
2012 年 5 月 27 日 09:01
◆痛みを緩和するには

右足のふくらはぎの痛みがかなりあります。これは以前に骨折した場所で、感覚が正常でないの

で、つま先をまっすぐと思っていると、実際には右に傾きます。感覚と実際がずれています。なの

で、普通に走ると、足先が右に開くので、おそらく、そのあたりが関係していると思います。

痛みを緩和するために、BCAA はどうなのかと思っていて、しかし適切な分量というのがわからな

いです。

ちょっと試しに過剰摂取して、確認してもいいかもしれないですね。

ゴールドジムだと 7000 円くらい。赤ひげで 2000 円台です。

ダウンロード販売は、わりに順調に売れています。
http://matsukiyo.sakura.ne.jp
わたしも毎日、朝に CD 一枚ぶんを規則的に作っています。

何か生活の中心が、この作成にかかっている感じになってきました。

出生図で、自分が該当する度数だけが重要と思わないでください。

360 度全部が重要です。誰でも使っています。

しかも度数の一点が重要ではないです。

惑星グリッドと同じく、六角形、十字型の位置などと相互扶助しています。

特定の一点を図太くするには、この幾何図形を描く場所を全部開発するのが良いです。

2012 年 5 月 18 日 08:42
◆教材のダウンロード販売ができるようになりました

いろいろ試行錯誤した結果、だいたいペイパルで、教材サイトから、教材をダウンロード販売がで

きるようになりました。

サビアンの教材に関しては、当初、CD のみで配布する計画でしたが、これからもずっと作り続ける

ことを考えると、CD をつくる処理の多さに圧倒されそうです。というよりも、おそらく処理不能に近

づきます。

なので、CD 販売と、ダウンロード販売の両方でいくことにしました。そしたら、CD 版はもう少しのん

びり作れるからです。ダウンロード版は、しし座以後からです。

ダウンロード版はそうとう圧縮していますから、音は劣化しています。

しかし音楽ものではないので、しっかりと聞くことができるでしょう。CD 版はまったく圧縮していない

wave のファイルです。

しし座、おとめ座、てんびん座は、来週のはじめまでにはまだ間に合わないかもしれません。18 日

は、てんびん座の 6 度から 10 度までを録音しました。19 日はてんびん座の 11 度から録音しまし

た。

ぼちぼち、少しずつ増やしていきます。

販売のサイトは
http://matsukiyo.sakura.ne.jp/
です。

2012 年 5 月 16 日 12:27
◆さあ帰ろう、ペダルをこいで



ゴールドジムに入会すると、強制的に、クレジットカードを作らされました。

クレジットカードをたくさん持っていても意味がないです。ひとつだけでいいです。

マイナーな映画、「さあ帰ろう、ペダルをこいで」を見ました。

わたしはこういう映画が好きです。

記憶喪失の孫に、思い出してもらうために、おじいちゃんが、一緒に自転車で、故郷のブルガリア

に戻る旅です。

ボスニアの映画とか、ブルガリアの映画とか、いろいろ見ましたが、ハリウッドの映画に比べて、淡

い感じで良いです。

ハリウッドは、油こすぎて、それに音が痛いです。

キム・ギドクの「春夏秋冬そして春」も最近見ましたが、ペダルを漕いでに比較すると、そうとうの駄

作です。まあ題材は似てないものですが、仏教に対しての浅薄すぎる意識が嫌味な感じで残りま

す。園子温もそうとうにワイルドだろーっな監督ですが、まだキム・ギドクの中途半端さがないだけ

良いです。

キム・ギドク、このハンパもんがーっと言いたくなります。

レコードを聴くためのカートリッジは、超安価なシュアーの M44G を使うことにしました。

これだと針が磨耗しても、交換に二千円かからないです。

月曜日に、アールズ出版の金澤さんが、新しい本｢精神世界の教科書」を持ってきてくれました。

分厚いのですが、実は原稿はもっとたくさん書いてありました。かなり削ったと思うんです。

説話社のもとミスティ編集長の山田さんに、精神世界リストを作ってもらい、これが巻末に掲載され

ていますが、大変に便利です。

ペイパルから送られてくるはずの確認コードが、まだクレジットカードの請求書に反映されていない

ので、オンラインショップの設定は止まったままです。

2012 年 5 月 12 日 16:02
◆新方式で教材サイトを作ろうと思っています

その説明の youtube です。

作るのがこんなに簡単だとは思いませんでした。

http://youtu.be/LK9WwMqdng8

見れるのかな

で、これまでの CD 教材を、そのままオンライン版でも作るというのは、まだ考えてないです。ダウン

ロードする側も、大変に手間がかかります。

むしろオンライン版は、新しい別の教材を作りたいです。

わたしは Podcast のある番組を毎日聴いていまして、それにとても馴染んでいます。走る時には、

いつもそれしか聴いてないのです。

三日に一度番組ができていて、800 くらいあります。作っている人は、ジェフという人です。

で、そういうオーディオの番組を作りたいと思った動機は、このいつも聴いているものみたいなのと

似たのを作りたいと思ったからでした。

2012 年 5 月 10 日 13:11
◆雑記を書いてないので、最近の状況がわからないといわれたけど、サビアン作ってます

状況はそんなに変わらないですよ。



最近は、毎朝、サビアンシンボルのオーディオ教材 CD を作っています。

今日、しし座が終わりました。

ふたご座からつくりはじめて、いましし座です。

明日かあさっては、おとめ座スタートです。

で、しし座あたりは五度ずつで、CD 一枚一時間収録しているので、しし座だけで 6 枚になります。

やはり微妙に解釈は、年数がたつごとに変わっています。

ジョーンズのキーワードとか引用したりしていますが、これはあまり質が良くないという感じもあって

全部引用しているわけではないです。

録音は、フリーソフトの audacity ですが、最近バージョンが 2 になって、フリーズすることがなくなり、

驚いています。

フリーズさえなかったら、このアプリは最高なんです。

しかし macOS 版は、最悪で、原因不明の終了だらけです。

千駄ヶ谷は道端を走る人が多すぎます。朝も昼も夕方も、誰か走っています。

わたしもそのお仲間です。

ある人がメールで、わたしが神宮外苑を走ってるというので、セレブ道なんですね、と書いていた

けど、そうです。セレブ道です。近所に、満足に走るところがなくてさー、昔、瀬古が走っていたとこ

ろしか使えないんだよね、というふうに言います。時々ヤクルトの選手も走ってるんだよ。

信号がないので良いです。信号で止まると、その後、リズムがわからなくなってきますよね。

サビアンを収録しているいじょう、少しずつサビアンの世界にはまっています。

サビアンは、エリスが自分のイメージで見たものから文章が作られています。

なので、エリスの世界範囲です。

で、アカシックというのは、複数のレイヤーが成り立ちます。

なので、春分点から貼り付けた縮小版としてのアカシックであるサビアンシンボルないし 12 サイン

は、それよりも小さな範囲のものを統合的に読むことができます。

が、このエリス世界よりも大きなもの、たとえば、歳差の 12 のロゴスに関しては、エリスの想像力は

及ばないし、その詩文から、象徴的に拡大解釈していくというのもできません。

構造的には共鳴している、だからといって、拡大解釈はできないのです。

で、その場合には、詩文をとりはずして、数字だけで読むほうが正確になってきます。

でも、たぶん、ジョーンズもルディアも、そのセンスはあまり持ってないというか、わりに不得意では

ないかと。

結局わたしは何年かごとに、新版の読みをしていくことになるのですかね。ルディアみたいに。

72 年に一度ごとの、歳差サビアンの場合には、エリスみたいな超ローカルなシンボルは使えない

し、エリスは詩人のくせに、ボキャブラリが少なすぎます。

2012 年 5 月 1 日 08:43
◆七回分の前世探索メソッドは

回数が多いだけに、時間がかかりますね。

一度ずつだと七回しなくてはならないので、大がかりすぎます。

なので、一度に二回分、あるいは三回ぶんということになり、合計で三回程度で、七回分をこなす

のが良いと思います。

七回というのは、占星術で使う七つの惑星と関連します。

しかしホロスコープとまったく同じではないです。

むしろ今のホロスコープとのずれ成分を考えてみるのも興味深いです。

関連性がないということはあり得ないです。確実に関連性があります。



でも、ずれ成分があるというのが面白いわけです。

で、七回ぶんを統合化するのが目的ですが、

明確に統合化された場合には、扉機能としてのアルクトゥルスに行くことになります。

わたしはこれを五十鈴川という言い方もします。

あるいはアビス、あるいは脱衣婆です。

それで、ヒプノ的な誘導と、ガイドに同時に入ってもらい、クライアントと同時に前世を見てくるという

のを、菊地氏にしてもらおうと思います。

これも、菊地氏からすると、毎度のいつものわたしの「無茶ぶり」らしいです。

この七回は今回の人生にすべて反映というか、反射像があります。

それは当り前です。

そして今のサイクルからすると、もう七回分完了しつつある人が、予想以上に多いのです。

足りないものがあると、そこに引き寄せられ、何度もそれをやり直しますから、やり直し必要なもの

は何かを点検するのも良いです。

残りの人生で、それをクリアするために。

テレビのコマーシャルでは、宮崎あおいが、「わたしは生まれ変わるつもりはないです」と言ってま

すが、その選択権は、本人にはないです。

正確に言うと、大きな自己はクラスターとして七つの人格を統括しているので、そこでは決定権が

あります。が、今の個人としての人格はこの一部なので、そこで考え、思い、決定する力は、ないん

です。そもそも、この七つの分をあわせた大きな自己の視点を持てないのです。

なので、「生まれ変わるつもりはない」と言っても、また、もう一度というのがあるんですね。不足があ

る。もっと補充してくれと言うわけです。

わたしの木星というか、七つのうちのひとつの木星的な側面は、小さなコスモスにも大きなものが

反映されるので、比較的コンパクトなところで、全部詰め込むぞ、というものでした。

城の中に住み、隠遁している封建時代の領主ですが、そして小さなところで満足している存在でし

たが、他の人はかならずしも小さな範囲だと思ってはいないようでした。

で、その町では果物とか農作物が豊かに取れるために、あまり貧しい人がいないのです。まるでペ

ルーです。

わたしは、肉とか魚とかあまり好きでなく、そもそもそれは気持ち悪いからで、自然体に戻ると、果

物と野菜ばかり食べるような食生活になると思いますが、(チンパンジーでもウサギでもないよ。)そ
れは子供のころに、住んでいる台地に柿の木が大量にあり、秋になると、全住人で柿取り大会が

あるのに、それでも余っていたとか、また祖母は山を持っているので、毎年死ぬほどイチジクを

送ってくるとか、小学校の下校最中に、木になっていたサクランボを食べていたとか、父親の友達

の米軍兵士が送ってくる荷物の中に、臭いマンゴーがあって、これはなんなんだとか興味津々に

なったとか、など果物類の大量の思い出があるからです。

ごく平凡なサラリーマン家庭で、父親は金属加工の工場で働いていたので、工員さんということだ

から、収入も高くはないけど、なぜか果物は恵まれていたのです。

缶詰を作る工場で働いていて、同僚がうっかりとしたために、指が切断されて、缶詰の中に封入さ

れてしまったとか、そういう話を聞いて育ちました。父親はそういう殺伐とした話をしたがるのです。

しかしわたしの記憶の中では果物の比率のほうが高いです。

で、これが前世の木星領域の「部分的な」反映物なのです。みかんの道をたどって移動する。橘? 
弁財天?



こういうので、七回分、惑星の七つにたとえられるようなものを探索するわけです。

すべてが均等になる必要があります。特定のものに偏って深入りすると、そこに閉じ込められます。

どうせ菊地氏は自分からは何もしないので、つまりは慇懃な王様なので、なんか適当な時期にクラ

イアントを募集始めたい。

わたしが対談をしたマルノヒさんは、昔はケーキ職人だったらしいです。

対談の時に、通りもんをもらいました。

こないだの九州の講座の時に、帰りに通りもん買いました。

でも、実はわたしは甘いもの、ほとんど食べません。

バレンタインの時に、いくつかのチョコもらいますが、実は、自分で食べることはないです。なので、

くれないでください。

マルノヒさんは、太陽と海王星がスクエアの人です。

スピリチュアル定番ですね。

2012 年 4 月 29 日 07:56
◆音声入力の練習

今日はこれは iPad の音声入力で作っています。自分のホロスコープの出生図の火星に対して、ト

ランシットの土星が九十度とか 180 度になる時期には、わりに自分の気力というものがあまり出てこ

ないような状態になるようです。特にそれで困るわけではありません。前回は火星に対して、トラン

シットの土星が 90 度の時期でした。この時にザウルスを使って本を書いていました。まだその頃で

は、サザビーの中にアフタヌーンティーがあったので、そしてそこにスターバックスコーヒーもあっ

たので、大きなソファーに座って zaurus で本を書きました。カラーに関する本です。今現在は 180
度ですが、やはりソファーに座って、音声入力だけで原稿を書きたいと言うような気分になってい

ます。何かそこのところが前回と似ています。

実際には普通に座っていられないくらい、何か脱力状態になってしまっているということが多いよう

です。

新しい iPhone とか iPad には音声入力が装備されていますが、これがかなり実用性が高そうで、実

際に今それで入力しているのですが、全部これでまかなってしまおうかと今練習をしている最中で

す。訂正をしないままで全部入れるというのは不可能ですが、訂正そのものがそんなに労力がか

かるような仕組みにはなっていません。

今は練習のために、この雑記を音声入力で入れているわけです。

今日は朝の 4時から、神宮外苑を走りました。iPhone に入れた Nike+が、非常に使い やすくて、

何もしないでも 0.5キロずつ走行距離を教えてくれます。なのでただ走っていればいいだけです。

この部分は iPhone で入力しています。

2012 年 4 月 28 日 10:19
◆今日は明け方は晴れたというか曇りで雨ではなかったので、

神宮外苑、赤坂御所、青山通り、神宮外苑を走りました。

平地よりも、登り坂などがあるほうがコントラストがあっていいです。

スタートは四時十分くらい。

で、最近は、九州の時の体験から、走ってる間に、日の出になるというのが好みになっているので、

ともかくこの時間にあわせて今後も走ろうと思います。

ジムで、トレッドミルで走るのと、外を走るのはどちらがいいかというと、圧倒的に外がいいです。身

体的にも、トレッドミルよりは自力走のほうが、なぜか楽です。



たぶんトレッドミルには 1/fゆらぎがないので、身体的にきつくなるのではないかと。

今日は、ipod nano が不調で、途中で停止、スタートを繰り返していたけど、これは後で確認してみ

ると、バッテリー残量不足でした。ipad nano は、あっというまにバッテリー不足になります。

で、apple store で、iphone用に、nike+GPS を発見。170 円です。

いまごろ気がつくのは遅いけど、これだと、センサーなしで GPS で、使えます。

これだと、suunto のセンサー&時計も必要がなく、(全部で四万円くらいしたんですけどね。)装備
がシンプルで済む。

最近、iphone4s の音声入力のみで、仕事しようと考えているので、iphone4s ですべて賄えるという

感じが気に行っています。

音声フィードバックで、いまどのくらいの距離なのか、アナウンスしてくれます。

ipod nano の場合には、ボタンを押すとアナウンス。

でも iphone の場合には、自動的に、0.5キロとか 1キロごとに、アナウンスです。

日の出の時に、外を走っているのって完全に、レイライン御来光の道トレースですね。

そもそも惑星グリッドの支線をトレースしながら、走るというのが、日本的なアボリジニーだなと思い

ながら、始めたことなので、当初のコンセプトにどんどん正確に近づいています。

人のたくさんいる都内の道を走るのは、どうなのかと思っていたのですが、日の出時間には誰もい

ないので、気楽にどこでも好きに走れます。

ある人のサイトで、サビアンシンボルで読むアカシックレコードで、最近暗いアカシックが多いと書

いてありますが、1.サビアンシンボルは、アカシックレコードそのものではありません。

これは春分点スタートに張り付けた、アカシックの小さな部分的なバージョンです。地球でしか通

用しません。なので、サビアンをそのまま拡張解釈すると、過ちを犯します。

2.アカシックデータは、読む側と読まれる側のセットで意味が変化します。固定的な意味はないで

す。それを固定的に読んでしまい、未来とかデータは変わらない意義を持つと考えるのは、「自我

がアストラル体に書き込む」という第五文化期のテーマが実現できません。四次元的なデータは運

命的なものであり変えられないというのは、第四文化期から先に進むことのできない、N さんの癖

などが反映されたものなんですね。W さんはもっと前に進むことができるよ。だから、それについて

前向きに取り組んでほしいと思います。自我はアストラル体に書き込みができるんです。

赤ひげ堂の入り口で、K さんに会いました。で、「わっ、痩せすぎ」と言われました。

走りにはまって、痩せすぎになったのではないです。赤ひげは、デトックスでいったん痩せて、そ

れからまた太ろうと言ってる。食生活がだんだんとビーガンぽくなってるので、どうしても痩せるのは

避けられないんです。

マンデルガーとかは、オリオン人たちは、分裂を作り出した。というふうな意味で、その後の改善が

ないというイメージで解釈しているようですが、四次元的なひな形では、位相は逆転するというか、

時間は逆行可能です。

なので、オリオン人は分裂させた、ということは、オリオン人は融合できる、つまりフィルムを反対に

廻すことができるということになります。

分裂した、ということを固定的に解釈するのは、三次元的なこだわりなんです。

三次元的なこだわりというのは、たとえば、加害者と、被害者の関係では、わたしは被害者であり、

加害者ではありえないと思うことです。

その形でプライドを形成して、自分の人格を形作るのですね。



でも、四次元的な意味では、加害者と被害者は、事故という部分で、共通の糸があり、どちらにで

も移動できるのです。被害者は加害者でもあるのです。

時間のない世界では、加害者と被害者の関係性の絵があるだけで、該当者はそのどちらなのかと

いうことが特定されておらず、どちらにも移動できます。

移動できないと思うことで、その人は三次元的な牢獄に閉じ込められます。

日本で歌と芸術の始まりは、スサノオからであると、鎌田東二は言ってますが、贖罪の神スサノオ、

つまりオリオン人でもあり、オシリスでもあるスサノオの位相逆転の役割をやはり考えるべきでしょう

ね。

6/30 の講座の、中之島の朝日カルチャーからのメール、そのまま載せます。
----------------------start

二コマめの経験者用のｸﾗｽは 30名満席となり

キャンセル待ちもいらっしゃいます。

定員を控えて満足度を高くする講座ですので、

残念ですが、定員増は考えておりません。

キャンセル待ちも 7名おられます。

最初の１２ハウスのｸﾗｽは、31名です。

こちらはまだまだ余裕があります。

タイミングをみて先生のＨＰでご案内いただければと

思います。
----------------------------end

2012 年 4 月 26 日 10:34
◆前世探索、ヒプノ的なメソッドをシステム化します

ヒプノは、自分で探索するというのが能動的で良いです。

で、その時に、同時に、インストラクタは、同じシーンに入ります。

ここで、交流とか会話があり、確認作業などもしてもらいます。

わたしたちは、2200 年単位の中で、およそ七つの人生を体験し、これらを統合化することで、次の

レベルにシフトすることができます。

欠けがあると、クラスターは統合化できないので、個人は個別の穴の中に閉じ込められたまま、ど

こにも行けなくなります。自分の思い、自分の傷の中に埋没するのでなく、大きな自己としてのもの

の中に、今の人生を正しく位置づけることが重要です。

そのことで拡大できるし、いまなぜ生きているのかというのをはっきりさせることもできます。また地

上的な活動の意欲も増すことになるでしょう。

15000 年単位の中の七つの 2200 年単位。その中の七つの個人人生。

これらをトータルに統合化するための前世療法みたいなものを、システム化して、実施することにし

ました。

もうすこしまとめて、また書くことにしますが、いずれにしても、こういうものをぼちぼち始めることにし

ます。カウンセリングと、またインストラクタも養成するということで。

それで、メールが来たので、ここに引用します。
----------------------------



初めてミラーに映像を見て 10 日間くらいたちました。

全体的に最初のお祭り状態は終わっています。残念。（笑）

雑記にコメントも書いて頂いてありがとうございます。

霊界文字があるとは知りませんでした。

が、シュタイナーを読んでいたら、オカルト文字のことも書いてありました。

文字はあの後も良く見ましたけど、

最初の壁に光る文字のテロップが、一番強烈でした。圧倒的にきれいでしたし。

その後は、壁に霊界文字のような一文字が何かのロゴのように

デザインされたものや、

ダークミラーに玉が見えてそれに漢字が書かれていたり、（三文字で最後は「守」）

ダークミラーに古文書の見開きのページにぎっしり縦に文字が書いてあるもの（どんな文字か小さ

くて見えませんでした。）

を見ました。いずれも意味はさっぱりわかりません。

後は古代都市のような感じの、丘にぎっしりマッチ箱のような家が建っている映像、

旧東ドイツあたりのの少し殺風景な集合住宅、

月のクレーターがミラーいっぱいに見えて、それが延々と続いて、

最後にきれいな緑色のハーブが植えられている等の映像を見ました。

それを見て月は人が住めるのかも、と感じました。

あと、スサノオも目が覚めた瞬間に、空間に出てきました。

きれいな赤の兜のようなものをかぶって、剣を持っている。

目がギョロっと大きくて、

口ひげがくるりとしている、ああ、この人やはりトルコ人なのかと思いました。

寝ていて、真上に出てきて、左に動いて消えて行きました。

左は、方角は東なので、やはりこの人は中央から東（=日本）にきたのかも、と感じました。

こういう目覚めた瞬間、少し何か見えるとか、そういうのはここ最近凄く多くて

覚えきれない感じでしたが、

おとといあたりからそういうこともなくなってきました。

色々と見る時は見るたびに驚いて、興奮して、眠れなくなるので、

これでいいのかも、と思う反面、見えなくなってくるとつまらない感じも。

慢性的に寝不足気味です。

夜寝る前もダークミラーや水晶を見ていましたが、今は寝れなくなるのでやめています。

なるべく朝だけにしています。

これは視覚だけのものではなく、

身体全体で体感する経験ということを強く感じます。

全身が振動したりとか、いちいち怖くて、

もっと身体を動かして、鍛えないとなかなか先に進めないかもと感じました。

見つめてるだけじゃダメなんですね。

--------------------------------------------------------メール終わり

これだけ引用しといて、コメントは簡単ですが、

ヴィジョンに対して、身体が重いとついてこれないので、やがては、身体とヴィジョンの間で、切れ

目ができます。

そしてあらゆるものが絵空ごとになります。



なので、身体を高速に軽くすると良いです。

運動すると、エッセンスが集まり、それが運動では得られない、次の段階のものを生産し、すると身

体はそれを重心にして動こうとするので、うまく調整されます。

なので、この映像を見るというのを安定させるために、運動してみては?
結局、ヒプノ的なシステムを作ろうということを考えたのだけど、その場合にも、人間の総合的な発

達ということを考えると、哲学的・思想的なもの、感情の問題、そして身体というものを全部トータル

に扱うということになり、何か大がかりです。

2012 年 4 月 20 日 09:54
◆新しいジムに入会した話

東京体育館が七月から来年の春まで、改装工事で閉鎖されるので、ちょっと早いけど、違うジムに

入会してみました。

はじめて行ったのが、昨日です。朝の七時に行くと、ロッカールームで、となりに歯医者さんがいま

した。また、よく会うサーファーみたいなサラリーマンもいました。はじめて行った場所で、ふたりの

知り合いに会う確率は凄いです。

トレッドミルが、60 分制限がなく、しかも台数が 20 台で、非常によいです。

東京体育館は 60 分制限で、60 分使えるマシンは 6 台のみ、なおかつ、9時に開館して 15 分する

と、全部埋まっています。

60 分いじょう、のんびり使えるということでとても気に入ったので、しばらくはこれに熱中してみます。

今日は朝の五時から走りました。

最近は朝は三時半に起きるので、五時というのは余裕ですね。

七時過ぎに、歯医者さんがきました。

まだ完全には足が治っていないし、早朝なので、体が熟れておらず、時速 9キロで走ってみました

が、このスローなスピードだとほんとに歩く感覚で、いつまでも行けそうな気分になってきます。一

時間いじょうでもマシンが止まらないので、気楽にできるし。

で、左足の腫れが引いたので、鍼治療院では、暖めてくれと言ってたので、最近は、走った後に、

体育館でもここでもお湯に入ることにしています。ここはジャグジーなんです。

朝七時にジャグジーに入ってぼうっとしてる、というのも、珍しい体験だ。

今日はこれから九州に行きます。

iphone で、音声入力ができますが、この精度に驚いています。

で、ジムの行き帰りに、道ばた歩きながら音声入力してみますが、誤変換が予想以上に少ないで

す。

信号の近くでも、意味が読めなくなるほどに狂わないです。

pages で入れると、iCloud で、そのまま ipad でも共有できますが、ここはやはり evernote で音声入

力してみるのが、一番良さそうです。

2012 年 4 月 17 日 11:37
◆七つのリズム

昨日の続きです。

メールから。

>昨日ヒプノやヘミシンクで

>体験した前世的なビジョンを



>意味別にもう一度整頓し直しました。

>私は前世探索をすると良く

>ロシア革命で片足を失った後の

>記憶につながります。

>つながりやすく鮮明に出てきやすい記憶です。

>この記憶は公的な目的による殉死または怪我に

>よる喪失感とそれによる意に反した

>平陽な暮らしという意味で

>他の前世ビジョン（中国・チベットあたり）とも重なります。

>そしてそれは

>トランジットの月がネイタルチャートの

>ある感受点をトレースする

>時に起きてくる

>出来事や湧き上がってくる

>感情と結びつくように思います。

>月ではなくても

>その感受点と

>天体がアスペクト

>すると記憶が引っ張りだされるように思います。

>他人を通じても同じく。です。

>ひとつの感受点に意味繋がりで

>幾つかの記憶が重なっていて

>平面のチャートに対して

>縦に幅が出来る様なイメージなのですが

>このように前世探索をまとめていくと

>まずは 72 年の全体像を見渡せるように

>なりますか？

>今のところ探求したビジョンはだいたい意味別に 3 つ（２つの感受点とアセンダント）に

>分けられます。

>でもそれらを統合するボディが見えていません。

>雑記の例えでいえば、足だけ

>もげて転がっているイメージです。

>タイタニック沈没という

>キーワードと結びつく

>海に沈んでゆくビジョンは

>上記のように

>意味別に整頓がまだ

>できていません。ですが

>幼い頃プールの底に



>潜って息の続くかぎり

>水面をゆらゆら見上げる遊びが

>好きでそれをすると安らぐため

>良くしていた体験と重なります。

>意味が分からず良く

>している行動と前世を結びつける

>のは無理やり過ぎでしょうか...。

七つの中のひとつの要素の中に、さらに七つあり、この内部のひとつに、さらに七つあるという階

層構造では、構造共鳴して、小さなミの音は、大きなミの音と似ているということになりますが、まっ

たく同じではないです。

上につながる部分では、上のミの音に忠実になろうとするけど、下にあるものにつながった時に、

下にあるものは、上位の絶対の原理からより遠いために、自分の都合を主張し、そのぶん、下に

引っ張られてしまうと、忠実な法則の再現に、刃こぼれみたいなものが生じて、ひずみが発生する

からです。

つまり要素還元主義は、ここで成り立たなくなる。

この還元主義は成り立たないという意味では、上にあるものと下にあるものは似ているけど、同じで

はない、ということが重要になってきます。

クラスターのタコは、下に七つの足を伸ばして、地球の空間と時間の中に、自分と同じ構造のもの、

共鳴するものに張り付こうとしますが、歪み成分が原因で、似ているけど、何か違うということで、合

致しない要素、すなわち「十分に解釈しきれない要素」につかまってしまい、つまり上位の法則が

浸透しない状況に遭遇し、ここでたこの足は脅威にさらされ、クラスターにうまく戻れなくなります。

そこで、発見、洞察、新しい知恵が開発される必要になってきます。

そして、それらが十分にうまくいけば、上位のものに「ちょっとだけ新鮮な」栄養になり、同時に、回

帰できるわけです。

ホロスコープの中にある七つの惑星の法則は、72 年単位の意識の中での、七つの法則の模写で、

それは全太陽、すなわち七つの恒星の構造と類似しています。

でも、同じでなく、もう書いたような、下の次元に引っ張られたぶんだけ、偶然要素、異物、ひずみ

が入りこみます。そしてもちろんそれが楽しい、新しい体験、チャレンジしがいのあるものになるに

違いないのです。

七つの惑星は、あわせると全惑星となって、それらを統合化する太陽と似てくる。

でも、全惑星と太陽は似ているけど、違う。1 と、0.999999999999 の違いみたいなもの。

絶対が自ら割れたものと、有限が全部集まって、もとに戻ろうとするものの違い。

なので、惑星体験、つまり 2200 年サイクルの中での転世すべてを集めて、それらを「たたき上げ

で」統合化してみても、太陽自らが持つ目的意識とは合致しないし、太陽の意図は隠されたままか

もしれない。

でも、太陽の意図を明確に掴まないと、その上にある、七つの恒星の意識に到達しないです。

七つの惑星体験を全部集めても、「下から上がってきた、あるいは統合化してきたものは、もとの意

図を汲み取れない」という原理つまりシはドに上がれないということからすると、上のドが自ら割れて

シになったことを追体験しないと、統合化できない。

全太陽レベル、すなわちフォーカス 49、水素 6 では、リサ･ロイヤル式だと、琴座、ベガ、レティクル、

シリウス、オリオン、プレアデス、この太陽系という七つ。あるいは他の組み合わせでも良いけど、こ



のレベルでの七つが、太陽系の中の七つの惑星にそのまま降りてくるのが理想的。先ほど言った

ように、ひずみ成分が入るので、まったく同じミニチュアとは行かないけど。

私の場合には、たとえば、火星はシリウスと重なるので、シリウス的な力は、太陽系の中で火星をバ

イパスにして入ってくる。結果として、わたしはいつもシリウスとコンタクトすると、かならず軍人が登

場します。

シリウスは犬なんだけど、そして犬はいつもそばにいるので、私の場合には、どんな時でも、軍人

の従者が出てくるのです。彼らはいつも黒い服を着ている。パランを参考にして、それぞれの惑星

のどれかが、どの恒星をバイパスしようとしているか、チェックしてみましょう。

で、特定の惑星でなじめる、手掛かりになりそうなものを発見したら、そこに乗っかる恒星を利用し

て、惑星機能を、太陽系の中の一惑星であるという「分を超えさせて」拡張してみます。そもそも恒

星は太陽と同格なので、玉突きのように、太陽の持つドの音、真の目的意識を励起させるために、

この恒星を惑星の中に埋め込むことで、結果的に、太陽の目的意識が浮き彫りになる効果を期待

します。

太陽系の家族の一員の惑星が、よそのおじさんにそそのかされて、親に反抗した時に、親は怒っ

て、もともとの目的を思い出させようとする。

友達の家のお父さんは金持ちで、そこに呼ばれて遊んで、それに憧れると、父ちゃんは怒って、う

ちの家族は貧乏人の家族だ。それが悪いか、と怒鳴るのです。

わたしの場合、走ると、シリウスが刺激されるんです。で、シリウスなので、故障したりする。走るとい

う分を完全に超えてしまっている。なにか走るということに、すべての人生の意義が飲み込まれて

しまいそう。走るために食事を変え、生活を変え、体重まで走るのに都合がいいように作り変えよう

としている。

「ひとつの感受点に意味繋がりで、幾つかの記憶が重なっていて、平面のチャートに対して、縦に

幅が出来る」のだけど、意味が大きくなりすぎて、もともとの枠を壊して、本末転倒になりかけた時

に、惑星それぞれを統括する太陽は、身震いして、本来の座標を明確に打ち出してきます。そこ

で、「統合するボディ」ははっきりする。

ここで言いたいのは、惑星は、さらに全惑星は、太陽の意図を理解できない。太陽の意図、ドの音

は、同格の恒星の、違う音をぶつけて、ドから下の音に分解する行為を追体験すると、この中です

さかず、本来の意図、統合力を捕まえることができるということです。

もうひとつのメールです。

>昨日の朝、目が覚めたら壁に白く輝く文字が、

>10～15文字くらいテロップのように、向かって右側から左側に流れて消えて行きました。

>二文字しか覚えていられなかったけれど、いろいろ見ていたらフェニキア文字のようです。

>今朝はダークミラーやっていたら、ミラーに縦書きに古代文字があらわれ（多分日本の）、

>横に仮名がふられている。その一部しか覚えていられなかったけれど、カナは「トヨフリ」とふられ

ていました。

>そのほか、イラク？のジッグラトのような建物をなぞるように、（積まれたレンガ？石が流れるよう

に）

>長時間見ました。でも全貌がどうしてもわからなかった。

>最初、ピラミッド？と思ったけれど、形がそれより複雑で、

>たぶんジッグラトだと思います。

>そしてそのわきをライオンが走り去って行った。そのほか、何とも言えない、見たことのない動物

も。。。



>問いかけして、見たいものを見るのは難しいです。

>でもハマリます。とても面白い。ずっと見ていたい感じです。

問いかけして、見たいものを見るというのは、本人の「小さな自己」の意図の通りに、ヴィジョンをコ

ントロールすることになり、それだと、その小さな自己の枠につかまって、予想外の、もっと大きなギ

フト、知恵、ヴィジョンが手に入りにくくなります。なので、それはエルダーセルフ、すなわちハイ

ヤーセルフに任せてみたほうがいいです。

で、これは霊界文字だと思います。

それにしても、いったん見え始めると、連続して見えるものなんですね。びっくりです。

ついでに、これも。

>ある時、私がクライアント役をやっていて、一つの前世を見終わった後、

>あの世に行ってハイヤーセルフからのメッセージをもらってる最中に

>突然、宇宙船が出てきて、自分がその宇宙船に乗ってる場面になりました。

>（それは本当に予期せぬ出来事でしたので、とても驚きました）

>周りの人に「地球に生まれるのは大変だな。笑」と複数の人にげらげら笑われて

>突然の展開に自分自身も圧倒されてしまい、

>「地球に生まれたくありません！」と泣き叫びました。

>そこでセラピスト役をしてた実習生の手に負えなくなってしまい、

>そこからセラピスト役をスクールの先生にバトンタッチしたのですが、

>その時のスクールの先生の誘導が実に押し込められた感じがしました。

>なんか「もういいじゃないですか」みたいに諭されて（笑）

>とても嫌な気持ちがしました（笑）

>解催眠された後の先生の目つきが「何変なもの見ちゃってるのよ」的に感じて

>いえ、もしかしたら被害妄想かもしれませんが、そんな風に感じました。

>見たくて見てるわけではないんです。

>でも、この時勢、宇宙船とかを見る人は沢山いるのではないかと思います。

生まれたが最後、捜索しても見つからない場合があるのが地球です。

つまり、月が重すぎて、結果的に太陽と地球の間の隙間が裂け目ができてしまい、太陽の外にあ

る、宇宙的なルーツの諸力が、自分の系類のものを見つけられなくなる。

なので、地球に生まれてくるのに抵抗するのが普通。

私の場合、昔見たヴィジョンの中で、山の上から、平地に生まれるというシーンでは、平地は泥水

で、ここに落ちるのかと思うと、ぞっとしました。その時、そばまで来ていた軍人は、「わたしはここま

で、後は自力でお願いします。」といって、わたしを崖から突き落としたのですが、この軍人による

誘導というのは、つまり太陽系に入る時に、シリウスの通路を使ったという意味です。

この山から落ちたというのは、もう前の雑記に書いたけど、シリウスの回路を通じて、地球の天山山

脈に来たということです。

で、地球に入りこむと、もう書いたように、捜索しても見つからないような密林に幽閉されることにな

るので、地球に入る時に、特殊な措置を講じているはず。何もなしで来ると、閉じ込められ、どこに

も戻れなくなります。

私の場合、月の軌道に置かれた衛星が仲介になり、わたしの左指につけられたエーテル体の巨

大な指輪が、発信器になって、信号を出していたので、見つけやすかった。

19歳の時に、ある場所で、わたしの名前を指定して、電話がかかってきて、わたしが電話を代わる



と、無言電話だったんだけど、その時に発信器にスイッチが入った。へんな話だ。(この場所は誰

にも教えていないのに、わたしの名前を指定して電話かかってきたんです。しかも電話の向こうの

気配があって、それをリアルに感じた。数秒の沈黙のあと、ゆっくり向こうが電話を切った。)
それからずっと、何年も、わたしは探していたんです。誰かということもわからないまま。探させるた

めに、きっかけを作ったわけ。

で、多くの人は、地球上で生まれて育つので、普通に思っているかもしれないけど、この環境は異

常な環境で、滅茶苦茶です。極度に劣悪な環境です。なので、逆にチャレンジャーは来たがる。

モーツァルトの生きていた 18世紀、ドイツでは日本に行きたいという人が多かった。そして四人に

ひとりしか行けず、ほかは遭難して行方不明になることがわかっていた。なのに、チャレンジャーは

途絶えなかった。それと似ている。

2012 年 4 月 16 日 05:33
◆前世探索の時間単位/モノとして生きる、意味として生きる。

水晶学校の申し込みのメールアドレスは
matsumura31@gmail.com
です。

プラトン年、月、日は、26000 年、2200 年、72 年の単位ですが、占星術は、もちろん 72 年単位と

いうサイズの内部しか読めません。それ以上のものは、ギリシャ時代前後に削除されたと考えても

いいです。エドガーケイシーが、今の占星術では前世が読めないので不完全であると言ったのは、

前世そのものが重要というよりも、もっと大きな単位のもの、つまりプラトン年、月が除外されたため

に、ヴィジョンがあまりにも個人的で小さすぎるところに入りすぎているということを言いたかったの

です。

で、72 年単位の小さな範囲の占星術のそれぞれの惑星に、より大きなものは投影はされてきます。

上にあるものは下に投影はされる。しかし下にあるものは上に影響は与えないです。したがって、

2200 年単位の意識があれば、それを占星術の惑星に引き下ろすことはできますが、占星術のテク

ニックで、2200 年単位のものを再現したり推理したりするのは難しいです。

ディラックのたとえ、電線に止まる鳥たちはどうして感電しないのか。これは電線と同じ電位差にな

ると、そこには電位はないからです。しかし地上と電線の間には強い電位差があります。それと同

じで、わたしたちは 72 年単位の中で、自分と他人、その関係で作られていく価値観、人生観、意

義、体験は、それなりのエネルギィですが、もしここで地上との電位差のような、つまりより大きなサ

イクル、2200 年単位のヴィジョンから、人生を考えていくと、強いエネルギィが持ち込まれてきます。

これはあまりにも強すぎるので、生命力は増強しますが、同時に、自我や知性がそれに見合った

範囲のものを持たないと、飲み込まれて、振り回されることもあります。たとえばヒットラーとシュタイ

ナー。ヒットラーの活力は、あきらかにより強力な範囲のヴィジョンから持ち込まれています。それを

乗りこなすことができないくらい、強い力に引っ張られてしまったと考えてもいいでしょう。シュタイ

ナーの活動力も異様なものがあります。これらをその人の個性とか、性格で考えても、どうしてあそ

こまでしていたのかはわからないでしょう。

で、メールです。

>松村先生

>こんばんは。



>雑記を読みました！

>ヒプノで前世を探索すると良いと

>昨年の水晶５期の時に伺ってから

>今まで受けたヒプノや前世リサーチの

>情報について考えてたり、その探求を

>してみたりしていました。

>前世は何人かの全くキャラが違うセラピストさんに

>見てもらった事があるのですが

>複数の方が重なってみている部分があったりします。

>重ならない部分はその人の得意分野なのかと思っていました。

>どの方にもその方のクセがあると思っていただけで

>７２単位と２２００年単位の視点の違いと

>考えた事がありませんでした。

>「72 年単位の人間観で、クライアントも自分も見ていますから、

>2200 年単位の視点から見た探査というのは、

>それができるセラピストを探して来なくてはならないです」

>と雑記にありますが、

>この見分けはどのようにしたら良いのかなと

>思います。

>私が前世を見てもらった事が

>ある方のなかで

>時代をみる単位が大きい方が

>いらっしゃるのですが

>・・・そういったのも

>７２年/２２００年を

>見分けるきっかけになりますか？

>またヒプノでみてもらう相手は

>どなたか一人に決めて探求した

>ほうが良いのでしょうか。

>一番近い前世が

>私の場合タイタニック沈没時と

>何人かの人にみてもらっていて

>自分自身でも今の自分の姿で

>沈んでいくビジョンが

>あるのですがそんなに近い前世も

>ありますか？

>今頃ヘミシンクにすごく



>はまってしまい探索が楽しくて

>中毒気味にもなっています。

フォトリーディングのアクティベートと同じで、その人の価値観によって、拾ってくる事象イメージが

違います。

一つの本をまったく違う読み方をするように。

何に価値を置くかということで、海の中から拾ってくるものが違うという意味では、セラピストはセラ

ピストの人生観で、物語を作ります。

個人として見たパースペクティヴ、たとえば恋愛とか結婚とか、出会いとか、仕事とか、それらは 72
年単位の中でのみ成立する価値観なので、そこに注意を向けると、2200 年単位でつながる

チェーンは見えてこなくなります。

隣の 72 年、つまり違う人生との差異はわかります。つまりディラックのたとえの電線の上の、隣の小

鳥との間でできる電位差です。

タイタニック沈没は、これを体験したのかどうか、という意味ではなく、まず、本人の意識の構造が

あり、それにフィットした事象を歴史の中から拾ってきて、それに「乗りこむ」あるいは「息を吹き込

む」のです。

それはその時代に体験するという考え方をする必要はなく、今から乗りこむと考えてもいいのです。

ひとつの大きなクラスターがあって、それは地表に張り付く。空間的に、時間的に両方に。

わたしが江戸時代の振りそで大火のことを見ていた時は、

その前にまず、わたしは緑色の触手を持つタコのようなものでした。

頭は、天山にあります。つまり地球に来る時に、最初のスタート点はそこに置いてあります。

それから手が伸びます。

ひとつの手は、ロシアのほうに行き、バイカル湖の西を通過して、日本に来ます。

でも、ロシアのこの触手は、途中で、他の民族との衝突を体験したので、そこだけ細くなっています。

これは腸を見る内視鏡で、S 字結腸の折曲がりが細くなっているというようなものですね。

今の自分の人生につながっているのは、この触手です。

2200 年意識は、個体として人生を見ないで、クラスターの麺、スパゲティ、タコの触手、蛇、筒とし

て見ます。

この触手は、七つあり、頭の部分が、北極星を示します。つまりそこから来たのです。

リサ・ロイヤルは人類型は琴座のベガから始まったと言っていますが、それはノサ・ロイヤルが属し

ているクラスターがそうであったという意味で、他の人は違うものに属している場合があります。

琴座のベガが北極星だったのは 12000 年前で、つまり 13000 年よりも後にはまた北極星になりま

す。

この時期からの七つの触手は、リサが言う、オリオンとかプレアデスとか、シリウスとかの連鎖につな

がっています。ベガを頂点にして。リサ・ロイヤルの本に書いてある七つの種族は、そのままこのク

ラスターのことなんです。

ワーグナーとか、ヒットラーは 2200 年単位のヴィジョンで生きていました。シュタイナーはそのひと

つ上のレベルで生きていました。

ささやかな小市民で生きている人は、72 年単位で生きているとは言えず、さらにその内部のより小

さなサイクルに意識の重心を置きます。72 年単位でさえ、人生を鳥瞰的に観ることで、なかなか大

変です。

小市民的人生。それはそれで悪いわけではないけど、前の人生とのつながり、意味を喪失します。

つまり意味によって前世との連鎖が起きて、関連性が生まれる。たとえば、動物というキーワードが

あることで、きりん、猿、馬、牛などはつながります。「意味を持って、前の前世、今、未来の人生が

つながる」という繋がりそのものが、蛇、タコの触手というものです。異なる時間をつなぎます。



タイタニックの体験は、そこだけの体験ならば、それは三次元的な、72 年単位の中の体験で、意

味がそこで終わりです。実際にタイタニックに乗っていたのかどうか、ということを問題にすると、ま

すますそれはモノとしての視点なので、「意味を喪失してモノに行く」ことになります。

蛇の場合、このモノに行かず、意味に行きます。なぜなら、意味というものこそが、時空に連続性を

もたらすからです。わたしの振袖大火は、アレキサンドリアの図書館の火事と同じ意味が含まれま

す。江戸の大火で死んだ人たちは、死後どこに行くのか。図書館で燃えた本は、アカシックに記録

が残るのか。誰が読むのか。どういう活用ができるのか。これらは同じです。つまり意味を通じて、

異なる時空間の間に、タコの触手が伸びてきます。

社会からの欲望の投影によって生きるというのは、仮ものとして生きることですが、それによってそ

の人の本来の意味の連鎖のチェーンが切れます。社会からの欲望の投影というのは、多くの人が

無意識に持っている価値観であり、それらは真の連鎖を見えなくさせます。

三次元的な、肉体をもとにした人生観は、それが本当なのかどうかを問題にするでしょう。

それを問題にすることによって、前世は見えなくなります。なぜといって、三次元的な存在は、い

ま・ここにしかいないからです。いま、ここにしかいない視点によってのみ、その体験はほんとうかど

うかを考えることができます。つまり触れるものとして生きてきたのか。でも、このいま・ここにしかい

ない存在の視点で、他の前世を見るというのは、理屈の上で矛盾しています。

四次元的な視点、つまりタコの触手は、「鋳型の共鳴」によって、時空の中に入りこみます。量子論

的に考えると、時間は過去から未来に流れているだけでなく反対の流れもあるので、いまから過去

へ入りこむこともあります。

わたしたちは図書館にいて、本の中に、頭を突っ込んで、他のことを忘れているような姿で生きて

います。

2012 年 4 月 15 日 07:34
◆ダークミラーが見えたというレポート

黒い鏡に映像がはじめて見えたという人のレポートです。今日の話。

> さっき、初のダークミラーに映像が見えました。

> 始めてから結構たっていたので、嬉しいです。
>
> 明け方早くに起きてしまって、横になりながらぼーっと見ていたら、

> 次第に赤紫色がダークミラーを覆うように広がっていき、

> 突然、ビリビリっていうかバチバチっていうかラジオのノイズのような音がして、

> それから（多分昔の）、これから戦争に行く兵隊さんたちが記念撮影をするために

> 並んでいて、それを割烹着を着た女性たちが世話をしていて、食事の支度なんかもしている感

じで・・・

> というものでした。

> 怖いから手からミラーを離したいと思ったけれど

> 金縛りみたいな感じで手が動かず、なかなか難しかったです。

> でも、ほぼ白黒だったな～。鮮やかなフルカラーが見たかったのに、

> テレビで見る戦争記録の映像みたいな感じだった。
>
> 戦争に関する夢とか割と見るけれど、

> 住んでる場所のせいかも、と思う。

（特攻隊の人がここで訓練してから突撃したって聞いています。）



> すぐ裏の細い道は赤線だったらしいし。

最後の部分は具体的なので引用しないほうがいいいかもと思いましたが、重要なので残しておき

たいと思いました。

特攻隊、軍事、竜宮界。シリウス。東の海との接点。割烹着、食事のしたく。

これらは関連があると思います。ある地域、ある時代では、シリウスというのは海の中の動物の姿で

岸に上がってくるという話がありましたね。

彼らは海から来て、人類に知識を与えたという記述。

この情報回路につながったと思うので、そのままずるずるとたどってほしいです。

普遍的なところと、より個別なところのつながりがスムーズに。

この雑記の前に、ヒプノのことを書いていますが、水晶、黒鏡、黒曜石などで、七回の前世探査を

するというのがいいと思います。

なんで七回なの?という話ですが、上昇五度、すなわち高揚感、飛翔意欲を持って繰り返すと七回

で、単位が終わって、スピンアウトするという、ピュタゴラスの理屈から来ています。

音階は宇宙法則の模写です。

2012 年 4 月 15 日 04:32
◆ヒプノセラピーによる前世探索は

七回ぶんを探索するのが良いです。

それによって、全体像をマッピングするということです。

ひとりの人生は 72 年単位の、プラトン年月日の一日です。

プラトン月は 2200 年ですが、この範囲の中に、7 つの人生があります。

とはいえ、実際の回数としては、人によって多い、少ないがあります。

実際の回数と、経験量が違うのです。これは肉体を持っての経験という枠組みに限定できないか

らです。

またケイシー式に言えば、やり直しもあります。

この七回を、占星術の星の月から土星までになぞらえることができます。

いままでの前世探索というのは、個人単位で、つまり 72 年範囲のもので見ていると思いますが、

次元をひとつ上にずらすと、人間の意識は紐状で把握されます。

どこからどこへ移動しているかというルートが重要になってきます。

七つをあわせると、2200 年単位のひとつのクラスターに統合化されます。

それはまた 2200 年単位の七つにまとまり、歳差運動でスタートした、ひとつの恒星にゆきつきます。

それが魂の故郷です。

72 年単位の七つを集めないと、2200 年単位に到達せず、2200 年単位を七つ集めないと、この恒

星には行き着きません。

いままで長い間、占星術をしてきましたが、これは 72 年単位という肉体をともなう個人の内部の、7
つの分割というレベルのことを考えるというものでした。それが種々の惑星の動きと関係に関わっ

ていたわけです。

で、これが最近は少なくなってきました。というのも、こんどは、少なくとも、7 つの 72 年単位でとい

うふうに、ひとつ次元を上げていくほうに興味の焦点を移さないと、わたしのほうがエネルギィを使

いきってるということもあります。



つまり、72 年単位の中のオクターヴというレベルの活力では、わたしのほうが動けなくなっていま

す。

ほんとに、まったく動けない。もうこの車は乾電池では動かないんだ、という感じです。

個体として考えた時の心理、傷、人生の意義とかは、72 年単位のパースペクティヴで発生します

が、これは 2200単位の意識を重心にすると、そうとうに違うイメージでとらえられます。

で、この 2200 年単位の通路が、今の実際の人生にそのままストレートにつながっている人は案外

に少ないです。

ストレートにつながっているか、つながっていないかは、記憶が連続しているかどうかで確認できま

す。

記憶がダイレクトにそのままない場合には、切れ目があります。

切れ目があると、戻れません。切れ目があると、活力の流通と意義の連鎖がスムーズではなくなり

ます。

このピースを埋めることに、ヒプノを使うと良いです。

ヒプノのセラピストによる、世界観の支配というのはあります。セラピストが、自分で納得できる物語

の中に、クライアントを無理やり押し込めます。

それを受容的に、そうなんですか、とヴィジョンを放任できるセラピストはいません。

なぜなら、自分のヴィジョンと物語性の中に納得できるようにおさまらないセッションがあると、セラ

ピストそのものが人格クラッシュを起こします。わからないものが放置されると、人は生きていけなく

なるのです。

多くのヒプノのセラピストは、72 年単位の人間観で、クライアントも自分も見ていますから、2200 年

単位の視点から見た探査というのは、それができるセラピストを探して来なくてはならないです。

欲望、価値観、喜び、楽しみ。これらは 72 年単位の範囲の視点で作られているので、それらをす

べて体験して、もう飽きているか、それともあきらめているか、どちらかでないと、なかなか難しいで

す。

実際に正直に考えてみると、これからしばらくは、そういうことをするのに時間を費やすといいので

はないかと思いました。もともとの規則では、わたしの今回の人生は 70代で終わるはずだったの

ですが、それが長引いて 100歳くらいまで行く可能性があります。菊地氏によると、半物質的な存

在(エーテル体と肉体の中間みたいなもの)状態をいれると、150歳くらいまでいくはずだと言うてま

す。

で、この引き延ばした理由は、明暦の大火(1657 年 3 月 2 日から 4 日まで)の時に、わたしはかなり

の数の人の逃げ場を誘導したのですが、逃げ場の行き先をどこに設定すればいいのか、というの

が決められなかったのです。

逃げ場をどこに持っていくかは、実際に、決められないのでは。

生きている人を安全な場所に誘導するという意味ではなく、すでに死んだ人なんだけど、その行き

先です。

で、通路というのは、つまりは究極の次元までの通路という意味もいれると果てしないのですが、わ

たしには、死んだ人の次の重心の置きどころというのが、まだ決定されていないのです。

で、それを決めていないために、彼らはまだ待機しているのです。迷路の中で、次はどこに行けば

いいのか、というのを待っている。

これを決めれば、わたしの今回の人生は終わっても良いという許可が出ます。(自分のクラスター

の上位のレベルから。つまりは自分でもあるのだけど。)
東日本震災の時に死んだ人々はその後どこに行きますか。そういう問題も抵触すると思います。

肉体の次元の時間からは自由なので、その意味では、行き先の決定にはたっぷり時間あります。

西欧的な神学の場合だと、行き先はわりにコースとして明確だと思うのですが、わたしが言いたい

のは、断絶し、廃れたかと思えるような、古代のルート。それの復活です。



ちなみに、明暦の大火という具体的なイメージで説明しましたが、わたしたちの身体の中では、こ

の明暦の大火で肉体が燃えて、次に、ひとつ上の次元に移動するというプロセスは、ミニチュアが

繰り返されています。

食べたものが、体の中で燃えて、次にどこにいくか、というような話も模型的に同じです。

つまり次にどこにいくか、通路ができてしまうと、食べ物、身体なども変わってきます。

世界はこういうふうに入れ子構造です。

通路を作れば、人生は終わってもいいという話は矛盾していますね。通路が断絶しているから、わ

たしたちには死がある。つまり肉体に同一化したわたしと、もっと別の身体に同一化したわたしとの

間に、記憶の断絶があります。これが通路づいてしまうと、死の概念そのものが成立しなくなります。

あるとしても、ちょっと種類の違うものになります。そしてこの決定された世界像に基づき、肉体をど

う改善し、治療するかも決まると思うのです。

ヴィジョンがないと、食事の方式さえ決められないはずです。

たとえば、今の段階であれば、肉体をクローン的に組織を作って入れ替えても、確実に人は死に

ます。

なぜなら、肉体と霊が連鎖していないからです。連鎖していないところで、肉体を医学的に新しく

器官を作ったりして入れ替えても、中身が疲弊して死にます。

つまりわたしたちの霊というか実体は 72 年単位で死ぬという構造に同調しすぎていて、そのヴィ

ジョンの中で生きているので、医学的物理学的に、肉体がそれよりも長く生存できるようになっても、

それに似あったスパンの霊が伴っていないのです。だから、いまのところ、延命の必要がないんで

す。なので、肉体を新しく作ったと思っても、もう中身はいなくなります。身の丈にあった人生しか

生きることができないのです。延命するなら、中身のヴィジョン、知識、許容度ももっと大きくしなく

てはならないのです。

それにしても、今の人生に限りなく接近した、直近の前世というのを、わたしはいままで掘りだすこ

とができませんでした。もっと遠いものならわかる。なので、明暦の大火を見た時に衝撃だったのと、

そうとう低い次元、つまり今のわたしの肉体次元に近いところまで来たなという、何か満足感を感じ

ました。

そろそろ、左足のアキレス腱が回復しつつあって、この損傷が原因でしばらくは走れませんでした。

で、足がなおりつつある、というプロセスと、この 1657 年の記憶は連動している。

足首の先と、足首の上が、ここでつながると、先が上にあがり、上が足先に降りる。

去年とかは右足損傷だったんです。で、ここ最近は左足。そっくり同じ症状で、アキレス腱の炎症

みたいなもの。

骨折した時が室町時代。いまの足首の損傷部分が江戸時代なわけだ。もちろん足裏は現代です。

2012 年 4 月 10 日 16:41
◆昨日と今日は体育館が休みで

ずっと事務所にいます。左足を痛めているので、外は走れないのです。

で、NAS に、iTunes の音楽データを入れていました。wave ファイルで、非圧縮ですが、いまのとこ

ろ、700G くらい入っています。raid で、2T あるので、まだ余裕です。

CD のリッピングはできるかぎり高速な CD ドラィブがあるほうがいいです。ロジテックのが、48倍速
で、いまのところ、一番早いかもしれないです。

大量にオペラがありますね。

昨日は、靖国神社にお花見に行きました。代々木の編集の人も入れて、数人です。

毎年、帰りに、ベビードーナツ買って帰るのですが、来年は買うのかどうか。というのも、いまのとこ



ろ、段階的にゆっくりとビーガンになろうとしているからです。

そしたら、バターを少しでも使うものは食べないことになりますね。

知り合いのアンディは、日本人でビーガンなんて珍しいと言ってます。外人だと、たくさんいるそう

です。

でも、いまのわたしの食生活の場合には、卵をやめて、あとはかつおダシとか使わないのならば、

そのままビーガンです。近所の蕎麦屋さんで、盛りそばを食べれなくなります。ソバはいいけど、お

つゆがアウトです。

自分の専用のおつゆを持っていってもいいけど、絶対ネタになって、わたしがいないあいだ、ずっ

とその話題が出るよ。

渋谷の鶯谷の、桜ヶ丘郵便局の向かいに、なぎ食堂というビーガンのレストランがありますが、味

が濃くて油こいです。これは肉食を意識したもので、ビーガンの独立性をまだ主張していないです。

ビーガンの材料にするぶんだけ、補正効果として、油こくする、という感じですが、たぶん、あの濃

さは疲れると思います。

なぜビーガンなのか、というと、そのほうが走りやすいからです。それ以外の理由はないです。ス

コット・ジュレクをまねしているわけではないですけど。

で、わたしは豆好きですから、レンズ豆とか、ひよこ豆とか、グリーンピースとか、大豆とか、ともかく

豆を使ったものならなんでもいいです。頂点にあるのはそら豆です。

やはり毎日フムスがいいと思っています。

◆6 月 30 日には、また大阪の中之島で講座します。

iTunes の音楽を聴くときに、便利だと思うのは、ipad とかギャラクシーなどのアンドロイドで、あるい

は iphone で、REMOTE というアプリケーションを使うことです。

どちらかというと、apple の純正の remote よりも、社外品で 400 円のアンドロイドアプリのほうが便利

です。

これでいろんな音楽を選んで、演奏するわけです。

実際には、ネットワークプレーヤのヤマハの NP-S2000 というのを手に入れていたのですが、メ

ニューがあまりにも不便なので、すぐに手放してしまいました。

結局、iTunes専用の remote でするのが一番簡単でした。

なら airplay はどうなんだという話になりますが、専用の装置がないです。それに音が悪いという噂

です。

オペラをリッピングしていて、マスネーが好きだと言うことを思い出しました。

で、マスネーを聴いています。だいたい出ている CD はみな持っている。

2012 年 3 月 25 日 07:42
◆菊地氏はいまでも時々ボイジャーエクセルを使っているらしい

ボイジャーエクセルプロテウスは、発振機です。ヘミシンクなどは音声信号だけですが、ボイジャー

の場合には、音信号だけでなく、ゴーグルがついていて、光の点滅によって脳波を誘導します。

目をつぶると、まぶたごしに点滅が見えるのですが、菊地氏によると、これがいろんな模様に変化

するようです。

もともと現代人は聴覚よりも、視覚に 80 パーセントくらいの注意が奪われているので、光による誘

導の影響は大きいのでは。バイノーラルビートが発明される前までは、中世から、この光によるもの

が多かったわけですから。

わたしもボイジャーは持っていますが、いままで面倒なので、ゴーグルはほとんど使ったことがない



です。また信号をカスタマイズするのは頻繁にしていましたから、パソコンで信号の組み合わせを

作って、それを転送するというのはかなりやってました。

で、最近は、ちょっとこの光点滅のものも使ってみようかと思いました。

ほとんどまじめに試したことがないのです。

四月に、九州で講座をする予定ですが、九州に行きたいと思ったのは、その講座の場所の近所に

住吉大社があることもあります。しばらく、折口信夫は、住吉神がミズハノメに関係すると考えてい

たことをいろんなところに書きましたが、わたしが幽体離脱で、ある星に行くときに、途中の通路を、

複数の男性が溶けて筒になり、その中を螺旋回転しながら星についたことを、数冊の本にも書い

ています。この「男性｣｢筒」というのは、そのまま住吉神でもあるわけです。折口信夫は、それを女

性の水の女などにも結び付けているわけです。

で、わたしはいまは年齢的に、もう定年退職後の年齢で、この場合、マヌの法典式には、四つのサ

イクルのうちの三番目に入っています。ホロスコープ式にいえば、西の地平線に当たります。

この場合、パランでは、西の地平線で、太陽は、アルニラムと関わっています。日本では三つ星と

して知られるミンタカ、アルニラム、アルニタクはそれぞれ、表筒男命、中筒男命、底筒男命という

住吉三神に関係していると考えられています。ほかには、三人の弁財天という場合もあります。ス

サノオのベルトだからですね。つまり、わたしの場合、今の年齢になると、中筒男命がはりついてく

るわけです。いままではずっと弁才天と考えていたけど、でも、幽体離脱の体験では、男性、筒と

いうことからすると、あきらかに弁財天対応よりも、住吉神の筒男たちのほうがはるかに近いわけで

す。大和岩男説だと、この筒は星を意味する古代語です。

この太陽に関わるパランの恒星は、ミルザムとアルニラムとアルゴルです。ミルザムは、書いたり

しゃべったりということに果てしなく労力を使う。吠え続ける犬です。あらゆる手段を使って、わたし

はこれをし続けるでしょう。アルニラムは筒男なら、筒男について、話し続けてもいいわけです。ア

ルゴルに関しては、いまのところ、気分的に接近しにくいです。

ガイドとかハイヤーセルフに関しては、こういうパランの恒星の中でサーチするのが一番現実味が

あると思います。

で、わたしの西の地平線のパランですが、これは太陽が沈むという意味では、肉体とか自我とかが

消えていくということを意味しており、男性たちが溶けて筒になったというのとわりに対応関係があり

ます。年齢的に、社会に対して働きかけたいという意欲が日ごとに減っています。つまり太陽のカ

ルミネートの方向に興味があまり強く働かないのです。

で、そうなると、個体消去して、筒になり、宇宙に飛び出していくというようなやりかたについて、し

つこく吠え続ける人生をすればいいわけです。住吉神のように、航海についてです。海というのは

もちろん天の川銀河のことです。

ちなみに、個を超えた世界というのは、文字通り個を超えているので、個人的な個性的なものはど

こにもないです。なので、幽体離脱したり、ヘミシンクしたりして体験することに、個別的で、個性的

なものは何一つありません。つまりわたしたちはそこに飛び出すと、神話の中に入り込むのです。

わたしの幽体離脱の、男たちが溶けて、筒になり、星に向かったというのも、住吉神の神話的な領

域を旅しただけですね。ソースは共有されている。

それらが個性的に受け取られるのは、個人の脳で変換された時です。

で、わたしの日没パランの木星には、ファクトがありますから、わたしはこの住吉の中筒男を使って、

海の航海をしてゆき、ファクト、つまりノアの箱船から飛び立つ白い鳩を使って、独自の海図を作り

出すが良いかなと思いました。神話的なものは常に共有され、歴史的にも時代的にも変化はない。

でも、三次元的な今の世界とつなぐときには、独自の海図になっていきます。普遍的であり、そし



て個性的になります。

ファクトは冒険し、地図を開発するのですが、そのときに未踏の流域に入ってしまいます。で、この

木星にはファクトとともに、アルファードがくっついていますから、時々恐怖の体験も含むようです。

未踏の領域に入ると、時々恐怖体験になるのは、不思議でもないですね。恐怖の体験ならいまま

でもたくさんしとるわいな。慣れていない未知のもの、それに脳が慣れるための震え、これが恐怖

体験です。おかしなところに入って、出られなくなったという体験は数多くあります。

後は金星にスピカがあるので、絵描きをしなきゃ。スピカは実りとか農業の作物をあらわすので、生

産したものを世界に提供するという意味があります。金星的な意味で作物がたくさん取れます。

わたしの今後の人生は、このミルザム、アルニラム、アルゴル、スピカ、アルファード、パクトだけで

す。ネットの astro.com で算出したプレイディの恒星パランだと、それだけ。

2012 年 3 月 14 日 10:01
◆今週末には、大阪の講座に行きます

これは安川さんが主宰する占星術の勉強会です。

新幹線に乗れるのは久しぶりです。

最近は、ずっと毎日、原稿を書くだけで、事務所に人が来ることもなくなってきました。

水晶透視の講座、五月くらいにでもしようかと思っていますが、どうしようか。

wadia の CDプレーヤを新宿のオーディオユニオンに売りに行きました。

いまだと Cdプレーヤというのは、必要ない器材ですね。

たいていは、パソコンでリッピングして、iTUNEs とかに取りこんで、それを聞くということが多いので

はないか、と。

wadia がものすごく重く、大きいのです。

しかし出番がずっと少なくなると思うので、売りはらいました。

で、たまたま、目に入った DDコンバータ、韓国製のもの中古品を買いました。

これは USB でパソコンにつなぎ、するとデジタル出力 coaxial ができるものです。

好みの DAコンバータが使えるわけです。

いままで、USB 出力の DAコンバータは複数台持っていましたが、全部処分して、一台も持って

いないのです。

で、普通の DAコンバータ、しかも古いやつ、オデオン・ライトだけあります。これにパソコンの出力

をつなぐことができるわけです。

聞いてみると、とてもよいです。オデオン・ライトの丸い音がそのまま良い雰囲気です。

それから、スターリングの LS3/5a を買いました。ちいさいモニタースピーカーです。

これも安い出物があったからです。

いままでは、キット屋の kit LS3/5a は持っていました。

しかしやはりスターリングのものは、ずっと上品ですね。

もともと LS3/5a というのは、BBC放送のモニターで、数十年間、異様に人気のあるものです。

スターリングおじさん(小さな放送局のオーナー)は、それが気に入って、それにハマってしまい、

LS3/5a の修理などの仕事も受けるようになった人です。で、BBC の正規の LS3/5a はずっと昔にも

う製造完了したので、その後、自分で LS3/5a を作り、BBC に正式に認可されたものです。

最近ロジャースの LS3/5a が、65th アニバーサリーで発売されたのですが、わたしは、それよりもス

ターリング LS3/5a のほうが、改善されているのではないかと思い、それを手に入れたわけです。

ちょっと音が固いです。

たぶん前のオーナーがあまり使ってないので、エージングされていないのではないかと。



で、あらためて、最近、また手持ちの CD をリッピングしなおし、これらをスターリング LS3/5 で聴い

ています。聴きすぎて頭が痛いです。

Cd リッピングは、いままで 1500 枚くらいしたのですが、それはみな消えました。で、またあらためて

リッピングしなおし。仕事しながらなので、何の苦もないです。こういう作業をわたしはよくやります。

積み上げた小石を壊して、また積み上げるみたいな感じもあります。なんせタイトル書き直したりし

ているので。CD はそのまま itunes で読み込ませると、オペラの Cd とか、タイトルが統一性がなく無

茶苦茶なので、三枚組みだったりすると、それらがどこに埋没したかわからなくなります。一枚目は

英語、二枚目は日本語で書いてあるとか、あるいはバッハ全集の CD170 枚には、どこにもバッハ

と書いてないんです。一枚も。登録している人が途中から投げたので、BWV番号のみ、というのも

あります。演奏者も不明。

なので、統一性をもってまとめてリッピングするには、自分で入れ直さないとならず、それは面倒く

さいです。それをまたあらためて 1500 枚やりはじめたのです。

しかもほかにもラックには 2000 枚くらいあります。

そうやってると、時々いつも聴かないのも聴いたりします。ニール・ヤングのいじましい声というか、

超甘えんぼの声は、Kit LS3/5a だと、雰囲気でて、四畳半で自閉症的に歌ってるような感じが出ま

すが、スターリング LS3/5a だと、端正すぎて、違和感があります。

2012 年 3 月 2 日 09:13
◆とうもろこしで作ったビールを飲みたいと思った

ので、ペルー料理の店に行って、店主に質問してみましたが、やはり、日本では無理という話で、

ペルーに行ってよ、としつこく言われました。

で、長々とビデオを見せてもらい、スペインが支配者として入った後、上層階級は、ハンカチを

持って、上品なダンスをはじめたけど、庶民は、ハンカチを持たず、もっと地元の踊りと一体化した

ものを演じているというのを、種々の踊りを比較して理解しました。いっけん単純なダンスなんだけ

ど、実はステップが非常に難しいらしいです。

男子は酔っ払って踊る。そしてふらふらになったところを、女子に首に紐をかけられて、家に持ち

帰りされるのだそうです。

日本の商社マンとかが、ペルーに行くと、たいてい捕まるそうです。

わたしのプログレスの月は、今月の五日に、牡羊座の 18.00 に入ります。進行の金星もお羊座の

15.72 度にあるために、牡羊座のダウン領域にあり、つまり、まるで鬱病の人のようにおとなしく、仕

事しているのです。これが講座をしない理由のひとつでもあります。だんまりで、原稿だけ書く。昨

日は朝四時半からやってました。

で、月の進行が三月 5 日になると、ほら吹き状態に入ります。

「昔は笛吹き東二と言われていたけど、いまはほら吹き東二なんだよね」という蒲田東二は、実際

に、ぼわーっとほらを吹きます。

私のばあい、たぶんエーテル体の活性化状態に入ります。魔法のじゅうたんですから。

すると講座するんじゃないか。

この時、水星と天王星はトランシットで合で、わたしの出生図の水星に重なるので、何かアイデアを

考え出して、すると思います。

で、ソーラーリターンで今年、金星と木星が合ですが、ハーモニックでも、金星と木星は合なんで

すよ。なので、これは華やかという人がいますが、おうし座なので、絵画美術の華やかさだと思いま



す。人に対しては、あまり発揮しないでしょう。

というのも、木星はおうし座の 09.15 ですから、あきらかに芸事的なものですね。

おうし座なんで、着るものでもいいです。

で、走っている人なので、もうゼニアなんか、ずっと買わないだろうな。伊勢丹メンズなんかには、も

う縁がないでしょう。アメリカのドラマ、グリーの中のスーみたいに、ずっと体操着の世界だよ。

なので、これからはオシュマンズ。カラフル、ビニールのオシュマンズです。きっと。

ベアフットがあまりにも気に入ったし、これは自分に合ってると感じるので、いまは、日常的にも、歩

く時に、ニューバランスの MT10 を履いています。ビブラムのファイズフィンガーズは、さすがに歩

くゴリラになるので。ファイヴフィンガーズで、走り、足の爪のところで小石踏んだりすると、猛烈に

痛いよ。

これから梅雨に備えて、(まだ早すぎる?)、雨が降っても浸水しないようなウエアを手に入れたいで

す。

度入りのサングラスは手に入れましたが、一度も使っていません。夕方に走ると、だんだんと暗くな

るので、不要です。ずっと使わない可能性があります。

今日、正義のカードのところを書いていて、わたしは今回、この正義のカードを、炎状剣を持つ天

国の門の前にいるケルビムと結びつけているのですが、グルジエフ水素と、ヘミシンクのフォーカ

ス番号をあてはめる作業をしていました。

内部宇宙としての、フォーカス 35 までとか、エニアグラムの唯一の外との扉 9 の位置から飛び出

す、外部宇宙の 49 とか、日常意識の延長としてのヘミシンクの宇宙、そして日常意識がまったく使

えない領域の区分とか。

ガイドやハイヤーセルフは、内部宇宙にあります。

ここにはまだ身体とか感情とかから上がってきたものがあるので、自分の実感と結びついています。

しかし、外側に行くと、わたしのいう「回転ドアの六面」の領域に行くと、この個人としての日常的な

結びつきは皆無になります。

第七文化期、いまから 3700 年後というサイクルは、この扉を使うと行ける。

その時には、今でいう形態の人類は存在しなくなる。つまり地球上に、誰一人いなくなる。ノストラ

ダムスによると、モノ好きは少しはいるらしい。

これらをヘミシンクで体験しても、感情とか身体は、取り残されたままです。

で、内部的なコスモスも含めて、それらを調整するには、結局ヘミシンクではどうにもならず、修行

とか訓練という話になりますが、これらを総合的に取り組むには、大がかりで面倒です。

でも、これらをしないと、ヘミシンク体験も、最後は全部失われます。

いまのところ、わたしはこれらを書くということだけに止まっています。

教室を開くとか、何かをするというのは、気が乗らないです。

しかし、まだタロットカードは、正義のカードまでしか行ってないので、これからまだたくさん書く余

地があり、それは楽しみです。

そろそろ、わたしのいう六つの扉を持つ回転ドアの一面ずつを、シュタイナーの言う土星期の天使

と関連付けたいです。手始めはやはりケルビムだ。

隠者のカードでそれをするかなー。隠者のカードと何の関係もないじゃないか。

疲れることはしたくない、気持ちいいリラックスできることを、素直に実行したいというのが、最近の

信条です。で、今、一番リラックスできる気持ちいいことというのは、新宿の地下の東京カフェで、

BLT サンドを食べながら、レノボのシンクパッドで、文章を書いていることです。お茶はジャスミン



ティーのホットです。

これがとても楽しく気持ちいいので、もったいないので、一か月に一度くらい、実行します。続けす

ぎると、気持ちよくならなくなってくると思うからです。

どうして気持ちいいのか、たぶん、あの狭いブースに関係します。

走るのは、まったく苦しくない。はじめから身体は軽い。これはもう鍼治療院のおかげだ。で、走り

始めて二キロくらいで、もうランニングハイになります。苦行要素ゼロです。

この独特の天国感覚があるので、やめたくないです。

わたしは BLT とか、ハンバーガーとか、まとめることができません。ですから、BLT も、部品ばらば

らなまま食べます。こないだは、それを隣の向かいに座っていた猫背の女子がじっと見ていました。

2012 年 2 月 25 日 05:13
◆四月 21 日、22 日は九州で講座します。占星術

いままで九州まで行ったことはないですが、はじめて講座します。

案内は星カラ屋さんのホームページにあります。
http://hoshikaraya.jp/
です。

飯塚市は、宗像市に近いですね。

2012 年 2 月 20 日 06:25
◆シューズに凝り始めた。ビブラムファンになりつつある。

先週くらいから、買っていたベアフットのシューズを、走る時にも使い始めました。

それまでは慣れるように、歩く時だけ履いていました。

で、一度ベアフットになると、もとに戻れないと言われていたけど、実際そうではないかと思います。

非常に軽い。ナイキのシューズで足を故障する人が多いというのは、実際にベアフットを使ってみ

ると、なんとなく感じがわかる。

靴底に、重たい板をつけて走っている感じで、路面の感触が伝わらない。

自動車でパワステを嫌っていたけど、同じですね。状況がつかめないので、何か危険な感じがす

る。大げさに言うと、目隠しで走ってるような感じです。

ボーン・トゥ・ランでは、足のアンテナを封印して走っていると書いていますが、確かにそんな感じ

です。ベアフットにすると、軽くて、また路面もよくわかる。

それと、ランエコが効率的になり、体力消耗がしにくいです。

これが気に入ったので、靴を全部ビブラムにしたいくらい。で、ビブラムのベアフットをもうひとつ新

しく買いました。

で、最近は、スピーカーもフルレンジ。振動板の質量が低い FF165K を、長岡鉄男の DB-8 に。

DB-8 は、三重県のトビネコさんに発注して作ってもらったのは、去年あたり。軽いフルレンジで、こ

の巨大な箱だと、ハイ上がりになり、長く聴いていられなかったのですが、ふと思いつき、PST回路
を入れました。PST は、コイルと抵抗をパラったものを、スピーカへのラインに、シリーズで入れるも

ので、ポーズのスピーカーとかには使われています。これに電球を入れたものを、ポーズは特許に

しています。

これで軽すぎる音は低音寄りになり、聴きやすくなりました。もともとフルレンジのダブルバスレフの

DB-8 は、わたしが二十代終わりに自作して、この軽さ、繊細さ、敏感さ、シンプルな音が気に入っ

て使っていたものです。非常に細かい信号を拾うのです。



PST は、スピーカーにシリーズで抵抗が入るので、音が劣化すると言われていますから、高級な抵

抗を入れました。ひとつ 2000 円もするムンドルフのものです。

DB-8 のシステムもベアフット的。

いまのところ、定数が決まらないので、ワニ口クリップで、仮接続しながら聴いています。

坂口恭平のモバイルハウスで、一番ウケたのは、捨ててある靴を花瓶にしたところです。

土地は人の所有物ではないので、軽い住居、移動性というコンセプトはとても良いです。

こういうのもベアフット的といえば、そうです。

モバイルハウスが好みになれるかどうかは、まずはその人のホロスコープの IC のサインを見ると良

いです。

わたしの IC は、ふたご座で、なおかつ支配星の水星は、牡羊座の初期にあり、なおかつアスペク

トないですから、

路上原始人的スタイル指向になってゆき、モバイルハウスが気に入らないはずがない。

道端と家がどのくらい均等になるかということに、興味はありますよ。

家が路上に近いほどに、リラックス感が高まります。

人通りの多いオープンカフェのド真ん前席でお仕事、というのは、一番好きなものですから。

いまは亡きパレ・フランセでは、後ろから店員が画面覗いて、うわっ文字数多い、とか言ってました。

昔の日本人は死者の肉体に関しては無関心だったので、死んだら身体はそのまま放置という考え

だったらしいけど、墓、死者、祖霊などのことは、やはり 4ハウスで考えると良いです。

鳥葬は、やはりそこが風のサインの人がすると良い。

2012 年 2 月 10 日 17:27
◆今週のターザン読んで、つま先走りに関心

昨日買ったターザンに、はだし走りの特集がありました。

なかなかに、わたしは衝撃を受けました。

で、昨日の夕方と、今日の昼、試しにつま先着地の走り方をしました。

両方とも、10キロつま先式で走りました。

使われていない筋肉を使うので、はじめはかなり大変だと書いてありましたが、まったく問題は発

生しません。今日は筋肉痛かと思ったけど、その気配もなし。

なので、これからはかかと着地をやめて、つま先着地のランをすることに決めました。

まず走っても疲れない。そもそもプロの人が羽がはえたように軽く走っていたのは、このやりかた

だったのだとわかりました。

もうボーン・トゥ・ランも手に入れた。

で、今日、原宿の駅近くに用事で行った帰りに、オシュマンズを見たら、ちゃんと売ってました。す

ぐにそのベアフットを手に入れて、帰りはそのまま履いて帰りました。

五本指のへんな靴履いて歩いていたのに、誰も気がつかないので、練習用にこれで歩くこともで

きると思います。いつも靴下は五本指のものを使っているので、ちょうどよかった。

このベアフットだと、かかとが薄いので、かかと歩きすると痛いので、強制的に、つま先歩きになりま

す。

なぜわたしがこのつま先走りにこだわるか、それはたぶんエーテル体走りは、これだと思うからです。

肉体を使う直線走りは、腰骨に重心が。つま先走りは、へそに重心がくると思います。これ、ダ・ビ

ンチのウィトルウィウス的人体図で、円の中心と、正方形の中心点の違いです。このことについて



は、タロットカードの法王のカードに書きました。

ちなみに、わたしのへその位置は、身長との比率では、0.605 です。0.618 には少し違う。つまりへ

その位置が少し低いかもしれない。ダビンチの想定した体系は、西洋人だから。

へそを中心にして、ウィトルウィウス的人体図の円形のほうのエーテル体重心にすると、人体が調

律されて、惑星グリッドの、正十二面体に特に強くチューニングが始まる、というのが、わたしの説

です。法皇のカード(つまり五角形だよ。)を書いている時、ターザンが発売されてタイムリーな感じ

がする。

でも、ボーン・トゥ・ランを読んでわかることは、はだし走りは、要するに明治以前の日本人そのもの

です。草鞋だったし。明治政府が、肉食中心の食事を指導しはじめてから、日本人の体力は急激

に落ちたのですが、それ以前は、たとえば馬には場丁がいて、馬丁はいつも馬と同じ距離を走り、

それでいてまったく疲れていなかったのですね。ベルツは東京から日光まで 14時間半交代なし

で走り続けた車夫のことを書いています。玄米と梅干しなどを食べていたらしく、ベルツが肉食さ

せたら、車夫はへばって走れなくなった。

で、いま日本がマラソンブームなのは、もともとの日本人を思い出そうとしているだけだ。ターザン

の特集は、新しい!のではなく、古っ!ということになるわけです。

2012 年 2 月 5 日 06:24
◆運動と食事のバランスは難しい

おとといあたり、走っていて、一時間すぎたあたりから、ちょっと貧血というかふらつきが。で、考え

てみると、計算を間違っていたかもしれないと思いました。

まず、毎日十キロ走っていると思っていたけど、正確には、12キロだった。

で、消費カロリーは 600程度だろうと想定していたけど、800kcal を超えているみたいです。

食事は朝 400、昼には盛りそばで 300 から 500 の間。夜は、脳がすっきりするという理由で、千切り

しない生キャベツをたくさん先に食べてしまってから食事するので、あまりたくさんは食べれない。

生キャベツの芯とか、生のにんじんは好きなんです。しかしウサギではないよ。それに朝と昼は炭

水化物なので、夜は炭水化物食べない。というので、そんなにカロリーが増加しないので、夜に

700 とか 800食べても 1600 前後になってしまい、一日に 2000キロの摂取はしてないかもしれない。

下手すると、OL レベルかもしれない。間食とかおやつはまったくないです。

スタミナ不足を感じたのは、ランでカロリーを消費しすぎて、それを補っていないからではないかと

思いました。たぶん 12キロを 10キロと間違えていたあたりが原因では。

このあたりの計算と栄養バランスを間違うと、取り返しがつかないことになる、と言ってる人がいまし

た。

三年くらい東京体育館で運動してましたが、体重はずっと安定していた。が、ここ一カ月以内では、

少しハイスピードに下降線をたどっていて、これは鍼治療院に毎週通っているからです。

鍼治療院の人に言わすと、いったん体重を減らして、それから戻すのがいいらしいです。体内毒

素を取り去るためです。鍼治療をすると体重は減るのです。

うまく食事を調整していけば、楽しいランができます。きのうは、やはり 12キロだったけど、気分的

に楽にできました。ノルマを決めないと、楽しくリラックスして走れるのですね。

走り始めの一キロとか二キロが、一番息苦しいです。

その後快適になり、五キロ過ぎたあたりからは安定します。スピードとかリズムが安定して、この五キ



ロ後くらいが、一番楽しいです。10キロ過ぎたあたりから、少し足が重くなります。

同じように走っている人がたくさんいるので、それをウォッチングするのも面白いです。

昔、"欣ちゃん走り"というのがあったけど、それとそうとう似た走り方をする人がいます。なんば走り

風もいる。年寄りなのに、恐ろしいスピードの人もいます。若い女性の場合、たいてい低速です。

プロの人は、ふわふわと、気楽に、負担がなさそうに走っています。子供たちの集団が走っていた

時には、最後に六歳とか七歳程度の幼稚園児みたいな女の子が泣きながら走っていて、通行人

がみな注目していました。

で、わたしと同じくらいの距離走る人がいると、なんとなく連帯感が発生します。

通勤コースを走るサラリーマンのブログ見つけました。その人は行き 10キロ、帰り 10キロで、合計

毎日二十キロ走っているようです。朝と夕にわけると、走りやすそうです。

2012 年 2 月 1 日 09:08
◆オーディオ話題:ドライバのダイアフラム交換

誰も関心持てない話題かもしれないけど、自作の 4343 スピーカーセット、楽器の時はいいけど、

合唱など声になると、妙にひずみぽいので、もしかしたら、高音ホーンドライバの、ダイアフラムが

位置ずれ起こしているのではないかと思いました。

ので、ついでに、ダイアフラム交換をしました。ダイアフラムそのものは、ヤフーで新品二枚 2500
円という安い価格で手に入ります。

蓋を開けてみると、バックキャビティにあるウレタンが加水分解し、どろどろに溶けて、なおかつ黴

がはえていました。その粉が振動板に落ちています。なんせ、これは四十年前くらいの古いものな

ので、当然です。ウレタンはだいたい十年以内で加水分解しますから。

取り払って掃除して、手持ちのグラスウールを貼り付けてみました。

ダイアフラムは、サイズがぴったりで、穴に入れると、位置調整もできないくらい、ぴっちりとはまりま

す。ラジオの信号を入れて、音を聞いてみましたが、コイルがあたっているような音でもないです。

位置調整はできないままなので、そのまま組みました。

何か古い虫歯の根の治療をしたような気分です。

これ全体の作業は、二十分程度でしょうか。朝の六時に作業しました。ホーンをもとに戻して、オネ

ゲルのダビデ王を聴いてみましたが、とくに異常はないようです。なんとなく音が透明になった気

がしますが、反対になんとなくスカスカ感もあるような。にごり感は確かになくなりました。

----------昼になって、ダイアフラムはセンターにあわせる XY軸はもともとが、ぴったり合うように

なっていて、問題は Z軸だということに気が付きました。

これは、ダイアフラムを固定する三つのネジを調整して加減を取るみたいです。

しかし計測器はないので、聴いて確かめるしかない。またもう一度ドライバを分解して、再調整しま

した。しかし違いはあまりわからず。ぼうっとしていると、鉄のプラスドライバーが吸い寄せられて、

振動板に傷をつけてしまいました。鳴らないことはないけど。

あらためて、組み立て直し、問題のプーランクのスタバート・マーテルを聴いてみました。この曲で、

盛大にビビり音が出ていたからです。しかしこんどはビビり音もなく、素直に鳴っています。やはり、

ダイアフラムを新しいものに交換して、音も鮮度が上がっているような感じです。とりあえず成功で

す。



2012 年 1 月 28 日 16:18
◆二月の初めにはもう説話社で電子ブック掲載されるそうです

これは、タロットカードの、愚者、魔術師、女教皇の三枚です。

だいたい電子ブックは原稿を書き上げてから、二週間程度で up されるらしいので、紙に比較する

と、非常に速いです。

いまはわたしは女帝を書いています。

いままでメルマガを毎週書いていた分量程度が、そのままタロットカードの文章に変わるので、メル

マガを毎週書いていたことからすると、ある程度余裕があるような気がします。

ずっとつないだ連続した内容として書いているわけだから、自分でもどこに行くんだろ、というのが

あります。綱渡的緊張感があって楽しい。

最近、ずっと走りは安定して毎日十キロです。足が痛くならない。で、学校の授業なのか、中学生

の集団と一緒に走っています。ただわたしみたいに、だらだら長く走ってない。氷が残って場所が

狭くなっているところは、譲り合いをしないといけない。へたに氷が残っているところを走るとすべっ

てしまいます。がっちり安定したら、少しずつ伸ばそう。

2012 年 1 月 25 日 15:52
◆今週でメルマガは終わります。いまタロットの

原稿書いています

今週でメルマガは終了します。

説話社の電子ブックで出す予定で、いまタロットカードの原稿を一枚ずつ書いています。

愚者、魔術師、女教皇まで書きました。

それぞれが、だいたい 26000 から 3万字です。

これが世界のカードまで続くと思うと、気が長いです。

しかし、たぶん、気分的にはあっという間です。

並行して、違う本をもうひとつ書いているのですが、これは二月末までに終わればいいので、のん

びりしています。のんびりしていてはいけないのか。

わたしはスピーカーはたくさん持っていますが、既製品はなくなってしまいました。

既製品の、そつなく作ったほどほど感というのが、馴染みにくく、残っているのは全部自作品です。

自分が作ったものか、誰かが作ったものです。

で、JBL4343 のユニットを使ったが、ネットワークは雑誌に掲載された多門さんの定数をそのまま、

箱はそれぞれ自作品というものがあるけど、最近は、ますますこれが気に入っています。

たぶん 4343 の既製品を持っていたら、一年しないうちに、手放していたでしょう。自作品は手放し

にくいというよりも、手放すのが不可能です。いらない時には、廃棄処分にするしかないです。

で、今日は、どこかアパートに引っ越しする夢を見ました。

そこにこの 4343 を持っていく。というよりも、4343 を聴くためにアパートを借りたのです。

で、その時に、75 度が重要だということを、記憶しました。

朝目覚めても、この 75 度をおぼえておかなくては、と思ったのですが、目覚めても覚えていました。

というか、いつも覚えています。これらは覚醒夢です。

忘れたことは一度もないのに、毎度、どうやって覚えていたらいいかなーと、夢の中で考えている

のです。

4343 は、75 度。この夢はおかしいですが、スピーカーの角度の話ではないです。



頭の中の回転ドアの話をずっと前に書いたのですが、ひとつの扉は 60 度です。でも、この正面の

扉はにじみがあるのです。

で、このにじみを加えると、75 度だということです。

つまりは、隣の並行する世界に、15 度ぶん、侵入している。というよりも、隣を 15 度ぶん使ってい

ます。

これは隣も 60 度だとして、すると、隣の四分の一を借用しています。

この世界は四つの元素を使っている。となると、ひとつの元素は 15 度です。

異質な五番目の元素は、隣から借りてきています。

それは隣の扉からすると、四元素のひとつにすぎないのです。

マレビトというのは境界の向こうからやってきます。能では翁です。

マレビトは、いつでも第五元素的な扱いがされているものと思います。

四つの元素にマレビト的な要素を受け持たせることは不可能です。

隣の扉は、自分の過去、あるいは未来の人生に他ならないのに、今、それに接触することはできな

い。しかし四分の一、それをマレビト的に刺激として利用します。

それは過去か未来にあるもので、現在にはないのです。

まれびとは珍しい人としてやってきますが、しかしそれは過去、ないしは未来の自分です。

このまれびとの吸引力が原因で、異なる人生で、その隣の扉にシフトできるのです。

それにまた、この今の人生でも、刷新力として働きます。

どうして 4343 がでてきたのかと言うのは、昨日、村上春樹の「小澤征爾さんと、音楽について話を

する」をちらっと読んだからです。村上春樹は、JBL の L88 だったかを使っていて、これも古いで

すから、4343 と似たような古い JBL というわけです。

ただ、4343 に限り 75 度というのが重要なわけです。

4343 のイメージは、ワイドな、大柄な、それでいて安心感のあるサウンドです。あまり神経質ではな

いです。で、なんといっても、4 ウェイなわけです。つまりそれぞれ 15 度受け持ちです。

それにしても、代々木の赤ひげ治療院に通って、かかとの怪我はずいぶんと治りました。

また昔の交通事故での骨折の時に、骨が正確に接合されていないために、右足は直立するような

形になっていて、それをかばうために、左足も、O脚的になっているそうで、赤ひげ堂は、それらを

治すつもりでいます。

痛いんですけど、少しずつ足を曲げています。

その効果もあり、走っても、足は痛くなくなってきています。

毎日二時間走りたいなー、と言うと、できますよ、という返事。

いまは一時間少しくらい走っていますが、たぶん、だんだんと走り足りない気分になっています。

ですから、半年、一年後くらいには、毎日二時間走っている可能性はあります。

それくらい毎日できるくらい、足が治っていたら、それは大変に嬉しいです。

そもそもわたしは足を骨折して、具合が良くないから走ろうとしているんだと思います。

松葉杖の時には、山登りしていましたから。松葉づえがなくなってから、急に山登りの関心を失い

ました。

足の具合が悪くなければ、走ろうとしないだろう。

おととい、赤ひげ堂に行って、最近は冷たい水と毎朝のコカコーラゼロを飲むのはやめて、自分で

お湯を沸かして、ルイボスティーを飲んでいる、その結果、心臓が随分と楽になって、心肺機能が

あがった気がすると言いましたら、治療の人はいいですねーと言ってましたが、その直後に、毎朝、

スタバでシュガードーナツ食ってると言うと、数人の治療師と、数人のお客までが全員で、にぎや

かな騒ぎになり、というか、治療師の人が騒ぎにしてしまい、結果的に、わたしは次の日からシュ



ガードーナツやめる宣言をしました。

この時、赤ひげ堂は、へんな宗教団体のムードのパロディになっていました。

担当の治療師がわざと遊び心で演出したのです。

これで、コカコーラゼロと、シュガードーナツを二度と食さないということになると、わたしの身体的

な耐久度はますます高まるでしょう。

それならいっそのこと、このさいだから、ビーガンにでもするかと思ったけど、卵をやめることはでき

ないので、それは無理ですね。

で、心肺機能が高まると、心拍数が上がって、呼吸が激しくなっても、苦しくなりにくいわけです。

いまは走っている時に、心拍数があがって、呼吸が激しくなった時、これは盛り上がっているのだ

と解釈することにしています。いやー、盛り上がってるなーと思うと、もうちょっと走れるのです。

いまは、決まった場所しか走っていません。

しかし、慣れてきたら、ちょっと違う場所も走ることにします。

走っている時に、脳波はシータ波が増えるようになりました。これは二年か三年かかっています。

で、シータ波を含んで走ると、地球グリッドの支線に脳作用が乗るようになります。

つまりアカーシャのエーテル波に、脳作用ががちっとロックオンするのです。

ただし、地球グリッドには、派閥があります。

日本はとくに派閥が、同居してはならないような派閥が、相互乗り入れしています。

その理由は、地球グリッドの一次ラインに近いものが日本にあるからです。

そして日本にそれがあるからこそ、日本は今後地震が増加します。

つまり眠りから覚める日本になるわけです。

ということはともかく、歩いている時はベータ波。走っている時は、シータ波。ということで、秋山真

人氏が昔よく会員の人たち数十人とともにやっていたような、パワーライン散歩は、パワーライン走

りのほうがはるかに効率がいいんですよ。

「いや、いまここで流れが変わりましたね。」というようなことを言いながら歩くマコ散歩よりも、より

シャープに、接続が可能です。

ここでいま、アルファ波のことを書かなかったのは、アルファ波はいま汚染されています。それは政

治的な(というより軍事的な)放送にも使われています。なので、ぼうっとリラックスしていると、あまり

純度の高くないものが入りこんできます。それを避けたいのなら、もっと水面下のシータ波にいくし

かないのですね。

一番いいのはシータ波で広げ、直後のガンマ波で、結合して、言語化するという姿勢です。

これは新発見とか、新アイデアとかに働く作用です。走っていると、ものすごくアイデアが出てきま

す。

それはわたしだけではないです。シロイシさんも、なんと IC レコーダー持って走ってます。やがて

ランする人はみなメモしながら走るかもしれません。

朝日カルチャーで、パワースポット講座してくれと頻繁に言われていましたが、これは誰でもやって

るので、あまり新しくないですよね。どうせするなら、地球グリッドに接続するフォレスト・ガンプです

よね。

2012 年 1 月 17 日 17:33
◆メルマガはいったん廃刊にします

理由は、メルマガに書いた内容は、他には流用できないらしく、なので後になって書籍化するとい

うことができないようです。



わたしはわりにメルマガを下がき風に使っていたこともあり、となると、それもできないので、メルマ

ガは今月で終わることにしました。

メルマガに近い内容は、こんどはこのホームページで書くことにします。

いままで読んでくれた人はけっこうな人数ですが、どうもありがとうございます。

で、書き始めたタロットカードなんですが、これは説話社の電子ブックで、順次掲載する予定に

なっています。

それだと書き終わって最短二週間程度で、読めるようになるそうです。

一個ずつ書くことになるので、わたしにはなんとなく修行風です。

ただ正直いって、メルマガよりはスムーズだと思います。

メルマガはいままで３ 8号くらい書きましたが、たぶんそれと同じくらいの総分量ではないかと思い

ます。

で、このタロットカードの解説書は、目標としては書籍化です。

しかし一枚ずつの説明が膨大で、魔術師のカードの説明などは３万字こえていたりします。２２枚

がこの調子だと、全部で６０万文字以上ということですね。

先々週までに、３か月かけて、１８万字の本を書きました。予定よりも多いので、削られそうです。

普通の本は、まあ１０万字とか 12万とかです。

なのでちょっと分厚いのの３冊ぶんくらいですか、60万前後で。

わたしはタルムードみたいなのを書くつもりなのか。

2012 年 1 月 3 日 13:57
◆今週から、メールマガジンではタロットカード書くかな

と、思っています。

大アルカナは 22 枚あるので、これを毎週一枚ずつとか、あるいは一枚を三週とか書いて行く。

で、後でまとめて、書籍化するのはどうかと考えています。

どこの出版社にも話を持ちかけていないのですが、どこからも出ないのなら、自分で出してもいい

し。

その流れで、カードも、こんどは手書きで、絵を描く。

ソーラーリターンが、おうし座で金星と木星が合なので、そしたら絵とかいいですね。

それにしても一枚にどのくらいの時間かかるのでしょうか。絵の話。

以前はパソコンでしかもペイント使っていたけど、画材使うと、時間かかりそうです。

以前パソコンで描いていた時には、毎年のバージョン描くという話もあったけど、さすがにそれはで

きませんでした。

あるいは他に書くとしたら、サビアンですかね。

これを毎週、一度ずつとか。サビアンにするとしたら、かに座からです。

あるいは両方交互に書くとか。

いつ止まるかわからないよ、と注意書きして、それからスタートするかな。

2011 年 12 月 29 日 12:53
◆近況

原稿と、走ることと、かかとを痛めたのでその治療のために代々木の鍼治療院に行く事で、ていっ

ぱいで、雑記を書く余裕はありませんでした。

今年のソーラーリターンでは、12ハウスに 5 つの天体があり、人に会うのが大変に面倒でした。



来年は、9ハウスに三つあるので、海外かと思うと、アセンダントがかに座で、その支配星が 4ハウ

スにあるので、アセンダントが抵抗して、9ハウスを海外に逃がしたがらないので、やはり出版で

しょうか。

いずれにしても 12ハウスには何もなくなります。

12 月 24 日に大阪の中之島の朝日カルチャーセンターで講座しましたが、参加者は人数が 67人。

これはわたしには一番リラックスできる人数かなと思いました。担当の人は、「このくらいの人数だと

質問する人は、よほどのしろうとか、それともすごく詳しい人ですよね」と言ってて、次回は二種類

にわけたいみたいです。

つまり大人数と少人数です。少人数はマニアックな内容にしたいらしいです。

わたしは最近は、時間階層を 72 年意識、500 年意識、2200 年意識、26000 年意識とわけていて、

占星術はもちろん 72 年意識で、ロングカウントはできないので、この「個体中心主義」の占星術を

より長いものと連結するのにどうすればいいのか、ということを考えています。

いままでの 72 年型の占星術のパラダイムで、ロングカウントに延長できるというのは、還元主義的

で、正しくないです。

中之島ではこういう話題を持ち出したので、従来の占星術の講座というのとはちょっと違ってきまし

たね。

四ハウスに月が縛り付けようとするけど、一回くらいは海外に行ってみたい。テレビでインド人の英

語聞いたら、ぎょっとするほど、発音が違うので、インド式発音に慣れないと。

で、わたしは毎日走りたいので、これを中断したくないということで、生活が決まりきったものになっ

ています。今は寒いけど、外走ると、まったく寒くないです。今持っている走行距離の計測器は比

較的正確です。一番知りたいのは、やはりペースというか時速で、これが狂うと、急にへばってくる

ことがわかりました。

自分では時速の変化がわからない。周囲に人がいると、簡単に速くなってしまい、ペースが狂うん

です。なので、しばらくは計測器見ながら、時速チェックしようと思います。体が覚えるまで。

2011 年 12 月 2 日 16:46
◆12/24 は大阪の中之島で講座します。朝日カルチャーセンターです

こんどは、場所には迷いません。

まだ申し込めるそうです。

お題は、やはり年末だから、来年の予測講座ですよね。

パソコンもって行かないといけません。忘れないようにスケジュールにいれておかないと。

http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=131617&userflg=0

2011 年 11 月 30 日 06:02
◆新年の計画を立てる講座。2012 年のもの、締め切りました

新年の計画を立てる講座をします。

2012 年、1 月 4 日、5 日、6 日にしますが、全部満席になりました。あまりにも申し込みが早すぎて、

驚きました。まだ丸一日経過してないんですが。

これまでに、申し込みメールして、わたしのほうから了解返信があった人は、振込み後、そのまま



来てください。人数に入れています。

(まだ振込みしてないのでだめということではないです。了解メールしたぶんで計算しています)

千駄ヶ谷の事務所で、正午から五時まで。

内容は、

バイノーラルビートで、2012 年分のアカシックリーディングをします。

これは初心者でもできるものです。なので参加資格は誰でもです。

その後、それをホロスコープでチェックします。

ホロスコープのリーディングは参加者全員でします。もちろんわたしも読みます。また、ホロスコー

プの読みかたがまったくわからなくても、わたしと、知識のある人が読みますので、大丈夫です。知

識のある人というのは

参加者の中に、読める人がたくさんいるからです。

必要なものは、ヘッドホンです。(USBヘッドホンは使えません。)

参加費、17500 円。

まず申し込みのメールをしてください。タイトルは、新年計画講座申し込み。

その後、ジャパンネット銀行、本店営業部、普通 2753312 マツムラキヨシ

に、振込み完了にて、申し込み完了になります。

2011 年 11 月 16 日 16:14
◆なかなか風邪がなおりません。(so オーディオ改造)
なので、外に原稿を書きに行くわけにもいかず、室内で、オーディオをいじっていました。

室内で原稿を書こうとしても、長時間はできないです。頭痛がするから。

長岡鉄男の、D58ES という大きなバックロードホーンを持っています。

これは軽いコーンのフルレンジが好みの人は、低音不足のために、よくバックロードを活用すると

思います。

でも、バックロードホーンは、長い音道の中で、特性がでこぼこになります。

かなり癖のある音になります。軽快で敏感な音になるのは良いけど、荒々しい乾いた音になります。

それを補正するために、べリンガーの DEQ2496 を使ってみました。周波数特性の補正です。

しかし、DEQ2496 は、実売三万円程度で、そのまま使うと、音質がかなり落ちます。

原因は、入力が AD変換し、デジタルの補正回路を通って、また出力に DA変換をするからです。

この前後の AD(アナログからデジタルへ)DA(デジタルからアナログへ)のコンバータの品質があま

りよくないのです。

安い PA装置みたいな音です。

みたいでなく、実際に DEQ2496 は、安い PA装置なんですが。

というわけで、AD には、五年前くらいに買って、死蔵していたフォステクスの録音用ADコンバー

タを。

また出力の DA には、太い音で有名な DAコンバータの Odeon Lite を使ってみました。

Odeon LIte には、ボリュームがついているので、そのまま真空管の 300Bシングルのパワーアンプ

につなぎます。

つまりプリアンプはないのです。

アナログレコードは、フォノイコライザを通って、フォステクスの ADコンバータ、それから



DEQ2496、ODeon Lite、300B パワーアンプとつながっているわけです。

やたらに面倒で複雑です。

CDプレーヤーは、XLRデジタルアウトから、そのまま DEQ2496 につながります。

フォステクスの ADコンバータは、予想いじょうに品質が良いです。クロックも 96K です。

AD、DEQ2496、Odeon lite は、全部 96 で統一です。

これだけデジタルくさいことをしておいて、最後は 300B のシングルの真空管アンプというのが、コ

ントラストがあって良いです。

DEQ2496 は、RTA マイクをつないで、自動周波数調整つまり AEQ をすると、希望通りの特性に

自動的に調整されます。

で、ピンクノイズがうるさいので、その調整の時間は、わたしは拳銃射撃用のイヤーマフを耳につ

けています。

たぶん近隣には妙なピンクノイズが。

いまは風邪で耳がおかしいので、風邪が治ったら、すぐさま撤去になるかもしれないし、そうでない

かもしれない。

しかしネットを見ると、こういう使い方をしている人は案外多いのです。

さすがにアナログレコードを、AD変換して入れるというのは、あまり多くみかけません。

ADコンバータが特殊で、あまり出回っていないからです。録音する人くらいしか使わない。

写真は一番上が、DAコンバータの Odeon Lite。

二番目が DEQ2496
三番目が fostex AC2496
下の段が、300B の真空管アンプです。

そのすぐ、左隣に、フォノイコライザがあります。

CDプレーヤも入れると、六つ電源スイッチを入れないといけません。

アナログプレーヤも入れると、七つ電源スイッチを入れないといけません。

ただ音楽を聴くために、こんな面倒なことをしている人は、マニアにはかなり多いです。

肝心の音ですが、バックロードホーンの暴れまくりの音が、かなり普通の音になります。

ほかの人は、D58ES には 200ヘルツくらいにディップがあるという話ですが、私の場合、160ヘル

ツにピークがあります。なのでそもそも低音不足には感じません。

いずれにしても、これらを平坦にしたわけです。

そもそも 300Bシングルにしているのも、バックロードはたいていやたらに能率がいいので、小出力

でも鳴らせるからです。

フルレンジに、300Bシングルというと、もり蕎麦みたいな、シンプルな世界なんです。

とはいえ、音場補正をした結果、システムは面倒な構成です。

いま、同じようなことをするヴォイシングプロセッサの新製品DG48 がアキュフェーズから出ていて、

だいたい七十万円前後です。でも、三万円の DEQ2496 も、デジタル部分だけ使うなら、けっこうい

けると思います。

-------------11/19/9:29
この複雑な組み合わせがとても気に入っています。なので、ずっとこの D58ES で、バッハを聴いて

います。

なかなか謎なのは、

1.CDプレーヤは、わたしの持っているものはトランスポートなので、もともと DAコンバータがない。



なので、そのトランスポートの XLRデジタルアウトから、プロセッサの DEQ2496 に、デジタルイン

するのは、自然なことで、無駄なものがないぶん、音は鮮明だと思っている。

2.ためしに、CD トランスポートに、DAコンバータの CEC DA53N をつないでアナログ出力できるよ

うにする。

そしてこのアナログ出力を、ADコンバータの AC2496 に入れます。つまり、この AC2496 による

AD変換、プロセッサ、DA変換というふうにして、やっとアンプに出力してみると、1.よりも音が良い

場合がある。

AC2496 以後、全部２４ビット 96Khz に統一されます。最後の DAコンバータOdeon Lite も、

24bit96Kh対応機種です。

DA,AD,DA というまわりくどい回路ですが、音はさほど劣化しない。むしろソフトな感じになる。

1.は生々しい鮮度のある音だが、時々耳障り。

いま、ヤフーで SRC2496 が９０００円で出てる。落札できたら、これも実験してみよう。

つまりトランスポートから SRC2496へ。それから DEQ2496へ。これだと、AD変換をしないで、デジ

タルのまま、２４ビット 96Khz で通せる。ネットで使った人の感想を読んでみると、安物の DAコン

バータが、１００万円くらいの DAコンバータに変わったような気がするという人もいます。とくに

88.2Khz がいいらしい。

このデジタルに関しての記事は、まったく理解できない内容と評判です。

2011 年 11 月 15 日 15:17
◆出雲の夢を見たので、ヒプノに行きました。というわけではないけど

ゲリーの出てくる夢で、わたしが初期の出雲族だという話を聞いたので、ヒプノを申し込んでみまし

た。というわけでもなく、たんに、今書いている本の参考に。でも、ついでに出雲を調べようと思い

ました。

今日がその予約日でした。

でも、昨日、急に風邪をひきました。近所のフェニックスで二時間待ち、診察は三分。

で、昨日の夜から、朝まで、ずっと夢の中をさまよっていました。

それは夢というよりも意識はある。で、ずっと出雲族を、漂っているわけです。

実は、ゲリーの出てくる夢でも、そのあと、数時間はずっと日本のいろんな地域をさまよっていまし

た。

結局今日は二時間のヒプノだというのに、その前の日に、十時間くらい、同じことをしていたわけで、

まるで準備です。

今日は、ヒプノでは、時間があるので、ふたつ見ましょう。ということになりましたが、アフリカからヨー

ロッパのことと、九州から本州のことが、構造が似すぎています。

わたしはそこを移動していたのです。

で、出雲族に関係したことといえば、九州から本州の半ばに移動したコースです。そのとき、ある人

物の顔を見ました。つまりいちおうヒプノでは、前世を見るのだから、これが前世のわたし???
思い出したのは、ゲリーの出てくる夢で、森の中を探索しているとき、ひとりだけ人物の顔が出てき

たのです。

それが同じ人物だということに気がつきました。



で、ヨーロッパの時と構造が何も変わらない。日本では、サイズを小さくしただけ。

たぶん地球サイズでのパターンをそのままに、日本サイズに小さく、次元をひとつ落としたのが、日

本国内でのものです。

時間の中を移動するという考えが間違っているのでしょう。

たぶん四次元地図に、同じパターンがあって、それがどこにいっても、復元されるのです。

でも、出雲族というのは、特定の地域が探し当てられません。つまり日本をそうとう広い幅で動いて

いて、帯のように伸びているので、切り分けられないです。

熱のある夢の中で、スサノオらしきものを三度見ました。

スサノオはトルコから来たという話ですが、出雲のはじまりはスサノオという点では、夢の中のゲリー

がわたしを出雲の初期というふうに言っていたことに影響を受けたのかもしれません。

以前ヘミシンクをしていたときに、宗像三姉妹が出てきたので、それをガイドにしようとしたところ、

ある透視能力者が、それはガイドではないよ、身体にめりこんでいるので、身内だよ、という話をし

ていたので、そうなると、わたしは出雲に関係するということになるのかもしれないですね。

でも、何かが違うなー。

夢の中でも、スサノオの至近距離にいるのですが、とりはずし可能なんですよ。

出雲族に関係もできるが、しかしその中に釣り糸を垂れているだけで、わたしはそれには所属して

いないのではないかと思います。

出雲系が、帯のようになっていて、特定の地域に根付かないというのは、スサノオも、オオムナチも、

根の国に接点が強く、地上的な意味で、はっきりと着地していないからだと思います。まさに雲で

す。で、そういう中途半端な存在をしていると、地上にこだわり、地上にしがみつく人からすると、簡

単に追い出せそうです。地上にしがみつく人からすると、もうここしかない。それ以外には自分がな

い。しかし、出雲的なものだと、他にも偏在するので、特にその場所にこだわることはない。どちら

が押しが強いかというと、もう決まっていますね。

そういう曖昧さが出雲にはあると思うので、すると、わたしの「とりはずし可能」というのも、いかに出

雲的かもしれない。

ヒプノですが、セラピストの信念体系に阻まれて、なかなか先に進めないというのがありました。

毎度どこかに行くたびに、天に戻りますか、それとも新しい転世先に行きますか、というふうに聞か

れたけど、わたしがヒプノ体験しているときに、感じたのは、天に戻らず、とはいえ、地上にも生まれ

ないという期間が長く、月の軌道に近いところにある衛星みたいなところに行ってしまうんですね。

これ前のヒプノのときにも出てきました。

つまり翻訳すると、肉体から抜け出た後、人工的なエーテル体の状態に留まるということですね。

地球が肉体、そして月の軌道がエーテル体ですから。

エーテル体の息が長い。なぜなら、それは自然的なものでなく、意図的にシステムが作られていて、

何か補給システムみたいなものがある。それを以前は確か中二階という言い方をしていたのを思

い出した。

ずり上がるのにコツがある。片足かけて、勢いよく上がらないといけない。

そういうのをヒプノの人に説明するのがめんどくさい。

もしかして出雲族の初期というのをサーチしても、何かとりはずし可能的な感じになってしまうのも、

この天にあらず、地上にあらず、というところに拠点を置くことが原因かもしれない。

ルーツは中二階で、地上にはどこにもないです、というとナチュラルです。

ヒプノをすると、思い切り、荒唐無稽の、飛べる世界にいけるのではないかと思うけど、そしてそれ

はもっとも自然で楽なものになるけど、セラピストの信念体系は、それにブロックかけますね。



どんな奇異なものを見ても、ジャッジしないでください、と言ってたけど、本人がそうとうにジャッジし

てました。誘導の途中でも。

2011 年 11 月 6 日 06:34
◆昨日から水晶学校が始まりました/夢を見たので

で、脳の奥地とつなぐ話をしていました。

水晶を使うと、そうとうに深層の部分を探ったり、いじったりすることになりますから、森の奥深くに入

り込むという印象です。なぜか今回は 45 分リズムに話題がいきやすかった。

で、今日の朝、三時くらいに夢を見ました。

ゲリー・ボーネルと、あるホテルの部屋にいて、それは少し高そうなホテルです。で、ゲリーが、わ

たしのことを出雲族だと言うのです。かなり初期の、というよりもスタート点に近いところにいる、と。

ゲリーはアカシックリーディングする人ですね。なので、わたしのアカシックリーディングをしたという

ことなのでしょうか。

ゲリーが、わたしのことを、実は出雲族だと言ったとき、どこかで笑い声が聞こえました。なんか出

雲族って、田舎ぽいという感じで受け止めました。笑い声は、土の底から聞こえたような、何か土に

付随する精霊みたいなものが反応したという感じでした。笑いというのは、日本の古代式に言えば、

魔除けと、スイッチオンという感じでもあるか?

わたしのイメージの中では、ゲリーボーネルは、日本の歴史に関しては、そして古い時代になれば

なるほどにフォーカスがぼける、という印象を持っていました。アカシックリーディングは、読む者と

読まれる内容のセットで考えるべきです。つまり読む者の位置座標によって、読まれる内容は変化

します。建物をいろんな角度から撮影すると違うものに見えるのと同じです。それに得意不得意は

誰でもあります。

だから、古い内容になると、通説に振り回される傾向があるというイメージの象徴として夢の中に出

てきたのかもしれない可能性はあります。

夢では、その後、場所探索です。ただ森が深すぎて、位置情報がはっきりしないです。

これがずっと続いていたので、三時くらいから、ほとんど夢といえ、意識が目覚めていました。水晶

学校と関係があるのはあきらかです。

わたしの母親と称する巨大な怪物の匂いに近いのは、諏訪大社の下社と書いた事があります。そ

れにハワイのカフナの、マナは、日本ではモノとなり、これが大物主となり、もちろんそれは大国主

の和魂です。それに桜井に行ってから、ずっと箸墓に取り憑かれています。つまり三輪山ですね。

それにだいたい蛇の話ばかりしています。

こういうことを考えると、出雲族関連の話題しか出してないような気もします。

日本の歴史は、世界の歴史と構造は同じで、エジプトから逃れたカフナの人々が途中に日本に

寄って、それからハワイに定住したというロングの話は、そのまま、わたしには出雲族みたいに見え

てくるのです。その意味では、ゲリーが夢の中ではっきり断定した内容も関連はあるかもしれない

です。

精神世界について紹介する内容を書いていますが、アメリカのニューエイジの視点から並べて行

くやりかたは、今の時代には正しくないと思いました。

そもそも根がないので、造花みたいなもので、精神世界をリサーチし加工することはできますが、

題材を掘り出すことはできません。その意味では、日本で農産物を輸入に頼り、日本ではそれを

加工するだけというのと似ています。アメリカで参考にできるのは、なんといってもビジネス関係で



しょう。トマベチ読んで、ちょっと興味出てきたんだ。

で、精神世界では、阿波踊りで、阿波忌部氏のことを書いたのだから、いっそのこと、日本の旧氏

の展開を参考にしてもいいかもしれないと思いました。

それとアカシックのレコードというのは、十二サインと同じものです。それは起点をどう設定するか

による違いしかなく、十二サインは太陽と地球の関係でできる春分点を起点にします。アカシックと

いう場合、浮動計算式で、それは複数のレイヤーになるのですが、構造とか配置、骨組みは十二

サインと完璧に同じです。もちろん太陽プレートを読むときには、十二サインは使えないです。十

二サインは、地球と太陽の関係でできた範囲にとどまります。そこにデータがどんどん書き加えら

れています。十二サインとはこんな性格・・みたいな読み方は、概念であり、この内容を読んでいる

わけではないんです。

いずれにしても構造は同じだからこそ、ノストラダムスはデルフォイ式のヴィジョンとホロスコープを

一緒に使ったわけです。

来年は、わたしは土のグランドトラインになるそうです。ソーラーリターンの話です。これは M さん

がメールしてきてくれた内容。なんでメールが来たかというと、まぐまぐで、ビジネス関係のシステム

を作るのがよいということを書いたら、来年はそれをするでしょう、というふうに、親切に予言してき

てくれたわけです。

来年は出たがりになります。なので、今年よりは派手になります。なんせ 10ハウスに、金星と木星

の合ですから、伊勢丹のメンズに行かなきゃ。

さらに、弁天島の T さんから、足は痛くないですか、痛い場合には、だんなが治療しにいきます、と

いうメールも来ました。だんなさんは有能な治療師なんです。

今は足は痛くないです。

で、筋肉が発達したからなのか、走っても、痛くならないので、恐る恐る、毎日走っています。

時速は 9キロで、一時間です。

最近寒くなってきたので、夏ほど汗が出ない。でも、これまでの時速 8.3 から、9キロにすると、夏と

同じくらい汗が出ます。なので 9キロにしました。いままで 8.3 だったのは、それがぎりぎり足が痛く

ならない限界速度だったからです。ところが、ここ数日、9キロでもいけることがわかってきました。

これで足が痛くならずに毎日走れたら、人生はとてもハッピーです。

慣れてきたら、この中に、二回とか三回、全力疾走を入れるとよいらしいです。

8.3キロで一時間というのは、慣れているので、感動がないです。

9キロになると、また感動が戻ってきました。やはり少しずつ増やさないと無理なんですね。体は

あっという間に慣れてしまう。

----------------------------ここまで書いて、ジムに行き、戻ってきたらメール来ました。

> 笑い声の主はやはり地の精霊ではないかと思います。

> 以下、先生の夢に関する今朝の起きたちょっと変な出来事です。

>雑記を最初に拝見したのが、朝の 7時頃だったんです(寝起き)。
>なぜ今日に限り寝起きで先生の雑記を即見たのか...という行為自体が謎ですが。。。
>
> で、朦朧とした頭で、先生の夢でなにかが笑った...という箇所を読んだとき、まさに地響きみたい

な笑い声(？...のようなもの)を感じた気がしました。

> 同時にビジュアル化した映像が浮かびました。ハンプティダンプティみたいな、グロな大きな丸



いものがニヤリとしてる図で、しかも｢月が笑う｣という言葉が降ってきました。(陽水の曲でこのタイト

ルがありましたが...)
> 地の精霊が自身をパロディ化して見せてくれたのかな...と思いました。

笑い声は、地震のような感じで沸き起こり、そして声は何か人工的な感じがしました。

左側から聞こえました。茶色の声で、という感じです。茶色の声ってなんだ、と聞かれそうですが、

共感覚で考えてください。黄色い声ってあるじゃない。茶色い声もあるんです。

あいつらを起こした、という感じでもあります。

何か、この古い精霊というのを活性化するには、古いルーツが必要かもしれないです。

わたしの出雲の初期の出自。

もっとニュアンスでいうと、ゲリーが言っていたのは、出雲族をスタートする時に、起こす力に、わた

しが関係している、みたいな言い方でした。この、起こすという尖った力が、未だに私の中で残って

いるために、それが今後のことに、うんぬん。で、この内容をずっとその後一時間も二時間も、夢の

中で、意識していたのです。

古いルーツがあると、古い精霊は起きる。創世記にまで戻らないと、スイッチが入らない。

これは今の新しい脳では、古い奥の脳には届かないので、

何を言っても、その古い脳の奥にあるものは反応しないというの同じですね。

ちなみに、昨日思い出していたことは、わたしの場合、アセンダントはうお座です。

で、このうお座の 1ハウスの中に、牡羊座の春分点に近いところに水星があります。

うお座は、水・柔軟サインで、すべてを集めようとする本性があります。

何か買う時に、どれかを選ぶというのでなく、そこにあるもの全部。

これがうお座の 1 度の「市場」というシンボルになります。

これを考えていたのは、フォトリーディングを教えている玉川一郎氏がうお座で、フォトリーディング

みたいに、すべての情報をみなほしい、みたいな欲張りメソッドはまさにうお座向きなんですね。

水は集める。

柔軟サインは、関連性なしで、目に入ったもの全部。という意味です。

紀伊国屋に行くと、そこにある本はみな買いたい。

これを全部読んでないというのが、気に食わない。

わたしみたいに、うお座がアセンダントだと、そこで、水・柔軟サインは、あらゆるものを集めようとし

ます。そのために、特定のフォーカスの方向には意識をあわせません。

できるかぎり、拡散します。特定のものに集中すると、他をはじくことになりますから。

そして、この洪水のような情報の中から、いきなり春分点の水星の力が、海の中から上がる閃光み

たいな形で、新規情報を出すという構造です。

つまりとりあえず全部集めて、そして新規なものを吐き出すと言う構造です。

このイメージは、今日の夢の中のゲリーの言う話に、何か似ています。

出雲族は深い森のような、マナの霧の中に住んでいる。で、わたしはこの中で、何かスタートに関

係する。うお座は柔軟サインですから、決してどんなものもスタートさせません。しかしこのハウスの

中にある、牡羊座の初期の水星はスタートさせます。

もしわたしがそういう出雲族の初期の種族に関係しているのならば、このホロスコープの構造は、

その映し絵ですね。受け皿として一番近い配置を選んだ。

ちなみに、ゲリーに関して、印象をおぼえていることを書きたい。

ある時期に、このゲリーのところで働いていたという人と、接点ができました。

で、その人は、出雲族と似たような、別の、日本の氏族の末裔です。



その末裔は、藤原氏の、つまり折口信夫式に言うと、「水の淵にいる」蛇のような末裔とあまり仲が

良くない感じがあって、何かそのあたりが、サイキック対サイキックみたいな感じになってました。で、

そういう時に、ゲリーの話がよく出ていた。

わたしはたまたまその時に、この天皇を取り巻く旧家から資料を集めて、秦河勝が編纂したと言わ

れる先代旧事本紀に興味ありありで、そのことばかり考えていた時期です。

ゲリー、旧家の末裔、旧事本紀が、セットで出てくる。どれを押しても連動する。

ゲリーの何かが、日本の古い氏族にまつわるところを、刺激するか煽る要素があり、今日の夢の中

では、それがトリガーとして登場してきたのだと思います。

ただしゲリーはその知識を持っているように思えない気がする。しかしながら、この歴史の関係者

なんだということです。なぜゲリーは、頻繁に日本にくるのか。それに関係してそうですよね


