予感としては、この 4 月から新たな風が吹き始めます！
5 月には更に、6 月には更なる風がすべてを変えていく！？
以前から脱スピ宣言をしていた背景には、
やはり、スピリチュアルは 5 次元シフト後に物質的な世界との統合にリターンし、
新たな統合を始めるという直感がありました。
スピ系が可能性を開く道は大きく分けて３つ
１．量子物理学
２．芸術
３．脳神経科学
ではないか？と思われます。
すでに、目に見えない世界は堪能したという人々は、現実化の世界で起業を果たした
り、書籍製作をして出版をしたり、パートナーとの生活を手に入れたり、作品を作った
りと、手で触れるものをクリエイトしています。
スピ系の世界が現実世界に反映されるためには、やはりこのようなポジティブなディ
センションが必要です。
でないと、いつまでもつかみどころのない生き方をしてしまうことになりかねません。

そこで私は…
脳神経科学の講義を昨年 9 月から続けて受講しておりましたが、3 月理解度の試験
で高得点を取得することができたので、今後、大手を振ってみなさんにお伝えしてい
くことが可能となりました！
月 1 回の講義と、講義後のレポート。
ZOOM のコミュニティ活動とコミュニティのレポート。
SNS のコミュニティの運営。毎日のハッピーの記録。
2 度のコンサルテーションで脳についてのディスカッションをするという半年間でした
が、UCLA 仕込みの脳教育は新鮮で、楽しく行えたことや、クラスの中では 2 番目に
高齢だったことなども、私の 5 次元思考の可能性を再認識するチャンスになったと思
っています。
スピ系や心理学は、触れないものを扱っていくものですが、脳神経科学は、目に見え
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る脳の中で心や感覚の動きがどうなっているのかを、まさに「目に見える」形で研究し
ていくものなので、どうしてもその 2 つの世界をつなぐ人が必要だと思っていました。
誰かに頼っても仕方がないので、最低線の理解度であっても、私が脳神経の動きを
学び、オーラやスピリチュアルな現象につなげていけばいいのだと、ある時、気がつき
ました。
拙著『オーラ 13 の魔法の法則』には、ヌメロロジーと脳内神経物質の関係を書きまし
たが、その理解はスピ系を基盤としたものでしたので、今回、脳神経科学を基盤とし
た理解へとシフトできたと思っています。
この脳神経科学の世界とオーラ、そして 5 次元＋7 次元はすべて繋がっています。
それは、一言で言えば『Well Being』を促すものであると言えます。
『Well Being』とは、究極、スピリチュアルでクリエイティブな「脳を育てること」に他
なりません。
私はこの自分メイドの脳を「デザイナーズ・ブレイン」と呼んでいます。
デザイナーズ・ブレインとは、自分仕様にデザインされた自分の脳のことです。
このデザイナーズ・ブレインについては、後ほど、また説明を入れますね。
脳内で起きたことは 5 次元世界を通じて、現実化するので、高次の世界からのアプロ
ーチをいくらしても、脳の機能を自分なりに整えていないと、やってきた波動もメッセ
ージも、あるいは知識であっても行動化することが難しくなってしまうのです。
2007 年ごろに書いた『五次元思考実践ガイド』を基にした考え方を、今までも「5 次
元ライフセミナー」の中で伝えて来たのですが、お天気も変えることができるほど 7 次
元的な高次の能力をもっているのに、現実の中で一番欲しい状況が手に入らないと
言う方たちもいて、上昇（シフト）よりも、新たな現実化（グランディング）の方法が必要
なのだなと思った次第です。
逆に現実化ができるからと言って、お天気が容易に変えられるようになるわけではあ
りませんので、高次から現実界へと上手にディセンションし、グランディングするのが
筋なのだろう…と、思ったのです。
その中の一つのソリューションが SI-V だったのですが、この SI-V と脳神経科学の
考え方が、一致する部分が多く、SI-V は脳を Well Being 化するために最適な方
法なのだと、あらためて実感しました。
ですから
『クリエイティブな脳を作り、軽やかに行動できる自分になる』
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これが、SI-V の今後の大きな課題となります。ということでタイトルは『Ｎｅｏ ＳＩ－Ｖ』
と変更することにします。
今後、Neo SI-V ではこのコンセプトの拡散者となって活動していく方を 6 か月で育
てる構えで行います。

では、『デザイナーズ・ブレイン』とは、何かを少し説明します
私たちは親からもらった細胞をどんどん分裂させて人間の体となり、生まれてきます。
その際に脳の中にある神経細胞は、どんどん学習し、初めて見る物や聞くものなど、
五感をフルに動かして習得するだけでなく、言語も習得していきます。
2 歳の脳は、このピークを迎えますが、その後、脳はエネルギーの消費をできるだけ
少なくするために、神経細胞を今度はどんどん現象させていきます。
子供のころは何でもすぐに覚えられたのに、年をとったらそれが無理になった…と嘆
くなかれ。脳はそうできているのですね。
必要なことと、そうでないことが、エネルギー消費の度合いによってちゃんと図られて
いるわけです。
ほとんと、それは自動で行われているので、この自動化されたところを、自分仕様にし
てしまった方が、自分のためになるし、自分らしさが出てくるしと、良いことづくめなの
です。
この自分仕様の脳にすることが脳神経科学の世界では Well Being と呼ばれるもの
ですが、私はクリエイティブな角度からデザイナーズ・ブレインと独自の言葉で呼んで
います。
このように、何かの事象に自分らしいタイトルをつけるのは、私が私のブレインをデザ
インしているお陰なんですね。
ですから、自分らしさを見つける旅に出てもみつかりません。
できあがってないものは、まだ、そこにないので、旅に出たら、あなたなりのデザイナ
ーズ・ブレインができあがっていくかもしれませんが、旅をするための脳ができあがっ
ていくかもしれませんね。
デザイナーズ・ブレインは自分仕様の脳を作っていくことですが、そのためには、自分
の脳が今まで自分仕様ではなかったかもしれないと言うことに気づくことが始まりと
なります。
人間ってこんなもんだ。男性ってこんなもんだ。女性ってこんなもんだ。
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生活ってこんなもんだ。お金ってこんなもんだ。人生ってこんなもんだ。
と、俗にいう観念で作られてしまっていることもあります。
自分でデザインしたわけではないのに、自動的にそうなっている。
なぜか？と言えば、毎日、毎日、その観念を家庭や、学校、会社、そしてテレビやＳＮＳ
などを通じて、自分の脳神経細胞の中にどんどん書き込んでいて、その細胞の幹をど
んどん強くしていっているからなのですね。
そして、そうするべきだと自動的に思って行動するようになる脳を創り上げているの
です。
今まで多くのスピ系セッションでは、この観念がブロックしているところを書き換えま
しょうと言って来ました。
そのために、今までの観念を見直したり、行動を変えるためにアファメーションをした
りしてきたわけですが、それでは埒があかなかったのは、客観的に見ればよくわかる
ことですね。
よく言われているのが、『シークレット」の引き寄せの方法では、実際に引き寄せが起
こらなかった…っというものです。
あの方法は、実際にハリウッドの俳優たちが使っているメソッドと似ているので、現実
化を起すことはできるはずなのですが、なぜかできない。

理由は、
脳神経を変えるところまで至っていないからではないか？

脳神経を変えてしまうために必要なのは、反応です。
そして、その反応のためには反応に必要なフィルターをもっていることや、反応できる
感性や感覚が開かれるように日々訓練されていることが必要です。
ピアノを弾くためには、練習が必要です。
スケートも滑っているところは、イメージできても、本当に練習しなければ滑れるよう
にはなりません。
しかし、もっと大切なのは、滑れるようにするための好奇心、ワクワク感なのです。
このバシャールも使った言葉「ワクワク感」は、ただ「私はワクワクしています」と書いた
だけではダメ。実際に脳内にドーパミンが出ている状態になって初めて、本当のワク
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ワクなのです。
ワクワクしていると思い込んでもダメです。
本当にワクワクすることで脳内神経伝達ホルモンであるドーパミンが出る。
そうすると、それが引き金となって、βエンドルフィンが出てくるしかけなんですね。
このホルモンが出てくると、快感を感じられるようになります。
とにかく、このホルモン分泌を繰り返し、繰り返し起こすことで、文字通り神経が図太
くなっていくのだそうです。

繰り返し、繰り返しが大切なんですね
でも、繰り返す前に、その「ワクワクすること」が見つかりません。
と言う人もたくさんいます。
では、つまらない観念を消去して行けばいいのでしょうか？
消去は、いらなくなった脳神経を自動的にディリートする作用にまかせればよいので
す。そちらにフォーカスする必要はありません。
気に入らないことや、忘れてしまいたいことにフォーカスすればするほど、その嫌な記
憶は強靭になっていく。
消してしまいたいと思っているネガティブに集中すれよりも、幸せな状態をどんどん脳
内に作って行くほうが、ずっと良いのです。
でも、まず…嫌なものを始末して、それからでしょう？
その考えにとらわれてしまうと、「そこ」にとどまってしまうわけです。

要は、重要なのは、反応できる脳を作ることですよね？
この脳が作られていなければ、いくらワクワクしたいと外側の世界を探っても、
みつからないのです。脳の中にないものは、外にみつけることができない。
そこには、量子物理学でいうエンタングルメント（超・ひも理論）が発生しないからで
す。
発生しているものが、そこには「ない」ので外にも「ない」のです。
こういうと、世界で起きているのは、すべてあなたの中にあることだ！
だから、戦争を起しているのもあなたの意識だ！
と、このような究極論を展開して、自分とは関係ないような遠い世界で起きていること
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も、自分の責任があるのだと思わせるスピリチュアリストたちもいます。
このエンタングルメントは、諸刃ですから、逆もまた真なりで、外側にある強烈な世界
を内側の世界、つまり脳に書き込む力を利用することもできるのです。
そして、外側にある戦争を自分の中に取り入れよ！といった間違った世界感と紐付け
られてしまうこともあるのです。
脳は受信機です。
でも、その受信機を発信機として使えるようにするのが、デザイナーズ・ブレインのコ
ンセプトです。
自分仕様になっていない脳は、知らない間にネガティブな発信をしてしまっているか
もしれない。
そして、ネガティブな経験を引き寄せているのかもしれません。
では、5 次元との関係に続きますね。

5 次元を通過するのは、「願望」ではなく「記憶」
一瞬前のことは、すでに過去ですから、それはすでに記憶となっています。
今の出来事は、瞬間、瞬間にドンドン記憶となっていきます。
過ぎて行くからなんですね。当たり前ですが、数秒前の出来事はすでに過去の記憶
です。
この過去の記憶は未来を創り上げるための 1 枚の瓦だと思ってみてください。
瓦が 1 枚では意味がありませんが、これが沢山かさなると、屋根になります。
雨が降っても、漏れを起こさない天井ができます。
それこそが、脳を大切にすることと同じで、この何枚もの瓦が、脳神経細胞のことだと
すでに気づいた方もいるのではないでしょうか？
意識の層から、外に出たものは、最初は電子や光子となって、脳の外側に停滞します。
普段オーラとして検知されたり感知されたりするものは、これらの脳から漏れ出した
素粒子群だと考えられます。
それを感知できる感覚を持つ人と、そうでない人がいるので、今、書いた部分は科学
ではまだ立証されていないところです。
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でも、これらの量子は、エンタングルメントを起すのです。
そのために、重力子が 5 次元にわざわざ入って行く。
そして、脳内に創り上げた世界を、あなたの現実に反映させる。

自分のデザイナーズ・ブレインを作っていくと
自分の世界がどんどんできあがっていきますから、その世界での出会いが圧倒的に
増えて来ます。
マーケティング的な解説をするとすれば、ご自分の集客ができるようになるわけです。
そこには、その時のご自分の Well Being にあった方と最適なセッションや講習がで
きるようになっているはずですから、もし、それが起きなかったとしたら、デザイナー
ズ・ブレインを作るための再考をすればよいだけです。そのための仲間はここに居ると
思います！
4 月からは、このデザイナーズ・ブレインのコンセプトを持った『Neo SI-V』で
『クリエイティブな脳を作り、軽やかに行動できる自分になる』ための毎週のオンライ
ン・サロンを行います。
『5 次元ライフ＋7 次元シフトセミナー2022 年/第 2 期』では
相変わらず、激動する世界の時事ネタを扱いつつ、ステレオタイプ的な脳をクリエイ
ティブな 5 次元脳に作りかえていくために、脳の構造の基本を知りながら、セッティン
グし、自分仕様のデザイナーズ・ブレインを作っていく実践的なものとします。
この２つのオンライン・サロン（今年は、オンラインだけでなくオンサイトで実際にお目に
かかりながら行う機会が増えると思います）を基礎として、更に興味のある方向けに、
『愛のアルマ・メリッサ』のオンライン・サロンを行います。
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毎週土曜日 20 時～ 4 月～9 月の 6 か月間
従来の SI-V と脳神経科学の提唱する Well Being の統合型とし、全く新しい観点
での SI-V の誕生へと向かっていくものとしたいと思います。
そして、半年間続けてみた結果で、SI-V コーディネータとして、今後活動していきた
い方に、この Neo SI-V の拡散者になっていただきたいと思っています。

『5 次元ライフ＋7 次元シフトセミナー2022 年/第 2 期』
20 時～約 2 時間
4 月 3 日（日）17 日（日）
5 月 8 日（日）5 月 22 日（日）
6 月 5 日（日）6 月 19 日（日）
受信機としての脳から、発信機としての脳へとシフトして「5 次元意識」を使って
最高な自分仕様のデザイナーズ・ブレインを作りながらグランディングして、現実創造
を行うためのオンライン・サロンです。参加できない方や、参加できない日がある方に
は動画配信をさせていただきます。

『愛のアルマ・メリッサ』
4 月 15 日（金）5 月 1 日（日）6 月 21 日（火） 20 時～約 2 時間
4 月 16 日（土）5 月 2 日（月）6 月 22 日（水） 動画再放送日 午前 11 時～
アルマ・メリッサとの出会いには躊躇がありません。アルマ・メリッサのサイレント期間
は辛くありません。アルマ・メリッサは夢のようなロマンチックな関係ではありません。
ツイン・レイ神話ではなく、愛が分母となり、生活が分子となる生き方に飛び込むため
には、凝り固まった考えをほどき、女性としての感性を開き、表現する決心が大切で
す。精神性と知性と感情のトリニティとしての愛を生きるためのオンライン・サロンです。
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【料金・参加費】
Neo SI-V
1 か月ごとの方は、1,000 円ずつ。
3 か月ごとの方は、200 円割引で２,８00 円ずつ。
6 か月分一括で支払いたいと言う方は 500 円割引で 5,500 円。
※消費税は内税です
Meta Revo のメンバーの方も、こちらの会費は同じ参加費となります。ご了承下さ
い。
『5 次元ライフ＋7 次元シフトセミナー2022 年/第 2 期』
4 月 3 日までにお申し込みの方は、15,000 円
お振込みは 4 月 17 日までにお願いします。
それ以降にお申し込みとお支払いの方は 20,000 円となりますので
できるだけ先にお申し込みをするようにしてください。
※消費税は内税です
Meta Revo のメンバーの方はこのサロンに無料で参加できます。
『愛のアルマ・メリッサ』
1 回のみの参加 10,000 円＋消費税
3 回セットコース 6,666 円×3 回 19,998 円
Meta Revo のメンバーの方は、半額でこのサロンに参加できます。
上記のほかに、Meta Revolution、略して Meta Revo のギャザリングと月 2 回
のセッションを行っています。
こちらのメンバーには上記に書いたような特典があります。
月課金 15,000 円＋消費税 16,500 円
お振込み先
三井住友銀行 札幌支店
店番号 301 普通預金口座 7924407
名義 サンジェルマン出版 小宮ベーカー純子
E-mail
info@cosmicdancecompanyllc.com
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