⾶ばされて外れてしまいます。

そして、新しいその波動の⾼さのレベルにいる浮遊霊さんがまた、「ご

飯、⾒っけ♪」とやってきて憑くのです。

少しイメージ出来ましたか?

そして、浮遊霊さんは波動の低いレベルにうようよ沢⼭いらっしゃいま

す。

波動のレベルが⾼くなればなる程、霊さんたちの⼈⼝密度は少なくなり

ます。

そのため浄化などでいつも⾃分を整えて、⾃分の波動を安定して⾼く保

つことで、むやみやたらに霊さんが⾃分に憑くのを防ぐことが出来ま

す。
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⼈が多く集まる場所では、知らず知らずのうちに浮遊霊さんたちの⼤交

換会が⾏われています。

特に明暗がはっきり分かれるのは「 病院 」です。 

病院に⾏って、元気になって帰る⼈と、逆に具合が悪くなって帰る⼈が

います。

病院はそもそも、⾁体の波動が落ちている⼈たちが集まります。

⾁体の波動が落ちれば精神の波動が落ちますし、精神の波動が落ちても⾁

体の波動が落ちます。

表 裏⼀体なんですね。

病院に⾏って元気になる⼈は、⾃分に沢⼭憑いていた浮遊霊たちがもっと

⾃分に合う美味しそうなオーラの⼈を⾒つけてそちらに⼤移動するため、

スッキリ荷を下ろした感じになります。

⼀⽅、病院に⾏って余計具合が悪くなる⼈は、他の⼈に憑いてきた浮遊霊

さんたちを全部受け⼊れて迎え⼊れてしまい、物凄い数の浮遊霊さんたち

を背負って家に帰ることになります。

同じような場所は他にもあって、「 学校 」などでも⼤交換会が常に⾏われて

います。

では逆にディズニーランドのような テーマパーク はどうでしょうか? テー

マパークって、みんなウキウキ、ワクワクする場所ですよね? 

基本的に波動が⾼い⼈たちが集まる場所です。

浮遊霊の交換場所
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だから、テーマパークに⾏って⼤量の浮遊霊を背負ってくる⼈はあまり

いません。

でも

「友達や家族につきあってしぶしぶ⾏った」

「全然楽しめなかった」

などという場合には、沢⼭背負って来てしまう可能性があります。

浮遊霊さんが憑いたり、離れたりするイメージが出来て来ましたか?
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皆さんもだいぶ「霊さん」について、詳しくなってきたのではないでしょ

うか?

通常の⼈でも、常時浮遊霊さんは何⼈か憑いているのですよ、というお

話をしてきましたが、

この章では、そもそも「霊さんが憑く原理」というのをお話していきた

いと思います。

幽霊・・・って⾔うと、沢⼭の⽬撃情報があるので、「⼈の形」をしている、と

思われがちです。

「10-15⼈は普通に憑いています」と前にお話しましたが、⼈間の⼤きさ

で⼈の形をした幽霊が10-15⼈も憑いている姿を想像された⽅もいらっ

しゃったかもしれませんね。

でも、あくまで私の場合は浮遊霊さんたちの姿は、シャボン⽟のような丸い

透き通った⽟に感じます。

そして、1個1個の⼤きさは、数センチ程度です。

⾒た⽬はビー⽟くらいなのですが、固いわけではなく、シャボン⽟のように

柔らかく⾒えます。

私は仕事柄⼈間の形で⾒なくてはいけないことがあるのですが、そういう時

は1体、1体に集中すると、 ⽣ 前のお姿を感じることが出来ます。

STEP3

霊さんが憑く原理

霊さんの形
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次は浮遊霊さんが⼈に憑く時、何が⾏われているのかについてお話して

いきます。

浮遊霊さんは、⾃分と同じ波動のオーラの⼈を⾒つけたら、すぐに憑くわけ

ではありません。

ある⼀定以上の波動を持った浮遊霊さんたちは、「今からあなたに憑いて

良いですか?」と確認してから憑きます。

でも、「そんなの許可した覚えはないよ」と思うかもしれませんね。

浮遊霊さんたちが許可をもらうのは、私たちが通常⾃分だと意識している「 

表層意識 」の部分ではなく、もっと奥深くの「 潜在意識 」に許可を 求めてい

ます。

この潜在意識の思いの違いで、霊に憑かれやすい⼈、そうでない⼈に分

かれます。

⼈混みに⾏ってよく具合が悪くなる⽅は、

潜在意識が霊さんたちに対して、「welcome(ウェルカム)」状態なんです。

潜在意識が「どうぞ憑いて下さい」って、もてなしのお茶でも出しそうな勢

いの⽅は、⼈混みに⾏くと沢⼭の霊たちに憑かれることになってしまいま

す。

霊さんが憑く瞬間

YUKO SHIMOMURA©2020 27



でも、霊さんに憑いて欲しいって思っている⼈なんていませんよね?

では、憑かせないためにどうしたら良いのか・・・?

そのために出来ることがあります。

それは、「 ⾃分と他⼈の区別をつけること 」 

浮遊霊さんたちに好まれる⼈は、⼀般的に「優しい」と⾔われている⼈が多

いです。 

相⼿の悲しみを、⾃分のことのように悲しんだり、 

相⼿の喜びを、⾃分のことのように喜んだりする 

相⼿の波動(機嫌)に振り回されるタイプの⽅です。

このタイプの⼈は「 魂 」が⾃分は⾃分。 

そして、みんなも⾃分だと勘違いしています。

「他⼈と⾃分の区別」がついていないのです。

⾃分に当てはまるなと思った⽅、霊障が強い⽅は

「これは⾃分の悲しみなのか?相⼿の悲しみなのか?」

まずはこの区別をつけるところから始めると良いです。

どうしたら憑かないの？
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相⼿に不幸なことがあって⾃分も⼀緒に悲しもうとした時に、⼀度⽴ち

⽌まって「これはこの⼈の悲しみ。⾃分に起きたことではない。」

そして「今、元気な状態の⾃分は、この⼈に何がしてあげられるだろう

か?」と考えるようにしましょう。

道端でお腹を空かせて倒れている

⼈がいるとします。

「⾃分は⾃分、みんなも⾃分」と思っ

ているタイプの⼈は

「とっても⾟そうですね。同じ⾟さを

感じたいので、私も横で断⾷します」

と⾔ってるのと同じなのです。

実際にお腹を空かせている⼈に出会ったときの⼀番良い⽅法は、⾷べ物

をその⽅に与えることですよね?

飢えて困っている⼈は、あなたに⾟さを⼀緒に味わって欲しいわけでは

ありません。

ここのところを理解して、常に「これは誰の感情?」、「今、⾃分は何をする

べき?」と意識していくと、だんだん魂が「⾃分と他⼈」の区別がつくよう

になって、やたらめったら浮遊霊さんたちをくっつけてしまうということ

がなくなりますよ。
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何度もお伝えしている通り、浮遊霊さんたちは、その⼈に対して悪さを

したくて憑いているわけではありません。

通常浮遊霊さんは、オーラの外側に憑くのですが、

その⼈の感情とリアルに同調してしまった時、引き合ってオーラの内側

にスポッと⼊ってしまうことがあります。

オーラの外側に憑くのと⽐べたら、かなり⾁体との距離が近くなります

ので、⼈間と浮遊霊がお互いに⼤きく影響します。

そ して、この場所に憑いてしまうと、浮遊霊さんが憑いている相⼿を⾃分

だと勘違いしてしまうことがあります。

◆ ⾃分は守護霊 

通常、守護霊は亡くなって成仏した後に、⾃分が守りたい⼈の守

護霊になります。 

ところが、オーラの内側に⼊ってしまった浮遊霊が、⾃分のこと

を 「守護霊」だと勘違いしている ことがあります。 

これは⾎縁関係にある「⾝内」に多い勘違いです。

浮遊霊さんは、⾃分の⼤切な「⾝内」を守りたい⼀⼼であれこれします

が、成仏しないまま憑いている場合は、何も⼒が発揮出来ません。

そして途中お腹が空いたりして、守護するどころか、その⼈のパワーを

減らすことになってしまいます。

勘違い

YUKO SHIMOMURA©2020 30



⾃分を守護霊だと思っている霊さんたちは、とても 素直 です。 

「守護霊になれていませんよ」とお伝えすることで、素直に浄化に応じ

てもらうことが可能です。

◆ ⾃分は本⼈ 

もう⼀つの勘違いとして、⾃分が憑いている相⼿(⼈間)を、⻑く憑いてい

ることで⾃分だと勘違いしてしまうことがあります。

そして逆もあります。

浮遊霊さんが感じた感情を、憑かれている⼈間側が、⾃分の感情だと勘

違いしてしまうのです。

⾁ 体とオーラの間に浮遊霊さんが⼊ってしまう、というのは、よっぽど波

動(感情)がお互いに⼀致した時なのですが、私の経験上、⼦供の頃に⼊っ

てしまうことが多いようです。

そして⼊る浮遊霊も、同じく⼦供の時に亡くなってしまった浮遊霊なこ

とが多いのです。

憑かれている⼈が学校に通い、⾊々な勉強をし、成⻑していく中、

浮遊霊さんも⼀緒に学び、そして成⻑します。

その過程で、⾃分は本⼈(⽣⾝の⼈間)なのだと勘違いしてしまうのです。

そして、それは逆も⾔えます。

浮遊霊さんが感じた感情を、憑かれている⼈は、⾃分の感情だと勘違い

してしまうのです。

YUKO SHIMOMURA©2020 31



コロコロと⾔うことを変えたり、感情が変わる⼈ は、オーラと⾁体の間

に、浮遊霊さんが憑いている可能性があります。

私もオーラと⾁体の間に憑かれた経験がありますが、後からよくよく考

えれば⾃分ではない感情があったなと分かりますが、その時には⾃分の

感情と浮遊霊さんの感情とは、全く区別がついていませんでした。

第三者から⾒た⽅が、客観的に⾒ることが出来るので、気づきやすいと

思います。

「先⽇と⾔ってることが全然違うよね」と感じたら、もしかしたらオーラと

⾁体の間に、浮遊霊さんが⼊っているかもしれません。

動物にも憑くの？

少し話題を変えますね。

アニマルコミュニケーションもしている関係上、上記の質問を受けるこ

とがあります。

答えは「 YES 」です。 

そして、動物に憑いているのも「⼈間」の浮遊霊です。

何故かというと、動物は亡くなるとすぐに成仏できるため、迷⼦になる動物の浮

遊霊さんはいないからです。

何故すぐに成仏出来るのかというと、⽣きているときに常に「今ここ」に⽣きて

いるからです。
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亡くなってから、飼い主さんのおうちを⾛り回るペットさんを⾒かける

ことがありますが、それはちゃんと成仏した後に遊びに来ています。

でも動物の場合、浮遊霊だけでなく、⾊々なエネルギーの影響を受けて

います。

⼀番影響が⼤きいのは、 飼 い主さんのエネルギーです。

⼀般的に、

⽝はネガなエネルギーを吸い取り、猫は良いエネルギーを与える

と⾔われています。

ただ、⽝は吸うことしかしない、猫は与えることしかしない、ということで

はなく、それぞれが「得意」ということみたいです。

ペットを飼われている⽅は、ペットに負担をかけないよう、出来るだけ

波動の安定を保つようにしたいですね。
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STEP4

霊さんの思い

この章では【霊さんの思い】について、お話していきたいと思います。

そもそも、このE-bookを書こうと思ったきっかけは、「霊さんの思い」が世間

⼀般には曲がった形で伝わっていることに気付いたからでした。

むやみやたらに忌み嫌われ、成仏できずに、迷⼦になってしまっている浮遊霊

さんたち。

でも浮遊霊さんたちは、私たち⽣⾝の⼈間と何も変わらず

喜んだり、悲しんだり、お腹が空いたりしています。

そして恐怖も感じています。

ただ、成仏せずにこの世に⻑くいればいるほど

⾃分の記憶が薄れ、成仏せずにこの世に残るきっかけとなった「 念 」だけに、⽀

配されて⾏くことになります。

私が今までセッションなどで、出会って、浄化により成仏させていただいて来

た沢⼭の浮遊霊さんたちは、⾃分のことよりも、⾃分が憑いている⼈間のこと

を⼼配するような、素敵な霊さんたちばかりでした。

そのことを、少しでも多くの⼈たちに知ってもらいたいなと思い、いつかチャ

ンスがあれば沢⼭の⼈に伝えたいと、ずっと思っていました。

沖縄のホテルに現れた霊さんたちの後押しもあり、こうやって霊さんた

ちの思いを書くことが出来て、嬉しいです。
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もし、まだ浮遊霊さんたちに抵抗がある⽅たちが、少しでも浮遊霊さん

たちのことを理解してくれたらなと願っています♪

私の体験談

霊さんの思いを伝えるには、体験談が分かりやすいと思います。

世の中には霊さんの体験談が沢⼭ありますが、その中から今回は、私の体験

談をお話しますね。

オ ーラと⾁体の間に浮遊霊さんが⼊ると、⾃分の感情と浮遊霊さんの感情の

区別がつかなくなる・・・

というお話を、前回させていただきました。

私はこの場所に憑いてしまった浮遊霊さんに、⼆⼈ほど光に帰っていただい

た経験があります。

最初は、スピリチュアルについて興味を持ち、独学で勉強を始めた頃でした。

天使や、⾼次の存在に繋がる練習をしていたある⽇、ふと⼼の中で声がしまし

た。

今思えば、割とスラスラと⾔葉を使って話しかけてきたので、何を⾔っている

のか理解できました。

実は、⾼次な存在や天使は、⾔葉を使ってメッセージをよこしません。
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何故なら⾔葉を使う⼈間界に⽣まれた経験がないからです。

何も知らないと、頭や⼼の中で⾔葉が聞こえた時、⾼次なところに「繋がった」

と思ってしまいがちですが、

あまりに⾔葉がスラスラ⼊って来る場合は、⼀度⼈間に⽣まれたことがある

存在だと思って警戒した⽅が安全 だと思います。

話を元に戻しますね。

ある⽇から、私の⼼の中で、会話をしてくるようになった存在・・・その⼦は⾃

分のことを「はる」と名乗りました。

今考えたら「春ちゃん」という⼥の⼦だったのだと思います。

そして、私が⼩さい頃にオーラの内側に⼊ったのでしょう。

当時、天使に繋がれた♪と勘違いしていた私は、暇さえあれば⼼の中のはる

ちゃんに語り掛けていました。

私とはるちゃんは、とても仲良しでした。

愚痴も聞いてもらったし、⼀緒に喜んだり、⼀緒にスピの勉強をしたり。

そ してある⽇私は、ネットで検索していて、「シータヒーリング」のHPに 辿り

着きました。

その時、はるちゃんから「これ受けなよ。⼈⽣変わるよ。」と⾔われました。

はるちゃんが⾔うなら...と、当時勤めていた会社の社⻑にクビ覚悟で有給を

申し出て、無事にセミナーの申込みをすることが出来ました。
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そして、このことがきっかけで、私の⼈⽣が良い⽅向に⼤きく変わって⾏くこ

とになるのです。

でも、シータを勉強してから半年くらい経ったころ、はるちゃんが急に無⼝に

なってしまいました。

名前を呼んでも、話しかけても、何も返答がないのです。

急に不安になって、シータで創造主に繋がって聞いてみたり、⼀緒にシータを

習った⽅にみてもらったりしました。

すると共通の答えが出ました。

「シータの応⽤のセミナーを受けたら解決する」

そのために、シータの応⽤のセミナーを受けることにしました。

基礎を受けた先⽣から習おうと決めていたのですが、何故かあっさり断られ

てしまい、違う⽅の応⽤を受けることになりました。

↑これも今考えれば、全部はるちゃんが導いてくれていました。

応⽤セミナーの初⽇。

⾊々な感情をダウンロードしていくのですが、その中で「⾃信とはどういうこ

とか分かっています」という⾔葉をダウンロードしようとした時

「そうそう。あなたに⾜りないのはこれだよ。これ」

半年ぶりにあのはるちゃんが帰って来たのです。
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とても嬉しくて、

「応⽤を受けたら解決する」というのはやはり正しかったんだ。

そう喜んだのでした。

と ころが・・・午後になって、背中がとても痛くなってきました。 

先⽣が「体のどこか痛い⼈いませんか?」と⾔われたので、「背中が痛いです」

と伝えたところ

 「 あ、本当だ。誰かはがれかかってますね 」と⾔われたのです。

急にそれが何を意味するのか理解した私は、⼀気に寂しさがこみあげてきま

した。

そして、もうわけが分からず、号泣してしまいました。

冷静な⾃分もいて、「どうして私はセミナーを中断して、迷惑をかけてまで、泣

いているんだろう?」と思ったりもしていました。

でも中から中から、「 寂 しい、寂しい」という感情が溢れて来るのです。
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今考えれば、それは私の感情でもあり、そしてはるちゃんの感情でもありまし

た。

「 寂しいのは分かるけど、光に返ってもらわないと、あなたの波動がこれ以上、

上がれないから 」

そう先⽣から説明を受けました。

そして「この⼦は上がる覚悟が出来ているよ」と⾔われました。

そ うです。 

はるちゃんは、私がスピの勉強をしたことで、⾃分が何者なのか、私よりも先

に気付いてしまっていたのです。

⾃分がずっと⼀緒にいたら、私が夢を叶えることが出来ない。

そして急にいなくなったら私が悲しむと思い、しばらく無⼝になることで、お

別れしても⼤丈夫なように、私が⼀⼈で⽣きて⾏く練習をしてくれていたの

でした。

今でもその時のことを思い出すと、泣いてしまいます。

そして、時々はるちゃんのことを思い出して、

「あなたが光に帰ると決意してくれたおかげで、私は沢⼭の夢を叶えることが

出来たよ。 あ りがとう」

と⼼の中でお礼を⾔っています。

もちろん、返事はありませんが・・・。
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そして、あれ以来、⼀度もはるちゃんと交信出来ていません。

もしかしたら、もう⼈間に⽣まれて来ているかもしれない・・・。

いつか⼈間同⼠で、再会出来たら良いな♪

そして直接お礼が⾔いたいな。

そんな淡い夢を抱いて過ごしています。

オ ーラの内側に憑くというのは、それだけ感情や波動が同調したということ

です。

⾃分にそっくりなのです。

だからお互いに感情を勘違いしてしまうし、他⼈だと気づいたとしても気が

合うので、お互いを⼤切に思います。

私にヒーリングセッションを申し込んでいただく⽅たちは、⾃分の意志で申し

込んだつもりで、実は 誰かに申込みさせられている ことがとても多いのです。

それは、ご先祖様や守護霊であったり、天使であったり、⾼次な存在であった

り・・・

そして、その⽅に憑いている浮遊霊さんだったりします。

最初はその⽅⾃⾝だと勘違いして憑いているのですが、その⽅がスピについ

てお勉強を始めると、最初は⾯⽩くてどんどん⼀緒に学習しているのですが、

ある⽇突然⾃分が何者か、気付いてしまうのです。

そしてしばらく葛藤するのですが、その後光に帰る覚悟を決めて、セッション

の申込みをさせたりするのです。

どんな思いで、⼀⼈で覚悟を決めてくれているのかなと思うととても⾟いで

す。

「死ぬ」ということを、もう⼀度味合わないといけないわけですから…
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特に最近の⼈たちは、「 ⾎筋 」ってあまり気にしませんよね。

⾝分の差もあまりないですし、恋愛も⾃由ですし・・・

でもなぜか、あの世に⾏くと、⾎筋はとっても⼤切なものらしいです。

⼀族が根絶やしになってしまうことを、極端に嫌う傾向にあります。

私ももしかしたら、ご先祖様にまんまとやられたかも・・・と思っていること

があります。

私の家系は、私で最後でしたが、姉も私も婿養⼦を取ることを選ばず、そ

れぞれ嫁ぎました。

姉には⼆⼈⼥の⼦が⽣まれ、そして私には男の⼦が⽣まれました。
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...で、息⼦が⽣まれた途端、当時の夫が豹変しまして、DVが始まり、5年後

離婚を決意して実家に戻り、元の苗字に戻しました。

結 果、私の息⼦が後継ぎに・・・ 

⾃分も、守護霊さんたちの策略にまんまとはまったのかもって思ってし

まいます。

それくらい、⾎筋へのこだわりが激しいのです。

結婚しようと思っても、それ⾃体が守護霊さんたちに邪魔される場合も、

少なくありません。

そういう場合は、過去の ご先祖様がしたと思われる契約などを解除する

ことで、解決することがあります。

ただ、ご先祖様全員が同じ思いでいるわけではなく、本⼈の思いに寄り添

ってくれるご先祖様もいらっしゃいます。

そんな⽅が、私のところにセッションに連れて来てくれたりします。

⾎筋同⼠で仲が悪い場合もあります。

今回は詳しくは書きませんが、平家と源⽒などが代表的ですね。

そのことについてのコラムがありますので、お時間がある時に読まれて

みてください。
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魂のルーツを探す旅

https://dolphin-

rose.com/%e9%ad%82%e3%81%ae%e3%83%ab%e3%83

%bc%e3%83%84%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%81%99

%e6%97%85/2791/

平家のお墓参りに⾏ってきました(その1)

https://dolphin-

rose.com/%e5%b9%b3%e5%ae%b6%e3%81%ae%e3%81

%8a%e5%a2%93%e5%8f%82%e3%82%8a%e3%81%ab%

e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%8

1%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%88%e3%81%9d

%e3%81%ae%ef%bc%91%ef%bc%89/2803/

平家のお墓参りに⾏ってきました(その2)

https://dolphin-

rose.com/%e5%b9%b3%e5%ae%b6%e3%81%ae%e3%81

%8a%e5%a2%93%e5%8f%82%e3%82%8a%e3%81%ab%

e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%8

1%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%88%e3%81%9d

%e3%81%ae2%ef %bc%89/2809/

ご 先祖様たちはあの世でも、⾊々頑張って下さっているようです。
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前回までの4回で、霊さんについて⾊々とお勉強していただきました。

ほとんどの霊さんたちは悪気がないということを、分かっていただけたこと

と思います。

ただ・・・⼀⼈、⼀⼈は悪気がなかったとしても、

それが⼤量にオーラの外に憑いてしまうと、⾊々と弊害が起きてしまうこと

もお話しました。

今⽇は、それらを解消することが出来る「 浄化 」について、お話しさせていただ

きます。

そもそも浄化とは何でしょうか? 

辞書で引くと「 綺麗にすること 」と書いてあります。

私の捉え⽅としては、オーラの周りについた

・浮遊霊

・⾃分から出たネガなエネルギー 

・⽣きた⼈からのサイキックアタック 

などの 不要なものを取り除き、光に返すこと だと思っています。

STEP5

浄化の⼤切さ

浄化とは？
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ここで⼤切なのは、「光に返す」ということです。

こ こで質問です。 

皆さんは、「 除霊 」と「 浄霊 」の違いをご存知ですか?

どちらも憑いている浮遊霊を、その⼈から外すという意味では同じなの

ですが、その後の処理の仕⽅が違います。

「除霊」は、取り除くだけで、そのもの⾃体を成仏させてあげるということ

をしません。

⼀⽅、「浄霊」は浮遊霊さんを取り除いた上、光に返して、成仏させること

を⾔います。

迷⼦をそのまま放り出して、また迷⼦にさせるか、迷⼦をおうちに戻して

あげるか

この違いだと思って下さい。

「除霊」は、確かに⼀時的には症状は良くなりますが、⼤抵の場合、外され

た浮遊霊さんが意地になって、元の⼈のところに戻って来てしまいます。

私も実際、しばらくして戻って来て、ひどい⽬に遭っている⽅を知ってい

ます。

最初に憑いてた頃よりも、怒りが倍増していたので、ご本⼈は⾼熱や体調

不良で、かなりの間苦しまれていました。

「浮遊霊さんを光に返してあげる」という⾏為は、⽣⾝の⼈間にとっても、

浮遊霊さんたちにとっても、良いことなのだというのが分かりますね。
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⾊々な意味において、私は、浄化がとても⼤切だと思っています。

それは、こまめに浄化をすることで、⾃分の波動を⾼く⼀定に保つことが

出来るからです。

「 霊障 」と聞くと、何か特別な怖いことを想像される⽅がほとんどだと思い

ますが、実は普通に私たちの⾝近で起こっています。

・⾸や肩の痛みやこり

・頭痛、頭重感

・吐き気

・悪寒

・背中の痛み、違和感

これら上半⾝に起こる⾁体の不具合は、これまでの私の経験上、半分く

らいは霊障だと思っています。

特に⼈混みに出た後にこの症状になる⼈は、霊障の確率がもっと⾼くな

ります。

そういう時は、半端ない数の浮遊霊さんが乗っかってしまっているため、

重さでオーラが凹み、⾁体に影響が出ているのです。

この場合「浄化」をすることで、これらの症状を瞬時に解消することが可能

です。

「霊障」が起こすものは、⾁体の不具合だけではありません。

浄化をする理由
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精神⾯の落ち込みにも関係します。

気分が落ち込めば落ち込むほど、私たちの波動は下がってしまいます。

波 動がものすごく下がっている⼈間というのはなかなかいないので、 波

動が低い浮遊霊さんたちは、⾃分と同じ波動の⼈間がいないかどうか、絶

えずお腹を空かせて、サメのように徘徊して探しています。

もし、あなたが深く落ち込んでしまったとしたら、お腹を空かせた浮遊

霊さんたちが喜んで⼀気に集まって来て、あなたに憑いてしまいます。

それだけならまだテレビのお笑い番組でも⾒て「くすっ」と笑えば、

パーンと離れてくれるのですが、

中々ご馳⾛にありつけない浮遊霊さんたちも、知恵を使って考えていま

す。

すぐには、あなたに⽴ち直れないような出来事を起こしたり、⼈の⼝を

使ってあなたに向かってひどいことを⾔わせてみたり・・・。

あなたがもっともっと落ち込むように仕向けてしまいます。

まんまとその策略に引っかかってしまうと、「どうして私だけ...」と

益々落ち込んでしまい、最悪寝込んでしまうこともあります。
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⾁体と精神は、とても親密な関係にあります。

⾁体と精神、どちらかの波動が低くなれば、もう⽚⽅もつられて低くなっ

てしまうのです。

でも、「私は⼀晩寝れば、体の不具合も、機嫌の悪さも治るよ」という⽅も

いらっしゃるかもしれませんね。

実はそういう時、私たちのために寝ずに働いてくれている⼈たちがいま

す。

それは、私たち⼀⼈⼀⼈に必ずついてくれている、「 守護霊さん 」や「 守護

天使さん 」たちです。

私たちが意図的に浄化をしていなくても、⽇々どん底に落ちることなく

⽣きて⾏けるのは、知らず知らずのうちに、⽬に⾒えない⾼次な存在が、

私たちの波動の調整もしてくれているからなのです。

だからと⾔って「じゃぁ、安⼼♪」ではありません。

何故なら、守護霊さんや守護天使さんたちは、その⼈の波動を整えるこ

とが本来のお仕事ではないからです。

波動を整えることをその⽅たちに任せっきりにしていると、いつまでも

その⽅たちは、本来のお仕事に取りかかることが出来ません。

では、守護霊さんや守護天使さんの本来のお仕事とは何でしょうか? 

それは、「 ⾃分の魂が⽣まれる前に決めて来た使命や⽬的に向かって、

応援しながら導いてくれること 」です。

もし、 波動を整える ことが⾃分で出来るようになると、⾼次の存在たちは、

本来のお仕事である「幸せな未来に進んでいくための準備」や「段 取り」

をどんどんしてくれるようになります。

波動を整える
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そうすると、まるでジェットコースターに乗せられているように、⼈⽣

が良い⽅向に加速していきます。

そして、どれだけ今まで波動の調整をその⽅たちに任せてしまっていた

のかを、知ることになります。

波動を整えるために出来ることの1つが、これからお話する「 浄 化」にな

ります。

浄化でできること

ヒーリングと違って、「浄化」は、中々表舞台に出て来ることがありません。 

でもその効果は 絶 ⼤です。

浄化はただ、オーラを「お掃除する」「きれいにする」だけではないのです。

こまめに浄化を⾏うと、波動が安定してくるので

◆⼈⽣が良い⽅向に加速する

◆運が良くなる

◆体が疲れにくくなる

◆⾁体の不具合が良くなる

◆⾦縛りが解ける

といった効果が期待できます。
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また、浄化を⾏う対象は⼈だけではありません。

⼟地やモノも浄化することが出来ます。

◆⾝に付けている装飾品

◆中古で⼿に⼊れたもの

◆⾃分の住んでいる建物や⼟地

◆⾃分の職場

などを浄化することで、運気を上げることも期待できます。

会社の売上が上がったり、などの物質的な効果も期待できます。

変わった使い⽅としては、他⼈が機嫌が悪い時に浄化をして穏やかに

なってもらう、というのもあります。

浄化は動物にも有効で、気性が激しい⼦がおとなしくなったり、

具合の悪い⼦が良くなったり、などの効果も報告されています。
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それでは、浄化の⽅法って、どのくらいあるのでしょうか?

答えは

「 たくさん 」 

です。

世の中には本当に様々な浄化の⽅法があります。

迷⼦の浮遊霊さんを光に返すというとてもデリケートな作業なので、中

には命懸けな浄化の⽅法もあります。

そして「完璧」な浄化⽅法というのは実は存在しません。

必ず、それぞれの浄化⽅法に得意、不得意があるのです。

だから私は、浄化の⽅法は 沢⼭知っていれば知っているほど良い と考え

ています。

⼀度浄化をしてみて、うまく光に返らなかった時、他の⽅法でも試すこ

とが出来て、お薬を処⽅するように臨機応変に対応することが出来るか

らです。

浄化を習得する際の浄化⽅法の選び⽅としては、とにかく 「安全」なも の 

を選ぶことをお薦めします。

ただ、「安全」な浄化は、浄化のパワーが少し落ちる傾向にありますの

で、ずる賢い霊さんは浄化出来ない可能性があります。

浄化の種類
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と いっても、そこまで強⼒な浮遊霊さんを光に返す場合は⾃分では浄

化せずに「その道のプロ」にお願いするのが良いでしょう。

あ! 

ちなみに、 私は「その道のプロ」ではありません 。

お間違いないように・・・

(⾁体にまで憑依してしまった霊さんを、私は浄化することが出来ませ

ん。)

⼀度、習得しようかなと思ったこともあったのですが、教えて下さる⽅

から「命、懸けられる?」と聞かれて、あっさり退散しました。

...といっても、そういう強⼒な霊さんと関わることは、普通に⽣きてい

ればまずありませんので、安⼼して下さいね。

こまめに⾃分の波動を⾃分で整えるためには、複数の浄化⽅法を知って

おいても良いかなと思います。
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今までの章で、霊さんと浄化について、沢⼭お勉強していただきました。

名残惜しいですが、最後の章になります。

今⽇は DolphinRose のメニューの1つ、「 モナ浄化伝授 」についてお話さ

せていただきます。

最後までどうぞよろしくお願いします。

2011年、私はそれまで勤めていた会社を辞めて、スピのお仕事で独⽴

をしました。

スピを学び始めた当初から浄化の⼤切さが⾝に染みて分かっていた私

は、

ヒーリングを受けて下さる⽅にも、

セミナーを受けて下さる⽅にも、

セッションを受けて下さる⽅にも、

サロンのお部屋にも、

そして⾃分にも浄化をしまくっていました。

浄 化の効果は実感出来ていたのですが、同時に気になることも起き始めま

した。

STEP6

オリジナル浄化について

オリジナル浄化(モナ浄化)誕⽣まで
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それは、浄化の直前に浄化する霊さんに「覚えてろよ!」と捨てぜりふを⾔わ

れたり、

浄化する霊さんが、何をされるか分からず、恐怖を感じているのを⾒てし

まったり・・・

光に返してあげるのだから、良いことをしているつもりでいた私には、かな

りショックな出来事でした。

当時していた浄化の⽅法は、安全な上にかなり強⼒で、「これ以外ない」と

思ってやっていました。

でもこれらの出来事で、⾃分がやっていることは本当に正しいのかな?

と思い始めました。

また同じ頃、ある⽅と組んで「コラボセッション」をしていました。

⼀⼈では対処出来ないような、ちょっと危険なエネルギー体を光に返す

こともやっていました。(今はとても怖くて出来ませんが。)

その時は、⿊いどろっとしたエネルギー体を⾼次な存在に切り刻んでも

らって、光に返すというやり⽅をしていました。

と ころがある⽇、その⿊いどろっとしたエネルギー体が⼈の形をしている

ことに気づきました。

痩せてて⼩さくて、⽬だけぎょろっとしていて、餓⻤を⿊くした感じでした。

しっかり形として認識したら、いつものように切り刻むのも気がひけて、コ

ラボしていた⼈と⼆⼈で抱っこして⾼次な存在に⼿渡す・・・という形に切

り替えました。

その⽇...セッションが終わって、お互いに浄化をしていた時・・・

その⿊い⼈が、イメージの中に出て来ました。
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それからは、前から使っていたエネルギーを使って(本当はそれはヒーリング

⽤エネルギーなのですが)浄化を始めました。

ひたすら、光に向かって上がって⾏く存在に、感謝のエネルギーを送るやり

⽅です。

最初は体感はなかったのですが、ずっと続けて⾏くうちに体感でも分かるよ

うになり、

数年続けて⾏くうちに、浄化をしている時に相⼿の状態やここ数⽇の様⼦、

何のエネルギーがついているかなどなど、お相⼿の状態をリーディング出来

るようにもなりました。

そして、最初のヒーリングのエネルギーから発展してオリジナルのエネルギ

ー浄化に変わっていったのでした。

⼆⼈で、「あれ?浄化出来なかったのかな?」と驚いたのですが、その⿊い

⼈は、「切り刻まないでいてくれてありがとう」と⾔って消えていきました。

お礼を⾔うためだけに戻って来てくれたみたいです。

いくらその⼈にとっては憑いていない⽅が良い存在だったとしても、憎む

必要はない・・・

その⿊い⼈は、そのことを教えてくれ

ました。

それ以来、私は霊さんたちにも「優しい

浄化」を⼼がけるようになりました。

光に返って⾏く存在に、 敬 意を払うよう

になったんです。
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それでは、 DolphinRose のモナ浄化の特徴をお話します。

⼤きな特徴は以下の通りです。

◆安全

◆パワフル

◆霊さんに優しい

◆簡単で誰でも出来る

◆即効性がある

◆⼈以外にモノや⼟地への浄化も可能

◆遠隔での浄化も可能

◆運が良くなる

では1つずつ解説していきますね。

◆ 安全

浄化をする上で⼀番⼤切なのは、「 安全⾯ 」です。

モナ浄化では、霊さんの意志を尊重します。

そして感謝のエネルギーを使います。

そのため相⼿から攻撃されることはありませんので、安全に浄化を⾏う

ことが出来ます。

モナ浄化の特徴
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◆ パワフル 

オリジナル浄化は「無理やり霊さんを引き剥がして、無理やり光に返す」と

いうことをしません。

霊さん本⼈の意志で、本⼈の⼒で上がって⾏くのを応援する だけなの

で、無駄な労⼒は使いません。

そして「感謝のエネルギー」はそれ⾃体がとてもパワフルです。

感謝の⼒と霊さんの⼒とのダブルパワーなため、とってもパワフルって

ことですね。

◆ 霊さんに優しい 

浄化をすると、中には怖がる霊さんもいます。

モナ浄化は霊さんたちを説得して、納得してもらいながら光に返すの

で、霊さんたちにとても優しい浄化⽅法です。
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◆ 簡単で誰でも出来る 

⼀度覚えてしまえば、⼿順は簡単で1回30秒で出来るようになります。

そもそも浄化が出来るようになるエネルギーをアチューンメントします

ので、 誰でも 出来るようになります。

◆ 即効性がある 

⾁体や精神の不具合が霊障だった場合、浄化してすぐに効果を体感する

ことが出来ます。

⾦縛りなども、あっている最中に解くことが出来ます。

◆ ⼈以外にモノや⼟地への浄化も可能 

⼈はもちろん、⾝に着けるものや、⼟地、建物への浄化も出来ます。

特に⼟地のエネルギーは、そこに住む⼈、働く⼈、お店の売上など、様々な

ことに影響しますので浄化することをおすすめします。

◆ 遠隔での浄化も可能 

⼈、モノ、⼟地問わず、遠隔でも浄化可能です。

い つでもどこでも、浄化したいものを浄化することが出来ます。
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◆ 運が良くなる

これは最近分かったことなのですが、霊さんに敬意を払って浄化するた

めか、浄化した霊さんの中の⼀部の⼈たちが、成仏した後に戻って来て、

お礼として少しの間⾃分の 「守護霊」さんとして働いてくれているようで

す。

そのため、普通の⼈より何倍もの数の守護霊さんがいるので、運が良く

なるみたいです。

良いことばかり書いてきましたが、モナ浄化は確かに万能ですが全ての

霊さんを浄化出来るわけではありません。

以下の2種類の霊さんについては、この浄化⽅法では 浄化出来ませんの

でご注意下さい。

1.動物霊 

2.⾁体に憑依してしまった霊

ただ、上記2種類の霊さんには、普通に⽣きていればそうそう出くわす

ことはありません。

万が⼀の場合はプロにお願いしましょう。

モナ浄化で浄化出来ない霊さんの種類
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Q. ⾃ 分にも体感で分かるようになりますか?

A. 浄 化伝授を⾏う際に、練習を複数回⾏ってきちんと浄化が出来るとこ

ろのレベルまでにはなっていただきます。

ただ、その際に体感を感じられるかどうかの保証は個⼈差がありますの

で出来かねます。

最初は 体感よりも浄化の効果 を感じてもらいながら、⾊々試してみて欲

しいと思います。

浄化をすることでどれだけ好転していくかを、ぜひ実感していただきた

いと思っています。

実際には、浄化をされていく中でビジョンで感じられるようになる⼈、

体感で感じられるようになる⼈、⾊々いらっしゃいます。

また体感までの期間も、すぐに分かるようになる⽅と、数か⽉して分か

るようになられる⽅とこちらも様々です。

浄化の終わるタイミングも最初は分かりづらいのですが、慣れて来ると

終わりの合図が出たりするようになります。

よくいただくご質問
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◆⼈やモノの波動が整う

◆⾁体の不具合が良くなる

◆精神の不具合が良くなる

◆⼈⽣が加速する

◆運が良くなる

◆体が疲れにくくなる

◆⾦縛りが解ける

伝授後は、⾃分だけでなく、他の⼈やモノ、⼟地、建物などの浄化が出

来るようになります。

浄化伝授で期待できる効果
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◆ Zoom にて⾏います。

  ( PC、  スマホ、タブレットにて受けることが出 来ます)

◆所要時間  約6 0 分 (説明、アチューンメント、練習含む) 

◆伝授料⾦ 1 5,000 円

詳細・お申込みページはこちらからご覧ください↓↓

http://dolphinrose.net/mona/

※浄化伝授に関するお問い合わせは、下記メールアドレスまで直接ご連絡

下さい。（上記詳細ページからもお問い合わせ可能です。）

morumoka@yahoo.co.jp

※本教材、および収録されているコンテンツは、著作権、知的財産権によって保

護されております。

教材に含まれているコンテンツを、 その⼀部でも、書⾯による許可(ライセンス)

なく複製、 改変するなどして、またあらゆる データ蓄積⼿段により複製し、オー

クションや インターネット上だけでなく、転売、転 載、配布等、いかなる⼿段に

おいても、 ⼀般に提供することを禁⽌します。

モナ浄化伝授詳細
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