
八咫沙[ヤタシャ]
使用マニュアル



はじめに

• 本マニュアルは、霊的(スピリチュアル)な考え方や方法論を伝
えるものであり、医学行為や医学類似行為に抵触する・させる
ような意図は一切ありません。

• また、具体的な症状名などの記載がありますが、それらへの
あくまで祈祷法(祈り方＝対処)を教示していくことがこのマ
ニュアルの本質になります。

• 上記を御理解の上、ご拝読いただけますよう宜しくお願い致し
ます。
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千泉界の理念

「人を活かすことは、己を生かすことと知る」

人を助け、よく導き、救うことは、自分の人生を行く自らの道を作ることとなる。

自らの道が無いのなら、人の道を開けば拓く。
自らが助かりたければ、人を助ければ助かる。

己の道こそ、人を活かして作ること。



八咫沙を使用する際に“必ず守る”ルール
１．自分の力だと言わない。借り物だと言う。
そもそもこの八咫沙自体は、私(泉 皇導)が神社参拝を長年繰り返してきた中で製作が叶ったもの
です。私ですら「神様からのいただきもの」と認識していますので、決して自分の力のように言
わないようにして下さい。「神様からのいただきものを更に借りている」ぐらいの認識・発言に
して下さい。※またこれを徹底しないと、施術を受けた人絡みのトラブルがありえます。

２．無理なものは無理。きちんと諦める。
八咫沙は万能ではありません。今はまだ、「千能」ぐらいです。
そのため、特に寿命に著しく関わるような病気と、ほとんどの臓器疾患には対処能力がありませ
ん。お医者さんは「無理」に対する捉え方として、「全力でやったから、それで責任を全て果た
せた」と考えるそうです。同様に「全力でやることで、後悔する意味も意義もない状態を作る」
ようにして下さい。
また、八咫沙に可能な範囲を大きく逸脱したものへの対処は、勇気を出して「お断り」下さい。

３．薬機法や医師法に抵触する発言をしない。
治る・治すなど口が裂けても言わない。「やってみる」「一度トライしてみる」を言うこと。
また、症状についての見解は、医師免許を持っていないのであれば絶対に断言をしないこと。
施術を受ける人とは「ヒアリング⇔対処」のループでコミュニケーションを取ることを徹底する。
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八咫沙を使用する際のお願い
１．できれば有償で行なうこと
千泉界に長く参加していただくためと、また、そのうち評判が上がり人が人を呼んで大変
なことになったときの備えとして、５００円でも５，０００円でも、あるいは「変化が出
たらいくら支払ってね」という前提でも構いませんので、お金を取っておくことを非常に
推奨します。

無料で行なって有料に切り替えますと、多くは理不尽な批判に晒されますので、あらかじ
め収益化することを想定していただきたいです。
ただ、身内(家族や目下の近しい関係の人)は無料で対処する方が良いかと思います。

また、八咫沙のポテンシャルとしては、年商500万円程度の「気功師」もしくは年商600万
円程度の「霊能者」として活躍することも可能としてくれます。
あるいは整体師やエステティシャン、美容師やお坊さんなどの一部の会員は現在の仕事に
絡めていくことで、超高確率でのリピーター化・マイナス評価のゼロ化・口コミの拡散な
どが驚くほど成立するはずです。

「お仕事上の営業ツール」として、無償で使用して対価を狙う、などでも結構です。
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八咫沙を使用する際のお願い
２．できれば千泉界を広めること
八咫沙の使用をしていると、霊的な物事に明るい人物との出会いがあります。
できれば、そういった方には千泉界をお勧めして、同じように人を癒せる人になっていただくよう
にして下さい。それにより、将来の八咫沙の成長に繋がりお互いにメリットがあります。
もちろんそれ以外にも、参加したい方へのご紹介も大歓迎いたします。

ご紹介をされた方への特典もご用意しておりますので、ぜひとも宜しくお願い致します。

３．施術を受ける人のお話も聞いてあげること
体の状態の変化を与えられた際に得られるのは、「究極の信頼」です。
その信頼に、お悩み相談という形で応えていただくことが理想的です。
根本的には人を救うツールが八咫沙ですが、信頼でき悩みに寄り添ってくれる一人の人間の優しさ
のほうがありがたいものです。

ただ、不用意に相手の人生をねじ曲げ、相手に不幸を与えた場合は自分の不幸に必ず変換されてし
まいます。
よって、あたかも霊能者・占い師としてお話をするというよりは、一人の人間としてお話をしてあ
げることが良いかと思います。
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八咫沙の使用方法

対処したい部位の周辺を立体的に想像しつつ、どういった意図で行うのかを意識
しながら、右手のどれかの指を２回振り、５～６分ほど待つ。
※対処により100%の変化が得られていない場合は「２回目の再対処→５分待つ」 「３回目の再対
処→５分待つ」と、変化が下げ止まるまで何度か繰り返すことを推奨します。

※海外渡航時は使用ができないようにロックが掛かります。
※同時進行での複数対処が可能です。頭痛への対処＋痛い右親指への対処など、
同時に可能です。
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八咫沙の使用手順
トライ1回目
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八咫沙の使用手順
トライ2回目
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八咫沙の使用手順
トライ3回目
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八咫沙の使用手順・補足

• 「ヒアリング⇔対処」の繰り返しを3回行なうだけで一連の施術は
完了します。4回以上、何度でも対処は行なっても可です。

• 骨・神経など、繊細な部位に分析＆対処をするため、安全性の観
点より、1回目の対処から段階的に対処強度が上がっていきます。

（仕様として、同じ症状に対する1回目の対処強度は「弱」。2回目
は「中」。3回目以降は「強」になるように設定しています。）
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八咫沙がアプローチ可能な項目

【解説】
整体・整形外科が得意とする多くの施術に
関しては、もっとも八咫沙の対処数が多い
ため、明確に対処の可能・不可能が分かれ
ています。
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八咫沙がアプローチ可能な項目
【解説】

骨の形状に関わるものと、ヒアリングや測
定機器などでの変化のチェック自体が不可
能なジャンルは不得意としています。
また、血液自体が関わるジャンルを不得意
としています。

また、「原因不明」と病院を回っても言わ
れる、といったケースを非常に得意として
います。(ただしケースバイケースですので、
◎にはしていません。)
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八咫沙がアプローチ可能な項目
【解説】

各臓器への対処は基本的には不得意としています。
これは対処による変化のフィードバック(変化の
ご報告)がヒアリングで得られないためです。た
だし、千泉界の会員増により、対処項目が増える
見込みがあります。

胃・腸・心臓・膀胱・肺に関しては、沢山のヒア
リングによるフィードバックが得られましたので、
ある程度の対処能力を有しています。
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八咫沙がアプローチ可能な項目
【解説】

五感に関わる感覚器官のお悩みは、かなり根本的なつ
らさを感じさせるものであるため、最優先に近く研究

を行なってきました。

今後もっとも発展させたいジャンルが目に関してです。
視力の変化へのアプローチが強力に可能になれば、非
常に広範囲の方に喜ばれるのが間違いないからです。

また、図にあらわし忘れましたが、各種炎症に関して
も得意としています。
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八咫沙の使用のコツ
・八咫沙は何の知識が無くてもいきなり、伝授を受けた人なら誰にでも使用ができます。
さらに八咫沙をフル活用するために唯一必要な「修行」と言えるのが、
この「施術範囲の指定」「施術意図の指定」の”イメージ力“についてです。

・八咫沙は「施術をする人」の想定したイメージを施術時に読み取ります。
そのため、下記の２つ”だけ”が八咫沙の使用のコツだと言えます。

１．施術部位を立体的にイメージすること
（体の表面を想像して）ここらへん！と施術する場合と、
（体の中を立体的に想像して）ここらへん！と施術する場合では、
対処能力に７倍程度の差が出てしまいます。
「人体の仕組み」を本やスマートフォンなどで調べた上で、
想像力をつちかって、立体的な指定ができれば、1時間半程度の学習で
100%に近くマスターができるはずです。

２．何が悪くなってどこが悪くなるのか、というメカニズムを知ること
“首の骨がズレていることで”、結果として肩が上がらない、頭痛が起きる、背中が痛い、
腰が痛い、指がしびれる＆動きにくい、冷え性だ、という現象が起こりえます。
これは整体師は全員が知識で持っていることがらです。
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八咫沙の使用のコツ
１．施術部位を立体的にイメージすること
例えば人体ではなくスイカをイメージすると分かりやすいですが、表面的な緑と黒の縞模様
の部分に施術するような形式では、表面に近い白い皮の部分までしか八咫沙の施術が浸透し
ません。

そのため、スイカを割らずにスイカの中身に相当する「赤い部分」を想像しながら施術を行
う感覚でいて下さい。

要は、体の”中”に対処する明確なイメージを持つようにして下さい。
少し慣れれば、これは仮に泥酔状態だとしても余裕で可能になります。
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八咫沙の使用のコツ
また、施術範囲は体に埋まっている立体的な「球状」＝「ボール状」で想像することや、

「内部が透けて見えるイメージ」でも構いません。
「内部が透けて見えるイメージ」では、さまざまな具体的な指定が可能になります。

やる前は難しいことですが、1時間程度人体の構造を検索したり、本を読んでいれば
どなたでも可能になるはずです。

更に上級者を目指したい方や独立自営を志す方は、https://amzn.to/3p0I9Lf こちらの脊柱見
本の購入をお勧めします。（台としてギタースタンドとの同時購入が便利です）
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八咫沙の使用のコツ
２．何が悪くなってどこが悪くなるのか、というメカニズムを知ること

「風が吹いたら桶屋が～」ではありませんが、無関係に思える物事でも関連性があること
は、人体ではよくあることとされています。

整体院や整骨院、カイロプラクティックの施術者さんの中では常識ですが、
彼等は要は「骨のゆがみがあらゆる体の状態を悪くするので、骨のゆがみを良くするよう
に施術する。すると、あらゆる体の状態が良くなる」という考え方をもとに施術を行なっ
ているそうです。

もっと突き詰めれば、「肩こり」「頭痛」「冷え性」などは、「首」への対処で変化する、
とも考えているそうです。

「首」なのに肩が、「首」なのに頭が、「首」なのに手足の冷え性が変わるという話は、
果たして本当でしょうか。
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八咫沙の使用のコツ
図を２つご用意しました。整体師さん達の知る一般的な理論を噛み砕いて説明しています。
左の図の状態では、「脳⇔体」の情報のやり取りがスムーズに見えます。
しかし右の図では、情報のやり取りがスムーズではありません。

整体師さん達は、右の状態を左の状態に変えることで「脳⇔体」の情報交換のバグやエ
ラーを無くす対処を想定していると言えます。
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八咫沙の使用のコツ
八咫沙の施術には、約半分に民間医療（鍼灸・マッサージ・カイロプラクティック、整体院）
の考え方を取り入れています。

表面的な身体症状（頭痛肩こり腰痛や冷え性など）を持つ方は非常に多く、６～７割の方がそ
ういったものを少なからず持っているのだと言えます。

その際にスピーディーに対処が可能になりますので、「首に対処したら色々と良くなるか
も？」という考え方は持っておいて下さい。
なお、腰が痛い場合は「背中の骨」が曲がっているケースや、腰の骨が曲がっているケースも
確かにありえますので、脳と体との情報のやり取りを考えながら対処をしていって下さい。

要するに、
・首の骨のゆがみ＝首より下の部分や頭痛に関係性が有るかも？
・背中の骨のゆがみ＝背中より下の部分に関係性が有るかも？
・腰の骨のゆがみ＝腰より下の部分に関係性が有るかも？
・横の腰骨あたりのゆがみ＝坐骨神経痛や膝の痛みに関連性が？？？
と考えるのがスムーズ、ということです。

その他、スマートフォンやPCなどで症状のメカニズムを医学的な知識として調べることも有効
だと言えます。
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八咫沙の使用のコツまとめ
ここまでかなり詳細な解説をして来ましたが、「分かりにくかった！」と
いう方のために、まとめがてら、非常に簡易的な説明を致します。
このマニュアルをしっかり読み込まなくても、このページの内容だけ理解
すれば結構です。

１．相手の体の悪そうなところあたりに「大体ここらへんが悪いらしいからここらへんか
な」と立体的に中まで想像しながら、右手のどれかの指を２回振って６分待ちましょう。

その後「どれだけ変わった？」と聞いて、もう一回指をピピッと２回振って今度は５分待
ちましょう。それをもう一回繰り返して、相手がどれだけ変わるのかやってみましょう。
（詳しくは5-7Pをご覧下さい）

２．頭痛・肩こり・腰痛・冷え性とかは、首とか背中とか腰とかの骨のゆがみから来てい
る、みたいに整体師さんは皆さん良く仰っています。

なので、そこら辺の骨がまっすぐになって問題なくなって欲しいと考えながら、右手のど
れかの指を２回振って、[１]みたいに対処していきましょう。たまに霊障の場合も？
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八咫沙の除霊機能
個人差として信じる・信じないはありますが、世の中には霊的な悪影響＝霊障と
いうものが存在しています。
要は、幽霊チックなものが悪さをすることがあると考えて下さい。

八咫沙にはそういった物を除去していく、非常に強力な機能があります。

霊障の発生メカニズムなどは千泉界を運営する、「霊能者占い鑑定所 神気界」の
ホームページに詳細がありますので、こちらを御覧下さい。
https://www.sinkikai.com/exorcism/

「霊が見えなくても除霊が出来るのか」という疑問があるかと思いますが、そも
そも本当に除霊が出来る霊能者の99%は、何も見えていません。
ただし、「やれば解決する」ということは全員が知っています。

要は皆さんは、彼等と同じ機能を手に入れるということになります。
なおこの除霊機能は、「完成済み」です。トッププロ以上の対処が可能であり、
これ以上の成長はありえないレベルに達しています。
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八咫沙の除霊機能
霊障を「悪影響度＋除霊難易度」別に分けて考えると、以下のようになります。

- https://www.sinkikai.com/exorcism/ 神気界より引用

◆現実や未来に影響を及ぼすもの
ＳＳＳ：ＳＳの影響かつ更に日常生活を脅かす影響が出たり、家系の末代まで影響するようなもの
ＳＳ：避けがたい悪い選択を強いられるようなもの
Ｓ：人生において半強制的に悪い選択を強いられるようなもの

◆気分などに影響を及ぼすもの
Ａ：Ｓランクほどの影響はないが、悪い選択を強いられるようなもの
Ｂ：避けがたい悪い選択を強いられるようなもの
Ｃ：ある程度の悪影響があるようなもの
ＤＥＦ：Ｃランクほどではないが人への軽微な悪影響があるようなもの

通常の霊能者はＣランク以下までの除霊を、高度な霊能者でＳランク以下の除霊を可能とします。
皆さんが使用する八咫沙はＳランクおよび一部のＳＳランクの除霊が可能です。
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八咫沙の除霊機能
除霊の出番は４パターンです。

１．実際に見えている、聞こえているという人に対処するパターン
２．(人に言われるなどで)霊障を心配している人に対処するパターン
３．体への対処のついでに、念のため行なっていくパターン
４．自分や他人の家や土地をどことなく除霊してみたいパターン
５．なんとなく行なうパターン
※八咫沙は使い放題ですが、自分とは縁もゆかりもなく無関係の人・場所を辺り構わず除霊するのは、
あまり良いことではありません。変な縁ができ、迷惑が自身にかかります。

問題なのは「１」です。「１」を言われた段階では黄色信号といったところですが、
「１」を主張する５割の相談は除霊では解決をしません。
除霊をしたにも関わらず、「できていない」という主張をするからです。

その場合は幻覚・幻聴・妄想が脳生理現象として出てしまう傾向の方かもしれません。
そのため「私には無理かもしれない」と言って逃げることが正しいかと思います。
あるいは全体講義＆カンファレンス時に、個人名をチャットで私にだけお送り下さい。霊視します。
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八咫沙の浄化機能
浄化の出番は４パターンです。

１．運気が悪い人(セルフも可)などに施術をするパターン
２．除霊や体への対処のついでに、念のため行なっていくパターン
３．自分や他人の家や土地をどことなく浄化してみたいパターン
４．なんとなく行なうパターン
※八咫沙は使い放題ですが、自分とは縁もゆかりもなく無関係の人・場所を辺り構わず浄化するのは、
あまり良いことではありません。

純日本風に言うと、「穢払い(ケガレバライ)」が浄化です。穢れ(ケガレ)という
マイナスエネルギーを無くしていくことに相当します。

浄化によるメリットは間接的には存在しています。
「運気を司る目に見えない存在」は、不浄な状態の人を嫌います。
そのため、浄化により清浄な人となれば、同存在の目に留まりやすくなり、結果
的に運気が上がることが考えられます。

具体的には、人間関係に関わる「引きの強さ」に関わると言えます。
「一日一度、自分に」という使い方でも構いませんので、会員の皆様にはぜひご
使用いただければと思います。
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継続ステージ
•入会初月：シルバーステージ
•入会6ヶ月目 or6P ：ゴールドステージ
•入会24ヶ月目or24P ：プラチナステージ
•入会36ヶ月目or36P ：エメラルドステージ
•入会48ヶ月目or48P ：ダイヤモンドステージ

入会時より一ヶ月継続ごとに1P(ポイント)加算。

および、[1名のご紹介につき1Pの加算]を行ないます。

※紹介を受けた方が2ヶ月間継続された段階で一度限り、1Pの加算を行ないます

※複数の方のご紹介により、複数のポイントの授与を行ないます
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継続特典
◆シルバーステージ[入会初月]

・霊能術「八咫沙(ヤタシャ)」の伝授

心身の状態を癒やす事を目的とした術。気功でもヒーリングでもなく、それらを越える対処を無数に
行なうことが出来るもの。

泉皇導により、１万数千件の霊能鑑定により磨き上げらたもの。

[ 霊能力八咫沙(ヤタシャ) 概要説明： https://www.sinkikai.com/yatasha01.pdf ]
[ 霊能力八咫沙(ヤタシャ) 使用マニュアル：【本マニュアル】 ]
※代表との約15分間程度のビデオ通話セッションにて伝授
※退会時に術の消失処理を遠隔にて行ないます

◆ゴールドステージ[6P]

・思考停止術量産・販売権の付与

泉皇導が立ち上げたスピリチュアルブランドDels https://dels.jp のための術の使用権限の付与と伝授。
不眠にアプローチすることを目的としたスピリチュアルアイテムの作成権限の付与。
またそれを量産し、譲渡or販売を無限に行なう権利。
思考の停止度の体感で検証ができる、現実的スピリチュアル。
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継続特典
◆プラチナステージ[24P]

・霊能術「八咫沙」のスペックアップ
三倍の処理能力にて「八咫沙(ヤタシャ)」を使用できる特別権限を付与します。

・「人運」の調整
上記と同時に、会員の「人運」の極めて特殊な調整・付与を行ないます。

◆エメラルドステージ[36P]

・霊能術「八咫沙(ヤタシャ)」遠隔施術権の付与
通常は対面している者しか施術できないようになっている八咫沙を、非対面(Zoom/電話経
由など)でも使用できるように致します。

・霊能道具「負を破壊するもの」譲渡
https://shop.sinkikai.com/items/32861882
泉皇導が鑑定において唯一使用する道具、「負を破壊するもの」を作成・郵送致します。
使用方法はお品物の到着後に代表がオンライン面談にて教授します。
これにより精神的なものへの対処が可能となりますが、対面での使用のみ可です。(予定)
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継続特典
◆ダイヤモンドステージ[48P]

• 思考加速術調整版の付与（精神回復術と選択制）
代表が立ち上げたスピリチュアルブランドDels https://dels.jp の、
Dels"Promina"の思考加速のための術を、更に個人に特化させ付与していくもの。
読書スピード等で検証ができる、現実的スピリチュアル。
代表がオンライン面談にて付与（60分-90分程度）

• 精神回復術調整版（思考加速術と選択制）
代表が立ち上げたスピリチュアルブランドDels https://dels.jp の、
Dels"Elysia"の精神回復のための術を、更に個人に特化させ付与していくもの。
精神状態の体感にて検証ができる、現実的スピリチュアル
代表がオンライン面談にて付与（60分-90分程度）
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一問一答
Q.特定の宗教団体との関連性はありますか？

A.特定の新興宗教団体との関連性は一切ありません。

代表個人としても、2000年以上前から日本にある神社神道および、1200年以上前
から日本にある仏教の2つのみへのとても深い畏敬と感謝の念はございますが、新
興宗教などとの関わりは持ったことも、持つことも一切ございません。

また、千泉界は究極言ってしまえばただのオンラインサロンであり、宗教などで
はありません。宗教化する可能性も絶対にありません。

Q.退会時には術はどうなりますか？

A. 八咫沙と、八咫沙のグレードアップの権限を削除します。記載のないものは一
生涯活かしていただけるものになります。
特に電話やZoomでお話していないとしても、八咫沙のコピー・使用権限は削除す
ることが可能です。
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一問一答
Q.八咫沙では精神的なものへの対処はできますか？

A.代表（泉皇導）は普段、八咫沙を使用して精神的なものにアプローチを行なっています。可能な限
り、八咫沙に対処が可能なものを増やしたいことも考え深く検討しましたが、無知識な段階での安全
性がわずかに低いことを考慮し、2022年8月18日の千泉界のスタート時には、精神的なものへの対処は
できないことと致しました。ただし、「エメラルドステージ【36P】」特典の霊能道具「負を破壊する
もの」にて、対面に限り対処が可能となります。

Q.八咫沙に対処不可能なものを対処したいのですが

A.施術により体感的な変化や、数値的な検証が出来るものでしたら、継続的に施術にトライしてみて
下さい。
八咫沙固有の自己成長により、ある日対処が可能になる場合が考えられます。
根本的に不可能なものもまた有りえますが、全体講義時にチャットなどでご質問いただければ回答を
致します。

Q.なぜ八咫沙のようなものが作れたのですか？

A. 「プログラミングできる霊能力」というものを代表（泉 皇導）は、霊能者としての固有の能力とし
ています。スマートフォンのアプリを作る程度の感覚で、有用性のある霊能力の作製が可能です。た
だそれ以前に、霊能者として何百回と神社参拝を欠かさずに行なっておりますので、そのお陰様とお
考えいただくのが真に正しいかと思います。
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一問一答
Q.八咫沙を使用することによって疲労したり、何か消耗したりリスクがあったりします
か？

A.一切ありえません。皆さんがスマートフォンの電源ボタンを押してYoutubeを見るのと
そう代わりはありません。ただ起動して実行しているだけのアクションのみになります
ので、疲労や消耗というものは無です。
ただし、一定の集中力を持つ際や、人と会話をする際の「普通の疲れ」というのは有

りえます。

Q.八咫沙を使用して副業や独立をするなど、お金を稼いでも良いのはなぜですか？

A.私(泉皇導)は千泉界に長く参加する中で様々な人を癒やし、喜ばれ、また、その癒やす
ことによる出会いや”気付き”のようなものを、広く全ての会員と、そこに関わる全ての
人に提供していきたいと考えています。
そのため、継続的に収益を得る形式で、末永く会員で居ていただければと考えています。

また、中には本業としてご活躍される方も確実に出てくるかと思います。
その場合には、「仕事」としてきちんと八咫沙を活かしていただければと思います。
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一問一答
Q.八咫沙の使用により、人からいただく対価はおいくらぐらいが良いのでしょうか？

A.それこそ無料でも、どのような金額でも、あるいはお茶の一杯でもご飯一食でも、5万円でも10万円でもなんでも
結構です。ただし仕事とする場合の相場としては、地方では対面施術は「1,800円～4,000円・5,000円程度」となり、
名古屋市などであれば「5,000円～14,000円程度」。東京都・大阪府などであれば「12,000円程度～7万円程度」と
なるかと思います。これらの相場以下の金額で仕事をする場合、まともに認知度が上がれば人が非常に多く来ること
になりえます。
例えば「不動産業の営業ツールとして、信頼関係を作るために八咫沙を使いたい」「紅茶教室の生徒さんに体の症状
で困った人が多いので八咫沙を使いたい」などで、無料で行ないながら、収益やリピート率や口コミにアプローチし
ていくことも考えられます。
仮に無料で行なって「自己顕示欲を満たしたい！」「人モテしたい！」という考え方も私は応援致します。
私(泉 皇導)の主目的は「八咫沙の成長」「八咫沙が万能になること」に絞られます。全てが自由です。

Q.千泉界の霊能力を使用して副業・独立する場合、何か千泉界へ手数料などは必要ですか？

A.いいえ。千泉界の継続料のみで構いません。
ただし、あくまで八咫沙の構造は「互助によって学習・成長をする」という形式になりますので、
新しい会員様のご紹介をお願いできればと思います。
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一問一答
Q. 千泉界には何か目的がありますか？

A.基本的には、八咫沙[ヤタシャ]の伝授によって、八咫沙自体が「千能」から「万能」になる
ことを目的としています。

その過程で、八咫沙がアプローチできる不調に関して、多くの千泉界の会員が日本の様々な
ところで人を癒やしていくことを想像しています。

他の意図としては、八咫沙のような明確な証明が出来るスピリチュアルというものが世の
中には存在しておりませんので、八咫沙の実力が広まることにより、
世の中の「明確な証明ができないスピリチュアル」つまり、「霊的な考え方を持つ新興宗
教」「ヒーリング団体」「大半の弱い霊能者・弱いスピリチュアリスト」「オカルト開運
グッズとそのアンバサダー」などを、それらが本当に正しいのかを見直して下さる方が増え
ていくことを意図しています。

それにより、人生を破壊するようなスピリチュアルが世の中から消え、同時にその被害者
も提供者も日本に未来永劫存在しなくなることを想定しています。

「スピリチュアル＝体感的に、あるいは何がしかで明確に証明をしなくてはならないもの」
という定義が世の中に認知されていくように、千泉界がしていくことも目的だと言えます。
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定期イベントのご案内
全体講義＆カンファレンス[月2回]

毎月第1土曜日：19:45～

毎月第3土曜日：19:45～
※各回約45分～1時間半を予定
※日程変更の可能性あり

Zoomにて開催／録画配信予定
自由参加・会員の隣に部外者が居ての参加も可能

URLなど詳細は→ https://salon.dmm.com/
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