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⾝体をほぐして
１０呼吸から始めましょう！



ウェルカムレクチャー
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円満ライフメソッドの全体像
Wellbeingの流れ

地

＜⼼＞
感情ヒーリング

思考ビリーフリセット
とらわれから解放される

＜⾝体＞
呼吸と⾝体感覚に

意識を留め「今」を⽣きる
活⼒が増し健康になる

＜魂＞
「内なる存在」と調和し

源と繋がる
魂の望む⽣き⽅へシフト

＜センシュアリティ＞
感じる⼒を育む
官能的に⽣きる
安⼼、安堵、平安の
歓びを体験する

＜セクシャリティ＞
⽣命エネルギーと創造⼒
⾃他との精神的な繋がりを
実感し歓びを感じる

＜スピリチャリティ＞
意識的に⽣きる

無限の可能性にアクセス
できる⾃分に歓びを感じる

天



エッジに⽴つ



意味：端、境、端、へり、きわ、果て

▶⾁体的にも⼼理的にも
ギリギリの切⽻詰まったところや状況

▶瀬⼾際、ぎりぎりいっぱいのところ

エッジとは





⾝体的エッジに⽴つ



⾃分の内側に意識を向ける時

現実
「実」が現れ出たもの
実とは「思考」と「感情」



・柔軟性、強さの健全な限界点

・⼼が⾃然と集中する場所

・快・不快といった⽭盾した感覚が⽣じ
⾝体感覚への気づきが⾃然と⾼まるところ

⾝体的エッジ



成⻑点

⾝体的エッジ



健全な限界点を超えてストレッチをかけると
⾝体的に負担がかかる。

でも、エッジに達しなければ、
⾝体的に深く根差した緊張は解放されず、
満⾜感も得られない。

⾝体的エッジ



エッジを超えると痛みが起こる

神経システムからの警告

「ダメージが起きてるよ」

⾝体的エッジ



達成感を味わいたい →「もっともっと！」
過度な⽬標を⽴てる →「はやくはやく！」

➡エッジを超えることが当たり前
➡無意識にエッジを超えてしまう

やりすぎ、頑張りすぎ、
いつも緊張状態、ケガをする

⾝体的エッジ



いつも健全な限界点までいかない
＝チャレンジしない、⼒を発揮しない、怠ける

➡達成感や満⾜感がない
➡不快感は避けれるけど、退屈を味わう
➡飽きる、つまらなくなる

⾝体的エッジ



エッジに対して、

時間をかけて、段階を踏んで、
リラックスしてその領域を体験することで

安⼼感とともにチャレンジできるようになる

⾝体的エッジ



⾝体的な可動域が広がり
可能性が広がっていく

➡意識が拡⼤していく
➡選択肢が増える
➡できなかったことが、できるようになる！

⾝体的エッジ



Breath: 呼吸して
Relax： リラックスして
Feel： 感じて
Watch： よく観て
Allow： 委ねる

エッジを超えていくプロセス

BRFWA＝ブラッフワ



Breath: 呼吸して

呼吸に意識を向けることで
⾝体感覚に繋がることができる



Relax：リラックスして

筋⾁を緩める＝⼒を抜く

⾝体にある緊張＝
抵抗のエネルギーに気づきやすくなり、

それが⽇常的に解放されていく



Feel：感じて

⾝体に流れる感覚に意識を留めることで、
⾃分に意識が向くことが習慣化される。

体感から、
⾃分が今、感じていること（感情）
湧き上がる記憶、情景、
無意識な思考に気づきやすくなる。



Watch：よく観て

体感から、
感情、記憶、情景、思考を観察することで
そことの分離がはかれる。

それらを観ているもう⼀つの視点、
優しいまなざし、
⾃分に寄り添う優しい意識で
⾃分の体験を観察できる。



Allow：委ねる、〜させる

無意識の抵抗を⽌めることができる。

➡エゴキンマンのパワーを鎮めること

・良し悪し、善悪、損得、をジャッジしない
・ただそこに在るままの状態にしておく

・⾃然と変化する、消滅する



⼼理的エッジに⽴つ



エッジは精神的に追い込まれてる感じ

怖い

きつい

しんどい

居⼼地が悪いし

逃げたくなるし

抗いたくなるし

向き合いたくない



エッジは精神的に追い込まれてる感じ

私にこんな状況を味合わせた、
あれが悪い、あの⼈が悪い

＝ 他責にしやすい状況

＝ ⾃分を否定、罪悪感を感じ、被害者に留まる



端（はし）

たんをはっする
（それがきっかけで）物事が始まる

〔語源〕「端」は、ここでは、いとぐち・きっかけの意。

「端緒」「発端」の「端」。

「発する」は、ここでは、起こす・始める意で、
「源を発する」などと使う。



⼈⽣におけるエッジ

・⽇常⽣活の中にある悩み、問題
・病気、怪我
・喧嘩、失恋、離婚、⽣き別れ、死別
・借⾦、破産、倒産、解雇、失業
・⼦どもの問題、悩み



⼈⽣におけるエッジ

・なぜ今、それが起きてるのか？
・今起きていることは、過去の結果
・思いがけないことでも、何らかの原因がある
・今これが起きたわけは？
・何に気づくべきなのか？
・視点、視座を変えて観てみる



⼈⽣におけるエッジ

次なるステージ
新しい物語の始まり
変化・変容の⼊り⼝



⼈⽣におけるエッジ

変容の前にカオスが起こる

カオス＝混沌とした状態
秩序に向かうプロセスでもある



⻘⾍は⼀度ドロドロになって蝶になる

ドロドロ状態では、
ただ蝶になることを信じて
待つしかない



⾃分の内側に意識を向ける時

⾃分の⼈⽣に起こることは、
絶対に乗り越えられることしか起きない

なぜなら、⾃分が創造主だから



⾃分の内側に意識を向ける時

⾃分が創造主だから

⾃分で対応ができることしか起きない！



⾃分の内側に意識を向ける時

責任＝対応⼒
Responsibility
Respons＝対応
Abilty＝能⼒



Feel: 感じる
Aware： 気づく
Release： ⼿放して
Choice： 新しい選択
Action： ⾏動する

エッジを超えていくプロセス

FARCA＝ファルカ



BRFWAとFARCAのプラクティスを繰り返すと

おのずと変化していく

①エゴキンマンがパワーダウン
②感じる⼒が⾼まり
③本来の⾃分に帰る
④新しい選択をしはじめ
⑤⼈⽣は⾏くべき⽅向へ
⑥⾃分は在るべき姿へ
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とらわれ四天王



４つのとらわれ



① 囚われ

② 捕らわれ

③ 捉われ

④ 執われ



① 囚われ

⾃分も⼈も、こういう⼈という枠を
はって決めつけて⾒ている。

枠をはめているため、
決まりきった⾃分と、⼈との関係性、
パターンしか⾒えてこない。

ゆえに、⾃分の在り⽅にも関係性にも変化は起きない。



② 捕らわれ

⾃分の欲求に対して、
⾃分で⾃分を「逮捕」している状態。

「そんなこと⾔ってはダメ」
「やってはダメ、嫌われるよ」
「批判されるよ」
「浮いてしまうよ」
「拒絶されるよ」 という⾃分軸禁⽌令



③ 捉われ

前に進みたい⾃分を変化が怖いため
⾜を抑えて、
前に進まないようにしている状態。

「失敗したらどうすんだよ」
「うまくいかなかったらどうするの」
「⾷べていけなかったらどうするの」
「批判されたら、バカにされたら、どうするの」



④ 執われ
今までの⾃分、過去への執着、
⼈や物事への執着。
あるべき理想への執着。

「こうじゃなきゃいや」
「こうしてほしい、あぁしてほしい」
「こう⾔ってほしかった、こうしてほしかった

という⾃分のニーズの相⼿への限度なしの執着。
相⼿が⾃分のニーズを満たす存在だという決めつけ。
現実に起きてること、起きたことへの⾮受容。



① 囚われ

② 捕らわれ

③ 捉われ

④ 捕われ

苦しみ、
ストレスの元


