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◆◆◆◆わからなくなるとわからなくなるとわからなくなるとわからなくなると（（（（おおくおおくおおくおおくのひとがのひとがのひとがのひとが））））どうするかというとどうするかというとどうするかというとどうするかというと、、、、    

自分自分自分自分のなかにのなかにのなかにのなかに還還還還るんじゃなくてるんじゃなくてるんじゃなくてるんじゃなくて、、、、    

外外外外がわをがわをがわをがわを見見見見てててて、「、「、「、「どうもどうもどうもどうも、、、、正正正正しいらしいことしいらしいことしいらしいことしいらしいこと」」」」をををを、、、、まねしようとするまねしようとするまねしようとするまねしようとする。。。。    

でもでもでもでも、、、、これはこれはこれはこれは、、、、迷子迷子迷子迷子になっていくになっていくになっていくになっていく方法方法方法方法なんですなんですなんですなんです。。。。    

迷子迷子迷子迷子になってになってになってになって、、、、本当本当本当本当にににに自分自分自分自分がわからなくなるがわからなくなるがわからなくなるがわからなくなる。。。。    

    

    

◆◆◆◆まずまずまずまず、、、、自分自分自分自分がががが感感感感じていることにじていることにじていることにじていることに、、、、きちんときちんときちんときちんと還還還還っていくっていくっていくっていく。。。。    

感感感感じていることがじていることがじていることがじていることが、、、、正正正正しいとかしいとかしいとかしいとか、、、、間違間違間違間違いとかじゃなくていとかじゃなくていとかじゃなくていとかじゃなくて、、、、    

まずまずまずまず、、、、今今今今、、、、自分自分自分自分のからだののからだののからだののからだの中中中中でででで起起起起きていることをきていることをきていることをきていることを、、、、確認確認確認確認するするするする。。。。    

    

    

◆◆◆◆たったひとりであってもたったひとりであってもたったひとりであってもたったひとりであっても、、、、自分自分自分自分をそこでをそこでをそこでをそこで、「、「、「、「いいいいいいいい」「」「」「」「わるいわるいわるいわるい」」」」のジャッジをしたりとかのジャッジをしたりとかのジャッジをしたりとかのジャッジをしたりとか、、、、    

社会社会社会社会のののの「「「「ただしいただしいただしいただしい」「」「」「」「まちがいまちがいまちがいまちがい」」」」とととと照照照照らしてジャッジしたりとからしてジャッジしたりとからしてジャッジしたりとからしてジャッジしたりとか、、、、    

とにかくとにかくとにかくとにかく、、、、ジャッジすることをジャッジすることをジャッジすることをジャッジすることを、、、、そこでそこでそこでそこで１１１１回回回回やめるやめるやめるやめる。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「ただただただただ感感感感じるじるじるじる」」」」ということはということはということはということは、、、、私私私私はははは、、、、自分自分自分自分をををを一番尊重一番尊重一番尊重一番尊重するするするする原点原点原点原点だとだとだとだと、、、、思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「感覚感覚感覚感覚」」」」というものにはというものにはというものにはというものには、、、、点数点数点数点数がつけられないがつけられないがつけられないがつけられない。。。。だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、自分自分自分自分でででで答答答答えをえをえをえを出出出出せるせるせるせる。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「すごくかなしいんだすごくかなしいんだすごくかなしいんだすごくかなしいんだ」「」「」「」「すごくはらがすごくはらがすごくはらがすごくはらが立立立立つんだつんだつんだつんだ」」」」そういったそういったそういったそういった感感感感じをじをじをじを、、、、    

一切一切一切一切のジャッジなくのジャッジなくのジャッジなくのジャッジなく、、、、感感感感じるじるじるじる。。。。まずまずまずまず、、、、ここでここでここでここで、、、、自分自分自分自分のののの中心中心中心中心にににに立立立立ちきるちきるちきるちきる。。。。    

    

    

◆◆◆◆大事大事大事大事なことはなことはなことはなことは、「、「、「、「自分自分自分自分がどうがどうがどうがどう感感感感じるかじるかじるかじるか」」」」ということをということをということをということを、、、、    

きちんときちんときちんときちんと、、、、感感感感じつくしていくことじつくしていくことじつくしていくことじつくしていくこと。。。。    

    

    

◆◆◆◆私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、ひとりになるのがひとりになるのがひとりになるのがひとりになるのが怖怖怖怖いいいいんですよんですよんですよんですよ。。。。    

でもでもでもでも、、、、よくよくよくよく考考考考えたらえたらえたらえたら、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、ひとりでひとりでひとりでひとりで生生生生きているじゃないですかきているじゃないですかきているじゃないですかきているじゃないですか。。。。    

    

    

◆◆◆◆私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、ひとりなんですひとりなんですひとりなんですひとりなんです。。。。    

だけれどもだけれどもだけれどもだけれども、、、、ひとりだからこそひとりだからこそひとりだからこそひとりだからこそ、、、、逆逆逆逆につながることができるわけですよねにつながることができるわけですよねにつながることができるわけですよねにつながることができるわけですよね。。。。    

    

    

◆◆◆◆地球地球地球地球のののの中心中心中心中心がどこかといったらがどこかといったらがどこかといったらがどこかといったら、、、、みんなみんなみんなみんな、、、、自分自分自分自分のののの立立立立っているっているっているっている場所場所場所場所なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。    
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◆◆◆◆大事大事大事大事なことはなことはなことはなことは、、、、ひとりひとりひとりひとり一人一人一人一人がががが、、、、自分自分自分自分ひとりでひとりでひとりでひとりで立立立立てるということにてるということにてるということにてるということに、、、、    

気気気気がついているということなんですがついているということなんですがついているということなんですがついているということなんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆そしてそしてそしてそして、、、、ひとりでひとりでひとりでひとりで立立立立てるからこそてるからこそてるからこそてるからこそ、、、、    

つながったときのよろこびとかつながったときのよろこびとかつながったときのよろこびとかつながったときのよろこびとか、、、、感激感激感激感激だとかだとかだとかだとか、、、、幸福感幸福感幸福感幸福感というものをというものをというものをというものを味味味味わえるんだわえるんだわえるんだわえるんだ、、、、    

ということをということをということをということを私私私私はははは思思思思っているっているっているっている。。。。    

        

    

◆◆◆◆「「「「自分軸自分軸自分軸自分軸」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「自分自分自分自分のののの中心中心中心中心」」」」とかいったときにとかいったときにとかいったときにとかいったときに、、、、    

「「「「答答答答えがひとつしかないえがひとつしかないえがひとつしかないえがひとつしかない」」」」というふうにというふうにというふうにというふうに考考考考えてしまうえてしまうえてしまうえてしまう思思思思いこみがあるんじゃないかないこみがあるんじゃないかないこみがあるんじゃないかないこみがあるんじゃないかな。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「正解病正解病正解病正解病」」」」というのがというのがというのがというのが、、、、みんなのみんなのみんなのみんなの中中中中にあるんじゃないかなにあるんじゃないかなにあるんじゃないかなにあるんじゃないかな。。。。    

「「「「正正正正しいしいしいしい答答答答えはこれだえはこれだえはこれだえはこれだ！」！」！」！」ってってってって、、、、見見見見つけたいつけたいつけたいつけたい、、、、思思思思いたいいたいいたいいたい、、、、そこでそこでそこでそこで安心安心安心安心したいしたいしたいしたい。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「これがこれがこれがこれが自分軸自分軸自分軸自分軸だだだだ！」「！」「！」「！」「ここがここがここがここが自分自分自分自分のののの中心中心中心中心だだだだ！」！」！」！」というというというという感覚感覚感覚感覚はねはねはねはね、、、、    

それはそれでいいとそれはそれでいいとそれはそれでいいとそれはそれでいいと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。    

でもでもでもでも、、、、そこでそこでそこでそこで「「「「固定固定固定固定」」」」しちゃったらしちゃったらしちゃったらしちゃったら、、、、    

それはもうそれはもうそれはもうそれはもう、、、、それでなくなっちゃうんじゃないかとそれでなくなっちゃうんじゃないかとそれでなくなっちゃうんじゃないかとそれでなくなっちゃうんじゃないかと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「私私私私たちがたちがたちがたちが生生生生きているきているきているきている」」」」ということはということはということはということは、「、「、「、「常常常常にににに変化変化変化変化しししし続続続続けているけているけているけている」」」」わけでわけでわけでわけで、、、、    

瞬間瞬間瞬間瞬間たりともたりともたりともたりとも、、、、同同同同じことはできないわけですよねじことはできないわけですよねじことはできないわけですよねじことはできないわけですよね。。。。    

    

    

◆◆◆◆刻刻刻刻々々々々とととと、、、、外側外側外側外側もももも内側内側内側内側もももも変化変化変化変化しししし続続続続けているのにけているのにけているのにけているのに、、、、    

なぜなぜなぜなぜ「「「「自分自分自分自分のののの軸軸軸軸」」」」だけがだけがだけがだけが、、、、なぜなぜなぜなぜ「「「「自分自分自分自分のののの中心中心中心中心」」」」だけがだけがだけがだけが、、、、    

「「「「不動不動不動不動のものだのものだのものだのものだ」」」」とととと、、、、決決決決めなきゃいけないのかめなきゃいけないのかめなきゃいけないのかめなきゃいけないのか？？？？    

    

    

◆◆◆◆そのときそのときそのときそのとき、、、、そのそのそのその瞬間瞬間瞬間瞬間のののの、、、、刻刻刻刻々々々々とととと移移移移りりりり変変変変わるからだがそのときわるからだがそのときわるからだがそのときわるからだがそのとき感感感感じていることがじていることがじていることがじていることが、、、、    

常常常常にににに正解正解正解正解なんですなんですなんですなんです。。。。だからだからだからだから、、、、いつもいつもいつもいつも１００１００１００１００％％％％正解正解正解正解なんですなんですなんですなんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「ひとがひとがひとがひとが集集集集まるまるまるまる」」」」ということはということはということはということは、、、、必必必必ずずずず、「、「、「、「そのそのそのその場場場場のテーマのテーマのテーマのテーマ」」」」というのがあるんですというのがあるんですというのがあるんですというのがあるんです。。。。    
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◆◆◆◆ひとのからだのひとのからだのひとのからだのひとのからだの数数数数だけだけだけだけ、、、、そしてそしてそしてそして、、、、そのひとのそのひとのそのひとのそのひとの瞬間瞬間瞬間瞬間（（（（のののの数数数数））））だけだけだけだけ、、、、正解正解正解正解があるんですがあるんですがあるんですがあるんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「今今今今、、、、自分自分自分自分のからだののからだののからだののからだの中中中中でなにがでなにがでなにがでなにが起起起起きているかきているかきているかきているか？」？」？」？」ということをということをということをということを、、、、    

あたまではなくてあたまではなくてあたまではなくてあたまではなくて、、、、からだでからだでからだでからだで感感感感じるじるじるじる（（（（ことがことがことがことが大切大切大切大切なななな））））んですよねんですよねんですよねんですよね。。。。    

    

    

◆◆◆◆からだのからだのからだのからだの中中中中にににに自分自分自分自分がフォーカスしていってがフォーカスしていってがフォーカスしていってがフォーカスしていって、、、、    

からだのからだのからだのからだの中中中中でででで起起起起きてくるきてくるきてくるきてくる感覚感覚感覚感覚にににに「「「「ただただただただ、、、、ついていくついていくついていくついていく」」」」だけなんですだけなんですだけなんですだけなんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分のからだのからだのからだのからだ、、、、自分自分自分自分のののの存在存在存在存在がががが一番一番一番一番よくわかるのはよくわかるのはよくわかるのはよくわかるのは、、、、本来本来本来本来、、、、自分自分自分自分なんですなんですなんですなんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆内内内内がわでがわでがわでがわで変化変化変化変化していくことというのはしていくことというのはしていくことというのはしていくことというのは、、、、自分自分自分自分じゃないとわからないとじゃないとわからないとじゃないとわからないとじゃないとわからないと、、、、    

私私私私はははは思思思思っているんですっているんですっているんですっているんです。。。。そのためにそのためにそのためにそのために必要必要必要必要なことはなことはなことはなことは、、、、いったんいったんいったんいったん、、、、    

どこかでどこかでどこかでどこかで、「、「、「、「考考考考えてえてえてえて判断判断判断判断することをすることをすることをすることを捨捨捨捨てなきゃいけないてなきゃいけないてなきゃいけないてなきゃいけない」」」」みたいですみたいですみたいですみたいです。。。。    

    

    

◆◆◆◆どうもどうもどうもどうも、、、、ふだんのふだんのふだんのふだんの日常日常日常日常のののの中中中中でででで、、、、考考考考えてえてえてえて「「「「判断判断判断判断」」」」しすぎているしすぎているしすぎているしすぎている。。。。    

そっちのそっちのそっちのそっちの回路回路回路回路をををを使使使使うことがうことがうことがうことが、「、「、「、「人間人間人間人間としてとしてとしてとして、、、、あたりまえあたりまえあたりまえあたりまえ」」」」になりすぎているになりすぎているになりすぎているになりすぎている。。。。    

そのためにそのためにそのためにそのために、「、「、「、「感感感感じるじるじるじる」」」」というというというという回路回路回路回路がががが、、、、すごくすごくすごくすごく錆錆錆錆びついちゃうんですねびついちゃうんですねびついちゃうんですねびついちゃうんですね。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「おなかがおなかがおなかがおなかが痛痛痛痛いいいい」「」「」「」「あたまがあたまがあたまがあたまが痛痛痛痛いいいい」」」」とととと「「「「からだがなにかをからだがなにかをからだがなにかをからだがなにかを発発発発しているしているしているしている」」」」ということはということはということはということは、、、、    

からだがなにかのメッセージをからだがなにかのメッセージをからだがなにかのメッセージをからだがなにかのメッセージを発信発信発信発信しているということですしているということですしているということですしているということです。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「内内内内がわをがわをがわをがわを感感感感じることでおさまっていくことじることでおさまっていくことじることでおさまっていくことじることでおさまっていくこと」」」」ってってってって、、、、けっこうあるんですよけっこうあるんですよけっこうあるんですよけっこうあるんですよ。。。。    

    

    

◆◆◆◆からだにからだにからだにからだに過度過度過度過度のののの緊張緊張緊張緊張をさせるということはをさせるということはをさせるということはをさせるということは、、、、    

からだのからだのからだのからだの感感感感じるじるじるじる機能機能機能機能をスをスをスをストップさせているということなんですトップさせているということなんですトップさせているということなんですトップさせているということなんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「何何何何がががが正解正解正解正解かかかか？」？」？」？」をををを問問問問うのではなくてうのではなくてうのではなくてうのではなくて、、、、    

「「「「今今今今、、、、自分自分自分自分はなにをはなにをはなにをはなにを感感感感じていてじていてじていてじていて、、、、どうしたいのかどうしたいのかどうしたいのかどうしたいのか？」？」？」？」をををを、、、、問問問問いいいい続続続続けるんですけるんですけるんですけるんです。。。。    
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◆◆◆◆どこかにどこかにどこかにどこかに、、、、正正正正しいしいしいしい中心軸中心軸中心軸中心軸というというというという答答答答えがひとつあるんじゃなくてえがひとつあるんじゃなくてえがひとつあるんじゃなくてえがひとつあるんじゃなくて、、、、    

このこのこのこの瞬間瞬間瞬間瞬間、、、、瞬間瞬間瞬間瞬間をををを選選選選んでいくことがんでいくことがんでいくことがんでいくことが、、、、    

自分自分自分自分のののの中心軸中心軸中心軸中心軸をみつけていくすべてのをみつけていくすべてのをみつけていくすべてのをみつけていくすべての正解正解正解正解のプロセスであるとのプロセスであるとのプロセスであるとのプロセスであると。。。。    

プロセスそのものがプロセスそのものがプロセスそのものがプロセスそのものが、、、、すべてのすべてのすべてのすべての正解正解正解正解というというというという思思思思いですねいですねいですねいですね。。。。    

    

    

◆◆◆◆からだなしにからだなしにからだなしにからだなしに、、、、人間人間人間人間はははは存在存在存在存在しませんしませんしませんしません。。。。    

ところがところがところがところが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、あたまやあたまやあたまやあたまや心心心心をををを大事大事大事大事にするにするにするにする比率比率比率比率ほどほどほどほど、、、、からだをからだをからだをからだを大事大事大事大事にしていないにしていないにしていないにしていない。。。。    

    

    

◆◆◆◆私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、私私私私たたたたちがちがちがちが思思思思っているほどっているほどっているほどっているほど、、、、そんなにそんなにそんなにそんなに固着固着固着固着したしたしたした存在存在存在存在じゃないんですよじゃないんですよじゃないんですよじゃないんですよ。。。。    

じつはじつはじつはじつは、、、、変化変化変化変化してしてしてして、、、、変化変化変化変化してしてしてして、、、、変化変化変化変化しししし続続続続けるけるけるける存在存在存在存在なんですなんですなんですなんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆（（（（自分以外自分以外自分以外自分以外のものにのものにのものにのものに））））追追追追いついていかなきゃといついていかなきゃといついていかなきゃといついていかなきゃと、、、、必死必死必死必死になっていくとになっていくとになっていくとになっていくと、、、、    

本当本当本当本当はははは忘忘忘忘れてはいけないれてはいけないれてはいけないれてはいけない「「「「からだのからだのからだのからだの感覚感覚感覚感覚」」」」というものをというものをというものをというものを、、、、とりこぼしていくとりこぼしていくとりこぼしていくとりこぼしていく気気気気がするがするがするがする。。。。    

    

    

◆◆◆◆私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、生生生生まれてきただけでまれてきただけでまれてきただけでまれてきただけで、、、、充分鈍感充分鈍感充分鈍感充分鈍感なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。    

もうもうもうもう充分鈍感充分鈍感充分鈍感充分鈍感なんだからなんだからなんだからなんだから、、、、もうこれもうこれもうこれもうこれ以上以上以上以上、、、、がんばってがんばってがんばってがんばって鈍感鈍感鈍感鈍感にならなくていいにならなくていいにならなくていいにならなくていい。。。。    

からだがからだがからだがからだが感感感感じることはじることはじることはじることは、、、、もうちょっともうちょっともうちょっともうちょっと大事大事大事大事にしてほしいにしてほしいにしてほしいにしてほしい。。。。    

    

    

◆◆◆◆鈍感鈍感鈍感鈍感にならざるをえないにならざるをえないにならざるをえないにならざるをえない部分部分部分部分はあるのだけれどもはあるのだけれどもはあるのだけれどもはあるのだけれども、、、、    

ただただただただ、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、それがそれがそれがそれが限度限度限度限度をををを超超超超えてしまっているえてしまっているえてしまっているえてしまっている。。。。    

だからだからだからだから、、、、自分自分自分自分がががが苦苦苦苦しくなっているのにしくなっているのにしくなっているのにしくなっているのに気気気気がつかないがつかないがつかないがつかない。。。。    

    

    

◆◆◆◆緊張緊張緊張緊張はははは、、、、わるいことではないんですけどわるいことではないんですけどわるいことではないんですけどわるいことではないんですけど、、、、    

本当本当本当本当にいいにいいにいいにいい緊張緊張緊張緊張というのはというのはというのはというのは、、、、ちゃんとリラックスがちゃんとリラックスがちゃんとリラックスがちゃんとリラックスが残残残残っていますっていますっていますっています。。。。    

不必要不必要不必要不必要なななな緊張緊張緊張緊張というのはというのはというのはというのは、、、、すごくすごくすごくすごく不自由不自由不自由不自由になりますになりますになりますになります。。。。    

    

    

◆◆◆◆ひとがひとがひとがひとが、、、、そのひとらしさにつながってそのひとらしさにつながってそのひとらしさにつながってそのひとらしさにつながって、、、、輝輝輝輝いていていていて生生生生きていることをきていることをきていることをきていることを応援応援応援応援したいしたいしたいしたい。。。。    

    

    

◆◆◆◆ありとあらゆるありとあらゆるありとあらゆるありとあらゆる瞬間瞬間瞬間瞬間、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、「、「、「、「自分自分自分自分でででで選選選選びびびび続続続続けるからだけるからだけるからだけるからだ」」」」というものをというものをというものをというものを、、、、    

もうもうもうもう一回一回一回一回、、、、取取取取りりりり戻戻戻戻すすすす必要必要必要必要があるんじゃないかなとがあるんじゃないかなとがあるんじゃないかなとがあるんじゃないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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◆◆◆◆正解正解正解正解はははは、、、、一瞬一瞬一瞬一瞬、、、、一瞬一瞬一瞬一瞬、、、、変変変変わっていくわっていくわっていくわっていく。。。。それをそれをそれをそれを自分自分自分自分でででで見見見見つけてつけてつけてつけて、、、、いつもいつもいつもいつも感感感感じていくことがじていくことがじていくことがじていくことが、、、、    

ひょっとしたらひょっとしたらひょっとしたらひょっとしたら、「、「、「、「自分軸自分軸自分軸自分軸」」」」をををを見見見見つけるつけるつけるつける、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、「、「、「、「自己中自己中自己中自己中」」」」でいることなのかなでいることなのかなでいることなのかなでいることなのかな、、、、    

    

    

◆◆◆◆「「「「志志志志」」」」というものはというものはというものはというものは、、、、私私私私はねはねはねはね、、、、変化変化変化変化していってもいいものだとしていってもいいものだとしていってもいいものだとしていってもいいものだと思思思思うんですよねうんですよねうんですよねうんですよね。。。。    

ひとつひとつひとつひとつ「「「「志志志志」」」」をををを決決決決めてめてめてめて、、、、貫貫貫貫くことのくことのくことのくことの中中中中にもにもにもにも、、、、たぶんたぶんたぶんたぶん、、、、変化変化変化変化があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

    

◆◆◆◆私私私私はははは、、、、どんなひともどんなひともどんなひともどんなひとも、、、、１００１００１００１００％、％、％、％、常常常常にににに、、、、変化変化変化変化しているとしているとしているとしていると思思思思っているんですっているんですっているんですっているんです。。。。    

ただただただただ、、、、そのそのそのその変化変化変化変化のののの方向方向方向方向がががが、、、、よりよりよりより自分自分自分自分にとってピュアなにとってピュアなにとってピュアなにとってピュアな方向方向方向方向にににに変化変化変化変化していっているのかしていっているのかしていっているのかしていっているのか、、、、    

それともそれともそれともそれとも、、、、よりよりよりより鈍感鈍感鈍感鈍感になっていっているのかになっていっているのかになっていっているのかになっていっているのか、、、、    

というというというという、、、、そのそのそのその方向方向方向方向のののの違違違違いだけかなといだけかなといだけかなといだけかなと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分のからだでわかるのからだでわかるのからだでわかるのからだでわかる感覚感覚感覚感覚というのはねというのはねというのはねというのはね、、、、他他他他のひとはのひとはのひとはのひとは違違違違うううう感覚感覚感覚感覚かもしれませんがかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんが、、、、    

「「「「すっきりしているすっきりしているすっきりしているすっきりしている」」」」というというというという感覚感覚感覚感覚ですですですです。。。。    

    

    

◆◆◆◆私私私私はははは、、、、目先目先目先目先のののの損得損得損得損得をををを否定否定否定否定しないですしないですしないですしないです。。。。    

自分自身自分自身自分自身自分自身をまずをまずをまずをまず、、、、よろこばせてあげないといけないのでよろこばせてあげないといけないのでよろこばせてあげないといけないのでよろこばせてあげないといけないので。。。。    

そこはそこはそこはそこは、、、、絶対必要絶対必要絶対必要絶対必要なんだけれどもなんだけれどもなんだけれどもなんだけれども、、、、それとそれとそれとそれと同時同時同時同時にもうひとつにもうひとつにもうひとつにもうひとつ、、、、    

「「「「自分自分自分自分がなんのためにがなんのためにがなんのためにがなんのために生生生生きているのかきているのかきているのかきているのか」「」「」「」「なんのためになんのためになんのためになんのために生生生生きていこうとしているのかきていこうとしているのかきていこうとしているのかきていこうとしているのか」」」」    

みたいなところというのはみたいなところというのはみたいなところというのはみたいなところというのは、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと探探探探してみてもいいかなしてみてもいいかなしてみてもいいかなしてみてもいいかな…………とととと。。。。    

    

    

◆◆◆◆私私私私はははは、「、「、「、「固定固定固定固定してしてしてして考考考考えるえるえるえる」」」」ということをということをということをということを、、、、極力極力極力極力、、、、今今今今、、、、避避避避けてますけてますけてますけてます。。。。    

固定固定固定固定しそうになったらしそうになったらしそうになったらしそうになったら常常常常ににににはずすはずすはずすはずす。「。「。「。「ほんとかなほんとかなほんとかなほんとかな、、、、それはそれはそれはそれは」」」」ってってってって。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分がががが「「「「これがこれがこれがこれが正解正解正解正解」」」」だとだとだとだと思思思思っていることでもっていることでもっていることでもっていることでも、「、「、「、「それだけがそれだけがそれだけがそれだけが」」」」正解正解正解正解なわけではないなわけではないなわけではないなわけではない。。。。    

自分自分自分自分がががが正解正解正解正解だとだとだとだと思思思思うのはうのはうのはうのは、ＯＫ、ＯＫ、ＯＫ、ＯＫなんですなんですなんですなんです。。。。    

だけどだけどだけどだけど、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが間違間違間違間違うううう一番大一番大一番大一番大きいことはきいことはきいことはきいことは、「、「、「、「自分自分自分自分だけがだけがだけがだけが」」」」正解正解正解正解だとだとだとだと思思思思いやすいことですいやすいことですいやすいことですいやすいことです。。。。    

    

    

◆◆◆◆（（（（自己否定自己否定自己否定自己否定をしているひとたちはをしているひとたちはをしているひとたちはをしているひとたちは））））    

被害者被害者被害者被害者やややや犠牲者犠牲者犠牲者犠牲者をををを、、、、よそおわないとよそおわないとよそおわないとよそおわないと、、、、成成成成りりりり立立立立っていかないのでっていかないのでっていかないのでっていかないので、、、、    

そういうそういうそういうそういう「「「「やりかたやりかたやりかたやりかた」」」」をしているだけをしているだけをしているだけをしているだけ。。。。    

    

    

◆◆◆◆相手相手相手相手をををを否定否定否定否定しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、自分自分自分自分をををを否定否定否定否定しているのとしているのとしているのとしているのと、「、「、「、「同同同同じサイクルじサイクルじサイクルじサイクル」」」」のののの中中中中にありますにありますにありますにあります。。。。    
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◆◆◆◆「「「「これだけこれだけこれだけこれだけ」」」」とととと思思思思うとうとうとうと、、、、もうもうもうもう動動動動かなくなかなくなかなくなかなくなるるるる。。。。    

    

    

◆◆◆◆いつでもいつでもいつでもいつでも、、、、どちらもどちらもどちらもどちらも選選選選べるべるべるべる自分自分自分自分でででで、、、、ありありありあり続続続続けるけるけるける。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「自分軸自分軸自分軸自分軸があるがあるがあるがある」」」」ということはということはということはということは、「、「、「、「迷迷迷迷うことができることうことができることうことができることうことができること」」」」だとだとだとだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「迷迷迷迷っているっているっているっている自分自分自分自分ににににＯＫＯＫＯＫＯＫをあげることをあげることをあげることをあげること」」」」がががが、、、、一番大事一番大事一番大事一番大事じゃないかなじゃないかなじゃないかなじゃないかな。。。。    

「「「「ゆれているゆれているゆれているゆれている自分自分自分自分ににににＯＫＯＫＯＫＯＫをあげることをあげることをあげることをあげること」」」」がががが、、、、一番大事一番大事一番大事一番大事じゃないかなじゃないかなじゃないかなじゃないかな。。。。    

そしたらそしたらそしたらそしたら、、、、他他他他のひとがのひとがのひとがのひとが迷迷迷迷っているときもっているときもっているときもっているときも、、、、許許許許せるんですよせるんですよせるんですよせるんですよ。。。。    

他他他他のひとがゆれているときにのひとがゆれているときにのひとがゆれているときにのひとがゆれているときに、、、、受受受受けけけけ入入入入れてあげられるんですよれてあげられるんですよれてあげられるんですよれてあげられるんですよ。。。。    

答答答答えがひとつしかなくてえがひとつしかなくてえがひとつしかなくてえがひとつしかなくて、「、「、「、「これしかこれしかこれしかこれしか正解正解正解正解がないがないがないがない」」」」となったらとなったらとなったらとなったら、、、、    

もうもうもうもう、、、、なんにもなんにもなんにもなんにも受受受受けけけけ入入入入れられないれられないれられないれられない。。。。    

でででで、、、、なんにもなんにもなんにもなんにも受受受受けけけけ入入入入れられないとれられないとれられないとれられないときにきにきにきに、、、、一番起一番起一番起一番起きるのがきるのがきるのがきるのが、「、「、「、「正正正正しさしさしさしさ戦争戦争戦争戦争」」」」ですよねですよねですよねですよね。。。。    

    

    

◆◆◆◆どんなどんなどんなどんな神様神様神様神様だってだってだってだって、、、、    

「「「「相手相手相手相手をををを間違間違間違間違いだといだといだといだと指摘指摘指摘指摘してしてしてして、、、、自分自分自分自分だけがだけがだけがだけが正正正正しいとしいとしいとしいと思思思思いなさいいなさいいなさいいなさい」」」」    

なんてなんてなんてなんて教教教教えはえはえはえは、、、、絶対絶対絶対絶対にしてないとにしてないとにしてないとにしてないと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆選選選選んでいくんでいくんでいくんでいく、、、、そのそのそのその瞬間瞬間瞬間瞬間のののの、、、、瞬間瞬間瞬間瞬間のののの、、、、自分自分自分自分がいるがいるがいるがいる。。。。    

選選選選んでいくんでいくんでいくんでいく、、、、そのそのそのその瞬間瞬間瞬間瞬間のののの、、、、瞬間瞬間瞬間瞬間のののの、、、、他人他人他人他人がいるがいるがいるがいる。。。。    

そのバランスのそのバランスのそのバランスのそのバランスの中中中中をををを、、、、どうやってどうやってどうやってどうやって生生生生きていくかきていくかきていくかきていくか。。。。    

というのがというのがというのがというのが、、、、人間関係人間関係人間関係人間関係でありでありでありであり、、、、人生人生人生人生ではないかなではないかなではないかなではないかな。。。。    

    

    

◆◆◆◆ほんとほんとほんとほんと、、、、ものごとってものごとってものごとってものごとって全部全部全部全部、、、、フォーカスでフォーカスでフォーカスでフォーカスで変変変変わってしまうんですわってしまうんですわってしまうんですわってしまうんです。。。。どこからどこからどこからどこから見見見見るかでねるかでねるかでねるかでね。。。。    

    

    

◆◆◆◆すべてのひとのプロセスはつながってるんだよすべてのひとのプロセスはつながってるんだよすべてのひとのプロセスはつながってるんだよすべてのひとのプロセスはつながってるんだよ。。。。    

    

    

◆◆◆◆そのそのそのその「「「「プロセスプロセスプロセスプロセス」」」」をををを受受受受けけけけ入入入入れられないれられないれられないれられない自分自分自分自分がいるがいるがいるがいる。。。。    

「「「「あのときのあのときのあのときのあのときの自分自分自分自分はははは間違間違間違間違ってたってたってたってた」「」「」「」「あのときのあのときのあのときのあのときの自分自分自分自分はははは許許許許せないせないせないせない」」」」ってってってって。。。。    

そうするとそうするとそうするとそうすると、「、「、「、「つながってないようにつながってないようにつながってないようにつながってないように」」」」見見見見えるえるえるえる。。。。    

でもでもでもでも、、、、そのときのそのときのそのときのそのときの自分自分自分自分がいたからがいたからがいたからがいたから、、、、今今今今があるのよがあるのよがあるのよがあるのよ。。。。    

だとしたらだとしたらだとしたらだとしたら、、、、ぜんぶつながっているぜんぶつながっているぜんぶつながっているぜんぶつながっている。。。。    
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◆◆◆◆一番心地一番心地一番心地一番心地いいところをいいところをいいところをいいところを、、、、選選選選べばいいじゃんべばいいじゃんべばいいじゃんべばいいじゃん。。。。    

    

    

◆◆◆◆怒怒怒怒るのはるのはるのはるのは、、、、そのひとのそのひとのそのひとのそのひとの問題問題問題問題なのなのなのなの。（。（。（。（あなたのあなたのあなたのあなたの問題問題問題問題ではないのよではないのよではないのよではないのよ））））    

    

    

◆◆◆◆どうしたってどうしたってどうしたってどうしたって、、、、正解正解正解正解をををを探探探探したくなるしたくなるしたくなるしたくなる。。。。すごくすごくすごくすごく、、、、わかるよわかるよわかるよわかるよ。。。。    

でもでもでもでも、、、、どうしてどうしてどうしてどうして、「、「、「、「全部全部全部全部がががが正解正解正解正解」」」」だとだとだとだと、、、、思思思思っちゃいけないのっちゃいけないのっちゃいけないのっちゃいけないの？？？？    

「「「「自分自分自分自分のののの生生生生きてきたすべてのプロセスがきてきたすべてのプロセスがきてきたすべてのプロセスがきてきたすべてのプロセスが正解正解正解正解だだだだ」」」」ってってってって。。。。    

「「「「今今今今、、、、自分自分自分自分がががが感感感感じていることはじていることはじていることはじていることは、、、、全部全部全部全部、、、、正解正解正解正解だだだだ」」」」ってってってって。。。。    

どうしてどうしてどうしてどうして思思思思っちゃいけないのっちゃいけないのっちゃいけないのっちゃいけないの？？？？    

どうしてどうしてどうしてどうして？？？？    

    

    

◆◆◆◆ひとにひとにひとにひとに悩悩悩悩みみみみ相談相談相談相談するのするのするのするの、、、、全然全然全然全然かまわないんだけどかまわないんだけどかまわないんだけどかまわないんだけど、、、、    

自分自分自分自分がががが答答答答えをえをえをえを決決決決めないとめないとめないとめないと、、、、永遠永遠永遠永遠にににに悩悩悩悩みみみみ相談相談相談相談でででで生生生生きることになっちゃうきることになっちゃうきることになっちゃうきることになっちゃう。。。。    

    

    

◆◆◆◆ひとそれぞれひとそれぞれひとそれぞれひとそれぞれ、、、、感感感感じかたがじかたがじかたがじかたが違違違違うだけでしょうだけでしょうだけでしょうだけでしょ。。。。    

べつにべつにべつにべつに、、、、私私私私がががが心心心心がががが広広広広いからいからいからいから、、、、そうそうそうそう思思思思っているわけじゃないわけっているわけじゃないわけっているわけじゃないわけっているわけじゃないわけ。。。。    

私私私私がそこにがそこにがそこにがそこに、「、「、「、「マイナスのフォーカスマイナスのフォーカスマイナスのフォーカスマイナスのフォーカス」」」」をををを持持持持ってないだけなんですよってないだけなんですよってないだけなんですよってないだけなんですよ。。。。    

    

    

◆◆◆◆困難困難困難困難なことがきたときはなことがきたときはなことがきたときはなことがきたときは、、、、そのつどそのつどそのつどそのつど、、、、    

「「「「じゃじゃじゃじゃ、、、、どうやってどうやってどうやってどうやって生生生生きていくかきていくかきていくかきていくか」」」」をををを、、、、考考考考えるだけでいいんですよえるだけでいいんですよえるだけでいいんですよえるだけでいいんですよ。。。。    

困困困困ったことがったことがったことがったことが起起起起きてもきてもきてもきても、、、、チャンスチャンスチャンスチャンス。。。。苦苦苦苦しいことがしいことがしいことがしいことが起起起起きてもきてもきてもきても、、、、チャンスチャンスチャンスチャンス。。。。    

自分自分自分自分がががが常常常常にににに変化変化変化変化してしてしてして、、、、新新新新しいしいしいしい自分自分自分自分をををを生生生生きていくためのチャンスきていくためのチャンスきていくためのチャンスきていくためのチャンス。。。。    

    

    

◆◆◆◆ひとはひとはひとはひとは、、、、自分自分自分自分がががが思思思思っているほどっているほどっているほどっているほど、、、、自分自分自分自分のことをのことをのことをのことを考考考考えてはくれないえてはくれないえてはくれないえてはくれない。（。（。（。（笑笑笑笑））））    

    

    

◆◆◆◆中中中中にはにはにはには、、、、執念深執念深執念深執念深くくくく思思思思うひともいるかもしれないうひともいるかもしれないうひともいるかもしれないうひともいるかもしれない。。。。    

でもでもでもでも、、、、それはそれはそれはそれは、、、、そのひとのそのひとのそのひとのそのひとの「「「「個性個性個性個性」。」。」。」。    

    

    

◆◆◆◆あなたとあなたとあなたとあなたと一生一生一生一生、、、、最後最後最後最後までつきあってくれるひとはまでつきあってくれるひとはまでつきあってくれるひとはまでつきあってくれるひとは誰誰誰誰ですかですかですかですか？？？？    
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◆◆◆◆自分自分自分自分のことはのことはのことはのことは、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはには、、、、自分自分自分自分がががが引引引引きききき受受受受けたらいいだけなんですけたらいいだけなんですけたらいいだけなんですけたらいいだけなんです。。。。    

自分自分自分自分でででで自分自分自分自分をををを引引引引きききき受受受受けないひとがけないひとがけないひとがけないひとが、、、、他人他人他人他人とととと関関関関わっちゃうとわっちゃうとわっちゃうとわっちゃうと、、、、    

そこにそこにそこにそこに依存依存依存依存がががが生生生生まれたりまれたりまれたりまれたり、、、、執着執着執着執着がががが生生生生まれまれまれまれたりたりたりたり、、、、取取取取りりりり引引引引きがきがきがきが生生生生まれたりするまれたりするまれたりするまれたりする。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「べきべきべきべき」」」」がでてきたときはがでてきたときはがでてきたときはがでてきたときは、、、、要注意要注意要注意要注意ですねですねですねですね。。。。    

それはそれはそれはそれは、、、、相手相手相手相手をををを縛縛縛縛りつけるとりつけるとりつけるとりつけると同時同時同時同時にににに、、、、自分自分自分自分もももも縛縛縛縛りつけますりつけますりつけますりつけます。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分がががが自由自由自由自由にしていたかったらにしていたかったらにしていたかったらにしていたかったら、、、、相手相手相手相手もももも自由自由自由自由にしてあげたらいいにしてあげたらいいにしてあげたらいいにしてあげたらいい。。。。    

    

    

◆◆◆◆一瞬一瞬一瞬一瞬、、、、一瞬一瞬一瞬一瞬、、、、変化変化変化変化していくしていくしていくしていく自分自分自分自分とととと、、、、    

一瞬一瞬一瞬一瞬、、、、一瞬一瞬一瞬一瞬、、、、変化変化変化変化していくしていくしていくしていく相手相手相手相手でででで、、、、    

常常常常にににに、、、、向向向向かいかいかいかい合合合合いつづけていくいつづけていくいつづけていくいつづけていく。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「相手相手相手相手のののの変化変化変化変化」」」」をををを信頼信頼信頼信頼してあげたらいいんじゃないですかしてあげたらいいんじゃないですかしてあげたらいいんじゃないですかしてあげたらいいんじゃないですか。。。。    

「「「「自分自分自分自分のののの変化変化変化変化」」」」もももも信頼信頼信頼信頼したらいいんじゃないですかしたらいいんじゃないですかしたらいいんじゃないですかしたらいいんじゃないですか。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分とととと他人他人他人他人がががが「「「「別別別別々」々」々」々」だとだとだとだと思思思思うとこからうとこからうとこからうとこから、、、、まずまずまずまず、、、、分離分離分離分離がががが始始始始まるでしょまるでしょまるでしょまるでしょ。。。。    

でもでもでもでも、、、、このこのこのこの地上地上地上地上でででで生生生生きているきているきているきている限限限限りりりり、、、、我我我我々々々々はははは、、、、絶対絶対絶対絶対にににに分離分離分離分離できないできないできないできない。。。。    

    

    

◆◆◆◆物理的物理的物理的物理的なものがなものがなものがなものが見見見見せてくれるものはせてくれるものはせてくれるものはせてくれるものは、、、、    

「「「「心心心心のののの風景風景風景風景」」」」をををを見見見見せてくれているのとせてくれているのとせてくれているのとせてくれているのと、、、、一緒一緒一緒一緒ですですですです。。。。    

    

    

◆◆◆◆他人他人他人他人のいやなところがのいやなところがのいやなところがのいやなところが見見見見えるひとはえるひとはえるひとはえるひとは、、、、    

そのそのそのその「「「「いやなところいやなところいやなところいやなところ」」」」をををを、、、、自分自分自分自分もももも持持持持っているとっているとっているとっていると思思思思ったほうがいいですねったほうがいいですねったほうがいいですねったほうがいいですね。。。。    

    

    

◆◆◆◆私私私私はははは、、、、子子子子どものどものどものどもの時代時代時代時代というのはというのはというのはというのは、、、、もうもうもうもう少少少少しししし、、、、    

水平線水平線水平線水平線とかとかとかとか、、、、地平線地平線地平線地平線とかとかとかとか、「、「、「、「広広広広がっていくがっていくがっていくがっていく感覚感覚感覚感覚」」」」というものをというものをというものをというものを、、、、    

体験体験体験体験させてあげたほうがいいんじゃないかなさせてあげたほうがいいんじゃないかなさせてあげたほうがいいんじゃないかなさせてあげたほうがいいんじゃないかな、、、、とととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    

◆◆◆◆１０１０１０１０歳歳歳歳まではまではまではまでは、、、、からだでからだでからだでからだで学学学学ぶぶぶぶ時期時期時期時期。。。。    

つまりつまりつまりつまり、、、、１０１０１０１０歳歳歳歳まではまではまではまでは、、、、遊遊遊遊ぶことがぶことがぶことがぶことが勉強勉強勉強勉強なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。    
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◆◆◆◆からだからだからだからだでででで学学学学ばないといけないときにばないといけないときにばないといけないときにばないといけないときに、、、、    

からだのからだのからだのからだの学学学学びをシャットアウトしていることがびをシャットアウトしていることがびをシャットアウトしていることがびをシャットアウトしていることが、、、、一番危一番危一番危一番危ないないないない。。。。    

    

    

◆◆◆◆からだというのはからだというのはからだというのはからだというのは、、、、生生生生きていくうえのきていくうえのきていくうえのきていくうえの土台土台土台土台なのでなのでなのでなので。。。。    

土台土台土台土台をををを作作作作らないでらないでらないでらないで、、、、知識知識知識知識だけをだけをだけをだけを注入注入注入注入していくとしていくとしていくとしていくと、、、、    

情報量情報量情報量情報量はははは増増増増えるけれどもえるけれどもえるけれどもえるけれども、、、、活用活用活用活用ができないができないができないができない。。。。    

    

    

◆◆◆◆人間人間人間人間はははは、、、、可能性可能性可能性可能性はあってもはあってもはあってもはあっても、、、、先先先先にににに与与与与えられちゃうとえられちゃうとえられちゃうとえられちゃうと、、、、動動動動かなくなるんですよねかなくなるんですよねかなくなるんですよねかなくなるんですよね。。。。    

    

    

◆◆◆◆錆錆錆錆びついているだけであってびついているだけであってびついているだけであってびついているだけであって、、、、動動動動かせばかせばかせばかせば、、、、またまたまたまた磨磨磨磨かれていくものだとかれていくものだとかれていくものだとかれていくものだと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。    

ひとはすべてひとはすべてひとはすべてひとはすべて、、、、才能才能才能才能もももも持持持持ってるしってるしってるしってるし、、、、可能性可能性可能性可能性もももも持持持持っているのでっているのでっているのでっているので、、、、    

まさにまさにまさにまさに、「、「、「、「固着固着固着固着しないことしないことしないことしないこと」」」」ですよねですよねですよねですよね。。。。    

    

    

◆◆◆◆あらゆるテーマのあらゆるテーマのあらゆるテーマのあらゆるテーマの行行行行きつくきつくきつくきつく先先先先というのはというのはというのはというのは、、、、私私私私はたぶんはたぶんはたぶんはたぶん、、、、ひとつだろうとひとつだろうとひとつだろうとひとつだろうと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

それはそれはそれはそれは、「、「、「、「自分自分自分自分をををを尊重尊重尊重尊重するするするする」」」」ということということということということ。。。。    

自分自分自分自分をををを尊重尊重尊重尊重するとはするとはするとはするとは、、、、どういうことかというとどういうことかというとどういうことかというとどういうことかというと、、、、    

単純単純単純単純にいうとにいうとにいうとにいうと、「、「、「、「自分自分自分自分ににににＯＫＯＫＯＫＯＫをあげることをあげることをあげることをあげること」」」」だとだとだとだと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり人間人間人間人間というのはというのはというのはというのは、、、、どんなにいいことばをどんなにいいことばをどんなにいいことばをどんなにいいことばを聴聴聴聴いてもいてもいてもいても、、、、    

自分自分自分自分のからだにのからだにのからだにのからだに落落落落とさないとさないとさないとさない限限限限りりりり、、、、わからないわからないわからないわからない。。。。    

    

    

◆◆◆◆私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、自分自分自分自分のうまくいっていることのうまくいっていることのうまくいっていることのうまくいっていること、、、、いってないこといってないこといってないこといってないこと、、、、    

あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる情報情報情報情報がががが自分自分自分自分のののの中中中中にあるにもかかわらずにあるにもかかわらずにあるにもかかわらずにあるにもかかわらず、、、、    

できてないところにフォーカスしたできてないところにフォーカスしたできてないところにフォーカスしたできてないところにフォーカスした瞬間瞬間瞬間瞬間にににに、、、、他他他他がぜんぜんがぜんぜんがぜんぜんがぜんぜん見見見見えなくなっちゃうえなくなっちゃうえなくなっちゃうえなくなっちゃう。。。。    

「「「「ここここここここ」」」」のののの自分自分自分自分がががが、、、、いなくなっちゃうんですいなくなっちゃうんですいなくなっちゃうんですいなくなっちゃうんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「自分自分自分自分がしあわせながしあわせながしあわせながしあわせな姿姿姿姿」」」」をををを人人人人にににに見見見見せてあげられたらせてあげられたらせてあげられたらせてあげられたら、、、、    

きっときっときっときっと、、、、相手相手相手相手もしあわせになるともしあわせになるともしあわせになるともしあわせになると思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。    
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◆◆◆◆そのそのそのその人人人人におにおにおにお金金金金があるとかないとかがあるとかないとかがあるとかないとかがあるとかないとか、、、、地位地位地位地位があるとかないとかがあるとかないとかがあるとかないとかがあるとかないとか、、、、    

そんなのそんなのそんなのそんなの関係関係関係関係なしになしになしになしに、、、、    

そのそのそのその人自身人自身人自身人自身がハッピーにがハッピーにがハッピーにがハッピーに生生生生きたらいいときたらいいときたらいいときたらいいと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。    

ハッピーにハッピーにハッピーにハッピーに生生生生きるということはきるということはきるということはきるということは、、、、    

今今今今まさにまさにまさにまさに、、、、何何何何があるとかがあるとかがあるとかがあるとか、、、、ないとかではなくてないとかではなくてないとかではなくてないとかではなくて、、、、    

「「「「いまいまいまいま、、、、このこのこのこの自分自分自分自分」」」」にににに、ＯＫ、ＯＫ、ＯＫ、ＯＫをあげちゃったらいいのですよねをあげちゃったらいいのですよねをあげちゃったらいいのですよねをあげちゃったらいいのですよね。。。。    

    

    

◆◆◆◆このこのこのこの世世世世のののの誰誰誰誰がががが、、、、私私私私にににに文句文句文句文句をつけてもをつけてもをつけてもをつけても、「、「、「、「今今今今のののの私私私私でいいでいいでいいでいい！」！」！」！」といったといったといったといった瞬間瞬間瞬間瞬間にににに、、、、    

問題問題問題問題はなくなっちゃうんですはなくなっちゃうんですはなくなっちゃうんですはなくなっちゃうんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆多多多多くのくのくのくの人人人人はははは、、、、問題問題問題問題はははは外外外外にあってにあってにあってにあって、「、「、「、「これがこれがこれがこれが解決解決解決解決しないとしないとしないとしないと、、、、自分自分自分自分はハッピーになれないはハッピーになれないはハッピーになれないはハッピーになれない」」」」    

「「「「これがあるかぎりこれがあるかぎりこれがあるかぎりこれがあるかぎり、、、、私私私私はうまくいかないはうまくいかないはうまくいかないはうまくいかない」」」」とかとかとかとか思思思思いこんでいるんだけれどもいこんでいるんだけれどもいこんでいるんだけれどもいこんでいるんだけれども、、、、    

そうじゃなくてそうじゃなくてそうじゃなくてそうじゃなくて、、、、自分自分自分自分がががが自分自分自分自分にににに太鼓判太鼓判太鼓判太鼓判をををを押押押押したしたしたした瞬間瞬間瞬間瞬間にににに、、、、全部全部全部全部、、、、終終終終わっちゃうわけねわっちゃうわけねわっちゃうわけねわっちゃうわけね。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分をしあわせにすることがをしあわせにすることがをしあわせにすることがをしあわせにすることが、、、、人生人生人生人生のののの中中中中でででで一番大事一番大事一番大事一番大事なことですなことですなことですなことです。。。。    

    

    

◆◆◆◆人人人人のためにのためにのためにのために、、、、親身親身親身親身になってもいいんですになってもいいんですになってもいいんですになってもいいんです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、とてもとてもとてもとても大事大事大事大事。。。。    

でもでもでもでも、、、、そのそのそのその人人人人がががが生生生生きることをきることをきることをきることを代代代代わっちゃいけないんですわっちゃいけないんですわっちゃいけないんですわっちゃいけないんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆そのそのそのその人人人人のことをのことをのことをのことを心配心配心配心配すればするすればするすればするすればする分分分分だけだけだけだけ、、、、そのそのそのその人人人人のエネルギーがなくなりますのエネルギーがなくなりますのエネルギーがなくなりますのエネルギーがなくなります。。。。    

    

    

◆◆◆◆そそそそれをれをれをれを「「「「やるやるやるやる」「」「」「」「やらないやらないやらないやらない」」」」をををを決決決決めるのはめるのはめるのはめるのは、「、「、「、「自分自分自分自分」。」。」。」。    

    

    

◆◆◆◆私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、もっともっともっともっと人人人人をををを信頼信頼信頼信頼していいしていいしていいしていい。。。。信頼信頼信頼信頼してあげるしてあげるしてあげるしてあげる方方方方がががが、、、、絶対絶対絶対絶対にににに、、、、うまくいくんですうまくいくんですうまくいくんですうまくいくんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆（（（（役者役者役者役者さんはさんはさんはさんは））））自分自分自分自分のせりふにはのせりふにはのせりふにはのせりふには、、、、自分自分自分自分がががが責任責任責任責任をををを持持持持たなくちゃいけないたなくちゃいけないたなくちゃいけないたなくちゃいけない。。。。    

だからだからだからだから、、、、ものすごくものすごくものすごくものすごく孤独孤独孤独孤独なんですなんですなんですなんです。。。。    

でもでもでもでも、、、、このこのこのこの「「「「孤独孤独孤独孤独なななな自分自分自分自分」」」」をしっかりやったときにをしっかりやったときにをしっかりやったときにをしっかりやったときに、、、、    

初初初初めてめてめてめて、、、、他他他他のののの役者役者役者役者さんとつながりあえるんですさんとつながりあえるんですさんとつながりあえるんですさんとつながりあえるんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆何何何何でもいいからでもいいからでもいいからでもいいから、、、、自分自分自分自分でででで考考考考えてえてえてえて、、、、自分自分自分自分でででで選選選選んでみたことにんでみたことにんでみたことにんでみたことに対対対対してしてしてして、ＯＫ、ＯＫ、ＯＫ、ＯＫをあげるをあげるをあげるをあげる。。。。    
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◆◆◆◆自信自信自信自信のないのないのないのない子子子子はははは、、、、土台土台土台土台をををを先先先先にににに、、、、しっかりしてあげないといけないのですしっかりしてあげないといけないのですしっかりしてあげないといけないのですしっかりしてあげないといけないのです。。。。    

まずまずまずまず、、、、土台土台土台土台をきちんをきちんをきちんをきちんとととと、、、、フラットにしてあげるフラットにしてあげるフラットにしてあげるフラットにしてあげる。。。。そこからそこからそこからそこから、、、、始始始始まりますまりますまりますまります。。。。    

そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、絶対絶対絶対絶対にににに否定否定否定否定しないことしないことしないことしないこと。。。。    

    

    

◆◆◆◆大切大切大切大切なのはなのはなのはなのは、、、、もうもうもうもう一回一回一回一回、「、「、「、「自分自分自分自分でででで選選選選ぶというところにぶというところにぶというところにぶというところに戻戻戻戻してあげるしてあげるしてあげるしてあげる」」」」ということですということですということですということです。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分のののの体験体験体験体験をとおしてをとおしてをとおしてをとおして、、、、ひとはひとはひとはひとは絶対絶対絶対絶対にににに変変変変われるわれるわれるわれる。。。。    

ひとはひとはひとはひとは絶対絶対絶対絶対にににに、、、、ダメなんてことはないダメなんてことはないダメなんてことはないダメなんてことはない（（（（ということがということがということがということが、、、、私私私私にはわかっているんですにはわかっているんですにはわかっているんですにはわかっているんです）。）。）。）。    

    

    

◆◆◆◆でもでもでもでも、「、「、「、「押押押押しつけしつけしつけしつけ」」」」はしないはしないはしないはしない。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分がががが自分自分自分自分ににににＯＫＯＫＯＫＯＫをあげていけるをあげていけるをあげていけるをあげていける体験体験体験体験をををを、、、、ひとつでもひとつでもひとつでもひとつでも多多多多くくくく重重重重ねるねるねるねる。。。。    

それがそれがそれがそれが、「、「、「、「からだでわかっていくからだでわかっていくからだでわかっていくからだでわかっていく」」」」ということですということですということですということです。。。。    

    

    

◆◆◆◆どんなことがあってもどんなことがあってもどんなことがあってもどんなことがあっても、、、、からだでわかったことはゆからだでわかったことはゆからだでわかったことはゆからだでわかったことはゆらぎませんらぎませんらぎませんらぎません。。。。    

    

    

◆◆◆◆最初最初最初最初にににに自分自分自分自分ににににＯＫＯＫＯＫＯＫをあげなきゃいけないんですをあげなきゃいけないんですをあげなきゃいけないんですをあげなきゃいけないんです。。。。    

自分自分自分自分ににににＯＫＯＫＯＫＯＫをあげるところからをあげるところからをあげるところからをあげるところから始始始始まっていくしまっていくしまっていくしまっていくし、、、、そうでなければそうでなければそうでなければそうでなければ、、、、始始始始まっていかないまっていかないまっていかないまっていかない。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分のダメなところのダメなところのダメなところのダメなところ、、、、うまくいかないところをうまくいかないところをうまくいかないところをうまくいかないところを見見見見るのがるのがるのがるのが得意得意得意得意なひとはなひとはなひとはなひとは、、、、    

望遠鏡望遠鏡望遠鏡望遠鏡でででで、、、、たったたったたったたった１１１１点点点点のののの雲雲雲雲だけにだけにだけにだけに焦点焦点焦点焦点をあててをあててをあててをあてて、、、、見見見見ているんですねているんですねているんですねているんですね。。。。    

それをやるとそれをやるとそれをやるとそれをやると、、、、たしかにたしかにたしかにたしかに、、、、一面一面一面一面、、、、雲雲雲雲だけのだけのだけのだけの空空空空になりますよねになりますよねになりますよねになりますよね。（。（。（。（笑笑笑笑））））    

でもでもでもでも、、、、このこのこのこの望遠鏡望遠鏡望遠鏡望遠鏡をはなしてしまえばをはなしてしまえばをはなしてしまえばをはなしてしまえば、、、、青空青空青空青空のほうがはるかにのほうがはるかにのほうがはるかにのほうがはるかに大大大大きいんですきいんですきいんですきいんです。。。。    

青空青空青空青空のののの大大大大きさにきさにきさにきさに気気気気づくだけでいいんですづくだけでいいんですづくだけでいいんですづくだけでいいんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆（（（（演劇部演劇部演劇部演劇部のののの子子子子どもたちとどもたちとどもたちとどもたちと本気本気本気本気でつきあうでつきあうでつきあうでつきあう））））そのときにそのときにそのときにそのときに決決決決めたことがひとつありますめたことがひとつありますめたことがひとつありますめたことがひとつあります。。。。    

それはそれはそれはそれは、「、「、「、「子子子子どものどものどものどもの前前前前でででで、、、、絶対絶対絶対絶対にうそをつかないにうそをつかないにうそをつかないにうそをつかない」」」」ということということということということ。。。。    

そうするそうするそうするそうする以外以外以外以外にににに、、、、子子子子どもとつながるどもとつながるどもとつながるどもとつながる方法方法方法方法はないとはないとはないとはないと。。。。    

    

    

◆◆◆◆（（（（自分自分自分自分にににに）ＯＫ）ＯＫ）ＯＫ）ＯＫをををを出出出出していけばいくほどしていけばいくほどしていけばいくほどしていけばいくほど、、、、    

「「「「子子子子どものどものどものどもの自由自由自由自由」」」」にしてあげられるようになってくるんですねにしてあげられるようになってくるんですねにしてあげられるようになってくるんですねにしてあげられるようになってくるんですね。。。。    
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◆◆◆◆場数場数場数場数ってってってって、、、、すごいすごいすごいすごい大事大事大事大事ですですですです。。。。    

    

    

◆◆◆◆失敗失敗失敗失敗のののの数数数数だけだけだけだけ、、、、人人人人にににに教教教教えてあげられるえてあげられるえてあげられるえてあげられる。。。。    

    

    

◆◆◆◆生生生生まれたまれたまれたまれた瞬間瞬間瞬間瞬間からからからから意地悪意地悪意地悪意地悪なななな赤赤赤赤ちゃんってちゃんってちゃんってちゃんって、、、、いないんですよいないんですよいないんですよいないんですよ。。。。    

やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり、、、、育育育育っていくっていくっていくっていく体験体験体験体験のののの中中中中でででで、、、、必必必必ずずずず、、、、それのそれのそれのそれの「「「「背景背景背景背景」」」」があるがあるがあるがある。。。。    

    

    

◆◆◆◆私私私私たちがたちがたちがたちが演劇演劇演劇演劇をつくるということはをつくるということはをつくるということはをつくるということは、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが役役役役をををを演演演演じるというこじるというこじるというこじるということはとはとはとは、、、、    

（（（（それをとおしてそれをとおしてそれをとおしてそれをとおして）「）「）「）「人間人間人間人間というものをというものをというものをというものを知知知知るるるる」」」」ということなんですよということなんですよということなんですよということなんですよ。。。。    

    

    

◆◆◆◆おおおお芝居芝居芝居芝居のいいところはのいいところはのいいところはのいいところは、「、「、「、「体感体感体感体感できるのにできるのにできるのにできるのに、、、、引引引引きずらないきずらないきずらないきずらない」」」」ところなんですところなんですところなんですところなんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分がわかったがわかったがわかったがわかった「「「「自分自分自分自分のことばのことばのことばのことば」」」」をををを、、、、ぜひぜひぜひぜひ、、、、使使使使ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

そしてそしてそしてそして、「、「、「、「自分自分自分自分のやりかたのやりかたのやりかたのやりかた」」」」でででで、、、、やってくださいやってくださいやってくださいやってください。。。。    

    

    

◆◆◆◆本当本当本当本当にににに与与与与えられるのはえられるのはえられるのはえられるのは、、、、自分自身自分自身自分自身自分自身なんですなんですなんですなんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「自分自分自分自分をををを尊重尊重尊重尊重するするするする」」」」ということはということはということはということは、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、ひとりでひとりでひとりでひとりで生生生生きているんじゃなくてきているんじゃなくてきているんじゃなくてきているんじゃなくて、、、、    

最終的最終的最終的最終的にはにはにはには、「、「、「、「つながっていくつながっていくつながっていくつながっていく」」」」ということということということということ（（（（をををを知知知知ることることることること）。）。）。）。    

    

    

◆◆◆◆ひとりがひとりがひとりがひとりが幸福幸福幸福幸福になるということはになるということはになるということはになるということは、、、、まわりをまわりをまわりをまわりを幸福幸福幸福幸福にすることにすることにすることにすることになるになるになるになる。。。。    

でもでもでもでも、「、「、「、「スタートはひとりスタートはひとりスタートはひとりスタートはひとり」」」」ですですですです。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分をををを大切大切大切大切にしてあげるにしてあげるにしてあげるにしてあげる。。。。自分自分自分自分をををを尊重尊重尊重尊重してあげるしてあげるしてあげるしてあげる。。。。自分自分自分自分ににににＯＫＯＫＯＫＯＫをあげてあげるをあげてあげるをあげてあげるをあげてあげる。。。。    

「「「「自分自分自分自分がやるがやるがやるがやる」」」」しかないんですしかないんですしかないんですしかないんです。。。。    

    

    

◆◆◆◆壁壁壁壁がそれだけでかいということはがそれだけでかいということはがそれだけでかいということはがそれだけでかいということは、、、、そのそのそのその上上上上をををを行行行行けるってことなんだよけるってことなんだよけるってことなんだよけるってことなんだよ。。。。    

だってだってだってだって、、、、超超超超えられないえられないえられないえられない壁壁壁壁はこないのだからはこないのだからはこないのだからはこないのだから。。。。    
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◆◆◆◆「「「「正正正正しいしいしいしい答答答答ええええ」」」」はははは、、、、ひとつもないですひとつもないですひとつもないですひとつもないです。。。。    

    

    

◆◆◆◆ネガティブなところにネガティブなところにネガティブなところにネガティブなところに反応反応反応反応しないでしないでしないでしないで、、、、    

重箱重箱重箱重箱のすみをつつくようにのすみをつつくようにのすみをつつくようにのすみをつつくように、、、、いいところをいいところをいいところをいいところを指摘指摘指摘指摘していくしていくしていくしていく。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分のわがままがのわがままがのわがままがのわがままが完全完全完全完全ににににＯＫＯＫＯＫＯＫになったときにはになったときにはになったときにはになったときには、、、、    

ひとのわがままにもひとのわがままにもひとのわがままにもひとのわがままにも、ＯＫ、ＯＫ、ＯＫ、ＯＫをあげられますをあげられますをあげられますをあげられます。。。。    

    

    

◆◆◆◆生生生生きているきているきているきている間間間間はははは、、、、私私私私のののの中中中中にににに、、、、ネガティブなネガティブなネガティブなネガティブな感情感情感情感情はうかぶとはうかぶとはうかぶとはうかぶと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。    

そのそのそのその、、、、ネガティブなネガティブなネガティブなネガティブな感情感情感情感情をををを否定否定否定否定しないしないしないしない（（（（ことがことがことがことが大切大切大切大切ですですですです）。）。）。）。    

    

    

◆◆◆◆相手相手相手相手にににに解決解決解決解決してもらおうとしてもらおうとしてもらおうとしてもらおうと思思思思わなきゃいいんですよわなきゃいいんですよわなきゃいいんですよわなきゃいいんですよ。。。。    

相手相手相手相手がががが解決解決解決解決してくれてもしてくれてもしてくれてもしてくれても、、、、自分自分自分自分でででで解決解決解決解決してもしてもしてもしても、、、、解決解決解決解決にはにはにはには変変変変わりはないものわりはないものわりはないものわりはないもの。。。。    

    

    

◆◆◆◆相手相手相手相手のいいところをのいいところをのいいところをのいいところを、、、、たくさんたくさんたくさんたくさん見見見見てあげるてあげるてあげるてあげる。。。。    

    

    

◆◆◆◆１００１００１００１００％％％％受受受受けけけけ入入入入れられないひとがいるれられないひとがいるれられないひとがいるれられないひとがいる場合場合場合場合はははは、、、、自分自分自分自分でブロックをでブロックをでブロックをでブロックを作作作作ってってってって、、、、    

そのひとのそのひとのそのひとのそのひとの「「「「受受受受けけけけ入入入入れたくないところだけをれたくないところだけをれたくないところだけをれたくないところだけを見見見見ているているているている」」」」可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

    

◆◆◆◆ひとはひとはひとはひとは「「「「まるごとまるごとまるごとまるごと」」」」ですからですからですからですから、、、、どんなにいやなやつでもどんなにいやなやつでもどんなにいやなやつでもどんなにいやなやつでも、、、、絶対絶対絶対絶対、、、、いいところいいところいいところいいところあるしあるしあるしあるし、、、、    

ほめられるところあるしほめられるところあるしほめられるところあるしほめられるところあるし、、、、受受受受けけけけ入入入入れられるところがありますれられるところがありますれられるところがありますれられるところがあります。。。。    

そこにフォーカスしてそこにフォーカスしてそこにフォーカスしてそこにフォーカスして、、、、そこをそこをそこをそこを拡大拡大拡大拡大してしてしてして、、、、そこをちゃんとそこをちゃんとそこをちゃんとそこをちゃんと、、、、伝伝伝伝えていってあげるえていってあげるえていってあげるえていってあげる。。。。    

    

    

◆◆◆◆（（（（すぐにすぐにすぐにすぐに解決解決解決解決しないことはしないことはしないことはしないことは、、、、とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず）「）「）「）「思思思思ったままったままったままったまま置置置置いておくいておくいておくいておく」」」」    

というのがというのがというのがというのが、、、、私私私私のののの手法手法手法手法なんですねなんですねなんですねなんですね。。。。    

    

    

◆◆◆◆人間人間人間人間、、、、単純単純単純単純のほうがいいんですねのほうがいいんですねのほうがいいんですねのほうがいいんですね。。。。    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分ににににＯＫＯＫＯＫＯＫをあげるとをあげるとをあげるとをあげると、、、、自画自賛自画自賛自画自賛自画自賛がががが得意得意得意得意になりますになりますになりますになります。（。（。（。（笑笑笑笑））））    
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◆◆◆◆そのコミュニケーションはそのコミュニケーションはそのコミュニケーションはそのコミュニケーションは、、、、一生一生一生一生とらないといけないものなのでしょうかとらないといけないものなのでしょうかとらないといけないものなのでしょうかとらないといけないものなのでしょうか？？？？    

    （（（（自分自分自分自分がががが受受受受けけけけ入入入入れられないとれられないとれられないとれられないと感感感感じるひとにたいしてじるひとにたいしてじるひとにたいしてじるひとにたいして））））    

    

    

◆◆◆◆そこにそこにそこにそこに固執固執固執固執しなきゃいけないしなきゃいけないしなきゃいけないしなきゃいけない理由理由理由理由はははは、、、、どこにもないんですよどこにもないんですよどこにもないんですよどこにもないんですよ。。。。    

    

    

◆◆◆◆感情感情感情感情をををを感感感感じきることにじきることにじきることにじきることに関関関関していうとしていうとしていうとしていうと、、、、頭頭頭頭だけでだけでだけでだけで処理処理処理処理することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。    

体感体感体感体感していかなきゃだめですしていかなきゃだめですしていかなきゃだめですしていかなきゃだめです。。。。    

    

    

◆◆◆◆体験体験体験体験しないとしないとしないとしないと、、、、実際実際実際実際にやってみないとにやってみないとにやってみないとにやってみないと、、、、わからないですよねわからないですよねわからないですよねわからないですよね。。。。    

    

    

◆◆◆◆ネガティブなことがネガティブなことがネガティブなことがネガティブなことが起起起起きるんじゃなくてきるんじゃなくてきるんじゃなくてきるんじゃなくて、、、、ネガティブなネガティブなネガティブなネガティブな態度態度態度態度をををを選選選選んでいるのんでいるのんでいるのんでいるの。。。。    

    

    

◆◆◆◆「「「「いやだいやだいやだいやだ」」」」とととと思思思思ったらったらったらったら、、、、逃逃逃逃げるのがげるのがげるのがげるのが一番一番一番一番よよよよ。。。。逃逃逃逃げていいんだよげていいんだよげていいんだよげていいんだよ。。。。    

    （（（（何何何何ごともごともごともごとも修行修行修行修行とととと思思思思ってってってって、、、、がんばりすぎているひとにがんばりすぎているひとにがんばりすぎているひとにがんばりすぎているひとに））））    

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分のののの中中中中ににににＯＫＯＫＯＫＯＫをあげていかないとをあげていかないとをあげていかないとをあげていかないと、「、「、「、「このひとのためにやろうこのひとのためにやろうこのひとのためにやろうこのひとのためにやろう」」」」とととと思思思思ったったったった瞬間瞬間瞬間瞬間にににに、、、、    

逆逆逆逆にににに、、、、自分自分自分自分のののの中中中中にににに「「「「負負負負のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー」」」」がががが生生生生まれるんですよまれるんですよまれるんですよまれるんですよ。。。。    

    

    

◆◆◆◆でもネガティブなでもネガティブなでもネガティブなでもネガティブな反応反応反応反応をされたからといってをされたからといってをされたからといってをされたからといって、、、、    

相手相手相手相手にににに対対対対してしてしてして怒怒怒怒りをりをりをりを感感感感じなくてもいいわけじなくてもいいわけじなくてもいいわけじなくてもいいわけ。。。。    

「「「「ああああ、、、、このひとはこうしたいのねこのひとはこうしたいのねこのひとはこうしたいのねこのひとはこうしたいのね」」」」これでこれでこれでこれで終終終終わりだもんわりだもんわりだもんわりだもん。。。。    

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

★携帯メルマガ「フォーカスチェンジ・フラッシュ」★               ★メルマガ『今日のフォーカスチェンジ』 ★ 

まぐまぐ殿堂入りメルマガ「今日のフォーカスチェンジ」から、         私たちをしばっている、さまざまな思いこみを解き放ち、 

毎朝、ピカッと光るひとことをチョイスして、お届けします！！         より自由で、自分らしい生きかたをするためのサポートとして、 

ＰＣの方は、 http://mini.mag2.com/pc/m/M0068733.html      あなたの気づきのためのメッセージを、日刊でお届けします。 

携帯の方は、http://mini.mag2.com/で、68733 を検索→登録        http://www.mag2.com/m/0000119721.html 

---------------------------------------------------------------------------------                

◆◆◆メルマガ「生きるとは 表現すること」◆◆◆ 

    かめおかゆみこの、もうひとつのメルマガです。 

 ２００１年６月より、マイペースで発行をつづけています。 

   http://www.mag2.com/m/0000070456.html 
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●かめおかゆみこ（甕岡裕美子）●http://homepage3.nifty.com/kaishin-juku/ 

 

小学時代にコミュニケーション不全で悩んだ体験から、表現力やコミュニケーション能力を培う活

動に関心をもち、中学時代に演劇部に入部。オホーツク地域の民間教育運動である、「オホーツ

ク子ども劇場」（小・中学生対象の演劇発表会）に参加したのをきっかけに、本格的に演劇活動に

めざめる。大学時代に竹内敏晴氏と出会ったのをきっかけに、「からだとことばの教室」に２年間通

い、このころ、野口体操（講師＝池田潤子さん）とも出会う。 

その後、日本演劇教育連盟との出会いから、常任委員を数年務め、また、機関誌『演劇と教育』の

編集にも携わるかたわら、ふじたあさや氏、高山図南雄氏、小谷野洋子さんなど、さまざまな講師

から学ぶ。そして、これら演劇的要素が、教育の場はもとより、広く社会において有効であることを

実感。1995 年より、中学校演劇部の外部指導員を務める（２0０７年３月終了）とともに、自ら、表現

とコミュニケーションのワークショップの活動を開始する。 

2001 年以降は、絹川友梨さん、池上奈生美さんらに学び、インプロ（即興演劇）の手法に傾倒。臨

機応変な対応力や柔軟性、既成観念にとらわれない発想力を育てるワークに着目。また、演劇の

持つセラピー的な力にも注目し、揺れる 1０代の子どもたちや、育児に悩む母親などを対象に、心

を解放するワークや、イメージ･トレーニングの指導も行う。現在、これらのワークショップは、全国

各地で、年間６０回を超える。 

さらに、フリーの編集者であり、ライターとして、さまざまな演劇教育関係書の編集･執筆に携わる。

2004 年には、青弓社より『演劇やろうよ！』を刊行。「誰もが楽しくできる劇づくり」の指南書である

とともに、広く、福祉や医療現場、営業の視点からも「大いに活用できる」と好評を得る｡現在３刷。 

2006 年には、演劇的要素を生かしたワークを、一般の人が応用できる形にアレンジした「こころが

元気になる20のエクササイズ」を自主発行｡インターネットを通して、初版1500部が、10日で完売

という快挙を遂げる｡現在３刷。ほか、共編著に、『心とからだで表現しよう』（全４巻／岩崎書店）

『楽しい子どもミュージカル』『全学年で楽しむアニマシオン』（ともに全３巻／汐文社）、『宮沢賢治

童話劇場』（全３巻。国土社）、『中学校創作脚本集』１・２（晩成書房）など。 

2001 年からは、横浜市青葉区小中高生ミュージカルの脚本を担当。2001 年『手古奈』（小畑明日

香原作）2002 年『愛しのチャイナタウン』、2003 年『よこはま･新浦島伝説』、2004 年『こどもの国物

語』など、地域の話題を題材にした作品をつくりあげ、演劇を通して、あらたな地域の教育活動に

も参与してきた。2007 年の全国演劇教育研究集会では、全体会の上演劇として『つながる祈り』を、

小学生 10 名、中学生３名により上演。その演技指導も行う。2005 年からは、横浜市神奈川区民ミ

ュージカルの脚本も担当。2005 年『よこはま・新浦島伝説』（青葉区小中高生ミュージカルでの上

演作品を改訂）、2006 年『ヘボンくらぶにようこそ！』、2007 年『100 年の扉の向こう』など、神奈川

区に題材をとった作品を執筆。さらに、2006 年には、それらの区民ミュージカルが集結した、「ア

ースよこはまミュージカル」のスタッフとしてかかわり、バンクーバーで開催された「世界青少年芸

術フェスティバル」にも参加した。 

また、ふじたあさや氏を講師に招き、作品合評を中心とする脚本研究会（名称「澪」）を、約10年前

から主宰。2006 年より、レクチャーを主体とした「ふじたサロン」もスタート。それらの実績をもとに、

横浜中学校創作発表会では、脚本創作コンクールの審査員を務め、県中学校演劇講習会では、

脚本創作の講師を務めるなど、おもに中学生の脚本創作を応援し、書き手を育成する活動に尽

力する。 


