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８大天使のアチューメント 目次 

区分と順番・祈りの言葉 

８大天使のアチューメントについて 

大天使ミカエルのメッセージ 

大天使ラファエルのメッセージ 

大天使ザドキエルのメッセージ 

大天使チャミエルのメッセージ 

大天使ガブリエルのメッセージ 

大天使ラジエルのメッセージ 

アチューメントのご説明 

クリスタルの活用について 

作者 瀬戸武志＆宇宙の光 

神聖なる宇宙の光 

 http://k-iroha.com/sp/index.html 

大天使のアチューメント 

http://u-angels.com/sp1/index.html 

宇宙の光公式 HP  

 http://hikari1.com/sp/index.html 

アセンションブック 

https://www.k-suai.com/sp/index.html 

アメブロ光の世界へ

http://ameblo.jp/e-stone1/ 

E メール TAKESHI  yume34@k-suai.com  

 

http://k-iroha.com/sp/index.html
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http://ameblo.jp/e-stone1/
mailto:yume34@k-suai.com


 
 

3 

大天使の区分と順番についてお知らせしま

す。 

このアチューメントのシリーズは、単独で受

ける場合は、どのアチューメントからでもい

のですが、シリーズで受ける場合には、以下

の順番でお受けになられてください。 

これは、天使たちによって皆さんの意識と能

力を成長させるためのプログラムがあるた

めです。 

ただし、人によっては、必要に応じて独自の

順番が指示されることもあります。 

アチューメントの間の期間は、約２週間程度

お空けになられてください。 

これは一人一人の天使によって皆さんのス

ピリットの変容と進化が行われているため

に、時間が必要とされます。 
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8 大天使のアチューメント：区分と順番 

〇守護と導きの天使 

 

大天使ミカエル・・・偉大なる愛と正義の守

護者 

ミカエルは、愛と真実によって生み出された

剣によって、あなたを取り囲む様々なブロッ

クやカルマやトラウマなどの制限を取り除

きます。 

あなたは、自分の魂の本質や使命を知ること

となるでしょう。 

そして、宇宙の創造と循環の働きを知り、光

と闇を超えて、宇宙の偉大なる愛の元に導か

れます。 

ミカエルは、愛と正義の赤い光であなたを守

護し勇気づけます。 

 

大天使ラファエル・・・偉大なる安らぎと調

和の守護者 

ラファエルは私達に愛に満ち溢れた安らぎ

と調和をもたらします。 

あなたを傷つけたカルマやトラウマを癒し、

魂を自由な世界へと飛翔させます。 

あなたの魂の中にある虚無感や孤独を癒し、

宇宙の偉大なる愛へと導きます。 

神聖なるエメラルド・グリーンの光は、あな

たの心と魂、そしてスピリットの隅々にまで

いきわたり、あなたを包み込み癒します。 

またヒーラーやセラピストの守護者として、

皆さんが行うヒーリングに愛と安らぎをも

たらします。 
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〇癒しの天使 

 

大天使ザドキエル・・・偉大なる慈愛と魂の

守護者 

ザドギエルは、あなたの深く傷ついた魂とス

ピリットを癒します。 

自分の殻の中に閉じこもり、天使や女神達の

導きも受けることができないような人達の

魂の奥深くに降り立ち、その魂を救済します。 

自らをゆるし、自らを愛することができるよ

うにザドギエルはあなたを癒します。 

ザドキエルの光は、ラピスラズリーのような

宇宙の静寂をあらわすインディゴ・ブルーの

光です。 

その光は、宇宙の愛と静寂、生と死の循環を

表します。 

ヒーラーを目指す方には、魂の救済の力が身

につくようにサポートいたします。 

 

大天使チャミエル・・・偉大なる精霊とすべ

ての生命の守護者 

チャミエルは、動物や植物、そしてフェアリ

ーやユニコーンたちの偉大なる守護者です。 

チャミエルは、私達に優しさと強く進む勇気、

困難な状況の中で生き抜いていく生命力を

与え、私達を深く癒します。 

チャミエルは、ヒーラーを志す人や動物や植

物たちの世話をする人には、動植物やフェア

リー達との意識交流の能力を高め、彼らの事

を理解したり癒したりする能力を与えてく

れます。 
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〇目覚めの天使 

 

大天使ガブリエル・・・偉大なる宇宙の真理

の守護者 

ガブリエルは、白い清らかな光で、「神聖な

る宇宙の叡智」の扉を開き、私達のスピリッ

トの内側にある叡智を目覚めさせます。 

私達は、ガブリエルを呼ぶことで迷いから目

覚め、魂の望む本来の生き方ができるように

なります。 

スピリチュアル的に成長したい人には、天使

や女神、マスター達との間に光の道をひらき、

彼らからのビジョンやメッセージを受け取

ったり、彼らと共に活動する能力を高めます。 

 

大天使ハニエル・・・偉大なる美と喜びの守

護者 

ハニエルは、「神聖なる美と喜び」によって

あなたの魂とスピリットを癒し目覚めさせ

ます。 

月光の光に隠された宇宙の神秘を解き明か

し、あなたの中にある叡智と創造性を目覚め

させます。 

ハニエルは、あなたのスピリチュアル DNA

の活性を行い、あなたの中に眠っている素晴

らしい能力も目覚めさせていきます。 

ハニエルは、あなたの人生が、永遠なる美と

喜びに満ちあふれるようにあなたを導きま

す。 
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〇成長と創造の天使 

 

大天使ウリエル・・・偉大なる創造と叡智の

守護者 

ウリエルはこの宇宙に満ち溢れる創造のパ

ワーと叡智を守護し、あなたを導きます。 

シトリントパーズのような黄金色の光で、あ

なたを愛と平和に満たし、自分と宇宙に対す

る信頼を深めます。 

ウリエルの光は、あなたの魂とスピリットの

働きを明らかにして自由な世界へと飛翔さ

せていきます。 

ヒーラーやマスターを志す人には、この宇宙

の創造と癒しの法則を明らかにして、人を癒

す力、宇宙の神秘を知る能力を高めるサポー

トをします。 

 

大天使ラジエル・・・偉大なる神秘と法則の

守護者 

魔法使いの側面を持つラジエルの能力はと

ても多彩で、皆さんが必要としていることを

必要なタイミングで起こしてきます。 

ラジエルは、あなたの魂やスピリットが、自

らの計画を実行することをサポートするた

めに、あなたが過去の人生やスピリットレベ

ルで学んだ能力や技術、視覚力、聴覚力を目

覚めさせます。 

そして紫の光と共に、神聖幾何学やマントラ、

ライトボディに移り変わるときに必要な神

秘的な力をあなたに与え、偉大なる世界への

扉を開きます。 
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大天使ミカエルの祈りの言葉 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、大天使ミカエルのアチ

ューメントを〇〇様に行わせていただきま

す。 

どうか私達に大天使ミカエルと偉大なる大

天使達の光をお導きください。」 

 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える  

 

偉大なる愛と正義の守護者 大天使ミカエ

ルよ 

私達が魂の本質に目覚め、愛をもって行動で

きるように私達を守護してください。 

私達の中にある多くの苦しみや悲しみを、大

天使ミカエルの剣で切り開き愛に返してあ

げてください。 

私達が、闇も光も一つに統合し真実の愛に目

覚めるよう導いてください。 

私達が大天使ミカエルの光によって愛と正

義の天使として目覚めるよう導いてくださ

い。 

 

大天使ミカエル  

大天使ミカエル 

大天使ミカエル 
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大天使ラファエルの祈りの言葉 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、大天使ラファエルのア

チューメントを〇〇様に行わせていただき

ます。 

どうか私達に大天使ラファエルと偉大なる

大天使達の光をお導きください。」 

 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える  

 

偉大なる安らぎと調和の守護者 大天使ラ

ファエル。 

あなたの神聖なる光は、澄み渡った海のよう

に私達を癒し調和に導きます。 

この宇宙に満ち溢れる愛の光は、私達の心に

安らぎをもたらし、神聖さに導きます。 

大天使ラファエルよ、私達が、この宇宙の愛

の源泉と深くつながり 

永遠なる静けさと美しさの中に生きていく

ことができるよう導いてください。 

  

大天使ラファエル 

大天使ラファエル 

大天使ラファエル 
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大天使ザドギエルの祈りの言葉 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、大天使ザドキエルのア

チューメントを〇〇様に行わせていただき

ます。 

どうか私達に大天使ザドキエルと偉大なる

大天使達の光をお導きください。」 

 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える  

 

偉大なる慈愛と魂の守護者 大天使ザドギ

エルよ。 

あなたの安らかな静寂に満ちた慈愛は、私達

の迷いや苦しみに光をもたらします。 

私達は、あなたと共に、この宇宙の安らぎの

中で生まれ変わります。 

大天使ザドギエルよ、私達は、この宇宙の慈

愛の光を身にまとい、 

自らを助けるとともに、多くの人々の安らぎ

を祈る天使となります。 

  

大天使ザドギエル 

大天使ザドギエル 

大天使ザドギエル 
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大天使チャミエルの祈りの言葉 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、大天使チャミエルのア

チューメントを〇〇様に行わせていただき

ます。 

どうか私達に大天使 チャミエルと偉大な

る大天使達の光をお導きください。」 

 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える  

 

全ての生命と精霊に偉大なる癒しをもたら

す大天使チャミエルよ 

あなたがもたらす愛は、私達に優しさと勇気

を与え、私達のすべてを癒します。 

私達が、全ての植物、動物、精霊たちの特質

を理解し、愛を分かちあえるようにしてくだ

さい。 

大天使チャミエルよ、あなたの愛で、私達の

「癒しの資質」を高めてください。 

そして、この世界の生命と精霊を守護する癒

しの天使として目覚めさせてください。 

  

大天使チャミエル 

大天使チャミエル 

大天使チャミエル 
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大天使ガブリエルの祈りの言葉 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、大天使ガブリエルのア

チューメントを〇〇様に行わせていただき

ます。 

どうか私達に大天使ガブリエルと偉大なる

大天使達の光をお導きください。」 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える  

 

「偉大なる宇宙の真理の守護者、大天使ガブ

リエル 

あなたの神聖なる光と愛を私達にもたらし

てください。 

私達が、宇宙の真実と叡智に深くつながり、

宇宙の愛と共に活動出来るように祈ります 

大天使ガブリエルよ、 

私達を宇宙の真実を伝える天使として目覚

めさせてください。 

  

大天使ガブリエル 

大天使ガブリエル 

大天使ガブリエル 
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大天使ハニエルの祈りの言葉 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、大天使ハニエルのアチ

ューメントを〇〇様に行わせていただきま

す。 

どうか私達に大天使ハニエルと偉大なる大

天使達の光をお導きください。」 

 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える  

 

偉大なる美と喜びの守護者 大天使ハニエ

ルよ 

あなたがもたらす美と喜びは、私達とこの地

球に豊かさと生命力を与えます。 

私達は、地球と月の統合のもとに宇宙の神聖

さを解き明かします。 

大天使ハニエルよ、私達を深く癒し、変容さ

せてください。 

この世界の神聖なる愛と美の天使として目

覚めさせてください。 

  

大天使ハニエル 

大天使ハニエル 

大天使ハニエル 

 

 

 

 



 
 

14 

大天使ウリエルの祈りの言葉 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、大天使ウリエルのアチ

ューメントを〇〇様に行わせていただきま

す。 

どうか私達に大天使ウリエルと偉大なる大

天使達の光をお導きください。」 

 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える  

 

偉大なる創造と叡智の守護者 大天使ウリ

エルよ 

あなたの清らかで力強い光は、私達の魂を目

覚めさせ、叡智に満ち溢れさせます 

我々は、本来この宇宙の創造主の光と共にあ

ることを思い出します。 

大天使ウリエルよ、私達が多くの困難を自ら

の成長の糧となし 

自らを創造と叡智の天使として目覚めるよ

う導いてください 

  

大天使ウリエル 

大天使ウリエル 

大天使ウリエル 
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大天使ラジエルの祈りの言葉 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、大天使ラジエルのアチ

ューメントを〇〇様に行わせていただきま

す。 

どうか私達に大天使 ラジエルと偉大なる

大天使達の光をお導きください。」 

 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える  

 

偉大なる神秘と法則の守護者 大天使ラジ

エルよ。 

あなたの神秘的な虹の光は、私達に宇宙の素

晴らしさを伝えます。 

私達がより素晴らしいマスターとして成長

するために必要なすべてをもたらしてくだ

さい。 

大天使ラジエルよ、私達が宇宙の神聖さと法

則を深く学び 

この世界を創造する天使として目覚めさせ

てください。 

 

大天使ラジエル 

大天使ラジエル 

大天使ラジエル 
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8 大天使のアチューメントについて皆さん

にお願いがあります。 

  

今回行われる 8 大天使のアチューメントを

担う大天使達は、地球を守護する大天使達で

はなく、天の川銀河を守護する大天使達です。 

地球の大天使達は、皆さんの求めに応じて、

この地球上で様々な活動をすでに行ってお

ります。 

しかし、天の川銀河レベルの大天使達のエネ

ルギーが、地球上に降りてくるのは初めての

事です。 

この大天使達のエネルギーは、TAKESHI

さんと共に「天使の星」に皆さんが行って受

け取ることが普通でしたが、今回、この天の

川銀河の大天使達の光が、TAKESHI さんの

アチューメントを通して、この地球に降りて

くることとなりました。 

   

8 大天使たちの光を皆さんが分かち合うた

めに必要なことは、純粋な愛の意識です。 

この宇宙には、愛の源と呼ばれる場所が有り

ます。 

それは、この宇宙を生み出す場所であり、天

使達にとっては故郷のような場所です。 

多くの天使達が、そこから生まれ、そこに帰

っていきます。 

８大天使のアチューメント 
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天使達は、純粋な愛のエネルギーから生まれ

てくるのです。 

その為に、このアチューメントを伝えるとき

は、純粋な愛の意志を持って伝えてください。 

8 大天使のアチューメントは、過度なお金儲

けのためでも自分の権威を誇張するための

物でもありません。 

ましてや、天使の力を借りて、自分の利益や

欲望を満たすための物でもありません。 

  

現在地球で活躍している多くの天使達が、純

粋な愛のためでなく、人間の利益や欲望のた

めに動かされています。 

天使は、個人の利益や欲望を実現するために、

この地上で働いているのではありません。 

ましてや、天使に会えることを自慢するなど

の、ただの好奇心のためにその姿を現すもの

でもありません。 

  

大天使の指示のもとで働く守護天使は、皆さ

ん一人一人のガイドとなって皆さんを導い

ていますが、天使達の願いは、この地球に生

きる人々の進化と調和のために奉仕するこ

とです。 

しかし、守護天使達は自分たちの思いとは異

なる願いがあまりにもたくさんあることに

困っています。 

  

皆さん人間は、この地球や他の生命達の事を

どのようにお考えですか。 
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ご自分の人生の目的や魂の役割をどのよう

にお考えですか。 

  

私達、天使は、皆さんと共に、美しくすばら

しい世界を作るために、この地球にやってき

ました。 

皆さんのスピリットが本来持っている「愛と

調和」のエネルギーを、私達は尊重していま

す。 

私達が持っていないパワーと次元を超えて

活動できる多彩な能力を皆さんは持ってい

ます。 

  

皆さんが願うならば、天使である私達は、皆

さんを強く守護し導いていきます。 

そして、皆さんのパワーと能力をどのような

ことに使用するのか、あるいは、それらの素

晴らしい能力と特質が、何のために、皆さん

に与えられているのか、私達は、皆さんに解

き明かしていきます。 

そして、皆さんの知識と能力を更に高め、皆

さんが本来の役割をしっかりと果たすこと

ができるように導きます。 

  

皆さんの中には、今まで天使として働いてき

た人もいることでしょう。 

あるいは、女神やマスターもしくはフェアリ

ーとして活躍してきた人もいるでしょう。 

  

この地球で、私達と出会い天の川銀河の大天

使達の導きを受けるということは、皆さんが、
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地球や宇宙にとって、かけがえのない大切な

存在であり、重要な役目を持っているという

ことです。 

私達は、皆さんが自分のスピリットの本質に

目覚め、その能力やパワーを十分に発揮して

いただきたいと思います。 

  

私達は、皆さんを信頼していますし、又必要

としています。 

皆さんの力がなければ、この地球も、素晴ら

しい楽園に進化していくことができません。 

私達は皆さんと深く関わることで、私達の光

をこの地球に届けることができるようにな

ります。 

 

皆さんが、私達の導きによって、自分のスピ

リットの素晴らしさに目覚めるように、私達

も皆さんの光輝くスピリットの力によって、

さらに高次の天使へと進化していくことが

できるのです。 

私達と皆さんは、この宇宙のためにともに力

を合わせて活動する時が来ることを待ち望

んでいた仲間です。 

  

私達大天使は、皆さんが本来の働きに目覚め、

再び天使やマスターとして活躍できること

を楽しみに待っています。 

 

２０１４年 １０月１日  瀬戸武志 

 

 

偉大なる愛と正義の守護者 
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私ミカエルは、あなたをこの宇宙に存在する

創造の力である「愛の源」へと導きます。 

純粋な愛は、私達すべてを安らぎで満たしま

す。 

全ては、愛によって創造され、愛によって変

容していきます。 

愛によって、異なるもの同士が惹かれあい、

統合し、新しいものへと生まれかわっていく

のです。 

この宇宙は存在の源である「愛」と愛によっ

て生まれ生長していく「宇宙」があります。 

  

私達が、愛の源に立つ時、私達が愛そのもの

となる時、宇宙の創造さえも私達の内側にあ

ります。 

  

そこには善も悪もありません。 

そこには闇も光もありません。 

  

ただ愛によって創造されるもの、創造された

ものがあるだけです。 

愛は不変ですが、創造される物は、常に変容

し姿を変え循環していきます。 

形無き者が形を与えられ、その形も移り変わ

り、やがてその姿も失われてきます。 

皆さんの言葉でいうと「生と死」ということ

でしょうか、愛によって創造されたものはと

大天使ミカエルのメッセージ 
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どまることなく移り変わり、常に新しいもの

として生まれ成長していきます。 

  

愛によって生み出されたエネルギーは、形あ

る時は光と呼ばれ、形なき時は闇と呼ばれま

す。 

循環の中で動いているときは善と呼ばれ、循

環に逆らって動いているときは悪と呼ばれ

ます。 

  

私ミカエルは、創造の流れを見つめています。 

永遠の愛をもって、移り変わる世界の姿を見

ています。 

  

私ミカエルは、この地球が生まれて成長して

いく様子も見守ってきました。 

この世界に、人や文明が生まれ育ち、滅んで

いく様子も見守ってきました。 

  

善も悪も、エネルギーの循環の中で生まれて

きます。 

私ミカエルは、ただエネルギーの循環の動き

が滞らないように守護しています。 

正義のために悪を滅ぼすこともしません。 

光のために闇を追い払うこともしません。 

ただあるがままの姿で移り変わっていくこ

とを見守ります。 

  

ミカエルが地球のために行うことは、地球の

意識の成長を助け、地球が愛と共にあること

を守護することです。 
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ミカエルが、皆さんのために行うことは、皆

さんを「愛の源」に導き、愛の力によってあ

なた方が存在できるようにすることです。 

  

ミカエルの一般的なイメージとは異なるか

もしれません。 

しかし、悪魔を退治したり、不浄な霊から

人々を守ったりする姿は、宗教的な教義から

生まれたもので、ミカエルの本質ではありま

せん。 

  

ミカエルは悪魔を退治しません。 

その存在が本来の生き方から遠く離れてい

るならば、本来の生き方を思い出させます。 

不浄な霊があるとするならば、光へと移り変

わっていくことを助けます。 

  

ミカエルは皆さんの中の善悪の判断を不要

なものとします。 

その考え方は、敵と味方を分け、争いを生み

出します。 

争いの中には安らぎも成長もありません。 

  

ミカエルは、あなたが、すべてを創造する「愛

の源」に立ち、すべての創造と形の変容を見

守るように手助けします。 

  

あなたの中から、善悪の基準がなくなれば、

あなたの人生には良きことしか起こりませ

ん。 
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あなたの中に、不浄の考えがなくなれば、こ

の宇宙はただ移り変わる美しい世界となり

ます。 

  

美しい紅葉の後に、枯れた葉が落ち、寂しい

風景に見えたとしても、春になると新しい芽

が伊吹き、美しい花が咲きます。 

そしてまた夏には新緑の森が戻ってくるの

です。 

  

宇宙は移り変わるからこそ美しいのです。 

あなたも、そしてこの地球も移り変わり成長

していきます。 

そのことを、愛を持って見つめ守護するのが、

ミカエルの役目であり喜びであります。 
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大天使ラファエルは、皆さんの心と魂を安ら

ぎの世界へ導きます。 

あなたが自分の感情や価値観にふりまわさ

れていると、あなたは自分の思いが満たされ

ずに、心を傷つけてしまいます。 

  

本来、あなたを傷つける人など誰もいません

し、あなたも傷つく必要はありません。 

しかし、あなたは孤独を恐れるあまり、だれ

かと共に居たいと願い、だれかを独占しよう

とします。 

それが、すぐに失われると分かっていても、

そのひと時にしがみつきたいと思います。 

あなたは、自分の無力感を見つめる事を恐れ

るあまり、日々の忙しさの中で心の隙間を埋

めようとします。 

  

あなたが誰かに、何かを求めようとする限り、

あなたは安らぎを得ることはできません。 

あなたが誰かに、心の隙間を埋めてもらおう

と思えば、その隙間はさらに広がるばかりで

す。 

あなたが、自分の外の世界や誰かに求めれば

求めるほどあなたの傷は大きくなり、あなた

の孤独は深くなります。 

大天使ラファエルのメッセ

ージ 
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あなたは、そのことが無意味であるとわかっ

ていても、それが悲しい結果を生むとわかっ

ていても、そのことから逃れることはできま

せん。 

まるで中毒のように、愛を求めさまようので

す。 

  

それは、この地球の物理的な制限のある世界

が作り出した幻影です。 

皆さんは、愛を人々に与えれば、愛は有限だ

から、愛が減っていくと考えています。 

愛は、お財布の中のお金と一緒で、使えば使

うほど減っていくと信じ込まされています。 

その為に、愛が減らないように、他の誰かに

愛を与えてもらおうとするのです。 

  

愛は奪い合いの元となりました。 

少しでも素敵な愛を、他人から奪い取り、自

分だけのものにすることを、皆さんは考えて

いるのです。 

しかし、奪い取った愛は長続きしません。 

やがて色あせてしまい枯れはててしまいま

す。 

あの時は、これが自分のすべてだと思い込み、

必死で守ろうとした愛も、時間がたてば色あ

せたつまらない思い出となります。 

あなたは、その愛の変化に傷つき、自分を不

幸だと感じてしまいます。 

そしてあなたは、新しい愛や物を求め、時に

はお金を出して手に入れようとします。 
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そのような人生のどこに安らぎがあるので

しょうか。 

お互い奪い合うことによって傷ついた気持

ちなど、私達は癒す値打ちもないと考えてい

ます。 

癒しても癒しても他人から奪うことをやめ

ない限り、あなたは傷つきます。 

  

私達が癒すのは、あなたが本来持っている深

い孤独感や無力感です。 

あなたがこの地球に降り立つことで、あなた

のスピリットと意識は、魂によって隔てられ

てしまいました。 

  

本来スピリットは、宇宙の偉大なる愛と深く

つながっており、その愛を共有する仲間達と

喜びを分かち合っています。 

そこには孤独感も無力感も、さらには苦しみ

や悲しみも存在しません。 

ただ喜びに満ちた愛のエネルギーと至福感

があるだけです。 

  

皆さんは、地球の制限の多い世界におりて来

て、スピリットと分断されたために、その喜

びと至福感に満ち溢れた愛の世界へ入って

いくことができません。 

しかし、私達は、その「愛の源」の世界へ皆

さんを誘い、皆さんの孤独と無力感を癒し、

愛に満ち溢れさせることはできます。 
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皆さんの、様々な感情や価値観、カルマなど

によって生まれた傷をいやすのは、簡単にで

きます。 

しかし、それらの傷を癒すことだけに一生懸

命になっても、あなたは変わりません。 

傷つくたびに天使や女神の光と言葉を操る

人、そしてお金を儲けることに興味を持つ人

のところを訪ね歩くばかりです。 

あなたの大切な人生の時間が、癒しという娯

楽のために使われていくのです。 

  

私ラファエルは、あなたが傷つくメカニズム

そのものを癒していきます。 

宇宙の安らぎの源にある「愛」の力を使って、

あなたの意識を変容させ、癒しが必要でない

意識へとあなたを目覚めさせていきます。 

  

あなたが、あなた本来のスピリットに目覚め、

宇宙の深い安らぎの意識と同調することで、

あなたの心に本来の癒しの光が広がってい

きます。 

あなたを通して、深い安らぎの光がこの地球

と地球に生きる人々の中にも広がり満ちて

いきます。 

その時、初めて、この地球も安らぎ、新しい

世界へと生まれ変わるのです。 
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大天使ザドギエルは、皆さんの魂の救済を行

います。 

皆さんの中には、あまりにも多くの制限やス

トレスを抱え込んでしまい、自分の力だけで

は身動きが取れなくなってしまった人たち

もいます。 

  

すぐ近くに素晴らしい光や愛のマスターが

いるとわかっていても、彼らにはその姿が見

えません。 

多くの天使やマスター達が手を差し伸べ、救

いの言葉をかけてきたとしても、その言葉も

聞こえず、自分が作り出した暗闇の中でうず

くまっています。 

  

私達は、皆さんを含め、そのような人々の心

の中に光を灯します。 

皆さんのスピリットの求めに応じて、再び自

分自身で動き始めることができるように、私

達は、皆さんの心と魂の世界に降り立ち、そ

の暗闇を光に変え、この宇宙の愛と癒しの世

界へと導きます。 

しかし、私達にできることはそこまでです。 

皆さんが、その導きと光を手に取らず、自分

が作り出した制限の多い世界に再び戻って

大天使ザドキエルのメッセー

ジ 
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しまうならば、私達はそれ以上の事はできま

せん。 

  

地球はいくつもの次元や世界でできていま

す。 

地球は本来とても調和のとれた美しい世界

です。 

あなたが自分自身の心に制限をつくり、自分

が本来持っている素晴らしい資質と能力に

気づかなければ、あなたは孤独のままです。 

この美しく素晴らしい地球を体験すること

はできません。 

 

あなたは、望むならば、いつでも地球の素晴

らしい光と共に生きていく事ができます。 

地球はあなたに素晴らしい恩恵をあたえ、調

和と共に生きていくよう働きかけているの

です。 

 

しかし、自らこの地球や地球を守護するマス

ター達とのつながりを断っている人もたく

さんいます。 

そのような人達は必ずこのように言います。 

「私は、だれからも愛されていない。」 

「私は、生きる資格がない。」 

「私は、受け入れられていない。」 

「私には、何もできない」 

「私は、何も受け取れない。」 

  

自分自身の存在や能力に対して、自ら否定し

てしまうのです。 
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多くの人や天使、マスター達が、あなたを愛

し受け入れています。 

あなたに多くのギフトをあたえ、あなたの能

力をたかめて素晴らしい人生を作り上げる

お手伝いをしようとしたのです。 

  

しかしそのことを否定して、あなたは、私達

からの恩恵を受け取ることを拒絶してきま

した。 

そして、自分の周りに大きな壁を作り、光も

刺さないところに閉じこもっていくのです。 

そして、次にこのように言います。 

  

「私は、どうしてこんなに不幸なのかしら。」 

「私の、人生はいったいどうなっているのか

しら。」 

「神様や天使は、なぜ私を救ってくれないの

かしら。」 

  

私達は、そのような人達に、このように答え

ます。 

「私達はいつでもあなたのそばにいてあな

たを導くために手を差し伸べてきました。 

しかしあなたは、その言葉と導きを拒否し、

自分自身の壁を作り上げてきました。 

あなたの世界は、あなたが作り出した制限や

否定のエネルギーで周りの世界と隔絶され

ています。 

どうか、その世界から出てきてください。 

あなたに対する愛と恩恵が、沢山用意されて

いますよ。」 
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私達は、美しい大きな花束を持ってあなたの

目の前に立っています。 

その花束からは美しい香りもします。 

  

でもあなたは、私達に気づかず、不満を言い

続けます。 

私達は、それでも、皆さんのスピリットから

救済の合図が送られてくるたびに、皆さんの

もとに伺います。 

そして何度も、あなたの世界の扉をノックす

るのです。 

  

私達は、このアチューメントを行うことによ

って、スピリットと共に、あなたが作り上げ

た「否定と制限の壁」を壊します。 

あなたのスピリットは最後の望みを私達に

託したのです。 

私達は、特別な力によって、あなたの意識か

ら、習慣となっている「自己否定」のエネル

ギーを取り除きます。 

その瞬間に、あなたは自分が作り出した「自

己否定の世界」から外に出ることができるの

です。 

  

あなたのスピリットは、私達と共に、あなた

を自由の世界、「自己肯定の世界」へと導く

ことでしょう。 

しかし、今までいた閉鎖的な世界が長すぎて、

あなたは自分の意識を変えることに恐れを

抱くでしょう。 
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そして、あなたが「自己否定の世界」にとど

まり続けるならば、いかなる力を持ったマス

ターでさえもあなたを救い出すことはでき

ないでしょう。 

  

あなたは、「自己否定の世界」にこれ以上い

たくないと本気で考えるようになるまで、そ

の世界に閉じこもり続けるでしょう。 

  

どうか、気づいてください。 

あなたの意識も魂も本来自由なのです。 

自分の人生を楽しみ、自分の望みのまま生き

ていくことができるのです。 

私達は、あなたを愛と喜びの世界に導くため

に、あなたの世界を何度もノックしているの

です。 
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大天使チャミエルです。 

大天使チャミエルは、動物や植物などの多く

の生命を守護するだけでなく、フェアリーや

ユニコーン、ペガサス、マーメイドなどの神

話的存在でもある精霊たちも守護する働き

を持ちます。 

  

チャミエルの目的は、多くの生命達が調和と

豊かさを持って生きていく世界を作り上げ

ることです。 

お互いが、奪い合うのではなくお互いが分か

ち合うことで安らぎと平和に満ちた世界が

出来上がります。 

その為に、傷ついた生命達を癒すことも必要

ですが、皆さんひとりひとりの心の中に他者

を慈しむ気持ちを育てることも大切です。 

  

チャミエルは、安らぎのエネルギーを皆さん

と共に分かち合います。 

あなたが傷ついているのなら、安らぎのエネ

ルギーによって、あなた自身を癒してくださ

い。 

もしあなたが、安らぎにみたされているのな

ら、そのエネルギーを使って多くの人々を癒

してください。 

大天使チャミエルのメッセ

ージ 
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私は、皆さんを癒すだけでなく、皆さんが多

くの人々を癒す存在になっていただけるよ

うサポートいたします。 

私は、皆さんの心の中に、チャミエルの癒し

の光を灯します。 

あなたがその光によって癒されたなら、その

光を次々と多くの人の心に灯していってく

ださい。 

  

癒しの灯はやがて大きくなり、この地球を優

しく照らし出すことでしょう。 

その灯によって、人間だけでなく多くの植物

や動物、そして精霊たちを優しい愛で癒して

あげてください。 

  

傷ついているのは人間だけでなく、多くの動

物や植物達も同じように傷ついています。 

皆さんが、チャミエルと共に、癒しの灯を広

げることによって彼らも癒され、光の世界へ

と導かれていくことでしょう。 

あなたが私達と共に、癒しの天使として活躍

してくださることを、私達は祈りサポートい

たします。 

  

  

〇フェアリーや天使などの心を持つ人

へ・・・ 

  

このテキストを読まれている方の中には、天

使やフェアリーをはじめ、様々な精霊たちに
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関係しているスピリットをお持ちの方が、沢

山いらっしゃると思います。 

  

フェアリーや天使達は、様々な理由でこの地

球に降りてきて人間として暮らしています。 

しかし彼らの多くが、この地球の物理的な世

界で、多くの困難を抱えて生きているのです。 

社会に溶け込めなかったり、人々の荒々しい

波動に違和感を感じたり、あるいは肉体的や

精神的な暴力を受けて傷ついたりしたこと

もあるでしょう。 

それは、皆さんが、純粋な愛の波動を心の中

に持っているからです。 

  

皆さんが持つ純粋な愛の波動と地球の人間

達によって作り出される社会の波動が合わ

ないのは当然のことです。 

その為に、皆さんは「純粋な愛」を守るため

に、閉鎖的になり精神的なブロックを作って

しまい、人間社会に対応できなくなってしま

っているのです。 

  

しかし、そのことで、自分自身を責めないで

ください。 

自分を責めさいなむことによって、心のブロ

ックはさらに強固になり、今まで以上に自分

自身を傷つけてしまいます。 

皆さんには、現実社会を上手に送っていく能

力とパワーが必要です。 

しかし皆さんの中には、心も体も傷ついてし

まい、その能力とパワーを使うことができず、
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ただ傷つけられるままに生きている人もい

ます。 

  

私チャミエルは、そのような人達にとっても

大きな守護の力となります。 

私が、そのような人達の心と魂の傷を癒しま

しょう。 

フェアリーやペガサス、ユニコーンあるいは

マーメイドやホビット達であった過去を持

っているならば、その時の過去も、皆さんの

スピリットに立ち戻って癒しましょう。 

  

そしてあなた方が本来持っている能力や資

質を目覚めさせ、あなたらしい人生を送るこ

とをサポートします。 

他人から傷つけられることを恐れ、自分の閉

鎖的な世界に閉じこもったままにならずに、

勇気をもって歩み始めてください。 

 

あなたが、精霊であることに誇りを持って、

自分らしい生き方を探してください。 

あなたのハートを開いて、多くの動物達を癒

したり植物達の世話をするような生き方も

よいのではないでしょうか。 

  

あなた方は、自然の中にいると素晴らしいパ

ワーに満たされてきます。 

それは、あなた方の心の中にある「愛」が活

性化されているためです。 

そのことを決して忘れないでください。 
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私達天使と同様に、地球の大地もあなた方の

事をとても愛しています。 

あなたが、私チャミエルの名前を呼んでくれ

るなら、あなたの癒しと目覚めのために、私

は惜しみなくサポートを行います。 

 

精霊たちがこの地球に降りてきた理由は、こ

の地球に豊かな愛と神聖さの光を送り、地球

を素晴らしいものにするためです。 

どうか偉大なる精霊たちよ、私達と共に光の

楽園とさらに深くつながり、この地球に愛と

癒しの光を送ってください。 
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大天使ガブリエルです。 

私はこの宇宙の多くの真実と法則を皆さん

にお伝えするためにやってきました。 

私は、皆さんがこの宇宙に対して、意識を開

いていくように導いていくことが役目です。 

  

皆さんは、この宇宙において地球という一つ

の星の中に生まれ育っていますが、皆さんの

スピリットは本来自由であり、多くの叡智と

高度な能力を持っています。 

皆さんのスピリットは、今まで多くの星々を

旅し、星々の創造や生命の守護などの大切な

活動を行ってきました。 

そして今でも、スピリット本来の働きのため

に努力しています。 

しかし皆さんの意識は、この地球の物理的な

制限のために、本来のスピリットの叡智と能

力、そして大切な使命を十分に知ることが出

来ません。 

  

地球では、多くの生命達が、自分自身のスピ

リットとのつながりを制限され、十分な知識

もない状態で多くの事を学んでいます。  

大天使ガブリエルのメッセー

ジ 
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皆さんは、自分自身のスピリットの働きを目

覚めさせることにより、本来持っている能力

や叡智に目覚めることができます。 

そうなると、あなたはこの地球の物理世界で

生活している時でも、宇宙の神聖なる光と深

くつながり、宇宙の叡智や真実にもっと深く

触れることができます。 

  

宇宙の神聖なる光は、あなたの魂とスピリッ

トを更にインスパイヤー（輝かせ）させ、あ

なた方の意識と能力を高めます。 

あなたはなぜこの地球に来たのか、地球で何

をするために存在しているのか、理解するこ

とができるでしょう。 

そしてガブリエルと共にさらに多くの天使

達やマスター達と共に、この地球のために働

くことを喜びと感じるようになるでしょう。 

  

あなたが、本来持っていた能力とパワーを活

性化して、あなたを偉大なる天使やマスター

として目覚めさせることが、私の役目です。 

ガブリエルは、皆さんの意識を開き、スピリ

ットとのつながりを深め、皆さんの資質を目

覚めさせていくのです。 

皆さんがこの宇宙の真実と共に生きること

ができるように、また多くの天使やマスター

達の恩恵と共に活動できるように導きます。 

  

大天使ガブリエルの光によって、皆さんのチ

ャクラは活性化され、素晴らしい光のエネル

ギーで満ちてきます。 
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皆さんの意識と能力はさらに高次なものへ

と引き上げられ、この地上においても十分活

用できるようになります。 

さらにスピリットとボディの DNA も活性

され、皆さんがより高次の世界に存在する

「根源の愛」の世界へと目覚めるサポートを

行います。 
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大天使ハニエルからのメッセージを受けと

ってください。 

私は、皆さんが想像しているように、癒しや

女性性にかかわるサポートなども行います

が、それだけではありません。 

私の本来の目的は、皆さんが、自分自身の人

生を喜びと共に過ごせるようにサポートす

ることです。 

  

皆さんが自分自身の人生を、自分の理想にし

たがって送るために必要なことがいくつか

あります。 

それはまず、自分のスピリットの目的や魂が

この地球に生まれてきた理由をしっかりと

感じ取ることです。 

  

それは決して難しいことではありません。 

誰か特別の人に教えてもらう必要もありま

せん。 

あなたのスピリットや魂が持つ喜びの波動

というものが大切なのです。 

あなたの人生が喜びに満ちているのならば、

それは素晴らしいことです。 

 

しかし、あなたの人生が不満や苦痛で満ち溢

れているならば、あなたは自分の魂の求めに

応じた生き方をしていないことになります。 

大天使ハニエルのメッセージ 
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たとえ仕事で忙しい人生であっても、闘病の

ために自由が得られない人生であったとし

ても、あなたの生きている時間の中に、喜び

を感じる事はできます。 

それは、充実した毎日を送っているときだけ

でなく、ほんの少しの感謝や気づきの中で起

きているかもしれません。 

  

あなたが、自分の人生を楽しく有意義に送っ

ているならば、やがてあなたは「宇宙の神聖

な愛の世界」にたどり着きます。 

あなたの人生が質素なものであっても、経済

的に豊かな人生であってもそれは変わりま

せん。 

あなたが自分の人生の中で、たとえ短い時間

であったとしても愛と喜びの時間を持つこ

とができれば、それでよいのです。 

  

また、あなたが困難な人生を送っているから

といってもそれは決して悪いわけではあり

ません。 

喜びのエネルギーは、あなたを素晴らしい意

識の向上へと向かわせますが、苦痛や不満も

それを乗り越えることによってさらに大き

な成長を得ることができるからです。 

皆さんが、成長の意識をもって、目の前にあ

る困難な出来事や障害に向かうことができ

れば、困難や苦痛もあなたにとって素晴らし

いギフトになります。 
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私は、あなたが、自分の人生を豊かに生きる

ために必要なものを与えます。 

それは形ばかりの癒しや慰めではありませ

ん。 

あなたが、自分のスピリットと深くつながり、

自らを癒し愛に導く力です。 

そして、あなたの魂を輝かせ、自分の人生を

創造する勇気です。 

  

あなたは、ハニエルによって目覚めさせられ

た力と勇気に満ち溢れていくでしょう。 

それはあなた自身を今まで以上に美しく輝

かせ、美のエネルギーに満ち溢れさせます。 

あなたの女性性を高めるだけでなく、あなた

の資質を輝かせ、その能力を高めます。 

  

あなたが女性であっても男性であっても、ハ

ニエルによって与えられた力と勇気は、あな

たの内側と外側に限りない美しさを与える

ことでしょう。 

あなたが、自らを信頼し、自らの勇気をもっ

て行動するならば、あなたはやがて、神聖な

る愛の世界、神聖なる光の世界へとたどり着

くことでしょう。 

  

あなたが、素晴らしい愛の世界へ少しでも早

くたどり着くことができるように、私達は、

あなたをサポートします。 
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私ウリエルは 創造と叡智の守護者です。 

私は、皆さんが自分の人生や自分達が生きる

地球を更に素晴らしいものに創造していく

お手伝いを行います。 

  

あなたにとって何が必要であるのか、何が不

要であるのかをしっかりと見極め、あなたの

スピリットの計画に従って、私達はあなたを

導き守護します。 

  

私達の世界は、愛の原理によって創造されま

した。 

本来は調和がとれた美しい世界ですが、皆さ

んが、本来の愛から遠ざかるにつれて、その

世界は、美しさと調和からかけ離れたものと

なってしまいました。 

  

まずあなたの意識を、私達大天使達と同じ

「愛の源」へと戻していきましょう。 

皆さんが、多くの人に対して恨みや不満を持

ち、自分の感情や意識を傷つけたままでは、

あなたの人生は、愛から遠ざかり、歪みの多

いストレスに満ちたものとなってしまうで

しょう。 

  

私は、皆さんのスピリットの美しさも素晴ら

しさも十分に知っています。 

大天使ウリエルのメッセージ 
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そしてそのスピリットの美しさと素晴らし

さが、十分に実現できていないことも知って

います。 

  

私は、皆さんの意識の中に降り立ち、皆さん

の意識と魂が抱えている困難な問題や制限

を取り外すお手伝いをいたします。 

皆さんの意識に光を当て、皆さんの意識が目

覚め、愛の源泉と深くつながるよう導きます。 

  

皆さんは、再び、皆さんのスピリットの使命

を思いだし、自分の人生を新たに創造し始め

ます。 

しかし今度は、愛と喜びの意識を持って自分

の人生をクリエイトしていく必要がありま

す。 

あなたの人生から、不満や怒りあるいは自分

自身に課している様々な制限を取り外して

いきましょう。 

  

あなたは、スピリットも魂も、自由に飛翔さ

せ、自分の人生を楽しむことができます。 

あなたは、宇宙の働きと一つになるのです。 

あなたの中で、新たに宇宙が息づき創造され

ていきます。 

あなたを通して素晴らしい世界が生まれて

くるのです。 

  

この地球では、皆さん一人一人が創造のマス

ターとして、あなた独自の世界が生み出され

ています。 
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それぞれに独立した世界を創造することも

できますが、同じような世界を創造している

人達がたくさん集まって、ともに素晴らしい

世界を生み出すこともできます。 

  

しかしあなたが、不満や怒りに満ちた人生を

送り続けるとすれば、そのような人達が集ま

っている世界に飲み込まれていってしまう

でしょう。 

怒りや不満、争いや差別が満ち溢れる世界で

す。 

それらの世界もやがては光と共に統合され

ていきますが、あなたはあえてその統合の過

程を体験するために、多くの時間と困難を経

験することになるでしょう。 

しかし、それもあなた自身が選択して創造し

ている世界なのです。 

  

私達ウリエルは、あなたと共に、素晴らしい

世界を創造し、安らぎと調和の中であなたが

生きていく事ができるように守護します。 

その為に必要なことは、不満や怒りを捨て、

愛と喜びに、自分の意識を合わせる事だけで

す。 

 

私達天使は、皆さんが自分の本当の姿に気づ

くことによって、素晴らしい人生を生きてい

く事が出来ると、あなたに教えに来たのです。 

そして、そのための導きを、あなたに対して

行います。 
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私ラジエルは、ウイザードエンジェルとも呼

ばれています。 

もともと天使は、人間のように叡智ある人々

を導くために存在していますが、魔法使い

（ウイザード）は、この宇宙の神秘や真実あ

るいは法則などに深く関わる存在です。 

  

ウイザード（魔法使い）は、宇宙に存在する

星々の運行や成り立ち、植物や動物の特性や

働きに精通しています。 

更に上位のウイザード（魔法使い）になると、

この物理世界を創造することにも携わりま

す。 

皆さんが行っている宇宙の創造において、ウ

イザードは、目に見えない世界から目に見え

る世界を創造するという大切な役目を担っ

ています。 

  

ウイザードは、スピリチュアルな世界の働き

もよく知っています。 

神聖幾何学やマントラなどを使用して、目に

見えない世界から、その原理やエネルギーを

取り出し、物理的な世界に物事を産み出しさ

らに変容させていきます。 

ウイザードが、なぜそのような働きをするか

というと、この宇宙を創造的で豊かなものに

するためです。 

大天使ラジエルのメッセージ 
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宇宙は変化に富んでいます。 

常に新しいもの、優れたものを生み出すため

に変容し続けているのです。 

  

私ラジエルも、皆さんが存在する世界を素晴

らしいものにするために変容させ続けてい

ます。 

人々はそれを神秘と呼び又魔法と呼びます。 

  

ラジエルは、宇宙の神秘や法則によって、自

分の人生の変容と進化を望む人達をサポー

トします。 

宇宙の真理と法則を学び、物事のスピリチュ

アルな側面を理解したいと願う人達にもそ

の素晴らしい真理と法則を分かち合います。 

  

またこの宇宙の成り立ちを知り、神聖幾何学

とマントラによって、目に見えない世界の働

きをこの世界に表したいと願う人には、神聖

幾何学とマントラを授けます。 

  

ただ、私達の活動の目的は、自分自身の利益

のためにあるのではなく、この地球に生きる

多くの人達の幸福のためにあることを知っ

てください。 

今まで多くのウイザードが、自分や特定の人

達の利益のために、魔法を使ってきました。 

その結果、ウイザード達は、とても残念な結

果を生み出してしまったのです。 
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皆さんは、この宇宙の幸福を願うウイザード

になってください。 

天使の心と天使の資質を持って、宇宙の安ら

ぎと進化のために働くウイザードになって

ください。 

  

あなたのスピリットを宇宙の神聖さと共に

歩ませてください。 

あなたのスピリットが創造主の光で満たさ

れ、常に神々の栄光と共にあるように、私は

導きます。 

あなたのスピリットを愛と共に飛翔させて

ください。 

あなたのスピリットが、永遠の喜びと安らぎ

の中で、この宇宙の創造と刺激的な変化を十

分に楽しむことができるように、私は導きま

す。 
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大天使のアチューメントの目的は、「宇宙の

神聖なる愛」にあなたを導くことです。 

我々大天使達の本来の働きは、皆さんを守護

するだけでなく、皆さんの意識と能力をさら

に高め導くことです。 

そしてこの地球を含む宇宙の運営をサポー

トすることです。 

  

天使は、地球だけにいるのではありません。 

この宇宙の多くの銀河や星団にも姿形は違

えどもたくさんの天使が存在しています。 

  

この地球においても、大天使と呼ばれる存在

を中心にたくさんの天使達がいます。 

皆さんの身近なところには、皆さん一人一人

を守護する守護天使達も存在しています。 

守護天使は、その役割や性質に応じて、ミカ

エルやラファエル等の光をうけもち、大天使

ミカエルや大天使ラファエルの指示の元に

動いています。 

 

あなたが、大天使ミカエルと名乗る天使の訪

問を受けた場合、ほとんどの場合が、皆さん

一人一人を守護する守護天使ミカエルでは

ありますが、彼らは大天使ミカエルの指示を

うけて、あなたの元に来ています。 

天の川銀河の大天使について 
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その為に彼らは、大天使ミカエルや大天使ラ

ファエルと呼ばれることがあります。 

  

守護天使と異なり、大天使達は、一人一人の

個人的な問題にはかかわり合いませんが、そ

の人が行うことが、この地球や宇宙に対して

大きな影響を持つ場合は、直接大天使達がそ

の人の守護や導きを行うこともあります。 

 

地球のスピリチュアル界には、大天使達の神

殿があり、そこで多くの大天使達が地球と地

球に生きる生命達の導きについて会議を行

い、天使達の方針を決定しています。 

  

地球の大天使達は、さらに大きなグループで

ある太陽系を守護する大天使達の導きを受

けます。 

そして、太陽系を守護する大天使達は、天の

川銀河を守護する大天使達の導きを受けま

す。 

 

この天の川銀河の大天使達は、天使の星と呼

ばれる秘密の場所から、天の川銀河全体を見

守り、多くの天使達を守護し育てています。 

TAKESHI さんの「エンジェル・レイ」で訪

れる場所が、この天使の星です。 

エンジェル・レイのアチューメントは、天の

川銀河を守護する大天使達の光を直接受け

ることで皆さんが偉大な天使としての資質

に目覚めるようにします。 
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そしてこの天の川銀河の大天使達を指導し

守護するのが、さらに大きな宇宙を見守る大

天使（ユニバーサル・エンジェル）です。 

 

みなさんがよくご存じの 10 大天使のほか

にも、沢山の天使が存在し、独自の働きを行

っています。 

彼らのなかには、地球ではまだ知られていな

い天使達も多く存在します。 

大天使は、地球の大天使達や守護天使とは、

その働きの内容もパワーの大きさも各段に

異なっていますので、私達のメッセージを読

まれて不思議に思われる方もたくさんいら

っしゃる事とおもいます。 

  

私達大天使は、皆さんの立場に立って物事を

見ているのではありません。 

宇宙の成り立ちや法則、そして私達が存在し

ている「愛の源泉」とよばれる宇宙の創造の

源から皆さんを見ています。 

  

そのために、私達は皆さんの個人的な欲望に

応えることはしません。 

それは、本来、私達の役目ではなく、皆さん

を守護する天使達の役割だからです。 

私達は、皆さんの魂やスピリットを癒し、意

識と能力を高めていきます。 

そして皆さんが、天使としての資質を目覚め

させ、天使として活動できるように導きます。 
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全ての天使は、偉大なる光から生まれ、ミカ

エルやガブリエル、ラファエルなどの系列に

分かれ、系列ごとの目的を持って活動してい

ます。 

その系列は、私達ユニバーサル・エンジェル

から始まり、天の川銀河の大天使達を生み、

さらに太陽系と地球の大天使達を生み出し

ました。 

 

そして皆さんを個別に守護する天使へと、各

系列の天使の資質と光は引き継がれていき

ます。 

ですから、ミカエルの系列にある天使は、た

とえ守護天使であったとしても、ミカエルの

光を受け継いでいますので天使ミカエルで

あることに変わりはありません。 

  

もしあなたが、特定の天使に強く惹かれるな

らば、あなた自身がその天使の系列に属して

いる天使である可能性も高いと思います。 

８大天使のアチューメントを受けることに

より、あなたは天使の資質を大きく目覚めさ

せ、自分が天使であったことを思い出すでし

ょう。 

  

皆さんが、私達と出会えたということは、皆

さんのスピリットがとても偉大で大切な役

割を持っているということです。 

あるいは、この地球に来る前は、天使やマス

ターとして、私達と共に宇宙のために働いて

いた仲間だったかもしれません。 
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私達は、あなたのスピリットの呼びかけに応

じて、ここまであなたを導いてきました。 

そして、このアチューメントにより、大天使

達の光を送り、あなたの素晴らしい能力や資

質を目覚めさせていきます。 

あなたが偉大な天使やマスターとして再び

目覚め、すばらしい人生を創造したり魂の目

的に応じた活動ができるようにするためで

す。 

  

また私達も、あなたを通して、宇宙の神聖な

愛の光をこの地球上に広げていきます。 

今地球は、とても大きな転換期に立っていま

す。 

私達大天使達の光と働きが、この地球と地球

に生きる人々に必要とされているのです。 

 

私達も、そのような素晴らしい時期に、皆さ

んと共に活動できることが大変な喜びです。 

地球のみならず宇宙の大きな転換期を共に

乗り越えることで、私達もさらに多くの事を

学び成長できるからです。 

 

それでは、皆さんが、私達、８大天使の光を

受けとり、心もスピリットも癒され、その能

力とパワーをしっかりと発揮していただけ

ることを待ち望んでいます。 

                      

２０１４年 １０月１日  瀬戸武志 
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〇アチューメントについて 

 

アチューメントという言葉は、皆さんにとっ

ては聞きなれない言葉ですが、「エネルギー

を使って心と体の働きを調整する」というこ

とです。よく遠隔ヒーリングという言い方を

する場合もあります。 

遠隔ヒーリングは、離れている場所にいる人

に対して、レイキなどのエネルギーを送って

体調の改善を図ることです。 

エネルギーを送る人は相手のことを思い、健

康になるように意識しながらエネルギーを

送ります。 

エネルギーを送られた人は、そのことによっ

て体が暖かく感じられたり、光や何かのイメ

ージを感じたりすることもありますし、症状

の緩和が起こることもあります。 

 

遠隔ヒーリングが、「心と体の癒し」という

ことを目的とすることに対して、アチューメ

ントは「宇宙の意思・光」のエネルギーによ

って、受け取る人を癒し、意識の成長を図り

ます。 

使用するエネルギーは、この私達や地球を見

守り指導している意識（女神・天使・マスタ

ー）から送られてくる光です。 

この宇宙意識はとても広範囲の働きを持っ

アチューメントのご説明 
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ていますが、基本は「愛と喜びのエネルギー」

です。 

このエネルギー（光）を受け取ったり送った

りすることで、様々な働きが起こってきます。 

自分にとって必要なメッセージを受け取っ

たり、自分の成長を妨げている感情や思い込

み、トラウマなどが解放されたり、自分を癒

してくれることが起こります。 

 

 

○アチューメントはどのように行いますか 

 

アチューメントとは、私達とこの宇宙意識が、

女神様や天使達の姿をとおしてつながって

行く事です。 

宇宙意識は私達に理解しやすいように、私達

にとってなじみ深い天使や女神様の姿で私

達に特定のエネルギーを送ってくれます。 

まず、アチューメントを受けてくださる方の

名前を呼びイメージしながら、天使やマスタ

ー達に、相手に光やエネルギーを行ってくだ

さるようお願いいたします。 

そして祈りの言葉やマントラを、それぞれ２

～3 回読み上げてください。 

後は、天使やマスターが、相手の方とつなが

り、相手の方を癒し導いてくださいます。 

アチューメントを行う人も、天使やマスター

と共にいて、その光を一緒に受けてください。 

約 20～30 分でアチューメントは終了です。 
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〇アチューメントを受けるとどうなります

か 

 

アチューメントを受けている時は、天使達や

マスター達のイメージや光が見えたり、メッ

セージらしいものを受け取ったりすること

があります。 

また体が熱く感じられたり、揺れたり勝手に

動いたりすることもあります。 

気持ち良くて寝てしまったりすごく安らか

な気持ちになることもあります。 

反対に自分の中で押さえつけている感情な

どがあれば、それが表に出てきて発散される

こともありますし、自分の欠点を見せつけら

れることもあります。 

 

アチューメントを受けている時は、何も感じ

なくても、素晴らしいタイミングで人と出会

ったり、自分の人生を好転させる出来事が起

きたりもします。 

ただ人によっては、人生が好転していく前に、

多くのしがらみやカルマを解き放つために、

予期せぬ出来事が起こる場合もありますが、

すべては自分自身がより良い方向に変化し

ていくために起こることです。 

 

アチューメントの効果はさまざまですが、人

と比較するのも無意味ですし、望みの効果が

でなかったからと言って、アチューメントが

無駄であるという事はありません。 

その人に必要なタイミングで何かが起こっ
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てきますので、この宇宙を信頼しておこなっ

てください。 

 

 

〇体のヒーリングも行われます 

 

アチューメントは肉体および精神のヒーリ

ングをおこないます。 

体が疲れている場合には、体の癒しが起こり

ますので、体がだるくなったり熟睡してしま

うこともあります。 

体がとても熱くなったり様々な感覚や体感

が起こる事もありますので、ゆっくりとくつ

ろいで行ってください。 

感情的なストレスが強い人には、脳神経への

働きかけも起こりますので、頭が重くなった

り、頭痛が起こるときもありますが、しばら

くすると頭痛も取れ心も体もすっきりする

とおもいます。 

 

 

〇アチューメントを受けるとき・行うとき 

 

●アチューメントを受け取る方は、リラック

スして受けてください。 

１、アチューメントを受ける前に、身の回り

を片付け、静かで心地よい空間をつくり、

リラックスされてください。けっして屋

外にいるときや車の運転中には受けな

いでください。 
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２、アチューメントを受ける方は、相手から

電話があったら、相手の言葉を心の中に

響くように聞いてください。 

そして電話が終了したら、自分の心と体

を癒すように光を満たしてください。 

イメージが苦手な方は「ありがとうござ

います。私とこの地球のすべての生命に

素晴らしい光を満たしてください。」とず

っと祈り続けてもよいと思います。 

 

３、相手の祈りの言葉やマントラが終了して

15 分～30 分程度、光やエネルギーが

流れてきますので、それを受け止めてく

ださい。 

あなたにとって必要な場合には、それ以

上の時間（1～２時間）の間、エネルギ

ーが流れ続けることがあります。終わる

までゆっくりと過ごしてください。途中

で寝てしまっても構いません。 

 

４、アチューメントが終わっても、お手元に

あるテキストや祈りの言葉を読まれて、

自分自身に対してセルフアチューメン

トを行い、女神やマスターとのつながり

を日々高めていってください。そうする

ことで、アチューメントの効果がさらに

高まっていきます 

 

○アチューメントに関して、権利はすべて瀬

戸武志にありますが、私は皆さんに対して、

テキスト料金やアチューメントの使用料
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金等を一切請求いたしませんし、また皆さ

んが行ったことに関して責任も取りませ

ん。 

 

〇宇宙の光が提供するアチューメントは、私

達の意識の成長をサポートする為に提供

されますが、精神的な疾患や自律神経にか

かわる疾患をお持ちの方、情緒不安定な方

は症状が悪化する事もございますので、充

分に気をつけられて下さい。 
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〇クリスタルの特性について 

クリスタルは、本来この地球の大地の中で、

地球の意識とエネルギーによって育てられ

ました。 

クリスタルの中には、天使や光の存在につな

がる記憶とエネルギーが満ちており、私達に

多くのギフトと気づきをもたらします。 

 

クリスタルは、2 つの特性を合わせ持ってい

ます。 

ひとつは、私達の精神を自由に飛翔させ、

様々な想像力と創造性を高める事。 

そして、私達の心を癒し、深い意識レベルで

地球や宇宙の意志とつながりグランディン

グさせる事。 

 

クリスタルを使用することの利点は、クリス

タルは、私達の潜在意識に働きかけ、私達の

能力を高めることです。私は、いままで様々

なクリスタルと出会ってきました。 

そしてクリスタルと共に瞑想を行い一緒に

過ごすことで様々な能力やパワーを目覚め

させてきました。 

チャネリング能力もそうですし神々の世界

を認識する能力やアチューメントを開発す

る能力も、クリスタル達のサポートがあった

おかげで、私はそれを獲得し育てることがで

クリスタルの活用について 
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きたのです。 

 

大天使や他のアチューメントでは、私達が通

常の意識から、精妙なエンジェル達やマスタ

ー達の次元に移行していく為に、クリスタル

達がとても大きなサポートをします。 

クリスタルはとても純粋なエネルギーや情

報をその中に持っており、皆さんのエネルギ

ーと感受性を高めます。 

クリスタルは、マスター達から送られる光や

様々な情報を増幅して、皆さんが、そのエネ

ルギーを受け取ることを容易にして、天使や

マスター達とのつながりを深めることをサ

ポートします。 

 

〇クリスタルの使用法 

 

１、クリスタルによるチャクラの活性 

 

アチューメントの時は、大きめのクリスタル

を体の正面に置き、向かい合うようにすると

とても効果的です。 

クリスタルの光とパワーが、あなたのチャク

ラと光でつながっていくように想像するこ

とで、あなたのチャクラとスピリットのシス

テムを活性化してライトボデイへの移行を

スムーズに行うことを助けます。 

またクリスタルを通して、マスター達の光が

増幅されてあなたに送られてきますので、さ

らにパワーアップしたアチューメントを受

けることができます。 



 
 

63 

２、クリスタルを通してマスターとつながる。 

 

両方の掌でクリスタルを包むようにして、ク

リスタルのエネルギーを両手から体全体に

満たしていくようにすることもとても効果

的です。 

クリスタルのエネルギーにより、あなたの体

とスピリットの感性がとても高まり、光やエ

ネルギーを感受しやすくなります。 

クリスタルが媒体となり、マスター達からの

メッセージを伝えてくれることもあります。 

またクリスタルを手にすることで、心を冷静

に保ち雑念を追い払うことを容易にします

ので、マスターの光にさらに深くつながるこ

ともできると思います。 

 

 

３、クリスタルから情報を受け取る 

 

クリスタルからの情報を受け取る場合には、

クリスタルとあなたのサード・アイが、つな

がっているように想像して、両手の親指でク

リスタルを強くこすることで、クリスタルを

活性化しその情報を受け取ることができま

す。 

もしくは、クリスタルをサード・アイに充て

て深く深呼吸をしてください。 

あなたのサード・アイとハートチャクラのエ

ネルギーがクリスタルと同調して、様々な情

報を受け取ったり自分の秘められている可

能性を開くこともできます。 
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クリスタルの情報は、皆さんのスピリチュア

ルレベルで認識され利用されるものですか

ら、その情報を皆さんが直接知ることはあま

りありません。 

しかし、その情報は、あなたのスピリットを

活性化し、スピリットが持つプログラムを実

現していきますので、皆さんの意識レベルや

肉体レベルにもさまざまな変化が現れ、意識

が向上し能力が高まることが起こります。 

 

 

４、ドリーム・クリスタル 

 

クリスタルは、皆さんのスピリットと肉体や

心の働きを癒しバランスをとることも行い

ます。 

私は良く、寝る時に大きなクリスタルを枕元

に置いたり手を当てて寝たりすることがあ

ります。 

新しいエネルギーが降りてきた時などに、そ

のエネルギーと自分のスピリットや肉体を

同調させ、そのエネルギーを自由に使用でき

るようにするためです。 

皆さんの中にも、新しいエネルギーに触れる

と、心と体のバランスが崩れる人もいますの

で、このような方法でエネルギーのバランス

をとることも重要です。 

ただし、グラウディングができていない人や

エネルギーに敏感な人は、枕元でなく足元に

置きます。 

寝ている時は、スピリットと潜在意識がバラ
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ンスをとるために、様々な夢を見たりメッセ

ージを受け取ることもあります。 

 

 

５、ヒーリング・クリスタル 

 

クリスタルを自分の癒しのために使うこと

は、とても重要なことです。 

クリスタルによる癒しは、エネルギーレベル

で行われますので、クリスタルをあなたのハ

ートに充て、クリスタルのエネルギーと同調

していきます。 

そしてクリスタルの純粋な光が、あなたのハ

ートの中に広がり、あなたの悲しみの感情な

どを光りでつつんでいるように想像し、過去

に起こった事を許してあげましょう。 

 

 

６、プレイヤーズ・クリスタル 

 

祈りを行う人、自分以外の人に光を送る人た

ちにとってクリスタルはとても大きなサポ

ートを行います。 

皆さんの純粋なエネルギーをクリスタルは

感じとり、そのエネルギーを増幅して送るこ

とができます。 

アチューメントをおこなう時などにも大変

便利です。 

この時は、片手・もしくは両手でクリスタル

を包むようにして、あなたのハートチャクラ

とクラウンチャクラに光がつながっている
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ように想像してください。 

クリスタルの中に、相手のイメージを想像し

てクリスタルを通して相手に光を送ること

もできます。 

 

 

＊クリスタルの購入に関して TAKESHI

のクリスタル通販サイト「エンライトメン

ト・クリスタル」 

 

TAKESHI の通販サイトで、女神や天使、マ

スター達のエネルギーを入れ活性化したク

リスタルを準備しております。片手で持てる

くらいのサイズから２０K を超えるような

特大サイズまで準備しております。 

 

「エンライトメント・クリスタル」 

http://stone1.shop-pro.jp/ 

 

http://stone1.shop-pro.jp/

