
デビッド・カッパーフィールド の世界

世界で最も有名なマジシャンです。

私も、１９８０年代頃からテレビで、カッパーフィールドの飛行機消滅マジック

などを見てきました。 今は、 で、多くの映像が好きな時に無料で

見れる時代になったのはすごいことだと感謝しています。

ユーモアと愛情に溢れたカッパーフィールドのパフォーマンスには、感動と

驚きが湧きあがります。

カッパーフィールドとハワイ出身の青年が、ラスベガスの劇場からハワイへ、瞬時にテレポーテーションする

パフォーマンスが最後にあります。 ユーモアと愛と感動に溢れたパフォーマンスは見る人の心をゆさぶります。

カッパーフィールドの空中遊泳の映像です。

観客の真上を空中遊泳したり、

女性を抱いて空中遊泳したりします。

幻想的な舞台演出もすばらしいものです。

空中遊泳に小細工が無いことを証明する演出も

盛り込んでいます。

マジシャンは特異な奇跡的な現象を現わします。 同時に、マジックをかけられて、空中浮揚したり、

瞬間移動したりする人も、マジシャンと同様の奇跡的な体験をしています。

マジシャンやマジックにかけられた人の体験を特異なものと考えるのは、私達が通常の日常生活しか

体験していないからです。

これらのマジシャンのパフォーマンスは、特異な現象でもあるけれども、私達の誰もが体験することが

可能な現象だということです。

マジシャンはある意味では特異な人たちと言えますが、マジシャンによって奇跡的な体験をしたり、

奇跡的な現象を目の当たりにする人は、普通の人です。

私達の誰もが、機会さえあればマジシャンによって空中浮遊やテレポテーションができるということです。

私は奇跡的なマジックパフォーマンスを見るたびに、人間の想念と内なる意識のパワーの

限界のない可能性に思いを馳せます。

私達の誰もが、マジシャンと同じように、自らの想念と内なる意識のパワーによって、

自らの現実を創造していっています。

マジシャンのパフォーマンスも私達の日常生活も、その精神科学的な原理は同様です。



、デビッド・カッパーフィールドを見てきました☆

ついに デビッド・カッパーフィールド の公演を見に行くことができました☆

東京国際フォーラムのＡホールです。

一ヶ月前に気づいてギリギリ間に合いました♪

世界でも最も有名なマジシャンの一人で、自由の女神を消した男（笑）

グランドキャニオンを飛んで渡った男。

２０世紀最高のマジシャン、世界一チケットを多く売ったマジシャンとか、

いろいろ言われているみたいです。。

まぁ、実際、長きにわたり、マジシャンの長者番付では一位だったようです。

なんで、マジック（手品）の話かというと、、、スピリチュアルとマジックはやはりいろいろ縁がありそうですから、

某有名な聖者が実は手品を使っていたという噂（？）もありますし、実際はわかりませんが。

ヨーロッパでいう、密教みたいなものは、やはりマジック（魔法）ですし、有名な財閥や王家は必ずと言って

いいくらいつながりがあるみたいですね。。

某大国には大統領と動いていた黒魔術師？みたいな有名な人もいましたし（爆）

で、公演のはじまりは、いつもの、、、親指を下にして、手を交差して手を組む。

親指を上にしようとすると、普通は腕がからまって、上がらないのだけど、

カッパーフィールドは普通に組んだ状態になっている。。。

ニュースステーションで久米さんが驚いていたマジックです☆

（やっぱ、わからなかった、、途中で組み替えたのかどうかが？？？）

そのあとも、身体が二つに切れて、首と足先だけになるマジックとか。。。

鉄板（工事現場で使うような）をくぐり抜けるマジックとか、、、

いろいろありました☆

（すたーふぉーる的にはそれくらいのマジックなら仕掛けをつくれるのだろう。。。

と勝手に推測？）

でも、やっぱり驚いたのは車が一瞬で現れるマジック。

一メートルくらいの柱を３本くらい立てて、そのしたにランダムに選んだ観客がしゃがむ。

（ちなみにマジックではランダムに選ぶ観客がサクラということは良くあることのようです。

会話などで盛り上げるためや、仕掛けのため。

今回はサクラでもあんまり関係なさそうですが。

例えば、カッパーフィールドが後を向いて投げたボールをとった人。。。これはサクラか？

両方あり得ます。 一人を狙って投げれるか？難しいです。

でもサクラを１００人くらい固めて座らせておけばできます、爆。

公演をすべて見に行けばサクラかどうかわかるかも。。。）

次に柱ごと白い布で被せて、、、１秒か２秒で柱の上に車が！

まぁ、やるだろうと、、わかっていてもやっぱ驚いた（爆）

どういう仕掛けになってんだ？？？？？？

タイヤが付いていれば走ってくるかもしれないが（ばれるが）

東京国際フォーラムのステージに下から車が上がってくるなどという仕掛はあるわけもなく、、、

アメリカだったら仕掛けそうだが。。。（マジック専用の劇場がある）

さっぱりわからんでした♪

アメリカのマジックのネタ売買で売ってないかな？ この車（笑）



最後のマジックはいつもの、ランダムに選んだ１３人（会場にボールを１３個ばらまいて、最後に取った人）

を消してしまうマジック。

その一つ前のマジックはやっぱりわからんかった

（「 」か「 」 を期待していたのだが、、残念）

これもカッパーフィールドの１８番。

テレポーテーション？してしまうマジック。

カッパーフィールドともう一人の女性が南の島に一瞬で移動する

生放送で（という主張）南の島と衛星放送でつなぐ。 向こうにいはスタッフがいる。

会場でランダムに選んだ人に数字を選んでもらい、向こうのスタッフに告げる。

向こうのスタッフとそれについて話し、録画でないことを証明する。

会場で、客に絵を描いてもらう。 その他の人にも数字とかも書き込んでもらう。

絵を囲んで６，７人でポラロイドの写真を撮る。

その写真を女性に持たせる。

カッパフィールドは観客に選んでもらった数字を腕にマジックで書く。

これで準備完了。

南の島の砂浜に一メートル四方の白い布を置く。

女性とカッパーフィールドは、会場から消える。

生放送の映像の白い布の下から、二人が現れる。

女性は全く同じ写真を持っていて、カッパーフィールドの腕には先ほどの数字が！！

う～～～ん、一体どうなってんだか？？？

悩んだけど、やっぱりわかりません。

＆面白かった♪また来たら見に行きたいですね★

＜２００６．１２．１４＞

カッパーフィールドの主なパフォーマンスのダイジェスト版です。

カッパーフィールドの、人間愛とユーモアと詩情に溢れたパフォーマンスの数々です。

ぜひ、ご覧ください。



デビッド・ブレイン の世界

デビッド・ブレイン

出典 フリー百科事典『ウィキペディア（ ）』

デビッド・ブレイン（ 、本名： 、 年 月 日 ）はアメリカ合衆国の奇術師。

耐久技でよく知られており、世界記録樹立・更新を行ってきただけでなく、ストリート クローズ・アップ・マジックの

パフォーマーとしてもよく知られている[1]。

青年期まで

彼は としてブルックリン区にて、プエルトリコ系アメリカ人のベトナム戦争の退役軍人である

父とニューヨーク州在住のユダヤ系アメリカ人教師である母 [5]との間に生まれた[6]。

彼は母親だけに育てられ、ブルックリン中の学校を転々とした。

慈善活動 編集

毎年ブレインは世界中の小児病棟や熱傷治療室、スポッフォード少年院といった少年院へ慰問に行っている。

また、ポール・ニューマンが主催した難病の子供たちの為のサマーキャンプホール・イン・ウォール・ギャング・

キャンプで手品を披露したこともあった。

ハイチ大地震チャリティマジック（ ）

年 月 日（金）午前 時から、 年 月 日（月）午前 時までの 時間、ブレインはタイムズ・スクエアで

ハイチ大地震の為のチャリティマジック を開催し、 万ドルを集め寄付した[9]。

プライベートでのマジック

デビッド・ブレインは政府関係者やセレブリティーに対し、私的にマジックを披露している。

米国内では、第 代米国大統領ビル・クリントン、現国務長官ヒラリー・クリントン、

第 代米国大統領ジョージ ブッシュ、元国防長官ドナルド・ラムズフェルド、

元カリフォルニア州知事アーノルド・シュワルツネガー、第 代米国国務長官ヘンリー・キッシンジャー、

ニューヨーク市長マイケル・ブルームバーグ、実業家ビル・ゲイツなどの前でマジックを披露した。

カッパーフィールドの伝記的映像です。 関心のある方や英語の分かる方はご覧ください。

ゴースト は、非常に好評だった劇場マジックショーの演目です。

肉体的苦行の限界に挑戦する異色のマジシャン。

肉体の限界に挑戦する演目を開拓し続けているようです。

修験道の行者を連想します。

専属の劇場を持たず、テレビ局主催のイベントやストリートショーが

多いようです。

慈善活動にも熱心だそうです。

カッパーフィールドの１９７９年の劇場パフォーマンスです。



デビッド・ブレインがギネス世界記録に挑戦した動機や経緯を語ります。 日本語字幕付きです。

水中無呼吸のギネス世界記録に挑みます。

口での弾丸を受け止めに挑みます。

デビッド・ブレインのストリート・マジックも、独特のパホーマンスで人々を驚かし喜ばせます。

ぺん テラー の世界

秀でたプロデューサーでもあるマジシャンのペンと

秀でたマジシャン テラーの、絶妙のコンビのパフォーマンスは

ラスベガスで大人気です。

ペンとテラーが、ピストルの弾を口で止めるオカルトマジックです。

ペンとテラーがインドの大道マジシャンの芸を紹介してゆきます。

エクスペディアのゲスト評価（エクスペディアはオンライン旅行会社）

ペンとテラーのラスベガスのショーは、マジックとコメディの陽気な組み合わ

せで知られています。 年以上にわたりラスベガスの聴衆を魅了し続けて

いる、迫力のある 人組をお楽しみください。

幕が上がり、いよいよ始まります。ナイフや銃、火を噴くショーガールから、

さらには牛までもがパフォーマンスの対象です。

ロサンゼルスタイムズがその作品を、 ラスベガス隋一のショー と書いた

理由がすぐに分かるでしょう。



『ペン＆テラー：フール・アス』には、毎回数名のマジシャンが出演します。

『ペン＆テラー：フール・アス』に出演するマジシャンは、種の見えないマジックを披露します。

今の時代は、オカルトマジシャンの数がいかに多いかが推察されます。

ポール・ガートナーがペン＆テラーを騙すまで（ ）

書いた人：滝沢敦 年 月 日

今アメリカで放送されているマジック番組に『ペン＆テラー：フール・アス』があります。

これはペン＆テラーの前でマジシャンたちがマジックを演じ、見事に彼らを引っかけることができれば

（彼らが秘密を見破れなければ）、トロフィーがもらえるというもの。

一見すると見破るか見破らないかを競う対決物のような印象がありますが、

毎回演技後に行われるペンのコメントが秀逸で、視聴者が「これは面白い物を見た、知的なものが裏に

隠されている」と思えるエンターティメントに仕上がっているのです。

～

ペンとテラーのラスベガスのショーです。

種のあるマジックとオカルトマジックを混合させたパフォーマンスで観客の度肝を抜きます。



ランス・バートン の世界

ランス・バートンのことは、この項目を作成するまで知らなかったのですが

デビッド・カッパーフィールドに次いで有名だったマジシャンのようです。

専属の劇場での優雅で繊細なマジックを得意としているようですが、

飛行機を消滅させるパフォーマンスもしています。

マジック歴が１９８２年からと古く、ホテル・モンテカルロの中の

専用劇場「ランス・バートン・シアター」でのショーを１４年間継続し、

ファンの数も非常に多かったようです。

残念ながら、２０１０年に引退してしまいました。

アメリカのエドワーズ空軍基地で

ステルス戦闘機の消滅に挑んだ映像です。

アメリカ空軍の多くの軍人が消滅の証人です。

ランス・バートン 出典 フリー百科事典『ウィキペディア（ ）』

ランス・バートン（ 年 ）はアメリカのケンタッキー州、ルイビル出身のプロマジシャン。

歳のとき、クリスマスパーティに来ていたマジシャンが、ランス・バートンの鼻や耳からコインを取り出すマジック

を見せてくれ、これに感動。その後両親からマジックセットをプレゼントしてもらったりしているうちに、

ますますマジックの魅力に取りつかれていった。

高校生の頃にはローカルなマジックコンテストでいくつかの賞を獲得。その後、 年にスイスのローザンヌで

開かれたマジックのオリンピックともいえる 国際大会でグランプリを受賞。

ランスはアメリカ人としては初めての受賞者であり、史上最年少（当時 歳）受賞者でもあった。

これにより彼は一躍世界的に有名になる。

での功績が認められ、ラスベガスのトロピカーナに 週間の契約で入る。

しかし、結局 年間も出演することになった。その後、ハシエンダ（現、マンダレイ・ベイ）に移り、自ら脚本、演出、

プロデュースをしたショーを作る。これが大好評で、ハシエンダでの観客動員数の記録を更新。

そして、ホテル・モンテカルロがオープンするとき、オーナーから見込まれ、ホテルの中にランス自身の設計による

専用劇場「ランス・バートン・シアター」を作り、 年間という破格の長期契約を結んだ。

年と 年にマジシャン・オブ・ザ・イヤーを獲得している。

年 月に日本公演を行った。

年 月には更にホテル・モンテカルロと 年まで 年間の契約を結んだが、

年の契約期間を残し 年 月 日をもって同公演は終了した。

年にスイスのローザンヌで開かれたマジックのオリンピックともいえる 国際大会でグランプリを受賞した

時の映像です。 アメリカ人としては初めての受賞者であり、史上最年少（当時 歳）の受賞者でもあったそうです。

遊園地のジェット・コースターの線路からの脱出パフォーマンスです。

もう二度としたくない と 言っていたそうです。



１９９６年のランス・バートンのパフォーマンスの数々です。 優雅で魅力的な雰囲気に溢れています。

はらぺこあおむしブログ 年 月 日

世紀のマジシャン、ランス・バートンが公演をやめちゃった～！大ショック！

公演を 回しか見てない私ですが・・・ ランス・バートンさん、大好きです！！

知らない人も居るかと思いますが、

ランス・バートンさんは世界的に有名なマジシャンです。 国際大会と言うマジックのオリンピックとも言える

大会で、 歳と言う史上最年少＆アメリカ人で初のグランプリを獲得。

その後は 年間もラスベガスを拠点に活躍し、日本公演も行った世界的なスターです。

ラスベガス市ではその長年の功績を讃えて 月 日を「ランス・バートンの日」として正式に定めたくらいの超セレブ。

セレブなのに、凄い爽やかで、お客さんに対するときはにこやかで、なんつーか、会うと舞い上がっちゃう魅力的

な人なんですよ～。 彼のショーは本当に素晴らしい物で、忘れる事が出来ません。

舞台装置が特別幻想的とか前衛的とかじゃないのに、まるで夢を見ている様な不思議な感覚にさせてくれます。

オープニングと車を使った大掛かりなマジックは・・・

あっ！ああああっ！ええええ？？ウワーーーパチパチ（拍手）！ なので必見！でした・・・。

当時は無難なショーとして旅行の予定に入れたのですが、余りに素晴らしく、

ラスベガス大全の「ショー・トップ１０」でも、日本人にオススメのショー ！にずっと輝いてました。

何しろ、ランス･バートン氏は世界で一人しかいないし、シアターは世界で一箇所だけ、

シルク・ド・ソレイユのショーは最近あちこちで開催されていますが、ベガス行かなくちゃ見れないって言う

希少性から見ても凄いショーです。

そんな素晴らしいラスベガス公演やめちゃうなんて～ 大ショック！

一年前、モンテカルロホテルとの契約が切れるって事で、ハラハラしていたのですが、新たに 年契約を更新して、

今後 年間は彼の公演が行われるとホッとしていたのに・・・。

年契約が有るのなら、彼もまだ 代の働き盛りだし、私も退職金握り締めて、もう一度会いに行ける！ 笑 。

今度泊まるときはモンテカルロに！ なーんて思ってたのに・・・

それを心の支えに頑張っていたのに！＜大げさ 笑 。

ああそれなのにそれなのに・・・ ケンタッキーに帰っちゃうのかな～。

遠くなっちゃったらますます会えなくなっちゃう～。

マジックショーってタネも仕掛けもあるから安全って思われがちですが、シークフリード＆ロイのロイ氏が

ショーで使っていた虎に噛まれて重症を負って引退したり、

ランス氏も「デスペラード」と言うファッションアウトレットに併設されたジェットコースターの線路に縛り付けられて

脱出すると言うマジックに挑戦したときには通過するコースターと数十センチでギリギリ脱出に成功！と言う

九死に一生の事例もありました。

ランス氏はその後、この時の事を「本当に危なかった、二度とはやりたくない」

と回想していますので、まさしく命がけの挑戦でした。

、去年の５月には公演中に右足を骨折する大怪我をしたりしてて、実は危険も伴う興行のようです、

そんな興行を何十年も続けるって言うのは、物凄い事なんですよね・・・

私が公演を見てから９年です、１０年一昔とはよく言ったもんで、時間が経過すると言う事は結構残酷ですね。

契約を５年残して打ち切った理由は発表されていないのでわかりませんが、もしかして怪我の影響とかも有る

かもしれませんし、ずっと公演を続けて来てお疲れも有るでしょう。

ゆっくり休んで英気を養って欲しいです。 そしてまた！ ラスベガスで公演を！！



フランツ・ハラリー の世界

私はこの項目を作成するまで、フランツ・ハラリーを知りませんでした。

フランツ・ハラリーの数々のパフォーマンスを で見て、

消滅マジックが多いのには驚きました。

フランツ・ハラリーは、劇場パフォーマンスも多いようですが、

自動車などのスリリングな消滅マジックも得意としているようです。

年 月 日金曜日 （自動日本語変換）

世界で最も洗練された壮大な魔法の魅力、 の「 」が公開されました

は、マカオ、中国の新しいブランドの リゾートで注目のスポットです。

カリフォルニア州ハリウッド、中国、マカオ、

スーパースターのマイケル・ジャクソンが 歳で発見した は、今日、プラネットのどこでも働く、

最も有名で、成功し、国際的に評判のある魔術師と幻想主義者です。

ハリーは何百万人もの熱狂したファンの前に、世界中のすべての大陸でライブを行ってきました。

について

は、ラスベガス、アトランティックシティ、リノでの見本市は言うまでもなく、

世界各地のスタジアムや競技場で数十年にわたり「 」のライブショーを行っています。

は文字通り数千万の応援ファンのために各大陸で演奏してきました。

オンスクリーンテレビのパーソナリティとして、 のクレジットは、米国と海外の両方で、同じように大規模です。

彼のテレビシリーズ「 」は世界中のシンジケーションで運営されていますが、

以前のシリーズ「 」と他の のテレビスペシャルの多くは、再放送を通じて世界中のテレビ画面

に生き続けています。

生き生きとした魔法の幻想の分野における画期的な革新は他に類を見ないものです。

過去 年の間、彼の顧客基盤は、マイケル・ジャクソン＆ジャネット・ジャクソン、デイヴィッド・カッパーフィールド、

シェール、マドンナ、アッシャー、ジャスティン・ビーバー、ミッシー・エリオットなどの有名人の「 」と、

ホンダ、日産、 ＆ 、 、ペプシ、ソニー、トヨタなど。 さらに、グラミー賞、アカデミー賞、スーパーボウルなど、

数多くのライブ、テレビ放映、ワールドクラスのイベントに彼の幻想が登場しました。

ミシガン州アナーバー生まれの は、カリフォルニア州ハリウッドの長年の居住者です。

フランツ・ハラリーが、数台のゴーカートを消滅させます。

フランツ・ハラリーが、大勢の観客が見守るなかで、

スペース・シャトルを消した映像です。

フランツ・ハラリーの「マジックハウス」でのパフォーマンスの数々です。

フランツ・ハラリーの消滅パフォーマンスの数々です。



この世界の全ての生物と物質を構成している分子と原子（素粒子を含む）が、

本質的には、エネルギーの波動であることは、現在の科学でも証明されています。

原子が、核分裂をすれば、膨大な熱と光のエネルギーに変換されることは、原子炉で実証されています。

今の科学で測定できるのは、物質（生物・液体・気体・素粒子を含む）と光（電磁波）と熱と電気と磁力と

重力（引力）だけです。

今の世の中の脳科学は、人間の思考やイメージや記憶は、脳の活動のみによって生じると教えています。

微弱な電流である脳波を測定して、考えたり、思い出したり、夢を見たりしている、と解説します。

感動する心も脳が創りだしている と言っている脳科学者も多いようです。

理化学研究所 脳科学総合研究センター

脳について

重さからすると、 グラム足らずの組織の塊でしかない脳ですが、実際には比類なき器官です。

脳は私たちが生きていくために絶対に必要な器官であり、これなしでは心臓の働き、呼吸、消化といった、

生命活動を支える機能が停止してしまいます。しかし脳の働きはそれだけにとどまりません。今日の出来事を

いくつか思い出してみてください。昼ごはんは美味しかったですか？一番最近見た映画を覚えていますか？

楽しい映画でしたか？それとも悲しい映画でしたか？家から一番近いコンビニまでの道順を説明できますか？

脳があるから私たちは感動し、決心し、行動するのです。

人生を経験から学び、言葉を話し、抽象的なことを考えるのも、脳あってのことです。

つまり、脳があるから人間なのです。しかし脳は一体どんな仕組みになっているのでしょう。

この答を見つけるために、理研 だけでなく世界中の脳神経科学者が日夜研究を続けています。

しかし、じっくりと考えてみると、私達が目で見る光景の光は目の網膜に映りますが、網膜から脳まで

神経を伝わってゆくのは、なんなのでしょうか。 光が神経を伝わってゆくはずがありません。

光子が網膜で電子に変換されて神経を伝わって脳まで行くのでしょうか。

眼の網膜の細胞は、光子を電子に変換するのでしょうか。

それとも、未解明の仕組みがあるのでしょうか。

私達が内面で描くイメージや記憶の映像は、なんなのでしょうか。

私達が創造的な内面の活動をしている時は、今までに体験したことのない、芸術的な映像や

独創的なアイデアの映像を見ることができます。

誰でもごく自然に、これから行く買い物の品物の映像や道順を思い浮かべることができます。

私達が内面で見ている映像は、なんなのでしょうか。

測定できる光でないことは確かです。

私達の脳細胞だけで、記憶の映像や想像する映像を創りだせるのでしょうか。

私達が寝ている時に見る夢の世界は、何でできているのでしょうか。

微弱な電流である脳波を測定して、考えたり、思い出したり、想像したり、夢を見たりしている、と解説

するならば、思考や内面の映像や夢は電気だと言っていることになります。

それで疑問を抱かずに納得できるものなのでしょうか。

私達が内面で感じる、愛や思いやりや喜びや情熱なども、今の科学では何だと解説するのでしょうか。

体が震えたり、こわばったりするほどの怒りや恐怖の感情は何だと解説するのでしょうか。

今の科学で証明できるのは物質（生物・液体・気体・素粒子を含む）と光（電磁波）と熱と電気と磁力と

重力（引力）だけなのです。



２０１７年５月２１日 明日香地震気象研究所 松本安生

私達が、今の科学的な教育や科学的な世界観の限界に気づいて、

私達とこの世界が 不思議に満ちていることを知れば、私達の好奇心が湧きあがってくるはずです。

最先端の科学、量子力学の研究者達は、これまでの物理学では説明のできなかった素粒子の

不思議な現象の解明に挑んでいます。

興味のある方は、量子力学についての様々な解説を閲覧してください。

例えば、「量子力学が創り出す不思議な世界ー量子テレポーテーション！」 は、

京都産業大学 工学部･情報通信工学科 の 外山政文教授が

分かり易く 素粒子の世界の不思議を解説されています。

私達は、オカルトマジシャンのパフォーマンスを奇跡的と思います。

そして、嬉しいことや、何かを達成したり、特別なことがあった日は、価値があるけれども、

通常の日常の平凡な日々は、たいした価値が無いと思って過ごしています。

しかし、私達の日々の体験を、エネルギーの波動の変化という観点から考察すると、

マジシャンが奇跡的なパフォーマンスをしている時も、

私達が、特別な体験をしている時も、私達が平凡な日常を過ごしている時も、

高次の意識、思考、感情、肉体、物質が織りなすエネルギーの波動の変化によって体験しているのです。

（高次の意識は、愛、叡智、平安、喜び、などの周波数の高い波動です。）

私達の一瞬一瞬の体験が、多様な周波数のエネルギー波動の変化によって生じているのです。

私達の存在と変化そのもの、この世界の存在と変化そのものが、奇跡的だと私は思っています。

瞬間移動や空中浮揚などの現象を奇跡と呼びますが、私達の日常の活動も、深く考察すれば、

奇跡的だと私は感じています。

人間の想念と内なる意識のパワーがその人の現実世界を創造していることは、精神世界の先達が

教えていることです。

自らの思考の傾向や思い込みが変われば、現実世界での自身の体験も変化してゆく、

という先達の教えや、 思考を越えた内奥の意識がほんとうの自己なのだ、という先達の教えに、

私は大きな期待を抱いています。

次回のその３では、難度の脳障害児ルナ君の奇跡的な意識の世界をご紹介したいと思っています。

ルナ君の奇跡が、人間誰もが、赤ちゃんの時から持って生まれた特質であることをお伝えしたいのです。


