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2014年
2月

出会い
リコネクションからの便り

その本を読んだとき、

わたしの手がピリピリと

していた。

頭 が ボ ー ッ と し て、 変 な 感 じ
だ。その本の名前は、「ザ・ゲート」
Dr. エリック・パールが書いた、リ
コネクションについての本だ。

そこからわたしの人生はじょじょ
に、じょじょに、それでいてあっと
いう間に変わっていった。

他人からすれば大きな差はないか
もしれないが、約８年もとこに伏
せっていたわたしの大きな転機と

なった。

わたしの病名は副腎疲労症候群。
慢性疲労症候群の人は、副腎疲労が
原因であるなどといわれているもの
だ。

末期に片足を突っ込んでいると診
断された。簡単に説明すると、体が
だるくて動けない。

ものすごく疲れやすい。トイレに
行くのも、布団から起き上がるのに
も一苦労だ。

働くこともままならず、基本的に

布団に入り横になる生活だ。

それに小さい頃から偏頭痛持ち
で、ここには書ききれないほど多く
の症状があった。

本 を 読 ん で い る 最 中 に 意 識 が
ボーッとなり、体の一部がピクピク
とけいれんし出した。
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わたしのそばにエネルギーが集
まってきているような感じがあっ
た。それは大きな空の雲の流れのよ
うに雄大なものだった。何日かは
ボーっとしていたように思う。それ
から少しして、急に外に出てみよう
と思った。

何年も体調のせいで会えずにいた
友だちに会ってみようとさえ思っ
た。なぜだか、元気になったから
だ。そこからわたしと外との交流が
始まった。

何年も出かけられなかったわたし
が、近くのスーパーに買い物に出始
めた。出てみると、とっても近くて
不思議な感じがした。

こんなにも近いところなのに、わ
たしは来られなかったんだ。そんな
ふうに思った。

久しぶりの外は夢の中にいるよう
な感覚だった。懐かしい電車のアナ
ウンス、警告音。その全てが懐かし
く、現実となって、今わたしの耳に
響いてくる。ただただ不思議な感じ
だった。ここまで来たのか。

その後、思い切って母と遠出をし
たことは、今でもなにかに連れて
行ってもらったような感覚がある。

本を読んだだけで、こんなに変化
があるなら、実際にヒーリングを受
けたらどえらいことが起こるに違い

ないと考えたわたしは、さっそくリ
コネクティブヒーリングを受けるこ
とにした。

ここで、誤解のないようにお話し
しておきたいのが、本そのものから
エネルギーが出ているのではないと
いうことだ。

「本にはリコネクションのことが
書かれているので、読むことを通し
てリコネクティブ・ヒーリングのエ
ネルギーに意識が向き、つながって
しまったのかも知れませんね」とプ
ラクティショナー（リコネクティブ・
ヒーリングやリコネクションのセッ
ションをする人）がおっしゃってい
た。
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しみわたる息吹　
リコネクティブ・ヒーリング１回目

ネットで検索し、ピンと

きたプラクティショナー

にヒーリングの申し込み

をした。

その方は遠方にお住まいだったの
で、対面ではなく、遠隔ヒーリング
になった。緊張しながら、ヒーリン
グ前のヒアリングの電話をする。

最近まで全く人との交流がなく、
友達とも何年も会わずに家にいたわ
たしは、ワクワクとともにとても緊
張していた。

実際はプラクティショナーそのも

のがヒーリングエネルギーなんじゃ
ないかと思うくらい、話しているだ
けで癒される方だった。

ヒーリングは無事に終了する。わ
たしの体の中にエネルギーがうごめ
いているのがわかった。それはリコ
ネクションの本である「ザ・ゲー
ト」を読んだときに感じた感覚と同
じだった。空を見上げているときに
感じる雲の流れのように雄大なもの
が、体の中と、さらには三次元を超
えたわたしの中でなにかしているの
を感じた。

あれはやはり、リコネクションの

エネルギーだったんだ。

本を読むことは、入り口に過ぎな
かった。ヒーリングを受けた次の日、
いきなり変わった。今まで、自分の
ことで精いっぱいだったわたしが、
急に人のために動けるようになっ
た。

家族との会話もままならなかった
わたしだったが、水を得た魚のよう
にクルクルと動き回った。

それはいわゆる健康的な人のよう
な動きではないし、いまだに疲れや
すさは残っていたが、わたしにとっ

2014年
3月
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てはドキドキするような変化だ。

なんだこりゃ！となりながら、嬉
しくって家族に話したことを覚えて
いる。

それから少しずつではあるが、回
復し始め、ときにはしんどくなった
りと行ったり来たりをくり返し。泣
いたり怒ったり、喜んだり。

自分が遠くを見すぎて気づかった
階段の一段をひとつずつ、丁寧にの
ぼっていくようだった。
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リコネクティブ・ヒーリング 2回目　

春を待つ

2 回目のヒーリングに大きな変化
はなかったので、これから先は自分
の努力次第なのかもと、リコネク
ション以外の健康への模索にまた
戻ってしまった。

リコネクティブヒーリングは人生
で３回しか受けることができない。
次が最後のヒーリングであり、それ
でよくならなければ、わたしはどう
したらいいんだろうという恐怖も
あった。

最高のタイミングで受けたいと、
それがどんなものなのかもわからな
いままに、ただ懸命にもがいていた

ように思う。外に出る練習のために
ボランティア活動も始めた。

のちにわかったことなのだが、
ヒーリングはそのときの状態、状況
の局面に対しての３回ということな
ので、半年や１年たてば、またヒー
リングを受けることは可能らしい。

わたしは勘違いしていたので、人
生で３回しかできないと思い込んで
いた。

「ザ・ゲート」に３回で十分とい
う記述があったので、勘違いされて
いる方は多いと聞いた。

思い返せば、恥ずかしい思い込み
だが、そのときはそう考えていての
行動なので、そのまま書くことにす
る。

詳しくはプラクティクショナーに
聞いてほしいが、ヒーリングは３回
以上受けることが可能だったのだ！

2014年
4月



7

リコネクティブ・ヒーリング 3回目　

植えた種は芽吹きだす

最高のタイミングは、先

生がわたしの住んでいる

地方へと来られるときに

やってきた。

遠隔ではなく、直接にヒーリング
を受けることができるとあわてて予
約の連絡を入れた。先生がわたしの
ようにヒーリングで変化がある人
は、３回目のヒーリングでより変
わることが多いということをおっ
しゃっていた。

その言葉通り、3 回目のヒーリン
グは１回目とも２回目とも違う変化
があった。それは生きることへの力

強さが宿ったことだ。自分の軸のよ
うなものが芽生えているのを感じ
た。

流されやすい性格だが、たとえ流
されて自分を見失うことがあったと
しても、自分に戻って来るスピード
が格段に速くなった。どんなに流さ
れていても、芽生えた軸の存在が消
えることはなかった。

自分の意志で選べること

が増えた。

外側から見たら、元気になってい
くわたしの変化が目についたと思

う。それよりも、わたしは気持ちの
変化に重きを置きたい。

わたしは自分がなかった。自分が
寒いとか、暑いとか、そういうこと
が分からなくなっていた。嬉しいも
悲しいも感じなかった。時折やって
くる波のような苦しさはあった。

外側にばかり、目がいってなぜか
自分のことを見ることができない。
人にすすめられたものを自分の夢だ
と選んだりもした。リコネクション
の存在を知ってから、少しずつそれ
が出来なくなった。もう、自分以外
のものになりたくないという気持ち

2015年
7月
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が生まれ、嘘がつけなくなってきた。
それをすると、心が枯れるような感
覚になった。そっちじゃないよと、
宇宙が教えてくれていたのかもしれ
ない。

そして今わたしは働いている。父
の仕事で、一時的に人が足りなく
なったものを手伝うことになった。
週 2 ほどの仕事ではあるが、1 人で
電車にも乗っている。パニックにも
ならず、ときには眠くてウトウトす
るくらい、リラックスして電車に乗
れるようになった。

リコネクティブヒーリングは、目
に見えるものと見えないものとの両
方に作用した。わたしはこのエネル
ギーが好きだ。気持ちよくて不思議
で。さらにヒーリングを受けている
と気づく必要もないところも面白
い。

場所も関係がなく、恐れをもって
いてもいい。心の持ち方次第で結果
が変わるんじゃないかと心配してい
たが効果はちゃんとあった。その心
配さえも癒してくれた。

わたしは感覚人間で、感覚でしか
お話しできないのだが、リコネク
ティブヒーリングを受けたあとはバ
ラバラにまかれたプリントを拾い集
めて、トントンとはしを揃える感じ
に似ている。なにかがそろっていく
感じがあるのだ。

わたしの体験でいうと、自分に
あった治療法を見つけるとか、素敵
な本に出会うだとかそういうもの
だったりする。いわゆるシンクロシ
ニティ（意味のある偶然）だ。

他にも、いいタイミングで父から
仕事を紹介してもらったものもその

一つと数えていいのじゃないだろ
うか。それってたまたまじゃない
の？って言われたら証明しようがな
いのだ。

そろっていく感じはやは

り、宇宙がプリントを揃

えておいてくれたのでは

と思わずにはいられない

のだ。

わたしがリコネクションを好きな
理由はまだまだある。効果がなくな
らないところだ。リコネクションは、
一生に一度でいい。ヒーリングも、
効果は続いていく。足りないんじゃ
ないかと飲み過ぎてしまう薬のよう
なことは起こらない。そこが好きだ。

自分に合う治療法を見つけるこ
と、直感的に行動できること。わた
しの傷がどれほどで、深いのか浅い
のか複雑なのかはわからない。ただ
ただ、求めている場所へつれていっ
てくれる。ほらここだよと示してく
れる。そんな力があるのを感じるの
だ。

そしてわたしは、文章を書くのが
好きだ。いつか、リコネクションに
ついての本をかければいいなと思っ
ていた。すると、体験談と絵をかく
お話がわたしにやってきた。

まさか願いがかなうとは思わな
かったが、こういうかたちもありな
んだろう。なにが起こるかは個人差
が大きいのだろうが、リコネクティ
ブ・ヒーリングはこうやってわたし
にひびいた。
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リコネクション

はがれ落ちる、疲労と混乱

初めてリコネクティブ・ヒーリン
グを受けてから、２年ほどたち、と
うとうリコネクションを受ける事に
した。

ヒーリングの効果だけでは得られ
なかったことが起きた。

リコネクション1日目

急に腹筋ができるようになった。
筋肉も貧弱だったはずなのに、なぜ
だかしっかりものが握れるとき気づ
いたわたしは、腹筋をした。そした
ら、思いのほかスッと体を起こすこ
とができた。階段も力強く登れるよ

うになっていた。これはどういうこ
とだろうか。

リコネクション２日目　

リコネクション完了

リコネクションが終了し家につい
たとき、すでにわたしは変わり始め
ているのを感じていた。わたしはだ
んだんと人の話が聞けなくなってい
て、すぐに頭の中が変になり、混乱
しフリーズする。ヒーリングの効果
でいくらか話せるようにはなってい
たが、まだまだ会話は苦しいもの
だった。特に質問されると、どう答
えてよいのかさっぱりわからなくな

り、ちょっとした質問、例えばご飯
食べる？とかそういったものでも、
イライラしたり頭が真っ白になった
り。

そういうこともあって、出かけた
とき、人とたくさん話した後などは
頭の中がごちゃごちゃして変な感じ
があるのだが、それが消えていた。

リコネクションのために遠出した
にもかかわらず、家に帰って横にな
ることも、緊張したからだをほぐす
こともせずにふつうに椅子に座っ
て、家族とおしゃべりをしていた。

2016年
4月
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そういえば、一度も休憩していな
い！となった。わたしは宇宙の叡智
に降服した。かなわない。

リコネクションとリコネク

ティブヒーリングの違い

わたしはヒーリングを３回とリコ
ネクションを受けた。その中で感じ
た違いをわたしなりにお話したい。
ヒーリングはわたしとわたし以外の
ものとの接触した部分に何かしてい
るような感じがあった。シンクロシ
ニティもそのひとつで、わたしと宇
宙とのかかわりを癒している感じ
だ。

やわらかで雄大なエネルギー。リ
コネクションは体を貫く柱のような
力を感じた。体に直接的に大きな作
用があった。疲労感が激減し、意識
がクリアになり、筋力がその日につ
いた。

受けて数日たった今は、その境目
が融合し合い、なんだか細かいこと
は気にならなくなったので、どちら
でもいいやという気分だ。

リコネクションを受けて数日、い
ろんな悩みをふっとばすくらい、嘘
みたいにすっきりと頭も心もクリア
になった。頭の中のゴチャゴチャし
た声、不安な気持ちが、思い浮かん
だその次にすっと溶けていくことも
ある。

疲労感もぐっと減った。

できないこともまだまだあるし、
体調もなにもかも完璧ではない。だ
けど、焦ることはないかと思える。

疲れたあとに、お風呂に入って
ホッとしたり、心地の良い空気が窓
から入って来て穏やかな気持ちに
なったことはないだろうか？その状
態の時間が増えた。特に何もせず、

ひとりでボーっとしているときは
もっと気持ちがいい。

両方受けたことによる相乗効果に
よるものだろうか。ヒーリングを受
けただけで、わかった気になってい
たわたしだが、リコネクションの効
果は想像を超えた。２０、３０％で
すごいなあと感じていたのがあっさ
り１００％の力を見せつけられたよ
うだ。

漫画やアニメで、「お遊びはおし
まいだ」というセリフがある。まだ
本気じゃなかったのかよ、と驚くが、
そんな衝撃を受けている。お手上げ
だ。わたしはこれからも、宇宙に降
服しつつ生きていこうと思う。

まだ、リコネクションが完了して
数日しかたっていない。これからわ
たしはどんどん、宇宙すごいなあと
言っているだろう。


