
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊かなお詣りのコツ！「氏神様や身近な神仏」との絆を深めよう。 

 

氏神様は、住んでいる土地の人たちが、ずっとお祀りしてこられた鎮守の神様、 

土着の信仰に基づく神様ですし、産土神様は生まれた土地の鎮守の神さまです。 

 

私は、信仰にカテゴライズしない、神仏習合で 

自然の神様も世界の神様もみんな合わさって信仰していくスタイルが心地よく好きなので、 

ここで伝えたいのは 【自分にとって身近な神仏との関係を深めよう】 というスタンスです。 

 

私は、巡礼行をさせていただけるお仕事柄もあり 

いろんな土地の神社仏閣聖地お参りにいくのも楽しいし、大好きです。 

 

だからこそ、いつも各地への巡禮の前後には 

少し間が空いても必ず、氏神さまや近くのお地蔵さまに手を合わせに参ります。 

 

さらに、時々は自分の産土さまや名付けの神社、活動の源となってくださる大好きな仏様や 

神さま、お大師様のところにも、活動報告と新たなお願いに参拝します。 

 

旅をして、戻る場所があるのなら、その戻る場所にいてくださる神仏はホームです。 

 

住んでいる土地を護る神社仏閣 

住んでいるところから近いお地蔵さま 

住んでいるところから近いお稲荷さん 

 

との関係をしっかり作っていると、祈りの重心が落ち着いてきます。 

 

日頃から、ご先祖さまと一緒に行く意識で 

（ご先祖のお名前〇〇様、一緒にお参り行きましょうと声をかけて） 

家の近くのお地蔵さんや神社に行く。 

 

細かな暮らしの願い祈りを繰り返し、ご先祖さまと共に聴いてもらい、 

応援を受けながら祈ったように動いていく。 

叶えられてお礼にお参りしてまた祈る、 

 

叶えたい思いが変わってきたり、叶わないことでの気づきがあれば、 

また違う祈りを口に出してみる。の繰り返し。。。 



その関係を日常築いていることで、旅先でのお詣りでの祈りに厚みがでてきます。 

つまり、たくさんのお智慧やひらめきを受け取りやすくなったりします。 

 

日頃から関係性ができているとき、 

いつも話を聞いてくれて、悲しいときも、苦しいときも、嬉しいときも 

あなたの幸せを願う気持ちに寄り添って、ニコニコ守ろうとしてくださる神様仏様 

それが氏神さま、身近な神仏さまです。 

 

旅先でのお参りにいくときも、 

 

「いってきまーす」 

「こんな神社にお詣り行ってきます！」 

「こんなお願いしてこようと思います」 

 

って、ご挨拶していけば、 

 

「気をつけて行っておいで。 

 あちらの神様にまっすぐ祈っておいで。 

 あなたの経験のすべてを楽しんでくるんだよ。」 

 

と、護りを返してくださるでしょう。 

 

何よりも自分が落ち着くので、 

気が浮つかずに移動や現地での行動にゆとりが出ます。 

 

パワースポット巡りや聖地巡り、祈る場に行った時に、行きっぱなしにするよりも、 

かえってきたよ！の報告をすると （ホームでアウトプットすることになり） 

各地で祈ったことや、受け取ったメッセージ、出来事なども肚に落としやすくなっていきます。 

 

「ただいまかえってきましたー」 

「お参り楽しかったです！」 

「お参りして願い事をしたら、なんだか思いが溢れてしまって、胸が苦しくなりましたー」 

「こんなこと、気がついて嬉しくなりました」 

「これからこうしていきたいです」 

「また知らない土地にもお参りいってみたいです」 

 



なんでもいいです。 

大好きな神さま仏様に、お家に帰った子どものように無邪気に聴いてもらうんです。 

 

そしたら、あとは、自分の動きたいように動くだけ。 

 

祈って、それが叶えられた現実を、 

楽しみに体験するのは他でもない生きた自分。 

神仏やご先祖の応援、サポートを受けていくと、自分の祈りにそれが掛け算され、 

想定外の面白さや想定外の幸せを体験していくことになります。 

 

魂はみんな、チャレンジャーなので、そういう想定外の面白さ、 

体験する味わいの豊かさは、人を元気にします。 

人が本来の元氣になると土地も元氣になり、神様も仏様も喜ばれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【おまけ】 

 

近どうも、ものごとが動かないなぁ～、とか 

なんとなく、停滞期だなぁ、とか 

やめたいのにやめられない、とか 

動きが取れなくなっちゃったよ～～、とか 

なんだか思考がごちゃごちゃして片付かないな 

 

という方は、 

オススメは、21日間、毎日氏神さま（身近な神仏さま）にお参りすること。 

 

21日まいりは、特別な祈願の時にするものという感覚がありますが 

氏神さまや身近な神仏さまとの関係をぐっと深め、 

自分自身の祈りを知るのにとてもいいと思います。 

 

祈りを日常動きながら繰り返す、 

ということで、見えてくるものがあるからです。 

 

21日間で途中祈りが変わっても大丈夫。 

そして、ポイントは現世利益メインというよりも 

 

「私がどう生きたいか？どうしたいか？」 

 

という根本的なところを祈りにして 

21日間で神仏と対話しながらみつけたいと祈ってみることです。 

 

※詳しいサポートが欲しい場合は、 

 個人セッションや先達のお詣りにきてくださいね。 

 

もちろん、毎月の朔日まいり、 

15日参り、毎日お参りしている、 

という場合はそれでいいと思います。 

 

 

 

 



神様と仏さまってどんな存在？？と感じてみた。 

 

巡禮記のお詣りを通して、 

なんとなく神さま、仏さまに感じていることの覚えがきメモ。 

 

※神仏についてわたしの感じる表現であり、凡夫先達の体験から感じるあれこれのまとめです。 

 

森羅万象に神仏を観るし、大元はおなじもの。 

神さまも仏さまもおなじ、神様に本地仏があったり、どちらも習合されていたり、 

という考え方が柔らかくてすきだ。 

 

仏様は、一つの、大きなあったかいまんまるな【さとり】のところから 

 

いっぱいの役割に分身して形を変えて 

いろんなアドバイスやサポートや応援や、煩悩の苦しみから視点を外す促しをしてくれる。 

 

どの仏が偉いとか上下や善悪がない。 

過去も未来も、生死 性別もなく、次元も固定しないところからの叡智。 

 

大慈大悲の智慧の塊として人々が求めるもの。 

 

そしてひとつの丸から多様な形に別れても、 

そのひとつひとつが一つの丸そのもの現れだから、どこまでも曼荼羅が成立する。 

 

いろんな形からの役割から一つの丸そのものの智慧を伝える。 

 

それぞれの形に分かれても、ひとつの丸そのものであることに目覚めて、 

人が他の何者にもなろうとせず、その多様のままを生きるための。 

 

こころ、視点、見えかた、気づきの部分。 

 

外側を観て内側を知る。条件の許し。 

外にあるものが内にある。 

 

心眼、真耳で、自分も他人もおなじひとつの大きな命を生きていることを発見する。 

 



分け隔てのない普遍的な慈愛。 

ひとつの丸のちからを思い出す。使う。 

変えられないものを受け入れる力。 

 

今ここ → 過去も未来に同時に波紋。 

今幸せを生きることでご先祖も子孫も楽に。 

今幸せを生きることで周りも幸せに。 

 

だから、 

どちらかというと「在り方」の祈りにしやすい感じ。 

そう感じている。 

 

 

神さま仏さまってどんな存在？？を考えてみた 《その2》 

 

その1からのつづき。 

一方、神様はどんな捉え方をしてるかというと 

 

神様は在り方もバラバラで、突発的に、無秩序に、想定外に、理屈を超えて、 

枝分かれしたり急に現れたり消えたり、予測がつかない人知を超えた、存在。 

 

滝の水が上から下へ流れて落ちるように。 

星が自転しながら軌道を廻るように。 

雷が落ちるように。 

生理がくるように。 

喜怒哀楽が流れ出るように。 

 

曼荼羅が成立しないというか。集約されない。 

 

ただそうあるように多様、多岐なベクトルそのもの。 

その方向性そのものの祓い清め。 

 

神様がそうあれば、そうなんだ、みたいな、 

なんの理由もないような絶対的な存在感。 

人の誰の主観や客観も混じらないエネルギーとしてそうある、というリアリティ。 

生死、性別、形の差異、森羅万象、時間の流れ、原因と結果、理由と作用 。 



五感だったり六感だったり、オリジナルな肉体そのもの、 

心臓の鼓動、呼吸、血液の流れ、などや 

感情、感覚、存在としてリアルに感知できるすべて。 

 

存在する全部が分け御霊としてシンプルにそうあること。 

内側できめると外側が作られる。内にあるものが外にある。 

 

何一つ決められない制御不能なものが、内なる神性。 

だからこそ、決めて行動するという意思は内なるオリジナルな神性の尊重。 

 

自分と他人の表れの違いこそ干渉する 

面白さ、鮮やかさ、変化、展開、体験の喜び、オリジナリティの愛。 

 

受け入れられないものを変える力。 

おもいをきめて、形にしてゆく。 

 

だから、どちらかというと、 

「動き」の祈りにしやすい感じがしている。 

神様（心身の動き）も、仏様（心身の在り方）も、 

万人の中にある祈りそのもの。 

 

智慧も祓い清めも、 

自分の小さな素直な欲や願いが祈りになって育っていくとき、 

いつだってアクセスできるもの。 

 

だって私たちはそこから一瞬たりとも離れたことがないんだもの。 

それを思い出すだけなの。 

 

小さな水玉が大きな水玉につながり、やがて一滴のしずくとなって、 

大きな湖に落ちて溶けるように、いつかは還る場所。 

 

ちいさな水玉が自然に繋がるように優しい風に身を任せて、 

がんばってもがんばらなくても 

大きな大慈大悲の智慧の湖はいつだってそこにあるし 

 

 



コロコロ右往左往したっていいじゃない、 

儚く愚かに可愛く人を生きていること、 

今そうあるすべての軌跡は、 

祓い清め幸生え給う神様の手のひらの上だもの。 

祈りは豊かに生きるヒント。 

自分ごと含めたこの世界に散らばる神仏のエッセンスにアクセスできる豊かなツールだよ。 

 

完全にオリジナルで、当たり前。 

 

 

 

今日はどんな祈りを生きますか。 

どんな祈りのままを楽しみますか。 

 

 

 

 

 

 



不動明王さま 

 

不動明王さまは、大日如来さまの化身なのだそうだ。 

 

迫力のある忿怒（ふんぬ）の形相、 

右手にはの三鈷剣（魔を退散させると同時に人々の煩悩や因縁を断ち切る） 

 

と、羂索（けんじゃく。悪を縛り上げ、煩悩から抜け出せない人々を縛り吊り 

上げてでも救い出すための縄）を持ち、燃え盛る火炎を背負っておられる姿。 

 

護摩焚きに代表されるその火だけではなく、滝におられ、 

海の波を切る波切り不動さまのように火と水の両方を象徴されている。 

 

つまり、ひとを生かし動かすシンボルだ。 

 

お不動さまはこのお姿で、魂を導く。 

 

苦しい時、迷う時、 

思ったように進まなくて手足も出ない時、 

強い意志を持って進みたい道を行く時、 

私たち凡夫は、お不動さまの前に行き、手を合わせる。 

 

この苦しみのループを断ち切る智慧をください。 

私の中で悩み迷いの元となる執着を燃やしてください。 

道を進むために障りになるものを祓ってください。と。 

 

かの弘法大師空海さまが 

唐からの帰国の際に嵐に遭い、船が沈みそうになった時、 

波切り不動さまに心願されたところ、 

その剣で嵐の波を斬り祓い賜り、無事に帰国の途に着かれたという。 

 

波切り不動さまは、人生の嵐に遭った時に、その人の心願を見抜き 

本来の魂から願う在り方へと進めるよう、具体的に事を動かされるのだろう。 

 

お不動さまの前で手を合わせると、 

そのひとの心の中に、大なり小なり何らかの決意が生まれる。 



ずっと生ぬるく迷っていたいなら、 

（変わりたい）と言いつつ本当は変わりたくないなら、 

 

お不動さまはとても恐くて、 

手を合わせるのも祈るのも躊躇してしまうかもしれない。 

 

けれどたとえ小さな決意でも、 

この嵐の中でなんとか自ら進みたいと心から願うのであれば、 

 

酷い目に遭った、 

あれのせいだ、これのせいだ、自分なんてどうせ… 

と騒いでいるだけの、シリアスなドラマに浸る事なく、 

まっすぐに自分とお不動さまをつなぐ祈りをすることで、 

そのように動かされてゆく。 

 

「一切の人々を救うまではここを動かじ」  

不動明王さまの剣は、よく見ると諸刃の剣だ。 

 

命がけで人を救う 

命がけで人を善きように動かす 

慈悲がそこにも滲み出る。 

 

忿怒の相は深い深い慈愛の優しさゆえ。 

人は突き離されたように感じて、初めて気づく事もある。 

自分で生きる力を信頼されてこその厳しさもある。 

 

痛みによる自覚や純粋な怒りが 

大切な場面での動のエネルギーとして 

必要だと知る人の慈悲は、とても深い。 

 

お不動さまは、手を合わせに来る人の 

その小さな決意の火こそが 

自らを生きる自灯明となり 

次の足元を照らしてゆくことを 

変わらずにお伝え下さっている。 

 



『のうまく さんまんだ ばざら だん せんだ 

 まかろしゃだ そわたや うんたらたかんまん』 

 

 

意訳:  

不動明王さま。 

どうか迷いを打ち砕いて下さい。 

障りを除いて下さい。 

所願を成就せしめて下さい。 

私にはその決意があります。 

カン マン。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



お地蔵さまに何を願う？ 

 

お地蔵さまは、大地の蔵する力の象徴とも言われていて、 

この地で生きる人たちの、地に足のついた、 

生まれてから死ぬまでの暮らしの中の心のうちを聴いては、 

 

仏の大きな大きな、一つのまあるい悟りの、 

その大光明の一端を智慧として繰り出し、 

自らも動き、人に動きを与え、智慧を授けて 

 

いのちがただ祈ったようにそうあるように、魂の望む生き方に沿うようにと 

寄り添ってくださる一番身近な仏様です。 

 

何かあったら、ちょっとしたことで、お地蔵さまにお願いしてもいいのです。 

 

今日の自分のこと、こどものこと、家のこと 

家系のこと、健康のこと、仕事のこと、自分の生き方のことでもいい。 

 

何かに、迷い、わからなくなったとき、地蔵様のところへ行って手を合わせて 

 

「どうしたらいいかわからないんです」 

「私にわかるように教えてください。お智慧をください。」 

 

と、素直にそのまんまを願えるほど、身近で親しみのある仏様です。 

 

「今日もこの子がここで無事に過ごせますように」 

「子供のお腹痛いの治してください」 

「この子の病が治り元気に毎日楽しめるように、私たちにできることを教えてください」 

「この子が無事に治るように 善のご縁で助けてください」 

「うちの家のこの部屋に何か異様な気配を感じて怖いので地蔵様見に来てください」 

「見えないけれどなんとなく怖いので助けてください」 

 

切実な祈りも、人にはわからない怖さも、 

お地蔵さまは元・人の経験を持ち、 

いわば人と仏界、見える世界と見えない世界をつなぐ方ですから、 

聴いてすぐに動いてくださいます。 



時には霊験あらたかな他の地蔵様と共に、お智慧を出し合い救おうとされます。 

ですから具体的にお伝えすることが大事になってきます。 

 

人の視点にはない、仏の世界の入り口からの視点でものごとが動いてきます。 

 

叶えてもらったら、助けてもらったら話を聞いてもらったり安心をもらったら、 

「ありがとうございます」と、また、手を合わせに行きます。 

 

そうやって、小さな願いを叶えてもらったり、 

お話を聞いてもらって動いてもらうごとに、 

お礼参りをすることで、地蔵さまの菩薩業がひとつ、進みます。 

人もよろこび、地蔵様も菩薩業が進む、そんな日々のリレーションを作ることで 

 

「いつもありがとうございます」の気持ちや 

「お水やお菓子をどうぞ」といった気持ちも自然に湧いてくるので、 

そのしるしとして、お地蔵さまの周りにはいろんなお供えものが置いてあるのでしょう。 

 

亡くなった方やご先祖さまのご供養もお地蔵さまに祈願することができます。 

 

水子地蔵さま、檀陀（だんだ）地蔵さま、 

のように特定の供養の役割を担われている方もおられますね！ 

 

まずは近くのお地蔵さまに行くとき、 

ご先祖さまや供養したい方のお名前を呼んで、いっしょについて来てもらいます。 

 

地蔵様には、その方の名前を告げて 

「〇〇●●と共に、私の幸せを感じながら生きて参りますので、 

必要なお智慧をお授けくださいませ。」と言ってつなぎます。 

 

ご供養して行きます、共に応援に回ってね！というご挨拶です。 

 

それだけでまず供養になりますし、 

後ろの方はお地蔵さまからダイレクトのお智慧をいただいて、 

祈る人の応援に回り、動くための力をつけながらご成仏に向かってゆかれます。 

 

 



これはご先祖さまがほとんどだと思いますが、 

子孫が自分らしく幸せに生きることが供養になって行くので、 

ここでも三方よしのリレーションが出来上がって行きます。 

 

お地蔵さまへの祈りは、ここでは書ききれないほど多岐にわたります。 

 

おんかか かびさんまえい そわか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



神泉苑ってどんな祈りができるの？ 

 

リュウジュ爽快法は、京都の神泉苑という場所で 

善女竜王さまに祈り、カタチにしています。 

 

 

 

善女竜王さまは、ざっくりいうと 八大龍王さまの娘さまの龍神さまで、 

仏の手伝いをされている龍神さまです。 

 

どのような祈願かは本来自由ですし、制限や決まりはありません。 

 

こちらでお伝えできることは、 

「私〇〇は、これこれ、こういうことを生業にしておりますので、 

 この仕事において 

 （またはこの身体の健やかさ、生き方の流れなど 全てにおいて） 

 滞りや故障なく、私にも周りにも豊かさを溢れさせる善き流れにありますように」  

 

という願いが一番スタンダードです。 

 

善女竜王さまの他に、 

神泉苑には 弁財天様、観音様、お不動様、お地蔵さま、お大師さまもおられますから、 

合わせてご自身の身の回りの流れの祈願や、健やかな体の巡り、 



豊かさの流れ、気持ち感情の流れが滞りなく気持ちよく生きられるよう、 

などなど、祈願してみてください。 

  

私も、定期的に 

リュウジュで触れる人たちが、健やかな巡りを取り戻して心地よく生きて行かれますように、 

リュウジュ爽快法を通して喜び広がりますようにと祈願しにいってます。 

 

善女竜王さまの持っておられる宝珠のたま。 

 

それは善き流れの智慧の集まりです。 

 

例えばそれください、とお願いするとき 

その人に直接その智慧の塊をポンと、授けてくださるわけではありません。 

  

「あなたにも、この智慧の珠があるんだよ」 

と、思い出させてくれるような感じです。 

 

その活かし方、 

ヒントの溢れるこの世界のモノの見方、 

智慧の一端となってくれる人たちとの出会い方、 

大切にする言動のあり方、 

  

「その全てが智慧の珠であり 

 一人一人の流れの中にちゃんと掴んでゆけるもの」 

  

善女竜王さまのおっしゃる宝珠とは、そのようなものだそうです。 

 

みなさまも、どうぞ、京都の神泉苑にお参りされたら、 

 

善き流れの「善き」とは 

自分にとってどういう感覚だろう、と感じながら祈願してみてください。 

 

そして、智慧の宝珠を授かる願いをされるならば、 

その珠はご自身がどのように掴んで活かすのか感じながら祈願してみてくださいね！ 

 

 



裸弁財天（妙音弁財天様） 

 

女の中には、三女神がいるという。 

 

ひとつは少女の顔。 

 

無邪気さで人を理由なく元気にしたり 

明るい気持ちにさせて肩の力を抜いてくれる。 

 

反面、拗ねや甘えも突発的で気分屋で 

父性への愛を男性の愛だと勘違いしやすい。 

 

「どんなわたしも受け止めて包んでほしい」 

「わがままを聞いてほしいのではなくて、わがままを言うわたしを丸ごと愛してほしい」 

「不安な時に振り向くと大きく構えて笑っていてほしい。」 

「出来ないことを許して守ってほしい」 

「否定せずそばにいてくれることに安心したい」 

 

大人になるまで我慢して封印し続けると、 

男性からの愛の受け止め方を学ばずにいるから、 

拗らせてしまうことがある。 

 

娘が父に求めるそれが、 

ふとした衝動で 

顔を出して抑えきれず対処に困り、 

どうしていいかわからずに 

受け止めてくれない自分を責めたり 

相手を責めたり状況のせいにしたりする。 

 

ここの扱いでパートナーシップが 

うまく行かずに苦しんでいる女性が多いことは 

自分自身の体験もふくめ、 

巡禮記のお参りの中でたくさん見てきた。 

 

 

 



もうひとつは、女の顔。 

 

女としての性の魅力に溢れ、 

着たい服を着て、食べたいものを食べ、笑って美しく元気にいて 

真っ直ぐにやりたいことをやっているだけで、調和と躍動をまわりの世界に与えてゆける。 

人も、モノも、お金も運も惹きつける。 

 

性のエネルギーをあらゆる力に変換して、たおやかに創造性を発揮してゆく力をもつ。 

 

男性を求めて鼓舞し励まして受け入れ、喜ばせてもらうこと、愛されることを 

わかりやすく表現するほどに力を与えられる。 

 

「あなたの力を信じてたくさん引き出して、いいものを産みだしたい」 

潤い。華。色香。個性。笑顔。 

 

反面、感情にも体調にもすべてに波があることで、 

わかりにくい、くすぶる、滞る、ムラがある、好き嫌いで動く、安定しない、隠に籠る、 

水の気を持つために周りの影響を受けやすい、 

システマチックに合わせすぎると内側から歪む、 

女性の隠を容認できず弱さに変換してしまうと武装して隠し拗らせてしまう。 

嫉妬、欺瞞、自己卑下。 

 

「どうせわたしなんて」 

「わかってくれない」 

イライラ、ムキー！、 

グズグズ、ギャーギャー 

言葉にならない擬態語な状態。 

 

五感を大事にする、  

してもらうことですぐに、 

機嫌が直ることも多い。 

 

 

 

 

 



後は、母の顔。 

 

聖母マリア、慈悲と慈愛の観音様の顔。 

 

惜しみなく愛を注ぎ、暖かく見守り、信じて切って育てる。 

あなたならやれると励まして、魅力を引き出し活躍の場に送り出す。 

愛から行動してゆける。傷ついた心と身体を優しく包んで抱きしめる。 

衣食住を気にかけて、必要なだけ与える。 

 

「大丈夫」 

「きっとできる」 

 

微笑み。豊かさ。慈愛の厳しさ。 

 

反面、コントロール欲が出たり、 

構いすぎ、先回り、甘やかして自立を妨害する、 

チャンスを奪う、過保護、自己犠牲、自己満足、 

押し付け、心配などが出てくると、ただめんどくさい。 

 

 

「あなたのために」 

「あなたが必要なら」 

「こうしたほうがいい」 

「してあげたのに」 

 

女はこの内包する三面、三女神を 

ほぼ無自覚に同時に発揮しているように思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さて、男にも三面あるとしたら 

 

少年の顔 

男の顔 

父の顔 

 

それぞれに持っているのだろうなと思う。 

 

聞いたところ、男性はとてもシステマチックに出来ている生き物で、 

女のようにマルチタスクでもなく、急に切り替えられないそうだ。 

 

女性がパートナーシップに悩む時は、 

このどれに期待しすぎている時だろう。 

  

自分と同じように、男の三面を同時に観ていて 

どうして切り替えてくれないの？と 

不思議に思ったり、不満を感じたりしてないだろうか。 

 

男である彼に、ふいに女の顔から少女の顔が 

「突発的に」出てきて急に父を求めても、 

成熟した男性であってもなかなか理解できないかもしれない。 

 

父の顔で誰かを守るために 

何かのタスクに取り組んで集中している場合に、 

急に少年のような好奇心を求めても辛いかもしれない。 

 

男のどの面も、きっと、 

女が喜ぶように、護れるように、 

共につくりたいものを創れるように、 

大きく大切にできるように、 

一緒に笑えるように、 

そんな愛を含んでいることを忘れたらダメだなと思う。 

 

 

 

 



私自身、自分の未熟な三女神が発動するときに、 

何度も失敗してトラブルを体験しては 

 

「どうしたいの？」 

「どう生きたいの？」 

「何を叶えたいの？」 

「何をわかってほしい？」 

まずそんな自問をしながら、波にゆられてゆく。 

 

波間の中で、少しずつ許していく。 

男性への思い込みを一つずつ外してゆく。 

少しずつ少しずつ、ありがとうが芽吹くまで。 

 

きっと、許したり感謝が湧くまで見つめること、 

まっすぐ伝えること、勇気を出して聴く耳を持つこと、 

自分が間違っているかもしれないと一歩引いてみること、 

そんな、一見恥ずかしいくらいのもがきの中で、成熟してゆけるのだと思うから。 

 

「あー、わたしがまちがってたな。」 

 

裸の女である自分を大事にするってことの意味を上書きした。 

 

巡禮記 江島神社、 

裸弁財天［妙音弁財天］様への祈りの後の気づき、シェアでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



土地の神様とも龍神様とも人とも 仲良く豊かになるお参りのコツ 

 

ご縁ある土地の神様と仲良くなるには？ 

そこの龍神様と仲良く過ごすには？ 

ご縁ある人々に愛されて栄えるには？ 

 

そんなお参りのコツをお伝えします 

 

神社の本殿でお参りする祈りの前後には、 

 

摂社末社の「祖霊社」など 

土地の神様が祀られているところで、きちんとご挨拶をするといいですよ 

 

特に住んでるところの氏神さまをはじめ、身近なご縁あるところの土地の祖霊社やお地蔵さまなど、 

【土台】を担う神仏とのリレーションは、大事に作ってみようー！ 

 

 

 

その土地の神様を支えてこられた方々や 

土地の神様との結びつきに手を合わせる、ということは、 

 

自分のご縁の隅々にまで 

神様の豊かさを分かち合うということだから。 

自分のご縁の指先の端っこまで生き生きした 

祈りを届けようと手を合わせるのと同じです。 

 



例えば、飴を作って売る商売をしていて、その商売繁昌を願うなら、 

 

飴の材料を作る人、 

袋の工場の人々や、パッケージをデザインする人、 

その家族や、材料があることの恵み、 

それが滞りなく営まれていくための土地の安定、 

 

など小さなご縁の積み重ねで、この祈りが出来るということを想えるってこと。 

 

飴ひとつ売るのもいろんな土台が動いてくれて、成り立ってることを想えること。 

 

そこに大なり小なりの感謝が湧いてきたら 

神様のまえでの祈りが生き生きし始めます。 

 

飴を売るのに毎日新陳代謝して、動いてくれてる土台すべてもいっしょに 

いいように、気持ちいいように、豊かなようになったらいいなぁ！って想えるだけで 

同じ【商売繁昌】でも、全然違うエネルギーになるの。 

 

 

 

生き生きしたエネルギーを、元気を、 

想いを馳せたその隅々まで届ける祈りを神様にしよう！って思えるから 

 

その人と神仏の共同作業で叶う大元の【豊かさ】エネルギーは必然的に 

とっても大きなものになるの。 

 



隅々まで生き生きと届けようと思うと、 

めっちゃ大きな豊かさ叶う祈りエネルギーが 

ちゃんと躍動してる必要があるでしょ。 

 

逆を言えば、 

 

縁の隅々にまで生き生きと、 

祈り成すこの豊かさを届けていきます！って 

祈ってる人には、【共に祈りを育てよう】とする、 

あらゆる応援が入ってくるということ。 

 

祖霊社や土地のお地蔵さまは 

人の代を超えて土地のあらゆるご縁を習合して祀られていたり、見守ってこられている存在。 

 

そこに応援してもらうのは、 

ごっつ頼れる長老の物知りおじいちゃんを味方につけるようなものだよ！ 

 

 

その人の描くビジョンが今は小さくても、 

周りに分かち合うことが面白そう！な 

そのタネにどんどん 

新たなインスピレーションがやってくるよね！ 

 

土地の神仏もご眷属の龍神様も 

稲荷の大神さまも眷属の狐さまも、 

その人の祈りを育てるために力を貸すよね！ 

 

その姿勢は神様にも伝わるし、 

ご先祖さまにももちろん伝わって、 

チームで一つの祈りを成してく流れになる。 

 

その繰り返しは、だんだん習慣になり、 

一攫千金、1発もの、ではなく 

（そうしたい人はそれでOK） 

  

 



継続して柔軟に「生み出していく」 

面白さをもって、流れそのものを大きく捉える仕事ができるようになります。 

  

潜在意識として普段隠れているものや 

見えないけれども影響しているところには、無限の可能性があり、 

 

自分の祈りの力で探せる 

"意識のとびら"がいくつもある。 

 

祈りの力は 生きたい方向へ想いの方向へ 

身体の動きを伴ってやってみる繰り返しで育てていけるもの。 

 

そんな、扉を開いて 

柔軟に日々を生み出していくための、 

身近な積み重ねに焦点をあてたお詣りのコツです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



呪詛は祈りに変えられる 

 

巡禮記で希望者さんだけの 

 「岡山・呪詛をしばきに行くツアー」があります。 

 

たった2日間のあいだに  

がっつり呪詛ほどきに必要な場を巡禮する 

なかなか濃いツアーなのですが  

 

自分には変えられないと思って諦めている 

 「呪詛」をしばいて、神仏の力を借りながら 

祈りに変えることの視点を、お伝えできたらと思っています。 

 

それは可能だし、実は祈りと呪詛は同じエネルギーなので  

かけられている、かけてしまっている呪詛が多いと感じている人は  

 

とても大きな祈りに変えて育てられるチャンスが自分にあることに、  

気がついてもらうお参りツアーです。 

 

 

懸命に今、生きているあなたの人生を眺めてみて、 

思い通りにいくこともいかないこともあるけど 

【なかなか愛おしい人生だな】と思えますか。 

 

 

あなたは、どんなときも 

あなたの1番の理解者でいますか。 

 

何を成しても成さなくても、 

自慢なんて一つもできなくても、 

 

今日まで、生きてることに 

【なかなか、すごいじゃないか】と思えますか。 

 

 

 



祈りは暮らしの集大成。 

また逆に暮らしの集大成が祈りです。 

 

毎日が自分への応援と共感と理解と労いに溢れ、 

【この自分を生きていることが素晴らしいな】  

という祈りに満ちていくと、 

 

もう暮らしの中でそれが当たり前になったころ 

 

それは自然と周りの人たちを、 

必ず幸せにしてゆきます。 

周りの人たちを必ず豊かにしてゆきます。 

 

ご先祖さまからも未来の自分からも、 

応援が入りやすくなります。 

 

魂同士、今世を共に活きようと、そばにいる人たちは、 

 

少なくとも、あなたが生きるそばで応援しよう、 

理解しよう、共に育とう、共に楽しもうと寄り添ってくれる人たち。 

 

人は魂レベルでそう思える人とは簡単には離れずに、 

えぐいところも見せ合いながらでも、 

一緒にいられるようになっています。 

 

逆にどんなにいいところで付き合っても、 

縁遠く薄くなってしまうこともあるよね。 

 

今そんな人たちが周りにいなくて孤独で苦しい！ 

という人も 

 

自分への応援と共感と理解と労いの形で、 

それを動きの祈りにしていくと、 

ちゃんとつながっていくことができます。 

つながっていたものを感じて 

観ることができるようになります。 



一方、暮らしが祈りではなく、 

無意識に呪詛で満ちていると、 

 

【誰か】のパターンをなぞって生き続けていなければならなくなる。  

【誰か】の教えを、言葉を、常に次々と探していないと不安になる。 

【誰か】ありき、の人生を生き続けることを自分に強いてしまう。 

 

または、逆に出ると、 

 

【誰か】の人生に反発して生き続けることで自分のアイデンティティを保ってしまう。 

【誰か】の教えや言葉を攻撃し続けることで、リベンジに生き続けてしまう。 

【誰か】に傾倒する人たちを馬鹿にすることでプライドを保ってしまう。 

 

もちろんこれは一例です。 

いい悪いを決めつけるものでもありません。 

いろんな形で出てきますが 

どれも本人がしんどいのが共通項です。 

 

そして、 

みんな多かれ少なかれ呪詛と祈りを織り交ぜて 

チャレンジを生み出しながら生きてたりします。  

 

 

人生の、基準と理解と夢を 

明け渡してしまう【誰か】とは、何でしょうか。 

 

幼い頃に刷り込んでしまった、 

もはや実態の無いわからないものだったり、 

 

父母への思いが膨れ上がった影像だったり、 

 

「こうだ」と強く教えられたことに 

幼い自分が反発できなかったことへの理不尽や 

未練や罪悪感だったり、するかもしれません。 

 

 



そして、多くは、下記のようなたくさんの 

自分にかけ続けている【呪詛】と言う名の 

思い込み、親からパターン学習した価値判断の基準、刷り込みです。 

 

例えばね。。。 

 

「傷つけ合ってでも感情をぶつけ合うことが愛することだ。ぶつけ合わないのは愛していないからだ」 

 

「何でも与えてもらうことが愛されることだ」 

 

「人に愛されなければ生きている価値がない」 

 

「人はいつか離れていく。自分はいつ裏切られても蔑まれてもおかしくない孤独な罪人だ。 

 周りに人がいるのはどこかにメリットがあるからだ」 

 

「家系の背負ってきたものはとても強固だ」 

 

「私はどうせ幸せになってはいけない」 

 

「幸せになっていいなんて親は教えてくれなかったのだから、 

 幸せになってやるもんか。きちんと教えなかった親を簡単には許さない」 

 

「あの親から生まれた私は愛されるはずがない」 

 

「あんな教えを強要されてきたのだから、 

 仕返しにあいつらの嘘を暴いて生きてやる」 

 

「父は強く母は優しくあるはずなのに、うちの家系は違う。 

 父は頼りなく母は傲慢で、私はこの人たちのせいで 

 男を蔑み女としての喜びが何かわからなくなっている」 

 

「豊かになることで足を洗える。 

 豊かになることは、失われたものを埋めることだ」 

 

こんな感じの思い込み、自分にかけた呪詛たちです。 

他にもたくさんあると思います。 



これらの呪詛たちは決して悪いものじゃない、 

それしかないと決めつけて動けないことが、 

苦しいだけです。 

 

これらを、発見できたら 

【犯人】いた！と 

責めるんじゃなくて、ただ見つめる。 

 

それを存続させてた自分の創造力、 

エネルギーの方に意識を向けてみます。 

 

神仏に祈って呪詛をしばきにいくのは、 

神様に【変えてもらう】ことではありません。  

 

呪詛も祈りも同じ創造力でできている。 

ストーリーをここらで転換させてみようか、 

という意気込みがあれば、誰もができること。 

 

それを祈り成すという行動でやっていくんです。  

 

 

呪詛を「なんでやねん！」と、しばくのは、  

 

あなたが いい時も悪い時もある  

その自分の人生を何度も愛せるため。  

 

自分の1番の理解者でい続けるため。 

 

懸命に生きる自分を「偉いね、すごいね」って 

ずっと応援し続けるため。  

 

そのベース（暮らし）から、 

周りにいてくれる人たちと一緒に 

人生の感動を分かち合うため。 

 

 



豊かさを、何かを一方的に埋めるための 

有限のものにせずに、 

無限にある材料からあなただけの形にして 

循環させるため。  

 

大切な誰かと、喧嘩したり喜び合ったりして 

尊敬し合い、愛し合い、許し合うなかで 

共に活きて 、 

魂史上初めての幸せの形をやってみるため。 

 

自分が握りしめていた形を明け渡すため。 

 

創造力を使いたい方に使いたいだけ使うため。 

 

呪詛が反転した祈りは必ずセットで存在するので 

呪詛が多いほど、たくさんの祈りが存在し豊かさも作れるってことです。 

 

どんどん「大丈夫」と「自由」が増える。と決めて、動いて行きましょう！ 

 

巡禮記の先達チームも各お参り遠足・ツアーで応援に回りながら一緒に祈り成していきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【子どもの歯からみるニンゲン観察考】 隙間の恩恵！ 

 

子どもの歯（乳歯の並び方）には 

ほとんどの場合、 

大人の歯（永久歯の並び）に生え変わるまでに 

顎の成長もしてく中で、 

 

自然なすきま（歯間空隙）ができる。 

 

子どもたちがニカって笑う時に 

ちょっと歯と歯のあいだに 

緩いすきまがあるのを見たことあるかな、と思う。 

 

顎が小さくて空隙のない子もいるけど 

隙間が要らないというわけじゃないからね 

 

身体って子どもの時はもう、 

凄い勢いでどんどん変化、成長していくように 

 

いろんなところに 

（頭の骨が合わせるところとかも） 

空隙、すきま、あそび、ゆとり、が 

ちゃんと設計？！されている 

 

完成されたパーツを組み立てて出来る 

ロボットじゃないから、 

 

未完成たちがゆとりをもって 

それぞれのパーツ同士 

（歯と顎の骨と口の周りや舌の筋肉とか） 

お互いの成長スペースとバランスとりながら 

のびのび大きくなり、だんだんとその子の 

オリジナルなからだを創り上げていく。 

 

 

 



これはほんとは 

《歯と口の周りの筋肉と顎の骨》 

といった分離したパーツに限らず、 

 

身体中の全細胞がお互いに 

余裕、ゆとり、あそびのスペースのなかで 

成長のバランスを取り合ってるんだよね。 

 

実際に歯の一つ一つに対応する臓器があって 

からだはぜんぶつながっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ここからハイジシリーズでいきます） 

 

この自然な子どもの歯の歯間空隙 からも 

 

「子どもには特にいっぱいあそびが必要よ」 

「のびのびしても大丈夫なスペースが必要よ」 

 

ってことは明白！とってもわかりやすい。 

 

 

 

 



子どもには、物理的にスペースが要る。 

 

空き地が要る。 

時計の時間で区切らない「とき」が要る。 

 

何もしない 何もない が要る。 

わからない  が 要る。 

知らない が 要る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤ちゃんが子宮の羊水のなかで 

ふわふわ ちゃぷちゃぷ 浮かんでいるように 

 

縦にも横にも高さにも、そして時間にも 

なんにもぶつからないスペースが、要る。 

 

 

ジャンプしても、手を伸ばしても、 

くるくる回っても、ぐんぐん走っても 

 

どこまで大きな声で叫んでも 

ビクともしない 大丈夫な スペースが要る。 

 

 

 



天体が大きくのびのびと宇宙を巡るように 

思い切りこころを巡らせて 、 

 

時間の軸をどこまでも自由に旅して 

想像の力の翼を広げて あそびの中を飛び回る 

 

そのスペースが 要る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、大人の中の子どもの自分にも 

 

子どもの自分がのびのびできなかった人は 

 

大人になってからでも遅くないし 

たくさんのあそび、スペースを自分にあげよう。 

 

自分に、許そう。 

 

 

 

 

 



さて、大人の身体だって、 

ここまでわかりやすい、からだの空隙（スペース）はなくても、 

 

いたるところの身体のジョイント部分に 

あそび、弾力、ゆとりがないと 

痛くてギコギコで動けなくなる。 

 

それはちゃんと無くならずにあるけれど 

子どもほど見た目にわかりやすいものじゃない。 

 

大人になればからだはある程度 

身体のカタチとして完成されるから、 

 

あとは、組織がしなやかな水分を含み続け、 

新陳代謝を繰り返し、その人のバランスのちょうど取れる空隙、 

 

気持ちよく動けるスペース、 

流動的なあそび部分をうまくキープしてゆくのが、大人の在り方なんだろうな。 

 

と私は思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



そのうまくバランスを取る加減調整や 

あそび部分のしなやかなキープの仕方を、 

 

いろんな身体のプロたちが 

今はホリスティック 

（心も身体も精神も霊性も全部の視点からみていくこと） 

に診てくれたり 

 

アプローチを伝えてくれたりしてるので、詳しくはプロにお任せするとして 

身体のコンディションは、基本的に 

この空隙、あそび、スペースに 

どんな意識圧、どんな作用をかけているかで、変わってくると思う。 

もう身体のパーツだけをみてどうこう言う、バラバラな見方では 

医療も健康もウエルネスも捉えきれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、風邪を引いた時、 

自分のからだにちゃんと調整するスペース、隙間があると思うと 

 

「この身体の隙間は、必要なものを取り入れて必要ないものをうまく流す働きに満ちている」 

 

「なんとかなる。かならず通り過ぎる」 

 

そう信じられる。そういう意識圧がかかってる。 

 



そうすると治るというプロセスは、 

抑え込むというより、 

風邪がやってきても症状が出ても 

数日で 隙間をうまく通り抜けてく感覚、になる。 

 

この野口整体の先生も言ってることが 

なんとなくからだで実感する感じ。 

 

からだは隙間にうまく風邪を通して抜けさせつつ 

ウイルスや細菌とも情報交換をする 

 ↑ 

これは私独自の感覚？かもしれないけど 

微生物の情報交換もこの隙間の恩恵だもの。 

きっとしてると思うの 

 

このからだが、スペースだらけだから出来る 

風邪の逃し方の感覚だ。 

 

（龍神様を感得する感覚と似てるよ） 

 

それはきっと心もそうだね。 

 

落ち込んでいる状態を反動で跳ね返したり 

何かで塞いだり押さえ込んだりするより、 

 

落ち込んだ状態もしばらくして 

心の遊びスペース、隙間から 

うまく通り抜けていくのを知ってる感じ。 

 

ずっと抱えてなくていい、 

スペースや空き地が心の風邪を 

どんどん通り抜けさせてくれる方がいい。 

 

 

 

 



※細胞レベル、分子レベル、 

素粒子レベルでいくと 

身体も物質も殆どが空隙でできているのだから、 

 

隙間がある、というよりも本当は 

おっきな隙間のなかで、意識で 

結んで繋いでいる身体の状態があるって感じなんだろうな 

 

この辺りはここでは、視点がズレるし割愛するね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体はいつもシンプルでわかりやすい。 

 

すきま、ってすごく嬉しいものだね！ 

心地いい隙間、大事にしよう！ 

 

っていうのを、書いてみたくて記事にしました。 

 

 

 

 

 



心にも身体にも 

隙間がないない！と思い込んでませんか？ 

 

遊び、ゆとりなんて、ないない！作れない！って 

決めつけていませんか？？ 

 

身体を見たら、一目瞭然！ 

 

実は隙間だらけで、これがないと生きてない。 

 

だから安心して、 

 

子どもの自分がのびのびできなかった人は 

大人になってからでも遅くないし 

たくさんのあそび、スペースを自分にあげよう。 

 

自分に、許そう。 

 

 

そして、大人ならではの 柔軟で面白い隙間、 

あそび、余裕、スペース。。。 

 

それが  人の基準じゃなく  自分にとって 

 

【ゆるすぎず、きつすぎず、ちょうどいい】を 

身体に、心に、キープしよう。 

 

 

キープするための方法をいっぱい工夫してすごそう！ 

 

人によって全然ちがうそれを、たのしんで取り組もう！ 

 

 

 

 

 



龍神さまに縁を祈るとき 

 

この地球上に今いる人全員に 

生きているうちに会うことは 

できません。 

 

たまたま、この流れゆく生の間に 

出会える人たちの中でも、 

 

どう誠意を尽くしたって 

離れてゆく人もいれば 

 

どんなに情けなく不甲斐なくても 

共に過ごし続けられる人もいます。 

 

この不思議な「縁」というものは 

流れ流れて生きているから 

思うようにしたいと思っても 

コントロールすることはできません。 

 

だから一期一会であっても、 

ずっとを確信しているものであっても 

 

お互いに生き生きと温かく 

嬉しいものであるようにと 

手を合わせて祈ります。 

 

全ての流れそのものを神仏とした 

龍神さまや善女龍王さま、 

八大龍王さまなどのお社では、ぜひ 

そんな時と縁の流れにも手を合わせてみてください。 

 

巡禮記の遠足やツアーでは、 

そんな静かな祈りの時間も大切に先達しています。 
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