ボディ
・マインド・
スピリットが
統合されることで
到達する癒し

エサレン研究所の講師であり、
多元的身体メソッド
（multiple somatic modalities）
の指導者として
世界各国で活躍しているシャー・ピアス氏。
レイキ、
ムーブメントワークなど
エサレン®ボディワークやＴＲＥ、
さまざまなメソッドを統合させ、
30年以上の歳月をかけて創り上げてきたオリジナルの
PiaSoma（ピアソーマ）
の根底に流れる考えは何なのか。
シャー・ピアス氏の探求する、
癒しの道について伺った。
シャー・ピアス

ギリシャ人の父とイギリス人の母をもち、
エサレン研究所のある
米国カリフォルニア州ビッグサーの大自然の中で育つ。
エサレン®ボディワークの認定シニア（ 上級 ）講師。
レイキマスター。
2004年より日本のエサレン®ボディワークの資格認定コース、
入門クラス、
上級クラスを指導。
ボディ・マインド・スピリットのつながりを重視する
繊細でおだやかなワークと、
そのすべてを包み込む
慈愛のまなざしに日本のファンも多い。
http://www.piasoma.com/ http://www.piasoma-japan.com/

Char Pias

相手を聖なる存在として
尊重する PiaSoma

││ PiaSoma
で大事にしていること
は？

シャー 多くの苦しみは身体と心︑

スピリットが切り離されてしまって

シャー
は︑私がこれまで
PiaSoma
に学び︑使用してきたさまざまな癒

いる人もいるのです︒ボディ︑マイン

よって︑
魂が身体から離れてしまって

││ PiaSoma
︵ ピアソーマ ︶
とはどう
いったものなのか教えてください︒

いるために起きていると私は感じま

しのメソッドを総合したものです︒
エ

ド︑スピリットをもう一度つなげ︑そ

す︒極度の緊張や多くのトラウマに

サレン ボディワークのようなタッ

なメソッドの集大成ですが︑その根

流れも取り入れています︒さまざま

気功やレイキのように︑
エネルギーの

にするという側面ももっています︒

の瞬間の真実の自分でいられるよう

を促し︑練習を続けることで︑いまこ

す︒また︑ PiaSoma
は︑いまこの瞬間
に何が起こっているかに気づくこと

かすことで︑緊張を解放していきま

ス・エクササイズ ︶
のように身体を動

チ︑
ダンスやＴＲＥ︵トラウマ・リリー

に落ち着いていられる状態になりま

りリラックスするので︑魂は身体の中

化すれば︑マインドもスピリットもよ

が心地よくなり︑副交感神経が活性

う︑共通の目標をもっています︒身体

せ︑バランスの取れた状態にするとい

が︑
いずれも身体をよりリラックスさ

もＴＲＥも︑
アプローチは異なります

大事なことだと思っています︒

それらを統合していくことがとても

れぞれのレベルでヒーリングを行い︑

エサレン ボディワークもレイキ

底で共通するのは︑相手を聖なるも

す︒

に退けるよう心掛けています︒﹁あな

思っていますので︑自分のエゴは後ろ

テーマは︑どんな意図で選ばれたの

││ 今 回 の 来 日 ワ ー ク シ ョッ プ の

だと思っています︒

な︑エネルギーの場を提供すること

が安心してヒーリングを行えるよう

提示したいのです︒私の仕事は︑人々

ん︒いろいろな可能性をみなさんに

の人たちにＴＲＥを教えられたらよ

日本に滞在できて︑さらにたくさん

いうことはわかっていました︒もっと

クが︑いま日本ではとても大事だと

シャー トラウマ解消のためのワー

す ﹂と押しつけるつもりはありませ

ですか︒

®
たにとっていちばんいいのはこれで

私は︑人と同じ高さで接したいと

のとして尊重する考え方です︒

®
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写真◎ 松本英明

かったのにと思っています︒

日本の女性たちは︑私が女性とし

けながら発展したメソッドです︒
エサレン ボディワークでは︑
プラ

シャー 私の父は︑ギリシャのデル

サージを長年やってきたからこそ︑
セ

しくはないとも思っています︒マッ

治してください ﹂と私に依存してほ

ないものがあります︒また︑﹁すべて

ベルによっては︑マッサージでは届か

張があることを感じますが︑そのレ

では︑そのような深い部分で多くの

うに思います︒アメリカやヨーロッパ

ハートとハートでつながっているよ

は涙を流し︑ハグしてくる方も多く︑

て︑惹きつけられるようです︒日本で

状 態 で 受 容 す る とい う 部 分 に 対 し

う要素や︑みなさんをあるがままの

そして癒しのプロセスを促します︒

きかけ︑心身のリラックスと統合感︑

のロングストローク等で受け手に働

タッチとゆっくりとした波のリズム

と自分自身の中心に根差し︑繊細な

セッション中は︑〝いまここ 〟
の気づき

えた崇高な存在であると考えます︒

体ではなく︑感情もスピリットも備

クティショナーは受け手を単なる肉

たいと思っています︒ヒーリングと

したし︑そういうワークをしていき

ひとつに戻すことを必要としていま

私自身も︑バラバラだったものを

となっているのかもしれませんね︒

ながることが︑私のメッセージの一部

然とつながること︑母なる地球とつ

感じています︒だから︑自分という自

育ったので︑
自然とは強いつながりを

の出身です︒私自身も大自然の中で

フォイ近くにある自然に囲まれた村

ルフケアもとても大事だと感じるの
人々とつながれることは︑あまりあ

エサレン ボディワークというの

は︑すべてがまとまってひとつになる

て強くありながら繊細で温かいとい

です︒トラウマを自分で解消するこ
りません︒

は技術だけではなく︑物事に対する

ことであり︑それはプロセスを経て

人に触れると︑私は身体の中に緊

とで︑
自身にパワーをもってもらいた

考え方でもあるので︑それは人生の

このメッセージを伝えるために︑
私

到達していくものです︒
はないでしょうか︒認定コースは︑い

どの部分に対しても応用できるので

ティショナー認定コースを︑今年から

││エサレン ボディワークのプラク

まなことを取り入れました︒これら

はさまざまなメソッドを行う必要が

あったのだと思います︒私たちを癒

まこの瞬間に在り︑自分自身や世界
をどう見ているのかを気づき続ける

日本でも開催されるそうですね︒

異なった方法で表現することで︑あ

しましょう︒そして︑不必要なものを

＊米国カリフォルニア州エサレン研究所にて
７泊８日の研修
（ 前後泊有り）

お 申し 込 み
＆

お問い合わせ

主催 ◆
こころからだ自然ネットWHOLENESS
関西エサレン®ボディワーク事業部
後援 ◆ NPO法人タッチケア支援センター
―やさしくふれると世界は変わる―
E-mail ◆ esalen@touchcaresupport.com
TEL ◆ 06-4967-9839（ 担当：中川 ）

詳しくは タッチケア支援センター の
ＨＰをご覧ください
◆ http://touchcaresupport.com/

無 料 説 明 会

午後１時〜４時
７月22日
［土］
関東◆ 7月13日［金］ 午後６時半〜８時半

詳細はお問い合わせください

手放し︑
いきいきと生きられるような

シャー エサレン ボディワークは︑

◆ 63万円

早期一括納入 60万円［９／３迄 ］

りのままの自分を感じ︑直感やクリ

講習費用

アメリカのビッグサーという海と山

パート３◆ 2013年６月23日
［日］
〜30日
［日］

エイティビティに気づき︑女性が本

＊パート１、
２は、
関西圏での８泊９日の研修

スペースを自分の中に作り︑
生命力溢

日程

││肉体と魂︑
地球と私たちとは︑
切り

練習の場でもあるのです︒

はすべて︑内側で感じていることを

と︑瞑想︑ＴＲＥ︑タッチなど︑さまざ

ショップにはダンス︑歌︑絵を描くこ

〝 聖 な る 女 性 性 を 祝 う〟ワ ーク

いのです︒

大自然の中で育まれた
エサレン ボディワーク

®

®

パート１◆ 2012年11月３日
［土］
〜11日
［日］
［土］
〜24日
［日］
パート２◆ 2013年３月16日

に囲まれ︑
温泉の湧き出る場所にある

エサレン®ボディワーク 認定シニア・インストラク
ター（30年近くのキャリアの中、
多くのボディワーカー
を育てた実力派の講師陣 ）

来もっている力や︑神聖さを取り戻

®

担当講師

れる生き方をしていきましょう︒

オリバー・バーレイ

シャー・ピ アス
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®

®

エサレン®ボディワークの認定プラクティ
ショナーは、
175時間以上のトレーニング
を経て様々な技術を習得し、
同時に、
施術
に必要な解剖学や心理学、その他、
瞑想
やヨガ、
気功、
アート、
ダンス、
ムーブメント
等を通じて、
施術者として大切な技術と心
身の在り方を学び、
ボディ・マインド・スピ
リットの統合と自己成長の道を歩みます。

離されたものではないのですね︒

東西の叡知と、
大自然に
育まれた、
気づきのタッチ。
世界が認める、
全身の
オイルトリートメントの最高峰。

エサレン研究所で︑大自然の影響を受

エサレン®
ボディワーク

すサポートになります︒

2 0 12 年 秋 、関 西で
資格認定コースが始まります

関西◆ ６月20日［水］

Photograph by Hideaki Matsumoto
Interpretation by Yumiko Hirose

今 エ サレン ®
ボ ディワー クを 学 ぶ とき

通訳◎広瀬由美子

