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PART1 アチューメントの基本的な説明 

 

【アチューメントとは、何でしょうか】 

 

アチューメントとは、特定のエネルギーやヒーリングのための意識を、相手にお伝えすることです。 

相手のハートに宇宙のマスターや女神様、天使達に象徴されるエネルギーを送り、大切なつながり

を作っていきます。 

 

もしあなたが、大切に思っている人から、「愛しています」と言われたら、とても嬉しくなって、

心がわくわくしますよね。もちろんそんな時は、肩こりも忘れて、人生が楽しく感じられます。 

「アチューメント」とは、マスターや女神様、天使達から、あなたのハートや魂が「愛しています」

と言ってもらうことなのです。 

 

あなたの魂は、この人生を歩む中でさまざまな苦しみや悲しみなどの心の痛みを感じて生きてきま

した。そんな傷ついている心や魂に、宇宙からの癒しのエネルギーを送ってもらうことがアチュー

メントです。そして、偉大なるマスターや女神様、天使達にイメージされたエネルギー、たとえば

「聖母の愛」「癒し」「活性化」などのエネルギーをハートは受取ります。 

 

宇宙は、あなたの心と魂が望むもの、必要なものを与えてくれます。同じアチューメントを受けて

も、一人一人の体験が異なっているのは、このためではないでしょうか。もちろんアチューメント

をとおして与えられるギフト（贈り物）は、あなたの願いをすべて、またすぐに満たすものではな

いかもしれません。 

 

しかしながら、女神様や天使は、あなたの心と魂の奥深いところに、花の種を植えていきます。も

しあなたが、偉大なるマスターや女神様、天使達と共に、その種を育てることが出来たならきっと

美しい花を咲かせることでしょう。 

 

 

 

【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。 

宇宙は私達に理解しやすいように、私達にとってなじみ深いマリア様や観音様のお姿で私達に特定

のエネルギーを送ってくれます。 
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私達がアチューメントを行う時には、まず女神様をイメージしながら、祈りの言葉を捧げます。 

これは、あなたが、女神様とつながり、女神様の光を自分に満たすためです。 

 

次に、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、女神様に、相手に対し

てアチューメント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、3 回

～6回以上読み上げてください。 

 

後は、女神様が、相手の方とつながり、女神様自身が相手の方をアチューメントしてくださいます。 

ただあなたは、女神様と共にいて、女神様の光を一緒に受けてください。 

 

約 20～30 分で女神様は、アチューメントを終了なさります。終了する時は、自分の身体からも、

すーとエネルギーが離れていく感じがするときもあります。 

アチューメントが終了した時は、感謝の言葉をのべて、終了してください。 

 

 

【離れている人にアチューメントできる理由】 

 

アチューメントは、遠く離れている相手に対してもエネルギーを送る事ができます。私たちの意識

は、時と空間を越えるだけの働きを持っているようです。そして、そのエネルギーは、あなたやこ

の地球を生みだした宇宙の意識とつながっています。 

そのために、アチューメントを行っているのはあなたでも、あなたと相手の方をつないでいるのは、

女神様や天使様のエネルギーなのです。あなたは、彼女達からのサポートを得て、あなたは自分の

意識が持っている制限を取り外し、遠くに離れている人にもエネルギーを送ることが可能になりま

す。 

女神様や天使達をどうか信頼して下さい。そして、自分の自意識をすてて、彼女たちにすべてを委

ね、アチューメントを行ってください。 

 

 

【アチューメントが成功したかどうかを判断するために】 

 

このアチューメントというのは、私達をとおして、女神様や天使達そして宇宙の意識が行う素晴ら

しい仕事ですから、その意識を信頼することができれば、アチューメントは、必ず完了します。 

 

私達は、次のような事を、アチューメントが行われた目安といたしますが、勿論これだけではあり

ませんし、当てはまらなくても、アチューメントがきちんと出来ている場合もあります。人によっ
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ては、自分に対するアチューメントを繰り返し行ううちに、少しずつ感覚がうまれ、つながりを感

じ始める方もいらっしゃいます。 

 

 

○体に感じること 

 身体が、暖かくなったりピリピリ、チクチクする。気が動く感じがする。 

 身体の部分に痛みや違和感を覚えます。あるいは重く、軽く、だるく、感じられる。 

 身体の部分や全体が、自分の意志とは関係なく動く。身体や首が後ろにそる。 

 身体の痛みや疲れが軽減していく。 

 異常に眠くなる。あくびが出る 

 

○心に感じること 

 怒りや悲しみ苦しみ喜び等の感情が湧き起こってくる。 

 涙や笑いが自然と出てくる。 

 感謝や喜び、嬉しい、愛おしい気持ちが起こってくる 

 気にしていた事、悩んでいた事がどんどん出てくる 

 断片的であっても、何かのイメージや映像、思い出のシーンが心に浮かぶ。 

 心の中に声が聞こえたり、言葉が浮かんでくる。 

 自分の心の中や周りに、光や誰かの存在を見えたり感じられたりする。 

 

○後でわかること 

 身体がとても楽になっている。 

 さまざまな気づきや精神的な変化が起こった 

 自分の生活や気持ちが少しずつ変化してきた。楽しくなってきた。出会いが増えた。 
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PART２ アチューメントによって起こる事 

 

【アチューメントを受けるとどのようなことが起こりますか】 

 

相手はそのエネルギーに反応して、からだが揺れたり、熱くなったり、あるいは眠くなったりしま

す。これは、送られてきたエネルギーをとうして、私たちの身体が癒され、身体のバランスをとる

ために、自発的に行っている行為ですので、全く心配ありません。起こることに身を任せることで、

身体は元気になっていきます。 

 

そしてまた、自分の感情面でも、あなたが潜在的に持っていた悲しみや苦しみ、そして恨みなどの

エネルギーも、清らかな「愛」や「慈しみ」などのエネルギーによって押し出されるようにして表

に出てきます。 

 

その時、人はその感情を再度味わうことがあるかもしれませんが、その感情もやがて消え去り、あ

なたはその感情にとらわれなくなります。私たちはそれを浄化と呼んでいます。アチューメントの

前後に、いらいらしたり悲しくなったり、あるいは、訳もなく涙が出てくるのはこのためです。 

 

またアチューメントによって送られたエネルギーは、その人の魂や心、身体までも元気にする働き

も持っています。そして、特定の働き、「豊かさに恵まれる」「愛の感情を味わう」「魂の可能性を

開く」などの事に関した出来事も起こってくることがあります。 

 

たとえば仕事がうまくいくようになったり、すばらしい出会いが起こったり、自分の能力が高まっ

たりすることもそうです。あなたが今私たちと共にいるということも、まさにマリア様と観音様に

よる働きだと思います。 

 

 

 

【アチューメントを受ける時に見えるヴィジョン】 

 

アチューメントを受けることによって、すばらしいエネルギーがあなたの、心の中に入ってきます。

アチューメントに慣れている人は、そのようなエネルギーを光として、視覚的に感じることもでき

ますし、エネルギーが入ってくることにより、自分の心の潜在的な意識が触発されて、さまざまな

映像やヴィジョンを感じることがあります。 
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それはすべて、あなたの心が、あなたのために作り出しているものです。宇宙からの意思をヴィジ

ョンとして見せてくれたり、自分が気づかなければならない事や、魂が求めている事柄を、わかり

やすく映像化して見せてくれるのです。 

 

ただ、あまりその映像にとらわれたり、求めたりする必要はありません。心は時折、居心地の良い

映像や、自分の虚栄心を満たすようなイメージも送ることがあるからです。必要な事は、そのイメ

ージやヴィジョンから、自分が何を学び、何を気づくか、と言うことです。できる限り、感謝と気

づきの気持ちを持って、受け止めてください。 

 

 

【アチューメントのときに聞こえるメッセージ】 

 

よく女神達や天使達は、皆さんの心の中に、すてきなメッセージを囁いてくれることがあ

ります。それは、あなたに気づいてもらいたいことがあるからです。その言葉はあなたの

魂からのメッセージでもあります。あなたは、その事を否定する必要も、また大げさに捕

らえる必要もありません。ただ、仲の良い友人からのメッセージだと思ってください。 

 

あなたが、その言葉を理性的に判断して、正しいと思えば、その言葉に従って、自分を成

長させるための努力を行えばよいし、また、おかしい、不自然だと思えば、その言葉に従

う必要はありません。 

 

ただ、そのような言葉があった事だけを覚えておいてください。そのときは理解できなく

ても、自分の心の成長に伴って、理解できるようになることも多いからです。 

また不快な言葉が聞こえる時は、無視するに限ります。 

 

 

 

【アチューメントに伴う体調の変化】 

 

アチューメントを受けるということは、皆さんの心と魂に新しいエネルギーを受け入れるというこ

とです。そのために、心と身体は、さまざまな変化を体験することがあります。 

 

特に初めてアチューメントを受ける方や、まだ慣れていない方は、エネルギーを充分に受取ること
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ができなくて、何も感じない時もありますし、反対に、なれないエネルギーを受取ることで、大き

な体調の変化を感じることもあります。 

 

アチューメントはその人にとって、必要なエネルギーをもたらしますので、心配なさることはあり

ません。体調の変化を感じた時には、たくさんミネラル・ウオーターやハーブ・ティをお飲みにな

り、身体の中の不要な毒素やエネルギーを外に排出することと、睡眠をたくさんとられることをお

勧めいたします。 

 

ただ、短い期間にいくつものアチューメントを、複数受けられることは、お勧めできません。一つ

一つがとても大きなエネルギーを持っていますので、浄化のエネルギーが２重に働くことがあり、

体調を崩しやすくなります。 

 

できれば一つのアチューメントと次のアチューメントは１週間以上、期間をあけられた方が良いと

思います。また自分にとって必要でないアチューメントをやたら受けることもお勧めできません。 

 

 

 

【体調の具体的な変化と感情】 

 

まずアチューメントの前後に起こりやすいことは、頭痛です。これは、エネルギーは主に額にある

第３の目（サードアイと呼ばれるチャクラ）から入ると言われていますが、そのチャクラの働きが

活性化していない人は、そこに違和感を覚えることがあります。 

 

具体的には、額がむずむずする感じや締め付けられる感じ、圧迫される感じ、痛みやのぼせる感じ、

首や肩が痛んだりこったりする感じなどですが、それは次第に薄れてきますし、違和感も解消して

きます。 

 

身体が揺れたり、動く感じも良く起こりますこれもアチューメントにより、身体の自然治癒力が高

まり、身体のバランスが整うために起こります。またこの後眠くなることも良くあります。これら

の事は、奇異に思われかも知れませんが、身体にとってはとても大切な事なのです。 

 

しかしながら、アチューメントが終了しても、身体の動きが止まらないときは、あなたの本来持っ

ているエネルギーがグラウディングできていない時があるのでご注意ください。 

 

精神的な事（スピリチュアルな事）ばかりにとらわれてしまい、現実生活がおろそかになったり、

身体の運動や労働が不足している時に起こりやすくなりますので、深呼吸をして、自分の意識を身

体に戻してきます。沿いてスポーツや散歩などをとうして、もっと自然に触れる事をお勧めいたし

ます。 
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身体の特定の場所が痛くなる事もあります。これは一つには、もともと弱っている内臓が、自然治

癒力により回復する時に起こります。弱っている内臓や、神経器官が回復するために、たくさんの

血液が流れ込み、老廃物を外に排出する事があります。このような時は、特定の場所に痛みが出た

り、身体全体がだるくなる事もありますが、やがて回復いたします。 

 

また、自分の特定の部位と関連した感情が沸き起こっている時にも痛みは起こります。たとえば、

怒りは肝臓と、悲しみは肺と、悩み苦しみは胃腸と、失望や絶望感は腎臓と関係しています。その

ような感情が出てきたときには関係する内臓にも痛みが出る事があります。 

 

これはアチューメントに限った事ではなく、ストレスによる胃の痛みのように日常的にも起こりう

る事ですが、アチューメントを受ける事により、その浄化のエネルギーは高まりますので、その痛

みやだるさが出やすくなります。これは原因となった感情を認め、慰め、癒してあげる事が必要で

す。このような時は、毎日できうる限り、自分自身にたいしてアチューメントを行う事も大切です。 
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PART3 アチューメントをとうして成長するために 

【自分に対するアチューメントの必要性】 

 

アチューメントは、あなたが生きているこの宇宙から、女神様や天使達のエネルギーと意思を、あ

なたの心に送るためのものでありますし、あなたの魂がもともと持っているすばらしい特質を思い

出すためのものでもあります。ですから、一度アチューメントを受けたからといって、すべてが変

わるわけではありません。 

自分の中に、宇宙から送られたすばらしいエネルギーを定着させ、活用させるためにも、自分自身

に対して、何度でも、その光を送り続ける必要があります。そうする事によって、自分の心の中に

あるすばらしい「聖なる意識」が芽生え始め、あなたは本当の自分と出会う事ができるのです。 

 

そして、女神様や天使達に表わされるエネルギーを育てるのは、あなた自身を育てる事です。次か

ら次へと女神様や天使達を渡り歩いているだけでは、あなたの中の何物も変わりません。 

 

アチューメントは女神様や天使達の尊い意思とエネルギーを、あなたがこの地上で表現するために、

受け継ぐことであり、あなた自身が女神となり天使となる事なのです。そのためにも、自分に対す

るアチューメント（ヒーリング）を、行ってください。 

 

ただし、仕事や家庭の事、お子さんのお世話がおろそかになってはいけません。現実世界でのこと

がちゃんとできない人は、まずそこをきちんとできるようにしなければ、せっかくの女神様の意思

も無駄になってしまいます。 

 

【アチューメントを行うことの大切さ】 

 

私たちはアチューメントをしていただいたら、他の方へアチューメントをさせていただくことがで

きます。 

私たちは、女神のエネルギーを受取ったら、自分に対してより深く自己アチューメントすると同時

に、他人に対しても、女神様の尊いエネルギーをお伝えすることが大切なのです。 

 

川の水が高いところから、低いところにどんどん流れていくように、あなたが他人にアチューメン

トすることによって、宇宙のエネルギーはあなたの中に、どんどん流れ込み、あなたを幸せの光で

満たしていきます。 

 

そしてその光が、あなたから、相手の方へと流れて行きます。そしてもちろん相手の方も、女神
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のイメージを伴った宇宙のエネルギーで、心も身体もそして魂さえも満たされていきます。 

 

あなたが誰かにアチューメントをするということは、自分自身に対してもアチューメントをするこ

とでもあるし、自分自身と宇宙との繋がりをますます強くして、宇宙からの恵みをたくさんいただ

けるようにするということです。 

 

もちろん、その光は、あなたをとうしてあなたの家族や身の回りの方にも広がっていきます。 

アチューメントをすることで、自分はもちろん皆さんの心にも、幸せの種をまいているのです。 

 

 

【アチューメントと地球の意識】 

 

アチューメントを行うということは、人の心に「豊かさ」「幸せ」「愛」「慈悲」そのようなすばら

しい光をともしていくことです。 

 

私たちは、いつも仕事と生活に追われて、忙しい毎日を送っています。そして生きている間に、苦

しいこと、悲しいこと、辛いことをたくさん体験し、その感情を心の中に閉じ込めてしまいます。 

 

でも人の心は、地球の心とつながっていますから、心の奥深くになおし込んだ悲しみや苦しみの思

いは、すべて地球に伝わってしまいます。地球は、私たちの母親として、私たちの心を慰め元気付

けてくれます。でもあまりにも多くの悲しみや苦しみがあふれてしまっては、お母さんである地球

も病気になってしまいます。 

 

自分の心にある苦しみや悲しみは、自分で浄化して、地球に負担をかけないようにしなければなり

ません。そしても「苦しみ」や「悲しみ」の変わりに、「愛」「やさしさ」「尊敬」「感謝」と言った

すばらしいエネルギーを地球に送りましょう。私たち一人一人の心の中にあるすばらしい光を、地

球に満たしましょう。それが本来のアチューメントなのです。 

 

私たちは、自分自身の心の事、生活の事で頭がいっぱいになっているかもしれません。でもアチュ

ーメントをとうして、自分の心が豊かになったら、今度はその思いを、皆さんとそして母なる地球

と分かち合いましょう。 

母なる地球は、子供である私たちのために、その愛を惜しみなく注いできました。今度は私たちが、

その愛に応えるときかもしれませんね。 

                         

 

【アチューメントのエネルギーを活用する事】 
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時折、アチューメントを何回か行っていくと、ヴィジョンやメッセージが何も起こらなくなったと

いう方が時折いらっしゃいます。その理由はいくつかあります。 

一つは、自己アチューメントなどをしっかり行っている方は、アチューメントがより深い状態に入

っていくために、自意識の中では認識されなくなる事もありますが、そうでない方のなかには異な

る理由もあるようです。 

以下説明いたします。 

 

「宇宙の光」のアチューメントのエネルギーは、その方の精神的なブロックを壊し新たな精神構造

を形成するためのサポートを行います。その方が精神的に成長する事や自分を癒す事を選ぶことで、

そのエネルギーはどんどん活用され、消費されます。 

 

しかしその活用をおこなわない方には、エネルギーがとどこってしまい、身体にとって過剰なもの

となります。 

精神的なものだけでなく、肉体的なヒーリングを行っても良いかも知れません。 

もしくは、知人にレイキのような形で、エネルギーを分けてあげても良いでしょう。 

 

エネルギーは活用する事によって、新しく生まれてきますしその人のエネルギーを受け取るキャパ

シティは広がってきます。 

「宇宙の光」以外にもいろんなアチューメントがあります。その一つ一つは素晴らしく、また大切

な役割を持っています。 

 

中には多くのアチューメントをもっている方もいらっしゃいます。 

大切な事は、そのアチュ－メントをしっかり使いこなす事です良く高級車を何台も持っていて飾っ

ている方がいますが１台１台の車の性能は素晴らしくても、使用しなければ、 

意味はありませんし、大切なスペースを無駄に使用しているだけです。 

本人はそれで満足かも知れませんが、走るために生まれてきた車は、やがて使用されないと壊れて

きます。 

 

アチューメントも同じです。 

使用されるからこそ、新しい力が生まれるのです。 

女神や天使達は、きちんとお付き合いをしてくださる方に多くの働きとメッセージを与え、サポー

トを行います。 

あなたの心を、使用しない車の駐車場にしないでください。 

あなたの心を、女神達や天使達が自由に活動できる空間にしてあげてください。 

 

【宇宙の光】が行っているスクールは、あなたの心の中をクリアーにしてあなたのこころの隅々ま

で、光が通るようにしていくための場所です。 

女神やマスターが、あなたとこの地球が少しでもよくなっていくようにあなたと共同作業をしてい

くための場所です。 

 

でも忘れないでください。 
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常に車を運転しているのは、あなた自身です。 

あなた以外の方は、あなたをコントロールする事はできません。 

いつも自分の主体性を持って、女神達と付き合うことができるならあなた自身が、女神や天使その

ものであることに気付くでしょう。 
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宇宙意識―「自分が存在する目的のために、生きていこうとする意思」 

 

まず私イシスは、この宇宙意識の叡智、一般に公表されることのないミステリアスな事象を担当す

る意識でございます。 

その中には、皆さんの魂の誕生の秘密や、皆さんが輪廻転生と呼んでいるもの、あるいは言葉の持

つ秘術（マントラ）などの働きを管理する力も含まれます。 

 

私達がよく使う宇宙意識についても少しお話をさせていただきます。 

この宇宙意識はこの地球のみならず太陽系やさらに大きな銀河系がともに共有している意識です。 

意識という言葉を使うと、皆さんの場合は、「人間が持っている感情や価値観を伴った考え」とい

うことを連想されるかもしれません。 

もちろんそれも決して間違いではございませんが、宇宙意識は感情を持ちません。 

 

その意識は、銀河系から地球、そして人間や、自然界に存在する動物や植物たちに共通している意

思です。 

「自分が存在する目的のために、生きていこうとする意思」がそうです。 

地球で美しく咲いている植物たちは、自らを繁栄させていくために美しく咲き誇りその種を残しま

す。 

動物たちも同じように種を残し繁栄するとともに、多種よりも優位になるために進化します。 

もちろん人間も、この地球で自らの種を繁栄させていくという存在目的は、ほかの植物や動物たち

と変わりません。 

 

しかしながら人間には、もう一つ大切な存在理由があります。それが「意識の成長」であり「魂の

成長」と呼ばれるものです。 

人間は自分の心や魂が持つ意識や特質を育て、その特質によって人間という種族のみならず、地球

の意識の成長を助けてあげるという存在目的があるのではないかと思われます。 

この目的が、人間にとって全体の宇宙意識と深くかかわってくるところです。 

 

もちろん地球にもとても大きな存在目的が在ります。 

この地球に存在する数えきれないほど多くの動植物や生命たちが安心して暮らせるように、その多

くの生命達が自らの目的を果たせるように、安定した場所を提供するということです。 

そうしてもう一つ、地球は星として進化しなければなりません。 

星の進化というのは、星自体の高度な安定化とそこに生存する生命体の意識の進化が図れる環境を

作り出すということです。 

宇宙意識とアチューメント  イシスのチャネリングより 
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星の中には、まだ若くて地殻活動などが安定せず、生命が存在することができない星もあります。 

またかつては生命が存在していたけれど、環境の変化などによって生命が存在できなくなった星も

あります。 

もちろん目には見えなくても、物理的な部分以外のところで生命が存在している星もあるようです。 

これらの多くの星を有する銀河系の意識というのは、自らが成長するために、多くの星を生み出し

続けるということです。 

 

動物や植物が自分たちの種を繁栄させるために、そして種を成長さるために、子供を生み続けると

いうことと基本は同じです。 

もちろんスケールは全く違いますが、この銀河系も自分自身を成長させるために、新しい星を生み、

その星の中からいくつかの星が、生命を宿す星となるのです。 

そして生命を宿した星の中から、本の一握りの星が高度の意識を持つ生命を育てることができるの

です。 

 

この銀河系の中には、約 2000 億個近い星があるといわれますが、この高度な意識をもつ人間を育

て上げてきた地球というのは、非常に貴重な星なのです。 

銀河系の意識というのは、銀河系に中に幾つか存在する地球のような星を見守り、育てていくとい

うことにエネルギーを注いでいきます。 

そのために、高度な意識を持った存在達が、その住んでいる惑星の意識と共鳴しあい、時として協

力しながら、お互いを育てていく事をサポートします。 

 

  

 

 地球と人の意識をサポートする銀河系の意識 

 

もちろん地球に対しても、宇宙の意識は同じようにサポートしてくださっているように思えます。 

小さい幼子（人間）にたいして、母親（地球）が親身になって面倒を見、それを祖母（宇宙）が指

導し助けてあげることと似ています。 

私達が意識するしないにかかわらず、地球に生きる生命として、私達、地球の意識と深い部分でか

かわって生きています。 

 

私達の目的は、ただ子供をどんどん作って人間という種を繁栄させるだけでなく、高度な意識を持

つ生命体へと進化していく目的を持っていますので、魂というパソコンでいう「データ―ベース」

みたいなものを持ち、多くの人生の中で経験してきた知恵や学びを蓄積しながら、物質的にも精神

的にも成長してきたのです。 

 

そして人類の歴史の過程において、地球人が滅びることなく成長していけるように、人類の危機の

時代には、特別な人を通して、宇宙意識の働きが起こってきたのだとおもいます。 

それがイエスであり仏陀であるのです。 
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もちろんそれ以前にも多くの聖者、指導者、神官などと呼ばれる人たちが、宇宙意識からのメッセ

ージを伝えてきました。 

 

そのメッセージや宗教的な秘儀によって、人の心と魂はその都度リセットされ今まで生き延びてこ

られたのです。 

もしそのようなことがなければ、人間たちは争いにあけくれ、もうすでに滅びていたかもしれませ

ん。 

ただし、宇宙意識の表現方法は時代によって大きく変わってきます。 

 

以前はイエスやブッダなどのような啓示を受けた偉大な聖者たちによって、人間の意識は導かれて

きました。 

しかしながら現在では、そのような宗教が人間の意識進化にとって、重要な役目を果たさない場合

も起こってきました。 

そのために、宇宙意識は、人間の深層に流れている自らの意識をつかって、人間一人一人にメッセ

ージを送るようになってきたのです。 

 

正確に言うと、人間の意識の深い所には、人間に生きている場所と環境を提供している地球意識が、

地球と共鳴する形で存在しています。 

そして銀河系の意識も、同じように人の意識の深部に流れています。 

この地球意識と銀河系の意識に触れることができる人は、そこに流れている意識をメッセージ等の

様々な形で受け取ることができるのです。 

  

 

  

アチューメントの効果・条件 

 

そのメッセージは、今 TAKESHIさんによって表現されているように言葉としてあらわれる場合もあ

ります。 

もちろん、言葉にならずに、なんとなく地球が大切、地球とつながっているように感じる、あるい

は動物たちを大切にしなければならないというように漠然と感じることもあります。 

理由はわからないけれど傷ついた子猫を助けてあげた、というように行動として表現されることも

あります。 

これらのことの多くは、あなたの意識とつながっている地球の意識、宇宙の意識から生まれてきた

ことであると私は思います。 

 

 TAKESHIさんの場合は、それらの意識に深く触れ、広範囲な宇宙意識の中から、皆さんにわかりや

すいようにいくつもの要素（意識の 1 側面、1 部分）を取出し、メッセージとして表現するととも

に、その意識の働きをエネルギーとして構成していくのです。 

 

そこに女神の名前やイメージが必用なのかどうかは、わかりません。 
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宇宙意識について正しい理解を持つ人にはおそらく必要ないでしょう。 

あくまでもそのエネルギーやそこにある意識をイメージ化して、皆さんが受け取りやすくするため

の便宜的な方法です。 

 

また女神やマスターの名前は、かつて、古い時代にその意識やエネルギーをこの地上にもたらすこ

とに対して非常に貢献が在った存在の名前を使うこともあります。 

「天照大御神」のような場合がそうです。 

古い時代に、多くの人間たちの心が失望と悲しみ、苦しみに明け暮れ、人間がその存在意義を見失

いかけた時「天照大御神」と呼ばれる存在が現れました。 

彼女は、この宇宙意識の中で、非常に大切な意識である「愛と喜び」のエネルギーを強く増幅し、

苦しんでいる人に、言葉や癒しとともに与え、多くの人々を立ち直らせたという歴史がありました。 

宇宙意識はそれと同じようなエネルギーとメッセージを、今の時代に再びこの地球上に表わそうと

思っていす。 

そのために TAKESHIさんのもとに姿を現しました。 

 

その時、犬の姿形をして現れても、TAKESHI さんは気づきませんので、自らを「天照」と語り、苦

しんでいた咳の発作を瞬時に止めたり、特殊な感覚（光、熱感）を体験させ、そしてヴィジョンや

メッセージを与えたのです。 

そうすることで TAKESHIさんは、そこに「宇宙意識」の一つのエネルギー（要素）が、現れている

と自覚しメッセージとアチューメントを作ります。 

彼がアチューメントを作りメッセージを伝えるのは、そのエネルギーをこの地上で多くの人が共有

し、多くの人の意識に影響を与えてより良い方向に、向き直させるためです。 

 

もちろん何度でも言いますが、一つのアチューメントで構成されるエネルギーは、宇宙意識の 1部

分にしかほかなりません。 

宇宙意識そのものはとても大きく広範囲にわたります。 

人間がそのエネルギーのすべてを同時に受け取ることは困難です。 

たとえて言えば、宇宙意識の「愛」という要素は、みなさんの心の中にも流れています。 

 

TAKESHIさんは、宇宙意識の中からその「愛」のエネルギーを取出し、アチューメントにします。 

アチューメントを受けた人は、アチューメントのエネルギーによって、自分の意識の奥深くにある

「愛」というエネルギーの存在に気づき、そのエネルギーを活性化させることができるのです。 

その時のエネルギーは TAKESHIさんのアチューメントでは「聖母マリア」として表現されます。 

「聖母マリア」というイメージが持っているやさしく愛情深いイメージが、この「宇宙意識の愛」

と非常に近い関係があるからです。 

 

 また、イエスを育て、多くの人の信仰の対象となった「聖母マリア」のエネルギーはまさにこの

「宇宙意識の愛」から生み出されたものであるからです。 

そのために、聖母マリアのアチューメントを行う時は、TAKESHI さんは自らの中にある「宇宙意識

の愛」に深く触れ、「愛」を相手に伝えようとします。 
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その時に、その「愛」の中から、聖母マリアのイメージが起こり、相手に対して直接メッセージと

エネルギーが送られます。 

それは、相手の心の中にある苦しみや悲しみを癒し、解放するための一助となります。 

ですから、それが、歴史上に存在した本物のマリアであるかないかという事よりも、皆さんの心の

中にある「マリア的なイメージ」の働きといったほうが本当は正しいのです。 

 

もちろんそのことを信じない人も多くいます。 

しかしながら、今私たちはそのような方たちと争う時間も必要もないと考えています。 

心と魂の中にある「宇宙の意識」に少しでも触れてくださる方。 

私達とともに、この地球と地球に存在する生命のために少しでも、より良い意識とエネルギーを共

有できる方と共に働きたいと思っております。 

 

  

 

              2012年 10月 26日   瀬戸 武志 
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まず初めに申したいことは、現在皆さん人々の心が少なからず自分の進むべき道を見失っていると

いうことです。 

皆さんが歩む道とは、この地球との共存共栄ということにほかなりません。 

 

皆さんがこの地球の上で生きていくことによって、地球はダイナミックな活力と、みなさんの魂の

本質である「愛と喜び」の力をえます。これは地球が新しい世界に代わるために必要な力です。 

 

地球も自ら魂を持つ大きな生命体です。 

地球も皆さんと同じように感情を持ち意思を持つのです。 

多くの動物や生物たちは、地球と無意識の部分でつながっています。 

 

地球と人間は、もちろん無意識の部分でもつながっていますが、他の生物と違って、人間の意思は、

意図することによって地球の意識とつながることができます。 

 

皆さんが瞑想したり祈りをささげてくださる時がそうです。 

その思いが愛と安らぎに満ち、平和な心に満ちているならば、地球もますます、「愛と安らぎ」の

力が強くなり、平和な星になります。 

 

特にアチューメントというのは、みなさんの意識とこの宇宙の意識が一つになるための、とても強

力なコミュニケーションの道具です。 

ほかの何よりも、この地球と宇宙の意識に大きな影響を与えます。 

 

私達は、このアチューメントを使用して、みなさんの魂にコンタクトします。 

そして皆さんの魂の内側にある「愛と喜び」の意識を目覚めさせその魂のパワーを増大させます。 

皆さんの魂は自由意志を持っています。 

自分の人生をどのように生きていくかという意志です。 

この意思の決定権はすべて皆さん自身にゆだねられています。 

 

この人生を、豊かに学び多いものとして過ごし魂を成長させることも、また憎しみや悲しみに明け

暮れ自分にとって負の感情をまとい生きていくこともできます。 

また自分の欲望に従ってお金儲けや自分中心の人生を送ることも、自分で決定できます。 

 

しかし私たちは、みなさんの魂の本質にある「愛と喜び」の力に従って豊かで安らかな人生を送っ

ていただきたいと思います。 

 

今、私がアチューメントに取り組む理由 
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そのような人が一人でも多く増えることによって、地球は自分たちのエネルギーと意識を安定した

ものに保つことができるからです。 

 

アチューメントというのは本来そのような目的で創始されました。 

皆さん人間が、この宇宙意識の光やエネルギー、もしくはビジョンやメッセージを受け取ることに

よって、皆さんの心が、自分の余分な感情を開放し、魂の本質に気付くためにあるのです。 

 

魂から発せられた願いは必ず実現します。 

あなたの願いが「愛と喜び」を伴うものであれば、その願いは、この地球や宇宙と共通の波動を持

ちますから、皆さんにとっても、この地球にとっても望ましい結果を生み出すことでしょう。 

 

しかしながら、アチューメントを通して願うことが、自分のエゴや欲望から出ているとしたら、そ

の思いは、地球やこの宇宙の意識と少しばかりギャップを生むかもしれません。 

 

もちろん皆さんが生きていくために、パートナーやお金や住宅、豊かな生活環境は当然必要ですが、

それらの目的が、魂の望みとかけ離れてきたとしたら、あなたの魂は、自分のエゴや意識のもとに

行き場をなくしてしまうかもしれません。 

 

アチューメントは、本来、皆さんの魂の本質に気付かせ、皆さんを社会的な束縛から自由に解き放

ち、自分自身の望むべき道を歩ませるためのものです。 

それがこの地球の意識を育て、この宇宙との素晴らしい関係を育て上げていくのです。 

 

私達は再び、そのような立場に立ち、改めてあなたに、魂のための「アチューメント」を委託しま

す。 

あなたにとって、それは喜びを伴った仕事となるでしょう、あなたもまたあなたの魂も大きく成長

してきました。 

人の欲望に負けない力を身に着けてきたことと思われます。 

 

そして皆さんの意識も大きく成長してきましたので、私達宇宙意識の本当の考えやエネルギーが受

け取れる準備ができてきたのです。 

これから降ろしていくアチューメントは、すべてがこの「人と地球そして宇宙が一つにつながり、

愛と喜びの波動をもとに、みなさんの人生を豊かにクリエイトしていく」という前提のもとに降ろ

させていただきます。 
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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、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

大天使のアチューメントについて 
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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。 

 

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



宇宙の光  瀬戸武志    「アチューメントの基礎知識」 

 

22 

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。 

 

 

 

 ＊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  瀬戸 武志 


