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「宇宙からの贈り物 PART2 アセンション

の真実」は 2019 年から 2020 年の 2 月にか

けて私がスターピープルや大天使の意識と同調

して書いたブログ記事を集めたものです。 

これから、アセンションするための世界に地球

人は入っていくのですが、アセンションする為

に、私達は何をしたらよいのか、どのように考

え、どのように生きていったらよいのかという

事が分からずに、様々なヒーリングやスピリチ

ュアルの罠にはまり込んで、進むべき道を見失

っている人が多いようです。 

私の言っている事が全て正しいとは限りません

が、そのような人の指針となれば、嬉しく思い

ます。 

                    

瀬戸 武志 （TAKESHI） 
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PART1「それはよかった！」現実を肯定的

に捕える 

 

いままで「新しい魂」（スターソウル）と「古

い魂」（オールドソウル）の事について書い

てきましたが、今地球に生きている人の多く

が「古い魂」（オールドソウル）のタイプに

あたると思われます。 

この「古い魂」の人は現実生活のしがらみの

なかでがんじがらめになっている方達も多

いので、なかなか自分の意識を変えて目覚め

ることは難しいようです。 

 

しかし、決してそれは不可能な事ではありま

せん。 

今日は、「古い魂」の人達がどうしたら目覚

めた世界に向かって歩めるかという、基本的

な事を、私と一緒に考えてみてください。 

 

 

〇「それはよかった！」現実を肯定的に捕え

る 

 

「古い魂」の人は、現実を否定的に見る傾向

があります。 

何か問題が起きたら、それは自分にとってと

ても不都合で不利益をもたらすものだと感

じます。 

あるいはこのことによって自分の幸福が奪

い去られるような感じもします。 

まるで自分の人生が誰かに邪魔されている

第６章 古い魂の人達が

目覚める方法 
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ような感じです。 

 

もちろんスピリチュアルレベルではそのよ

うな事もありますが、それを気にしていたら

前には進めません。 

できうる限り、前向きに進んでいく事が必要

ですから、何か起きたとしても「それは良か

った。」というように肯定的に捕えるように

してください。 

 

「古い魂」の人は、なかなかポジティブに自

分の人生を捕える事が出来ないので、「自分

は何をやってもダメ」「自分は幸福になれな

い。」「起こること全てが最悪。」などと考え

てしまいます。 

私も「古い魂」の人間ですから、このような

否定的な言葉はいくらでも出てきます。 

そしてそのように考えている自分が存在し

ていることに気付いてください。 

 

しかし否定的に物事を捕えている自分は、さ

らにネガティブな現実を引き寄せ、まるでス

パイラルのように自分が望んではいない世

界に引きずり込んでいます。 

私も、実際そのような世界から抜け出すのに

大変苦労しました。 

 

でも本当は、ネガティブな自分は、自分が不

幸になる事を心の奥底で望んでいます。 

「古い魂」の人達は、なんども人生を失敗し

た経験があるので、自分は価値がない人間だ

から幸福にはなれない、と心の奥深い所で感

じているのです。 

あるいは、自分は罪深い人間だから罰を受け

なければならないと感じている人もいます。 

 

しかし、今のあなたには何の責任も罰も存在

しません。 
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ただ、自分の願うままに生きていく事だけが

大切な事です。 

今は、以前と違ってあなたの意識も心も解放

されましたので、自分が望むように生きてい

く事が出来ます。 

 

それでも、自分が幸福になれないと感じてい

るのならば、それは今までの古い自分の意識

を引きずっているだけです。 

今、この時に新しく生まれ変わるように想像

して、自分を肯定的に捕えてください。 

自分にとって不都合なことが起きたとして

も、決してその現実を悪く捕えないでくださ

い。 

 

ただ「それは良かった。」と一言言って、起

きた事のプラス面を探すようにしてくださ

い。 

「感謝します。」「それは最高！」などという

言葉もあるのですが、あまり誇張した表現だ

となじみにくいので、自分に合った表現をし

てください。 

 

そして起きたことにあまり意味を持たせな

い事です。 

私もすぐ、起きたことの原因や経過を考えす

ぎて頭がいっぱいになってしまう事がよく

ありますので、ただ肯定的に、「それは良か

った！」といって終わるようにしています。 

それが現実に自分自身が捕らわれないコツ

かもしれません。 
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PART2 過去の自分を切り離す 

 

昨日は、現実を肯定的に捕える事を皆さんに

話しました。 

今回話すことも、もうすでに皆さんが嫌とい

うほど聞いた話です。 

頭でわかっていても、現実的に実行できない

のが、「古い魂」の人の悲しい所です。 

そのために、私は皆さんのハートや魂が理解

できるようにスターピープル達と共に祈り

を込めて書いています。 

 

〇過去の自分を切り離す 

 

「古い魂」の人達は地球で長い間生きてきま

した。 

そして何回も生まれ変わってきましたが、今

までの地球は闇が多い地球でしたので、幸福

な人生を送るよりも虐げられた不幸な人生

を送る事のほうが多かったのです。 

 

特に「古い魂」の人達の人達は、優れたスタ

ーピープルのスピリットを持って地球に降

りてきたために、地球人の進化のお手伝いを

したり、過去に起きたアセンションの時期に

地球をアセンションさせようと一生懸命働

いてきました。 

 

しかし、地球人が進化することなく、地球も

アセンションすることがありませんでした。 

反対に「古い魂」の人達は、大きな挫折を味

わい、心身ともに傷付けられてしまいました。 

 

そのために「古い魂」の人達の心の中には怒

りや憎しみ、悲しみや絶望感などが沢山渦巻

いています。 

特に自分を生み出した創造主や神々、あるい

は物理世界の統治者や宗教者などに対する
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怒りが心の奥底にあり、異なる人生で何度も

形をかえてこの怒りは噴出し続けました。 

そして噴出するたびに統治者から抑圧や虐

待を受け、さらなる怒りや憎しみを心の中で

募らせてきたのです。 

 

そのために今世では経験した事もないよう

な悲惨な現実のイメージや感情が心や魂に

宿っている人がいます。 

そのような人は、現実世界でそのことを連想

させるような出来事に出合うと精神的に混

乱して感情が高ぶったり自分自身に対する

否定的な感情が生まれてしまいます。 

 

そのようなサイクルに入ってしまうと、次々

と起こる出来事にたいして否定的な感情や

考え方が止めどもなく沸き起こり、忙しくて

意識進化の事を考える暇も無くなります。 

そして希望を失ったまま自分の人生を終わ

ってしまうのです。 

 

このような感情から自由になるためには、自

分の心の中に繋がっている古い自分を切り

離していかなければなりません。 

 

よく「今に生きる！」「全てが今にある！」

という言葉がありますが、自分の心が自分の

過去を向いていたならば、古い過去の自分の

感情に捕らわれてしまいます。 

そして、今（本当の自分）を見失ってしまう

のです。 

 

わたしたちはよく過去世の問題を取り上げ、

ひとつひとつの過去世を解放し感情を浄化

させることをずっと行ってきましたが、今は

もうのんびりとそのような事をやっている

時代ではありません。 

自分の過去を一気に切り離し、過去の感情や
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思いに左右されないようにしなければなら

ないのです。 

そして本気で自分の過去を切り離し自由に

なると宣言しなければなりません。 

 

そのための方法として、私は次のようなワー

クをおすすめしています。 

１、気持ちの良い場所に立ち、自分が立って

いる場所を光で満たす。 

 

２、自分の体の正面が２つに割れ、自分の皮

膚がずるりと向け、後ろに飛んでいく。 

 

３、皮膚がむけた体は黒いブロックでできて

いて、過去の感情や思いに満ちている。 

 

４、黒いブロックが崩れ落ち、足元にある光

の中に溶けていく。 

 

５、黒いブロックが崩れ落ちると、中から光

り輝く球が出てくる。これが本当の自分。 

 

６、光る球によって自分の体が新しく生まれ

変わる。 

 

７、光の玉は空に登っていき、宇宙の意識と

１つになる。 

 

もちろん過去は自分自身の様々なレベルと

繋がっていますので、このワークを１，２度

行ったくらいで、過去の全てを切り離す事は

できませんが、自分の中に不要な感情や思い

が生まれてくるたびにこのワークを行って

みても良いと思います。 

 

「古い魂」の人達は、現実世界の習慣やしが

らみと同時に、過去からの自分にも強く縛ら

れていますので、このようなワークを何度も
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何度も繰り返し、自分は過去に捕らわれない

という気持ちを強く持ち続けることが大事

です。 

 

私も「古い魂」の人間なので、過去からの繋

がりを簡単に断ち切ることはできませんの

で、いつもいろんな問題が浮かび上がってき

て、私を困らせます。 

しかし、それ以上に前に進んでいく意思を強

く持つことが大事です。 
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PART3 自分の意思を表現する 

 

昨日お知らせした「過去を切り離すワーク」

は行われたでしょうか。 

本当に何度も言うように他人任せでは絶対

に光の世界にはいけません。 

自分自身を本気で変えようという気持ちで

努力してみてください。 

そうしなければ、スターピープルも大天使も

あなたに手を差し伸べる事は出来ないので

す。 

 

〇自分の意思を明確にすること、自分の意思

を表現する事 

 

今日は、基本中の基本「自分の意思を明確に

する事。」そして「自分の意思を表現する事。」

です。 

この文章を読んで、「当たり前のことだ。」「自

分はちゃんとできている。」と考える人もい

らっしゃると思います。 

勿論、しっかりと自分の意思を持って表現し

ている方もいますが、そう考える多くの人が

自分の中に大きな油断があり、自分の考え方

がコロコロ変わっていくのです。 

 

このように考えてください。 

自分の中には、宇宙意識に目覚めて精神的に

進化しようと考えている自分と現実生活を

楽しみ楽（らく）して生きていこうと考える

自分がいるのです。 

それは、今に始まったことでなく、あなたは

何度も生まれ変わりながら、２つの自分のな

かで揺れ動いていたのです。 

 

そろそろ、自分の気持ちをどちらかひとつに

しなければなりません。 

今迄と同じ地球で物理世界を楽しみたいと、
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考える人は今までと同じ地球に残ります。 

それは決して悪いことではありません。 

このような光と闇がせめぎ合う世界はとて

も珍しいので、スリリングで面白い体験が出

来ますし、他の星よりも多くの事を学べます。 

 

宇宙意識に目覚めて精神的に進化しようと

考えている人は、今までの古い地球から出て

いかなければなりませんから、今までの習慣

や古い考え方を捨てなければなりません。 

例えば、お金を稼いで経済的に豊かに生きる

事や特殊な能力を得て有名になりたいと考

える事から、経済的な利益よりも愛や調和を

優先させていく思考に変わっていかなけれ

ばならないのです。 

 

これは言葉で言うほど簡単な事ではありま

せん。 

 

意識を１つにする為には、まず自分がどの様

に生きたいのか、どのような世界に行きたい

のか、という事を明確に決めなければなりま

せん。 

今日決めても、明日は違う考えになってしま

えば、スターピープルや大天使達は、あなた

の事をサポートしていいのか、サポートする

必要がないのか決める事が出来ないのです。 

 

私達はよく大天使達から、このような事を聞

きます。 

「地球の皆さんは、都合の良い時ばかり、大

天使達の助けを求めますが、それでは私達は

地球の人々を助ける事が出来ないのです。 

私達が手助けできる人は、本当に自分自身を

高めたいと願い、高めるための努力をしてい

る人達です。 

そして自分を否定することなく、自分自身や

家族を愛している人達です。」 
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大天使達は、自分の欲望から出た願いではな

く，愛と調和の思いから出た願いをサポート

します。 

私も経済的に苦しい時に、ロトが当たるよう

に助けてくれとお願いしましたが、当たるこ

とはありませんでした。（当然の事ですが、） 

 

ただ皆さんが、本当に精神的に進化して光の

世界に行きたいと望むならば、大天使やスタ

ーピープル達は喜んであなたをサポートし

てくれます。 

そのために、自分の意思を明確にして、天使

やスターピープル達に聞こえるように、声に

出すことが大事です。 

 

私はよく、朝起きた時や仕事をしていない時

にこのように言います。 

「私は宇宙意識に目覚め、新しい現実を創造

する。」 

「私は今までの地球から新しい光の地球に

移る。」 

 

この言葉を、私は毎日繰り返しています。 

そうしないと、私も意志が弱い人間なので、

つい現実生活に気持ちを奪われ、現実生活に

深くフォーカスしてしまうからです。 

私は自分の気持ちが変わらないように、そし

てこの言葉が現実のものとなるように、常に

この言葉を声に出して、スターピープルや大

天使達に聞こえるように言い続けています。 

 

皆さんも、自分の意思を明確にして、その思

いを毎日声に出して表現してください。 

きっと隣で、スターピープルや大天使が、「よ

うやく決心してくれたのか、」といってあな

たの事をサポートしてくれるようになりま

すよ。 
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PART4 揺れ動く気持ちをコントロール

する 

 

オールドソウルの特徴は現実世界に強くフ

ォーカスする事ですから、現実世界で起きる

事に感情的になり、過度の不安や心配、怒り

などを持ちます。 

時には自分とは関係のない事でも、ニュース

や友達との会話から、過度に感情を揺さぶら

れて怒ったり不安になったりします。 

 

これは、オールドソウルの人達の心の中心が

自分にあるのではなく、自分が見ている世界

にあるからです。 

そして自分の中に、潜在的に大きな怒りや不

安があるために、その感情のエネルギーを発

散させる機会を求めているからです。 

 

海外のニュースなどを見ると分かりますが、

時折群集心理が働いて、１人の１人に多数の

人が強く暴行を行ったり、デモやストライキ

の時などに街中にあるお店を破壊したりす

ることがあります。 

 

もちろんこれは極端な例ですが、人間の中に

は少なからず、自分の感情を発散したいとい

う気持ちがあります。 

小中学校のみならず大人の世界でも、１人の

人に対して複数の人がいじめを行うのはま

さにこの感情の発散なのです。 

 

しかし、この感情の発散は他人に対して攻撃

的になるだけでなく、自分に対してもネガテ

ィブなエネルギーを発散することがありま

す。 

特に自己否定の感情が強い人は自分の事を

否定的に捕えるあまり、ひきこもりや躁鬱症、

自閉症、時には自殺などという形で、自分の
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中にある感情を自分に対して発散させます。 

それも普通の人にしてみれば些細なことに、

大きく感情を揺さぶられ行動に出てしまう

事が良くあります。 

 

私達がアセンションするという事、光の世界

に行くという事は、これらの事と正反対の事

を行う事になります。 

つまり、現実世界で起きる事に、自分の感情

を揺さぶられないようにすることです。 

良く、「現実は中立だから、その現実に意味

を持たせるのは、その現実を生み出した人の

感情や価値観だ。」という事を言われます。 

たしかにこれは正当な考え方であり、「ごも

っとも」な意見です。 

アセンションを望む人ならば、この考え方に

基づいて自分自身の感情や考え方をコント

ロールしていかなければなりません。 

 

しかし、この事が本当に難しいのです。 

私も、何度も何度もこの事を自分に言い聞か

せて自分の感情をコントロールしようとし

ました。 

本当は、感情をコントロールするという意識

さえも無くしていかなければならないので

すが、まずは現実世界で起こっている事を見

ても、それに対して自分の感情が動かないよ

うにしなければなりません。 

 

スターソウルの人は、意外とこのことを簡単

にやり遂げます。 

自分自身の意識がそれほど深く現実世界に

固定されておらず、常に夢を追いかけること

のほうが大好きですから、現実世界ではなく

自分の理想のほうに意識をフォーカスする

ことが得意なのです。 

 

しかしオールドソウルの人は、がっつりと現
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実世界と繋がっているので、そう簡単には現

実世界を自分の意識や感情から切り離すこ

とはできません。 

それはまるで自分の家族と離れ離れになる

ような難しさを覚えてしまいます。 

 

ではどうしたらよいか？ 

このことに対して、私は明確に方法を提示す

ることができませんが、現実世界の波動に巻

き込まれないように、自分自身を「光の世界」

あるいは「宇宙意識」「自分のハイヤーセル

フ」、「大天使達」などのような存在や意識に

焦点を当てていく時間を少しずつでも増や

していく事が必要です。 

 

以前にもお話ししたように、現実世界で起き

る事に対して否定的な意味づけをするので

はなく「それはよかった！」と何事に対して

も、一度肯定的な意味づけをすることも役に

立ちます。 

 

あるいは、この現実は私にとって居心地が良

くない現実、あるいは望んでいない現実だか

ら、その現実を見ている自分に光や愛を満た

し、自分の心の中を調和に満たすことも役に

立ちます。 

また以前御紹介した「関野あやこ」さんのメ

ッソドを動画で見ながら、自分の感情を解放

するのも良いでしょう。 

 

どの様な方法にしても、自分の感情に流され

ない方法を早く見つけ、継続してトレーニン

グすることが大事です。 

「私はきっとうまくいかないから、」とか「私

は何をやっても駄目だから、」と諦めないで

ください。 

誠心誠意取り組めば、きっと道は見えてきま

す。 
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PART5 他者への依存を捨てる 

 

〇オールドソウルの集合意識から自由にな

る 

 

先日のブログでオールドソウルの人達が持

つネガティブな性格がオールドソウルの集

合意識によって生み出されているという話

をしました。 

そして、オールドソウルの人達がより多くア

センションできるように、スターピープルと

創造主がその集合意識を変えるべく癒しの

光をおくっています。 

 

今日はオールドソウルの集合意識が持つネ

ガティブな意識について詳しくお話したい

と思います。 

これは、私達がよくアセンションしたい人、

光の世界に向かって歩みたい人は、今までの

地球で生きてきた習慣や考え方を変えなく

てはいけないと言ってきましたが、その習慣

の中心的な物が「他者への依存」と「自己否

定」なのです。 

 

私達は地球の物理世界に長く生きてきまし

た。 

その世界に生きる多くの人は、闇の多い世界

を生きてきましたので、自分の人生を自分が

思ったとおり生きていく事ができませんで

した。 

いつもその当時の権力者や身近で力を持っ

ている人達から支配され、彼らによって皆さ

んの人生は翻弄されてきたのです。 

 

それは戦争や奴隷制度のような大掛かりな

ものから、自分が働いてきた会社や組織、あ

るいは自分の家庭における夫との関係など

を通して形作られた意識です。 



17 

 

私達のアセンションは、この「他者への依存」

や「自己否定」という自分を制限する意識、

自分は本当につまらない存在だと思わせる

自分に対する価値観から脱却して、自分本来

の意識に戻り、自由に人生を生きる事ができ

るように計画されたのです。 

 

しかし、これらの意識は自分自身が努力する

だけではなかなか拭い去ることができませ

ん。 

それは前述したとおりオールドソウル、もし

くは地球人全般の集合意識と深くつながっ

ているからです。 

自分の努力でこの集合意識から自分の意識

を切り離して自由になることが「覚醒」なの

ですが、毎日現実生活に追われている私達に

はすこし難しいようです。 

 

しかし、そのことを十分に理解し、自分の考

え方や行動を見て、「あ、これがオールドソ

ウルの集合意識がもつ「他者への依存」なん

だ。」と気づき、そのような思いを捨てる事

が大切です。 

あるいは、自分が発した言葉を思い起こして、

「あ、ここでも自分を否定してネガティブな

事を言っている。」という事に気づき、その

ような事を言わないようにすることも大事

です。 

 

この集合意識から脱却して自由になるため

には、そのことを深く理解し、脱却するため

の努力が必要です。 

幸い、スターピープル達が、この集合意識に

気づき、皆さんを救い出すための努力をして

くれています。 

これからでもこの事に気づき努力している

人達を導くことはとても大切なことです。 

そのために、皆さん自身も努力してください。 
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〇他者への依存を捨てる 

 

私達が今までの地球に生きてきてしっかり

と身についている習慣がいくつもあります。 

アセンションは、その中でも自分を制限して

きた習慣をかえて、制限のない自由な意識に

なるために起こります。 

 

今回からいくつかそのことについて説明し

ます。 

その中でも、一番厄介な習慣が「他者依存」

です。 

この「他者依存」というのは、皆さんが見て

いる現実の中に生きる人や会社、状況などに

よって自分の感情がコントロールされると

いう事を意味しています。 

 

例えば、自分の仕事に対しては、 

「会社の給料が上がれば、生活がもっと楽に

なってうれしい。 

「会社の人達がもっと優しくしてくれて仕

事が楽になったら仕事が楽しくなる。」 

 

家庭においては、 

「夫の給与が上がれば、生活が楽になって好

きな事が出来る。」 

「夫がもっと私を愛して大切にしてくれた

ら、私も夫を大切にする事ができるから嬉し

い。」 

「子供が良い学校や会社に入ってくれたら、

嬉しい。」 

 

自分の人生においては 

「自分がやりたいことを誰かが教えてくれ

たらよいのに。」 

「宝くじが当たったり、お金が入ってきたら

好きな事が出来るのに。」 

「周りの人や天使達がしっかりとサポート
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してくれたらアセンションできるのに。」 

 

などと例をあげればきりがありませんが、そ

の基本となっているのは、自分が努力するの

ではなく、周りの人や会社、社会的な状況が

自分にとって望ましい状況に変わればよい

のにと願う気持ちです。 

裏を返せば、「自分では何もできない。」ある

いは「他人から奉仕してもらう事が当たり前

だ。」という気持ちが隠されています。 

 

そして今の現実を肯定的に見るのではなく、

自分の人生を否定的に見て、誰かが自分の人

生を変えてくれる事をただ望んでいるだけ

なのです。 

これは、自分の意識が自分に向いているので

はなく、周りの人々や会社、社会的な状況に

向いているために、それらの物が自分にどの

ように対応しているかという事で、喜んだり

悲しんだりします。 

 

周りの人や会社が自分の思うとおりに動い

てくれて状況が良くなれば、自分は幸福だと

感じ喜びます。 

反対に、自分の思うとおりに動いてくれない

と、自分は不幸だと感じ、相手に対して怒り

や不満を持ちます。 

周りの状況によって、自分の幸福感や感情が

コロコロと簡単に動いてしまうのです。 

 

今迄の地球では、ほとんどの人が同じように

「他者依存」の意識を持っています。 

あなたが会社に対して「会社の給料が上がれ

ば、仕事が楽しくなってしっかりと働くの

に。」と思っているとしたら、会社の人は「あ

なたがしっかりと働いてくれれば、あなたの

お給料をあげても良いのに。」と思っていま

す。 
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また夫に対して、「夫がもっと私を愛して大

切にしてくれたら、私も夫を大切にする事が

できるから嬉しい。」と考えているとしたら、

あなたの夫も「妻がもっと私を愛して大切に

してくれたら、私も妻を大切にする事ができ

るから嬉しい。」と思っています。 

 

お互いが、相手に求める事が先で、自分から

相手に対して奉仕しようとは思っていませ

ん。 

お互いがそのような気持ちですから、お互い

の気持ちがすれちがって、あなた自身が幸福

になれないし、精神的に成長することもあり

ません。 

自分の心の中に、相手が自分を大切にしてい

ないという不満や怒りばかりが沸き起こり、

あなたは本来持っている愛や調和のエネル

ギーを失ってしまいます。 

 

この現実は自分の心の反映でもありますの

で、自分の心の中に失望感や不満足感、怒り

や憎しみがあれば、あなたはそのような現実

を生み出し、さらに大きな失望感や不満足感

を生み出してしみます。 

それが、何度も何度も繰り返されていくうち

に、あなたは自分の人生に絶望してしまい、

自己否定や絶望感に捕らわれてしまい、生き

る気力を失ってしまいます。 

 

自分が相手に対して何かを求めるという事

は、自分の中にある欠乏感や不満足感をさら

に高めてしまいますので、あなたが見る現実

もそのような物を大きく浮かび上がらせて

しまうのです。 

 

しかし、あなたが他人に依存したり相手に対

して求める事をしなければ、そのような感情

は起きません。 
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自分から、相手のために何かをしてあげる。 

相手から見返りを求めることなく、相手が望

むことをしてあげる事が大切です。 

そうする事で、たとえあなたが行ってくれた

ことに対して正当に応えてくれなくてもあ

なたは傷付く事はありません。 

 

ただ、あなたが他者依存の気持ちから抜け出

したとしても、自分が行った事に対してその

対価を相手に求めるのであれば、それはあま

り意味がありません。 

他者依存と同じ結果を生み出してしまいま

す。 

 

良く「無償の愛」とか「見返りを求めない愛」

が素晴らしい、と言われることがあります。 

これは高尚な理念ではなく、相手が、自分が

望むとおりに動いてくれなくても、そのこと

を認め許すという事ですので、自分の感情を

平静に保つためにはとても効果がある方法

です。 

 

また「あなたが与えるものを、あなたは受け

取る」という言葉があります。 

これは自分の心が相手に何かを与えて喜び

を感じたならば、あなたの心が作り出す現実

は喜びに満ちたものになる、という事でもあ

ります。 

つまり、あなたの心の波動と同じ波動をあな

たは現実世界で作り出す事ができるのです。 

 

「自分が豊かになるためには、まず自分の心

が豊かでなければならない。」とも言われて

います。 

まさにアセンションする人達は、基本的にこ

の事を理解し、他人に求め依存するのではな

く、まず自分自身の心を豊かにして他の人達

に奉仕する事を実行しなければなりません。 
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PART6 自己否定の罠から抜け出す 

 

今日は今までの地球の古い習慣の中でも最

も厄介な問題について話しをしましょう。 

それは「自己否定」です。 

 

オールドソウルの人達だけでなく、多くの地

球人が自分がきづかないうちに、この自己否

定の罠に深くはまっています。 

自己否定の罠にはまっている人は、自分の生

き方や自分が行う事に対して自信を持てな

かったり自分に対するコンプレックスのた

めに、常に否定的な発言や行動をとります。 

 

自己否定はとても巧妙にあなたを欺きます。 

まるで、自分自身がやろうとする事を否定す

る事で、あなたにとって居心地がよく安全で

あるかのように見せる時もあります。 

 

「今のままがいいんだ。」 

「あなたが精神的に成長すると厄介な事ば

かりが起きてしまう。」 

「あなたが何かやろうとすると必ず失敗し

てしまうので何もしない方がいい。」 

というようにあなたのポジティブなパワー

を奪ってしまう事が得意です。 

 

毎日の生活の中で、自分自身が上手く出来な

い事が起こった時や理想的な人生を追い求

めていてもそれがうまくいかない時に、 

「ほらね、自分はまだまだなんだよ。」とか 

「自分はそのような物を受け取る価値がな

いんだよ。」と言ったりします。 

 

私も、自分がなかなか宇宙意識に目覚めなく

て困っている時、「自分はなぜ宇宙意識に目

覚めないのだろうと自分に問いかけました。 

すると「自分は宇宙意識に目覚めるに値しな
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い。」という思いが心の奥底から浮かび上が

ってきて驚いた事があります。 

これだけ、全身全霊をかけてアセンションの

ために働いているのに、自分の心の奥底に自

分の成長を否定するような感情が残ってい

た事に私は唖然としたのです。 

 

そして自己否定の感情を持っている人は、自

分だけでなく家族や友人、職場の仲間達が言

った事や行っている事に対しても否定的な

発言や行動をしてしまいます。 

それも無意識のうちに。 

あなたは自分で気づかないうちに、他の人が

行おうとする事を邪魔したり相手の尊厳を

傷つけてしまっているのです。 

 

また自己否定の感情は、他人を否定すること

で自分自身にパワーがあると思い込ませる

こともします。 

つまり、他人の成長を否定する事で、自分が

どれだけその人から優位な場所に立ってい

るかという事を示そうとするのです。 

それは、相手にとって大変迷惑な話です。 

 

このように自己否定のエネルギーは様々な

場所に隠れていて、あなたが成長しようとす

る時に絶妙なタイミングで現われて、あなた

の成長を妨害します。 

しかも、これは今世だけでなく、あなたの過

去の人生で、何度も起きた事です。 

あなたは今まで闇の多い世界に生きてきま

したので、幸福な人生を送るよりも傷つけら

れて生きてきた人生や戦争や抑圧を受けて

不幸な人生を送る事のほうが多かったので

す。 

 

そしてそのような人生を送るたびに、多くの

絶望や挫折を感じてしまいました。 
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あなた方の否定的な感情は、自分 1 人にと

どまらず同じような感情を抱いた多くのソ

ウル達と共に自分達の集合意識を作り上げ

ていったのです。 

 

オールドソウルの集合意識、これはほとんど

の地球人の集合意識でもありますから、この

地球に生きる多くの人達がこの集合意識と

繋がり、この集合意識に従って生きてきまし

た。 

そのために多くの地球人の意識の反映とし

て作られた地球の現実そのものが、自己否定

のエネルギーに満ち溢れた物となってしま

ったのです。 

 

この地球に生きている人は、この集合意識と

集合意識から作られた現実に影響されて、自

分は価値がない人間なんだ、何をやってもダ

メなんだと思うようになり、自分の意識の中

に自己否定の概念を生み出してしまうので

す。 

 

この自己否定から抜け出すことは決して簡

単な事ではありません。 

常にポジティブに物事を捕えようとしても、

その時は良いのですが、しばらくするとまた

自己否定の意識に連れ戻らされてしまうの

です。 

そうならない為には、しっかりと自分の意識

を管理して自己否定のエネルギーが流れ出

さないようにしなくてはいけません。 

 

まるで汚水が流れ出す水道の蛇口をしっか

りと閉める事とおなじです。 

ほおっておけば蛇口が緩んで、水道の口から

汚水が流れ出し、周りを汚染してしまいます。 

所かまわず人の悪口を言ったり、否定的な感

情で行動している人はまさに、自分の回りに
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ネガティブなエネルギーをまき散らして、周

りを汚染しているのです。 

 

私達は、オールドソウルの集合意識から常に

送られてくる「自己否定の感情」が、自分の

意識の中に漏れ出さないように、集合意識か

ら自分の意識を分離していかなければなり

ません。 

 

そして自分の意識を自分を生み出し見守っ

てくれているスピリットと深く繋げて、自分

の物理的な世界にフォーカスしている感情

や考え方から、高次の宇宙意識へとつながっ

ていかなければなりません。 

 

自己否定を行っている意識や感情には、愛や

調和というエネルギーは同調することが出

来ずに反発してしまいますから、皆さんは愛

の多い光の世界にアセンションすることが

出来ず、いつまでも闇の多い地球にとどまら

なくてはいけません。 

 

その世界に存在する人達の多くが、自己否定

の感情を持っていますので、お互いが否定し

合って生きていく事になります。 

勿論、あなたがそのような世界に行く事を望

んでいるとは思いませんが、あなたの心に自

己否定の感情が渦巻いていれば、当然あなた

が体験する世界も、あなたを否定し続ける世

界となります。 

 

それでは、どのようにして自己否定の感情か

ら自分を分離させることができるのか、 

以前「若者や子供は褒めて育てる。」と言っ

ていた人がいました。 

子育ての現場でも、子供を叱ってばかりいる

と、子供は自分に対して自信を失い、否定的

な感情を持ち、精神的にも不安定になるため
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に、子供をほめて良い所を伸ばしてあげよう

という考え方です。 

 

オールドソウルの人達の多くが幼少期の頃

より叱られて育ちました。 

その幼児体験が、オールドソウルの人達に深

く残っており、自分の子供達に対してもその

ような教育を行うのです。 

そのために「叱って育てる。」という風習が

何代も続き、ある意味、子供のやることを否

定して育てる、社会の習慣に無理やり適応さ

せていく、という事が当たり前になってしま

ったのです。 

 

この何代も続いた風習を断ち切るためには、

子供に対して「ほめて育てる。」 

社会に適応させるよりも、「自分自身に適応

させて育てていく。」という風習を作り上げ

ていかなければなりません。 

同じように、「叱られて育ってきた自分」が

当たり前になっている人は、「自分自身をほ

めて育てる。」という風に考え方を変えなく

てはいけません。 

 

何か失敗したとしても、自分を怒ったり責め

たりしない。 

出来ないことが起きても「それは自分の力不

足だった。」と思わずに今はまだそのタイミ

ングではなかったけれど、次回はきっとうま

くいく、と考える事が大事です。 

勿論、すぐに自分の否定的な考え方が肯定的

になるわけではありませんが、やり続けなけ

れば何も変わりません。 

 

幸いスターピープル達が、地球人の集合意識

の問題に気づき、その修正を行ってくれてい

ますので、以前よりもはるかに自己否定の感

情をポジティブな感情に変える事が簡単に
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できるようになっています。 

この機会に、自分自身の心の多くを占めてい

る「自己否定の感情」や「他者に依存する気

持ち」を整理して、自由になっていかなけれ

ばなりません。 

そのチャンスは本当に今しかないのです。 
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PART7 過去の自分から自由になる 

 

前回に引き続いて、一般の地球人やオールド

ソウルを持つ人達が、どうしたら今までの闇

の多い地球の習慣や考え方から脱却して光

の世界に進むことができるかお話ししてい

きましょう。 

と言っても、この話しをしているのはスター

ピープル達です。 

 

彼らは、なかなかアセンションした世界に入

れない私を見て、どうしたらオールドソウル

の人達がアセンションできるか、考えていま

す。 

そしてそのための方法や考え方を、私を通し

て皆さんにお伝えしているのです。 

 

今日は、過去の自分から自由になるというテ

ーマで話をします。 

私達地球人は、自分が生きてきた人生や時間

を見て、過去と現在、そして未来が密接に繋

がっているのだと信じています。 

過去に行った事の積み重ねが今で、今行って

いる事の結果が未来であると考えています。 

 

これは物理世界や今までの地球では常識的

な事ですし、そのような考え方で人類は動い

てきました。 

しかし、この考えを自分が信じ守り続けてい

けば、皆さんはアセンションする世界に、肉

体を持ってはいる事はできません。 

 

なぜならアセンションした世界は、今までの

地球のタイムラインとは異なる世界にある

からです。 

アセンションした世界は、現在の地球の未来

ではなく、全く異なる次元にあります。 

そのために、今までの地球の物理世界の法則
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は成り立たないのです。 

 

アセンションした世界は今の地球とは異な

るパラレルワールドにありますので、私達が

シフトアップしてそのパラレルワールドに

入らなければなりません。 

その時に、今まで過ごしてきた「時間」とい

う物を異なる角度から見なければなりませ

ん。 

 

勿論宇宙には一つの流れとして「時間」はあ

ります。 

しかしスピリット体になってしまえば、その

時間の制約も受けなくなります。 

スターピープル達の中には、いくつもの時間

の中に同時に存在している者達も居れば、遠

い未来から私達の時代に来て共に活動して

いる仲間もいます。 

彼らは自分の意識を変容させることで異な

る時間や異なるパラレルワールドの中には

いっていく事が出来るのです。 

 

皆さんは、現在の所、時間を自由に旅したり、

異なる時間の中に同時に存在する事は出来

ないかもしれません。 

しかし、それは、皆さんが肉体を持っている

からという理由以上に、まだ時間と意識の本

質を理解していないからなのです。 

 

皆さんが、この地球の物理世界の法則から脱

却して新しい世界に行くためには、ある程度

物理世界の法則を見直さなければなりませ

ん。 

肉体を持ってアセンションすることが出来

たなら、スターピープルほどではないのです

が、皆さんも時間という概念からもっと自由

になれます。 
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しかし、アセンションしていない世界からア

センションする世界にこれから入ろうとす

る皆さんにとって、時間の概念を完全に変え

る事は不可能ですが、いくつかの点をしっか

りと理解することで、皆さんがアセンション

した世界に入ることを可能にしていきます。 
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PART8 過去の影響を受けない自分にな

る 

 

先日は少し時間の概念についてお話ししま

したが、今日は具体的に時間の概念の変え方

についてお話しします。 

 

〇自分自身が望むなら過去の自分の影響は

受けない。 

 

皆さんの体は、本当は常に皆さんの意識によ

って形作られています。 

願うならば、先ほどまでの自分とは別の自分

になる事も可能です。 

 

しかし、皆さんが、自分は地球の時間軸に沿

って生きていると信じているために、自分の

肉体のみならず精神は過去からの連続性が

あるものだと考えています。 

そしてそれは今の人生だけでなく過去世な

どの影響も受けていると思っています。 

これは地球の物理世界特有の法則ですが、そ

の法則によって皆さんは過去の自分、過去世

の自分に縛られています。 

 

皆さんがアセンションしたならば、その世界

では過去の自分や過去世の自分の影響は受

けなくなります。 

新しい世界では、一瞬一瞬あなたの意識は、

新しいあなたを生み出す事も可能になりま

す。 

過去からの影響は、あなたの意識が作り出し

た幻想のようなものになってしまうからで

す。 

 

ここに存在しているのは、この瞬間のあなた

だけです。 
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あなたの意識が、自分自身は過去からの連続

性を持った自分ではない、という事を信じれ

ば、あなたは過去からの影響を受ける必要が

なくなります。 

 

過去から受け継いだ「自己否定」や「他者依

存」あるいは辛かった過去や悲しかった過去、

また病気がちの体や精神疾患等、自分自身が

望まない過去とのつながりを断ち切り、あな

た自身の理想的な姿で存在することが大切

です。 

 

そのためにも、あなたは、「過去の影響を受

けることなく生きる。」 

「自分の理想の人生を送っている。」 

「自分がやりたい事が出来る。」 

「健康な自分で生きている。」 

という風に自分の意識から多くの制限を取

り除いていく事が大事です。 

 

しかし、今現在のあなたの意識や心の有様が、

物理世界の現状を生み出しているという事

を本気で信じなければ、あなたが見ている世

界は変わることはありません。 

自分の都合の良い所だけ現実が変わってく

れと、願ってもそれは無理な事です。 

そして、このことをあなたの知識で理解して

いるだけでは何の変化も起こりません。 

 

よくバシャール達が「あなたが豊かになりた

ければ、まずあなたが豊かになりなさい。」

というようなことを言っていました。 

自分が豊かになる事を夢見ているだけでは、

現実は豊かにはなりません。 

現実を映し出している自分の意識や心が豊

かさの波長を持てば、あなたの現実はおのず

から豊かになっていきます。 

スターピープル達が私に良く言う言葉があ
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ります。 

「あなたがアセンションした世界に入りた

いならば、あなたがアセンションした世界で

どのように考え行動するか、という事を考え

て、その通り行動してください。」 

 

つまり自分が「アセンションした世界に入り

たい。」と願うのではなく、もうすでにアセ

ンションした世界に入って行動しているふ

りをすることで、アセンションした世界に入

ることができるのです。 

これも数時間前の自分との連続性を断ち切

って、アセンションした世界に入るための重

要な方法です。 

 

私が今までの物理世界に生きてきた過去の

自分に捕らわれていれば、私はその過去が存

在するタイムライン（パラレルワールド）に

これからも生きていく事になります。 

しかし、自分の意識や存在するあり方を変え

る事で、その意識に相応しいタイムラインや

パラレルワールドを実際に引き寄せる事が

出来るのです。 

 

もうすでに現在アセンションしかけている

人、そしてこれからアセンションした世界に

入っていく人達は、自分の過去のどの様な部

分が自分のアセンションを妨害しているの

か、知ることも大事ですが、それ以上に大事

なのは、自分の過去を切り離し、この瞬間に、

新たな光の世界に立っていることを信じる

事です。 
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地球人がアセンションする理由―地球人の

始まりの時 アセンションの真実 PART１ 

 

最近多くの方がアセンションの事について

語られています。 

それぞれの方には、それぞれの世界があり、

その世界の中で真実があると思いますが、私

達のセッションを受ける方に対して、私達が

アセンションをどのように考え、皆さんをア

センションした世界に導くためにどの様な

事を行っているのか、という事をしっかり説

明しておかなければならないと思いました

ので、アセンションに関わる話や地球の目に

見えない世界の現状などについてお話しし

たいと思います。 

 

地球人が今までどの様な状態に置かれてい

たのか、そして地球人がアセンションする為

に、目に見えない世界で何が行われたのか、

スターピープルや大天使は地球人を助ける

ために何をしてきたのか、詳しく知りたい方

は、アセンションブックをおよみになられて

下さい。 

 

2013 年から 7 年間は、アセンションにと

って集大成ともいえる時期でした。 

その期間に、地球のみならず天の川銀河や私

達の宇宙で起きた事を知る事は、皆さんがこ

れからアセンションした世界で何をするの

か、という事をあきらかにしてくれます。 

 

第７章 アセンションの

真実 
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〇地球人がアセンションする理由―地球人

の始まりの時 

 

現在、地球に存在している人類のルーツはと

ても古く、レムリアやアトランティスの時代

をはるかに遡ります。 

私達地球人は、もともと地球に存在していた

原初の人類に、スターピープル達が遺伝子の

組み替えを行って生み出したものです。 

 

主に、アンドロメダ座、シリウス星系、プレ

アディス星系、アルクツールス星系、オリオ

ン星系、そしてナソールの種族の人達が中心

になって、スターピープルの遺伝子を地球人

に組みあわせ素晴らしい「統合の種族」を作

ろうとしたのです。 

 

それぞれの星のスターピープル達は独自の

技術を使って、使用する遺伝子やその配置を

変える事でいくつかの地球人のパターンを

作り上げたのです。 

それは、どの種族が地球にもっとも適するか

調べる為であり、多様性を持った種族を生み

出すためでした。 

 

スターピープルと創造主が、いくつもの星の

スターピープル達の遺伝子を持つ「統合の種

族」を地球に生み出す理由は、天の川銀河の

スターピープル達の進化と統合、そしてはる

か未来に起こる天の川銀河やプレアディス

星団の危機を解決するために、物理世界でも

活躍できる優秀な種族を生み出す必要があ

ったからです。 

 

地球人がいくつもの星のスターピープルの

基本的な遺伝子を持つ事で、その星のスター

ピープルとの親和性が出来、スターピープル

達と関わりやすくなります。 
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また共通の遺伝子を持つ事で、特定のスター

ピープル達が地球人のスピリットや魂に自

分達のスピリットの一部を組み込んだり、自

らのスピリットを地球人の肉体を使って地

球に降ろす事も可能となりました。 

スターピープル達は、そのような方法を使用

して地球人を「統合の種族」として進化させ

ようとしたのです。 

 

しかしながら、その試みは上手く行きません

でした。 

スターピープル達の計画を知った「闇に落ち

た創造主」やダークピープル達は、地球に「統

合の種族」が生まれないように、地球人の遺

伝子を組み替えたのです。 

スターピープルの資質を持つ遺伝子を不活

性にして、新たにダークピープルの遺伝子を

地球人に入れていきました。 

 

ダークピープルの遺伝子が発動した地球人

は、さまざまな争いやトラブルを引き起こし、

自分達の親であるスターピープル達を地球

から追い出し、地球の波動をどんどん落とし

ていく事になります。 

 

元々地球は、闇よりも光が少しばかり多い世

界でしたので、スターピープル達も地上に降

りて活躍できたのですが、地球の波動が低く

なり、光よりも闇が多くなると、スターピー

プル達は地球の物理次元に関わる事が出来

なくなり、地球から逃避することになりまし

た。 

そして自分達が生み出した地球人は、ダーク

ピープル達の手に落ちてしまったのです。 

 

地球は、他の星々と違っていくつもの星々や

世界、次元、創造主の世界とも繋がる幾つも

ゲートを持っていますので、地球に多くのス
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ターピープル達が関わり、「統合の種族」が

成長していくと、地球のゲートを闇の創造主

やダークピープル達が自由に使う事が出来

なくなります。 

そして、「統合の種族」が生まれる事で、天

の川銀河や私達の宇宙が進化していく事を

彼らは妨げたかったのです。 

 

ダークピープルの介入が起こらずに、スター

ピープルとしての道を歩んでいれば、地球人

はレムリア時代に大きなアセンションを迎

える予定でした。 

しかし、地球人はダークピープルによって入

れられた闇の遺伝子のほうが活性化してし

まったので、平和よりも争いや支配、略奪を

好む地球人が増えてきました。 

 

そして耐える事のない争いや抑圧、支配の歴

史が長い事繰り返される事になったのです。 

ダークピープルによって付け加えられた特

質は、もともと地球人には無い特質だったの

で、地球人はこの事に対抗して自分達を守る

事が出来なかったのです。 

 

時折、エジプト時代のファラオ達やイエスや

ブッダのような優秀なスターピープル達が

地上に降りて、地球人達の軌道修正を行い、

地球人をアセンションに導こうとしました

が、ダークピープル達や彼らと気持ちをひと

つにする地球人に妨害されて上手く行きま

せんでした。 

 

ダークピープル達は地球人に対しても、様々

な仕組みを作り、そのスピリットや魂を捕え、

地球人の自由を奪い、自分達の手先のように

扱いはじめました。 

そして純粋な光やスターピープル達のスピ

リットをもって生れてきた人達を取り込み
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利用していきました。 

それは地球人にとって、自分達の自由と愛を

奪われる闇の時代ともいえるものでした。 

 

地球人をアセンションさせるためには、ダー

クピープルや闇の創造主が作った仕組みか

ら地球人を解放し、現実世界の意識と魂、ス

ピリットを統合し進化の道へと導かなけれ

ばなりません。 

 

しかし、地球はすでに光よりも闇が多い世界

になっていたので、スターピープルよりもダ

ークピープルの力が強く、スターピープル達

の計画は上手くいきません。 

 

さらに、創造主達の世界でも、宇宙を愛に満

ち溢れた世界に進化させようとする「光の創

造主」よりも、地球人の様な物理世界に生き

る種族やスターピープル達を支配し自分の

欲望のために利用しようとする「闇に落ちた

創造主」の力が強く、創造主レベルでも大き

な問題が起きていたのです。 

 

光の創造主とスターピープル達は地球の物

理次元に生きる私達の肉体と意識をゲート

として使い、地球の人達を助けるとともに、

地球を支配するダークピープルの組織であ

る「紫ピラミッド」を解体し、地球や私達の

宇宙を支配していた創造主達を適切なもの

にしたいと願いました。 

 

そして、私達とスターピープル、光の創造主

は、私達の宇宙を統治する創造主の世界にも

入り、高次元の光の創造主の力を借りて大き

な改革を行っていったのです。 

これが、地球がアセンションを起こさなけれ

ばならなかった大きな理由です 

（その詳細に関しては、アセンションブック
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をご覧ください。） 

 

地球人がアセンションする為には、さまざま

な試練がありました。 

今までの地球はもともと闇が多い地球（闇

57％以上、光 43％以下）でしたので、そ

こに住む地球人が闇の力を払いのけて進化

を行いアセンションする事は非常に難しい

事でした。 

 

特に地球人は、物理世界に長く生きてきたの

で、様々な考え方、価値観、人生の目的など

を持っています。 

そして自分の人生を自分で選択できる権利

を持っているのです。 

 

地球人として成長していこう、もっと愛と調

和に満ちた世界を作ろう、困っている人がい

たら助けてあげたい、と考える人もいますが、

自分だけが良ければよい、自分の利益や欲望

を満たすためなら人を傷つけても良い、ある

いは他人を支配したい、他人に依存したい、

と考える人達もいます。 

 

スピリットや魂レベルでも、さらに進化して

アセンションしたいと考えている魂やスピ

リットもあれば、自分は闇の多い世界で楽し

く生きていきたいと考えている魂やスピリ

ットもあります。 

 

魂やスピリットは進化してアセンションを

望んでいるのに、現実世界に生きる人間の意

識は、物理世界の欲望に捕らわれて自分勝手

に生きたいと考えている人もいます。 

 

あるいは、スピリットや魂だけでなく、人間

としての意識もアセンションしたいと思っ

ているのに、自分の意識や魂、スピリットの
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一部がダークピープルや現実世界に捕らわ

れて、アセンションできないという人も沢山

います。 

私達は、主にこのような方のサポートをおこ

ない、アセンションした世界へ導く事が役目

なのです。 
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PART2 アセンションはどの様にして起

こるのか 

 

もうすでに地球は 2020 年の初めに、今ま

での地球とアセンションする地球に分離さ

れました。 

この世界の分離は、光にと闇の度合いごとに

何回も起こり、いくつもの地球が生まれてき

ました。 

そして最後の分離が、2020 年の初めに行

われた、光 51％以上の世界とそれ以下の世

界の分離です。 

 

私達は、主に闇と光の度合いをパーセントで

表現し、その世界の特徴を表してきました。 

10 数年前までの地球は、光 43％以下で闇

が 57％以上の世界でした。 

闇がかなり多い世界では、争いや犯罪が多く、

抑圧や支配も暴力によって行われます。 

 

光が 30％以下になると、権力者そのものが

闇にまみれていますので、国家レベルでの戦

争や殺し合い、略奪が当たり前の世界となり

ます。 

第 2 次世界大戦が終了するまでは、地球は

そのような状態にありました。 

 

しかしながら、戦争に対する後悔などから、

人々の意識が少しずつ向上し、争いや抑圧、

支配などを好まない人が増え、愛を中心とす

る世界を作りたいと考える人達も出てきま

した。 

しかし、これらの人はまだ少数で、多くの人

が自己中心的な生き方を望んでいました。 

そのような世界では、意識の覚醒や地球人の

進化を起こすことは、まだまだできませんで

した。 
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ここ数年は大きな戦争なども無くなり、地球

の波動も上がってきましたが、まだ光44％、

闇 56％程度の配分でした。 

この状態では、争い好きの地球人を愛に目覚

め冴えていく事はかなり難しいように思え

ました。 

地球のアセンションは全ての人が目覚めて

アセンションする事は不可能だと創造主達

は考えたのです。 

 

そのために、アセンションを望む人達とアセ

ンションを望まない人達が住む世界を分け

る事になりました。 

スターピープル達は、今までの地球をさらに

細かく分けて、それぞれの世界に合った人達

をそれぞれの世界に分離して関わりが持て

なくなるようにしていきました。 

そうしなければ、闇が多い世界に生きる事を

望む人達は、光を持った人達がアセンション

する世界に行く事を邪魔するからです。 

 

地球人の中には、スターピープルのスピリッ

トを持って生きている地球人達も沢山いま

す。 

彼らは地球で多くの事を学び、精神的に成長

していこうと考えているのですが、彼らは総

じて地球の物理世界の事にあまり詳しくあ

りませんしお人好しなので、自己中心的な生

き方をする人達にとらわれ、アセンションす

ることも、自分達がもともといた星に帰るこ

ともできず、地球に捕らわれたままになりま

した。 

 

そのために世界を細かく分け、光を持つ人達

を救出し、自分達の星に帰すか、アセンショ

ンさせていかなければなりませんでした 

 

地球はさらに細かく分かれました。 
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光４4％から光 46％程度までは今までの地

球とあまり変わりませんが、光 47％から光

50％の世界は、アセンション予備軍が集ま

る世界となりました。 

この世界に、スターピープルの魂を持ってい

る人や古くから地球のために働いてきた人、

純粋な心や強い愛をもっている人達が集め

られ、保護区が作られました。 

 

彼らはここで意識や魂のクリアリング（浄化）

を受け、アセンションする世界に入ることを

待ち望んでいました。 

スターピープル達も、この世界で人々の感情

解放や意識の修正を行い、アセンションする

世界へ導いていく予定でした。 

 

しかしながら、度重なるダークピープル達の

攻撃により、この保護区に集められた人達も、

何度も闇が多い世界に連れ戻され、アセンシ

ョンする世界にすんなりとは入れてもらえ

ませんでした。 

 

現在はアセンションを予定している人達は、

光 51％以上の世界に移されましたが、今回

はアセンションした世界に入れないけれど、

この世界で学びを繰り返してやがてアセン

ションする世界に入って行こうという人々

はこの世界に残ることになりました。 

この世界にいる人は、肉体を失ってから、魂

やスピリットのクリアリング期間を経て光

51％以上の世界に入っていく可能性もあり

ます。 

 

古い地球では、人間が肉体を失っても、地球

の霊界や浮遊霊の世界に捕らわれて意識進

化する事も、自分が生まれた星に帰る事もで

きないような仕組みが作られていました。 

しかし現在は、魂やスピリットはアセンショ
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ンを望んでいるが、物理世界の意識が現実世

界に捕らわれてしまいアセンションできな

いという人のために、新しい仕組みが出来た

のです。 

ただし、彼らが死後はいれる世界は、光51％

から 52％の世界で、4 次元世界の始まりの

ような場所であって、決して高次元の世界で

はありません。 

 

私達が光の世界と呼んでいるのは、光 51％

以上の世界です。 

これからアセンションしていく地球人は、ま

ずこの世界に入る事によって、今まで生きて

きた闇の多い地球から切り離され、スターピ

ープルの指導の下に成長していく事になり

ます。 

人間として生きている間に、本当に人につく

し、愛を実践してマスターや聖者のようにな

った人達でさえも、まずは光 50％台の 4 次

元の世界にはいります。 

 

イエスやブッダのように、元々、5 次元の世

界に存在していて、地球の人々を救うために

地球に降りたった人達であれば、肉体を失っ

た時に5次元の世界に帰る事もありますが、

この世界はもうすでに肉体をもって生存で

きない世界なので、今回の地球のアセンショ

ンによって地球人がはいれる場所ではあり

ません。 

 

他の星々で起こる通常のアセンションは、そ

の多くが初めから闇よりも光が多い世界に

生存している種族達に起こります。 

アセンションしていく種族の意識は統一さ

れており、皆さんは喜びの中で全員が同じよ

うにアセンションしていきます。 

 

しかし地球は、闇が多い世界から光が多い世
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界にアセンションを行うという、いままであ

まり例のないアセンションに取り組むこと

になりました。 

そしてアセンションしようとする種族の

人々の意識も多様化しており、アセンション

を知らない人、アセンションを望まない人達

が多数でしたので、地球人の全てがアセンシ

ョンする事はできませんでした。 

そのために、創造主は地球を分割して、光が

多い地球を作り、アセンションを望む地球人

だけをアセンションさせる事にしたのです。 

 

しかしこの事は、いまだ闇が多い星に生きて

いる種族の人達にとっては大変な吉報なの

です。 

どれほど闇が多い世界であったとしても、や

り方によってはアセンションできるのだと

いう事を、地球は他の星の人々に示す事が出

来たからです。 

 

地球人は、闇が多い世界から光が多い世界へ

アセンションした稀有な種族として注目を

集めています。 

そして多くの種族達が地球人を手本として

アセンションを試みるようになりますので、

やがて地球人はそのお手伝いをしていく事

になります。 
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PART3 アセンション後の地球人の進化

について 

 

地球人のアセンションはこれで終わりでは

ありません。 

光り 51％の世界（4 次元の始まりの世界）

に入った事で、これから精神的に進化して本

当のアセンションを迎える事になります。 

 

当初は地球のアセンションのラインは光

56％の世界でした。 

光 56％の世界に入るためには、地球人はも

っと高次元の愛、無償の愛を身につけていか

なければなりません。 

 

この世界になると、肉体や半肉体をもつスタ

ーピープル達が地上に降りてこれるように

なりますので、大々的なファーストコンタク

トが行われ、地球人の多くが目覚め、地球人

とスターピープル達の共同活動が行われる

ようになります。 

 

しかし、ダークピープルによって、長い間意

識コントロールを受けていた地球人は、現実

世界の利益や欲望にとらわれてしまい、自分

の内なる愛を見失ってしまったのです。 

地球人は、自分自身が持っている愛の度数に

よって、適した光の世界に分けられるのです

が、光 56％以上の世界に行ける人はほとん

どいませんでした。 

 

光り 56％以上の世界どころか、光 51％以

上の世界に行ける人も本当に数少ない人数

でした。 

しかも光51％以上の世界にすんなりと行け

た人の多くが、私達がスターソウルと呼んで

いる人達でした。 

彼らは、地球のアセンションをサポートし光



47 

 

の世界を形作るために、今世もしくはひとつ

かふたつ前の前世から地球人として生れて

きたスターピープル達です。 

彼らは、新しい光の地球で教師役として地球

人を育てる役目だったのですが、新しい光の

世界に教師たちは入れても、肝心の生徒であ

る地球人がほとんどはいる事が出来なかっ

たのです。 

 

地球に長い間生活をして、地球人の進化のた

めに働いてきた人達（オールド・ソウル）は、

ダークピープル達が作った罠にとらわれ、い

ままでの闇の多い地球から抜け出す事が出

来ないでいるのです。 

 

スターピープルと私達は様々な問題を調べ、

人々の魂や意識を解放して地球人がアセン

ションできるようにしたのですが、それでも

地球人は光51％以上の世界に自分か入って

いく事が出来ませんでした。 

 

苦肉の策として、スターピープル達は、

2019 年の末までに、アセンションを予定

している地球人の肉体を、光 51％以上のア

センションする世界へ置き換える事に成功

しました。 

 

しかしながら、長い間物理世界で生きてきた

地球人は、肉体が光 51％以上の 4 次元の世

界に移り変わったとしても、自分の意識が闇

の多い地球である 3 次元の世界に残された

ままとなり、肉体と精神のアンバランスな状

態になってしまったのです。 

 

このままでは、せっかく肉体が 4 次元のア

センションする世界に入ったとしても、意識

が物理世界に残されたままとなり、やがて肉

体も 3 次元の世界に落ちて行ってしまいま
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す。 

それを防止し、皆さんの肉体と意識が共にア

センションした世界に生きていくようにす

るために、スターピープル達は様々な方法を

今案しているところです。 

その一つとして、スターピープル達は、私達

の「クリアリングセッション」を組み立てた

のです。 

 

それではなぜ、肉体ごとアセンションした世

界に入る必要があるのか、ご説明いたします。 

通常のスターピープル達は、もともと物理世

界に生きている存在でした。 

そして物理世界で多くの学びを得た後にア

センションしていきます。 

 

アセンションする為には、自分のなかに十分

な愛のエネルギーが育っていないとアセン

ションできません。 

物理世界で肉体を持って存在するという事

は、自分の中にある愛を育てて、アセンショ

ンするにふさわしい愛に育てる為にはとて

も有意義な場所です。 

 

完全なスピリチュアル体になってしまうと、

同じ波動を持つ存在としか同じ世界に存在

する事ができません。 

それでは、自分自身が成長するためには多く

の時間が必要になります。 

 

しかし物理世界で肉体を持つと、異なる波動

の人とも接する事が出来ます、 

例えば、お金儲けのために人をだますような

人とも会えるし、まるで聖者のように高い叡

智を持つマスター達とも出会えます。 

 

その事によって、自分自身の精神的な成長が

短時間で行われ、スピリチュアルな世界にい
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るよりも早く次のアセンションに進む事が

出来ます。 

 

地球人の愛の度数はかなり低いので、多くの

人達が光51％以上のアセンションする世界

に入る事もできません。 

それは、今までの地球には闇が多かったので、

愛による学びが十分に出来なかったためで

す。 

 

しかし、光 51％以上の世界は、光が多く十

分に愛が満ち足りた世界になってきますの

で、これから地球人の愛の度数も高まり、次

のアセンションに向かう事が出来ます。 

 

正確に言うと、本来の地球人のアセンション

は、光56％の世界に入った時に起こります。 

今は、本当のアセンションに向かって、皆さ

んが成長していく段階にあるのです。 

今までのように闇が多い世界では、いくらス

ターピープルがサポートしても、皆さんの意

識が覚醒する事は困難でしたので、2019

年の末までに、とにかく１％でも光が多い世

界に入り、ダークピープルやグレイピープル

の影響が及ばないように、皆さんを守る必要

があったのです。 

 

皆さんは、光 51％以上の世界に入る事が出

来ましたので、これから愛に基づく学びを行

い、本当の第 1 アセンションを目指す事に

なります。 
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PART4 アセンションの進化について 

 

★第 1 アセンション 

 

現在地球人が目指しているアセンションは、

最初の第 1 アセンションです。 

第 1 アセンションの特徴は、同じ地球人を

分け隔てなく愛する事です。 

日本人だから好き、中国人だから嫌い、とい

うような発想や自分を大切にしてくれる人

だから好き、自分を無視する人は嫌い、とい

うような発想をもっている人は第 1 アセン

ションを迎える事が出来ません。 

 

もちろん、自分自身や家族の事を愛する事が

出来ない人、自分の欲望や利益のために人を

利用しようと考えている人は問題外です。 

 

その理由は、第1アセンションを迎えると、

地球の種族は一つにまとまらなければなら

ないからです。 

そして地球として、ひとつの統一国家を作り

上げなければならないのです。 

地球人としての意思が一つにまとまる事が、

これから地球規模で行われるファーストコ

ンタクトを経て、地球人が宇宙連合に入る最

低条件だからです。 

 

そして第1アセンションで多くの事を学び、

地球人はエゴやネガティブな感情を捨て去

り、新しい光の地球の生き方に変容していき

ます。 

ここでは、憎しみや怒りなどの感情はすでに

無く、愛と調和のエネルギーに満たされ、人

に奉仕することに喜びを持つようになるの

です。 

 

第 1 アセンションの特徴の一つは、お互い
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の気持ちがしゃべらなくても分かるように

テレパシー能力が目覚めてくることです。 

その事によって、地球人はお互いの意思が言

葉を使わずに分かるようになりますし、相手

が考えている事、感じている事を共有する事

が出来ます。 

この世界は、自分の心の中であっても隠し事

が出来ないので、自分の心に隠し事を持って

いたい人は、第 1 アセンション迎える事が

できません。 

 

また今までの世界では、スピリチュアルな存

在や精霊達を見る事が出来ませんでしたが、

第 1 アセンションが進んでいくと、今まで

目に見えなかった精霊やスピリチュアルな

存在、例えばフェアリーやユニコーンなども

見えるようになりますし、人によっては会話

をしたり一緒に働く事もできるようになり

ます。 

 

スターピープル達に対しても、まだ肉体や半

肉体を持っているスターピープル達との交

流が始まり、彼らと交友関係をもって一緒に

成長していく事が出来ます。 

例えば、「小さな宇宙人アミ」で描かれてい

るブラドエル星のスターピープルや現実世

界で地球人のサポートをおこなっている日

本の神々やマスター達とも話しをする事が

できるようになります。 

 

私のアセンションブックの別冊である「宇宙

からの贈り物」には、このようなスターピー

プル達からのメッセージが沢山収められて

います。 

 

 

 

 



52 

 

★第 2 アセンション 

 

そして、地球人がさらに進化して愛の度数が

高まると、地球人だけでなく、他の星々の種

族の人達を同じように愛する事ができるよ

うになります。 

 

それは、第 1 アセンションが終わり、第 2

アセンションになると、正式に宇宙連合の第

1 評議会のメンバーに迎えられる事になり

ますので、様々な星のスターピープルと共に

活動する機会も増えてきます。 

地球人は、その仲間達を愛し信用する事がで

きるようにならなければなりません。 

 

第 2 アセンションになると、科学技術も進

歩し、地球を出て他の星に出かけていく事が

出来るようになります。 

さらに進化した第 3 アセンションのスター

ピープル達と共に、これから進化してアセン

ションをむかえる種族達のサポートをおこ

なう機会も出てきます。 

 

このとき、自分の中にエゴやネガティブな感

情を持っていると、自分達よりも進化してい

ない星の種族を見ると、自分のほうがすぐれ

ている、という高慢な考えが生まれてきます。 

そうすると、その種族に対して抑圧的になっ

たり、自分達のやり方を押し付けようとしま

す。 

 

それは、この宇宙の法則では禁じられている

事ですので、皆さんがそのような考えを持た

ないようになるまで、皆さんは他の種族のサ

ポートをする事ができません。 

 

今地球にきて、地球人の事をサポートしてい

るスターピープルのなかにも、第 2 アセン
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ションの種族達はたくさんいます。 

先ほどのアミの種族や白鳥座の種族、へびつ

かい座の種族等ですが、彼らは必ず第 3 ア

センションのスターピープル達の指示を守

って、地球人をサポートしています。 

 

地球人も愛の度数が高くなると第 2 アセン

ションに進む地球人が出てくる事でしょう。 

この段階は地球でも光61％以上の地球で起

きる事です。 

しかしこの世界もまだ 4 次元の世界です。 

 

 

★第 3 アセンション 

 

そしてさらに地球人の愛の度数が高まると、

第 3 アセンションに進む事が出来ます。 

このレベルになると、もはや物理的な肉体を

もたず、スピリチュアル体で存在するように

なりますが、必要に応じて半物質的な肉体を

まとう事もあるようです。 

 

この第 3 アセンションを迎えるためには、

宇宙に存在するどの様な種族や動物、植物な

どに対しても同じような愛を持たなければ

なりません。 

しかも、この宇宙を創造した「宇宙の根源の

愛」と呼ばれるものと 1 つにつながり、そ

の愛と共に活動していく事が出来るように

ならなければなりません。 

もちろん、一切のエゴや感情を捨てて人々に

対する奉仕のために生きていく事になりま

す。 

 

現在、新しい光の地球を物理世界で作り上げ

ているアシュタールのメンバー達やバシャ

ールに代表されるエササニ星人、シリウスや

アンドロメダ、プレアディス星団のスターピ
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ープル達の中でも高度な意識を持っている

スターピープル達の多くが第 3 アセンショ

ンのステージにいます。 

 

この次元では、多くの存在がすでに肉体を失

い、物理的な世界に存在する事が出来なくな

りますので 5 次元に変わってきます。 

しかし、この 5 次元に入るためには、4 次

元で長い間学びを行い、自分自身をクリアー

にしてからスピリチュアルなレベルに移っ

ていかなければなりません。 

 

さらにスターピープルのアセンションは続

きます。 

第 1 評議会のリーダー達は、第 5 から第 6

アセンションのステージにいますので、もは

や肉体をもつ事も物理世界で存在する事も

できません。 

 

そして第 7 アセンションを迎えると、第 1

評議会を卒業して第 2 評議会に移っていき

ます。 

第 2 評議会では、第 1 評議会が行っている

事を見守り、指導する事を行います。 

そのあともアセンションの度合いが上がる

と、第 3 評議会、第 4 評議会と移り変わり

ます。 
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PART5 アセンションしていく地球人が

行う事 

 

地球人が肉体を持ったままアセンションす

る事に対してとても大切な理由があります。 

地球人が最初に作られた時に、地球人を天の

川銀河の「統合の種族」として育てるという

計画があった事を最初にお話ししました。 

 

この計画を物理世界で実現する時が来たの

です。 

と言ってもこれから何千年という時間をか

けて「統合の種族」を育てていかなければな

りません。 

地球人が物理世界に生きている間に、天の川

銀河のスターピープル達の特質を取り入れ

て地球人を成長させていかなければなりま

せん。 

 

私がアセンションブックの「スピリチュアル

な遺伝子」や「闇の創造主からの解放」のシ

リーズでも書いてあるように、地球人にはい

くつかの星のスターピープル達の基本的な

遺伝子が入れられており、スターピープル達

とも関わりが持てるようにしてあったので

すが、それが同じ星々のダークピープル達に

利用されて、ダークピープルのコントロール

を受けるようにされてしまったのです。 

 

ひどい場合には、ダークピープル達が自分と

親和性のある人に、まるで憑依霊のように取

り付き悪事を働くという事も良く起こって

います。 

憑依されないまでも、ダークピープルによっ

て与えられる特殊な能力やカリスマ的な力

に魅了されて、ダークピープルの言いなりに

動いてしまう人達も、今までの地球にはたく

さんいました。 
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私達は、スターピープルの力を借りて、その

ように劣化してしまった地球人のスピリチ

ュアルレベルの遺伝子をクリアリングして

いかなければなりません。 

私達が 2018 年秋から昨年の夏にかけて行

っていた「神聖なる宇宙の光」という 7 回

コースのアチューメントでも、このスピリチ

ュアルレベルの遺伝子のクリアリングを試

みてきました。 

 

現在はその当時よりもさらに光が大きくな

っており、皆さんの肉体もアセンションする

世界に入ってきているので、肉体及びスピリ

チュアル体の遺伝子のクリアリングがしっ

かりと出来るのではないかと思います。 

 

この遺伝子のクリアリングは、スターピープ

ル達が、時間をかけて、新しい光の地球に向

かう全ての人々に対して行う事になってい

ます。 

私のセッションを受ける、受けないは関係な

く、アセンションする必要がある人に全員に

対して行われます。 

 

このことに関しては、あまり詳しい話はでき

なのですが、皆さんが気づかないところで、

皆さんの中に入れ込まれた「競争心」や「自

己中心的な思考」あるいは「不必要な欲望」

などに関わる遺伝子が「調和」や「愛」「奉

仕」に関わる遺伝子に変えられていくようで

す。 

 

もちろん、それはあなたの魂やスピリット、

そしてあなた自身の意識の要望に基づいて

行われます。 

今までと同じ生き方を望む人に対しては、ス

ターピープル達は遺伝子の変更を行う事は
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ありませんが、光の多い地球に生きる人に対

しては、この変更は必要になってくると思わ

れます。 

 

この遺伝子に関してもっとも専門の知識を

持っていたのが、ナソールの種族なのですが、

このナソールの種族は闇の創造主によって

その半分がダークピープル（闇のナソール）

にされてしまいました。 

そのために、遺伝子の事を扱うヒーリングに

は、闇のナソールが関わっている事が多く注

意が必要です。 

 

闇のナソールが行っている遺伝子関係のヒ

ーリングを受けると、さらに遺伝子が変容し

て、傲慢になったり、自分の経済欲や支配欲、

名誉欲のために行動する事が多くなり、自分

の言いなりになる人達をたくさん集め、自分

の力や能力を誇示しようとします。 

 

光のナソール達がその修正を試みているの

ですが、闇のナソールによって与えられた力

に魅了されている人達は救い出すことがで

きません。 

 

私達は、ダークピープル達によって劣化され

たり、不活性にされたスターピープル達の遺

伝子を修復して、皆さんが本来のスターピー

プルとして歩めるようにしていかなければ

なりません。 

 

特に不活性化された遺伝子の中には「愛」の

遺伝子や「奉仕」の遺伝子などがありますの

で、それを活性化して愛の度数を上げないと、

第 1 アセンションにも行きつく事が出来な

いのです。 

このことは私のブログの中でも「神聖なる宇

宙の光」のカテゴリーの記事にも詳しく書い
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てあります。 

 

そしてもう一つ大切な事は、地球人の遺伝子

を修復したうえで、地球人をさらに進化させ

て、「統合の種族」、私達は「太陽種族」と呼

んでいますが、この種族を生み育てていく事

なのです。 

それは、多くのスターピープルの協力の元、

自然に行われていきます。 

 

私達は、アセンションの活動を行う中で、未

来から来てくれた「太陽種族」のスターピー

プルから、様々な指示やメッセージを受けて

活動していた時期があります。 

その当時は、闇の創造主の攻勢が強く、地球

のアセンションが失敗する可能性が強かっ

たのです。 

 

そうなると、地球の未来に生まれてくる太陽

種族が生まれなくなり、天の川銀河のスター

ピープルも統合できず、天の川銀河の未来に

起きてくる大きな危機も回避出来なくなり

ます。 

 

そのために、地球の未来から「太陽種族」の

スターピープル達が時間を遡って現代に来

てくれて、闇の創造主やダークピープルに対

抗するための情報を与えてくれたのです。 

ここでアセンションに失敗すると、未来に生

まれてくるはずの「太陽種族」が生まれなく

なり、自分自身の存在も消えてしまうので、

未来から来た「太陽種族」のスターピープル

も、文字通り命がけだったのです。 

 

また最近、特殊な能力やスピリチュアルなレ

ベルの記憶を持った子供達が増えてきてい

ます。 

それも、様々なスターピープル達の資質が目
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覚めてきているからです。 

これから、特に新しい光の地球に育つ子供達

は、人の心が分かったり、動物や植物と会話

をする事ができるようになります。 

 

あるいは、目に見えない存在から情報を得た

り、自分のスピリットの記憶を思い出す子供

達も増えてくるでしょう。 

それらの子供達は、本質的に強い愛を持って

生まれてきますので、スターピープル達との

交流もスムーズに行われ、これから地球人の

未来に待っている第 2 アセンション、第 3

アセンションを越えていくための大いなる

力になる事でしょう。 

 

私達は、そのような子供達が生まれてくる事

を予想し、しっかりとしたビジョンをもって

そのような子供達を育てていかなければな

りません。 
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PART6 現在の地球人の状況と進む道 

 

アセンションの真実のシリーズを語ってき

ましたが、真実と言っても、私が体験してき

たアセンションの話しなので、全ての人にと

ってこれが真実だと言うつもりは全くあり

ませんし、信用してくださらなくても結構で

す。 

ただ、私の話しが心に響く人はきっと私達が

夢見ている未来に共に行けるのだと思いま

す。 

 

 

今回は、これからアセンションしていく予定

の地球人が、どのような状況にあるのか、詳

しくお話しします。 

今までの地球は光 43％から 45％程度、闇

57％から 55％程度の配分で闇のエネルギ

ーが大きい地球でしたので、戦争や支配、略

奪、自然破壊が当たり前のように起こってい

ました。 

 

そのような苦難を体験することで地球人の

中にも愛や平和を求める人が増え、地球の波

動が高くなり、光の度合いが少しずつ上がっ

てきました。 

 

しかし、地球全体がアセンションするには、

多くの地球人に愛のエネルギーが不足して

いましたので、創造主は地球をいくつもの地

球に分け、それぞれの光と闇の度数が異なる

世界を作り出しました。 

 

そして地球人もそれぞれの愛の度数に応じ

て、自分が適した世界に分かれていきます。 

その中で、今回アセンションを望む人とアセ

ンションを望まない人の世界が作られ、分離

されていきました。 
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地球人のなかでも、自分の意思だけでなく、

その魂やスピリットがアセンションを望む

場合は、自分の愛の度数を上げ、光の配分が

多い地球に入っていく事になります。 

もちろん物理世界では、現実的にさまざまな

立場の人が入り混じって生活していますの

で簡単に分離されるわけではないのですが、

時間をかけて、異なる光の配分の世界は分離

されていきました。 

 

現在のアセンションを迎える人達の状況は、

光 50％、闇 50％の中間の世界にいる人達

も多いようです。 

光が 50％以下の世界は、光 51％以上の世

界とはほぼ切り離された状況になっていま

すが、まだ一部の人がどちらの世界に行くか、

迷っているようです。 

 

列車の駅で説明するとこのようになります。 

駅全体は、光でも闇でもない光 50％の中間

の世界です。 

この駅の中に、光 48％の世界や光 49％の

世界に向かう列車のホームがあります。 

 

この駅は、さすがに光 45％以下の世界に向

かう列車はもうありませんが、今までの地球

よりも光が多く学びをしやすい光46％から

47％の世界に行く列車や、肉体を失ってか

ら光の世界に入る人や次回のアセンション

のために学びをつづける光 48％から光

49％の世界に向かう列車のホームがありま

す。 

 

また、これからアセンションする世界に向か

う光 51％や光 52％に向かう列車のホーム

もあります。 

現在、今までの地球から皆さんは自由になり、
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これから光が多い新しい地球、つまりアセン

ションする地球に向かうのか、今までよりは

光が多いけれどまだアセンションできない

地球に行くのか、自分自身で選択することに

なります。 

 

昨年までは、この光 50％の世界にもたどり

着けない人達がほとんどでした。 

本来はアセンションすべきなのに、現実世界

に捕らわれて、これからアセンションする予

定の世界にも入れなかったのです。 

 

そのために、スターピープル達は、2020

年を境にして、アセンションすべき人の肉体

を、光 51％行の列車が待っているホームに

運んだのです。 

始めからアセンションすることを選んで地

球に生まれてきたスターソウルの人達やダ

ークピープル達の罠にとらわれていない人

達は喜んで列車に飛び乗っていきました。 

そして本当のアセンションが起きる光56％

の世界に向かって進んでいくことになりま

す。 

 

しかし、古くから地球に生きているオールド

ソウルの人達は、このホームはもうすでに、

光51％以上の世界に続いていると分かって

いるのに、素直に光 51％行の列車に乗らず

に、ホームで立ち止まって迷っているのです。 

 

目の前にある列車に乗って光51％の世界に

入っていく事が怖かったり不安だったりし

て、出発前の列車に乗ったり、降りたりして

います。 

それは、今まで一緒に生きてきた人の事や現

実世界で起きてきたこと、つまり過去の事に

捕らわれて、未来を見えなくされているから

です。 
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人によっては、光 51％行の列車が来るホー

ムを降りて、光 49％以下の列車のホームに

向かう人もいます。 

口ではアセンションしたいといっても、やは

り今までと同じ世界で生きていきたい人達

です。 

あるいは、今までの自分で生きる事を自ら選

択した人たちです。 

もちろん、皆さんは全て自由意思で動いてい

ますので、皆さんがどの様な世界に行くのか

自分で選ぶことが出来ます。 

どの世界でどのような学びを行うかという

事について優劣は一切ありません。 

 

しかし中には自分の意思ではなく、他人にコ

ントロールされて、光 51％行のホームから

降りてしまう人も居ますので、私達はそのよ

うな事が無いように、スターピープル達と共

に見守っているのです。 

そして、人々のセッションなどを通して、本

来アセンションすべき人に仕組まれた罠を

解明し、その罠から皆さんを自由にし、アセ

ンションできるようにしていきたいと願っ

ています。 

 

 

それでは、私達がアセンションする世界に入

ってくる事で、どのような変化が起きてくる

かご説明します。 

まず大事な事は、今皆さんが見ている世界は

昨年までと同じ世界のように見えています

が、実は少しずつ変わってきているのです。 

 

もちろん、今までの地球に残る人やアセンシ

ョンする世界に行く事を望まない人にとっ

ては、見ている現実、体験している現実は何

も変わりません。 
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今までと同じ世界で同じように暮らしてい

きます。 

 

しかし、これからアセンションする世界に入

ってきた人は、今までの現実とは少しずつ変

化している事を感じます。 

そしてまず起きる事は、自分自身が今までの

世界で長い間、使ってきた意識や習慣、考え

方、感情などが変化していく事です。 

 

つまり、新しい光の地球になじまないものは、

どんどん自分から離れていきます。 

皆さん自身もすすんで手放していかなけれ

ばなりません。 

 

今までの世界はお金を儲ける為、自分の欲望

を実現する為、自分のやりたい事をやる為に

存在していました。 

そのために弱肉強食の世界となり、力を持っ

ている者が力を持たないものを支配し利用

する世界だったのです。 

 

しかし、この気持ちは誰もが持っています。 

自分よりも力が強い人からは自分も利用さ

れるけれど、自分よりも力が弱い人に対して

は、自分が利用する、という事を繰り返して

いるのです。 

このような考えや関係性を捨て去る時が来

ました。 

 

あるいは、現実で起きている事が全て、結果

が全て、利益が全て、という生き方もしてき

ました。 

そのために、物事をすべて自分の損得で見る

ようになり、お金で人や物の価値を計るよう

になりました。 

このような生き方も辞める時が来ました。 
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皆さんは、今まで信じていたものがガラガラ

と音を立てて崩れていく事を体験します。 

それは自分自身や自分の身近なところで起

きてくる事もあれば、社会や国家のレベルで

起きてくる事もあります。 

自分自身の価値観や考え方、生き方が変わっ

てくる事で、あなたが作り出して見ている現

実が大きく変わってくるのです。 

 

それは、あなたが立っている場所が今までと

は異なってくるからです。 

あなたは、その事に恐れや不安を感じるかも

知れませんが、後戻りする事はできません。 

逆に、これからどのような素晴らしい世界が

生まれてくるのだろうと、楽しい気分で毎日

を送る事が大事です。 

 

あなたの体はもうすでに光が多い地球に入

っています。 

あなたの意識も、もうすぐ新しい地球に入っ

てくる予定ですが、あなたの意識が、今まで

の世界の何かに捕らわれている可能性もあ

ります。 

それは、おのずから浮かび上がってきますの

で、手放してあげてください。 

 

そして、あなたが見ている世界も変わってき

ます。 

まるで、列車に乗って新しい世界を旅するよ

うに心が弾む事でしょう 

その旅を楽しんでください。 

あなたのそばには大天使やスターピープル

達が、あなたを見守っています。 
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PART7 これからの世界ではヒーラーが

不要になる 

 

今までの地球は利益優先の世界ですから、利

益を得る事は、それでもよかったのですが、

これから私達が向かう世界は、宇宙からもた

らされる神聖なエネルギーを利益目的のた

めに使う事は出来なくなります。 

 

ヒーリングを行う方も、自分が特殊能力を持

っているから特別な存在になるという事も

できなくなりますし、セラピーを受ける人々

を自分に依存させてお金儲けをするような

ヒーリングは存在できなくなります。 

 

昔、一緒に活動していたヒーラーさんが、私

達の話しを聞いて、「新しい世界になって

人々が目覚めてきたら、自分はセラピーの仕

事が出来なくなって困る。」と言った事があ

ります。 

 

セラピーやヒーリングを行う目的が、利益中

心の思考になっているとこのような思考に

なり、新しい世界とは波長が合わなくなりま

す。 

もちろん、今までの世界では、彼女はとても

活躍しているようですので、それも彼女の選

択です。 

 

また逆に、皆さんがヒーラーの方に依存して、

セラピーやセミナーを受けるだけで自分が

変わる、という考えも通用しなくなります。 

人に依存してしまうという事は、自分自身の

尊厳を失う事になりますし、自分の力でアセ

ンションする努力をしなければ、何の意味も

ありません。 

 

アセンションする世界では、全ての人が自立



67 

 

して目覚めていきますので、自分自身を癒し

高める事が自分自身でできるようになるか

らです。 

 

しかし、皆さんが、自分の肉体が光の多い世

界に入ったにも関わらず、今までのようにセ

ラピーやスピリチュアルな施術にこだわり、

そのセラピーや施術を提供してくれる人に

助けを求めようとするならば、皆さんも今ま

でと同じ世界にとどまることになり、新しく

生まれる光の世界に行く事は出来なくなり

ます。 

 

もちろん、皆さんが疲れた心や体を癒し、目

覚めていくための気力を取り戻すことは大

事です。 

そのためにヒーリングを受ける事は必要な

事でしょう。 

 

皆さんが、自分自身を成長させて新しい世界

で生きていくために、皆さん自身が大切な事

に気付き、新たな思考を生み出すことを目的

としてセラピー等を受ける事は役に立つで

しょう。 

そこでは、セラピーを行う人に頼るのではな

く、自分自身が目覚めていく事を助けてもら

う関係になる事が大事です。 

 

皆さんがセラピーに期待することは、自分自

身がどの様に努力していけば、自分自身を成

長させていく事が出来るか、という方法を学

び実践することができるようにすることで

す。 

 

何度も言いますが、今までに世界の原則は利

益中心でしたので、利益を得る事が目的でセ

ラピーやヒーリングを行う事は正当な事で

した。 
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また、お金を払う事で自分自身を癒してもら

ったり、自分に出来ない事を代わりにしても

らう事も当然のことでした。 

 

しかし、そのようなセラピーやヒーリング等

にしがみついていると、これからアセンショ

ンしていく事がとても困難になりますので、

手放していってください。 
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PART1 アセンションを望む方、私達のセッ

ションを受けられる方への御願い 

 

これは 2 年前の 2 月にスターピープルから

受け取ったメッセージで、これから地球人が

アセンションしていくために気を付けなけ

ればならないことについて書いてあります。 

 

もうすでにアセンションする 4 次元世界に

移り終わった人たちにとってはあまり意味

のない内容ですが、まだ意識が古い地球に取

り残されている人達にすれば、とても重要な

内容を含んでいますので、今でも大変役に立

つことです。 

 

〇アセンションを前に、道が分かれてゆく

人々 

 

地球に住む人々は、現在、様々な状況に置か

れています。 

本来の光あふれる自分に戻る努力している

人もいれば、これからも争いや支配欲、物質

欲の世界にとどまる事を決めた人もいます。 

また、様々な世界を目の前にして、行くべき

道が見つけられない人もいます。 

 

現在、地球はいくつものパラレルワールドに

分かれていますが、どのような世界も、その

世界に行く人にとっては、重要な世界です。 

自分のスピリット本来の役割を果たすため

に、光の世界に戻っていく人達は、もうすで

第８章 スピリチャル界

の罠 
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に新しい世界の入り口に立っています。 

学びの世界に残る人も、自らの成長が不十分

だと理解しているために、あえてその世界に

残り、肉体をもった人生の中で自らの務めを

果たしています。 

 

しかし、最近のスピリチュアル相談室やセミ

ナー参加者の様子を見ていると、スピリチュ

アル的には、光の世界に行きたいと願ってい

ても、自分の意識や現実的な判断の中で、学

びの世界に強く引き戻されている人達が多

いようです。 

この事について、皆さんがどのようにしたら、

自分の意識とスピリットをひとつにして、望

むべき世界にいけるのか、私が分かる範囲で

お話しします。 

 

 

 

〇制限の多い地球を卒業するためのテスト 

 

創造主達は、皆さんが本当に光ある世界に行

きたいのか、また光の世界に行くだけの資質

が育っているのか、私達を、厳しく判断しよ

うとしています。 

そのために、いくつものテストを私達に仕掛

けています。 

 

それは学びの地球を卒業するためのテスト

のようなものです。 

光の世界に行くためには、物理的世界での過

剰な欲望や愛されたいという感情、人や物に

対する依存心などを捨てていかなければい

けません。 

 

皆さんは、今までの自分で、そのまま新しい

世界に入っていけると思っているようです

が、それは全く違います。 
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私達は、この欲望に満ちた物理的な地球を卒

業しなければならないのです。 

私達は、私達を束縛していた考え方や感情、

欲望から自由にならなければ、今の世界から

出ていく事はできないのです。 

 

いくら、光の世界に行きたいといっても、欲

望や感情に振り回された生活を送っていて

もそれはかないません。 

自分自身の意識と感情を整理して、成長する

ための努力をしなければ、「光の世界に生き

たい」という願いもただの欲望です。 

 

光の世界に行くという事は、すべてが満たさ

れた世界に入って、自由で楽な生活ができる

というわけではなく、そのような世界を作る

ために、1 人 1 人の努力が求められる事な

のです。 

 

その努力とは、自分自身を束縛しているもの

から自由になる事、そして自分と他人を分け

隔てなく愛する事ができるようになる事で

す。 

そのような「無償の愛」のエネルギーが、光

の世界を生み出す原動力となるのです。 

 

しかし、アセンションを願う人達の中にも、

いま大きな欲望のエネルギーが渦巻いてい

ます。 

それは、アセンションする人達自らが自分自

身の中にある不要となった感情やエネルギ

ーを手放すために起こっている事ですが、

往々にしてそれらの感情やエネルギーを操

る「闇の世界の存在達」のコントロールを受

けている場合も多いようです。 

 

私達はその事を真剣にとらえ、自分の内側で

何が起きているのか見極めていかなければ
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なりません。 

 

私達が向かう世界は、もうすでに学びの世界

を形作っていた「闇の世界の存在達」とは切

り離されつつあります。 

しかし、現実世界では、「光の世界につなが

る通路」も「学びの世界につながる通路」「闇

の世界につながる通路」も、皆さんの前に開

いています。 

 

さらにいうならば、1 人 1 人の意識の状態

に合わせて数えきれないほどの多様な世界

の通路（ゲート）が開いているといってもよ

いでしょう。 

そのために、地球に生きる皆さんは、どちら

の世界にも行く事ができます。 

 

しかし、「学びの世界につながる通路」「闇の

世界につながる通路」の奥にいる存在達は、

皆さんが自分達の世界に来るように必死で

誘いかけてきます。 

彼らにとって、皆さんのスピリットはとても

魅力的でどのような方法を使っても手に入

れたいものなのです。 

 

スターピープル達は、皆さんがそのような世

界に入らないようにサポートしてきました

が、「闇の世界の存在たち」は、本人の同意

があれば、自由に皆さんを捕え、学びの世界

や闇の多い世界に連れ込む事ができます。 

 

彼らは、表向きは立派な言葉や心地よいエネ

ルギー、経済的な豊かさなどを装って皆さん

に近づきますが、エネルギーの見極めができ

ない人は、表面的な言葉や欲望に心動かされ

て、彼らの誘いに乗ってしまうのです。 

 

そうすれば当然のごとく、皆さんのスピリッ
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トの自由は奪われ、皆さんが望むべき世界に

行く事はできなくなります。 

しかし、それも皆さん自身の判断ですので、

スターピープルや大天使達も助ける事がで

きず、見守らなくてはいけないのです。 

 

 

 

〇スピリチュアルな世界の危険性 

 

スピリチュアル世界の様々なヒーリングの

中でも、特殊な力が得られるのでお金儲けが

できるとか偉くなれる、他人から崇拝される

などという特質を持つヒーリングは「闇の多

い世界」から来ているものもあります。 

 

皆さんが、「見えるようになりたい、」「聞こ

えるようになりたい、」という気持ちの奥に、

そのような能力を持つ事によって特別な存

在になりたい、お客様をたくさん持って経済

的に豊かになりたい、という気持ちがあるな

らば、その人はすでに、闇の世界の存在達の

招待を受け取り、彼らと共に歩み始めた事に

なります。 

 

知らないうちに、闇の世界のエネルギーを使

う事で、急にそのような能力が目覚めたり、

新たな力が生まれてきたりします。 

そして周りからちやほやされたり、先生扱い

されるようになり、多くの人から頼られるよ

うになります。 

 

最初はその事が心地良いように思え、経済的

にも豊かになる事に満足を覚えるかもしれ

ませんが、多くの人が、皆さんに依存してエ

ネルギーをどんどん奪っていくようになり

ます。 
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どうか、様々なヒーリングやセラピーに参加

する前に、自分の心の働きを感じてください。 

もし、このセミナーやセラピーを受けると、

自分は助けてもらえるかもしれないとか、こ

のセラピーを行えば、経済的に豊かになれる、

自分が特別な存在として人に認めてもらえ

る、このセラピーを教えてくれる先生のよう

に有名になれるなどという気持ちがあれば、

どうかそのセラピーやセミナーに近づかな

いでください。 

自分の純粋な愛のエネルギーが心地よく感

じられるセラピーだけを行ってください。 

 

また物質に、自分の欲望や願いを入れ込んだ

ものを作る事も決してお勧めできません。 

それが地球の平和に向けられた物であるな

らばよいのですが、自分の欲望や願いを込め

た物であるならば、自分のエネルギーフィル

ドの回りが、物質的な欲望を願うエネルギー

で満たされ、どんどん重たいものになってし

まいます。 

 

自身の努力を横に置いて、そのようなものに

頼る事は、自分の中に依存心を生み出すだけ

です。 

アセンションする地球に行くために、最も捨

てなければならない物の一つがこの「依存心」

です。 

 

自らの能力は、自らが開いていくものです。 

天使やマスターはそのサポートを行う事も

ありますが、自分の願いをそのような物に託

す必要はないと思います。 

それよりも、もっと真摯な祈りと努力を行う

ように、考え方を変えていったほうがよいの

では、と思います。 
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〇カード類の問題 

 

天使やマスター達のカード類を使用してい

る人達も考えなければならない事がありま

す。 

真摯にクライアントさんの事を考えるので

はなく、誰が、どのようなエネルギーを用い

て作ったか分からないようなカードを使用

して、相手の人生の大切な問題にアドバイス

をするという事も、よく考えたほうがよいの

ではと思います。 

 

そのカードを使用する事により、カードを使

用する人もアドバイスを受ける人も、共にそ

のカードのエネルギーに影響を受けてしま

います。 

私は、皆さんが、真摯にクライアントさんに

向かい合う事によって、自分と相手の心の声

を聴けるように、努力すべきだと感じていま

す。 

 

天使やマスター達は、本来は光の存在ですか

ら、その人の意識の成長や地球の平和のため

に、皆さんをサポートするために来ています。 

彼らは、恋人が欲しいとかお金が欲しいとか、

というような個人的な欲望に対しては、積極

的には関わりません。 

その事を積極的に行うのは、私達が「ブラッ

ク・エンジェル」や闇のマスターと呼んでい

る存在達です。 

ブラック・エンジェル達は、私達の欲望や情

欲、支配欲、物質欲などをコントロールして、

皆さんの気持ちを、欲望の世界へと向かわせ

ます。 

 

彼らは、欲望を持つ人達が、欲望を持つ事で

どのような学びを行うか、という事に興味が

あります。 
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そのために、欲望を速やかにかなえてあげる

事で、その人がさらに多くの願いや欲望を持

つようにしていきます。 

そして、最後は大きな破綻が待ち構えている

事が多いのです。 

 

私達は、ライトボディヒーリングのセッショ

ンでも、皆さんの過去性の中で、このような

闇の存在達とかかわりあうとどのような結

末を迎えるのかお知らせしましたし、またそ

のような問題も解決させていただきました。 

できうる限り、目先の利益や効果をちらつか

せるような存在とはかかわりあわないほう

がよいと思います。 

 

 

 

〇ツインソウルの幻想 

 

そして最近特に増えてきたのが、「ツインソ

ウル」や「ソウルメイト」を自分の恋愛の対

象として求めている人達です。 

これはとても危険な事なのです。 

本来ツインソウルは、自分の魂の片割れとし

て、自分の成長を助けるためにあります。 

 

ツインソウルは、皆さんにとっては、決して

恋愛の対象となるようなものではなく、自ら

を厳しく見つめなおし、自分の魂が完全な存

在となるための多くの試練を与えます。 

そのために、今まで隠していた感情やエネル

ギーが噴出し、恋愛どころか、お互いを憎み

あう事さえも起きてしまいます。 

 

あるいは、そのスピリットと出会う事で、皆

さんの人生に劇的な変化を起こしてしまう

事もあります。 

しかし、ツインソウルや魂のパートナーに会
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いたいと考えている人の中には、ただツイン

ソウル等と出会って、彼から愛してもらいた

い、自分を女性として満たしてもらいたい、

という欲望に動かされている人もいるよう

です。 

 

ツインソウルやソウルメイトは、必ずしも異

性として現れるものではなく、同性の友人や

親子、あるいは会社の上司など、自分が苦手

とする立場の人として現れる事もよくあり

ます。 

 

なぜなら、自分自身が持つ魂の不完全さや欠

点、成長させるべきところを強烈に見せてく

れるのがツインソウルです。 

その片割れとあったならば、強制的にそのよ

うな事が学びとして行われてきますので、ロ

マンスを楽しんでいる暇はないかもしれま

せん。 

 

またそこでロマンスが起きてきたら、そのロ

マンスを通して大きな事を学ぶような関係

性ができてくる事でしょう。 

 

皆さんのスピリットは、本当に光に向かって

いますが、その最終的な場面で、このような

女性としての一番弱いところを、闇の存在達

からアタックされているのです。 

本物ではない「ツインソウル」に心を奪われ

て、愛されたいという欲望の渦の中に流され

ないでください。 

 

自分が今いる場所をしっかりと見つめ、自分

自身が他人を愛してあげたいという「無償の

愛」に目覚めてください。 

現実の生活では、お金や家が必要だからご主

人と一緒にいても、心は他の男性に奪われて、

その人との時間を大切にして家族を顧みな
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い、という事にならないでください。 

この事が多くの女性メンバー達に起こって

いる事を、私達は何よりも危惧しています。 

 

 

 

〇幻想を乗り越えて、光の世界へ 

 

「闇の世界の存在達」はどのような存在にも

姿を変え、皆さんを巧みにだます事ができる

闇のマスターです。 

その存在は、皆さんが一番求めている存在に

姿を変え、言葉巧みに誘います。 

ある程度、見えたり聞こえたりできるように

なった人達が、この存在のターゲットです。 

 

ある時は女神、ある時は大天使の姿をして、

皆さんを信頼させると、どんどんと光の世界

に偽装した学びの世界に皆さんを引き連れ

ていきます。 

多くの宗教やカルト、ヒーリングのグループ

にも、この存在は深く関わり、皆さんの自由

と成長を奪ってしまいます。 

 

しかし、私達は、これらの事を学び終えなけ

ればならないために、この事を経験している

のです。 

いつまでも、ヒーラーや宗教、力を持った人

などに頼り、依存心のままに生きていれば、

やがて自立できなくなり、自らの魂も闇の世

界の中で、進むべき道を見失ってしまいます。 

 

様々なヒーリングやカード、グッズ類にも頼

る事なく、あくまでも道具である事を自覚し

て使用してください。 

それらの中には、皆さんの素晴らしい意識を

抑圧し、無意識のうちに皆さんのエネルギー

を奪い去るものもあります。 
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エネルギーの見極めができないものに対し

ては、近づかないほうがよいでしょう。 

 

そしてパワースポットや多くの神社などが

ある場所も、本来は自然の神聖な精霊が存在

する素晴らしい場所でした。 

しかし、多くの人が自分の欲望をかなえるた

めの拠り所としてしまったために、この地上

に物質的な欲望をもたらす存在や戦いや競

争に勝つために手段を選ばないという存在

達が居座ってしまいました。 

皆さんがその場所で祈る事で、それらの存在

と深くつながってしまう事もよくある事で

す。 

 

今までは、その事から起こる事も重要な体験

でしたが、これから皆さんが行く光の世界で

は、もうこれらの事も必要ではなくなります

ね。 

 

つまり、これからの世界は、皆さんの心が唯

一の判断基準となる世界です。 

様々な欲望から、自分を自由にして生きてい

ってください。 

皆さん 1 人 1 人が、光の世界にたどり着い

てくださる事を、心から祈っています。 

                        

 

 

                     

瀬戸武志＆恵理  2016 年 2 月 26 日 
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PART2 瀬織津姫に関する私見 

 

瀬織津姫に関して書くことは、非常に難しい

問題です。 

瀬織津姫と関わることで、大きな力を得て活

躍している人も居ますし、瀬織津姫を信頼し

支持している人も少なくありません。 

瀬織津姫は見る人の立場によって様々な見

せ方をするので、一概に瀬織津姫が良いとか

悪いとかは言えません。 

 

ただ、Ellie さんのセッションをお断りした

人の多くが、この瀬織津姫を信奉するグルー

プに関わりを持つ人達でしたので、瀬織津姫

に関して私の個人的な意見とスターピープ

ルからの情報をお伝えしたいと思います。 

この文章を読んでいただければ、なぜそのよ

う方達をお断りしたか、理解して頂けると思

います。 

 

 

瀬織津姫を始め天照大御神や瓊瓊杵尊など

の日本で活躍している神々の多くが、こと座

のベガ星系から来たスターピープルでした。 

ベガ星と言うと七夕の時のおりひめ星（織女

星）として有名な星です。 

このベガ星系のスターピープル達は、古代の

日本に降り立ち、常に日本人を指導してきま

した。 

 

現在、伊勢神宮の天照大御神を頂点とする神

社組織にもそのことが良く表れています。 

天照大御神は、日本人の精神的な支えとして

存在し、他の神 （々ベガ星のスターピープル）

と協力して、日本人を素晴らしい民族として

育てていこうとしたのです。 

そして、信仰深く礼儀正しい日本人の長所を

伸ばし、新たな人類を生み出す源としたいと
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考えていました。 

 

私達の活動も、天照大御神をはじめとする日

本の神々とのつながりが大きく、私が、「第

1 期宇宙の光」の活動を終えて、第 2 期の

「宇宙の光」の活動にはぃったのも天照大御

神からの指示でした。 

もちろん、天照大御神達のアチューメントも

生まれました。 

 

私達が最初のアセンションブック（天の川銀

河の物語）に書いているように、私達がアス

トラルトリップを行い、様々な星々に関わり

合うようになったのもベガ星の天照大御神

達による指導があったからです。 

 

現在でも、私達は天照大御神をはじめとする

日本の神々と共に働き、これからアセンショ

ンする人々をサポートしていく事になって

います。 

 

瀬織津姫も、本来は同じ目的で天照大御神達

と共に地球にやってきたベガ星のスターピ

ープルでした。 

瀬織津姫の役目は光と闇のバランスを取る

事でした。 

瀬織津姫はその仕事を同じベガ星から来た

邇芸速日命（にぎはやひのみこと、饒速日命）

と呼ばれているスターピープルと共に行っ

ていたという事でした。 

 

瀬織津姫は、神道で言われる祓戸大神（はら

えどのおおかみ）の 1 人として様々な禍事

や罪・穢れを浄化する役目を担っていたとも

言われていますので、本来は人々のネガティ

ブな感情やエネルギーを浄化する役目を担

っていたのでしょう。 
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しかしながら、まだ若かった瀬織津姫と邇芸

速日命は、2 人でいる事が楽しかったらしく、

あまり仕事をしなくなったようです。 

そのために、瀬織津姫と邇芸速日命は引き離

されて別々の場所で仕事をするようになり

ました。 

 

そのことに大きなショックを受けた瀬織津

姫は、自分の中に大きな悲しみや苦しみを生

み出すことになってしまいました。 

そして自分達を引き離した仲間達を憎み、闇

の世界に落ちていったようです。 

それ以来、瀬織津姫は、天照大御神達のグル

ープに戻ることなく、常に天照大御神達に対

抗心を燃やし、自分がどれほど素晴らしい女

神であるか証明しようとしてきました。 

 

本来は、この地球の闇のエネルギーを処理し

て、光と闇のバランスを取る仕事をしていた

瀬織津姫が、自ら闇に落ちたことで地球の光

と闇のバランスも大きく崩れ、地球は今まで

以上に闇の多い世界になっていったのです。 

そして瀬織津姫は、自分が中心となった世界

を 3 次元の物理世界に作り始めました。 

 

私達も、以前、アストラルトリップを行って

いた時に、瀬織津姫と祓戸大神（はらえどの

おおかみ）達のグループに会った事がありま

す。 

人間達が戦争や抑圧などを繰り返していた

ために、地球上の闇が大きくなりすぎて、祓

戸大神（はらえどのおおかみ）だけでは、そ

の闇のエネルギーを処理することが出来な

くなったようです。 

自分達の仲間の 1 人が闇に飲みこまれて困

っていたので、私達は大天使や光のマスター

達にお願いして助けてあげたことがありま

す。 
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その時の瀬織津姫は、正直そうで優しい女神

のような雰囲気を持っていましたが、私達が

天照大御神達と一緒にアセンションの仕事

を本格的に始めると、幾たびも私達の前に立

ちはだかり、私達の活動を妨害してきました。 

 

瀬織津姫は、現在地球の物理世界でも多くの

人達から支持を集めています。 

そのために、スピリチュアル体であったとし

ても、地球の人々と深く繋がっていますので、

現実世界でも大変大きな力を持つことがで

きるようになりました。 

 

瀬織津姫は自分を信奉する人達に、特殊な能

力や人をひきつける力、経済的に成功する能

力などを与え、さらに多くの支持者を集めて

います。 

 

瀬織津姫は、まるで過保護の母親のように、

自分を信奉してくれる人々を守ろうとしま

す。 

彼女は、主に 3 次元的な豊かさをもたらす

事が出来るので、今までの地球で生きていこ

うとする人たちにはとても力強い味方にな

るのです。 

瀬織津姫を信奉したり、瀬織津姫と関わるグ

ループの活動に参加することで、その人は瀬

織津姫のグループにはいる事になります。 

そして自分が欲しい力や能力を得る事を助

けてもらいます。 

 

そうすると、この 3 次元から 4 次元の世界

へ人々を導こうとする私達は、瀬織津姫にと

っては、自分の仲間であり家族である人達を、

自分から無理矢理引き離そうとする悪人の

ように見えてしまうのです。 

そのために、瀬織津姫は、私達が瀬織津姫の
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グループの人達に関わることを好みません。 

 

そして、私達のセッションを受けようとする

人から流れてくる瀬織津姫のエネルギーと

私達の波長がぶつかりあって不都合が生じ

てしまい、セッションを行う事が出来なくな

ってしまいます。 

 

瀬織津姫と関わっているグループのワーク

などを行っている人は、本人が意識するしな

いにかかわらず、瀬織津姫達のグループが導

く世界へと向かう事になります。 

それがどの様な世界か、私達には分かりませ

んが、私達はそれを妨げる権利など全くない

のです。 

 

しかしながら、瀬織津姫と関わるグループの

セッションなどに参加して違和感を覚えた

り、体調が悪くなったりする人は、その人の

魂やスピリットレベルで瀬織津姫と共に歩

むことを認めていないために、私達が関わる

事が可能になります。 

 

おなじ瀬織津姫と関わるグループのワーク

に参加した人でも、私達がセッションを行え

る人と行えない人が出てくるのは、その人の

魂やスピリットの選択によるものです。 

 

私は、瀬織津姫や瀬織津姫と関わっているグ

ループの事を批判しているのではありませ

ん。 

全ての人には、自分自身がどの様な世界に、

どのような仲間達と歩んでいくのかを選択

する権利があります。 

その中には、私達が想像もできないほど素晴

らしい世界も沢山ある事でしょう。 

全てが自分自身の選択によりますので、その

世界がどの様な世界であったとしても、その
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人にとっては最高の学びと成長が得られる

場所となります。 

 

ただし、その選択が本人の自主的な判断であ

るか、あるいは他の存在によってコントロー

ルされたものであるか、良く考えなくてはい

けません。 

スターピープル達は、私達からの要請によっ

てそのことを何度も調べ、コントロールが行

われている場合には、そのコントロールを解

除することが認められています。 

 

今までの地球は、光よりも闇が多い世界、ス

ターピープルや大天使達よりもダークピー

プルやダークエンジェル達が力を持ってい

た世界です。 

地球に降りてきた人達はとても強い光や波

動の高いスピリットを持っていますので、地

球人として生きていく場合には、自分自身が

本当の自分に目覚めないように、自分の意識

をコントロールされて物理世界にフォーカ

スしていく必要がありました。 

 

逆に言えば、自分達が地球で様々な経験をし

て成長するためには、ダークピープル達のよ

うに闇を持って、皆さんの光を覆い隠す存在

も必要だったのです。 

 

しかし、これから皆さんが歩んでいく世界は、

今までの闇の多い地球から脱却した、新しい

光の地球です。 

 

スターピープル達は、2020 年の 1 月に、

これからアセンションしていく人達の肉体

を新しい地球に移し替えたと言っています。 

その時点で、今までの古い地球で付けられて

いた皆さんの意識をコントロールするコー

ドや仕組みの多くが解除されている事にな
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っています。 

 

ただ、皆さんの意識がまだ古い世界に残って

いるために、自分自身の意識がコントロール

されて制限の多い地球を生きているように

錯覚しているのだとスターピープル達は言

います。 

本来であれば、皆さんはもうすでに自由にな

っていますので、今までとは異なる人生を選

択することが出来ます。 

 

私達は、その選択を皆さんが自由に行えるよ

うに、大天使や日本の神々と協力し合って、

一斉アチューメントによるサポートをおこ

なう事にしています。 

皆さんが瀬織津姫や他の存在達と深くかか

わっていたとしても、私や大天使、スターピ

ープル達が行う一斉アチューメントを受け

る事が出来ます。 

 

皆さんがアチューメントを受ける事に同意

することで、皆さんに対して大天使や日本の

神々が関わり、皆さんの意識や考え方を自由

にして、皆さんが行きたいと望む世界へとい

く事が出来るようにしたいとおもいます。 

 

アセンションする世界といってもいくつも

のパラレルワールドがありますので、それぞ

れの人に見合った世界に行く事になります。 

私達がこれから行うのは、アセンションする

世界に向かう人達をしっかりとサポートす

る事ですが、私達が関わる必要がない人や私

達ではない他の存在達が担当する人達もい

ますので、私達と波長が合わないからと言っ

て悩む必要はありません。 

私達等比べ物にならないほどの素晴らしい

ガイドがついている方も沢山いるのです。 
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PART3 レイキやヒーリング・セラピーに

ついて 

 

これから数日間かなり突っ込んだ話をしま

すが、これは私の個人的な見解ですから、皆

さんが同意される必要は全くありません。 

また中には良心的に素晴らしいレイキやセ

ラピーを行っている方もいらっしゃいます

ので、レイキやセラピーを行っている方達を

批判する物でもありません。 

そのことを御理解の上お読みください。 

 

現在、肉体はアセンションする世界にいるに

もかかわらず、物理世界の意識が今までの 3

次元の地球に残っている人が沢山います。 

そのような人は、そのままではアセンション

する世界に入れずに、中途半端な世界にとど

まることになりそうです。 

このシリーズは、そのような人達が一人でも

多く、肉体も意識も新しい地球に移り、無事

アセンションしていく事をサポートするた

めに書かれています。 

 

もちろんアセンションする世界はいくつも

のパターンがありますので、私達はその一つ

の在り方を提唱しているだけです。 

私が言っている事に同意できないからと言

って、その人がアセンション出来ないという

わけではありません。 

私達が考えているよりも、もっと素晴らしい

世界に行かれる方も多いと思います。 

 

現在行われている様々なレイキは、創立者で

ある臼井甕男さんが作られた臼井靈氣療法

ではなく、臼井甕男さんの元を離れた林忠次

郎さんから日系アメリカ人ハワヨ・タカタさ

んに伝えられたレイキがタカタさんとその

弟子によって世界中に普及して行われてい
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る物です。 

しかし、このレイキが拡大する中で、本来の

臼井甕男さんの思いとは異なる方向にレイ

キは歩み始めたのではないかと思います。 

 

その原因のひとつは、林忠次郎さんからレイ

キの伝授を受け、ハワイやアメリカでレイキ

を広げたハワヨ・タカタさんにあるように思

えました。 

タカタさんは、自分の命を救ってくれたレイ

キに感動して、レイキを学び広げようとした

ようですが、途中でレイキによって大きな利

益を得ようと考えてしまったのではないか

と思います。 

 

レイキが、お金儲けや自分の野心を満たすた

めに利用されることが増えてきたために、レ

イキの中に込められた本当の愛や光のエネ

ルギーが失われてきたのです。 

もちろんそれはレイキにとどまらず、レイキ

から生まれた様々なヒーリングにもあては

まります。 

 

ヒーリングやセラピーを行おうとする人は、

最初は純粋な気持ちで人を癒したいと考え

てセラピーなどを学び、実践しようとするの

ですが、だんだん人気が出て、人々からちや

ほやされたり、先生として祭り上げられてい

くと、「もっと有名になりたい、もっと利益

が欲しい、」と考え始め、自分の純粋な気持

ちを失ってしまうのです。 

 

そうすると、その人が行うセラピーやヒーリ

ングにエゴのエネルギーが入り始め、本来繋

がるべき世界ではない世界に繋がってしま

います。 

その方のセラピーを受けた人も、同じように

そのヒーラーさんが繋がっている世界に繋
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がってしまい、自分の進むべき道を見失って

しまう事がおこります。 

 

それはレイキだけでなく、レイキのエネルギ

ーが元になっているヒーリングや、レイキの

伝授を受けている人が作ったヒーリングや

セラピーに共通して起こっている事です。 

またその人が独自に作られたヒーリングや

セラピーでも、創始者の方の心の状態でその

セラピーのエネルギーがどこに繋がってい

くか決まってきます。 

 

本当に人々のお役に立ちたいと、強い信念を

持ってセラピーを行っている人達は、すばら

しい愛の世界に繋がって施術を行いますの

で安全ですが、そのような人達は決して多く

ありません。 

 

また、困ったことに、ヒーリングやセラピー

は、人々をセラピー中毒にしてしまう側面が

あります。 

自分の意思がしっかりしていない人は、新し

いセラピーや効果がありそうなセラピーを

見るとすぐにそのセラピーを受けたくなり

ます。 

また無料のアチューメントやモニター価格

のセラピーがあると、中身をしっかりと検証

することなく、すぐに飛びついてしまう人は、

様々なエネルギーをごちゃごちゃと身に着

けてしまい、自分自身を混乱させてしまうの

です。 

 

それは自分自身の中にあるストレスや欲求

不満を、セラピーを受ける事で解消しようと

するからです。 

このような方はいつでも多くのストレスを

抱えて苦しんでいます。 

そして、セラピーやセッションを受ける事で
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一時的な幸福感を得られるので、ストレスが

たまってくると何度でも、セラピーなどを受

けようとします。 

 

しかし、セラピーを受けて満足しているだけ

では、自分自身が変わることはありません。 

本当に必要なのは、自分自身が持っているス

トレスや癒されない気持ちをどのようにし

たら、自分自身で解決できるようになるか、

という事を教える事です。 

 

しかし、このような方はセラピーを受ける人

にとっては「良いお客様」なので、次々と新

しいメニューを提供してお金を払ってもら

う事が、その人が自分で自分を癒す方法を見

つける事よりも大切な事になってしまうの

です。 

そのために、ヒーラーさんもその人が自分自

身に依存するように仕組んでいきます。 

 

皆さんが、自己満足のためにセラピーを受け

る事を止めるのはもちろんですが、利益中心

の考え方をしている人達が行っているセラ

ピーなどに近づかないようにすることも大

事です。 

皆さんがアセンションしていくためには、皆

さん自身が自分を癒すことを覚え、自分の精

神的成長を妨げる事柄から離れていかなけ

ればなりません。 
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PART4 アチューメントや遠距離ヒーリ

ングについて 

 

2005 年頃からはやり始めた「アバンダン

ティア・アバンダンスレイ」というアチュー

メントは、私が知る限りでは、世界でも最も

初期の頃のアチューメントだと思いますが、

これも確か、アメリカのレイキを行っている

グループが作った物だと思います。 

このアチューメントは、本来人々の勤労意欲

を高めるために作られたようですが、実際は

人々が安易にお金が儲かる事を願うように

仕向けてしまいました。 

 

私は 2006 年頃、このアチューメントに出

会って、このアチューメントを行う人達を集

めてグループを作り活動していたのですが、

やはり人々の意識は、アチューメントを行っ

て楽にお金儲けをしたいと考えるようにな

ってしまったのです。 

 

そのために「アバンダンティア・アバンダン

スレイ」だけでなく、海外で作られたいくつ

ものアチューメントを手当り次第に受けて、

それを自分のアチューメントを受けてくれ

たお客様に次々と紹介していく人達が増え

てきました。 

そのアチューメントが、誰によって作られ、

その裏にあるエネルギーがどのような物か

一切検証せずにただ利益のためだけに行わ

れていったのです。 

 

私達は、その流れにしばらくの間流されてい

ましたが、ある時から、私達が「アバンダン

ティア」のアチューメントを行っている時も、

アチューメントの中に聖母マリア様や観音

様が姿を現すことが出てきました。 

私達は、聖母マリア様や観音様に出てきても
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らい話しをすると、「皆さんが行っている事

は神聖なエネルギーをお金儲けのために利

用しているだけです。 

それではいけません。 

お金儲けよりも自分自身の内なる愛を目覚

めさせる事が大切です。」とメッセージをも

らいました。 

 

私達はその言葉に深く共鳴し、「アバンダン

ティア」のグループを解散し、新たに聖母マ

リア様や観音様のアチューメントを作り、お

互いアチューメントをし合って、自分の内な

る光を目覚めさせるためのグループを作り

ました。 

それが最初の「宇宙の光」だったのです。 

 

私達は、利益目的のアチューメントから離れ、

自分自身の精神性を高めるためのアチュー

メントをいくつも生み出し、「宇宙の光」と

いうグループで活動していきました。 

私もそれから数年間は、皆さんから一切アチ

ューメント料金を受け取らず、メンバー達に

個別にアチューメントを行う事をやり続け

ました。 

 

しかし、世の中では、利益目的や特殊能力が

得られるといったアチューメントが優勢で

した。 

現在も、その流れは変わりません。 

遠隔アチューメントが簡単にできるという

事が理解され始めると、多くの人が様々なチ

ューメントを作り始めました。 

 

中には、真面目に人々の癒しの事を考えてい

る人もいましたが、特殊な能力を身につけて、

自分自身が有名になりたい、利益を得たいと

考えている人も多く、こちらも本来の光の世

界ではない世界に繋がっていきました。 
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今までの闇の多い地球では、そのような世界

のほうが主流ですので、その人の活動も上手

くいき、多くの人達がその人のもとに集まり

ます。 

 

皆さんは、無料のアチューメントや遠距離ヒ

ーリングであったとしても、そのアチューメ

ントや遠距離ヒーリングに隠された本当の

目的はなんなのか、アチューメントを行う人

がどの様な世界に繋がっているのかという

事を良く考えなければ、皆さん自身がその人

が繋がる世界に引き込まれていきます。 

 

もちろん皆さんが、今までの地球と同じよう

に利益中心の世界で生きていきたい、物理世

界の刺激を楽しんでいきたい、と考えている

ならば、それも決して悪いことではありませ

ん。 

しかし、そうではない世界に行きたい人は、

たとえ無料のアチューメントやヒーリング

であったとしてもそのエネルギーの質を見

極める事が大切です。 

もし見極める事が出来なければ、近づかない

方が無難です。 
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PART6 スピリチュルやヒーリングにお

ける罠 

 

昨日の続きですが、これも、私の個人的な見

解ですので、全てのヒーリングやスピリチュ

アルな施術に当てはまるわけではありませ

ん。 

ご自分で良く見極めてください。 

 

皆さんがスピリチュアルやヒーリングを通

して闇の存在の罠にはまっている事は、簡単

に彼女は見抜くことが出来ます。 

そして、その人のスピリットや魂を、その罠

から救いだして通常の状態に戻してあげる

事が、私達やスターピープルの使命の一つな

のです。 

 

皆さんは、自分が熱心に行っているヒーリン

グやスピリチュアルワークなどが闇の罠で

あるとは到底考えません。 

もちろん、そうでないものもありますが、そ

の人に特殊な能力を与え自分は特別だと思

わせ、その能力を使ってお金儲けをしようと

考えさせるのは、間違いなく闇の存在の罠な

のです。 

 

またそれだけでなく、このワークやセッショ

ンをやっていれば、アセンションできる、こ

のヒーラーさんについていけば、自分もヒー

ラーさんと同じような能力が身に付き、同じ

世界に行ける、と考えさせるのも罠です。 

 

そしてそれが罠だと思わせないように、皆さ

んの意識をコントロールして、天使のビジョ

ンが見えたり声が聞こえるような体験をさ

せて、さも自分が素晴らしい存在になったよ

うに思わせるのです。 
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Ellie さんと私は、セッションの予約を受け

た段階で、皆さんの魂やスピリットの状態を

スターピープルや大天使にお願いして調べ

てもらいます。 

その時点で、皆さんの魂やスピリットが罠に

はまっていれば、そのスピリットや魂の救出

を行います。 

 

それは、セッションを行う人達だけでなく、

セッションを申しこまれた人すべてに対し

て行います。 

セッションを行わないから、私達が何もしな

いという事ではなく、セッションが出来なく

てもスターピープル達にお願いして、皆さん

の魂やスピリットを自由にする事は、私達の

使命として行っています。 

セッションを受けなくても、自分の心の状態

や身の回りの状況が変わった人達はたくさ

んいるはずです。 

 

しかし、本人が、セラピーやスピリチュアル

なワークを好んで行っている場合には、その

能力を与えたダークピープルやダークエン

ジェルとの契約が成立しているとして助け

られない場合もあります。 

 

本当の事を言うと、その人のスピリットや魂

を解放していいか、直接そのスピリットを捕

えているダークピープルと話しをすること

があります。 

 

ダークピープル達の言い分は、「本人が、特

殊な能力を欲しがり、その能力を使って利益

を得たり有名になりたいと言っているので、

私達はその能力を与えた。 

この特殊な能力を使用している限り、この者

は私達と深く繋がり、私達のために働く義務

がある。」という事です。 
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この言い分は、今までの地球においては、正

当な言い分です。 

皆さんは、本来持ちえない能力、たとえば人

を癒すための力、人の隠された心やスピリチ

ュルなレベルの物を見る能力、大天使やマス

ターなどの高次元の存在とされている者達

とつながり、その声を聴いたりビジョンを見

たりする能力などを、お金を払ってセミナー

などに出て講師からその方法を受け取りま

す。 

 

つまり、その脳力をお金で買いますので、そ

の能力を使ってお金を儲けたいと考えるの

は当たり前の事なのです。 

 

皆さんは講師にお金を払い、その能力を受け

取ったと思っていますが、その能力を本当に

あなたに授けたのは、ダークエンジェルやダ

ークピープル達なのです。 

皆さんは、ダークエンジェルやダークピープ

ルに本当の代償を払わなければなりません。 

その代償とは、あなたの光や魂、スピリット

をダークエンジェル達に奪われることを許

す事です。 

 

そしてあなたが、特別な力を持ち、多くの人

にセッションを行い利益を得る一方で、ダー

クエンジェルやダークピープルは、あなたが

セッションを行った人と新たな契約を結び、

その人の光やスピリットを奪います。 

 

私達は、そのことを止めさせたり、その人を

救い出す事は、その人がダークピープル達と

の契約に同意している以上出来ません。 

そのために、多くの人達が、スピリットを闇

の存在に捕らわれる事になりました。 
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これは困ったことに、セッションを直接受け

るだけでなく本を読んだり、YouTube など

で何回も動画を見ただけでも起こります。 

先日も、私達のセッションを受けたいという

方に、どのようなヒーリング等を受けたか書

いてもらいましたが、その書かれた内容の中

には、さほど大きな問題があるエネルギーは

含まれていませんでした。 

 

そのために、一度、セッションを行う事を了

解したのですが、その直後に毒々しいエネル

ギーが、Ellie さんを襲いました。 

Ellie さんがセッションを受ける合意をした

事で、その方との間にゲートが開き、今まで

隠されていたエネルギーが流れ込んできた

ようです。 

一度、セッションを行う事を了承していなが

ら、セッションを中止するのはこのためです。 

 

急いで、その人に連絡して、いつも読んでい

る本や好きな動画を教えてもらいました。 

すると、動画の一つにスピリチュアルな仕事

をしている方の動画がありました。 

その動画を見た瞬間、その動画に移っている

ヒーラーさんの後ろに、とても気持ちが悪い

ダークエンジェル、それもかなりの力を持っ

た存在がついていることが分かりました。 

 

そのダークエンジェルが動画を見ている人

の意識をコントロールして何回も自分達の

動画を見るように仕向け、彼女を洗脳してい

ったのです。 

そのような事が出来るのかと、思う方がいま

すが、それは日ごろから皆さんの無意識の習

慣になっているのです。 

必要性がないのに特定の動画を見たりする

事が多い方は十分に注意してください。 
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このように直接会って、セッションを受ける

だけでなく動画や本、ブログなどを見たりす

るだけでも、その波動の中に取り込まれてし

まうのです。 

彼らは、肉体を持たないスピリット達として

存在していますので、時間や空間は関係なく

自分の波動に合った人を察知するとすぐに

その人の元にいき、その人の意識に入り込ん

でしまいます。 

 

そしてその人の意識に入り込むと、その人の

肉体を使って行動し始めます。 

急に人気が出てちやほやされるようになっ

たヒーラーさん達や華やかな演出で自分を

カリスマのように見せる人には、そのような

状況が起きている事もあります。 

 

このように、方法はどうあれ、ダークピープ

ルやダークエンジェルが仕掛けているヒー

リングやワークなどには多くの罠がありま

す。 

そしてその罠は、言葉巧みにあなたを誘いま

す。 

あなたが、そのワークやヒーリングを、自分

の目覚めのために使用したいと思っていて

も、いつしか、そのヒーリングやワークによ

ってお金を得たい、特殊な力を得て偉くなり

たいと思い始めたら、あなたはその罠の中に

います。 

 

それはあなたの意思とみなされますので、大

天使やスターピープルは、あなたを助け出す

ことはできません。 

あなたがどれだけ、強い意思を持っていたと

しても、人間の心はすぐにコントロールを受

けてしまいます。 

 

Ellieさんがセッションを行った人の中にも、
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そのような方が複数いました。 

さも高次元の存在と繋がって素晴らしい光

を受け取っているように見えても、よく調べ

るとその人のビジョンの中に、点滅している

単色の光が隠されていました。 

これは催眠術とおなじで、その人の意識を眠

らせて、異なるビジョンやメッセージを受け

取るようにしているのです。 

 

Ellieさんはそのことにすぐ気づきましたが、

その事を言っても意識をコントロールされ

ている人には通用しませんので、時間をかけ

て、その人がコントロールから目覚め、本当

の自分に気付くことを待たなければなりま

せん。 

もし自分がビジョンを見ている中で点滅し

ている光があったら十分に注意してくださ

い。 

 

私達がセッションが出来ない人達には大変

申し訳なく思っていますが、そのような人達

のために、2020 年 3 月から連続一斉アチ

ューメントを行いますので、それまでに、光

の世界に歩むための努力を行ってください。 

 

 

 

 

 

 


