フラクタル心理学協会パートナー

株式会社 アクエリアス・ナビ 本社

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/

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

有限会社 スタットワーク

代表 牧野内 直美
〒141-0021
東京都品川区上大崎 2-15-5 長者丸ビル 303
Mobile : 090-2624-0709
TEL : 03-6459-3770
FAX : 03-6459-3771
Email : mail@statwork.jp
statwork@taw.ac
http://statwork.jp/
http://statwork.jp/blog/
中国・四国エリア

◆ キーステーション

株式会社 ピンクダイヤ

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

九州・沖縄エリア

◆ ステーション

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/

代表 辻 亜生（松岡 安代）
〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1
JRJP 博多ビル 3F リージャス
TEL : 092-686-8676
Email : ﬁrstbrain@taw.ac
http://ﬁrstbrain-academy.com/
http://ameblo.jp/ﬁrstbrain-academy

ビジネス・心理学研究所 はぴあ

◆ ステーション

PROGRES

代表 山田 佐代子
〒939-8212
富山県富山市掛尾町 504 スペル 2 階
TEL・FAX：076-471-5588
Mobile：090-1638-9046
Email：toyama@taw.ac
http://ameblo.jp/sayochan0345/
関西エリア

◆ ステーション

ファースト・ブレイン

リクラシオ

中部・甲信越エリア

PRESS

フラクタル心理学

ステーション Information

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/

内閣府所管 一般財団法人生涯学習開発財団 ライフラーニングメンバーズ

特集

パートナーシップ

一般社団法人フラクタル心理学協会 会報誌

フラクタル心理学は人生運転メソッド

◆ ステーション

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/

講座に関しての
お問い合わせ、お申し込みは
（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。

■ 自分に価値を感じられずにフラクタル心理学を学ぶ
１８歳で結婚して１９歳で母になりました。主人はガソリン
スタンドの店員として働いていましたが、家計に余裕はなく、
千円札を握りしめて買い物に行く毎日でした。数年後、主人
は赤字だったガソリンスタンドを黒字にしたことから声が掛

フラクタル心理学を
使いこなしましょう!

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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て生活するようになりました。

No.

主人が一生懸命働いてくれるからこ
そ、これだけキレイにしていられると思っ
てきたので、私はこれまでフラクタル心

http://www.taw.ac/

理学で言っていることを実行して、それ

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

フラクタル心理学は人生運転メソッド ――

依存心を捨てて責任を取ると決めてすべき ことをしたら夫との関係も１８０度変りました。

中村 優希さん

した。
講師から、「ぜひ、講座を開いて、島
田さんがしてきたことを皆さまに伝授し

６年ほど前、フェイスブックでフラクタル心理学を知りまし
た。その頃、スピリチュアルサロンを運営していた私は、心

をアップさせるアゲ妻講座 !!」を開くようにもなりました。

のことを左脳で論理的に説明できればカウンセリングに役立

とがベスト」とお話しています。ご主人の収入を上げるには、
決断力や集中力は仕事で使い果たしているのですから、家

は主人の仕事で引っ越してきたので、神戸出身の私は、「大

ではリラックスしてもらうことだと思います。

好きな神戸から東京に来させられた」「両親から引き離され

ことに結びついたのだと思います。
富山県は共働き率が高いのですが、「家事育児は女の仕

もらうことなのだと思ってやっ

事です」「ご主人に家事を負担させるのは営業妨害ですから

てきました。
それを講師から指摘された

ネルギーを奪っていた」と皆さん苦笑いしながら納得されま

からつくられる」として、まず、自分の深層意識の思考を知

きちんと果たしてきたのだと、

す。
「男女平等だと勘違いしないでくださいね。男の仕事、

るために、子どものころを振り返るワークをしました。

業績を伸ばして支店長になり、その後、独立すると、主人

自分自身を肯定することができ

女の仕事は違います。男は稼ぐこと、女は稼いだお金を受

たのです。モヤモヤとした気持

け取ること、そのためにはご自身が美しくあること、パワフ

どもの子育てと家事をしてきただけ、主婦だけしてきた私に
は価値がないと、自分のことをお荷物のように感じていたの
です。

ちが消え去り、すがすがしく

ルに家事も育児もこなすこと」とお伝えしています。

フラクタル心理カウンセラー

誇らしい気分へと変わりました。 島田 良子

もてなしに追われる母を見て、「父に振り回されている」と思

せることができるのだと思いながら、トイレをキュッキュッと

い、厳しい祖母から「母はいじめられている」とも思ってい

磨いたり、台所のシンクを磨いたりしていると、それが快感

ました。自分の人生を生きられない「お母さんはかわいそう」。

フラクタル心理学を学び進める中で「男性にとっては稼ぐ

になってくるんですね。「前よりも夫婦仲が円満になりました」

子どものころのこの思いが後に、「妻は夫に犠牲を強いられ

ことが愛」とも教わりました。主人にとっては私たち家族が

「家事が楽しくなりました」という感想をいただいています。

富山県在住

■ 夫の働きや愛を再認識する

る」という思い込みになったのだとわかりました。

働く原動力であり、養ってくれているのは愛ゆえのことと感じ

フラクタル心理学を学ぶことで、私自身が女性はものすご

講座で、「インナーチャイルドは出来事を子ども目線で認

きっかけで、マスターコースからフラクタル心理カウンセラー

ていたので、「稼ぐことは愛」ということも頷けました。通勤

くパワフルな存在なのだと気づけましたし、それを今伝える

識しているので、大人目線で認識し直すと良い」という話を

養成講座まで一気に受講しました。

のためにと主人から贈られた車や時計も、私がしてきたこと

ことができています。

聞きました。大人目線で子どものころを見ると、母は経営者

その頃、ある会でフラクタル心理学講師と出会い、それが

を認めてくれた上でのご褒美だと理解すると、喜びがあふれ、

■ 妻としての自分の働きを再認識する

前のことを言っていたと思えました。
「妻は犠牲を強いられる」

人は好きだったお酒を完全に止めました。何度もお酒が元で

「どうしてこの会社を買収したの ? 」とゲーム会社のことを聞

た日々が続いていたことでしょう。パートナーとはどうあるべ

と私が思い込んだのは、そう考えたほうが「妻が弱い立場で

喧嘩を繰り返していましたが、私の依存心が正されると共に、

フラクタル心理学に出会っていなければ、今でも悶々とし

主人の愛が身に染みました。

フラクタル心 理学は「思考

いたときにも、
「お前にちゃんと給料をあげたかったから」と。

きか、妻とはどうあるべきかを学んで、これまでの私の考え

夫に依存でき、与えてもらえる」からだったのです。両親の

主人のお酒への依存も消えたのです。主人は毎日が快調の

「相手は自分の深層意識の投

もちろんそれだけではないにしろ、家のことしか知らない私

や働きを肯定できたと共に、主人の深い愛がわかり、夫婦

ことを勘違いしていたことを悔いて、深層意識の中の両親へ

ようで、仕事が楽しいと、早起きしてさらに仕事に励むよう

影」であると考えます。講 師

に、働いた分のお給料をもらう喜びや、社会というものを実

の絆がいっそう深まりました。

の思いを修正しました。

になりました。

が現実化する」という理論で、

からは、「ご主人が経営者とし

感させたかったのでしょう。

て成功したのなら、島田さん

主人の近くで働き始めてわかったのは、主人がいかにス

の深層意識にも成功の思考が

ピーディに決断を下し、多くの人と会い、人の何倍もの仕事

あり、家庭をしっかり守ってき

をこなしているかということでした。フラクタル心理学では「夫

たからこそ、ご主人が成功し
たのです」と言われました。

は親も同然。夫を立てるように」と言われましたが、経営者
ご主人と一緒に会食

たしかに、主人の負担にならぬように、家庭内のことはす

としての主人の姿を目の当たりにして、一段と主人への尊敬

フラクタル心理カウンセラーとしても活躍

の度合いが増しました。

■島田良子さんのブログ
妻も夫も１００倍輝く！ アゲ妻カウンセラー島田良子のブログ

べて私が決めてきました。家庭をリラックスできる場にするた
めに、グチは慎むようにし、家の掃除に励みました。私がす
ることは主人の邪魔をすることなく、気持ちよく仕事に送り出

「毎日実践 ! 旦那様の収入をアップさせるア
ゲ妻講座‼」の講座風景

■ アゲ妻講座を開くようになる

http://ameblo.jp/0766633270/

フラクタル心理学で「女性が美しくあることも周りへの愛」
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最初に講座で「３６０度自分」「まわりに自分の深層意識

その後、私は資格を得て、フラクタル心理学の家族関係コー

が投影される」と学んだときに、「みんな私の投影なのはわ

スの講師になり、折りに触れて、主人にもフラクタル心理学

かりました。でも主人だけは違うわ !」と心の中で強く思って

の考え方を話すようになりました。「もういいよ」と言われる

いた覚えがあります。それも自分は犠牲を強いられていると

こともありましたが、講師をしていたのでわかりやすく説明で

考え、「主人を悪者」にして、「私が正しい」と言いたかっ

きたのかもしれません。次第に主人も理解を示してくれるよ

たからでしょう。

うになりました。

深層意識の中の守られたい、依存したい、責任逃れをし

一時期は、「今問題となっていることは何 ?」と、主人に

たい自分を正すために、「精力的に自分の仕事をやり、責任

聞いて、仕事での人間関係で腹が立ったことなどを話しても

を取る !」と決めました。

らうようにしていました。フラクタル心理学では「相手は自分」
と考えるので、自分のどこを改善するためにそれが現象化し
＊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
＊ＬＤＰ：深層意識のメッセージを身の回りの出来事から拾う方法

分こそアホだと悔いて心か

たと思った矢先、１年後に義母の認知症が始まりました。主

ら詫びました。

１１月末、出産日に主人も立ち会ってくれました。「向き合
講師から、「まわりは正しい」と思うと状況が変わると聞

３３歳のときに子連れで再婚し、義母と４人での新生活が

で す。視 野 の 狭さに、自

人から「自宅で介護してくれ」と言われ、私は看護師の仕
事を辞めて義母の介護をするようになりますが、それはまさ

■ もとの幸せな家族に戻って

娘さんの成人式にご主人と一緒に

とを聞くようにすると、私にはない義母の良いところがわかり、

勘違いした義母から突き飛ばされて腰を強く打ってヘルニ

ようになりました。主人に対する気持ちが変わりだしたころ

点を見つけ、今後どちらの方向に進むべきかといった方向性

義母を受け入れられるようになりました。主人の子育てに対

アになり、仕事と自由を奪われたという思いから主人とは喧

から、職場でも認められるようになり、チームリーダーを任

の見極めもしました。

けないでよ !」と、逆ギレしそうになりましたが、「自立しな

する考えも聞くようにすると、次第に主人の表情もほぐれてき

嘩が絶えず、それを見ている娘からは、「なんでお父さんと

されて、新人教育を担当するようになりました。体重も６キ

いとダメだ」とは、以前から言われていたことでした。何度

たのです。

結婚したの ?」と言われて、常に離婚を考える日々を送って

ロ減って、ニキビやシミなどの肌トラブルもなくなりました。

も話し合いますが、
「もうこれ以上おまえのことは背負えない」

赤ちゃんの世話をしていて、「お腹がすいた」「おむつを変
えて」と求めてくる姿に自分を映し見て、私も赤ちゃんのよう

と、主人から三行半を突きつけられたのです。

に地獄の始まりでした。

いました。
６年が過ぎて義母が要介護５となり、介護施設に入れる

看護師として始めた週１回のパートも、日数を増やして働く

主人から仕事を奪われたと思ってきましたが、フラクタル
心理学では「結果は目的」と考えるので、
「私が働きたくなかっ

に実母や主人に求め続けていたのだと気づきました。

と決めると、今度は、実母が看病の甲斐なく他界しました。

講師の「目の前に問題があるなら、『あなたはあなたのまま

「この子が自分の人生を歩めるように支援するのが親の役

私も狭心症で入院して薬が手放せなくなり、その後も車で追

アクエリアス・

で良いんだよ』なんてことは言いません」という言葉を見つ

割で、代わりにこの子の人生を歩むことはできない。それな

突事故にあい、後遺症に苦しみました。

ナビ制作・販売）の音声を聞きながら、目的地を目指して進

けました。大学で心理学を学び、人の心に寄り添うことを良

ら、私も目標を持って自分の人生を歩もう !」心が定まりました。

義母を施設に入れてから７年が過ぎるころ、夫との関係も

み続ければ、必ず最終ゴールに到達できるのだから、「コツ

しとしてきた私には衝撃的な一言で、その場で講座に申し込

産後であろうとやるべきことはやると決め、ランニングをし、

改善されず、負のスパイラルから抜け出せずに苦しんだ末、

コツやる」「面倒だと思うことから始める」「思うだけでなく

みました。

中級講座の勉強を続けました。

友人から聞いたフラクタル心理学を受講し始め、１年かけて

しょう。それがなくなると血圧も安定してきて、持病だった

■ これからの人生を共に歩む

カウンセラー養成講座まで受けました。

狭心症も病院の先生がびっくりするくらい良くなりました。

■ 依存をやめて自立する心をつくる

どん底の気分で見たフェイスブックで、フラクタル心理学

さっそく受けた講座のワークで、「自立したい」と思って

クリスマスに、主人から「これからの人生を一緒に歩んで

なので、それを現実化させるには、自分の中の意志や決意

いるのに、「だって」とインナーチャイルド＊が抵抗して駄々

いきたいと思っている」と言われて、お互いを認め合い、お

をしっかりと固めるようにしました。

をこねているシーンを私の深層意識の中に見ました。講師か

正月には、今年１年の目標も一緒に考えました。

「成長のためには何をしたらか良いか ?」に常にフォーカスし

らは「自立しなければ一人ぼっちになってしまうのよ」と諭さ

て、行動していくと、私のお客様もどんどん成果がでるよう

れました。

ブロックを取り除くこともしました。お金は凝縮した硬いもの

フラクタル心理学を学び進めるうちに、スピリチュアルのカ

スタートしました。絵に描いたような幸せな生活を手に入れ

い」と。あと２ヵ月で赤ちゃんが生まれるというのに、「ふざ

リーダーシップコースの考えも取り入れて、お金の心理的

ウンセリングがし難くなり、サロンを閉めました。この頃、主

■ 出産して自分の人生を歩む大切さを知る

て差し出してくれていたの

何でも実家の母頼み。意見するとすぐに泣くので話にならな

行動する」と自分に言い聞かせました。

の妻としてしっかり役割を果たしていましたし、祖母も当たり

■ 義母の介護で夫婦関係が最悪に

ました。ニュースなどの出来事から、自分たちの修正すべき

『人生の目的が現実化する』（一色真宇著

■ 主人とフラクタル心理学の考えを分かち合う

さん 滋賀県在住

いていたので、産後、手伝いにきてくれていた義母の言うこ

ました。

起業家セミナーの様子

智恵

く、視野や興味範囲が狭すぎる。家ではグータラ寝て過ごし、

私は 家 族 関 係コースの講 師を１年ほど 務めて終了し、

経営者の父は家に人を呼ぶのが好きでした。子どものころ、

家事は自分の仕事とすることで、ご主人の収入をアップさ

さん

主人の言い分はこうでした。「一人で何かを決めることがな

ウェブを使った女性起業家のコンサルティングの仕事を始め

■ 責任を取りたくないインナーチャイルド＊

パートナーシップ

義母の介護に始まる負のスパイラルは私自身がつくりだしたものでした。

とはかみ合わなくなり、離れて行くということも理解しました。

おうとしてくれるのかな」と感じました。

めの産休に入るところでした。

■ 家族がそれぞれの未来に向かって進む

自立して、主人と離婚しようかと考えていたからでした。
フラクタル心理学の講座を受けると、「現実は自分の思考

娠８ヵ月。結婚３年目で待望の赤ちゃんを授かり、出産のた

ＬＤＰ＊という深層意識を読み解く方法も毎日のように使い

スピリチュアルサロンを開いて頑張っていたのも、経済的に

夫婦喧嘩が絶えなかったのに、娘から「お父さん
みたいな人と結婚したい」と言われるようになって

原

昨年９月末、主人から、「愛が感じられなくなった。この

とは忘れず可愛い妻でいるようにしていました。

ら、主人に何か言おうとしますが、喧嘩になるばかりでした。

パートナーシップ

さん 東京都在住

先一緒にいる人生が描けない」と告げられました。私は妊

すから、「主人が上」として、どんなときにも主人を立てるこ

特集

夢のような幸せな結婚生活が１年で地獄を見るような生活に。自分の意識を変えたら、夫と
の関係が改善し、仕事でも活躍するようになったという原智恵さんからお聞きしたお話です。

看護師 ラフターヨガ認定ティーチャー
フラクタル心理カウンセラー

■ 夫から三行半を突きつけられる

ただ、フラクタル心理学では「主人は親も同然」と考えま

一人で家事や息子と娘の子育てをしているようなむなしさか

止めてください」とお話すると、「主人に負担させて、働くエ

佐野 香理

東京都在住

変化が起きるので、主人も興味を持って聞いてくれました。

た」と、心の中で主人を責めていました。

特集

依存をやめて人生に責任を持つと決めると、互いを高め合える夫婦になりました。

こういう問題となっていると話し合いました。実際に、良い

主人は、企業のＭ＆Ａを行う会社の共同経営者ですが、
帰りはいつも遅く、休日出勤することもありました。東京へ

私は専業主婦ということもあって、主人には家事も一切さ

出産目前での離婚の危機を乗り越えて、
成長を助け合える間柄に

ているのかを分析して、こういう考え方が根本にあるから、

つと思い、講座を受け始めました。

家の中でご主人に決断させるようなことを一切させないこと。

せませんでした。結果的に、それが集中して収入を得られる

すこと、思いっきり仕事をして

■ 離婚も考えていたころにフラクタル心理学と出会う

てあげてください」と言われて、「毎日実践！ 旦那様の収入
講座では、「とにかくご主人を気持ちよく仕事に送り出すこ

パートナーシップ

一人女性起業家のための
くちこみ自然開花の専門家

を証明してきたのだと思うことができま

―― 受講生の感動ストーリー 1

出産２ヵ月前に、夫から離婚話を切り出され、フラクタル心理学を学ぶことで、離婚の危機を乗り越え
て無事出産。お互いを認め合えるようになったという佐野香理さんからお聞きしたお話です。

夫婦関係が改善し、夫の 収入が大幅にアップ

ことで、私は妻としての務めを

すが、主人の才覚でここまできたのであって、私は２人の子

特集

受講生の感動ストーリー 2

フラクタル心理学の考え方を取り入れると、夫とのパー トナーシップが１８０度変わり、夫の収入もアップされたという中村優希さんから
お聞きしたお話です。

かって、不動産会社に転職しました。バブル全盛期に大きく

て私も働き始めました。世間からは成功した夫婦と見られま

このような方に

るべきかと考えて、服装に立ち振る舞い、言葉遣いを意識し

家庭をしっかり守り、夫の会社は年商１０億円にまで成長しました。

の会社は年商１０億円にまで成長したのです。

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。

カウンセラー視点を手に入れて

51

活躍しだしたころから、こんなに素晴らしい人の妻とはどうあ

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。まず始めは、フラクタル心理学を学んで、これまでし
てきたことが間違っていなかったとわかり、夫への愛が深まって、さらなる自分自身の成
長を目指したくなったという島田良子さんからお聞きしたお話です。

３年前からは、主人が買収したゲーム会社の経理担当とし

フラクタル心理カウンセラー養成講座

のだとも学びました。私も３０歳を過ぎて、主人が目に見えて

妻として夫の成功を後押ししてきたと自分を肯定できるようになって

グランコンパス

受講生募集

であり、
「女性が美しくあることでパートナーの価値が上がる」

フラクタル心理学では「愛とは相手の成長を促すこと」と

たから仕事をしなくなったのだ」と納得できました。
主人は定年まで給与が上がり続け、定年後も会社から請
われて、継続して好条件で働いています。「働けるだけ働き
たい」と意欲的に毎日を過ごしています。
私はこれまで常に心の中で誰かを責めて怒っていたので

６年前、苦しみの人生に笑うことを忘れた私はラフターヨ
■ まわりを悪者にしているのは私

ガ（笑いヨガ）と出会って笑えるようになり、資格を取って

講座の中で、講師から「看護師さんだと、世話されたい

講師をしてきました。フラクタル心理学を学んでからは講師

思考がありますよね」と言われました。「私は人の役に立って

を育てる養成講座や、講演依頼も増えて、１００名、２００名

いるのになんてことを ! 先生は鬼 !」と拒絶しましたが、「相

単位の講演会をしています。お任せでいただいている講師料
もどんどん金額が上がり驚いています。

学びますが、主人が厳しいことを言っていたのは、私にとっ

手が正しいとしたら ?」と考えてみることを教わり、すると、

３人兄妹の末っ子で、結婚後も母や主人に依存し、やって

て必要なことで、愛するが故の厳しさとわかりました。私と

実母に対して「もっと面倒を見て欲しい」と思っていたと気

娘からは「お父さんとお母さんの子どもでよかった。お母

主人の活動も熱量も拡大して、主人の収入も大幅にアップ

もらって当たり前、私のために動いてくれて当然と思ってきま

一緒に人生を歩むと決めてくれた主人。自立しようと励む私

づいたのです。「して欲しい」が強いと、人に「してあげな

さんも好きなことをしてキラキラしているし、それをさせられ

したのです。

した。私のチャイルドは「自立とは一人ぼっちになること」と、

に「良くやっているね」と喜んでくれ、「私がいるから自分も

ければ」と思うのだといいます。私の思いが最初にあり、

る経済力があって、お母さんを応援できるお父さんってカッ

まったく逆の思い込みをしていたのです。

頑張れる」と言ってくれることがありがたく、心の底から主

介護という現実をつくったとしたら･･････、考えると混乱しま

コイイ。お父さんみたいな人と結婚したい !」と言われました。

人のことを素晴らしい人と思え

した。

私も主人といつまでも一緒に過ごしたいと思うようになりまし

になりました。そうして、私がすべきことを積み上げていくと、

私の事業もとても順調で、子どもたちも含めて、家族それ

講師から自立する心をつくるために、「やりたくないことを

ぞれが自分の未来に向かって進んでいます。この体験を元

しなさい」と言われて、『片づけが楽しくなる !

定です。

心のつくりかた』（アクエリアス・ナビ制作・販売）のＣＤを

人生を歩めることはこの

悪者や無能な人にしてきましたが、「まわりに悪者をつくらな

聞きながら部屋の掃除を徹底しました。「お風呂掃除はあな

上なく幸せなことです。

い」「まわりは有能な人ばかりかもしれない」と考えてみるこ

たの仕事」と主人に押しつけ、掃除もできていない家に主人

さらに成長しながら素

とを学びました。

を帰らせていたと、反省する気持ちが湧いてきました。

晴らしい家庭を築いて

実の父のことも自分の思い通りにする支配者のような人と

いきたいと思います。

思ってきましたが、「まわりは有能な人」という目で見ると、

私と主人のパートナーシップは１８０度変わりました。「マ
マは女神だ !」と主人は言ってくれます。「パパのお陰でこう

幸運を呼ぶ

るようになりました。主人と

に、（株）アクエリアス・ナビで講座を開催させていただく予

さらに、私は「自分が正しい」としたいために、まわりを

た。あの日、フラクタル心理学を学び始めた私に「ありがとう」
と言いたいです。

なったね、ありがとう !」と私は言い、主人も「ママがいな

さらに、「あなたが責任を取ってこなかったから、ご主人

いとこの家は明るくないよ」と言って、お互いに感謝をしあう

も赤ちゃんに対して責任を取ろうとしないのです」と講師か

父は人生のほとんどを家族を守るために働いてきた人と気づ

ようになりました。

ら指摘されると、主人や両親にも怠慢で傲慢な態度を取って

き、涙が止まりませんでした。「ごめんなさい。ほんとうにあ

きた自分に気づきました。主人や両親に直接謝り、その後も

りがとう」と父に伝えると、主人に対する気持ちも変化して

笑いヨガの講師としても活動

心の中で繰り返し謝り続けました。

いきました。

■ 原智恵さんのブログ

私がフラクタル心理学の考えを取り入れて、淡々とすべきこ
とをすることで、主人にもそれがインストールされて、仕事に
も反映されました。収入が大幅に増えたことは私たち夫婦の

フラクタル心理学では「相手は深層意識の投影」と学び

成長の証として受け止めて、これからもお互いの成長を助け

ますが、主人の出しているエネルギーは私よりもずっと高く、

と見下していましたが、主人は血の繋がらない娘に、何百万

私が成長して同じくらいのエネルギーを出さなければ、主人

円も大学の資金を出してくれ、働いたほとんどを生活費とし

合っていきたいと思います。

＊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
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主人の機嫌が悪いと感じると、「イライラしてアホちゃう」

多くのご参加をいただける笑いヨガの講演会

ナースでフラクタル心理カウンセラーが伝える〜本当の人生
のあゆみかた〜

http://ameblo.jp/shigarakinokaze/
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