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 Archangel in the universe 

アチューメント創始者 瀬戸武志＆宇宙の光 

公式 HP 宇宙の光  http://hikari1.com/ 

宇宙の大天使 HP   http://u-angels.com/ 

アメブロ 宇宙の光 

http://ameblo.jp/takeshi-hikari/ 

Eメール TAKESHI hikari@k-suai.com 

伝授者 

 

 

天使のイラスト 

えんじぇる （佐藤弘之） 

エンジェルアートのブログ 

http://ameblo.jp/angel-art2010/ 

 

宇宙の 8大天使達の 

アチューメント 

あなたが天使となるための 

８つのアチューメント 

http://hikari1.com/
http://u-angels.com/
http://ameblo.jp/takeshi-hikari/
mailto:hikari@k-suai.com
http://ameblo.jp/angel-art2010/
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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、この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。 

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。 

  

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。 

天の川銀河の大天使達について 



宇宙の光 ８大天使 チャミエル テキスト  3 

 

  

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。 

   

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。 

  

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。 
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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。 

 

 

 

＊今回作られた 8大天使のアチューメントのエネルギーの源は、宇宙の創造のエネルギーとも深いつながりにあ

るユニバーサル・エンジェルにその源を発していますが、そのエネルギーはとても高いので、天の川銀河の大天

使達によって、私達がそのエネルギーを受け取れるように変換されて送られます。 

そのエネルギーは、地球の大天使達や私達一人一人を守護する守護天使も活性化していきます。 

 

その為に、今回のアチューメントは、8大天使のアチューメントと呼ばせていただきます。 

 

 

                         ２０１４年 １０月１日  瀬戸武志 
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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。 

  

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。 

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。 

8 大天使のアチューメントについて 
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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、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天使のイラストに関して 

テキストで使用している天使のイラストは、えんじぇる（佐藤弘之） 

さんの著作であり、その権利はすべて彼に所属するために無断使用 

を禁止いたします。 

ただし、ユニバーサルエンジェルのアチューメントを行う人は、アチューメント

の説明や宣伝に関して HPやブログ、テキストの印刷物に、このテキスト内の絵を

使用することは認められています。 

使用する際には、必ずえんじぇるさんのブログへのリンクを張り、無断使用禁止

と書き添えてください。 

エンジェルアートのブログ   http://ameblo.jp/angel-art2010/ 

 

http://ameblo.jp/angel-art2010/
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８代天使のアチューメント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 1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。 

 

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。 

 

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。 

 

8 大天使のアチューメント 区分と順番について 
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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。 

 

 

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。 

それは、愛と喜びに満ちたあふれた世界であり、多くの仲間たちと叡智を分かち合う光の世界です。 

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。 

そしてハニエルは、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。 

 

 

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、あなたをそこに導きます。 

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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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。 

 

 

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。 

アチューメントに関するご説明 
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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。 

 

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 
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●アチューメントを送る方は、可能な限り電話での言霊伝授でお願いします。 

１、メールなどで、アチューメントの日時が決定しましたら、受け手の方に事前にテキストを送り、アチューメ

ントを受ける意志の確認を行ってください 

 

２、アチューメントを行う前に、身の回りをかたづけ、神聖な場所をおつくりください 

 

３、アチューメントの時間になりましたら、送り手の方は、相手に電話をかけ、女神やマスターへの挨拶、祈り

の言葉、マントラを言う「言霊伝授」でお願いいたします。 

電話が使用できないに方は、受け手の許可を得て、メールでのやり取りでお願いいたします。 

 

４、アチューメントが終了しましたら、後日相手の方と、メッセージや感想などについて分かち合ってください。 

  もし相手が、他の方へアチューメントを行いたいという気持ちがあれば練習相手になってあげてください。 

 

 

〇テキスト・イラストの取り扱いについて 

 

このテキストは、天使やマスターからのメッセージをもとに、瀬戸武志により作成されました。 

このテキストの著作権は、すべて瀬戸武志に属しますが、次の許可事項に関しては、自由にかつ無料でご使用に

なってもかまいません。 

イラストはえんじぇる（佐藤弘之）さんの所有になりますので、アチューメントの紹介・広告・説明に関して HP

やブログでの使用は認められていますが、それ以外の事には使用しないでください。 

 

○しても良い事（許可事項） 

アチューメントを行うにあたり、相手にこのテキストを提供すること。（コピー、郵送、メールへの添付等） 

アチューメントの紹介・広告・説明などで、テキスト内のイラストや文書を HPなどで使用する事。 

 

○してはいけない事（禁止事項） 

このテキストを、勝手に書き変えたり、自分の意見をテキスト内に入れること。 

このアチューメントに関係のないところでイラストを無断で使用する事。 

 

【アチューメントに関するお願い】 

 

○アチューメントの祈りの言葉などは、できうる限り直接電話などで行う言霊伝授でお願いします。 

相手の意思を尊重して、丁寧なアチューメントを心がけてください。 

 

○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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偉大なる精霊とすべての生命の守護者 

大天使チャミエル 
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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。 

  

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。 

大天使チャミエルのメッセージ 



宇宙の光 ８大天使 チャミエル テキスト  14 

 

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、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。 

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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

偉大なる美と喜びの守護者 

大天使チャミエルのアチューメント 
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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きたのです。 

 

ユニバーサル・エンジェル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。 

 

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。 

クリスタルの活用について 
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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。 

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/

