
細金勝治先生からのメッセージ
今、世界中でコンピューター技術が進化し、

近い将来、AI(人工知能)が人間を追い抜いてし

まうという議論が科学者の間でされるような状

況にあります。しかし、約90％機能してないよ

うな私達の脳の研究はあまり進んでないように

思います。「脳科学」の研究も、猿やモルモット

をつかっての研究は、どんどん進んで来ていま

すが、人間の深いレベルの意志や意識の研究は

あまり関心がないようです。

これからは、潜在している未知の能力を呼び覚

まし、活用する時代になったように感じますし、

直観力は、人類が成長・進化するには、大変重

要な能力ではないかと思っています。

直観・ひらめきのしくみ
～自分が3つの意志と意識から成り立っ

ている事を自覚する～

① 顕在意識意志・自我・生まれてから現在ま

での私　(現在の情報)　思考し行動する

② 潜在意識意志・過去、情報(DNA)から生きる

為の維持管理 (過去の情報) 代謝機能司る

③ 本質意識意志・真我(魂)・人生のプログラム

(未来の情報)

自然のしくみには、偶然、奇跡、たまたまは無

く、全て必要、必然、同調、干渉、共振でメッ

セージとして現れている。現在自分の周囲に起

きている状況や状態は、自分がそれを体験し学

ぶ為に、自らが(無意識で)発信し受信してすべ

ての出来事が起きている。日常起きている全て

に対し、不満を持たず素直に受け入れ出来る限

りの最善をつくす事により、3つの意志と意識

が整え調和が取れてくる、それにより、直観力、

健康、幸せ感すべてが好転に向かう。

直観力をマスターする、

宇宙との調和度を上げる
3つの条件

① あらゆるこだわり(執着)、とらわれを取り除く

② 実践、行動に移す、毎日続ける

③ 本当の自分が望んでいることを行う
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【参加者のご感想より】

●参加者感想文　 Y.Mさん

知りたかったことが知れて、今後の自分についてクリアになりました。今ま

で本を読むことや講演を聞くことはたくさんしてきましたが、いくらいい情

報を選択しても、入れても何か足りない・・・。

それらの行為は直観力とは逆の方向性だったとは驚きました。確かに頭で

考えるばかりで、バランスが悪くなっていました。

今後は今回教えて頂いた直観力を磨くような訓練をして、バランスを整え、

自然とより調和して生きていきたいと思います。そして細金先生のように自

然体で近くにいると癒されるような存在になりたいと思います。

●参加者感想文　 S.Mさん

循環、融合、調和を取りながら生きていくことが自然で、人間は自然の一

部だから、そうすることが本来の姿(生き方)なのに不自然の中にいるため

に、不自然になじめない部分が出てきて、ずれが生じてきたために、今回こ

のような機会に恵まれたのだということが分かりました。直観力(本物を見

抜く力)は私の場合は、かなり退化してしまっているので、自分が心地がい

いと感じるものを増やしていき、迷ったときは自分に問いかけながら、決め

ていきたいと思います。皆が良いというものが、自分には合うとは限らない

ということが分かったので、自分は人と同じでなくていいということを忘れ

ずに自分を整えていこうと思います。



参加要項 （定員各回 2 ５名）

● 会　 場　 信州飯綱高原　 心と体といのちのセンター「水輪」
● と き 2018年  第２回　  ７月２１日(土)～2２日(日)
● 参加費  ①16,500円（税込、講師費・会場費・宿泊・夕朝食込、昼食希望者1,500円別途）

②前泊・延泊をご希望の方は事前にご予約下さい。（ 1泊：13,500円～ )

③乗合タクシー希望の方は4人以上1人当たり片道1,200円、往復2,400円 　 *要事前予約
*乗合タクシーは長野駅東口発。乗車人数により差額を当日精算します。　   　  *後日詳細資料をお送りします。

④個室希望承ります。（個室料別途：3,500円～6,500円。 個室料は当日精算になります。
ご希望に添えない場合もあります。）

● お申込 下記の「申込書」でFAX・郵送・E-ma i l にて｢公益財団法人いのちの森文化財団｣までお申込後、
一週間以内に参加費をお振込下さい。定員になり次第締め切りとさせて頂きます。

● 振込先　 参加費振込確認後、順次正式受付となります。

◎みずほ銀行　 長野支店（普） １ ９ ９ １ ７ ９ ４ （名義）公益財団法人 いのちの森文化財団

◎ゆうちょ銀行 振替口座　 ００５２０－３－４２１８１ （加入者）公益財団法人 いのちの森文化財団

＊尚キャンセルの場合、参加費のご返金はいたしませんのでご了承下さい。 (代理参加・次回参加は可能です。）

＊洗面用品・タオル・パジャマは各自でご用意下さい。　  　 ＊会場は全館禁煙です。 

＊部屋は男女別の相部屋となります。　 　 ＊環境を守るため 、箸やシーツなどご自分のものをお使いになる方はどうぞご持参下さい。

＊会場をカーナビで検索する場合はいのちの森文化財団（026-239-0010）で検索して下さい。　 　 ◎詳細はお問い合わせ下さい。

「直観力養成講座」スケジュール（変更になることもあります。）

初日
12：00～乗合ﾀｸｼｰ発、受付開始

13：00～ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

13：30～講義・Ｑ＆Ａ

16：30～入浴

18：00～夕食

19：30～講義 車座交流会
21：00～座禅・呼吸法

２日目
7：00～自然農園散策

7：30～朝食

9：00～講義・Ｑ＆Ａ　

12：00～感想文記入

12：30～昼食（希望者のみ）

13：30～乗合ﾀｸｼｰ発

●細金勝治 先生 プロフィール
感覚感知学研究家、（株）とやの健康ヴィレッジ役員

1945年新潟県生まれ。十日町市で工務店経営の傍

ら、放射探知技術「ラジエスセシア(ダウジング)」

と出会う。以後研究や研鑚を重ね、今では、振り

子で人間の健康状態を現在及び未来について的確

に指摘することができる。また、さまざまな相性

を見極める技術も持ち、日常生活やビジネスに活

用している。健康住宅の施工や土地・建物のエネ

ルギー活性化工事を得意とし、快適空間アドバイ

ザーとして全国を駆け巡り活躍中。 

●参加者ご感想より
調和をとる、本物の調和のとれているものは他にも良い影響を与える

ということは今まで考えていませんでした。野菜にしても、無農薬、無

肥料のものが人間にとっては良いもの程度の認識でしたが、超自然

のもの、調和のとれたものは、周りに良い影響を与えることを再認識

しました。また、自分が調和のとれた人間になることが、まず大事だと

思いました。

水輪で食べた食事、泊まった部屋、体力がリセットされた気が

します。年に何度かはリセットする必要があると思いました。昨

晩拝見したソーラン節も本当に一生懸命やっているのが伝わ

ってきました。ありがとうございました。（Mさん）

ダマヌール 石の螺旋

●いのちの森水輪との関わり
いのちの森水輪と細金先生との関わりは古く、10年以上前

からお付き合いさせていただいています。

本当にたくさんのご寄付を頂いたり、2年前竣工した森のいずみ

全館の床下には、細金先生自ら特殊な炭を塗ってくださいまし

た。また、いのちの森水輪の電磁波対策の相談にものっていた

だき、お泊りになったお客様がより快適に、良い状態になれるよ

うな環境づくりにご協力いただいており、物心両面からいのち

の森水輪を支えてくださっています。

作物の養生 あんどん無農薬人参ジュース

しゅり庵のリビング 白樺林の中のランチ ゆっくりとくつろげる

いのちの森の大自然のエネルギーは、心と体を癒し、自然治癒力を高めます。

隣接する水輪ナチュラルファーム自然農園では農薬や化学肥料を一切使用

せずお野菜を作り、環境と健康に配慮した農法を行っています。大切に保護さ

れた自然は、やどりぎや銀竜草など高山植物、また山野草の宝庫です。館内

寝具類は清潔を保ち、施設には和紙の照明、建物は天然木の檜や杉材を

使用することで、人工的な建材によって遮断されることなく大自然のもつ澄んだ

空気を、存分に味わうことができます。厳選された無添加の食材・調味料、無

農薬野菜などを使った心のこもった美味しい食事は心身をリフレッシュしてくれま

す。

直観力養成講座 申込書 申込日　　月　　日 TE L 026-239-0010
＊該当項目に○をご記入ください FAX 026-239-0011

   氏名　　　　　　　　　        　　男　 女　　年齢　　 　ご職業　　　　　    　　携帯電話　　　　　　　　　　　　　　

   住所

〒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail　　　　　　　　　　　　TEL　　　　　　　　FAX　　　　　　　　

   ②前泊延泊（　前泊(　　　泊)

1泊 13,500円

 ・ 延泊(　　　泊)

1泊 13,500円

　)    ③乗合タクシー（　行

1,200円

  ・  帰

1,200円

　)    ④個室予約（　希望 ・ 不要　）

当日精算　3,500円～6,500円

        

　天然温泉バス予約（ する ・ しない ）　（食物アレルギー　食品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

   昼食1,500円希望（ する ・ しない ）　　振込先（　〒 ・ 銀行　)　　振込日　　 月　　 日 (  振込済み ・ 振込予定  ）　　　　　　　　　　　　　  

  振込総合計

＊該当項目に○をご記入ください

  ①( 参加費

16,500円

 ） + ②前泊延泊(計　   　  泊)

1泊 13,500円

 + ③乗合タクシー(　行

1,200円

  ・  帰

1,200円

　) ＝                  　  　　       円 　           

◎お申し込みのきっかけ　  　      ちらし　    　紹介：紹介者（　　　　　　　　　　　）　         インターネット　             　本（　　　　　　　　　　　　　）

お野菜たっぷりサラダ 緑いっぱいのホール 絶品！！フォカッチャ


