
 

 

 

 

 

 

 

 

これらすべて、カラダの中を「透視」することで、 

生きづらさをリセットし、 

その、素晴らしい直観力を 

「第３の目開花」として、よりよい未来に能力開花してみませんか？ 

   

 

結 

 

 

 

 

 

 

 

父が死にました。 

わたしは、まだ１０歳です。 

 

【「生きづらさ」を感じているあなたへ】 

From  

石田ゆり薫  

土曜日 AM ２：0５ 

月明かりのお布団にて。 

・人の感情や真意が聞かなくてもなんとなくわかってしまう 

・つい、人を避けてしまう 

・人がそばにいるとなぜか、つらいことが多い 

・不安に陥りやすい 

・電車などで、人の「氣」にふれやすい 



ふと、嫌な予感で目が覚めました。 

嫌な予感というより、フキツな空気、、、 

 

２F の隣の部屋でいつも寝ている兄の部屋を覗くと、兄はいませんでした。 

１F で何やら騒々しくしています。 

 

「何かあったんだ！」 

子供心にとっさにその場の空気を読みました。 

 

階段を降りて、１F に降りようか迷いました。 

だって、この階段を降りたら、フキツなことを目の当たりにしてしまうから。 

 

怖い 
 

案の定、１F に降りていくと、 

父が救急隊の人たちに心臓マッサージをされていました 

 

お母さんは「お父さん！お父さん！」と発狂していました。 

 

近所の看護師のおばちゃんや、家族ぐるみで付き合っているおばちゃんおじちゃんが、 

救急車の音を聞きつけて、 

お父さんの周りを囲んでいました。 

 

うちは、いつでも近所の人たちが出入りできるように家の鍵はかけないオープンな家。 

 

母と兄は先に救急車で病院に向かいました。 

わたしは、兄と母にいつも置いてけぼりにされます。 

こんな時でも、一人取り残されました。 

不安・恐怖 

 

取り残されて不安だったわたしを、近所のおじちゃんが、 

お父さんが運ばれた病院に連れて行ってくれました。 

 

おじちゃん： 

「泣いたらいかんよ！」 

 



泣いてはいけない？ 

この時、父がもう、いなくなるということを察知してしまいました。 

 

普段は、はしが転んでも悲しくて、すぐ泣きわめいていた私は、 

泣きたいのを必死にこらえ 

「うん。」 

とだけ、答えました。 

この時から「我慢」を覚えた気がします。 

 

悲しみに反し、月明かりや街中のネオンが、キラキラときれいな夜でした 

 

 

 

 

父はやっぱり死んでしまいました。36 歳の父でした。 

昨晩、いつものように寝て、起きたら、死んでいた状態。 

、、、 

ぽっくり病は、心停止というらしいです。 

お母さんに聞きました。 

 

父は生前から、 

「火葬にされると、魂まで焼かれてしまう気がするから、土葬にしてくれ」 

と、母に言っていたようです。 

 

今時、土葬なんてホントーに珍しく、法的にもできない土地がほとんどらしいです。 

 

でも、たまたま、父の実家であるおじいちゃんとおばあちゃんの家は、 

ちょー田舎の過疎地で土葬ができる場所にありました。 

 

お通夜の日、 

お父さんはきれいなお布団で、まるで生きているように眠っていました。 

「お父さん、生きてたらいいな。」 

１０歳の私はそう願いました。 

 

私には、友達がいません、みんなからは「宇宙人宇宙人」と言われ、 

友達の輪に入りたくても、輪に入れず、いつも泣いていました。 

 

お父さんだけがわたしの味方です 

お父さんに叱られたことは一度もありません。 

お父さんさえいれば、わたしはいつも安心していられました。 

 

土葬(どそう) 



そんなお父さんが、いなくなるなんて、、、 

 

「お父さん、起きてくれないかな。」 

と、お父さんを眺めていたら！！！ 

 

なんとっ！！！！ 
 

お父さんが「うぅーーーーーーー」って 

うねり声を発したんです！！ 

 

「お父さん、生きてる！！やったー」 

 

と思って、「お母さん！お母さん！！！！！！！！」と、 

無我夢中で知らせました！ 

 

でも。遺体のカラダから空気がもれた時の 

うめき声だったようです。 

 

この時から、「お父さんは、ほんとは生きてるんじゃない？」と 

儚い妄想に悩まされ。 

 

３５歳過ぎまで、「本当はお父さん生きている！」という夢を見ては 

お父さんに会えなくて、大号泣して朝目覚める！ 

ということを繰り返していました 

 

この時から、わたしのお願いは、叶わないものなんだと 

制限がかかるようになったと思います 

 

それに反し、 

お通夜の夜は、お父さんが寝ている横の灯篭が白くブルーに、透けるように美しく、 

きれいだなと、ずっと眺めていました。 

 

 

 

 

お父さんが死んでから、お母さんは家に帰ってこなくなりました。 

「仕事で忙しいみたい。」 

、、、 

というのは、違っていて、 

嘘(うそ) 



きっと、誰かの元でいるのだろうと、 

子供ながらに察知していました。 

 

遠く離れたお父さんの方のおばあちゃんが心配して、毎日電話がかかってきました。 

 

お母さんの方のおばあちゃんは、わたしがお幼稚のときに再婚して 

血のつながったおじいちゃんではない人と一緒にいるから、あまり縁がありません。 

 

お父さんの方のおばあちゃんは 

「毎日、お母さんはいる？」と聞いてきました 

 

そのたびに、「仕事で忙しいみたいだから、まだ帰っていない」 

と、嘘をつきました 

毎日、毎日、おばあちゃんに「嘘」をつきました 

だって、ほんとのこと言ったら、お母さんがおばあちゃんに叱られる！ 

 

お父さんもいなくなって 

お母さんまでも、ホントーにいなくなったら、困るもん。 

 

この時から、とりあえず表面だけでも 

「何事もないフリをする」 

嘘を覚えました 

同時に 

おばあちゃんや、その他親戚とも関わるのが、億劫になりました 

ホントーのことを言わなくてはいけなくなるから、、、 

 

 

 

 

お母さんがもう帰ってこないのは、子供ながらにわかってる。 

でも、お母さんが帰ってきたときに家の鍵が開いてなかったら 

お母さん、すぐ、どっか行っちゃうかも？  

と、家の鍵を常に開けていました。 

 

入ってきたのは、お母さんではなく、 

「変質者」 

１度ではなく３度も被害にあいました 

変質者 



警察の人は、循環パトロールをします 

ということだったけど 

 

お母さんに震えながら電話したら、 

「男の人が電話に出ました。」 

そして、一瞬だけ帰ってきただけで 

すぐ、その人の元へ帰っていきました 

 

その後も、家に入ったら、変質者がまだ潜んでいて 

殺されるんじゃないのか？と思うと 

怖くて怖くて、家に帰るのが怖い日々がずっと続きました 

 

でも、帰る家は、お父さんが死んだこの家しかありません 

 

「誰も、頼りにはできない。一人で生きていかないと。」 

と、この時から強がることを覚えてしまいました。 

同時に 

「私の大切な人はみな私から離れて行ってしまう」 

「寄り付くのは変な人だけ。」 

誰も、人が信じられなくなり「孤独」となりました。 

 

 

お年頃になりました。 

うちは、お父さんはいないし、お母さんも家に帰ってこないし、貧乏です。 

 

でも、みんなと同じように普通に進学したいと思いました。 

 

普通にバイトしても 

進学するお金なんて、到底準備ができません 

 

そんな時、ふと 

求人誌の最後の方に載っている夜のバイトの時間給に目がとまりました。 

 

通報 



この時給なら、進学資金が貯められるかも？ 

心臓が口から出てしまうかと思うほど、 

ドキドキしながら、夜の世界に入りました。 

 

、、、 

 

、、、 

 

あえなく 

「通報」 

一生の終わり 

 

父方の方はとても厳しい家庭で、 

おじいちゃんには 

「勉強しろ！勉強しろ！」 

 

おばあちゃんには、 

「片親だからって、後ろ指さされるようなことは絶対しないこと！」 

 

って、言われていました。 

 

夢の進学どころか。後ろ指さされてしまう。 

おじいちゃんとおばあちゃんに言い訳すらもできない状況。 

 

どうしよう、、、 

、、、 

、、、 

 

でも 

相当、不思議なことに、停学、退学のおとがめが何もなかったんです！ 

何もとがめられない？どういうこと？ 

 

と思いましたが、 

そのおかげさまで 

新聞配達の奨学金をもらって進学することができました 

 

実は。子供のころから、歩いているだけ死にかける！ 



という、臨死体験状の経験をするも、 

普通に助けが差し伸べられたりと、不思議体験をたくさんしていましたが 

 

お年頃になってからアラフォーの現在まで、 

相当なマイナスなことが起こってしまう反面 

なぜだか？救われる！うまくいく！ 

という不思議体験を、更に体感するようになったんです 

 

幼少のころは、お友達がいなかったので、 

ずっと「お空の人」と話をしていました 

 

そういうのが、神様とか、守護霊様からの救いに繋がったのかもしれません。 

 

 

 

 

華の短大生になりました。 

でも、わたしは、新聞配達をしながらの苦学生です 

苦学生だなんて。貧乏で、笑われる。 

 

新聞配達しているこんな恥ずかしい姿は誰にもみられたくない、、、 

 

３時出勤も、相当きついです。夜、寝て起きたら、もう朝！ 

昼間も寝ているのか起きているのかわからないくらい睡魔に襲われる状態。 

 

結局、新聞奨学生は続かず 

授業料返済のために、また水商売に逆戻り。 

 

そこで、愛人と出会いました。 

愛人：「お前は、このままだったら、ろくな男と結婚できない！」 

「俺と一緒にいたら、安心だからな。 

マンションも買ってやるし、俺が全てめんどうみてやるからな。」 

 

と、苦学生にはありえない、今まで体感したことのない 

様々な贅沢をさせてもらいました。 

 

ただ、この愛人。 

ちょっと変な人で 

結婚相談所のような「愛人」 



 

「お前はろくな男と結婚できないから 

年頃になったら、俺が結婚相手もみつけてやるからな！」 

 

と！ 

 

どうやら、この人は、自分が寝た女を知り合いの男性に紹介し 

結婚をさせる、結婚相談所のような 

摩訶不思議な人でした 

 

実際、この愛人に紹介してもらって結婚したという女性に会いました。 

上場企業お勤めの男性と結婚した！というその女性は 

とても幸せそうでした。 

 

でも。怖くなりました。 

自分が寝取った女を、知人男性に紹介するってどういうこと？ 

知人男性も、それは知っているけど、とても感謝している！と！ 

 

そんないびつな世界。 

 

このまま、この人の愛人をやっていると、そりゃお金に困らず 

上場企業の男性と結婚できるかもしれないけど 

そんな、この愛人のマスコットのような 

マスコット人生は絶対、嫌！ 

 

と、思いたち、おじさんではなく、 

普通の人と付き合いたいと思って付き合ったのが 

お互い、１０代で知り合った元主人 

 

 

 

 

とある日、カラダの異様な変化に気が付きました。 

心当たりはあるようで、記憶にはありませんが、 

どうやら、妊娠しているような気がします。 

 

デキ婚なんて、恐怖 

おばあちゃんに、片親だからって後ろ指さされないように生きなさい！ 

と、大人になってからも言われます。 

デキ婚、出産 



 

デキ婚だなんて、後ろ指さされてしまうじゃないか。 

デキ婚だなんて、わたしの世代では、一つも聞きません。 

 

おじいちゃんと、おばあちゃんに叱られる。 

 

と思ったものの 

父が死んだこともあって(←祖父母にとってはわが子が早死に。) 

割合自由にさせてもえるようになったのもあって結婚の承諾を得ました。 

 

２０歳で妊娠だなんて、 

きっと、お父さんの生まれ変わりかもしれません。 

ふと。そう思う瞬間でした。 

 

 

 

21 歳で出産し、結婚生活は、１８年にも及びました。 

その１８年のうち、１６年セックスレスで 

主人は、一つ屋根の下で暮らす同居人と化していました。 

 

結婚当初、周囲は、 

彼とデートしたり、おしゃれしたり、楽しんでいました。 

わたしは、２１歳で育児。 

疲れ切って何もできません。 

 

だんだん、夜の誘いも、めんどくさくてしょうがなくなりました。 

 

その前に、わたしは、人が嫌いです。 

家族になったとはいえ、わたしをほっといてもらいたいです 

肩にふれられるだけでも嫌！とても窮屈です。 

 

自分が生まれ育った家族も、 

自分が築いた新しい家族ですらも受け入れられなくなりました 

 

 

 

 

 

 

何か刺激が欲しいと思うようになりました。 

セックスレス 

不倫 



 

家族から解放されたい、逃げたい、 

誰かに愛されたい 

今の現実から解放されたい 

 

主人とはセックスレスでも、他の男は受け入れることができました 

でも、すぐに嫌になり、暴言を吐く始末。 

それでも、男は私を求めてきてくれました 

 

暴言を吐くのに、それでも、求めてくれる安堵感 

 

 

 

 

１８年目のとある日、主人が家に帰ってこなくなりました。 

わたし自身、家をあけることが多かったので、何をしているのかは聞きませんでしたし、 

この頃には、もう顔をみるのも、物音を聞くのも嫌で、 

帰ってこないことに安堵感も覚えました 

 

表面だけは見栄えの良い仮面夫婦も疲れ切っていたのかもしれません 

主人がいると、いつも神経をとがらせていました。 

 

でも 

あまりにも帰ってこないと、何をしているのか気になり始めました。 

 

ふとした LINE のやり取りで 

帰ってこない原因がわかりました 

 

「今、別の人と一緒に住んでいる！」と。 

 

どうやら。子供との関係で「死ね死ね暴言事件」が起きたらしく 

そのことが、きっかけで、家を出たようです 

 

でも、そんなものはきっかけにすぎません。 

 

ふと、悲しくなりました。自分はさんざん不倫をしてきて 

主人が家に帰らないことに安堵感すら、覚えていたのに 

まさか、真面目な主人が不倫をするなんて。ショックです。 

 

 

主人の家出 



 

離婚はずっと考えていました。 

でも、先々が不安ですし、子供と父親の関係が悪いまま、 

両親の都合だけで離婚をしていいものか？ 

と悩みました 

 

ふと。ご縁あって、霊能者の方と出会いました。 

わたしは、父が死んでから、自分の気持ちを封印してきました。 

霊視とか、見えない世界も見える人に、自分の心を見透かされるのが嫌でした。 

ボロを見透かされるのが嫌だったんです。 

人を受け付けない癖に「表面だけは、いい人をやっていたから」 

 

でも、この時ばかりは、タイミング的には不思議なタイミングで 

視てもらった方がいいと感じました 

 

視てもらいました。 

 

そーしたら。ご主人は、あなたに子供を授けるために現れた人です 

お子さんは、「もうほっといて！」と、 

ご主人を突き放すために、暴言を吐いたんです 

 

ただほっといてほしいだけだし 

そっちはそっちで、好きなようにしてほしいようです 

 

と、伝えられました。 

この時、日常生活レベルで、呼吸が苦しくて苦しくて 

いつも、酸欠状態になっていたのが 

一気に、すーーーーっと、カラダの中に酸素がいきわたり、 

呼吸ができるようになったんです！ 

 

勝手に浄化の涙が出てとまりませんでした。 

 

そうか！自分の好きなようにしたらいいんだ！ 

この時、自分で自分をがんじがらめにしていた心が 

「解放」をとげ離婚 

 

新たな未来に胸躍らせました 

同時に、 

霊視で離婚 



こんなに体感がすごい霊視や神様などの 

見えない世界のことに興味を持ち始めました 

 

 

 

 

離婚は、思い通りの日付、思い通りの過程をたどり 

スッキリ 

新しい運命の出会いを期待していた頃。 

 

ふとしたことから、お付き合いが始まりました。 

 

「離婚後お付き合いした彼とは、結婚する！」 

「１度目の結婚は、仮面夫婦だったから、愛し愛される大恋愛をするぞ！」 

と思っていたので 

 

がんばりました！ 

 

そのかいあってか、 

「結婚しよう、子供も作ろう」という話になりました 

 

これで、わたしは、幸せになれる！ 

と、未来に心躍らせました 

 

そんな矢先。 

彼の浮気が発覚しました。 

 

おおよそ、婚約詐欺まがいの浮気です。 

 

でも、更に方向違いにがんばったんです！ 

 

この人もバツイチ。前の結婚で傷ついているのはよくわかっています 

わたしは、自分が傷ついてきた分、人の気持ちがわかりすぎるほど、わかります。 

 

わたしは、年齢が言えない頃から水商売をしていました 

№１になったこともあります。 

 

わたしといれば、きっと、わたしにだけは、心を開くようになるでしょう。 

 

と、浮気を許してしまう始末 

婚約詐欺 



でも、彼への寛容な対応をすればするほど、どんどん不満と喪失感がつのり 

カラダがどんどん動かなくなり、起き上がれなくなってしまいました。 

ドクターからも、とある事実を告げられます 

私の人生、どうして？ 

こんなことになってしまうのだろうか？ 

神様教えてください。 

 

そんな折。 

ふとしたことで、有名な整体の先生から 

不思議な話を聞きました 

カラダをスケルトンで「透視」できる人がいる！と。 

 

 

 

カラダをスケルトンで透視できる？ 

世の中には、そういう能力者がいることは、テレビなどでは知っていました。 

行方不明者が今、どこで何をしているのか？的な、霊視的なテレビを小学生のころ夢中で見ていました 

 

 

それが！ 

そんな人が実際にいる！ 
しかも、病院の MRI などにも写らない腫瘍も透視することができるということが噂となり、 

かげながら、ドクターなどが透視依頼に来るとのこと。 

 

ぜひ、会ってみたいと思い、 

どうしたら会えるのか？ 

整体の先生に聞いたところ、快く教えてくれました。 

 

カラダを透視できる？って？ 



 

どうやら。スケルトンでカラダを透視するだけでなく、霊視、浄霊、神様ごと、魂、前世など、見えない世界の

ありとあらゆることをみてくれる先生のようです。 

 

婚約破棄まがいの彼のことを相談してみました。 

 

実は、こんな状況に陥っても、まだ彼のことを愛しているような気がします。なぜだか、安心感もあります。 

こんな状況でも、彼に安心し、離れたくない感情。こういうのを「無償の愛」というのかもしれません。 

 

なので、「こういうのを愛というのでしょうか？」と聞いてみました。 

 

そうしたら！ 

なんとっ！！！！ 

驚愕の！前世レベルの真実を 

告げられてしまったのです！！！！ 

 

スケルトン先生： 

「あなたね、前世レベルからずーっとこの人に都合のいい女扱いされてきていますよ！ 

どの世でも都合のいい女扱いだったからこそ、その環境に慣れすぎて、今世でも、逆に安心してしまうとい

うことが起こっているんですよ！」 

・・・・ 

 

・・・・ 

 

・・・・ 

 

こ・・・・・こ・・・・・心当たりありすぎて！！！！！！ 

「わーーーーーーわーーーーーーーーー！」 

そ、そ、そ、そんなの、絶対いやーーーーーーーーーーーーー！！！！！！！！ 

 

と、いうことで 

前世の真実 

前世レベルの真実とは？ 



 やっと我に返り、 

 

都合のいい女扱いされる環境を脱し、 

 

逆に、わたしのケツの穴を追っかけまわす金魚のフンのようにしてやってから 

やっと、納得してお別れすることができました 

 

その上、 

カラダも何やらうねうねうねうねと 

してくれたようで。 

 

「あれ？カラダが痛くない！あれ？あれ？」 

気が付けば、カラダも正常に動く！という状況。 

 

す、、、、す、、、、スゴイ 

この人。まぢヤバイ 
 

そりゃ、有名な整体の先生がスケルトン先生のことを「すごい」って、言うはずだわな、、、 

 

しかも、スケルトン先生が LINE で一言つぶやくだけで、５人一度にセッション予約お願いします！とか、3 人

一度に！とか、コメント欄が、申し込みお願いします！で、殺到するくらいのお方。 

 

スゴイのはわかっちゃいるけど、ほんとにすごいんだ！と 

スケルトン先生のスゴサをマジマジと体感してしまったんです。 

 

 

私だけではありません。 

うちのカウンセラーさんたちにもご紹介すると 

「スゴイ！」 

「安心しました」 

「よかったです」 

 

と続々と喜びの声が殺到しました。 

 

 



でも。ふと。疑問に思ったことがあります。 

 

わたしのように、幼少のころから、人の気持ちを感じやすく 

「宇宙人宇宙人」と呼ばれて 

お友達ができなかった。 

 

だけでなく、 

いいも悪いも紆余曲折しながらの人生を送ってしまう人と。 

 

スケルトン先生のように 

その能力を使って、 

ストレートに幸せな人生を送る人とは 

 

何が違うんだろうか？ 

 

もちろん、能力の違いこそありますが。 

 

気づいたのは、 

その直感的な感じやすいエネルギーを 

マイナスに使うかプラスに使うかの方向性！ 

 

感じやすい直観力は 

マイナスに働けば、 

 

 

 

 

 

でも 

いいように使えば、いかようにもなる！ 

 

実際、 

これに気づいたときに 

 

仕事では、婚約詐欺まがいの彼との悲惨な恋愛をモチーフに解決した教材は、 

「０」 の桁を一つ上回る最高売り上げとなり、 

その後も、続々と永くご愛顧いただいている状態となったり。 

 

恋愛の方は、というと！ 

白馬の王子様にお姫様扱いされ、 

おだやかに大恋愛をしてちょー幸せの絶頂となりました☆ 

ふとした疑問 

・電車に乗るだけで邪気を拾ったり、 

・人といるだけで、疲れたり 

・人嫌い  となる 



更に！不思議なことに！ 

何もしていないのに、何も言ってないのに。 

ついでに。英語も話せないのに、 

突如！日本語学校の講師のお仕事の話をいただき、海外で講師をしたり 

 

高校で授業をしているカウンセラーだよ！ 

と、告げただけで 

念願の海外での教員活動ができたりと 

 

不思議なことが起こり始めたんです 

 

そのきっかけをいただいたのも 

ちょーヤバすごい！スケルトン先生にうねうねしてもらって 

みえない世界に興味を持ち始め、能力開花させてもらったおかげさまです 

 

 

こんなスケルトンな神的、神秘な透視の世界を 

ぜひ、 

感じやすいがために、生きづらいと感じているあなたに！！ 

 

能力開花の活かし方を知ってもらって 

幸せになってもらいたい！ 

 

という想いが 

ふつふつとおさえきれなくなり。 

 

今回、特別企画をご用意いたしました！ 

↓↓↓ 

 

 

９月９日（日）９月１０日（月）新月の日 

 

結 

 

【スケルトン★透視合宿 in 福岡/能古島】 

 



            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら全ての 

あなたのお悩み浄化と願いが叶うとしたら？ 

スケルトン合宿で叶うのですね☆ 

 

 

 

 

■９月９日（日） 

福岡の姪浜港（博多駅から４０分程度）１３時集合 

そこから１３：１５発フェリーに乗って能古島到着１３：２５ 

１日目はそれまでに昼食を済ませておいてください 

 

こんなあなたにおススメです 

合宿内容 

■人の感情や真意が聞かなくてもなんとなくわかってしまう 

■人より些細なことに気づいてしまって、疲れる 

■感じやすい、エンパスと言われる 

■つい、人を避けてしまう 

■人がそばにいるとなぜか、つらいことが多い 

■不安に陥りやすい 

■生きづらさを感じる 

■電車などで、人の「氣」にふれやすい 

■浄霊、霊視に興味がある 

■神様おろしに興味がある 

■神様の声が聴きたい 

■エネルギー遣いになりたい 

■第３の目開花 

■サイキックに興味がある 

■カラダを透視して、自分が『本当はどうしたい？』のかを 

カラダや細胞に聞いてみたい 

■白魔術に興味がある 

■魔方陣に興味がある 

■前世が知りたい 

■スピリチャルに興味がある 

■魂からの良縁に巡り合いたい 

 



14：００ スケルトン透視ワーク  

18：００ 終了 

18：３０ 夕食 

20：３０ 入浴など 

各自自由 

就寝 

のこのしまコテージ泊 

 

■９月１０日（月）新月の日 

８：３０ 朝食 

10：００ 祝詞白魔術/第３の目開花ワーク 

12：００ 昼食 

13：３０ 魔方陣/神さまおろしワーク 

16：００ 合宿終了 

17：１0 分のフェリーに乗り解散 

 

 

 

 

 

今回の合宿のテーマは日本の「神々しさ」 

イザナミが産んだ『火の神カグツチ』がキーワードです 

火の神を神様おろしして、あなたに必要なお言葉をいただいていきます。 

 

カグツチの神は再生力の高い神で、自分の頭や右腕、左腕、陰部など、様々な体の一部から 

更に、９人の神をうねうねと誕生させませした 

↓↓↓ 

１、イザナミの神 ２、カグツチの神 ３、マサカヤマツミの神 ４、オドヤマツミの神 ５、オクヤマツミの神 

６クラヤマツミの神 ７、シギヤマツミの神 ８、ハヤマツミの神 ９、トヤマツミの神 １０、アメノオハバリ

の神 

 

八百万の神の重鎮の一人、アマテラスを引き寄せたタジカラオの神や 

うずめの神とも今回、ご縁があるようです 

 

このテーマに興味を持ったあなたは、 

火の神、カグツチの力で、今までの「自分の器」を焼き尽くすことで、更に再生し、 

崇高な神々しさを開花されることでしょう＾＾ 

 

今回、お集まりいただくあなたは、人の感情や真意が聞かなくてもなんとなくわかってしまうので、生きづらさを

感じていたかもしれません。でも、その直感力は、魂を幾度となく繰り返し生きてきた表れ。魂の格調が高い現

れです。こういう方々が集結するからこそ、ちょー開花するものと感じます。 

ぜひ、あなたのその直観力を強烈な二面性を持つエネルギーへと開花させてください☆ 

「神々しさ」というテーマ 



 

今回！！なんとっ！！スペシャルなプレゼントとして！ 

２大特典をご用意しました☆ 

 

★プレゼント特典１★ 

『皆既月食☆ミラクル浄化塩』 

ただの浄化塩ではありません！ 

２１世紀に起きる皆既月食の中で最も長い、２０１８年７月２８日の満月の！ 

しかも！黄金に光る海でスピリチュアル採取した塩に、 

スケルトン先生が更に高次なエネルギーを送ってくださっている、 

２１世紀の宇宙のパワーが最大に注入された『皆既月食☆ミラクル浄化塩』です。 

 

 

 

 

 

 

第３の目開花、浄化、邪気払い、恋愛、結婚、お金、仕事、人間関係など 

あなたが望む未来を最大限に、神々しく演出してくれることでしょう☆ 

 

★プレゼント特典２★ 

神様が教えてくれるアマウツシの法則 

魂からの狂わしいオーガズムを感じたいあなたへの神様メゾット 

定価：39,800 円を無料プレゼント！ 

教材内容こちらから→http://hs-y.sakura.ne.jp/download/ip-kamisama-present.pdf  

 

 

 

 

スペシャルな２大特典プレゼント付き 
 

http://hs-y.sakura.ne.jp/download/ip-kamisama-present.pdf


 

 

前述しましたが、スケルトン先生はドクターや有名な整体の先生が、こぞって、透視にくるお方です。 

しかも！LINE で一言つぶやくだけで、５人一度にセッション予約お願いします！とか、3 人一度に！とか、コメ

ント欄が、【申し込みお願いします！】で、殺到してしまうくらいのお方。 

 

口コミだけで、ほんとに有名な先生で、お忙しい先生です。普段は、透視、霊視などのセッションしか行ってい

ません。そのお忙しい先生に、今回、特別にお願いして、「合宿」という形にさせていただいています。 

 

スケルトン先生と共に過ごすことで、みなさまにも「第３の目の開花」をしていただきたいな。と思っているか

らです。 

 

なのであなたにもお伝えする際には、 

本当に特別なことをしていただくので、最低でも、１００万円を支払って参加いただかないと、スケルトン先生

に失礼ではないかと思っています。 

 

しかしながら。 

スケルトン先生は、懐も広く、みなさんの人生がよりよいものとなり、歓んでいただけるのなら。 

ということで、今回のみの特別！２５万円でのご案内にしたいと思います！！！ 

 

が。しかし×２ 

ご案内が１か月先で申し込み期間の間がないことも考慮し、 

できる限り、縁のある方々が参加しやすいようにと思い。 

 

今回！！ホントーに特別に！ 
あなたにお伝えする「スケルトン合宿」の金額は 

１００万円でもなく、２５万円でもなく、 

 

９9,800 円！で募集しようと思います 

 

この参加費の中には、コテージ代と、食事夕、朝、昼の３食がついてこの参加費です！ 

 

今回のみ！ご愛顧いただいているあなた限定！ 

女性×６名→残３名男性×４名→２名のみの募集です 

 

あなたの人生が思いのままになる合宿の価値は？ 



※魔方陣を組む関係でこの人数までしか承れません！ 

 

特別価格は先着順で定員になり次第締め切りとなります。 

この価格でのご案内はこれが最後となります！ぜひ、この機会に、ご参加ください☆ 

 

 

 

【スケルトン★透視合宿 in 福岡/能古島】 

９月９日（日）９月１０日（月）新月の日 

 

 

                        結 
 

 

 

 

 

【申し込みはこちらクリック】 

↓↓↓ 

http://tegamionna.com/kamisama_order_ip.html   
 

 

 

 

 

スケルトン先生： F.aya 

小さい時から見えたのが、たまたま自分にしか見えないって事にキラキラしたことから、みえるから助けてあげ

たいと思い、ちょっと良い方向に向いてもらえたらホントに良いなって。思ったのが、ただ見えて何も出来ない

のではいやだと思ったのがきっかけで、透視、霊視、浄霊、神様事、魂、魔方陣、前世など、 

見える世界と見えない世界を結ぶ、更なる「高次な能力」を授かる。 

 

 

 

 

講師プロフィール 
 

http://tegamionna.com/kamisama_order_ip.html


聖なる性カウンセラー：石田ゆり薫 

 

 

 

 

 

 

 

Amazon ランキング１位著者「本当に幸せなセックスの見つけ方」 

石田ゆり薫の神様メゾットなどのメゾットは「an an」女性のカラダに良いもの大賞や 

GLITTER(グリッター)R25LOVE 特集運命のパートナーとの出会い方等 

雑誌掲載・新聞・ラジオ多数取り上げられています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、神様の声を日常から聞きながら、不思議 Happy なことが、当たり前のごとく、雪崩のように起こっていま

す。 

こんな、環境をもたらせてくれたのも、スケルトン先生と出会えて、透視でうねうねと今の状況をリセットして

くださって、そして、不思議能力を開花させてくれたおかげさまです。 

 

私だけではなく、スケルトン先生をご紹介させていただいたみなさまに、新しい未来が舞い込んできています。 

 

ほんとーに。一生に一度くらい。 

こういうちょーすごい「高次な能力」を持つお方に、会っておいたらいいと、切に思っています！ 

 

一旦、リセットしてもらうと、まず、前に進んでいけるようになりますからね！ 

 

そして、そのマイナスに発動していた直感的エネルギーが、一旦リセットされると、 

今度は、そのちょー繊細な直観力をプラスのエネルギーに転換することができるので、「第３の目の能力開花」と

なります！ 

 

最後に・・・ 
 



感じやすいがゆえに、 

人生が思うようにいかないあなたに 

 

ぜひ、スケルトン先生とのご縁を結んでいただき 

今後の人生に神々しさを彩っていただけたらと思っています 

 

魔方陣を組む関係で 

女性×６名→残３名男性×４名→２名のみの募集です 

 

前回、女子さんは特に！あっちゅー間に満席になりましたから☆ 

申し込みはお早めに☆ 

 

 

【申し込みはこちらクリック】 

↓↓↓ 

http://tegamionna.com/kamisama_order_ip.html  
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