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Sunny: 「マクロビオティック」と聞くと、どうしても『玄米菜食』というイ
メージがすごく強いですが、虻川先生から見るマクロビオティックというのはど
ういうものですか？  
 
虻川先生：僕はもっと大きなエネルギーの流れで捉えています。
『自分のエネルギーを創造し使いこなす術』みたいなもので、僕らはある
意味『エネルギー使い』。自分の好むエネルギー状態が作れるなら必ずしも
『玄米菜食』にとらわれる必要はありません。僕自身も穀菜食を好みはします
がそれが絶対じゃないです。 
 
 
Sunny: そうですよね。マクロビオティックというのは、あれがダメ、これ
もダメというものではなくて、もっと大きな意味での『生き方』『食べ方』のこ
とですよね。ですが、マクロビオティックの学校によれば、『玄米菜食限定』を
強く勧めるところもあるようですが。 
 
 
虻川先生：それはそれでその学校や指導者の世界観に基づいているのでＯ
Ｋです。彼らにとってはそれが正解。その部分は素直にリスペクトすれば
いい。要は自分がその世界観に合うか合わないか。 
 
 
Sunny: そうですよね。ここに『The Macrobiotic』と限定され
た世界があるのではなくて、自分のマクロビオティックの世界
を作っていけばいいんですよね。 
 
 
虻川先生：その通りです！だから、他の人のマクロビオティックの
世界を批判する必要はないし、それより自分のマクロビオティ
ックの世界を大切にしてください。どっちも正解。 
 
どこで学んでもマクロビオティックを語るときにはその時点でもう自分の
世界に進化していますから。 
 
Sunny: そうですよね~。だから私達も習った事を自分の中で消化して、
それを伝えるときには、自分のマクロビオティックの世界を皆さんと共有
するという感じでいいということですよね。 

	  

自分を自由に表現する生き方 
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虻川先生：はい。久司先生も「Ｎｏｎ Ｃｒｅｄｏ」とおっしゃっていま
したよね。たとえ久司先生から学んだことであっても、「最終的には自分
で判断しなさいよ」ということでした。 
 
『陰陽』も全く同じものは無くすべてがユニーク。みんな右に同じという
ことはおかしいですよね。 
 
 
Sunny: なるほど。つまり『久司先生のマクロビオティック＝絶対』
ではないということですよね。 
 
 
虻川先生: 久司先生のマクロビオティックは久司先生の壮大な宇宙観が
美しく描かれていて、僕らはそこに強く惹かれて日々学んでいるわけです
が、それが Sunny さんの絶対でなくてもいいということです。 
 
 
Sunny: そうですね。例えば『陰陽』の見方一つとっても、久司先生の
教えが基準にあったとしても、自分の陰陽の見方を見つけていけばいいん
ですね。 
 
極端に言えば、今自分があることについて思い込んでいて、１０年後には
その考えが間違っていたと思うかもしれない。でも、『その時、自分には
それが正しいと思えた』。だからそれはそれでいい位のゆるい感覚でいい
んですよね。 
 
 
虻川先生: はい。（笑） 
 
 
Sunny:  そんな『楽』な感じでいいんですか？（笑） 
 
 
虻川先生：はい！気楽に気楽に。エネルギーは常に動
いています。陰陽ひとつとっても遊びのようなも
のです。 
 
陰陽って物の見方やから、人によって意見が違うのが当たり前。だから、
何が正しい何が間違っているではなくて、『私はこう思う』『他の人はこ
う思う』『なるほど。そんな見方があるんか！』位が丁度いい。 
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『こうです』『ああです』とやっている時点で、生き物が生き物でなくな
ってしまう。 
 
マクロビオティックってすごくダイナミックなものだから、このダイナミ
ズムを大切にしてほしい。いわゆる観念的な“マクロビオティック”からは
Sunny さんは卒業した方がいいかも。 
 
 
Sunny:  なるほど。絶対という答えは無いんですよね。答えはどんどん
変わっていってもいいんですね。（ワクワク♪♪） 
 
 
虻川先生：その通り。そんな状態で久司先生と話をされると、先生もきっ
と喜ばれると思いますよ。先生のおっしゃっていた事をそのままただ言っ
ていたのでは、先生も『それって、私が４０年前に言った事ですよ（苦
笑）』って話です。それだと全然面白くない。（笑） 
 
それに、久司先生はもっと『自由』とか『遊び』を大切にされていますね。 
 
 
Sunny: あ～。そうでしたね。久司先生、それおっしゃっておられまし
たよね！ 
 
マクロビオティックというのは決して固いものではなく、『自由なもので、
遊びがたくさん入っている』ということですよね。その方が私にとっても
しっくりきます。“マクロビオティック”という枠に自分を入れて固くなら
なくてもいいという事ですよね。 
 
 
虻川先生：そうです！ まぁ Sunny さん自身にパワーがあるから、枠には
まってもそれでもどんどん突き進むだろうから、それはそれでもいいんで
す。 
 
でも、もっと自由と遊びをプラスしていくと、さら
にパワーアップしてくると思います。愛が出てく
るというか、華やかさがでてくる。どんどん光輝
いてくる。そんな感じになると思います。 
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Sunny: は～。ステキ！それはいいですね。もっと自由に遊びながらマ
クロビオティックを実践していきたいです。 
 
例えば、陰と陽はこれ！っと決めつけてしまえば、そこで自分の発想の自
由を奪うことにもなりかねないですよね。そうすると、その時点でそのマ
クロビオティックから『自由と遊びが無くなってしまう』ということです
よ。そうすると、マクロビオティックがもうマクロビオティックでは無く
なってしまう。 
 
 
虻川先生：そうです。例えば、陰と陽がこうだという覚え方を
したとしても、それがコピーされればされるほど、本
当に伝えたかった事からズレていってしまう。なんと
なく言葉が残ってるから、そうなのかなって思うけど、
本当に言いたかった事とは違うかもしれない。 
 
 
Sunny: なるほど。全体的に見て、その『自由なマクロビオティック』
がこの日本にどれ程広がっていると思いますか？ 
 
 
虻川先生：さぁ、どうでしょう？いずれにしても、自分がやるのは徹底し
て『自由』と『遊び』。周りはあんまり関係がないかもしれません。 
 
 
Sunny: 例えば、『あなたの考え方変えたろうか～？』的な要素も全く
ないということですね。（爆笑） 
 
 
虻川先生：ないない。（笑）僕はマクロビオティックの素晴らしさはお伝
えしますが、マクロビオティックを広げるということ自体を目的としてい
るわけではありません。自分の生き方をエッセンスとして表現している感
じです。 
 
 
Sunny:  先生の生き方の一つの表現方法という事ですね。 
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虻川先生：そうですね。マクロビオティックの本質から
考えると、自分の生き方や立ち居振る舞い全てが
マクロビオティックですから、別にそれを伝える
伝えないという話ではなく、ただ単にマクロビオ
ティックに生きていく！ 
 
 
Sunny: 本当にそうですね。めっちゃ腑に落ちます！（笑） 
 
久司先生は世界にマクロビオティックを広げようとされていましたよね。 
久司先生はその“広げる”ということを目的とされていたと思いますか？ 
 
 
虻川先生：そうですね。それに久司先生はそれを楽しまれてい
たと思います。 
 
Sunny: なるほど。それも久司先生の自分の生き方の表現方
法ということだったと思いますか？ 
 
 
虻川先生：そうだと思います。世界平和のために世界にマクロビオティッ
クを広める事を久司先生は使命とし楽しまれていたのだと思います。無限
の愛と情熱とユーモアに満ちたマクロビオティックな生き方をされた久司
先生がぼくは大好きですし人生の師としてリスペクトしています。そして
今、久司先生から問われているのは、『あなたはどんな生き
方をしますか？』という事。 
 
 
Sunny: なるほど。。。そういえば、久司先生、授業中にそのことを私
達に聞かれていましたよね。『あなたは将来何がしたいの？』って。 
 
 
虻川先生：そうです。ここはそれぞれ自由に。常識の枠を外し、いわゆる
“マクロビオティック”の枠をも外し、自分を生き方として自由に表現して
みる。久司先生から僕らは常にそれを問われています。 
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Sunny: 私がクシアカデミーで学んでいる時に、スタッフの人達から
『あまり質問もしないで、自分で考えてみて下さい。考える力をつけてく
ださい』と言われた事を覚えています。 
 
 
虻川先生：クリエイティブさや自由な精神が足りないという事があるかも
しれませんね。 
 
 
Sunny: それは久司先生の教えを一方的に従って、そこから出ていかな
い人が多いということでしょうか？ 
 
 
虻川先生：久司先生はご自身のコピーを作ろうとし
ていた訳では無いです。もっとオリジナルで、もっとユニー
クな発想で久司先生に向き合う位でいい。『私はこう思うねん！』という
ようなユニークな視点があると。。。 
 
 
Sunny: 久司先生もノリノリになりますよね。（笑） 
 
 
虻川先生：そう！久司先生の教えていることをそのままコピーしても面白
くない。 
 
 
Sunny: 『それ、私が言った事でしょ』って、久司先生思われますよ
ね！（爆笑） 
 
 
虻川先生：そうです。『それ何年前の話しているんですか？』っていう話
ですよね。（笑） 
 
 
Sunny: なるほど。つまり今の私達には自由でのびの
びとした発想が足りないということですね。 
 
 
虻川先生：そうかもしれません。 
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Sunny: もっと突っ込むとどういうことでしょうか？クリティカルシン
キングが今の人に足りないということでしょうか？ 
 
 
虻川先生：そんなに複雑なことではなく・・・ただシンプルに自分を解き
放ったらいいんじゃないかな。例えば、今まで学んだ事を一旦全部忘れて
みるとか。 
 
 
Sunny: そう言えば、虻川先生は、アメリカのクシインスティチュート
で学ばれた直後、テキストを全部捨てたとおっしゃっていましたよね。初
めてそれを虻川先生から聞いた時は衝撃的でした！！ 
 
 
虻川先生：全部捨てました。あとは宇宙が教えてくれる。学んだことをベース
に、そこからまず自分がどうしたいか。概念的な“マクロビオ
ティック”からは離れ、シンプルに自分が生きていく上でどうしたいのか
を問うんです。どういう世界を自分は創っていきたいのか。
自分はどういう人と会って、どういう人とお仕事して
いきたいのか。まず何よりもそこです。 
 
 
Sunny: 分かりました。じゃ、私もマクロビオティックという肩書きも
捨てます。（笑） 
 
 
虻川先生：おー。（笑）Sunny さんは Sunny さん独自
の食＆エネルギーの世界を作ればいいですね！ 
 
 
Sunny: そうですね。誰のマクロビオティックも間違いは無いというこ
とですよね。 
 
でも、もしその人の陰陽の考え方がめちゃめちゃになっていたとしてもで
すか？基礎の考え方というのは必要ではないですか？ 
 
 
虻川先生：めちゃめちゃもひとつの現れ方（笑）でも基礎の考え方は大切
ですね。 
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Sunny: その考え方を伝えたいと虻川先生は思いますか？ 
 
 
虻川先生：それは僕なりに。基礎も応用も発展も大好きです。Sunny さ
んの場合も、それを自分がしたいかどうかです。ご自身が陰陽理論を中心
に話を進めていきたいかどうか。自分がしたくないことをしている時間は
無いです。『～しなければならない』ではなく『～
したい』かどうか。 
 
陰陽のベースを伝えたい人や得意な人って沢山いらっしゃいます。自分が
特にそこに惹かれなければ、それはその人達にお任せして。Sunny さん
は『私がやりたいのはこれ！』っていうところにドーンと突っ込んでいっ
たらいいんですよ。 
 
 
Sunny: っというと、教える場合でも、私の言っている事を全部信じて
もらうのではなくて、生徒さん一人一人がどうしたいかということでしょ
うか？ 
 
 
虻川先生：はい。徹底的にそこを問う。『自由』と『遊び』をエ
ンジョイしてもらうといいです。 
 
Sunny さんとしてはまずご自身が何を伝えたいのか。それから、それを
ご自身がどこまで信じ、どれだけ誇りを持っているかだと思います。あと
は情熱を持ってお話しする。聞いてくれる人が信じてくれるかどうかは二
の次です。まずは自分の信念・誇り・情熱をもって何をお
伝えしたいのか。それを最初にもってくるんです。 
 
 
Sunny: まったく新しいものを作っていっちゃってもいいんですよね。
生徒さんに伝える時も、そんな感じで言っちゃっていいんですよね。 
 
 
虻川先生：そうです！で、私はこの通りノリノリなんです！ばーん！ 
って感じで。 
 
 
Sunny: 爆笑！ 
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虻川先生：そんな感じでいいと思います。何から何まで全部自分一人でカ
バーしようとしなくてもいいんです。それだとエネルギーが薄くなる。そ
れよりみんなが、Sunny さんのノリノリ感に感銘して勇気をもらいそれ
で元気になって帰っていく感じ。 
 
 
Sunny: って言うと、自分のやりたいことだけやっていたらいいんですね。
（笑！） 
 
 
虻川先生：そう！自分がどうしたいのか、まずそれを想像
する。どんな素晴らしい場にしたいのか。Sunny さんオリジナルの世
界に関しては当然 Sunny さんがナンバーワンだから、その道の第一人者
としてそれをどう伝えていくかなんです。たとえ誰から何を言われても
『だって私はこうだから』でいいんちゃうかな。そして『違う考えの人が
いても全然いいんですよ』って感じで。他の人を否定しない。しっかり受
け止めてその多様性を楽しむくらいに構えておけば、変にぶつかったりは
しないです。 
 
 
Sunny: なるほど。なんか簡単ですね。 
 
 
虻川先生：そう。シンプル。 
 
 
Sunny: まずは自分がワクワクしていたらいいんですね。それなら、その
世界もなんだか作りやすいですよね。 
 
他のマクロビオティックの先生からは、虻川先生のような自由な発想を感
じませんでしたが。。。。 
 
 
虻川先生：まぁ、それは人それぞれで・・・僕は自由に表現したかったし、
僕の生き方そのものがそうでしたから。 
 
それに Sunny さんと僕との関係で、Sunny さんが僕のマクロビオティッ
クに自由と遊びを感じてくれているだけなので。他の方には他の方の世界
があって、そこに共鳴している方もたくさんいらっしゃると思います。 
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＜ここで虻川先生手作りデザートが登場！＞ 
 
虻川先生の愛情が口の中いっぱいに広がりま
した。とっても美味しかったです！！ 
 
 
虻川先生：だから他の人が自由じゃないかって言ったら、そこは分からな
いですよね。自分が見ているその人と、その人の世界というのが。 
 
 
Sunny: なるほど。 
 
 
虻川先生：まぁ、分からなくてもいいんです。自分には見えないけれど、
その人なりの遊びがあるんだろうなってところを認めておくといいかもし
れない。あんまり外から決めつけないで。それよりも共鳴するところにど
ーんと突っ込む。 
 
 
Sunny: そういえば、虻川先生よく『面白い！』って言われるじゃない
ですか。先生の感覚に私もすごく共鳴したので、何かある度に『面白い！』
ってつぶやいてます。嫌な人に会っても、嫌なことにぶつかっても、『面
白い！』に変えています。（笑） 
 
 
虻川先生：あ～。いいですよね！ 
 
 
Sunny:『面白い！』というと、面白いものが見えてきます。（笑） 
 
 
虻川先生：見えてきますよね。無理やりとかではなく何事も大らかにマク
ロに見て、ひょいっ、ひょいっ、と面白く変えていければいいですよね。
そうやって Sunny さんも自由に遊べばいい。『面白い世界づくりの名人』
としてそこを Sunny 流に表現していくことですね。 
 
 
Sunny: そうですね！（ワクワク♪♪） 
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Sunny: 話は少し変わりますが、マクロビオティクって女性が実践して
いる場合が多いじゃないですか。男性ではなかなか珍しい。虻川先生がマ
クロビオティックを始めるキッカケになったのは何ですか？ 
 
 
虻川先生：久司先生の本です。ちょうど MBA 留学前で、世界で活躍する
日本人に興味がありました。話の不思議さと面白さ。それに結構変な事を
言っているように思えたのに、世界で高く評価されていることに衝撃を受
けて・・・それがキッカケですね。 
 
 
Sunny: 虻川先生も将来世界で活躍したいという事に対して興味があり
ますか？ 
 
 
虻川先生：あります。あるタイミングでぼくら夫婦で世界を飛び回る事に
なると思います。 
 
 
Sunny: どんなことをされたいんですか？ 
 
 
虻川先生：今と一緒です。『自由』と『遊び』がテーマ。僕とみきちゃん
（奥様）と自然な流れで共鳴・共振したところと繋がって。それが企業な
のか教育機関なのかなんなのかわかりませんが、ご縁のあったところで。 
 
 
Sunny: 日本人の方を対象にされますか？それとも英語ですか？ 
 
 
虻川先生：両方です。 
 
 
Sunny: ここでまた話は少し変わるんですが、先生は色々な方にコンサ
ルテーションを行なっておられますよね。そこで一つ質問です。エネルギ
ーがすごく重い人をコンサルテーションする場合、何か心がけられている
事はありますか？ 私もカウンセラーとして、先生の対処法を参考にさせ
ていただきたいです。 
 
虻川先生：あはははは。あるある（笑）結構重い人が来られるときに、そ
こにフォーカスしてしまうと、もう数日前からじわじわ～っと自分の身も
心も重くなってきて・・・「あれれれれ？」って感じで。 
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幸いなことに僕の場合は最強ヒーラー（!?）のみきちゃんが守ってくれて
いるので・・・。実は僕が影響を感じる前にもう彼女が先に異変を察知し
ていて・・・（笑）必要な時にはパーン！とヒーリングしてくれるので事
なきを得ています。感謝の毎日です。 
 
で、何が問題かって言ったら、相手の闇にフォーカスして、そのことばか
り考えているからそこに同調して重いエネルギーを引き寄せてしまう。コ
ツは逆をいくんです。相手の光にフォーカスする。すると不思議なことに、
相手が勝手に変わってしまう。えらく前向きな人が登場し
てもうびっくりしてしまったりとか。（笑）闇もあれば光もある。みんな
陰陽両方もちあわせてますから、あとは自分がどちらとつきあいたいの
か？自分で選択するということです。相手にあわせるのではなく自分で場
をつくる。これ『みきちゃんの教え』です。（笑） 
 
 
Sunny: なるほど！とにかく、何事も人にフォーカスするのではなく、
自分の中の合わせたい部分にフォーカスするということですよね。 
 
 
虻川先生：はい。Sunny さんはすっごいいいパワーもっているから、そ
こにどっと集中して。自分のパワーを出し惜しみせずにどーんと発揮して
エネルギーが上がれば、そのエネルギーにふさわしい人が反応してくるか
ら。だから、共鳴してきた人達と楽しくやって行こう！って感じでいいん
ですよ。 
 
そういうパワフルな Sunny さんに憧れて、みんな影響されて自由に好き
なことをやってハッピーハッピーって感じになるから。だからここをぐー
っと 
 
Sunny: 固めるという事ですか？ 
 
 
虻川先生：そう。そして、それが人に喜ばれるようになると、自然とお金
が巡ってきます。今の世の中では。お金は喜びのエネルギー。 
 
 
Sunny: 自分がハッピーになったらということですか？ 
 
 
虻川先生：そう。自分がハッピーになってそれが周りに伝播していくと。 
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Sunny: 勝手に回って来るって言う事ですよね。 
 
 
虻川先生：そう！やるからにはバンクーバーで一番のハッピーカウンセラ
ーで！ 
 
 
Sunny: そうですね！ 
 
 
虻川先生：そのイメージで暗いカウンセリングの世界とはスパッと縁を切
って。だって、Sunny じゃないですか。お名前が！！ 
 
 
Sunny: ホンマや！（皆で爆笑！）いや！バンクーバーNo.１とは言わ
ず、世界１ハッピーなカウンセラーを目指します。 
 
今日は本当に貴重な時間をありがとうございました。 
 
 

 
  

	  
上地さんは日本の人気 TV番組『金曜日のキセキ』にレギュラーで出演され
ていた宮古島在住の未来鑑定士さんです。 
 
この対談では、上地さんの著書『「母が重い！」 
あなたへ』や『直感を磨いて幸せになる』を通し、 
あなたにキセキが起こるメッセージをお届けします。 
 

	  

１１月の『ミラクルが起こる』対談のお相手は上地かずみさんです 

	  

	  

 
まだまだミラクルは終らない！ 

 
虻川先生との対談後の感想は次のミラクルページから ↓ 	  ↓ 	  
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虻川先生と出会って約５年の月日が経ちました。初めてクシアカデミーで
虻川先生にお会いしてから、先生の世界観にどんどん惹かれていったのを
覚えています。 
 
先生の授業はとっても面白く、『わ～。なんて頭のいい人なんだ！！』と
いう印象を強く受けました。 
 
虻川先生からはマクロビオティックの面白さだけでなく、考える力、受容
するパワー、楽しむ力、そして面白くなる生き方を教わったような気がし
ます。それプラス、虻川先生と話すと、いつもこころがポカポカしてきま
す。これは虻川先生のハッピーなエネルギーをこころで感じ取っているか
らだと思います。 
 
今の時代、『生きる』ということがとても複雑になってきていますが、虻
川先生は常に何事もシンプルに楽しく、そしてノリノリ♪♪で生きていけ
るように常に私を導いてくれています。 
 
私にとって、マクロビオティックと虻川先生との出会いは宝物です。先生
と話していると、自分が自分でいいのだと何だかとても安心してくるので
す。そして、先生は会う度に『自分自身を信じてバーンと生きていけばい
い！』っと私の背中をそっとやさしく押してくれます。 
 
また、今回お会いしたときも、私がこれからマクロビオティックをセミナ
ーで自分のマクロビオティックをどう表現していけばいいのかを試行錯誤
しているときでした。 
 

	  

 
最後まで対談を読んで頂きありが
とうございました！ 
 
私達の対談を通して、これからの
皆様の『生き方』に少しでもヒン
トになるようなことがあればとて
も嬉しいです。♡ 
 

虻川吾郎＆Sunny Chung 

 

	  
対談を終えて 
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それは、マクロビオティック＝『玄米菜食』というイメージがあまりにも
世間に浸透してしまっているので、これをどう打ち破っていけばいいのか
と考えていたときでした。 
 
 
また、マクロビオティックとは食事制限が多いと思われている方が多い。
マクロビオティックはもっと自由で面白いもの。『こんな面白いものを知
らないのは損！』位の気持がありました。 
 
私のマクロビオティックセミナーでは、玄米菜食プラス、もっと大きな視
点からマクロビオティックをお伝えしています。それは、『生き方』、
『考え方』、『行動の起こし方』、『自分自身をエネルギーを生かす食べ
方』などを中心にしたセミナーです。つまり、私の中では私の中のマクロ
ビオティックという世界観がもう出来上がっていたのです。なので、マク
ロビオティック＝玄米菜食のイメージがあまりにも強いまま、『マクロビ
オティックセミナー』と、マクロビオティックという名前をど～んっとこ
れからも前に出していっていいのかをちょうど考えていた時期でもありま
した。 
 
そんな時、虻川先生との対談がちょうど運良く重なっていました。先生と
お話させて頂いているうちに、『マクロビオティックセミナー』の方向性
というよりは、もっと基本的な事を改めて思い出させて頂きました。 
 
それは、私のこれからの『生き方』についてでした。自分が何を伝えたい
のか、どんな方と一緒にお仕事をしたいのか。また、自分の人生をどのよ
うに『自由で面白く』表現していきたいのかでした。 
 
先生とお話をさせて頂いている間に、いきなり、『あ～～～～。そうだぁ
～～～～』っと目の前がバ～ンと開けてきて、自分の迷いもあっという間
に吹っ飛んでしまっていました。それは、私の『生き方』をセミナーで表
現するというシンプルな答えでした。それが明確になり、私の中でとても
スッキリとした気持になりました。 
 
虻川先生とお話すると、どうすれば自分の世界観をカタチにしていけるの
かを毎回思い出させて頂けるので、私の人生のワクワク度数がどんどんア
ップしていっています。 
 
改めて、虻川先生のようなノリノリ人生まっしぐらな方とみきちゃん（先
生の奥様）にマクロビオティックを通して出会えた事にこころより感謝し
ます。♡ 
 
２０１５年１０月 
 
Sunny Chung 


