平成21年に株式会社 THI
DAOKI
NAWA
を設立。運命学を本格的 に追求、個 人の鑑 定や病 院 、企業、のコンサルタ
ントとして 指 導 。一女三 男の 家 族。
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らますます自信が湧き出てきま

ね！

ですが⁚・素晴らしいお話です

か？︵笑︶︒私もそう思っているの

あるんですけど︑私は分かりやす

というのはさまざまな言い伝えが

﹁お茶碗に五円玉を入れて置く﹂

と五円玉を置くようにしました︒

も出来る﹂ということで︑お茶碗

すけども︑やっぱり﹁どこの家で

いう事で実際にそうしていたんで

を玄関に置いて磨いていくと良い﹂

島袋 以前は風水的に﹁贅沢な物

さい︒

でいろんな方が﹁お茶碗に五円玉

島袋 はい︒あとはいろんな場所

かなった動機づけがあるんですね︒

心から﹂ということではなく理に

納得がいく︒単なる﹁鰯の頭も信

志賀

えしているんですよ︒

だから動機づけの一つとしてお伝

くる﹂という事につながります︒

﹁家の中をキレイにしたくなって

そこに意識を持ってもらえれば

てお伝えしています︒

たんですね︒だからこれも合わせ

く﹂ いう意味でも良いかなと思っ

こともできるんですね︒﹁一息着

ラやカリカリしている事を止める

をしてもらえれば︑日常のイライ

んじゃないか？﹂と思ってお掃除

ら︑さらにキレイにした方がいい

待てよ︑せっかく置いているのな

けになっている時に︑﹁ちょっと

思い方にもっていかないと開運は

風になれるんだ﹂ って言うような

一個人の脳の力で自分はそういう

その人なんですね︒﹁自分自身︑

するのは誰？といったらその人︑

出来ないんですね︒それを現実に

ますよ﹂

い師は ﹁来年こういう運勢になり

とが出来ないんですね︒私たち占

風に思っていたら︑現実にするこ

玄関に
あ茶碗に入れた五円玉？

千鶴子先生もそうお考えな

志賀 ところで千鶴子先生の著書
く理解してもらうために﹁汚い玄

入れたけど何かおもしろくないわ﹂
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できないという風に自分自身確信

したものですから︑本にも書かせ

ていただきました︒

︒志賀 占いを通じて素晴らしいカ

分の脳の力で開運されるー・

ウンセリングをされているんです

島袋

島袋 仮に悪いことを言われたと

今までのお話の根底にある条件と

や志賀先生の講座で勉強した6年

しても﹁そのようなことは起きな

ね︒それはメンタルトレーニング

間をですね︑全部ここにもらって

い！私には起きるはずないー﹂と

して﹁素直な気持ちで︑そして肯

書かせていただきました︵笑︶︒な

志賀先生はおっしゃいますよね？

を伝えていることになる︒超越的

ぜかと言ったらですね︑どんなに

︵笑︶今でこそ﹁引き寄せの法則﹂

定的な考え方を持つ﹂ということ

開運の本を蕾こうが占いの本を書

などという言葉も広まっています

な作用力を期待するのではなく自

こうが︑脳力開発の手法や言葉を

が︑志賀先生は00年以上も前から

それはですね︑イプラスジム

使わない事には開運できないとい

そういう事を実践し世の中に発信

るわけですから﹁占い師が脳力開

う事が分かったんです︒

島袋

発しないっていうのは︑な〜に？

され︑多くの方が幸せになってい

いう運勢ですよ︑良い運勢ですよ

どういうこと？﹂

どんなに来年あなたはこう

って言ったとしても︑自分が﹁ま

志賀 ︵笑︶いやいや︒

って感じですよ！

さか﹂とか﹁ありえない﹂という

志賀 なるほど︒

も本に書かれておられますね︒

志賀 それで合点がいきました︒

っていうアドバイスしか

﹁琉球推命﹂ の中で﹁お茶碗に入
関にお茶碗と五円玉を置く入って
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わかります︑それはすごく

れた五円玉﹂ のお話がありました︒

というか︑﹁ただ置いている﹂だ

，懸撰韓

脳力開発の活用性ついて

いないでしょILと言っています︒
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志賀 お客さんのポジティブな意
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夫そうですね﹂と褒めるそうなん

けど︑皮膚の方はキレイだし大丈

して﹁だいぶお疲れのようでした

ていても自然に動かしていったり

り体は楽なんですね﹂と体が疲れ

っていうよりは︑﹁思っていたよ

﹁なんか疲れているみたいですね﹂

る﹂

いうことが大きく影響するこ

せ良いメンタルの状況で人と接す

癒すということは﹁脳を活性化さ

アロマにしても何にしても︑人を

れていたんですね︒だから結局は

高めるために脳の構造の勉強をさ

した︒アロマの先生がより効果を

始められたのが脳に関するお話で

一番大切な話をします﹂と言って

生が﹁最後に50分間ありますので

れて来ます︒すべてお客さんにキ

れたり︑なんとなくバランスが崩

によかったんですか？﹂ って言わ

とお伝えしても﹁この結婚は本当

ようですね︑結婚されましたしね﹂

裕がない時は﹁この時は良かった

でも私が時間に追われたりして余

島袋

ポジティブになる︒

な神経回路が刺激されてますます

志賀

ましたが自分の脳波っていうのは

を測ってもらい︑解説してもらい

にアルファテックⅣを使って脳波

島欝

いうのが多いんですか？

く肯定的な方向に向かっていくと

いをしてもらう人がどんどん明る

れていた時も︑そのパターンで占

今まで色々な方の占いをさ

ャンに受けると＼もみ返しで苦情

ですけど︑そういうエステティシ

ステサロンの社長さんに聞いたん

ばかりを聞く方がいます︒以前エ

セラピストにしても施術時に悩み

島袋

志賀

開発﹂だって思いました︒

した︵笑︶︒そして ﹁これは脳力

って言われたときにそう感じま

すか？00代にしか見えませんよ﹂

の場合は﹁千鶴子さん48歳なんで

り効果が出るように思います︒私

に︑何か一つ褒めてもらえるとよ

り休んでくださいね﹂ って言う前

いただけるんですって︒﹁ゆっく

苦情などは全くなく繰り返し来て

萬蟹

に悩み話を始めだしたりするんで

﹁そういえば⁚ことか言って急

もそも悩みのなかったお客さんが

脳がリラックスしていないと︑そ

くづく思いましたね︒自分の心と

自然にやっていった方がいいとつ

ンタルに関することを学びながら

自分もくつろいだ気持ちで脳やメ

にアドバイスするというよりは︑

島袋

全くその通りだと思います︒

きっていたとは︑嬉しいですね︒

志賀

タルの状態は相手に影響しますね︒

ことが出来るし︑すごく自分のメン

手の心にも余裕を持たせてあげる

だから自分の心に余裕があれば相

ャッチされているんだと思います︒

な人の脳波を測らせてもらった時

なってつくづく思います︒色々

志賀

改めて確信しましたね︒

相手の脳波と共鳴するんだなあと

志賀

がくるそうです︒﹁なんとなく昨

脳の働きとしては都合のいい所︑

す︵笑︶︒だけど自分が楽しい気持

そうです︒先程も志賀先生

日のエステティシャンは上手じゃ

悪い所あるじゃないですか︑普通

ちでいる時には︑お客さんの今ま

ただ全く同じようなケース

脳波が占い忙及ばず影響

識を引き出して素直にフィードバ

とを改めて感じました︒

なるほどね〜︒ポジティブ

ックしてあげる︒

なかったわ﹂ っていう反応らしい

は悪い処を直してよくしましょう

での運勢を見て﹁この時はものす

エステティシャンにしても

ですから私も常にお客さん

千鶴子先生がそう見てくだ

んですね︒

という短所是正を考えるけども︑

ごく良かったようですね﹂とお伝

そうです︒すると会社への

志賀 お客さんのネガティブな意

今のお話は良い所を伸ばすという

えすると︑そのお客さんは ﹁この

そうなんですか？

生きる為には運の良い大のをわけ

かい選良う生きや﹂とか﹁運良う

んが社員に﹁せっかくの人生やさ

に勤めていたのですが︑幸之助さ

志賀 はい︒昔︑私は松下電器

島袋

分かったんです︒

というか︑それは脳波を計測して

くるんですね︑良い影響を受ける

出なかった人も出るようになって

人のそばにいると︑最初はあまり

志賀 そのアルファ波が強く出る

島裟 はい︒

ゃないですか︒

すが︑すごくアルファ波が出るじ

に︑千鶴子先生もそうだったんで

確かにおっしゃる通りだ

識を引き出して強調することにな

長所伸展ですよね︒結果的に悪い

時だけですか？この時もじやない

人との

りますよねー・

所は消えてしまう︒

ですか？﹂という前向きな方向の

そうなんですね︒先日アロ
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コミューーケーションにおいて

轟袋 はい︒だけど人気のあるエ

萬讃

話になるんですよね︒
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確かにそうですね！自分の

ステティシャンの方は︑﹁ゆっく

マの勉強会に参加したときも︑先
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り休んだ方がいいですよ〜﹂とか
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株式会社 THI
DA OKI
NAWA 代表取締役

島袋 千鶴子

