波動

カウンセラー
最前線

辻丸幸司
波動カウンセラー、
潜在意識リーディング
協会理事

幸せは与えてもらう

２０１２年１月に、ＩＨＭスマイ

ル主催の勉強会に参加しました。

改善する 》
という話しを聞きました

講義の中で《波動で心身の調子が

ものではなく、

いました。けれども、その後に飲ん

が「そんなことあるかいな！」と思

自分でなるものです

「あんた、子供の頃からルルドの水

するようになったある時、母から

プロとして波動カウセリングを

出すようにしました。そうしていく

あるごとに「ありがとう 」と言葉に

ありました。半信半疑でしたが、事

水の結晶が綺麗になる 」と書いて

は「ありがとうと繰り返し言うと、

書房 ）に出会いました。その書籍に

とをして波動を学び始めました。

や大木さんの追っかけみたいなこ

体験会に参加したりと、吉野内さん

しました。その後は、大阪での波動

ピーシステム

た。それで、出たばかりの数霊セラ

な不思議なエネルギー》を感じまし

だ波動水から、
《何かが変わるよう

とか話してたじゃない。変わったこ

と、人から見た印象が変わったので

運命的な波動との出会い

とに興味ある子やなと思ってたわ 」

しょうか。仕事がスムーズに進むよ

を思い切って購入

と言われました。

乱れていきました。それで、自分で

退院を繰り返していく中で、生活は

らえるだろうと考えていました。入

妻の不調は医者に頼めば治しても

当時、あまり知識の無かった私は、

不調を訴えるようになりました。

ません。
２００４年頃に妻が精神に

り、家庭を顧みなかったのかもしれ

励みました。熱心に仕事をするあま

職しました。その後は順調に仕事に

ントなどを洗浄・除染する会社に就

手水処理メーカーの子会社で、プラ

術を見つける立場だったので、水に

の開発委員会に所属して新しい技

いうことを知りました。当時、社内

て、波動測定器や水の結晶があると

エムに辿り着きました。そこで初め

たところ、
江本先生のアイ・エイチ・

水って何だろうと疑問に思い調べ

よ」
と、
とっさに返答しました。波動

ると思いますけど、いいと思います

の社員だった私は思わず、「色々あ

れました。プラントを洗浄する会社

動水ってどうなんですか？」と聞か

ある時、仕事で出向いた先で「波

ＸＩが欲しくなり、妻にそれとなく

種であるＨＡＤＯアストレアＭＭ

うしていくと、波動測定器の上位機

繁に通えるようになったのです。そ

イ・エイチ・エムへ幸いなことに頻

かったのですが、東日本橋にあるア

阪在住なので東京には中々行けな

水を飲んでいたからでしょうか。大

くことが増えました。これも波 動

務内容も少し変わり千葉県に出向

まってしまいました。そのため、業

た。当 然、原 子 力 関 係 の 仕 事 も 止

で、国内の原発は全て停 止しまし

２０１１年３月の東日本大震災

人生を変えた出来事

も何か出来ることはないかと思い、

関することだし役立つかもしれな

うになっていきました。

立ち寄った書店で小林正観さんの

相談をしてみました。「娘の受験が

『この世の悩みがゼロになる 』（大和

いと思いました。

私は大学で原子炉工学を学び、大
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ようにすることが必要なのではな

のには波動水で霊を引き寄せない

また憑いてしまう。これを解消する

え霊能者に霊を祓ってもらっても、

れなくなったのでしょうか…。たと

もひどくなり、夏の暑さもあり耐え

無理やり断薬したせいで離脱衝動

が凄かった 」と言われました。薬を

ことは出来ませんでした。

ＤＯアストレアＭＭＸＩに触れる

た。私は呆然となり、１年近くＨＡ

に、妻が自ら命を絶ってしまいまし

来 る！」と 考 えていた 矢 先の７月

「よし、これで妻の不調も何とか出

年の５月に買ってもらいました。

てあ げるわよ 」それで、２０１３

終わってお金が残っていたら買っ

いか 」
そう、
言われました。会社と私

「設計課から別の部署に行ってみな

たいと考えていた時でした。断ると

ていたので、原子力関係からは離れ

況を知る度に原子力の闇に失望し

を受けました。震 災 後の原発の状

プロジェクトへの参画依頼の打診

いく中、会社からメキシコの原発の

波動との関りが少しずつ増して

ルフィンで研修を受けました。

め、２０１５年２月から、ＩＨＭド

思いましたが、それを素直に受け止

した。「いきなり何を言うんや 」
とも

レーターになる！」と突然言われま

から「君は、ＫＴＳ ＰＲＯのオペ

した。現地のホテルで、吉野内さん

ンセラーになる！」と強く決心しま

きしました。それで私は、「波動カウ

は志を立てるところですよ 」とお聞

道場 主の佐 藤さんから「幣 立神 宮

に応じて、ＨＡＤＯアストレアＭＭ

す。お客様が望まれれば、また必要

カウンセリングで主に使っていま

現 在 は、ＫＴＳ ＰＲＯを 波 動

謝しています。

もらったりと、お二人には心から感

ＩＺＥＮ講座のお手伝いをさせて

ＨＭスマイル主催のＨＡＤＯ ＫＡ

サロンを開設しました。同時に、Ｉ

ていただき、２０１６年８月に波動

オペレーターとして正式に認定し

後、吉野内さんからＫＴＳ ＰＲＯ

ように体 験 会に臨みました。その

有難く受け、武者修行でもするかの

レート業務を任されました。それを

大阪のイベントでの体験会のオペ

になってきた頃に、吉野内さんから

ポイントですが、それが出来るよう

音で聞 き分けます。それが一番の

ＰＲＯは、波動の共鳴・非共鳴を

しれないからです。

いと、相手の依存心を刺激するかも

何とかしたる！」という気持ちが強

だからかな？」と思い当たる節があ

して、「もしかしたら波動水を飲ん

方が多いと感じています。しばらく

は、波動的な変化に中々気付かない

いましたが、波 動 水を飲まれた方

いただき、吉野内さんも共感されて

ＰＲＯ全国大会 」でもお話させて

先日、練馬で開催された「ＫＴＳ

ングもそうです。

方が効きは良いです。土地のヒーリ

います。それと人間よりもペットの

の悩みの方が改善は良いように思

私は、身体的な悩みよりもこころ

ると感じるようなのです。私は基

本的にはリピートは勧めていませ

ん。それは波動水はサポートである

からで、オペレーターの「波動水で

クタースクールに参加しました。こ

に開催された国際波動インストラ

それで心機一転、２０１４年５月

はしたくないと決心し、波動一本で

してマイナスのカルマを積むこと

地球・人類に対して悪を成す行いを

定していた仕事を辞め、これからは

私は、背水の陣ではないですが、安

ＲＯの方が向いているようです。

にすればマニアックな、ＫＴＳ Ｐ

い相棒ですが、エンジニア出身の私

器もたいへん優秀でかけがえのな

ＸＩも使用します。どちらの波動機

任せて測定をすると、「何でこんな

体で接しています。その流れに身を

したが、現在は肩の力を抜いて自然

レッシャーに感じることもありま

初は、明日来られる方の準 備でプ

波動カウンセリングを始めた当

れは奇しくも江本会長が参加され

ました。ある霊能力者からは「憑依

潜在意識は憶えている

ますが手応えを強く感じます。

いか。医師や薬ばかりに頼るのでは

じ社内に居場所がない様に感じた

の波動が違ってきていることを感

それからは、妻のことを考え続け

ば全ては改善に向かうのではない

なく、波動で身体やこころが変われ

－

いくようになったのです。

大阪の体験会を任される

するまで測 定は終 わりません。マ

ＫＴＳ ＰＲＯでは、非共鳴とし

果を見たお客様は、腑に落ちたよう

ことがあります。けれども、その結

項目が出て来るんだろう？」と思う

に納得され、自らについてお話しさ

てチェックした項目を全て共鳴に

－

ニュアル操作なので時間が掛かり

－

か、
そう強く思いました。

－

－

た最後のインストラクタースクー
ルでした。同年８月の幣立神宮参拝

マニュアル測定器であるＫＴＳ
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ツアーでも、江本会長とご一緒した
ことは今でも忘れません。世界平和
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的にサポートしていますが、お客様

れることが多々あります。私は波動
せられた出来事でした。

く姿勢も大切だなと改めて考えさ

別れが出来て…。その辺りはサポー

すると当然悲しい出来事ですが、お

のです 」
。このようなお客様がたま

「ステージ４で、手術は数日後な

動 物は不思議ですね。猫ちゃん

めて欲しい…」と伝えに来たのかも

いから、延命的なことはそろそろ止

ひょっとすると猫ちゃんは、「辛

と聞きました。きっと色々と思う節

てもらったところ一晩泣いていた

ご依頼で、測定結果をご本人に伝え

にいらっしゃいます。ご家族からの

を遠隔測定した時です。「大変な状

ス遠隔ヒーリングもしたところ、な

トさせて頂いたかなと思います。

ただ、多くの方はそのことを忘れ
況なので今すぐ測定してください 」

亡くなった方の波動改善・遠隔

ぜか「手術が二週間伸びました 」と

の潜在意識の中では、何か思い当た

ています。それを波 動カウンセリ

と連絡がありました。ですが、他の

ヒーリング等波動を直接変えるよ

連絡がありました。それで遠隔ヒー

お願いに来た猫

ングを通じて思い出すことが多い

予定もあり、すぐには対応出来ない

うなことは行いません（絶対にしな

リングも続けたところ、ご家 族も

る節がある。そして自分自身で答え

のです。胎 児 期の記 憶についても

状況でした。それで「正式な測定ま

いで下さい ）
。でも、
感情測定だけで

色々手を尽くされたようで、手術前

ラーからの紹介で、その方に苦言ま

た。そのお客様は他の波動カウンセ

絶対に無い！」と強く否定されまし

ありました。その後も遠隔ヒーリン

水も飲みました！」と歓喜の電話が

いた猫が起き上がることが出来て

「ありがとうございます。寝込んで

主を思いやるような《罪の意識 》だ

た 》《衝撃的な 》などの感情と飼い

く、死を迎えたことによる《混乱し

《怒り 》《恐怖 》関連の感情は全くな

した。すると、結果的には《悲しみ 》

良いと思います。波動でもいいし、

な感じで来ていただけると本当に

に来て欲しい。健康チェックのよう

すが、出来ることなら切羽詰まる前

このような測定依頼も多いので

には腫れもかなり引いたそうです。

を出しているのだと思います。

同様です。あるお客様の測定で「◎

で、遠隔ヒーリングで対応させてく

もと依頼されたので測定してみま

じりの感想を仰られていたと後に

グは続けていて、後日に測定をする

けだったことに飼い主としては安

があったことでしょう。波動水プラ

◎ 」という波動が出ました。それを

ださい 」
とお伝えしました。次の日、

聞きました。しばらくして「もう一

予定でいました。

しれません。

お伝えしたところ、「そんなことは

度測定を受けたい 」と依頼され、何

た。その修正をしたところ、原因不

多くあり、肝臓も疲れている様でし

その方の測定では、目に邪 気が

した。以前に吉野内さんから、「測定

れてた 》と機器のスイッチを切りま

だ遠隔ヒーリングを止めるのを忘

チラするのです。《何だろう…。そう

に入り目を閉じると、目の前がチラ

だのですが、さあ寝ようかなと布団

接的に波動を改善することは出来

お供え頂くことをお勧めします。直

写し波動水をお渡しして、ご霊前に

主要感情 コードをコード入力転

うに、測定されたネガティブ感情と

うな場合、大木さんから教わったよ

本当に動物は純粋ですね。このよ

ます。例えば、一つの波動コードを

写、あれは本当に素晴らしいと思い

また、数霊システムによる波動転

体を見てサポートしていきます。

となります。その点、波動測定は全

ませんよね。行っても部分的な治療

状が無ければ病院にはあまり行き

調べてみるのも良いと思います。症

西洋医療とは違うチャンネルから

明の就寝時、足の異常な程のむず

に影響が出るから 時間前から遠

ませんが、きっとこのような感情も

選択したとしても、それを数霊の法

堵されていたようでした。

痒さが消えてスッキリされたので

隔は止めたほうがよい 」と聞いてい

波動水の効果で、気付き・解消に繋

則で展開していきます。私はバラン

その日の仕事は深夜にまで及ん

す。一つの波動コードには複数の別

たからです。翌朝、さあ猫ちゃんの

がるものではないでしょうか。

とその後、数霊ＭＩＮＩをご購入頂

の意味があったりするのですが、私

測定をしようと準備をしていたと

予防としての波動測定

82

いたのです。

はそのまま伝えてしまいました。今

ころ、「今朝、亡くなりました…」と
電話がありました。飼い主さんから

の波動コードを転写しても、そこが

スがいいように感じます。ある一つ

な捉え方、解釈の仕方、検出された

は理解出来ていますが、より俯瞰的
波動コードとの関連を見極めてい

24
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霊の法則を使った転写では、全体的

ます。ですが、数霊システムでの数

改善されると他が変わってしまい

うになりました。それで測定を再開

験されるお客様がお見えになるよ

ました。それを浄化したら、再び体

の邪気と同じものが私にも反応し

自身を測定したら、さっきのお客様

安心し、過度の（愛情の ）要求はし

です。夫婦が円満だったら、子供は

に感じることは夫婦関係の大切さ

色々と学んでいくうえで、最近特

なく精神的にも、霊的にも波動が乱

満の解消では、お互いに身体だけで

ルトビデオのような単なる欲求不

を訴える方も多いようです。アダ

が、ある方の測定後、波動水をお渡

イベント会場での出来事でした

にも悪影響を与えるのです。

測定は大変で、波動機器やパソコン

い方がいらっしゃいます。その時の

響を連想させる現象が半端じゃな

色々と受けてしまったのか、霊的影

もお見えになられます。邪 気など

時折、霊的に非常に敏感な方など

もお勧めしています。

感じたら専門家に相談されること

ローチも同時にされた方がいいと

ローチしています。身 体 的 なアプ

波 動 測 定は潜 在 意 識にもア プ

思います。

フケアとしても、とても良いように

ご自身で測定し転写するのも、セル

数霊システムで気になるところを

けることが望ましいと思いますが、

対して取り組むことも必要ですが、

からとよく言われています。現象に

ことが言えないでしょうか。病も気

ず人間関係や仕事においても同じ

返してしまいます。霊や邪気に限ら

一時的に取り除いただけでは繰り

す。その人の波動を変えなくては、

するということが大事だと思いま

祓うというより、共鳴しないように

ら、その現象は収まりました。霊を

したことがあります。
２回測定した

身体に入ってくる 」という方を測定

「夜寝ていると毎晩のように霊が

います。

もあるかもしれないと気を付けて

と同時に、測定の際はそういうこと

なのかもしれません。怖いなと思う

霊や邪気などと共鳴しやすい環境

数帯がとても細かい。もしかしたら

しました。最近の電子機器は、周波

いで上下することを繰り返したり

セルが暴走したり、メモ帳が凄い勢

が別なソフトを立ち上げたり、エク

ことを考えているので結構です 」と

うとすると、「もう主人とは別れる

には、夫婦関係についてお話をしよ

見つけようと来店される女性の中

ようになっています。本当の自分を

ローンを返すためのパートナーの

しますが、いつしか夫婦関係も住宅

仕事は生きるために一所懸命に

肯定感 』
が少ない 」
のです。

ので、「自分は愛されていない、『自己

にこられる多くが、このような方な

となってしまうようです。今、測定

し、ひどい場合は依存症やトラウマ

では、脳やこころに大きな傷跡を残

てしまいます。そういった成長過程

では、子供は外に居場所や愛を求め

訴えにあまり耳を貸さない…。これ

で、
両親がいつも疲れていて、
子供の

すが、すぐに保育所にあずけ共働き

しょうか。致し方ない場合もありま

のですが、不足してた場合はどうで

十分に受け取っていたのなら良い

供が成長していく時に、親から愛を

てこないのではないでしょうか。子

を考え、繋がっていけばいいと思い

ことが大切です。その後に世界平和

く、自分でなるものです。そう思う

幸せは与えてもらうものではな

しょう。

られなければ不満に感じることで

しまうのです。それは依存です。得

分に足りないものを相手に求めて

もらいたいのです。そうしないと自

です。自己肯定感、自己愛を育てて

自分を好きになってもらいたいの

加えて夫婦仲を考える前に、まず

とがあるはずと思っています。

私だからこそアドバイス出来るこ

の問題は、私も経験者です。そんな

思っていないでしょうか。夫婦関係

人よりも優れたように育てたいと

うか。厳しく育てないといけない、

す。これは日本人のトラウマでしょ

く、男女の愛し方についても同様で

の親は子育てについて習っていな

長させるのです。私たちを含め、世

切なのです。良い営みはお互いを成

れてしまいます。こころの交流が大

が違います。また、夜の営みに不満

男性と女性では求めているもの

にまろやかに修正されていくよう
したら、手を触れていないパソコン

ししたら、その後に体験される方が

その方の意識を整えることも同じ

自己肯定感の大切さ

本格的な波動カウンセリングを受

に感じるからです。機会があれば、

ピタッと止まってしまいました。い

邪気と共鳴しない

つもなら次々に予約が入るのです

言われる方が結構多いです。

ます。

くらい大切だと私は思います。
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が、「これは怪しい 」と感じて、自分
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