セミナーに参加 さ れ た お 客 様 の 声
内なる声を引き出し活用できるようになるセミナー

セミナーを受ける前は、とにかく人や環境の影響を受けやすく、
ネガティブな人とそばにいると、当然自分もネガティブになって、
毎日鬱々としてしまい、反対にポジティブな人とそばにいると、
一見何も問題ないように感じるのですが、引っ張られすぎて自分
のキャパを超えたことをして、疲れて寝込んでしまうことが増え
たり・・・
周りの人や環境に左右されずに、自分軸をしっかり保てるように
なりたいと思っている時に、シータヒーリング ® に出会いました。
なぜ受講を決めたのか？と問われたら、
「学ぶべきタイミングだっ
た」としか答えようがありません。
自分の意思ではどうにでもできない、見えない力に引っ張られて
いたのがわかっていたので。
セミナーを受講して、「ふとした時に感じるもの」が気のせいで
はなく、自分の中の内なる声であること、それを信じて委ねて従っ
ていれば、自ずと答えが見つかり道が開ける。
その感覚が得られたことで、非常にすっきりしました。
セミナーを受けていなかったら、せっかくのメッセージを無視し
て、遠回りして、失敗して、ものすごく損をしていただろうなぁ
と思います。
また、悩みや苦しみを生み出している思考パターンを置き換えら
れる方法を知り、実践したことで、以前と比較して、人との距離
感の取り方が上手くなり、人からの影響をうけにくく
なったと感じています。
ヒーリング仲間ができたことも心強く、今後の人生
が楽しみです。
(�� 代

K.M さん

会社員 )

モノクロ世界を色ぬりしていくようなセミナー

セミナーに参加した動機は、自分の殻を破り、より良い人生にし
たいと思ったからです。
自分でも残念なくらい、味気のない、平凡な人生でした。
目的も目標もなく、言われるがまま、流されるがまま毎日がただ
ただすぎていき、それが当たり前で、自分がどうしたいのか、な
どを考えることもありませんでした。
しかし、友人の付き合いでなんとなく参加した自己啓発のセミ
ナーで、このままではいけないと、自分の中で何かが弾ける感覚
がありました。
そんな時に、たまたま NOBU さんとのご縁がありました。
そして、人は皆、自分の人生の目的・使命をもって生まれてくる
ことを聞き、自分の人生の目的が何なのかが知りたくてセミナー
の受講を決めました。
セミナーを受講して、まずは目に見えない存在やエネルギーがあ
ること、自分の思考が現実を作り出しているのだということを信
じられるようになりました。
過去、何も考えずに過ごしていた自分を責めたり、両親や環境の
せいにしていたこともありましたが、よくよく俯瞰してみてみる
と、無駄なものは一切なく、自分を許し、認め、両親と環境に感
謝できるようになりました。
具体的に、なにか大きな変化が現実にあったわけではありません
が、気持ちの持ちようが大きく変わったと思います。
何気ない物事に対しても感情が芽生え、
自分の人生に彩を取り戻したように感じられました。
今後の変化がたのしみです。
(�� 代

N.Y さん

プログラマー )

深いレベルで自分と向き合うセミナー

付き合っていた彼女との関係性で痛い目にあい、それとほぼ同時
期に仕事のトラブルにも巻き込まれ、にっちもさっちもいかない
状況でした。

負のスパイラルのような状態で、いったいどこから手をつければ、
今の状況から抜け出せるのかわからず、不安で毎日悩んでいまし
た。
霊的なものは信じていませんでしたが、自分で解決できる範囲を
超えていたため、わらにもすがるような思いで占いや、他のヒー
リングなども受けたりしました。そんな中最終的にたどり着いた
のがシータヒーリング ® でした。
今の状況を作り出している根本的なところに、「自己否定」が絡
んでいると言われ、ハッとしたからです。

幼少の頃から自覚があったものの、なぜそんな思いを抱えている
のか？どうしたら自分を肯定できるのか？ずっと疑問に感じてい
たことが浮上してきて、それが今に結びつき驚きました。
また、その自己否定が過去世の私には「必要なものだった」とい
うことに、不思議と納得ができたので、（過去世とはいえ、自分
の身に起こった出来事だから？）他にどのような思い込みがある
のか興味が湧きました。
セミナーでは、基本的なテクニックだけでなく、ソウルメイトの
引き寄せやマニフェストをしましたが、表面的に求めているもの
と、本当のところ自分が何を望んでいるのか？
にはずれがあり、深いレベルで自分と向き合う
ことができました。
（�� 代

G.K さん

金融業）

事実の受け止め方が変わる！セミナー

自分の制限を取っ払いたいなと思いセミナー受講を決めました。
仕事にしても、パートナー選びにしても、分不相応というか、自
分はこんなもんだよね、と無意識のうちに自分を納得させていま
した。

そんな時に、仲良くしていた友人が、目に見えて変化があり、何
があったのか？と聞いたらシータヒーリング ® を受けたとのこと。
面白そうだったので、試しに � 回セッションを受けてみることに
しました。
そこで、潜在意識の存在を知り、自分でコントロールできないと
ころが、自分に制限をかけているのだということに気がつきまし
た。
セッションをうけた直後に、引き寄せという現象を体感し、これ
がつぎつぎ起こったら面白いだろうなと。
運命って自分で変えられるんだろうなと思いました。

ただ、私の中での一番の収穫は、
「物事に対する捉え方」が変わっ
たことでした。

これまでは、身の回りの「出来事」に感情をゆさぶられていまし
たが、
「出来事」は単なる事実であって、それをどう捉えるのかで、
自分にとっての現実は変わる。
それが、制限を取り払うということにも繋がるの
かなということを感じました。
(�� 代

T.G さん

公務員 )

セミナーに参加 さ れ た お 客 様 の 声
ネガティブが勝手に消えていくセミナー

人間関係や仕事の悩みが、すべて自分への自信のなさからきているこ
とはわかっていました。自己啓発の本を読んだりして、「そうか」と
納得はできても、その場限りでまたすぐにいつもの自分に戻ってしま
う…そんな状況をなんとかしたくて、セミナーを受講しました。
セミナーを受講して、これまでは自分の欠点を、「悪いもの」と思い
込んでいましたが、それは単に、誰かが決めた良し悪しの基準に振り
回されていただけだったのということがわかりました。
頭ではなく、体全体で理解できた感じです。

「自分さえ我慢すれば、みんなが幸せでいられる」と自分を演じて生
きてきましたが、他人の物差しから解放されたことで、自分を認め、
以前よりも自分を好きになれ、自信を持って生活することができるよ
うになったと思います。
周りの方々の態度が変わったのか、私の捉え方が変わったのかはわか
りませんが、間違いなく、人付き合いが楽になりました。
セミナーを受講して、ないものを求めるのではなく、すでにあるもの
に目を向けられるようになり、今ある幸せを噛みしめることができる
ようになりました。
その結果、自分自身を全部出して、そのまま進んでいいんだという安
心感を持って日々の生活がすごく楽しめるようになりました。
シータヒーリング ® は、自分を変える手段として簡単に身につけるこ
とができると思います。それをどう生かすかは自分の意思次第・・・
まさに、自由意志の法則のもと、なりたつテクニックなのだなと感じ
ました。
また、何事にも寛容な NOBU さんと、あたたかな自然の
中にいるような、開放的なサロンの雰囲気にも大きく
助けられました。
この場にいるだけで、ネガティブな部分が勝手に
消滅し、ポジティブになれました。
(�� 代

S.J さん

教員 )

心の中がどんどん変わっていくセミナー

自分の中にスピリチュアルな存在を学びたい！という意欲があっ
たことはわかっていました。しかし、職業柄感覚的なものより、
論理的なものが好きで、何かを学ぶとなったら、頭で仕組みを理
解したいという気持ちが強くて・・・なかなかその一歩が踏み出
せずにいました。

友人がシータヒーリング ® を受けてあきらかに変化していくのを
目撃したり、論理的に説明してくださった上で、体験出来るのが
面白く、ダメ元で、騙されたと思ってやってみよう！という気持
ちでスタートしました。
実際、受けてみて、だいぶ変わったことがありまして、不可能な
ことって無いんじゃないかなって思えるようになりました。
これまで点としてしか見えなかった事柄が線で見えるようにな
り、物事の受け捉え方がかなりかわりました。

「パズルのピースが揃って、完成して、ようやく絵として認識で
きる」それが自分の中でも起こっているような感覚です。

周囲の方々からも、最近いい感じだね！といわれるようになり、
変化に気づいてもらえるって単純に嬉しいなと思いました。
自分の行動に対しても、理由があってやってるんだと気づくと、
納得ができ、今の行動も全てムダなものはない、これでもいいん
だって思えるようになりました。不思議とそれが自信にもつなが
りました。
うまくいえないですが、毎日、プレゼントをもらっ
ているような感覚を得る事ができたと思います。
(�� 代

K.M さん

医療関係者 )

小さな一歩を千歩に増幅させてくれるセミナー

自分のサロンをオープンしたい！という願望がありましたが、その反面、
私には無理… と言うような思いが邪魔をして、なかなか前に進むことが
できませんでした。
そんな時、NOBU さんと、シータヒーリング ® にご縁があり、「最大の失
敗は何もしないこと」という言葉に出会いました。

セミナーの受講に対しても、
「私にできるのだろうか…」という不安がいっ
ぱいの状態でしたが、サロンの雰囲気も手伝ってくれたのだと思います。
「気のせい」で終わらせずに自分の直感を信じて受講を進めることができ
ました。
途中、気持ちがめげそうになることもありましたが、他の受講生の方々に
引っ張っていただき、最後に修了証をいただいた時は感動ものでした。
セミナーを受講して、自分でも不思議なほど流れが変わり、現実が動きだ
しました。
まず自分と向き合い、自分を認めることができました。

そうすることで、今度は相手のことも認めることができ、今までに感じた
ことのない感情を知ることができました。
自分が どんどん解放され、とても楽になれた気がします。

まさに、「ありのままの自分」が「楽に楽しい」状況が勝手に作り出され
ていった感じでした。
現在、サロンのオープンに向けて本格的に準備をしています。

これまでは妄想の世界だったものが、現実のものになりつつあり、とても
ワクワクしています。

受講されようかどうか悩んでいる方もいらっしゃるかと思いますが、ぜひ、
まずは小さな一歩を踏み出して欲しいと思います！
その小さな一歩（半歩でもいいと思います！）を踏み出す
ことが、人生を大きく変容させるのだということが、
私にとって一番の学びであり、財産になりました。

（�� 代

T.O さん

セラピスト）

「楽に楽しくより良い人生」もあると思えたセミナー

社会的にはある程度認められる地位をもってしまった分、人に弱みをみせ
ることもできず、心を開ける人も少なく、ただ仕事をこなすだけの日々を
送っていました。
一見社交的で明るい性格にみられますが、実はネガティブな面が強く、
「何
をやっても自分なんてダメだ」
「元気で明るい自分を演じるのは疲れた」
「生
きていてもしょうがない」など、常日頃考えていました。だからといって、
死ぬ勇気もない。毎朝起き上がるのが辛く体が自由に動かない状態でした。
マッサージや、鍼灸、通院もしたのですが納得のいく回復が見られません
でした。このままではいけない、どうにかして現状を変えなければと色々
探していたところ、NOBU さんのサロンにたどり着きました。

人間不信になっていたので、人と会うのが怖く、はじめは NOBU さんの
笑顔の裏にもなんかあるんじゃないかとか疑ったりして・・・（ごめんな
さい）NOBU さんの使う言葉のふしぶしから、暖かいものを感じて、セッ
ションを受けたときに、なぜかわからないけど涙がツーっとでてきて・・・。
それが体にも仕事にも良い影響をもたらしているのがわかり、興味をもち
ました。
実際、
「病は気から」というのがここまでわかりやすく体感できるものか・・・
とある意味感激でした。精神的につらくて、体のあちこちが痛くてうごけ
なかったのが、涙と一緒にいなくなる感じです。そんな体験の中、もっと
知りたいという思いから、セミナー受講を決めました。
セミナーは、けして非現実的なことをやるわけでは無く、もともと自分の
中にあったものを思い出しながら、紐付けされていく感覚が面白かったで
す。また、一緒に受講した方々がみなさん純粋で、良い影響を受けあえる、
素敵な方ばかりだったので、セミナーをきっかけに本音で話せる友人がで
きたことも財産になりました。
セミナーをうけてから、青空や夕日、草木をみて「きれいだな」と思えた
り、自然の中にいることを素直に心地よく感じられたり、
すでにあるものに目を向けられ、単純に感謝できるように
なったり、心にゆとりができたのだろうなと思います。
頑張ることがすべてじゃない、「楽に楽しい人生」
ありだなぁと思いました。

（�� 代

M.F さん

経営者 )

