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すべての権限と著作権はチェリーリーに属す。

専門家による世間でのリビュー又は個人使用の為のコピー以外、著者の許可なしでのこの本、或いは部分的使用を禁ずる。
ニューパラダイムウェルネス出版
www.NewParadigmWellness.com

まえがき
チェリーリーは、彼女の人生の伴侶であるウエイン　ボンリー、そして彼女の二人の娘、
アバロンとアジア（　彼女達はウエインの娘でもある。）この恒例の儀式は大晦日に行う
家族の祝いとしていたものが進化して生み出されたものです。私は家族皆と共に過ごしてきた歴史とそして私達に示される新しい始
まりに感謝します。愛してるわよ!

特別ノート：この　”変化儀式　“あなたが望む人生の創造をサポートする増加儀式は

あなたがあなたの人生により良い事を運んでくるサポートをする儀式としての情報を配給する為にデザインされたものです。チェ
リーリー本人、出版社、そしてニューパラダイムウェルネスのスタッフは様々なタイプの心理的、法的、又はプロとしての忠告とし
ての類には一切かかわっておりません。この著書の内容は著書の個人的な意見です。それゆえニューパラダイムウェルネス、又は著
者はあらゆる身体的、心理的、感情的、金融的、又はビジネス損害、事故、被害も含めての責任は一切もちません。あなたはあな
た自身の選択、行動、そして結果の責任者なのです。
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紹介

私達のこの惑星における文化と金融状況は、私達の人生で本当に何を求めているのかという事を
一歩後退して考え、そして決意をするという機会を作り出してくれました。変化歓迎の儀式はあな
たの人生の中での個々の部分でよい事を創り出す扉を開き、それを支えるものです。それは、風水
方角を通じて感謝と想いの実現を混ぜたものです。この儀式は私の家族と共に大晦日に行う儀式
として２００１年に生み出されました。それ以来時と共に変化、進化しました。私達の人生もま
た同じです。この儀式の結果、どのように私達の人生が変化したかという事を学ぶ為、私達の家族
そして顧客、友人達の例をこの本の最後をご参照下さい。

それは大晦日の夜に、誕生日に、新しい家やオフィス、新しい関係、又は現在の関係を強めたり、新しい仕事であったり…..　わか
りますよね？　これをクラスとして最初に教えたのが２００６年、それから幾つものクラスで共有してきました。ついにこれを
EBOOK にした事で、あなたが簡単に本を注文してステップに続きながら簡単に儀式が出来るということにワクワクしています。

私の目標はあなたがあなたの家や、あなた自身のビジネス、家族や友人と共にこの儀式を利用して、そしてあなた方それぞれの人生
に良いことをもたらすということです。私のあなたへの願いは、この儀式が聡明さ、つながり、美、そして私が想像した以上の事を
もたらしてくれますように、ということです。

バラックバシャーン　－　既に恵みはここに。

チェリーリー。
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足を地に着ける瞑想

この瞑想をこの本を読んでいる間、そして家の中を変化歓迎の儀式をしながら歩き回る以前に行って下さい。

自分の目標と共に清らかな空間を　又はろうそくを灯して創って下さい。心地良い所に座って下さい。これは一人、又は家族と共
に、同僚、又は良いとこを創り出したいと思う方と一緒に行えます。

三回深く息を吸い込んで、そして吐いてください。息を吐く時に　－もう自分に役にたたないものは全て流してしまいます。緊張、
いろんなネガティブな考え方．．．ただ手放しましょう。

この流れを通じ、この創造のエネルギー、あなたに通じてきます。―　あなたの体と、あなた自身にその天と地からのエネルギーが
一緒に混合されるのを感じましょう。あなたが生み出したユニークなこのエネルギーを感じましょう。あなたの心をいっぱいにし
て、こぼれだしているのを感じて下さい。この創造のエネルギーの流れが、絶え間ないものであるのを感じましょう。あなたが一生
の必要な以上にこのエネルギーがあふれているということをわかってください。このエネルギーの流れがあなた、そしてあなたを通
じて流れているという喜びを感じましょう。２～３分このまま座っていて下さい。エネルギーを流れ続けさせて、あなたの目を開
き、そしてこの本を読み続け、儀式を始めて下さい。
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背筋を真っ直ぐにして、リラックスして座ります。あなたの拳のサイズくらいの光り輝くコードがあなたの体から地球の元へ旅して
行くのを感じて下さい。地球の核に深くつながるのを感じます。同じ光り輝くコードがあなたの体から延長して頭のてっぺんから天
へ向けて　―　そして最も輝いている星までつながります。その光のコードがそこへしっかりとつながるのを感じます　－　天と地
からの支えと癒しのエネルギーにいつもつながっているのだということを知りましょう。

この流れを通じ、この創造のエネルギー、あなたに通じてきます。―　あなたの体と、あなた自身にその天と地からのエネルギーが
一緒に混合されるのを感じましょう。あなたが生み出したユニークなこのエネルギーを感じましょう。あなたの心をいっぱいにし
て、こぼれだしているのを感じて下さい。この創造のエネルギーの流れが、絶え間ないものであるのを感じましょう。あなたが一生
の必要な以上にこのエネルギーがあふれているということをわかってください。このエネルギーの流れがあなた、そしてあなたを通
じて流れているという喜びを感じましょう。２～３分このまま座っていて下さい。エネルギーを流れ続けさせて、あなたの目を開
き、そしてこの本を読み続け、儀式を始めて下さい。
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必要なもの

１：１時間程度

２：掃除された家又はオフィス

３：９つのろうが流れ出ない容器に入ったろうそく

４：普通のろうそく１本

５：マッチ或いはライター

６：あなたが大好きなエッセンシャルオイル(　テラピーが出来るレベルのもの。)無くても可

７：この本のプリントしたもの　或いは"手放すリスト“と”感謝のリスト“を書く為の紙

８：あなたのリストを火で燃やし、手放す為の安全な場所。火は儀式の時に必要な訳ではありません。また、火が許可されていな
い場所では、紙を引き裂いて埋めたり、エネルギー的に宇宙に放つという方法もあります。
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変化歓迎の儀式の段取り

１：　　家或いはオフィス、地下室から屋根裏と整理整頓して儀式へと進みます。要らない物を箱につめ、*グッドウィル(　又はあ
なたの好きなチャリテイー団体　)へ。あなたがもう好きでなくなったものを捨てます。これが素晴らしく新しいものを受け取る素
敵な空間を創ります。

２：　　　エネルギーワークを受けます。ヒーリングタッチ、マッサージ、霊気、シャマニックヒーリング、針灸、エネルギー
フィールドを清める、命を癒す事をします。

３：　　　自身で家や仕事場を掃除します。

*：　アメリカの慈善団体。寄付された様々な物(洋服、靴から家庭製品まで)を店で売り出し、それを恵まれない人への学費にした
りします。）

変化歓迎～あなたが望む人生創造のサポートをする増加儀式   ! ! !     Cherry-LeeWard.com
____________________________________________________________________________________________________________________

変化歓迎:　あなたが望む人生を創造する増加儀式著作© 2010全ての権限と著作権はチェリーリーに属す。                                                                                       8



４：貴方自身　又は　儀式をするグループの人達と時間を設定する。

５：足を地に付ける為の瞑想を　決めた時間にする。

６：貴方の家の九つの各方角にろうそくを１つずつ置く。

７：儀式の為にエッセンシャルオイルを使用する。私達は”マニフェステーション(ｍａｎｉｆｅｓｔａｔｉｏｎ)“が好きです。(お買
い求めになりたい方はwww.Cherry-LeeWard.com/shop.html にて。)　この聖なる時を支える為にどんなテラピューチックグレー
ドのエッセンシャルオイルでも使用出来ます。

８：１２-２０ページの風水の方角の所に進み(　必ず必要ではありませんが、これを各階に繰り返すことが出来ます。)　各箇所の
ろうそく(　ろうが流れ出ないようになっているつくりのもの)を１つ１つともして、この本に書いてあるように短い説明をし、貴方
の人生にこれからくる一年に切望する事をいい、”その通りです“と言ってろうそくを吹き消します。

9:　暖炉がもしあれば、暖炉に火を灯します。

 -もし儀式をあなたの家で行うのであれば、儀式の中の部分として夕食を採るのが素晴らしいです。夕食の準備をし、そして
夜を通して2つのリストを作ります。最初のリス卜は過去に起こった事で水に流してしまいたい事、二度と同じ経験をしたくない
事、もしこの儀式を他の人とやっている場合　―　各個人それぞれが私的なリストを作るか、又はグループでの1つのリストに加え
ます。子供は言葉より絵で表現して加える事が出来ます。同時に感謝のリストを個人それぞれ、又はグループで作ります。
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 -もしあなたがこの儀式をオフィスか、或いは公共な場所で行っているのであれば、リストを事前に作っておくか、又はテー
ブルの上にリストを置いて、儀式の終わった後にお茶を飲みながら皆でリストに加えます。

家の暖炉の近くでも、又はオフィスでの儀式の後で、―　“手放したい(　水に流してしまいたい)　リスト”を火の中に入れて、座っ
て水に流すこの時を噛みしめます。そして、“感謝のリスト”を地球に、全ての生命に感謝して投げ入れます。

10:　ろうそくに火をつけて、良い事が来るように広い空間を持ちます。

11:　カードを引きます。一　タロット、　エンジェル、妖精　あなたが大好きなどんなカードで
も結構です。
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風水方角の説明
                           

	

 玄関はこちら
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風水とは風と水という意味です。それはあなたの人生の中の物事そし
て生き方を整理する哲学　一　あなたの周りの世界をきれいに、そ
してバランスを取るものです。私はここで日常の生活の中できれいに
する事が必要な要素であると云っているのではありませんが、私は
家やオフィスがきれいだといつも気持ちが良くなります!

この方角をあなたの家や/或いは敷地に重ねておきます。あなたの家
の場合は、ガレージが家の屋根の下にあるのであればそれも含まれ
ます。各辺をそれぞれ家の外壁に合わせます。幾つかの場所が欠けて
いるかもしれません(ネガティブな空間)。或いは辺が達しなかった
り、辺が家の外側に出てしまったりするかもしれません。各方角の
方面を同じサイズに保って下さい。もしも貴方の家のある部分の場
所が欠けていたら-９つの基礎完治法)のうちの１つを使って正方形又
は長方形をエネルギー的に創ります。はみ出している所は豊富な場所
です。(ホワイトハウスは名声の所がはみ出しています。)

富 名声 関係

家族／健康 気 創造/子供達/プロ
ジェクト

内なる知識/直感 キャリア 助けてくれる人々/

旅行



風水方角の歩き方
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3:　次を読みます。 家族/健康

このエリアは家族と親しい友人を一緒にしています。健康とポ
ジティブな親しい関係を持つことは幸せな人生を育てるのに
素晴らしい基盤を施してくれます。

このエリアは健康、スポーツ、社交生活、又は家族と親類の成
長、より良い関係を扱います。

4:　これからくる年に、あなたの人生のこのエリアに何をもた
らしたいか大きな声で言ってみます。もし他の人が一緒ならそ
の人達にも同様にするよう頼みます。  

5:　“そしてその通りです。”と言い、ろうそくを吹き消しま
す。

2:　ろうそく　(ロウが流れ出ないようになっているもの)　に火を灯
します。  

１:　貴方の家の“家族と健康“のところから始め　ま
す。貴方の家の玄関がこの四角形のベースになります。

富 名声 関係

家族／健康 気 創造/子供達/プロ
ジェクト

内なる知識/直感 キャリア 助けてくれる人々/

旅行



6:　貴方の家又はオフィスの富の方角に移動します。
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富 名声 関係

家族／健康 気 創造/子供達/プロ
ジェクト

内なる知識/直感 キャリア 助けてくれる人々/

旅行

8:　次を読みます:　富と繁栄

このエリアは私達の人生に豊富な流れと財産への正直な
気構えを創造するところです。

このエリアは代々による現金の流れ、何か特別な事の為
に必要なお金、そして一般に豊富であるという認識をす
るところです。

9:　これから来る年に貴方の人生のこのエリアに何を
もたらしたいか大きな声で言います。もし他の人達が
一緖であれば彼らも同様にするように頼みます。

10:　“そしてその通りです”と言い、ろうそくを吹き消
します。

7:　ろうそくに火を灯します。



11:　あなたの家又はオフィスで名声のエリアに移動します。
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富 名声 関係

家族／健康 気 創造/子供達/プロ
ジェクト

内なる知識/直感 キャリア 助けてくれる人々/

旅行

13:　次を読みます:　名声、評判

良い評判を欲するという事は私たちの周りの全てに良
い関係をもたらします。それは自立した生活であり、
与え、受け取るのが同じ量になります。このように生
きることで、私達は予想もしなかった喜ばしいことに
出会うようになります。

このエリアは認められることへの欲求、良い評判への
欲求を扱い、貴方の住んでいる地域、又は貴方のする
ことが知られるようになることへの欲求の場所です。

14:　これから来る年に貴方の人生のこのエリアに
何をもたらしたいか大声で言います。もし他の人逹
が一緒であればそれぞれ同様にするよう頼みます。

15:　“そしてその通りです。”と言い、ろうそくを

吹き消します。 

12:　ろうそくに火を灯します。



16:　貴方の家又はオフィスの関係のエリアに移動します。
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18:　次を読みます:　愛、結婚と関係

各パートナーがどんな人であるかそして真実を表現す
るのをお互いにサポートしあうというのは重要なこと
です。信頼と柔軟性は貴方のパートナー、又は貴方自
身が充実して生きるという欲求を許す鍵です。

このエリアは愛する関係、現在の関係を向上させるそ
して貴方自身を良く知るということを魅きつける扱い
をする場所です。

19:　これから来る年にこのエリアの貴方の人生に何
をもたらしたいか大声で言います。もし他の人達も一
緒であればそれぞれ同様にするように頼みます。

20:　“そしてその通りです。”と言い、ろうそくを吹
き消します。

 17:　ろうそくに火を灯します。

富 名声 関係

家族／健康 気 創造/子供達/プロ
ジェクト

内なる知識/直感 キャリア 助けてくれる人々/

旅行



21:　貴方の家又はオフィスの創造、子供達の方角に移動します。
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22:　ろうそくに火を灯します。

23:　次を読みます:　子供達、創造とプロジェクト

私達が私達やその他の人の創造力を優しく、親切に励ま
してあげる時、私達に喜びをもたらします。もし私達が創
造力に遊んでいるようなアプローチをすると-　私達の表
現に幸せが表れます。子供達は豊富に創造的な機会を与え
られると、どんどん上達します。

このエリアは妊娠の欲求を扱ったり、又創造力を扱った
り、壁にぶち当たったような感じ、内なる子供の声を扱
います。それは貴方が子供達との関係を強調する重要な場
所です。

24:　これから来る年に貴方がどのようなことをもたらし
たいか大声で言います。もし他の人達が一緒であればそれ
ぞれ同様にしてもらうよう頼みます。

25:　“そしてその通りです。”と言ってろうそくを吹き

消します。  

富 名声 関係

家族／健康 気 創造/子供達/プロ
ジェクト

内なる知識/直感 キャリア 助けてくれる人々/

旅行



26:　貴方の家やオフィスで助けてくれる人々、そして旅行の方角に移動し
ます。
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27:　ろうそくに火を灯します。

28:　次を読みます:　助けてくれる人々そして旅行

私達の人生は助けてくれる人々でいっぱいです。幾らかの
人は普通の人を装った天使であり、そして幾らかの人は天
使を装った普通の人です。私達が予想もしていなかった喜
ばしいことに出会える意識になった時、日常でマジックが
起こるようになり、私達の居る所でもっと美を見る心が開
けます。これはどこへ旅行しても幸せを経験するよう支え
ます。　

このエリアは貴方のビジネスでもっとお客が欲しかった
り、もっと旅行したかったり、もっとスピリチュアルに
つながったり、そして新しい家や仕事へ移ったりするの
を扱う場所です。

29:　これから来る年にあなたの人生に何をもたらしたい
か大声で言います。他の人達も一緒であればその人達も同
様にするよう頼みます。

30:　“そしてその通りです。”と言い、ろうそくを吹き消し

ます。 

富 名声 関係

家族／健康 気 創造/子供達/プロ
ジェクト

内なる知識/直感 キャリア 助けてくれる人々/

旅行



31:　貴方の家やオフィスでキャリアの方角に移動します。
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富 名声 関係

家族／健康 気 創造/子供達/プロ
ジェクト

内なる知識/直感 キャリア 助けてくれる人々/

旅行

32:　ろうそくに火を灯します。

33:　次を読みます:　キャリア

ここは貴方の価値観と一直線上にあると感じられるキャリ
ア、あなたが生きたい人生を夢見る所です。それは内面を
見ること……貴方自身の真実を探し、そしてその家庭を信
じることです。

ここは仕事での変化や、仕事での変化を欲したり、地域
サービスをしたりするのを扱います。

34:　これから来る年に貴方の人生に何をもたらしたいか
大声で言います。もし他の人達が一緒であればその人達も
それぞれ同様にするよう頼みます。

35:　“そしてその通りです。”と言い、ろうそくを吹き消し

ます。  



36:　貴方の家又はオフィスで内なる知識/直感の方角に進みます。
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富 名声 関係

家族／健康 気 創造/子供達/プロ
ジェクト

内なる知識/直感 キャリア 助けてくれる人々/

旅行

37:　ろうそくに火を灯します。

38:　次を読みます:　内なる知識と自己開発

私達は心を静かにする時間を取る時に内なる智に波長
を合わせることが出来ます。静かに落ち着くのを通して
私達の人生の中に新しい経験と学びを組み合わせるこ
とが出来ます。

このエリアは学ぶ事と、内なる声を聞くこと、そして
魂のつながりを扱う所です。

39:　これから来る年にあなたの人生のこのエリアに
何をもたらしたいか大声で言います。もし他の人達が
一緒であればその人達もそれぞれ同様にするよう頼み
ます。

40:　“そしてその通りです。”と言い、ろうそくを吹
き消します。



41:　貴方の家又はオフィスで気のエリアの方角に移動します。
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富 名声 関係

家族／健康 気 創造/子供達/プロ
ジェクト

内なる知識/直感 キャリア 助けてくれる人々/

旅行

42:　ろうそくに火を灯します。 

43:　次を読みます:　気

これはエネルギーの流れや動きについてです。

このエリアは人生で急がされたり、又は何か歯止めを受
けていると感じることを扱います。

44:　これから来る年に貴方の人生のこのエリアに何を
もたらしたいか大声で言います。もし他の人も―緒であ
れば，その人達もそれぞれ同様にするよう頼みます。

45:　“そしてその通りです。”と言い、ろうそくを吹き
消します。

この部分のあなたの儀式は完了しました。



手放すリスト

私の人生で二度と起こって欲しくないこと
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感謝のリスト
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その他の方角の情報
この情報は貴方が貴方の家の1つかそれ以のエリアを強調するのに使える情報です。貴方の人生のあるエリアに恵みを加える簡単な
事を幾つか取って選んで下さい。

家族/健康
色:　グリーン
素材：木
唱え文旬:　私は今幸せで健康に生きています。
もし貴方が４人家族であれば4つの物を置きます。

富/繁栄
色:　青・紫・赤
唱え文句:　私は豊かに生きています。私は一生に必要以上に持っています。今日が私のびっくりする運のいい日です。
貴方の豊かさの象徴として器を置きます。小銭を入れる器でも良いですし、何かをこれから入れる準備をしている器でも結構です。 

貴方がこの部分を貴方の敷地内或いは家で良くマークされている/地についているよう確かめます。(　もしコーナーが欠けていたら
何か大きい、重い、又は目を惹く物を置きます。-　これを4つすベ手のコーナーに行います。)
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名声
色:　赤

素材:　火

唱え文句:　私は今同僚から私がやっていることまでまんべん無く讃えられ誉められています。

あなたがスターであることを象徴する為に、壁の一番高い所に星を置きます。(　高い所とは将来です。中間は現在です。)

関係
色:　赤・ピンク・白

唱え文句:　私は愛に囲まれています。私は私自身そして私の周りの人々に豊かな愛を持っています。

ペアの物を置きます。-　器、ろうそく、花、ペアになっている絵。ベッドの両脇に同じ重さのランプを両側に必ず置きます。(　貴

方が今付き合っている関係があっても無くても)

創造/子供達
色:　白
素材:　メタル
唱え文句:　私は日々創造的になる満足した機会に恵まれています。
貴方が大好きな芸術や、貴方を創造的な気分にさせる物を置きましょう。
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助けてくれる人々と旅行
色:　白・グレー・黒
唱え文句:　私はいつもその(正しい)時にその(正しい場所)にいます。私はよく、そして安全に旅をします。私は助けてくれる人々に
囲まれています。
小さな天使達や、遠くの土地からの写真や置物、そして助けてくれる人々や旅行を象徴するものを置きます。

キャリア
色:　黒
素材:　水
唱え文句:　私は情熱を持つ仕事を幸せにそして成功して働き、私が大好きで尊敬する人々と供に、大好きで尊敬する人々の為に、
凄いお金を稼ぎ、私の創造力を成長する機会として利用します。
もしここが玄関であれば、玄関の外をマークする為の重い置物-　植物、ライオン又は小さな植木等を置きます。外のエリアは(玄
関)物デゴヂャゴチャしないようスッキリとさせます。

内なる知識
色:　グリーン・青・黒
唱え文句:　私は学ぶ過程で安心と支えを感じます。静かにし、正しい答えを探すのは私にとって簡単です。
貴方のスピリチュアリティーを表す物や本を置きます。ここは智の場所としてオフィスとしてとても良いもう一つの場所です。
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気
色:　黄色・アーストーン
素材:　地
唱え文句:　私は人生にエネルギーと熱意を持っています。
このエリアは貴方の状況によって異なります。大部分には非常に落ち着いたクリアーな中心が必要です。もしもだるい感じがした
ら、このエリアにエネルギーを与えて、気を増加させるのも良いです。
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九つの基礎完治法

これらの完治法を貴方の家やオフィスにツキを強くしたり、問題を解決するのに使います。  

1:　明るい置物-クリスタル、鏡(ベッドルーム以外はより大きいのが良い)、ライト(電気・ろうそく・オイルや日光)

2:　音-　風鈴、噴水、べル、ゴング、楽器

3:　生き物-　植物や花、金魚蜂や水槽、動物

4:　動くもの-　動くもの、噴水、風車、旗、バナー

5:　重いもの-　石像、大きいプランター、岩

6:　電化製品-　ステレオ、扇風機

7:　象徴的なもの-　ミュージカルの置物、アート、　貴方の人柄を象徴する置物
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8:　色-　あなたの大好きな色に囲まれること

家族/健康-グリーン

富と繁栄-　青・紫・赤

名声-　赤

関係-　赤・ピンク・白

創造/子供達-　白

助けてくれる人々と旅行-　白・グレー・黒

キャリア-　黒

内なる知識-　黒・青とグリーン

9:　その他-　貴方の文化や状況に適切な気を高めるものなら何でも、気、貴方の場所を守るのを助けてくれるものやネガティブな
気を緩和するもの。
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私の人生からの例(そして私の夫の例) 

2001年-　私達がこの儀式を創り出したときは、私達はワシントン州にある美しい家に住んでいました。私の夫は一般の医者で、
私は小学校の教師-　妊娠休暇で家に居ました。その初めの1年に沢山の良い事が私達の人生に起こったのです。良い転換が起き、
私の夫のオフィスにも流れが-　患者さんの流れそして金銭面もポジティブな方向へ転換しました。私達はお互いにヒーリングタッ
チのトレーニングを始め、私は誰も予想しなかった理想の仕事(半分は公立学校で-　私は自分で自分の時間を設定し、自分のカリ
キュラムをデザインすることで余分な支払いも貰えるというもの)、そして娘達にはナニー(乳母)がいたのです。

2002年-　もっと良い転換を経験しました。私の夢の半分の時間の仕事は終わり、私の大好きな別の半分の時間の仕事に入れ替
わったのです。私の夫のオフィスにももっと良い流れ流れが出来て、病院のチーフスタッフとして支えられました。彼はその年の一
番の医者として賞も貰ったのです。私達には娘達に別の素晴らしいナニーもいました。私は(ふとしたことで)訓練を終える間、ヒー
リングタッチをするオフィスを無料で提供されたのです。
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2003年-　私達は儀式に心と魂を込めました。私の夫がもう病院から呼び出されることの無いようにということを宇宙に聞いても
らうように。私達は彼が私達の日常のもっと生活の一部になって欲しく、本当にどのように効果が現れるかわかりませんでした。そ
してまた私ももっとヒーリングへの道に足を踏み入れたい-本当にどのようになるかわからなかったのですが。2004年の1月(儀式
の直後)に私の夫が病院の医者から*ホスピタりストになることが出来ました。それから私達は私達の家の中を掃除して、要らない物
を処分し始めました。私達は何かに向けて準備をしているのだと云う事はわかっていたのですが、それが何であるかは分かりませ
んでした。5月の終わりに、私の夫は医学リサーチの仕事の誘いを受けたのです。3か月後、私達は国の反対側のメリーランド州へ
引っ越したのでした。

2004年-　三年の驚くべき進歩の後に、私達はより小さい要望をしました。インフルエンザにかからない様にとか、そんな感じの
事です。私達は私達の人生の中でより深いドラマチックな変化を創造しているかは確信がもてませんでした。

2005年-　私達は再び出発しました。私はトレーニングを始め、娘は両方とも学校とそれを取り巻く友人達に馴染んでいました。
ウエインの仕事は素晴らしく続き、ホリスティック医学の勉強を増しました。

2006年-　私達は何が欲しいのか今回は明確に頼む必要がありました。続いての年にウエインがホリスティック医療のオフィスを
オープン、私はシャマニックのトレーニングを終え、そして両方の娘も幸せでした。

2008年-　前進していくことが2-3年間の儀式として続きました。儀式を行った1か月後、ある朝今が私達自身のホリスティックオ
フィスをオープンする時と気付いたのです-そしてニューパラダイムウェルネスを私達はオープンしたのです。

2009年-　この1年とこれから来る年に儀式を行い、2010年、私達はより大きなオフィスへ移り、ウエインは今フルタイムで私達
のオフィスで働き、私は国内のあちこちから、それから地球上のあちこちから生徒の参加するテレセミナーを開きました。私はE-

bookを出版し、コンフェレンスやその他で発表をしたりしました。将来には何が待っていると誰がわかるでしょうか。そして私は
それはかなりクールなものになると想像しています!

*ホスピタリスト-　病院の入院患者の投薬からスタッフのトレーニングまで幅広い分野を受け持つ仕事。
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クライアントや友人達の例

1) ペットが見つかった。

2) 友人の輪がつくれた。

3) 関係にバランスがもたらされた。

4) ビジネスを設立しそして強まった。

5) 新しい愛と支えられる関係が生まれた。

6) 養子縁組が簡単にそして成功した。

7) 痛みのもなう離婚に緩和がもたらされた。

8) 子供達との関係が調和された。

覚えておきたいこと:　結果はいつも私たちがなって欲しいようになる訳ではあり ません。それはしばしば想像以上に良くな
ります。
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あとがき 

ポジティブなレンズを通して将来を見るという想いを起こすということは変動を起こします。もし私達が想いや思い描くビジョンを
17秒一緒に保つというだけで私達の世界がシフトするのです。これを特別な機会に又は定期的にした結果の可能性を想像してみて
下さい。ただこの本を読んだだけでエネルギー的に貴方にもシフトが起こり始めるでしょう。

自分自身に優しくして下さい。貴方が想いを世界に向けて発信するということは-　それがどのように、或いはいつ現れるかという

ことは貴方に任されていることではないと知ることです。私の夫や私に起こった事は、私が想像したり、考えていたのより意外な形

で現れました。そのタイミングも私達がこうなって欲しいと考えていたのとは違っていました。又、この私達の同じストーリーも私

達のその時就いていた仕事の状況の中でどこが思わしくないかということに焦点を置けば、違った曲がり方をして語っているはずで

す。私達は現在のポジティブな部分に焦点をあてて、ポジティブな行動をとるというのが私達の人生の変化の過程の部分であると解

かりました。

私の貴方への願いは貴方がこの聖なる儀式を創り、何が起こるか待ってみるというものです。

貴方が:の地球は常に貴方を包み、そして精霊は常に貴方に用意が出来ているのだということを覚えておいて下さい。
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チェリーリーについて
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チェリーリー・ワードはこの世界を最も効果的に変えるには私達が自身を
変えそして顧客や生徒達の追い求める深くそして聖なる仕事を手伝う事だ
と信じています。ヒーリングタッチ、そしてそれ以上にヒーラーの弟子達
の師匠になることでチェリーリーは同僚のヒーラーがより強くそれぞれの
道を歩みだし、成長することを支えています。彼女は“ヒーラーへのシャマ
ニックテクニック”やテレセミナーシリーズ“　チャクラ-　貴方と貴方の
顧客の変身　”などを創り、教えてきました。

チェリーリーはヒーリングタッチとシャマニックエナジーメディスンの両
方の資格を持っています。チェリーリーは彼女の仕事を情熱と熱意を持っ
て行っています。彼女の使命とは彼女が触れる人々の人生にヒーリング、
全一体感、可能性への喜びをもたらすというものです。彼女のニューズレ
ターや、E-book“　チャクラ-　健康と健全への門　”をお買い求めになり
たい方は(2012年上旬日本語版発売予定)　www.Cherry-LeeWard.comを
御検索下さい。

http://www.Cherry-LeeWard.com
http://www.Cherry-LeeWard.com


参考書

    Feng Shui – The Key Concepts by George Birdsall 

	 	 	 	 The Western Guide to Feng Shui by Terrah Kathryn Collins

	 	 	 	 Ask & It Is Given by Abraham and Esther & Jerry Hicks
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