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自由の女神像

国際競争力強化時代に
強くなる！
知的財産に関する
知識習得のススメ︒

特集

古代エジプト伝来の最強セッション

山下景子

パワースポットをゆく
ニューヨーク リバティ島

アメリカ合衆国の自由と民主主義の象徴
であると共に︑世界各地からやってくる
移民にとっては︑新天地の象徴でもある︒
右手にはたいまつ︑左手にはアメリカ合
衆国の独立記念日である﹁１７７６年７
月４日﹂とフランス革命勃発︵バスティ

自由の女神像はアメリカ合衆国の独立１
００周年を記念してフランスより贈呈さ
れ︑１８８６年に完成した自由を象徴す
る女神像︒像のデザインはウジェーヌ・
ドラクロワの絵﹃民衆を導く自由の女神﹄
とマリアンヌをモデルにしたもの︒

自由の女神像の眼前でしっかりグラウン
ディングして︑意 図 す る︵想 い を 巡 ら せ
る︶︒私の想いが叶うように︑そして叶っ
ていくことを感じられるエネルギーがみ
なぎるミラクル体験︒

自由の女神像

フェリーでニューヨーク・ハーバーの中
央に位置する島︑女神が立っているリバ
ティ島に近づき︑勇ましい女神の姿が大
きく見えてくるにつれて︑内側がものす
ごくワクワクしてくる︒写真では得られ
ない大いなる感動が押し寄せた︒
ニューヨークと聞いて最初に想像するの
︶﹂
は﹁自由の女神像︵ Statue of Liberty
ではないだろうか︒
ニューヨークは︑世界の経済や文化︑フ
ァッション︑エ ン タ ー テ イ メ ン ト の 中 心
となっている︒様々な人種が集まりいつ
でも賑やかで︑マンパワーを感じることが
できる街︒足を踏み入れた瞬間︑パワー
を感じる︒私の期待とはうらはらに街の
放つ男性的なエネルギーは驚きそのもの︒
まさに百聞は一見に如かず︒

ーユ襲撃︶
の日である﹁１７８９年７月１４
日﹂とローマ数字で書かれた独立宣言書
︵銘
板︶を持っている︒こ の 年 号 は 両 方 とも︑数
秘術的にとても意義深いカルマナンバー︒

女神の左足はよく見ると一歩踏み出してい
た︒足元には引きちぎられた鎖と足かせが
ありこれを女神が踏みつけているのだ︒こ
れは全ての弾圧︑抑圧からの解放と︑人類
は皆自由で平等であることを表現している
のだという︒女神がかぶっている冠の７
つ の 突 起 は ７つの大陸と７つの海に自由が
広まるという意味があるそうだ︒

自由の女神像は︑パワースポットそのもの︒
大きな目的を持って︑限界を持たず自由な
未来をイメージし︑ぜひ自由の女神像の前
に立ってみて欲しい︒想像もしない︑素敵
な魔法使いがあなたに微笑み︑ウィンクす
る体験が待っているだろう︒

クレアファイブ

ワード

経 験・行動
経験とは︑情報を知識として知ってい
るだけでなく︑行動で実践することで
理解が深まり︑知恵︑時には叡智とし
て習得することです︒行動とは︑活動
や行い全般を指す言葉です︒行動する
ことで様々な面が刺激され︑活性化し
ます︒行動とはつまりは経験です︒行
動は経験になり︑誰にも奪われること
なく︑失うことのない財産になります︒
人生において︑無駄な経験は一つもあ
りません︒必要必然です︒行動量は人
生そのものを濃くして︑結果として充
実感が高まると言えるかもしれません︒
この事実を受け入ることはできますか？
もし︑受け入れがたいと感じるならば
それはどうしてでしょうか？
私たちは︑様々な経験をするために
この地球に生まれ︑各々に乗り越えら
れ る 経 験 が 起 きているので す ︒ト ラ ブ ル
やピンチに感じても自分自身がその問
題から逃げずに相対すればチャンスに
変わります︒その問題から逃げてしま
ったら︑いつまでたっても同じような
問題が与えられます︒
今までの人生で︑不愉快な想い︑苦し
くつらかった経験のいずれかを想い出
してみてください︒その時の感情を感
じ切り︑この経験を受け入れた時︑自

身にとって︑他者にとって何を発見し
ましたか？どのような気づきがありま
したか？
そ れ に よ っ て︑気 持 ち は 変 化 し ま し た か ？
すべての経験が︑良いも悪いもなく
中立なのだと認め︑受け入れたら︑人
生をありのまま観察することができる
ようになっていきます︒これを知った
今︑どのような気持ちがしますか？
次に︑自分の行動タイプを見つめてみ
ます︒自身の願望を明確にしてから行
動するタイプなのか︑願望が明確にな
っていなくてもまず行動するタイプな
のか︑チェックしてみましょう︒
また︑過去数カ月で実行しようと決め
たことで︑まだ計画段階にあって行動
を始めていないことを見つめてみます︒
行動に移すことができない原因は何だ
と感じますか？
見逃しやすく︑とても大切なことは
行動の動機です︒自身や他者を大切に
する想い︵愛︶に基づいているのか︑或
いは︑何か︵誰か︶に対する恐れに基
づいているのか︑チェックしてみまし
ょう︒それによって︑行動のプロセス
と得られる結果が大きく違ってくるの
です︒

E - Mail でのお問い合わせ : qooichigo12@gmail.com

知的財産に関する知識のススメ

● 熊野アヤ特許事務所

国際競争力強化時代に強くなる！
知的財産に関する知識習得のススメ︒
そして︑産業財産権の中には
﹁特許権﹂ ﹁実用新案権﹂
﹁意匠権﹂ ﹁商標権﹂という
四つの権利があり︑これらを
制度化したものが産業財産権
制度です︒
さらなる国際化社会へ向けての
知的財産基礎知識の重要性

では︑どのように知的財産に
ついて学んでいけばよいでし
ょうか︒
弁理士試験は︑弁理士になる
ための試験であり︑難易度も
高く︑基本的に弁理士業を目
指す方以外にはお勧めできま
せんが︑
﹁知的財産管理技能検
定﹂という弁理士とは別の国
家試験があります︒
年に三回の試験が実施されて
おり︑三級が一番の入門です︒
二級︑一級と徐々に難易度が
上がっていきます︒
三級試験は︑知的財産に関連
する業務を行うため︑あるい
は知的財産に関する勉強をさ
らに深めるための基盤となる
基本的事項の理解と定着を重
視した出題内容になっている
ため︑知的財産の学びの第一
歩として非常にお勧めです︒
本マガジンの読者の皆様には
ぜひ知的財産に関する基礎的
な知識を身につけて︑さらに
イキイキご活躍くださるよう
心より祈念致しております︒

日経 BP 社 発行
「合格へのバイブル
知的財産管理技能検定 3 級
完全対策講座第 4 版」
土生哲也・熊野彩
２０１５年 9 月出版

弁理士と知的財産について
熊野アヤ特許事務所代表の弁
理士の熊野アヤです︒
弁理士は︑知的財産に関する
専門家であり︑知 的 財 産 権 の
適正な保護と利用の促進や知
的財産制度の適正な運用によ
って経済・産業の発展に寄与
することを使命とする国家資
格です︒
知的財産権は︑技術などに関
する産業財産権と︑文学など
に関する著作権等に大別され
ます︒
知的財産は︑経済発展や国際
競争力の強化という国策的な
側面と︑国際的協調という
外交 的 な 側 面 を 有 し て お り ︑
時代や国際情勢などによる影
響が避けられない分野です︒
例えば︑環太平洋戦略的経済
連携協定︵＝ＴＰＰ︶第十章
は ︑﹁ 知 的 財 産 ﹂ の 項 で す ︒
外交問題の中でも大きな分野
の一つとなっています︒
実際に︑組織の規模の大小に
関わらず︑海外進出や海外企
業との提携などがより身近に
なってきており︑そういった
中で知的財産は更に重要度が
増し︑ビジネス分野を問わず
知的財産の基礎的な知識が必
須かつ重要となる時代が到来
しました︒

北海道札幌市出身
津田塾大学
学芸学部
国際関係学科卒

２００７年 弁理士登録
２００７年４月 株式会社ブリヂストン入社
現在、熊野アヤ特許事務所所長 兼
北海道ベンチャーキャピタル株式会社
シニアコンサルタントとして活動中。
また、２０１４年よりアクセサリー作家として
アクセサリーブランド「
」を立ち上げ
創作活動やイベント開催を行っている。
熊野 アヤ
Aya Kumano
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知らない世界を体験していく
のは︑しんどいこともありま
すが︑結局はワクワクよろこ
びごとです！
一番人気は︑今週のカードリ
ーディング︒小さなお子様も
﹁僕︑〇月生まれ！﹂と叫んで
いるとか︵笑︶
﹁何が貢献できるか︒﹂
﹁情熱を
向けられるか︒﹂そして︑全体
的な視点で﹁この状況がより
よき流れになるために私にで
きる事は何だろうか︒
﹂興 味 が
あ る こ と を や ら ないことが失
敗なのだと思えこのお仕事を
スタートしました︒何かを始
める時︑無意識にその視点の
スイッチが入るようになりま
す︒内側の対立から平和を産
み出し︑エネルギーがアップ
そこには感謝とよろこびエネ
ルギーが充満するようになり
ます︒
ラジオをはじめ︑そしてサロ
ンセッション︑講座︑講演会
を通して︑今後もクレアファ
イブのイキイキとしたエネル
ギーを必要な場所・人に発信
したいと願っています︒

スマホ、タブレットは
アプリ「Listen Rad io 」 を
ダウンロード

http://dramacity.jp/

毎週月曜︑イキイキオンエアー！
リスナーの相談リクエストが喜びです︒
２０１５年年始め︑まるさんこ
と丸山浩樹局長との出会いをご
縁に内なる想いとご縁が繋が
り︑やがてそれは想 像 もしな
かった形で現実になりました︒

番組では︑リスナーから戴い
たご相談内容を数秘術とカー
ドリーディング︒リクエスト
は老若男女幅広い層から戴い
ています︒さらに番組内では
﹁マンデーパワーストーリー﹂
﹁クレアワールドピックアッ
プ﹂﹁ヒーリングタイム﹂等︑
小洒落たアカデミックなコー
ナーを毎回企画しオンエアー︒
制作会議では各コーナーの内
容作り等不慣れなこと様々で
すが︑これがなかなか楽しい
のです︒また︑音楽鑑賞が趣
味で朝から寝るまで音楽を何
かしら聞き続けている私には
新たな曲を知る機会にもなり
こころが弾みます︒

http://www.simulradio.info/

「イキイキ数字 de 人生相談リクエストアワー♪」
番組ではリスナーからの相談、リクエストの他、独自取材、ゲストインの
ワールドピックアップ、エッセイを交えたマンディパワーストーリー
また、今週のリーディングも大好評。幅広い世代に人気のリクエスト番組。

２月２２日〜４月２２日

誕生月別
カードリーディング

今の状況・自分に信念を持
ち行動すればうまくいきま
す︒

問題から愛へと視点を変え
るとネガティブな事は消え
ていきます︒

１月

周りを見回して︒愛はいつ
もどこにでもあなたの周り
にある事に気づくはず︒

関わる全ての人の中に良い
ところを見つけて！
ラッキーがあるはず︒

愛する人に︑意識や愛情を
向ける時︒思いっきり愛し
ましょう︒

出会う人の中に︑今世を超
えた深い繋がりがある人が
いるかも︒

５月 ４月 ３月 ２月

積極的に愛情表現して！
人を愛し始めると人生がガ
ラリと変化するかも︒

６月

自分の感情を大切に︒感情
をクリアにしてから物事を
判断しましょう︒

７月

人間関係のパターンに気づ
く時︒健全な関係を築くこ
とができるでしょう︒

８月

背伸びせずありのままの自
分でＯＫ︒もっと自分を信
頼して行動を︒

周りを笑顔にしてみて︒
愛は容易くあなたの元にや
ってきます︒

喜んで相手に愛を表現して︒
互いに深く愛しあえるよう
になります︒

12月 11月 10月 ９月

番組サイトでも公開。check it out ！

番組内で週替わりクレアカードリーディング放送中！

ＤＪクレア景子
ゲスト佐藤敦子さん
左から丸山局長

人
番組名は﹁イキイキ数字 de
生相談♡リクエストアワー♪﹂

RadioＤ FM ドラマシティ 77.6MHz
DJ クレア景子 毎週 ( 月 )18:00 〜 19:00

インターネットからも ONA I R
動画配信中

リクエストご相談は
番組サイト・メールから受付中
http://clair-v.seesaa.net/
MAIL keichany0522@gmail.com

２ ０ １ ６ 年 １ 月 ４ 日︵ 月 ︶よ り
毎週月曜１ ８ 時 か ら の １ 時 間
北海道札幌市厚別区新札幌の
コ ミ ュ ニ テ ィ Ｆ Ｍ﹁ ラ ジ オ Ｄ
Ｆ Ｍ ドラマシティ﹂でパーソ
ナリティーをさせて戴いてい
ます︒
ＤＪクレア景子の誕生です！

イキイキ数字 de 人生相談
リクエストアワー♪

古代エジプトの高位なるエネルギー

特別なあなただけに許された最強セッション「セケム プレミアム」

PREMIUM

VIP なあなたに贈る
パワーアップした
新しいセケムの
華麗なる世界

神秘的な古代エジプトの医療は
寺院の高位聖職者による特別の
儀式や古代の医療技術の組合せ
が主流でした︒当時施された医
術が原点となり現在の﹁セケム﹂
が誕生したと言われています︒

２００７年に出逢ったセケム︒
伝授してくださった方は︑セケ
ムだけでなくレイキーマスター
でもある国際人︒
﹁レイキと比べ
てセケムはこのような感じ︒﹂と
とても高い段階にあることをジ
ェスチャーで示し﹁レーザービ
ームのような強さです︒﹂と表現
されたこと︑それを聴いていた
私の内側がとてもワクワクした
ことを鮮明に覚えています︒

特別なエネルギーには強く引き
合う理由が存在します︒

「クレアファイブ
山下景子と
古代エジプトの
高位なるエネルギー
セケムの深い関係」

セケムはエジプトの人々の間で
古くから信じられていた︑癒し
と破壊の女神セケメトと繋がっ
ているパワーです︒破壊とはす
でに必要のなくなったものを壊
し︑新しくより良い確固とした
ものに創造していくということ
です︒セケムという言葉はスピ
リチュアルで︑癒しの﹁力 ﹂﹁大
いなる力﹂を意味します︒
それはエジプトのピラミッドパ
ワーや地球の力のみならず宇宙
的エネルギーを感じられること
も意味しています︒

ある日︑私が過去世チャネリン
グを受けた時の事︒なんとエジ
プトと強いつながりがあること
を知りました︒過去︑私はエジ
プトでヒーラーとして癒しの仕
事に従事し︑巻物︵本︶を書い
ていたというのです︒

そうです！クレアファイブがエ
ジプト由来のセケムセッション
を日本で本格的に取り入れ行っ
ているのは必然で︑私の魂︵ス
ピリット︶の中にエネルギーが
脈々と輝き続けているというこ
となのだとその時わかりました︒

私は﹃統合と変容﹄パワー﹁セ
ケム﹂のメッセンジャーなので
しょうか︒ＤＮＡの中にあるエネ
ルギーを自覚することができ
ます︒

セケムは仕事や行動の原動力と
なるエネルギーを宿す心身の解
放を促し︑ネガティブなエネル
ギーを一気に排除していきます︒
あなたの﹁壁﹂を一掃して現実
化が早くなります︒その様はま
さに古代エジプト再生のセッシ
ョンにほかなりません︒エネル
ギーはとても優しいですが身体
・感情体・メンタル体・サトル
体に同時に完璧に働きかける畏
敬するほどの力を持っています︒

言葉ではとてもこの感覚やこの
美しいエネルギーの深さを表現
できないので︑体験なさってみ
ることをお勧めします︒

セケムはまさに特別なあなただ
けに許された最強のセッション
なのです︒
古代エジプト伝来の本格的最強
セッションでなりたい自分に変
化する体験を楽しんでください︒

沢山の夢を持っていた
時代へタイムトリップ
Ｋ・Ｅ様 女
( 性︶
いままで他のセッション中︑一
度も寝てしまったりウトウトす
る事すら無かった私ですが︑セ
ケムはとても優しく暖かいエネ
ルギーが体︵私の場合は上半身︶
を包んでくれている感じがして
とにかく気持ちが良く︑眠りに
誘われました︒

シンクロする映像︑感覚
が冴え︑変化を楽しむ

ベットに横になりしばらくする
と︑体が揺れているのを感じま
した︒体が浮く感覚︑下に吸い
込まれる感覚︑体にエネルギー
が流れる感じと︑とにかく色々
な感覚を体験しました︒そして
色々なものが見えた様な気がし
ます︒後日﹁セケムの時に見え
たもの？シンクロ？﹂と思う映
像をＴＶで目にしました︒
セケムを受けたその夜︑友人数
名から相談を持ちかけられたり
または会いたいとメールを頂い
たり︑これもセケム効果なのか
と感じるタイミングでした︒

就寝時︑今までとは違ったもの
が浮かんだり︑ある日は目をつ
ぶった時に︑突然視界がピカッ
と一瞬にして明るくなったと同
時に︑文字が浮かび上がり大き
な音も聞こえてきました︒
本当に一瞬の出来事だったので
ハートはドキドキ︒私に何かが
起こったのは間違い無いんだと
確信しました︒
セケムを受けてから﹁もしかし
たら︑感覚が前よりも冴えてき
ているかも・・・﹂と思う出来
事が日々起こっています︒
確かに自分の変化を感じ︑今は
セケムを受けて心から良かった
と感じています︒本当にありが
とうございました︒

古代エジプト再生セッ
ションで生まれ変わる
Ｙ・Ｔ様 女
( 性︶
セケムを初めて経験しました︒
ドキドキしてサロンへ︒
心地よい香りの中︑まず 先 生 が
本日の体調︑最近気になってい
ること等をファーストカウンセ
リング︒

仰向けの状態でベッドに横にな
り︑ゆったりと軽く目を閉じる
と︑とたんにいわゆる覚醒され
た状態︒体の循環が一気によく
なり脳の中から早送りのビデオ
で自分の趣向が洪水のごとく浮
かんできます︒
﹁私は何を今そ
んなに怖がっているのだろう︒
﹂
﹁私は何を今思いとどまっている
のだろう︒
﹂
温かい先生の蘭色に似た気が所
々に感じられます︒おなかの中
心が重たく内臓が回っているよ
うな感覚が襲ってきました︒
やがて今度はゆっくりと頭の方
へ移動していくのです︒走馬灯
の様にイメージが溢れだし脳は
完全に再起動前のクロージング
状態︒

終了し目がさめるととてもノド
が乾きました︒細胞が入れ変わ
った様な︑例えると微熱が出て
風邪薬等を飲んで寝て︑ひとし
きり汗をかいた後︑目が覚めた
ようなそんな感覚に似ています︒
ハーブティをいただきながらア
フターセッション︒セケムは再
生のセッションで古代エジプト
のいわば秘儀です︒体の奥の細
胞が目覚め私が新しくなったよ
うなそんなイメージでしょうか︒

頭の中の雲が晴れたようなすっ
きりした気分です︒私は会社経
営者ですが︑脳を使い思考をめ
ぐらせストレスのたまっている
方︑アイディアの欲しい方︑全
速力に疲れている方のまさに一
服の清涼剤と言えるのではない
でしょうか︒

PREMIUM

Ｋ・Ｉ様 女
( 性︶
個人セッションでの変容の後押
しをすべくセケムを受けさせて
頂きました︒
始まって十分も経った頃﹁殻を
破りなさい﹂﹁前に進みなさい﹂
等のメッセージを受け取ること
ができ︑全てを山下さんにお任
せし︑そして︑その後も貴重な
時間を体験していました︒
帰路︑私は普段乗ることのない
電車の指定をとっていました︒
終着駅は学生まで住んでいた故
郷︒札幌駅のホームで車内の方
に手を振ってお別れする方の姿
を見て︑両親が駅や改札口まで
送ってくれたことを思い出しま
した︒
両親が故郷から離れてしまうま
で何度も長い長い時間乗ってい
たこと︒
どんな思いで実家に帰り︑また
どんな思いで就職先のある街に
帰って行ったのだろうか︒
不安はあったけれど未来も夢も
自信を持って語っていた頃︒
沢山の夢を持っていた青春時代
を思い出しながらタイムマシン
にでも乗っているかのような気
持ちになり︑自分の原点に戻っ
ていくかのような気持ちになっ
たのです︒ただただ希望に満ち
溢れていた頃の自分を思い出し
ました︒セケムに出会え︑生き
生きとした人生をもう一度変容
した自分で歩いていこうと思え
た時間でした︒

【TEL】 080-1876-0522
【H P】 http://www.clair-v.com/
【WEB SHOP】 http://clair-v.shop-pro.jp/
【E-mail】 keichany@777.plala.or.jp

セケムは 力 または 威信 という意味
エジプトの女神セケメト（セクメット）と
も関わりがある。このセッションは古代エ
ジプトの医療を原点として生まれた。

【お問い合わせ】

クレアファイブ サロン
「セケムプレミアム」

スリーエスで笑顔と安心の旅

旅 株式会社

EDITOR

S NOTE

クレアファイブサロン in 円山のセケム
特別に選ばれた方、VIP のセッション
もう体験されましたか？
古代エジプト伝来のこの本格的なセッ
ションは札幌（日本）でもココだけ！
新しい体験をしてみたい方、一押しの
プレミアムセッションです。
（編集長 高橋良美）
表紙：冬 ロックフェラーセンター前氷像
今月は NY から冬の風景をお届けします。
春が待ち遠しいですね。
（グラフィック RAV STUDIO ）
※ 公告掲載のお問い合わせはクレアファイブへ

ご予約：旅サロンスリーエス TEL：011-858-9501

http://www.tabi-sss-jtb.com/
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