
■ ＴＡＷ講座で第２の人生の幕が開く
　長野県上田市で製造業を営んできました。２年前に息子と社
長を交代して、「このまま年を取るのもつまらない」と思った時に、
知り合いからＴＡＷのセミナーに誘われました。　　
　これまで行ったビジネス系セミナーでは何かのやり方を勉強す
ることが多かったのですが、マスターＴＡＷ入門講座ではあり方
に焦点が当てられていました。どんな自分でありたいのか？　第２
の人生を迎えて、真剣に自分を見つめ直す機会になったのです。
　中級講座に進むと、受講仲間の女性たちがキレイになっていく
のに気づきました。「私だって」と思い、「カッコいいおじさんにな
る ! 」とみんなの前で宣言しました。イヤイヤ違う、今だっておじ
さんなんだから、おじさんじゃダメだ。言い直して「カッコいい男
になる! 」と宣言したのです。
　宣言の効果はバツグンでした。長年、体重制限をしてもちっと
も痩せなかったのに、あっという間に体重が落ちて、２０代と同じ
６５キロで私のベスト体重になったのです。一生懸命に痩せようと
しなくても、自然と食欲が抑えられたようです。
　目立ってきた白髪も染めるようになり、気にしなかった服装にも
気を遣うようになりました。

■宣言して深層意識を
コントロールする
 「カッコいい男とは挑
戦する男だ」と思い、
次 は「富 士 山 に 登
る ! 」と宣言しました。
これが８月のお盆過ぎ
のことで、富士山の山
小屋は７、８月の盛夏
しか開いておらず、８
月２８日しか予約が取れませんでした。来年になったらやる気が
なくなるからと、練習なしのぶっつけ本番で登ることにしたのです。
初めての登頂でしたが２日かけて、一人で黙 と々登って帰ってき
ました。
　富士登山では急に登ったためにヒザを痛めましたが、私の挑
戦意欲は収まらず、帰ってすぐに「よし、今度はマラソンに挑戦
する! 」と宣言したのです。
　この２、３０年間、まったく走ってもいないのに、１０月には地元
の古戦場マラソン１０キロの部に出場しました。完走しましたが、
さらにヒザを痛めました。
　ＴＡＷ講座はこの年、入門から上級まで受講しました。ＴＡＷ
では、自分がやると決めて、深層意識も同じ方向に動けば現実
化が早いといいます。それには、インナーチャイルド（深層意識
の子どものようにわがままな自己）がちゃんと命令に従わないとい
けないのです。かつて会社経営のために参加したセミナーでは、

「右向け右」で命令に
従わせる軍隊調のモノ
もありました。その体験
も役に立ったようです。

■６０歳でホノルルマ
ラソンを完走する
　ＴＡＷ仲間から、ホ
ノルルマラソンに出ようと

誘われました。とんでもない話だと最初は聞き流しましたが、世
界中から意欲的な人たちが集まる場に私も行きたいと思ったの
です。
　２０１３年、「ホノルルマラソンに挑
戦する !」と宣言しました。開催２週
間前、鍼の先生から「このヒザじゃ
ムリだよ」と言われ、周囲からもヒザ
がダメになる、歩けなくなると脅かさ
れましたが、振り切って出場しました。
　ホノルルマラソンは無事完走できま
した。走りきった充実感に満たされ
ました。その後、ヒザの痛みも、毎
年医者にかかっていた腰痛もなくな
り、２、３０００メートルなら毎日でも走
れるくらいに体調も良くなったのです。
　ＴＡＷでは、問題や病気などのマ
イナスも思考がつくるとします。不安
や心配、やりたくないなどの思いが
大きいとヒザが痛くなり、「絶対やる
ぞ」という気持ちが勝ると、それも
治まるのでしょう。私のように練習も
せずに挑戦するのを勧めるわけでは
ありませんが、まさに、ＴＡＷでいう「自
分が決めたことが現実化する」のを体感しました。

■いつまでもカッコいい男でいたい
　今までまじめに働き、それなりの生活もできるようになりました。
地域でもさまざまな会長職を務めてきて、妻と息子や娘との関係
も良く、周りからも理想の家族といってもらえます。でも、まだ何
かできることがあると思えるのです。
　今年の２月からはＴＡＷをビジネスに活用したＭＢＩＰ（マスター
ブレインインストールプログラム）に参加しています。子どもたちの
ような年代の人たちと勉強するのが楽しいんです。この先、自分
の経験をＴＡＷを通して語ったり本にできたらいいと思います。こ
れからも何にでも挑戦しながら、いつまでもカッコいい男でいたい
ですね。

富士登山も初挑戦しました。

■定年の時にＴＡＷと出会う
　２５年間にわたって子どもたちに私塾で学
習指導をしてきました。６０歳を機に塾を閉め
て、定年後はゆっくりしようと思っていた矢先
にＴＡＷと出会ったのです。
　２０１０年７月沖縄で初めて開かれたマス
ターＴＡＷに参加して、その後、入門・初
級を各３回、そのうち１回はシドニーまで行っ
て受講し、マスターＴＡＷやその他の講座を
複数回受講してきました。
　ＴＡＷを学びはじめて２年後には、塾に
使っていたスペースをサロンにリフォームして、ＴＡＷの受講者を中心
に一色真宇先生の『人生乗換えの法則』の読書会をはじめました。
　沖縄は地域のラジオ放送が盛んなのですが、２０１２年１月からは、
ＴＡＷ沖縄キーステーションの新垣真治先生と一緒に、「真治と君
子のＴＡＷコーナー」というＦＭラジオ番組のパーソナリティを務めま

した。沖縄キーステーショ
ンとＴＡＷのことについて
１年間発信し続けたの
です。
　私のサロンでもＴＡＷ
のお茶会やカウンセリン
グを少しずつ行っていま
した。そんなある日、私
は忘れることのできない
体験をしたのです。

■父への謝罪でひっくり返ったこと
　その日、ちょうど一人になれる時間があり、深層意識の修正
として、すでに他界していた父に対して、謝罪をしようと思いまし
た。ＴＡＷ講座では、親から受けた恩義を私たちはわかっていな
いから、親をイメージして何度も謝罪するようにと言われていたの
です。
　部屋に一人で正座して、「お父さん、ごめんなさい」と声に出
して言いました。たくさん迷惑をかけ、心配させてきました。それ
でも、いつも優しく寡黙な父が私は好きでした。
  「お父さん、ごめんなさい」と言いはじめて４００回を超えたくら
いでしょうか、私の中で別の感情が立ち上がってきたのです。
  “それは違うよ。父を自分よりも下に見ていたんだよ。何でも言う
ことを聞かせてきたんだ。わがままを聞いてくれたから、父のこと
が好きだったんだ――”
　それは愛じゃなかった、私には愛なんてなかった……。そう思っ
た瞬間、涙があふれ出し、声は嗚咽と化しました。腹にあった
塊のようなものがゴォーとものすごい勢いで押しあがり、喉を通っ
て砕け散ったかと思うと、涙となって流れ出したのです。「お父さ

ん、本当にごめんなさい、ごめんなさい……」
　この時を境に、天真爛漫と思ってきた自分の中の
傲慢さに気づき、私の中で「愛の定義」が変わりま
した。
　オセロで黒と白が入れ替わるように、家族への思
いがつぎつぎとひっくり返っていったのです。

■家族への思いがことごとく変わる
　同居している義理の母は、後妻として家に入った
ので、主人にとっては育ての親でした。主人の下に
も２人兄弟がいて、「本当の子どもだけをかわいがっ

た」と主人から聞かされていました。ＴＡＷで考えると「相手は
自分の深層意識」なので、そう主人に言わせたのは私でした。
　厳しい母と思ってきましたが、「愛の定義」が入れ替わると、
膨大な時間と労力を捧げてくれた分別のある大人の女性と思え
ました。今までと全く考えが逆になったのです。　
　主人に対しても、仕事ばかりで家庭を顧みない冷たい夫と思っ
てきましたが、主人は家族を養い、定年後も老朽化した公民館
を建て直すなど地域のために貢献するすばらしい人でした。
主人はタバコもやめて体重も７キロも減量していたのです。
　私が主人を見下げている時には、親子関係でもぎくしゃくする
ことがありましたが、今ではスムーズになり、子どもたちも結婚し
て孫も１人生まれました。
　数年前に若くしてガンで亡くなった主人の妹のことも、かわい
そうなことをしたと嘆いていましたが、妹は私の写し鏡の姿にほ
かなりません。親や周囲のせいにして恨みがましく、自分の力を
出せずに死んでいった私の姿に、悔しさから怒りさえ覚えたので
す。
　こうして周囲への思いが変わると、家族がつくったものの上に
胡坐をかいて生活し、自分だけががんばり、自分だけが正しい
かのように美化していたことが本当に恥ずかしくなりました。

■新たに自分の人生をつくりたい
　ＴＡＷ講座ではフラクタル
心理カウンセラーを取得して、
ＴＡＷをビジネスに活用した
ＭＢＩＰ（マスターブレインインス
トールプログラム）にも参加し
ています。現在はファミリー
ＴＡＷのティーチャーを目指して講座を受講中です。
　先日、骨密度を調べてもらう機会があり、お医者さんか
ら「２０代の骨密度ですね」と言われました。ちょっと大げさに
言われたのかもしれませんが、その言葉を受けて、青春時代に
戻ったつもりで、今からはもっと自分のエネルギーを出して、新た
に自分の人生をつくっていきたいと思っています。

■幼いころから続いた家庭の問題
　父方の祖父母の不仲に端を発し、同居していた私たち家族も影
響を受けて、いつしか家族仲が悪くなっていきました。結婚して実
家を離れ、３人の子どもにも恵まれました。私は新しい自分の家族を
大切にしていこうと思いましたが、実家の母から毎日のように電話で
繰り言を聞かされて、子育てにも身が入りませんでした。
　私は母方から続く４代目のクリスチャンでしたが、実家の問題に悩
み、解決したい一心で、２４年前に仏教に改宗しました。
　７年前からは改宗した仏教のお寺に勤務しはじめました。先代の
師匠の教えに当時はとても感動したのですが、ここでもやがて人間
関係のいさかいに悩まされるようになったのです。外に解決策を求
めたところ、紹介してくださる方があり、今年の
１月からマスターＴＡＷを受講しはじめました。
　ＴＡＷ講座では、幼い時のことを思い出しな
がら私の実家の問題をみていきました。それに
よって衝撃的なことを知り、人生がひっくり返るよ
うな体験をすることとなったのです。

■母を引き留めていた思い
　私には２歳違いの弟がいます。幼い時からやんちゃで、周り
の大人たちにかわいがられていました。引っ込み思案だった私は、
人気を独り占めにしている弟を見て、弟だけがかわいがられてい
ると、いつもひがんでいました。
　１２、３年前に弟が大病をしてからは、奪い返すように両親を
自分の元に引き取りました。８年前に父が９４歳で亡くなり、母も
施設に預けました。
　初級講座でわかったことは、「相手は深層意識の中の自分の
姿」であり、私は子離れしない母にずっと悩まされてきたと思って
いましたが、実は、私が母に甘え続けていたのだということでした。
施設にいる母をこの世に引き留めているのは、誰でもない私なの
だと知ったのです。
　私は心から母に感謝してその気持ちを手放しました。すると、
５日後、母は大往生の末に９４歳で最期を迎えました。

■閉じ込めていた心が解き放たれる
　母を送り出し、心の中で母に対する謝罪と感謝を繰り返すうち
に、私の心は鎮まっていきました。
　勤めていたお寺の部署でも、よどんでいた空気が入れ換わる
ように、疑心暗鬼に見えた仲間たちが、明るく前向きになっていっ
たのです。
　変化は私の身体にもありました。２～３年前から話そうとして緊
張すると、下あごが振えるようになり、うまく発音できなくなってい
ました。はっきりした原因が不明の病と診断されたこの症状が改
善されていきました。
　さらに個人セッションでも大きな気づきがありました。父方の祖

父母と暮らし、凍りつくような人間関係の中で、幼い時にものす
ごく萎縮して「このまま消えてしまいたい」と強く思った体験を思
い出したのです。自分らしく生きたいと思いながら、自分を発揮
するのを怖がり、人前でひどく緊張するのは、根底にこの体験
があったのです。
　周囲にいさかいをつくり、自分は平和を求める人で、周りは戦
いを求める人として、「あの人たちを救いたい」と思う私の思考
パターンも読み解くことができました。
　消えてしまいたいという体験は、幼い心で捉えた思い込みから
つくられたものに他ならず、いさかいもまた、強い自己主張の欲
求が外側に表れたものでした。被害者になることで、分がいい
立場を演じてきたのですが、それによって長年、苦しみを味わう
ことになったのです。
　すべては私の思考がつくり出した現実でした。私が周囲を悪
者にしてきたのだと引き受けきった時、幼児期に締めた留め金が
外れて、私の心は解き放たれたのです。

■仲睦まじい親子関係に
　すでに独立していた子どもたちと
の関係もすっかり変わりました。気持
ちを探り合うような間柄でしたが、私
が変わったことで、心が通い合う間
柄になりました。夢にまで見た仲睦ま
じい親子関係になったのです。
　お寺で別の業務についている夫も協力的で、私が意気揚 と々
ＴＡＷを学ぶ姿を見てとても喜んでいます。
　ＴＡＷを学びはじめて９ヵ月、マスターＴＡＷの上級まで修了し、
ＴＡＷをビジネスに活用したＭＢＩＰ（マスターブレインインストールプ
ログラム）にも参加して、フラクタル心理カウンセラー養成講座も
受講しました。これから私と同じような悩みを持つ方に、ＴＡＷで
お手伝いをさせていただければ嬉しく思います。
　ひたすら自らの中を
磨き上げて被害者意
識を取ることで、それ
ぞれが能力を発揮し、
敬い愛しみ合える社会
となる――、ＴＡＷなら
それが実現できること
でしょう。これ以上の
教えはないと心からそ
う思うのです。
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で８８個に減っていきます。良い思いを入れ続けるうちに、
病気の思いが減っていけば、病気は現実化しなくなりますよ
とアドバイスしています。
　ＴＡＷをさらに学んでもらいたいと思う人には、ＴＡＷ沖縄
キーステーションをご紹介するようにしています。

■職員への対応も変わってきて
　治療院の職員の数は現在２０名になりました。こんなに素
晴らしい職員はいない、職員はみな私の宝だと思っています。
ですが、人間は完璧ではないので、たまにグチがこぼれそ
うになる時もあります。そのような時には、「ああ、そうじゃない」
とすぐに気づきます。ＴＡＷでは「３６０度自分」といいますか
ら、相手に言いたいことは、本当は自分に言いたいことだと
わかるので、相手を責めることもなくなりました。
　治療の一環として行っている分子栄養学についても、「も
う少し分子栄養学の勉強をしてくれたら申し分ないのだけれ
ど」と、ついつい言いたくなりました。多くの職員は主に温
熱療法の施術をしていますが、７の力があるのなら、８も９も
と求めたくなるのです。
　ここでもまた、「ああそうか、相手に求めるのではなく、自
分をもっともっと磨くことだ」と思い直します。「もう少し勉強し
たらいいのに」と思うのは、「自分がもう少し勉強したほうが
いい」ことがあるということなのでしょう。
　職員との何気ない会話でも、「うちのダンナは全然何にも
やってくれないのよ」とはじまったときには、「相手に言いたい
ことは、相手もあなたに言いたいことなのよ。だからダンナさ
んをもっと大事にするといいよ」と言うと、「なるほどね、わか
りました」と聞いてくれるようになりました。

■家族でＴＡＷを学んで
　まとめて時間が取れないこともあって、私はマスターＴＡＷ
の中級まで進んでいますが、まだＴＡＷを十分に使いこなし

■ 娘に勧められてＴＡＷを学びはじめる
　次女がＴＡＷを受講してから、毎日のようにＴＡＷの話を
するようになりました。「お母さんも受けよう、受けよう」と、
熱心に勧めるので、マスターＴＡＷを受講することにしました。
すぐに、今まで読んだ自己啓発の本やセミナーとは違うと感じ
ました。現象から思考を読み解くＬＤＰという方法を実際に試
してみると、自分の思考を読み解くことができて、さらに興味
が湧いてきたのです。ＴＡＷを学んでから、次女もずいぶん
考え方が変わったのを感じて、私も仕事にＴＡＷを生かすよ
うになりました。

■ＴＡＷを応用したカウンセリング
　仕事は沖縄の中頭郡で温熱療法の
治療院をしています。身体を温めて自
然治癒力を高める未病予防で、病気になる前に病気の芽を
つもうという趣旨ではじめましたが、効果が出ることから、病
気治療として大勢の方がいらっしゃるようになりました。
　そのような場合は、カウンセリングからはじめるようにしてい
ます。病気の方は得てして甘えや依頼心が強く、ＴＡＷでい
うチャイルド（深層意識の中の子どものようにわがままな自己）
が多いのです。
　ＴＡＷを学んでからは、「病気は自分でつくったのだから、
人のせいにしたらダメですよ」とハッキリ言っています。「病
気はお宅のご主人がつくったの ?　お友だちがつくったの ?
親がつくったの ?　ご自分で病気になったんでしょ? 」と話す
と、みなさん「はい、そうですね」と頷いて、納得されるよ
うになりました。
　病気を治すには良い思いを貯めましょうと、コップをたとえ
に使ってＴＡＷの話もしています。病気になるのは深層意識
に悪い思いが溜まって、それが現実化しているのです。たと
えば、コップ１杯に、病気をつくるような思いが９０個あったと
して、１つ良い思いを入れていくと、それは８９個に減り、２つ

６０兆の細胞がワクワクするＴＡＷの教え

社長を交代してリタイア後に、まだ何かできるはずという思いから
ＴＡＷ講座を受けて、次々に宣言したことを実行していった
沓掛和男さんからお聞きしたお話です。

ＴＡＷプレスでは毎号、ＴＡＷを活かして人生をバージョンアップした方たちの
感動ストーリーをお届けします。
今号では好奇心あふれる素敵なプラチナエイジの皆さんにご登場いただきます。
まずトップは、ＴＡＷをカウンセリングに活用し、経営にも活かしていきたいと語る
琉球温熱療法院院長の屋比久勝子さんからお聞きしたお話です。

ていないので、もっと勉強したいと思っています。長女も忙し
くＴＡＷは途中まで進んでいます。３年前からＴＡＷを学び
はじめた次女はだいぶ使いこなしているようです。いつかは
ＴＡＷのカウンセリングをしたいといっています。私も長女もわ
からないときには次女に「ＴＡＷではこれどう分析するの ? 」
と聞くようにしています。
　最初はあまりＴＡＷに興味がなかった次女の夫も、「ＴＡＷ
ではこうでしょ」とＴＡＷのことをよく口にするようになりました。
夫婦でＴＡＷを知っているのはとてもいいことですね。人の
せいにしないので、ケンカがなくなります。何かあってもすぐ
に納得し合えるようです。

■自身の病気治療から
開発した温熱療法
　４０歳の頃、臓器全部
に病名がつけられるほ
ど、病に悩んだ時期が
ありました。ドクターから

「もう手がつけられませ
ん」と見放されて、自分でどうにかするしかなくなりました。
独学で分子栄養学、中医学、生理学を学び、そこで得た
答えが、「病気は冷えが原因。身体を温めることが必要」と
いうことでした。
　まずはビワ温灸からはじまって、遠赤外線の温熱療法など
を試みました。どれも身体の表面しか温まらないので、もっと
身体の芯から温める方法はないかと探し回りました。難病治
療で有名な国内外の温泉にも足を運びました。そこで天然
鉱石に着目し、特殊な鉱石を集めて測定を繰り返した後に、
天然ラジウムや遠赤外線を放出する温灸器を開発すること
ができたのです。
　この温灸器を身体にあてると、身体の芯まで熱が入ってい
くので、とても気持ちが良く、血液の循環が良くなりました。
不定愁訴にはじまり、さまざまな疾病を持つ方たちがどんど
ん元気になっていきました。あれだけ病名がついていた私の
身体も元気を取り戻すことができたのです。
　１０年前にはこの温灸器を琉球温熱治療器として特許を取
り、全国から研修生を受け入れるようになりました。現在で
は全国で加盟店が３０店舗になり、琉球温熱療法の普及に
努めてくれています。

■代替療法のトップクラスを狙いたい
　毎日楽しくやってきたつもりですが、「私はいつまでこれをし
ていくのだろう ?　あと２０年も３０年もこれを続けていくのか
な ? 」という思いがふと頭を持ち上げることがありました。出
張など仕事が重なり、少し疲れが出た時などには年齢のこと
を考えてしまいました。
　それが、ＴＡＷを学びはじめると、ＴＡＷでは寿命は１５０歳
といっていますから、「ああ、私だってできるな」「まだまだ若い」
と思えるようになったのです。来年７０歳になりますが、１００
歳までとしてもまだ３０年もあります。３０年あればできることも
たくさんあると思えました。
　ＴＡＷでは、前向きな思考を積み上げて、生産性を上げ
ていけば、頂点を目指せるという考え方があります。まだでき

ると思えたら、私もてっぺんを狙いたいと思いました。代替
療法のなかでトップクラスになりたいという夢がはっきりとしてき
たのです。
　折しも、韓国ではこの９月の新学期から、国立大学院の
ヘルスケアの特別学科に、琉球温熱療法のシステムが導入
されることになったのです。韓国の教え子がこの学科の教授
にもなりました。韓国では、鍼灸院や韓方医院など、この
療法を取り入れる加盟店が増えているところでしたが、この
展開には私自身もびっくりしました。まったく想像もしていな
かったことだったので、着 と々前進していることに大きな喜び
を感じました。
　特にアジアでは広がる気配があります。タイに新設された
介護・福祉学校で、来年４月から琉球温熱療法が学科の
科目として導入されることが決まり、現在、次女の夫が教材
づくりを進めています。
　今まで海外というと言葉の壁もあり、普及させるのは難し
いと思ってきましたが、このところ、上海や台湾からも話がき
ています。今後は台湾、中国、シ
ンガポールとアジア圏で、私の夢が
現実化していくことでしょう。今まで
にないハイスピードで広がる予感を
感じています。
　大きな夢を持てるようになったの
で、あと５年先ではこういうことがし
たい、１０年ではこうしたいと、ＴＡＷ
をビジネスにも活かしながら、先のこ
とを思考して夢を叶えていきたいと
思っています。

■細胞が喜ぶＴＡＷの教え
　私の感覚で説明すると、「ＴＡＷとは６０兆の細胞を元気
づける教え」となります。良い思考をすれば６０兆の細胞が
喜ぶのです。６０兆の細胞がワクワクしてくるんですね !　細
胞も元気になるので、年齢を感じさせないし、もっとできると
思えるのです。
　ＴＡＷの考え方で自分をしっかりと方向づけていれば、ど
のような結果が現れるのか、途中が見えなくとも、良い結果
になるに違いないと前向きに考えることができます。頂点まで
行こうという思いを持ったなら、きっと想像を超えたような結
果が現れることでしょう。
　頂点を目指すには、もちろん努力も必要ですが、ただ突っ
走るだけではそこには行けません。人間って弱いですから
すぐに不安になるのです。バックアップする何か真理といえ

るものが必要となるはずです。
　これからという時に、私はＴＡＷとい
う真理を得ることができました。真理を
得たからこそ前進していけるのです。
安心して進んでいけると思うのです。
私の療法が普及していくことが私自身
の喜びとなり、それが多くの方の喜び
につながり、多くの方を幸せにしていけ
ることと思っています。
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TAW理論三つの柱
心理の理論
一般的な心理理論は、「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」と考えますが、TAW は「思考が現実化する」のですから、「親の
行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」と考えます。

現象の理論
TAW 理論ではあなたの思考を社会現象
から読みとります。TAWの最大の発見は、
「世界は隅々まで自分の全思考の拡大・
縮小である」ということです。逆に言えば、
世界を読みとる力があれば、あなたの深
層心理を隅々まで読みとれるのです。

一元の理論
一元とは「すべては一つである」とい
う理論です。一元という仕組みによっ
て、思考が現実化するときに必ず「エ
ネルギー保存の法則」が働きます。
何かが生じれば、何かがなくなります。
TAWは夢物語ではなく科学なのです。

講座に関してのお問い合わせ、お申し込みは、
㈱アクエリアス・ナビ  またはお近くの
キーステーション・ステーションにお気軽にご連絡ください。

◀全国の書店にてお求めください。
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代表　坂本 享子 
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TAW仙台ステーション BOUNCING MIND
代表　佐藤 千恵子 
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TAW大阪キーステーション  
代表　高橋 治子  
〒550-0014
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温熱療法の施療

『自 分 革 命
    脳を成長させて思い通りに生きる方法    　

や び く
沖縄県中頭郡

屋比久 勝子さん（６９歳）

め かる
沖縄県浦添市

銘苅 君子さん（６５歳）
こよし

神奈川県横浜市

高橋 昌子さん（７１歳）
くつかけ
長野県上田市

沓掛 和男さん　（６１歳）

韓国自然治癒学会の学術発表会で
「分子栄養学と温熱療法の自然治癒効
果」という演題で講演を行いました。

ホノルルへは結婚３５周年で
妻と一緒に行きました。

晴れ晴れとした気持ちでゴール

初めてのフルマラソンになったホノルルマラソンで満面の笑顔 !

７年前からお寺に勤務しています。

主人と次男の嫁と１才の孫と一緒に

ＴＡＷの亀川雄資先生の名刺作成講座でフ
ラクタル心理カウンセラー仲間の林秀子さん
と一緒に

北京の首都医科大学北京中医医
院に招かれ「血液細胞から未病を
考える」というタイトルで講演しました。

屋比久勝子さんが院長を務める琉球温熱療法院
http://www.ryukyu-onnetsu.jp/index.html

もうじき７０才、楽しい真剣勝負、高橋・1000girikyabetu・昌子のわくわくブログ

http://ameblo.jp/1000girikyabetu

温熱療法院で
ＴＡＷを活用して
います。

決めたことが
現実化すると
実感しました！

子どもたちへの長年の学習指導の経験から、
今度はお母さんたちにファミリーＴＡＷを教えていきたいという
銘苅君子さんからお聞きしたお話です。

ＦＭラジオのパートナリティを１年間務めました。

ＭＢＩＰ沖縄グループのメンバーでの読書会

沖宮まつりの会場でカウンセリング実践中の様子

愛の定義が変わった時、
もっと自分を活かしたく

なりました。
家族の問題を解決したいと精神修養を重ね、
最後に巡り合ったＴＡＷで、自分も周囲も様変わりしたという
高橋昌子さんからお聞きしたお話です。

周りの人を悪者
にしていたと
気づきました。

なかがみ

深層意識に隠された思考をコントロール
して、イキイキと夢を叶える脳の使い方
が学べる本です。

一色真宇著　角川フォレスタ刊  1.400 円（税別）

新発刊
!!

』
待望の国際TAW協会会長
一色真宇の新刊が発売されました！！
これ1冊で
人生も仕事も夢も思い通り！



■ ＴＡＷ講座で第２の人生の幕が開く
　長野県上田市で製造業を営んできました。２年前に息子と社
長を交代して、「このまま年を取るのもつまらない」と思った時に、
知り合いからＴＡＷのセミナーに誘われました。　　
　これまで行ったビジネス系セミナーでは何かのやり方を勉強す
ることが多かったのですが、マスターＴＡＷ入門講座ではあり方
に焦点が当てられていました。どんな自分でありたいのか？　第２
の人生を迎えて、真剣に自分を見つめ直す機会になったのです。
　中級講座に進むと、受講仲間の女性たちがキレイになっていく
のに気づきました。「私だって」と思い、「カッコいいおじさんにな
る ! 」とみんなの前で宣言しました。イヤイヤ違う、今だっておじ
さんなんだから、おじさんじゃダメだ。言い直して「カッコいい男
になる! 」と宣言したのです。
　宣言の効果はバツグンでした。長年、体重制限をしてもちっと
も痩せなかったのに、あっという間に体重が落ちて、２０代と同じ
６５キロで私のベスト体重になったのです。一生懸命に痩せようと
しなくても、自然と食欲が抑えられたようです。
　目立ってきた白髪も染めるようになり、気にしなかった服装にも
気を遣うようになりました。

■宣言して深層意識を
コントロールする
 「カッコいい男とは挑
戦する男だ」と思い、
次 は「富 士 山 に 登
る ! 」と宣言しました。
これが８月のお盆過ぎ
のことで、富士山の山
小屋は７、８月の盛夏
しか開いておらず、８
月２８日しか予約が取れませんでした。来年になったらやる気が
なくなるからと、練習なしのぶっつけ本番で登ることにしたのです。
初めての登頂でしたが２日かけて、一人で黙 と々登って帰ってき
ました。
　富士登山では急に登ったためにヒザを痛めましたが、私の挑
戦意欲は収まらず、帰ってすぐに「よし、今度はマラソンに挑戦
する! 」と宣言したのです。
　この２、３０年間、まったく走ってもいないのに、１０月には地元
の古戦場マラソン１０キロの部に出場しました。完走しましたが、
さらにヒザを痛めました。
　ＴＡＷ講座はこの年、入門から上級まで受講しました。ＴＡＷ
では、自分がやると決めて、深層意識も同じ方向に動けば現実
化が早いといいます。それには、インナーチャイルド（深層意識
の子どものようにわがままな自己）がちゃんと命令に従わないとい
けないのです。かつて会社経営のために参加したセミナーでは、

「右向け右」で命令に
従わせる軍隊調のモノ
もありました。その体験
も役に立ったようです。

■６０歳でホノルルマ
ラソンを完走する
　ＴＡＷ仲間から、ホ
ノルルマラソンに出ようと

誘われました。とんでもない話だと最初は聞き流しましたが、世
界中から意欲的な人たちが集まる場に私も行きたいと思ったの
です。
　２０１３年、「ホノルルマラソンに挑
戦する !」と宣言しました。開催２週
間前、鍼の先生から「このヒザじゃ
ムリだよ」と言われ、周囲からもヒザ
がダメになる、歩けなくなると脅かさ
れましたが、振り切って出場しました。
　ホノルルマラソンは無事完走できま
した。走りきった充実感に満たされ
ました。その後、ヒザの痛みも、毎
年医者にかかっていた腰痛もなくな
り、２、３０００メートルなら毎日でも走
れるくらいに体調も良くなったのです。
　ＴＡＷでは、問題や病気などのマ
イナスも思考がつくるとします。不安
や心配、やりたくないなどの思いが
大きいとヒザが痛くなり、「絶対やる
ぞ」という気持ちが勝ると、それも
治まるのでしょう。私のように練習も
せずに挑戦するのを勧めるわけでは
ありませんが、まさに、ＴＡＷでいう「自
分が決めたことが現実化する」のを体感しました。

■いつまでもカッコいい男でいたい
　今までまじめに働き、それなりの生活もできるようになりました。
地域でもさまざまな会長職を務めてきて、妻と息子や娘との関係
も良く、周りからも理想の家族といってもらえます。でも、まだ何
かできることがあると思えるのです。
　今年の２月からはＴＡＷをビジネスに活用したＭＢＩＰ（マスター
ブレインインストールプログラム）に参加しています。子どもたちの
ような年代の人たちと勉強するのが楽しいんです。この先、自分
の経験をＴＡＷを通して語ったり本にできたらいいと思います。こ
れからも何にでも挑戦しながら、いつまでもカッコいい男でいたい
ですね。

富士登山も初挑戦しました。

■定年の時にＴＡＷと出会う
　２５年間にわたって子どもたちに私塾で学
習指導をしてきました。６０歳を機に塾を閉め
て、定年後はゆっくりしようと思っていた矢先
にＴＡＷと出会ったのです。
　２０１０年７月沖縄で初めて開かれたマス
ターＴＡＷに参加して、その後、入門・初
級を各３回、そのうち１回はシドニーまで行っ
て受講し、マスターＴＡＷやその他の講座を
複数回受講してきました。
　ＴＡＷを学びはじめて２年後には、塾に
使っていたスペースをサロンにリフォームして、ＴＡＷの受講者を中心
に一色真宇先生の『人生乗換えの法則』の読書会をはじめました。
　沖縄は地域のラジオ放送が盛んなのですが、２０１２年１月からは、
ＴＡＷ沖縄キーステーションの新垣真治先生と一緒に、「真治と君
子のＴＡＷコーナー」というＦＭラジオ番組のパーソナリティを務めま

した。沖縄キーステーショ
ンとＴＡＷのことについて
１年間発信し続けたの
です。
　私のサロンでもＴＡＷ
のお茶会やカウンセリン
グを少しずつ行っていま
した。そんなある日、私
は忘れることのできない
体験をしたのです。

■父への謝罪でひっくり返ったこと
　その日、ちょうど一人になれる時間があり、深層意識の修正
として、すでに他界していた父に対して、謝罪をしようと思いまし
た。ＴＡＷ講座では、親から受けた恩義を私たちはわかっていな
いから、親をイメージして何度も謝罪するようにと言われていたの
です。
　部屋に一人で正座して、「お父さん、ごめんなさい」と声に出
して言いました。たくさん迷惑をかけ、心配させてきました。それ
でも、いつも優しく寡黙な父が私は好きでした。
  「お父さん、ごめんなさい」と言いはじめて４００回を超えたくら
いでしょうか、私の中で別の感情が立ち上がってきたのです。
  “それは違うよ。父を自分よりも下に見ていたんだよ。何でも言う
ことを聞かせてきたんだ。わがままを聞いてくれたから、父のこと
が好きだったんだ――”
　それは愛じゃなかった、私には愛なんてなかった……。そう思っ
た瞬間、涙があふれ出し、声は嗚咽と化しました。腹にあった
塊のようなものがゴォーとものすごい勢いで押しあがり、喉を通っ
て砕け散ったかと思うと、涙となって流れ出したのです。「お父さ

ん、本当にごめんなさい、ごめんなさい……」
　この時を境に、天真爛漫と思ってきた自分の中の
傲慢さに気づき、私の中で「愛の定義」が変わりま
した。
　オセロで黒と白が入れ替わるように、家族への思
いがつぎつぎとひっくり返っていったのです。

■家族への思いがことごとく変わる
　同居している義理の母は、後妻として家に入った
ので、主人にとっては育ての親でした。主人の下に
も２人兄弟がいて、「本当の子どもだけをかわいがっ

た」と主人から聞かされていました。ＴＡＷで考えると「相手は
自分の深層意識」なので、そう主人に言わせたのは私でした。
　厳しい母と思ってきましたが、「愛の定義」が入れ替わると、
膨大な時間と労力を捧げてくれた分別のある大人の女性と思え
ました。今までと全く考えが逆になったのです。　
　主人に対しても、仕事ばかりで家庭を顧みない冷たい夫と思っ
てきましたが、主人は家族を養い、定年後も老朽化した公民館
を建て直すなど地域のために貢献するすばらしい人でした。
主人はタバコもやめて体重も７キロも減量していたのです。
　私が主人を見下げている時には、親子関係でもぎくしゃくする
ことがありましたが、今ではスムーズになり、子どもたちも結婚し
て孫も１人生まれました。
　数年前に若くしてガンで亡くなった主人の妹のことも、かわい
そうなことをしたと嘆いていましたが、妹は私の写し鏡の姿にほ
かなりません。親や周囲のせいにして恨みがましく、自分の力を
出せずに死んでいった私の姿に、悔しさから怒りさえ覚えたので
す。
　こうして周囲への思いが変わると、家族がつくったものの上に
胡坐をかいて生活し、自分だけががんばり、自分だけが正しい
かのように美化していたことが本当に恥ずかしくなりました。

■新たに自分の人生をつくりたい
　ＴＡＷ講座ではフラクタル
心理カウンセラーを取得して、
ＴＡＷをビジネスに活用した
ＭＢＩＰ（マスターブレインインス
トールプログラム）にも参加し
ています。現在はファミリー
ＴＡＷのティーチャーを目指して講座を受講中です。
　先日、骨密度を調べてもらう機会があり、お医者さんか
ら「２０代の骨密度ですね」と言われました。ちょっと大げさに
言われたのかもしれませんが、その言葉を受けて、青春時代に
戻ったつもりで、今からはもっと自分のエネルギーを出して、新た
に自分の人生をつくっていきたいと思っています。

■幼いころから続いた家庭の問題
　父方の祖父母の不仲に端を発し、同居していた私たち家族も影
響を受けて、いつしか家族仲が悪くなっていきました。結婚して実
家を離れ、３人の子どもにも恵まれました。私は新しい自分の家族を
大切にしていこうと思いましたが、実家の母から毎日のように電話で
繰り言を聞かされて、子育てにも身が入りませんでした。
　私は母方から続く４代目のクリスチャンでしたが、実家の問題に悩
み、解決したい一心で、２４年前に仏教に改宗しました。
　７年前からは改宗した仏教のお寺に勤務しはじめました。先代の
師匠の教えに当時はとても感動したのですが、ここでもやがて人間
関係のいさかいに悩まされるようになったのです。外に解決策を求
めたところ、紹介してくださる方があり、今年の
１月からマスターＴＡＷを受講しはじめました。
　ＴＡＷ講座では、幼い時のことを思い出しな
がら私の実家の問題をみていきました。それに
よって衝撃的なことを知り、人生がひっくり返るよ
うな体験をすることとなったのです。

■母を引き留めていた思い
　私には２歳違いの弟がいます。幼い時からやんちゃで、周り
の大人たちにかわいがられていました。引っ込み思案だった私は、
人気を独り占めにしている弟を見て、弟だけがかわいがられてい
ると、いつもひがんでいました。
　１２、３年前に弟が大病をしてからは、奪い返すように両親を
自分の元に引き取りました。８年前に父が９４歳で亡くなり、母も
施設に預けました。
　初級講座でわかったことは、「相手は深層意識の中の自分の
姿」であり、私は子離れしない母にずっと悩まされてきたと思って
いましたが、実は、私が母に甘え続けていたのだということでした。
施設にいる母をこの世に引き留めているのは、誰でもない私なの
だと知ったのです。
　私は心から母に感謝してその気持ちを手放しました。すると、
５日後、母は大往生の末に９４歳で最期を迎えました。

■閉じ込めていた心が解き放たれる
　母を送り出し、心の中で母に対する謝罪と感謝を繰り返すうち
に、私の心は鎮まっていきました。
　勤めていたお寺の部署でも、よどんでいた空気が入れ換わる
ように、疑心暗鬼に見えた仲間たちが、明るく前向きになっていっ
たのです。
　変化は私の身体にもありました。２～３年前から話そうとして緊
張すると、下あごが振えるようになり、うまく発音できなくなってい
ました。はっきりした原因が不明の病と診断されたこの症状が改
善されていきました。
　さらに個人セッションでも大きな気づきがありました。父方の祖

父母と暮らし、凍りつくような人間関係の中で、幼い時にものす
ごく萎縮して「このまま消えてしまいたい」と強く思った体験を思
い出したのです。自分らしく生きたいと思いながら、自分を発揮
するのを怖がり、人前でひどく緊張するのは、根底にこの体験
があったのです。
　周囲にいさかいをつくり、自分は平和を求める人で、周りは戦
いを求める人として、「あの人たちを救いたい」と思う私の思考
パターンも読み解くことができました。
　消えてしまいたいという体験は、幼い心で捉えた思い込みから
つくられたものに他ならず、いさかいもまた、強い自己主張の欲
求が外側に表れたものでした。被害者になることで、分がいい
立場を演じてきたのですが、それによって長年、苦しみを味わう
ことになったのです。
　すべては私の思考がつくり出した現実でした。私が周囲を悪
者にしてきたのだと引き受けきった時、幼児期に締めた留め金が
外れて、私の心は解き放たれたのです。

■仲睦まじい親子関係に
　すでに独立していた子どもたちと
の関係もすっかり変わりました。気持
ちを探り合うような間柄でしたが、私
が変わったことで、心が通い合う間
柄になりました。夢にまで見た仲睦ま
じい親子関係になったのです。
　お寺で別の業務についている夫も協力的で、私が意気揚 と々
ＴＡＷを学ぶ姿を見てとても喜んでいます。
　ＴＡＷを学びはじめて９ヵ月、マスターＴＡＷの上級まで修了し、
ＴＡＷをビジネスに活用したＭＢＩＰ（マスターブレインインストールプ
ログラム）にも参加して、フラクタル心理カウンセラー養成講座も
受講しました。これから私と同じような悩みを持つ方に、ＴＡＷで
お手伝いをさせていただければ嬉しく思います。
　ひたすら自らの中を
磨き上げて被害者意
識を取ることで、それ
ぞれが能力を発揮し、
敬い愛しみ合える社会
となる――、ＴＡＷなら
それが実現できること
でしょう。これ以上の
教えはないと心からそ
う思うのです。
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で８８個に減っていきます。良い思いを入れ続けるうちに、
病気の思いが減っていけば、病気は現実化しなくなりますよ
とアドバイスしています。
　ＴＡＷをさらに学んでもらいたいと思う人には、ＴＡＷ沖縄
キーステーションをご紹介するようにしています。

■職員への対応も変わってきて
　治療院の職員の数は現在２０名になりました。こんなに素
晴らしい職員はいない、職員はみな私の宝だと思っています。
ですが、人間は完璧ではないので、たまにグチがこぼれそ
うになる時もあります。そのような時には、「ああ、そうじゃない」
とすぐに気づきます。ＴＡＷでは「３６０度自分」といいますか
ら、相手に言いたいことは、本当は自分に言いたいことだと
わかるので、相手を責めることもなくなりました。
　治療の一環として行っている分子栄養学についても、「も
う少し分子栄養学の勉強をしてくれたら申し分ないのだけれ
ど」と、ついつい言いたくなりました。多くの職員は主に温
熱療法の施術をしていますが、７の力があるのなら、８も９も
と求めたくなるのです。
　ここでもまた、「ああそうか、相手に求めるのではなく、自
分をもっともっと磨くことだ」と思い直します。「もう少し勉強し
たらいいのに」と思うのは、「自分がもう少し勉強したほうが
いい」ことがあるということなのでしょう。
　職員との何気ない会話でも、「うちのダンナは全然何にも
やってくれないのよ」とはじまったときには、「相手に言いたい
ことは、相手もあなたに言いたいことなのよ。だからダンナさ
んをもっと大事にするといいよ」と言うと、「なるほどね、わか
りました」と聞いてくれるようになりました。

■家族でＴＡＷを学んで
　まとめて時間が取れないこともあって、私はマスターＴＡＷ
の中級まで進んでいますが、まだＴＡＷを十分に使いこなし

■ 娘に勧められてＴＡＷを学びはじめる
　次女がＴＡＷを受講してから、毎日のようにＴＡＷの話を
するようになりました。「お母さんも受けよう、受けよう」と、
熱心に勧めるので、マスターＴＡＷを受講することにしました。
すぐに、今まで読んだ自己啓発の本やセミナーとは違うと感じ
ました。現象から思考を読み解くＬＤＰという方法を実際に試
してみると、自分の思考を読み解くことができて、さらに興味
が湧いてきたのです。ＴＡＷを学んでから、次女もずいぶん
考え方が変わったのを感じて、私も仕事にＴＡＷを生かすよ
うになりました。

■ＴＡＷを応用したカウンセリング
　仕事は沖縄の中頭郡で温熱療法の
治療院をしています。身体を温めて自
然治癒力を高める未病予防で、病気になる前に病気の芽を
つもうという趣旨ではじめましたが、効果が出ることから、病
気治療として大勢の方がいらっしゃるようになりました。
　そのような場合は、カウンセリングからはじめるようにしてい
ます。病気の方は得てして甘えや依頼心が強く、ＴＡＷでい
うチャイルド（深層意識の中の子どものようにわがままな自己）
が多いのです。
　ＴＡＷを学んでからは、「病気は自分でつくったのだから、
人のせいにしたらダメですよ」とハッキリ言っています。「病
気はお宅のご主人がつくったの ?　お友だちがつくったの ?
親がつくったの ?　ご自分で病気になったんでしょ? 」と話す
と、みなさん「はい、そうですね」と頷いて、納得されるよ
うになりました。
　病気を治すには良い思いを貯めましょうと、コップをたとえ
に使ってＴＡＷの話もしています。病気になるのは深層意識
に悪い思いが溜まって、それが現実化しているのです。たと
えば、コップ１杯に、病気をつくるような思いが９０個あったと
して、１つ良い思いを入れていくと、それは８９個に減り、２つ

６０兆の細胞がワクワクするＴＡＷの教え

社長を交代してリタイア後に、まだ何かできるはずという思いから
ＴＡＷ講座を受けて、次々に宣言したことを実行していった
沓掛和男さんからお聞きしたお話です。

ＴＡＷプレスでは毎号、ＴＡＷを活かして人生をバージョンアップした方たちの
感動ストーリーをお届けします。
今号では好奇心あふれる素敵なプラチナエイジの皆さんにご登場いただきます。
まずトップは、ＴＡＷをカウンセリングに活用し、経営にも活かしていきたいと語る
琉球温熱療法院院長の屋比久勝子さんからお聞きしたお話です。

ていないので、もっと勉強したいと思っています。長女も忙し
くＴＡＷは途中まで進んでいます。３年前からＴＡＷを学び
はじめた次女はだいぶ使いこなしているようです。いつかは
ＴＡＷのカウンセリングをしたいといっています。私も長女もわ
からないときには次女に「ＴＡＷではこれどう分析するの ? 」
と聞くようにしています。
　最初はあまりＴＡＷに興味がなかった次女の夫も、「ＴＡＷ
ではこうでしょ」とＴＡＷのことをよく口にするようになりました。
夫婦でＴＡＷを知っているのはとてもいいことですね。人の
せいにしないので、ケンカがなくなります。何かあってもすぐ
に納得し合えるようです。

■自身の病気治療から
開発した温熱療法
　４０歳の頃、臓器全部
に病名がつけられるほ
ど、病に悩んだ時期が
ありました。ドクターから

「もう手がつけられませ
ん」と見放されて、自分でどうにかするしかなくなりました。
独学で分子栄養学、中医学、生理学を学び、そこで得た
答えが、「病気は冷えが原因。身体を温めることが必要」と
いうことでした。
　まずはビワ温灸からはじまって、遠赤外線の温熱療法など
を試みました。どれも身体の表面しか温まらないので、もっと
身体の芯から温める方法はないかと探し回りました。難病治
療で有名な国内外の温泉にも足を運びました。そこで天然
鉱石に着目し、特殊な鉱石を集めて測定を繰り返した後に、
天然ラジウムや遠赤外線を放出する温灸器を開発すること
ができたのです。
　この温灸器を身体にあてると、身体の芯まで熱が入ってい
くので、とても気持ちが良く、血液の循環が良くなりました。
不定愁訴にはじまり、さまざまな疾病を持つ方たちがどんど
ん元気になっていきました。あれだけ病名がついていた私の
身体も元気を取り戻すことができたのです。
　１０年前にはこの温灸器を琉球温熱治療器として特許を取
り、全国から研修生を受け入れるようになりました。現在で
は全国で加盟店が３０店舗になり、琉球温熱療法の普及に
努めてくれています。

■代替療法のトップクラスを狙いたい
　毎日楽しくやってきたつもりですが、「私はいつまでこれをし
ていくのだろう ?　あと２０年も３０年もこれを続けていくのか
な ? 」という思いがふと頭を持ち上げることがありました。出
張など仕事が重なり、少し疲れが出た時などには年齢のこと
を考えてしまいました。
　それが、ＴＡＷを学びはじめると、ＴＡＷでは寿命は１５０歳
といっていますから、「ああ、私だってできるな」「まだまだ若い」
と思えるようになったのです。来年７０歳になりますが、１００
歳までとしてもまだ３０年もあります。３０年あればできることも
たくさんあると思えました。
　ＴＡＷでは、前向きな思考を積み上げて、生産性を上げ
ていけば、頂点を目指せるという考え方があります。まだでき

ると思えたら、私もてっぺんを狙いたいと思いました。代替
療法のなかでトップクラスになりたいという夢がはっきりとしてき
たのです。
　折しも、韓国ではこの９月の新学期から、国立大学院の
ヘルスケアの特別学科に、琉球温熱療法のシステムが導入
されることになったのです。韓国の教え子がこの学科の教授
にもなりました。韓国では、鍼灸院や韓方医院など、この
療法を取り入れる加盟店が増えているところでしたが、この
展開には私自身もびっくりしました。まったく想像もしていな
かったことだったので、着 と々前進していることに大きな喜び
を感じました。
　特にアジアでは広がる気配があります。タイに新設された
介護・福祉学校で、来年４月から琉球温熱療法が学科の
科目として導入されることが決まり、現在、次女の夫が教材
づくりを進めています。
　今まで海外というと言葉の壁もあり、普及させるのは難し
いと思ってきましたが、このところ、上海や台湾からも話がき
ています。今後は台湾、中国、シ
ンガポールとアジア圏で、私の夢が
現実化していくことでしょう。今まで
にないハイスピードで広がる予感を
感じています。
　大きな夢を持てるようになったの
で、あと５年先ではこういうことがし
たい、１０年ではこうしたいと、ＴＡＷ
をビジネスにも活かしながら、先のこ
とを思考して夢を叶えていきたいと
思っています。

■細胞が喜ぶＴＡＷの教え
　私の感覚で説明すると、「ＴＡＷとは６０兆の細胞を元気
づける教え」となります。良い思考をすれば６０兆の細胞が
喜ぶのです。６０兆の細胞がワクワクしてくるんですね !　細
胞も元気になるので、年齢を感じさせないし、もっとできると
思えるのです。
　ＴＡＷの考え方で自分をしっかりと方向づけていれば、ど
のような結果が現れるのか、途中が見えなくとも、良い結果
になるに違いないと前向きに考えることができます。頂点まで
行こうという思いを持ったなら、きっと想像を超えたような結
果が現れることでしょう。
　頂点を目指すには、もちろん努力も必要ですが、ただ突っ
走るだけではそこには行けません。人間って弱いですから
すぐに不安になるのです。バックアップする何か真理といえ

るものが必要となるはずです。
　これからという時に、私はＴＡＷとい
う真理を得ることができました。真理を
得たからこそ前進していけるのです。
安心して進んでいけると思うのです。
私の療法が普及していくことが私自身
の喜びとなり、それが多くの方の喜び
につながり、多くの方を幸せにしていけ
ることと思っています。

36PRESS
思考が現実化する。100％例外なく！

No.

2014.11

http://www.taw.ac/国際ＴＡＷ協会会報誌

東京都渋谷区神宮前 5-47-11-302
TEL.      03-6805-1828
URL     http://www.taw.ac　　
Email  info＠taw.ac

編集責任者 /黒須圭子　
取材・編集 /㈱mamu&Co.
                  代表 真宗理香子
レイアウト /オリーブツリー

International TAW Association
国際TAW協会

関東エリア　　　　　　　　　 ◆ キーステーション

TAWキーステーション  
有限会社スタットワーク目黒駅前オフィス 
代表　牧野内 直美 
〒141-0021  
東京都品川区上大崎 2-15-5 長者丸ビル 303 
mobile : 090-2624-0709 
TEL : 03-6459-3770　 FAX : 03-6459-3771　
Email  : statwork@taw.ac
http://ameblo.jp/yume-o-kanae-you/　 

TAW福岡キーステーション 
株式会社グランドステージ
代表　副島 れい子 
〒802-0001  
福岡県北九州市小倉北区浅野 1丁目 8-4
武田ビル 201
Mobile : 090-8356-9108 
TEL : 093-521-5900   FAX : 093-521-5900 
Email : info@taw-fukuoka.net 
http://grand-stage.net/
http://ameblo.jp/iroiroreiko/

TAW沖縄キーステーション
カウンセリング・オフィス はぴあ
代表　新垣 真治 
〒901-0145  
沖縄県那覇市高良 3-3-17-202
TEL : 098-859-3587
Email : okinawa@taw.ac
http://www.tawhappier.jp/ 
http://ameblo.jp/360happier/

九州・沖縄エリア                   ◆ キーステーション　　　　　　

TAW広島キーステーション　株式会社ピンクダイヤ
代表　吉永 富貴子 
〒730-0016　
広島県広島市中区幟町 3-55 幟町ゼネラルビル 502
TEL・FAX：082-555-9611 
Mobile : 090-3638-8175 
Email  : tawhiroshimast@yahoo.co.jp  
http://taw-hiroshima.com

関東エリア                                 ◆ ステーション 
  
TAWステーション あいりん堂
代表　飯塚 和喜 
〒286-0041  
千葉県成田市飯田町 9-41
TEL : 0476-36-7300　FAX : 0476-36-7305
Email : airindo@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/airindo/

TAW神奈川ステーション　リクラシオ
代表　橋本 久美 
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 8-10-4　
101セントラルビル 306
Mobile：090-3572-7539
Email：creativeimagination55@gmail.com
http://ameblo.jp/kttaw/

中国・四国エリア                   ◆ キーステーション
株式会社 アクエリアス・ナビ 本社 
代表　菊澤 有一　
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-51-6 テラアシオス青山 7F
TEL : 03-6805-1824　FAX : 03-6805-1931 
Email : info@navi.ac 
http://navi.ac/
http://ameblo.jp/navi-staff/

株式会社 アクエリアス・ナビ 九州支社
支社長　松岡 安代
〒862-0976
熊本県熊本市九品寺 1-9-23-9F
TEL : 096-366-6355　FAX : 096-366-6355 
Email  : kyusyu@navi.ac 
http://ameblo.jp/taw-kumamoto/

Aquarius Navi Institute
代表　一色 真宇 
4500 Via Marina, #313Marina del Rey, CA 
90292
TEL : +1-424-500-2425
Email: infous@navi.ac

国際 TAW協会パートナー

TAW理論三つの柱
心理の理論
一般的な心理理論は、「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」と考えますが、TAW は「思考が現実化する」のですから、「親の
行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」と考えます。

現象の理論
TAW 理論ではあなたの思考を社会現象
から読みとります。TAWの最大の発見は、
「世界は隅々まで自分の全思考の拡大・
縮小である」ということです。逆に言えば、
世界を読みとる力があれば、あなたの深
層心理を隅々まで読みとれるのです。

一元の理論
一元とは「すべては一つである」とい
う理論です。一元という仕組みによっ
て、思考が現実化するときに必ず「エ
ネルギー保存の法則」が働きます。
何かが生じれば、何かがなくなります。
TAWは夢物語ではなく科学なのです。

講座に関してのお問い合わせ、お申し込みは、
㈱アクエリアス・ナビ  またはお近くの
キーステーション・ステーションにお気軽にご連絡ください。

◀全国の書店にてお求めください。
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愛知県名古屋市東区葵１丁目 17-24 Ｃ＆Ｓ葵 401
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http://ameblo.jp/taw-chubu/
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代表　坂本 享子 
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TAW仙台ステーション BOUNCING MIND
代表　佐藤 千恵子 
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宮城県仙台市青葉区一番町1-2-25
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Mobile : 070-5017-1828 
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TAW大阪キーステーション  
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大阪府大阪市西区北堀江 1丁目 5-2 四ツ橋新興産ビル 303

Email : sendai＠taw.ac 
http://ameblo.jp/chumiel88
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温熱療法の施療

『自 分 革 命
    脳を成長させて思い通りに生きる方法    　

や び く
沖縄県中頭郡

屋比久 勝子さん（６９歳）

め かる
沖縄県浦添市

銘苅 君子さん（６５歳）
こよし

神奈川県横浜市

高橋 昌子さん（７１歳）
くつかけ
長野県上田市

沓掛 和男さん　（６１歳）

韓国自然治癒学会の学術発表会で
「分子栄養学と温熱療法の自然治癒効
果」という演題で講演を行いました。

ホノルルへは結婚３５周年で
妻と一緒に行きました。

晴れ晴れとした気持ちでゴール

初めてのフルマラソンになったホノルルマラソンで満面の笑顔 !

７年前からお寺に勤務しています。

主人と次男の嫁と１才の孫と一緒に

ＴＡＷの亀川雄資先生の名刺作成講座でフ
ラクタル心理カウンセラー仲間の林秀子さん
と一緒に

北京の首都医科大学北京中医医
院に招かれ「血液細胞から未病を
考える」というタイトルで講演しました。

屋比久勝子さんが院長を務める琉球温熱療法院
http://www.ryukyu-onnetsu.jp/index.html

もうじき７０才、楽しい真剣勝負、高橋・1000girikyabetu・昌子のわくわくブログ

http://ameblo.jp/1000girikyabetu

温熱療法院で
ＴＡＷを活用して
います。

決めたことが
現実化すると
実感しました！

子どもたちへの長年の学習指導の経験から、
今度はお母さんたちにファミリーＴＡＷを教えていきたいという
銘苅君子さんからお聞きしたお話です。

ＦＭラジオのパートナリティを１年間務めました。

ＭＢＩＰ沖縄グループのメンバーでの読書会

沖宮まつりの会場でカウンセリング実践中の様子

愛の定義が変わった時、
もっと自分を活かしたく

なりました。
家族の問題を解決したいと精神修養を重ね、
最後に巡り合ったＴＡＷで、自分も周囲も様変わりしたという
高橋昌子さんからお聞きしたお話です。

周りの人を悪者
にしていたと
気づきました。

なかがみ

深層意識に隠された思考をコントロール
して、イキイキと夢を叶える脳の使い方
が学べる本です。

一色真宇著　角川フォレスタ刊  1.400 円（税別）

新発刊
!!

』
待望の国際TAW協会会長
一色真宇の新刊が発売されました！！
これ1冊で
人生も仕事も夢も思い通り！
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