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免責：バランス・アウト・エンパワーメント(TM)は、資格を持った医師の治療の代替とはなりません。すべてのエネルギーワークと同
様に、このエネルギーは、医師の治療と並行して効果を発揮するものであり、医師の治療の代わりにはなりません。またこの種の
ワークを行うときは、必ず専門の医師に相談してから行うようにしてください。
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バランス・アウト・エンパワーメント
これは、エネルギー補強のためのシンプルな
エネルギーです。人生で、ものごとのバランス
を取る必要があるときに呼び出して使用します。
とても多忙な日、あちこち走り回って、やること
が多く、手が回らなくなり、現実感を喪失したり
圧倒されたりしたときには、ものごとのバランス
を取り戻す必要があります。
このエネルギーは、穏やかにエネルギーを補強して、あなたを支援してくれるでしょう。エ
ネルギーの補強というと、逆説的に聞こえるかもしれませんが、それは実際に、あなたの人
生においてどんなときでも、カオスな状況を穏やかにしてくれます。
また、あなたは、このエネルギーを他者に送ることで、その人を癒したり、彼らの人生の問
題のバランスを取ってあげることもできますが、その際は、必ず本人からから、もしくは彼ら
のハイヤーセルフから許可を取ってください。これは、彼らが人生において多忙で落ち着
かないときを過ごしていたり、ものごとのバランスを取る必要があると思われるときに、冷静
かつ穏やかになり、バランスを取り戻させるのに効果があります。
このアチューンメントにはシンボルはなく、それ自体が純粋なエネルギーなので、必要なと
きに呼び出すことができます。
バランス・アウト・エンパワーメントは、昼夜にかかわらずいつでも呼び出すことができ、また
とても簡単に使用することができます。
まず初めにこのエネルギーに同調するには、そのまま瞑想状態に入ってこのエネルギーを
呼び出し、最善のエネルギー状態で同調できるよう求めてください。
例：「私は、いま、ニコール・レニングが設定したバランス・アウト・エンパワーメントを受け取
る準備が出来ました。」
上記の文言を唱えることで、このエネルギーを使う準備が整いました。
一旦このエネルギーへのアチューンメントが完了すると、次のように言うことで、一日中い
つでも簡単にこのエネルギーを呼び出すことができます。「バランス・アウト・エナジーをア
クティベートします」もしくは、「バランス・アウト・エナジー、オン」等、自分にしっくりと来る言
い方でこのエネルギーを使用してください。
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著作権情報
I am offering these new forms to the world to be able to share with those who have an interest in
learning as well as those who have a hard time working on channeling or are not as far along in
their path. Please respect this healing system and treat it with dignity in which it is presented to the
world. YOU MAY NOT CHARGE FOR THIS SYSTEM, AS THIS IS A FREE SELF
ATTUNEMENT SYSTEM! So please respect this system and my time and work in creating this for
all to share and use.(私がこの新しいエネルギーを万人に提供するのは、チャネリングを学んでいる人、
チャネリングを使って忙しく働いている人、もしくはそうした道の近くを歩んでいる人とこのエネルギーを共有
するためです。なのでこのヒーリングシステムを尊重し、万人に公開した意図を汲んで丁寧に取り扱ってく
れるようお願いします。これは、自己伝授形式のアチューメントなので、このアチューメントを使って対価を
受け取ることを禁じます。このシステムを決して濫用せず、私が時間をかけてこのアチューンメントを作成し、
誰もが使えるようにした意図を尊重してください。)

There are no prerequisites for the attunement into this system, but of course basic
knowledge of energy work is beneficial.(このアチューメントを受けるのに予め必要な資格はありませ
んが、エネルギーワークに関する基本的な知識があると役に立ちます。)

•

The Balance Out Empowerment is a SELF ATTUNEMENT set in the etheric realms
for all to receive! There is no certificate for this form.(バランス・アウト・エンパワーメント
は自己伝授方式で、エーテル圏にエネルギーを設定して誰でも受け取れるようになってい
ます。なので、証明書は発行していません。)

•

This manual MAY NOT be altered in anyway and should only be given to students
of this system. IT MAY NOT BE SOLD AT ANY PRICE FOR ANY REASON BUT
ONLY TO BE GIVEN COMPLETELY FREELY FOR ALL TO USE AND
SHARE!(このマニュアルの改変は禁じられています。また、このシステムを学びたい人に
のみ配布するようにしてください。理由の如何を問わず、有償での販売を禁じます。完全に
無料で誰もが使え、シェアできるようにしてください。)

•

All rights reserved by Nicole Lanning. This includes translations into other
languages, all names and symbols, test and attument procedures.(この文書の著作権は
Nicole Lanning にあります。それは、他言語への翻訳権、すべての名前、シンボル、テキス
ト、アチューンメント手順が含まれます。)

I hope you find that this spiritual energy gift enhances your life and spiritual path. If you
have any questions, comments, feedback, etc please feel free to contact me!
Nkalanning@aol.com or HealingArtForms@aol.com (このスピリチュアルなエネルギーがあなたの
人生とスピリチュアルな道程を向上させるものでありますように。質問、コメント、フィードバック等がありまし
たら、お気軽にご連絡ください。 Nklanning@aol.com もしくは HealingArtForms@aol.com )

Many Blessings and
Love and Light to you all!(祝福と愛と光が皆さんのすべてに注がれますように！)
Nicole Lanning
www.healingartforms.com
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日本語訳について
Copyright 2013 久須木謙
http://www.camphortree.jp/
この文書は、原著作者の許諾に基づいて作成されています。
配布条件については、原著作者の著作権情報に従ってください。
なお、原著である英語版については、
http://www.camphortree.jp/documents/Balance Out self-attunement.pdf
をご覧ください。
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