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2019年の始まりと終わり

2019年1月は、2019年の始まりでもありますが、同時に2019年の終わ

りを示唆する月でもあります。1月に私たちが意図したことが2019年

を通じて具現化していくからです。

私たちが意識していなかったとしても、私たちは宇宙の一部であり、
宇宙全体、太陽や月、惑星や地球の動きの影響を受けています。

この地球上ではかつてないような変化が起こっており、すべてが加
速していく中で私たちがハートの真実に従って、何を望み、何を選
択するか、は最重要事項となっています。

私たちがいま手にしているものはすべて、自分が望んだものであろ
うとなかろうと、過去の自分の選択から生み出されたものです。

「あなたのハートの望みは何ですか？」 

�1

女王マブ誕生 

ジャパンツアーSpring 

サマースクール 

🆕 バイアルホルダー 

Monthly Newsletters 
Beamer Light Pen Japan 



January 2019 

�2

1月14日、オーラソーマに116番目のボトル「女王マブ」が誕生しました。 

2019年を表現するこのカラーのエネルギーをどのように感じられたでしょうか。 

私たちが「女王」として返り咲くために、どんなメッセージを携えているでしょうか。 

すでに私たちが学んできたように、特定のカラーは特定のエネルギーを活性化します。 

一連のアークエンジェルの旅が終わり、私たちの意識はさらに上昇しようとしています。 

ビーマーライトペンは、カラーエンライトメントをもたらすツールとして、
ガーラ先生とロバート先生が20年以上にわたり、その効果的な使い方を研究、実践され、

それがトレーニングコースという形をとって分かち合われています。

「ビーマーライトペンはオーラソーマから生まれたツールであるが、
異なるヒーリングシステムになっており、オーラソーマとはシナジー(相乗効果)がある。

そのため、ビーマーライトペングループは今もなおオーラソーマからサポートされている。」
と先生方はお話になられています。

私たちがなぜビーマーライトペンを使うことをお勧めするのか、
それはビーマーライトペンがカラーエンライトメントつまり「目覚め」をもたらすために

とても有効なツールだからです。

「目覚め」とは、自分自身が何者であるか、なぜここに来たのか、を完全に思い出すことです。
ヒーリングの目的は、この「目覚め」にあります。

すでにカラーエンライトメントを体験している方も目覚めが近い方も、
2019年に入り、2018年とは劇的にエネルギーが変わってきていることを

日々体感されていることと思います。地球はかつてない変化を迎えています。
21日の月食で獅子座の満月がもたらすエネルギーも強力に目覚めを促すものです。
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「完全に自分が何者かを思い出す」
つまり、下層にあるマゼンタのエネルギー、

自分という生命は神聖なる愛そのものであるということ、
ヒーリングとは「生命とは何か」を学ぶ旅でもあります。
ゆえに「個」であるオリジナルの自分が携えてきた
すべてのポテンシャルを今世で表現すること、
魂の成長のためにこの地上を生き抜くこと、
約束してきたミッションをやりきること、
を決心するかどうか、ということです。

社会や親や他者が求めるあなた、
誰かの真似をするあなたではなく、
「自分のハートに完全に正直に生きる」

「自分の全体、光の側面だけでなく闇の側面も愛する」
「他の生命との違いを受け入れてありのままを愛する」

ということ。

「目覚め」は、誰かの承認を得るものではなく、
自分の内側でのみ起こること、
自分にしかわからない真実です。

そして、いま目覚めることを決意した人にとっては
かつてないほど目覚めがもたらされる扉が開いています。
ビーマーライトペングループはその扉のひとつです。

ありのままの自分を愛することの重要性は皆さんもたびたび耳にされてきたと思います。
どのくらい日常で実践できているかが重要です。

地球は太陽にはなれず、乙女座は獅子座にはなれないように、
ありのままの自分を受け入れず、自分以外の何かになろうとすると痛みが生じます。

嫉妬、妬み、優劣感と劣等感、卑屈さ、焦り、不平不満、これらの感情は
ありのままの自分を受け入れていないことに由来しています。

宇宙でただひとつのわたしという生命をありのままに愛することは、
自分の光の側面だけでなく、闇の側面も同じように抱きしめることです。
自分自身の内側にある深み、今まで見ないようにしてきたところ、

無意識の領域を「観る」、それが上層に現れているロイヤルブルーの質です。

ビーマーライトペンのアドバンスセット、アークエンジェルのカラーには
ディープマゼンタがたくさん出現しています。

私たちという存在は広大な宇宙であり、無意識の領域にはまだ私たちが発見していない
たくさんの可能性、潜在能力が眠っています。
光の入ったマゼンタが下層に現れたのは、

私たちの新しい可能性、自分自身の闇のなかに光をあてることができるということ、
つまり内側のもっと深い部分を癒していくことができる可能性を表わしています。



January 2019 

�4

「目覚め」をあらわすカラーはレッドです。
上層のロイヤルブルーにも下層のマゼンタにもレッドが含まれています。

つまり、「目覚め」には完全なグラウンディングが必要となります。肉体との完全な統合、生命とい
うものの深い理解、自分が何をやっているかを完全に認識していること。私たちは、肉体を維持する
ために他の生命をいただいているということすら忘れてしまうのです。それくらい私たちは無自覚に
生きているのだと素直に認めることがグラウンディングの始まり

です。
私たちは自分の肉体のことすらほとんど知らないのです。肉体は
毎日必死で動いていますが、私たちは何か症状として不都合が起

きたときしか肉体に注意を払いません。
何かを具現化するために、感じるために、肉体が必要です。
肉体という魂の器をまずは感謝を込めてケアしましょう。

私たちはすべての現実を自分自身で創り出しており、
そのため、自分の選択に完全に責任をとること、

犠牲者のポジションに自分を置くことを完全に放棄することが
グラウンディングの具体的な意味合いです。

何も自分以外のせいにはできないことを完全に受け入れること、
第1チャクラのバランスが安定し、自分が行なっていることのす
べてが意識的になっていくことで感謝の気持ちが自然に生まれ、

すべての不満と不安から解放されます。
すべては自分で選択しているのだと理解できれば、その選択を変
えていくことでより良い現実を創り出していけるからです。

そしてさらにグラウンディングを強化するために、
感情の浄化が必ず必要になります。

過去に体験したショックや痛みが、この「自分の行いを観る」
ときの見方を制限しているからです。物事をありのままに観れな
いことによって、同じ反応パターンを無自覚に選択してしまい、

その感情の体験を繰り返すことになります。

アドバンスコースでは、過去生のヒーリング、そしてマヤンゲート
についてさらに深く学びます。

マヤンゲートのワークはタイムラインシフトを活性化させるワークです。
私たちが「いまこの瞬間」に完全に意識をおけること、つまりグラウンディングを強化します。
自分の神聖さ、マゼンタのエネルギーを統合するには、まずレッドの活性化が必要です。

ロイヤルブルーのエネルギーは自分の行いを洞察することをサポートします。

自分自身が何者かを完全に思い出すことは、完全に自己信頼を回復させるということです。
自己否定や自己卑下は自分の神聖さへの疑いを表しています。自分を虐待する行為です。
自分のなかの暴力や分離を終わらせるために、自分が見ないようにしてきた、隠してきた、

感じないようにしてきた感情を赦し、救い出す時です。

誰もが、この地上での「生」の女王として返り咲く可能性を持っています。
その可能性の扉を開けるかどうかは選択次第です。

自分自身のハートに耳を傾け、自らの嘘を受け入れ、許し、自分を奮い立たせて、
どんなときも自分を愛し抜く選択をし続けることができますように。
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Japan tour 2019 Spring

ビーマーライトペンのコースは進化し続ける「生きた」コースです。
ガーラ先生とロバート先生がコースでシェアしてくれる最新の情報と高次のエネルギーは

目覚めのサポートとなるものです。
前回のアドバンスコースでは、大天使のバイアルを使ったマヤンゲートのワーク
が世界で初めてシェアされました。各コースの再受講もおすすめいたします。

🌸 2019年3月29日(金) ・30日(土)・31日(日)🌸

🔹 セカンドコース(ガーラ先生)      🔹 アドバンスコース part1 (ロバート先生)

🌸 2019年4月1日(月)・2日(火)・3日(水)・4日(木)🌸

🔹 ティーチャーコース(ガーラ先生&ロバート先生)

🌸 2019年4月5日(金)・6日(土)・7日(日)🌸

🔹 アドバンスコース part2 (ガーラ先生)  🔹 色と光のヒューマンアナトミー  (ロバート先生)

アドバンスコースは、part1、part2、どちらからでも受講いただけます。

今回part1だけを受講し、秋にpart2を受講することも可能です。

💖 1月31日(木)までにお申し込み&ご入金いただくと早割になります💖

102,600円 →  97,200円(税込)



January 2019 

�6

2019年のサマースクールのテーマは「家族」です。

私たちがその影響を自覚しているかいないかに関わらず
地上に生を受けてから、最初に愛と痛みを与えた存在は「母親」です
幼少期「母親」から言語を学び、振る舞いを学び、考え方を学び

私たちは成長してきました。

家族は、私たちが最初に体験する小さな「社会」です。
家父長制の家族の中で育った子どもは「組織では男性の長に従うもの」

という信念体系を幼少期にインプットされることでしょう。

そして幼少期にインプットされた、この
「女性は社会においてこのようにあるべき」
「男性は社会においてこのようにあるべき」

という考え方が、いまだに私たちの生き方のベースと
なっているのです。

そのため、ほんの些細なことであっても、
両親や社会が評価していることと異なる選択をした場合、

無意識レベルで痛みや罪悪感が生じます。
その痛みや罪悪感が大きい場合は、

ハートを閉じて本当の望みを見ないようにするでしょう。
家族に対して愛情があるからこそ、痛みも感じてしまうのです。
母親から分離した時のショックや寂しさの影響は今も続いています。

私たちの成長のプロセスにおいて、
家族の影響から自由になること、家族から自立すること

はとても重要なステップです。

蜘蛛の巣のような家族のカルマや依存関係に対して
「ファミリーコンステレーション」

という美しい心理学的手法を用いてアプローチしていきます。
そのほか、誘導瞑想や呼吸法、サイコソマティクスなど

さまざまなヒーリングワークを駆使して、
家族からどのような影響を受けてきたか、

そのために受けた傷や痛みを癒し、解放します。

誰の影響も受けないオリジナルのあなたを発見した時、
驚きと同時に懐かしさも感じることでしょう。

Summer School 2019 

family Constellation  

For Freedom from Family 
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※「2001年9-10月発行フィリ58号」に掲載されたものより抜粋

バート・ヘリンガー氏はドイツで大変有名な、そして多くの人々に愛されている
システミック・ファミリー・セラピー（体系的家族療法）のセラピストです。
ヘリンガー氏の働きは現代のセラピーに革命的変化をもたらしました。

彼のベストセラーとなっている多くの著書は、世界各国で翻訳されています。
以下に続くインタビューで、愛の隠された法則がどのように私たちの関係や人生を
決定していくか、ヘリンガー氏はそれについての知恵と洞察を分かち合ってくれます。

ヘリンガー:私が主に使う手法をファミリー・コンステレーション（家族の関係配置）といいます。
どういう意味かというと、グループで行なうセラピーという場の中で、クライアントは家族として
適当な代理人たちを選び出し、その人たちを自分の家族の関係に基づいて実際に配置します。
これはとても簡単なことのように聞こえます。しかし、驚くことに、代理人たちは配置されるや否
や、実際の家族のことを知らないにも関わらず、まるで本人であるかのように感じ始めるのです。
ファミリー・コンステレーションというこの方法を通して、それまでに考えたこともなかったよう

な物事が明るみに出て、家族の中の問題が何かを見ることができるのです。
たとえば、もし父親（役の人）が外を見ているとしたら、父親が家族から去っていきたいという思
いが見て取れます。そのようなことが他にもいろいろ起こってきます。だからこれは、その家族にとっ

て実際の問題が何なのかを発見するために、たいへん役に立つ道具となります。
そして、ひとたびそれが開かれると、セラピストは家族の一人ひとりが心地良いと感じられるまで、

そのコンステレーション（家族の配置）に介入したり、変化させたりできるわけです。
このようにして、配置を変化させることでその場で、問題を解決していきます。しかも、驚いたこと
に、これは実際の家族関係に影響を及ぼすのです。つまりファミリー・コンステレーションの中で
問題の解決がひとたび発見されてしまうと、家族はその場にいなかったにも関わらず、実際に効果

が表われ変化が起きるのです。

バート・ヘリンガー Bert Hellinger

1925年ドイツ生まれ。
神学と哲学、そして教育学を学んだ後、カソリック修道会の一員として16年間、

南アフリカのズールー族のもとで教育にかかわる。
その後、ウィーンで精神分析学を学び、原初療法、ゲシュタルト心理療法、
トランスアクション分析、スクリプト分析、NLPおよびエリクソン流催眠療法

を経て家族療法、とくにファミリー・コンストレーションに出会い、
その一部をシステム的な解決をもとめる視点で深め、家族という枠にだけに

とらわれない現象学・システム論的心理療法に発展させた。

About family Constellation 
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「人間の意識の進化にはディープなワークが必ず必要。そのための美しい場所をクリエイトしたい。」
そんなロバート先生とガーラ先生の熱い思いから作られたリトリート施設、

それがイタリアのウンブリアにある「Le Pietre Parlanti」です。
 

「もっとよりよい人生を生きたい」「成長したい」「もっと自分を知りたい」
高いモチベーションを共有できる方々とイタリアへ渡航し、6日間のディープなワークを行います。
イタリアの空港からの交通、宿泊、お食事がすべて含まれている特別なプログラムになっています。

 ビーマーライトペンティーチャーを目指す方にとっては参加必須のプログラムです。
 

ロバート先生とガーラ先生は30年以上人間の意識の成長に貢献してきました。
ヒーリングプロセスが進んでいくと必ずどこかで変化に対する「抵抗」が出てきます。
私たちが認識できている顕在意識はわずか4～5%であり、潜在意識に真実が眠っています。

潜在意識にアクセスするためにはディープなワークを集中的に行う必要があり、
そのためにサマースクールが生まれました。2012年から毎年7月に実施し、今年で8年目になります。

 
自然のエネルギー、美しい空気とお水、心身にやさしいお食事、意欲の高いグループ、
信頼できるティーチャー、自分自身の深みに向き合うには愛と信頼が必要です。

自然のエネルギーに守られた特別な環境で、自分自身の深みにアクセスしてみませんか？

スケジュール

7/13(土) フィウミチーノ空港到着、車で施設へ移動

7/14(日) サマースクール1日目

7/15(月) サマースクール2日目

7/16(火) サマースクール3日目

7/17(水) サマースクール4日目

7/18(木) サマースクール5日目

7/19(金) サマースクール6日目

7/20(土) フィウミチーノ空港へ移動 → 帰国

7/21(日) 日本着

About summer school 

4月26日までの早割金額
【264,600円（税込）】

4月27日以降
【297,000円（税込）】

＜参加費に含まれていないもの＞
日本～ローマの往復航空券・空港税・
サーチャージ・海外旅行保険料など

交通にかかる費用
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New vial Holder
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www.blp-japan.com

新たに3つのタイプのバイアルホルダーが誕生しました✨

ご注文はshop@blp-japan.comまで
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