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今井 皆さん、こんにちは。
安田 こんにちは。
今井 フォレスト出版の今井です。
安田 同じくフォレスト出版の安田です。
今井 どうぞよろしくお願いいたします。
安田 よろしくお願いします。
今井 さて、いよいよ始まりましたね、安田さん。
安田 はい、始まりましたね。

今井 はい（笑）。これから今回は飛び級レベルで思いどおりの奇跡体験をどんどんクリエイション
していくという、素敵なレッスンをお届けしていきます。で、私たち、スピリチュアルにつ
いていつもお伝えしているので、皆様からたくさんお声が届くんですけれども、何を学んでも
現実が変わりませんっていう人であったりですとか、学んで現状は一旦、一時的に好転はした
ものの、継続してすごい現実は手に入らなかったっていうお声をたくさんいただくんですね。
そこで今回は永続的にかつ、ものすごく現実が変わるという、素敵なレッスンについてお届け
していきたいと思います。

安田 今回は即席の願望実現っていうよりは、もう飛び級レベルでいくってことですよね。
今井 はい。もうインスタントラーメンじゃなくて高級フレンチ、ミシュラン五つ星みたいな感じで

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。

安田 それでは今回、その奇跡のクリエイションレッスン、お伝えしてくださる先生っていうのがも
うすごいんですよね。

今井 すごいんですよ（笑）。
安田 何がすごいかっていうと、まずリーディング力ですよね。
今井 そうなんです。見ただけで何かふわってわかっちゃうんですよ。
安田 そうなんですよ。で、なぜか話してたり、ちょっとふわっとしてるなって思いがちなんですけ

ど、すごいロジック的なところもありますよね。
今井 はい。
安田 すごいわかりやすかったりとか、抽象的でも気づいたら現実動いてたっていう経験をたくさん

されてる方が多いんですよね。
今井 そうなんです。何となくその先生とお話ししてるだけで、そのときは、ん？っていう感じでも、

翌日現実が変わってましたみたいな人の声が相次いでるっていうすごい先生を今回お呼びして
るんですよね。
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安田 もう既に5000人がそれを経験してます。それではさっそくその先生にご登場いただきたいと思
います。

今井 はい。佐川奈津子さん、どうぞ。
佐川 こんにちは、よろしくお願いします。佐川奈津子です。よろしくお願いいたします。

はじめまして、佐川奈津子と申します。私は普段はA Course in Miracles、奇跡のコースとい
うふうにいわれています、世界中で、22カ国以上で翻訳されている、霊的、心理学テキストと
してとても人気のあるテキストのファシリテーターをさせていただいてるんですね。クラスを
させていただいています。で、フォレスト出版さんから『神さまが味方するすごいお祈り』と
いう本、お祈りをベースにした、その奇跡のコースのキリスト意識をベースにした祈りによっ
て現実創造をしていくという本と、そしてその動画レッスン、ザ・ギフト、Gloryというメ
ニューを作っていただいて、たくさんの皆さんと、全国の、でも世界からも来てくださいまし
たよね、世界中の方からも。

今井 そうですね、この間はボリビアから。
佐川 そうそう。カナダとかいろんな方、国からの、日本人の方もご参加いただいて、世界中の方に

本当に祈りっていうものをとおしながら、私たちの愛と聖性と現実創造を開いていくっていう
レッスンをさせていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。

今井 はい、よろしくお願いいたします。
安田 よろしくお願いします。
今井 で、今日はさっそく飛び級の奇跡のクリエイションレッスンを教えていただけるっていうこと

だったんですけれども、どんなことを教えていただけますか。

佐川 ずっと私も本をとおしてだったりとか動画をとおして、そして今日、ここにも持ってきてるん
ですけれども、こういうテキストなんですね。紺色の奇跡講座、A Course in Miraclesの日本
語訳なんですけれども、こういったテキストを使いながら、私たちの心の中にある、ハートの
奥にある、神様っていう言葉を使っていいんだったらいいです。宇宙ってことでもいいですが、
私たちの中にある力、パワー、その大いなる存在の力とダイレクトにつながっていきながら現
実がどんどん変わっていく。

だからあんまり私たちが何か努力するっていうことではなくて、祈りによって自分の内側の力
と重なってつながっていくことによって、自分が持っている願いっていうビジョンがどんどん
自動的にかたちに現れていく、シンクロニシティが増えていくっていう。
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佐川 初めて聞いた方は結構魔法みたいに聞こえちゃったりびっくりすると思うんですけど、いたっ
て非常に量子力学的な、科学的な状況なんですね、エネルギーって。それを詳しくお伝えでき
ればなというふうに思っています。どうぞリラックスして、楽しいレッスンなので気楽に聞い
てください。

今井 ありがとうございます。では、さっそくレッスンに入っていきたいと思うんですけれども、
安田 今回は皆さんが誰でも知ってるあの法則を使ってやっていくんですよね。

佐川 そうですね。スピリチュアルの本、ご覧になってる方とか、いろんな本を勉強されてる方って、
もうミリオンセラーというかベストセラーになりました『鏡の法則』っていう本ご存じですか。
要するに自分の心の思いが現実社会というところに鏡になってて、思いがそのまま映されてい
くんだよっていう、教えというか法則があるんです。これは科学的な言い方をすると、アイン
シュタインが言った相対性理論っていうことですね。

自分の思いが世界と向かい合っているっていう、これをまるで鏡のようだねっていうふうに
言ってくれたそのスピリチュアルの本がすごく日本でも人気で売れたんですね、その鏡の法
則っていうこと。あと世界ではルイーズ・ヘイさんというスピリチュアル界の大御所といわれ
ている女性、ルイーズ・ヘイのヘイハウスという、おっきいアメリカのスピリチュアルのメン
ターたちをすべて輩出した会社というか出版社を作った女性も、その鏡の法則をやっぱり教え
てたんですね。自分の心っていうものを、鏡を使って自分の中にある愛を認めていくというか、
自己肯定を高くしていくっていうレッスンをしていたメニューで、私も実はそれをフォレスト
出版さんでルイーズ・ヘイさんのDVDとか動画教材っていうものがすごくすばらしいので、本
が。

それも宣伝させていただいたり、ご説明させていただいて、私自身もそこを通過して、鏡の法
則っていう相対性を通過しながら奇跡のコースを勉強してきたんです。ルイーズ・ヘイさんも
コース学習者なんですよ。だから現実創造っていうのはまずポイントとして、自分の心と現
実っていうところの二つ、両極を押さえていかなきゃいけないんですね。これをやっぱりミ
ラーワークというか、鏡っていうもののモチーフを使って説明してきたスピリチュアルメン
ターとか教えっていうのは多かったんです。で、そうなんだけれども、それをもっと超えて
くっていうか、ちょっともっと新しい感じで、新しいというかもともとそうなんですけど。

一同 （笑）
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佐川 それを、まあ古くからあるんですけど、キリスト意識なんてもうだいぶ2000年前以上からあり
ますので、むしろ古いんだけど新しいみたいな感じの、そこのもっと奥に入っていく感じって
いうのかな。一言で言うと奇跡体験と現実創造って二つレイヤーがあるんですよ、レベルが
あって、最初は自分の思い込みをはずす。間違って自分のことを勘違いしてた、これが私の願
いだと思ってたり、これが私の人生だと思ってたっていうのをはずしただけで現実って変わっ
ちゃうんですね。要するにそれを教えてくれたのが『鏡の法則』っていう本だったりとか、ル
イーズ・ヘイさんが教えてくれたミラーリングっていうことなんです。

自分を肯定し始めた、否定的に最初はものを見てたから、こんなこともならないと思う、お
金って大変だと思う、人間関係って難しいと思うとか、戦争ってなくならないと思うとかって、
その否定的な思いから、妥協点から現実をつくっていくっていう思い込みを一回はずして、自
己肯定にまず戻していこうよみたいな感じで自分を見直すっていうミラーリング、これがやっ
ぱり浄化に当たる部分なんですね。で、これは思い込みをはずしただけで動いたように変わる
よね、現実が違ったなっていうのは別な自分が現れるから別な現実が映されるんだけど、私か
ら言わせていただくと、ちょっとパワフルじゃないっていうか、弱いっていうか、本当はもっ
と奥に本当の私たちの聖性っていうか聖なる力っていうものがすごくあって、そこにタッチし
てそことダイレクトに世界を映し直していくっていうのは、もう一歩願いとか思いを踏み込ん
でいくことが大切なんですよ。

で、浄化に夢中になっちゃうから、人はまずこの間違ったことを訂正しようとか、間違ったも
のから思い込みの自分の否定的な思いから解放されただけでやっぱりすごくうれしくなっちゃ
うから、これで何か完了した気持ちになっちゃうんだけど、私からするともっといけるのに
なっていうのがすごく思ってて、人の力はもっと神の力そのものだから、ものすごいシンクロ
ニシティとか、時空とか時間とか距離とか飛距離っていうのを越えて、いろんなものをつない
でいける。だからそこまでお連れしたいような新しい鏡の法則、パワフルな鏡の法則っていう
のをお伝えしたくて、今回、このホーリーミラーという、聖なる鏡というタイトルでお伝えで
きればなというふうに思っています。

今井 そうすると、今まで少ししか現実が変わらなかったとか、一時的、その場しのぎの現実しか変
わらなかったという方も浄化レベルのクリエイションだったってことなんですかね。

佐川 そうそう。だからもっと本当の自分のソースというか源につながったら止まらないから、シン
クロニシティは止まらない。
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佐川 拡大、拡大、拡大っていう感じで、お金で言えば増えるし、関係性で言えば増えるし、ずっと
夫婦関係とか恋人とか親子だったら、1人とか2人しかいない狭い関係だったらもっと深まるの。

今井 あふれ出る泉みたいな感じですね。

佐川 そうそう、深まって増える。まあ拡大っていうか層が厚くなったりとか、だから世界が逆に小
さく見えるの。自分が広がるから距離が縮まってくるっていうか、タイミングもすごく合って
きちゃうから、いちいちアポイントの数多くないよねみたいな。だって世界が広がっちゃった
らアポイント多くなっちゃったり、何十人の人に話し合わなきゃいけないってなって、人、怖
くなっちゃって、案外その聖性を開くのをやめちゃう人いるのね。そうじゃなくて、もう思っ
た途端に道で偶然会っちゃったりとか、思っただけで連絡きたりとか、約束してないのに隣り
合わせになっちゃったりとかするから、アポイント、結構すぐ終わるのね。だからそういう感
じで拡大も楽っていうような、次元とかレベルは普通に経験できます。

安田 じゃあ例えばこういうふうに思ったのに、もう少し私、こっちのほうが叶えたかったのに
ちょっとそれ欲張りなんじゃないかって思う人もいると思うんですけど、その時点ではまだ浄
化中ってことですか。

佐川 そう。だってちょっと否定が入ってるじゃない？だからもうそれで止めてしまってるから、そ
れをどんどんやめていくっていうか、どうやったらやめていけるかっていうことをこの3回の
レッスンで細かくお伝えできたらなって思ってるんです。

安田 これまでの例えば浄化レベルだった鏡の法則っていうのは、自己否定を照らし合わせてただ
けってことなんですか。

佐川 そうです。奇跡のコースでもやっぱりレッスンの20番台とかに書いてあることなんですよね。
私たちは宇宙の法則によってたくさんのギフトを得られる、贈り物とか経験を得られるはずな
んだけれども、その法則を私たちは間違って使ってると。要するに自分を否定してるから世界
から否定される現実とか、お金が少なかったりする現実とかをつくり出してるから、その使い
方を直していくというか、戻していこうみたいな。本当の本来の自分、本質、パワーのある自
分に戻していこうよっていうレッスンが奇跡のコースのレッスンですし、私はそこのずっと
ファシリテーションをさせていただいていて、自分の間違った知覚っていうか見方をやめて
いったっていうか、入れ替えていった感じなんですよね。
何かさっきもちょっと触れたんですけど、私、現実創造、祈りによって願いを具現化してい
くっていうレッスンをずっとさせていただいてるんですね、本とか動画で。
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佐川 その中で、やっぱりファーストステップのところで、叶うお願いと叶わないお願いがある
のはどうしてですかとか、あの方は一緒にレッスンしてても叶うのに私が叶わないのはど
うしてですかとか、そうでもない思いは叶うのにおっきなものは叶わないとか、何か割と
そういう選択っていうか、グラデーションがあるっていうのを経験してる方が多いなっていう
のは思うんですね。で、多分この動画見てくださってる方も、その辺のレベルをちょっと深め
たかったり上げたかったりする方がいらっしゃるんじゃないかなって思ってるんですよ。だか
ら、そういったことにお答えしていきたいなって思ってるんだけど、まずそれって2パターンあ
るんですね。さっきマーが言ってくれたように、自分で否定しているのに気づいていない、自
分で止めてるっていうことに気づけてない。

安田 自己否定って自分のこと嫌い以外にも何かあるんですかね。
佐川 他人のこと嫌いも一緒です。自分は愛してるけど、私は自分のこと自己肯定感高いですみたい

な、自分の好きなことしてるし、自分の時間もちゃんと取ってるし、好きな仕事にもついてる
し、パートナーいるけど、すっごい苦手な人がいて、嫌いな人が職場にいるとか、そういうの
は自己否定しているのと一緒です。自分を見てないです、そこだけ。自分を否定しているのを
他人に転写してるだけ。

今井 そうすると、他者否定も自己否定になるってことですね。
佐川 自己否定。この辺の責任が取れないと、叶う願いと叶わない願いも出てくるよね。
今井 分離が起きているから。

佐川 そうそう。だから全然大丈夫って思ってるんだけど、誰か嫌いな人がいるってことは、それを
見ないようにしてる。例えば嫌いな人がいたとしたら、その人のどんなところが嫌いなの？っ
ていうのがあるじゃない？すごく乱暴なところとか、大きな声でしゃべるところとか、そうい
うのが嫌いっていったら、大きな声でしゃべる自分にバツ出してるし、何か乱暴な自分をして
はいけないっていうやっぱりジャッジメントがあって、すごく激しく嫌ってる場合は特にそれ
を激しく「×」印を出してるってことですね。

それをしてるのを他人に転嫁して見ないようにしてるので、現実創造のときに実はそれが足を
引っ張るんですよね。なぜかっていうと、ちょっと難しいかな、現実創造っていうのはすべて
を肯定する、何でもやっぱりOKを出していくっていう力が全部を引き寄せてくっつけていくか
らなの。じゃあ乱暴な人をどうやってOK出すんですかって話だと思うんだけど、そういうモラ
ルとか常識とかでバツっていわれてる、「×」印になってることには、やっぱり実は奥に悲しみ
とか寂しさとか、別な理由があるっていうところを見てかなきゃいけないのね。
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佐川 人に乱暴な言い方をしてしまったりする人っていうのは、何か 悲しい経験があって、それをも
う二度としてほしくないから守って強く出てる場合があるのね。何かを防御してるものがあっ
て、そのためにフェイクで何か違う自分を生きてるみたいな、そういった否定に関する、他者
否定とか自己否定に関するすごくセンシティブな部分っていうところも丁寧に下りていかない
と、現実創造っていうのは結構甘くなっちゃうの。

安田 ってことは、例えば人に何か言われて傷ついて悲しいのも、人に攻撃をしてっていうのも両方
一緒ってことですか。

佐川 一緒。
安田 どっちも悲しい、悲しい。

佐川 そうそう。攻撃性が高い人っていうのはすごい怖がりな人が多いの。すごい寂しがりだったり、
センシティブな人が多いっていう視点、それがやっぱり愛っていう、そのクリエイションが高
い愛っていうものから見てる見方なのね。だからどんなものもよく、まあ宗教的なお話しする
とゆるす心とか慈悲の心ってあるでしょ？ゆるすってことは、どこまでも優しいみたいな感じ
なの。 優しく見るその理由をもっと奥まで見ていくっていうことが優しさなの。優しいってい
うのは、見ないようにして、だめだけど、ゆるせないけどいいよって優しい言葉使うっていう
のはゆるしじゃないの。だって奥で本当は嫌だと思ってるじゃない？嫌悪してるじゃない？そ
うじゃなくて、まだ嫌悪してる、まだ嫌いだ、まだ好きになれないなってとこまでもっと下
がっていくの。

どうして好きになれないんだろうってとこまであきらめないで、どうしてだろうっていうこと
をずっと、その乱暴さとか、そういう分離の中にある理由を、自分とか相手に優しくして寄り
添っていったときに必ず一致する点があって、そういう理由でこんなに人に乱暴にしてたり、
私、乱暴な自分だめだって言ってたんだっていうところが愛なのね。そことぴたっと重なると
ふわってクリエイションとか引き寄せが起こるっていうことなの。だから現実創造を、夢を
いっぱい叶えたい人は、自分に対する世界や人に対する「×」印、だめっていうのを、ジャッ
ジメントをどれだけやめるかでできるだけなの。だから難しくはない。論理的には難しくない
けれども、多分感情的にみんな、それができないんだと思うのね。ゆるせないとか、怒っちゃ
う。

安田 怒りが出たりとか。
佐川 怒りが出ちゃったりとか。だからそういったものをきれいに、レッスンの中に今回も整理して

いきたいんだけど、怒ってる人は大体我慢してる人だから、本当のことを伝えてないのね。



9

佐川 これ、やってほしくないっていうことをその人に言いたかったのに言えなかった、こんなこと
されたら寂しかったっていうのを言えなかったっていうのを我慢してる人が大体怒ってるので、
だからそういう本当の奥のところを見ていくことが、実は現実創造がすごくなるっていうこと
なの。

安田 その怒ってる人は何か愛が深いって前、言ってたじゃないですか。なんで、その愛を見てくっ
てことですか。

佐川 そうそう。何かをかばいたかったから怒ってたとか、誰かを助けたかったとか、大事な人を傷
つけた人を攻撃してみたりとか、何かそういうその人のもっと言動の奥のところを見ていきた
いし、そこに全部を創り出す愛があるし、何かそこにある秘密にふれていきたいっていうのが
今回のレッスン。

今井 そうすると、もうサスペンスドラマの最後、犯人が崖に追いつめられて、実はみたいな、親を
あの人に殺されてみたいな、逮捕するほうもうるっとするみたいな、あそこに先にいっちゃう
みたいな。

佐川 そうそう。そうすると、逮捕はするけどつらかったよねみたいな、それは、
今井 逆に犯人に同情みたいな。
佐川 そうそう。何か理由があったんだねって、それをじゃあどうしていこうかみたいな感じ、一緒

に考えるみたいな、何かルールがあって罰するっていう行為が出ちゃうかもしれないけれ
ども、気持ちはわかるよねっていうあったかい何か、そこに潜っていくっていうのが、実は現
実創造はこのあったかい何かが全部つくっていくの。このあったかい感覚がシンクロニシティ
を増やしていくの。で、そんな難しくないじゃないですか。子どももあったかい気持ち、おば
あちゃんもあったかい気持ち、皆さんもあったかい気持ち持ってらっしゃる、そういうささい
なことなんだけど、このささいなエッセンスをどれだけ広げて、毎日の時間でいっぱいそれに
満たしていけるかで、シンクロニシティも爆発的に増える。難しくない。

安田 じゃあ最初は怒ってても、自己否定してても、まずそれではなくってその先を見てけばいいっ
てことですよね。

佐川 そう、奥を見ていく。
安田 これが悪いわけではないってってことですよね。
佐川 そうそう。
安田 見方のところですか。
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佐川 悪いって見ちゃうと、そこでぱしっと終わっちゃわない？奥に入っていけないじゃない？だか
らそれが何かもったいないっていうか、もっと奥にあるんだよ。で、何で奥に入っていかない
と関係性とかがほぐれないようになってるかっていうと、私たちって目が外向いてるじゃな
い？だからつい他のことに目がいっちゃうんだけど、でもよく考えてください、従来の鏡の
法則で言ってるのは、自分の心が世界に映されてるわけだから、こんな否定的なことが起こっ
てるっていうのは、やっぱり私がどこかでまだ何か自己否定したり、自分自身じゃないもの、
本当は愛なのに愛じゃない、こうしなきゃいけないルールとかそういうものを信頼してしまっ
て、自分からそれてる結果が、ずれが全部世界に出てるんだよね。

だから全部私の、奈津子の責任なわけよ。そういうことを奇跡のコースでは教えてるんですけ
ど、お伝えしてるんですけど、だからそれをすごく丁寧に奥に奥に入っていきたいの。さっき
の崖に追い詰められた人の理由をもっと奥まで見たときに、頑張って聞いてね、鏡の法則に
なってるからこそ、奥まで見たら私たちは自分の奥のクリエイションに入れるの。誰かの奥の
理由、怒らないで、途中でやめないで、罰しちゃわないで、もっと奥に入っていったときに、
それがまた映し合うから、私たちが自分の奥に入れて願いがっ叶っちゃうわけ。だからこのイ
ンしてく感じっていうか、現実のもっと奥に入っていったときにクリエイションがすごくなっ
ちゃうよっていう話です（笑）

今井 ありがとうございます。
安田 実際に入ってくってどんな感じで、具体的に何したらいいのかなって思うんですけど。
佐川 何かわかりやすい具体的な現実な例で言ったほうがいいですよね。じゃあここは日本だから。
一同 （笑）
佐川 みんな、お正月になると神社に行って初詣とかお参りしますよね。私、クリスチャンですけど、

でもやっぱり神社行ったりとか、誘われたりするので行ったりします。そうしますと、参拝し
て手を合わせるときに、奥の祭壇のところにあるものっていうのって、皆さん、鏡なのってわ
かります？鏡が置いてあるんです。きれいに磨かれた鏡が置いてあって、普通のもう一般な人
が参拝すると、あの鏡って胸に当たるように配置されてるんです、お祈りするとき。

安田 確かに、なってますね。
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佐川 ここに鏡が置いて映すようになってるんですね。ってことは、皆さんが神様だと思って頭を下
げているっていうのは、実は自分の中にあるんですよってことを神社はお伝えしている、だか
らこの世界って思いが世界に映されてるのを、あの神社というスピリチュアルスポットは逆に
また鏡を置いてくれて、いえいえ、それ、あなたですからって言ってくれてる、すごい親切な
施設。

今井 （笑）
安田 じゃあわかりやすくやってくれてたんですね、既に。

佐川 やってくれてるの。すごいだから、割と私、クリスチャンだから、アメリカの方とかみんな、
クリスチャンの方多いんだけど、クリスチャニティに特化してる人ほど、奇跡のコースの学習
者の方ほど、海外の神道っていう鏡のモチーフにすごい注目してる、すばらしいって。やっぱ
り自分の中に聖性があるとか、神のエッセンスとかクリエイションのエッセンス、すべてをつ
ないでいく愛があるよっていうものを、もうまんまモチーフとしてぼんと置いてるから、すご
くすばらしいって。

逆に西洋の童話とかって、『白雪姫』で鏡の中に映ってきれいじゃないって鏡に言われて、そ
の魔女がびっくりしちゃって、あなたよりきれいな人がいるって言われてもう愕然みたいな、
大騒ぎみたいな話になってたり、割と鏡のモチーフが神話にも多いでしょ？だからそういうこ
となのよね。自分の思ってることが映されて、批判されたり、何かされてるよみたいな、だか
らそれを否定的なモチーフじゃなくて、愛っていうものに放射したときにそれが返ってくるよ
みたいなことを端的に教えてくれてるのが割と日本の神道っていう信仰のかたちなんですね。
だからすばらしいものに私たちは結構毎日ふれてますみたいな。

安田 じゃあかなり素通りしてますね。
佐川 素通りしてますね。
安田 知らないとわからないかもしれません、本当は。
今井 そうですよね。外に神様がいると思って、いろんなここの縁結びの神社とか、ここのお金がも

うかる神社とか行ってるけど、外じゃなくて鏡でここにあるっていう。
佐川 そう。だから縁結びの神社に行っても、健康の交通安全の神社に行っても、それはあなたの中

に既にあるって言ってくれている、すごく洗練されててシンプルで、私から言わせるとおしゃ
れなあか抜けた感じなんですよ。

安田 粋ですね。
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佐川 粋なんです。っていうのが神道の鏡なんですね。だからその鏡の法則っていうのを、本だった
りとか、ルイーズ・ヘイさんだったりっていうのも、みんな、そのモチーフを使って、心が映
されていくよっていうことをこっちから行ってみたり、神社はこっちから行ってくれたりとか、
行ったり来たりしてるわけよね。だからまずこのことが行われている、心がすべて、心の中に、
この中にある思いを整理すればするほどそれが映されていくわけだから、さっき、最初にお話
ししたように、自分がどれだけ自己否定や他者否定をしていても、それは全部ここなわけ。
インなわけ。ここにあるものが出ちゃって映されてるってことをまずしっかりわかるっていう
ことと、そこを整理し始めたときに、奥にもっともっと自分の中の愛っていうもの、否定をや
めたときは全部肯定しか中にないから、それが映されてしまうっていうことを割とやればいい
だけ。難しくないんですよ。

今井 やっぱりちゃんと自分の思いに責任を持つ、コミットする、そしてきちんと見る、奥まで入
るっていうことが大事になってくるんですね。

佐川 そうそう。外側怖がってるより、自分の中見たらこんなに人の悪口言ってたり、自分なんかい
なくなればいいって思ってる人のほうが多分多いと思う。激しい攻撃を受けてるような、現実
を生きていてこの上司がすごく苦手ですとか、すごく逆に肉親のお母さんにすごくそういう経
験をさせられてたとかっていう方って、やっぱり卵が先かニワトリが先かもわからないんだけ
ど、とにかく自分の中にやっぱり憎しみだったり、否定だったり、寂しさだったりがあるはず
なのね。これはもうやっていただくと絶対そうなんだけど、それをやっぱり怖がらないで見る
だけよね。で、あったらやめればいいだけだからね。これを見ていく勇気っていうシンプルな
ことがやっぱりちょっとスタートかなって思ってます。

一番最初の話に戻るんだけど、願いが叶う人と叶わない人とか、叶うことと叶わないこと
があるっていう場合は、自分の中にある鏡に映された愛のところがちょっと曇ってる感じの人
なの。自己否定があるところは叶わなくなるし、それが映されちゃって、ならないから否定的
なことにしかならないけど、肯定感を持ってるところはただ本当にそれが、道が開いていくっ
ていう現実が映っていくのね。だからやっぱり今回のレッスンとしては、自分の中にあるくも
りをどれだけ磨けるかっていうことだと思うし、磨いたあとどうするかっていうことだと思う
し、この鏡を磨いていくようなイメージっていうのかな、世界を映していくからね、逆に、
こっちからもそうだけどこっちからも映していくからね、だからまずその鏡っていうイメージ、
自分の中にもすごく光るものがあるんだよって、愛っていうものがあって、それが光っていく。
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佐川 でももしそれを曇ってる場合は磨いていくことが大切っていうことと、磨き切った後どうす
るの？みたいなところっていうものをお話ししていきたいなって思ってるんです。

安田 じゃあそのまだ浄化の段階の、前までのって言ったらあれですけど、皆さんがよく知ってる鏡
の法則っていうのは、くもりをきれいにしてないまま、ただ映す方法を教えてくれてるってこ
とですか。

佐川 そう。映ってたよね、そういうことがあったよねって、そういう見方があるよっていうのを教
えてくれてた、否定してたからこんなことがあったんだねって、その状況を説明してるものが
多かったわけ。だから、それを自己肯定することによって、ルイーズ・ヘイさんのミラーワー
クだったりとか、あとは自分と、例えば自分が『鏡の法則』の本だとお父さんをゆるせない女
性が、息子さんがすごく学校に行けなくなっちゃうっていうお話なんですよね。それが息子さ
んの問題だと思ってたら、自分がお父さんのことを否定してて、それは実は自己否定と他者否
定が一緒になってるものだったよっていうものを息子に映っちゃったっていうような話だった
わけなんですよね。

だから全然関係ないと思ってたことがつながってたよみたいなことが書かれていた本だった
わけです。だから、そのつながりがわかったっていう感じですよね。だから今回のレッスンで
は、その状況をもっと詳しく説明したいっていうか、この息子さんがいろいろお友達にいじめ
られちゃって何かうまくいかないようなことの問題っていうのは、実は自分が 過去持っていた
心の中にまだある自己否定や他者否定が逆に乱反射したり、反射して映っちゃうようなものだ
からこそ、ここをよくするために、磨くためには、この関係性っていうものをよく見ていか
なきゃいけないんだよって、ある人とやってしまっている否定的なパートナーシップっていう
ものを逆に使って磨いていくものなんだよみたいなことの洞察っていうか、その辺をもう
ちょっと入り込んで説明していきたいの。

で、ここの、父の関係をゆるせばこうなったな、奇跡っていうようなお話になってると思うん
だけど、それだと否定的なものを戻してよくなった、だから私からすると否定的なものが元に
戻っただけだから、よくはなってないと私は思っていて、もっといけるっていうか、もっと願
いって叶えられるから、そこを見ていくっていうか、わかっていくことが大事だなと思って
て、またもっと奥にインしてくっていうか、法則の中にもっと入っていきたいっていうふうに
思ってるんです。

今井 あのお話だけでもすごい感動して涙が流れたみたいなお話になってますけど、さらにその奥
がっていう。
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佐川 うん。流れ続けたくない？みたいな（笑）その1回で終わっちゃう人たちって、その1回じゃな
いですか。でもそれをやり続けていくんですよ。あらゆる問題という特別性、過去のネガティ
ブな思いを使って磨いていくっていうこつ、だから関係性っていう問題が逆に私たちのパワー
を上げていくっていうルーティーンを受け取ってくみたいなところ、それはやっぱり奇跡の
コースでも特別性、問題とか特別性っていうんですね、奇跡のコースではそれを。その問題を
使って聖なる愛とか完璧なクリエイションとかに入っていくっていうか、否定的な思いをやめ
なくちゃじゃなくて、それを使って磨いてくみたいな。

安田 やめなくていいんですね。
佐川 やめないっていうか、それを使っていくみたいな。
今井 道具にしちゃうんですね。
佐川 道具にしちゃうっていう考え方。
安田 全部道具なんですね。

佐川 そう。全部それを使っていくっていう、循環させる感じが何も悔い改めなくていいし、むしろ
そのままで見方を変えるだけじゃない？

今井 すごい変な例え思い出しちゃったんですけど、破れちゃったストッキングでもうごみだとかに
しないで、その破れちゃったストッキング、柔らかくていいんじゃないですか、いろんなとこ
ろの掃除に使っちゃうみたいな（笑）めっちゃこれ、役に立つみたいな。

佐川 そうそう。もともとエコな考え方ってやっぱり循環させるっていうことだから、何かを排除し
たりすることではなくって、それはやっぱり今、サワちゃん言ったように回していったり、別
のものに使っていくっていうことなの。だから直すべきところは何もなくて、その使い方、
もっと入っていくっていうのが、もっとインしてくっていうのが、願いが叶う方法なのね。
だからそれをお伝えしたい感じ。

安田 で、その鏡っていうのはどうやって実際磨くんですか。
佐川 今、お話ししたように、例えば鏡は神社だから三種の神器みたいな言い方しましょうか。そう

すると昔から中国とかで言われてる勾玉のモチーフとか、剣のモチーフとかっていうのがある
と思うんだけど、パートナーシップって私はまるで勾玉みたいだなと思ってて、女性、男性と
か、私はせっかちなんだけど夫はおっとりでなんて、割とそういうカップル多かったりする
じゃない？そういうふうに黒と白みたいな、でも黒と白の中にも黒の中に白い点があって、白
の中に黒い点があるって、わかりますか、あの勾玉のモチーフ。
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今井 太極図ですね。
佐川 そう、太極図みたいな。
安田 こういういうのですね。

佐川 そうそう。あの絵柄のように、違うものを持ってるんだけど、すごくぴたっと重なってずれが
ないみたいな、ああいったものってすごくまるでパートナーシップみたいなイメージあると思
うんですけれども、その関係性とかパートナーシップ、そういったものが違う色なんだけど、
合わさったときに完璧な「○」になるみたいな、そういった関係性っていうものを使って磨い
ていくみたいなことをお伝えしたい。スピリチュアリティって教義になっちゃうと、それをど
うしたらいいの？毎日の生活にってなっちゃうでしょ？だから私、割とそれ、近づけたくて、
ギフトとかGloryとかでもすごく皆さんの毎日の生活とか、パートナーシップの問題とか、お金
の問題とか、夢が叶うとか叶わないっていう、あらゆる特別視してる問題を使ってクリエ
イションとか神の世界に入っていくっていうことをしてるから、その関係性っていうものを
使って割と磨いていくっていうのが多分最短だと思う。問題を使ってその道に入っていくって
いうのをここでは逆にもっと特化して教えたいなっていうか、お伝えしたいなって。だからあ
んまりやってないんです、他のレッスンで。それをちょっと今回は、

今井 特別レッスンですね。
佐川 うん。お伝えしていったほうがいいのかなって思ってるんです。
今井 ちなみに今、勾玉がパートナーシップみたいだっていうお話だったんですけど、あともう一つ

草薙剣っていって、剣のモチーフは何か。

佐川 あるよね。剣のモチーフはある意味、鏡が磨かれて、パートナーシップを使って、その問題を
使ってどんどん磨いていくっていうことが起こったときに、本当に現れてくるミッションって
いうのがあるんですよ、今生で自分が、今生こんなふうに生きたい、生きるとか。だって生ま
れたときから何となく特技があったりするでしょ？あとやっぱり医学部にいったらお医者さん
になっちゃうし、文学部にいったら文章うまいしみたいなのあるじゃない？だから自分のた
どってきた方向性とか特技っていうのがあるでしょ？それをやっぱり使ってささげてくってい
うか、奉仕してくっていうか、社会奉仕したり、特技を使ってある意味お給料をいただいたり
人はしていくわけよね。だから、そういった自分の中の特技とか持ってるもの、それを使って
生きていく、願いとか夢、最終的な、まあ剣だよね、本当道具、それで道を豊かに切り開いて
いくっていう、磨かれた後に使うものが剣のモチーフだと思う。私の中ではそう説明したい
です。
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安田 で、スタートアップは、その勾玉できっちりぴったり合わせてくとこからですか、パートナー
シップ。

佐川 合わせてく、そうそう。
安田 それはもうビジネスとか恋愛とかは関係なく、私対、
佐川 うん。鏡の相対性をちゃんとここの、さっきのお子さんの問題が父の問題だったなってちゃん

と合わさってないから磨かれないわけよ。ここが関係性がわかんなかったから解決ができな
かったけど、あれはそこを結びつけるメンターの方がいて、実際にあったお話で奇跡体験が起
こるわけよね。だから、そこをちゃんとぴしっと合わせてくっていうことができるようになっ
たら、どんどん磨かれていくわけよね、体験が起こっていっちゃうわけ、いろんなシンクロニ
シティが増えていくわけ。だからその見方っていうののこつというか、ポイントをお伝えした
いんです。

安田 じゃあもうこれまでのは私、この勾玉のモチーフで言うと、私、この人と合ってなかったんだ
なって気づくとこまでだったってことですか。

佐川 そうそう。
安田 その先に剣の使い方とか、さらに磨かれた後のクリエイションの仕方を今回はやってくって

いう感じなんですか。
佐川 やってく、結構本気でやってく。
今井 （笑）
佐川 自分自身のクリエイションに本気出すと、世界が本気出してくれる。
今井 鏡だから。

佐川 そう。本当に本気で自分のこと見始めたら、本気の値段とか本気の自己評価とかもらえる。本
当にこれやったほうがいいと思いますよ。だからコースにも私、ここ書いてあって出してある
んだけど、特別性のところの箇所なんだけど、一つの思いでも一つの捧げ物、特技でも出し
惜しんだら愛は失われるって書いてあるぐらいだから、逆に出し惜しみしないで自分の問題こ
れだって本気で取り扱ってみたときに、必ず世界が本気出して奇跡をもらえるっていうか、
映っちゃうから楽しいと思いますよ。だから、これを聞いたらみんな、自分を見ることから逃
げなくなると思うの。自分を見ることが自分に本気になることなんですよ。

安田 結構自分見るって怖いですよね。
佐川 そう。でもそこに本気出したら、本当に世界がイエスって言ってくれるの。あなたでいいって

言ってくれるから、楽しくなってくるから、そこのステージに皆さんをお連れしたいなと思っ
てます。
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安田 ありがとうございます。じゃあもう前までは、整理すると、例えば前の鏡の法則っていうのは
自己否定同士の鏡合わせだったじゃないですか。

佐川 多かったですね、そうですね。
安田 で、今回、奈津子さんがお伝えしてくれるのは、何と合わせるんですか、その鏡。

佐川 まず自己否定と合わせてた人もいると思う。鏡の法則の段階にまだいる方もいるかもしれない
から、そこもちゃんとまず押さえる。初めての方もいるかもしれないし、鏡の法則の本、まだ
読んだことない方もいるかもしれないから、まずみんな、人は割と否定的な思いで鏡合わせし
ちゃってるよみたいなのをチェックしていくっていうことをファーストステップでお伝えした
い。で、それを、じゃあ否定っていうものをやめていきたいなっていうのをどうしたらいい
の？っていったときに、その全部が否定的なものと否定的なものを重ねていったときに、肯定
的なことが起こっていっちゃうわけ。

これ、私、自分の本ではネガティブなエネルギーをマイナス1って見てるわけ、マイナスエネル
ギーと思って見てるのね。で、マイナスエネルギーに対して、この息子さんの問題が父親とマ
イナスだった問題、そのマイナスとマイナスを合わせるとプラスになっちゃうの。地球ってい
うのはエネルギーが、これ、量子力学の分野なんですけど、累計で増えるんです。だからかけ
算になってくので、マイナスのエネルギーにマイナスエネルギーかけるとプラスになるで
しょ？だからマイナスの出来事が起こってるのにポジティブに頑張りなさいとかいうと、

今井 マイナスのままです。
佐川 マイナスのままなんですよ。
安田 マイナスかけるプラスになってる。
佐川 そうなんです。だから鏡合わせっていうのはどこまでいってもマイナスにはマイナスっていう

鏡を合わせるんですよ。鏡ってだってずれないでしょ？私がこう見たら鏡もこうなるじゃん。
だって。

今井 逆いったら怖いです（笑）。
佐川 逆いったら怖いよね。鏡がマイナスに倒れてるのにポジティブに前のめりに私、映ったらおか

しくない？って。
今井 お化けって思っちゃいます（笑）。
佐川 そうそう。だからこそネガティブなことにはネガティブな原因っていうものがちゃんと映し

合ってるから、ちゃんとその鏡合わせを合わせていく、勾玉のようにぴちっと合わせていくの。
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佐川 それが問題であろうが、ポジティブなものであろうが、ぴしっとずらさないっていうことが、
ふわっと解決になるっていうことなんだよね、単純に言うと。それが量子力学では累計で、か
け算で増える、数式でも表れてるわけ。

今井 たし算じゃないということですね。

佐川 たし算じゃないの。だからそれを、あと簡単な例で言うと、実際モンテッソリーの教育とかで
もそうなんだけど、せっかちな赤ちゃんとかいると、せっかちな子っていうのは大体もうちゃ
かちゃかしてるから、ほかの子のおもちゃを取っちゃうわけ。で、けんかになってわーわーっ
てなっちゃうから、その子がわーって今、遊んでるおもちゃですごいうれしいときに先生が取
り上げちゃうの。さらに早く取り上げて別のおもちゃをあげるの。そうすると、わーってなる
でしょ？で、またいいところなのに取り上げて別なおもちゃあげるの。そうするとその子はだ
んだんせっかちじゃなくなってくるっていうか、取らないでってなるから、じっくり遊ぶよう
になるの。

だからせっかちすぎる子にはさらにせっかちなマイナスを与えるとゆっくりしていくし、あと
おっとりしてる子にお母さんって、早くしなさいとか、間に合わないでしょ、今日も遅刻よみ
たいにお尻たたいちゃうでしょ？すると、マイナスな展開っていうふうなことに、お尻たたい
て正論を言うから絶対この子早くなんないのね。だからお母さんがもっとおっとりしたりする
といいの。もっとだらしなく、だらだらして朝お弁当作れないみたいなことをやってると、お
子さんのほうがお布団かけてくれたり、おっとりしてなかなか動かない子が立ち上がって、
行ってくるねって言ったりするの。

だからそういうふうに極端なマイナスに対して極端なマイナスをちゃんと合わせていくってい
うことが、その別次元のプラスっていうものが、この中にアルケミーしていくっていうことが
錬金術というか、クリエイション、創造性なんですね。新しいものが生まれるわけじゃないで
すか。この子がだめだ、おっとりだとかせっかちで人とすぐけんかしちゃうっていうことを、
ちゃんとマイナスを、それを見てる自分の責任なんだから、自分がそのマイナスをきちっとは
めていくっていうことの見方ができるようになると、錬金は割と簡単。

今井 友達でも、怒りんぼうなお父さんにその法則じゃないですけど、さらに怒りんぼうな私で接し
たら、お父さんが、はい、みたいな感じになったって（笑）、今までそんなこと全然なかった
のにってびっくりしてました。
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佐川 まさにそうなの。だからそれの同じものを映していく工夫というか、こつっていうか、法則が
わかっていくと、愛っていうものが、その方とだって願いが叶うじゃないですか。息子が早
くなってもらいたいとか、息子がせっかちがやんでほしいとか、お父さんの怒りんぼうが止
まってほしいっていう愛が経験できるっていう、このモチーフっていうのを勾玉のイメージで
合わせていこうっていうふうに考え方を変えてほしいんですよ。

安田 今までは全部マイナス、むやみにかけてただけってことで。プラスのやつなのにわかんないで
かけてたっていうのを、そこをちゃんとマイナスだからマイナスかけようっていう見方を。

佐川 そう。鏡だからいつも合わせていこうって、合わせていくことが愛なの。こういうネガティブ
なことは私、やっちゃいけない、こんな子どものみたいにだらだらしちゃいけない、私のほう
がぱきぱきしなきゃって思っちゃうお母さんじゃなくて、おっとりしてる子におっとりして
くっていうのが愛なの。

安田 ちゃんと合わせていくんですね、全部おんなじように。
佐川 合わせてくっていうことが愛なんだよ。それが法則なんだよ。

今井 あの太極図も意味合いとしては、世界はバランスしているっていう意味合いなんですよね。だ
からおっとりに対しておっとりやると、おっとりに対してバランスを取るために相手が調和さ
れていくみたいな。

佐川 そうそう。本当に愛し合うためにすべてできてるから、その仕掛けっていうのがみんな、割と
ジャッジメントが強いから、だめだとか正論があって、社会常識だってエネルギー法則じゃな
いんですよ、私からすると。愛が生まれないので、あんまり常識って当てにしないほうがいい
ですよ。

安田 何とかすべきとかですよね。

佐川 それはその結果でよくなってるんなら採用したらいいけど、多分ほとんどなってない。やっぱ
りエネルギーとして見て合わせてくことのほうが愛を本当に経験できるし、これがわかれば割
と単純なんですね。世界はシンプルなので、よく、さっきも、最初のご紹介のときにリーディ
ングがすごいとか、割とその後に解決しちゃうことが多いって言ってくださるんだけど、私
はその法則を知ってるから、もうその質問者に対して合わせてるんですよ。そうすると、はっ
てなって、次の日その方の経験がその場で変わってるっていうことをやってるから、この視点
を皆さんが持てるようになれば、みんながこれができます。会社でも家族でもその鏡合わせの
妙というか、テクニックがわかれば。だからみんなが神社になれるんだよ。
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佐川 だってそうやって映してくれてるわけじゃん。そしてお祈りしたらみんな叶ってるわけじゃ
ない？縁結びで何かパートナーできましたみたいな、ありがとうみたいな、いや、それ、自分
だからみたいな。要するに一致させていくと何かが起こるわけだから、みんながそのスポット
に、すごくホーリーな存在になれるんです。

今井 人間パワースポットですね。
佐川 なれる。っていうことを今回はお伝えしたい。
今井 ありがとうございます。

今井 今日は鏡の法則っていうご視点で、願いが叶う場合と叶わない場合っていうことについて
お話ししてきたんですけれども、叶う場合っていうのは自分の思いっていうのをきちんと見
る。で、例えばマイナスの世界にただやみくもに、目の前に走るんじゃなくて、マイナスの世
界があるっていうところで自分のマイナスをきちんと鏡合わせをしていくっていうことですか
ね。

佐川 そう。叶わない場合っていうのは、こんな世界、私、つくってないって合わせてないんだよ。
だからこんなに悲しいことをつくったのは私なんだね、私の中にそういうのあったんだってい
うふうにしっかり見ると叶いだすの。

今井 ちゃんと潜ると。

佐川 そう。悲しいことは嫌なこととも、やっぱり私の責任だって一致させたときに願いが叶って
いくの。このちょっとわかるようでわかんない感じあるかもしれないんだけど、とにかくネガ
ティブなことにもポジティブなことにも一致させてく、私がそれを持ってるんだっていうこと
の一致が大事なの。それをしていくと、何だか突然願いが叶っていくっていう感じ。

安田 じゃあ、まずは見ていくっていうのがステップ1の感じですかね。
佐川 そうそう。世界と自分を見ていったときに、自分の心に、さっきサワちゃんおっしゃったよう

に責任取ってくっていうか、これ、私、望んでないってやらないってこと。

今井 私がつくってるんだ。
佐川 つくってるんだってこと。
今井 何でつくってるんだろうなって、きっとぐっと潜っていくといいんですね。
佐川 そう、奥にインしていくの。
今井 多分初めは私、こんな現実望んでないのに何で？っていって止まる人が多いかなって思うんで

すけど、いや、私がつくだってちゃんとコミットするってことですね。
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佐川 そうそう、インしてく。そこでみんな悩んで止まって願いが叶わないっていっていろんな教
材に走ってくじゃない？

一同 （笑）

佐川 そこにじゃなくて、そこにインしてくっていうか、そこが入り口なの、ドアなの。しかもそこ
がどっちかっていうと問題じゃなくて、愛の入り口なの。だから一番ゆるせなかったり、もう
入れない、こんなところ私だって思えないってところに愛にインできる宝石が入ってて、これ、
コースのすごい有名な箇所があるんだけど、一番ゆるせない相手が自分の愛の扉を開く救い主
だっていう箇所があったりとかするのね。だからとっても勇気が要るんだけれども、実はこの
問題児だとかめんどくさい人が持っている状況と同じ悲しみや寂しさを私たちは持ってます。
そういう人が現実にいる場合、憎しみを持つような人がいる場合、その方と同じ痛みを持って
ます、自分が。

なので、奇跡のコースでも同じ有名な箇所があって、自分がゆるせないなとか面倒な人だなっ
て思う人、煩わしいなって思う問題児とかその人との出会いのほうが、これは自分じゃないと
思うってやるじゃない？必ず。こんな人と一緒だと思いたくないってなるからこそ、そこにま
だ隠れてた悲しみとか、認めてなかった自己否定があるから、それを私も同じもの持ってたん
だって開けるじゃない？そしたらばーんって愛が広がるから願いが叶っちゃうの。だから一
番ゆるせない人をゆるしたり、ゆるすっていうか一致させたとき、鏡合わせ、ゆるすってこと
はだから一致させることなんですよ。私だって思うことなんですよ。そうしたときに願いが
叶っちゃうんです。だから一番憎らしい人とかめんどくさい人があなたの願いを叶えてるんで
すよ。

安田 逆に今、そういう人がいる人はラッキーですよね。
佐川 ラッキーですよ、開いてない。だからそれがあなたの自分の可能性なんです。この問題児は可

能性なんです。神への道なんですよ。これがわかると人生、すごい楽しいんだけどな。
今井 楽しいですね。
佐川 楽しいです。
今井 嫌な人来たらラッキーみたいな。
佐川 そう。私の開かない扉が開くときっていうふうに見るので全然、もう、そう思っただけで愛が

開いてくるので、関係性がそれだけで劇的に変わってしまったりとか、この見方はコースの代
表的な見方なんですよね。素敵な贈り物です、これは。
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安田 はい。では、ここまでこういった鏡の法則っていう視点で、そういった叶う場合と叶わな
い場合っていうところを見てきたんですけれども、そうはいってもやっぱりゆるせなかったり
とかってあると思うんですよね。

佐川 そう。そりゃ夢を叶えるからゆるそうっていうふうに、今聞いたからやろうと思っても感情が
ついていかないとかありますよね。わかる。

安田 逆にそっちが自己否定にいっちゃいそうな気も（笑）
今井 （笑）、ゆるせない私がだめだみたいな。
佐川 そう。願いが叶わないんだみたいなやつ、二重否定みたいなやつありそうだね。

安田 なんで、そういったところを、じゃあ実際にそれをどうやってクリエイションしていくのかっ
ていうところ、現実を変えるっていうところまで持っていくのかっていうワークみたいな感じ
ですかね。

佐川 そうですね。次はそれをレッスン2ではお伝えしたいなって思ってます。この問題を使って自分
のクリエイション、私はそのクリエイションを聖なる力とか聖性って言うんですけれども、そ
の問題を使って聖性にインしていくっていうか入っていくっていう、特別性を使って愛に入っ
ていくっていう方法をお伝えしたいなって思ってます。

今井 ありがとうございます。それでは次のレッスン2もぜひお楽しみいただけましたらと思います。
佐川 はい、実践編です。
今井 では、今日はここまで。ご覧いただいてどうもありがとうございました。
安田 ありがとうございます。
佐川 長いお時間、ありがとうございます。


