習だった︒机上論ではなく臨床を

れて︑その後に質疑応答という講

う︒ということで実践をみせてく

たから理論はもう知っているだろ

参加者がインストラクターだっ

●２００１年にジョン・シー
に会った時のことを教えてく
ださい︒

2020/03/10

みせてくれた︒今も自分の講座で

一番早い︒ケイ・マッキャロルも

はそれを踏襲しているよ︑これが
て怒ってた︑喧嘩もカウンセリン

ングをしているだ！集中しろ！﹂
っ

たちにジョン・シーは﹁カウンセリ

時に終わろう﹂っていき

た︒後になって︑渋滞するのが嫌

％カウ ンセリング

だったの が分かったけど 笑

素が強いから

で大阪のお母さんの治療 ができる

ゼルスにいるのにキネシ オロジー

たように号泣するのを見て﹁ロサン
すか？サ ーとかドクター とかつけ

に向かって﹁なんて呼べばいいで

ビビってた俺は︑ジョン・シー

ミー・ジョン﹂って言ったんだよ︑
ケイ・マッキャロルも同じで﹁平
等にいこう︑私は先生じゃない﹂と
いうスタンスだった︒そして︑どん

で﹁参りました﹂って思わせる風貌

で長身で声も低いし︑その雰囲気
の中で俺が一つ質問したんだＴＦ

れなかったからね︒
あと︑
レクチャー

通のイン ストラクターは 答えてく

な質問にも答えるところだね︒普

だった︒子供がおじいさんになっ

が変わったようだった︒ジョン・シー

臨床になると凄まじい集 中力で人

うより人間らしい人だった︒でも

すけど︑何故ですか？﹂って質問し

としてブ ルーベリー食べ てるんで

たくて﹁日本では目を良くしよう

て書いてあって︑その根拠が知り

の時俺は﹁くだらね〜喧嘩が始

り合いになったのを覚えてる︒そ
に臨床を乗っけたから︑まず質問

間やってきた臨床を信用しろ︒本

たらジョン・シーは﹁おれの

が︑
日本から同行した

まった﹂と思って見てた︒そんな俺

年

さんと怒鳴

のような人だった︒高貴な人とい

た様で︑泣き笑い叫ぶ怒鳴る︑幼児

代で亡くなったけど︑白髪

●ジョン・シーはどんな人で
したか？

ますか？﹂って聞いたら﹁コール・

●会ってみて﹁やっぱり凄
い！﹂と思った瞬間を教えて
ください

※Ｓ
クも合わせてメタファー と Ｅ

なり講座 の時間が変わっ たりし

じめて

朝起きる の早いんだ︑ 時からは

グだった︒あとは ﹁
…みんな明日何
時におき る？僕は牧場出 身だから

同じだった︒

●どんなセッションでした
か？
7

Ｒも結果的にカウンセリ ングの要
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3

んだ﹂と驚いた︒

ど︑その人がまるっきり人が変わっ

親の問題を遠隔でやった んだけ

理人テスト﹂同じ部屋の男性の母

だった︒印象的だったのは﹁遠隔代

85

Ｈの本に 目”が悪くなった場合︑ブ
ルーベリー系食べると悪化する っ”

60

の前に実践しろ﹂って言われた︒本
の中に大 臀筋とセックス 問題の関
連が書かれていて︑当時俺はセッ
クス問題抱えていたから︑セック
ス中に大 臀筋つることが あって︑
それが本 にも書いてある のを読ん
で︑臨床の集約された本の凄さを
実感した ︒

●ジョン・シーはど うして最
後に直感という言葉 を残した
のでしょうか
ウルグ アイのラグビー チームの
映画で﹁アライブ﹂っていう映画を
見て欲しいんだけど︑遭難した人
が直感で﹁こっちに町がある﹂って
帰還するんだ︒直感はそもそも人
間に備わ っている大切な 能力だと
思う︒人生の大きな局面で直感が
働くって ことは多くある だろう︒
でも多く の人はコンフォ ートゾー
ンにいす ぎて感知できな い状態だ
と思う︒例えば︑俺が北海道を車で
走ってい たときにホワイ トアウト
が起こって︑前の車のテールラン
プも切れてた事がある︒しかも俺
の後ろにも車がいて︑前も後ろも
見えなくて︑もう直感で走るしか
なかった︒そういう時は野生の力
んだって 生死がかかった 時に直感

※ まにゃ
が研ぎ澄 まされるよね︒ た

で俺の家 の前によろよろ たどり着
いたんだよ﹁この家に行けば助け
てくれる﹂っていう直感でね︒直感

ンキネシオロジー︶はかなり大切︒

は人生を 動かす大切な能 力だよ︒

あとは指示待ち人間︑自分から動

医者が出 してくれた薬の 結果がわ

とすぐに間違うから︑使う人が純

からない のにとりあえず 飲んでい

要素があって自分に沿っていない

ね︒世の中は体験や経験の前に机

る︒俺の親父もそうだったけど抗

心理状況が続くと直感も︑かけ間

けない人の顔色うかがいすぎのい

俺も胡散臭いと思うよ︒偽物も

がん剤打って死んでいく︒これっ

困っている人がごまんといるけ

違いが起こる︒つまりお母さんの

粋になれているかどうか︑アンコ

多いし︑直感は脳が統合されてい

てまるで 全員が赤信号に つっこん
ど︑何が真実なのか︑どんなヒーリ

トラウマの投影が起こって︑お母

上論で判断するから︒でもさ︑直感

ないとまず得られない︒そして社

でいく様だと思うよ︒みんなは俺

ングが効果が出るのか︒本当のこ

さんの声が神の声に聞こえる様な

いなり人間も直感は来ないよね︒

会の中で自分を殺して生 きていた

が赤信号 に突っ込んでい る様にみ

とを知ってしまったから︑それを

事になる︒あとは︑朝日見る︑瞑想

ンディショニングラブってやつだ

ら難しい︒この世界に怪しい人は

えるんだろうけど︒アリは人工甘

伝えたいと思っている︒ジョン・シー

する︑体に熱を入れる事は大切に

を感じられずに︑権威や多数派を

いっぱいいるけど俺はキ ネシオロ

味料食べないんだってね︑動物み

が魁となり道をつくってくれた︒

しているよ︒汗をかかかないと︑変

グをやって心の解放しよう︒不安

無理︑そういう人はカウンセリン

ないから恐怖がいっぱいあっても

しょう︒あとは︑愛と恐怖は共存し

だってロボットが直感こないで

ジーを続ける中でミラク ル体験を

たいに︑﹁なんかおかしい﹂
とか
﹁こっ

それを信じて背負って進んで継承

なものをいれてしまう︒汗は天然

ね︒直感の裏には必ず愛がある︒

した︒そういう体験なしでは偽物

ちに行った方がいい﹂
って教え てく

しているつもりでやっている︒周

の抗生物質だからね︒
はまだまだ研究されていない分野

WBK … ホールブレインキネシオロジー
キネシオロジーのブレインジムを発展させた、
体から脳を統合する講座

だから誰かが行かないと道ができ
コンジャンクション … 西洋占星術で星同士の一番影響し会う角度のこ
と

ない︑舗装されていない道路を切
り拓いて獣道を作って進んでいる
と思っている︒だから筋肉反射テ

スペクトもあって夢を追う性格な

不統合の状況で直感は得られな

たまにゃん … 慶太さんの沖縄の飼い猫

●どうしてそこまでキネシオ
ロジーを追求するのですか？

と本物を見分けるのは難 しいよ

れる直感 を感じれるかど うかは本

りからはあんまりそう思われてい

●ジョン・シーの言 った直感
と偽物の直感は何が 違うと思
いますか？

シーは人 間愛の大きさで 人を癒し

ストは最先端だと思う︒あと︑俺の

感じだよ︒後の人が舗装してくれ

ていたと思う︒宗教なんかも愛を

クションだから︑ブーメランのア

星は太陽と海王星が

人間愛の大きさが違う︒ジョン・

うたって誤魔化しているけど︑そ

んだ︒

※ ンジャン
コ

のレベル の違いを体感し ないと判
断つかないと思う︒直感は皆にき
つあって︑天に訊く︵アスク︶

ているんだよ︒でも︑直感の過程に
は

●私たちが直感を得るために
はどうしたらいいですか？

※ ＢＫ
︵ ホールブレイ
い︒だから Ｗ

まずは脳が統合されていない︑
情︒あと直感と欲望は間違いやす

魔になる のは心配とか恐 怖の感

できていないんだよね︒直感の邪

︵レシーブド︶そのどれかが上手く

答えをもらう︵アンサー︶受け取る

3

い︒ええカッコしたかったりする

ESR … エモーショナル・ポスチャー・リリース、キネ
シオロジーの中のヒーリングの一種

当に大切 だよ︒

ないと思うけど︒キネシオロジー

信じて生 きたらどうなる ？例えば

30

「 一番大切なものは直感 」

T F H 創始者のジョン・シーの
最後に残した言葉

●しかし直感やチャネリン
グって胡散臭いと思いません
か？

I

タッチフォーヘルス

