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スピリチュアルって　なにか特別な力とか、才能とか、能力が必要なんです

か？ 

いいえ。どなたでもスピリチュアルになることができます。

精神世界とも呼ばれるスピリチュアルの世界は、万物のエネルギーと調和することなので

す。

宇宙には、星があり太陽があり月があります。地球には、様々な自然と生物がいて、それ

ぞれがエネルギーを持っています。

いろいろなエネルギーと調和していくことがスピリチュアルワークなのです。

人間は唯一、動物の中でも、知性とか理性とか、自分の好きなようにエネルギーを作り出

すことができます。

そのエネルギーは欲望や情報から作り出されることがあり、「こうあるべき」「こうする

べき」という情報で、理想の自分を作り出します。それが、うまく万物のエネルギーと調

和していれば、素晴らしいことなのでしょうが、万物のエネルギーに逆らったり、無視し

たりして、強引に自分のエネルギーを作ってしまう場合があります。

すると、物事がうまくいかなかったり、不調を感じたり、病気になったりと、様々な不快

感が出てきます。

あなたが万物と調和するレベルをどんどん上げていけば、あなた自身が楽になり、物事が

うまくいくようになります。

毎日、喜びと平和を感じ、希望を持って生きていけるようになります。

このレベルとは、私たちが身体の中に持つエネルギーの波動と魂のレベルのこと。レイキ

などのエネルギーヒーリングのワークで自分のエネルギーの波動をどんどんアップ！そし

て、人に親切にしたり、愛をふりまいて魂のレベルをアップするのです♪

このレベルが上がれば、万物のエネルギーにより近くなり、喜びがもっともっと深くなり、

今、ここに生きていることがもっともっと美しく見えてくるのです。そして、あなたはキ

2

©MIRACLE HEALING ACADEMY  All rights reserved.  www.mh2u.net
Written by Kawehi Miller  in 07/27/13

http://www.mh2u.net/


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                

ラキラと輝き始めます。

不思議と人間関係も良くなります。恋人、夫婦、家族間が楽しいものになりますし、仕事

仲間とも楽しく仕事ができるようになるでしょう。恋人同士や夫婦の愛も深まります。

空を見ても、地球上を見ても、美しいものだらけです。人間が作ったものや手を入れた場

所で美しくないところが沢山あるだけで、本来の地球は、どこを見ても美しいのです。

日本国民が敬愛する富士山。どれだけ多くの人が富士山を見て美しいと感じたでしょう

か？美しいから多くの人が富士山を見るとも言えますね。

宇宙も地球もあらゆる自然と生物は美しいのです。

つまり、あなた自身も美しいし、あなたの人生も美しいのです。

スピリチュアルなレベルを上げれば、もっともっと美しいと強く感じるようになります。

もっともっと自分の人生は美しいと感じられたら、あなたの幸福感も、もっともっと高ま

るのではないでしょうか。

そのレベルを上げていくことはとっても簡単なことばかりです。私たち、人類は情報過多、

科学が優先して、どんどんと忘れ去られてしまっただけで、あなたもきっと忘れてしまっ

ているだけです。

私はそれを思い出すことのお手伝いと、あなたのスピリチュアルレベルをぐんぐんとアッ

プさせるお手伝いをします
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スピリチュアル入門

スピリチュアル・ヒーリングとは？

スピリチュアル・ヒーリングとは、病気やけがの治癒ではなく、精神的なものを癒すこと

です。これについて詳しく説明していきますが、その前に、スピリチュアル・ヒーリング

がもたらす最終目標をご紹介しておきましょう。

最終目標　「万物のエネルギー、宇宙のエネルギーと自分が完全に調和する状態になるこ

と」

これによりもたらされることの身近な例をあげると、

ストレスがなくなる

人間関係が素晴らしいものになる

恋も、家庭も、仕事も、すべてうまくいくようになる

ということは、
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お金だって増えます・・・お金は、目に見えるエネルギーなんです

↓つまり↓

人生が美しく、素晴らしいものになり、幸せになる

人生をより美しく、より素晴らしいものにして、より幸せになりたいと思うのなら、是非、

スピリチュアル・ヒーリングの世界にいらして下さい。

スピリチュアル・ヒーリングは、特別な人の能力ではなく、誰でもその方法さえわかれば

できるものです。

スピリチュアル・ヒーリングは、宗教ではありません。唯一神のような、唯一絶対の神が

居て、それを信仰するというものではないのです。実は、もっともっと、枠組みの広い考

え方をしていて、宇宙単位で考えていますから、宗教もなく、国や民族といった考え方も

なく、宇宙、地球、動物、自然、という単位で捉えています。

スピリチュアルな世界の構造

「霊とかそういうのと話したりできるんですか？」

多くの皆様から聞かれる質問です。幽霊など霊と、スピリチュアルな世界についてご説明
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をします。

私たちには、4つの世界があります。（７つとか、様々な意見があるのですが、ここでは

４つの世界で説明します。）

1． 物質界・・・目に見える、全ての人間が認識している世界

2． 幽界・・・全ての人間の目には見えていない幽霊などのいる世界

3． 霊界・・・スピリチュアルな世界は、ここの階層です

4． 神界・・・光の世界。私たちの魂（ソウル）のある場所です

この世界は、一つ一つ段階になっているわけではなく、レイヤーになって重なり合ってい

ます。例えば、江原さんみたいな方は、幽界も霊界も見えるということです。

ミラクル･ヒーリング・アカデミーの哲学として、幽界についてのレイヤーには立ち入り

ません。霊界にあるスピリチュアルな世界に居れば、幽界の存在を見えないものとして生

きていくことができます。幽界から影響を受けたり、幽界に影響を及ぼすようなアクショ

ンは何一つしません。幽界から影響を受けていると感じている方も、普通にミラクル･

ヒーリング･アカデミーで、スピリチュアルの世界の知識を増やし、ワークしていって下

さい。そのうち、全ての答えは、あなたのところにやってきて、「なるほどね！」と思え

るときが必ず来ます。

霊界や神界のような目に見えない世界について、物質界で説明するのは、本当に難しいこ

となのですが、心を込めて説明していきますので、よろしくお願いいたします。

私のようなスピリチュアル・ヒーリングのファシリテーターは、（ファシリテーターとは
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道先案内人のこと。ヒーリングが起こる方向に導いてあげる仕事）霊界や神界のものを、

言葉などで皆様に伝えることがありますが、霊界や神界は、言葉のない世界で、それを伝

達、表現するために、物質界にて、私の知っている言葉に置き換え伝えています。なので、

人によって使う言葉が違いますから、受け手の認識も変わってくる場合があります。私を

介してではなく、自分自身で、それを理解することが、一番的確に明晰に理解できるので

はないでしょうか。

具体的にスピリチュアルヒーリングとは何を指すのでしょうか？

スピリチュアルヒーリングは、私たちの持つ身体のエネルギーに働きかけます。これは、

目に見えませんし、医学的または科学的に証明されているものでもありません。臨床検査

を医療機関で行い、異常なしと診断されても、私たちはときに不調や不快感を感じます。

このような状態を放っておけば、なんらかの病変の原因になるかもしれません。

私たちのエネルギーは、本来、丈夫で元気に輝いています。それが身体から溢れ出ている

のがオーラです。あらゆるスピリチュアルヒーリングは、私たちの持つエネルギーに働き

かけ、丈夫で元気にすることを目的としています。このエネルギーは、「気」と呼ばれた

り、「プラーナ」と呼ばれたりしています。そして、エネルギーヒーリングは、バイブ

レーショナル・メディスン、波動療法など代替医療や自然療法として期待されている分野

でもあります。エネルギーヒーリングに代表されるものは、レイキなどのエネルギーワー

ク、フラワーエッセンス（レメディ）セラピー、クリスタルヒーリングセラピー、オーラ

ソーマなどがあります。スピリチュアルアロマテラピーも、エネルギーに作用しますが、

臭覚や皮膚吸収からは、科学的根拠に基づいた化学物質による作用もあります。（ただし、

使用には注意が必要です）例えば、レイキは、アメリカにおいては、相補・代替医療とし

て取り入れられていて、ハーバード大学、コロンビア大学メディカルセンター、ジョンホ
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プキンス病院などで提供されています。

人間の体とスピリチュアル・ヒーリングのプロセス

さて、どのヒーリング法でも共通することを学びましょう。ヒーリングに到るまでには、

順番があります。

人間の体は、肉体だけではありません。マインド、ハート、ソウルと 3つのものがありま

す。

マインド：頭で考えることや感じること。エゴのある場所。欲望、期待、理性的考えや合

理的考えのある場所。「私」という単位で仕切られる場所。自己啓発は、言葉は悪いです

が、無理やり、ここに働きかける場合が多いです。

ハート：全ての愛がある場所。全ては愛によって進行し、美しくなり、向上します。愛が

なければ、心臓がないのも同然です。ハートのエネルギーがある場所。ハートが傷つくこ

と、悲しみや苦しみなどは、マインドではなく、ハートで感じます。

ソウル：魂。光がある場所、光がつながる場所、あなたの神性なものがある場所。ハイ

ヤーセルフ。高次の自己。

あちこちでスピリチュアル・ヒーリングを受けて回る、迷える子羊のような人たちをたく

さん見かけます。このような人たちに是非、気が付いて欲しいことは、スピリチュアル・

ヒーリングやスピリチュアル・ワークには、プロセスがあるということ…
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解放から始まり手放すプロセスがなければ、ヒーリングは起こらないし、ヒーリングが起

きなければ、エネルギーを実感したり、体感したりすることはないでしょう。

エネルギーワークの場合は、しっかりとした状態がなければ、エネルギーあたりのような

ことが起こる場合もあります。

なので、あちこちのスピリチュアルにトライするなら、しっかりとこのプロセスで進みま

しょう。ファシリテーターやヒーラーと称する人たちは、まず、どの段階に居るのかを確

かめるワークを行わなくてはいけません。

そして、このプロセスがわかっていれば、自分自身でもヒーリング、エネルギー強化まで

行うことができます。

スピリチュアル・ヒーリングは以下のプロセスで完了していきます。

解放（マインドとハート）

浄化（マインドとハート）

手放す（マインドとハート）

ヒーリング（マインドとハート）

エネルギー強化（ソウル、マインド、ハート）

解放：マインドにある傷、マイナスの感情、マイナスのエゴ、マイナスの考えなど全てを

見つけ出すこと。同時に、ハートにある傷、マイナスの感情、マイナスのエゴ、マイナス

の意識を全て見つけ出すこと。ソウルには、マイナスのものはありません。マインドと

ハートは、解放の次に、浄化、手放す、ヒーリングというプロセスを進みますが、これを
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行うことにより、あなたのマインド、ハート、ソウルがつながることになります。この 3

つをつながった状態にするのが、第１段階と考えて下さい。この状態になっていないと、

あらゆるエネルギーワークと呼ばれる、エネルギーを強くする、オーラを強くするような

ワークは効果がでません。

浄化：解放で見つけたものを取り出します。中には、取り出すことを拒む人もいます。マ

イナスであろうが、それを持っていないと不安や怖さを感じる場合があります。そのとき

は、無理強いはせず、ゆっくりと取り出せるときが来るのを待ちます。ここで起こること

の多くは、その取り出す傷が、例えば肉親が亡くなって悲しかったことだったとすると、

その同じ悲しみを、再度、経験することになります。なので、泣く、などの感情が表れる

こともあります。浄化では、同じ痛みを再度、感じなければならないことが多いです。

手放す：その取り出されたものを、自分のもとから手放します。例えば、前述した悲しみ

だったとすれば、その悲しみとバイバイすることですが、丁寧に神界にある光に手渡し、

自分の元から放します。手放すかどうかも自分で決めます。無理に手放す必要はないので、

その時が来たら、手放せばいいのです。

ヒーリング：手から離れたと同時にヒーリングが起こります。光に包まれ、守られ、解放

から手放しまでの痛みや苦しみが癒されていきます。そして、その癒された状態をしっか

りとマインドとハートに定着してヒーリングが完了です。

マイナスのもので覆い隠されていた自分自身の本質が綺麗に顔を出します。そして、マイ

ンド、ハート、ソウルは初めてつながるのです。

ここまでのプロセスは、人によって様々です。時間も様々です。痛みや苦しさも様々です。

私が解放からヒーリングのプロセスを踏んだ時期、私はスピリチュアルの世界のことにつ
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いて何も知りませんでした。不安と怖さに押されて、過呼吸、パニック障害、うつになり、

異常なしの検査結果なのに、とにかく不調。ベッドから起き上がることすらできないとき

もありました。ミラクル･ヒーリング･アカデミーでは、必要な知識を得ることにより、不

安と怖さが軽減し、精神不安定な状態にならないように、しっかりとサポートします。

エネルギー強化：十分に浄化やヒーリングのプロセスを終え、マインド、ハート、ソウル

がしっかりとつながった状態になったら、より、万物のエネルギー、宇宙のエネルギーに

近づき、同調する力を強くするためのエネルギーワークを行っていきます。自分のエネル

ギーを強化することは、万物のエネルギーや宇宙のエネルギーと波動が合うようになるこ

とで、宇宙や万物からあなたのソウルを通して、ハートやマインドに様々な情報、アイ

ディア、メッセージが届いてきます。例えば、「この人、信用しちゃ駄目よ」とか、

「あっちじゃなく、こっちがいいわよ」とか。わからないから不安になり、怖くなって、

それが継続して起こるストレスがなくなります。何故なら、わからなくないから、わかる

から、不安にもならないし、怖くもなくなります。そうすると人生がより美しく楽しく思

えてきます。また、美しく溢れ出すオーラを発し、まばゆく光る自分になれます。そして、

同じエネルギーを発する人たち（オーラも光の輝度もエネルギーです）が集まってきて、

低いエネルギーのものが、おそれおおいと遠のいていきますから、何事もうまくいくに決

まっているわけです。人間関係で困っている方は、相手と自分は同じエネルギーフィール

ドに居ますから、違うエネルギーフィールドに自分が動けば、その人たちは遠のいていく

のです。相手を変えるよりは、自分が変わって、違うステージに移動する！これがスピリ

チュアルの世界です。
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おススメのヒーリング勉強法

まずはレイキから

これからスピリチュアルヒーリングを勉強したいのなら、まずおススメしたいのは、レイ

キ講座です。

レイキは、エネルギーヒーリングの基礎であり、王道とも言えます。アチューメントを受

けて、レイキというエネルギーとつながり、体の上に手をかざしてエネルギーを流すとい

う方法です。手かざし療法などと似ていますが、大きな違いは「レイキ（霊気）」という

エネルギーを流すということ。エネルギーヒーリングは、様々な種類があります。私が

知っているだけで、1000 を超えるワークがあります。これらは、すべて、つながるエネ

ルギーが違います。前述したように、宇宙には、様々なエネルギーがあります。レイキは、

宇宙にあるレイキという特別なエネルギーとつながり、それを身体に流すヒーリング法で

す。科学的根拠はまだ正式に証明されていないものの、欧米では、著名な病院でレイキ施

術が実際に行われており、これらが医学的効果があるということも報告されています。

レイキは、私たちの身体にある 7 つのエネルギーの渦、チャクラをきれいにして、バラン

スを整え、元気にしてくれます。

ミラクルヒーリングアカデミーでは、レイキマスター・ティーチャーの資格が取得でき、

国際レイキプロフェッショナル協会発行の認定修了証が授与されます。（認定修了証発行

手数料とメール便送料も含まれていますので、追加料金はありません）まずは、レイキ講

座から受講して下さい。

次に、クンダリーニ＆ゴールドレイキ講座の受講をおススメします。これは、レイキマス
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ター・ティーチャー資格取得者以上が受講できます。さらに高波動なレイキのエネルギー

とつながります。クンダリーニとは、脊椎に沿って走るエネルギーのラインですが、スピ

リチュアルワークをはじめると、このラインが活性化されてきます。ときに、このライン

にブロックや詰まりがあると不快感を感じます。この不快感がないように、このラインの

パイプをお掃除して通りをよくするワークです。そして、ゴールドレイキは、さらに高波

動で、愛のエネルギーに溢れる優しく、でも力強いエネルギーです。

ここまでワークを行うことにより、あなたのチャクラ（エネルギー）は調整され、しかも

安定し、丈夫になります。スピリチュアルなワークを行っていくと、エネルギーに敏感に

なります。私たちの日常にはネガティブなエネルギーも沢山ありますから、それを寄せつ

けない強さ、防御する丈夫さが必要になると私は思っていて、皆様に、クンダリーニ＆

ゴールドレイキ講座まで受講することをおススメしています。こちらも国際レイキプロ

フェッショナル協会発行の認定修了証が授与されます。（認定修了証発行手数料とメール

便送料も含まれていますので、追加料金はありません）

レイキ講座の詳細はこちら
http://reiki.mh2u.net/

自分の魂が求めていることを知る

無料講座のソウル・ディスカバリー・リーディングをやってみて下さい。これは、あなた

の魂が本当は何を求めているのかを知るためのセルフ・リーディングです。余計や思考や

感情の整理をしながら、何をゴールにしたらいいかを知ることができます。
http://www.mh2u.net/sdr
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チャネリングしましょう

スピリチュアルヒーリングの醍醐味といえば、チャネリングではないでしょうか。どうし

たらチャネリングできるようになるの？チャネラーになるにはどうしたらいいですか？と

いう質問をよくいただきます。

チャネリングとは、特定のエネルギーと交信してメッセージを受けることです。チャネリ

ングは、どんなエネルギーともできます。例えば、霊媒師などは、幽界にあるエネルギー

と交信したり、そのエネルギーを自分に憑依させて、メッセージを伝えます。ミラクル

ヒーリングアカデミーで学んだ方々は、幽界のエネルギーとは交信できません。チャネリ

ングの意味は、周波数を合わせるという意味ですが、当アカデミーで学ぶと、霊界以上の

高波動なエネルギーとつながり、低波動のエネルギーを寄せ付けずシャットアウトする

ワークをしていきますから、低周波のエネルギーとはつながることができないのです。私

たちがつながるエネルギーは、万物の神々、女神、天使、マスターなどのスピリットガイ

ドたちのエネルギーとなります。神界は、常に私たちから助けやサポートを求められるこ

とを待っています。どんなことにでも、助言やガイダンスを示してくれます。これらの

メッセージを日常的に聞けるようになると、不安や悩み、ストレスがなくなります。自分

で考えて生み出したアイディアや予測よりも、よっぽど正確で納得いく結果が得られるア

ドバイスばかりです。神界は、私たちを常に正しい道へと案内してくれます。私たちは、

個々に役割を持って生まれてきています。その役割を全うすることが最高の喜びとなり、

幸せとなります。神界は惜しみなく、いつでも、誰にでも平等に手助けしてくれるのです。

なので、これらのメッセージを聞けるようになると人生はより簡単に、楽に、進んでいく

のです。

14
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レイキなどのワークで、身体のチャクラがきれいになり、バランスが整い、元気に丈夫に

なりました。今度は、チャネリングの練習をしていきます。チャネリングのメッセージを

聞き分けるにあたり、誰しもがぶち当たる壁は、自分の考えや思いか、神界からのメッ

セージかが区別が付かないという点です。これさえ、クリアになれば、チャネリングはで

きるようになります。そして、これは、練習あるのみなのです。「チャネリング実践講

座」はＭＨアカデミーの講座の中でも人気の講座です。実際に、自分の考えや思いか、

メッセージかと区別することを主に学んでいきます。

その他、講座を受講する順番は、こちらのページで詳しくご紹介しております。
http://www.mh2u.net/welcome

ミラクルヒーリングアカデミーのシステム

ミラクルヒーリングアカデミーの講座は、遠隔アチューメント、ＰＤＦテキスト、動画

レッスン、音声ファイルなどで、すべてオンラインでお届けしています。（遠隔アチュー

メントについては、後ほど説明します）ＰＤＦとは、現在ご覧いただいているものがＰＤ

Ｆファイルです。ご自分で印刷するか、コンピューター上で読みながら学んでいただくス

タイルです。

ご質問などは、メールにていつでも対応いたします。サポート期間に制限はございません。

また、講座を修了するための期限もありません。ご自分のペースでゆっくりと学んでいた

だけます。
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月額1万円の会員制システム

MHアカデミーは、2014年5月より、月額 1万円にて好きな講座をいくつでも受講でき

るスタイルに変更になりました。さらには、毎週、月の満ち欠けに合わせてレッスンを

行っており、これもアカデミー会員なら、どなたでも参加できます。他、年8回あるマジ

カルな祝日のお祝いワークやスペシャルレッスンなど、いろいろなレッスンを会員の皆様

に配信しています。

アチューメントとは？

レイキをやったことのある方は、アチューメントについてよくご存知だと思います。ア

チューメントとは、そのエネルギーを受け取る道筋をつけることです。様々な人からア

チューメントを受けることができますが、値段に差があってもつながるエネルギーは同じ

です！

スピリチュアルヒーリングやエネルギーワークは、自分自身が入口を開かなくては、エネ

ルギーが入ってくることはありません。まずは、アチューメントを受け取ることをしっか

りと意図して、自分の入口を開きます。すると、アチューメントのエネルギーは、そのエ

ネルギーが流れる道筋を開きます。そして、その道を通ってあなたに送られるエネルギー

を自分のエネルギーに浸透させていくのが、セルフヒーリングなのです。

私は、全てのアチューメントは、オーブの形（オーブとは球のこと）、エネルギーの球に

して、ご用意します。あなたは、ご自分の好きなときに、このオーブを呼びます。すると、

オーブは、そのエネルギーの源から、道筋を作り、あなたの頭上に降りてきます。そして、

あなたが頭上の入口を開くと、あなたの中に入っていき、エネルギーの源とつながるので

す。オーブはあなたのためだけのオーブです。あなたに呼ばれるまで永遠とフワフワと浮

かんでエネルギーの源で待っています。これが私の行う遠隔アチューメントです。

16
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実際、私は対面アチューメントを行うことはあまりありません。このオーブの説明をする

と、皆さん、オーブがいいと言うのです。なぜなら、ご自身が受け取ろうというタイミン

グを選べること、そのために自宅や誰にも邪魔されない場所で、真にリラックスして受け

取れる状態を作れるからです。

もう、「遠隔アチューメント」への不安は解消されたのではないでしょうか？

オーブオブライフのアチューメントを受ければ、このような遠隔アチューメントが可能に

なります。あなたがオーブを用意して、他の方にアチューメントを行うこともできるよう

になります。オーブの形でアチューメントを用意するのは、用意する側にとっても、とて

もよいのです。受け取る側のスケジュールに合わせることなく、自分のベストなタイミン

グと状態で、オーブを用意することができますから。オーブを用意するにも受け取るにも、

平均 20分～30分くらい時間がかかります。用意する側は、同じエネルギーのオーブなら、

一度に何個でも作ることができます。受け取る側は、1日 1回だけ、1種類のオーブを受

け取るのが良いと思います。少なくとも、その 1日、受け取ったオーブのエネルギーを自

分の中に馴染ませ、感じることがよいと、私の経験から思います。他にも遠隔アチューメ

ントの方法はいろいろありますが、私はオーブオブライフに基づいて、オーブにしてご用

意する形を取っております。

アチューメントの伝授について

アチューメントを受けると、他の人にアチューメントをすることができます。私は創始者

に許可をもらって、英文のマニュアルを翻訳しています。なので、エネルギーのアチュー

メントは、お金をもらって他の方に行なっていただいて構いませんし、英文のマニュアル

を渡すことも構いませんが、翻訳文などミラクルヒーリングアカデミーまたは私のコピー

ライトが入っている PDFを他の人に渡すことはできません。英文を翻訳する場合は、創

始者の許可をもらって行なって下さい。エネルギーヒーリングの中には、創始者と連絡が
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取れず、許可をもらっていないものもありますが、翻訳してはいけないなどの記載がない

ものについては、私の責任において翻訳文を付けております。

MHスピリチュアルヒーリングガイドブック

各エネルギーを真に理解するために、私が執筆した「MHスピリチュアルヒーリングガイ

ドブック」をプレゼントしております。

このガイドブックは、スピリチュアルワークやセルフヒーリングの基本について、どの講

座にも共通する基礎について書かれています。はじめてスピリチュアルワークをされる方

が無理なく講座を学べるため、また、すでにスピリチュアルワークを行っている方には、

再確認のためのガイドです。

私にセルフヒーリングを教えてくれた人は誰もいませんでした。私は、スピリチュアルの

世界を何も知らないのに、その世界に様々な導きを受けました。当時は、それすらわから

なく、後から振り返ってみると「ああ、そうだったのか」と思うことが沢山あります。そ

の後、クリスタルの師、アチューメントの師、ファシリテーターとしてのあり方を教えて

くれる師など、全員、海外の人ですが、何人かの師が私にはいます。どうやらその時々に

私に必要な師をスピリチュアルガイドたちが導いてくれるようです。

そして、ミラクルヒーリングアカデミーを開校するにあたっては、様々なエネルギーやス

ピリチュアルガイドから、啓示やメッセージを受け、どんなスピリチュアルヒーリングで

も自由に使うことができるようにしてあげて・・・と導きを受けました。

例えば、クリスタルヒーリングは、スピリチュアルワークの中でクリスタルというツール

を使う方法で、これ以外にも様々なツールやテクニックを使うスピリチュアルワークがあ
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りますが、セルフヒーリングがしっかり完了している状態になって、宇宙のエネルギーや

様々なエネルギーとつながっていると、特別勉強をしなくても、どのツールやテクニック

でも使えるようになります。

皆様には、私からだけスピリチュアルワークを学んで欲しいとは思っていません。セルフ

ヒーリングを完了させて、いろいろな導きを受け、いろいろなスピリチュアルワークとの

出会いを楽しんで下さい。スピリチュアルの世界ではそれぞれに役目があります。私の役

目はきっと、スピリチュアルの世界に入る入口を開いてあげること、苦しんだり悩んだり

せずに、真にエネルギーとつながることを導き、シェアすることが役目なんだと思ってお

ります。

■ミラクルヒーリングアカデミー　スピリチュアルヒーリングガイドブック

目次：

はじめに・・・.........................................................................................2

スピリチュアルのプロセス.......................................................................2

すべてはインテンションからはじまります・・・..............................................3

誰にでもできる最初のスピリチュアルワーク....................................................3

メディテーション・・・瞑想.....................................................................3

スピリチュアルワークのスペースを作るなら・・・...........................................4

一人きりになれる時間と場所の作り方.........................................................4

スペースの浄化の方法.............................................................................5

瞑想の方法...........................................................................................6

マインドとハートが一つになる..................................................................7

瞑想を終わらせるとき・・・.....................................................................8
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宗教とスピリチュアル.................................................................................9

天使やスピリットガイドについて.............................................................11

チャネリングとか・・・.........................................................................13

スピリチュアルな毎日を送るために・・・.....................................................15

食生活...............................................................................................15

お風呂と運動.......................................................................................18

アロマテラピー....................................................................................18

月.....................................................................................................19

フラワーレメディとオーラソーマ.............................................................19

セルフヒーリングの準備は整いました.......................................................21

プロフィール：

Kawehi Miller（カヴェヒ・ミラー）とは、私のペンネームで、私はフラ専門のライター

として仕事もしていたので、この名前を使っています。

Kawehiとは、私のハワイアンネームで、Kawehi O Ka La　と言います。太陽の装飾と

いう意味で、ハワイのクムフラ（ハワイの先生）トニー・コンジュゲーション氏から頂き

ました。

この名前で、フラ事典（フラレア編集部・文踊社）など執筆しています。

全てはハワイから始まったと思ってます、、、ハワイのあるクムフラの紹介で出会った日

本人の魔女のような先生に、山梨に連れて行かれ、クリスタルのエネルギーとつながりま

した。これが実際にスピリチュアルの世界に入ったきっかけです。その都度、私に必要な

素晴らしい師との出会いがあり、様々な指導を受けて現在に至ります。
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ライター業とグラフィックデザイナー業が本業で、スピリチュアルワークはライフワーク

として行っていて、ホームページも作らず、ひっそりと口コミだけでセッションを行って

いました。

まだ、準備が整っていなかったのだと思います。

2009年6月、神社の敷地内に引っ越してきたんです。たまたま見つけた物件が、鵠沼伏

見神社の敷地内にある小さなマンションでした。そして、啓示を受けたのです。

真のスピリチュアルヒーラーたちを育てることに情熱を注ぎなさい・・・と。。。

その結果、ミラクルヒーリングアカデミーをはじめることにしました。おかげさまで、

2011年7月からウェブやグラフィック関係のお仕事は終了し、アカデミー運営を専業と

して活動しています。

私がこれまで出会ったスピリチュアルツールやエネルギーなどの集大成が、ミラクルヒー

リングとなったのだと思います。

マニュアル執筆も、チャネリングしながら、どんどんと文章が書けてしまう、自動書記み

たいなかんじです。ドリーン・バーチュー先生も同じように自動書記のように本を書き上
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げてらっしゃるのだと思いますが、私のワークの集大成でありながら、宇宙からのメッ

セージとエネルギーであっという間にマニュアルが完成しました。

あなたはスピリチュアルな扉を求めて、ここまでたどり着きました。

スピリチュアルな扉は目の前にあります。

扉の向こうの道筋は、私がご用意してあります。

扉を開けるのは、あなたです。

さあ、扉をあけて、ミラクルな世界にいらして下さい。

Kawehi Miller

2010年9月 13日にチャネリングにより私の元に届いたメッセージをホームページのブ

ログに掲載しておりますが、ここに転載したいと思います。

スピリチュアルに興味がある皆様へ

今、こうしてスピリチュアルに興味があるということは当たり前のことなのかもしれませ

ん。時代の変革が約 2000年ごとに変わると言い伝えられていて、私たちはエイジ・オ

ブ・アクエリアス、水瓶座の時代に突入したと言われています。私たちがこの前まで生き

ていた時代は、パイシスの時代、魚座の時代と言われていて、この時代は、愛、自由、民

主主義などの理想が発達し、また宗教が発達しました。それに伴い、あらゆる側面で争い

というキーワードがついて回ったような気がします。
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でも、その時代は幕を閉じ、アクエリアスの時代になりました。この時代は、博愛、平等

などがキーワードとなり、個々に趣向は違っても、それをお互いに認め合い、小さな枠で

はなく、大きな枠として一つになろうと動くのだと言われています。そして、個々のスピ

リチュアル性が重要視されず、時には否定された前の時代とは違い、これらが肯定されて

いきます。

この時代の変革については、様々な説がありますが、とにかく、スピリチュアル性が肯定

される時代になったことを確信しています。

なので、皆様が興味があるということは当たり前のことなのです。

スピリチュアル性が肯定されるとはどういうことかというと、言葉や活字で示されること

や、データや結果で示されることのみが全てとして世の中は動いていかなくなるというこ

とです。例えば、ただお金が儲かるというだけでは人々は興味を抱かず、お金も儲かるし、

精神的に豊かになったり、幸せになったりするという目には見えない結果も重視するよう

になるのです。

そのからくりは、ジワリジワリとスピリチュアルに興味を持つ人が増えていて、こうして

私のサイトにたどり着いたり、なんらかの形で何かを得よう、知ろうと模索します。どん

なスピリチュアルな方法も、自分の内をきれいに掃除して、通りを良くして、エネルギッ

シュにして、オーラを輝かせましょう・・・という共通な方向性があります。スピリチュ

アルと宗教の違いは、スピリチュアルには壁や境や抱え込みが一切ないというだけで、歩

もうとしている方向性は、説き方が違えど、だいたい同じ方向に導いています。

壁や境や抱え込みこそが、魚座の時代で、それがないアクエリアスの時代がやったきたわ

けです。

これにより、きれいになったオーラを持つもの同士が引かれあいます。きれいなオーラは
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波動が高く、低い波動のオーラを持ったものは近づけませんし、彼らは自分とは違う高い

波動のものに近づこうとすら思わないのです。なので、個々に趣向が違っても、同じ波動

のオーラを持っているもの同士が寄り合うようになります。これは、恋愛だけではなく、

ビジネスの世界でも、社会全体でも起こってくるのだと私は考えています。

だから、ただお金が儲かるというだけでは、人は近づかなくなるわけです。同じ波動の

オーラを持った人同士で寄り合うと、お互いに相乗効果のように波動を高めあうことがで

きます。その気持ちよさを無意識に求めていく時代になるのです。そして、低い波動を

持った人と高い波動を持った人がビジネスで競争したときに、必ず高い波動を持った人た

ちが勝ち抜くという結果になります。

スピリチュアルの世界では、その大きなターニングポイントが 2012年 12月と言われて

います。このターニングポイントのときに、あなたのオーラがキラキラと輝いていること

をオススメするので、今からゆっくりとスピリチュアルな癒しを始めることは効果的で

しょう。

私は、今日、このメッセージを受け取ったのです。これを皆様に公開するようにとメッセ

をもらいました。

皆様と、ステキなスピリチュアルジャーニーを歩むことを、楽しみに待っております！

ミラクルヒーリングアカデミー

主宰　カヴェヒ・ミラー
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