
東海地震の心理的被害の軽減について ①・② では、７つの章をご紹介させていただきました。

最新の心理学の法則から、私が選択し実践していることを紹介させていただきました。

しかし、これらの法則を実践してきて、それなりの心理的効果を実感してきたのですが、３～４ヵ月経った

ある時期から、効果の進展が次第に鈍くなってくるようになってきました。

そして、最近（６月）になって新しい心理的な試みを４つ実践し始めたのですが、

これらの方法は、今までで最も心身の癒しと高揚感をもたらしてくれつつあるような感覚がするので、

さっそく、東海地震の心理的被害の軽減について③を作成して、⑧章 ・⑨章・⑩章・⑪章として

ご紹介させていただくことにいたしました。

しかし、私も実践を始めて、日数が経っていないので、あらましの概要をご紹介するにとどめ、

後日に機会があれば、詳しいことを記述してゆきたいと思っています。

⑧自分と人の長所や美点を見る （この⑧章は⑤章の「非難の連鎖思考に気づく」の続編でもあります。）

多くの人が、自分の欠点や人の欠点を思ったり言ったりすることを習慣化しているのではないでしょうか。

私もそうでしたが、家庭や学校や職場では、よかれと思って、親や教師や先輩が、子供や後輩の能力や

性格のいたらぬところを指摘して矯正・向上させようと努めます。

今のような競争社会では、少年期・青年期には、身体や能力を人と比較して、自己の長所や美点

よりも欠点や弱点の自覚を拡大して劣等感を強めてゆくことが必定です。

そして、潜在した劣等感は優越感を得ようとして、人の欠点やあら捜しをすることを常態化させます。

潜在した劣等感があるために、無自覚に、人の欠点やあら捜しをして、優越感を得ようとするのです。

しかし、人の欠点やあら捜しをすることは、自己の劣等感を癒すどころか更に強めてしまうのです。

この悪循環は無自覚に習慣化されていますから、自己の劣等感を根底から癒すには、自分の長所や

美点を意識して自覚し、人の長所や美点を意識して見つけようとする必要があります。

自分と人の長所や美点を見る（意識する） ことが、本来の自然で健康な自己意識を回復させるのです。

人の欠点やあら捜しをすることが習慣化していると、接する人の長所や美点よりも

欠点ばかりを見ることが多くなってしまいます。

人と話をしていても、人の欠点やあら捜しの話題が多くなってしまいます。

そうすることによって、一時的な優越感を得ることができても、本質的には、お互いの劣等感が更に

強まってゆくのです。

しかし、ある人の長所や美点を見てみようと決心してその人に接すると、お互いが交わす話の内容が

一変します。 劇的に変わります。 喜びや感謝や感動的なことが多い話の内容になるのです。

そうすることによって、お互いの劣等感が癒され、本来の自然で健康な自己意識が表面化してくるのです。

自分と人の長所や美点を見る ことを意識して習慣化してゆきましょう。

自分と人の長所や美点を見る ことによって強まってくる本来の自然で健康な自己意識が、

喜びや感謝心を高め、無理なく恐怖心を抱擁できるのです。

自分と人の長所や美点を見る ことによって強まってくる本来の自然で健康な自己意識が、

愛や喜びや感謝心や気力や情熱を湧かし、心のバランスを回復し、健康を増進してゆくのです。

自分の長所や美点を、箇条書きしてゆきましょう。 少なくとも１５以上は書いてみましょう。

奮闘や、親切や、達成の思い出を箇条書きしてゆきましょう。 少なくとも３０以上は書いてゆきましょう。

その状況に入り込み、その時の喜ばしい感情に浸りましょう。



関係が思わしくない人を無自覚に意識すると、その人の欠点ばかりを抽出して思い出してしまいます。

関係が思わしくない人との、過去の出来事を振り返り、その人の長所や美点を箇条書きしてゆきましょう。

このことを続けていると、お互いに関係性が、良い方向に変化する可能性が高まってゆきます。

自分や人の長所や美点を見ることは、最初は自覚して始めるのですが、続けていると、そのような見方が

自然なことになってゆきます。

なぜなら、自分や人の長所や美点が本質的なものだからです。

気分がひどく落ち込んでいる時の対処法

気分は高まったり、普通であったり、落ち込んだり、常に変化しています。

少々の気分の落ち込みを深刻に考えないでください。

自分や人の良い所を見るように努めていると、落ち込むことが少なくなってゆきます。

しかし、何もする気が生じないほどの落ち込みに襲われた時には、下記の方法が有効かもしれません。

ソファーにゆったりと座り、過去の最も情熱を感じて活動していたことを思い出してください。

希望に燃えて入学した高校や大学の１年目、希望に燃えて入社した最初の頃、情熱に溢れて会社を設立

した頃、会社の危機に奮闘した頃、情熱的な恋愛時代、などなどのなかで、最も情熱を感じた時代の

その状況に入り込み、その時の熱い感情に浸ってください。

過去は過ぎ去っていても、思い出せば、その時の熱い感情はいつでも湧いてくるのです。

熱い感情を感じようとしてください。

この方法で、ある程度の高揚感が湧いてきたならば、少々の落ち込みが残っていても、通常の生活に

もどることができるはずです。 いちど試してみてください。

「よくやった」 と自分をほめる

私達の今の競争社会では、学校でも、職場でも、スポーツ、芸術、あらゆる分野の活動で結果を出す

ことが求められています。

受験で受かること、勝負に勝つこと、営業で契約すること、利益を出すこと、などなどの目に見える結果を

出すことが求められ、努力しただけ、全力を尽くしただけでは、認められないのです。

結果を出した一部の人たちは「よくやった」とまわりから賞賛されますが、全力を尽くしても結果を出せ

なかった多くの人たちは、挫折感や劣等感を増大させてゆきます。

その時 結果を出せた人も、次に結果を出せなければ、挫折感を味わうことになります。

挫折感を何度も何度も味わっても、努力を続けて、最後に目標を達成できた人は、ヒーローになり

賞賛されますが、途中で挫折した多くの人たちの挫折感は癒されません。

また、今の社会では、人と比較して優劣の判断をすることが多すぎます。

家庭で、特に学校で、人と比較して自分の価値を決めることを徹底して学んで？ゆきます。

全ての分野で優秀な人などいません。

誰もが、一部の分野で自己尊重できても、多くの分野で自己卑下してしまいます。

今の世の中では、「よくやった」とまわりの大人から褒められることが少なすぎるのです。

そのようにして育ったほとんどの人たちは、めったに自分を褒めることもしません。

皆が人からの賞賛を待っているのです。

しかし、今の世の中で人からの賞賛を受けるには、眼に見える結果が出なくてはなりません。

しかし、挫折感や劣等感が蓄積した人には、結果を出すことが非常に難しいのです。

頑張っても、頑張っても、人から賞賛される結果が出せずに、苦しんでいる人が圧倒的に多いのでは

ないでしょうか。



⑨喜びを感じてお金を使う

多くの人にとって、お金に対する思いや感情が、日常生活では大きなウエイトをしめています。

今の世の中で生活するには、お金は非常に重要ですが、お金そのものを敬ったり、愛したりする習慣を

持っている人は非常に少ないようです。

日本では清貧を美徳とする伝統も根強く残っていますが、現実にそのような心境で生活しておられる人は

ほとんどおられないでしょう。

大多数の人が、内心でお金の欠乏の恐怖をかかえて生活しているように見受けられます。

『世の中のためになり、人を感動させたり、癒したりする、品物やソフトやサービスやアートや演技を

提供することが大切で、お金はその対価として入手できるのであり、お金、お金と、お金そのものを

極度に望むことは、執着であり、浅ましいことだ』 といった考え方の人が多いのではないでしょうか。

お金にまつわる事件や犯罪の報道が、お金に対する評価を下げてきたことも事実でしょう。

しかし、お金そのものを、敬ったり、喜んだり、愛したりしないことから、様々な弊害が生じてゆきます。

今の世の中で無自覚にお金に接していると、お金の欠乏を常に恐れる習慣に陥ってしまいがちです。

今の世の中で無自覚にお金に接していると、お金が有っても、何らかのお金に関する恐れが生じて

ゆきがちです。

お金は幸福の源泉です。 喜びを伴うことにお金を使ってください。

お金は、多くの物やサービスに変換することのできる潜在的力を持っています。

喜びと共にお金を使い、喜びと共にお金を受け取る時、お金は幸福の源泉となります。

欠乏感から、ほしい物を我慢して、心がときめかない物を買うことは、減らしていってください。

何かを買うとき、安くても高くても、ほしい物、喜びを感じる物を買ってください。

ほしい物、喜びを感じる物を買うと、感謝してお金を払うことができます。

何かを買ってお金を支払うことは、世の中のお金の循環に貢献しています。

喜んで支払ってください。

頑張りながらも、「まだだめだ」 「まだ努力が足りない」とアフメーション（念仏）し続けるのです。

ほとんどの人が、「自分には何かが欠けている」 という思いを持つことは必定なのです。

「自分には何かが欠けている」 という思いは、自己本来の、自然で健康な感性を覆い隠し

心身のバランスと健康をむしばんでゆきます。

しかし、社会から受け継いだ基準で植え付けられた自己評価は真実ではありません。

惑わされないでください。

今の世の中からの賞賛を過度に求めずに、自分で自分に賞賛を与えることを始めましょう。

社会から受け継いだ基準で自分を評価するのではなく、自分に正直に自分の基準を作ってゆきましょう。

自分に正直になり、過去の小さな出来事を達成した自分を褒めることから始めましょう。

結果は出せなくても、過去の奮闘努力した自分を褒めることから始めましょう。

今日の日常生活の一つ一つの活動の区切りで、自分自身に「よくやった」と褒めましょう。

肉体的な活動をした後は、自己の体に「よくやった」と褒めましょう。

「よくやった」と自分をほめることを習慣化してゆきましょう。

まわりの奮闘している人たちを見た時も、「よくやった」 と心で褒めましょう。

自分も人も、その時の状況で全力を尽くしているのが真実なのです。

ほんとうに「よくやっている」のです。



喜びや感謝を伴ったお金が世の中で循環すればするほど、世の中は豊かになります。

喜びや感謝を伴ったお金を世の中に循環させればさせるほど、自らも豊かになります。

喜びや感謝をこめてお金を使うように心がけましょう。

喜びや意義が感じられないことには、わずかのお金も使わないよう努めてください。

喜びや意義が感じられることには、自己の気持ちに従って適切に充分に使うことを心掛けてください。

お金の欠乏の恐れを感じつつ物を買うことは、できるだけ減らしていってください。

お金の欠乏の恐れを感じている時は、喜びを感じる物を選んで買うように努めてください。

お金を有効に使えない状況の人に、義務感や強要で、危機的な状況を救う以上のお金をあげることは、

できるだけ避けてください。

愛や喜びや感謝と共に、お金を使ったり、あげたり、貸したり、受け取ったり、貰ったり

してゆくことに努めましょう。

お金の欠乏の恐怖が生じる生活から、お金をめぐる愛や喜びや感謝の状況が続く生活へと意識的に

変えてゆくことができるのです。

お金を支払う時に、「お金が減ってゆく」と不安に思うのではなく、

お金を支払う時に、「喜びの生じる必要な物を得られたことにたいする感謝の気持ちをこめて支払い、

同時に、世の中のお金の循環に貢献することもしているのだ」と喜んでください。

実際そのとおりなのですから。

喜びや感動の生じる物を創造して人に売ることには、自然と喜びや情熱を持って取り組めます。

お金を受け取る時には、「喜びや感動の生じる物を人に与えたことにする正当な報酬」 として、

感謝して受け取ってください。

世の中に喜びや感謝のこもったお金の循環が増えるほど、世の中の豊かさは増してゆきます。

お金は幸福の源泉だと思ってください。 真実そうなのですから。

お金を、敬い、愛し、感謝するほど、入ってくるお金は増えてゆきます。

お金を取り扱う人の心がけによって、お金はその人の幸福の源泉にも、不幸の源泉にもなるのです。

お金にまつわる不幸な出来事や事件からお金を評価しないでください。

宗教的な、戒律や教えからお金を評価しないでください。

継承されてきた社会風習からお金を評価しないでください。

お金があらゆるものに変換できて、自分や人々の多様な望みを叶えることのできるお金の潜在的力を

充分に評価して、お金を敬い感謝しながらお金を取り扱ってください。

支払いを先延ばしにせず、早め早めに支払う。

現金をできるだけ多く手元に置いておきたいと思って、様々なお金の支払いを先延ばしにしようと

していないでしょうか。

しかし、そのことは、自分や相手のお金に対する恐怖心を増大させるうえに、

世の中のお金の循環スピードを遅らせることになるのです。

お金に対する恐れが増大するほど、入ってくるお金は減少してゆきます。

同じ量のお金が世の中に循環していても、循環スピードが速ければ速いほど、世の中は豊になります。

支払いをできるだけ早くすることを心掛けると、お金に対する安堵感が増し、相手からも感謝され、

お金の循環スピードに貢献し、入ってくるお金の量も増えてゆくのです。

お金を出来るだけ早く支払うほどお金が増えてゆく。 このことは、一見矛盾するようですが、

実際に努めて実行してゆくと、真実だと分かるはずです。



⑩心地よさや喜びを感じることに専念する。

今の社会通念では、がんばること、努力することが、奨励されています。

勉強、仕事、スポーツで結果を出すことが求められ、ほとんどの人が、最善を尽くして奮闘しています。

それはそれで大切なことなのですが、結果を出すために奮闘するだけでは、感情のバランスをくずして

挫折してしまうことになります。 心や感情のバランスを保ちつつ、努力することが重要なのです。

自身の心地よさや喜びの感覚を大切にしてください。

世の中では、奮闘、努力が評価されすぎて、各人の内面の心地よさや喜びの感覚の大切さが

軽視されすぎています。 体を酷使したり、精神を緊張しすぎたりすることで、内面の自然な自分らしい

心地よさや喜びの感覚が麻痺していないでしょうか。

日常生活のなかで、心地よく感じること、喜びを感じることを、理屈ぬきに実行する習慣をつけて

いってください。 仕事、家事、子供、ペット、趣味、音楽、などジャンルに関係なく、本心で心地よく

感じることを大切にしてください。

親密な人との会話や抱擁、子供と接する、友人と会話する、ペットと接する、植物の手入れをする、

音楽を聴く、風呂に入る、ソファーでくつろぐ、おきまりのコースを散策する、などなど日常生活の中での

ささやかな心地よさや喜びを感じることを大切にして、そのような体験を増やしていって、心地よさや

喜びに充分に浸ってください。

これらのことは、ささやかな幸せですが、心のバランスを保つには、非常に重要なことなのです。

心地よさや喜びの感覚を感じたことは、ためらわずに実行していってください。

リラックスして喜びを感じる未来を空想する

奮闘、努力することは大切ですが、ソファーでゆったりとくつろいでいる時などに、自分がしたいことを

思い浮かべることも、楽しいものです。

ゆったりくつろいで、心地よさを感じている時があるのなら、自分がしたいことに思いをめぐらせてください。

自分がしたいことをしている様を、自由に想像力をめぐらせて楽しんでください。

学校教育では、空想することは軽視されていますが、ほんとにしたいことを空想することは、心のバランス

を保つためには、非常に重要なのです。

小さい頃は、だれでも自然と空想を楽しんでいますが、学校に行くようになると勉強の成績を上げることが

求められ、空想することを叱られたりします。

お金の欠乏や病気やトラブルのあったことなどを思い悩みながら空想することが多くはないでしょうか。

自分や子供の、楽しいことやしたいことを空想する習慣を育んでください。

過去のお金にまつわる罪を償う

事業を経営していたり、事業で役職についていたり、営業職に従事していたりすると、

お金にまつわる不正行為を余儀なくされたことがあるのではないでしょうか。

会社の存続のために、ノルマの確保のために、その他の様々な理由のために、社員や同僚や

取引会社やお客に対して、やむをえずに嘘をついた、正直に事実を伝えなかった、適切なお金を

払わなかった、などなどの良心に恥じることをしたことがあるのではないでしょうか。

自分や家族を守るためや、会社を守るためには他に方策がなかったとしても、そのことで人に被害を

与えたならば、良心の呵責を感じたことでしょう。

どの会社でもしていることだから、と弁解して済ましていないでしょうか。

そのようなことがあったのならば、そのことを思い出し、心の中で被害を与えた人に謝ってください。

被害を与えた人が苦しんだのなら、その人の苦しみを想像しながら、謝ってください。

そうすれば、今後は、良心に恥じることは、努めてしない、という思いが強まってくることでしょう。



⑪「ありがとう」とアファメーション（念仏）する

対人関係で感謝した時に「ありがとう」と言うのは自然なことです。

「ありがたい」と思い、感謝の喜びを感じていることが幸せなのです。

また、「ありがとう」の言葉と共に、感謝のエネルギーを相手に与えることで、相手も幸せにします。

感謝することの対象は、自覚して広げてゆくことができます。

無自覚に日常生活をおくっていると、不安なこと、気に入らないことを見つけ、連鎖的にそのようなこと

ばかりを考えることが多くなってしまいます。

自覚して、感謝できることを見つけ、「ありがとう」と言う習慣をつけてゆくことは、賢明なことのようです。

感謝できることを見つけようと、自覚して日常生活をおくっていると、今まであたりまえだと思っていた

自分の体、身の回りの物、食物、自然環境、などにも自然と感謝できるようになってゆきます。

私が最初に始めたことは、自分の足に感謝することでした。

散歩をする時に、一歩、一歩、「ありがとう、ありがとう」 と心の中で足に感謝しながら歩くのです。

ゆっくりと歩きながら、心をこめて足に「ありがとう」というのです。

試してみて、その効果に驚きました。

歩いている時は心地いいし、１０分ほど散歩して帰ってきた時に気分が良くなっていたのです。

それからは、足に「ありがとう」、体に「ありがとう」の散歩は、喜びの日課になっています。

私達ひとりひとりにとって、私達を決して裏切らないもの、

私達が、どんなに非難しても、最大限 私達のために働いてくれているもの、

一日２４時間、常に私達のために全力を尽くしてくれているもの、

私達にとって、あまりにもその存在が当たり前で、ほとんど感謝しないばかりか、

ほとんどの人が、常にそのどこかを非難したり、嫌っているもの、

それは、私達の体です。

私達の体は、私達を裏切ることのない最大の味方であるにもかかわらず、

人と比較してある部分を嫌ったり、弱いと責めたり、私達の感情の扱いのせいで病気になった

部分を非難したりしているのです。

最大の味方の体に「ありがとう」 と心で思って感謝しましょう。 毎日、毎日、できるだけ感謝しましょう。

感謝と愛は同じエネルギーです。 子供を愛するように「好き、好き、大好き」 と言ってもいいです。

非難や、恐れの感情は体の筋肉や細胞を収縮させ、私達は苦痛として感じます。

感謝や愛の感情は、体の筋肉や細胞を拡張し、私達は心地よさとして感じます。

感謝のエネルギーは、即効的に体を癒し、気分を高めてゆきます。

体に「ありがとう」を続けてゆくと、その効果は絶大です。

「ありがとう」 と言うことが重要なのではなく、感謝のエネルギーを体に満たすことが大切なのです。

感謝の思いを体に注ぎましょう。 感謝の思いのエネルギーで体を満たしましょう。

ぜひ、実行してみて、その効果を実感してください。

胃は活力の源泉です。 胃の健康は、気分や気力に大きな影響を与えます。

特に、胃に重点をおいて、「ありがとう」と言うことを日課としてください。

胃の調子が悪い時ほど、「ありがとう」と言ってください。 実際に、不適切な食物や感情の影響で、

胃の調子が悪くなっていても、胃は最善を尽くして、自然治癒力を発揮しているのです。

胃の調子が悪い、と不満に思うことは、胃のみならず、体全体の活力を低下させます。

常識的で習慣的な非難の思考に自覚して気づき、「ありがとう」に切り替えていってください。

心臓の活力も、気分の高揚には重要です。 毎日「ありがとう」と言いましょう。

体の他の部分も、その気になった時には、「ありがとう」とアファメーション（念仏）をしてください。



今まで、当たり前だと思っていた様々な事柄に対しても、想像力をはたらかして見方を変えると、自然と

感謝してしまうことは沢山あるようです。

身の回りの物の一つを見ても、「お金を払ったのだから所有して当然だ」 と普段は思っていても、

その品物や食物を開発したり、生産したり、輸送したり、販売したりするのに、どれほど多くの人々の

創意工夫と労力が注ぎ込まれ、その人たちのお蔭で、より良く、より安い物を今得ているのだ、と理解

できた時には、自然と感謝の念が生じてきます。

食べる物、使用する物のひとつひとつに「ありがとう」と言ってみましょう。

それにたずさわった人々を想像して「ありがとう」 と言ってみましょう。

本棚には、沢山の本が並んでいることでしょう。

生き方を変えた本、生活の知恵を得た本、仕事の効率を上げてくれた本、喜びを与えてくれた本、

１つの本を手に取って、あらためて、その本から得た恩恵の数々を思い出し、その恩恵と作者の方に、

「ありがとう」 と感謝しましょう。

近年のパソコンやアイホーンの普及と利用は、革命的です。

インターネットから得られる情報は、多様で膨大です。

少しでも早く多くの情報を得ようと、むさぼるような気持ちで情報を処理しないでください。

参考になる有りがたい情報を見つけた時は、その情報と発信者に「ありがとう」と感謝することを

忘れないようにしましょう。

朝が肝心です。 目覚めた時から、感謝することを実践してゆきましょう。

歯磨き、朝食、着替え、朝の挨拶などの生活習慣の中に、感謝することを盛り込んでいきましょう。

「ありがとう」 と思いながら、感謝のエネルギーをみなぎらせて一日のスタートをきりましょう。

感謝や喜びを感じられる物に囲まれて生活するように努めましょう。

欠乏感から、必要性の少ない物を溜め込んではいないでしょうか。

片づけをして、喜びの感じられない物は、思い切ってどんどん捨てましょう。

感謝や喜びが高まってゆくと、住まいをさらに綺麗にしたくなります。

玄関、台所、トイレ、風呂場の掃除に努めましょう。 トイレはぴかぴかに磨きましょう。

感謝心が増してゆくと、対人関係や仕事やお金の状況も好ましい方向へ変化してゆきます。

感謝心は表面的に「ありがとう」と言うことからは生まれません。 物事の見方を変えて、ありがたいと

思えることに気づいた時に、自然に湧いてくる感情です。

今まで当たり前だと思っていた、対人関係や仕事やお金に対しても感謝できることを見つけて

「ありがとう」 と言ったり、思ったりして、感謝の喜びの感情を広めていってください。

感謝の喜びの感情を放射し広めてゆくことは、素晴らしいことです。

危機感のさなかで、感謝する

通常の日常生活で感謝心を高めてゆくことは、難しいことではありません。

しかし、大きな危機に直面した時に、いかに感謝するのかは、今の私の大きなテーマです。

東海地震に直面される方々の大きなテーマになります。

今後の世界経済や日本経済の動向によっては、多くの方々のテーマとなる可能性があります。

危機感は充分に感じきってください。

危機感を感じながらも、必ず打開策があることを信じて、確信できたことは実行していってください。



呼吸に感謝する

呼吸が単に酸素を取り入れ炭酸ガスを排出するだけのものならば、古来からの宗教やヨガや武道で

呼吸の重要性が説かれることはありません。

呼吸は生命力の源泉です。 活力として実感できる生命エネルギーを増やすことができるのです。

くよくよと心配ごとを考えていたら、その考えから、呼吸に意識を向け変えましょう。

心配事を考えている時は、呼吸が浅くなっています。

座ったり、寝たりしながら、自然な呼吸に意識を向けて、自然な呼吸を感じましょう。

時々、大きな呼吸をしながら、自然な呼吸をかんじましょう。

自然な呼吸に集中し、感じていると、心配事は考えていません。

自然な呼吸を感じる方法は、人様々です。 自分に心地よい方法を工夫してゆきましょう。

その効果を実感すれば、呼吸に感謝するようになります。

「ありがとう、ありがとう」と感謝しながら、自然な呼吸を楽しんでください。

愛、喜び、感動 と、恐れ、怒り、非難、嫉妬、悲しみ と 感謝

愛されたり、喜んだり、感動した時に、感謝することは自然にできます。

しかし、恐れ、怒り、非難、嫉妬、悲しみのさなかにある時に、感謝できるのでしょうか。

感謝することを、実践していると、恐れ、怒り、非難、嫉妬、悲しみが生じる状況は減少してゆきますが、

無くなるわけではありません。

感謝を実践し、感謝することが多くなってきているのに、ある状況で恐れや怒りが生じた時は、

どのようにすればよいのでしょうか。

私にとってもこのことは、今の大きな課題です。

せっかく、心地よさや喜びが続いていたのに、対人関係などが原因で、恐れたり、憤ったり、悲しんだり

した時には無理に感謝しようとしないでください。

反射的に、トラブルの原因を相手のせいにして、非難したり、自己弁解することも、

問題が悪化するだけで、解決にはつながりません。

恐れたり、憤ったり、悲しんだりすることに抵抗せずに、感じきることに努めてください。

呼吸にも意識を向け、ゆったりとした呼吸を心掛けながら、感じてください。

自らの恐れや憤りや悲しみを、感じきり、癒す力（愛、思いやり）は誰もにそなわっています。

自らの恐れや憤りや悲しみを、感じきり、癒す力（愛、思いやり）を信頼し育んでいってください。

あるいは、相手の怒りや非難の感情を受けとめ、感じきることによって、相手の表面的な怒りや非難の

奥にある恐れの思いが洞察（直感）できるかもしれません。

それが分かると、相手に対する理解や親近感が深まるかもしれません。

あるいは、相手の怒りや非難の感情を受けとめ、感じきることによって、自分が相手に対して持っていた

誤った先入観に気づく洞察力（直感）が生じ、相手にすまないと思い、謝ることになるかもしれません。

自分や人の様々な感情を受け入れ、自らの癒す力（愛、思いやり）や洞察力（直感）に従っていると、

問題の解決に繋がってゆき、「ありがとう」と感謝できることが生じてくるようです。

自分や人の様々な感情を受け入れ、自らの癒す力（愛、思いやり）や洞察力（直感）に従っていると、

自分や相手の長所や美点に気づくことが多くなり、「ありがとう」と感謝することが、生じてくるようです。

自己の癒す力（愛）や洞察力（直感）を信頼してください。 信頼すればするほど湧き出てきます。

愛、思いやり、喜び、感動 、心地よさ、恐れ、怒り、嫉妬、悲しみ などの人間らしい様々な感情を感じる

ことが、生きている証しであり、癒す力（愛、思いやり）や洞察力（直感）や感謝心を高めてくれるのです。



以上のように、東海地震の心理的被害の軽減について①②③で、①章～⑪章 までを、ご紹介させて

いただきました。

心理的被害の軽減 という主旨から、逸脱したように思われるかもしれませんが、人の心理構造は

非常に複雑で、心のバランスを保つには、様々な角度からの取り組みが必要だと思っています。

これらのレポート作成を通じて、私の理解と心の癒しが深まったことには、感謝しています。

複雑な心理構造の中の、感情面のバランスを回復することに重点をおいて、このレポートを作成

いたしました。

信念や思考のバランスの回復や修正も重要なのですが、今の私はそのことに充分に取り組んでおらず、

そのことに重点をおいてレポートする資格はないと思っています。

これらの方法は、あくまで私が実行しつつある方法で、十分な効果を実証したわけではありません。

しかし、これらの方法の一部が、ある人のある時期には、心身のバランスを回復する効果があるとの

思いは持っています。

読む人によって①章～⑪章 のなかでの関心を持たれる章は異なると思っています。

関心を持たれた章や項目だけに専念されることをお勧めいたします。

関心を持たれない方も多いかもしれませんが、このような心理的方法もあることを、覚えておいてほしいと

願っています。

東海地震に対処される時や、東海地震後の復興活動において、完全燃焼して活動するために、

そして、復興後の心身の健康と幸せの向上のために、

これらの心理的方法が、お役にたつことができれば、と願っております。

また、これらの方法が、私のホームページを見ていただいた方々の、心身の健康と幸せの向上の

お役に立てれば、嬉しいことです。

２０１５年６月２４日 明日香地震気象研究所 松本安生


