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人生を豊かに生きる道　　  

6

霊気は波動、霊気は光、霊気は宇宙エネルギー・・・、 
そして「霊気法」は、その活用法です。 
アチューメントで霊気の回路を開き、 

心身の癒しに、精神の向上に、役立てましょう。 
霊気はあなたを、本来あるべきあなたに、 

導いてくれます。

レベル１＜第１段会＞ 
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あなたのその手で、多くの癒しを　　＜レベル１のガイド＞  

１ .　手当ては、霊気による「健康への道」のスタートです。  

①あなたのその手で、自分を癒してください。 
　あなたの手から、大宇宙の癒しのエネルギーが流れます。そのエネルギーは、あなたに気づきをもたら
し、あなたを癒します。癒しとは、霊気と響き合って、本来の健康で完全な状態に帰ること。自分を癒す
ことが出来るのは自分だけです。ヒーラーや治療家は、あなたの援助者です。


②あなたのその手で、家族を癒してください。 
　あなたの手から、最愛の家族に癒しのエネルギーを送ってください。あなたの家族への愛の行為が、大
宇宙の愛を認識し、あなた自身が愛の存在に成長する助けになります。人はまず自分を愛することを学
び、家族を愛することを学び、愛する対象を広げていきます。すべての存在を同じように愛することが出
来れば、あなたは大宇宙と同じ愛の存在になったと言えるでしょう。


③あなたのその手で、すべてを癒してください。 
　あなたに関わりのある人・動物・もの・環境などのすべては、あなたの人生舞台をさせてくれる良きス
タッフです。あなたに縁のあるすべての存在に、大宇宙の癒しのエネルギーを送ってあげましょう。手を
使わなくても、優しい眼差しを向ければ、エネルギーは伝わります。


２ .　まず、「健康と幸福への道」を理解しましょう。  

　何を学ぶにも「どこからスタートし、どこを通り、どこへいくのか」を知ることが大切です。その意味
で、入門編で解説した五戒は「健康と幸福への道標」ということが出来ます。教義五戒には、霊気法の入
り口（スタート地点）と、目的地（ゴール地点）が示されており、目的地へ安全確実に進むための心得
が、わかりやすく書かれています。  
　まず、「招福の秘法、萬病の霊薬」のタイトルには、到達点（目標）と出発点が示されています。  
　「招福の秘法」とは、幸福になるためのノウハウのことで、人としての幸福が、霊気法の最終目的地だ
と示されています。  
　「万病の霊薬」は、健康になるためのノウハウで、霊気法の入り口を教えいています。そして本文には、
健康への道も幸福への道も、同じノウハウが示されているのは注目すべき点です。  
　 どちらも、霊気と響き合うことによって達成されるものなので、これをユニバーサルマインドレイキで
は「健康と幸福への道」と表現し、「小宇宙である私たちが、大宇宙と響き合う処方箋」としています。
つまり、霊気法とは「健康で幸福な人生を実現するために、霊気という宇宙エネルギーと響き合う技法」
ということになります。したがってユニバーサルマインド　レイキは、最初から最後まで霊気と響き合う
ための実践法です。  
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　臼井先生も教えによれば、人としての真の幸福は、安心立命を得ることです。そのためには、五戒にし
たがって今日一日を大切に生きること。ストレスに満ちた日常の中で、不調和な波動との共鳴を避け、霊
気の高い波動と響き合いながら、自己の役割を淡々と果たしていくことが必要です。  

「健康と幸福への道」の第一歩として、今日から「健康の道」がスタートします。  
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レベル１　　＜初伝＞の概要  

１ .　レベル１＜初伝＞の目的は、「手当療法が出来るようになる」こ
とです。  

①　入門編で、「霊気法は、健康と幸福への道」であることを理解しました。  
　　そして、レベル１では、その入り口である手当療法を学びます。  

②　セミナーでは、霊気マスターからアチューメントを受けます。  
　　アチューメントによって、「霊気の流れる回路」が開かれ、あなたは霊気ヒーラー（霊気による癒し
手）となります。  

③　新しいヒーラーが最初にすることは、２１日間のセルフヒーリングです。  
　　スクールによっては、レベル１～２を続けて学ぶこともありますが、この場合でも２１日間のセルフ
ヒーリングは、シンボルを使わないで行います。そして２１日間が終わった後、シンボルを使ったセルフ
ヒーリングを行い、使わなかった場合との違いを感じてみてください。  

④　機会あるごとに、どんどんヒーリングを実践しましょう。  
　　基本手順に沿って、実践を深めましょう。すべての人がプロのヒーラーになる必要はありませんが、
安全で役に立つヒーリングを身につけることは、人生で大きな宝になってくれます。  

２ .　霊気ヒーリングはシンプルですが、正しい認識が必要です。  

①　訓練や修行の必要がなく、その日からヒーリング可能です。  
　　それは、宇宙に満ちている霊気エネルギーを、自分が通路になってヒーリー（癒しを必要としている
人、ヒーリングを受ける人）に中継するだけの、シンプルな技法だからです。  

②　結果をコントロールしようとしないことが重要です。  
　　コントロールするとは、病気を治すこと、症状を軽くすることを目的とすることです。この場合、コ
ントロールする対象は、表面化している病気や症状になりますが、認識できるものがすべてではないの
で、不完全なヒーリングになってしまいます。  

③　霊気ヒーリングでは、必要なとき、必要なことが起こります。  
　　その人の行動を、このまま放置すると、致命的なダメージを受けることが明白なとき、本人の内なる
知性が、痛みを発生させて行動を制約することがあります。本人が気づきによって行動を改めれば、自然
に癒しが起こります。霊気には、気づきを促す力がありますので、ヒーラーは霊気に任せて、淡々と手を
当てることが大切です。  

④　ヒーラーとヒーリーが、同時に癒されます。  
　　ヒーラーの役割は、霊気との響き合いが薄れているヒーリーに霊気を中継し、ヒーリーの持つ自己治
癒力を強化することですが、霊気の力は中継者になるヒーラーにも恩恵をもたらします。ヒーリングを実
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践しているうちに健康が増進し、精神性が向上して調和的にもなり、現実が好ましい方向に動き始めるこ
とは、多くのヒーラーが体験しているところです。  

⑤　リラックスをもたらし、緊張やストレスが解消されます。  
　　ヒーリングで体内エネルギーの循環が促進され、不要なエネルギーは流れ去り、体内外の霊気が響き
合いを取り戻します。これによって自然治癒力が高まり、自分自身の力で本来の完全な状態に戻って行き
ます。人の身体は、常に最善の状態を維持しようとしているため、緊張やストレスなどの阻害要因を除く
ことが出来れば、自ら健康を取り戻すように働いてくれます。  

⑥　自分のエネルギーを使うと、危険が伴います。  
　　「ヒーリング後は、ひどく疲れる」「良くないエネルギーをもらう」「波動を引き下げられる」・・・
これらの現象があれば、正しいヒーリングをしていないことになります。原因は、自分のエネルギーを
使っている、ヒーリーからのエネルギーの流入に不安を感じるなどが殆どです。霊気の力とヒーリーの生
命力を信頼して、霊気の流れるパイプに徹することが大切です。パイプは消防ポンプのホースと同じで
す。ホース自身が不安を持ったり、流れを強めようとか、早く火を消したいとか、考えることはありませ
ん。すべて消防士のコントロールに任せることが大切です。  
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アチューメントで回路を開く　＜霊気法はエネルギー伝授から＞  

　臼井先生が、鞍馬山で２１日間の断食と座禅をされ、宇宙との一体化とともに癒しの能力を得られたと
き、「一子相伝などという古い考えで、この力を独占してはいけない。何とかして多くの人に伝えたいも
のだ」と考えられました。そこで各種文献を調べ、工夫研究を重ねた結果、「霊授」という霊気レネルギー
を伝授する方法や、「発霊法」という体内霊気を強化する行法を完成されました。 

　最初に霊授を行ったのは、東京の原宿でしたが、これが（林先生、高田先生を経由して）アメリカに渡
り、現在のようなアチューメントに変化したと思われます。 

　アチューメント（Attunement）は、「波長を合わせる」などの意味で使いますが、霊気エネルギーの
伝授も「大宇宙の波動に波長を合わせる」という意味から、使われるようになったものでしょう。これを
イニシエーションと呼ぶ系統もあります。 

　アチューメントを受けると、その時点から霊気ヒーリングが出来るようになりますが、これは基本的か
つ初歩的な能力なので、自己浄化やヒーリングの実践で高めて行くことが重要です。 

　レベル１では、３回のアチューメントを行います。１回目は「霊気の流れる回路を開く」と言われてい
ますが、「霊気を受信して自分の健康に役立て、必要な人に中継できるように整える」と言う意味です。
あと２回は「回路をクリアにして霊気の流れを促進する」ために行います。 

　これによって、霊気ヒーリングの基礎能力が身につき、あなたも霊気ヒーラーの仲間入りを果たすこと
になります。 

　アチューメントに当たっては、霊気マスターはまず心身を清め、霊気と繋がって自らを光で包んでか
ら、受講者の頭頂から背骨に沿って、霊気の流れるラインを設定します。そして、設定したラインのポイ
ントに霊気を送り込んで、流れの促進を図ります。 

　さらに余剰の霊気を足裏から地上に流し、掌からヒーリングエネルギーが放射されるように、また自動
調整されるようにチューニングを行います。 

　アチューメントは、ピュアで精妙な波動を伝えることのできる霊気マスターの手で、一人ひとりに確実
に行う必要があり、これが霊気法の特徴の一つです。このように臼井先生以来、霊気は人格的な触れ合い
を通じて伝達され、遠隔などでエネルギーだけを伝えることは認められておりません。 

　アチューメントを受けるときは、時計・眼鏡・身体を強く締めつけるもの・触れると傷つくような装身
具は外します。危険もなく、邪魔にならない装身具類は、外す必要はありません。 
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　ゆったりと椅子に腰をかけ、足は肩幅と同じ位に開いて足の裏を床につけ、軽く背筋を伸ばして目を閉
じます。全身どこにも力を入れず、リラックスしてください。手は下向きで膝の上に置きます。　 

　最初に肩に触れると、始まる合図なので、胸の前で合唱します。２度目に肩に触れると、終わった合図
なので、両手をひざの上に戻してください。アチューメント中は、緊張や我慢や、何かを感じようとか、
イメージしようとか、そのような努力は一切しないでください。完全にリラックスして、霊気にすべてを
任せます。感じたことや、体験したことがあれば、終わってから話してください。 

　霊気関係の本には、アチューメント中のさまざまな体験が紹介されていますが、体験はその人の必要な
時期に起こるので、何も感じなくても問題ありません。現代人は感覚を封印し、鈍感になることで文明社
会に適応しています。まず癒しの能力を甦らせ、実践の中で必要な感覚を取り戻して行きましょう。神秘
体験を求める意識が強いと、ネガティブな波動と共振しやすくなります。最初は、温かさ・リラックス・
安らぎが感じられるのが、最高の状態と理解してください。 
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霊気ヒーリングの基本（１）　＜予備知識＞  

１ .霊気法は、ヒーリングの実践からスタートします。  

　霊気ヒーリングは、生命エネルギーの流れを高め、心身に蓄積されたマイナスエネルギーを、プラスエ
ネルギーに転換します。ストレスを根本から解消し、健康と美容にも効果があります。 

２ .霊気ヒーリングは、自然治癒力を高め、心身の不調を癒します。  

　霊気は、現代医学と対立するものではありません。医学は肉体面からアプローチしますが、霊気は内面
から生命エネルギーを活性化させ、自然治癒力や免疫力を高めて医療効果を倍増させます。病気が、環境
や習慣・精神活動に起因する以上、霊気と医薬の両面から対処するのが賢明です。 

３ .霊気ヒーリングを、医療行為として行うことはできません。  

　医師でない人が、診断や治療をすることは禁じられています。霊気は力を加えることも薬品を使うこと
もなく、軽く手を当てるだけなので、問題が起こることは考えられませんが、医療行為を行ったと誤解さ
れることのないよう、言動には最新の注意を払うことが必要です。 

４ .霊気ヒーリングは、他のテクニックと併用して使えます。  

　霊気は単独でも効果を発揮しますが、愛のエネルギーはすべてのものと調和して、他のテクニックの効
果を高めます。各種手技やボディワークなど、併用という意識を持たなくても、手から出る霊気が融合し
て相乗効果を生み出します。霊気は宗教とは無関係ですが、もし信仰をお持ちの場合でも、一切矛盾した
り対立したりせず、その本質と融合して、信仰をさらに高めることになるでしょう。 

５ .霊気ヒーリングが、日常生活と融合したとき、真の価値が生まれま
す。  

　霊気を、日常生活の中で気軽に使ってみてください。ヒーリングが生活の一部として溶け込み、あらゆ
る場面で活用できるようになったとき、あなたは大きな財産を得たことになります。 
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６ .霊気ヒーリングは、「基本１２ポジションに手を当てて行う」がす
べての基本です。  

　伝統霊気は、病腺（病原に発生するマイナス波動）を掌で感知し、ヒビキを感じ続けながら手を当てま
すが、ユニバーサルマインドレイキでは、基本１２ポジションに手を当てるところからスタートします。
これにより、習ったその日から、効果的な霊気ヒーリングが可能になります。 

７ .ヒーラーやヒーリーに、特別な反応が起こることがあります。  

　ヒーリング中に何かの感覚が生じたり、筋肉や骨が動いたり、内臓が音を立てることがあります。その
ときは、感覚が消えるまで、その部分を霊気してから次の箇所に移ります。ヒーリング終了後、時間が
経ってから起こることもありますが、霊気の流れによって全身が活性化し、変化が継続しているために起
こるプロセスです。気にしないで変化を楽しみましょう。またこれらの感覚が、何も起こらなくても問題
ありません。何かを感じることと、ヒーリング効果は無関係で、感じなくても霊気はスムーズに流れてい
ます。これはキルリアン写真や、電子機器による測定でも確認されています。 

８ .霊気ヒーリングは、エネルギーの自動制御システムです。  

　ヒーラーが霊気の通路となり、ヒーリーの必要に応じて自動的にエネルギーが調整されます。不足して
いれば注入され、過剰であれば除去され、そこに必要なエネルギーのレベルすらも自動的に選別されま
す。ヒーラーはコントロールを意識してはいけません。なにか問題が起こるのは、ヒーラーが意識でコン
トロールし始めたときなのです。 

９ .ヒーリングが始まると、霊気の光に包まれて、２人が同時に癒されま
す。  

　ヒーラーが、ヒーリングの準備を整えたとき、宇宙霊気との共鳴の場が形成されます。そして、ヒー
リーに手を当てた（かざした）とき、スイッチオンとなってヒーリングが始まり、ヒーリーの必要とする
エネルギーが自動的に流れ始めます。余剰のエネルギーは大地へ流れ去り、２人が同時に癒されて行きま
す。このとき、両者ともリラックスして、宇宙の愛を感じていることが、霊気の流れを阻害しない最大の
秘訣です。 
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霊気ヒーリングの基本（２）　＜手の使い方の基本＞  

手の使い方に、特別な技法があるわけではありません。  

• ヒーラーにとって、無理のないヒーリングが出来ること 

• ヒーリーにとって、心地よくヒーリングが受けられること 

要は両者ともに、リラックスが保たれることが大切です。 

手をすり合わせる  

　「癒しの手」と言いますが、手が癒すのではなく、手は癒しのエネルギー（霊気）の放射口です。ヒー
リングの前に手をすり合わせることは、「霊気の出口を浄化する」「霊気の流れを促進する」「手を温め
る」などの効果があります。 

関節を緩める  

　霊気を受信しても、体内を滞りなく流れて行かなければ、自分の健康に役立てることは出来ませんし、
他の人に中継することも出来ません。霊気のパイプが育ってくれば、どのような状況でも問題なく流れる
ようになりますが、最初は滞りやすい関節の箇所を、意識的に緩めることが効果的です。 

　まず両手をよく振って、手首の関節を緩めます。次に手を振りながら意識をひじに移動して、手首とび
じの関節を同時に緩めます。さらに意識を肩に移動します。出来れば足も揺り動かします。 

　首と、肩甲骨周辺を緩めることも大切です。両肩を思い切り持ち上げたまま後ろへ引くと、首が動かし
やすくなります。肩甲骨の周囲を緩めるは、鳥が飛ぶように両手で羽ばたく動作や、肩甲骨のバランスト
レーニングが有効です。 

１ .手の使い方の基本  

①各指には力を入れず、自然な形にします。 

　指間を無理に開けたり、強く密着させたりしません。親指は、少し離れてもかまいません。 

②手は強く相手に押し付けず、フェザータッチで行うのが基本です。 
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　とくに胸や内臓の上など、圧迫感を与えないように気をつけましょう。ヒーリーの状態によって、掌全
体を軽く触れる、指の部分（または指のみ）を軽く当てる、火傷、ただれなどで手を当てられないとき
は、手をかざすなどの配慮も必要です。 

２ .両手使用法  

①両手は、フルに使ってください。 

　一般的には、左手でエネルギーを受けて右手で送るとも言われていますが、霊気法では、とくに意識す
る必要はありません。どちらの手であっても、霊気エネルギーは、手を置いたその位置から、全身へ
チャージして行きます。 

②手かざしでも効果は変わりませんが、出来るだけ手を当てます。 

　人は、接触感や体温によって心が安らぎ、深いリラックスが得られます。直接手を当てにくい状態の時
は、少し離れたところから手をかざします。 

③広い範囲に送りたい時は、両手を横に並べて使います。 

　これは意識でコントロールするのではなく、広範囲の火傷、ただれなどは、手から出る霊気を幅広く患
部に送ることが効果的とされています。勿論、念を使わずに淡々と霊気します。 

　 

３ .片手使用法  

①ヒーリングの部位によっては、片手の方がやりやすい場合もあります。 

　左右は問いませんので、手や腕が不自然なポーズにならないよう楽な姿勢で行ってください。部位に
よっては、指先だけを当てます。 

②肺、腎臓、耳など２つある器官は、できるだけ両手を使います。 
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霊気ヒーリングの基本（３）　＜個人セッション（施療）の方法＞  

1 .清潔で明るく、静かで風通しがよいなど、リラックスできる環境を選
びます。  

　理想の環境が得られないときは、これが最適なのだと認識し、霊気で場のエネルギーを浄化してから行
います。神経質になると、ヒーリーに悪影響を与えます。リラックスすると寒さを感じやすくなるので、
バスタオルや毛布の用意が必要です。ヒーリング音楽も必要と感じれば準備します。 

2 .ヒーラーはヒーリングの前後に出来るだけ手を洗います。  

①ヒーラーは、ヒーリーに触れる前に手を清潔にします。また終了後は、低波動のエネルギーが残ってい
れば洗い流すために手を洗います。洗えない状況の時は、* 乾浴（けんよく）をしておきましょう。 

②ヒーリングでは、ヒーラーとヒーリーのエネルギーが循環し、ネガティブなものは体外へ流れ去ります
が、エネルギーに敏感なヒーラーは、低波動のエネルギーを感じた途端に緊張や恐怖感が発生し、流れを
止めてしまうことがあります。その場合、相手に接触している掌にエネルギーが残留することが多いの
で、初心のうちは手洗いを勧めています。また昔から、冷たい水で浄化することの効果が示されていま
す。手を水に浸し、そこを見ながら洗い流すようにします。 

③洗った後は、手をすり合わせて温めておきましょう。 

3 .ヒーラー、ヒーリーとも、時計は必ず外します。  

①時計をつけていると、エネルギーによって時間が狂うことがあります。 

②ヒーラーは、相手に触れるとき邪魔になるものは外します。メガネの使用は構いません。 

③ヒーリーは靴を脱ぎ、身体を強くしめつけるものを取り、とくに必要のないアクセサリーや、メガネは
外します。危険のない指輪やイヤリング、ネックレスなどは、良いエネルギーがチャージされるので、つ
けたままで構いません。 

4 .ヒーリーは横になるか、座るか、楽な姿勢をとります。  

　いずれにせよ、リラックスできることが必要です。腕や足は組まず、全身から力が抜けるようにしま
す。勿論、ヒーラーも無理のない楽な姿勢が必要です。 

17



5 .ヒーリーに、直接手を当てられないときは、手をかざします。  

①火傷や皮膚疾患など手を当てられない箇所は、少し離して手をかざします。手当も手かざしも、効果は
変わりません。 

②異性や、敏感な箇所、直接手を当てにくい箇所は、手をかざします。または、ヒーリー自身がまずそこ
に手を当て、ヒーラーはその上から手を当てるようにします。顔に手を当てる時は、必要に応じてティッ
シュペーパーやタオル、ハンカチなどを乗せて行います。 

6 .ヒーリング後の変化を、説明しておきます。  

　ヒーリングを受けた後、一時的に症状が悪化したような状態になることがあります。発熱したり、排泄
物が増えたり、湿疹が出たり、痛みなどの症状がでたりしますが、これは好転反応と呼ばれ、不調が解消
するプロセスなので通常は心配不要です。しかし、２日経っても好転しない時は、他の原因も考えられま
すので、医療機関での受診を勧めてください。（P ,霊気ヒーリングの実践（３）参照） 

7.霊気ヒーリングは、次の順序で行います。  

①受け手に楽な姿勢をとらせ、リラックスさせます。 

②両手を上げて霊気とつながり、霊気を送る対象と目的に意識を合わせます。 

③受け手に、オーラ浄化法を行います。 

④ヒーリングの「基本１２ポジション」により、各ポイントに５分間ずつ手を当てます。 

⑤必要に応じ、症状のあるところに手を当てます。 

⑥終了後のオーラ浄化法を行います。 
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霊気ヒーリングの基本（４）　＜オーラ浄化法＞  

霊気ヒーリングの前後には、できるだけオーラ浄化法を行い、エネル
ギー体のバランスを整えることが重要です。  

1 .ヒーリング前のオーラ浄化で、エネルギー状態を大まかにと整えま
す。  

　オーラ浄化は、過剰なエネルギーを流し、乱れたオーラを整え、エネルギー体のバランス回復に役立ち
ます。手の感覚が開発されてくると、オーラ浄化を行いながらエネルギーの不調箇所を感知し、同時にエ
ネルギーフィールドの確認や、エネルギーの全体的な傾向が、判断できるようになります。 

①ヒーリーは、横になっても、座っても、椅子に腰掛けても、リラックスできる姿勢であればとくに制限
はありません。 

②ヒーラーは、両手をあげて霊気につながった後、相手の身体から１０センチくらい離れた辺りに手をか
ざし、全身をなでつけるように、もしくは払うように、手を動かして行きます。 

③両手でも片手でも、自由に使ってください。流す方向は頭から足の方、または左右です。これにより、
オーラは掌からの霊気に導かれて形が整えられ、停滞したオーラや過剰なオーラは、速やかに流れ去って
行きます。 

＊エネルギーを下から上へあげると、いわゆる「気が上がった」状態になります。丹田にエネルギーの中
心があるのがバランスの良い状態なので、その中心が上がると過剰なエネルギーが頭などに集まり、バラ
ンスを崩した状態で、さまざまな弊害が起こりやすくなります。 

２ .ヒーリング後のオーラ浄化は、さらに重要です。  

　全身のエネルギーが浄化され、流れが活発化すると同時に、各種の波動を受け入れやすい繊細な状態に
なっていますので、低い波動や粗雑な波動を受けないように、整えてあげます。（ヒーリングの仕上げと
理解してください） 

①ヒーリング後は、出来れば5分以上静かに休ませ、その間に気の流れを整えます。やり方は、ヒーリン
グ前と同じ要領で、優しく撫で付けるように、整えるように、気の流れを誘導してください。流す方向は
頭から足の方、または左右です（エネルギーを下から上へは流しません）。少しでも異常感がる部分は、
とくに丹念に浄化してあげましょう。 
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②横になっている人の場合、仕上げのオーラ浄化のために向きを変える必要がありますが、まず出来る箇
所のみを浄化し、しばらく休ませてから、起きがった時に残りの部分を整えて仕上げましょう。 

３ .オーラ浄化法は、自分自身に対しても行うことができます。  

①自己へのオーラ浄化は、合掌のあと、両手を高く上げて霊気とつながり、降り注ぐ霊気エネルギーが全
身に流れ、自分のオーラが光となって周囲の空間に広がって行くのを感じながら、乾浴を行います。この
あと再び両手を高く上げ、霊気と交流をしてから合掌し、終了します。 

②また、目の前に自分自身が立っているものとイメージし、それに向かって、他社にするように手をかざ
して、全身をなでつけるようにオーラ浄化しても構いません。「霊気シャワー」や「自己浄化ヒーリング」
などの自己浄化技法を行なった場合は、あらためて浄化する必要はありません。 
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霊気ヒーリングの基本（５）　＜基本１２ポジション＞  

　人に対する霊気ヒーリングは、「頭から尾骨まで」を基本とし、「頭部、体前部、体後部」を４箇所、
合計１２箇所のポイントを「ヒーリングの基本１２ポジション」として、順次手を当てて行います。この
ポジションには、順序に従ってナンバーがつけられ、頭（ヘッド＝H）、体前部（フロント＝F）、体後部

（バック＝B）の記号の後に、１～４までの数字が当てられています。 

1. H（ヘッド）は、人体の中枢である脳に、前後左右からエネルギーを送るとともに、眼・鼻・甲状腺
などへ霊気して、「リラックスと安らぎ」を得ると同時に自然治癒力を促進します。　　 

　　　　　　 

2. F（フロント）は、のどの下にある胸腺部（免疫システムの中枢部）から、各内臓を経由して膀胱・性
器まで、体の前部から霊気を送ってバランスを整えます。 

身体の部分 手を当てる箇所

頭部：    ヘッド    H ①顔の前面　②顔の両横　③後頭部　④咽喉部

体前部：フロント　F ①胸腺部　　　②上腹部　③丹田部　④下腹部

体後部：バック　   B ①肩甲骨横　②背中上部　③腰椎部　④仙骨部

H-1（顔の前面） 目、鼻、歯、顎などの痛みの解消。集中力、バランス性の向上。ストレス解消。
精　神性の向上。

H-2（顔の両横） 脳下垂体、松果腺のバランス。脳内ホルモンの調整。頭痛の解消。左右脳のバラ
ンス。ストレス解消。記憶力増進。意識の拡大。直感力向上。

H-3（後頭部） 脳下部、脊髄、小脳、後頭葉の機能向上。言語能力、視覚、色彩感覚向上。体重
の調整。リラックス。創造性向上。恐れからの開放。洞察力、視野拡大。

H-4（咽喉部） 血流促進、リンパ液、咽喉、甲状腺、血圧、代謝機能活性。自信、平静、安定
化、喜び、幸福感。創造性、コミュニケーション向上。

F-1（胸腺部） 心臓、肺、胸腺。血液循環促進、病気の抵抗力向上。自信、感情のバランス向
上、ストレス解消、受容性向上。愛、至福感、安定性、調和性。

F-2（上腹部） 肝臓、胃、胆嚢、脾臓、太陽神経叢、消化機能機能向上。不安、恐れからの開
放、ストレス解消、リラックス、平安、バランス、高次エネルギーとの同調。

F-3（丹田部） 肝臓、すい臓、胆嚢、脾臓、大腸、太陽神経叢の機能向上。ストレス減少、不安
不満解消、自信拡大。受容性、自信の力強さ。

F-4（下腹部） 大腸、小腸、膀胱、卵巣、子宮、生殖器、前立腺、排泄器官の機能向上。性的原
因の不調解消。不安、恐れ、緊張感の開放。柔軟性、意識拡大の向上。
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3.B（バック）は、肩から背中の中央を、脊髄に沿って順次下降し、腎臓・副腎を経由して前立腺下部ま
で、体の後部から霊気を送ってバランスを整えます。 

　 

　これにより、脳（神経系）をはじめとして分泌腺系、呼吸器系、消化器系、循環器系、泌尿器系、感覚
器系、生殖器系、そして筋肉・骨格までを含む、トータルな心身のバランスの回復に働きかけることがで
きます。 

B-1（肩甲骨横） F-1と同じ。追加として、首、僧帽筋、胸椎、腰椎、脊髄、神経組織などを原因と
した不調の解消。リラックス。

B-2（背中上部） F-2と同じ。追加として、胸椎、脊髄、神経組織などを原因とした不調の解消。過
緊張からの開放。

B-3（腰椎部） F-3と同じ。追加として、腎臓、副腎、腰椎、脊髄、神経組織などを原因とした不
調の解消。内面の充実。

B-4（仙骨部） F-4と同じ。追加として、仙骨、尾骨、恥骨など下半身の骨格と、神経組織などを
原因とした不調の解消。
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霊気ヒーリングの実践（１）　＜ヒーリングの手順を学ぶ＞  

1 .ヒーリングの基本  

　ヒーリングは、安全で効果的でなければなりません。安全とは、ヒーラーにもヒーリーにも、少しも悪
影響がないと言うことです。効果的とは、即効的な目に見える効果ではなく、その人の「命の輝き」に役
立つと言うことです。命を輝かせるのは、宇宙の大生命から発する冷気の光であり、ここの生命体（真
我、魂、ハイヤーセルフなどと呼ばれる真の自己）が、宇宙の大生命と完全に響き合ったとき、命の輝き
として現れます。 

　霊気ヒーリングの実践に当たっては、もう一度、次の点を十分に理解しておきましょう。 

２ .安全で効果的なヒーリングの基本手順  

　ヒーリングのセッション（施療）は、前項までの「霊気ヒーリングの基本（１）～（６）」を理解した
上で、本項からの「霊気ヒーリングの実践（１）～（４）」を参考にしてください。 

　次表は、ヒーラー自身の安全を守り、自己成長に役立つヒーリングの基本手順です。ヒーリングにはさ
まざまなやり方がありますが、この基本手順から外れなければ、問題は生じません。 

①ヒーリングの特性 

1.自分のエネルギーを使わない（癒しのエネルギーを中継するだけ） 

2.必要な時、必要なことが起こる（一切のコントロールは不要） 

3.ヒーラーとヒーリーが同時に癒される（疲れない、悪いものを受け取らない） 

②注意すべき事項 

1.拒否する人や否定する人にはしない（すべては本人の選択、癒しは強制できない） 

2.初めての人には好転反応の説明をしておく 

3.怪しさを感じさせないように気を付ける 

4.手当てか、手かざしだけにする 

5.触れる時は了承を得てから 

6.医学の否定・批判は慎む 

7.何かを体験した場合は、感じるだけにして深く追求しない 
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３ .レベル１で学ぶヒーリングの手順  

　レベル１では、セルフヒーリングと他者ヒーリングを学びます。「最初の２１日間」のセルフヒーリン
グが、今後の成長の基礎になります。手順には正式と略式がありますが、ヒーリングに違和感を持つ人も
いますので、周囲の状況により、必要と感じる時は「略式」の手順で行ってください。 

　 

　さらに、人間以外（動植物）へのヒーリングや、日常の中で活用できる霊気ヒーリングについても紹介
しておきます。 

目的設定（意識設定） 何をしたいのかを選択 レイキの源（大宇宙）と、ヒーリーに、目的を
念達

ヒーリング中の意識 念を使わず集中しない 治したい、症状を軽くしたいなどの雑念は持た
ない

大いなるものに任せる レイキの力とヒーリーの生命力に委ねて淡々と
行う

その他の注意事項 手を温めてから始める、感謝して終了、手順に囚われず直感（啓示）に従う

セルフヒーリング
最初の21日間 臼井レイキの入口

21日間　終了後 正式の手順、略式の手順（周囲の状況により選択）

他者ヒーリング
正式の手順 基本通りの実践法（大宇宙とヒーリーに、目的を念達）
略式の手順 状況により略式で実践（「レイキと共振する言葉」の活用）

その他の注意事項 最初に両手を上げてレイキとつながる（状況により省略）、他者ヒーリングの前後
にオーラ浄化、基本１２ポジションにこだわらなくて良い（迷ったら基本に帰る）
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霊気ヒーリングの実践（２）　＜セルフヒーリング＞  

1 . 21日間のセルフヒーリング  

　これは、ヒーリング習慣の定着、レイキのパイプを育てる実践のスタートとして重要です。 

①両手を上げて霊気とつながります。 

②ゆっくり手を動かして右手を額に当て、左手を後頭部に当てます。 

③右手から出る霊気エネルギーとともに、次の健康宣言を２回、潜在意識に送ります。 

【私は、宇宙から健康に作られているという真実を受け入れ、今から、レイキと響き合う生き方を選択し
て健康になり、それを維持すると決断しました】 

④続けて『基本１２ポジション』に、手を当てます。 

＊健康宣言は２１日間の必須、以後は必要と感じた時に実行します。 

2 . 21日間終了後のセルフヒーリング  

①両手を上げて霊気とつながります。 

②合掌してレイキの源に、次のように念達します。（正式） 

【レイキの導きによって、必要な気づきと癒しが起こりますように】 

③状況により、両手を上げず、軽く目を閉じて、念達に代えて「レイキと共振する言葉（ヒーリング・ア
ファメーションAまたはB）を、心の中で２回唱えて」スタートします。（略式） 

A【私は内なるレイキの光を呼ぶ、私は完璧なレイキの通路である、光がすべてを調和に導く】 

B【宇宙の大霊より発する霊気、わが掌を通じて病原に至る。霊気の達するところ、完全なる調和をもた
らす】 

④続けて、『基本１２ポジション』に手を当てます。 
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3 .セルフヒーリングの注意事項  

①セルフヒーリングは、基本１２ポジションに手を当てて行います。 

　背中などのポイントに手が届かない場合、無理なく届く位置に手を当てます。そして、本来の正しい位
置に、意識を合わせてください。霊気は意識したところへ、確実に流れて行きます。 

②基本１２ポジションへ霊気を送る時間は、１箇所５分間とされています。 

　レベル１終了者は、１ヶ所につき５分間（１２ヶ所で60分間）が基本です。これは、経験上最も効果
が現れやすい時間ということで設定されています。最初は、これが基準となりますが、人によって差があ
りますので、徐々に自分の能力を見極めて、より効果的に実践してください。 

③ヒーリングを面倒だと考えず、いつでもどこでも気軽に実行してください。 

　忙しければ、１ヶ所１～2分ずつでも、それなりの効果は得られます。また全ポイントを続けて霊気し
た方がバランス上好ましいのですが、何回かに分けても構いません。これらを毎日続けることによって、
心身の不調や、不必要な緊張から開放され、霊気との響き合いによって意識を高めることに役立ちます。 

4 .セルフヒーリングの参考事項  

①フロントとバックの同時ヒーリング 

　フロントとバックは、前後の同じ位置なので、「フロントに手を当てながら、バックのポジションにレ
イキが浸透して行くのをイメージする（ただ感じる）」だけで、体前部と体後部のヒーリングを同時に行
うことができます。 

②基本１２ポジション以外のハンドポジション 

• 　サイド（S）・・・首肩の接点　両脇下　脇腹　腸骨 

• 　下肢（L）・・・　内股　両膝　ふくらはぎ　足裏と甲 

＊セルフヒーリングで、バックが難しい時は、サイドに変更して実行しても構いません。サイドも下肢
も、単独でヒーリングできますが、まずヘッドに手を当ててから行います。　 
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霊気ヒーリングの実践（３）　＜他者ヒーリング＞  

1 .他者ヒーリングの手順（正式）  

①ヒーリーを楽な姿勢でリラックスさせます。ヒーラー自身も楽な姿勢をとります。 

②両手を上げてレイキと繋がり、合掌して目を閉じ、霊気の源に次のように念達します。 

【私は今からレイキの通路として、愛と調和の実践であるレイキヒーリングを行います】 

③ヒーリーに意識を合わせて、たとえば次のように念達します。 

【この方の魂（いのち）が、光り輝きますように】 

【この方に、必要な気づきと癒しが起こりますように】 

これは、、あらかじめ自分の納得できる言葉を選んでおきます。 

④ヒーリーのオーラ浄化を行います。 

⑤あとは一切意識を使わず、基本１２ポジションに順次手を当てます。 

⑥必要と感じる箇所があれば、そこに手を当てます。 

⑦終了後のオーラ浄化を行います。 

2 .他者ヒーリングの手順（略式）＊状況により選択  

①ヒーリーを楽な姿勢でリラックスさせます。ヒーラー自身も楽な姿勢をとります。 

②正式手順の②③のように手を上げたり合掌したりせず、「軽く目を閉じ、霊気と共振する言葉（ヒーリ
ングアファメーションAまたはB）を、心の中で２回唱えて」スタートします。 

③あとは、正式手順の④⑤⑥⑦と同じです。 
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3 .他者ヒーリングの参考事項  

①基本１２ポジションは、セルフヒーリイングのために開発されたものです。 

　しかし、現在では他者へのヒーリングも、このポジションによって行われることが多くなっています。
レベル１終了者は、１ヶ所につき５分間を基準としてスタートし、徐々に自分の能力を見極めて、必要な
時間を決めてください。 

②不調箇所を重点的にヒーリングしたい時は、まず頭部を霊気します。 

　基本１２ポジションのヘッド、または伝統霊気を簡略化した現代霊気法の手順（P.参照）で、頭部を霊
気してから、不調部分に霊気します。自然治癒力の中枢は、脳にあるからです。 

4 .好転反応についての知識  

　ヒーリングを受けた後、次のような好転反応が表れることがあります。 

①単なるエネルギーあたり　エネルギー回路が急速にクリアになり、大量の生命エネルギーが全身に行き
渡るために起こる一時的な現象で、脱力感、無気力感などとして現れることが多い。 

②生命エネルギーの活性化　自然治癒力や免疫力が急速に高まり、症状が悪化したと見える一時的な現象
で、肉体面の反応（痛み、痒み、アレルギー反応など）として現れることが多い。 

③ネガティブエネルギーの解放　潜在していたエネルギーが顕在化して、急激な浄化が起こる過度的な現
象で、主として精神的不安、ネガティブな感情の昴進として現れることが多い。 

　いずれも急速にエネルギー状態が改善される動きですが、最も害になるのは恐れです。恐れは、一時的
に表面化したネガティブエネルギーが、他のネガティブエネルギーと共振して、強力にしてしまいます。
内部に存在していたものが表面化し、離れて行く現象を、体調が悪化したと判断して不安に駆られ、マイ
ナスの動きをしないこと。セルフヒーリングを続けることが浄化の早道です。 

　ただし、好転反応である以上、どんどん悪化するということはあり得ません。通常は霊気を受けた当日
か、またはその翌日にはすっきりするものです。好ましくない状態が継続する場合は、霊気とは別の原因
と考えて、医療期間で受診するようにしてください。現代医学を中心にしながら、霊気で自己治癒力を高
めていくのが、霊気実践者の取るべき立場です。 
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霊気ヒーリングの実践（４）　＜動植物へのヒーリング、その他＞  

1 .動物への霊気ヒーリング  

　動物は、霊気が大好きです。ただ、非常に敏感ですから、最初に手荒く扱ったり、不安を持ちながらエ
ネルギーを送ったり、いらいらした状態で手を当てたりすると、その次にヒーリングしようとすると逃げ
て行ってしまいます。しかしだんだん慣れてくると、手を当ててもらおうと近づいてきて、霊気をせがむ
ようになるものです。 

①犬猫などは、最初は動いてしまう場合や、近づかない場合がありますが、そのときは、少し離れたとこ
ろから手をかざします。慣れてくると、額の部分から始め、頭部、胴体へと霊気します。 

②鳥は、かごの外側から手をかざしてみます。目を閉じて、じっとしているようであれば、手で軽くに
ぎったり、両手に軽く包んで霊気します。頭や首を軽くつかんで霊気すると、気持ちよさそうにじっとし
ていることが多いものです。 

③鯉、金魚、熱帯魚などは、水槽や池の外側から行います。水も餌も、霊気をしてから与えることを習慣
にしてください。 

2 .植物への霊気ヒーリング  

①木は、葉や幹、根の部分に直接触れて霊気します。 

②花は、オーラ浄化の要領で行いますが、茎や根を挟むのも効果的です。 

③草花や野菜の種子にも霊気し、生命エネルギーを強化してから蒔きます。水や肥料も、霊気してから与
えるようにしてください。 

3 .その他の霊気活用法  

①ベッド、洋服、自動車、食べ物・・・。 

　見たもの触れたもの、身近にあるものすべてのものに、手当たり次第霊気します。（手から放射する霊
気エネルギーで浄化し、調和させる、という気持ちでやってみてください） 

②たとえば、次のような場面で使ってみてください。 

3 0



　(1)財布にお金やカードを入れる時　 

　(2)買い物をして代金を支払う時、釣り銭を受け取ったとき 

　(3)車を運転する時、運転が終わった時 

　(4)名刺を渡す時、受け取った時 

　(5)薬品や栄養剤を飲む時 

　(6)コーヒーやジュースを飲む時 

　(7)食事をするとき、終わった時 

　(8)香水や整髪料などを使う時 

　(9)その他、いろいろな場面で… 

③霊気する時は、瞬間的にでもかまいません。工夫すれば、周囲に人がいるときで、自然な形で実行する
ことができます。さりげなく実践してください。 
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活用できる伝統技法（１）　＜今でも生きている伝統技法＞  

1 .頭部への手当て  

　伝統霊気では、病気のときだけでなく、日常から頭への手当てが大切と教えられていました。 

①前頭部（眉と頭頂の間、額の生え際）　②側頭部（左右のこめかみ部分、同時に） 

③後頭部（頭頂と延髄との中間）　　　　④延髄部（首筋のぼんのくぼ、脳と延髄の接点） 

⑤頭頂部（頭頂の百会、天帝ともいう） 

　現代霊気法では、伝統霊気の手順を、次のように簡略化して活用します。ユニーバーサルマインドレイ
キでも現代霊気法に則って行います。 

　ただし、姿勢に無理が生ずる場合は、その箇所は伝統霊気の手順により、個別に手を当てます。 

①前頭部と後頭部（右手を額に）　②側頭部（左右を同時に）　③頭頂部と延髄部 

2 .集団霊気法と連続霊気法（レイキマラソン）  

　１人のヒーリーに対し、複数の人が一度に霊気する集団霊気法と、一人のヒーリーに長時間、交替で霊
気する連続霊気法があります。勿論、複数の人が同時に霊気し、これを交代で長時間行うこともありま
す。これにより、現代医学で治癒困難とされた人が救われた例が多数報告されています。 

　集団霊気法と連続霊気法は、臼井先生の頃から行われていましたが、西洋レイキでも「レイキマラソ
ン」という名前で実践しており、とくに複数の人が同時に霊気すると、そのパワーが飛躍的にアップする
と言われます。即ち、「人数の２乗倍で効果が現れる」と強調されているように、非常にヒーリング効果
が高いとされています。 

　この場合、手を当てる箇所は「基本１２ポジション」と不調箇所（主として自覚症状がある部分）が対
象となります。ヒーラーの人数が多すぎて、ポイントに手が置ききれない場合は、手を置いている人の後
ろから肩や背中に手を当てて、間接的に霊気を送っても効果が強まります。 
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3 .霊気回し（レイキサークル）  

　霊気回しも、伝統霊気で初期のころから行われている技法ですが、西洋レイキにおいても「レイキサー
クル」という名称で、実践されています。何人かが集まって円形に人の輪を作り、左手を下向きにし、右
手を上向きにしてお互いの手を握り合います。そして、霊気を手から手へと一斉に送って行きます。これ
により、霊気は右回り（上から見て時計回り）に光の速度で進んでいきます。伝統霊気では、手を握り
合って右回りの方向のみで行いますが、現代レイキでは左回り（マイナスエネルギーを浄化）したり、右
回り（プラスエネルギーを導入）したり、隣の人の肩に手を乗せて霊気を送ったり、さまざまに組み合わ
せて行います。ユニバーサルマインドレイキでは、現代レイキに準じて行います。 

　アチューメントを受けていない人も、この輪の中に加わると、霊気エネルギーを感じる場合が多くなり
ます。感じない場合でも霊気の通りがよくなり、不要なエネルギーは除去されて、気感の開発とヒーリン
グ効果が得られます。さらに、霊気の輪で繋がっている人全員が、最もエネルギーの高い人とレベル揃っ
て来ます。このようにして体感したエネルギーは、その人の体内霊気を高めることに役立ちます。これは
二人で、向かい合って行うことも出来ます。 

4 .念達法（調和の思いを言葉にして伝達する）  

念ずることを、手から放射される霊気波動に乗せて、相手の潜在意識に到達させる技法です。たとえば、
「本来のあなたは完全な存在です。霊気との響き合いを取り戻すことによって、不調はすべて癒されま
す」とか、「日に日によくなります」と、確信と真心をもって念達します。 

　念達は、念のヒーリングではなく、安全で効果的なヒーリングの基本手順の「目的設定」に用いるもの
で、後は霊気に任せることが必要です。前頭部（額）に右手を当て、清らかな心で（ヒーリーに対する愛
の心とともに）念達します。念達法は、他者に対しても、自分自身に対しても行うことが出来ます。ヒー
リングの目的設定（意識設定）以外にも、性癖治療法、丹田治療法（下毒法）、五戒の念達など、応用範
囲が広い技法です。 
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活用できる伝統技法（２）　＜日常で使える伝統技法＞  

1 .邪気切り浄化法  

　患部など邪気の強い部分や、物に付着している不調和な波動などを、この方法で急速に断ち、霊気で浄
化するとともに、良いエネルギーを注入する方法です。 

　まず対象から５センチくらいのところを、空手のチョップを打つように、手から放射する霊気で勢いよ
く切り、完全に通過したところで急停止します。こうして３度切ると、ほとんどの物は良い波動に変化し
ますので、続けて霊気すると効果的です。これにより、浄化とエネルギー注入が同時に行われます。（邪
気を切る時はへそ下丹田に意識を置き、呼吸を軽く止めて行います） 

2 .宝石や貴金属などへの霊気  

　邪気切りや浄化法により、いろいろなものを浄化し、良いエネルギーを注入することが出来ます。宝石
や貴金属類は、それが高価なものであればあるほど、以前の持ち主の愛着の思いのエネルギーが付着して
いるものです。 

①小さいもの（宝石や貴金属など）は、そのまま手の上に乗せ、もう一方の手で水平に、勢い良く３回、
エネルギーを切ります。 

②切った方の手をそのまま上に乗せ（かざし）、霊気を送ります。 

③再び邪気を寄せつけないように、①を繰り返し、エネルギーを３回切ります。 

④対象物が大きい場合は、ポイントを設定して（いちばん大切な部分に向けて）行うか、または「小さく
して手の上に乗せた」とイメージして行います。 

3 .部屋の空気、場の雰囲気などへの霊気  

①部屋の中ほど（正確には中央でなくてもよい）に立ち、任意の方角に片手を向けて、左回りに、４つの
面と４つの角、さらに天井と床面に向かって、パッ、パッ、パッと邪気を切ります。 

②続けて、左回りに、４つの面と４つの角、天井と床面に手を向け、片手または両手で霊気します。霊気
する（霊気エネルギーで浄化する）時間は、サーチライトの光で各所を照らしながら移動するようなイ
メージで、瞬間的で構いません。 

③邪気を切る必要がないときは、①は省略して、②だけ行います。 
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4 .飲食物などへの霊気  

　材料（原料）に霊気エネルギーを送ってから調理する方法と、飲食する前に食品にエネルギーを送る方
法があります。いずれも手をかざすか、容器に手を触れてエネルギーをおくります。（視線を軽く対象物
に合わせ、目から出るエネルギーで浄化することもできます） 

　とくに、水分を摂取する時は、霊気で浄化し、高波動のエネルギーが注入された水を、常に飲む習慣を
つけることは、健康にとって有用です。（霊気波動水として、各種浄化にも使用できます） 

①コップに入った水に、リラックスした状態で霊気エネルギーを送ります。片手でも、両手でも、手をか
ざしても触れても構いません。目から出る霊気エネルギーを使うことも可能です。 

②手や目から放射される白い霊気エネルギーが、水の中に溶け込んでいくのをイメージします。そして、
コップの中の水が徐々にエネルギー化され、コップとともに白く光り輝くのを感じます。 
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自己浄化と自己成長のヒーリング（１）　＜乾浴法と光の呼吸＞  

　臼井先生から伝えられている「発霊法」という技法があります。心身を浄化して霊性を高める技法とさ
れ、「奥伝以上の人は一人で実行しても良いが、初伝の人は師範の指導の下に実行する」と定められてい
ました。これは、初心者が自己流で実行して心がさまようのを懸念されたもので、現代霊気法でもレベル
２で、UMRでも同じくレベル２で「ユニバーサルマインドレイキ式発霊法」を実行することになっていま
す。（ただし、技法CDの誘導にしたがって実行すれば、師範の指導の下に行うのと同じ効果が得られま
す）。UMRのレベル１では、発霊法の中にある３つの技法を、単独で活用することで、発霊法に親しむ
機会にしています。 

1 .乾浴法（けんよくほう）　単に乾浴とも言う  

　乾浴は「霊気による斎戒沐浴（さいかいもくよく）」と言われ、発霊法を行う前に霊気波動で心身を浄
化する技法です。乾浴は、発霊法以外でも「心身を清める技法」として単独で使うことができます。 

①両手を上げ、霊気の高い波動が、とうとうと全身に流れ込むのを感じます。 

②光の振動を感じながら、両手をゆっくり下ろします。 

③右手を左肩に当て、右腰の方へ斜めに撫で下ろします。 

④次に左手で、右肩から左腰の方へ、おなじように撫で下ろします。 

⑤さらに右手で、③を繰り返します。 

⑥右手を左肩に当て、左手の手首から指先に向けて、さっとしごくように撫で下ろします。 

⑦左手を右肩に当て、右手首から指先へと、同じように勢いよく撫で下ろします。 

⑧さらに右手で、⑥を繰り返します。 

2 .光の呼吸法  

　発霊法の中の重要なポイントである浄化呼吸法を、いつでもどこでも、気軽に実行できるようにしたも
のです。無用の緊張を除去してストレスを解消し、心身を浄化する効果的な技法です。 

①姿勢は自由ですが、ゆったりと楽な姿勢をとります。目は閉じ、両手を上げて霊気の波動が、とうとう
と全身に流れ込むのを感じます。 

②霊気の振動を感じながら両手をゆっくりと下ろし、掌は上向きにして卵を握るように軽く丸め、両ひざ
の上に乗せます（立っている時には体側におろします）。心を丹田に鎮めてリラックスし、ゆっくりと深
い呼吸を数回行います。 
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③息を吸いながら、「霊気の白い光が頭頂から流れ込み、丹田を中心に体内に充満する」とイメージし、
全身の細胞のひとつひとつが霊気の光に包まれ、癒されていくのを感じます。 

　息を吐きながら、「体内に充満した光が、全身の皮膚を通過して体外へ出て、オーラとなって無限に広
がっていく」とイメージします。それとともに体のどこかに緊張やこわばりがあれば、力を抜いて、どん
どんゆるめていきます。これを、しばらく繰り返します。 

＊最初は、眼を閉じて行いますが、慣れれば目を開けて、散歩しながらでも行えるようになります。 

①電車の吊革を持って立った姿勢でも、喫茶店でコーヒーを待つ間に行っても、コンビニのレジ待ちの間
で行ってもよいでしょう。（ただし、自動車や自転車の運転中には行わないでください） 

②周囲に人がいるときは、そのままの姿勢で、前項の③だけを繰り返してください。少しの時間でも、毎
日気軽に実行していれば、心身はどんどん浄化されていきます。 

③何かのキッカケで精神的な不調和に見舞われたり、ネガティブな思い（怒り、悲しみ、恐れなどの感
情）が沸き上がってきたときは、直ちに心身を霊気の光で満たしてください。それらは、霊気の白い光を
充満させるだけで消滅していきます。 

④合掌して終了します（状況により省略）。終了後は、両手首をよく振って意識を明瞭にします。 
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自己浄化と自己成長のヒーリング（２）  
＜合掌呼吸法と霊気シャワー＞  

3 .合掌呼吸法  

　発霊法の中のエッセンスである精神統一法を、単独技法として、いつでもどこでも気軽に実行できるよ
うにしたものです。習熟すると、雑念を除去して常に心身爽快さと、安定した高い意識を持続することが
可能となります。また直感力や受容性が高まり、感じる力も開発されます。 

①基本的には座って行いますが、立った姿勢でも構いません。ゆったりとした楽な姿勢をとり、合掌して
心を静めます。 

②目を閉じ、両手を上げて霊気の波動が、とうとうと全身に流れ込むのを感じます。 

③霊気の振動を感じながら両手をゆっくりと下ろし、両手を胸の前（心臓よりもやや上）で手を合わせ、
意識を軽く丹田において心を静めます。 

④吸う息とともに「合掌した両手から（または指先から）霊気が流れ込んで、丹田に充満する」とイメー
ジします。吐く息とともに「丹田に充満した霊気が、両手から（または指先から）外部で勢いよく放射さ
れている」とイメージします。これを、しばらく繰り返します。 

⑤合掌して終了します。終了後は、両手首をよく振って意識を明瞭にします。 

4 .霊気シャワーの技法  

　霊気のエネルギーをシャワーのように全身に浴びることにより、肉体を浄化し、エネルギー体を活性化
する技法です。この技法は、自己を浄化し意識を高めるテクニックとして、どこでも使うことができま
す。また、自分自身に対するオーラ浄化法としても効果があり、これ自体で瞑想効果を味わうことができ
ます。 

①基本的には立って行いますが、座った姿勢でも構いません。ゆったりとした楽な姿勢をとり、目を閉じ
ます。呼吸は自然呼吸で、とくに意識しません。 

②両手を開いて高くあげ、宇宙の根源から霊気の波動（光の粒子）がシャワーのように全身に降り注いで
いるのをイメージし、感じます。 

③霊気波動の響きと振動を感じながら、掌を自分に向け、頭部から体の前面に沿って滑らせるようにゆっ
くりと手を下ろしていきます。手からでる霊気と、降り注ぐ霊気シャワーとの合流によって、不要なエネ
ルギーはすべて洗い流されていきます。これにより、マイナスエネルギーやネガティブなものが、足元か
ら下へ流出していきます（これを数回、繰り返します）。 
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④合掌して終了します。活性化された全身、光の溢れた両手で、自他のヒーリングを行ってください。
ヒーリングの前後にこの技法を行った時は、自分へのオーラ浄化は必要ありません。 
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自己浄化と自己成長のヒーリング（３）　＜チャクラ活性呼吸法＞  

5 .チャクラ活性呼吸法  

　霊気エネルギーを、呼吸とともに全身に巡らせることにより、肉体を浄化し、エネルギー体を活性化す
る技法です。この技法も、瞑想効果を味わうことができます。 

①姿勢は自由ですが、ゆったりとした、楽な姿勢をとります。 

②両手を上げ、霊気の波動がとうとうと流れ込むのを感じます。 

③霊気の振動を感じながら両手をゆっくりと下ろし、掌は上向きにして卵を握るように軽く丸め、両膝の
上にのせます。 

④目を閉じ、心を丹田に静めて、ゆっくりと深い呼吸を数回行い、心身ともにリラックスします。 

⑤吸う息とともに霊気エネルギーが頭頂から流れ込み、全身の細胞のひとつひとつに光が行き届き、霊気
の光があふれてくるのを感じます。 

⑥７つのチャクラの位置（下図）をイメージしながら、次の順序で「チャクラ活性呼吸法」をゆっくりと
行います。 

（１）吸う息とともに、霊気を第１チャクラ（尾骨のチャクラ）から吸い込んで、第４チャクラ（ハート
のチャクラ）に満たし、吐く息で第４チャクラの中心から、体の前後左右へ広げるように出します。前後
左右から吸って第４チャクラに集め、吐く息で第７チャクラ（頭頂のチャクラ）から体外へ出します。 

　次に、第７チャクラから吸って第４チャクラに満たし、吐く息で第４チャクラから体外へ広げるように
出します。吸う息で第４チャクラに集め、吐く息で第１チャクラから出します。以上を１回と数え、数回
行ってから次に移ります。（１・４・７のチャクラが同時に活性化されますので、「１・４・７の呼吸法」
または「基本呼吸法」と言います） 

（２）続けて他のチャクラに移りますが、基本的には（１）と同じ手順を繰り返します。即ち「１から
吸って目的のチャクラに運ぶ、そこから放射状に吐く、吸う息で再び集めて、７から出す。次に、７から
吸って目的のチャクラに運ぶ、放射状に吐いて再び集め、１で吐く」。そして、次のチャクラに移行しま
す（目的のチャクラは、２・３・５・６と移動します）。 

（３）最後に、（１）と同じ呼吸法（基本呼吸法）を行い、１・４・７を活性化させて、終了します。 

（４）時間のないときは、「基本呼吸法」だけを繰り返しても効果があります。 
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チャクラの位置は各種の説がありますが、この呼吸法は上表の位置を基準に、人体の正中線に沿って、直
列に位置するものとして行います。 

チャクラ 名称 位置 意味するもの
7 頭頂 頭頂部 スピリット 悟り

6 眉間 サードアイ ビジョン 超感覚

5 のど 咽喉部 コミュニケーション 純粋性

4 ハート 心臓部 ハート 愛

3 上腹部 太陽神経叢 パワー 感動

2 丹田 仙骨部 センス 中心

1 尾骨 脊柱基底部 サバイバル 根

41

７つのチャクラの位置



＜レベル１＞終了後の霊気活用法  

レベル１の受講終了後、「霊気ヒーリングに習熟し、自らを高めていくには、セミナーで学んだことをど
のように活用すればよいか」について、ヒントになることをまとめてみました。 

①レベル１は、初歩的かつ基本的なヒーリング能力の獲得です。 

（１）エネルギー伝授で霊気の回路が開通し、自他へのヒーリングが可能になりました。しかし現在の水
準は、まだ初心者のレベルであり、これから実践を重ね、徐々に、かつ確実に、パワーと質の向上を図っ
ていかなかければいけません。 

（２）パワーと質の向上といっても、意識集中や、何かの修行・訓練などによって、エネルギーの流れを
強化することではありません。（そのようなことをすれば、せっかく霊気の回路が開通しても、それを活
用することなく、自己の生命エネルギーを送ることになります）。 

②霊気ヒーリングは、念の力を使いません。 

（１）霊気ヒーリングにあたっては「自分が霊気の通路となって、誰に、何のためにエネルギーを中継す
るのか」を正しく認識し、それを霊気の源（大宇宙）と、霊気の受け手（ヒーリー）に明確に伝えます。
即ち、「霊気を送る対象と目的に、意識の焦点を合わせる」ことが必要です。 

（２）あとは、念の集中や、コントロールなどは意識せず、リラックスしてすべてを霊気に任せることに
なります。ヒーリングは、ヒーラーが結果を押し付けるものではなく、ヒーリー自身が選択するもので
す。ヒーリングで最も大切なのは、霊気エネルギーの流れを滞らせないようにすることと、雑念や霊気以
外のエネルギーを混入させないようにすることです。 

③２１日間のセルフヒーリングが、ヒーラーとしてのスタートです。 

（１）エネルギー伝授を受けた日から、２１日間を自分自身の浄化期間ととらえ、基本１２ポジションに
よって、セルフヒーリングを必ず実行してください。勿論、他者ヒーリングや、ペットのヒーリングも有
効ですが、セルフヒーリングの代わりにはなりません。この時点で自分自身に行うヒーリングは、これか
ら霊気エネルギーを活用するための基礎となるものです。 

（２）２１日間は、臼井先生が鞍馬山で修行された期間でもありますが、霊気の回路が開かれた人が、
ヒーリングを自然のこととして実行できるように、習慣化するために必要な期間です。気になる箇所があ
れば、そこにも手を当てましょう。途中で眠ってしまっても、リラックスした状態で霊気が流れ続けます
ので、ヒーリング効果は変わりません。もし自分の体調に問題があれば、この期間に出来るだけ手を当て
て、整えていきましょう。またアチューメントの後は、徐々に体質が変化しますので、いつもより多めの
水分をとるようにしてください。 

④レベルアップに最も効果的なのは、ヒーリングを数多く実践することです。 

この時点で、あなたのなすべきことは、例えば次のような事柄です。 
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（１）人や動植物へのヒーリング、飲食物や装身具、場所の浄化など、いろいろなものに気軽に霊気を
使ってみること。念を使わず、霊気を中継するだけであれば、問題は起こりません。 

（２）テキストを読み返し、セミナーで学んだ「自己浄化と自己成長のための技法」を、少しでも毎日実
行すること。これらの実践は、意識と肉体をクリアにするために役立ちます。 

（３）喫茶店で出されたコップの水を、手または目から放射される霊気で浄化し、霊気を送って、心身を
活性化する「霊気エネルギー水」に変化させて飲むよう、習慣づけることも有益です。勿論、水だけでな
く、お茶やジュースなどにも有効です。 

⑤ここで紹介したヒントは、選択肢の一例に過ぎません。 

　霊気活用の場は、いたるところに存在しています。よりよい選択をされ、せっかく学んだ霊気ヒーリン
グを、日常生活の中で十分に活用されるよう、期待いたします。 
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安全で効果的なヒーリングの基本手順  

目標設定 
（意識設定）

霊気ヒーラーとして 
これから何をするのかを選択す
る

レイキの源（大宇宙）と、ヒーリーに意識
を合わせ、ヒーリングの目的を念達する

ヒーリング実践中の意識 念を使わず集中しない（雑念を
加えない）

治したい、症状を軽くしたいなどの意識
は、一切持たない

大いなるものに任せる（自己の
エネルギーは使わない）

レイキを信じ、ヒーリーの生命力を信じ、
結果はすべて委ねて、リラックスして行う

その他 ・手を温め、エネルギーの流れを高めてからはじめる。 
・ヒーリングの前後に、オーラ浄化をする 
・両手をあげ、霊気を響き合って開始。感謝して終了。 
・他社には、必要に応じて好転反応の説明をする 
＊念達＝調和の思念（想い）を、言葉にして伝達
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テスト  

『人生を豊かに生きる道』より 

1. 霊気とは、（　　　）、（　　　）、（　　　　　　） 

2. 霊気法とは、（　　　　　　　　　） 

3. アチューメントとは（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

『あなたのその手で、多くの癒しを』より 

1. （　　　）は、霊気による「健康への道」のスタートです。 

2. 癒しとは、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）帰ること。 

3. 人はまず（　　　）を愛することを学び、（　　　　）を愛することを学び、愛する対象を広げてい
きます。 

4. 手を使わなくても（　　　　　　　　　）を向ければ、エネルギーは伝わります。 

5. まず、『（　　　　）と（　　　）への道』を理解しましょう。　 

6. 幸福になるためのノウハウ＝（　　　　　　　）、健康になるためのノウハウ＝（　　　　　　）、
どちらも（　　　　　　　　　　）によって達成される。つまり霊気法とは
「（　　　　　　　　　　　　）な人生を実現するために、（　　　　　　　　　　　　　　）と響
き合う技法」、すなわちユニバーサルマインドレイキは最初から最後まで（　　　　　　　　　）た
めの実践法です。 

『レベル１　＜初伝＞の概要』より 

1. レベル１では（　　　　　　　）を学びます。 

2. アチューメントによって、（　　　　　　　　　　）は開かれます。あなたは霊気ヒーラー（霊気に
よる癒し手）となります。 

3. レベル１では（　　　　　　　　）を使わない２１日間のセルヒーリング。 

4. （　　　　　　　　　　　）ヒーリングを身につけましょう 

5. 霊気ヒーリングは（　　　　　　　　　　　　）がありません。その日からヒーリング可能です。 
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6. （　　　　）をコントールしないことが重要 

7. 霊気ヒーリングでは（　　　　　）時に（　　　　　　　）ことが起こります。 

8. （　　　　　　　）と（　　　　　　）が同時に癒されます。 

9. （　　　　　　　　　　　）をもたらし、緊張やストレスが解消されます 

10.（　　　　　　　　　　　　　）を使うと、危険が伴います。 

『アチューメントで回路を開く』より 

1. 「霊授」＝（　　　　　　　　　）を伝授する方法 

2. 「発霊法」＝（　　　　　　　　　）を強化する行法 

3. アチューメントを受けると、（　　　　　　　　）から霊気ヒーリングができるようになります。こ
れは基本的かつ初歩的な能力なので（　　　　　　　　　　）やヒーリングの実践で高めていくこと
が重要です。 

4. レベル１では（　　　）回のアチューメントを行います。１回目は
（　　　　　　　　　　　　　　　　）、２回目と３回目目は（　　　　　　　　　　　　　　　）
ために行います。 

5. アチューメント時、霊気マスターはまず（　　　　）を清め、霊気とつながって自らを光で包みま
す。 

6. アチューメントは霊気マスターの手で、（　　　　　　　　　）に確実に行う必要があります。 

7. アチューメントを受けるときは（　　　　）・（　　　）・身体を強く締め付けるもの・
（　　　　　　　　　　）ような装身具は外します。危険もなく、邪魔にならない装身具は外す必要
がありません。 

8. アチューメントを受けるときは、ゆったりと椅子に腰をかけ足は肩幅と同じくらいに開きます。足の
裏は床につけてください。手は下向きで膝の上におきます。全身の（　　　　　　　　）て
（　　　　　　）してください。 

9. アチューメント中は（　　　）や（　　　）や、（　　　　　　　　）とか、イメージしようとか、
そのような努力は一切しないでください。感じたこと、体験したことがあれば、終わってから話てく
ださい。何も感じなくても問題ありません。 

『霊気ヒーリンの基本（１）』より 

1. 霊気法は、（　　　　　　　　　　）からスタートします。 
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2. 霊気ヒーリングは、（　　　　　　　　　）を高め、（　　　　　　　　　）を癒します。 

3. 霊気ヒーリングを（　　　　　　　）として行うことはできません。 

4. 霊気ヒーリングは（　　　　　　　　　）と併用して使えます。 

5. 霊気ヒーリングが（　　　　　　　　　　　　　）したとき、真の価値が生まれます。 

6. 霊気ヒーリングの基本は（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

7. ヒーラーやヒーリーに（　　　　　　　　　　　　　）起こることがあります。 

8. 霊気ヒーリングは、（　　　　　　　　　　　　　　）システムです。 

9. ヒーリングが始まると、霊気の光に包まれて、（　　　　　　　　　　）癒されます。 

『霊気ヒーリングの基本（２）』より 

1. 手の使い方に（　　　　　　　　）があるわけではありません。（　　　　　　　）と
（　　　　　）を緩めることが大切です。 

2. 手の使い方の基本は、（　　　　　）に力を入れない、（　　　　　　）形にすること。また、手は
（　　　　　　　　　　）つけず、（　　　　　　　　　　）で行います。 

3. 両手使用法の基本では、（　　　　　　）はフルに使います。（　　　　　　）でも効果は変わりま
せんが出来るだけ（　　　　　　　　）ます。広い範囲に送りたい時は（　　　　　）並べて使いま
す。 

4. 片手使用法について。ヒーリングの部位によっては、（　　　　）がやりやすい場合があります。
肺、（　　）、　（　　）など２つある器官は、できるだけ（　　　）を使います。 

『霊気ヒーリングの基本（３）』より 

1. 個人セッションは（　　　）で明るく、（　　　　）で風通しが良いなど、（　　　　　）できる環
境を選びます。 

2. ヒーラーは、ヒーリングの前後にできるだけ（　　　　　　　）ます。 

3. ヒーラー、ヒーリーとも、（　　　　　）は外します。時計をつけていると狂うことがあります。
ヒーリーはアクセサリー、（　　　）は外します。危険のない指輪、イヤリングなどは良いエネル
ギーがチャージされます。 

4. ヒーリーは（　　　　）な姿勢をとります。 

5. ヒーリーに直接手を当てられない時は（　　　　　　　）ます。 

4 7



6. （　　　　　　　　　　　）の変化を説明しておきます。一時的に症状が（　　　　）したような状
態になることがあります。（　　　　）経っても好転しないときは、医療機関の受診をすすめます。 

7. 霊気ヒーリングの順序は、①受け手を（　　　　　　　）させる。②（　　　　　）と繋がり、送る
対象と目的に意識をあわせます。　③受けてに（　　　　　　）を行います。　　　　　　　　　　
④（　　　　　　　　　）の各ポジションに５分間ずつ手を当てます。　⑤必要に応じて
（　　　　　　）に手を当てます。　⑥終了後の（　　　　　　）を行います。 

『霊気ヒーリングの基本（４）』より 

1. 霊気ヒーリングの前後には、できるだけ（　　　　　　　　）を行い、（　　　　　　　　）のバラ
ンスを整えます。 

2. オーラ浄化は（　　　　）なエネルギーを流し、（　　　　　　）を整え、（　　　　　　）のバラ
ンス回復に役立ちます。 

3. （　　　　　　　　　）のオーラ浄化はさらに重要です。 

4. （　　　　　　　　）や（　　　）な波動を受けないように、整えてあげます。 

5. オーラ浄化は（　　　　　　）に対しても行うことができます 

『霊気ヒーリングの基本（５）』より 

1. 人に対する霊気ヒーリングは（　　　　　　　　　　　）までを基本とし、「（　　　）、
（　　　　）、（　　　）」を各４箇所、合計１２箇所のポイントを「ヒーリングの基本１２ポジショ
ン」としています。頭（ヘッド＝（　）、　体前部（フロント＝（　）、体後部（バック＝（　）の
記号の後に１～４までの数字が当てられています。 

2. これにより、脳をはじめとした各器系、そして（　　　）・（　　　）までを含む、トータルな
（　　　　　　　）の回復に働きかけることができます。 

『霊気ヒーリングの実践（１）』より 

1. ヒーリングは（　　　）で（　　　　　）でなければなりません。安全とは、
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）悪影響がないこと。効果的とは、
（　　　　）な目に見える効果ではなく、その人の（　　　　　　　　　）に役立つということで
す。 

2. ヒーリングの特性　①（　　　　）のエネルギーは使わない　②（　　）なとき（　　　）なことが
起こる　③ヒーラーとヒーリーが（　　　）に（　　　　）る。 

3. 注意すべき点　①（　　　）する人、（　　　　）する人にはしない　　②初めての人には
（　　　　　　）の説明をしておく　③（　　　　）を感じさせないよう気をつける　④
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（　　　　）か（　　　　）だけにする　　⑤触れる時は（　　　　）をえる　⑥医学の
（　　　　）・（　　　　）は慎む　　⑦何かを体験した場合は（　　　　　　）にして深く追求し
ない。 

4. 安全で効果的なヒーリングの基本手順について、テキストの表の基本手順から外れなければ
（　　　　）は生じません。 

5. レベル１では（　　　　　）ヒーリングと（　　　）ヒーリングを学びます。ヒーリングに違和感を
持つ人には、必要に感じる場合は（　　　　　　　）の手順で行ってください。 

『霊気ヒーリングの実践（２）』より 

1. ２１日間のセルフヒーリングは（　　　　　　　）の定着、（　　　　　　　　）を育てる上で重要
です。 

2. 基本１２ポジションの中で手が届かないポイントは、（　　　　　）届く位置に手をあてます。本来
のポジションに（　　　　）を合わせます。霊気は（　　　　　）ところへ確実に流れていきます。 

3. 霊気を送る時間はレベル１終了者は、１箇所につき（　　　　　）間です。レベル２終了者は半分の
時間になります。 

4. 忙しい場合は１箇所（　　　　　　　）ずつでも効果は得られます。全ポイントを続けてやらなくと
も、何回かに分けてもかまいません。 

5. フロントと（　　　　　）は前後の同じ位置なので、意図するだけで（　　　　　）にヒーリングを
行うことができます 

『霊気ヒーリングの実践（３）』より 

1. 他者ヒーリングの手順。①ヒーリーもヒーラーも（　　　）な姿勢でリラックス。②（　　　　）と
繋がり（　　　　）します。③（　　　　　）に意識を合わせて念達。④ヒーリーの（　　　　　）
をします。　⑤（　　　　　　）を使わない。基本１２ポジション。⑥（　　　　　　　　）に手
当。　⑦終了後の（　　　　　　　）。 

2. 基本１２ポジションは（　　　　　　　　　　　）のために開発されたものです。 

3. 不調箇所をヒーリングしたいときは、まず（　　　　　）を霊気します。 

4. 好転反応について。①単なる（　　　　　　　　）。②（　　　　　　　　　　）の活性化。③
（　　　　　　　）の解放。 
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『霊気ヒーリングの実践（４）』より 

1. 動植物への霊気ヒーリング。犬猫など動いてしまう場合は少し離れた場所から
（　　　　　　　　　）。 

2. 鳥は、（　　　　　　　　　）から手をかざします。 

3. 鯉、金魚、熱帯魚などは（　　　　　）や池の外側から行います。（　　　）も（　　　）も霊気し
てから与えることを習慣にしてください。 

4. 植物への霊気ヒーリング。木は（　　　）や（　　）、（　　）の部分に直接触れて霊気します。 

5. 花は（　　　　　　　　）の要領で。（　　　）や（　　　）を挟むのも効果的です。 

6. 草花や野菜の種子にも（　　　　）し、（　　　　　　　　　　　）を強化してから蒔きます。
（　　）や（　　　　）も霊気してから与えるようにしてください。 

7. その他の霊気活用法。身近にあるものに霊気するときは、手から放射する（　　　　　　　　　　）
で浄化し、（　　　　　　　）させる、という気持ちで。 

8. 霊気する時間は（　　　　）にでも構いません。 

『活用できる伝統技法（１）』より 

頭部の手当 

1. 伝統霊気では日頃から（　　）への手当が大切とされてきました。 

集団霊気法と連続霊気法 

1. （　　）人のヒーリーに対し、（　　　）の人が一度に霊気する集団霊気法 

2. （　　）人のヒーリーに長時間、交替で霊気する連続霊気法 

3. 連続霊気法は西洋レイキでは（　　　　　　　　）と呼ばれます 

4. 複数の人が同時に霊気すると「人数の（　　　　）で効果があらわれる」と強調されています。 

5. 何人かが集まって人の輪をつくり、霊気をまわしていくのが（　　　　　　　）。これは西洋レイキ
ではレイキサークルと呼ばれています。 

6. 念達法とは、（　　　　　　　）を（　　　）から放射される（　　　　　　　　）にのせて、相手
の（　　　　　　　）に到達させる技法。 

7. 念達法は（　　　　　　）に対しても（　　　　　　　）に対しても行うことができます。 
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『活用できる伝統技法（２）』より 

1. 邪気切り浄化法・・・患部や（　　　　）の強い部分、（　　　）に付着している（　　　　　　）
な波動を（　　　　　）に断ち、霊気で浄化するとともに、（　　　　　　　　　　　　）を注入す
る方法です。 

2. 宝石や貴金属などへの霊気・・・（　　　　　　　　　）により、いろいろなものを浄化し、良いエ
ネルギーを注入することができます。小さなものは、そのまま（　　　　　　）に乗せ、もう一方の
手で水平に、勢いよく（　　　）回、エネルギーを切ります。大きなものは（　　　　　　）を設定
するか、「小さくして手の上に乗せた」と（　　　　　　）して行います。 

3. 部屋の空気、場の雰囲気などへの霊気・・・部屋の中ほどに立ち、任意の方角に片手をむけて
（　　　　）回りに、４つの（　　　）と４つの（　　　）、（　　　　）、床面に向かって邪気切
りします。続けて、左回りに同じ箇所に霊気していきます。時間は（　　　　　　　　　　）の光で
各所を照らしながら移動するイメージで（　　　　）で構いません。 

4. 飲食物への霊気・・・（　　　　　　　）に霊気エネルギーを送る方法と、（　　　　　　）前に食
品にエネルギーを送る方法があります。いずれも（　　　）をかざすか、（　　　　　）に触れてエ
ネルギーを送ります。（　　　）でもエネルギー浄化できます。 

『自己浄化と自己成長のヒーリング（１）』より 

1. 乾浴法（けんよくほう）・・・乾浴は、「（　　　　　　　　　　　　　　）」と言われ、発霊法を
行う前に霊気波動で心身を浄化する技法です。（　　　　　　　  　　　　　　）技法として単独で使
うことができます。 

2. 光の呼吸法・・・発霊法の中の（　　　　　）なポイントである浄心呼吸法を（　　　　　　）に実
行できるようにしたもの。無用の（　　　　　）を除去して（　　　　　　　　　　）を解消し、心
身を浄化する効果的な技法です。 

3. 光の呼吸法は、慣れれば（　　　　　）開けて、（　　　　　　）しながらできます。車の運転中は
しないでください。 

『自己浄化と自己成長のヒーリング（２）』より 

1. 合掌呼吸法・・・発霊法のエッセンス、（　　　　　　　　）を単独技法として、気軽に実行できる
ようにしたものです。習熟すると（　　　　　）を除去して常に（　　　　　　　）と安定した
（　　　　　　　　　　）を維持することが可能となります。 

2. 霊気シャワーの技法・・・霊気の（　　　　　　　　　　　　）をシャワーのように（　　　　　）
に浴びることで、（　　　　　　）を癒し、エネルギー体を活性化する技法です。 
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『自己浄化と事故成長のヒーリング（３）』より 

1. チャクラ活性呼吸法・・・霊気エネルギーを、（　　　　　　）とともに（　　　　　　）に巡らせ
ることで、（　　　　）を浄化し、（　　　　　　　　　　）を活性化する技法です。この技法も瞑
想効果を味わうことができます。 

『レベル１　終了後の霊気活用法』より 

1. レベル１は（　　　　　　）かつ基本的な（　　　　　　　　　）能力の獲得です。 

2. エネルギー伝授で霊気の（　　　　）が開通し、（　　　　　）へのヒーリングが可能になりまし
た。しかし、現在の水準はまだ（　　　　　）のレベルです。（　　　　　　）を重ね、
（　　　　）にかつ（　　　　　　）に、パワーと質の向上を図ってください。 

3. パワーと質の向上は、（　　　　　　　　）や何かの（　　　　　）・（　　　　　　）などによっ
て、エネルギーの流れを強化することではありません。そのようなことをすれば（　　　　）の生命
エネルギーを送ることになります。 

4. 霊気ヒーリングでは「自分が（　　　　　　　）となって、（　　　）に、　（　　　　　　）にエ
ネルギーを中継するのか」を正しく認識し、それを（　　　　　　　　　　　　）大宇宙と、霊気の
（　　　　　　　）ヒーリーに明確に伝えます。すなわち、「霊気を送る（　　　　　）と
（　　　　　　）に、意識の（　　　　　　　）を合わせる」ことが重要です。 

5. （　　　　）の集中、（　　　　　　　　　　　）などは意識せず、（　　　　　　　　　　　　）
してすべてを（　　　　　　　）に任せることになります。ヒーリングは、
（　　　　　　　　　　）が選択するものです。ヒーリングで最も大切なのは
（　　　　　　　　　　　　）の（　　　　）を滞らせないこと、（　　　　　）や
（　　　　　　）以外のエネルギーを（　　　　　　）させないことです。 

6. （　　　　　　）日間のセルフヒーリングがヒーラーとしてのスタートです。２１日間を自分自身の
（　　　　）期間と捉え、基本１２ポジションによって（　　　　　　　　　　　　　　　）を実行
してください。霊気エネルギー活用の（　　　　　）となるものです。 

7. ２１日間は、霊気の回路が開かれた人が（　　　　　　　　　）を自然のこととして実行できるよう
に、（　　　　　　　　）するのに大切な期間です。途中（　　　　　　　）しまっても効果は変わ
りません。（　　　　　　　）を多めにとるようにしてください。 

8. レベルアップに必要なことは（　　　　　　）を数多く（　　　　　 ）することです。例えば、①
（　　）や（　　　　　　）へのヒーリング。（　　　　　　　　）、場所の浄化など。　②「自己
浄化と（　　　　　　　　　　）のための技法」を少しでも毎日実行。　③コップの（　　　）を
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（　　　）または（　　　　）から放射される霊気で浄化。（　　　　　　　　　　　）水に変化さ
せて飲む習慣づけることも有益です。 

9. ここで紹介したヒントは、選択肢の一例にすぎません。霊気活用の場は、いたるところに存在してい
ます。（　　　　　　　　　　　）の中で十分に活用されるよう、期待いたします。
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