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魔法の☆ブロック解除ワーク

1. はじめに
1.1. このテキストについて
本書は、【ブロック解除ワーク】についてまとめたテキストです。

元々は、【メールセミナー・有料コースの姉妹品】という位置づけで書き始めていたのですが、
「内容的に、毎日配信という形よりも、一度にまとめて提供する方が向いている」
「文字だけの説明では限界がある」
などの理由から、
『電子テキスト』という形で配信することにしました。
当初は有料で販売しようと思っていましたが、書き進めていくうちに「これを有料というのも何か違うな？？」
という感じがしましたので、無料での配布とします^^

1.2. 関連する学びについて
ブロックを解放するにあたって、
『潜在意識やエネルギーワークの基礎知識』があった方が何かと便利ですので、
本テキストに併せて、【魔法使い養成講座・基礎編（無料）
】も、受講されることをオススメします。
Ver: 2.52
現在、世の中には様々な【ブロック解除ワーク】が出回っていますが、
実際のところ、

（http://f1144.mahou-gakkou.net/mailseminar/kiso/）

『ブロックのところまで駆け寄って、薄皮一枚剥がして満足して終わる【ブロック解除ワーク】
』
というものもあれば、
『効率良く、根深いブロックに対処出来る上に、家族や社会にまで影響を与える【ブロック解除ワーク】
』

また、本テキストでは、【過去生の救出ワーク】は紹介するに留めますので、
「本格的に過去生の救出をやりたい！」という方は、【チャネリングコース】を受講してくださいね！
（【過去生の救出ワーク】は、4 ヶ月目で出てきます）

というものもあり、
その実態はピンキリです。
（http://f1144.mahou-gakkou.net/mailseminar/channeling/）

これから本書でお伝えするノウハウは、魔法使い A-Ki☆。が『自分にピッタリのブロック解除ワーク』を求め
て研究していく中で、
「学んだこと」
、
「発見したこと」、
「高次の存在から伝えられたこと」をまとめたものです。

なお、【魔法使い養成講座・基礎編（無料）】および【チャネリングコース】を受講するには、
事前に【オリエンテーション・メールセミナー】を受講し、入学試験に合格する必要があります。

A-Ki 自身のブロックに向き合う中で培ったものであるのはもちろんのこと、
ワークショップを開催し、複数人に対する検証＆実践を通じて磨かれてきたものですので、効果は実証済み！
（http://f1144.mahou-gakkou.net/mailseminar/orientation/）
あなたのブロック解除のサポートに、お役に立てれば幸いです^^
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テキストの改訂にあたって

魔法の☆ブロック解除ワーク

今回のテキスト改訂箇所は、以下の通りです。

ver2.5

2013 年に【魔法の☆ブロック解除ワーク】の初版を公開し、2014 年に改訂版を出しましたが、
その後も、高次の世界の状況や、集合意識の状態は、加速度的な変化を起こし続けています。

「潜在意識の固定化」が進み、大規模なシフトを起こしづらくなった



高次の存在が、多くの人間に対してスピリチュアルな真髄を教えるのを、よしとしなくなった



スピリチュアルな世界の事情やルールが変わり、旧来のやり方が通用しない部分が多くなった

「テキストの改訂にあたって



「終わりに」
「巻末資料」
（p75, p77）の更新



『物質変換ワーク』『自動掃除ロボット』の削除

新ワークの追加等はありませんので、
前バージョンのテキスト（ver2.0、ver2.1）をお持ちの方は、差分だけ読んでいただく形で構わないと思います。

（2015 年から 2018 年にかけて起こった変化の一例）


ver2.5」（p3、p4）の追加



こうした理由により、2018 年の年初時点で、
『物質変換ワーク』『自動掃除ロボット』は、実用レベルでの効果を発揮できなくなってしまった
大昔の家電は、とても単純で、素人でもある程度は「独学で技術を習得」
「自分で修理」することができました。

ということで、
今回、テキストからワークを削除することにしました。

しかし、現在の家電は、凄まじく高度化・複雑化しており、
もはや、（壊れ方にもよりますが）素人が自力で修理するのは、ほぼ不可能になっています。

なお、本テキストで紹介しているワークに限らず、

・・・と、いうのと、似たような感じで・・・

同様の原理を用いた、世に出ている「潜在意識に関するワーク全般」の効果が薄くなっている
エネルギーワークやスピリチュアルワーク全体の効果が、（以前と比べて）弱まってきている
以前（2010 年代前半まで）の、スピリチュアルな世界の構造や、集合意識の仕組みは、比較的シンプルで、
素人でもある程度は「独学で技術を習得」「自分で修理」することができました。

ということです。
（※大抵のスピリチュアルワークは、何らかの形で、潜在意識を経由・使用するため）

しかし、現在のそれらは、（地球圏の霊的システムに限って言えば）急激に高度化・複雑化しており、
もはや、素人が自力で手出しするのは、かなり難しくなってきています。

なので、以前からスピリチュアルワークに関わっている方で、かつ、それらの「精度」にしっかり注意を払って
いれば、旧来通りのヒーリングやチャネリングが、だんだんと効果・精度を落としてきていることを、体験・体
感として実感されていることでしょう。

もちろん、逆に、『この時代の変化に適応した、新たな効果的なワーク』は、多数生まれています・・・が、
最初に挙げたとおり、スピリチュアルな世界の門戸が閉じつつあることもあり、
様々な形で、
（主に、高次の世界に関する最新情報の提供に関して）高次からのストップが掛かっています。
そのため、今回のテキスト改訂では、ワークの追加は行わず、効果の無くなったワークを削除するに留めました。

『炎の浄化ワーク』
『感情を感じ尽くすワーク』
『エネルギーデトックスワーク』は、今でも効果がありますので、
今後は、これらのワークを中心に使用することをオススメします。
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正直、2010 年代前半ならともかく、今の時代から学び始めた人が、テキストや書籍、メールセミナーだけで、
『本当の意味で霊的に効果のあるワーク』を行うことは、もうほぼ不可能だと感じています。
（もちろん、学ぶこと自体は決して無駄では無いし、
『すでに出来上がっているもの』を使用するだけあれば、多少のトレーニングで可能になりますが）

今の時代であれば、まだギリギリ、
「誰かに教わることで『本当の意味で霊的に効果のあるワーク』を習得する」
ということは可能ではありますが、将来的には、『教わる機会を得ることすら不可能な時代』が来るでしょう。
このテキストの改訂時点では、F1144・魔法使い養成学校スタッフの『タカムラアナ』が、
ブロック解除ワークに関するワークショップを開催していますので、
今から学び始める人で、本気で自分の人生を変えたい方は、（機会のあるうちに）ご検討頂ければと思います。
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テキストの改訂にあたって

魔法の☆ブロック解除ワーク

今回のテキスト改訂で、
特に声を大にして強調したいのは、

ver2.0

「ブロック解除ワークだけではダメ！
変わりたければ行動も必要！」

2013 年に【魔法の☆ブロック解除ワーク】のテキストを公開して以来、
ありがたいことに、多くの方が、このテキストに沿ったやり方の【ブロック解除ワーク】に取り組んでくださり、
中には、「私も、【ブロック解除ワーク】を提供・サポートしていきたい！」という方まで現れました^^
という点です。
しかし、その一方で、
『ブロックに対する誤解』
『ブロック解除ワークに関する誤解』

【ブロック解除ワーク】とは、言わば、『ブレーキを外すワーク』なのですから、
「いくらブレーキを外しても、アクセルを踏まなければ前には進まない」というのは、想像に難くないでしょう。

なども、
チラホラ見かけるようになりました(^^;
では、「その『アクセルを踏むワーク』とは何か？」というと、
例えば、

例えば・・・



誤解１：「ブロック解除ワーク万能主義者が出てきた」

何かあれば反射的に「それはブロックですからブロック解除をやりましょう」などと言う人が出てきました。
しかし、当たり前ですが、
『ブロック以外の原因』
『ブロック解除が適さないケース』なども多々あるものです。
ブロック解除ワークの成功体験にハマり過ぎて、妄信的になってしまうのは、非常に残念なことです。



などといった、
『「目標に向かって進んでいこう！」というワーク（＝現実的な行動）』です。

極端に言ってしまうと、『アクセルを踏まずにブロック解除ワークだけを徹底的に行っている人』よりも、

誤解２：「エネルギーだけで楽々ブロック解除をしている（つもり）な人たちが出てきた」

エネルギーワークを用いると、一見、楽にブロックが外れるような気がします。
・・・が、これは多くの場合、「気のせい（＝高次の存在が創り出したフェイク）」です。
『ブロック解除（＝自分の内面に深く向き合う）』というのは、本来、
「苦しく孤独な作業」なのですが、
ブロックの防御機能は、まさにそうした『「苦しさから目を背けたい」という人間の弱さ』に付け入るのです。



『日々の実践・行動』
『自己啓発』
『昔ながらの願望実現法』

『ブロックだらけでも、アクセルを踏むワークに取り組んでいる人の方が、まだ成果に繋がりやすいもの』
です。

・・・とはいえ、ブレーキを踏んだままアクセルを踏むと、効率が悪い上に、いずれ燃え尽きてしまうもの。

誤解３：「質の低いブロック解除ワークで満足してしまう人が出てきた」

自分で言うのも何ですが、このテキストで紹介しているワークは、どれも超パワフルです。
特に、【炎の浄化ワーク】などは、適当にやってもそれなりに効果が出てしまうもの。
ですが、その「それなりの体験を、ホンモノだと思い込んで満足してしまう人」も少なからず見かけました。

ですから、バランス良く、
『アクセルを踏むワーク』と『ブレーキを外すワーク』の両方に取り組む必要があるのです^^

・・・などなど。

成果が欲しければ行動あるのみ！！
これらの誤解に対応すべく、今回のテキスト改訂では、
『ワークの具体例』をより多く盛り込むと共に、
『躓きやすいポイントの紹介』を行い、さらには『新技・新ワーク』も掲載することにしました。
真理は常にシンプルです^^

また、追記的に作成していた【ブロック解除リーダー向け資料】なども、本書に統合しました。
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魔法の☆ブロック解除ワーク
こうした『制限』『抵抗』『不都合』は、そのブロックを揺さぶるような状況でのみ発動します。

2. ブロック解除の基礎知識

つまり、

2.1. 『ブロック』ってそもそも何？

「ブロックがあっても、その分野に関わっていない場合には、特に不都合は感じないし、普通でいられる」

現在、『スピリチュアル業界』では、多くの人が、『独自のブロック解除ワーク』を提供しています。

ということ。

しかし、

ですが、
「その分野の話が出てくると、途端に思考停止する」
「その分野に向き合おうとすると、原因不明の不安や恐怖、怒り、拒絶反応が起こる」
「その分野に関わると、緊張したり、動悸が激しくなったりする」

「『ブロックの定義（「そもそもブロックって何？」という部分）』は、人によってまちまちで、
『自称・セラピスト』たちが、好き勝手に『自分の個人的な体験』を語っている」
というのが、この業界の実情です。

といった感じで、
ブロックにちょっとでも触れると、様々な『不都合』が表面化します。

なので、
「相手が、どういう意味で、『ブロック』や『ブロック解除』という言葉を使っているのか？」
ということを意識しないと、
話が噛み合わなくなってしまいます。

もし、何らかのきっかけでトラウマが解消されたり、信念を書き換えたりすると、
仮に同じ現象に向き合ったとしても、不都合な反応が起きなくなります。
これが「ブロックが外れる」ということ。

ですから、まずはここで、
【本テキストにおけるブロックの定義】を明確にしておきたいと思います。

そして、この『ブロック外し』を意図的に行うのが、【ブロック解除ワーク】です。
このテキストで言うところの【ブロック】とは、




『トラウマ』
『信念』
『過去生からの影響』

（コラム）ブロック解除に関連する用語
このテキストでは、

以上３つのうち、いずれか（あるいはそれらの組み合わせ）により、
思考や行動をする際に、何らかの形で

『ブロック解除』
『ブロック解放』
『統合』

『制限』
『抵抗』
『不都合』

を、ほとんど同じ意味で使っています。
（文脈に応じて、語感の良いものを選んでいます）

が出てくること。（または、その原因そのもの）
を、指しています。

一方、意味の異なる紛らわしい用語として、
例を挙げると、
「お金を受け取る際に、恐れ多いなどと感じてしまい、自分から拒んでしまう」（＝お金のブロック）
「自分に正当性があったとしても、相手の気分を害すのが怖くて引っ込んでしまう」
（＝人間関係のブロック）
「性のことに興味があるのに、どこか汚らわしいとも思ってしまい、板挟みになっている」
（＝性のブロック）

『ブロック除去』
『ブロック破壊』
というものがあります。
この２つは、いわゆる「自爆技（ブロックと共に、魂も削るもの）」ですので、本テキストでは扱いません。

などなど。
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2.2. ブロックの存在理由

人間の側からすると、「お金や人間関係で苦労するのは単なる苦痛でしか無い」と捉えがちです。

多くの人が、ブロックに対して「厄介なもの」
「外したいもの」という認識を持っているようですが、
実際のところ、

しかし、皆さんの『ハイヤーセルフ（高次の自己・真我）』が住んでいる世界から見ると、
そうした『苦労』や『苦痛』は、

『ブロックは、自分を守るための道具』
『ブロックは、ハイヤーセルフ（高次の自己）にとっての遊び道具』
『ブロックは、高次の存在が、地球に降り立つためのツール』

『地球ならではの、刺激的で魅力的な体験』
『手放したくない体験』

といった側面もあります。

と映るようです。

そのため、ブロックを敵視する姿勢でワークに臨むと、自分の中で分裂してしまい、成果が上がり難いのです。

『質の高いブロック解除ワーク』を行いたければ、
『ブロックは、敵ではなく、味方である』ということを念頭に置いて取り組んでいくことが大事です。

実際、ワークショップなどで、ハイヤーセルフレベルのブロックを外そうとすると、ブロックが外れる直前で、
「ちょっと待って！外すのもったいない！」などと言い出す人が出てくることがあります。

ですから、ブロック解除に取り組む際には、まず、いったんブロックの存在を受け入れて、
「心の深いところで、自分がこのトラブルを望んでいたんだ！
『悲劇のヒロインごっこ』は確かに楽しいけれども、他にも面白そうな遊びを見つけたから、次に移ろう！」

本項では、この【ブロックの３つの存在理由】について、掘り下げてみたいと思います。



ブロックは、ハイヤーセルフ（高次の自己）にとっての遊び道具

という姿勢で向き合うと、
ハイヤーセルフ的に OK が出やすく、スムーズに変化していくことが出来ます。

ブロックは、自分を守るための道具

この物質世界は、ブロックが一切存在しなかったとしたら、非常に生きづらいところです。



例えば、恐怖心が全く無かったとしたら、
「線路に飛び込んで、電車と力比べをしてみたい！」
「飛べると信じれば、ガケから飛んでも大丈夫！」

ブロックは、高次の存在が、地球に降り立つためのツール

ブロックを抱えることになった『スピリチュアル的な背景』として、

「ずっと昔、人間のハイヤーセルフは、『地球』という惑星に遊びに行こうと思い立った。
しかし、当時の地球の波動が低すぎて、自分の波動を下げないと、地球に降りることが出来なかった。
色々研究したところ、無価値観や罪悪感などの『ブロック』を埋め込むことで、波動レベルを下げることが
出来ると分かったため、ハイヤーセルフは、様々な『ブロック』を自分に埋め込んで、自分と地球の波動を
合わせ、無事、地球に遊びに来ることができた」

といったように、命に関わるようなことを平気でやりかねません。

『恐怖』や『不安』とは、ある意味、「生命を維持するための慎重さの延長」とも言えるわけですし、
『トラウマ』も同様に、
「拒絶の反応を引き起こすことで、傷ついた体験の再現・再発を阻止しようという働き」
なのです。

という経緯があります。
これは、
『気球にとっての重り』
（無計画にどこまでも飛んでいかないよう、高度を調整するために付けるもの）

このように、
【ブロック】は、『自分を守るための道具』としての側面を持っています。

をイメージしてもらうと分かりやすいかと思います。
とはいえ、ブロックの中には、
最近は、地球の波動もかなり上がってきているので、

『昔は当てはまったけど、現代ではその心配はほとんど無いような、時代にそぐわない信念』
『本人の成長により、すでに役目を終えたトラウマ』

「昔は大量のブロックが必要だったけれど、今はもうそれほど不要」

というのもあります。

になってきています。

なので、それらに限っては、
「今まで守ってくれてありがとう！」という感謝の気持ちのもとに、外してしまって構いません。
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もし、今後、
【ブロック解除ワーク】に取り組んでいく中で、

2.3. ブロックの防御機能について

『不安』
『怒り』
『恐怖』
『不信感』

先に述べた理由により、『ブロック』とは、本来、「簡単に外れては困るもの」です。

そのため、【潜在意識（無意識）】の領域には、以下のような『ブロックの防御機能』が組み込まれています。


『ブロックは、気づき難く、外し難い（ステルス機能）
』



『ブロックは、外されようとすると、反発する（自己防衛機能）』



『ブロックは、１つ外れても、予備がたくさんある（物量作戦）』

などが湧いてきた場合には、
「これが、あのテキストに書いてあった『ブロックの防御機能』というやつか！」
と、思い出してください。

これらの『ブロックの防御機能』の働きにより、
例えば、

そして、

「ブロックに対して、自分ではそれを持っていることになかなか気付けない」
「自分にブロックがあるなんて、考えたこともないし、これからも考えない」
「同じブロックを抱えている人ばかりで固まって、他に目を向けようとしない」
「指摘されても、自己正当化して、自分に非があることを認めない」
「ブロックに気づいて変わろうとすると、変化の直前に、突然不安が襲ってくる」
「いくら外しても次のブロックが出てくるので、『まるでブロックが外れていないかのような錯覚』に陥る」
などということが引き起こされます。

「今まさに、自分はブロックと向き合っているんだ。
外そうとすると抵抗感があるのが当たり前なんだ。
でも自分は、本当に変わって行きたいから、ちょっとだけ勇気を出して、ガンバろう！」
という姿勢で取り組んでみてくださいね！

（コラム）関係が深まるほど、同時に、相手を嫌いになっていく心理
「初対面だと大丈夫なのに、人間関係が深まるにつれ、何故か毎回、相手のことが嫌いになる」という場合、
その人は、

また、『ブロック』と『攻撃性』には密な関係があり、

「自分自身のことが嫌い」
「自分のことを憎んでいる」

「自分のブロックを揺さぶる人に対して、強烈な怒りや不信感が湧いてくる」
「自分のブロックを外そうとしてくる人に対して、強烈な反発心が湧いてくる」

という可能性が高いものです。

という感じで、
『ブロックが炙り出されると、「攻撃」という手段を用いて、自分を守ろうとする』

新しい人間関係では、相手は、最初は『他人』ですから、
多少の気に入らない点があっても、
「まあ、他人だからね」といった感じで許せてしまいます。

のです。
ですから、

しかし、関係性が深まるにつれて、次第に、その『他人』を、『自分と同一視』するようになって行きます。

「ブロック解除を勧めてくるセラピストに対して、クライアントが噛みついた」
「別れた元パートナーに対して、（客観的に見て問題を起こした側の方が）口汚く相手を罵る」
「改革者・革新者に対して、周囲が猛烈にバッシングを行っている」

そして最終的には、
『嫌いな自分と同一視』＝『相手が嫌い』

などという話には、枚挙に暇がありません。

という図式が成り立ってしまうわけです。

『攻撃側の言い分』は、表面的にはもっともらしいのですが、
しかしよくよく掘り下げてみると、

なので、
「良好な関係を保ちつつ、相手と深い関係になりたい」というのであれば、
まずは「自分自身を好きでいられるようになること」が大事。

「私がブロックで制限されて出来ない（と思い込んでいる）ことを、平然とやっているあいつが羨ましい！」
自分で自分を愛せるようになれば、関係性が深まっても、「愛する自分と同一視」するわけですからね^^

という話であることが多いものです。
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さらに、別の観点からお話すると、

2.4. ブロックを外す必要性

「ブロックは、その人の潜在意識によって、創られ、維持されているもの」
「ブロックを単に抱えているだけでも、見えないところで、エネルギーの浪費が起こっているもの」

「ブロックにも存在価値があるんだったら、別に抱えたままでもいいんじゃないの？」
「無理にブロック解除ワークに取り組まなくてもいいんじゃない？」

です。

という意見もあるかと思います。
これは、
「使わない荷物が部屋を圧迫しているような状態」をイメージしていただくと分かりやすいでしょう。
その通りです。
現状に満足しているのであれば（←ここ重要！）、わざわざブロック解除を行わなくても構いません。

ブロックをたくさん抱えていればいるほど
『原因不明の無気力』
『慢性的なエネルギー不足』

ですが、もし、

などに陥りやすいものです。

「現状に関して不満がある！」
「人生をより良くしたい！」
「自信の無い自分から脱却したい！」

逆に言えば、
「ブロックを外せば外すほど、人生全体の、他の部分に使えるエネルギーが大きくなる」

というのであれば、
『自分の中の何か』を、変える必要があるものです。

とも言えます。

例えば、
「あれをしてはいけない、これをしてはいけない、それをするなんてとんでもない」といった、『制約』
「チャンスが来るといつも緊張して動けなくなる」といった、無意識からの『抵抗』
「試験の前には必ずお腹が痛くなる」といった、『不都合』
などというものは、決して、偶然起こっているのではありません。

その他にも、
『ブロックがたくさんある人』は、
「何をするにしても不自由そうな感じ」
「見るからに重い（色々と背負っている）」
「何かにつけて怒ったり、不満を述べたりする」
「自分で物事を複雑にしてしまう」
という傾向があります。

その背後には必ず『原因』があり、
深く掘り下げてみると、
『幼少期に身に付けた信念』
『過去に失敗したトラウマ』
『過去生での失敗体験』

一方で、ブロックが少なくなればなるほど、
「自由」
「シンプル」
「エネルギーに溢れている」

と、いった感じの【ブロック】と結びついていることが多いのです。

といった感じになっていきます。
ですから、
「ビジネスで成果を出したい！」
「素敵なパートナーが欲しい！」
「自己実現をしたい！」
「心豊かに暮らしたい！」
「人間関係を円滑にしたい」

ただ、繰り返しますが、ブロックを抱えていること自体は、悪いことでも何でもありません。
単に、
「ポジティブな人生とネガティブな人生、どちらも選べますけど、あなたはどちらが良いですか？」

という場合には、
往々にして、
「ブロック解除ワークに取り組むのが望ましい」ということになります。

『F1144・魔法使い養成学校』http://f1144.mahou-gakkou.net/
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少しでも早く好転反応から脱するには、

2.5. 好転反応について

「水を大量に飲む」
「眠くなったらとにかく寝る」
「あくびや咳、おなら、ゲップなどを、我慢せずに出す」

ブロック解除ワークに取り組み始めると、
その前後で、
「熱が出る」
「体調を崩す」「不安に襲われる」などの
『好転反応』

というのが効果的です。

と呼ばれるものに遭遇することがあります。
特に、『水』をたくさん飲んで、身体の中の水を入れ替えることによって、
エネルギーの代謝が良くなり、様々なものをスムーズに流していくことが出来ます。

『好転反応』が起こる原因としては、
「それまで滞っていたエネルギーが流れるようになったことで、一時的にバランスを崩した」
「押さえ込んでいた毒を一気に吐き出している」
「潜在意識の恒常性維持機能（ホメオスタシス）が働いている」

この際には、お茶やコーヒー、紅茶やジュースではなく、純粋な『水』を飲むことが必要です。

もし可能であれば、水道水よりも、

などなど。

「出来るだけ『波動の高い水』を飲むのが望ましい」
浄化反応の一種ですので、「ブロック解除ワークによって好転反応が起こるかもしれない！」と、
理解した上で、ワークを行う分には問題ありません。

ですから、
エネルギーワークを扱える方は、水に対してヒーリングをした上で飲むようにすると良いでしょう。

一応、大事な試験や打ち合せの直前には、強力なブロック解除を行うのは避けるくらいのことに気を付けておけ
ば良いでしょう。
また、
『睡眠』を取ることで、寝ている間に潜在意識が組み替わり、深いところが整理されていきます。
ブロック解除を進めていくと、

この『好転反応』は、
大きく分けると、


『異常に眠くなる時期』
などがやってくることもありますが、
そういったときには、罪悪感を抱かずに寝てしまうのがベストです。

『身体に出る反応』



『精神に出る反応』



『人生に出る反応』

の、３つのパターンがあります。

この時期を穏やかにやり過ごすためには、
「ガイド（高次元のサポート役）にお願いして、『睡眠時間』と『寝ている間の収入』を確保してもらう」

『身体に出る反応』としては、例えば「発熱」や「蕁麻疹」、「身体の痛み」という形で出ることがあります。
これは、多くの場合、数時間～数日で治まります。

というのをオススメします。
もし、
『寝ることに対する罪悪感』や『働かずにお金が入ることに対する罪悪感』などを感じる場合は、
それらも『ブロック』の一種なので、早めに外しておくと良いですね。

『精神に出る反応』としては、「眠気」や「だるさ」、「やる気が出ない」などがあります。
こちらは、落ち着くまでに、数日～数ヶ月かかることもあります。
『人生に出る反応』としては、例えば「突然のリストラ」や、「生活環境の変化」という形です。
しばらくして元通りになることもあれば、そのまま人生そのものが変化することもあります。

どのケースでも、無理に症状を押さえ込もうとせずに、出るままに任せてしまうのが一番です。

第 4 章で紹介している【プロテクションカード】【ブロック解除カード】を用いることでも、
『水の浄化』や、『エネルギー入れ』を行うことが出来ます。

出し切ってしまえば、スッキリして、身軽になることが出来ます。

必要に応じて、『好転反応を軽減させるエネルギーグッズ』なども上手に活用すると良いでしょう。
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この際に創られるのは、あくまでも「似たような現実」であって、もともとの現実とは少しだけ違います。

2.6. ブロックの構造と仕組み
ブロックは『層構造』になっており、１つのテーマについて、幾重にもブロックを重ねています。

ですが、こうなると、たいていの人は、

そして、
『ブロックの原体験（トラウマや信念が創られた要因となる事件）』と、
『ブロックの核（ブロックを産み出している源泉）』を覆い隠すように、
無数の『影武者』『身代わり』『ダミー』が存在し、これらは協力して「似たような現実」を創り出します。

「おかしい！ もしかしてこのブロック解除ワークは偽物なのかもしれない！
あるいは自分にはブロック解除の才能が無いのかもしれない！」
などと思い始めます。

「だけど、もう１度！
もう 1 度だけ、信じて取り組んでみよう！」

例えば、以下の図のように、『ブロックの核』を覆うようにして、多数のブロックが存在するとして、
この『ブロック A』を外すと、一応、「すっきりした感じ」がするものです。

と頑張って、
『ブロック C』を外すと・・・

そこで、
「よーし、これで人生が変わるぞ！ ブロック解除ワークって凄いなぁ」
などと思って油断していると、そのうち、『ブロック B』が、「元と似たような現実」を創ってしまいます。

ブロック A
ブロック B
ブロック C
ブロック D
原体験

ブロック A が

ブロック B が

創りだした現実

創りだした現実

ブロック A が
外れると・・・

ブロックの核

創りだした現実

ブロックの核

ブロックの核

ブロック D
原体験
ブロックの核

・・・またまた、今度は『ブロック D』が「似たような現実」を創るのです。

こうして、多くの人が、

ここで、

「あ～あ、自分にはブロック解除なんて出来ないや」

「あれ？外れていなかったのかな。 もう一度ブロック解除ワークをやってみよう！」

などと言って、ブロック解除ワークに取り組むのを諦めてしまいます。

と、『ブロック B』を外すと、今度は『ブロック C』が、「元と似たような現実」を創ります。

ブロック B
ブロック C
ブロック D
原体験

ブロック D が

創りだした現実

ブロック C が
外れると・・・

ブロック C
ブロック D
原体験

ブロック B
ブロック C
ブロック D
原体験

ブロック C が

ブロック B が

ブロック C が

創りだした現実

創りだした現実

ブロック B が
外れると・・・

ブロックの核

すると、
『ブロックの原体験』や、
『ブロックの核』に対しては、手つかずのままになり、
ブロックの側としては、「無事に、本体を無傷で守り切ることが出来た」ということになるのです。

実際のところは、ブロックは、外せば外した分だけ、確実に人生が変わっていくのですが、
この仕組みを知らないと、
ブロック C
ブロック D
原体験

『ブロックを外しても外しても、外れていないような錯覚』
に陥って、ブロック解除を止めてしまいます。

ブロックの核

『F1144・魔法使い養成学校』http://f1144.mahou-gakkou.net/

これがまさに、
『ブロックの防御機能』の手口なのです。
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2.7. 矛盾によるロック

2.8. ブロックが外れたかどうかの確認法

他にも、ブロックが簡単に外されないようにするために、

「本当の意味でブロックが外れたかどうか」は、

『複数のブロックを組み合わせた、矛盾によるロック』

「同じシチュエーションに遭遇した時に、反応がどう変わるか」

という仕掛けが組み込まれていることがあります。

で、確認することが出来ます。

この『矛盾によるロック』とは、

例えば、『お金のブロック解除』に取り組んだ後、そのブロックが本当に外れたかを確認したければ、

「ブロック A を外すためには、まず、ブロック B を外す必要がある」
「しかし、ブロック B を外すためには、先に、ブロック A を外す必要がある」

「お金がなくて苦しかった過去の経験」
「将来、経済的に困窮すると仮定したシーン」

という構成のこと。

などを思い浮かべてみることです。
（※仮定の話に関しては、あまりリアルに描きすぎない方が良いですが（笑））

具体例を挙げると、
この際、もし、「まだ心が揺れる」というのであれば、それはブロックが外れきれていないということです。

（ブロック A）「『親に認められるためには、お金持ちにならなければならない』という信念がある」
（ブロック B）「親から『お金は汚いものだ』と教えられたので、
『お金持ちになることは親を裏切ることになる』という信念がある」

ブロックがしっかり外れると、そうしたシーンを思い浮かべても、平静でいられます。

と、このようなケースのことです。

『お金持ちにならなければならない』と『お金持ちになってはいけない』という、相反した信念がせめぎ合い、
これらについて考えようとすると、頭に靄がかかったようになって、思考停止してしまいます。

ただし、【ブロックの構造と仕組み】で説明した通り、
ブロックが外れても、別のブロックが『似たような現実』を創り出してくるので、
イメージワークでのチェックは、ブロック解除ワークを行った直後に行うと良いでしょう。

そして、一方を外そうとすると、絡まった糸を引っ張るようにして、もう一方が締め付けてくるのです。
なお、もちろん、「イメージワークは平気だけど、現実として遭遇すると反応が出る」というのであれば、
まだ奥にブロックが残っているということですから、
現実的な反応が変わるまで、継続的にブロック解除ワークに取り組む必要があります。
ブロック A を
外そうとすると・・・

ブロック A

『ブロックの核』が外れると、現実として問題に遭遇した場合でも、反応が出なくなります。

ブロック B
ブロック B に引っかかって外れない！

ちなみに、ブロックが完全に外れると、
『ブロックを持っていたときのことをほとんど思い出せなくなる』ということが起こります。
不思議な現象ですが、これは、潜在意識の『時間の概念が無い』という性質によるものです。

ですから、こうしたブロックを解除する際には、
「関連するブロックを、同時に外すようにする」
（＝『親に関するブロック』と、『お金のブロック』、両方を同時に外すよう試みる）
本テキストの第 7 章【ブロック解除リーダー（指導者）に向けて】でも、
『ブロックの存在チェック』の方法を紹介していますので、併せて参考にしてください。

というアプローチが必要になります。

『F1144・魔法使い養成学校』http://f1144.mahou-gakkou.net/
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3. 顕在意識と潜在意識

3.3. 潜在意識下での干渉
他人に対して、「ああしろ！こうしろ！」と言っても、なかなか人は変わりません。
潜在意識の仕組み上、自分の顕在意識から、相手の潜在意識に直接干渉することは出来ないものです。

3.1. 顕在意識と潜在意識の基礎知識
『顕在意識』とは、

ですが、その一方で、自分の潜在意識を通して、相手の潜在意識に水面下で干渉することは可能です。

『明確に（頭で）把握できる意識』
のこと。
『潜在意識』とは、
自分

『顕在意識以外のすべての意識』
『無意識の領域』

他人

のことです。
『ブロック』というのは、『潜在意識』で管理されているものですから、
ブロック解除を効率良く行いたいのであれば、ある程度は、潜在意識についても知っておくことが必要です。

3.2. 顕在意識と潜在意識の構造
『顕在意識』は、よく、「氷山の一角」に例えられます。
普段、人間が意識しているのは、「自分の中のごく一部」で、その水面下には、膨大な意識容量が存在します。
そして、意識の深いところでは、他の人間と繋がっていると言われています。
だからこそ、
顕在意識の領域

「自分の内面に深く向き合うと、なぜか、家族や友人の人生も上向いてくる」
ということが現実に起こるのであり、
さらに、この原理を使いこなせば、

自分

他人

「潜在意識を通して、相手の感情を癒す」
「潜在意識を通して、相手のブロックを解除する」
などということまで狙って出来てしまうわけです。

潜在意識の領域
しかし、この『潜在意識下での干渉』は、「逆方向」にも作用しますので、
「他人がネガティブな感情を抱え込むと、自分にまでネガティブな影響がやってくる」
「世の中で事件が起こると、その影響が、潜在意識下で自分にまで波及してくる」
ということにもなります。
集合意識
なので、物質世界に生きる以上、継続的な自己メンテナンス（＝日々のブロック解除）は欠かせないのです。

『F1144・魔法使い養成学校』http://f1144.mahou-gakkou.net/
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3.4. 潜在意識の現状維持メカニズムについて

3.5. その他の潜在意識の特徴

『潜在意識の現状維持メカニズム（恒常性維持機能・ホメオスタシス）』とは、

その他の『潜在意識の特徴』としては、

『自分を守るための防衛本能として、慣れ親しんだ場所へ引き戻し、落ち着かせようとする働き』
のことです。



『時間の概念が無い』



『空間の概念が無い』



『自動操縦』

などがあります。

この『潜在意識の現状維持メカニズム』自体は、生命維持には不可欠なもので、
例えば、

こうした『潜在意識の特徴』は、
例えば、

「血圧や体温が一定に保たれる」
「物凄く落ち込んだとしても、しばらくすると上向いてくる」
「収入が減ったら、それを補うようなアイデアが浮かんでくる」
などというのは、この機能のおかげです。

しかし、この機能は、人間の意識とは裏腹に、ポジティブもネガティブも区別なく維持しようとします。
ですから、

「過去のトラウマは、現実的には終わったことであっても、潜在意識的には、今まさに感じていること」
→時間の概念が無い
「災害の映像を見続けると、まるで自分がリアルに被災したかのような気持ちになる」
→空間の概念が無い
「寝る直前にホラー映画を見ると、夢に恐ろしいシーンが出てきやすい」
→自動操縦
と、いった感じで、
ブロックの生成や、ブロック解除ワークにも、大きく関わってきます。

「ブロックを外そうとすると、そうしたワークや取り組みを止めさせようとする」
「成長しようとした場合にも、元のレベルに引き戻そうとする」
「運気が好転して、幸せになりそうな場合でも、慣れ親しんだ元の不運な状態に引き戻そうとする」

逆に、これらの『潜在意識の特徴』を上手に活用すると、

ということが起こるのです。

『幼少期に創られたブロックや、過去生で創られたブロックを、今、解除する』
『遠隔セッションで、他者のブロック解除をサポートする』
『ブロック解除ワークを、潜在意識に任せて、効率的に行う』
この『潜在意識の現状維持メカニズム』が一番強く働くのは、

ということも可能になります。

『新しいことを始めようとする瞬間』
『ステージの変化が完了する直前』
例えば、『自動操縦』という特徴は、

で、
これらのタイミングでは、

「人の名前を思い出そうとしたとき、『誰だっけ・・・？』と深く悩んでも出てこなかったけれど、
その後しばらくして、何かの拍子に、『あっ、○○さんだ！』と思い浮かぶ」

「ワークを邪魔するような事件が起こる」
「急にやる気が無くなる」
「急に自信が無くなる」

という感じで働くわけですが、
これをブロック解除に応用すると、
「あるブロックに向き合おうとした際、最初は『ブロックの原体験』のことを思い出せなかったけれど、
潜在意識の中では思考が続いており、
何かの拍子に『あっ、あれがブロックの原体験だったのか！』と特定できる」

などといった現象に遭遇しがちです。

ですが、これらは、

などということを、狙って引き起こすことが出来るわけです。

『「本気で、このトラブルを乗り越えてでも変化したいのか？」という、潜在意識からの問いかけ』
（＝『試練』）
であって、
無事に乗り越えると、今度は、潜在意識は、新しいステージを維持するように働いてくれます。

『F1144・魔法使い養成学校』http://f1144.mahou-gakkou.net/

本書の第 4 章【ブロック解除ワークの実践】で紹介しているワークの数々は、
こうした『潜在意識の特徴』に則り、非常に効率良くブロックを外せるように設計してあります。
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なお、『ブロックの防御機能』のとっておきの手口として、
潜在意識は、

3.6. ブロックを守るための、潜在意識の手口

『ブロック解除ワークの最中に、優先度の高い仕事を割りこませる』
『ブロック解除ワークの最中に、第三者（特に、親）から電話をかけさせる』

ブロック解除ワークの初心者は、よく、
「ブロックをどうやって外したら良いのか分からない」
「ブロックがなかなか外れない」

ということすらやってのけます。
（人間同士は、潜在意識の深い所で繋がっているので、こんなことまで出来てしまうのです！）

などと口にしますが、
実は、ブロックを外すこと自体はカンタンです。

実際、これまでワークショップやセッションを開催した際に、

手順としても、

『「あと一歩でブロックが外れる！」というところになっての、突然の電話による中断』

『外したいブロックを特定し、
ブロックを外すという意図を設定して、
それを表現するような行動を取るだけ』

ということが、何度も起こっています。
そして、クライアントは、

で、
極端な話、

「さっきの電話、母親からの、これこれこんな内容だったんですよ～」
「で、そうそう、母親といえばこんなことがあって～・・・」

『「この水を飲むことで、○○というブロックを外します」と宣言し、
実際に水を飲むだけで、
軽いブロックであれば外れてしまう』

と、シェアしているうちに、
本人も無意識のうちに、ワークをうやむやにしようとするのです。

のです。
不思議なことに、皆さん示し合わせたかのように、
とはいえ、『ブロックの防御機能』は、

「後で折り返せば良いのに、なぜかみんなワークを中断してまで電話に出る」
「なぜか、父親ではなく、母親が電話をかけてくる」

「こんな簡単にブロックが外れるなんて有り得ない！という信念に従わせる」
「ブロックが外れていないと錯覚させる」
「慢心させたり、油断させたりする」
「不安がらせる」
「無力感を浮き上がらせる」

というのは、興味深いところです。

自分 1 人でワークを行う際には、こうした『ブロックを守るための潜在意識の手口』をしっかり理解し、
いざ惑わされそうになった時に、自分で気付いて、ワークを完遂させる必要があります。

の他、
ありとあらゆる手段を用いて、非常に巧妙に、ブロックの核を守っています。
そして、様々な手口によってブロックから気を逸らせ、ブロック解除自体を諦めさせようとするのです。

ですから、ブロック解除を行うにあたっては、

ワークを始める前に、
「今日の○時から○時までは、ワークに集中する時間！」と決めて、
携帯などの電源を切って取り組むと効果的でしょう。

もし、どうしても自分 1 人で取り組むのが難しければ、セラピストにサポートしてもらうのも有効です。

「『潜在意識についての正しい知識』
『潜在意識の防御機能を突破する技術』を学ぶことが重要」
です。
正しい知識を持っていれば、いざ、「不安や恐怖が湧いてきた」「ワークから離れそうになった」というときに、
「あっ！ これは『ブロックの防御機能』の仕業か！」

潜在意識は、そのブロックが例えどんなにネガティブで悲惨なものであったとしても、
それがあなたにとって必要なものだと信じて疑わないからこそ、ブロックを維持させようと働くのです。

と、気づくことが出来ますからね！
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ただし、繰り返しますが、
『ブロックは、敵ではなく、味方である』ということを忘れてはいけません。
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4. ブロック解除ワークの実践



【炎の浄化ワーク】の注意事項

この【炎の浄化ワーク】を行う際には、火の取扱いには十分注意してください。

4.1. 【炎の浄化ワーク】によるブロック解除
物理的な燃えかすは、完全に火が消えたのを確認した後、普通にゴミとして捨ててしまって構いません。
古来より、『炎』は、さまざまな儀式に用いられてきました。
実際、エネルギーワークの観点から見ても、炎というものは、極めて強い浄化力を持っています。
イメージの炎で燃やした場合、
紙は、折りたたんで捨てるか、シュレッダーにかけると良いでしょう。

これから紹介する【炎の浄化ワーク】は、
『炎の浄化力』を、ブロック解除に応用したワークです。





【炎の浄化ワーク】の流れ

【炎の浄化ワーク】のポイント

このワークのキモは、
『どれだけ深いところまでブロックを掘り下げられるか』というのにかかっています。

1. 紙の中央に、
『手放したいブロック（＝今回のワークのタイトル）』を書く
2. タイトルの周囲に、『手放したいブロックから連想される事柄』を書き加える
3. 紙に火を付けて、燃やす
（「『紙が炎に包まれるイメージ』をする」「紙を【ブロック解除カード】に載せる」なども可）

例えば、
「分厚い本の表紙に火を点けても、上の数ページが燃えるだけで、ほとんど燃え残る」のと同じように、
「深い掘り下げを行わずに火を点けた場合、表層的なブロックが燃えるだけ」で終わってしまいます。
（それでも、それなりの効果が出てしまうのですが(^^;）
このワークの『真の恩恵』を受けるためには、次ページの『背景・理論』を理解するとともに、
第 6 章【「ブロックの核」の掘り下げ方】を参考に、『深い掘り下げ』を行うことが必要です。

（例）
きっと稼げない┐┌お金を貰うなんて畏れ多い
【お金のブロック】
苦手意識がある┘└自分に価値が無いと思う
└そう思う理由１

・・・・
・・・・

また、
「このワークで扱う炎は、『浄化の炎』『愛の炎』である」という認識でワークを行うことが大切です。

└そう思う理由２

くれぐれも、憎しみの炎を燃やさないように注意してくださいね！

└そう思う理由３

1.2. 手放したいものを紙に書き出す

3.その紙を燃やす



住環境などの問題で『本物の炎』を使うのが難しい場合には、
『イメージの炎』でもそれなりの効果があります。

普通の人の潜在意識は、『「水をかけると火は消えるもの」というイメージ』を持っていますので、
効率良く【炎の浄化ワーク】を行うためには、
「ワーク後、しばらくは水を飲まないようにすることが望ましい」

ただ、できれば一度、

です。

「『本物の炎』が、物凄い勢いで燃え広がっていく様子」
「その時の熱さや、チリチリする皮膚感覚、燃える音、炎の色」

逆に、「燃えすぎてグラグラする！ 私、大丈夫！？」と感じるようでしたら、
『水を飲んで消火するイメージ』をすると良いでしょう。

などを体感しておくと、よりイメージがしやすくなるでしょう。

ただし、これはあくまでも『潜在意識の世界の話（イメージの世界の話）』ですので、
例えば、

なお、エネルギー的な面から見ると、
一度火を点けたら、潜在意識の中では、数時間（４～１２時間程度）は燃え続けるようです。

『「今から飲む水は、浄化の炎をさらに燃え上がらせるガソリンである」という宣言を行ってから飲む』

十分燃えきった後で、クリアリングなどのワークを活用し、
潜在意識の中の燃えかすをエネルギー的にクリアにすると、さらに効率よくブロックを外すことができます。
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などということを行えば、
水を飲むことでワークを加速させることも可能です。
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魔法の☆ブロック解除ワーク
さらに、【炎の浄化ワーク】では、『潜在意識の自動操縦』の性質を活用しており、
必ずしも個々のブロックの要因を特定しなくても、以下のように

【炎の浄化ワーク】の背景・理論

『スピリチュアルワーク』や『イメージワーク』は、
ワークを行う人が無意識のうちに抱いている『現実世界に即したイメージ』から、多大な影響を受けます。

「分からないところを後で埋めるつもりで（←ここ重要）空欄にして、線だけ引っ張って書き出す」
という形にすると、

つまり、

『潜在意識に、解放する対象のブロックを探させることができる』

「『炎を使ったスピリチュアルワーク』は、『物質的な炎の性質』を受け継ぐ」

のです。

ということ。
（例）
具体的に言うと、
「『山火事』などのように、炎は燃え広がるものである（炎により、延焼・類焼することがある）」
という認識が、
人間の潜在意識の中にすでに入っているので、
「ブロックを紙に書き出して燃やす際にも、同様に、書き出した周辺のブロックが燃える」
ということです。

『ブロックを書き出して、紙に火を点ける』というのは、「潜在意識に、浄化の火を点ける」ということ。
ですから、この【炎の浄化ワーク】は、「炎の浄化力を活用できる」というだけに留まらず、
「狙って書き出したもの以外の、周辺にあるブロックまで同時に燃やすことができる」
「一回のブロック解除ワークで、とてつもなく多くのブロックを一気に解放することができる」

「後で埋めるつもり」で空欄を創っておく

といった特徴があります。
ただし、潜在意識の性質上、
「『自動操縦』で掘り下げることが出来るのは、『一度、意識（顕在意識）で到達したことがある深さ』まで」
「『物凄く深いところに隠れているもの』や、『潜在意識が辿り着くのを拒むようなもの』など、
いくら時間をかけても出てこないようなことに関しては、この方法では対処出来ない」

また、この【炎の浄化ワーク】に限ったことではありませんが、
スピリチュアル的な観点からすると、
「『すでに実績のあるブロック解除ワークのやり方』に同意・同調してワークを行う場合、
潜在意識レベルで、熟練者のやり方を学ぶことが出来、
かつ、スピリチュアル空間に溜まっている経験値を自分が使えるようになるので、
ワークに無関係な人と比べて、同じだけの努力をしても、圧倒的に高い成果を出すことが出来るもの」

という制約がありますので、
第 6 章【「ブロックの核」の掘り下げ方】についてしっかりと学び、深い掘り下げが出来るようになってから、
この方法を活用するのが望ましいでしょう。

です。
また、この『潜在意識の自動操縦』という性質を活用するためには、
「漫然と線を引くだけでは、潜在意識は動かない」

なので、
『「これから、【炎の浄化ワーク】を行うぞ！」と意図して取り組む場合』と、
『炎の浄化ワークのことを一切知らず、単に、紙に気になることを書き出して燃やす場合』とでは、
似たようなことをしていても、まるで成果が違ってくるのです。

という点にも注意する必要があります。

（毎回宣言をしなくても、テキストを読んで普通にワークに取り組めば、この恩恵を受けることができます）
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あくまでも、
「本気で、後で埋めるんだ！」という気持ちで空欄を創ることが大事ですので、
くれぐれも、
『惰性で線を引くだけの作業』にならないように心掛けてくださいね！
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魔法の☆ブロック解除ワーク


4.2. 【感情を味わい尽くすワーク】によるブロック解除
【感情を味わい尽くすワーク】とは、
『ブロック解除』
『情動発散』
『心の筋力トレーニング』を兼ねたワークで、
特に、
『トラウマの解放』に効果を発揮します。

【感情を味わい尽くすワーク】の背景・理論

心理学の世界では、『エモーショナル・ディスクロージャー』という言葉がありますが、
「落ち込んだ時に、感情を解放することによって、その後の立ち直りが早くなるもの」
です。

現代日本人の多くは、苦しさから逃れるために、『感受性』を麻痺させており、
これにより、苦痛を感じ難くなったものの、同時に、喜びや感動も感じ難くなっています。

また、『潜在意識の仕組み』的に見ても、
「感情は、押し込められると、圧縮されて強化される」

この【感情を味わい尽くすワーク】に繰り返し取り組むことで、
トラウマを癒すと同時に、心に潤いを与え、喜怒哀楽全般を大きく感じられるようになっていきます。

という性質があります。

さらに、ブロック以外の『情動発散（感情のメンテナンス）』も行うことが出来、
ちょっとしたことでブレない『強いメンタル』を創ることにも繋がります。

いわゆる『心の勉強』『魂の勉強』『引き寄せの法則』に取り組んでいる人の中には、
『「ネガティブな感情を出してはいけない」と思い込んでいる人』



が多いようですが、
これは、半分正解で、半分は誤り。

【感情を味わい尽くすワーク】の流れ

1. 『トラウマの原因となっている事件・思い出』
『手放したい（癒したい）感情』を選ぶ
2. 感情が和らぐまで感じ尽くす

イメージワーク・エネルギーワークの世界では、
その『動機』や『意図の設定』によって、同じ行動でも全く違った結果を生み出します。

最初に選ぶ『事件』や『感情』は、幼少期のものであればあるほど効果的です。

表面上は同じような『怒り』『悲しみ』であっても、
「動機が『向上のための感情の解放』であれば、それはむしろ出した方が良い」
「ネガティブな感情を外に出すまいと圧をかける方が、より、そのネガティブなことが実現しやすい」
「ネガティブな感情を押し込めると、家族や友人を通してそれらが噴出してくることもある」

涙や嗚咽、絶叫が出るくらいまで、ハッキリと時間をかけて感じ尽くしましょう。



のです。

【感情を味わい尽くすワーク】の注意点

このワークは、出来るだけ『安全な場所』で行ってください。
そもそも、『トラウマが噴出する』『感情が溢れる』『（小さな）事件や事故が頻発する』というのは、
確かに、「悲しい事件が再現しないように、潜在意識が予防線を張っている」という側面もありますが、
それだけではなく、

感情が溢れて、近くにあるものを投げつけたり、壊したりする可能性がありますので、
壊れやすい物は遠ざけてからワークを行うことをおすすめします。
人によって、
『身体で表現するタイプ』『声で表現するタイプ』などが異なりますが、
大声を上げるタイプの人は、

「押し込められた感情が、『私に気付いて！』と泣き叫んでいる」
という面もあるのです。

「大音量で音楽を流しながら、個室のカラオケルームで行う」
などの工夫を行うと良いでしょう。

（これは、『子どもが親の注意を惹こうとして暴れている様子』をイメージすると分かりやすいでしょう）

なお、頭でっかちな人ほどこのワークを敬遠する傾向がありますが、

無視すれば無視するほど、その心の声はどんどん大きくなっていきますが、
気付いてしっかり耳を傾けてあげれば、それだけで落ち着くことも多いもの。

「『弱さを認める強さ』というのは、物凄くパワフルなものである」

爆発する前に、『安全な場所で適度に吐き出す』というのを心掛けていきましょう。

という認識を持って頂ければと思います。
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（コラム）ブロック解除のスタート地点

（コラム）ブロック解除ワークの使い分け

これまでのワークを行ってみて、いかがだったでしょうか。

ここまで、いくつかの【ブロック解除ワーク】を紹介してきましたが、
中には、

気分はスッキリされていますか？
もし、「まだスッキリしない」というのであれば、再度、ワークを行ってくださいね。

「ブロック解除ワークって、いっぱいやり方を身に付ける必要があるの？？」
「色んなワークをどのように使い分けたらいいの？」
と、思った方もいるかもしれません。

「ワークを終えたらスッキリした」という方、おめでとうございます！
ここがようやく、『ブロック解除の本当のスタート地点』です！
ここで、その疑問に答えておきたいと思います。
部屋の掃除でもそうですが、手前の物を片付けないと、奥の物は片付けることが出来ません。
極論すると、
【炎の浄化ワーク】だけでも、ほぼ全てのブロックを外すことは出来てしまいます。
（特に根深いものに対処するには、何千枚、何万枚と燃やす必要があるでしょうが・・・）

床に散乱した粗大ゴミを片付けて、一通りの片付けが済んでから、
ようやく、クローゼットの奥にしまい込んだ物の整理が始められるのです。

とはいえ、やはり、対象となるブロックによっては、外しやすいものもあれば、外しにくいものもあります。
そして、クローゼットが片付いたら、そこで初めてその中にある小箱を取り出すことが出来、
さらにその奥には・・・というのと同じような形で、ブロック解除は深まっていきます。
イメージとしては、「掃除用具みたいなもの」でしょうか。
雑巾だけでもたいていのお掃除は出来ますが、汚れの種類によっては、タワシが向いていたり、掃除機が向いて
いたりするものです。

とはいえ、紛らわしいことに、
この『スタート地点』に辿り着いただけでも、ある程度は「スッキリした感じ」がするものですし、
『表面的なブロック』であっても、
「外した分だけ現実が動いていくもの」です。

そういう理由で、色んなやり方を紹介していますので、一通り試してみて「これがしっくり来る！」というのが
あれば、そのやり方を中心にブロック解除してみてくださいね！

なので、多くの人が、この『ブロック解除の準備が出来た時点』で「ブロックが全て外れたと勘違い」して、
ブロック解除を止めてしまいます。
実際の使い分けとしては、
でもそれは、ブロックの側まで駆け寄って、表面の薄皮を一枚剥がして、満足して帰っていくようなもの。
ホントは、

「イメージが苦手な人は、【炎の浄化ワーク】【感情を味わい尽くすワーク】を中心に活用する」
「お気に入りの解除法でひとまず試してみて、もし外れた気がしなかったら、別のワークを試してみる」
という感じにするとやりやすいでしょう。

「このスッキリした時点から、さらに取り組んだ分が、本当の意味でのブロック解除になる」
のです！
ちなみに、ブロックの仕組み・特性として、
『解放したいブロックを特定して、解放する意図を明確にし、何かしらの行動を取ればブロックは外れる』
ので、オリジナルのブロック解除ワークを開発しても OK です。

ちなみに、『ブロックの核』が完全に外れると、
「同じ出来事に向き合っても、心がざわついたり、身体が硬直したりしない」

ただし、本テキストで紹介しているやり方は、『潜在意識の仕組み』に則って設計されており、かつ、ワークシ
ョップやセッションを通じての検証を繰り返し、極めて効率良くブロックが外せるように磨かれたものです。

という感じに変化します。
その状態を目指して、ガンバって＆楽しんで行きましょう^^

ですから、いきなり自己流でブロック解除に臨むのではなく、
ある程度慣れるまでは、テキストのやり方に忠実に沿って、ワークに取り組むことをオススメします。
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4.3. エネルギーカードを活用したブロック解除ワーク


カードの重ね合わせについて

「ブロック解除カード単体ではパワーが強すぎる！」
「ブロック解除の後の好転反応が大変！」

エネルギーカードについて

【F1144・魔法使い養成学校】のサイトでは、

という方は、プロテクションカードなどを上に重ねて使うことをオススメします。

【ブロック解除カード】
【プロテクションカード】

プロテクションカードを併用することで、ブロック解除の際の好転反応を和らげることが出来、
剣のカードを併用することで、より根深いブロックにアプローチしやすくなります。

を、販売しています。
初心者向けの重ね合わせ例
各種ブロック解除ワークに取り組む際や、
瞑想を行う際などに、
このカードを手に持つことで、
より効率的なブロック解除を行うことが出来ます。

中級者向けの重ね合わせ例

上級者向けの重ね合わせ例

（左・プロテクションカード）
（右・ブロック解除カード）

カードには、
『自己浄化機能』を組み込んでありますので、メンテナンスは不要で、半永久的に機能します。
ただし、紙製ですので、水濡れには注意してください。



カードの購入について


エネルギーカードは、サイトのフォームより注文することが出来ます。

ブロック解除の場について

カードで周囲を囲むことで、『ブロック解除の場』を創ることが出来ます。
この場の中では、特にワーク等を行わなくても、そこにいるだけでブロックが次々と解放されていきます。

http://f1144.mahou-gakkou.net/card_order/



カードの重ね合わせを行う際には、重ねる順番によっても効果が違ってくるので、
使ってみてしっくりこないときは、並び順を変えてみてください。

部屋の四隅や、ベッドの四隅などに置いて、日常生活やお昼寝をしつつブロック解除をすることも出来ます。
ただし、常にブロック解除の場を創りっぱなしというのは避けた方が良いでしょう。

カードによる水の浄化

カードの上に、コップやペットボトル入りの水などを置くことで、
水を浄化したり、水にエネルギーを入れたりすることが出来ます。

４カ所を囲んで場を創る場合

８カ所を囲んで場を創る場合

八角形配置（安定感向上）

置いておく時間は、5 秒程度で大丈夫です。

なお、単にこの場の中にいるだけでも構わないのですが、何かしらの刺激を与えて、
「ブロックの炙り出しを行う（ブロックが発動している状態を創る）と、より効率的にブロックを外せる」
ので、
瞑想したり、雑念を浮かべたり、過去や未来の色んなことに思いを巡らせたりするとより効果的です。
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4.4. エネルギーのデトックスワーク
厳密に言うと、この【エネルギーのデトックスワーク】は、ブロック解除とは違う原理・理論なのですが・・・
ほとんど同じ感覚で扱うことが出来る『パワフルなワーク』ですので、併せて、紹介したいと思います。

【エネルギーのデトックスワーク】のポイント

このワークは、『糸を入れる位置』によって、それぞれ違ったものをデトックスすることが出来ます。
例えば、
「こめかみから入れると、頭痛の原因となっているエネルギーをデトックス」
「目から入れると、見たくないのに見てしまった様々な光景や、ホラー映画などのエネルギーをデトックス」
「耳から入れると、聞きたくないのに聞かされたネガティブな話のエネルギーをデトックス」


1.
2.
3.
4.
5.
6.

【エネルギーのデトックスワーク】の流れ
と、いった感じです。
疲れや痛み、ネガティブなエネルギーを抜きたい部分に、指先を当てる
『指先から、身体の中に、「ネガティブな要素を絡め取るエネルギーの糸」を送り込むイメージ』をする
『エネルギーの糸を、頭のてっぺんからつま先まで張り巡らせるイメージ』をする
『エネルギーの糸に、疲れや痛み、ネガティブなエネルギーが染み込んでいくイメージ』をする
エネルギーの糸をゆっくり引き抜く
引き抜いたエネルギーの糸を、イメージの炎（あるいはブロック解除カードなど）で浄化する

1 回でも効果はありますが、同じ箇所に対して 5 回～10 回と徹底的に繰り返すことで、深く染み込んでいたエネ
ルギーを手放すことが出来ます。
また、ヒーリングや他のブロック解除ワークと交互に行うと、よりパワフルにデトックスすることが出来ます。

なお、『エネルギーの透過率の実験』より、「人体はエネルギーを通しづらい」という結果が出ているので、
皮膚越しにエネルギーを抜くのではなく、
「喉に刺さっているエネルギーを抜きたい場合は、口から出す」
「脳に刺さっているエネルギーを抜きたい場合は、目や耳から出す」
といった感じで、
『人体の穴』を利用した方が抜きやすいようです。

1. 気になる箇所に指を当てる
2.3.4. エネルギーの糸をイメージする

5. エネルギーの糸を引き抜く
6. 浄化する



【エネルギーのデトックスワーク】の背景・理論

【ブロック解除ワーク】で解放する『ブロック』というのは、「自分で創り出しているもの」です。
なので、解放したブロックは、適切に、純粋なエネルギーに変換して、自分の中に戻す必要があります。
（このテキストで紹介しているブロック解除ワークは、この点も考慮して設計しています）

糸を入れる際や、引き抜く際には、
「その箇所に物理的に触れる」
「手繰り寄せるような手の動かし方をする」

一方、
『【エネルギーのデトックスワーク】の対象』となるのは、「本来、そこ（自分の体内）にあるべきでは無
いエネルギー」という違いがあります。

といった感じで、
実際に身体を動かしながら行なった方が効果的です。

例えば、
ある程度エネルギーに敏感な人は、引き抜いたエネルギーの糸に、様々なネガティブエネルギーが絡みついて出
てくるのを感じ取ることが出来るかと思います。

「聞きたくなかったのに聞かされた言葉」
「見たくないのに目にしてしまったもの」
「本当は言いたかったのに飲み込んだ言葉」

ちなみに、『生体エネルギーを伴ったエネルギー（＝生物の身体の中から抜いたエネルギー）』は、
言わば、「油汚れ」のような感じで、イメージワークやエネルギーワークで浄化するのがやや大変なので、

などは、本来自分の中にあるべきでは無いものですから、光に変換して自分に取り込む必要はありません。

普段より時間をかけて「念入りに浄化」することをおすすめします。

（※浄化し、光に変換した後であれば、取り込んでも無害ですので、それほど気にしなくても大丈夫です）
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魔法の☆ブロック解除ワーク
（コラム）ハイヤーセルフに対する説得・提案

4.5. ポジティブな体験を手放すワーク
第 2 章【ブロック解除の基礎知識】でもお伝えした通り、

これまで、A-Ki がブロック解除のサポートをする中で、
実際に見かけた『ハイヤーセルフ側の言い分』としては、

『ブロックは、ハイヤーセルフ（高次の自己）にとっての遊び道具』

「将来的にお金持ちになることが決まっているんだから、今はとことん貧乏という状態を体験したい」
「ドラマチックな人生を体験したいので、感情のアップダウンの機会をたくさん創りたい」
「宇宙語を話す必要性が分からないので、とりあえず今のところは喋る気がない」

という側面も持っています。
これは、言い換えれば、

などというものがありました。

「ブロックは、ハイヤーセルフにとっての宝物」
「ブロックは、ハイヤーセルフにとっての、かけがえのない思い出」

そこで、『チャネリング』により、その人のハイヤーセルフと対話し（あるいは本人に直接対話してもらい）、

とも言えます。

「ハイヤーセルフを説得し、その意見を曲げてもらった」
だからこそ、ブロック解除ワークに対して、ハイヤーセルフは非協力的なことも多いのですが・・・

ということが何度かあります。

ここで紹介する【ポジティブな体験を手放すワーク】に取り組むことで、
この、
『ハイヤーセルフ側の感覚』『ハイヤーセルフの想い』などを、疑似体験することが出来ます。
『ハイヤーセルフ』とは、『セルフ（Self）』・・・つまり『自分自身』です。
そして、この現実世界は、ハイヤーセルフと物理次元の自分で共同創造しているものです。



【ポジティブな体験を手放すワーク】の流れ

1. 自分にとっての『生きがい』や、『大好きなもの』、『誇りに思っている体験』を選ぶ
2. 選んだ『自分にとっての大切なもの』が、
「永遠に失われ、2 度と戻ってこなくなる様子」をイメージする

たいていの人は、生まれてくる前に、
ハイヤーセルフの次元で、『今生、どう生きるかの計画』を入念に立ててきます。
しかし、そうはいっても、「現場（＝地球）に行ってみないと分からない」ということも多々あります。

例えば、僕であれば、『パソコン』『ゲーム』『スピリチュアル』『食べ歩き』などなど・・・
ですから、
こうしたものを全て手放さなければならないとしたら、どのような気持ちが湧き上がるでしょうか？

「現場のスタッフの貴重な意見」
「共同創造主としての意見」

また、その『自分にとって大切な宝物』を、何とかして手放さなくて済むようにするためには、
『捨てた振り』や、『手放した振り』をはじめとして、他に、どのような対策を取るでしょうか？

という形でハイヤーセルフに提言すれば、案外、すんなりと聞き入れられることも多いものなのです。

どれくらい抵抗して、どれくらいの交換条件を出されたら、手放すことに同意するでしょうか？

ただし、何度も繰り返しますが、ブロックには、『ハイヤーセルフの遊び道具』という側面もありますから、
人間の都合だけで一方的に「貧乏は嫌だから現実を変えてくれ！」と言っても通用しません。

・・・『ハイヤーセルフが抱えているブロックを手放させる』というのは、つまりは、そういうことです。
自分がブロックを抱えていることを謙虚に認め、
ハイヤーセルフ側の立場に立って、
このワークに真剣に取り組めば、

「確かに貧乏って楽しいよねー！
・・・でもさ、もっと面白いこと見つけたんだ！」

「高次の存在任せのブロック解除は、成立しない」
というのが腑に落ちることでしょう。
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魔法の☆ブロック解除ワーク
（コラム）高次の存在は万能ではない

4.6. 【過去生の救出ワーク】について
『ブロックの原体験』というものは、必ずしも、今生だけにあるとは限りません。

これまでも何度か出てきましたが、
『ガイド』というのは、
「肉体を持たない、高次元のサポート役」のこと。

例えば、
『突然の事故死』や、『生死に対する執着があまりにも強い』などの理由で、

『守護霊』が「守る役割の存在」だとしたら、
『ガイド』は「導く役割の存在」です。
（このあたりの詳細について知りたい方は、サイトまたはチャネリングコースを参照してください）

「魂の一部が現世に捕われてしまう」
「トラウマを来世に持ち越してしまう」
というケースがあります。

さて、これまた意外に思われることが多いのですが、高次の存在は、人間が思うほど万能ではありません。

そして、

これは、『ガイド』に限らず、『ハイヤーセルフ』も、『守護霊』も、『天使』も、俗にいう『神様』たちも、
決して万能ではなく、
「意外と、出来ないことがたくさんある」のです。

「『「成仏できなかった自分の魂の一部」からの救難信号』や、『前世から引き継いだトラウマ』が原因で、
今生でも、『何らかの制限・抵抗・不都合』を抱えてしまう」
ということがあるのです。

例えば、以前、ブロック解除のワークショップを開催し、【物質変換ワーク】を行なってもらった時、
参加者さんのガイドの中に、
『エネルギーワークに不慣れなガイド』がいたことがあって、

よくあるパターンとしては、
「前世が魔女で、能力を使ったことにより『魔女狩り』に遭ってしまったので、今生でも能力を使うのが怖い」
「前世で溺れて死んだことがあるので、今生でも泳ぐのが怖くてしょうがない」



『ガイドにブロックの塊を渡す』



『その塊を光に変換してもらう』

というステップで、
ガイドの側が、

などなど。
「えっ！？ どうやって光に変換したらいいの！？」
と、戸惑われたことがありました。
こうした場合、
『問題の原因となっている魂の一部』を、正しく『あの世』に帰してあげることによって、
状況が変化することもあるわけです。
そこで、対策として、このドキュメントには、エネルギー的に、
『ガイド向けの情報』を組み込んでいますので、
これを読まれた方のガイドは、光に変換する作業もしっかり手伝ってくれることでしょう。

これを行うのが、【過去生の救出ワーク】です。

・・・と、一応の紹介はしたものの・・・

もし、「自分でもブロック解除のワークショップを開催・提供したい」という場合などで、
ワークのやり方を口頭のみで説明する際には、
「相手のガイドも含めて付いて来られているか」

【過去生の救出ワーク】を成立させるためには、

というのも注意して頂ければと思います。

『ある程度のチャネリング能力』
『ガイドとの信頼関係』
などが必要です。

場合によっては、自分のガイドやハイヤーセルフに対して、
「相手のガイドにやり方を伝えて！」

チャネリングの詳細に関しては、本テキストの範疇を超えてしまいますので、
このワークに興味がある方は、

と、依頼するなどして、対応することが必要になるかもしれません。

【チャネリングコース（有料）】（http://f1144.mahou-gakkou.net/mailseminar/channeling/）
を、受講して、別途学んで頂ければと思います。
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自分一人でワークに取り組む際にはあまり関係ない話ですが、一応、頭の片隅に入れておいてくださいね！
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魔法の☆ブロック解除ワーク

5. ブロックの見つけ方

5.3. 「感情」を辿ってブロックを探る
感情が揺さぶられるとしたら、たいていの場合、その奥には何かしらの『ブロック』があるものです。

5.1. ブロックに気づくということ
ブロック解除のキモの１つは、『いかにして「ブロックの存在」に気付くか』というところにあります。

特に、
『怒りの感情』
『悲しみの感情』

『価値観の異なる人』や『自分よりレベルが上の人』と接した時には、ブロックは容易に炙り出されるとはいえ、
ブロックには、
『ステルス機能』『自己防衛機能』というものが存在するのですから、
色んな『言い訳』や『感情的な反応』が出てきて、思わず見て見ぬ振りをしてしまうこともあるでしょう。

などが出てきたら、
その奥には、
『親や周囲、過去生から植え付けられた制限（＝信念）
』
『幼少期や過去生における、何かしらの原体験（＝トラウマ）』

ブロックの存在自体に気付かなければ、ブロック解除ワークに取り組むどころの話ではありません。

などが存在している可能性大です。
そこで、
例えば、
「性に奔放な人を見ると怒りが湧いてくる」という場合、ほぼ確実に、
『性のブロック』を抱えています。

『機械的に、「これに当てはまったらブロックだ！」と判断できる方法』
『代表的なブロックの例』
を知っておくと、ブロック解除がやりやすくなります。

また、
「特定の音楽を聴くと、理由も分からないのに涙が出てくる」という場合、
その曲と、何かしらの『トラウマ』がリンクしているでしょう。

※本章で取り扱う内容は、「ブロックに気付くまで」に留めます。
ブロックの存在に気付いたら、そこから、第 6 章の【ブロックの核の掘り下げ】を行う必要があります。

ちなみに、『怒りの感情』の奥には、

5.2. 「自分の発している言葉」からブロックを探る

「自分が親から止められたことを平然とやっているその人が羨ましい」
「自分もそうなりたいのに、出来ない」

「機械的にブロックの有無に気付く方法」として、

などの『嫉妬』『羨望』などの感情が潜んでいることが多いようです。

『自分の発している言葉に注意を払う』
というやり方があります。

（ここで、「いや、そんなことは無い！」という感情が湧いてきたら、それは潜在意識の抵抗ですからね！）

例えば、自分が喋っている言葉の中に

こうした『感情』を掘り下げていくと、何かしらの『ブロック』が見つかりますし、
このブロックをさらに掘り下げていくと、『ブロックの核』に突き当たります。

「～しなければならない」
「～であるべきだ」
「当然～」
「常識として～」
「いつも～」
「みんな～」
「絶対に～」
「～に違いない」

なお、この『感情』を逆手にとって、『ブロックが外れたかどうかのバロメーター』にすることもできます。
第 2 章の【ブロックが外れたかどうかの確認法】の項でも書きましたが、
「ブロック解除をしたのに、まだ感情が揺れる」ということは、『そのブロックはまだ外れ切っていない』
ということですね。

などが出てきたら、
これ自体が『ブロック』であることがほとんどです。

『F1144・魔法使い養成学校』http://f1144.mahou-gakkou.net/

他、「大金を持つと不安になる」なども、
『お金のブロック』を抱えているからこそ起こることです。

45 / 78

『F1144・魔法使い養成学校』http://f1144.mahou-gakkou.net/

46 / 78

魔法の☆ブロック解除ワーク

魔法の☆ブロック解除ワーク
（コラム）
『ブロック解除』と『常識』

5.4. 多くの人が抱える『定番のブロック』
以下、よくありがちな『定番のブロック』を挙げておきます。

【ブロック解除ワーク】を行うことに対して、
「ブロックを外したら、常識外れな行動をするようになるのでは？」
「家族に対するブロックを外すことによって、家族を蔑ろにするようになるのでは？」

「勉強しなければならない」
「学校に行かなければならない」
「親のいうことは何でも従わなければならない」
「目上の人は敬わなければならない」
「神仏には手を合わせなければならない」
「お金を稼がなければならない」
「自分が稼がなければ生きていけない」
「出世しなければならない」
「好きなことは収入にならないに違いない」
「私はお金には縁がない」
「常にお客様は神様である」
「決して会社を休んではいけない」
「自分は生きている価値が無い」
「人前で上手く喋ることが出来ない」
「一日三食食べなければならない」
「他人の力を借りてはならない」
「他人と協力しなければならない」
「どんな人相手であっても仲良くしなければならない」
「一度約束したら、他の何を犠牲にしてでも守らなければならない」
「決して嘘をついてはならない」
「子どもは親の言うことを聞くべきである」
「結婚したら幸せになれるに違いない」
「子どもが出来たら、配偶者は変わってくれるに違いない」
「食費を削ればお金が貯まるに違いない」
「真面目に働けば評価されるに違いない」
「良い物を創れば売れるに違いない」
「金持ちはみんな嫌な奴に違いない」
「能力がある人は人格も優れているに違いない」
「ハイヤーセルフは万能に違いない」
「天使は清廉潔白で羽が生えているに違いない」
「悪いことをすると地獄に行くに違いない」
「肉を食べると波動が下がるに違いない」

などという不安を持つ人がいます。
しかし、基本的には、ほとんどの人にとっては、この心配は不要です。

『ブロックがある状態』というのは、
『無意識的に固定された反応を、反射的に行う状態』
のこと。
『ブロックが無い状態』というのは、
『状況に応じて、自分の意志で選択できる状態』
のことです。

具体例で言うと、『家族に対するブロックがある状態』というのは、
「親の都合を優先して、自分のやりたいことを我慢しなければならない」という一択しか無い状態のことです。
これが、ブロックが外れると、
「親の要望も分かるけど、このケースだったら自分優先だな」
「この場合は親の要望に添った行動をしよう」
などといった感じで、
状況に応じて、自分の意志で選択出来るようになるということです。

もちろん、『善悪の判断が全く付かない人』や、『社会性や良識をまるで身に付けていない人』であれば、
ブロックを外すことで、常識外れな行動を取るようになることは有り得ます。
しかしその場合、ほどなく事件やトラブルを起こして、再度、ブロックを埋め込まれることになるでしょう。

ひょっとしたら、この中には、「えっ！？それってブロックなの！？」と思うものもあるでしょうが、
ブロックかどうかを見極める思考実験として、
「命に関わるような極限のケースに追い込まれたとして、それでも、○○をしなければならないのか？」
「望んだことが何でも叶うとして、それでも○○は成立するか？」
「例外のケースは、ただの 1 件も存在しないのか？」

『常識や社会性が身につくまでの間、無用なトラブルに巻き込まれるのを避けるための、安全装置』
と捉えることも出来るのです。

という基準で考えてみると、
比較的手軽に、ブロックかどうかを判断することができます。
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魔法の☆ブロック解除ワーク


5.5. ブロック解除に対するブロック

ブロック解除と完璧主義

『ブロック解除ワークに取り組むのを先延ばしにする人』の、お決まりの台詞として、

ブロック解除を進める中で、

「環境が整ってから、ブロック解除を始めたいと思います！」
「完璧にマスターしてから、ブロック解除ワークに取り組みます！」

『ブロックを外すのを妨げる要因（＝ブロック解除に対するブロック）』
というものに出会う機会があるかと思います。

などというのがあります。
ですが、これらは、思いっきり『潜在意識の防御機能』の手口に引っかかっています。

これに引っかかると、
「そもそも、ブロックを外そうという気になれない」
「ブロックを外そうとすると、モヤモヤして集中できない」
「ブロックを外すこと自体に対する抵抗や、無力感が湧いてくる」

新たに技術を身に付けようと思ったら、失敗と試行錯誤を繰り返しながら上達していくしかありません。
自転車に乗るにしても、料理を作るにしても、上手な人は山のような失敗も積み重ねているもの。
A-Ki 自身、最初から効率の良いブロック解除が出来たわけではないのです。

などということが起こり、
ブロック解除に対する言い訳が次から次へと出てきます。

それを、失敗することなく、それでいて完璧にこなそうなんて、そもそも無理な話です。
よくある『言い訳』の例としては、
「人間関係のブロックを外したら、人前に出る機会が増えるに違いない。それは嫌だ」
「お金のブロックを外したら、仕事が忙しくなって自分の時間が無くなるに違いない」
「ブロックを外したら、ドラマチックな体験が出来なくなって、人生に張りが無くなるに違いない」
「自分にはこのブロックを外せるはずがないから、無駄なことは止めておこう」

特に、『このテキストで紹介しているブロック解除ワーク』の素晴らしい点の１つは、
「（炎の浄化ワークで）ブロック以外のものを燃やしても無害」
「（感情を感じ尽くすワークで）ブロック以外のものを感じ尽くしても無害」
というところ。

などなど。
そもそも、「～に違いない」と言っている時点で、それがすでに思い込みなわけですが、当の本人は、そこにな
かなか気付けないことが多いようです。

ですから、安心してチャレンジし、たくさん失敗しながら上達してください！


今後、もし、
「いまいち、ブロック解除の調子が上がらないな」と感じたら、

「ブロックを発見したら、必ずブロック解除を行うべき」というブロック

『ブロック解除に対するブロック』の変形で、

「ブロックを外すのを止めているのは、ひょっとしたら、これもブロックかもしれない」

『「ブロックを発見したら、必ずブロック解除を行うべき」という信念』

と、思い返してみてください。

も、割とよく見かけます。

このことを『知識』として知っておくだけでも、ある程度は予防できることでしょう。
しかし、本書でも繰り返し書いていますが、「ブロックは、敵ではなく、味方」であり、
中には、
『今まさに本人がメリットを享受しているブロック』というものも存在し得るのですから、
「必要に応じて、『あえて、ブロックを外さない』というのがベストなケースもある」

なお、場合によっては、
「『（ブロック解除を妨げている要因）を特定するのを妨げている要因』を特定するのを妨げている要因」
・・・

のです。

という感じで、延々と続いているケースもあります。
（仮にもし、
『外すべきではないブロック』を外したとしても、
その直後にまたすぐ同じブロックが創られることになるので、致命的な実害は無いのですけどね・・・(^^;）

とはいえ、これにも必ず限度はあります。
ブロックの量は膨大ではありますが、決して無限ではないのです。
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6. 『ブロックの核』の掘り下げ方

6.2. 「ブロックの掘り下げ」の基本的な考え方
先にも書いた通り、最初に『ブロックの核』が存在し、そこから『ブロックの原体験』が創り出され、
それらを覆うように、他のブロックが創られていきます。

6.1. 『ブロックの核』と『ブロックの原体験』について
第 2 章【ブロック解除の基礎知識】の『ブロックの構造と仕組み』でも触れましたが、
ブロックは『層構造』になっており、１つのテーマについて、幾重にもブロックを重ねています。

と、いうことは、逆に、『ブロックの核』を探りたければ、
手近なブロックを取っ掛かりにして、

そして、テーマごとに、『ブロックの原体験（トラウマや信念が創られた要因となる事件）
』と、
『ブロックの核（ブロックを産み出している源泉）』というものが存在します。

「より、目を背けたいことは何か？」
「より、過去の問題は何か？」
という感じで掘り進めていけば良いということになります。

『ブロックの核』が、
その他のブロックを
産み出している

ブロック A
ブロック B
ブロック C
ブロック D
原体験

ブロック A
ブロック B
ブロック C
ブロック D
原体験

ブロックの核
1 つの核が、複数の原体験を創ることもある

掘り下げる順
創られた順

ブロックの核

強烈で悲惨なブロックの数々を産み出している『ブロックの核』は、
果たしてどれほど醜悪な存在なのかと思いきや・・・

ブロックの掘り下げを行う際には、
『取っ掛かりとなるブロック』（＝上の図のブロック A）に対して、
「何が問題？」
「その体験と同じ恐怖を味わった、一番古い記憶は？」
「その時、何を感じた？」
「具体的に言うとどういうこと？」
「それを続けるとどうなる？」
「それを止めるとどうなる？」

意外や意外、ブロックの核に辿り着いた人の多くは、
「綺麗な女神が出てきた」
「可愛い妖精が出てきた」
「この世のものとは思えない、素晴らしい光に遭遇した」
などと、口を揃えて言うのです。

などの質問を駆使して、
どんどん突っ込んでいきましょう。

A-Ki 自身の経験としても、『ブロックの核』に辿り着いたときの感覚は、
『手放したかったはずの問題に対して、「もうちょっとこれで遊んでいたい」という想いが湧いてくる感覚』
『これまで苦しくてしょうが無かった問題に対して、「感謝の気持ち」が湧いてくる感覚』
『ヘドロの奥から光が湧き上がってくる感覚』

（※ここで行うのは、あくまでも「揺さぶりのための質問」であって、
現実で何かを続けたり止めたりすると、また別の不都合が出てくる可能性があります。
『現実世界』『物質世界』においては、『良識ある大人としての行動』を心掛けましょう）

などでした。

なお、掘り下げの過程では、『潜在意識の抵抗』（恐怖心や怒り、悲しみなど）が出てきますが、
実は、
『多くの人がブロックの核だと思い込んでいるもの』というのは、単なる『ブロックの原体験』であって、
その奥に、『本当のブロックの核』が、存在しているのです。
そして、ブロックを敵視しているうちは、ブロックの核を決して見つけることが出来ないものなのです！
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『抵抗が強くなればなるほど、核に近づいている証拠』
ですから、
強烈な抵抗に遭遇した際には、ぜひこのことを思い出してくださいね！
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6.3. 「ブロックの核」の手放し方

6.4. 『無価値感』と『罪悪感』について

『ブロックの核』に辿り着いたら、

現代のスピリチュアル業界の感覚とは真逆ですが、高次の世界では、

「その『核』を中心に据えて、【感情を味わい尽くすワーク】を行う」

「どうやったら上手に波動を下げることが出来るのか？」
という研究が、
日夜、行われていました。

という要領で、
核を手放す（＝ブロックを産み出すのを止めてもらう）ことができます。

そして、長年に渡る研究の結果、
もし、『チャネリング』が出来るのであれば、
「ブロックの核との対話」を行い、核を説得することで、
ブロックを創り出すのを止めてもらうと良いでしょう。

「波動を最も効率良く下げることが出来るのは、『無価値感』と『罪悪感』の２つである」
ということが判明し、
この『無価値感』『罪悪感』から派生するように、数々の『信念』や『トラウマ』が創られていったのです。



スピリチュアルな観点から見た『ブロックの核』の背景
つまり、
『無価値感』『罪悪感』は、ブロックの核に近いところに存在していることが多いということであり、

『ブロックの核』というのは、実は、一種の『ガイド』
（高次のサポート役の存在）です。

「自分なんて価値が無い」（＝無価値感）
「自分は生きている資格がない」
（＝罪悪感）
第 2 章【ブロック解除の基礎知識】の『ブロックの存在理由』でお伝えした通り、
以前は地球の波動が低く、自分の波動を下げなければ地球に降り立つことが出来ませんでした。

などが出てきたら、順調に核に近づいている可能性が高いということになります。

そこで、『とある有志の高次の存在』が、あなたのエネルギー体の中に入り込んで、
『ブロックの核』（＝地球に波動を合わせるための重りの役割）となることを買って出てくれたのです。

もちろん、ブロックを創るよう依頼したのは、他ならぬ『あなた（あなたのハイヤーセルフ）』であり、
『ブロックの核となる存在』は、その『生まれる前に交わした約束』を、忠実に叶え続けてくれているのです。

なお、
『典型的な掘り下げの失敗パターン』（ブロックの防御機能の手口）として、
『「自分には価値が無い→自信が無い→生きる資格が無い→価値が無い」という無限ループ』があります。
もしこのループにはまっていることに気付いたら、
「価値が無い中でも、特に、自分の中のどの部分が、一番価値が無いのか？」
「特に、どの分野において、価値が無いと思うのか？」
「生きている資格を失った直接の原因となっている事件は何か？」

（そして、その『約束』の中に、「簡単に外れないように！」というのも含まれているわけですね(^^;）

などといった質問を行い、
具体化して掘り下げる（『１つの具体的な事件』に深く向き合う）ことが必要になります。

と、いうわけで、『ブロックの核』は、
今でも、

あなたのために、
あなたの役に立ちたいと思って、
あなたを愛するが故に、

（コラム）安易にスピリチュアルに原因を求めない

一生懸命、ブロックを創っています。

スピリチュアル業界には、何かあると、すぐに、『過去生』や『霊障』などに原因を求めたがる人がいます。
しかしそれは、多くの場合、単なる『思考停止』『逃げ』です。

ただ、
「時代が変わったので、もう、そのブロックは不要になったんだ」ということを知らないだけなのです。

現実的な掘り下げを駆使して、自分の内面に深く向き合って、なお、思い当たる原因が一切無い場合、
そこで初めてスピリチュアル的な原因を疑うくらいでちょうど良いでしょう。

（※『自分を守るための道具』『ハイヤーセルフの遊び道具』という点に関しては、現在でも機能しています。
『説得』するにしても、一筋縄ではいかないケースも有り得ますので、十分注意して臨むようにしましょう）
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当たり前ですが、過去生が原因では無いのに、いくら過去生救出ワークを行っても、何の効果もありません。
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6.5. ブロックの掘り下げの例

主訴：『ブログなどで顔や名前が公開されるのが嫌』

以下は、『ブロック解除セッションで行った実際の掘り下げ』の例です。



主訴：『自分に自信が無い』

Ｑ．「顔や名前が公開されることによって、想像出来る限りの『起こり得る最悪のケース』は？」
→子どもに被害が及ぶかもしれない。
誘拐されたり、殺されたりするかもしれない。
Ｑ．「子どもに被害が及ぶのと、その他の存在に被害が及ぶのは、どちらがより許せない？」
→子どもに被害が及ぶくらいなら、自分が身代わりになる。
→親に被害が及ぶのも許せないけれど、より子どもに被害が及ぶ方が許せない。

Ｑ．「自信が無いといっても色々あるだろうけれども、特に、何において一番自信が無い？」
→コミュニケーションに自信が無い。
複数の信念（～ねばならない）が
Ｑ．「コミュニケーションで、何が起こるのが一番嫌？」
組み合わさって、主訴が構成されている
→人からの発言で傷つくのが怖い。
→出来ることなら、誰とも接したくない。
→誰とも接したくないが、それでも人と接して行かなければならない。
Ｑ．「誰とも接しない生活をしないのは何故？」
「誰とも接しないと何が困る？」
→誰とも接しなかったら、生活に必要なお金が入ってこない。
お金が入ってこないと死んでしまう。
Ｑ．「生活に必要なお金が入ってこないと何が困る？」
→家族に迷惑をかけたくない。
親より先に死んではいけない。

Ｑ．「自分の子どもに被害が及ぶのと、他の人の子どもに被害が及ぶのは、どちらがより許せない？」
→同じくらい。
子どもに危害を与える人間を根絶したい。
Ｑ．「子どもに危害を与える人がいると、（自分の中で）何が困る？」
→子どもに危害を与える人間がのうのうと過ごしている矛盾が許せない。
Ｑ．「自業自得で子どもが危害を受けた場合など、矛盾が無い場合はどのように感じる？」
→矛盾がなければ納得出来る。
Ｑ．「幼少期の頃、『矛盾だ！』と強く思った経験は？」
→周りの大人が、自分の母のことを好きなのにもかかわらず、辛く当っていた様子。
母をしがらみから解放してあげたかったけれど、1 歳の時の私にはその力が無かった。

ブロックの原体験 ＝ トラウマ
ブロックの原体験 ＝ 無価値感、罪悪感

Ｑ．「身内で、親より先に死んだ人は？」
→８年前、兄が親より先に他界した。
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（コラム）ブロック解除ワークが不適切なケース

主訴：『自分の商品（描いた絵）に安い値段を付けてしまう』

【ブロック解除ワーク】とは、あくまでも『不必要に踏み込んでいるブレーキを外すためのワーク』です。
ですから、
『目標設定が不明確』
『勉強不足（知識・スキルが足りていない）』
『行動不足』
『病気や怪我に起因する問題』
などの場合、
いくらブロック解除ワークを行っても、効果はありません。

『車』をイメージしてもらうと分かりやすいかと思いますが、
「（目的地が定まっていないのに）目的地に着かないのはブレーキのせいだ！」
「（アクセルを踏んでいないのに）目的地に着かないのはブレーキのせいだ！」
「（エンジンが故障しているのに）目的地に着かないのはブレーキのせいだ！」
などというのは、おかしな話ですよね(^^;

Ｑ．「値段を高くすると何が問題？」
→高くすると買ってもらえないに違いない。
→自分だったら絵は買わない。（絵に限らず、自分で出来ることにはお金は出さない）
→自分の絵の価値が自分で分からないので、いくらにして良いのかそもそも分からない。
→仕事として絵を描くと、注文が多くて楽しくない。
→絵を評価されたくない。評価されると自由に描けなくなる。

また、
「未知の状況にチャレンジする際に、足がすくむ」という場合にも、ブロック解除ワークは不適切です。
潜在意識の『現状維持メカニズム』は、とにかく現状を維持しようとするわけですから、潜在意識の仕組み上、
ブロックの有無に関わらず、『未知の状況』『現状からの変化』に対しては恐怖心が出てくるものなのです。

Ｑ．「例えば、A-Ki が『普段の 10 倍のお金を払うから絵を描いて』と言ったらどう感じる？」
→プレッシャーに感じる。

なので、新たなチャレンジを行う際には、「怖くても行動する」というのが大事になります。

Ｑ．「今感じているプレッシャーと、似たようなプレッシャーを、過去に感じたことは？」
→会社の立ち上げ時に感じたプレッシャーに似ている。

さらに、このテキストで言うところの【ブロック】とは、
「『トラウマ』
『信念』
『過去生からの影響』の３つのうち、いずれか（あるいはそれらの組み合わせ）により、
思考や行動をする際に、何らかの形で『制限』『抵抗』『不都合』が出てくること」

Ｑ．「会社の立ち上げ時の状況や、その時の想いは？」
→元々別の人が対応する部分だったのに、自分が対応することになり、
仕事が出来る人から見れば、その時の私は凄くもどかしかったのではないかと思う。
出来る人の足を引っ張ることに対して、申し訳ないと感じた。
Ｑ．「出来る人の足を引っ張ると何が問題？」
→周りに迷惑が掛かる。

を、指していますから、
そもそもの話として、
「『本当は困っていないのに、困っていると錯覚している場合』も、ブロック解除ワークは適さない」

ブロックの原体験 ＝ 過去生

ということになります。

Ｑ．「周りに迷惑をかけると何が問題？」
「過去生において、同じように周りに迷惑をかけた体験は？」
→過去生で、『自分が足を引っ張ったせいで、たくさんの人が死んだ』ということがあった。

『F1144・魔法使い養成学校』http://f1144.mahou-gakkou.net/

【ブロック解除ワーク】は、確かにパワフルなワークですが、それはあくまでもブロック相手に限っての話。
「この問題はブロックによるものなのか？」というのを分析・検討し、適切な対応を心掛けましょう。
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トラウマ要因の掘り下げチェックリスト

【分野の切り分け】
そのトラウマが「どんな分野で創られたものか」「どんな感情を伴っているか」を切り分けます。

『トラウマの解放』を行うにあたって、
チャネリングのスキルを用いて、
「このトラウマ（ブロック）の奥にある原因を教えてください」
「このトラウマが創られたのは、いつ頃ですか？」
などと尋ねても、
必ずしも答えが返ってくるとは限りません。（これですぐに原因が分かれば、一番手っ取り早いのですが(^^;）

そうした「トラウマの原因を探すのに難航してしまう」という場合に、
「トラウマの原因に関する『時間軸』『分野』
『他者との関係性』において、
キネシオロジーやダウジングを用いて、リストに沿って総当たりで YES/NO チェックを行い、
それぞれ、一番強く反応する『要因』をピックアップする。
そして、その『候補』に対して、『そこから連想されるものは何があるか？』を探っていく」

・無価値観
・罪悪感

※トラウマによっては、『複数分野にまたがって反応が出るもの』も存在しますが、
この切り分けはあくまで「手がかり」「取っ掛かり」なので、どれから掘り下げていっても構いません。

と、することで、
トラウマの原因を掘り下げるための『手がかり』を、容易に掴むことができます。

※『無価値観』『罪悪感』は、他のブロックを包括するため、『「その他」的な位置づけ』となります。

【時間軸の切り分け】

【他者との関係性】

『そのトラウマが出来た時期』を、キネシオロジーやダウジング（YES/NO チェック）で切り分けます。
・今生のトラウマ？
・過去生のトラウマ？

・怒り
・悲しみ
・恥ずかしさ
・逃避
・挫折
・恐怖
・苦痛
・恨み
・孤独感
・敗北感

・人間関係
・お金
・性
・争い、戦争
・事故
・襲われた
・虐待
・裏切り
・拒絶
・処罰、冤罪

今生の場合

過去生の場合

→小学校以前？
→小学生？
→中学生？
…

→1 年生？
→2 年生？
→3 年生？
→○歳の頃？
…

トラウマが人間関係によって創られた場合、『そのトラウマに関わっている人物は誰か』を切り分けます。
・親
・子ども
・配偶者
・兄弟
・先祖（祖父母以前）
・子孫（孫以降）
・親戚
・それ以外の家族

→紀元前？紀元後？
→西暦○年以前？
…

・友人
・同僚
・上司（主君、師匠）
・部下（使用人、弟子）
・愛人

・それ以外

年代の切り分けは、「最初は大まかな質問で、範囲を絞り込んでいく」ようにすると効率が良い。
（例）
トラウマが出来たのは紀元後？ →YES：紀元後。NO：紀元前
┣（YES）西暦 1000 年以前？ →YES：西暦 0～1000 年。NO：西暦 1000 年以降
┃┣（YES）西暦 500 年以前？ →YES：西暦 0～500 年。NO：西暦 500～1000 年
┃┃┣（YES）西暦 300 年以前？ →YES：西暦 0～300 年。NO：西暦 300～500 年
┃┃ …
┃┗（NO）西暦 1500 年以前？ →YES：西暦 1000～1500 年。NO：西暦 1500 年以降
…

【セッション時のリストの使い方】
ブロック解除・トラウマ解放のセッションで、クライアントに対してこのリストを活用する際の手順は、
「セラピストが、リストを用いて『クライアントのトラウマの、要因の候補』をピックアップした後、
クライアントに対して「この要因に関して、思い当たることはありませんか？」と質問し、
出来るだけクライアント自身に『トラウマの原因』を特定してもらう」
という流れが望ましいでしょう。

※高次の世界においては『時間と空間の概念』が存在しないため、必ずしも、情報の精度は高いとは限りません。
特に、ガイドやハイヤーセルフに尋ねる場合、時間軸に関しては、答えを過信しないことも大事です。

『F1144・魔法使い養成学校』http://f1144.mahou-gakkou.net/

59 / 78

本当の意味でのトラウマ解放を行うためには、
「クライアント自身に向き合ってもらう」という姿勢が必須です！
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7.2. ブロック解除リーダーに必要な資質・能力

7. ブロック解除リーダー（指導者）に向けて

ブロック解除リーダーに求められるのは、主に、以下のような要素です。
本章は、
『主に、「私もブロック解除ワークを提供していきたい！」という人に向けての章』ですが、
提供側になるつもりが無い人であっても、



『自分自身のブロックをしっかり外しておくこと』



『ブロックの防御機能について、理解し、腑に落としていること』



『ラポール（信頼関係）を築く能力』



『洞察力』



『ブロックを掘り下げる力』



『必要に応じて、厳しく指導・指摘する力』



『チャネリング能力』

（自分がブロックを抱えていると、相手が同じ分野のブロックを持っている場合に見抜けない）

『「この人にブロック解除をサポートしてもらって大丈夫？」という判断の指針』
として使えますので、ぜひ、目を通してみてください^^

（クライアントが『ブロックの防御機能』に惑わされたときに、いち早く気付ける力）
（クライアントから信頼され、「この人にサポートしてもらいたい」と思わせる能力）

7.1. 『ブロック解除ワークを提供する側』が覚悟すべきこと

（「相手がブロックを持っているかどうか」や、「ブロックが外れたかどうか」の判断に必要な能力）
未開の地に踏み込む際、最初にそこに行く人は、
道を切り拓き、足元を踏み固めながら、時間をかけて一歩一歩進んで行かなければなりません。

（【炎の浄化ワーク】を効果的に行うための力）

しかし、後から通る人は、すでに整備されている道を、楽々と通るだけで良いのです。
（実際には、言うほど楽な道ではありませんが・・・(^^;）

（クライアントがブロックから目を背けようとしたとき、ワークに引き戻す力）
（【過去生救出ワーク】のサポートや、『ハイヤーセルフの説得』のために必要な能力）

ブロック解除に初めてチャレンジする人であっても、
『ブロック解除に慣れた人』にサポートしてもらうことで、
スムーズにワークに取り組むことが出来ます。
そういう意味で、『ブロック解除ワークを提供する』というのは、素晴らしい価値を提供することになります。

もちろん、これ以外にも『ブロック解除に関する枝葉の知識』などを身に付けているに越したことはありません。
しかし、極端な話、
『テキストをダウンロードできる URL を教えて、
「これを読んで予習しておいて！」と伝えれば、
リーダーは、知識の伝達以外の部分に集中することが出来る』

ただし、「私自身がブロック解除ワークを通して素晴らしい体験をしたから」というだけでは、
ブロック解除ワークのリーダーとして活動するには不十分です。

ということになります。
当たり前ですが、ワークを提供する側として「あなたのブロック解除をサポートします」と名乗りを上げると、
『ブロックでガチガチの人』が、助けを求めて集まってきます。
一方、
『テキストだけで提供するにはどうしても限界があるもの』としては、
そして、第 3 章【顕在意識と潜在意識】でもお伝えした通り、
クライアントが、口ではいくら「変わりたい」
「ブロックを外したい」と言ってきたとしても、

『固有の状況への細かな対応』
『ワークが成立しているかどうかの見極め』
『ブロックの炙り出し』

『クライアントの潜在意識は、「変わりたくない」と思っているもの』
です。

などがあり、
リーダーにサポートしてもらいたいのは、まさに、こうした、『文書化出来ない部分』なのです。

断言しても良いですが、ブロック解除リーダーとして本格的に活動すると、いつかは必ず、
『セラピストを攻撃してくるクライアント』に出会うことになるでしょう。
これらの資質や能力は、基本的には全て、実践経験やトレーニングで身に付けることが出来るものですが、
一朝一夕で身に付くようなものでもありません。

それを踏まえた上で、「それでも私はワークを提供していきたい！」と、思えるのでなければ、
無理にセラピストとして活動するのではなく、本テキストを紹介するに留めるのが無難です。
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7.3. ブロック解除リーダーになるために必要な学びについて

7.4. ワークショップ開催時、リーダーが提供すること（参考例）

ブロック解除ワークを提供する以前の問題として、

【ブロック解除のワークショップ】を開催する際には、例えば以下のことを提供すると良いでしょう。

『自分自身がまだブロックでガチガチなのに、
「あなたのブロックを外します！」などと喧伝しても、
何の説得力も生まれないもの』



ですから、
とにかくまずは、セラピスト志望云々よりも先に、

『ブロック解除についての講義（最低限の知識＋イベントならではの部分）』

ホワイトボード等を使って、テキストとは別角度でブロック解除に関する講義を行う。
特に、以下の項目について重点的に伝えると良い。
「ブロックの定義」
「ブロックの構造」
「ブロックの防御機能」
「ブロックは、敵ではなく、味方」
「好転反応について」
「よくあるブロックの例」
「自分の体験談」

「何か１つでもワークのやり方をマスターし、自分のブロックを徹底的に外すことが必要」
です。

ちなみに、A-Ki の経験上、
『ブロック解除ワークを求めてやってくる人』の中には、
『お金のブロックを抱えている人』
『人間関係のブロックを抱えている人』
『性のブロックを抱えている人』



というのが多いようですので、
これらの分野に関しては、特に重点的にブロックを外しておくことをおすすめします。

『テキストの読み合せ』

声に出してテキストを読む（参加者に音読してもらう）。



『ブロック解除のサポート』

「（トラウマや信念の）さらにその奥にあるのは？」と、追いかけるのを手伝う。
ブロックから目を逸らそうとしたときに、目を向けさせる。
ブロック解除から逃げようとしたときに、引き止める。

その上で、ブロック解除ワークの『テキスト外のスキルやノウハウ』に関しては、
『セラピストになるための学び』
『カウンセラーになるための学び』


などと通じる部分が多々ありますので、
市販の参考書やセミナーを併せて活用すると良いでしょう。

『ブロックが外れたかどうかのチェック』

キネシオロジーやエネルギー反響チェック、感情の揺さぶりにより、ブロックが外れたかどうかを探る。
様々な角度から「炙り出し」を行い、本当にブロックが外れているかどうかチェックする。

また、クライアントの感情に巻き込まれないためには、
少なくとも、



「『クライアントの感情』と、『自分の感情』とを、分けて捉えることが出来る（『健全な境界線』が創れる）」
「クライアントから不当な悪意を向けられても、折れない自分でいられる」
という程度の『健全な離別感』『精神力』も必要ですが、
これらは、日常の対人コミュニケーションの中で鍛えていくことが出来ます。

『炎の浄化ワーク×３セット』『エネルギーデトックスワーク×１０セット』

ブロック解除ワークは、同じテーマにおいて間を空けずに複数回行うと効果的だが、
独習の際にそこまでやる人は非常に少ないので、その機会・環境を創る。



『過去世の救出ワーク』

チャネリングの技術を用いて、相手のガイドとの橋渡し役を行い、過去生救出ワークを提供する。
テキストに載っていないワークなので、「イベントに来た甲斐がある」と感じてもらいやすい。
一応の目安としては、
「『過去の自分』（ブロックが外れる前の自分）がセッションを受けに来たとしても、確実に対応できる」
というくらいになれば、駆け出しレベルのブロック解除リーダーとしては、とりあえず及第点
と、言えるかと思います。
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『「波動の高い水」をたくさん飲ませる』

エネルギーワーク・エネルギーカードを用いて、「浄化のエネルギー」を入れた水を飲んでもらう。
お土産として、エネルギー水をペットボトルに入れて持たせるのも喜ばれる。
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7.5. ブロックの存在チェックについて
セッションを行う際には、まず、
『ブロック解除ワークに取り組む前の状態（Before）
』のチェックを行い、
ワーク後に、再度、
『ブロック解除ワークに取り組んだ後の状態（After）』をチェックしましょう。

『筋反射テスト（キネシオロジー）
』による、ブロックの存在チェック

クライアントに、
『ブロックに関する情景（お金に困ったシーンや、ケンカのシーン、口癖を言っている状況）』
などを思い浮かべてもらいつつ、腕を押し下げることによって、ブロックの有無を探ることが出来ます。

この『Before／After での変化』を測ることで、

「ブロックがあったら力が抜ける」と、
意図で設定してから腕を押し下げる

「今回の、このワークで、ブロックが外れたんだね」
というのを確認することが出来ます。

ブロックがあると、押し下げに抵抗できない

『スピリチュアル業界』では、「目に見えないもの」を扱うことが多いですが、
『結果の「見える化」
』を行うことで、『ワークに対する確信』や、『自信』を養うことが出来ます。

ただし、第 2 章でもお伝えした通り、「ブロックは層構造になっている」ため、
外したブロックの奥に、さらに同じブロックが、形を変えて根深く存在していることも有り得ます。
例え After の反応が出なくなっても、それはあくまでも『今回フォーカスしたブロックに限っての話』なので、
誤解を生まないためにも、
「これで全部ブロックは外れました」という伝え方は避けるのが無難でしょう。



筋反射テストは、あくまでも「チェックのための手法」であり、力比べではありません。
検査役が結果をコントロールしようと思えば、いくらでも操作出来てしまいます。
また、筋反射テストを本格的にセッションで使用するためには、
『ブロッキング』『スイッチング』『水分不足』『気の乱れ』などによる精度低下にも注意する必要があります。
精度の高い筋反射テストを行うためには、それなりの知識と練習が必要です。

『感情の揺さぶり』による、ブロックの存在チェック

これまで紹介してきた『ブロックを見つけるためのノウハウ』
『ブロックを掘り下げるためのノウハウ』などは、
そのまま、『ブロックの存在チェック法』としても使用できます。



【視覚タイプの人（オーラやビジョン、エネルギーが見えるタイプの人）】は、
『オーラを観る要領』で、「相手のブロックをエネルギー的に透かすように観る」ということを行うと、

例えば、【感情を辿ってブロックを探る】の要領で、
「お金のブロックを外しに来た人に、ワーク後、お金の話をする」
「性のブロックを外しに来た人に、ワーク後、セクシャルな話題を振る」
「それまで相手が逸らそうとした話題に、あえて目を向けてもらう」

「ブロックの存在する部分が、陰って見える」
「ブロックの存在する部分が、黒く見える」
「ブロックの存在する部分が、淀んでいるように見える」

などを行うことにより、
『クライアントの感情が揺さぶられるかどうか』で、ブロックの有無を確認することが出来ます。

と、いったような形で『認識』出来ます。
さらに、これらの箇所において、チャネリングのスキルを用いて「この箇所がこう見える原因は何ですか？」と、
ガイドやハイヤーセルフに問いかけていくことで、ブロックの原因を掘り下げていくことも出来ます。

この炙り出しを行っても、「感情が揺れない（耐えられるのではなく、揺れない）」というのであれば、
ひとまずそのブロックは（少なくとも、表面的な部分は）外れたと判断出来ます。

なお、
『感情を上手にコントロール出来ないクライアント』に対して炙り出しを行う際には、
一気に揺さぶるのではなく、クライアントが受け入れられる分だけ、徐々に炙り出していくことが必要です。
また、感情を揺さぶることによって、相手のブロックが反応し、リーダーに怒りを向けられることもあるので、
予めその旨をクライアントに伝えておくことが望ましいでしょう。
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『エネルギー反響チェック』による、ブロックの存在チェック

【体感覚タイプの人（エネルギーを、熱さやピリピリ・ビリビリ感で感じるタイプの人）】は、
『イメージ』や『キーワード』を相手に投げ掛け、
『跳ね返ってきたエネルギー』の「空気が軋む感覚」「場が凍る感覚」などを捉えることにより、
ブロックの有無を探ることが出来ます。
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（コラム）性の分野を扱えないライトワーカーは欠陥品

7.6. ブロック解除リーダーに向かない人
『自称・セラピスト』の中には、

なかなか刺激的なタイトルのコラムですが（笑）

『自分が感謝されたいがために、セッションを行う人』
『自分が尊敬されたいがために、セッションを行う人』
『クライアントを救うことによって、自分の存在価値を見出そうとしている人』
『相手を自分に依存させるようなセッションを行う人』
『お互いの傷を舐め合うようなセッションをする人』

これは、『有料メールセミナー』の【セクシャル×スピリチュアルコース】でお伝えしているタイトルで、
要点だけピックアップすると、

という人たちが、少なからずいます。

・・・まあ、最初はそんな不純な動機から始めて、途中で目を覚ますというのも、それはそれで良いのでしょう。
また、例えば、



「『性のブロックでガチガチの人』は、相手が性のブロックを持っていても気付けない」



「本当の意味でスピリチュアルを学んでいこうと思ったら、セクシャルの分野は、避けては通れないもの」



「スピリチュアルなことを突き詰めていくと、どこかで男女の営みの話は出てくるもの」



「ご神体として、性器を模ったものを祭っている神社が実在する」



「性の分野を扱えない人は、自分の親子間の問題を解決できていないライトワーカー」

・・・と、いう感じです。
（詳しく学びたい方は、【セクシャル×スピリチュアルコース】を受講して学んでくださいね^^）

『「依存したい信者」と、「依存させたい教祖」の間で、「共依存」が成立している世界』
というのもありますから、
感謝や尊敬だけを求める人は、そうした世界に進んで入るのもまた一興でしょう。

以下、実際に A-Ki 自身が遭遇した『事件』のシェアとして・・・

ある日、A-Ki の友人のあるセラピスト（A さん）が、別の友人セラピスト（B さん）に対して、
「B さんって、性のブロックがありますよね」と、指摘したのですが。

ブロックには、『ハイヤーセルフの遊び道具』という側面もありますから、
そうした『地球ならではの遊び』に熱中すること自体に対して、とやかく言うつもりはありません。
しかし、
【ブロック解除ワーク】とは、『自分の内面に向き合うワーク』
『自立のためのワーク』であり、
『依存』や『共依存』は、
「ブロック解除ワークの対極に位置するもの」ですので、両者は相容れないものです。
（これは、良い・悪いといった問題ではなく、
「水と油」「住み分け」の問題です）

それを不満に思った B さんは、別の『性のブロックでガチガチのセラピスト』（C さん）に見てもらって、
C さんから、「あなたには性のブロックはありません」と太鼓判を押してもらってきたのです。
そして、B さんは、
「信頼の置ける C というセラピストに見てもらって、性のブロックが無いと言われたから、
俺には性のブロックは無いんだ！」

なので、少なくとも、上に挙げたような人は、
『ブロック解除リーダー』には向かないということになります。

と、主張するわけです。
さらには、激昂した B さんは、
「君のガイドは、実は低級霊だ！」
「A さんに付いている天使はニセモノで、蛇が化けているんだ！」

ちなみに、スピリチュアル的な観点からすると、
『「救いたい人」の願望を叶えるために、「救われなければならない人」が創られる』

などと言い出してしまい・・・。

ということであり、
実は、高次の世界では、

結局、A さんと僕は、B さんのブロックを炙り出したことで『攻撃』に遭い、疎遠になってしまったのです。
（そしてこの件は、しっかり僕のトラウマになっていたので、テキストを書きながら解放したわけですが（笑））

「私、『誰かを救うという体験』をしてみたい！」
「じゃあ、僕が『救われなきゃいけない人』の役をやってあげるよ」
などというやり取りが行われているものです。
つまり、
『救済型のセッションをする』というのは、ある種の、『壮大な自作自演・自己満足』なのです。
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「『性のブロック』というのは凄まじく強烈で、ブロックから目を背けるためなら手段を選ばないものだ」
というのが、改めて身に染みた体験でした(^^;
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8. よくある質問とその回答



Ｑ．ブロックかどうか確信が持てない場合に、とりあえずワークをしてもいいのでしょうか？

本書で紹介しているワークには、
本章では、『ブロック解除を行うにあたってよく聞かれる質問』について、予め答えておきたいと思います。



「（炎の浄化ワークで）ブロック以外のものを燃やしても無害」
「（感情を感じ尽くすワークで）ブロック以外のものを感じ尽くしても無害」
という特徴がありますので、
「ひょっとしたらブロック？かも？？」という程度でも、とりあえずワークを行って構いません。

Ｑ．ブロック解除できる自信がありません。本当に私でもブロックを外せますか？

『ブロック解除』を行うにあたっては、
「自信が無くても、不安でも、信じていなくても良いから、とりあえず実践すること」が大事です！

もし仮に、『外すべきではないブロック』というものが存在したとして、
それを無理やり外したとしても、またすぐに同じブロックが創られるだけですので、
そういった意味でも心配不要です。

車の運転でもそうですが、例え仮に
「こんな鉄の塊が動くなんて信じられない」
「私は車を動かす自信なんて無い」

確証無しにブロック解除ワークに取り組むのは、一見、非効率な行為に思えますが、
実は、一番無駄なのは、
「ワークをするかどうかを考え込んで迷っている（止まっている）時間」です。

などと思っていても、

ですから、

『エンジンをかけて、アクセルを踏めば、とりあえず車は前に進むもの』

『気になったら、とりあえずブロック解除ワークを行って、さっさと手放して次に進む』

ですよね。

というのを心掛けていきましょう。
ブロック解除も同様に、
「私に出来るとは思えない」
「そんなことが出来るなんて信じられない」



Ｑ．ブロック解除って、どれくらいの頻度で、何日くらいやればいいんですか？

そもそも、ブロック解除は、部屋の掃除と同じく、『出来れば毎日、一生続けるもの』です。

と、思っていても、
（そのブロック解除ワークが「ホンモノ」であれば）
『ワークの通りにやれば、ブロックは外れるもの』

例えば、

なのです。

「自分で散らかした覚えが無くても、いつの間にか部屋にホコリが積もっている」
「大掃除でカンペキにキレイにしても、翌日になったら、またうっすらとホコリが積もっている」
などというのと同じように、

たまに、「ワークをカンペキに出来る自信がついたら、ブロック解除を始めます」という人がいますが、
残念ながら、そんな日は永遠にやって来ないでしょう。

「物質世界で生きている以上、日々、ブロックは積もり生まれるもの」
なのですから、
一応の目安としては、

必要なのは、自信ではなく、行動なのです。

「『歯磨き』や『入浴』と同じ感覚で、ブロック解除を日々の習慣にすると良い」
でしょう。
もし、どうしても一人で行動・実践できなければ、ワークショップに参加するなどして、
熟練者に直接指導してもらうことをおすすめします。
また、時には、『衣替え』『年末の大掃除』などと同じような感覚で、
定期的に、大掃除レベルの、徹底した大規模なブロック解除にも取り組むようにすると良いですね^^

その際には、第 7 章【ブロック解除リーダーに向けて】を参考に、優秀なリーダーを選んでください。
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Ｑ．A-Ki さんはどれくらいブロック解除を行ったんですか？

僕の場合は、

Ｑ．ある特定のブロックで、ブロックがあるのは分かるのですが、解除の手掛かりすら掴めません

その場合、おすすめなのは、

「自分のブロック解除に取り組み始めた時には、
１日３回、３ヶ月間ほぼ毎日、
【炎の浄化ワーク】と【物質変換ワーク】を行っていた」

『他のブロック解除に慣れた人（あるいはカウンセラー等）から指摘してもらう』
『第 6 章の【トラウマ要因の掘り下げチェックリスト】を見て、「一番目を背けたくなるもの」に向き合う』
という形ですね。

という感じです。

ガンバった甲斐あって、相当軽くなってはいるのですが、全てのブロックが外れたわけではありません。

チャネリングでガイドからアドバイスを受け取ろうにも、ブロックがあるとその分野のメッセージは極端に受け
取りづらくなりますから、とにかく、「自分だけで何とかしようという考え」は捨ててしまいましょう。

今でも、日々、『ブロック解除ワーク』に取り組んでいます。
ただし、掘り下げの過程で、怒りや悲しみが湧いてくる可能性が非常に高いので、
炙り出しを手伝ってくれる方に怒りを向けないよう、気をつけてくださいね。
ちなみに・・・



ブロック解除をする過程で（＝このテキストを書き上げるまでの過程で）、
吐くまでブロック解除ワークを続けたこともありますし、
感情解放の過程で、怒りのあまり壁に穴を空けたこともありますし、
エネルギー酔いして朝から夜まで寝ていたこともあります(^^;

Ｑ．ワークをやっても感情が動かないのは、掘り下げが足りないということですか？

「感情が動かない＝掘り下げが甘い」と決めつけるのも違いますけれども、
そうは言っても、やはり、
『感情が動かないのであれば、掘り下げが甘い可能性は高い』
です。

ブロックを解放する上では、色んな感情に向き合うことになりますので、
一連の出来事において、
「『ブロックを持っていること』自体に対して、罪悪感を抱く必要は無い」
「吐き出しのために『一時的に荒れること』に対して、罪悪感を抱く必要は無い」

目安として、
「これまでの人生で、喜怒哀楽、全てにおいて、淡々と冷静に対応してきた」というのであれば、
『そもそもの感情の振れ幅がそのくらい』だと考えても良いでしょう。

というのは、心の片隅に置いておいてくださいね。

ですが、
「過去（子どもの頃）はもっと感情が動いたはずなのに、今はそれほどではない」
「他の分野では感情が動くのに、特定の分野に関してのみ感情が動かない」



Ｑ．どうしても、つい、ブロックを敵視してしまいます・・・
というのであれば、

その場合はぜひ『チャネリング』を習得して、
『ブロックの言い分』に耳を傾けてみてください。

『ブロックが存在し、かつ、感情・感覚が麻痺している可能性が高い』
ので、
しっかり掘り下げて、溜まっている感情を解放し、『感受性のリハビリ』を行っていく必要があります。

『ブロック』や、『ブロックの核』と繋がって、直接本人に対して、
「あなたは、何のためにそこにいるの？」
「あなたは、どうやって生まれたの？」
「あなたは、私を何から守ってくれているの？」

感受性のリハビリを行うためには、
【感情を感じ尽くすワーク】が効果的です。

などと聞いてみると、
ブロックの存在理由を教えてくれるでしょう^^

最初からは上手く行かないかもしれませんが、
出来る範囲で少しずつ、『心の筋肉』を鍛えていきましょう！
自分の身をもって体験・体感すると、より「ブロックは味方だ！」ということが腑に落ちやすいかと思います^^
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Ｑ．【炎の浄化ワーク】後の燃えかすは、どのように処分したら良いでしょうか？

燃えかすは、普通にゴミとして捨ててしまって構いません。

Ｑ．ブロック解除後、色んなことに過敏に反応するようになりました

これはむしろ、
「今までが、麻痺していた」

完全に火が消えたのを確認して、冷めるのを待ってから、
ビニール袋（コンビニ袋）に入れて捨てるようにすると、散らばらなくて良いかと思います。

と、捉えた方が良いでしょう。

また、この際、エネルギーワーク等を用いて、燃えかすを『浄化』してから捨てると尚良いでしょう。
（これは燃えかすに限らず、普通にゴミを捨てる際も、浄化してから捨てるのがオススメです）

過剰に反応するようになったのではなく、元々、それだけのものが積み上がっていて、
ブロック解除ワークを通して麻痺が取れてきたので、
「これまで感じ取れなかった分まで含めて、一気に感じている」
ということだと思います。



Ｑ．【炎の浄化ワーク】で、紙に書かずにイメージワークを行うだけでもブロックを外せますか？

残念ながら、心の中でリストアップするだけでは、あまり効果が上がらないでしょう。

ここで押し込めてしまうと、また元通りの『麻痺した状態』に戻ってしまうので、
「一過性のものなんだ」
「今まで押し込めていた分なんだ」

『心の痛み』に正面から向き合うためには、
紙に書き出し、『物理的に目に見える形』にする必要があります。

ということを理解して、
積極的に、安全な場所で吐き出していくことをオススメします^^

この『紙に書き出す』という作業は、『顕在意識と潜在意識を繋げる作業』であり、
『潜在意識の中に隠れようとするブロックを、顕在意識の光の下に引っ張り出す作業』でもあります。



Ｑ．グループワークのメリットを教えてください

書き出す作業は、時に、苦痛や涙を伴うかもしれませんが、だからこそ効果があるのです。
ワークショップなどで他の人と一緒にブロック解除を行うと、
あえて苦行にする必要はありませんが、
楽な方に逃げようとすると、『ブロックの防御機能』の思惑通りになりやすいものです。



Ｑ．【炎の浄化ワーク】で、
「潜在意識が辿り着くのを拒むようなもの」を自動で探せますか？

「潜在意識が辿り着くのを拒む」ということは、言い換えれば、「自分にすら見せたくない」ということです。
つまり、この質問は、「誰にも教えたくないヒミツを、潜在意識で繋がっている全ての人にシェアして！」と、
言っているようなものです。

というメリットがあります。
特に、『ブロック解除ワークに慣れた人』を交えてのグループワークは、非常にパワフルですので、
積極的にグループワークに参加すると良いでしょう^^

ただし、究極的には、

『根深いブロックを外そうとする場合のアプローチ法』には、裏技的な物は存在しませんので、
順を追って、手前のブロックから徐々に掘り下げ、外して行くことが必要です。

『ブロック解除ワークとは、自分の内面に深く向き合う作業』
であり、
それはとても『孤独で苦しい作業』です。

中途半端に楽をしようとすると、結果的に、物凄い遠回りを強いられることになります。

「仲良しグループで、集まって、一緒に泣いて、感動して、盛り上がって終わり」ということにならないよう、
くれぐれも注意してくださいね！

なお、根深いブロックを外そうとすると、相応の抵抗が予想されますので、
1 人で掘り下げるのが難しければ、必要に応じて、第 3 者のサポートを受けると良いでしょう。
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「他の人のやり方や、考え方を、参考に出来る」
「間違ったやり方を指摘してもらえる」
「場のエネルギーを活用できる」
「自分の根深いブロックを解除した時に、周囲の人のブロックもついでに外れる」
「周囲の人が根深いブロックを解除した時に、自分のブロックもついでに外れる」
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ブロック解除ワークの三大落とし穴

おわりに

【ブロック解除】を行う上で、クライアント／セラピスト問わず陥りやすい『定番の落とし穴』があります。
特に以下の３つに関しては、慎重に慎重を重ね、自分がブレていないか定期的に見直すようにしましょう。

本テキストの以前のバージョンでは、以下のように書いていました。

ちなみに、本書の最初に、「当初はこのテキストを有料で販売しようと思っていた」と書きましたが、
それをせずに、
『テキストを無料配信することにした、唯一にして最大の理由』は、



「ブロックを敵視」しない！

本テキストで何度も繰り返している通り、
『ブロックは、敵ではなく、味方』です。
この前提を履き違えると、様々なワークの効果が半減してしまいます。

「お金が無いことを言い訳にする人に対して、
『それは違うよ！』と気付いてもらうため」
です。

クライアントは十中八九、ブロックを敵視していますから（例えば「このお金のブロックさえ無くなれば」等）、
リーダーは、クライアントの代わりに、ヘドロの奥にある『光』（ブロックを創り出している核）を見つけ、
そこに目を向けさせる（＝「ブロックは味方である」ということを理解してもらう）ことが必要です。

世の中には、
『「お金が無いので学べない」などと言って、お金に責任転嫁をする人』が大勢いますが、
こういう人たちが、『お金が無くても学べる』という状況に追い込まれると、
今度は、「時間が無いから」「才能が無いから」などと言い出すものです。



それを想定した上で・・・それでも、あえて僕から『挑戦状』を叩き付けているわけです。

「自分にはもうブロックは無い」と思い込まない！

『「私にはもうブロックはありません」という思い込み』は、『ブロックの防御機能の十八番の手口』です。
このセリフを平然と言うようなセラピストに対しては、十分警戒するようにしましょう。

本テキストを無料にしたことで（＝『お金が無くても学べる環境』を提供することで）、
この『お金を理由に行動しようとしない人たち』の心に、何かしら響くものがあれば幸いです^^

今のこの時代、ブロックが全部無くなったら、物質世界では生きてはいけません。
生きている以上、常に必ずブロックと共に在るのです。
もし全くブロックが存在しないように感じるのであれば、それは、単に、
「セラピストとしての実力不足で、深いところにあるブロックの存在を見抜けないだけ」に過ぎません。

しかし、スピリチュアルな世界のルールや事情が激変した現在では、
「何かを言い訳にして自分を正当化する人が、これから先、変わるチャンスを掴めることは、もう無い」

万一、自分の口からこの言葉が出るようになってきたら、
「しまった！ いつの間にかブロックの防御機能にやり込められているぞ！」と、自覚しましょう。

という感じになってきています。

そういう意味では、このテキストを無料配布する意味自体も、もはやかなり薄れてしまいました。


（「本気で学ぶ意識のある人」で、かつ、「テキストで書いてあることをちゃんと汲み取れた人」は、
四の五の言わずに、アナさんのワークショップやセッションを検討するでしょうからね(^^;）

ブロック解除を「高次の存在任せ」「スピリチュアルな能力任せ」
「潜在意識任せ」にしない！

『ハイヤーセルフやガイドへの依頼』、『エネルギーワーク』、『エネルギーグッズ』、いずれの手段においても、
「自動で楽しくラクラクブロック解除♪これで全て外れました」というやり方は、機能しません。
ハイヤーセルフにとっては、
『ブロックというのは、楽しみの一環であり、手放したくないもの』なのですから、
残念ながら、こと、ブロック解除ワークにおいては、ハイヤーセルフは必ずしも協力的では無いのです。

実際のところ、このテキストの配布を続けるのは、
『タカムラアナのワークショップやセッションに参加する際の、質の高い予習教材を提供するため』
という意味合いが強いです。

前書き（テキストの改訂にあたって）でも書きましたが、現代において、テキストによる個人的な学びだけでは、
本当の意味で霊的に効果のあるワークを行うのはもう不可能だということを念頭に置いた上で・・・

ですから、深いブロックに向き合うためには、
『ブロックが外れたかどうかのチェック法』も含めて、
『ハイヤーセルフや潜在意識に頼る以外の様々な手段』を身に付けておくことが必要です。

改めて、これからの貴方の学びの指針を立て直して、ワークに取り組んでいただければ幸いです。

『F1144・魔法使い養成学校』http://f1144.mahou-gakkou.net/

仮に、高次の存在から、「ブロックを全部外しておいたよー」などと回答をもらっても、
それは「（ハイヤーレベルで外しても惜しくないものに限っては）全部外しておいた」という意味であって、
人間の顕在意識が求めるレベルとは程遠いものです。
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テキストのシェアについて

色々と紹介

本テキストをシェアしたい方は、以下の URL よりダウンロードし、ご自由に再配布して下さい。
http://f1144.mahou-gakkou.net/liberation/

【メールセミナー】

（http://f1144.mahou-gakkou.net/mailseminar/orientation/）

（http://f1144.mahou-gakkou.net/mailseminar/kiso/）

サイトはリンクフリーですので、紹介記事・ブログ等でのシェアも大歓迎です。
その際には、以下の URL をご使用ください。
http://f1144.mahou-gakkou.net/
http://f1144.mahou-gakkou.net/liberation/

（http://f1144.mahou-gakkou.net/mailseminar/okane/）

（http://f1144.mahou-gakkou.net/mailseminar/sexual/）

ワークショップ・セッションでのテキスト使用について
テキストを用いたワークショップや、個人セッションは、自由に開催して頂いて構いません。

【テキスト（PDF）】

また、それらの開催に当たって、魔法使い A-Ki☆。に対するロイヤリティ等を支払わなくても大丈夫です。
※エネルギーデトックスワークに関しては除く。
こちらは、『エネルギーデトックスワーク協会（https://energydetox.work/）』にお問い合わせください。

ただし、イベントやセッションをはじめとした一切の活動において、
「魔法使い A-Ki☆。の公認であるかのような表現」は避けてください。

（http://f1144.mahou-gakkou.net/attunement_text/）

（http://f1144.mahou-gakkou.net/mailseminar/business/）

【各種アチューンメント】（http://f1144.mahou-gakkou.net/attunement/）

その他、不明点がある場合、サイトの『お問い合わせフォーム』よりご連絡ください。
http://f1144.mahou-gakkou.net/contact/

【エネルギーカードの注文】（http://f1144.mahou-gakkou.net/card_order/）

ワークショップおよび個人セッションについて
F1144・魔法使い養成学校スタッフのタカムラアナが、
ブロック解除ワークに関するワークショップや個人セッションを提供しています。
詳しくは、下記のサイトをご確認ください。
https://anatopia.info/
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