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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。 

  

大天使達は、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。 

地球人の進化と成長のために働いていますので、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。 

天の川銀河の大天使達について 
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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。 

 

 

                         ２０１４年 １０月１日  瀬戸武志 
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○６大天使による光のピラミッド 

  

このアチューメントは、天の川銀河を生み出した創造主と大天使たちが一つになって行うアチューメントです。 

このアチューメントでは、あなたの幸福や成長を妨害しているネガティブな感情を解放し、その原因となった過

去世をあなたから分離していきます。 

  

皆さんが精神的な成長を行おうとする時や、自分の内なる愛や資質に目覚めその力を発揮しようとする時に感じ

る恐怖感や罪悪感、絶望感、無力感などを解放していきます。 

これは、あなた自身が成長すること、幸福になろうとすることを妨げる感情で、あなたの過去世のときに体験し

た苦しみや悲しみの感情が、あなたの潜在意識に組み込まれているために起こります。 

  

地球は、もう新しい時代を迎え、皆さんの心や意識は今までとは異なりとても自由になりました。 

しかし、あなたの心の中にある怒りや恐怖、絶望などの感情は残ったままです。 

そのような感情と愛や喜びの感情は、同じ場所にいることができません。 

あなたの愛や喜びの感情は、怒りや恐怖などの感情に押しやられ、あなたの心の片隅で行き場を失い縮こまって

います。 

  

あなたがこれから新しい人生、自分にとって理想的な素晴らしい人生を送るためには、怒りや恐怖、絶望などの

感情を解き放って、愛と喜びの感情に包まれなければなりません。 

でも、この怒りや恐怖などの感情を自分自身ではどうしようもない、と皆さんは思っています。 

  

それは仕方がないことです。 

これらの感情は、皆さんが幸福にならないように、あえてつくりだされた感情だからです。 

そして皆さんが手出しできない潜在意識の中に深く埋め込まれています。 

この潜在意識にあるネガティブな感情によってあなたコントロールされ、様々な失敗や不幸を味わってきたので

す。 

  

このアチューメントは、それらの感情とその感情を生み出した過去世の記憶を皆さんから分離するためのアチュ

ーメントです。 

皆さんが、これからもっと愛と光が多い世界で幸福になりたい、成長したいと願っているならば、これらの仕組

まれた感情を切り離していかなければなりません。 

  

大天使達は、皆さんをすべての束縛から解き放ち自由にするために、皆さんへ光を送ります。 

しかし自分自身が、このようなネガティブな感情から自由になりたいと決断しなければ、これらの感情から解き

放たれることはありません。 

このようなネガティブな感情は、もう自分には必要ないのだと、はっきりと決めてください。 

そして自分の内側にある愛と喜びを自分の中に満たしてください。 

今までの自分とは異なる新しい自分がそこに存在しているのだということを信頼してください。 

６大天使による光のピラミッド  解説 
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このアチューメントは 2 部構成になっています。 

1 回目と 2 回目は 2 週間ほど日にちをあけてくださいね。 

PART1 では、皆さんのネガティブな感情とその感情を生み出した過去世の切り離しを行います。 

PART2 は、皆さんの意識や魂スピリットが新しく生まれ変わることをサポートいたします。 

  

 

 

○６大天使たちのご紹介 

 

それではアチューメントを行ってくれる大天使たちをご紹介しましょう。 

こちらにご紹介していない大天使たちも、このアチューメントに関わり、皆さんのために働いてくれています。 

 

  

○大天使ミカエル 

私達を守護する最高の天使。彼が持つ破邪の力は私達からネガティブなエネルギーを払いのけ私達を守り導いて

くれます。 

私達の意識の中に残された束縛や不安、恐怖などの感情を取り除き、私達が力強く生きていけるようにサポート

してくれます。 

彼の愛は力強い正義をこの世に実現してくれます。 

  

  

○大天使ザドギエル 

私達の魂を闇の世界から救済してくれる天使。私達の魂やスピリットを見守り、私達が正しい道を踏み外しそう

になったときに助けてくれます。 

大天使ミカエルとともに、私達のスピリットや魂に仕掛けられた闇のエネルギーを取り払い不要な過去世との関

係を断ち切ります。 

そして、私達が過去世で作ったネガティブな感情や経験に影響されずに生きていくことができるように魂の働き

を正してくれます。 

  

  

○大天使アズラエル 

黄泉の世界や過去の世界を見守る天使。肉体を失った魂や行くべき道を見失ったスピリット達を正しい世界へ導

きます。 

他の天使とともに、私達の過去へと戻り、私達の捕らわれているスピリットや魂を救出します。 

大天使アズラエルは、死者の世界にも入る事ができますので、私達の過去世の中で、いまださまよい続けている

魂達を助け導きます。 

  

  

○大天使ラジエル 

特殊な能力を持つ大天使ラジエルは、私達の意識や魂、スピリットが不要な過去から解き放たれ、本来あるべき

姿に生まれ変わることを助けます。 
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私達の遺伝子の働きや意識の在り方を正しいものに導き、今までの支配や束縛、脅迫観念を私達の意識の中ら消

し去り、本来あるべき意識に戻していきます。 

  

  

○大天使ハニエル 

とても優しい癒しの力と物事を理性的に見る叡智を併せ持った大天使。 

私達の心の中に残されたネガティブな感情を取り除き、癒しを行います。 

また、物事を理性的にみる判断力に優れ、新たな人生を気づきあげるためのサポートを行います。 

  

  

○大天使ジョフイエルと覚醒の天使達 

私達の思考に美と秩序をもたらし、ネガティブなエネルギーを取り除いてくれる、知恵の大天使。私達の意識を

正常なものにして社会や家庭に秩序と創造性をもたらします。 

今までネガティブな考え方に支配されていた皆さんの意識と生活を新たなものへと変換させていきます。 

またジョフイエルの仲間たちである大天使ジェレミエルや大天使シャムシエル達と共に、私達に覚醒をもたらし、

私達の意識進化を助けてくれます。 

 

  

大天使たちのことについては、大天使たちのサイトをご覧ください。 

http://u-angels.com/ 

 

アチューメント全般に関してはこちら 

http://hikari1.com/ 
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大天使たちの「光のピラミッド」のアチューメントは創造主の光を大天使たちが皆様に送るためのアチューメン

トです。 

地球に生きる人々は、本来素晴らしい光を持って天の川銀河を統合するためのスターピープルへと成長していく

ために生み出されました。 

しかしながら、天の川銀河を支配することになった闇の創造主達は、地球人が進化しないために、地球人がその

光を発揮して素晴らしい仕事をしようとする事をことごとく邪魔してきました。 

  

過去に起こったアトランティスとレムリア文明の争い、エジプト時代のファラオ達の争い、近いところでは魔女

裁判にかけられた女性達の絶望、いずれも、地球人の遺伝子が覚醒し新たな進化を迎えようとしていた時代に、

そのことをわざと失敗させ、耐え難い苦しみや恐怖、絶望感を味あわせてきました。 

闇の創造主達は、地球人達が幾度も挫折して耐え難い人生を経験することで、地球人が自分の中にある素晴らし

い資質や愛に目覚めないように仕組んだのです。 

  

闇の創造主は、地球人が、自分のスピリットの働きに目覚めようとする時に、アトランティスとレムリアの戦い

の記憶やエジプト時代の記憶を思い起こさせ、自分の資質や愛が発揮されると、自分は迫害されたり自分の中に

ある愛や光を奪われて大変な目に合うといった脅迫観念を植え込みました。 

それが皆さんの潜在意識の中にある恐怖や不安、あるいは自分自身に対する不信感などネガティブな感情なので

す。 

  

その感情があると、人々は精神的な成長や進化に対して拒否感を感じます。 

自分自身は無力で成長できないといった思い込みや地球や人類に対して自分だけが貢献しても何も変わらないと

いった諦めの感情も抱くようになります。 

そして、特別な力を持った人や優れた能力を持っている人に対して、服従し依存してしまう性格になってしまい

ます。 

  

私達は、これらの感情を何度も癒し解放することを試みてきましたが、その感情や潜在意識を、皆さんの中から

完全に取り去ることができませんでした。 

それは、その仕組みを作った闇の創造主やダークピープル達に、皆さんの意識が今までコントロールされていた

からです。 

  

皆さんは、自分たちが精神的に成長して進化することよりも、現実生活でお金を稼ぎ楽しい毎日を送ることにフ

ォーカスしてしまいがちです。 

そして、愛を持った人達や純粋な心を持っている人達を嘲笑い利用しようとします。 

これも、闇の創造主達によって皆さんの意識がコントロールされていましたから仕方がないことです。 

  

しかし、このままでは、天の川銀河のスターピープル達が、天の川銀河の未来を託すために作り上げた地球人は、

スターピープル達の期待に応えることなく終わってしまいます。 

光のピラミッドのアチューメントが生まれた理由 
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創造主も地球のアセンションを何度も計画して地球人たちを目覚めさせようとしたのですが、地球人の潜在意識

と一人一人の体の中に埋め込まれた地球人を進化させないためのコードに阻まれて、地球人は目覚める事ができ

ませんでした。 

  

しかしながら、今回のアセンションで、地球人は長い間続いた闇の創造主の支配から自由になることができまし

た。 

地球人を今までコントロールしていた存在達も影をひそめ、そのシステムも解消されていきました。 

これで地球人たちはすべての束縛から解き放たれ自由になることができます。 

自分が思い描いた人生を生き、自分の中にある素晴らしい資質と愛を輝かせて生きていくことができるようにな

ったのです。 

  

しかし、一つ問題が残りました。 

それは、皆さんの潜在意識や顕在意識の中に残された過去世で味わってきた感情です。 

あるいは、皆さんの意識や魂、スピリットに埋め込まれた脅迫観念です。 

皆さんは、スピリチュアルレベルで起きた事を一切理解できていませんので、すべてが束縛されていたいままで

の自分と束縛から解放されて自由になった自分の区別がつきません。 

  

もちろん、地球に住むすべての人達がそうなったわけではありませんが、争いが多い地球から愛に満ちた地球に

移り変わることを決断したスピリットを持つ人達は、もうすでに解放され自由に生きることができるようになっ

ているのです。 

しかし、そのような人達の中に埋め込まれているレムリアやエジプト時代の記憶などが邪魔をして、皆さんが目

覚める事を妨げているのです。 

  

そのような過去世から受け継いだ感情やカルマは、皆さんの進化を妨害するために、解放されてもすぐにあらた

な過去世が生み出され、皆さんをそれらの過去世の感情から完全に開放する事はできませんでした。 

  

皆さんは、一つの過去世を解放するたびに、今まで受けていた束縛が少しずつ解き放たれていくのですが、皆さ

ん自身が大きく変化し、その変化を持続させる事はなかなかできませんでした。 

それは、皆さんの中にある過去世の感情を利用して、地球人を目覚めさせないようにするためのシステムがずっ

と働いていたからです。 

このシステムは、闇の創造主による支配が終わっても、まだ皆さんの中に残っています。 

  

このシステムは、地球人が自分の過去世をいくら癒しても取り去る事はできないので、今回、光の創造主達がこ

のシステムから地球人を解放するために、このアチューメントを作り出しました。 

天の川銀河を生み出した創造主が、人々と直接触れ合うことができる天使達の力を借りて、皆さんを地球人本来

の姿に戻すことを計画したのです。 

皆さんの心の中に根深く残っている過去世の感情から、皆さんを解き放つために、闇の創造主から仕組まれた過

去世をシステムごと切り離していきます。 

  

皆さんが、目覚めようとする時や精神的に成長しようとする時、宇宙の愛と繋がり愛を多くの人と分かち合おう

とする時、そのような時に感じていた恐怖や罪悪感、無力感、絶望感などから皆さんを解き放ちたいと思います。 

そして皆さんが本来持っている愛や資質が目覚めてくるようにしたいと思います。 
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しかし、このことが有効なのは、地球人として成長したい、光が多い世界に行きたいと願っている人達だけです。 

今までの地球と同じように争いや支配、暴力に満ちた世界、利益優先の物質主義の世界で生きていきたいと考え

ている人達は、まだこの光を受け取る必要はないでしょう。 

今までと同じ地球で、もうしばらく学びを行うことになるからです。 

  

これらのことは通常の地球人の常識では理解することができませんが、TAKESHIさんと私達は、地球のアセンシ

ョンのために、創造主やスターピープル達とともに働いてきました。 

地球がアセンションを行わなければならない理由は、この地球を含む天の川銀河は、自己中心的な闇の創造主に

よって支配され、地球も闇が多い星になってしまい、地球人も闇の創造主やダークピープルに操られてしまう人

があまりにも増えてしまったからです。 

そのために、地球の歴史は争いや差別、支配、暴力に満ち溢れたものになってしまったのです。 

地球のアセンションに今回も失敗すれば、地球だけでなく天の川銀河全体が、闇が多い宇宙になってしまい、そ

の宇宙に生きるすべての種族は滅びの道を歩むことになるでしょう。 

 

スターピープルや光の創造主達は苦労を重ねて、私たちの宇宙から闇の創造主を追放し、光の創造主による統治

を始めることができました。 

2018年の 6月のことです。 

そして、地球のアセンションが進んでも、いっこうに目覚めず自己中心的な生き方をしている地球人があまりに

も多いことに疑問を持っていた創造主達は、それが地球人本来の生き方ではなく、闇の創造主によって地球人が

コントロールされていたために、地球人が成長できずにいたことが分かったのです。 

 

地球のアセンションも終盤に入り、物理世界に生きる人々を、光が多い地球と今までの闇が多い地球に分けなけ

ればならなくなりました。 

その時に、心の中に愛の光を持たない人々の多くが、今までの闇が多い地球に残されることになるのですが、創

造主達は、今までの地球人が、闇の創造主の支配によって、愛を持たない種族にされてしまったことを重く見て、

もう一度地球人に、自分の中にある愛を取り戻してもらうために、このアチューメントを生み出したのです。 

 

そして地球人の心を抑圧していた過去世と過去世から作り出された感情を切り離し、地球の人々が目覚めるよう

にしてくださったのです。 

  

             大天使ザドギエル  チャネリング BY TAKESHI  2018年 6月 26日 

  

 

地球のアセンション及び TAKESHIたちの活動の記録はこちらからご覧ください。 

クリスタルのサイトから 1冊 500円で PDF版を購入することができます。 

特にアセンションに関するシリーズは、下記のものです。 

http://s-sun1.com/hikari4.html 

A6「アセンションと創造主」2015年 10月～2016年 6月 全 5巻 

A7「ファーストコンタクト」 2016年 7月～2017年 4月 全 9巻（最終巻 AB37）  

A8「新しい夜明け」2017年 5月～ 

http://s-sun1.com/hikari4.html


宇宙の光 6 大天使の光のピラミッド TAKESHI  10 

 

挨拶の言葉 

 

「私は、これから６大天使の光のピラミッドのアチューメントを○○さんに、おこなわせていただきます。 

偉大なる大天使の皆様、そして光の存在達よ、どうか宜しくお願い致します。」 

 

 

6大天使による光のピラミッド PART1 祈りの言葉を 3回 

 

「偉大なる大天使達よ、光の存在達よ、あなたの偉大な働きに深く感謝いたします。 

私達が、真正なる地球人として生きていくことができるように、 

私達の中にある不要な感情とその感情を生み出した過去世を私達から分離してください。 

そして、私達が不要な感情や思いから影響を受けることなく 

私本来の人生を歩めるように導いてください。 

 

偉大な大天使達よ 偉大な光の存在達よ あなたの神聖な光を、私達の全てで受け入れます。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 大天使による「光のピラミッド」PART1 祈りの言葉 
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挨拶の言葉 

 

「私は、これから６大天使の光のピラミッドのアチューメントを○○さんに、おこなわせていただきます。 

偉大なる大天使の皆様、そして光の存在達よ、どうか宜しくお願い致します。」 

 

 

6大天使による光のピラミッド PART2 祈りの言葉 3回唱える 

 

「偉大なる大天使達よ、光の存在達よ、あなたの偉大な働きに深く感謝いたします。 

私達が、真正なる地球人として生きていくことができるように、 

私達の内なる光を輝かせてください。 

私達が本来持っている叡智と愛を目覚めさせ、 

光とともに生きていくことができるようにお導きください。 

 

偉大な大天使達よ 偉大な光の存在達よ あなたの神聖な光を、私達の全てで受け入れます。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 大天使による「光のピラミッド」PART２ 祈りの言葉 
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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 
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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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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/

