
	  

Holistic	  Education	  Programs	  	  Consultant	  –	  Sunny	  Chung	  	  	  	  	  	  	  www.kimiracle.com	   1	  

	  

	   	  

Ki Miracle Holistic Education Programs 
スピリチュアル＆心理カウンセリング／各種セミナー

www.kimiracle.com Founder/Consultant	  	  	  Sunny	  Chung	  ♡	 	  
	 	 	 	 	 	 	 www.kimiracle.com	  

	  
	  

	  
	  

 
	    
「母が重たい！」あなたへ 

 

 
今月のテーマ 

上地一美さんの経歴 
沖縄県宮古島在住 
 
予約の取れない霊能者／未来鑑定士 
 
人気テレビ番組『金曜日のキセキ』レギュラ
ー出演。イモトアヤコさん、高畑純子さん、
山崎徹さん、楽しんごさんらなど、多くの芸
能人を鑑定。 
 
著書：「幸せを一気に引き寄せる 直感のみがき
方・使い方」、「未来への階段」、「母が重た
い！あなたへ」、「直感を磨いて幸せになる」 
	  

上地さんのウェブサイト： 
http://jelly-beans.jp 
 
上地さんの占いサイト：
https://uechi.cocoloni.jp/t.c
gi?t=f%2Ftop&zspid=w999
999999	  

	  

魂からのメッセージ 
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Sunny：上地さん、お久しぶりです～。   
 
今日はお忙しい中お時間を作って頂きありがとうござ
います！ 
 

 
上地さん：Sunny さんお久しぶりです！   
 
こちらこそありがとうございます！ 
 
 

Sunny：上地さんが書かれている本の一冊に『「母が重たい！」あなたへ』
がありますが、なんだか、すっごくインパクトのあるタイトルですね～。
この本を書こうと思ったキッカケは何だったんですか？ 
 
上地さん：最初は“母と娘”についてだったのですが、最近「母が重たい」
って悩まれている女性が多いということで、出版社の方が「このタイトル
でいきましょう！」ってことになったんです。 
 
Sunny：私は今、バンクーバーでカウンセリングをさせていただいている
んですが、「母が重たい！」って感じている人はすごく多いです。 
 
上地さん：そうなんですね～。分かります！ 
 
私は今４冊の本を出しているんですが、その４冊目が“直感”についてなん
ですね。“直感”＝第六感、インスピレーションなんですが、自分の直
感で生きれていない人の多くが「母が重たい！」って
思われています。 
 

	  

『母が重たい！あなたへ 
魂からのメッセージ 

自分の魂から送られてくるメッセージに沿って生れない理由とは？ 
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今まで沢山の人とお話しさせて頂いて実感していることは、自分の魂から
送られて来るメッセージに沿って生きることが出来ていない人というのは、
育った環境にとても影響されている人が多いなって思います。 
 
私達の魂のコアというのがおへその辺りにあって、そこからメッセージが
送られてくるのを瞬時に脳が感じ取るのが直感なんですが、０歳～９歳ま
での間に母親から受けた影響が大きい場合、その直感をすごく鈍らせてい
るという感じがします。例えば、お母さんが不安症であったり、神経症で
ある場合、自分にもその部分が擦り込まれていて、そこで苦しんでいる。
そこに気づいていないだけ。 
 
Sunny：すごく分かります！どうすれば精神的に母離れができると思いま
すか？ 
 
上地さん：インナーチャイルドを癒さないといけないと思います。 
 
子供の間は親にとても依存しているので、母親のクセを擦り込まれつつも、
母に従わなければと感じてしまう。でも、思春期になって、上手な反抗が
出来れば、「母が重たい！」とはならないんです。 
 
Sunny：上手な反抗！？ 
 
上地さん：そうそう。反抗期にもお利口さんでいた人というのは、大人に
なって人生が空回りしてしまう。その場合、お母さんの考え方、捉え方の
クセが刷り込まれていて”原因も答えもそこにある場合が多いです。 
 
感情の象徴がインナーチャイルドなんですが、その感情と
いうのは『過去の感情』。上手な反抗が出来なかったという人は、
その感情をお腹に溜め込んで生きているので、大人の意識で「本当はこう
してほしかった」という自分の子供の頃の要求に応えてあげることが出来
ると解決に導くことができます。 
 
でも、最初はその苦しい所に耳を傾けないといけないんですよね～。 
 
Sunny：そうですね～。でも、大人の感覚で、自分のインナーチャイルド
の声を聴こうって思っても、「聴こえない」って言われる方がすごく多い
と思うのですが。 
 
上地さん：それは、「声を聴くのではなくて、感情に気づく」
ことなんです。 
 
Sunny：あ～。なるほど！ 
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上地さん：私達は過去にあった出来事にフタをしていても、
今現在進行で「様々な出来事に直面したとき」「過去
の感情」が呼び起こされてしまう。 
 私たちの心には“喜怒哀楽”の感情の扉があります。喜楽はプラスの感情
なので、そこはあまり意識しなくていいのですが、何か出来事が起きた時
に自分が“怒と哀”のどちらの扉から複雑な感情を引き起こしているのか。
最初に“怒”の感情を感じている人は、カーとなり、後から「何でそんなこ
と言われなければいけないの？」と”哀“がくる。“哀”から入る人というの
は、「あの時、あぁ言っておけばよかった」と後から“怒”を感じることが
多い。 
 
“怒り”から入っても、“哀しみ”から入っても同じ事なんですけど、罪悪感、
嫉妬心など、どういう思いが出てきているのか。例えば、何をしても、何
をされても罪悪感を感じ、その無意識のクセが自分を苦しめている。だか
ら、自分がどの感情の入口から入ってきていているのか。そのクセに気づ
くと変わっていくことが出来る。 
 
殆どの場合、今起きている問題というのは、「ここ」には
無い。 
 
Sunny：まさに！「問題が今に無い！」ってすごいですね～。 
 
上地さん：今苦しんでいると、未来も苦しむ。今にあると
いうのは、過去から引きずってきたこと。 
 
過去、現在、未来は繋がっています。だから、今の思いを手放すことによ
って、絶対未来は変えられる。出来事が１０パターンあったとしても、嫉
妬心を持っている人は“嫉妬心”、罪悪感を持っている人は“罪悪感”ってい
う風にその１つの感情で苦しんでいる。 
 
Sunny：“嫉妬”と“妬み”ってすごく強い負の感情のような感じがしますが、
それも母親からの影響でしょうか？ 
 
上地さん：そうです。子供の頃に母親に言われた言葉。例えば、「あの子
が出来ているのに、なぜあなたは出来ないの？」とか「もっと頑張りなさ
いよ！」って言われると、その子供はただ母親から認めて欲しい、受け入
れて欲しいと頑張ってしまう・・・、それでもなかなか認めてもらえない
から、その出来る子供に対して嫉妬してしまう。 
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母親が知らず知らずのうちに、子どもに嫉妬心を芽生えさせるような言葉
を投げかけてしまっているんですね。その気持が成長する過程でその子に
ずっとくっついてしまっている。その子どもは「出来なかった、認めても
らえなかった」っというような気持が残ってしまうので、大人になって仕
事をするようになっても、「あの人すごいな」という思いと同時に「どう
せ私は出来ない！認めてもらえない！」というような嫉妬心が出てきてし
まう。 
 
Sunny：“劣等感”と“嫉妬心”はどう違うと思いますか？ 
 
上地さん：『なんであなたには出来ないの？』って言われると、劣等感の
気持が生まれる。その気持を持って、他の人を追い越そうと思って、がん
ばるんですが、追い越せないケースがある。そういった場合、「どうせや
っても無理」という劣等感が出来る人に対して嫉妬心を抱いてしまう。 
 
何かが出来ている人に対して、その人の中に何か欠点を見つけて、「何で
あの人には出来るの？私の方が上なのに！！」とすごく複雑な感情が生ま
れてきたりもします。 
 
なので、劣等感→嫉妬心→妬みと、３つセットであるんだと思います。 
 
Sunny：それはとても心理学的な見方だなって思うのですが、上地さんは、
それって過去性の思い癖からきているなって感じられることはあります
か？ 
 
上地さん：あります！過去性での衝撃的な出来事でついた思
い癖から来ている場合は、それは魂の記憶になってし
まうので、そのクセは今世で変えることが出来ません。 
 
前世の魂の記憶はとても根深く、とても念の強い感情であったりするので、
「これは過去のものですよ」って自分にリセットさせてあげる。なので、
それのクセが出てきたときには、変えようとするよりは、「これは過
去からの感情の記憶」と自分にいい聞かせ、前に進む
しかないです。それらをクリアにするために生まれて
きていることもあります。 
 
Sunny：それって、例えば、統合失調症の方などは脳の病気から幻聴、幻
覚を見られますよね。その症状とうまく付き合っていくために、「これは
幻覚だ」と自分自身に言い聞かせ、そこにフォーカスをしない。そんな感
じでうまく付き合っていくっていう感覚ですか？ 
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上地さん：はい。そんな感じです！ 
 
今世で過去性の感情の記憶を変える為には、過去にこ
んなことがあったんだと知る（理解する／受け容れる）
ことなんです。 
 
“肩が凄く痛い“という、歯科助手をしていた方に前世療法をした時のこと
です。催眠療法をしている間に、彼女すごく肩が痛みだして、ついにはも
だえ出してしまって。 
 
私が霊視をして、彼女が目覚めた時に、「何色のワンピースを着ていまし
たか？」って聞いたら、「真っ赤」って言われたんです。でも私が視えた
のは、「白」。でも、その白い服が血の色で染まっていたんです。。。 
 
彼女は肩の痛みが職業病だと思ってたんですけど、その過去の痛みを促進
するような職業に付いている。でも実は、彼女の現在感じられている肩の
痛みは過去性からのもので、現在の職業でシンクロ的な痛みとして感じて
いたんです。 
 
でも、催眠療法で自分の痛みが過去のものだと知った後、その痛みが無く
なったんです。なので、過去性からの痛みだと知る事で痛みが和らぐこと
があります。ですが、その過去の痛みが衝撃的だったら、カウンセリング
などを受けて、こころのケアーをしてあげればだいぶ変わるかなって思い
ます。 
 
Sunny：それはすごいですね！彼女、まさか肩の痛みが過去性からきてい
たなんて想像がつかなかったでしょうね。。。。 
 
今も催眠療法はされておられるんですか？ 
 
上地さん：今はしていません。 
 
Sunny：上地さんの所にはどんな人が鑑定に来られるんですか？ 
 
上地さん：周波数の合う人が来られているなって感じです。 
 
Sunny：上地さんと周波数が合う人ってどんな人なんですか？ 
 
上地さん：魂が繋がっている人というか、鑑定は、私にとっても出会いな
んですよ。Sunny さんとも魂の縁があるんです。携帯の電波のような感
じです。繋がっていない人は、台風に邪魔されて来れなくなったりもしま
す。電波妨害が起きるんですね。（笑） 
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Sunny：笑！ 
 
上地さん：Sunny さんのワークショップに来られている人達は全部魂が
Sunny さんと、そして、その会場に来ている人たちもそれぞれ繋がって
いると思いますよ。深く関わっていく人というのは、過去に会っている人
が多いですね。 

 
Sunny：霊視をされる方は、（クライアントさんの思いを）全部引き受け
てしまうと、カラダが持たないと思うのですが。上地さんはどのようにし
てセルフケアーをされているんですか？ 
 
上地さん：（自分の）波を強くします。 
 
Sunny：具体的にはどんなことをされていますか？例えば、キレイな宮古
島の海に入るとか？ 
 
上地さん：そうですね～。私宮古島
に居るから出来ているのかもしれな
い。 
 
宮古島はサンゴで出来た島で、 
サンゴ（コーラル）には潜在意識 
の開花という意味があって、竜宮のエネルギーで。きっと海ですよね！ 
海は邪気を払うというか、曇りを取ってくれているように思います。 
 
Sunny：実は、バンクーバーも海に囲まれているんですよ！ 
 
上地さん：そうなんだ～！ 
 
Sunny：そうなんです。土地が持っている力のせいか、バンクーバーには
スピリチュアルティーに関心がある方がすごく多いです。 
 
上地さん：すご～い。やっぱり土地ですよね～。 
 
Sunny：はい。バンクーバーには妖精がいるんじゃないか
なって感じるような森も沢山あって。♡ 
 
上地さん：強い磁場の所に行った時に、スピリチュアルティーに目覚める
人もいます。私達は皆スピリチュアルティーなので。磁場の強い所に行く

	  

自分のエネルギーを守るためには自分の波を強くする 
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と、抑えられていたインナーチャイルドですごく苦しむ人もいます。それ
が解放になってスピリチュアルティーに目覚めるというか。 
 
Sunny：そうですよね～。例えば、私はセドナに行ったときに、直感がと
っても鋭くなって。でも、セドナのような磁場の高い所に行くと、気分が
悪くなるという人も多いみたいです。 
 
上地さん：でも、それは自分が曇っているからですよね。こうなりたいと
うイメージや、こんな風に人を救いたいとか魂の役割が強くある人という
のは、曇りなんてバーンって上に押し上げてしまう位エネルギーがありま
す。宮古島もそうなんだけど、セドナのネイティブアメリカンって「直感
を信じなくて何を信じる！？」ってところがあると聞いたことがあります。 
 
Sunny：笑！そうですよね～。 
 
上地さん：直感自体が魂のメッセージであるわけですから、それ
を信じないで、誰の考えで生きていくかというと、それがお母さんなんで
す。 
 
Sunny：お父さんではなく？ 
 
上地さん：逆にお父さんが子育てしたってなると、お父さんの可能性もあ
りますけど、８割お母さんかな～。お腹の中にいる時から感情の擦り込み
が始まるので・・・。 
 
遺伝子のように、お母さんもそのお母さんから考え方を擦り込まれている
ので、遺伝子のようにクセがどんどん下に擦り込まれていってしまってい
る。 
 
Sunny：それって、ウィルスのように感染していく感じですよね～。 
 
上地さん：そうですね！ 
 
Sunny：そういえば、上地さん直感のことも本に書かれていますよね。 
 
今、多くの人が自分の“直感”というアンテナに合わすことができなくて、
母親の感情に合わせたりだとか、社会の感情に合わせたりする場合が多い
と思うのですが。 
 
例えば、カウンセリングをしていると、本人は芸術の道に行きたいんだけ
ど、そこに行くのは怖いからビジネスの勉強をしていますって。自分のや
りたいことをするのではなく、その方が社会から受け容れてもらいやすい
からって、そこに軸を置いて生きている人が多いなって思います。でも、
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そういう人は、結局自分を騙せないので長い間“鬱”になってでも苦しんで
いる。 
 
上地さん：そうですね。お母さんが子供に就職するならこういう仕事よね
って言い続けてきたりしていますね。例えば、お母さんが「看護師の仕事
より薬剤師の方がいいよ」って知らず知らずのうちに言霊で子供の仕事を
決めてしまっていたりすることもあります。そうすると、自分の人生これ
でいいのかな？という思いが、ある日お突然湧き上がってきます。でも、
経済だったり、年齢だったりが気になって、自分がしたい方向に動けなく
なってしまったりして。 
 
だから、そういう人の場合は、同時進行でもいいですよってアドバイスし
ます。経済力が安定する仕事があるから、自分のしたいことが学べる。究
極な選択をしなくてはいけないと思い込んでる人が多いなって思います。 
 
魂はベストなタイミングを見せてくれるので、「ここだ！」っていうタイ
ミングで、今世どこまで出来るのか。すごく長いスパンで考えてみていい
と思いますよ。 
 
Sunny：なるほど～。上地さんは霊能者でいらっしゃるんですけど、とて
も現実的でもありますよね。「今出来る事を一歩ずつやっていきましょ～」
っていうな導き方をされている感じがします。それって、長いスパンでゆ
っくりやって行きましょうって言うことですよね。 
 
でも、「今、変えたい！」「今、変わりたい！」と言う人も沢山いると思
うのですが。 
 
上地さん：「今すぐ！」というのは“焦り”ですよね。何を変えたいのかが
分からないと変えられないので。でも、もし、究極に変えたいと思
うのであれば、自分の魂に忠実に決断していかないと
難しいかなって。 
 
例えば、結婚がしたいって思って、お付き合いしてもうまくいかない人も
結構多いんですよ。でも、結婚相手が日本に居ないっていう場合もありま
す。 
 
Sunny：それは困る（笑！） 
 
上地さん：そうなると、究極な選択をしないと結婚できない。 
 
Sunny：はぁ～。それは迷われるでしょうね！ 
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上地さん：それをクライアントの方に言うと、「実は、私ず～と海外に行
きたくて仕方が無かったんですよ」って。でも、親が心配するから行けて
いなかったりして。“行きたい！”って魂がすっごいメッセージを出してい
るのに。 
 
魂ってメッセージを取り下げないんです。ずーっとメッセ
ージを送り続けているのに、３０歳、４０歳を超えても、日本で一般的に
結婚して子供を生むって思われていて。でも、その方の結婚相手が日本に
居ない。彼女は究極な選択をして、結局海外で結婚されました。 
 
Sunny: なんだかすごく説得力がありますね！ 
 
上地さん：誰でも魂のメッセージに沿って、直感で生きていくことは可能
なので、霊視プラス現実ということをちょっと意識の隅に置いておかない
と、スピリチュアルティーっておかしくなっていくかなって。スピリチュ
アルと現実のバランスを取る方が、居心地がよくなると思いますね。 
 
Sunny: ほんと同感です！！上地さんは、人が見えない
ものが見えるじゃないですか～。上地さんの場合、その
境目（人が見えないものと現実の）って何ですか？そし
て、その中でどのようにバランスを取られているんです
か？ 

 
上地さん：私には境目がないです。亡くなっている人とも
普通に道をすれ違うので。それは怖いものでもないし、そ
の人達の念というのがこの地球上にあって。人が見えない
人に、私が声をかけてしまうと、私はおかしい人になるの
でただ、話しかけるか、話しかけないか位の違いで。 

 
でも、私達は貪欲になりすぎて、目に見えないものが信じられなくなって
きているかな～て。ただ、人間が信じなくなっただけだと思います。その
信じる度合いを強くしていけば、全然誰でも感じ取る事が出来るし。 
 
目に見えないことを信じることがスピリチュアリティ
ーと現実のバランスの取り方かなって思う。 
 
Sunny: 確かにそうですね！また、その目に見えないことを信じる
ということが直感を磨くということに繋がっていく感じ。また、
それが自分のこころの声を信じる力に変えていくことが出来る
のかなって思いますが。 
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上地さん：そうですね～。誰でも自分の魂の声を聞くことが出来る。 
 
Sunny: コントロールしようとせずに、直感に耳を傾け
る。 
 
上地さん：直感は感情で沸き上がってくるので。 
 
Sunny: あぁ～。ほんとそう！！ 
 
上地さん：例えば、今日あの人を食事に誘ってみようかなって思っても、
「誘ったら迷惑かな」と思ってしまう。せっかく魂からのメッセージを感
じても、顕在意識が邪魔をしてしまったり。だから、相手がどう思
っているのではなくて、自分がどう思っているのかに
フォーカスする。 
 
Sunny:「何を直感として感じたか」ですよね。これは全てに繋が
りますよね。 
 
上地さん：せっかく海外に行きたいって思っていても、行動しなければ、
運命も動かないので、遠回りになってしまう。 
 
着く場所に遠回りして行くのは疲れるじゃないですか。遠回りが楽しいと
いう人もいるとは思うんですけど。遠回りをしつつ、何か疲れを感じたり、
空回りを感じたりしているのであれば、少し軌道修正をした方が楽になる
のかなって思いますね～。 
 

 
Sunny: 私も色々なものが視えるのですが、最近は波動まで目で視える
ようになってきて。 
 
上地さん：さざ波のような感じがしません？ 
 
Sunny: そうです！波動のパターンが目の前で色々見えます。また、自
分の思考の波動まで見えて。考えを変えると、その波動も変わるのが見え
る！最近では、波動の音まで聴こえるようになってきました。 
 
私も過去性などが頭の中で映像として視えるというか。私の場合、マクロ
ビオティックの食事に切り替えてから、そういう力がさらに強くなってき
たような気がします。 

	   陰陽バランスが取れる考え方、生き方 
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マクロビオティックでは、陰陽論をよく使うんです。上地さんがテレビ番
組で霊視をされているのを見ていたら、上地さんも時々陰陽を例に出され
て説明されていますよね。 
 
上地さん：陰と陽は必ず背中合わせなので、捉え方なんですよ。例えば、
今起きている出来事が悪い出来事だったとしても、なんでこんなことが起
こったんだろうって負の感じで捉えるのか、これをメッセージとして捉え
るのか。どうやってそこにプラスの部分を見つけるかだけなので。 
 
Sunny: もっと大きな所から目の前に起こっている出来事を見ることが
出来るように自分の考え方を訓練していけば、自分の直感を磨くことにも
繋がるのかなって思いますが。 
 
上地さん：私のクライアントの人でも、見方を変えてあげて、それを提示
してあげると、顔色が変わってくるんですよ。「そっか～」って。 
 
陰と陽が背中合わせになっていることに、気づけていないだけなので。 
 
鑑定に来られる方で、運気の流れで、命に関わる陰の部分が視えることを
お伝えすると、この経過で気をつけて下さいって言っているのに、「運気
が悪い」に焦点を合わせて帰られる人がいます。いや、そうではなくて、
そうならないように気をつけて下さいねって一生懸命訴えるんですけど、
後から「その通りになっちゃいました」って駆け込んでくる人がいるんで
す。 
 
Sunny: 例え命に関わることが今起こり始めている可能性があったとし
ても、陰と陽は背中合わせ。だから、負の部分が今自分に起こっていたと
しても、あくまでそれはメッセージ。だから、そのメッセー 
ジをどう調理してプラスに変えていくかと言うことな
んですね。そして、そこに私達の自由がある。 
 
上地さん：そうです！ 
 
Sunny: 捉え方は自分次第。でも、そこに「自由がある」っていうこと
を分かってもらえるのはなかなか難しいです。 
 
上地さん：素直な方は上手くいきます。人生が好転していきますけど、
頭で考えすぎる人は、言った通りの暗示にかかってい
く。マインドコントロールされた感じになって。 
 
Sunny: それ怖いですね。。。 
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上地さん：自分の人生をどのようにお料理していくか。こ
うなりたくないよねって何度も言っても言葉が入らないな～と感じる人や、
あまりにもマイナスの考えが強い人には３～６ヶ月で人生が変わりますか
ら、それ位にもう一度来て下さいって言います。 
 
Sunny:ほんとうに自分次第ってことですよね～。 
 
上地さん：そうです。自分次第です！ 
 
出来事全てがメッセージなんですよ。子供の時の感覚。何を見ても素敵～
って感じられる。あの感覚で生きていければ、本当は幸せなんだと思いま
す。 
 
全てがメッセージであれば、あえてマイナスの部分を
見る必要は無い。プラスの所をもっと感じて、やさし
い気持になれれば、こころ、考え方、捉え方を変える
ことが出来れば、全て目の前に起こる事がありがたい
なって感じ取れる。 
 
例えマイナスの部分が見えていたとしても、それをどう捉えようかなぁ～
とか。それこそ人間関係では、今自分の目の前の人が自分に必要かどうか
まで考えるのがいいのかなって思います。もし必要であれば、その人に対
して優しい気持が芽生えてくる。 
 
スピリチュアは私達の肉体に宿っている目に見えない
力なので、肉体を無視しては魂のメッセージって捉え
にくいな～って思います。 
 
だから、悪い出来事にしているのも、いい出来事にしているのも、全て自
分。でも、母親から擦り込まれた考え方のクセのまま来ていて。その擦り
込まれた考えがマイナスだったら、マイナスのまま捉えて、それを引き寄
せてしまうし。結果、「母が重たい！」って感じになってしまう。もし、
「母が重たいなぁ～」って感じるのであれば、自分の考え方を変えていく
努力をする。そうすれば、どんどんいい出来事が起こってきます。 
 
でも、色々迷う人っていうのは、何かしらやりたいこと
を後回しにしている傾向がある場合が多い。 
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Sunny:それすごく分かります！私がカウンセリングをしていても、そう
いう人がすごく多いなって思います。 
 
上地さん：これやりたいなって思っていても、疲れているからって優先順
位が変わったり。それどころか、やりたいことを全然やらずに後回しにし
ていることがあります。頭では分かっているんですけど、それを行動に移
せない人多いですね。 
 
Sunny:目の前に起こっていること全てがメッセージなのだから、あの人
がこう言ったからとか、周りがこう言ったから、社会がこうだからっとい
うのではなくて、自分の中でまず色々消化してみて、どこに自分へのメッ
セージがあるかを感じてみる。 
 
まずやさしい気持の所に自分をもっていけばいいのかなって思います。も
し「母が重たい！」という気持があったとしても、その裏に何かメッセー
ジがあるはずだから、まず、よかった探しをする。それを自分の中でどう
調理していけばいいのかっていうことですよね。 
 
上地さん：もし今、「母が重たい！」っていう気持があっても、親はいつ
までたっても子供のことを心配してくれますから、そういう気持に対して、
あぁ～。母はこうやっていくつになっても私のことを心配してくれるんだ
なって。でも、「私はもう大人なのよ！」って思ってしまえば母が鬱陶し
くなくなるので。 
 
８０歳、９０歳になっても、心配してくれている母の気持を素直に受け取
れれば、優しい気持になれるし、全然腹も立たない。 例え、“怒り”の感
受が湧いてきたとしても、この優しい気持を思い出すことができると「母
が重たい」という気持ちはコントロールできると思います。 
 
Sunny: 子供の頃のやさしさや純粋さを思い出せるかど
うかが、生きていく上でハッピーになれるかどうかの
ポイントになるのかなって思います。 
 
そうすれば、「母が重たい！」って思っていても、自分の“思い癖”を変え
ていくことが出来る大きなターニングポイントが迎えられるのかなって思
いますが。。。 
 
上地さん：もしかしたら、「母が重たい！」っていう事自体がメッセージ
なのかもしれないですね。例えば、自分も他人の目からすれば重たくなっ
ているかもしれないし。それって怖くないですか？ 
 
Sunny: それ、すごく怖いですよね。。 
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上地さん：自分も重たさを外に出しているかもしれ
ない。擦り込まれた母親に対してどういう感情を
持っているかで、同じことを外でしている可能性
もすごくあるので。 
 
だから、自分のマイナスな行動がどこかで母から擦り込まれていないかな
って思った方が近道かなって思います。 
 

 
Sunny:上地さんってとても正直な方だなぁ～っていうのをすごく感じて
いて。私の家族も上地さんのファンなんですが、兄もそう感じるって言っ
てました。♡ 
 
上地さん：それは嬉しいです！私のモットーというのが、「腹を立てない」
なんです。例え、取引先の人が「すみみせんでした～～」って感じになっ
ても、「そんなに気を使わなくても、私腹立ててないよ」っていうのがも
う当たり前になってきていて。「私はただ、宮古のおばちゃんよ～」って
位の気持でいてます。 
 
Sunny: 笑！いいですね～。 
 
上地さん：あとは人の心の下に心を置くように意識しています。 
 
例えば、メールや電話なんかで表現の冷たい人がいるじゃないですか。な
んかちょっとやりにくいなって思っても、ちょっと待つんです。その人の
本質が追いかけて来てくれます。 
 
一瞬の「この人やりにくい人だなぁ～」っていう感情が邪魔してくる場合
があるでしょ。でも、人間関係では、その人がどんな捉え方をしているか
が分からないので、相手の何に対してやりにくさを感じているんだろうな
って考えて自問自答をすると、ストレスパターンを見つけることもできま
す。 
 

 

人のこころの下にこころを置く 

こころのキレイは顔にでる 
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Sunny: 相談者の方の多くが女性だと思うのですが。上地さんから見た
キレイな女性ってどんな感じの女性ですか？ 
 
上地さん：それは心の問題なので、顔に出るんですよ。自分
では気づいていないけど、目つきに出たりとか。 
 
鑑定に来られた年配の方なんですけど、彼女のご主人が彼女の顔を見る度
に愚痴を言ったり、「お前の顔なんか見たくない！」って言われたり、す
ごく毒舌で怒られるって悩んでいる人がいたんですね。でも、彼女の眉の
描き方だったりだとか、髪型だったりのバランスが悪くて・・ 
 
プロの方からアドバイスしてもらったりしたほうがいいんじゃないですか
って、傷つけないようにお伝えさせて頂いたんです。そしたら、その方随
分雰囲気が変わられてびっくりしました。 
 
本人の考え方が変わったんですね。例えば、素直にアドバイス
されたことを受け容れてみるということをしてみると、その 
人のこころの素直さがどんどん顔に出てくる。そうすると、心とカラダの
バランスが取れていって、キレイになっていくなって思います。 
 
Sunny: なるほど。キレイになれるかどうかの秘訣は“我”
を強くしない。つまり、素直に生きてみるってことなのかな。 
 
上地さん：そうですね。我が強い人っていうのは、鑑定に来ても、「当て
てみろ！」って感じで、気づいてもらおうって思ってアドバイスさせてい
ただいても聴く耳を持たない。そういった場合は、伝わらないので、あな
たの中に、こう言って欲しいという答えがあるので鑑定を終了しましょう
かって聞きます。でも、そう言っても動かれないんですね。 
 
Sunny: その我の強い人は何が聞きたかったのだと思いますか？ 
 
上地さん：何が聞きたいっと言うよりも、信じていなかったと思います。
言っても、自分の人生に起きている出来事に目を向けたくないって感じで
す。 
 
Sunny: なるほど。。。上地さんから受けるメッセージを聴こうという
よりは、自分の思い通り(我)の人生になれるかどうか、そんな感じのメッ
セージが聞きたかったっという事でしょうか。 
 
あるいは、上地さんを試されていたのでしょうか？ 
 
上地さん：そうかもしれませんね。 
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Sunny: はぁ～。せっかく上地さんと繋がれるご縁があって宮古島まで
来られているのに。。。自分の“我”が前に出てしまって、メッセージを受
け取れない体制を自分で作っている。つまり、自分でチャンスを掴むこと
が出来たのに、その素材をどうやって調理していいのかが分からなかった。
私の所に来られる人もそういう方沢山いらっしゃいます。なんだか、もっ
たいないなって。 
 
これは心理学からの視点なんですが。そういった方というのは、闘う体制
というか、あまのじゃくな感じの“生き癖“を持たれてる。なので、最初は
上地さんのメッセージを聞きたくない。で、上地さんが鑑定を終了しまし
ょうか？って聞くと、やめませんって、そこの部分でまた闘おうとする。 
 
そして、上地さんの人柄は闘わない人だから、メッセージをぐ～っと無理
に入れるようなこともされない。 
 
上地さん：はい。そこで怒ってはダメなんです。この人は苦しんでいるの
で。でも、私はその人に周波数を合わせない。繋げないんです。でないと、
自分の身がもたなくなるので。 
 
Sunny: 自分を守るためにも、自分に軸をもってくる。
それでないと、自分の直感が少しずつズレてくる。 
 
上地さん：事実でないことを頭で考えるとズレてきますね。 
 
Sunny: そうですね～。せっかく宮古島のような海のキレイな所に行っ
たり、バンクーバーのような自然の多い所に住んでいるんだから、その自
然の波長に合わせる。それがすごく大切になってくるのかなって思います。 
 
上地さん：自然界って、台風もあれば大きな災害もある。それってバラン
スを取ろうとして起きていることだから、私達もこの地球上で生きていく
うえで、どこかバランスを取ることを考えないと。人にどう思われている
かに意識が行き過ぎて、その現実を自分が創り上げて、その中で自分が悩
んでいるだけなので。 
 
サイモントン療法の中に「モルツビーの５つの質問」（健全な思考である
かどうかを判定する質問）っていうのがあるんですが。悩んでいて、こう
なんです、ああなんですって言われている方に、「それって事実ですか？」
って聞く。罪悪感から自分が入っていて、自分が創り上げたストーリーを
「きっとこうに違いないって」って自分が思い込んで悩んでいるだけなの
で。 
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自分が感じている気持が自分を否定することに役立て
ていないか。マイナスの思いをどう変えていくかが大
切。 
 
Sunny: なるほど。それも「母が重たい！」に繋がってきますよね。母
から擦り込まれたことを現実として創ってしまっている。 
 
上地さん：そうなんですよ～～。 
 
Sunny: 自分を否定している考え方のクセに気づかないと、自然界とい
うか、目の前に起こってくることがメッセージとして捉えられなくなって 
しまって、“エゴ”や“不安感”などだけで現実を創っていくことになってし
まう。 
 
上地さん：そうなると、しょっぱい塩味だけで人生を味付けしている事に
なるので。バランスよく自分の考え方を取る必要があります。正当な怒り
もあっていいっていう、自分自身を許す気持もバランスの取り方の一つで
もあるし。 
 
Sunny: 何か起こった時に、少し間を置いてみて、それが事実かどうか
を自分に問いかけてみる。つまり、周りの出来事を自分の思い癖の部分か
ら理解しようとするのではなくて、もう少しバランスが取れるな見方をし
てみよって心がけてみる。 
 
母からのメッセージが重たければ、重い程、自分が創
り上げている思い癖の現実に少し意識を向けながら、
自然界がバランスを取るように、自分自身の見方もバ
ランスを取っていけるような習慣を身につける。そうす
れば、少しずつ自分の直感にもうまく合わせていくことが出来るんじゃな
いかなって思います。 
 
上地さん：バランスを整えていくと、母が気にならなくな
る！ 
 
Sunny: 確かに！（笑） 
 
上地さん：楽しい出来事がどんどん起きてくるので。楽しい方向に人間は
引かれていくので。楽しいことを考えたり、後回ししていたことをやって
みたり。 
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例えば、私、忙しくて家事をちょっと後回ししてたことがあるんですよ。
でも、思い切って家事やお料理をバーンと一気にやって。そしたら楽しく
て楽しくて！このまま主婦でもいいかなって思ったら、すごく沢山いい仕
事が入ってくるようになって。多分すごく気の流れが良くなったのかなっ
て思います。この仕事をするために、今世に生まれて来てるんだなって気
づかされたし、そこでバランスを取りながらお食事も作るように心がけて
います。 
 
Sunny: やっぱり「面白い！」が鍵ですよね～。 
 
人生に「面白い！」が入らないと面白い仕事が入って
来ない。 
 
上地さん：来ないです！ほんとに。。。お料理にも葉野菜、大根、にんじ
んなんかを入れるのと一緒で、プライベートに「面白い！」や「リラクゼ
ーション」というのをバランス良く人生に入れて、自分の感情の部分を上
手くコントロールしていくと、楽しい仕事が入ってきたり、ステップアッ
プしていくかなってすごく感じます。 
 
Sunny: ですよね～。（ワクワク♪♪） 
 

 
Sunny: 私カウンセリングを通して、外国に住むことに孤独を感じてい
る人が多いなって感じています。 
 
上地さん：実は、孤独も擦り込みなんですよ。せっかくバンクー
バーに住んでいる。それってすごくチャンスだと思うんですね。行きたい
けど、その人の魂に書き込まれていないと行けないんですよ。行きたいっ 
て思ってもなかなか行けない。っていうか行く必要が無いっていう魂もあ
るので。だからせっかくバンクーバーに来たっていう意味に焦点を合わせ
ていく。バンクーバーと水が合わないと思うのであれば、一度日本に帰る
とか。そうすると、魂が何を求めているのが分かってくるので。 
 
孤独っていうのはどういう感じですか？ 
 
Sunny: 自分の居場所がないって思われてる。北米は独立精神がとても
求められていたりするんです。日本みたいに、周りが優しく手を差し伸べ
てくれるというよりも、個人の独立心がまず求められる。だから、カナダ
人のクライアントの方なんか特に、「居場所が無い！」って感じている人
が多いんです。 

「孤独感や居場所が無い！」をワクワクに変えていく方法 
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上地さん： 今の自分に満足出来ていないとか？ 
 
Sunny: それもすごくあると思います。 
 
上地さん： 等身大の自分を認めてあげることが大事。 
 
Sunny: そこも「母が重たい！」と“直感”に繋がるところがあるのかな
って。 
 
上地さん： 等身大の自分を受け容れてみる。今苦しんでいても日々過ぎ
ていく。「孤独を感じる」や「居場所が無い」って思うことに焦点をあて
れば、明日もそうなってしまう。 
 
違う所に喜びとか楽しみを作ると、以外とそこが開けてくる。自分自身が
成長していかないとか、競争社会で揉まれて苦しいというのは、自分で壁
を作っているだけなので。そこを突破するためには、いかに自分のバラン
スを取っていくか。頑張る時間もあれば、静かな時間もある。等身大の自
分を受け容れて、今の自分にはここまでしか出来ていないって思えても、
目標は諦める必要も無いし。 
 
競争社会の中で生きているのであれば、自分はここまでいけたらいいなっ
ていうのをメディテーションなんかでイメージする。 
 
自分が人生で取り入れたい部分をどんどんイメージし
ていくと、「居場所が無い」ってことにはならないし、
開放されていくなって感じます。 
 
Sunny: 今回上地さんと対談させていただいて、スピリチュアルティーっ
ていうなんだかふわっとしたことではなくて、現実の中にどのようにスピ
リチュアルティーを入れていくか。それは、目に見えないものの力を信じ
れるかどうか。それが直感に繋がる。それがスピリチュアルティーってな
んですよっていうのが上地さんから皆さんへのメッセージなのかなって感
じています。 
 
上地さん：魂は目には見えなけど、私達に宿っている。その魂が宿ってい
る場所は私達の肉体。だから、現実を外してスピリチュアルっていうのは
考えられない。私達は宇宙の一部ですし。地球が完璧な角度で傾いていて、
完璧な速度で自転をして、完璧な距離を太陽と保ちながら太陽の周りを完
璧に回っている。 
 
人間関係で悩む人が多いと思うんですけど、十人いたら、その一人一人を
太陽だと思って、この人との距離をどの位保てばバランスが取れるのかな
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って考えてみる。その人との距離がちょっと近寄り過ぎかなって思ったら、
少し離れてみるのも大事だし。色々相性があるので。目に見えない気がふ
わっと来る。これかなっとか、これじゃないなっていうのが感じ取れるの
で。そこをキャッチするといい。そこは訓練出来てきます。 
 
Sunny:そういった感覚をキャッチ出来れば、全てがメッセージとして捉
えられて来るっていうことですよね。 
 
上地さん：そうですね～。はい。メッセージなんですよ。あとはその
メッセージに対して Yes か No を出すだけです。その
メッセージに対しての答えは自分がもっています。 
 
Sunny：ほんとうにおっしゃる通りですよね～。 

 
上地さん：Sunny さんからイエローゴールドのオーラがすっごく出てい
ます。だから、“とっても純粋な人なんだなぁ～”って思います。あと、将
来、仕事で世界中を行ったり来たりしてるのかなって。色々なことをお伝
えしていくお役目があるのかなぁ～って思います。 
 
Sunny: イエローゴールド！それは嬉しいです～。♡ 
 
世界中に色々なメッセージをお届けできたらステキだなって思っています。 
上地さんから今日頂いた大切なメッセージも世界中に
発信させて頂きたいです！ 
 
上地さん：それはとても嬉しいです！ 
 
Sunny：今日は本当にお忙しい所、お時間を作って頂きありがとうござい
ました。またお会い出来ることを楽しみにしています！ぜひバンクーバー
にも遊びにきて下さいね～～。 
 

 
対談後の感想は次のページから ↓↓↓ 

ノリノリ♪鑑定 

最後までこの対談を読んで頂きありがとうございました！ 
 
私達のメッセージが、少しでも皆様の直感を磨くヒントにしていただ
ければとても嬉しいです。♡ 

上地一美 ＆ Sunny Chung 
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私は上地さんの人柄はもちろんのこ
と、上地さんの話される時の「間」
や「声のトーンが」大好き! 
 
上地さんの声を聞いているだけでも
なんだかとても心地よくて、対談中
ずっと心がポカポカでした。♪♪ 
 
対談後、上地さんからのメッセージ
を繰り返し聞きました。寝る前、ベ

ッドに横たわりながら何度も。部屋を真っ暗にして、ただ上地さんからの
メッセージに耳を傾ける。なんだかとても居心地がいい。それはまるで子
供が母に絵本を読んでもらいながら安心して眠りにつけるような感覚。そ
して、またその絵本からのメッセージを魂の中にちゃんと記録させるよう
な感じでもあったりもして。 
 
繰り返して聞いているうちに、上地さんのメッセージは、都会の中で忙し
く生きている人達には特に届いてほしいなって思いました。忙しいまま、
時間が流れるまま生きてしまっていて、母から擦り込まれた“思い癖”にな
かなか気づく事ができない。その無意識から湧き出てくる感情を、知らな
い間に自分の生きる軸にしている。そして、自分がいかに「妄想的現実」
を創っているのか、そして今自分がどこに向かって歩いて行っているのか
さえも分からない人が多い。 
 
せっかくバンクーバーという自然に恵まれた場所と縁があって、ここまで
来れているのに、「来れた」というだけで満足して、自然と触れ合えてい
ない。この土地がもつエネルギーに触れずに都会のコンクリートの中で囲
まれた生活をして、自分の直感にチャンネルを合わせきれていない。努力
をせずに、自然に何かが棚ぼた式で変わってくれるのをどこかで期待して
いるが増えてきているのではないかなって思います。でもそれは、すごく
後悔の残る生き方になってしまわないかなとも思います。 
 
そこに気づくためには、考える力を磨く必要があるし、自分の直感にちゃ
んと耳を傾ける。そして、今生きている土地が持つエネルギーと触れ合い
ながら、自然とリンクしていく。また、自分の直感を自分の感情で曇らせ
ないためには、自分の思い癖に気づき、バランスの取れた生活をしていく。
そうすることで、目で見えない「未来への階段」を自分の直感に沿って創

	  

宮古島砂山ビーチにて 

対談を終えて 
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っていけるのかなって思いました。そんなことを上地さんとの対談でもう
一度思い出させて頂いたような気がしました。 
 
上地さん、とても素晴らしい気づきをありがとうございました！！ 
 
この上地さんの魂のメッセージが、光の輪に乗って世界に広がりますよう
に。♡♡♡ 
 
私もこれからご縁のある人とどんどん繋がって、魂に届くメッセージを世
界中に発信していくことができたらいいな～って願っています。 
 
ここから始まる光のメッセージの輪がどんどん広がって行くことをしっか
りイメージしながら。☆☆☆  
 

Sunny Chung♡ ２０１５年、１２月 
 

	  
２０１６年１月の「ミラクルが起こる」対談 
 
お相手は、幻の塩作り職人！ 
 
ウチナンチュー松村敦さんです。 
 
沖縄県本部町在中 
「あっちゃんの塩」ティーダ・サイエンス 代表 
 
『塩と水を変えると体調が変わる』と言われている程、 
塩はカラダにとって大切なもの。松村さんが作られて 
いる「あっちゃんの塩」はあなたのカラダを変える力があります。 
 
対談では『あっちゃんの塩』が持つエネルギーの高さの秘密に迫ります。 

	  


