
3000人の話を聞き続けた占い師がこっそり教える

パートナー作りの秘訣
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イントロダクション

みなさんはじめまして、こんにちは。

本格的に占いと風水のお店をオープンしてから、気がつけば十数年ほど経ってしまいました。

今日はわざわざようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。

それから、メールで質問くださった方もありがとうございました。

私のやっている占いの仕事というのは、分かりやすく言いますと、非常に古い東洋の考え方

を、相談事のアドバイスとして取り入れてお話ししています。

古い東洋の考えというのは、陰陽五行と言います。その中で心に関することは五つの常と書
いんようごぎょう つね

いて五常と言います。五常は５つ、仁、義、礼、智、信のそれぞれです。
ごじょう じん ぎ れい ち しん

これまでおおよそ３０００人以上のお話を、ひとりひとりじっくりと聞き続けてきたのです

が、この五常を生活に応用してアドバイスすると、人間関係に色んな変化が起きて、マイン

ドも安定するのでうまくいくというか、落ち着くべき場所に落ち着きます。

仁、義、礼、智、信という言葉は、聞いたことがある方も多いと思います。また、インター

ネットで検索すると、おおまかな意味が分かります。ところがこれらの言葉は、今ではその

意味がバラバラに一人歩きしてしまっています。本当は全体がつながっていて、それが分か

ってはじめて本質が理解できるのですが、今のところおそらく私以外にほとんど誰もその作

業をしていません。ですから情報としてそれぞれの意味を丸暗記しても、本質も分からない

し使い勝手もわからないままというのが現実でしょう。

今回は、パートナー作りの秘訣ということで、ここに集まっていただいた（これを読んでく



4

れている）訳ですので、実際に、実践的に、どうすればうまくいくのか、できるだけ具体的

にお話しを進めていきたいと思います。今回お伝えする秘訣は全部で九つあります。
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婚活とは市場で試すように考えること

みなさんご存じのように、婚活というのは結婚活動のことですね。これは就活と同じで、自

分をその市場に出して試すことからきています。

学生が、自分を社会という市場に出してみて、就職できるかどうかを試すことが就活。

独身者が、自分を結婚という市場に出してみて、結婚できるかどうかを試すことが婚活。

市場に参加するというのは、カタカナでいえばマーケティングとなります。

マーケティングは、ひとつの商品をその市場で売れるかどうか試してみることです。

さて、就活というマーケティングは、やり方がある程度決まっていますので、学校卒業の初

年度は、どのような人も市場に参加しやすいようになっています。ところが就活二年目以降

は、いきなりハードルが上がって、ビジネスマンが考えるマーケティングと同じように考え、

自分という商材をいかに市場に売り込むかの戦略と戦術が必要になってきます。集客=会社

訪問、商材の販売＝面接で合格、などのことを誰からも教わらないまま、自分で自分の売り

込みをかけなければなりません。これは非常に大変なことです。

さて、パートナー作りにおいて、婚活も就活と似たり寄ったりの状態です。誰にも何も教わ

らないまま、いきなり婚活を始めなければなりません。

ただ、婚活を市場のように考える人はほとんどいませんので、需要と供給が非常に偏った状

態になっています。これは、チャンスといえばチャンスです。

婚活を市場のように考えた時、マーケティングの技法を使い、がら空きの市場に参加すれば、

あっという間に簡単に相手が見つかるでしょう。
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男なら女ばかりの場所、女なら男ばかりの場所が、それぞれがら空きの独占市場になります。

婚活では、このような地の利を利用してみることも良いと思います。

ただ、パートナー作りは人間対人間のことです。

ですから、運よくがら空きの市場を見つけたとしても、そこに大きな落とし穴が待ち構えて

いますので注意が必要です。

その注意するべき落とし穴とは、コミュニケーションの問題です。

この問題をどれだけうまくクリアしているかどうかで、どのような場所であっても、どんな

人とおつき合いするにしても、その後の幸せが大きく変わってきます。

今回のお話は、本質的な心のしくみに沿って問題に対処する方法をお伝えしていきますので、

一度そのやり方を身につけてしまえば、一生使えるようなものになると思います。

どれだけモテる人であっても、どれだけの美人であっても、パートナーとのコミュニケーシ

ョンの問題に必ず一度はぶつかります。

逆にいえば、コミュニケーションの問題をクリアできていればいるほど、パートナー作りで

は問題が起きにくく、問題が起きても解決するまであきらめないでいますので、パートナー

と長く良好な関係を保ちやすいのです。

では、誰もがやがて直面しなくてはならない、コミュニケーションの問題はいったいどうや

って解決するのか。

それは、自分の心を理解していけば良いのです。理解すればするほど、どんどん解決してい

けるようになります。

そして、さらに人に共通する心のしくみを知ることで、それをひとつの戦略のように自分や
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相手に使うこともできます。

パートナー作りは戦いではありませんが「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という古代

の軍師である孫子の言葉通りに、自分と相手をきちんと知ればバランスの良いパートナー作

りが可能になります。

つまり、自分の心の働きを知ることは、パートナーと共に幸せへと大きく舵をきる力を持つ

ことができるのです。

心のしくみである五常のエッセンスを少しでも持ち帰ってもらい、パートナーと一緒に毎日

生きていて幸せだなぁと思えるような生活を手に入れてもらえれば嬉しいです。

ひとりで毎日幸せだと思うよりも、ふたりでそう思う方がより嬉しさが倍増しますので。

それではこれからひとつずつ、出会いに関する問題から順番に、実際に考えていきましょう。

問題は、これまでにいただいた質問から主に選びました。



8

出会いについて考える

変化やチャンスというのは、どんなきっかけから始まるのか本当に分からないものです。

出会いというのは、たとえば合コンのような作られたものであっても、たまたま偶然の出会

いであったとしても、大きく考えればどちらも同じです。

もし、変化やチャンスに人格があるとすれば、出会いのカタチにこだわりはないと思います。

この出会い方はイヤ、あの出会い方はダメという人より、そういったことにこだわりのない

人の方が、変化やチャンスも手助けしてくれるでしょう。

私の知り合いには、学生の頃のナンパがきっかけで結婚して幸せに暮らしている人もいます

し、インターネットで知り合ったことがきっかけで結婚した人もいます。何がきっかけにな

のるか分からないものです。

それでは、何がきっかけになるのか分からない中で、一番重要なことは何か。

それは、パートナーができてから、自分が幸せでいられるかどうか、相手が幸せでいてくれ

るかどうか、寝覚めの良い朝をちゃんと迎えられるかどうか、それが重要です。

例えば、自然な出会い方を好む人がいるとします。その人が合コンに参加して、パートナー

を作ったとします。ところが、つき合ったパートナーとうまくいかなかったとしましょう。

そうすると、関係がうまくいかなかった理由づけとして、やっぱり出会い方がまともじゃな

かったとか、まともじゃない場所で出会ったからやっぱり相手が悪かったとか、そんなふう

に考えてしまいます。
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これは真実の一面しか見ていません。

本当は、それが真実なのかどうなのかも分からないのです。

もしかしたら自分の方にうまくいかない原因があるかもしれないからです。

そして、自分のうまくいかない原因を知ることがなければ、次の出会いも同じパターンを繰

り返してしまうことになります。

逆に、パートナーができてからずっと幸せだったなら、出会い方などどうでもよくなって、

ただこの相手と出会えてよかったと思うだけです。

出会い方には善し悪しがほとんどなく、自分で勝手にこれが正しい出会い方であるとか、こ

れは間違った出会い方であるとかの基準を作ってしまっているだけです。

正しさという基準を、人は時にうまくいかないことへの理由に利用してしまうのです。

これでは発展がありません。堂々巡りを繰り返すだけです。

もし、誰かのせいで自分が幸せになったり不幸になったりしてしまうのが人生だと考えるな

ら、誰かに自分の人生を明け渡してしまっていることと同じです。

自分の人生ですから、少なくとも自分が幸せに生きるかどうか、そのくらいは自分で決めた

方が良いのです。

自分で不幸の理由づけをしているのかどうかに気づくことができれば、その不幸な状態から

抜け出すことが可能です。誰が決めているのか、その違いを知っているのといないのとでは、

その差がとても大きいのです。

出会いに関していえば、こだわりを持たないでいると可能性が広がります。

まず、自分にも色んな出会い方があって良いと思えるようになります。
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そう思えると、ひとつの寛容さ、大らかさを手に入れることができます。

大らかさを手に入れるということは、選択肢の幅が増えるということです。

ゼロよりもひとつ、ひとつよりもふたつ、ふたつよりも三つ、選択肢はいくつもあった方が

良いのです。

さっそくひとつ目の秘訣がでてきました。

パートナー作りでは「はたして相手とうまくいくかどうか分からない出会いの中では、出会

い方にこだわりを持たない方がうまくいく」

と、いうことです。
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「仁」について

こだわりをもたないというのを、ひとことで表すと「仁」といいます。

「仁」は、そのベースが許すことにあります。

許すといっても相手を許すことから始めるのではなく、自分を許すことから始めます。

自分を許せば許すほど、こだわりがなくなります。

実は、私たちはみんながうまくいくパートナー作りの秘訣をもっています。

なぜなら、自分自身がこの世に存在しているからです。

もう少し説明を加えないと、これでは分かりませんね。

自分が存在できた理由は、少なくとも、お父さんとお母さんとのパートナー作りがうまくい

き、その子作りの結果として生まれてきたからです。

自分の存在が、うまくいっているパートナー作りのひとつの証でもあるということです。

そして、私たちは小さな頃から、知らず知らずのうちにパートナーの見本として両親や祖父

母のコミュニケーション方法を観察し学習して育ってきています。

パートナー作りはすでに両親から目に見えない恩恵を受けて学び続けてきているのです。

「〇〇ちゃんのお家は、お父さんとお母さんがしょっちゅうケンカしていて大変そうだけど、

うちは違う」

「〇〇くんのお家は、お父さんとお母さんの仲がいい」

「〇〇ちゃんのお家は、お母さんが出ていった」

そうやって、小さな頃の家庭環境によって、パートナーに対する学習内容が個々に違ってき
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ます。

そして、どのようなお家でも親からの恩恵を受けて育ってきており、その恩恵の種類が「仁」

なのです。

「仁」とは、母親や父親から受けてきた愛です。その愛は、自分より弱かったり小さかった

りするものを大切にするという感情です。

しつけとしてできないことを怒られるよりもずっと前に、最初に受け取る感情がただそこに

いるだけで愛され許されるという「仁」です。

私たちは本来、それぞれが存在するだけですべて許されているという思いを生まれてからも

らい受け、ちゃんとそれを感じ取っているのです。

長くなりましたが、これが「本来私たちはパートナー作りの秘訣をもっている」という理由

です。個々の存在が「仁」を証明しているわけです。

ところがこの「仁」は、大人になるにしたがってどんどん忘れていってしまいます。

自分で考えねば自立せねばと成長していくうちに、「仁」からどんどん遠ざかっていってし

まいます。

ですので、ここであらためて根源的な「仁」のパワーを使えば、パートナー作りでも力を発

揮してくれます。

それではどのように使えば良いのかをお伝えします。

母の「仁」は子供に向けられますが、パートナー作りに置いての「仁」は、まずは自分自身

に向けます。今の自分を許すことを実践する、それがその方法です。

人は自分を許すことができる分だけ、無理なく相手を許すことができます。
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ですから、強い「仁」の力を発揮するためには、今の自分自身をそれでいいと許すことが大

切です。

それではひとつワークをしてみます。自分ひとりでもできる「仁」のワークです。
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仁のワーク

① ノートと書くものを準備します。慣れればなくても良いです。

② ノートに箇条書きで、自分の嫌なところを３つ思いついて書きます。特に今回はパート

ナー作りにおいて自分の嫌なところを３つあげます。

③ ひとつずつ、読み返しながら「わかる。それでいいよ」と実際に許します。目を閉じて

時間をかけてじっくりやったほうが良いです。

④ ３つともやってワークを終えます。

⑤ 次から、嫌なところを思いつくたびに心の中で「わかる。それでいいよ」と実際に許し

ます。

※このワークを繰り返すたびに、自分を許す「仁」の力が強くなっていきます。
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パートナー作りとは何か

さて、パートナー作りにおいて、重要なことは他にもまだまだあります。少なくとも、今こ

こにこうして興味をもっていらっしゃっている方は、いくつかの秘訣を知ることができます

ので、それを何も知らない人よりは、はるかにうまくいくチャンスがあります。

そして何よりもワークを通じて自分の心の働きを知るノウハウが手に入ります。

ですから、自分にもまだまだチャンスがあること、パートナー作りに前向きである自分自身

がいてもそれを許してほしいと思います。

それでは続いて、パートナー作りとはいったい何なのかを考えてみましょう。

いくらパートナーが欲しいと考えていても、パートナー作りがいったい何なのかを知らない

と、パートナー作りの障害が何なのか分からないまま、つまずいてばかりになってしまうか

らです。

これはよくあることですが、パートナーを作りたい、パートナーが欲しいと頭では考えてい

ても、実際いざその場に立つと尻込みしてしまう人が結構います。

ある知り合いのところに、普段からパートナーをそろそろ作りたいなぁ、誰か良い人いない

かなぁと、周りに話をしている友人がいました。

それならまかしておいてと、その知り合いの身内の誰かのつてをたよって、パートナー候補

を探してくることができました。そうして、いよいよいつ紹介しようかという話にまでなり

ました。ところが、せっかく話を持ってきたのにもかかわらず、中々休日の時間が合わない

とか、今回は用事があってまた今度とか話を引き延ばして、紹介相手と会うこともなく結局
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その話はお流れになってしまいました。このようなことがその友人には何度かあったよと、

その知り合いは話をしてくれました。

そして本人は、誰も責めているわけでもないのに、やっぱり知り合いからの紹介は恥ずかし

いとか、自然でない出会いは難しいとかブツブツ言って、お茶を濁してしまっています。

頭では欲しいのに、いざとなったら尻込みしてしまう。

自分で自分の障害に気がついていないパターンです。

果たしてこれは、いったいどういうしくみが心に働いているのでしょうか。

この問題は、パートナー作りとはそもそも何なのかを考えていれば、回避することができま

す。

障害に気がつけば、パートナー作りを正面から受け止めることができます。

パートナーを作ることで、自分に何が起きるのでしょうか。

パートナーを作ることで、自分の身に良いことも悪いことも起きる可能性があります。

パートナーを作れば、今以上に、エキサイティングで、穏やかで、情熱的で、リラックスで

きて、心配で、楽しくて、不安で、安心できて、ひとりでいるよりさびしくて、ひとりでい

るより幸せな時間がやってきます。

つまり、パートナーを作れば「自分の人生に変化が訪れる」ことになります。

ということは、変化を受け入れられるかどうかが重要になってきます。

変化を受け入れられない人は、尻込みしてしまいます。

変化を受け入れられない人は、本当はパートナーが欲しくないのかもしれません。もしかし

たら、新しいお母さんやお父さんにとって代わる人が欲しいだけなのかもしれません。
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新しくて、若くてきれいなお母さんに代わる人。

あるいは、新しくて、魅力的で包容力のあるお父さんに代わる人。

自分は変わらないで、相手に変わってもらうことが自分にとってのパートナー作りなら、新

しいパートナーができても、パートナーとの関係は破たんしてしまうでしょう。

それでは、幸せなパートナー作りの目標から外れてしまいます。

未来の自分に幸せになってもらうためには、今の自分が変化を恐れていないか、もし恐れて

いるのならいったいどのような変化を恐れているのかを見なければなりません。

あるいは、過去のおつき合いや異性との関係で、何を恐れていたのかを見直すことです。新

しい相手がパートナーとして自分の人生に加わることを受け入れられるような心を最初に作

っておくための見直しです。

ふたつ目の秘訣がでてきました。

パートナー作りでは「自分にとって、変化することは何かを考える。自分に変化を受け入れ

る心ができればうまくいく」

と、いうことです。何を恐れているのかをきっちりと見きわめ、それが真実なのか自分で作

り上げた単なる思い込みなのかを考えることが大切です。

パートナー作りの準備をしておくことは、未来の二人により成熟した関係をもたらしてくれ

ます。
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心の蓋が邪魔をする

さて、中にはパートナー作りに関して、少しも恐れなどないと思っている人がいるかもしれ

ません。

そのような人は、ある意味パートナーに不自由しない、幸せな日々を暮している人である可

能性があります。きっと自分に恐れが出たときも、その感情を正面から見据え、きちんと湧

き上がった感情に対処できる人なのでしょう。ちなみにそういうゆるぎない強い決意のこと

をコミットメントといいます、パートナーにコミットしている人です。

あるいは、自分の心に蓋をして、恐れの感情を見ないようにしているかです。見ないように

しているので、恐れ知らずの人です。

もし恐れ知らずの人が、パートナーとの別れをパターンのように何度も繰り返しているので

あれば、自分の心を見ないようにしている何かが心に必ずあります。パターンを繰り返さな

いためには、自分の感情をマヒさせている心の蓋が何なのかをもっと考えたほうが良いでし

ょう。

パートナーとお付き合いをしたことがない人でも、ものすごく純朴な人でもない限り、ほと

んどはパートナーに対する恐れをもっています。

それは、パートナーそのものに対する恐れというより、パートナーができてから起きるであ

ろう自分の変化に対する恐れであることが多いのです。

自分の恐れという感情にダイブすると、さまざまな感情や理由が見えてきます。

パートナーができたら、現状維持の状態で受け取っている何らかの恩恵を失ってしまうので
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はないかと密かに恐れていることがあるかもしれません。

例えば、結婚相手ができれば今の居心地の良い家を出ていかないといけない。

そういう種類の恐れを抱いている場合、自分の家の居心地が多少良くなくても、それだけで

十分パートナー作りをしたくない強い理由になります。

家を出ていきたくないという一点でパートナー作りを拒んでいるなど、とうてい信じられな

いかもしれませんが、自分では気がつかない内にそう考えていることがあります。

こういったちょっとした理由が変化に対する恐れの正体なのですが、もし心が「そんなこと

は恐れていない」と蓋をしていると、自分では中々それが障害だと気がつかないものです。

心の蓋は意外な理由を隠しているものです。恐れ知らずの本人からすれば、家を出ていくこ

とはいつでもできる、そんなことは簡単だと頭で考えているだけで、実際に自分が出て行っ

たらどうなるのかなどと想像することはありません。

そのようなことは、パートナーができてからぼちぼち考えればいいだけだと蓋をして終わり

ですから、結局はパートナーができないままの現状でも構わないのです。

ここではみなさんに引越しを勧めているわけではありません。引越しについて想像すると良

いのは、あくまで自分の恐れの正体が家を出て行きたくない場合に限ります。

自分の感情を正面から見つめるには、外側の世界に対するのとは違う、別の種類の勇気と別

の種類の覚悟の両方が必要です。

自分が感情まみれになることへの勇気と、感情まみれになってへこんでもそれを受け入れる

覚悟といえば分かりやすいかもしれません。

さて、ここで三つめの秘訣です。
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パートナー作りでは「自分の心に蓋をしている人は、パターンを繰り返す」

ということです。

それでは、どのようにして自分の感情と向き合えば良いのか、具体的な方法をお伝えいたし

ます。
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ネガティブな感情を観察する「智」のワーク

自分の心の蓋を外し、隠れている恐れや思い込みなどのネガティブな感情を見つける方法で

す。

例えば、相手とうまく話ができないでいつも困ってしまう。いったいどうすれば良いのでし

ょう、そういう質問があります。

これは、自分の行動とそれにともなって湧き上がる感情を追体験し、観察することでネガテ

ィブな感情を見つけ出すことができます。

① 筆記用具とノートを準備します。

② 話ができなかった時のことをできるだけ思いだし、どのような手順を踏んでそうなった

のかを書き出していきます。

③ 例えば、話をする前にどのような考えでいたのか。

そうすると、話ができないことで変な人に思われたらどうしよう、あるいは話ができな

い自分を恥ずかしいと考えている場合もそれを書きます。毎回話をしなければいけない

というプレッシャーを感じて無理に話題を作ろうとし、その結果とんちんかんな会話を

してしまい、ますます恥ずかしくなってしまっている、など。ちなみにこれは一生懸命

さが仇になっているパターンです。

④ 次に、自分は話が苦手だと思うことで、何をしなくて良いのか、どう考えなくて良いの

かを探っていきます。どういう状態でいられるのか、うまくいかない自分を嫌うことで、
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何をしなくていいのか。これは、時間がかかるかもしれませんが、自分が得している、

または苦労しなくても良い何かが必ず見つかります。あるいは話ができない人という被

害者でいることで、何らかの正当性を勝ち得ていることも考えられます。どうせ自分は

…と考えることで、何をしなくて良いのか、答えが出るまで正面から向き合ってみます。

異性以外の相手なら普通に話ができている場合、必ず理由があります。

⑤ もしかしたら、過去におしゃべりだったりするかもしれません。その時何かショックを

うけた体験が尾を引いている可能性も考えられます。もしそれを思い出したのなら、そ

の時の誰かに今も復讐をし続けているのかもしれません。このような場合は根が深いの

で、繰り返し時間をかける必要があります。

⑥ 話し下手でい続けることで何をしなくて済むか、その理由に気づくことができれば、検

証に入ります。それは自分にとって真実か。おそらくそれは自分が勝手に作り上げた思

い込みなのだと理解できるでしょう。

⑦ 今の自分をどうしても嫌っているのであれば、未来の自分に約束をすることをすすめま

す。もし、未来に理想的な自分になるとすれば、今はそうなるために必要な経験をして

いるのかもしれません。

⑧ あるいは、うまくできない自分が嫌いでたまらない場合、結局は相手ではなく、自分に

しか興味がないのかもしれません。もしそこに気づけばそれも大きな収穫です。

このように、自分の感情と正直に向き合い、感じることができれば、それだけで自分を

把握することができます。
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把握することができればそれは自分を理解することにつながります。

このワークのポイントは、慣れるまで自分がうまくいかない理由を自分以外の誰かのせ

いにしたり、外側のできごとのせいにしないことです。

慣れてくれば、誰かのせいにしている自分を見つけても、それを心から本当に誰かのせ

いにはしてはいない自分がいることを発見できます。

自分の感情を一歩離れて見つめることができれば、自分を理解することができます。

自分を理解することが、最初の第一歩になります。

ネガティブな感情を追い払うのではなく、まずはそれを理解することがとても大切です。

この一連のワークは、五常でいう「智」を使った方法です。「智」の持つ謙虚さと観察力

を使って、心の蓋を開きます。そうやって自分の感情を理解した後、自分にとって本当

にいるのかいらないのかを判断し、いらないものを手放すワークです。

自分の感情を正面から見つめ、ネガティブな感情を受け止めることができれば、その見

返りは思った以上に大きなものとなります。

このワークを成功させるためには、自分が見たくない感情も、まずは謙虚に受け止めよ

うと決めることがコツになります。
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デートに誘えない

例えば、デートに誘いたいけど、自分からなかなか誘えない、どうすれば良いのか？そうい

う質問があります。

初めてこちらからデートに誘うことは、たいへん勇気がいるものです。

女性にとっては、なおさらのことでしょう。

デートに誘う時には、コツがあります。

五常では「義」といいます。「義」は簡単にいえば、約束を守る心です。約束は、お互いに

信頼があればこそ結ぶことができます。信頼は「信」ですので、「信」は「義」に力を与え

ます。

これを簡単にデートに応用します。

デートの約束にこぎつける前の段階、会話の中で趣味や食べ物の興味が一致した時、お互い

に小さな信頼が生まれます。信頼があれば、約束を結びやすくなります。約束を結ぶときは

きちんと日にちと場所を決めることです。

その後で、連絡先を交換します。もしどちらかの都合が悪くなった時、連絡がつかないとお

互いが困るからです。

これらはすべて約束を守る「義」の心に沿っています。

それでは、デートになかなか誘えない場合には、どうすれば良いのかを考えてみましょう。

デートに誘って、できるだけ楽しいひと時を一緒に過ごしたい。おいしいものを食べ、町を

ぶらぶら歩き、できればたくさん笑いたい。
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相手に興味があるのに、なかなか誘う勇気が出ないというからには、必ず何か理由がありま

す。そして、その理由は人によって違います。

ある人にとっては、断られた時のショックを考えると二の足を踏んでしまうから、というの

がその理由です。

またある人にとっては、誘うこと自体が相手に不快な気分を与えるのではないかと気を使っ

てしまうというのもあるでしょう。

あるいは、こちらから誘って断られるのは良いにしても、それ以前に相手との会話のとっか

かりがつかめずに困っていることもあると思います。

他にもさまざまな理由があるはずです。

理由はさまざまですが、共通していることがひとつの障害になっています。

その共通する障害は「すべて自分の心が作り上げている」ということです。

自分の心が障害を作り上げているので、解決するにはどうしても自分の心の動きを見直すこ

とが必要です。

デートに誘えないことを問題と感じ、なおかつそれを解決したいと考えているのは自分の心

です。それがいけないというわけではありません。ただ自分の頭では誘いたいと考えていて

も、心が誘うことを嫌だといっているので、自分の感情の働きを振り返って見直せば解決で

きます。これがどんな問題にも共通して大切な、自分のやるべきことです。

心の動きを振り返って見直す、これを感情のフィードバックといいます。

例えば、断られた時のショックを考えると、怖気づいてついつい二の足を踏んでしまう。そ

ういう場合もあります。
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どうして二の足を踏んでしまうのか、その理由を探っていきます。

デートに限らず、どうもやりなれていないことに対しては、いつも極端に自信がないと考え

てしまうようだ、それが分かるかもしれません。

あるいは自分から誘うことは、ある種のプライドが傷つくから嫌だという考えを持っている

かもしれません。

自分に自信がないというケースと、自分のプライドが傷つくというケースです。自分は両方

だ、そういう人もいるかもしれません。

自信のなさは、五常の「信」が関係していて、プライドが傷つくというのは「礼」が関係し

ています。

ひとつずつ詳しく見てゆきます。

まず、自信がない人の場合、自分にもっと自信があればいいのに…そう考えるのが普通です。

そうすれば、断られても自信のない人ほどショックは受けなくて済むのだから…おそらくそ

のように考えていると思います。

しかし実は、自信があっても断られるショックは自信がない人と同じなのです。

ただ自信のある人は、自信のない人に比べてショックからの立ち直りが早いです。

自信のない人からすれば、まるで瞬間的に立ち直ったかのように見えます。

それにはちゃんとした理由があります。

理由がわかれば、自分を受け入れることができるかも知れません。

その理由は、「自信のある人は、自分に価値がないから断られたという、デートを断られた

理由に自分の自信のなさをつなげていない」から、立ち直りが早いのです。
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反対に、自信のない人が断られた場合、ああ、自分にはデートしてもらう価値すらないのか

…と、このように考えます。

これは当然ショックが大きいです。

自信のある人が断られた場合、相手には何か都合があるのだろう、自分の価値を解ってもら

えなくて残念だ（自分にはこんなに価値があるのに残念！）、また次の機会に誘ってみるか

…と、このように考えます。

つまりデートを断られた時に、自分の価値だけに理由づけをするのは、自信のない人の特徴

なのです。

ここで四つ目の秘訣が出てきました。

パートナー作りでは「うまくいかなかった時、自分のせいでそうなったと理由をつけない。

とりあえずは他の理由があるかもしれないと考えることにする」

と、いうことです。

度胸をつけるために、とにかく誘う回数をこなすというのもひとつの手ですが、人によって

は感情をマヒさせ心に蓋をしてしまうことになるかもしれないので、注意が必要です。問題

を解決せず、問題そのものがまるで無かったことのようにして封印し、見ようとしないこと

が心の蓋だからです。

回数をこなすパワフルなやり方は自分のステージを上げる働きがありますが、今回のパート

ナー作りでは心の調和が目的ですので、今回はお勧めしません。

正しいことをいえば、自分の価値を信じるか信じないかは、自分次第で決まります。

自分を信じれば自信になるし、そうでなければ自信がなくなる。
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それは誰もが知っていることです。

しかし、それだけでは今では現状に救いがなく、自信のない人がたくさんい続けることにな

ってしまいます。自信のない人が自信を取り戻すには、もうひと工夫が必要です。

今の私たちの時代は、子供の頃から激しい競争に巻き込まれ、周りの人と比べることにすっ

かり慣れてしまい、昔に比べて寛容さがずいぶん無くなり、そもそも人はそれぞれがユニー

クな存在であることに気づきにくくなっています。

そして自信のない人は、これが正しいと誰かが勝手に思い込んでいる規格に合わないだけで、

本来自分に備わっている個性は間違いだとダメ出しをしているだけです。

ですからただ自分のユニークさを認めることで、自分に寛容になれますし、同時に自信を取

り戻すことができます。

もともと自分に備わっている「信」の力を取り戻すためには、自分は自分らしくあって良い

のだとしっかり思い続けることが一番です。

そうすれば、何度デートに断られても立ち直りを早くすることができるようになります。さ

らに、ユニークな相手も自分のパートナー候補にあがります。

もちろん「信」の力はそれだけでなく、これからお付き合いする未来のパートナーとのコミ

ュニケーション問題にも、これからやってくるさまざまな決断の時にも、必ず役に立ってく

れる力となります。

そういう「信」の力、自信を手に入れる最初の第一歩として、目先の問題にとりかかってみ

ましょう。

自分を信じることができない、自信がないのはなぜなのかをフィードバックして探っていき
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ます。心にダイブしてみます。

心というのは不思議で、常に自分を快の状態でい続けさせようとします。だから「信」の力

の弱い人、自信のない人は、自信がないことで何かの快を得ていると考えます。

つまり、自分を否定してしまうことによって、何を得ているのか、何をしなくても済んでい

るのか、何を感じなくても良いのかを探ってみるのです。

そうやって「智」のワークをここでも使います。

例えば、自分がこれ以上傷つかなくて済むと考えているのだったら、いったいこれまでどう

いったことで傷ついてしまったのか、過去の経験を改めて探ってみます。

もし、その過去の傷ついた実体験まで探ることができれば、それは素晴らしい成果になりま

す。もはや半ば問題解決しているようなものです。

いくら傷ついたといっても、過去の経験はもう既に終わってしまったできごと。

そういうふうに割り切ることができれば簡単ですが、傷ついた心というのは今もまだ癒され

ていないからこそ嫌な記憶として残っているのであり、嫌な記憶は危険回避のため、それを

できるだけ忘れないよう、ネガティブな感情と共に心に刻みこんでいます。

傷が癒されていないので、現実生活の中で瞬間的に同じような危険を察知した時、再び自分

を傷つけまいとして、自分を否定するという反応を起こします。そうやって、自信のない心

ができあがるのです。

もう一度心が傷つくくらいだったら、自信がない自分でいるほうがまだまし。これが隠れた

心の本音です。

もちろんこれは一つの例ですが、心はそのようにして「信」の力を出さないようにしている
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ことがあるものです。

普段は気がつかないくらいの心の奥には、傷ついた過去を経験した自分がいて、今の自分に

自信を持たせないことで、これ以上心が傷つかないよう一生懸命自分を守っているのです。

そう考えれば心は実にけなげです。
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過去の傷を現在の自分で癒す（呪いの解き方）

自分の心の中をそうやって他人のように探っていき、具体的な過去のできごとを思い出すこ

とができたなら、「智」のワークはここでいったん終了です。うまくいけば、それだけで大

きな気づきが起きるでしょう。

自信のない理由が分かったので、次に今の自分はもう大丈夫だということ（つまり傷を負っ

た当時の自分ではないこと）を、過去の自分の心に納得してもらいます。

今はもう大丈夫だから、今の自分はそれほど心が破れていないから大丈夫だからと、実際に

繰り返し言い聞かせます。そうやって自分にかかった呪いを少しずつ解きほぐしていきます。

うまくすれば芋づる式に、次々と傷ついた過去のできごとを思い出すことがあるかもしれま

せん。その時は必ず感情が一緒になって思い出すはずです。

そういうことが起きれば、それは大きなチャンスです。もう一度傷ついた感情をしっかりと

感じ取り、受け止め直します。

傷ついた感情を受け止めきってあげないと、その後がどうしても続かなくなりますので時間

をかけると良いでしょう。

そして十分に感情を受け止めきったその後で、今の自分は前より強くなったし、もう大丈夫

だから信頼していいと言い聞かせます。これを何度も繰り返します。

以後は、ちょっとしたタイミングで再び傷ついたできごとを思い出かもしれませんし、思っ

ていた以上に根が深く感情をまだ受け止めきっていなかったと気づくかもしれません。

その都度、自分が思い出したできごとに時間をさいてやり、傷ついた感情を受け止め、受け
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止めきったその後であきらめずにもう一度大丈夫だと言い聞かせます。

傷ついた感情が、今はもう大丈夫なのだと完全に納得することができれば、心の奥底から自

分を信頼できたことになります。

ここで使う大丈夫という言葉は「信」の力に根差した言葉です。

自分の心に対して丁寧にあつかうことで、確実に心は回復していきます。

気がついたときには既に自信を取り戻しているかもしれません。

また、何度か揺り返しも起こるかもしれません。

失敗してもあきらめず、とにかく丁寧に、自分の傷ついた感情とのお付き合いを繰り返し続

けることです。

ここで五つ目の秘訣が出てきました。

パートナー作りでは「傷ついた過去の自分を、今の自分が繰り返し癒す。そうすれば自信を

取り戻すことができる」と、いうことです。

自分の心を丁寧にあつかうこのやり方は、五常のひとつ「礼」に通じる方法です。

感情を丁寧に扱う「礼」は「信」に力を与えます。

もしも、自分にとって心をそこまで丁寧に見つめなおすことが難しいと感じたり、タイムリ

ミットが差し迫っている人のために、もっと手っ取り早く自信をつける方法もあります。

これも「礼」をもちいた方法です。
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「礼」とは心の丁寧さを表現したもの

五常の「礼」は、丁寧な心が表に現れた状態をいいます。立ち居振る舞いの丁寧さから始ま

って、身だしなみや服装への気遣い、掃除を始めとする作業や仕事への気配りやこだわり、

これらすべてが「礼」に還元されます。

プライドが傷つくことが「礼」にあたるといいましたが、それは見栄えを気にすることが「礼」

に通じているからです。

「礼」は「信」に力を与えるので、自信のない人が手っ取り早く「信」の力を手に入れるた

めには、身だしなみを整えるという「礼」の力を使います。

まずは散髪し、服と靴を新調することをお勧めします。

少しばかり自分にお金をかけ、いっそのこと洋服は店にディスプレイとして吊るしてあるも

のをそのまま買ったりするのも良いでしょう。

なぜなら、店に吊るされたディスプレイはまさしく看板であり、洋服の専門家が色みやスタ

イルを丁寧に考えて組み合わせているので、ほぼ間違いがないお墨付きの商品だからです。

靴もその洋服に着替えて靴屋で色と形を合わせてもらうとか、ディスプレイの服を買ったお

店で靴と靴下はどのような色が一番似合うのかを聞いてみるのも良いでしょう。

つまり、専門家の丁寧さでできた「礼」服をそのまま借りるという方法です。

ファッションに強いこだわりをもつ人が、たいてい自分のお気に入りのブランドで身を固め

るのは、自分のライフスタイルや好みや考え方を、服装で表現しているからに他なりません。

これが「礼」の本質です。「礼」とは、立ち居振る舞いを整えること。
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そして、見た目というのは時に自分が考えている以上の力を発揮します。

パートナー作りにおいて、あなたが気に入った人も、そのほとんどは見た目の審査から始ま

って、表情から言葉づかい、声のトーンにいたるまで色んな態度を自分では意識しないうち

に瞬間的にチェックし、さらに頭と心に瞬間的にそれらの情報を通過させ、その後この人が

気に入ったと判断します。

そうやって誰もがなかば機械的にパートナーの良し悪しを決めています。

人気アイドルがすべて見た目や立ち振る舞いのイメージから作り上げられているのも同じ

「礼」によるものです。

きれいな商品のパッケージング、ブランドのイメージ作り、これもすべて「礼」の力を利用

しています。

「礼」の力を強めるためには、普段から言葉遣いを丁寧にするよう練習します。声というの

は一説には目よりも重要だと考えられています。耳から入ってくる情緒的で心地よい声は、

見た目をしのいで力を発揮します。

声質を変えることなど普通は誰にもできないので、せめて言葉遣いを丁寧にする練習をする

のです。

例えば買い物の支払いなど、何かあるたびに必ずお礼をいうようにします。お礼の言葉は

「礼」そのもの。

外食をした時も、食べ物や飲み物を運んでくれる度に給仕さんにお礼をいうようにします。

そうやって態度や言葉遣いを整え続ければ、必ず「礼」は「信」に力を与えてくれるように

なります。
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相手に自分を理解してもらうためには、まず自分自身が分かりやすい服装や言葉遣いなどで

表現することから始めるのが、もっとも大事なのです。

ここで、秘訣の六つ目です。

パートナー作りにおいて「身だしなみや態度に気を使うのは、より分かりやすく相手に自分

を理解してもらうため」と、いうことです。
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プライドは、ほんの小さな出来事で傷つくことがある

プライドが傷つくから、デートにさそうことができないという理由がありましたが、そうい

ったケースについて考えてみましょう。

プライドには、大きなプライドと小さなプライドがあります。

自分は誇りを持っているといえばそれは大きなプライドですが、自分の誇りに傷がついたと

いえばそれは小さなプライドになります。

いうなれば、もしプライドに傷がつくなら、それはすべからく小さなプライドです。

小さなプライドは、「礼」の力が弱っている状態だと、五常では考えます。

「せっかくこちらは礼儀を正して接しているのに、あまりに相手が礼儀知らずだ」と、腹を

立てている、これは小さなプライドです。

「礼」は丁寧な態度のことですが、それがいったいどこから出てきたのかというと、そもそ

もは、優しさや思いやりからです。

この優しさや思いやりは最初にお伝えした「仁」です。

つまり「仁」は「礼」の出どころなので「礼」に力を与えます。

そして、優しさや思いやりの「仁」から出てこない「礼」は、小さなプライドでしかありま

せん。

仁愛とは、母親がその子供に対してかける愛情のようなものをいいますが、もしも母親の愛

情が自分の子供だけにしか向かわないような、狭い関係で終わっているのであれば、それは

鬼子母神に近づいていくことになります。
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ここからは少し怖い話になります。

鬼子母神とは、わが子は大事にするが他の子供をとって殺して喰らう鬼のことです。

それは思いやりに欠ける野生動物と同じで、弱肉強食の肉食動物の世界に見られるような循

環です。

鬼子母神パターンは、女だけではなく男の場合もひどいです。その愛は子供どころか自分だ

けにしか注がれません。そういう人も世の中には少なからずいます。

非常に狭い仁愛、いや、自分とひとしさが少しもないので、仁といえないくらい狭い、自分

だけにしか向けられない愛。これを自己愛といいます。

思いやりのない自己愛の世界は、専門用語でいえばサイコパスです。そのような自己愛だけ

の人は捕食動物と同じです。

自己愛の人は、他人を利用する為だけに、優しさにあふれた思いやりのあるような行動をと

ります。そういう人は、自分の獲物となる人を見つけてはどこまでも利用し、最後まで吸い

尽くすとゴミのように平気で捨てます。まさにとって喰らいつくします。

サイコパスな人と関係を持てば「自分だけにしか興味がない」+「対象者を取り込んでコン

トロールする」傾向が徐々に強くなってきます。目的は、他人の人生を吸い尽くすこと。注

意深く観察すれば言動の端々に思いやりのなさを垣間見ることができます。そして、その人

と距離が近くなればなるほど、その性質に気がつきます。

自分以外の誰かに人生を振り回されてしまうことは、おすすめできません。

はい、怖い話はここまでです。

さて、そもそもの「仁」は、一番身近な人から徐々に広がってゆく愛であり優しさであり思
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いやりですから、まずは自分自身を愛し、それと同じように家族を愛し、友人を愛し、隣人

を愛してゆくというように、わかりやすい順番をもって段々とその愛が広がってゆくもので

す。

昔、誰かのことを「ご仁」と呼んだのは、その人が「愛する順番をきちんと守る優しさと思

いやりを持っている」という意味からきた言葉です。

そして、上手に自分を愛することができる人は、世界を調和のとれたものとして見ています。

上手に自分を愛することができるので、バランスよく家族を愛することができ、また、パー

トナーを愛することができます。

もし、どこかにいきすぎた思いやりがあるなら、仁としての調和が欠けていることになりま

す。

もしかすると自分を大切にしていないのかもしれません。自分を数に入れないでいるのかも

しれません。

みんなで食べるホールのケーキは、自分の分も切り分けないといけないのです。

そういったことでも、自分を大切にしているかどうかがわかります。

自分を大切にできないと、好きになった相手、大切に思う相手をどれだけ大切にすれば良い

のかが分からなくなってしまいます。思いやりもかけすぎてしまい、バランスが悪くなって

しまいます。思いが重くなるのです。

ここで七つ目の秘訣です。

パートナー作りでは「自分をどれだけ大切にしているかで、同じ分だけ相手を大切にするこ

とができる。そして、必ず自分を数に入れる」と、いうことです。この秘訣は、おつき合い
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が始まってから特に重要になってきます。
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再び、許すということ

さて、小さなプライドが邪魔するケースに話を戻して、自分が傷つく理由を探っていきまし

ょう。

例えばデートに誘って断られることで、ゆらいでしまうプライドの拠り所は一体どこにある

のか。それを見極めることができれば、小さなプライドの傷つく理由がわかります。

その理由を探るために、自分の心にダイブしましょう。どうして恥ずかしいと思ってしまう

のか。

「恥ずかしいから嫌だ」と思ってしまう心の揺らぎの理由を探っていくと、自分自身のセク

シャリティーに関係している場合が往々にしてあります。

問題が自分のセクシャリティーに関係しているのかもしれない場合、男らしさや女らしさに

ついて、自分は一体どう思っているのかを考えます。

過去を探り、自分の両親や祖父母、年上の人達は、まだまだ小さかった自分にどのように教

えてきてくれたのか、どんな見本を見せてくれたのだろうかを考えます。

もしかすると、男または女らしくあるために、何か我慢をさせられてきたのではないでしょ

うか。

「女の子なんだから騒いではいけません」

「男の子なんだから泣きなさんな」

「女の子なんだから行儀よくしなさい」

セクシャリティーに関わらなくても「らしくあれ」という昔に課せられた約束は、大人にな
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った今もかたくなに守られ続けていることが多いのです。

「本当に悪い時じゃないと謝るものではない」

「お姉ちゃんなんだから、下の子に譲ってあげなさい」

「妹なんだから、上の子のいうことを聞きなさい」

そういった約束ごとが、何十年経った今も知らず知らずに守られ続けていることがあります。

そのようにして、自分の過去を、具体的な体験や原因を探っていきます。

自分にとっての性別、「らしさ」とはいったいなんだろう。そしてそれは本当に今も守り続

けなければならない絶対的な決まりごとなのだろうか。

そして、過去の「らしくあれ」体験がもし見つかったら、今もそれを頑なに守ることで、自

分はどのような利を得ているのだろう、そう考えてゆきます。

プライドを守ることで、何をしなくて良いのだろう、あるいは何を感じなくてよいのだろう、

そのように探ってゆけば、プライドの傷つく原因がわかり、自分を理解できるようになりま

す。

ここで、秘訣の八つ目です。

パートナー作りでは「本当の自分らしさを邪魔している、他の〇〇らしさを見つければ、必

要でないプライドから自由になれる」と、いうことです。

過去の決まり事から自分が自由になるために、他の方法もあります。

それは、自分よりも自由に生きている人をみつけ、その人について自分はどう考えているの

かを確認しなおすことです。

自分から見てはるかに自由に生きている誰かを批判してはいないだろうか。
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批判していることがいけないのではありません。また、批判を正当化することもここでは重

要ではありません。

自分の心に批判している感情があるのかないのかをただ探すことが大切なのです。

もっと簡単な方法は、実際に今自分が苦手としている人を探すことです。

それは会社の同僚でも、知り合いでも、芸能人でも、誰でも構いません。

その人は、自分がどこかを批判している相手です。自分が批判している人を見つけることが

できたら、それが自分の心を見つめるきっかけになってくれます。

自分の「決め事を守ろうとする心」が、その人の着物のすそを引っ張っているからです。

まずは、批判している自分の感情を封じないで、怒りや悲しみを思い出して感じてみます。

思い出して感じることができれば、今度はそういう風に感じている自分にむかって言葉をか

けてみます。「そんな気持ちになるのもわかる。それはそうなるわ。わかる。」と、自分に理

解を示します。

そうすると不思議なことに、理解を示しただけですうっと感情が和らぐことがあります。

さらにその気持ちに対して、それでいいよ、それでいいから、と自分に言葉をかけます。湧

き上がる感情と自分を実際に許すのです。

これを繰り返すことで、小さなこだわりは徐々にどうでも良くなってきます。こだわりがな

くなるということは、不安でいたくない自分が決めた正しさにつながる小さな拠り所を手放

せているということです。

ここで用いる、許す言葉をかけるやり方は「仁」に根差しています。

「仁」は「礼」に力を与えます。小さなプライドが「仁」によって消えた時、かわりに大き
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なプライド「礼」に力が与えられます。

「礼」の傷は仁愛によって許され、癒されて、そして消えてゆきます。

心の悩みを解消するためのこの方法も、何度も何度も諦めずに繰り返す必要があります。

臆病な心が自分自身を守るために、これまで一生懸命頑張ってきたのだから、それを否定す

ることなく、丁寧にねぎらってあげてほしいと思います。

これが、今回最後の九つ目の秘訣となります。

パートナー作りは「自分を許せば許すだけ、人に対して寛容になれる。自分を大切にすれば、

本当に大切にしてくれる人が分かるようになる」と、いうことです。
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今回のお話のまとめ

これまでの話は「信」「礼」「仁」について、パートナー作りへの質問などから、それらがど

のようなものかを説明してきました。今回お伝えした癒しのメソッドと共に活用すれば、人

生の流れを上向きに変え、未来をより良いものにできます。先人からの知恵が生き残ってい

るにはそれなりの理由があるのです。そして、今回はそのエッセンスを用いてお話をしまし

た。まとめたものが下になります。

・自分の頭で考えたことを、そのままうまく行動できないのには理由がある。

・行動を妨げているのは、過去の自分。過去の自分が、これ以上傷つかないよう守ろうと行

動にブレーキをかけている。

・ネガティブな感情は、過去の傷ついた体験を忘れないでおくために湧き上がっている。

・ネガティブ感情を癒すためには、まず現在の自分の感情を受け止め、それを認める。

・そして、いったいどのような体験が、今の感情を生み出しているのかを探る。自分の過去

へとダイブし、その感情につながる原因まで探ってゆく。

・自信が無いならば、「信」の力を強める。大丈夫という言葉を用いる。過去は傷ついたけ

れど、今は大丈夫。そうやって「信」を回復させる。「信」は、信頼につながる感情。

・プライドが傷つくのであれば、「礼」の力を強める。丁寧な態度は、「礼」を回復させる。

「礼」は、心の立ち居振る舞いを整える。

・誰かを許すことができなければ「仁」の力を強める。自分を許す言葉をかける。自分のネ

ガティブな感情も認め、許す。自分を許すことで、相手を許す寛容さを手に入れることが
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できる。「仁」は、優しさと思いやり。
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秘訣まとめ

秘訣一「はたして相手とうまくいくかどうか分からない出会いの中では、出会い方にこだわ

りを持たない方がうまくいく」

秘訣二「自分にとって、変化することは何かを考える。自分に変化を受け入れる心ができれ

ばうまくいく」

秘訣三「自分の心に蓋をしている人は、パターンを繰り返す」

秘訣四「うまくいかなかった時、自分のせいでそうなったと理由をつけない。とりあえずは

他の理由があるかもしれないと考えることにする」

秘訣五「傷ついた過去の自分を、今の自分が繰り返し癒す。そうすれば自信を取り戻すこと

ができる」

秘訣六「身だしなみや態度に気を使うのは、より分かりやすく相手に自分を理解してもらう

ため」

秘訣七「自分をどれだけ大切にしているかで、同じ分だけ相手を大切にすることができるそ

して、必ず自分を数に入れる」

秘訣八「本当の自分らしさを邪魔している、他の〇〇らしさを見つければ、必要でないプラ

イドから自由になれる」

秘訣九「自分を許せば許すだけ、人に対して寛容になれる。自分を大切にすれば、本当に大

切にしてくれる人が分かるようになる」
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五常まとめ

今回もっとも大切な、根本である五常のエッセンスは以下になります。

・思いやりの「仁」は、丁寧さの「礼」に力を与える。

・丁寧さの「礼」は、信頼の「信」に力を与える。

・信頼の「信」は、約束を守る「義」に力を与える。

・思いやりの「仁」を使えば、寛容さを手に入れることができる。

・丁寧さの「礼」を使えば、立ち居振る舞いを整えることができる。

・謙虚さの「智」を使えば、感情を理解することができる。

すべて心のしくみをお伝えすることはできませんでしたが、秘訣や対処法は他にもたくさん

あります。それらは、特別な心のしくみの勉強会で学ぶことができます。

講演 NOTE を読み「パートナーとうまくいった」「より仲良くなれた」「パートナーができ

た」というお声があればぜひお聞かせください。それはとても嬉しいことです。よろしけれ

ば HP の「ラクイキブログ」に感想やお声をお寄せください

http://www.ho-mu-ra.com

せっかくメール登録をしていただいたので、最新の情報などブログや HP でお伝えしていな

いことなどを、不定期ではありますがお送りするつもりです。

コメントをいただければとてもはげみになり、頑張ることができますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

http://www.ho-mu-ra.com
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講演会 NOTE版 おわりにかえて

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

今回の講演及び講演会 NOTE では、パートナー作りの秘訣を、最初にいただいた質問の中

から中心に答えていきました。

ワークを挟んだ実際の講演では、時間の都合上、伝えきれなかったこともあったかもしれま

せん。そのかわり講演会 NOTE は資料として作り上げていきましたので、きっちりすべて

書かれています。

今回は、日本に何百年も前からある陰陽五行説という教えの中でも、心に特化した五常とい

う考えをとりあげました。人の心がどんなふうにつながり、どんなふうに働くのかの一端を

その教えにそって説明させていただきました。

昔から、人の心の働きが変わらないことが、五常を通じて教わったひとつの真実です。仁義

礼智信それぞれの言葉を現代に通じるように翻訳し、少し変換するだけで十分活用できる道

具になることにも最初は驚きました。

20 代の終わりに世の中のしくみや自分の生きている意味を求めて旅したアジア放浪の末、

たどり着いたのが自分の国でしかも昔からそれはあったという「幸せの青い鳥」の物語みた

いな結末ですが、知ったばかりのその頃は、すでにその教えは形ばかりになっていて、ほと

んど実用的に使われなくなってしまっていました。

ところが、時間をかけて磨きなおせば宝物のようにキラキラと輝きだしたのです。五常のし

くみを分かりやすく現代によみがえらせることができた時の喜びは、今でも忘れられません。
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それはもう心のつながり方が、すべてはっきりと見渡せたのですから。

おそらく 2016 年 1 月の現在では、このしくみを理解している人はほとんどいないでしょう。

今回は、そういった全体的な五常のしくみにごく一部触れるだけで話を終えましたが、興味

のある方のために、7 日間の学習プログラムも作りました。HP で詳しくお伝えしています。

心のしくみを知れば知るほど、色んな問題にどう対処すれば良いのかがはっきりとわかるよ

うになってきますし、その教えは日本人にはとてもなじみやすいのです。

五常は心のしくみを全体的にとらえたもので、実によく考えられています。

願望実現や人間関係について、世の中にはさまざまなテクニックや情報があふれています。

もし、心のしくみの全体をきっちりと把握することができれば、それら個々のテクニックを

いつどこで使えば良いのかがはっきりし、より効果的に使うことができるでしょう。

また、対面でのご相談も承っています。

「最近どうも不調続きで運気が落ちているのではないかな…」などとお思いの方は、お店で

個別のセッションを予約制で受け付けておりますので、HP をご覧ください。卍易（まんじ

えき）といって、古代のやり方をそのまま現代に再現させた占いと風水術です。

セッションは、お話をうかがうことからスタートしますので、今回あまり自分の内容に当て

はまらないと感じた方にはぴったりだと思います。

オープン以来、幸せになるために頑張る人を応援して、伴走を続けて十四年になりますので、

たいていのことはお任せいただけると思います。

またどこかでこうしてつながれることを願って、心からの感謝と共に終わらせたいと思いま

す、本当にありがとうございました。
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「3000 人の話を聞き続けた占い師がこっそり教えるパートナー作りの秘訣」講演会 NOTE

著者：ナカヤカズヒロ

発行者、発行所：焔

発行日：2016/05/08 第一回限定無料ダウンロード

住所：大阪府大阪市中央区谷町 6 丁目 17-43 練 1F

電話：06-44304-0287（ご予約受付は 11:00~20:00 です）

焔ウェブサイト（新）http://www.ho-mu-ra.com

焔ホームページ（旧）http://www13.plala.or.jp/homura/

焔ウェブサイトでは、ブログにて感想も受け付けております。

どうぞよろしくお願いいたします。

http://www.ho-mu-ra.com
http://www13.plala.or.jp/homura/


追伸：

さらに、五常プログラムを習っていなくても、日常生活で五常を簡単に利用できるような、

五常カードを作る運びとなりました。

迷ったときにカードをシャッフルし、一枚引くだけでそこに書かれた言葉が導いてくれるよ

うになっています。そこに書かれた言葉と五常の意味をゆっくりじっくりと考えれば、かな

らず良い答えが出てきます。

これは今のところテスト販売用に作りましたので数に限りがあります。

HP で五常カードに関するページを作りましたので、よろしければブログに感想などをお待

ちしています。

焔ウェブサイト（新）http://www.ho-mu-ra.com

焔ホームページ（旧）http://www13.plala.or.jp/homura/

どうぞよろしくお願いいたします。
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http://www.ho-mu-ra.com
http://www13.plala.or.jp/homura/

