フラクタル心理学協会パートナー

中国・四国エリア

株式会社 アクエリアス・ナビ 本社

株式会社 ピンクダイヤ

代表 菊澤 有一
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-51-6 テラアシオス青山 7F
TEL : 03-6805-1824
FAX : 03-6805-1931
Email : info@navi.ac
http://www.navi.ac/

株式会社 アクエリアス・ナビ 九州支社
支社長 松岡 安代
〒862-0976
熊本県熊本市九品寺 1-9-23-9F
TEL : 096-366-6355
FAX : 096-366-6355
Email : kyusyu@navi.ac
http://ameblo.jp/taw-kumamoto/

Aquarius Navi Institute

代表 一色 真宇
255 W 5th Street #0115, San Pedro, CA 90731
USA
TEL : +1-310-614-8921
Email : infous@navi.ac

関東エリア

◆ キーステーション

◆ キーステーション

代表 吉永 富貴子
〒730-0016
広島県広島市中区幟町 3-55 幟町ゼネラルビル 502
TEL・FAX：082-555-9611
Mobile : 090-3638-8175
Email : tawhiroshimast@yahoo.co.jp
http://taw-hiroshima.com
関東エリア

◆ ステーション

リクラシオ

代表 橋本 久美
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 8-10-4
101セントラルビル 702
Mobile：080-9893-8224
Email：info@recracio.com
http://recracio.com
http://ameblo.jp/kttaw/
中部・甲信越エリア

関西エリア

◆ ステーション

グランコンパス

代表 高橋 治子
〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 1 丁目 5-2
四ツ橋新興産ビル 303
TEL : 06-6555-6400
FAX : 06-6555-6642
Mobile : 090-6555-9902
Email : osaka@taw.ac
http://www.taw-osaka.net
http://ameblo.jp/taw-wonderful-life/

スペル 2 階

代表 新垣 真治
〒901-0145
沖縄県那覇市高良 3-3-17-202
TEL : 098-859-3587
Email : okinawa@taw.ac
http://www.tawhappier.jp/
http://ameblo.jp/360happier/

（株）アクエリアス・ナビ またはお近くの
キーステーション・ステーションにお気軽にご連絡ください。

フラクタル心理カウンセラー養成講座
カウンセラー視点を手に入れてフラクタル心理学を
使いこなしましょう !
このような方に
▶
▶
▶

プロのカウンセラーを目指す方

最高峰の心理分析法を知りたい方
仕事に応用して成功したい方

一般社団法人フラクタル心理学協会認定資格

フラクタル心理カウンセラー３級授与
お問合せは各キーステーションまで ● http://www.taw.ac/counselor/

TAW 理論三つの柱

心理の理論（フラクタル心理学）

一般的な心理理論は、
「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」
と考えますが、
フラクタル心理学では「思考が現実化する」のです
から、
「親の行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」
と考えます。

一元の理論

現象の理論
（フラクタル現象学）

一 元とは「すべては
自分の投影である」
と
いう理論です。一元と
いう仕組みによって、
思考が現実化すると
きに必ず「エネルギー
保存の法則」が働きま
す。何かが生じれば、
何かがなくなります。
ＴＡＷは夢物語では
なく科学なのです。

ＴＡＷの最大の発見
は、
「世 界 は 隅々まで
自分の全思考の拡大・
縮 小である」
というこ
とです。
この仕組みを
詳細に解き明かし、体
系化したものがフラク
タル現象学です。

フラクタル心理学協会
Fractal Psychology Association

東京都渋谷区神宮前 5-47-11-302
TEL
03-6805-1828
URL
http://www.taw.ac
Email info＠taw.ac
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女性経営者・
起業家

フラクタル心理学は人生運転メソッド

49

「父のせいではなかった･･････。すべては私がつくり出した
ことだった」、そうとわかると父に申し訳なくて涙が流れたと
同時に、父への尊敬の気持ちが膨らみました。父の才能と

No.

立場、苦しみを理解できず、悪者にして責めてきたことを心
の中で何度も詫びました。エネルギーの量は同じで、マイナ
スとプラスが入れ替わった瞬間でした。

http://www.taw.ac/

今まで父の名前を汚さないことが常に大きく頭にあったた
め、「間違えないように」経営判断をしてきました。しかし、

―― 受講生の感動ストーリー 1

全部が自分発信という覚悟を持って、方向性を決める段階
に来たと感じ、自分と社員のエッセンスを生かした新しいサー

ＴＡＷプレスでは毎号、フラクタル心理学を生かして人生をバージョンアップした方たち
の感動ストーリーをお届けします。今回はフラクタル心理学を仕事に活用して起業され
た方、成果を収められた方たちの特集です。まずトップはサービス事業会社を継いで
負債を返済し、業績を伸ばされた北野叶奈子さんからお聞きしたお話です。

ビスなどを考え始めることができるようになりました。
■ 経営者としての思考を学ぶ

編集責任者 / 林 浩子
取材・編集 / ㈱ mamu&Co.
代表 真宗理香子
レイアウト / オリーブツリー

一般企業勤務後、父が経営するサービス事業の会社の総

思考 法』（一 色真宇著

会社の経営は非常に苦しい状況でしたが、誇りを持って働く

のライブ視聴）で受講しました。

と講師から指摘されました。

社員たちの「このままでは終われない」という言葉を父の遺

恨みのエネルギーは、後ろ向き

志と受け止め、私が代表として会社を継ぐことになりました。

ですので、前に進もうとする深層

当時、会社の年商は億単位で、ほぼ同額の負債があった

意識を引っ張ります。私の中で巡っ

研究会は、今世の中で起っている現象をフラクタル心理学開

TSK 株式会社 代表取締役
フラクタル心理カウンセラー

北野 叶奈子

発者の一色真宇先生が解説する内容が盛り込まれていまし

さん

た。毎回、聞いていると不安が取り除かれ、勇気が呼び起

東京都在住

こされました。「すべての現象は自分がつくっている。人や状

ため、危機的状況でしたが、父の背中を見てきたので、今、

ていたのは、「だってしょうがないじゃない、スタートが借金

何をすべきかが手に取るようにわかりました。就任早々、不

況に振り回される必要はなく、自分の世界は自分で変えられ

だらけなのだから。私は十分がんばっているわ。これ以上ど

採算部門を売却するなど大幅な経費削減を行い、２年で負

る」と心の底から思えるようになったのです。

うしろというの」という思いでした。

フラクタル心理学では「３６０度自分」として、自分の中

上級講座を受講すると、
「まだ父親のせいにしていますね」

にあるものを、相手の中に見るのだとします。会社に依存し

「借金をつくったのはあなたです」と繰り返し講師から言わ

ている社員がいると、それはかつての私の姿で、まだ残っ

れました。すべてが自分の思考の現実化なら、借金も私の思

「思考が現実化する」と唱っているフラクタル心理学をイン

ている私の中の甘えが投影されているのだとわかり、自分の

考の現実化になります。フラクタル心理学では「結果は目的」

ターネットで知ったのも、ちょうどこの頃です。急場をしのぎ、

甘えを正すように努めました。自分を変えると、相手のその

と考えますから、私が借金という現実をつくりだしたとした

この先、会社をどう進めるべきか、方向性がわからずにいた

部分がなくなるので、この方法でまわりの環境を変えていく

ら、そこには目的があったはずです。借金をつくる目的とは

ときでした。経営者として私の

何なのでしょう？

ようにしていきました。

仮に、私が自分で事業を立ち上げて、それが失敗したと

■ 社会貢献という考えに行き着く

るのなら、思考が現実化するプ

したらどうでしょう？

ロセスをぜひ学んでみたいと思

しょう。でも、父の会社を借金のある会社にして継げば、上

い、２０１３年８月マスターコー

の「プレミアムコース」に申し込んで、一色真宇先生のカウ

手くいかなくても父のせいにできます。金メダルでも淡々と獲

スを受講し始めました。

ンセリングを直接受ける機会にも恵まれました。

るのと、ケガをしてから獲るのとでは、ケガをしてからのほ

経営に関しても、負債が減って一息つけるところまできたと

うが、まわりから同情も得られて、金メダルを獲ったときの

はいえ、まだまだ何があるかわからない状況で、苦しいとき

評価は格段に上がります。

には眠れないこともありました。

私はさんざんな評価を受けることで

「フラクタル心理カウンセラーのための上級テクニック講座」

初級講座で、自分の深層心理を分析すると、「父のせいで

私はメリットがあるほう、評価が高まるほうを選んだので

大変な思いをさせられている」という思いが強くあることに

一色先生にこのことをご相談すると、「部分を見ないで全

す。自分としてはこれ以上ないくらい、全力で会社を背負っ

気づきました。講師からは「お父さんのせいではなく、今の

体を考えなさい」とアドバイスされました。「会社として数百

て頑張り、維持していました。ただし、このままでは経営が

現実はあなたがつくったのです」と言われました。頭ではわ

名の社員を雇用し、税金を払っていること、家族が安心して

苦しいため、打開策を色々と考えるものの、父という逃げ場

かる気がしても、納得はできませんでした。

受けられるサービスを提供していることは立派な社会貢献で

があったので、なかなか方向性が見えてきませんでした。

す」と言われました。それだけの社会貢献をしているのだか
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通販サイト運営で開業。一年半で年収２０００万円に！
■ やったことのないことに挑戦する
を治すためにフラクタル心理学マスターコースを受講しまし

優しくしてあげること、世話してあ

を考えるようにしました。

た。まず、講座で「思考の量は決まっているので、ムダなモ

げることが愛だと思っていました。

ノを現実化させていると、必要なモノを現実化する思考量が

ところが、講座では「愛とは自分や

足りなくなる」と学びました。

相手を成長させること」で「稼ぐこ

すると、それ以降、ばた
ばたと状況が変わる現象が
起きてきたので す。先ず、

私も引っ越す前の家の家財をそのままにしていましたが、

洋服と雑貨のセレクトショップを７年ほど経営し、店を閉

自営業

それは大量の不要品を養い続けていることになると気づきま

商品を注文するお客さまは、優し

り思うように動かなかった右

した。
「すべての作業は実績になる」と唱えながら、仕事と思っ

くしてもらいたいわけではなく、最

半身が、加速度的に回復し

てインターネットオークションで不要品を売ると、１００％落

速で希望の商品が届くことを望んで

てきました。次に、移動時

札されて、なんと総額１，４００万円にもなったのです。

います。それなら、お客さまの要望を満たして、しっかり稼

鹿倉 佐和子

さん

続けて受けた講座の「未来をつくる」ワークでは、未来

くなり、また、交渉ごともス

に何も思い浮かばず、講師からは「今グループでシェアして

ム−スさを増しました。それ

いる人たちがあなたの未来です」と言われました。一人は海

あるとき「病院に行ってない」と気づいて診察に行くと「寛

から、会議で違う意見に対

外で活躍しているセラピストで、もう一人も海外向けのビジネ

解しています」と先生から言われました。何の症状もなく、

して、自分の意識の中の部

スコンサルタントでした。このとき、私は病気で無職でパスポー

病気が治っていました。私ががんばりだしたら、離れて暮ら

分 が異議を唱えているとい

トすらないのに、「私も世界に行く！ 」と自分の未来を書き

す両親も患っていたガンを温存のまま、入院もせずに、二人

う感覚もあらわれ、以前より

ました。

とも元気に暮らせるようになりました。

講座を受けるうちに、私の中には臆病で

し続けていると、取引先から、そのような話を頂けたことで、

家に閉じこもろうとするインナーチャイルド ＊

対象部門は前年比２０％アップと売上げを伸ばしました。

がいるとわかりました。怖いと思えることを

フラクタル心理学では「現象は相似形として現れる」とし

することが成長につながることも知りまし

ていますが、私が経営者としての能力を新たに開発しようと

た。そこで、病気を治すために、やったこ

努めると、主要部門にもバ−ジョンアップの話が来たのです。

とのないことに挑戦することにしたのです。

実際に自分と会社とで相似形の現象が起きていることに驚か
されました。
売上げも少しずつですが右肩上がりに増えていきました。

■ 人が欲しいモノを売る

０００万円稼ぐ」と書きましたが、その６ヵ

基盤があったからできたことです。何もない０から１へと事

開業しました。講座では「まわりは３６０度自分の深層意識

業を興すことは大変なことで、父がそれをしてくれたことに心

なので、まわりの要望に従うこと」「仕事は未来から来る」

から感謝しています。

と学び、私が売りたいモノではなく、人が欲しいモノをリサー

たことでしょう。経営者になったことも自分が望んだことと

チして、日用雑貨を中心に仕入れて売ることにしました。
思考の分析をするようになったためか、売れ筋や潜在顧客、

理解でき、誠実にサービスを積み重ねて人々に幸せを提供す

仕入れ業者などマーケティングデータの分析も苦もなくできる

ること、会社の経営を通じて社会貢献することが、私の人生

ようになっていました。すると、ネットから「これが欲しい、

の目的であるとわかりました。

あれが欲しい」と要望が入るようになり、本当に未来から仕

で言われていたように、両親との関係を見
直すたびに、できないと思っていたことができるようになり、
仕事が増えていっています。
“Excuse me” のスペルもおぼつかなかった私が、翻訳ソ
フトを駆使して海外との取引を行い、見ず知らずの人たちと
の物販にトライしました。唯一の頼みは、講座で学んだ「仕

この世の真実を現象学で学ぶ中、何があっても自分の在
り方を省みて、力に変えて前に進んでいけることを学びました。
私にとってフラクタル心理学、その元となるＴＡＷフラクタ

思考が変われば環境も変わるのですね。この２年で私の
まわりは海外取引をしている経
営者ばかりになりました。この先
どのように変化していくのか？
フラクタル心理学に従えば、きっ

多くのサービスを得ようとするお客さまがあれば、「文句を言

ル現象学と現象学の学びをさらに深める現象学研究会は、

えば、お得だと思っているんだね」と自分に言い聞かせて、

会社を経営する上での命綱のようなものです。これからもフ

自分の深層意識を修正すると、理不尽な要求をする人がいな

ラクタル心理学の勉強を続けながら、会社を発展させ、社会

くなりました。

貢献していきたいと思っています。

といかようにも変化できることで
買い付けに行った上海

しました。赤ちゃんの発達指導の教室を開催し、助産師や

初級講座を受講中に、百貨店の子会社に派遣社員として

た。店を経営していたときにホーム

看護師など母子支援者向けの赤ちゃん発達セミナーの講師

勤めることが決まりました。教育研修事業部の事務職でした

ページを独学で作ったことが役立ち

が、途中から研修講師を命じられて、百貨店の販売員への

ました。
早い段階で先生から「仕事として

藤野 ゆきこさん
奈良県在住

や、お母さんと子どもの脳育講座の講師をしてきました。起
業して６年が過ぎた頃、知り合いからフラクタル心理学を勧
められて、マスターコースと家族関係コースを受講しました。
赤ちゃん発達セミナーでは、私は助産師や看護師を教育

ル心理学で「上に従うように」と学び、「仕事も自分がつく

お金をいただきながら腕を磨くしかな

する立場でしたので、つい、一方的に教えるだけになってい

りだす」と知ったので、「これはやったほうがいいのだろう」

い」と言われました。今までなら「十

ました。フラクタル心理学では「まわりは自分の深層意識で、

と思って続けました。

分に教えてもらえない」と不満に思っ

相手を信頼することでお互い

勤め始めた頃は疲れやすく、健康のために書籍『美容瞑

たことでしょう。フラクタル心理学で
「ど

を生かしあえる」と学んだの

想』（講談社）のＣＤを聞くようにしました。１年ほど聞き続

うやったらできるかとプロセスを考える

で、受 講 生は「助産 師 や 看

けたことで、体力がついてお勤めを続けたり、その後独立

のではなく、とにかくやり始めれば自

護師としてプロの専門知識を

できたりしたのだと思います。私が聞いていただけなのに、

ずと決まっていく」と学んでいたので、

持った人たち」と認識を改め、

大阪の中心地なのにレトロな雰囲気が
前向きに考えることができました。
気に入っているアトリエ

て彼女たちをセミナーの講師

たことで、私の深層意識の中のムダな思考が排除されて、美

を掛けて自主的に勉強会を月１回行い、４年前に大阪にス

として育てようと考えるように

しくなることを思考し始めた結果だと思っています。

テーションができるまで２０回ほど開きました。この時の経

なったのです。

大阪のステーションのオープニングでは、開発者の一色真
宇先生のカウンセリングを受ける機会を得ました。いただい

■鹿倉佐和子さんのフェイスブック
https://www.facebook.com/sawako.shikakura
3
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自分たちを取り巻く環境すら違って
見えました。見つからないと思って
いた保育園も見つかり、社会には

親子育ちあい教室 ぽぽらんど主宰
作業療法士（子どもの発達専門）

竹内 華子さん
富山県在住

ちゃんと支援があると思えるようになったのです。

して、両親を見下していたとわかったのです。視野の狭い傲
慢な私でしたが、両親からはとても愛されてい
赤ちゃんの発達指導の教室

■ お母さんたちを自立の方向に導けるように
私が大きく自分を方向転換させるきっかけとなったのは、
した。

養成のスクールもあると知りました。

せると、今までの迷いが消えました。

当時の私は、未来を担う子どもを育てているのだから誰

いずれ何かの仕事で独立したいと思っていましたが、講座

メイクを学び始めて１年後「４０代からの大人のメイクレッ

かが手を貸してくれて当たり前、行政が動いてくれて当たり前

では「とにかく仕事を決めてやり始めること」と言われ、個

スン」として開業しました。ホームページとブログで集客して

と思い、支援が十分でないことに憤りを感じていました。口

人カウンセリングでは「美容の仕事がいいのでは？ 」とアド

丸２年がたち、今では１ヵ月先まで予約で埋まっています。

ではお母さんたちに「自立しましょう」と言いつつ、私自身

バイスされていました。

半年前にはアトリエを大阪の中心部に移しました。「楽しいか

が「子どもと一緒にいてあげるのが愛」だと思っていたので、

らもっと通いたい」といった要望をいただき、レッスンコース

教室に来るお母さんからは「保育所に預けるなんてかわいそ

も増やす予定です。

う」「１年で職場復帰させる会社なんて鬼」という声を良く聞
きました。母子支援のはずが、私という新たな依存先をつくっ

いていると思えました。ロールモデ

「仕事は未来の自分がつくる」と講座で言われた通り、こ

ルとして手本にしたのはメイクの仕

れまでの経験はどれもムダがなく、すべてが今の仕事に生か

私が「愛＝自立」と考え方をシフトさせると、保育園は「子

事でとても稼いでいる人でしたので、

されています。この先はどのような展開になるのか、「未来の

どもの育つ環境として整っている」し、「子どもたちが得る

ていたのです。

今までのように好き嫌いで仕事を選ぶのではなく、私もメイ

自分を信じる」ことにして、

刺激も格段に多い」「保育士さんも子育てのプロ」と、お母

クを自分の仕事と決めて、真剣に取り組み、スキルを磨いて、

想像もつかない所に行けるの

さんたちに話すようになりました。「預けることに罪悪感を持

しっかり稼げるようになろうと心に決めました。

では？ と今から楽しみにして

たなくて良い」「預けた方が子どもの能力が伸びる」「安心し

います。

て預けて働いたらいい」とお母さんたちを勇気づけられるよ
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きる、できる」と言うようになり、

私は学校でも職場でも常にトップクラスでしたが、勉強が

を持たせる修正文をつくって、繰り返し深層意識に言い聞か

インナーチャイルド＊深層意識の中の成長しきれていない未熟な一部

私もお母さんたちも精神的に自立
すると、
「ない、ない」ではなく「で

できて優秀であれば、すべてにおいてできていると勘違いを

は習うだけでなく、個人にメイクを教える仕事があり、プロ

■藤野ゆきこさんのホームページ
大人のメイクレッスン ４０代からのメイク初心者へ
http://tekumakumayakon.net

安心して働くようになりました。

ない考えをしていたことに驚かされました。

家族関係コースで「愛とは自立を促すこと」と学んだことで

クを学び始めたのです。

はじめ、子どものことを心配せず、

もの頃の体験を振り返るワークを受けると、自分がとんでも

たアドバイスを元に、「今やらないと間に合わない」と危機感

めにプロコースに申し込み、研修講師の仕事をしながらメイ

育っている」と行動や言動も変化し

さらに、フラクタル心理学の講座で誘導瞑想によって子ど

メイクの仕方を知りたくてインターネットを検索すると、メイク

ご本人作のイラストが入ったホームページ

気持ちで働ける」「子どもも順調に

■ 脳育講座が県外にも広がっていく

信頼しようと決めました。そし

フラクタル心理学は上級まで受講し、その後は卒業生に声

こうして自分のメイクを学ぶはずが、人にメイクを教えるた

しょう。
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メイクのスクールに行き始めると、

４０代からの大人のメイクレッスン
主宰

出するというメイクの仕事は私に向

ようになりました。

心理学のカウンセリングを受けました。クレームを付けてより

とホームページの準 備も始めまし

仕事もしていたので、顔を描き、演

と答えて、商品を仕入れて売るうちに、大きな商いができる

開業して２年間ほどは、顧客対応のために毎月フラクタル

コースを受講したのが、今から６年前のことです。

絵を描くのが好きで、イラストの

事は未来から来る」でした。まわりからの要望に「イエス」

事がくるようになったのです！

で教員をし、長女が産まれる前に、母子支援の分野で起業

研修講師はきちんとしたメイクをする必要がありました。

入だけではなく、輸出も始めました。講座

とを知り、個人輸入で仕入れたモノを販売する通販サイトを

て、習う前から集客のためのブログ

■ メイクを仕事にすると決める

し、法人にもしました。４年目の今年は輸

不用品を処分したことで、インターネットでモノが売れるこ

富山県は共稼ぎ率日本一で多くのお母さんたちが働いてい

験も後からとても役に立ちました。

月後に開業して１年半でその目標を達成

パリの展覧会で

私が自立的な考え方に変わると、講座を受講するお母さんも、講師たちも自立し始めました。

ていたところに、ブログでフラクタル心理学を知ってマスター

ろん本人が意識してダイエットをしたからですが、ＣＤを聞い

に参加した際に、何のあてもなく「年収２，

脳育講座が県外に広がり開催数２倍・受講生３倍に
■ まわりを信頼してプロとして認めるようになる

心部に移転

―― 受講生の感動ストーリー 4

「子育てに困ったら華子先生に聞け！」と言われている地元で人気講師の竹内華子さん。自分が自立を意識
したことで、教室で教えるお母さんたちも自立し、県外からも講師として呼ばれるようになったというお話です。

ます。私自身も長男を育てながら作業療法士として専門学校

主人も痩せて２０代の頃のスリムな体型に戻りました。もち

以前、フラクタル心理学のミニセミナー

会社は新たな段階に入りました。これも父がつくってくれた

フラクタル心理学を学んでいなければ、きっと挫折してい

前向きに取り組めるようになったのです。

女性経営者・
起業家

フラクタル心理学は人生運転メソッド

メイクを自分の仕事にすると決め

いたことと違うと、すぐに辞めていたことでしょう。フラクタ

ぐことも愛であると、気持ちが切り替わり、仕事にもさらに

■ 評判も良くアトリエを大阪の中

特集

めて専業主婦になって５年目、そろそろ仕事をしたいと思っ

入店研修を担当するようになりました。以前の私なら聞いて

群馬県在住

の交通の流れがものすごくよ

感情にとらわれなくなりました。更に、リニューアルの思考を

セレクトショップ経営、百貨店での研修講師を経て、フラクタル心理学を学んだことで、
メイクレッスンを主宰するようになった藤野ゆきこさんからお聞きしたお話です。

■ 仕事も自分がつくりだす

長年悩んでいた、痺れがあ

―― 受講生の感動ストーリー 3

仕事にすると決めて１年でプロとして教えられるようになって

以前の私はセラピストとして人に

とも愛」と定義していました。

フラクタル心理学は人生運転メソッド

１ヵ月先まで予約が取れない人気のメイクレッスンを主宰

■ 病気が治って目標も達成する

スを作りたいかと、将来的な会社の方向性やサービスプラン

か」も繰り返し聞きました。
ＴＡＷフラクタル現象学も受講

女性経営者・
起業家

病気で寝たり起きたりの状態から講座を受講し、通販サイトを成功させて、年収２,０００
万円という目標を達成した鹿倉佐和子さんからお聞きしたお話です。

５年前に病気を患い、セラピストの仕事を廃業して、病気

座「成功者は何を考えなかった

して、月１回開かれる現象学研

特集

―― 受講生の感動ストーリー 2

て、今後はどういう会社にしていきたいか、どういうサービ

み返し、それに関連する動画講

で、夢が描けずにいると、「父親

女性経営者・
起業家

フラクタル心理学は人生運転メソッド

その後、１ヵ月間ほど集中してフラクタル心理学の内容を
復習し、現象学などの音声を繰り返し聞きました。時間を取っ

タル心理学協会刊）を何度も読

続く中級講座の夢を描くワーク

特集

「不用品処分で 1,400 万円の売り上げ」をきっかけに、未経験分野で開業を決意。大きな商いができるように。

■ 経営は新たな段階へ

フラク

究会をユーストリーム（遠方から

■「父のせい」ではなかったとわかる

新たに社会貢献という考えをいただき、もやもやした思い
が吹き飛びました。

助の考え方を説いた『成功者の

夢を描くエネルギーが足りません」

考え方次第で会社が上向きにな

と背中を押してくださったのです。

経営の神様といわれる松下幸之

で東北の部門の売上がなくなり、その年に父が急逝しました。

した。

いないで大きなビジョンをもって、それを超えていきなさい」

発できる」と考えます。そこで、

のせいという恨みが残っていると、

に会社は生き残りましたが、依然、苦しい状態は続いていま

のは当たり前、大変なのは当たり前で、「そこにこだわって

フラクタル心理学では「思考

務・経理部門で働いていました。２０１１年、東日本大震災

債の半分を返済。全社一丸となって奮闘した結果、奇跡的

ら、たくさんのエネルギーを必要とするし、経営者が苦しい

を貯めることで、能力さえも開

父の事業を継ぎ、苦しい状況を打破！
売上も右肩上がりに
■ 年商とほぼ同額の負債を抱える会社を継ぐ

● 講座に関してのお問い合わせ、お申し込みは

受講生募集！

特集

一般社団法人フラクタル心理学協会 会報誌

女性経営者・
起業家

部分ではなく全体を見ることで、守りの経営から拡大の経営へ

有限会社 スタットワーク
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うになったのです。
本当の意味でお母さんたちを自立の方向に導けるようにな
ると、みんな１年でさっさと職場に復帰し、「お陰でラクな

ました。「今まで高慢ちきでごめんなさい」と
両親、そして主人や付き合いのある人たちにも
謝り、そんな私を支えてきてくれたことに心から
感謝しました。
フラクタル心理学を学んで１年がたちました。
私が相手を信頼し、自立的な考え方をし、傲
慢な自分を変えていったことで、私の収入はフ
ラクタル心理学の講座を受ける前の倍に増えました。それに
合わせるかのように、私が支援してきたお母さんたちも、講
師も、母子支援のプロの方々も自立していきました。
それによって、赤ちゃんの発達指導ができる助産師や看
護師は富山県にとどまらず、県外にまで育ち始めました。脳
育講座は県内だけで開催していましたが、東京・山梨・金沢・
関西・東北など、県外からも開催依頼を受けるようになった
のです。講師や支援者が育ったことで、子育てをしながら、
以前と同じくらいの活動量にもかかわらず、開催数が倍に増
え、受講生は３倍に増えました。
これからは脳育講座の講師を養成して、子どもの発達や
お母さんたちの成長、自立を促せるネットワークをさらに広げ
て笑顔で安心して共稼ぎができるお母さんたちをたくさん増
やしていきたいと夢を膨らませています。
■竹内華子さんのブログ 親子育ちあい ぽぽらんど
http://ameblo.jp/popoland-kurobe/
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