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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。 

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。 

 

皆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。 

天の川銀河の大天使達について 
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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。 

  

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。 

 

＊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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〇大天使と地球人のつながりについて 

 

皆さんが大天使のアチューメントを受けてくださることを私達は心から感謝しております。 

私達が地球に住む皆さんと深い繋がりを持てることは、私達にとって大きな喜びでもあります。 

私達は、かつて、もっと地球人に近い所にいました。 

皆さんのように、地球人として地球に生れてくる事こそなかったのですか、地球の人々ともっと親しく交流し、

地球と地球に生きる生命のために、共に活動をしていました。 

その頃は、私達に会いたいと皆さんが願えば、私達は皆さんの前に、いつでも姿を現すことができました。 

 

しかし現代では、私達は皆さんのすぐそばにいるのですが、多くの人の目から私達は隠されてしまいました。 

今日はその理由をお話ししたいと思います。 

かつて地球人は、とても優しい気持ちをもっていました。 

多くの地球人が、分かち合う事、与え合う事を当たり前のように考え行動していたのです。 

しかし、いつしか人の心に欲望が目覚めてくると、人々は分かち合う事をせずに、自分が欲しい物を人に与える

のではなく奪うようになりました。 

 

簡単な話をしましょう。 

皆さんのもとに、10個のパンがあるとしましょう。 

かつての地球人は、そのパンをまずお腹が減っている人に分け与えていました。 

そして、お腹が減っている人がいなくなったら最後の 1個を自分が食べました。 

今の地球人は、最初の 1個を自分が食べます。 

そして自分の家族に全て与えてしまい、近くにお腹が減っている人がいても、他人だからと言ってパンを与える

ことはしません。 

 

もし皆さんが、自分よりも先に、お腹が減っている人にパンを与えるような人ならば、私達は惜しみなくあなた

のサポートをいたします。 

あなたは、私達大天使の力を、困っている人のために利用してくれることでしょう。 

苦しんでいる人や悲しんでいる人がいたら、あなたは手を貸さずにはいられません。 

それも何の見返りを求めることなく、無償の愛を実行するでしょう。 

 

私達は、その事を望んでいるのです。 

多くの人々の苦しみや悲しみが癒されることで、地球がもっと素晴らしい世界になる事を、です。 

私達は、人々の役に立ちたいと考えている人が十分に人の役に立てるように、勇気と愛、そしてパワーを与えま

す。 

その力は、その人を大きく成長させる事でしょう。 

 

しかし、あなたが飢えている人が横にいても、パンを差し出さないような人ならば、私達は、あなたを助けるこ

とはしません。 

大天使ミカエルから 大天使のアチューメントの心得と瞑想法 
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あなたは、大天使の力を得て、自分の能力やパワーを高めたいと思っているかもしれません。 

しかし、私達の力を得て、あなたが行う事は、さらに多くのパンを自分のために手に入れることです。 

もしかしたら、お腹を減らしている人が持っているパンまで取り上げてしまうかもしれません。 

 

私達大天使は、自分の個人的な利益のために祈る人には、力を貸すことができなくなりました。 

それは、私達が力を貸すことで、皆さんは、さらに欲望を高め、人々のために奉仕する事をしなくなるからです。 

自分が欲しい物を手に入れるためには、大天使にお願いすればよいという、怠惰な気持ちや依存心が生まれます。 

皆さんは精神的な高潔さをうしない、自分のエゴを満たすことばかりを考えようになります。 

 

もし、皆さんが、天使にお願いした事がうまくいかなければ、天使を蔑み口汚くののしる事でしょう。 

その様な皆さんの行いを、私達は嫌というほど見てきました。 

そこには、天使に対する信頼や感謝のひとかけらも有りません。 

ただ、自分の欲望のために天使を利用しようという計算高いエゴイストがいるだけで、皆さんの精神的な成長を

望む私達とは大きな隔たりができてしまいました。 

 

 

〇個人的な願いを叶えるダークエンジェルの存在 

 

私達が、皆さんと深く交流できない事にはもう一つ理由があります。 

それは、皆さんの個人的な願いを叶えることを吹聴するダークエンジェル達に皆さんの心が奪われてしまったか

らです。 

私達、大天使は、皆さんの精神的な成長を望み、個人的な欲望には力を貸しません。 

ダークエンジェルは、私達大天使と同じような姿をして、同じような言葉を語ります。 

そして、私達にかわって、皆さんの個人的な欲望を実現するために力を貸し、皆さんに依存心を植えつけます。 

 

皆さんが、ダークエンジェルにお願いすることは、恋人がほしい、お金が欲しい、偉くなりたい、人々に崇めら

れたい、自分の苦しみを取り除いてほしい、自分を癒してほしい、などという欲望です。 

これらの欲望は、本来は自分自身が努力をして、経験を積みながら実現させていく物です。 

自分が何の努力もせずに手に入るものではないのですが、皆さん地球人は、天使達にお願いすれば、これらの事

が簡単に手に入ると考えているのです。 

 

大天使たちは、先ず皆さんに真剣に努力をしてもらい、皆さんが成長する事で、その事を得るように仕組みます。 

私達は、皆さんに、望んでいる物をすぐに与えることはしません。 

ダークエンジェルは、皆さんに、先ず欲しい物を上げて、次々とおねだりを繰り返させ、皆さんの心を依存心で

いっぱいにしてから、皆さんの心を奪っていきます。 

 

ダークエンジェルが行なっていることは常識的に考えると間違いです。 

しかし、地球人の多くが、大天使ではなくダークエンジェルのやり方を求めています。 

その為に、地球人の多くがダークエンジェルと深い繋がりを持ってしまい、私達大天使とのつながりを持つ事が

できなくなってしまったのです。 

 

もし TAKESHI さんと恵理さんが行なっている大天使のアチューメントに個人的な欲望を満たすことを望んでいる

ならば、私達ではなくダークエンジェルにお願いしてください。 
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その様な人が、私達から大天使のアチューメントを受けても、何も得ることはないでしょう。 

自分が変わることなく、全ての物が欲しいと考えるならば、私達はあなたの元を立ち去るだけです。 

 

私達は、皆さんが今までとは異なる価値観や考え方をもって成長してくださることを望んでいます。 

皆さんが、この地球と地球に生きる生命を愛する事ができるように、新しく生まれ変わろうとするのならば、私

達は惜しみなく、あなたをサポートします。 

 

 

〇アチューメントを効果的に受けるためにメッセージを熟読する事 

 

次に、大天使のアチューメントを効果的に受けることができる方法をお知らせします。 

一番大切なことは、大天使のアチューメントのテキストを何回も読んでください。 

特に、それぞれの大天使からのメッセージがテキストに載っていますが、これは TAKESHI さんを通して大天使た

ちが語っている言葉ですから、アチューメントの前に、このメッセージをしっかりと読んでください。 

 

大天使のテキストもろくに読まずにアチューメントを受けるのは、あまり良いことではありません。 

その大天使が、どのような仕事をしている天使なのか、あなたに何を差し上げたいのか、あなたにどうなっても

らいたいのか、その事をしっかりと考えてからアチューメントを受けてください。 

これは資格試験と同じです。 

あらかじめテキストを読んで勉強していなければ、アチューメントの時に、大天使があなたに合格点を与えるこ

とはないからです。 

合格点がもらえなければ、大天使と共に、活動することはできません。 

 

あなたが、天使のメッセージを読むこともなく、ただ大天使のアチューメントを受けていれば、自分は守られる、

自分の願いはかなえられる、自分の能力は高まる、光の世界に行ける、などと考えるのはやめてください。 

私達は、皆さんに、大天使と共に歩むスターピープルになってもらいたいのです。 

地球人の進化や地球のアセンションのために、共に働く仲間になってもらいたいのです。 

私達に依存するのではなく、自分の力で地球の未来を切り開くお手伝いをしてもらいたいのです。 

 

勿論、皆さんは聖者でもなく完全に覚醒している訳でもありません。 

現実世界の様々な問題の中で苦しみながら生きています。 

愛や希望を失い絶望感の中にいる人もいるでしょう。 

自分が進む道が分からず、苦しんでいる人もいるでしょう。 

その様な人は、生きる事に一生懸命で自分の事しか考えられないかもしれません。 

それでもいいのです。 

 

今の自分と大天使たちのメッセージがかけ離れていると思うかもしれません。 

しかし、皆さんが、大天使たちのメッセージを理解する努力をするだけで、今の皆さんの状況は変わってくるで

しょう。 

今の皆さんの考え方が、変わっていかないと、皆さんの状況は変化しません。 

大天使たちのメッセージは、その事に大変役に立ちます。 
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〇心の扉を開く瞑想法 

 

そして次に、大天使たちと深くつながる方法を教えましょう。 

それは、大天使達と出会う場所を創る事です。 

TAKESHI さんは、大天使のアチューメントを行う時に、皆さんの心の中に 1 枚の扉を作り、その扉を開いて心の

奥深い場所に入るように指示を出すことがあります。 

その場所は、あなたの欲望やエゴに惑わされない「神聖な場所」なのです。 

あなたは、自分の感情や気持ちを整理して、あなたの純粋な部分に入って行く事で、私達大天使と出会うことが

できるのです。 

 

皆さんも、アチューメントを受けながら、心の中に扉を想像し、その扉を開いて「神聖な場所」に入って行って

ください。 

扉をうまく想像できない人は、皆さんの部屋の扉を想像してください。 

あなたの部屋の扉を開いて、別の世界に入って行くのです。 

 

扉を開いた世界は、あなたの潜在意識の状態を暗示しています。 

扉を開くと、美しい野原や澄み渡った湖が見えてくる人もいます。 

その様な人は、そのまま進みましょう。 

そして、大天使に会いたいと祈るのです。 

 

あなたの祈りが真剣なものであれば、私達はあなたの前に姿を現すでしょう。 

初めから、あなたのイメージ通りの大天使の姿をしている場合もあれば、他の動物の姿をしている時もあります。 

ミカエルであれば、馬（特に白馬）や鷹や鷲などの鳥であることもあります。 

大天使の姿をしている場合には、心のなかで私達に出会えたことを感謝して、私達に話しかけてください。 

私達と会えたならば、会話をすることも可能ですから、私達の言葉を疑わずに、丁寧に会話を行ない、私達のメ

ッセージに耳を傾けてください。 

 

もし、現れたのが大天使でなければ、「私を大天使のもとにお導き下さい。」とお願いして、その動物たちの後を

ついていき大天使をさがしてください。 

私達は美しい湖や光が揺らめいている場所にいることが多いので探してください。 

そして、もし見つかったら、私達と会話をして、光を分かち合ってください。 

 

また、扉を開いたときに、薄暗い世界や混乱した世界、ごちゃごちゃとした世界があれば、まだあなたは「神聖

な場所」まで行き着いていません。 

何度か深呼吸をして、自分の感情や気持ちを静めましょう。 

この時、次のような言葉を唱えると感情が収まるときがあります。 

「私は私を愛している、私は家族を愛している、私は地球を愛している。 

私は私を信頼している、私は家族を信頼している、私は地球を信頼している」 

 

この言葉を何度か繰り返すと落ち着いてきますので、もう一度扉を想像して扉を開きましょう。 

きっと美しい世界が開けるでしょう。 

もし、上手く行かなければ、深呼吸と同じ言葉を繰り返しながら、自分の頭の上から光が降りてきて、自分の体

を包み込み、体の疲れや汚れをきれいに洗い流していく様子を想像しましょう。 
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TAKESHI さんは、この時「宇宙の根源の愛」につながるようにイメージをしていますので、皆さんも試してみた

らよいですね。 

「宇宙の根源の愛」とは、私達全てを生み出した母親の様なエネルギーです。 

 

その様なことを繰り返していくうちに、扉を開くと、落ち着いた世界が現われるようになります。 

たとえ大天使に出会えなくても、心の中に、その様な場所を見つけただけでも、あなたは大きく成長します。 

もしクリスタルを持っていれば、片手にクリスタルを持って、このイメージトレーニングを行なえば、さらに効

果的です。 

 

この瞑想法は、どこまで行けば終わり、という事はありません。 

アチューメントを受けた後、この瞑想法を繰り返し自分で行う事で、アチューメントと同じようなエネルギーを

何度も体験することができます。 

その時は、大天使のテキストに書いてある「祈りの言葉」を数回繰り返しつぶやくと、すぐに大天使たちのエネ

ルギーが降りてきます。 

そして何度も繰り返しながら、大天使とのつながりを強くしたり「宇宙の根源の愛」をさらに深く体験すること

ができます。 

 

繰り返していくうちに、扉も不要となり、大天使の名前を呼ぶだけで、大天使と会話をしたり、深くつながる事

ができるようになります。 

そして常に「宇宙の根源の愛」のエネルギーに満たされて、疲れを癒し、神聖な気持ちでいることができます。 

そうなると、あなたは何物も動じない堅固なスピリットと清らかでパワフルな「愛」を持つ事が出来るのです。 

（「宇宙の根源の愛」については、「AB32 ファーストコンタクト４ 「宇宙の愛」と宇宙連合 」をご参照くだ

さい。） 

 

後は、私達大天使をしっかりと信頼してください。 

そして感謝と礼儀を持って私達と付き合う事です。 

大天使たちは、皆さんのお世話係ではありません。 

皆さんが、精神的に成長するための教師なのです。 

 

               2017年 11月 2日 大天使ミカエル  チャネリング 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。 

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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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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偉大なる創造と叡智の守護者 

大天使 ウリエル 
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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。 

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、この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。 

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たちがたくさん集まっ

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。 

大天使ウリエルのメッセージ 
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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ことができ

るように守護し導きます。 

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ことが出来ると、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。 

  

 

大天使ウリエル「導きの光」のメッセージ 

 

私達は、闇の中で道に迷っている人々を導きたいと思っています。 

皆さんは、自分の本当の意志によって生きていくことが困難な状況に生きています。 

皆さんのまわりでは、テレビやインターネットを通して様々な情報がながされ、あなたを混乱させています。 

政治家も企業家もあなたに本当のことは言わず、あなたのことを支配していくことばかりを考えています。 

 

そして、あなたの周りの人々の華やか生活や街中にあるショッピングセンターに展示されている商品は、あなた

に様々な購買欲を掻き立てます。 

あなたは、自分をよく見せるために立派なマンションや家、そして車や服を買いたいと思います。 

子供も立派な学校に行かせて、良い会社に就職させようとします。 

 

そのような生活や生き方が自分に必要だと考えているのなら、もう一度あなたの心を感じてください。 

あなたの心は孤独に満ち溢れ、進むべき道を見失っているのではないでしょうか。 

あなたに必要なものは、あなたのスピリットが望む世界をこの地上に作り上げていくことです。 

それは、かけがえのない家族との大切な絆を作ることや友人達と愛を分かち合うことかもしれません。 

地球の環境を理解し、地球に生きる多くの生命達と共に生きていくことを大切にすることかもしれません。 

地球の人々の進化を手助けすることかもしれません。 

それがなんであるかは、１人１人異なりますが、皆さんの魂やスピリットが望む生き方を、あなたは見つけるこ

とができるはずです。 

 

皆さんは、これから光が多い素晴らしい地球に生きることになります。 

そこでは、皆さんの心からの願いが実現し、人々は愛とともに進化していくことになります。 

しかしミカエルが何度も言うように、皆さんの心に欲望や競争心が埋め込まれたために、皆さんは自分の本質に

気づくことなく、闇が多い世界で生きてきました。 

欲望や様々な感情の嵐の海に巻き込まれた小舟のように、目的地を見失い、自分の進む道を閉ざされ、荒波に翻

弄されてきたのです。 

今までの欲望と刺激に満ちた世界では、皆さんは本当の目的地にたどり着くことは困難でした。 
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しかし、皆さんが新しい世界に生き始めたとしても、皆さんは今までの世界で生きてきた習慣や癖が抜けきれな

いために、自分の本質に目覚める事も、自分のスピリットが求める行動も理解できずにいます。 

私達大天使は、皆さんが、新しい世界に来たことに気づいて、今までの考え方や習慣から抜け出すことをサポー

トします。 

皆さんは、新しく生まれ変わり、自分の大切な意思とスピリットからの導きによって行動し、人生を創造的に生

きることが可能になるのです。 

 

私達大天使は、皆さんが自分のスピリットと深くつながり、適切な生き方ができるように導いていきます。 

そのためには、皆さんの肉体の意識、魂、スピリットの分離を少しずつ解消し、やがてこの 3つを統合していか

なければなりません。 

それはすぐにはできないかもしれません。 

もしかしたら、今生きている人生の中では達成できないかもしれません。 

しかし、今までの多くの人生の中で、皆さんは魂やスピリットとの分離を深めてきましたので、少しでも統合に

向かう道を歩めればよいのです。 

 

これからの世界は、肉体の意識と魂、そしてスピリットが統合されていく地球になるのですから、皆さんもきっ

とこれらを統合して、スピリットの望む事がしっかりと理解できるようになるでしょう。 

皆さんが、たとえ今、自分の歩むべき道が見えていないとしても、自分のスピリットの導きに従って生きていく

事を望むなら、皆さんの守護天使と私達大天使達が皆さんをサポートすることになります。 

 

どうか自信と勇気をもってこれからの世界を生きていってください。 

自分の信念を信じ、天使とともに歩むことをもとめてください。 

そうすれば、私達は常にあなたのそばにいることができます。 
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偉大なる愛と正義の守護者 

大天使ミカエル 
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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。 

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。 

大天使ミカエルのメッセージ 
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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。 

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。 

  

 

 

大天使ミカエル「破邪の剣」のメッセージ 

 

このアチューメントでは、私達大天使が皆さんへ光を送り、導きを行ないたいと思います。 

私ミカエルは、今の皆さんの現状を見て、様々な感情や不要なエネルギーに振り回されている人があまりにも多

いと思います。 

自分の最も大切な意思ではなく、一時的な感情や欲望、あるいは他人からの思惑によって動かされてしまい、自

分の本来あるべき姿ではない状態になっている人や自分の進むべき道が見えずに闇の中をさまよい歩いている人

達が多くいます。 

 

ミカエルは、皆さんが本来の道を歩む事ができるように、皆さんにまとわりついた邪（よこしま）な意思を持つ

エネルギーやあなたに欲望を抱かせコントロールしようとするダークエンジェル達から、あなたを自由にしたい

と思います。 

 

本来地球人は、素晴らしい愛と叡智を持った人種に育てられる予定でしたが、今迄の闇が多い地球を支配してい

た者達によって、地球人は愛に満ち溢れた人種へと進化していく事を妨げられていました。 
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皆さんは、心に競争心や欲望が植えつけられ、お互いを慈しみ助け合うのではなく、相手を支配し利用する事ば

かりを考えるようになりました。 

そして、人類は常に争い、奪い合うような人種に育ち、悲惨な戦争や女性に子供に対する抑圧を繰り返し行って

きたのです。 

 

私達大天使は、その様な地球人を再び愛と叡智に満ちた人種にするために、長い間働いてきました。 

しかし、地球の人々は、本来の自分に目覚めるどころか、私達大天使さえも、自分達の欲望を満たす道具として

使い始めたのです。 

私達に、自分をお金持ちにしてくれとか、好きな人と結ばせてくれとか、自分の欲望を満たす為に、私達にお願

いする人達もたくさんいます。 

しかし、私達は皆さんを成長させるための教師として存在しており、皆さんの願いを実現する使用人ではないの

です。 

皆さんが成長して素晴らしい人になった時、豊かさもあなたを愛する人もおのずからやってくるということが、

皆さんはわかっていないのです。 

 

私達は、皆さんに理解してもらいたいことがいくつもあります。 

自分自身が努力して生長することなしには、豊かさも手に入りません。 

自分自身が先に愛を他人と分かち合わなければ、愛を得られることはありません。 

皆さんは、自分が苦労することなしに、多くの物を得ようといつも考えています。 

その様な考えが、皆さんとダークエンジェルを深く結びつけるのです。 

ダークエンジェルは、天使たちにお願いをする人の前に、私達に似せた姿や言葉を伴って現われます。 

そして、皆さんの願いを叶えることを約束します。 

しかし、同時に皆さんも、ダークエンジェルのために働く事を約束するのです。 

 

ダークエンジェルとの契約を行なった人は、どんどん欲望が強くなります。 

もっとお金が欲しい、もっとすぐれた能力が欲しい、もっと有名になりたい、もっと自分の信奉者が欲しい。 

ダークエンジェルは、あなたの願いをかなえてくれますが、やがて皆さんは、自分の大切な意思を失い、愛に満

ちた進化の道から外れてしまうのです。 

そして、精神的な進化や愛よりも、経済的な豊かさや他人を支配することの方が大事だと考えてしまうようにな

ってしまいます。 

 

その様な人達は、例え口では、愛に満ちた言葉を語りますが、その言葉は、相手を酔わせコントロールしていく

のです。 

そして、自分達こそが、あなたを救える唯一の人間だと思わせてあなたを虜にしていきます。 

あなたは、その様なエネルギーに取り込まれないように気をつけなければなりませんし、あなた自身がそうなら

ないようにしなければなりません。 

 

ミカエルは、あなたの周りにあるいくつもの誘惑やあなたの中に入り込んだ邪なエネルギーやダークエンジェル

達とあなたを決別させたいと思います。 

そうでなければ、あなたは、これ以上光の世界に向かって歩むことも自分の理想とする人生を創造することも出

来ないからです。 

 

また、ダークエンジェルや邪なエネルギーによってあなたの進むべき道を邪魔されることも良くあります。 
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あなたが、真実の自分に目覚め、自分本来の使命を果たそうとするときや自分の意思に従って光ある世界に進も

うとする時に、彼らはやってきて、あなたに不幸な事故や問題を引き起こし、あなたが前に進もうとする勇気や

活力を奪っていきます。 

そして、安楽な世界で生きることを選ばせようとします。 

 

私達大天使は、そのような誘惑や障害に負けないように、皆さんをサポートしますが、私達の声を聴く人はあま

りにも少ないのです。 

私達は、今回 TAKESHIさんにお願いして、私達の光を皆さんに送りたいとおもいます。 

私達と異なる世界に行こうとしている人達にとっては最後のチャンスになるかもしれませんが、私達はできうる

限り多くの人々に目覚めてもらいたいと願っています。 

 

しかし、私達の力だけでは、皆さんをダークエンジェルや邪悪な意志を持つエネルギーから切り離すことはでき

ません。 

あなた自身が、自ら身を清め、欲望にとらわれるのではなく、光に満ちた世界に行くのだという事を決めてくだ

さい。 

そして、皆さんの願いを聞く代わりに、皆さんの光と大切な意思を奪っていくダークエンジェルや邪なエネルギ

ーとの決別をきめてください。 

あなたは、自分の本質を目覚めさせ、愛とともに成長していくことを選択してください。 

それはこのアチューメントの時だけでなく、あなたのこれからの人生においてもそうあらなければなりません。 

 

あなたが、そのように選択することで、大天使ウリエルをはじめ、多くの大天使や守護天使たちが、あなたを闇

の中ら救いだし、光ある世界へと導いていく事ができるようになります。 
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挨拶の言葉 

「私は、これから大天使ミカエル「破邪の剣」と大天使ウリエル「導きの光」のアチューメントを受け取らせて

いただきます。 

大天使ミカエル、大天使ウリエル、そして偉大なる大天使の皆様、どうか宜しくお願い致します。」 

 

 

「大天使ミカエル「破邪の剣」祈りの言葉 

 

「偉大なる大天使ミカエルよ、あなたの偉大な働きに深く感謝いたします。 

どうかあなたの「破邪（はじゃ）の剣」で、私達にまとわりつく不要なエネルギーを光に返してください。 

そして私達を惑わすダークエンジェルや邪（よこしま）な存在から私達を切り離してください。 

私達が、自らの本質に目覚め、光の存在である事を思いださせてください。 

 

大天使ミカエル あなたの神聖な光を、私達の全てで受け入れます 

大天使ミカエル あなたの破邪の力で、私達を自由にしてください 

大天使ミカエル あなたの強き愛で、私達を目覚めさせてください 

 

 

大天使ウリエル「導きの光」祈りの言葉 

 

偉大なる大天使ウリエルよ、あなたの偉大な働きに深く感謝いたします。 

どうかあなたの「導き（みちびき）の光」で、私達を迷いの闇から救いだしてください。 

私達は、大天使達の導きにより、真実に目覚め、自分本来の道を歩みます。 

そして自分と家族、友人の幸福のために生きることを願います。 

 

大天使ウリエル あなたの真実の光で、私達の内なる闇を光に変えてください。 

大天使ウリエル あなたの輝かしき叡智で、私達に光の道を指し示してください。 

大天使ウリエル あなたの深き慈愛で、地球に生きる人々を目覚めさせてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

偉大なる創造と叡智の守護者 

大天使ミカエル「破邪の剣」＆大天使ウリエル「導きの光」祈りの言葉 
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【大天使と共に作り出されたアチューメント】 

 

Ellieさんが行なっている大天使のアチューメントは私（TAKESHI）と大天使たちが話し合い協力して作り出され

たオリジナルのアチューメントです。 

誰かから伝授を受けたり教えてもらったのではなく、私と大天使たちが長い間共に活躍していく中で、地球人の

意識進化のために、大天使達から依頼されて作り出されたアチューメントです。 

主に 2014年から 2015年ころに成立しております。 

それまでも、大天使ミカエルによる皆さんの守護のためのアチューメント「ミカエルと神龍の心の扉と鍵」はあ

りましたが、大天使達が、一人一人の光をこの地上にしっかりとおろし、地球の人達とつながりたいという願い

からこのアチューメントは生まれました。 

 

私達が、大天使達のアチューメントをつくる前から、他の方が作られた「天使系のアチューメント」はあったの

ですが、大天使達が自分達の力が十分に発揮できるようなアチューメントではなかったようです。 

そのために大天使達は、自分の思いを皆さんにしっかりと知ってもらいたいという事で、私にメッセージを直接

送ってきました。 

大天使達のメッセージは、アチューメントのテキストだけでなく、「大天使のアチューメント」のサイトにもす

べて掲載してありますので、アチューメントをお受けにならなくても、ご興味がある方はご自由に読むことがで

きます。 

 

「大天使達のアチューメント」は本来、私が行なっていたのですが、私は現在、自分の会社の仕事が忙しくてア

チューメントの時間を持つ事ができませんので、Ellieさんにお願いして行っていただいております。 

私達のアチューメントでは、ただ相手の方に大天使とのエネルギーをつなげるだけでなく、出来る限り、アチュ

ーメントを申し込まれた方に対して、大天使からの個人的なメッセージをお伝えしております。 

また、アチューメントを申し込まれた方が、大天使とつながりにくい状況にある場合は、大天使達にお願いして、

その人の問題を解決するためのサポートも行っております。 

 

その点では、Ellieさんは、私よりもしっかりと大天使達の姿を見ることができますし、大天使が伝えたいこと

も正確に受け止め、相手に伝える事ができます。 

大天使のアチューメントを受けた方は、他の方に対して、大天使のアチューメントを行なえるようにしたいと思

ってはいますが、やはりこのアチューメントは、大天使が認めた人でないと、他人に対してアチューメントする

ことはできないようですので、他者への伝授は、現在 Ellieさんと私から以前、大天使のアチューメントを受け

た方のみが行なっています。 

 

 

 

【日本人向けにつくられたアチューメント】 

 

私達は、12年ほど前に「宇宙の光」というグループをつくり、数多くのアチューメントを創始してきました。 

大天使のアチューメントの秘密 
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それまでも、世界各地で様々なスピリチュアルなヒーリングや気功などを学んでいましたが、今から 12年ほど前

に、「アバンダンティア」などのアチューメントに出会ったのです。 

そこからアバンダンティアや外国からもたらされたアチューメントを練習するスクール（天使の卵スクール）を

開催していうちに、自分達にも女神やマスター達が降りてきて、私達にメッセージやエネルギーを与え始めたの

です。 

聖母マリアや女神達は、私達に日本人の特性に合ったアチューメントを開発するように依頼してきました。 

 

私は新たに「宇宙の光、炎、愛」というグループを作り、新しいアチューメントンの創始に取り掛かりました。 

その後 100人以上のメンバーが集まり、聖母マリアや聖なる観音、女神イシス、そして星の女神と呼ばれる 4人

の女神たちや癒しと覚醒のためのシステム「ワンネス」などのアチューメントを次々と開発していきました。 

 

私達は、ひとつのアチューメントが、正確に相手に伝わっていくか検証するために、100人近くのグループで、

アチューメントを順番に行い、その再現性を試しました。 

また、アチューメントのエネルギーが、この地上に順応して、多くの人々に広がるように、何度も何度も繰り返

しアチューメントを行ない、感想なども分かち合いました。 

初期の聖母マリアや観音様のアチューメントは、一人が 10回ずつ相互アチューメントを行い、全部で 1000回近

く行われたと思います。 

 

その中でも記憶に残る事は、私達のメンバーの中には、6名ほど不妊で悩んでいるメンバーがいたのですが、3か

月かけて行われた相互アチューメントが終わった後に、ほとんどのメンバーが妊娠したのです。 

そのメンバー達は、皆、アチューメントの時は側頭部が切きりと痛かったと言っていたので、もしかしたら女性

ホルモンの分泌が良くなって、母親としての母性に目覚め子供が出産できるような状態に変わっていったのかも

しれません。 

 

私達は、その様な奇跡をいくつも体験しながら、アチューメントというものがどれほど私達の心と体に素晴らし

い影響を及ぼすか調べていきました。 

そして、メンバーの多くが、女神達とも会話ができるようになり、精神的な成長を遂げることができるようにな

ったのです。 

私達は、それだけこだわりを持ってアチューメントを創始していったのです。 

 

その後、「星の女神」や「天照シリーズ」「レムリアの 6神殿」「エンライトメント・マスター」などの異なる

エネルギーを持つアチューメントをいくつも作りあげていきました。 

そして大天使のアチューメントや「ライトボディ・アチューメント」など私達の意識の進化にあわせて次々と新

しいアチューメントが出来上がっていったのです。 

その数は 50以上にも上ると思われますが、この「大天使のアチューメント」こそが、今の私達にとって、最も効

果的なアチューメントでもあります。 

 

それは、現在も私達を守護し導くための力が最も強いのは 8大天使達だからです。 

大天使達と私達は、常に地球の人々の意識進化を願い、地球の人々がダークエンジェルや他の存在達の誘惑に負

けて欲望の多い道を歩むことを懸命に阻止しようとしているからです。 

私達と大天使達は、常に同じ目的のために活動し、お互いを助けあっています。 

大天使達が私達を守護し導くこともあれば、私達が大天使に降りかかってくる様々な妨害から、彼らを守る事も

あります。 
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私達は、とても深い絆で結ばれていますので、アチューメントを行なったとき、他のマスターや女神以上の光を

皆さんにお届けすることができます。 

 

 

【アチューメントを受けるスピリチュアルな理由】 

 

大天使達は、地球の人々を一人でも多く守護し光が多い世界へと導きたいと願い、私達のもとに多くの人を誘っ

てきます。 

私達のアチューメントを受けられた方は、少なからず、大天使達からの導きを受けている人達ばかりです。 

私達は、大天使によって導かれてきた人に対して、大天使からのメッセージを伝えたり、大天使がその人をしっ

かりと守護できるように、大天使とアチューメントを受ける人をつなぎとめる事をいたします。 

 

私達が行なう「大天使達のアチューメント」は、お金持ちになりたいとか素敵な恋愛をしたいというような個人

的な欲望とは、残念ながら無縁です。 

そのために、多くの人々にとっては魅力的なアチューメントではないかもしれませんが、大天使達はその様な人

間の個人的な欲望のために働く事をしませんので、私達もその様な事を求める人にはアチューメントを行う事が

できません。 

 

時には、私達のアチューメントを受ける事に対して、「自分がどうして大天使のアチューメントなんて受けてい

るのだろう」と不思議に思われる方もいらっしゃいます。 

しかし、人間としての意識では、その理由が分からなくても、スピリットは全ての事を理解しています。 

人間である皆さんが大きな危機を迎えようとしている時に事前にその危機から皆さんを守る為に、大天使の守護

が必要な時があるのです。 

その方が理解できていなくても、スピリットレベルでは、大天使による守護と救済が行なわれている時が良くあ

るのです。 

 

また、大天使達は、皆さんが大きく成長する時も、私達のもとに導いてくることがあります。 

それは、皆さんがこれから大切な仕事や責任を果たすために、今以上の能力やパワーが必要とされる時です。 

それは、人間としてもあるいはスピリットとしても、あなたが大きな転換点にあるときに、大天使達のサポート

が必要なのです。 

大天使達は、あなたの資質を高め、あなたに勇気とパワーを与えるために、大天使のアチューメントを通して、

あなたと深くつながるのです。 
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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/

