
 

 

8 日間のセミナーでは、「ヒーリングサークル」のすべての波動を巡るガイド付きの旅を提

供いたします。このセミナーは愛に満ちた深い自己治癒の旅であり、癒しを必要としている

私たちは、ヒーリングサークルのパワフルで、しかし穏やかなエネルギーの中で出会うこと

になります。 

 

過去２年間、私たちは疑いを超えるものを見てきました。それは、古い健康のシステム

は、健康で自然体の肉体を維持するという我々の望みをサポートできなくなってきている

ということです。 

 

もし私たちが私たちの自然な形での健康を維持したいのであれば、自分でどうにかしなけ

ればならないということは明白なこととなっています。 

 

そして、同時にこの美しいヒーリングの旅は、ヒーラーとしてのギフトを与えられたと感

じている人たちのための、イニシエーション（伝授）とトレーニングコースでもありま

す。または、あなたの深い望みがヒーラーになることであり、他の人々にヒーリングをか

ち合いたいと心から願っている場合、この旅はあなたのためのものでもあります。 

 

 



 

私たちはギリシャの美しいコルフ島、豊かな自然に囲まれた「マストロギアニス カント

リー リトリート」で優雅に静かに生活しながら学び癒されていきます。 

 



深いヒーリングとトレーニングの旅に参加されることをお勧めいたします。 

もしこの旅が自分のためのものと感じたなら―――歓迎いたします！！ 

ドアは大きく開かれていて、全てのことが可能です。 

 

たくさんの愛を込めて サンパティ＆ティアス そして全てのチームメンバーより 



ヒーリングサークルのセミナーの様子（2022 年９月コルフ島） 



 

セミナーで受け取ること 
 

セミナーでは、自分たちの中に癒しの力を持っていることを経験し、内側のこの癒しのパ

ワーを発動させていきます。そして、ヒーリングサークルの 14 の周波数を一つずつ経験

し、吸収します。私たちは 14 の周波数に助けてもらいます。それらのパワーを吸収し、理

解することで身体を癒します。そしてヒーリングエネルギーの宇宙のプールにどうやって

入り込むかを学びます。エナジャイズされたクリスタル、エッセンス、オイルを使いなが

らのマッサージ、光のトランスミッションといった外からの光により、内なる光が目覚め

ます。とてもとても深い寛ぎが起こります。そして、ヒーリングサークル クリスタルフ

ィールドの周波数の中に存在することが、私たちの身体の原子を元の調和の形に戻してく

れることを助ける、ということに気づいていきます。 

 

① 全てのヒーリングサークルを受け取る 

～準備、診断、ヒーリング、移行、回復～ 

② ヒーリングパワーの活性化 

③ 全てのヒーリングセッションの与え方 

～激励、溜めること、光のトランスミッションとマッサージ～ 

④ ヒーリングサークルのエッセンスとオイルの作り方と使い方 

⑤ 瞑想と視覚化の統合 

 

 



トランスミッション オブ ライト 
 

「トランスミッション オブ ライト」は、いわゆるパワーストーンとは異なる、サンパ

ティの深い瞑想中に降りてきた周波数をエナジャイズし出来上がった、癒しと意識の成長

のためのライトワークです。身体やマインド、そして意識に光をトランスミット（伝達）

するもので、ちょうど火の点いたロウソクから火の点いていないロウソクに光をともすよ

うなことです。クリスタルの内に貯蔵された光を受け取ることで､私たち自身の消えかかっ

ていた内なるロウソクに再び火が点されます。 

 

トランスミッション オブ ライトには、三つのクリスタルフィールドが用意されていま

す。 

 

覚醒のフィールド 

 

 

 



ヒーリングサークル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アース ガーディアン サークル 

                                              

 



私たちはすべての所に光を探します。 

しかし、本当に光があるところ 

― 私たち自身の存在の内側 ―を見ようとはしません。 

 

トランスミション オブ ライトにおいて 

光の波動、ヴァイブレーション、メッセージ 

そして、光の周波数からの私たちへのギフトを経験します。 

 

光の周波数は、私たちの内側で眠っている光を再び目覚めさせます。 

 

内なる光が目覚めた瞬間、暗闇は去ります。 

 

私たちは、はっきりと見ることができるようになり 

私たちの生は、全く異なった局面を迎えます。 

 

私たちは、私たちの完全な輝きに気づくようになり 

そして生は、それ自身至福に変わります。 

 

ほんの一瞬、思い起こして下さい。 

 

この美しい惑星地球。 

人々がここを歩く。 

ここを生きる。 

 

輝く光として… 

 

Sampatti 



 

「トランスミッション オブ ライト」創始者 サンパティ 
 

ドイツに生まれる。1987 年～2002 年末インドに滞在、光明を

得たマスター和尚のもとで瞑想の年月を過ごす。彼がボディ

を離れた後 94 年から、深い瞑想の中で、覚醒のクリスタルフ

ィールドの周波数を受け取り始める。99 年より「トランスミ

ション オブ ライト」をシェアするワークショップがドイ

ツを中心に始まる。2001 年初来日。日本で初めてグループワ

ークを行う。以降数度にわたり来日し、ワークショップ、トレーニングを行う。「覚醒のフ

ィールド」の完成以降も、身体の癒しのための「ヒーリングサークル」、2007 年には、地

球の癒しと再生の為の「アース ガーディアン サークル」を受け取るなど、彼女を通して

やってくるクリスタルフィ－ルドは、拡大と深化を続けている。現在はギリシャで、「トラ

ンスミション オブ ライト」のセミナー、トレーニングをシェアしている。 

 

 
 



 
ヒーリングサークル クリスタルフィールド 

 

トランスミッション オブ ライトの中の一つのフィールドに「ヒーリングサークル」が

あります。ヒーリングサークルのクリスタルフィールドは、エナジャイズされ各周波数で

活性化された 11 のアメジスト、１つのローズクォーツとクリアクォーツ、そして中心に

「本性」のクリアクォーツ 1 つで構成されています。 

  

ご存知のように、本来身体には自然治癒力がありますが、私たちの多くはそのつながりを

失いました。そしてそれを取り戻す方法を知らずにいます。 

 

このヒーリングサークルのクリスタルフィールドは、私たちの先天的にもつ自然な癒しの

力を私たちにもう一度繋げるツールです。それは、とてもやさしく穏やかに橋渡しをしま

すが、非常に強力な癒しのエネルギーをもちます。それぞれの周波数が私たちの身体と心

の各パーツに話しかけ、そこからシステムに侵入して、癒しがあらゆる方向から起こりま

す。 

   

 

 
 

 
 
 



ヒーリングサークル 14 の周波数 
 

1. 賢女の癒しの手と歌 

2. ホワイトローブ・ブラザーフッド医師団 

3. 癒しの聖霊 

4. 愛の癒しの力 

5. 一瞥 

6. 変遷/推移 

7. 生命の呼吸 

8. 生命の泉 

9. ハーモニー ～生の在り方～ 

10. 森の散歩 ～自然の癒しの力～  

11. 生命の光 ～生きる歓び～ 

12. 生の深い意味と祝福                

13. 生命エネルギー ～守護天使～ 

14. 本性 

 

セミナーでは、ヒーリングサークルの 14 の周波数を一つ

ずつ経験し、吸収していきます。内なるヒーリングシス

テムを回復していくために、1 番目の「賢女の癒しの手と

歌」から 14 番目の「本性」まで、順番に 14 の周波数を

受け取り助けてもらいます。それらのパワーを吸収し、

理解することで身体を癒していきます。そしてヒーリン

グエネルギーの宇宙のプールにどうやって入り込むかを

学びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ハイエストプロテクションの周波数 
 

ハイエストプロテクションは、最高次元からの保護で

す。この周波数は、覚醒のクリスタルフィールドの中央

のサークル、ハートの層に働きかける層に位置し、とて

も重要でオールマイティな周波数です。この周波数は人

生を歩むすべての人々のための大きなサポートです。 

 

すべての人間は、愛の中で、誕生という最大限の可能性

が爆発し、生命を授かります。事実、私たちは至福でい

っぱいの生活を送る可能性と、光でいっぱいの存在とし

て生まれます。 

 

しかし残念ながら、私たちは皆、社会の中で成長してい

くために、そういった可能性を開いていくことができず、光の存在を忘れてしまいます。

なぜなら社会はあなたの光（本質）や強み、才能ではなく、労働者を必要とするからで

す。それは、自由な個人を必要としません。 

 

そのために、私たちが自分自身の本当の存在、本来の姿を発見するためにスピリチュアル

な旅を始めるとき、世の中から物凄い反発に直面します。そしてまた、私たちのマインド

に植え付けられた心理的な条件付け、思い込みに支配された目覚めていない意識が、精神

的な旅に出る自分自身に抵抗するのです。 

 

ハイエストプロテクションの周波数は、私たちが成

長に向かって進むとき、すべての状況で非常に強力

なサポートになります。 

 

それは、あなたの身体的、感情的、心理的、そして

オーラ、魂のすべてのレベルで保護します。心身か

ら否定的な影響を非常に早く清めることを助け、あ

なたの周りにプロテクションのエネルギーを築き上

げます。 

 

危険なものがあなたの許可なしに、あなたに近づくことのできないエネルギーです。しか

し、これはどんな痛みも経験しないという意味ではありません（時々、痛みは成長するの

に必要です）。 



あなたのブレークスルーにおいて、非常に強力なサ

ポートがあります。 

ハイエストプロテクションはあなたの瞑想的な状態

と深くつながっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンパティのエナジャイズ 
 

サンパティのワークの中で、"エナジャイズ"という言葉がしばしば使われます。これは、

サンパティが「ある特定の周波数を降ろしてきて、それをクリスタル、オイル、エッセン

スなど、周波数を運ぶことのできる媒介に入れる」ことを意味しています。 



サンパティは、自己の存在を捧げた何年もの深い瞑想の中で、この世界を構成するさまざ

まなアスペクトの周波数の中から、その時必要とされる周波数にチューニングをあわせる

方法を、存在から受け取りました。 

 

現在までのところ、彼女のワークの基盤は、ひとが自己の意識のあらゆる側面を理解する

のに助けとなる「覚醒のクリスタルフィールド」に顕された 44 の周波数と、肉体の癒しの

ための「ヒーリングサークル」、そして環境のための「アース ガーディアン サークル」の

シェアにあります。 

 

彼女のワークにひきつけられた人は誰でも、グループでのワークに参加したり、彼女がエ

ナジャイズしたクリスタルやエッセンス、オイルを個人的に用いることで、その周波数か

らの贈り物を受け取ることができます。 

 

サンパティの美しさのひとつは、その周波数の贈り物をいつ、どれほど受け取るかについ

て、受け取り手の意図を何よりも尊重していることです。 

 

周波数をエナジャイズされたクリスタルは、最後に「鍵」をかけられます。 

 

そのクリスタルを前にした、あるいは手にした誰かが、「私はこの周波数を受け取ります」

と存在にはっきりと宣言した時にだけ、クリスタルに込められた周波数の 100％のポテン

シャルを解放します。 

 

特別な呼びかけのない時は、クリスタルは、とてもソフトに、周波数の一部を放射し続け

るように約束されているのです。クリスタルは、生きものです。彼ら自身、何千年、何万

年という年月の歴史を、それぞれに持っています。 

 

サンパティは、エナジャイズする時、そのクリスタルに向かって、「あなたの過去を手放

し、この周波数を運んで、私たちとともにワークすることにコミットしてくれますか？」

と尋ねます。 

 

多くのクリスタルは、喜んで（時には喜びにからだを震わせて！）"Ｙｅｓ！"と答えてく

れるそうです。そして、時には、「いや、私は、このままの自分でいたい」と答えるクリス

タルもいます、とサンパティは話します。 

 

自分の過去を捨て、私たちとともに働くと答えてくれたクリスタルに、彼女は大きな感謝

とリスペクトを抱いて、エナジャイズします。 



すべてのクリスタルは、エナジャイズを経て、完全に生まれ変わります。外見すら、見間

違えるほどの変化が起こるのです。 

 

多くのクリスタルは、「分かち合う」という質を帯びて、以前よりもはるかに、外に向かっ

て光を放つようになります。より透明になったり、もっとピンクを帯びたり、もともとあ

った傷が周波数に癒されるかのように消えることもしばしば起こります。 

 

セミナーでは、サンパティが一人ひとりのために事前にエナジャイズしたクリスタルを用

いて、ワークします。 

 

持ち帰られたクリスタルは、置かれたスペースのエネルギーや、手にした人が瞑想ととも

にあることで、生にしばしば大きな変容をもたらします。 

 

それは、恩寵という言葉以外では、呼びようのないような何かです。 

 

 

 

 

 



募集要項 
 

日程：2023 年 9 月１日～16 日 

9 月 1 日 日本出発  

2 日 コルフ国際空港着「マストロギアニス カントリー リトリート」チェックイン 

  3 日 フリー 

  4 日 セミナースタート  

  ※参加者の状態を見て、途中で一日休息日を取ります。 

12 日  セミナー終了 

   13 日 観光 

  14 日 観光 

  15 日 チェックアウト コルフ国際空港出発 

  16 日  日本到着 解散 

 

会場：マストロギアニス カントリー リトリート   

Mastrogiannis Country Retreat Corfu | Charming villas & guest house 

(mastrogiannisretreat.com) 

 

募集人数：12 名 

 

受講費： 3500 ユーロ  

〇8 日間の受講費 

〇ヒーリングサークル クリスタルフィールド＆ハイエストプロテクション 

〇通訳料  

〇認定証（ヒーリングサークルのセッションが提供できます）  

※交通費、宿泊費、観光料等は含まれません。詳細はお問い合わせください。 

 

募集締め切り：6 月 15 日（木） 

 

宿泊施設：参加者の方は三か所の美しいヴィラに分かれて、リトリート生活を楽しんで頂

きます。 

https://mastrogiannisretreat.com/
https://mastrogiannisretreat.com/


ヴィラ ミルティア   

https://mastrogiannisretreat.com/villa/villa-myrtia/   

ザ ファームハウス  

https://mastrogiannisretreat.com/villa/the-farmhouse/ 

ヴィラ レヴァンダ 

https://mastrogiannisretreat.com/villa/villa-levanda/ 

 

お問い合わせ（株)エンジェルファーム info☆angelfarm.jp ☆を@に変えて送信してください。 

https://mastrogiannisretreat.com/villa/villa-myrtia/
https://mastrogiannisretreat.com/villa/the-farmhouse/
https://mastrogiannisretreat.com/villa/villa-levanda/


 



 

あとがき 
 

サンパティの「トランスミッション オブ ライト」のワークは、すでに 20 年ほど前に当

時のオーガナイザーからお誘いを受けていました。でもその時の私はまだ準備ができていな

いと感じて、隣の県までサンパティが来ていたというのに、お断りしました。 

 

その後、日本での唯一のティーチャーから「覚醒のフィールドワーク part1」を一週間受け

ましたが、オーガナイズした私と意見がすれ違い、残念ながらその後のトレーニングは続き

ませんでした。 

 

後で知ったのですが、実はその後サンパティとそのティーチャーとの間でも意見がすれ違い、

日本でのトレーニングの継続が不可能になっていたのでした。 

 

私は、この光のワークを諦めることができず、直接「トランスミッション オブ ライト」

の創始者であるサンパティに 2022 年 11 月に直接メールを送り、何とかこのワークを続け

る道がないか？を問うてみました。 

 

 



サンパティは軽やかに応答してくれましたが、来日の可能性は今はないこと、オンラインで

のセミナーではワークの性質上、深みに至らないので、この二つの選択肢はないということ

でした。 

 

となると、残された道はギリシャにいるサンパティの元に訪ねていくことしかありません。 

 

そう決心してから、サンパティからの信頼も厚い通訳さんを紹介され、三人のハートのシン

クロニシティの中で Zoom ミーティングやメールのやり取りをし、今回の「ヒーリングサー

クルの旅」がスムーズに生まれていきました。 

 

私にとっては、サンパティの光のワークを受け取るために、この自然な流れとタイミングが

必要だったのです。 

 

覚者 OSHO のもとで深く瞑想してきた弟子たちは、そのエッセンスをもって、それぞれの

道を開きました。ティーチャーとして世界中に散り、内なる探求を望む人々にその瞑想のエ

ッセンスを伝えて行きました。サンパティもその美しいティーチャーの一人として、長年活

躍しています。 

 

しかし、彼女たちも年齢を重ねてきているので、いつまでそれを分かち合うことができるか

わかりません。私が知っている限りでも、病気で引退したり、ボディを離れたティーチャー

達も出てきて、瞑想の深みを受け取る機会が無くなってきている現状を見ています。 

 

私も 60 歳になり、以前より身体に起きている確実な老化のプロセスを実感しています。で

もだからこそ、地上での残りの人生を大切にしたいと思うと同時に、自分が望んでいること

を実現する可能性を手に入れるためにも、身体的な健康に価値を与えるための具体的な努力

が必要と感じています。 

 

サンパティがシェアする「ヒーリングサークル」のセミナーでは、光のトランスミッション

を通じて、私たちの本来の自己治癒力にもう一度つなげ、スピリットと身体のゆがみを元に

戻していく光のワークを学びます。 

 

そして、何よりも私たちが光を思い出し、光として地球を歩く可能性を強力にサポートする

ヒーリングの旅でもあります。 

 

 

 



・自己治癒力を回復させるライトワークを学びたい方 

・他者へのヒーリングを深め分かち合いたい方 

・自分自身や望む人々の神聖に呼びかけをしたい方 

・新たなテージに向かう前に古いエネルギーの変容を望む方 

・自分の立ち位置や役割を見つけるためにも体調を整えたい方 

・自分の大切なヴィジョンや仕事、活動を支えていくために 

 身体の健康が必要と感じている方 

 

 

ギリシャ人が一番住みたいと言われている美しい島、エネルギーの高いコルフ島でくつろぎ

ながら、サンパティと共に座り、深いトランスミッションのヒーリングエネルギーを受け取

ってください。 

 

 

私はこの旅の主催者ではありますが、セミナーの参加者でもあります。 

皆さんと「ヒーリングサークルの旅」を共に楽しみたいと願っています。 

 

ヴィラモ  

https://angelfarm.jp 

https://angelfarm.jp/

