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マトリックス・リインプリンティング
体験記 in ロンドンコース 
My first Matrix Reinprinting in LONDON 
 
ロンドンホリスティック・ヒーリング・カレッジでの私
の癒しの旅の始まり体験記。 
これから先のエピソードを書くのは、私にとってチャレ
ンジなことでした。 
 
だけど、今はもう癒やされて、完了したことなので、書
くことができています。 
 
癒される、ってどういうことでしょうか？ 
 
それは、過去の辛かったり悲惨だったりした出来事を思
い出しても、思い出す度に感情が波⽴ったり苦しさが蘇
ったりしなくなる、ということ。 
私が MR（マトリックス・リインプリンティング）で得ら
れた一番大きなギフトは、そのことです。 
 
これから先の描写は、結構ヘビーな場面もあるけれど、
その先には癒やしが待ってるので、どうぞ一緒に癒やさ
れてくださいね☆ 
では、はじまりはじまりー。 
 
■コア・ビリーフが経験を作っていく 

コア・ビリーフとは、私たちの人生を形作ってゆく、こ
ころのふかーいところで、自分でも気づかないうちに、
１００％そうだと信じて疑わないで信じ込んでいる、思
い込み（←ここポイント）。 

コースで学ぶさまざまなツールや「あぁ、そうだったの
か」と気づく体験から、この⾔葉の意味を、知識から体
感に落としてゆく２週間となりました。 

■ロンドンコースで得たもの 

コースの中で学んだこと・気づいたこと・得たものは数
えきれません。 

ロンドンで始まった変化と大きな気づきと癒しを経て、
それまでに身に着けてきたコーチングやコンサルティン
グや健やかな目標達成の技術が違うステージで役⽴つよ
うになり、さらにのびのび、ラクに生きられるようにな
りました。 

そして、人生は何があっても美しくて、いいものだ、と
自然に思えるようにもなりました。 

そのきっかけを作ってくれたのは、コース初日にあゆか
さんから受けたオープンカウンセリングでした。 

これが、その時にとったノートです。 

 

カウンセリングは、最初は、今現在自分が困っているこ
と、改善したいと思っていることが入り口になります。 

そして、そこから「問いかけ」という技術を使って、少
しずつこころの深いところに入ってゆき、潜在意識と呼
ばれる無意識の領域にある⼼の傷や、それによってでき
あがった思い込みを⾒つけてゆきます。 

私がテーマとして挙げたのは、「だんなさんが不機嫌に
なって大きな声を出す時、怖くなるときがある。ただ怖
いんじゃなくて、ビクン！となって、そのあとしばらく
胸が苦しくて、引きずる。なんででしょう？」というも
の。 
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そこからあゆかさんのオープンカウンセリングが始まり
ました。 

「そうですか。だんなさまが大きな声を出して身体がビ
クン！となるときって、どんな感じですか？最近そんな
風になったのは？ちょっとその感じを今感じることでき
ますか？」 

問いかけを通じて私の中から出てきたものは・・・。 

 

■怖い！来ないで！  

〜 こころの奥底から⾒えてきた情景 

 

その時私の脳裏に浮かんだのは、一緒に並んで歩いてい

るときに、彼が手に持ったカバンの上に置いてたペット

ボトルの⽔がふいに下に落ちたとき、 

「バカ！なんで落ちるんだよ！」と彼が怒鳴った時。 

 

その瞬間、身体がビクン！と反応して、とっさに肩がす

くみます。そして、次の瞬間、⼼臓がぎゅーっとつかま

れるような、何ともいえない痛みが胸に走ります。 

 

怖い！と身体が反応してしまうのですね。 

私が怒鳴られているのではないのに、です。その瞬間を

頭の中で再現しながら、あゆかさんに告げると、 

 

「その瞬間の反応をジェスチャーで示してみるとどんな

感じですか？」と尋ねられました。 

 

その質問を受けて、反射的に私がとったポーズは、下を

向いて、両手を頭の上にあげて、身体を小さくして自分

を守るような姿勢でした。 

 

「これって、まるで誰かに攻撃されそうな時に自分を守

ってるみたいだ」と思いました。 

 

あゆかさんの質問は続きます。 

 

「そのポーズに⾔葉をつけるとしたら、どんな感じです

か？」 

 

即答で私の口から出てきた⾔葉。 

 

「来ないで！！」です。 

 

そして・・・ 

 

その姿勢をとりながら、「来ないで！！」と⾔った瞬間、

ふいにあるイメージが浮かんできたのです。 

 

最初に⾒えてきたのは、ゴツゴツした粘⼟質な地面。粉

っぽくて、かび臭いような、いやな匂いもしてきました。 

 

その時点で、自分の身体がどんどん縮んで緊張で固くな

っていくのがわかりました。そして、次の瞬間、頭の上

から、男の人の怒鳴り声が聞こえてきたのです。 

 

その声は・・・ 

オープンカウンセリングを受けた後で 

忘れないようにメモした、来ないで！！のポーズ。 

今⾒ると、なんだか笑えます。なんだか、盆踊りに⾒え

なくもない(笑) 

あの時は、あんなに怖かったのにね。癒やされるって、
そういうことなんだな、と思います。 
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■怒鳴り声の向こう側 
 
その声が聞こえた場所は、ゴツゴツしたかび臭い地面の、
薄暗いガレージの中。 
頭の中から響いてきたのは、男の人の怒鳴り声。 
 
顔は・・・・霧がかかっているようで、⾒えません。 
 
その男の人が、何をどなっているのかはわからないけれ
ど、その怒鳴り声が頭の中に蘇ってきた瞬間、体がすく
んで圧倒的な恐怖が私の体の中を駆け巡りました。 
 
実際に自分がいるのは、ガレージの中ではなくて、ロン
ドンコースの授業が⾏われている教会の一室なのに、 
細胞は、蘇った恐怖にのみこまれています。 
 
どうしよう、どうしよう、どうしよう・・・ 
怖い、怖い、怖い・・・！！ 
ここから逃げ出したい、でも、体が動かない。 
 
潜在意識の中に深くしまい込んで、ふたをして記憶から
抹消していた恐ろしい何かが 
⾒えてしまいそうな、そんな恐怖を強く感じました。 
 
セラピスト役のあゆかさんは、とても冷静に私の状態を
観察しています。そして、問いかけを重ねて、私の状況
を引き出してゆきます。 
 
そして・・・・ 
 
「あ、そろそろ時間ですね。」と。 
 
そう、クラスの終了時間が近づいていたのです。 
セッションが時間内で終わりそうにないときに、 

きちんとまとめて次につなげるタイムマネジメントもセ
ラピストの仕事です。これ、今はよーくわかります。 

が！その時の私はそれどころではありません。 
 
えええええーーーーー！？ 
こ、ここで終わるんですか？？ 
そんなー（泣） 

 
わたくし、もうプチパニックです。 

 
しかしそこはさすがのあゆかさん。 
「恐いですよね。今苦しいですよね。そのままじゃつら
いでしょうから、少しラクにしましょうね」 
と始まったのが、ＥＦＴ（感情解放テクニック）を使っ
たセラピーでした。 
 
コース初日だったので、まだＥＦＴの授業は受けておら
ず、詳しくは知らないテクニックでしたが、それが返っ
てよかったかもしれません。 
 
初めてプチパニックの中で受けたＥＦＴの威⼒に、私は
⼼底驚嘆することになるのです。。 

■はじめてのＥＦＴ体験は・・・ 
 
そんな私に、講師のあゆかさんは冷静に、でもとてもや
さしい声で、ＥＦＴを施してくれました。 
 
「胸がギューってなって、⿊い思い固まりがあるけれど、
私は大丈夫」 
これは、セットアップフレーズといって、これから向か
い合うテーマに焦点を合わせるための文章です。 
 
あゆかさんが私の⼼の中を⾔葉にしながら、経絡のツボ
をトントン…とやさしくタッピングしてゆきます。 
 
「この胸のギューって⾔う感じ」 
「胸がギューってなる」 
「胸の中のギューっていう感じ」 
「胸の中の⿊い固まり」 
「胸の中の⿊い固まり」 
 
今向かい合っているテーマを短い⾔葉で表した、リマイ
ンダーフレーズと呼ばれる⾔葉たちを、次々に投げかけ
ながら、顔や体の経絡のツボをタッピングしてゆきます。 
 
そんな風に、⾔葉とタッピングで、体の中に溜まってい
た恐れがぶわーっと出てきたところで、あゆかさんの静
かな一声。 
 
「はい、深呼吸してください」 
 
し、深呼吸するのね。。 
 
あゆかさんの誘導とお手本にしたがって、すーって息を
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吸って、「ふーーーーーーーーーーっ」と大きな大きな
ため息をつくように、息を吐きだしました。 
 
そうしたら・・・・・・・・・ 
 
あら！？ 
 
さっきまで、あんなに苦しかった胸の中に、重い感じや
苦しい感じが消えています。 
 
・・・・・えーーー！？・・・・・ 
 
なんとも不思議な感覚です。 
 
率直な感想は、 
「・・・・・なんだ、これーー！？」です。 
 
まだ少しだけもやっとした感じは残っているけれど、 
さっきに比べたら、へのカッパ。 
 
「今どんな感じですか？」とあゆかさんに聞かれ、 
 
⼼の中で、「えーー？ なにこれ、なにこれ〜！？」っ
とアワアワしながら、 
 
「あ、だいぶ楽になりました・・・」と少しぽかーんと
して答える私(笑) 
 
「はい。じゃあ今日はここまでにしておきましょうか」 
 
と、その日のクラスは終わりました。 
 
これが、私のＥＦＴ初体験でした。 
 
その日の授業が終わって、帰りにカフェで一人ごはんを
しながら、「さっきのあれは、なんだったんだろ
う・・・」とぼーっと思い出す私でした。 
 
ロンドンコース初日の⼼理セラピー体験は、ＥＦＴに対
する印象を強烈に焼き付けました。 
 
 
翌日のコース 2 日目の午前中に、授業で EFT のやり方も
覚えて、ホームステイ先のおうちに戻ってから、朝晩と
EFT の自⼰ワークを⾏うようになりました。 

そのたびに、いろんな感情や思いが出てきて、それがト
ントントン・・・というツボのタッピングと深呼吸でウ
ソみたいに解消してゆくので、毎日「ほー、すごいな
ー」と感⼼していました（←他人事みたいですね(笑)） 

そして、数日後に、ミラクルが起きました☆ 

■強運がつれてきた初めてのマトリックス・リインプリ
ンティング体験 

それは、コース 4 日目の授業中。その日は、いよいよ楽
しみにしていた、マトリックス・リインプリンティング
を扱う日でした。 

マトリックス・リインプリンティングは、量⼦論に基づ
いたテクニックです。純粋なエネルギーであるマトリッ
クスフィールドに入って、トラウマとなっている記憶を
書き換えるこのセラピーは、 

・痛みや病気などの身体症状 
・恐怖症 
・中毒・依存症 
・ストレス・不安・うつ 
・食べ物や物質へのアレルギー 
・虐待やトラウマによる精神疾患 
・世代間伝達によるビリーフの連鎖。。などなど、 

さまざまな症状の原因特定と軽減に効果があります。 

コースでは、マトリックスフィールドのなりたちやセラ
ピーが効果を発揮する理由、セラピーの手順などを学び、
実際に学んだことを実地で訓練するための二人ペアにな
ってのペアワークを⾏い、理論と実践で進めてゆきます。 

さて、ひととおりマトリックス・リインプリンティング
の解説と手順の説明が終わり、 

「すごいなー、EFT だけでもあんなにラクになるのに、
もっと効果があるんだー。記憶が書き換わっちゃうなん
てほんとかな。」とのんきに考えていた私ですが、その
効果を頭から体にずどーんと落とす体験がそのあとすぐ
にやってくるとは、思ってもいませんでした。 

その体験がやってきたのは、講義が終わって、講師のあ
ゆかさんが「じゃあこれからデモセッションをしましょ
うか。どなたかボランティアで被験者になっていただけ
るかたはいますか？」と、クラスに問いかけた時。 
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とっさに、初日の恐怖体験が頭によぎって、あれは何と
かしたい！と思い、思い切って「えい！」と手を上げた
ら、他にも希望者がいて、5 人でじゃんけんをすることに。 

そうしたら・・・普段じゃんけんにめっぽう弱い私が、
最後まで勝ち残っちゃったのです・・・！（驚） 

そんな強運が連れてきてくれたデモセッションの機会。
あゆかさんとななめ 45 度に向かい合って座って、セッシ
ョンが始まりました。まわりでクラスメートがぐるーっ
と取り囲んでいます。でも、途中からは目をつぶっちゃ
うので、あんまり気になりませんでした。 

セラピストのあゆかさんが、問いかけを始めます。 
「今日は、どんなテーマを扱いたいですか？」 

「はい。初日に EFT をしていただいた時に出てきたシー
ンで、男の人に怒鳴られて怖がってる自分がいたみたい
なんです。《男の人が大きな声を出すのが怖い》を扱い
たいです」多分、その男の人に何かされて怖がってたよ
うな気がするんです」 

と、ここまで話したところであゆかさんがこう⾔いまし
た。 

「あぁ、なんかそのテーマだと、何か重いのが出てきそ
うですねぇ。デモセッションは、もうちょっと軽めで、
短く終われるのがいいんですよねー。」 

「きゃー、そんなぁー。。（⼼の声）」 

「んーー、でも、じゃんけんに勝ったもんね(笑)。やって
みましょう。みなさん、おつきあいいただけますか？」 

と、クラスの同意をもらって、私のマトリックスへの旅
がスタートしました。 

「じゃあ、最初の日に出てきた、暗くてごつごつした倉
庫みたいなところで男の人に怒鳴られれて固まってるシ
ーンですね、⾒えますか？」 
今度は、すぐ出てきました。 

初日に、途中までやってるので、今回は早いです(笑) 

自分よりずっと背の⾼い男の人が、私に何か怒鳴ってま
す。私は⾒上げて、カキーンって固まってます。 

そこまでは、以前の EFT の時と同じです。ところが、今
度は、あゆかさんの問いかけが、以前とは違っていまし
た。 

■⾒えてきた⼩さい頃の私 
 
その瞬間、初日と同じように、恐れの気持ちにぐわっと
包まれそうになりました。その時、あゆかさんがこう⾔
いました。 
 
「男の人に怒鳴られて固まってるゆかさんは、何歳くら
いですか？」 
 
「・・・・5 歳か 6 歳くらい？」 
 
「ゆかちゃんの様子は、どんな感じですか？」 
どんな服を着ているか⾒えますか？ どんな表情をして
るか⾒えますか？」 
 
その質問を受けて、⾒えている状況をよく観察してみる
と、小さい私は、ジャンパースカートを着ていて、 
表情は、その男の人を⾒据えたまま、怖くて固まって動
けなくなっているようです。 
 
そんな風に、小さい自分の映像をしっかりと観察する意
識を持って⾒ることで、 
さっきまで体の中を走っていた恐怖感はなくなってゆき
ました。 
 
---ここでちょっと、EFT と MR（マトリックス・リイン
プリンティングの違いについて解説----- 
 
マトリックス・リインプリンティングでは、 
クライアントとエコー（潜在意識の中にいる、傷ついた
昔の自分）が同一化してしまわないように、セラピスト
は、常にクライアントが客観的にエコーを観察するよう
に促します。 
 
そうしないと、クライアントとエコーが同一化してしま
うと、セラピーで、本来クライアントがエコーに⾏うタ
ッピングが、現在の自分に⾏う普通のタッピングになっ
てしまい、ただの EFT になってしまうからです。 
そうなると、エコーは置き去りになって、マトリックス
のイメージを書き換えることは難しくなります。 
 
私が最初に、男の人に小さい頃の自分が怒鳴られている
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シーンを⾒たとき、「私が」怖い！ と感じて体が反応
しているということは、私＝エコーとなって、同一化し
てしまっている状態です。この状態でセッションを進め
てはイカンのです。 
 
そんな時は、セラピストは 
「エコーが⾒えますか？」 
「エコーはどんな様子ですか？」 
「エコーは何と⾔っていますか？」 
と、同一化を離れて、その後のセラピーが効果的に 
進むようにクライアントをサポートします。 
-------- 解説ここまで --------- 
 
セラピスト役のあゆかさんのサポートを受けて、 
同一化から離れることができた私が次にしたことは、 
怖がって固まっている私を助けに、潜在意識の中のその
シーンに大人の私が入ってゆくこと。 
 
ここからいよいよ、マトリックス・フィールドへと入っ
てゆきます。 
 
怖がって固まってる小さな私、助けに⾏くよ！ 待って
てね。 

■マトリックスに入ってゆく 
 
EFT でタッピングをしながら、潜在意識を降りていった
先に⾒えてきた、大人の男の人に怒鳴られて、カキーン
って固まっていた、幼い頃の私。ジャンパースカートを
着ていて、その男の人を⾒据えたまま、怖くて固まって
動けなくなっています。 
 
デモセッションを受けているここは、ホリスティック・
ヒーリング・カレッジの授業を⾏っている、ロンドンの
教会の中。だけど、私の意識は、はるか昔の幼いころの
自分を⾒ています。 
 
周りには、20 名を超える同期生たちが、クライアント役
の私と、セラピスト役のあゆかさんをぐるりと取り囲ん
で、セッションの様子を⾒守ってくれています。 
 
ここからいよいよ、恐怖で固まって動けなくなっている
幼い頃の自分を助けに、潜在意識の中に入ってゆきます。 
 
マトリックス・リインプリンティング（以降 MR と表記
します）と EFT の大きな違いは、タッピングをする対象

が異なるということ。 
 
EFT では、セラピストは、クライアントさんに対してタ
ッピングをします。 
 
MR では、クライアントさんがマトリックスフィールドに
入ってゆき、現在のクライアントさんが、過去の傷つい
た自分（エコーと呼びます）にタッピングをして、エコ
ーの感情を解放してゆきます。 
 
だから、MR のときは、クライアントさんはけっこう忙し
いのです☆ 

 

■助けに来たよ！ 
 
潜在意識の中で恐怖で固まっている幼い私は、40 年以上
前の自分です。だけど、その時に受けた衝撃や、その出
来事によって生まれた思いや⼼の傷は、私のローカル・
フィールドに保管され、潜在意識には現在・過去・未来
の区別が なく、全てが現在なので、その情報を書き換え
ない限り、ずっとその傷の痛みを感じ続けています。も
し 3 年前ロンドンで MR を受けていなかったら、今も男
の 人が大きな声で怒鳴るのを聞く度に、原因不明の⼼の
痛みを感じ続けていたでしょう。 
 
MR では、クライアント自身が、傷ついた過去の自分を助
けに、マトリックスの中に入ってゆきます。 
 
話をロンドンの教会の一室に戻して。セラピスト役のあ
ゆかさんが私に問いかけます。 
 
「小さなゆかさんは⾒えていますか？」 
「はい」 
「では、これから小さなゆかさんを助けに⾏ってあげて
ください」 
 
セラピストのあゆかさんの声に従って、大人の私が、怖
くて固まっている幼い頃の私のいる場に入ってゆきまし
た。 
 
これは、実際にセッションを受けてみるとわかることな
のですが、目をつぶって、記憶のイメージの中に入って
ゆくときは、単なるイメージ遊びではなくて、はっきり
と自分が違うフィールドにいることがわかります。 
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セラピストの仕事は、クライアントが常にマトリックス
にいられるよう、クライアントがエコーと同一化しない
ように変化を観察しながら、必要な助けを⾏い、安⼼安
全な場をホールドすることです。 
 
そして、イメージの中で、大人の私と、幼い私が対面し
ました。 
といっても、幼い私は、頭の上から怒鳴っている男性を
凝視しながら、恐怖で固まって動けなくなっているので、
私がいることには気がついていないようです。 
 
そこで使うツールがタッピング。 
恐怖で固まっている小さい私（以降エコーと呼びます）
に、大人の私がフレーズを⾔葉にしてタッピングしなが
ら、彼⼥の恐怖を解放してゆきます。 
 
まずは、これから向き合おうとするテーマをセットアッ
プフレーズにして 3 回。 
「大声で怒鳴られて体が固まるくらい怖いけれど、あな
たは守られてるよ」 
 
それから、感情を引き出すリマインダーフレーズを。 
「怖い」「怖い」「怖い」「体が動かない」「体が動かな
い」「こないで」「こないで」「こないで」 
 
この「こないで」というのは、初日の問いかけのワーク
の時に、だんなさんがペットボトルを落として「ばかや
ろう！」と怒鳴る声を聞いた時に、とっさに浮かんだ⾔
葉と同じですね。。 私は、だんなさまの後ろに、その男
の人を⾒ていたのです。 
 
■そこで起こっていたこと 
そんな風にして、恐怖で固まっているエコーにタッピン
グを続けていたら、少しずつ彼⼥の体がゆるんできまし
た。 
そして、やっと、こちらに首を向けてくれました。 
 
よかった・・・と思って、 
「私はおとなになったあなただよ。助けに来たよ」と伝
えて、 
「何かしてほしいことはある？ なんでもできるよ」と
伝えたら、エコーが小さな小さな声で、私に向かってこ
う⾔いました。 
 
「あのね。。パンツはきたい。」 
 

その⾔葉を聞いて、私は初めて、その場で起こっている
ことが何だったのか、知ったのでした。 
そして、驚きとともに、静かな涙が流れ始めました。 
 
■エコーとは。 
-----ここでちょっと、エコーについて解説----- 
 
これまでに何度も出てきた「エコー」ということば。 
「エコー（ECHO）」とは、Energetic Consciousness 
Holograms の頭文字をとったもの。エネルギー意識ホロ
グラム、といいます。ホログラム、ってスターウォーズ
とかに出てくる、まるで本人がそこにい るように⽴体的
に⾒える情報の集積です。 
 
エコーは、潜在意識の中にいる、傷ついて癒されないま
までいる自分です。 
昨日も書いたように、潜在意識レベルでは、過去・現
在・未来といった時間はなくて、常に「いま」です。で
すから、記憶からは消えたように⾒えて、覚えてい なく
ても、傷ついたのが 5 歳の時だったとしても、癒されな
いままでいれば、50 歳になっても 60 歳になっても、ず
っとその⾒えない傷を抱えたまま生きてい ることになり
ます。 
 
そしてその傷が刺激を受けて、痛みを感じる時に、自分
ではコントロールできない自動反応が起きます。 
 
私が、だんなさまがちょっと怒鳴っただけで、ビクッ！
と身体が反応しちゃってた頃がそうです。 
 
マトリックス・リインプリンティングでは、潜在意識の
中で傷ついているままのエコーにタッピングをして、感
情の解放を⾏い、その後、癒しをもたらします。 
 
これからお話するのは、そのプロセスです。 
 
■エコーが教えてくれたこと 
「パンツはきたい。。」と大きな澄んだ目で私を⾒つめて
いるエコーの声を聞いたとき、大人の私は、「そうだった
のか・・・」と胸を突かれました。 
 
ちなみに、その時、エコーの目の前で頭の上から怒鳴っ
ていた男の人の声も、なんて⾔っているのか、その時は
っきりわかりました。 
「このことを大人に⾔ったら、酷い目にあわせるぞ！」 
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そう、小さい私は、自分よりはるかに大きい男の人に、
頭の上から怒鳴り声を浴びせられて、どうしていいかわ
からなくて、自分が壊れるのを守るために、防衛本能と
して、フリーズしていたのでした。これは、トラウマが
できるプロセスの一つです。 
 
その情景を⾒ながら、私の頭の中では、 
 
私は、性的虐待を受けていたんだ。。 
だから男の人が怒鳴ると怖いんだ。。 
なんてひどいことをするんだ・・・！ 
 
と、思考が忙しく流れます。 
 
しかし私はエコーを助けにマトリックスにやってきまし
た。 
 
その時は、まだ思考の観察を始めたばかりだったので、
半分思考に飲み込まれそうになりながら、エコーを⾒失
わないように一所懸命でした。 
 
セラピストのあゆかさんの助けを得て、セッションは進
みます。 
 
あ「エコーはなんて⾔っていますか？」 
ゆ「パンツはきたい。。って⾔っています（泣）」 
あ「そうですか。では、パンツをはかせてあげてくださ
い」 
 
セラピストのあゆかさんは、感情的ではない、とてもお
だやかな声のトーンで、ごく普通に話しかけてきます。
何が出てきても大丈夫、という安心感で場をホールドす
ること。これも、セラピストの大切な役割の一つです。 
 
マトリックスでは、エコーが望むことをなんでもかなえ
てあげます。そう、なんでも、です。 
エコーのそばに近よって、パンツをはかせてあげて、エ
コーにしてほしいことをさらに聞きます。 
 
ゆ「他にしてほしいことはある？ なんでもできるよ。」 
エ「・・・あの人、怖い。あっちにやって」 
ゆ「わかった、あっちにやってほしいのね？」 
エ「うん。あ、やっぱりグーで殴りたい」 
ゆ（あー、私ってお転婆で男勝りだったもんねぇ・・）
←私の思考です(笑) 
ゆ「わかった、グーでなぐっておいで」 

エ「やっぱり怖いからできない・・・」 
 
エコーが黙ってしまいました。。 
 
エコーが自分でアイデアが出せないそんな時は、アイデ
アを出したり提案したりします。 
 
ゆ「じゃあ、どうしたい？誰か他の人に助けてもら
う？」 
エ「うん」 
ゆ「誰に来てもらおうか。誰に来てほしい？」 
エ「あのね、だんなさんに来てほしい」 
ゆ（え？？？ だってまだ会ってないでしょ？）←また
また思考炸裂です。 
 
大人の私の思考は、論理的に、5 歳の子どもの自分は、ま
だだんなさまに出会っていないから、そんなことおかし
いよ、って思っちゃったんですね。 
 
だけど、これは違います。 
 
潜在意識はいつでも今。過去・現在・未来はないので、
エコーが⾔うことには、実は何の矛盾もないのです。 
 
私が思考でぐるぐるして、迷っている様子が顔に出てい
たのか、セラピストのあゆかさんが助け舟を出してくれ
ました。 
 
あ「エコーはなんて⾔っていますか？」 
ゆ「・・・だんなさんに来てほしいって⾔ってます（で
もー、でもーと⼼の声）」 
あ「そうですか、じゃあだんなさんに来てもらってくだ
さい」とサラリ。 
ゆ「（はっ！と思考から抜ける）わかりました。」 
 
マトリックスでは、意図すれば、すぐに叶います。 
なんとー、だんなさまがマトリックスに入ってきまし
た！ 
 
 
■トラウマができるわけ 
 
マトリックスに入ってゆき、傷ついた昔の私のエネルギ
ーのホログラム、エコーをタッピングで癒やし、安全を
確保して下着を履かせてあげて、エコーのリクエストに
応えてだんなさまを呼んできました。 
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この時、エコーは、自分に性的虐待をした大人の男性に
受けた⾔葉の暴⼒と⾁体的暴⼒がトラウマになっていま
した。 

-----ここでちょっと、トラウマについて解説----- 
 
トラウマの原因には、これら４つの要素が複合的に絡み
合っています。 
 
１．予期していなくて、 
２．ショックの度合いが激しくて、 
３．一人で対処しなくてはいけなくて 
４．どう対処していいかわからない 
 
この４つの条件が揃うと、トラウマ的体験が⼼と体に記
憶として残り、⼼身にさまざまな影響を与え始めます。 
 
ト ラウマになる体験をした時に私たちは、無意識に感情
を切り離してフリーズすることで、自分を守ろうとしま
す。一種の防衛反応で、記憶からも抹消することが 多い
のですが、無意識の領域ではしっかりと保管されていま
すので、ストレス、不眠、フラッシュバック（突然恐怖
や怒りがこみ上げてきてコントロールが効か なくなる）
極度の恐れや不安といった PTSD（Post Traumatic 
Stress Disorder :⼼的外傷後ストレス障害）の症状とし
て現れるようになります。 
 
EFT や MR は、これらのトラウマを解消するトラウマケ
アツールとして、とても効果性の⾼いセラピーツールで
す。 
先週訪問した釜⽯市での震災復興メンタルケアプロジェ
クトでも、EFT と MR で、現地の多くのみなさんのトラ
ウマ体験が癒やされました。 
 
■トラウマを癒すプロセス 
 
エコーのかわりに、マトリックスにやってきただんなさ
まに相手をボカンと殴ってもらい、相手は驚いて、慌て
てその場から逃げてゆきました。 
 
やったー！（←私の⼼の声） 
 
私を怖がらせた男の人がいなくなって、エコーは安⼼し
たのか、ちょっと嬉しそうに⾒えます。 
エコーに話しかけました。 
 

ゆ「何かしてほしいことはある？」 
エ「抱っこして」 
ゆ「抱っこね」 
 
私は、エコーが私に抱っこして欲しいと⾔ったのだと思
ったのだけど、そうではなくて、エコーは、私をすり抜
けて、だんなさまの方に駆け寄って胸の中に飛び込んで
いきました。あらら。 
 
だんなさまの腕の中で、ちょっと安⼼して、大きな目で
彼を⾒上げて、ちょっと悲しそうに、エコーが⾔いまし
た。 
 
「ゆかちゃんね、気持ち悪くなっちゃったの。。」 
だんなさまの顔を⾒てそう⾔いながら、エコーの目に涙
がたまっているのが⾒えました。 
 
エコーがそういった時、私には、即座にその⾔葉の意味
がわかりました。 
自分がされて気持ち悪かった、その体の感覚が、いつの
まにかすり替わって、「自分は気持ち悪い存在だ」とい
う思いになっていたのです。それは、⾔葉の理解ではな
くて、感覚がそのままダイレクトに伝わってきて感じた
ことでした。だって、エコーは私だからね。 
 
そんなエコーを、ぎゅっと抱きしめて、だんなさまが 
「そんなことないよ、ゆかちゃんは気持ち悪くなんかな
いよ」と。 
 
さきほどの解説で、トラウマになる４つの要因について
書きました。 
 
１．予期していなくて、 
２．ショックの度合いが激しくて、 
３．一人で対処しなくてはいけなくて 
４．どう対処していいかわからない 
 
この時のエコーは、この４つともあてはまっていました。 
⼼に大きなトラウマを受けたエコーが癒されるには、 
「私は気持ち悪い存在だ」という思いをゆるめることが
必要です。 
 
そして、その最初の扉を開いてくれたのは、だんなさま
でした。なんか、その様子を⾒ていたら、泣けてきて。。 
ロンドンにいた現実世界の私は、ずーっと静かな静かな
涙を流していたように思います。 
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悲しいんじゃなくて、なんだろう。。とっても静かな涙
でした。 
 
助けてくれた人が現れて、対処してくれて、抱きしめて
安⼼させてくれて、少し落ち着いたエコーは、次にこん
な願いを口にしました。 
 
「お⺟さんに来て欲しい」 
 
今度はマトリックスに私の⺟親が入ってきました。 
そして、そこで、もうひとつ、エコーのトラウマが解除
される場面を⾒ることになります。 
 
 
■お⺟さん、本当はこうして欲しかったんだよ 
 
だんなさまに助けてもらって、ぎゅってしてもらって、  
安⼼したエコーが次に呼んだのは、⺟親でした。 
 
マトリックスに入ってきた⺟親に、だんなさまと同じよ
うに抱っこして欲しいのかと思ったら、意外や意外、エ
コーがブリブリ怒っています。 
 
な、なにが起きたんだろう・・・？ 
 
エコーは、⺟にこう⾔いました 
 
エ「お⺟さん、ちゃんと、どうしたの？って聞いて。何
があったの？って聞いて。」 
 
⺟「ゆかちゃん、どうしたの？ 何があったの？」 
 
エ「あのね、ゆかちゃんね、怖い男の人に変なことされ
たの。だからいなくならないといけないの。」 
 
・・・・・！！ 
 
エコーと⺟のこのやりとりを⾒ていて、私の中でぱちー
ん！とつながったものがありました。 
 
そうだったのかーーーーーー！！！ 
 

■42 年たって、初めてわかったこと 
 
ずっと不思議に思っていたことがあります。 

私は、幼稚園から小学校３年生ぐらいまでの間、 部屋で
⼣方に一人で遊んでいる時に、近所の道路に救急⾞が通
って、あの「ピーポーピーポー」というサイレンの音が
聞こえると、なんともいえない嫌な気分になって、胸の
中がザワザワして苦しくなっていました。 
 
そして、いてもたってもいられなくなって、台所に⽴っ
ている⺟のところに飛んでいって、 
 
「お⺟さん、ゆかちゃんね、ピーポーピーポーが来たか
ら、あれに乗って、焼き場に⾏って死ななきゃ…！」と
訴えていました。 
 
えーと・・・救急⾞は、⽕葬場には⾏きませんが、小さ
い頃の私は、どうも救急⾞と霊柩⾞を間違ってたようで
す（笑） 
 
私ね、大人になってからも、ずっと不思議だったんです。
どうして救急⾞の音を聞くと、死にたくなってたのか。
そして、⺟にそんな風に訴えていたのか。 
 
マトリックスでエコーが⺟に怒りながら訴えているのを
聞いた時に、その積年の疑問が氷解しました。 
 
私は、⺟にそんな風に⾔うことで、 
 
「なんでまたそんなこと⾔うの？」「いったいどうして
死ぬなんて縁起でもないこと⾔うの！」と叱られてもい
いから、理由を聞いて欲しかったんだと。 
 
だって、あの男の人に、 
 
「このことを大人に話したら、ひどい目にあわせる
ぞ！！」と脅されていたから。 
 
自分からは、⾔えなかった。 
だけど、「どうしたの？何があったの？⾔ってごらん」
と聞かれれば、答えることができた。だから、質問して
欲しかった。自分からは話せないから、引き出して欲し
かったんだと。 
 
 
■マトリックスで、⺟に激おこプンプン丸 
 
だけどねー、とってもとっても残念なことに、 エコーの
その願いは、叶えられることはありませんでした。 
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台所で忙しく⽀度していた⺟は、私の⾔うことを取り合
ってくれませんでした。 
 
「何⾔ってるの。ほら、宿題はしたの？」と⾔われたり、 
「わかったわかった。お⺟さん今手が離せないから、後
でね」と⾔われたり（後で、は結局一度もなかった） 
 
でも、エコーが泣きながら怒っていたのは、⺟にこう⾔
われたこと。 
 
「そうかそうか。じゃああれに乗って⾏っておいで（⽕
葬場で焼かれておいで）」 
 
⺟は、もちろん⾔葉通りの意味で⾔ったのではないけれ
ど、小さい私はそう⾔われたことがショックで、でも、
それ以上は自分から何も⾔うことができなくて、えーん、
って⼼の中で泣きながら、部屋に戻って一人遊びに戻り
ました。 
 
そして、だんだんと、その⼼の痛みを伴う恐怖の出来事
を記憶から抹消してゆきました。小学校の上の方にあが
ったころからは、もうそんなことを⺟にいうこともなく
なってゆきました。 
 
今、マトリックスで、エコーは、その当時のことを、泣
きながら⺟に怒りと共に訴えています。めっちゃ怒って
います。だけど、ぶりぶり怒ってはいるけれど、その場
のエネルギーは、なぜかほんのり温かいような気がしま
した。今だったら、何を⾔っても大丈夫、とエコーが感
じているからでしょうか。 
 
⺟は、エコーがぶつけてきたその思いを受け⽌めて、 
「ごめんごめん、ごめんね。」とエコーを抱き寄せて、
抱きしめて謝ってくれました。 
 
エコーは、⺟の胸の中で、最初はまだブリブリ怒ってい
たけれど（笑）、だんだん落ち着いて、ふー、って目を
閉じて体を預けて落ち着いてきました。 
 
エコーと⺟のそばで、その様子を⾒ながら、大人の私は、 
「いやー、あの時のあれは、そうだったのかー。そうか
そうかーー」と、なんかスッキリ。 
 
エコーの中に５歳以降ずーーーーーーっとあったフラス
トレーションと痛みが癒やされて、同時に私も満たされ
て、場の雰囲気が変わってきました。 

 
さぁ、いよいよ癒やしの最終場面が近づいてきました。 
 
 
■エコーが望んだのは 
 
だんなさまに抱きしめてもらって、お⺟さんにちゃんと
気持ちを受け⽌めてもらって、恐怖でかちんかちんに固
まっていたエコーは、ずいぶんと表情も緊張も和らいで
きました。 
 
ゆ「ほかにして欲しいことはある？」 
エ「みんな来て欲しい。」 
 
みんな、っていうのは、⺟の兄弟や、祖⺟をはじめとす
る親戚一同のことでした。 
⺟に、みんなを呼んでもらって、マトリックスに親戚一
同がやってきました。 
わー、にぎやかだー。 
お正月やお盆に、親戚が集まって、賑やかに過ごしてい
た時の情景が再現されました。 
 
その親戚の集まりの場で、⺟が今回のことを、みんなに
話してくれました。 
そうしたら、一人一人がエコーを抱きしめたり、なでた
りしながら、「大丈夫だよ。みんなゆかちゃんのことを
大好きだよ」と伝えてくれました。 
 
エコーは、みんなの輪の中で、笑顔になって、ひとりひ
とりの顔を⾒ています。 
あぁ、やっと安⼼できたんだな、無意識にずっと持ち続
けていた緊張感をもう持たなくてよかったんだな、と思
いました。 
 
「このことを大人に話したら、ひどい目にあわせる
ぞ！！」という脅しの呪縛から解放された瞬間でした。 
 
ほっとしているエコーに、他にしてほしいことがあるか、
どこか別の場所に⾏きたいかどうか聞いてみたら、帰っ
てきた答えはこうでした。 
 
「ここは臭いから、お花畑に変えて」 
 
はい、了解☆ 
ゴツゴツした⼟臭いガレージの中が、瞬時にきれいなお
花畑に変わりました。 
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気がつくと、エコーは、だんなさまと手をつないでいま
す。あら。 しかもエコーは嬉しそうに、笑顔でだんな
さまを⾒上げています。 
大人の私は、そんな二人の様子を⾒ながら、不思議な気
持ちになっていました。 
 
「へー、最初はだんなさまへの不満がきっかけだったの
に、いざっていうとき、助けて欲しいのはだんなさまな
んだなぁ。。」 
こんな思考も出てきました（笑） 
 
と同時に、時々だんなさまに苛⽴っても、怒りを感じて
も、なんかもう大丈夫だなぁ。。という感覚が現れ出て
きました。不思議ですねぇ。 

 
■マトリックスの情報を書き換える 
 
そして、セラピーは終幕に向かいます。 
 
セラピストのあゆかさんのナビゲートで、 
お花畑でだんなさまと一緒に笑顔で⾒つめ合いながら、
もう大丈夫、という安⼼感を感じているエコーの、その
安⼼感を、深呼吸で刷り込んでゆきます。 
 
1 回めの深呼吸で、細胞の一つ一つに、 
 
2 回めの深呼吸で、ハートセンターに、 
 
そして 3 回めの深呼吸で、マトリックスフィールドに。 
 
深呼吸をしながら、頭のてっぺんから体の隅々にまで、
新しい幸せなイメージと感覚が取り込まれ、体の中で一
番大きなエネルギーを発する⼼臓のあたりに、そ のイメ
ージと感覚が取り込まれ、最後に四方八方に、そのイメ
ージと感覚が送り出されて、マトリックスのイメージが
書き換わってゆきます。 
 
それは、とてもとても不思議で、温かくて、懐かしい感
覚でした。 
 
エコーを⾒ると、ニコニコ笑顔です。よかった。。 
「会いたくなったら、またいつでも来るからね」とエコ
ーに別れを告げて、マトリックスから、現実世界にゆっ
くり、ゆっくりと戻ってゆきました。 
 

目を開けたら、そこはロンドンの教会の一室。 
一緒に学んでいる同期の顔が、ぐるりと私を囲んで⾒て
います。 
泣いてる顔があちこちに・・・。 
私と一緒にマトリックスの旅を⾒ていてくれたのですね
ぇ。仲間がいてくれて、よかった。。と思いました。 

 

■マトリックス・リインプリンティングは優しい 
 
２０１２年の秋にロンドンで初めて体験したセラピー、  
マトリックス・リインプリンティング（MR）。当時のこ
とを思い出しながらこうして書いていて、MR って、ホン
トに優しくて、素晴らしい手法だなぁ。。と思います。 
 
それにしても、すべてのものが生み出されるマトリック
スでは、ホントに何でもありなんだなぁ。。と改めて思
った次第（笑） これも MR の素敵なところです。 
 

■テスティングで効果を確認する 
 
最後に、あゆかさんがセラピーの効果測定を⾏います。 
 
あ「では、もう一度目を閉じて、最初に大人の男の人に
怒鳴られてるシーンを思い出してみてもらっていいです
か？」 
ゆ「はい・・・（思い出す）」 
・ 
・ 
・ 
あれ？ 
 
あれれ？ 
 
あれれれれーーー？？ 
 
不思議です。一瞬目の前にガレージの地⾯らしきものが
⾒えそうになるのですが、⾒えてくるのは、お花畑でだ
んなさまと⼿をつないで嬉しそうに彼を⾒上げている⼩
さな私の姿なのです。 
 
ふっしぎーーーーー。。。。 
 
そのことをあゆかさんに告げると、 
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「あ、じゃあ大丈夫ですね（にこ）じゃあこれで終わり
ますね。」と。 
 
これが私のマトリックス・リインプリンティング初体験
でした。EFT もびっくりしたけど、マトリックス・リイ
ンプリンティングはもっとびっくり。 
 
ここから、ロンドンで、そして日本に帰って来てからも、
自分でも自⼰ワークをたくさん⾏い、セラピーを受けて、
その度に自分でびっくりして（笑）、癒しが少しずつ少
しずつ進んできています。 
 
今でも、マトリックスで知らなかった自分に出会い、へ
ー、とかほー、とか驚く日々です。楽しいよ☆ 

 
■トラウマは怖くない 
 
もしこのメッセージを読んでくださっている方の中で、
自分ではどうしようもなかったことで⼼に傷を負ってト
ラウマを抱えて生きている人がいたら、大丈夫だよ！っ
て伝えたいです。 トラウマは、癒せるんです☆ 
 
ブログでこのエピソードを連載していたとき、読者の方
からたくさんのメッセージをいただきました。いただい
たお声の中から、いくつかご紹介させてくださいね。 
 
ゆかさん、こんにちわ。 
６月にセッションを予約しています L です。 
今、このメールを書きながら涙が⽌まりません。 
 
５歳のゆかちゃんが体験したであろういろんな感情がス
トレートに 私に伝わってきました。 
 
ゆかちゃん、なんて愛おしいのでしょう。 
 
ゆかさんが癒しをえて⽴ち直られていること、そしてそ
の体験を語られることでたくさんの方が勇気付けられる
であろうこと、ダブルで嬉しいです。 
 
私にも胎児期のトラウマがあります。 
その治療の一環として数年前、主治医に身近に置くよう
に勧められた私の分身としての人形に今でも毎日話しか
けています。 
 
彼⼥は私が話しかけると毎回違う表情をします。ある時

は嬉しそうに、ある時はちょっと不満そうに。勿論現実
的にはあり得ないことですが私には彼⼥の存在はまぎれ
もなくリアルなものです。このことをお話しするのはそ
の当時の主治医以外ではゆかさんが初めてです。 
 
実はセッションではここまでのことをお話しすることへ
のためらいが大きかったのですが、今回、ゆかさんがお
辛い体験を愛を持ってオープンにして下さったことで私
もその愛にお応えする気持ちになりました。 
 
ゆかさんの愛と勇気に⼼から感謝し私からもゆかさんと
ゆかちゃんに愛をお送りいたします。 
 
いまだに涙が⽌まりません。この気持ちは感動、という
⾔葉では表現しきれません。 
 
本当に有難うございました。そしてセッション、楽しみ
にしています。 
〜L さん 
 

ゆかさん、こんばんは♪ 
いやー！すごいです！ 
 
F さんも書かれていましたが、  
トラウマの解放がしっかりとできているからこそ、この
壮絶と思われる体験を、丁寧に、そして細かい描写と共
に綴ることができるんだろうなぁと思いました。 
 
セッションの場にいるような臨場感を感じながら読み進
めていきました。 
 
そして今、 
話してもいいし、話さなくてもいい。 
という、とってもフラットな状態にゆかさんは在るのか
なぁとも思いました。 
それにしても、小さなゆかちゃんの救世主が旦那さまっ
てサイコーです☆ 
 
寺⽯氏には実際にお会いしたことはありませんが、ゆか
ちゃんがゆかさんの脇をすり抜けて、旦那さまにピョー
ンッて飛びついてる場面を、ありありと想像できました。 
揺らぐことのない、とっても大きな安⼼感。ありゃりゃ
私じゃないのね（笑）って、苦笑いのゆかさんも♪ 
 
昨日のメルマガを読んだ時にもメッセージしたいと思い
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ましたが、そのまま寝てしまい、朝になったら夜の気持
ちはどこへやら状態でした(汗) 
 
でも、「やっぱり思い⽴った時に動くのがベストタイミ
ングだな！」とコーチングの復習になりましたので、よ
かったとします♪ 
 
そして今日はさっそく、ベストタイミングに筆をスラス
ラと進めることができている自分を褒めてたりなんかし
てます♪ 
それでは、明日も楽しみにしてますね！ 
〜H さん 
 

「現実世界の私は、ずーっと、静かな静かな涙を流して
いたように思います。」のところを読んで、私も自然に
涙が出て きました。ゆかさんのだんなさまが、助けてく
れて、本当に良かったです。 
ご自分の経験を通して、いろいろなことを伝えて下さっ
て、ありがとうございます。 
 
セッションを受けた方の、学び、気づき、感じたことも、
自分のことのように捉え、ためになっています。 
これからも、応援しています。 
〜I さん 
 
みなさん、温かなメッセージをありがとうございます。 
すべてのメッセージを読ませていただきながら、 私の経
験を分かち合うことが、他の人の勇気や元気や美しさに
共鳴しているのだなぁ。。と静かに感動しています。 
 
 

■あなたの声を聞かせてください 
 
私のマトリックスの旅のエピソード、いかがでしたか？ 
ぜひ、この体験記を読み終えて、あなたが感じたことや
ご質問をお寄せ下さい。ドキドキしながら待ってます☆ 
 
いただいたご感想や質問には、毎日お届けしているメル
マガやブログでお答えしてゆきたいと思います。 

私の癒しの旅の続きは、毎日更新しているブログで、引
き続きご覧くださいね。ご感想もこちらからどうぞ。 

ブログ：ゆかふぇスタイル☆シェアノート 

http://ameblo.jp/yucafe-style/ 

 

ロンドン・ホリスティック・ヒーリングカレッジ 
６期卒業生 
 
ホリスティック・パフォーマンスコーチ 
マーケティングコンサルタント 
ヒーリングカウンセラー 

寺⽯ゆか 

☆ご案内☆ 
EFT やマトリックス・リインプリンティングについては
下記のページで詳しい情報を得ることができます。 

ご案内したサイトに掲載されているセラピストは、全員
ホリスティック・ヒーリングカレッジで溝口あゆかさん
から直接指導を受けて認定を受けたプロセラピストです。 
 

■JMET ジェイメット 

日本で唯一、世界標準の EFT を学べる組織です。エネル
ギーセラピーの普及と質の⾼いセラピスト育成を目指し
ています。 

http://jmet.org/ 

 

■MRJ マトリックス・リインプリンティング・ジャパン 
 
マトリックス・リインプリンティングについての情報や
セミナー情報をご案内しています。 

http://matrixreimprinting.jp/ 

 

■ロンドンホリスティックヒーリングカレッジ・カウン
セラー養成講座 
 
今回のエピソードの舞台となった、私がホリスティック
なカウンセリングとセラピーを学んだカレッジです。 
今年はまもなく満席となります。 

https://ayukablog.wordpress.com/カウンセラー養成
講座/ 
 
 
自分を愛して、⼼軽く生きられるようになる人が増えま
すように☆ 


