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どどるるふふぃぃんん通通信信  
 ２００９年６月号  通巻 第４３号 

【ご挨拶】              有限会社 I.H.M.ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 吉野内聖一郎 

 会員のみなさまお元気でしょうか？今年もやっとドルフィン通信を書くことができるよう

になりました。発行当初は、毎月書いていたのですが、だんだん間隔が開くようになり、今で

は１年に１回のペースになってしまいました。世の中で起きていることは山のように増えてい

ます、しかし反比例して発行回数が減少しているのは、当社の仕事がそれだけ忙しくなってき

たからなのです。でも会員のみなさまにはどうしてもお伝えしたい情報がありますので、最低

でも１年１回のペースは守って行きたいと思います。 
 昨年のドルフィン通信を読み返してみますと、ちょうど「ホロンクリスタル・ペンダント」

が発売された時期であり、もうひとつ「数霊（KAZUTAMA）ＤＶＤ」が完成した時でもあり
ました。ＤＶＤの完成は、私にとってとても感慨深いものがありますので、あれから早一年に

なるのかと思うと、月日の流れをとても速く感じます。数霊理論を提唱しながら、その理論に

基づいた測定を行い、ホロンクリスタルや数霊ＤＶＤが作られて、 
これから世の中に広くデビューして行くための準備が進み、その 
準備はその後も加速度的に進みながら、今その最終準備段階に入っ 
てきたようです。おそらく、今年が最後の準備期間になり、来年 
からは準備してきた理論、技術、関連商品を駆使しながら、様々 
な方面で活動するようになるでしょう。その手始めに、まずドル 
フィン通信を書いて、今までお世話になってきた会員のみなさまに、 
最新の情報をご提供させて戴きたいと思っています。       昨年発売された【数霊DVD】 

 

【１００年に一度の大不況？】 

 昨年のサブプライムローン問題から端を発した、世界的な経済恐慌が日本にも大きな影響を

及ぼしています。毎日のニュースでは、自動車や電化製品大手メーカーの経営赤字や、金融証

券会社の不良債権問題、その影響による派遣社員の不当解雇など、さまざまな問題が報道され

ています。 
 精神世界系のひとたちの間では、アメリカ国家の財政破綻は数年前からささやかれており、

いつかはこのような事態が起きることは解っていましたが、ただその情報が流されてくるとき

も、受け取るひとの恐怖心を煽るような説明が多く、その話を聞いたひとはネガティブな意識

になりやすいものでした。ある程度正しい情報であっても、そのことが起きてから世の中がど

のような方向に変化して行くのかは、実際に起きてこないと解らないのですが、情報提供者は

世の中がとんでもなくパニック状態になるであろう、と言うような伝え方をしている人がとて

も多いのが事実です。いま、確かに世界的な経済恐慌が起きているのですが、なぜそのような

状況が起きて来たのかを冷静に考えていれば、その真っ只中にいても恐怖やパニックは、あま

 今年もビールの美味し

い季節になりました。 
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り感じなくても済むのではないかと思うのです。 
 

 

【宇宙のリズムと調和するということ】 

 今から１３年前のドルフィン通信（当時はＨＣＣ所沢だより）で、私は株取引について疑問

に思うことを文章にしてみました。もともと、株とはインドの貿易会社が事業を行う時に、ア

イデアはあるけど運営資金を持っていなかったので、出資を募り株式を発行したのが始まりと

言われています。そして、その事業で利益が出た時に、出資金額に沿って配当金が支払われた

のです。 
 この仕組みはとても合理的で便利な仕組みだと思います。良いアイデアが世の中で生かされ

て行くためには、とても良い方法だとわたしも思います。ただし、株式の発行はあくまで手段

であり、良いアイデア（世の中にとって必要であり、世の中を良くする仕事や活動）を世の中

で実行してゆくための方法であったはずなのです。ところが、一人の株主がお金に困って、持

ち株を売却したいと言い出したことから、株の売買が始まりいつの間にか、今のような株式市

場が出来たようです。株で儲けた人の話はいくつか聞いたことはありますが、株をいくら売買

して儲けても、そこには世の中に対しての貢献度が無いのではと私は思います。本来は、世の

中に必要な事業を応援するための株式だったものが、いつの間にか株自体が一人歩きを始めて

しまい、投機の対象となってしまったことは本末転倒であり、目先の利益ばかり追求している

状態は、わたしたちが住んでいるこの宇宙の法則やリズムから外れている状態にあるのではな

いでしょうか？ 
 最近、ＦＸ（為替取引）による所得隠しと、脱税で摘発された主婦のニュースがありました

が、この事件においても世の中の経済活動を、スムーズに行うための道具であるお金そのもの

を、売買するだけで利益を出しています。また、アメリカのサブプライムローンにおいても、

国民の中所得者層に、本来の収入以上のローンを組ませて住宅を購入させたのですが、経済不

況によってその人たちの収入が低下したために、ローンが不良債権化して回収できなくなった

ものなのです。建てた住宅は自然を開発して建てており、その挙句に住宅には誰も住んでいな

いと言う、すべてが無駄に終わるようなことを、国が中心になって行ってきた、信じられない

事実なのです。 
 

【宇宙の自浄作用が働き始めた】 

 私たちがこの世に生まれ、人生を送る目的は？と聞かれた時に、即座に明確な答えの出来る

ひとは少ないと思います。わたしは、人が生まれて来る目的は、「肉体がなければ経験出来な

い事を通して、自分自身の魂を成長させるために生まれてくる」のだと思っています。肉体を

通してでなければ経験できないことがあり、その経験を積み重ねることで、魂（意識）が成長

して行くことが出来ると、今までの自分の経験から解りました。 
 この世の中で、自分が何を行って経験するかは自由です。でも、自分の魂（意識）を成長さ

せるために行うと言う、その判断基準はとても大切なことなのです。魂（意識）を成長させて

行くためには、回りの人と喜びを分かち合えることを行う、そして、辛いことや困難なことを
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乗り越えて、目標を達成することの喜びや満足感を味わうこと。このような経験を積み重ねる

ことで、人の魂（意識）は成長して行くようになっているみたいです。 
先に書いた、株や為替の取引は、楽をしてお金を儲ける気持ちがあるため、そこに魂（意識）

の成長は見込めないと思います。回りの人と喜びを分かち合うこともできないでしょう。マネ

ーゲームにおいては、誰かが儲ければ、誰かが損をしているわけですから。 
 私たちが自分の魂（意識）を成長させる生き方は、宇宙の法則に調和した生き方であり、魂

（意識）が成長しない生き方は、宇宙の法則に調和してない生き方のようです。人には、体外

から進入してきた異物やウィルスに対して、自然治癒力である免疫機能が働き、異物を体外に

排泄したり、ウィルスを攻撃して健康状態を維持する力が備わっています。 
 宇宙にも人間と同様に、自然治癒力が備わっていますので、宇宙のリズムや法則と調和して

いないエネルギーが存在した場合、そのエネルギーに働きかけて、少しでも調和した状態に近

づけようとするのです。その調和してないエネルギーが個人の意識であった場合は、病気やト

ラブルといったサインを通して、その人の意識を調和の方向に進めようとしてくれます。今起

きている、地球規模の経済恐慌や金融危機、自然破壊や地球温暖化、新型インフルエンザ、そ

の他さまざまな問題は、地球における人類全体の共通意識において、不調和な状態から調和し

た状態にもどって行く必要があるため、宇宙が働きかけてくれたプレゼントだと思っています。 
 

【２０１３年からは、良いことがどんどん起きる】 

 このように、今起きていることを前向きに解釈すると、世界的な経済恐慌や自然災害などは、

地球人類の魂（意識）が変わって行くために起きていると考えられます。暴飲暴食していた人

が、病気になった状態に似ています。その人は、病気になったことで、毎日の生活習慣を整え

ることが、健康を維持する上でとても大切なことであると気付き、病気から回復した後も、食

欲に任せて食べたり飲んだりすることは止めると思います。 
 今の地球で起きている問題も同じように、欲にまかせて自然を破壊したり、お金を楽に手に

入れるための経済システムを作ってきた結果であると思います。その間違いに気付いてもらう

ために起きている問題なのです。でも、その被害を少なくするためには、できるだけ早く人類

の意識が変わって行く必要があると思います。そのために、私たちひとりひとりができること

は、自分の意識を早く変えて行くことしかありません。できるだけエゴ的な生き方は止めて、

回りの人達と喜びを共有できる生き方が出来るか、そして困難なことや苦手なことから逃げな

いで、自分に与えられた課題に前向きに取り組んで行くことが出来るか。このような生きる姿

勢を持つことで、自分の魂（意識）を宇宙の法則と調和した状態に近づけて行くことが出来る

ようです。これらは、誰かに教えてもらったことではなく、私自身が今までの人生の中で経験

したことを通して、気付くことができた情報なのです。 
 ２０１３年が人類にとって大きなターニングポイントと言われていますが、おそらくこの年

を境にして、人類の意識が加速度的に調和の方向へ進み始めるのだろうと思っています。世の

中には、恐怖を煽るような情報提供者もいますが、冷静に世の中を観察していますと、すでに

意識を切り替えて今の世界恐慌、金融危機、社会情勢に対応している人たちが、たくさん現れ

ています。そして、だんだん今までの価値観とは違う、新しい価値観による社会システムが生

まれてくるのだろうと思います。 
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 そのような流れの中で、当社 I.H.M.ドルフィンにおいては、今回みなさまにお話させて頂
いたような情報を発信しながら、意識を変えて行くためのサポートを行う、波動カウンセリン

グや関連商品の提供を行ってゆきたいと思っています。また、当社の根幹を担うであろう、新

商品＆システムのご案内をさせていただきます。以下のページで、詳しくご紹介させていただ

きますので、ご期待ください。 
 

【惑星波動と生命の樹】 

 最新の波動カウンセリング情報について、少しお話をさせていただきたいと思います。私は、

お客様の波動を測定して、波動水をお作りしていますが、１３年間この仕事を続けて来た結果、

お客様の波動とは、つまりお客様の意識の状態を測定しているのだと言うことが解りました。 
 人の意識はエネルギー（波動）であり、その意識の中に人生で経験してきた、様々な情報が

蓄積されて行くようなのです。そして、その蓄積された情報が宇宙に調和しているかどうかで、

身体の健康状態が決まって来ると言うことが解ってきました。宇宙に調和している情報とは、

先ほど説明しましたように、回りの人と喜びを分かち合える行いを、したかどうかと言うこと

です。そして、波動測定では宇宙に調和していない情報を拾い出して、それらの調和していな

い情報が、調和の方向へ変化して行くように、意識に働きかける波動水を作るのです。 
 そのように、人が意識の中に持っている情報を拾い出すに当たって、 
人の意識がどのような仕組みで出来ているのかを知ることが重要に 
なってきます。そのための研究を１３年間行ってきた結果、人の意 
識や宇宙全体が作られている法則である、「数霊の法則」を見つける 
ことができたのです。そして、数霊の法則を波動転写に取り入れて 
波動水を作ったり、そのデザインを商品化した「ホロンクリスタル」 
などを生み出してきました。                  当社オリジナル【ホロンクリスタル】 

 
           波動転写

．．
に数霊の法則を取り入れたことで、波動水による改善率は飛

躍的にアップしました。しかしながら、波動測定
．．
において数霊の法則

を取り入れる方法がまだ未解明でいたのです。しばらく、試行錯誤し

ながら最終的にたどり着いたのは、人の意識の地図を作り、その地図

を片手にコンパス（MRA）で情報を拾いながら、問題の根本原因に
までたどり着く方法でした。その地図をつくる手段として、ひとつは

ミクロとマクロの方向に情報を拾って行くことを行いました。その中 
で惑星の波動コードが出来上がりました。地球の中にいる私たちは、太陽系における他の惑星 
からのエネルギーを受けており、その影響が様々な面に現れているようなのです。 
 そしてもう一つは、数秘術の中に出てくる「生命の樹」の考え方です。聖書の創世記エデン

の園の中央に植えられていたのが、生命の樹と呼ばれる木ですが、この生命の樹の考え方は、

ユダヤにおいて考案された数秘術以前からあったものと言われています。この生命の樹では、

人の意識を１０個のスフィア（特異点）に分けて表していますが、わたしはそれをさらに細分

化したインド哲学の考えを組み込んで、１３個に細分化し、さらに生命の樹の全体を現すコー
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ドも含めた、１４個のコードで生命の樹を表現することに成功しました。 
 この１４コードを使って、いまの波動測定を行っていますが、この方法によって人の意識を

細分化し、隅々まで隈なく原因を拾い出し、そして最後には全体のバランスも整えることが出

来るようになりました。この情報を手に入れたことにより、私の波動測定研究の旅は、まもな

く終着地点にたどり着くことになりそうです。今までわからなかった、人の意識の仕組みが解

ることで、病気の仕組みがわかり、病気になる原因（理由）が解ると、 
その病気を改善する方法もわかります。いつも言っていますが、人の 
病気は私が治すのではなく、病気になっている方ご本人が自分で治し 
てゆくものです。わたしは、治るためのきっかけを作り、治って行く 
ためのサポートを行っているだけです。でも、そのきっかけ作りやサ 
ポートをどれだけ的確に行えるか、そして必要な情報をどれだけ的確 
に提供できるかによって、改善のしかたは変わってきますので、そう 
いう意味において波動測定技術は、ここに来て大きく飛躍しながら完成 
を迎えようとしているのです。 
黙々と続けてきた波動測定の研究ですが、ふと振り返るととんでも 
なく高い所まで昇って来ていました。私はいま、この技術で世界中の 
人の意識を、今よりも良い方向へ変えてゆけると信じています。   数秘術カバラ【生命の樹】 

 

【意識を変えて行くなら今すぐに！】 

 このドルフィン通信を読んでいるみなさんは、今抱えている問題は何かありますか？肉体的

な症状や精神的な疾患、もしくは仕事や人間関係などの悩み、経済的なことや、親子夫婦間の

問題、恋愛や結婚に関して・・・。人が悩みとして抱える問題は、数え上げればきりがありま

せん。もし、このような様々な問題や悩みに対して効果のある万能薬があったときに、皆さん

は手に入れたいと思いますか？わたしは絶対手に入れたいと思いますね。（笑） 
 実は、その万能薬があるのです！それも当社で販売しているんです。そう、もうお解かりで

すね、【波動水】なんです。なぜ【波動水】が夢のような万能薬かと言いますと、以前のドル

フィン通信にも書きましたが、人が抱えている悩みの根本原因は、すべて自分の意識の中にあ

るからなんです。【波動水】は、意識の中に抱え込んでいる根本原因にアプローチして、その

根本原因が消えて行くように働きかけてくれるのです。だから、どんな問題や悩みを抱えてい

ても、それを解決して行くことができるのです。 
 たとえば、病気で苦しんでいる人がいたとします。その人の病気の原因が肝臓の不調にあり、

肝臓不調の原因がお酒の飲みすぎにあったとします。でも、そのお酒が肝臓に負担をかけてし

まうのは、その人が潜在意識の中に抱えている「怒り」の感情にあった場合、波動水でその「怒

り」の感情を消してあげることで、今までと同じようにお酒を飲んでも、肝臓が以前のように

ダメージを受けなくなるのです。 
 また、夫婦関係がうまくいかず、離婚の危機を抱えているケースなど。お互いに好きで結婚

したのに、いつの間にか相手の人が嫌いになっていた。これは、お互いの意識の中に長年の夫

婦生活を送る中で溜め込んでしまった、不平や不満などのマイナス感情が原因になっています。

波動水で、溜め込んだマイナス感情をきれいに洗い流すことで、昔の新婚時代を思い出すこと
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ができるのです。 
 経済的な問題を抱えている場合は、直接の原因としてお金がない、収入が少ない、定職に就

けない、などいろんな要因があります。お金はあくまで生活を送る中で、経済活動に参加する

ための道具です。そのお金の流れを阻害している根本原因は、最終的に本人の潜在意識の中に

あるのです。お金を儲けることに対する罪悪感や、お金が出て行くことに対する恐怖心、そう

いう感情を波動水で中和することにより、お金に対する不安が無くなり、経済活動に参加する

楽しみや喜びを感じられるようになります。その結果として、お金の流れが良くなり、収入が

増えてくるのです。 
 細かい説明をすれば、このようなことなのですが、この世界で起きている問題の根本原因は、

すべて自分自身の潜在意識の中にあることを知ってください。そして、潜在意識を変えること

が出来れば、すべての問題は解決することができるのです。 
 みなさんは、いつから自分の意識を変えようと思いますか？問題がもっと大きくなってから

で良いですか？もし、１０年後から意識を変えることに取り組んでみたとしたらどうでしょ

う？今でも悩みとして抱えている問題は、１０年後には１０倍になっているかも知れません。

そうなると、そのための費用と努力も１０倍くらい、いやそれ以上に必要かもしれませんね。

地球規模で大きくエネルギーが変化を始めている今の時代、個人で意識を変えて行くのも、今

取り組まなければ手遅れになるかも知れませんね。 
 波動カウンセリングの最終完成形【生命の樹】の測定を受けてみましょう！きっとその素晴

らしさに驚いて戴けると確信しています。 
 

【数霊セラピーシステムの完成】 

            今回のドルフィン通信で、みなさまにお伝えする情報の中で一番の

目玉が、【数霊セラピーシステム】の完成報告です。【数霊セラピー

システム】とは、数霊の法則にしたがって、波動コードを自動測定

して転写できる波動機器のことです。 
 数霊の法則を発見した私は、手作業で波動コードを転写していまし

たが、あまりにも時間がかかるため、知り合いのプログラマーさん

にお願いして、自動転写装置を作ってもらいました。 
【数霊セラピーシステム】本体  ちゃんと波動転写されて、効果が出ていることを確かめた上で、実
際の波動カウンセリングに使うようにしたのです。みなさんが、当社にて波動カウンセリング

を受ける時に、ピピッ・・ピピッ・・と音が鳴っているのがその装置なのです。この装置が完

成したことにより、それまでの波動転写よりも、さらに複雑な数霊の組み合わせを転写できる

ようになったので、波動水の効果もさらに高まってきました。 
 今回は、私が毎日の波動カウンセリングで使っているその 
転写器を、一般家庭用として画面デザインも綺麗に作り直し、 
必要な転写コードもすぐに選び出せるようケーススタディの 
情報を入れてあります。 
そして、なんと驚くことに自動測定装置が付いており、手の 
ひらを載せるだけで、その日に必要な自分の波動情報を測定 【数霊セラピーシステム】操作風景 
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することができるのです。さらに、測定した情報を水に転写して波動水を作ったり、写真に転

写することで、遠隔ヒーリングもできると言う優れものなんです。 
 いろんな機能が付いていますので、紙面で十分説明するのが難しいため、商品説明＆体験会

を開催したいと思います。以下にその詳細をお知らせしますので、興味のある方はぜひお越し

ください。これからは、一家に一台【数霊セラピーシステム】の時代になります。自宅にいな

がら、波動カウンセリングを受けられるようになるでしょう。そして、インターネットから必

要な情報を配信するシステムも考えていますので、将来的には新型インフルエンザなどに対応

するための転写コードを配信することで、予防を行うことが出来るようになると考えています。 
 
 
 
 
 
 

【測定画面】          【ケーススタディ】心のクセ        【波動転写画面】 

 
 
 
 
 
 

【測定結果表示画面】         【感情波動８２コード】        【転写コードの魔方陣】 

 

【数霊セラピーシステム説明＆体験会のご案内】 

この度完成しました、【数霊セラピーシステム】の完成披露を兼ねて、説明＆体験会を行いた

いと思います。平日と休日の両方に開催しますので、ご都合の良い日を選んでご予約ください。

ご参加いただいた方には、もれなく【数霊セラピーシステム】で、波動情報を自動測定して、

その情報をデトックスピュアウォーター500ｍｌに転写してプレゼントいたします。 
 また、数霊セミナーのお話も少しさせていただきますので、内容を聞いていただくだけでも、

けっこう楽しめるのではないかと思います。２時間を予定していますが、参加者のご都合がよ

ろしければ、もっと長い時間を楽しむことになるかも知れません。みなさまのご参加を心より

お待ちしています。 
日 程：７月 ９日（木）・７月１９日（日） 

７月２３日（木）・７月２６日（日） 
 ８月９日（日） 毎回８名限定 
（※都合の良い日をご予約ください） 

時 間：１３：３０～１５：３０（約２時間） 
場 所：有限会社 I.H.M.ドルフィンセミナールーム 
参加費：１，０００円 
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【IHMドルフィンスッタフ 緒方 妙子です 】 

         みなさま、はじめまして。緒方妙子です。 
        測定や数霊セミナーにお越しの皆さま方には、すでにお会いしています。 

（え！写真の顔が実物と違いますか？）お電話でのご注文やメールでのお問 
合わせに対応しておりますのが、わたくし緒方でございます。 

        IHMドルフィンでお世話になり早１年半ぐらい経ちますが、ここで働いて 
いることを家族も喜んでおります。私がこちらで働いて楽しいのは、たくさんのお客様にお会

いできることです。波動カウンセリング受けられるみなさまの、手紙やお電話あるいは、対面

でのお会いした時に受ける印象は・・・。 
みなさま、とても礼儀正しく気を遣われる方が多いように思います。すなわち繊細な方が多

いということなのでしょうか？世の中には横柄な人や、自分が自分がという人が多い中、こち

らに見えられるみなさまは、控えめな方が多くとても不思議に感じました。意外とそういった

控えめな方の方が、周りの人の影響を受けやすく、傷つきやすいのだと思います。そういう私

も昔は強い者に逆らえず、被害者になっていました。でも波動水に出会い飲み始めてからは、

我慢していた感情や問題に自分から取り組むことができるようになりました。 
「自分さえ我慢していれば丸くおさまる・・・」と言う子供時代からの思いは、波動水を飲

むことによって解放されてゆきました。今では、自己主張が出来るようになり、逃げていた問

題にも、どうしたら解決できるか？という気持ちで、前向きに具体的な行動を起こすことが出

来るようになりました。もちろん水に頼りきっていたわけではありません。波動水を飲みなが

ら行動を少しずつ起こすことが出来るようになったのです。 
【私のもう一つの顔・ヒプノセラピスト】 
練馬事務所にて、平日の夕方と日曜日は、カウンセリングと催眠療法を行っております。書

籍『生きがいの創造』や『前世療法』でご存知の方も多いと思います。潜在意識にある自分の

子供時代や、前世の情報を確認し、現在の気になる問題を解決するためのお手伝いをしており

ます。ご興味のある方はお電話にてご説明させていただきます。遠慮なくお問い合わせ下さい。

また、ホームページに体験談や詳細内容が載っておりますので、是非覗いてみていただけまし

たら幸いです。最後までお読みいただきましてありがとうございました。 
 

催眠療法 Camellia ~カメリア~   
   http://www.hypno-camellia.com 
 

【プロフィール】 1970年生まれ 米国催眠士協会（National Guild of Hypnotherapy) 

認定ヒプノセラピスト、日本ホリスティックアカデミーにて、ベーシック、マスターコース、 

年齢退行プロフェッショナルコース、前世療法プロフェッショナルコースなど全てのプロフェッショナルレベルのコースを

学ぶ。米国最大の催眠療法士の非営利団体である米国催眠士協会（National Guild of Hypnotherapy)認定ヒプノセラピスト

となる。2007年前世療法の世界的権威である精神科医ブライアン・ワイス博士から米国テキサス州にてプロフェッショナル

トレーニングを受ける。東京都出身。法政大学卒。 
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