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「神聖なる宇宙の光」 

第 1 のアチューメント アセンションボディ 

第 2 のアチューメント ライトコードの修復 

第 3 のアチューメント ライトコードの活性

化 

第 4 のアチューメント 意識の覚醒 

第 5 のアチューメント アセンションへの道 

第 6 のアチューメント 神聖なる生命の輪 

第 7 のアチューメント 「内なる愛の目覚め」 

 

作者 瀬戸武志＆宇宙の光 

神聖なる宇宙の光 

 http://k-iroha.com/sp/index.html 

大天使のアチューメント 
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「神聖なる宇宙の光」（アセンションのため

のアチューメント）で行いたい事は、皆さん

の中にある様々な不要なエネルギーや不要

な考え方また不要な存在との関わりをクリ

アーにして自分自身の本質に目覚めていく

ということをサポートしたいと思っており

ます。 

 

皆さんは本来優良なスターピープル達の遺

伝子をもとに作られています。 

そしてその遺伝子を活性化する事により、皆

さんは素晴らしいスターピープルとして成

長するはずでした。 

しかしながら皆さんのスターピープルとし

ての遺伝子は活性化せず、闇の存在達によっ

てその遺伝子は傷つけられ不要な遺伝子を

加えられて、皆さんがスターピープルとして

活躍する事ができない状態にされてしまい

ました。 

 

私達スターピープルは地球人が素晴らしい

スターピープルに進化するために、今まで長

い間活動してきました。 

しかしながら現状では、皆さん地球人が素晴

らしいスターピープルへ進化する事はまだ

難しいと思われます。 

神聖なる宇宙の光 
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そのために皆さんがスターピープルに進化

していく事を助けるために、このアチューメ

ントシリーズは作られました。 

このアチューメントは、皆さんが自分の中に

ある不要な感情やネガティブな思いを浄化

し、本来あなたが持っているスターピープル

としての遺伝子（ライトコード）を活性化す

る事を目的としているのです。 
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〇PART1「アセンション・ボディ」 

 

この「神聖なる宇宙の光」は、いくつかのア

チューメントによって成り立っています。 

シリーズの最初のアチューメントは皆さん

のチャクラや皆さんの身体、もしくはエネル

ギー体から不要なエネルギーや不要な存在

とのつながり、そして皆さんが求めていない

世界との間をつなぐゲートなどを処理して

いきます。 

これはホーリーエレメントの種族達やホワ

イトピープル、レインボースターピープル達

によって行われていきます。 

最初のアチューメントは皆さんの肉体ある

いは意識、チャクラの浄化という事になりま

す。 

このアチューメンを担当するスターピープ

ル達は、シリーズが進むにつれて、皆さんの

より深いレベルのエネルギーを浄化してい

くことになります。 
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第１のアチューメント  

「アセンション・ボディ」 祈りの言葉 

 

只今より○○様に「神聖なる宇宙の光」第 1

のアチューメント 「アセンション・ボディ」

を行わせていただきます。 

どうか、偉大なる光の存在よ 宜しくお願い

致します。 

 

偉大なる光の存在よ、私達の体に残るネガテ

ィブなエネルギーや感情、 

そして、私達の求めない世界や存在と繋がる

ゲートやラインを光に返してください。 

私達がこれから、光の世界を歩むために必要

な事を、私達に起こしてください。 

私達が、光の存在と深くつながり、本来のス

ピリットの目的を遂行できるように 

私達のうちにある勇気と愛を目覚めさせて

ください。 

 

偉大なる光の存在よ、私達の内にある光を輝

かせてください。 

偉大なる光の存在よ、私達に光の道を歩ませ

てください。 
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〇PART2 「ライトコードの修復」 

 

２つ目のアチューメントでは、皆さんのスピ

リチュアルレベルでの遺伝子（ライトコード）

の修正を行いたいと思います。 

スピリチュアルレベルの遺伝子というのは、

肉体を構成する遺伝子のもととなる遺伝子

です。 

そして、肉体のみならず、その人の意識や能

力、資質などに深く関わってくる遺伝子です。 

皆さんは、本来天の川銀河の優秀なスターピ

ープルの遺伝子を受け継いで生まれてきた

種族です。 

しかし、皆さんがスターピープルになる事を

よく思わない存在達によって、地球人はスタ

ーピープルとしての遺伝子を不活性にさせ

られました。 

そして不要な遺伝子を組み込まれて争いや

支配、差別などが大好きな種族にされてしま

ったのです。 

このアチューメントでは、そのような不要な

遺伝子を取り除き、そして皆さんが本来ある

べき遺伝子を持つことができるように、遺伝

子（ライトコード）の修正と再構成を行いた

いと思います。 

それはこのアチューメントのシリーズを進

める中で、継続して行われていきます。 
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第 2 のアチューメント  

「ライトコードの修復」 祈りの言葉 

 

只今より○○様に「神聖なる宇宙の光」第 2

のアチューメント「ライトコードの修復」を

行わせていただきます。 

どうか、偉大なる光の存在よ 宜しくお願い

致します。 

 

偉大なる光の存在よ、私達の体に存在するラ

イトコードを修復してください。 

私達のライトコードとすべての遺伝子が、本

来の目的通り働くように 

私達の体が、本来の働きを取り戻しスターピ

ープルとして歩んでいけるように 

私達のライトコードを光で満たしてくださ

い。 

   

偉大なる光の存在よ、私達の体に存在するラ

イトコードを修復してください。 

偉大なる光の存在よ、私達の体に存在するラ

イトコードに光を満たしてください。 
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〇PART3 「ライトコードの活性化」 

 

そして 3 番目のアチューメントでは、皆さ

んのスターピープルとしての遺伝子（ライト

コード）を活性化させる事を目的に行ないた

いと思います。 

皆さんの中でスターピープルとしての遺伝

子が活性化してくるならば、皆さんの考え方

も少しずつ変わっていきます。 

自己中心的な考え方や物理世界にフォーカ

スをした考え方から少しずつ離れ、他人や地

球を大切にして愛する考え方に変わってい

きます。 

そして皆さんはやがて、スターピープル達と

出会い、活動を共にする事になりますので、

そのような存在達を認め同調するような考

え方に変わっていきます。 

この遺伝子（ライトコード）の修正や活性化

に関してはホーリーエレメントとクリスタ

ルピープルをはじめ多くのスターピープル

達が行うことになっています。 
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第 3 のアチューメント  

「ライトコードの活性」 祈りの言葉 

 

只今より○○様に「神聖なる宇宙の光」第 3

のアチューメント 「ライトコードの活性」

を行わせていただきます。 

どうか、偉大なる光の存在よ 宜しくお願い

致します。 

 

偉大なる光の存在よ、私達の体に存在するラ

イトコードを活性させてください。 

私達のライトコードとすべての遺伝子が、本

来の目的通り働くように 

私達の体が、本来の働きを取り戻しスターピ

ープルとして歩んでいけるように 

私達のライトコードを光で満たしてくださ

い。 

   

偉大なる光の存在よ、私達の体に存在するラ

イトコードを活性させてください。 

偉大なる光の存在よ、私達の体に存在するラ

イトコードに光を満たしてください。 
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〇PART4 「意識の覚醒」 

 

引き続き行われる第4のアチューメントは、

皆さんが自分のスピリットや自分の魂と深

く繋がり闇の多い存在から騙されないよう

な生き方をするためのアチューメントです。 

今までは、皆さんの心もそして意識も、闇の

多い世界の存在達がコントロールしてきま

した。 

そして皆さんの中に様々な欲望を生み出し、

お金が欲しい、有名になりたい、特殊能力が

欲しいというような思いを募らせてきまし

た。 

皆さんがそのような思いを持つ事で、皆さん

を闇の多い世界にとどめていたのです。 

しかしながら私達はそのような世界と決別

しなければなりません。 

皆さんが本来歩むべき光の多い世界、アセン

ションする世界へと進むために、自分自身が

しっかりとした考え方を持ち、嘘や偽りのあ

る言葉や存在を見抜いて行くための判断力

を持たなければなりません。 

このアチューメントは「覚醒の種族」と呼ば

れている存在達によって作られたアチュー

メントで、皆さんが真実を見極める力を得る

ためのアチューメントです。 
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第 4 のアチューメント 

「意識の覚醒」 祈りの言葉 

 

只今より○○様に「神聖なる宇宙の光」第 4

のアチューメント  

「意識の覚醒」を行わせていただきます。 

どうか、偉大なる光の存在よ 宜しくお願い

致します。 

 

偉大なる光の存在よ、私達の意識に光を満た

してください。 

私達の意識が、スピリットと深くつながり、

その意思と共にあるように 

私達の意識が、本来の目的ではない事を見破

りだまされないように、 

私達の意識に、深い叡智と判断力が備わるよ

うに覚醒させてください。 

   

偉大なる光の存在よ、私達の意識を目覚めさ

せてください 

偉大なる光の存在よ、私達の意識を光そのも

のとしてください 
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〇PART5 「アセンションへの道」 

 

第 5 のアチューメントは、皆さんがアセン

ションする世界を歩んでいく事をサポート

するためのアチューメントです。 

皆さんや皆さんの子孫が、本当に素晴らしい

スターピープルとして、地球や天の川銀河そ

して皆さんの宇宙を導いていく存在となる

ために、今、皆さんが変わらなければならな

いのです。 

そして皆さんだけでなく皆さんの子供達を

導いていくための光を、私達は伝えたいと思

います。 

このアチューメントは、地球の遠い未来から

やってきたクリスタルピープル達が皆さん

に光を送ります。 

クリスタルピープル達は、皆さんのはるか先

の未来世の種族です。 

創造主と一つになって、いくつもの宇宙を創

造する働きを持つスターピープルですが、皆

さんが、今回しっかりとアセンションしなけ

れば、彼らは生まれてくる事ができないので

す。 
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第 5 のアチューメント  

「アセンションへの道」 祈りの言葉 

 

只今より○○様に「神聖なる宇宙の光」第 5

のアチューメント「アセンションへの道」を

行わせていただきます。 

どうか、偉大なる光の存在よ 宜しくお願い

致します。 

 

偉大なる光の存在よ、私達が本来の生き方が

できるように光に満たしてください 

私達が、アセンションへの道を間違いなく歩

み、成長できるように 

私達が、スピリットの目的に沿って生きてい

くことができるように 

私達の内なる愛と光を目覚めさせてくださ

い。 

   

偉大なる光の存在よ、私達の真実を思い出さ

せてください 

偉大なる光の存在よ、私達が進むべき道を指

し示してください 

 

 



 
 

16 

〇PART６ 「神聖なる生命の輪」 

 

「神聖なる生命の輪」のアチューメントは

「アクア」と呼ばれるスターピープルによっ

て作られたアチューメントです。 

これは皆さんが、地球の意識そして大地のエ

ネルギーと深く繋がり、地球に生きる種族と

して成長するためのアチューメントです。 

決してスピリチュアルな事に偏るのではな

く、この地球の意識と同調し、地球のエネル

ギーを自分の中に繋げながら、光の世界に生

きていくという事を行うためのアチューメ

ントです。 

このアチューメントはとても力強いアチュ

ーメントです。 

地球の雄大な自然とそこに生きる数多くの

動植物、そして目に見えない精霊や守護者達

と繋がります。 

あなたは、自分の心の中に、力強い大地のパ

ワーを感じることでしょう。 

あなたは、しっかりとこの大地に足をつけて、

力強く生きていくことでしょう。 
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第 6 のアチューメント  

「神聖なる生命の輪」 祈りの言葉 

 

只今より○○様に「神聖なる宇宙の光」第 6

のアチューメント  

「神聖なる生命の輪」を行わせていただきま

す。 

どうか、偉大なる光の存在よ 宜しくお願い

致します。 

 

母なる大地、深遠なる宙（そら）、清らかな

水、 

地球よ、そして地球に生きる多くの生命達よ、 

私達を神聖なる生命の輪に受け入れ癒して

ください、 

私達が、全ての生命とひとつになり、聖なる

命となるために、 

    

ホーリーアース  ホーリーライフ   

ホーリースピリット 

ホーリーアース  ホーリーライフ   

ホーリースピリット 
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〇PART7 「内なる愛の目覚め」 

 

第 7 番目のアチューメントは、「愛で統一

された宇宙」のスターピープル達によって送

られる愛の光です。 

私達の中にある愛に目覚めるために、そのこ

とを邪魔している様々な考えや欲望、感情な

どを乗り越えていく事をサポートします。 

私達が自分の「内なる愛」と深く繋がり、愛

を自分自身が生きていく基本的な価値観と

する事ができるように導いていきます。 

そして私達の「内なる愛」から「宇宙の愛の

根源」へと繋がる事ができるように、皆さん

を成長させていきます。 
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第 7 のアチューメント  

「内なる愛の目覚め」 祈りの言葉 

 

只今より○○様に「神聖なる宇宙の光」第 7

のアチューメント  

「内なる愛の目覚め」を行わせていただきま

す。 

どうか、偉大なる光の存在よ 宜しくお願い

致します。 

 

私達の内なる愛に目覚めさせてください 

この宇宙に満ち溢れた愛を感じさせてくだ

さい 

私達の中に立ちはだかる愛を遮る全ての障

害を光に返してください 

私達が本来愛の存在であることに気付かせ

てください 

そして地球に生きる多くの人たちが愛の存

在であることを実現させてください 

 

偉大なる愛よ、私達の内なる愛よ  

そして宇宙に満ち溢れる愛よ 

どうか私と一つになり、私達を愛の存在に変

えてください 
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〇アチューメントは一度受けたら、2 週間あ

けて次のアチューメントを受けてください。 

 

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、スタ

ーピープルとのつながりを日々高めていっ

てください。そうする事で、アチューメント

の効果がさらに高まっていきます 

 

 

【アチューメントに関するお願い】 

 

○アチューメントはあなたの自主的な責任

と判断で行ってください。 

 

〇宇宙の光が提供するアチューメントは、私

達の意識の成長をサポートする為に提供

されますが、精神的な疾患や自律神経にか

かわる疾患をお持ちの方、情緒不安定な方

は症状が悪化する事もございますので、充

分に気をつけられて下さい。 

瀬戸武志ならびにアチューメントを行っ

た者は、アチューメントに関する全ての責

任を負いませんので自己責任でアチュー

メントを受けられてください。 

 

アチューメントの注意 
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「神聖なる宇宙の光」のアチューメントシリ

ーズを理解するためには、地球人とスターピ

ープルの関係をしっかりと理解しなくては

いけません。 

スターピープルと地球人の関係はとても複

雑ですので、いくつかのことに関して説明し

ておきましょう 

 

〇私達の精神的進化をサポートするスター

ピープル 

 

まず第 1 に現在地球のアセンションを推し

進めているスターピープル達は、同じ天の川

銀河の中にある星々から来たスターピープ

ル達です。 

具体的に言うとシリウス星系、アルクトゥー

ルス、アンドロメダ座、そして天の川銀河の

すぐ横にあるプレアディス星団、そしてアシ

ュタール連合、そのような星々から、地球人

がアセンションしてスターピープルへと成

長する事をサポートするために彼らはやっ

てきています。 

 

他にも多くの星からスターピープルたちが

地球にやってきています。 

「神聖なる宇宙の光」とスター

ピープルについて 
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私の「宇宙からの贈り物」という PDF ブッ

クを読んでいただければ、どのようなスター

ピープル達が、どのような形で地球のアセン

ションに関わっているのかご理解していた

だけると思います。 

彼らは地球人が精神的に成長して自分達と

同じようなスターピープルになる事を願っ

て、地球人のことをサポートしているのです。 

 

彼らは決して地球人を支配したり、地球人を

自分達の利益のために利用しようなどとい

う事は一切考えていません。 

彼らは大変に素晴らしい愛と叡智を持って

いますから、その愛と叡智に反するような事

は、彼等は一切行いません。 

 

現在地球人に現実世界のレベルで関わって

いる者達は、ほとんどがスターピープルとは

呼べない存在です。 

地球人を支配する事を望み、地球人を自分達

の都合の良いように利用しようとするダー

クピープル達や自分達にとって都合のよい

環境を地球に求めようとしている地球外生

命体達もたくさんいます。 

 

彼等は、スターピープル達の正式な評議会に

は属していませんので、自分勝手な行動をい

つも行っています。 

一般の人達に自分勝手なメッセージを送っ

たり、様々な指示を行っているのは主にこれ

らの者たちです。 
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スターピープル達は、通常、一般の方達に個

人的なメッセージを送ったり、何か物事の指

示をするような事はいたしません。 

しかしながら光の世界へ歩み出した人達に

対しては、見えない世界から彼らの事をサポ

ートしていく事はよくあることです。 

スターピープル達は皆さんを見守り、精神的

進化へと向かっていく事をサポートしてい

る存在であると考えてください。 

 

 

〇スターピープルの遺伝子を持つ地球人を

アセンションさせる 

 

次に、地球人が叡智ある存在として進化して

いくにあたって、スターピープル達の遺伝子

が地球人の進化を促進していたという事も

お知らせしておきましょう。 

かつて地球に、地球の独自の種族が生まれた

時、彼らはまだ精神的な成長や叡智を持つ事

ができませんでした。 

その種族は人間というよりも、まだ動物に近

い存在だったからです。 

 

そのために地球に生まれた種族の遺伝子に

対して、スターピープル達の遺伝子を組み込

む事によって、精神的進化を行う可能性を持

った種族をこの地球に生み出すことができ

たのです。 
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そしてその子孫が皆さんであるということ

は言うまでもありません。 

地球本来の種族に、その当時天の川銀河でも

非常に優良な種族であったシリウスやアン

ドロメダ、アルクトゥールスそしてプレアデ

ィスのスターピープル達の遺伝子を組み合

わせて、新しいスターピープルを作ろうと創

造主は考えたのです。 

 

しかしながら、本来はこれだけの優良種族の

遺伝子を持っていれば、すぐにでもスターピ

ープルへと成長していけたのですが、地球人

の進化を望まない闇の創造主達の働きによ

ってスターピープルの遺伝子はダークピー

プルの遺伝子へと変えられたり、スターピー

プルの遺伝子が働かないように抑制された

りしていました。 

そのために地球人は愛と叡智の種族になる

のではなく、戦いや争い、支配、抑圧などを

好む種族として育ってしまったのです。 

 

いつの時代にも繰り返される戦争や弱者に

対する抑圧の歴史を見て、スターピープル達

はとても悲しんでいます。 

天の川銀河の優秀なスターピープル達の遺

伝子を組み合わせて作られた地球人が、その

特性を発揮できていないからです。 

スターピープル達にすれば、地球人は自分達

の遺伝子を分けた子供のような存在ですか

ら、それだけ愛しく大切な存在なのです。 
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スターピープルや多くのマスター達は、時折

地上に降りて、直接地球人を指導し成長のた

めのサポートをしてきました。 

しかし、スターピープルとしての遺伝子がダ

ークピープルの遺伝子に変えられ、活性化し

ないように抑制されていたために、その試み

はほとんど成功しませんでした。 

 

地球のアセンションを成功させるためには、

このスターピープルとしての遺伝子を修復

し、活性化させる事がどうしても必要なので

す。 

今回のアチューメントの最も大きなテーマ

は、このスターピープルの遺伝子の修復と活

性化なのです。 

そのことが出来れば、地球人は今よりも更に

早いスピードでアセンションの道を歩んで

いくことができると思われます。 

 

地球人がスターピープルの遺伝子を組み込

まれて成長しようとした段階において、その

成長をサポートするために天の川銀河以外

からも、さらに優秀なスターピープルたちが

たくさん地球を訪れていました。 

彼らはスターピープルの遺伝子を持った地

球人がしっかりと成長していくためにサポ

ートを行うために、他の銀河や宇宙からやっ

てきたのです。 

その代表的な種族が今回の「神聖なる宇宙の

光」の中心的なメンバーである「ホーリーエ

レメント」と呼ばれる種族です。 
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そして人々の覚醒をもたらそうとした種族

達、神聖なる生命の輪のアチューメントを担

当する「アクア」もそうです。 

 

またここには詳しくは書きませんが、多くの

スターピープル達が地球にやってきて、地球

人をアセンションさせるためにサポートし

ていたのですが、その当時からこの地球を支

配していた闇の創造主によって、彼らの多く

が捉えられ、彼らは自分の働きをする事がで

きないまま何十万年もこの地球上に閉じ込

められていたのです。  

 

私達はアセンションの活動を行うにあたっ

て、地球人を精神的に進化させアセンション

させるという事とは別に、この地球に私達を

導くためにやってきてくれた多くのスター

ピープル達を助け出すという仕事も与えら

れました。 

おそらく皆さんはこのような事がまだ理解

できないかとは思いますが、地球はこの天の

川銀河のみならず私達が存在する宇宙の中

でも特別な場所なのです。 

そして地球で育つスターピープル達は、天の

川銀河を統合して私達の宇宙を素晴らしい

ものにするために多くの創造主やスターピ

ープルたちの願いと共に作られたのです。 

 

そしてその地球人をサポートするためのス

ターピープル達が、数え切れないほど、この
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地球に降り立ち地球人をサポートしようと

したのです。 

私達は、創造主や仲間のスターピープル達と

共に、捕えられていた多くのスターピープル

の種族を助けました。 

そしてその中でも、地球人のサポートをこれ

からもしたいというスターピープル達が、私

達とひとつになって地球人がアセンション

するためのアチューメント作り上げたので

す。 

 

 

 

〇スターピープルと神々、マスターとの関係 

 

それでは次にスターピープルと神々そして

マスターとの関係をお話しましょう。 

皆さんはアチューメントと聞くと多くの女

神達や日本の神々あるいはヨーロッパの

神々のアチューメントのことを思い起こさ

れるでしょう。 

あるいはサンジェルマンやラクシュミなど

のようなマスターたちのアチューメントの

事も思い出されるかもしれません。 

 

彼らとスターピープルの違いについてお話

ししたいと思います。 

はっきり言って地球上で神々と呼ばれてい

る存在は 元々はスターピープルとして、こ

の地球にやってきた者達です。 
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中には、初めから地球人を利用するためにや

ってきた好戦的で支配欲が強いダークピー

プルのような存在もいました。 

 

しかしこの地球上に物理的な肉体を持って

生まれてくる必要があったために、彼らのレ

ベルというのは決して高いものではありま

せんでした。 

私達は、スターピープルや創造主の区分けを、

第１評議会、第２評議会などという言葉でそ

のレベルを表しています。 

私達が現在関わっている評議会は第 25 評

議会まであります。 

 

この地球の物理世界に関わっているのはそ

の一番下のクラスである第１評議会と呼ば

れるものです。 

そして第 4 評議会までの創造主やスターピ

ープル達が地球の物理世界に関わることが

できるとされています。 

しかしながら地球上に物理的もしくは半物

理的な肉体を持って降りることができるの

は、第1評議会のスターピープルだけです。 

第 2 評議会からは、スピリット体として関

わることしかできなくなります。 

それは彼らがアセンションを繰り返してい

くうちに、肉体的な存在ではなくなりスピリ

チュアルな存在となってしまうからです。 
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地球で神々と呼ばれている者達は、かつてこ

の第 1 評議会から地球に派遣された者達で

した。 

残念ながら彼らはそれほど高い叡智や愛を

持っていたわけではありません。 

現在私達が共に活躍している第１評議会の

スターピープル達に比べても、まだ支配欲や

自己中心的な考え方、あるいは自分自身が特

殊な存在であるという優越感などを持って

いるスターピープル見習いのような存在な

のです。 

 

しかしまだ文明も十分に発展していない時

代の地球人にしてみれば、彼らはとても大き

な力や技術などを持った特別の存在だった

のです。 

まだ宇宙のことを十分に知らない地球人に

とってみれば、彼らは自分達を生み出し、そ

して自分達の全てを支配する神々であると

思ってしまうのも間違いはありません。 

地球上で活躍している神々は、私達を作った

わけでもなく、地球を作ったわけでもありま

せん。 

 

それは創造主が行う仕事なのですが、創造主

自体が地球で神として祀られていることは

あまりありません。 

ほとんどの神々は、地球に降り立ったスター

ピープルや地球外生命体だったのですが、そ

の当時の地球人にしてみれば、驚くべき力を
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持っていた存在ですので、彼らは神として崇

められてしまったのです。 

 

例えば天照大御神そして大国主など日本の

神々方は、織姫星とも呼ばれるベガ星という

星から来たスターピープル達です。 

神々の中でも魔法を使ったり不思議な力を

持っているのは主にアルトゥールという星

から来たスターピープル達です。 

音楽の神や非常に容姿端麗で芸術的な才能

を持っている神々は主にプレアディス星団

からやってきています。 

 

しかし彼らは地球で神々として暮らすうち

に、地球の悪しき習慣に惑わされてしまい

人々を支配したい、あるいは地球上でとても

大きな力を得たい、多くの人に尊敬され崇拝

されたい、というような思いを持つようにな

ってしまいました。 

そのためにスターピープルとして降りたに

も関わらず、彼らは自らの愛と叡智を失い、

自己中心的な神々として世界に君臨してし

まったのです。  

 

その中でもこのアセンションの中で自分達

の過ちを認め、そしてまた再びスターピープ

ルへと戻ってきた天照大神達のようなもの

もいますが、今でも神と崇拝されている多く

のスターピープルが地球人と同じような支

配欲などを持つ存在となってしまったので

す。 
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そのような神々のアチューメントというの

は現生利益、お金持ちになるとか自分が他の

人と違う能力を持つとか、あるいは自分達の

個人的な欲望や幸福を求めるというような

アチューメントが生まれてしまうわけです。 

 

また地球のマスター達の中には、スターピー

プルが、地球人を導くために、地球に降り立

ったもの達もたくさんいます。 

例えばマーリンやクート・フーミはアルクト

ゥールス星から来ています。 

サナートクマラやサナンダ（イエスキリスト）

そして聖母マリアはアンドロメダから来て

います。 

ブッダや仏教系のマスターは、プレアディス

星団と深い関係を持っています。 

 

これらのマスター達は、神々に比べるとまだ

支配欲や名誉欲が少ないために、大きな宗教

組織を作ることなく自分達の理論や自分達

の理想を掲げて活躍してきました。 

彼らも特別な場合を除いては、主に第 1 評

議会のスターピープル達です。 

地球に様々な変化が起こる時に、第 1 評議

会の中でもとても優秀なスターピープルが

地球に降りてくることがあります。 

それがイエスキリストでありブッタでした。 

 

しかしながら、彼らの意志や彼らの考え方が

そのまま受け止められることはなく、彼らの

教えや彼らの存在を利用した宗教家達によ
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って多くの人々を支配するための教団が作

られてしまった事はとても悲しい出来事で

した。 

 

今回アセンションのために働いているスタ

ーピープルは、現実世界での実行部隊は主に

第 1 評議会と第 2 評議会のスターピープル

達です。 

しかしながら、彼らだけでは手に負えない事

があまりにも多かったので、その上にいる第

3 評議会第 4 評議会そしてさらに第 21 評

議会までのスターピープル達が総出で、地球

のアセンションをサポートしています。 

 

今回私達のアチューメントをサポートして

くれるスターピープル達は、ホーリーエレメ

ントのスターピープルたちが主に第 8 評議

会そして他のスターピープル達もとても高

い位置にいるスターピープル達です。  

彼らはもうすでに肉体を持っていないスピ

リチュアルな存在ですので地球に降り立つ

ことはありませんが、地球に生きている私達

と深く関われる特別な力を持っているスタ

ーピープル達です。 

 

彼らは私達の願いを聞き入れ、私達がアセン

ションするために１人１人の人に対して具

体的なサポートを行ってくれることになり

ました。 

彼らは本質的に、愛そのものの存在ですので、

私達を利用したりする事はありません 
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反対に私達がエゴによってアセンションへ

の道をそれてしまう事から私達を守ってく

れることになっています。 

 

この「神聖なる宇宙の光」は、多くのスター

ピープルと創造主達が、相談をしてこれから

の地球人にとって最も必要なサポート、そし

て最も必要な光を降ろすために生まれてき

たアチューメントです 

そして 地球人が生まれてから、スターピー

プルとして育つことを最も強い力でサポー

トする予定だったホーリーエレメントのス

ターピープル達がこのアチューメントの中

心を担うこととなりました 。 
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PART1 アセンション・ボディ 

PART2 ライトコードの修復 

PART3 ライトコードの活性化 

PART4 意識の覚醒 

PART5 アセンションへの道 

PART6 神聖なる生命の輪 

PART7 内なる愛の目覚め 

 

各アチューメントの詳細なメッセージをお

送りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各アチューメントの詳細 
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シリーズの最初のアチューメントは皆さん

のチャクラや皆さんの身体、もしくはエネル

ギー体から不要なエネルギーや不要な存在

とのつながり、そして皆さんが求めていない

世界との間をつなぐゲートなどを処理して

いきます。 

これはホーリーエレメントの種族たちやホ

ワイトピープル、レインボースターピープル

達によって行われていきます。 

最初のアチューメントは皆さんの肉体ある

いは意識、チャクラの浄化ということになり

ます。 

このアチューメンを担当するスターピープ

ル達は、シリーズが進むにつれて、皆さんの

より深いレベルのエネルギーを浄化してい

くことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART1 アセンション・ボディ  
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皆さんはまず、自分の内側にあるネガティブ

な感情やエネルギーをクリアーにしなけれ

ばなりません。 

皆さんは今まで光40％台の闇の多い世界に

暮らしていました。 

それは、皆さんのいくつもある過去において

もそうでした。 

その為に、闇が多い世界の特性に慣れてしま

い、闇の多い世界特有の考え方や価値観に染

まってしまいました。 

 

その価値観はいくつもあります。 

自分達は経済的に豊かでなければ、この世界

で生きていく事が出来ないという価値観で

す。 

その為に多くの利益や富を得られるように、

誰よりも賢く、良い学校や良い仕事を得る事、

あるいは社会的なスタータスが高い自分に

なる事、もしくはそのような人と結婚する事

が何よりも優先されます。 

そのような価値観の中では、他人を思いやる

事や弱者を助ける事、自分らしく生きる事は、

その価値観に反する事だとされてしまい、自

己中心的な生き方を求めてしまいます。 

 

アセンションする為に必要な

事 
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また、強いものに逆らう事が出来ないという

価値観もあります。 

この価値観によって、自分が強者になるため

の努力を人々は行い、他人を抑圧し支配する

事が当然であると思うのです。 

また自分が弱者の立場に追い込まれた時は、

権力を持っている者、強い力をもっている者

に対して抵抗することが出来ないと考えさ

せられ、他者に服従したり依存するようにな

ります。 

 

皆さんは本来自由で平等であり、1 人 1 人

が偉大な存在です。 

しかし、そうであるにも関わらず、自己中心

的になって他人を抑圧したり、また反対に自

己否定してネガティブな感情に襲われ身動

きが出来ないようになってしまいます。 

私達は、このような闇が多い世界の価値観に

よって身動きが取れなくなってしまった人

や反対におごりたがぶって闇の力に飲み込

まれてしまった人達の意識にも光を投げか

けていきたいと思います。 

 

また皆さんの現実世界でも、アセンションに

そぐわないものも沢山あります。 

その中でも皆さんが持つネガティブな感情、

特に怒りや妬み、憎しみ、恨み、恐怖、不安、

そして自分自身を傷つけ否定するような感

情は、アセンションにとっては不要なもので

す。 

アセンションにとって必要な感情は、愛と喜
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びです。 

 

怒りや憎しみなどの感情と愛と喜びの感情

は共存できません。 

怒りや憎しみがある心には、愛は宿ることが

出来ないのです。 

今迄、スターピープル達は、皆さんを成長さ

せるために幾度となく皆さんの感情を浄化

してきました。 

しかし、地球の物理世界で生きている皆さん

は、自分の生活や仕事がうまくいかないと途

端に怒りや憎しみなどの感情があふれ出し

てきます。 

そして、誰かに怒りをぶっつけたりして、そ

の感情を発散させるような行動に出るので

す。 

 

皆さんの心の中で感情の抑制が出来ていな

いとそのような事が起こります。 

感情を発散させるよりも、皆さんの感情をコ

ントロールする事のほうが大切です。 

そのために、皆さんの潜在意識の奥深くにあ

る感情を、自分から切り離したり、自分の心

の中心に愛をもってくる事が大切です。 

このアチューメントでは、今までとり切れな

かった根深い感情を解放し、皆さんが自分の

感情をコントロールする事ができるように

サポートします。 

 

もう一つ皆さんがアセンションする為に取

り除かなければならないものがあります。 
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皆さんがこの社会で生きていくために他人

よりも優れていたいという気持ちです。 

他人よりも劣っていたのでは、決して良い仕

事について他人よりも高い給与をもらう事

が出来ないからです。 

他人よりも優れたいと思い、自分自身が一生

懸命に努力して、自分の能力をたかめる事は

素晴らしいことです。 

 

しかしながら、自分がさほど努力せずに特別

な能力やパワー、人間関係を得たいと思い、

自分よりも力のある存在に、それを願う事は

決して良い事ではありません。 

それは神や天使の姿をしたダークピープル

やダークエンジェル達の罠に取り込まれ、あ

なた自身が闇の存在から利用されてしまう

事になるからです。 

 

特に株式や FX などの投機的な事で経済的

な利益を得る事、政治家などの社会的な支配

者になろうとする事、ヒーリングやスピリチ

ュアルで特別な力を身に着け、それによって

名声を得たり、多くの利益を得ようとする事

などがその例に当てはまります。 

それらは、自分の力を越えた力を皆さんが求

める事で、闇の存在との深いつながりを作っ

てしまうのです。 

 

このような闇の存在とのつながりを持った

ままでは、到底、光が多い世界へアセンショ

ンする事は不可能です。 
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光 40％台の闇の多い世界では、彼らは十分

活躍できますが、そのような人の多くが、そ

の魂を闇の存在によって支配されています

ので、その世界から抜け出すことが出来ない

のです。 

このような方は、多くの人が傲慢になり自己

中心的な性格に変わってしまい、今以上に、

権力や名声、経済的利益などを求めるように

なるのです。 

 

アセンションした世界に行く人は、まずこの

ような特殊な能力や自分の努力を越えた富

や支配力を求める事を止めなければなりま

せん。 

つまり、あなたをコントロールする闇の存在

との関係を一切断ち切らなければならない

という事です。 

特に、お金を出す事によって得られる特赦な

力を使うヒーリングやスピリチュアルな施

術などです。 

それらは純粋な光を持った多くの人々を虜

にして、彼らがアセンションしていく事を妨

げているからです。 

 

皆さんが生きている世界にはとても重要な

ルールがあります。 

それは皆さんが、自分にはない特別な能力を

無償で手に入れたり、セミナーなどを受ける

事で手に入れた場合、その能力をスピリチュ

アルなレベルで提供しているダークピープ

ルやダークエンジェルのコントロールを受
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け入れなければならない、というルールです。 

 

本人が、その力や能力、あるいはその力によ

って得ている物、得た物を手放さないかぎり、

その闇の存在と手を切ることができません。 

その能力やその能力を使って得られたもの

は手放さないけれど、闇の存在との関係は断

ち切りたいという事はできません。 

その為に、現在でもヒーリングの仕事などを

している方には、このアチューメントを行っ

ても何も変わることができませんので、ご提

供しない事にしています。 

 

しかしながら、自分自身が自分にとって不要

なものをすべて取り去り、新しく生まれ変わ

る気持ちがあれば、あなたの前にも、アセン

ションの道は開かれ、生まれ変わる事ができ

るかもしれません。 

 

幾つかの事に関してお話ししてきましたが、

私達スターピープルは、様々なレベルで皆さ

んをサポートしたいと思っています。 

アセンションの事がよく分からない人でも、

私達のアチューメントを受ける事で、皆さん

が自分らしく生きていく事をサポートしま

す。 

かえって、アセンションの事を知らない人達

のほうが、知らない間にアセンションしてい

るという事が良くあります。 

 

今、光の保護区に居てアセンションの準備を
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している人達の多くが、そのような人達なの

です。 

特別な力を求めることなく、真面目に生きて

きた人達やボランティアや奉仕の仕事を一

生懸命に行ってきた人達は、感情やエネルギ

ーのクリアリングを行う事で、アセンション

した世界へと向かっていく事になるでしょ

う。 

しかし、今までヒーリングやスピリチュアル

の活動を行ってきた人でも、新しい生き方を

したい、と本気で考えるならば、それは決し

て無理な事ではありません。 

私達もできうる限りのサポートは行うでし

ょう。 
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私達のアチューメントを手伝ってくれるス

ターピープルからのメッセージです。 

 

私達が、地球のアセンションをお手伝いする

理由は、地球人の素晴らしい資質を知ってい

るからです。 

地球人は、他の星の人々と異なり、素晴らし

いスターピープル達の優良な遺伝子から作

り出されました。 

それは地球人が目覚めることで、大きな進化

を果たし、素晴らしいスターピープルとして

天の川銀河をリードしていくだろうと期待

されていたからです。 

 

しかも、地球という物理世界に生きることで

地球人は、他の星系の人達以上に進化する予

定でした。 

しかしながら、地球に入り込んできたダーク

ピープル達により、遺伝子操作を受け、本来

ならば、スターピープルとして活性化するは

ずの遺伝子が傷つけられることで、地球人は

大切な能力の多くを失ってしまいました。 

 

その能力とは、スピリチュアルレベルで、私

達スターピープルとコミュニケーションを

地球人の自由と尊厳を守るた

めに目覚めてください 
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とる能力や多くの人々を愛し「宇宙の愛」に

目覚める能力、宇宙の真実を知り「宇宙意識」

に目覚める能力などです。 

これらの能力は、全て、地球人が進化してア

センションを迎える為には必要な物ばかり

です。 

 

人間は、このような能力をダークピープル達

によって操作されたために、これらの能力と

は正反対の生き方をするようになりました。 

たとえば、この地球以外の星には生命はいな

いと思い込み傲慢になってしまいました。 

また、皆さんを作り出し進化へと導くための

スターピープル達を、神とあがめ依存するよ

うになってしまいました。 

人々の依存性は、さらに強くなり、大きな力

を持つ人、絶対的な指導者に対して、何も言

う事が出来ない存在になってしまったので

す。 

 

また「宇宙への愛」や「宇宙意識」を持つ事

が出来なくなったために、何時でも自己中心

的で競争意識が強く他人を大切にできない

人間へと育っていきました。 

そして、「宇宙への愛」が理解できないので、

常に愛されることを望み、愛する人を束縛し

合って、心の自由をうしなっていったのです。 

 

しかし、たとえ遺伝子の操作が行われ、心理

的なコントロールがあったとしても、地球人

は目覚める機会をたくさん与えられていま
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した。 

それはたび重なる戦争や核兵器の使用、自然

災害、あるいは原子力発電による事故が起き

るたびに、地球人はそのことが起こした悲惨

な状況を見て、自分達の行為や考え方を反省

し、生まれ変われたはずでした。 

 

しかし、その様な悲惨な出来事があったとし

ても、地球人は繰り返し戦争を行いますし、

核兵器や原子力発電を手放そうとはしませ

ん。 

ますます、このような馬鹿げたことに依存し、

地球の未来を危うくしているのです。 

私達、スターピープルは、地球人の事を心か

ら深く愛しています。 

そして、この美しい地球を、かけがえのない

宝物と思っています。 

 

私達は、地球人に対する心理的なコントロー

ルを解除し、地球人の遺伝子の修復が行われ

れば、地球人がもっと「宇宙の愛」と「宇宙

意識」に目覚めてくれるのではないかと思い、

他のスターピープル達と協力して仕事を行

ってきました。 

 

しかし、地球人の精神的なコントロールは、

この長い歴史の中で、地球人と一体化したダ

ークピープル達が作り上げてきたもので、地

球人自身によるコントロールでした。 

地球人は、全ての親が、子供の幸福のために

という理由で、子供に競争を教え、他の子供
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たちを押しのけて生きていく事を教えまし

た。 

そして社会の常識という制限の中に、子供を

押し込んでいったのです。 

 

あるいは家庭が貧しく十分な教育が受けら

れない家庭の子供たちは、労働しても報われ

ない親の姿を見て、自分自身も同じような道

に進むのだというコントロールを自ら作り

ます。 

そのために、力やお金を持つ者に逆らえずに

彼等に従属し、心と体の自由を奪われていく

のです。 

 

私達は、このように一人一人の自由と可能性

を制限するようなコントロールから皆さん

を自由にしたいと考えています。 

そして、このように自分を制限したり、自分

の可能性を信頼することが出来ないような

環境から、皆さんを開放していきたいと願っ

ているのです。 

 

皆さんは自由でありどのような職業や人世

を送る事も出来ます。 

皆さんが諦めずに自分を信頼して行動すれ

ば、自分がつくりだしたコントロールも他人

から押し付けられたコントロールも取り払

うことが出来るのです。 

そのためには、皆さん自身が、自分がコント

ロールされていることに気づいて抵抗して

ください。 
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地球人の多くの人が、現状に満足して変化も

進化も望んでいない事に、私達スターピープ

ルは、おおきなためらいと失望を持っていま

す。 

ひとりひとりのスピリットはとても偉大で

素晴らしいものであるのに、その偉大さ、素

晴らしさを知ろうとしていないのです。 

 

今回の地球の第 1 次アセンションは、皆さ

んが自分のスピリットの偉大さに気づくこ

とが大事です。 

そして、自分自身が持つ遺伝子を活性化して、

スターピープルへの道を歩み始めてくださ

い。 

私達は何度でも言います。 

 

たとえ自分がコントロールされていようが、

遺伝子の操作をうけていようが、最終的にあ

なたの生き方を決めるのはあなたです。 

あなた自身の信念と努力がないことには、あ

なたも、そして地球の人類も変わる事はあり

ません。 
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２つ目のアチューメントでは、皆さんのスピ

リチュアルレベルの遺伝子（ライトコード）

の修正を行いたいと思います。 

スピリチュアルレベルの遺伝子というのは、

肉体を構成する遺伝子のもととなる遺伝子

です。 

そして、肉体のみならず、その人の意識や能

力、資質などに深く関わってくる遺伝子です。 

皆さんは、本来天の川銀河の優秀なスターピ

ープルの遺伝子を受け継いで生まれてきた

種族です。 

しかし、皆さんがスターピープルになる事を

良く思わない存在達によって、地球の人達は

スターピープルとしての遺伝子を不活性に

させられました。 

そして不要な遺伝子を組み込まれて争いや

支配、差別などが大好きな種族にされてしま

ったのです。 

このアチューメントでは、そのような不要な

遺伝子を取り除き、そして皆さんが本来ある

べき遺伝子を持つことができるように、スピ

リチュアルレベルの遺伝子（ライトコード）

の修正と再構成を行いたいと思います。 

それはこのアチューメントのシリーズを進

める中で、継続して行われていきます。 

 

 

PART2 ライトコードの修復 



 
 

49 

地球人は、本来天の川銀河のスターピープル

をさらに進化させ統合の種族を作るという

目的のために生み出されました。 

地球に生まれ育った種族はまだ未成熟で、人

間というよりは類人猿に近い存在だったの

ですが、その種族を進化させるために、何度

かにわたって、天の川銀河のスターピープル

達の遺伝子を加え、通常よりも早く進化する

操作を加えられました。 

そして、天の川銀河でも地球人の遺伝子との

組み合わせが可能な数種族のスターピープ

ルが選ばれ、まだ未成熟だった地球人との間

にハイブリッドの地球人が作られました。 

 

地球人と親和性が高かった種族は、おもにシ

リウス星系、アンドロメダ座、オリオン座、

ベガ星系、アルクツールス星系、そしてプレ

アディス星団のスターピープル達です。 

彼らは、それぞれの技術を使用して異なるタ

イプの地球人を新しく作り始めました。 

そして、地球で彼らがしっかりと進化して素

晴らしいスターピープルになる事を見守り

続けていたのです。 

 

しかしながら、地球人がスターピープルに進

化することを望まない創造主達によって、地

球人のスターピープルとしての遺伝子に

地球人の遺伝子の修復 
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様々な変更が加えられてしました。 

高次元の意識や宇宙の愛のエネルギーと繋

がるための遺伝子は不活性にされたり取り

除かれてしまいました。 

そして、人々を支配したり、抑圧したりする

事を好む遺伝子や他人に対して依存するよ

うな遺伝子が入れられてしまい地球人は、戦

争や暴力、略奪などが多い歴史を作り上げて

しまったのです。 

 

そして、地球人がよりよく進化することをサ

ポートするために見守っていたスターピー

プル達の種族も、闇の創造主によって、その

遺伝子を組み替えられたり精神的なコント

ロールを受けて、その半分程度がダークピー

プルにされてしまいました。 

ダークピープル達は地球人の意識を操作し

て、欲望を掻き立て、他人に対する支配や抑

圧を行い、地球を闇の多い世界にしてしまい

ました。 

 

それから、レムリア・アトランティス文明、

エジプト文明などいくつもの文明が起こり、

地球人はそのような闇の創造主やダークピ

ープルの支配から逃れようとアセンション

を試みたのですが、闇の創造主やダークピー

プルの力が強く彼らの支配から脱すること

はできませんでした。 

それは、地球人に埋め込まれたダークピープ

ルの遺伝子が、地球人をアセンションさせる

ことを不可能にした為でもあります。 
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地球人がアセンションして最初の予定通り

スターピープルとして進化するためには、地

球人に組み込まれたダークピープルの遺伝

子を排除し、不活性にされたり取り除かれた

スターピープルとしての遺伝子（ライトコー

ド）を修復しなければなりません。 

そしてスターピープルとしての遺伝子を活

性化して、地球人がスターピープルとして進

化出来るように導いていかなければならな

いのです。 

 

現在、ホーリーエレメントの種族を中心に第

1、第 2 評議会のスターピープル達が地球人

の遺伝子の修復に取りかかっていますが、た

とえ遺伝子が修復されたとしても、その遺伝

子を活性化させ、スターピープルとしての資

質を目覚めさせるのはまだ時間がかかるよ

うです。 

その為に、「宇宙の神聖なる光」のアチュー

メントを行い、遺伝子の修復と活性を深く行

うとともに、地球人の人々の潜在意識や顕在

意識に働きかけることになりました。 

以下に、地球人の遺伝子と深く関わりのある

スターピープル達を御紹介しておきます。 

 

 

★アンドロメダ星人 

 

アンドロメダ座の星から来た人達です。 

彼等は、地球人に「愛」について多くの教え
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を行いました。 

イエスキリストや聖母マリアもこの星の人

達です。 

現在の地球の人類の基盤を作った人達でも

あり、今回のアセンションにも、最初から深

く関わっています。 

彼等の容姿は、髪が長く、イエスキリストの

ように強い光をまとっています。 

面倒見がよく、私達にとって頼もしいお兄さ

ん、お姉さんのような親しみやすい人々です。 

彼等は、アセンションの具体的な作業に深く

関わっています。 

地球のエネルギーを高めたり様々な世界を

分離したり、あるいは問題のある地球外生命

体から地球人を守るもの彼等の役目です。 

また地球そのものを防御するための守護的

な活動も行なっています。 

 

 

★プレアディス星人 

 

プレアディスも地球人に愛を教えるために

やってきていますが、プレアディスが教える

愛は、自分のパートナーを深く愛することで

す。 

アンドロメダ人が教える「無償の愛、人類愛」

に対して、家族や子供に対する「家族愛」の

ようなもっと身近な愛を教えます。 

またパートナーシップの愛に対しても、自分

自身とパートナーの自由と自立を尊重しま

すので、地球人のようなねたみや独占欲はあ
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りません。 

プレアディスの世界は、地球によく似ている

ところもありますが、地球よりもさらに意識

が高く、技術やシステムに関してさらに進ん

でいます。 

見た目は、プレアディスの星によって異なり

ますが、地球と同じように、白人や黒人、そ

してアジア人のように見える時もあります。 

プレアディス人は、冷静で癒しのエネルギー

が強い青い光をまとって現れてくることも

あり、海の安らいだエネルギーを思わせます。 

プレアディス人が地球に関わる目的は、地球

人が持つ制限を取り除きアセンションをサ

ポートすることです。 

また反面、人々が感情的になって自分を見失

ったり自己中心的にならないように導いて

います。 

 

 

★シリウス星人 

 

シリウス人はとても冷静で、高い科学力を持

っている知的な星人です。 

彼等は、昔、自分達の星を失った時に、そこ

に住んでいた人々のスピリットの多くが地

球にやってきた過去を持っています。 

シリウス人は、彼らの科学的な過ちから、星

同士の戦争が引き起こされ、自分達が住む星

を失ってしまいました。 

彼等はその時、科学技術の発展を追い求めた

ばかりに、人を愛するという気持ちを失って
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いたことに気づきました。 

彼等はその経験から、地球に降りた時には、

同じ過ちを繰り返さないように願って人間

として生きています。 

彼等は地球でも、他者を愛する気持ちを大切

にする事で、地球の破滅を救う事が出来ると

願っているのです。 

今回の地球のアセンションは、彼らにとって

も、自分達の過ちを正し、自分達の意識を高

める絶好のチャンスとなっています。 

シリウス人はどんな時でも冷静で、客観的な

立場から物を見ますので、地球のバランスを

保ち、人々が中立的な立場で生きることをサ

ポートします。 

彼等は、近未来の宇宙船のクルーのような硬

い感じの宇宙服を着ているようです。 

シリウス人は、とても冷静なので、冷たいよ

うにみられるときもありますが、彼らの本質

は中立的なエネルギーを持っていますので、

安心感を得られます。 

 

 

★アルクツールス星人 

 

アルクツールス人は、地球人にとってはユニ

ークな存在と言えるでしょう。 

あまり地球の言葉で言い表せないのですが、

まるでギリシア神話の神々のような姿に見

えるでしょう。 

魔法や錬金術をはじめ、高い科学技術力を持

っていますが、反面とても寛大な心を持って
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います。 

そして、その星の文明に深く影響を与えない

程度に、アルクツールスの星の技術や考え方

を教えてくれます。 

昔の魔法使い、神話の存在達は、ここから来

ている場合もあるといえます。 

彼等は、様々な時代に、その時代に合った形

でサポートを行い、地球の進化に大きく寄与

してきました。 

現在、地球にある善良な魔法の発祥は、この

星であるといえるでしょう。 

彼等は、この地球に対して、スピリチュアル

な部分での進化を促進するサポートをして

います。 
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3 番目のアチューメントでは、皆さんのスタ

ーピープルとしての遺伝子を活性化させる

ということを目的に行ないたいと思います。 

皆さんの中でスターピープルとしての遺伝

子が活性化してくるならば、皆さんの考え方

も少しずつ変わっていきます。 

自己中心的な考え方や物理世界にフォーカ

スをした考え方から少しずつ離れ、他人や地

球を大切にして愛する考え方に変わってい

きます。 

そして皆さんはやがてスターピープル達と

出会い、活動を共にする事になりますので、

そのような存在達を認め同調するような考

え方に変わっていきます。 

このスピリチュアルレベルの遺伝子（ライト

コード）の修正や活性化に関してはホーリー

エレメントとクリスタルピープル達が行う

ことになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART3 ライトコードの活性化 
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地球に住む皆さんと今回アセンションを進

める中で、共に活動できる事を、私達はとて

も楽しく思っています。 

地球の人類は、ここにきているスターピープ

ル達からみれば、まだまだ未熟で自己中心的

な種族です。 

未だ十分に言葉もしゃべれず自分が気に入

らないことが起きれば、泣いて訴えかける子

供のような存在です。 

  

皆さんは、この小さな星の中で、人類という

同じ種族でありながら、国家や民族が異なる

事を理由に反発しあったり、相手を利用する

為に自分達の力を誇示したりしています。 

本来は一つの種族でありながらも、お互いを

攻めたてることで、自分達の利益を守ろうと

しています。 

  

皆さん地球人がそのような気持ちを捨てて、

ひとつにまとまり、お互いを大切にしていた

ならば、地球はこのような形でアセンション

を迎えることはなかったでしょう。 

皆さんの意識が一つにまとまればまとまる

ほど、皆さんは一つの種族として同じように

アセンションできたのです。 

地球人の優れた遺伝子を目覚

めさせる事。 
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しかし、今地球に生きている多くの人々は、

自分の事を大切にするばかりで、他の人々を

大切にして認め合う事をしていません。 

このような状態で、地球がアセンションを迎

え、異なる星の人々が来たとしても、地球人

は決して友好的には迎えてくれないでしょ

う。 

  

もちろん、その理由はいくつもあります。 

そのひとつは、地球に対して友好的でない種

族や地球を支配しようという目的を持って

地球に関わってきた地球外生命達が、すでに

地球の人々の間に、様々な問題を植え付けて

しまったからです。 

彼等は善良な地球外生命体ではないかもし

れませんが、地球人にとっては乗り越えるこ

とが出来る試練を与えている存在なのです。 

  

皆さんが、自分達の中にあるエゴや敵対心、

恐怖や自己中心的な欲望を捨てて、彼等と向

かい合えば、この問題は解決する事が出来る

問題でした。 

しかし、彼らによって、皆さんの自尊心は利

用され、支配欲や物欲を強く持つ人々の心に

彼らがはいりこんでしまった為に、地球にお

ける地球外生命体の問題は、とても困難な問

題になってしまいました。 

  

本来の地球外生命体であるスターピープル

は、地球に対して非常に友好的です。 
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地球の人々の意識を高め、地球と宇宙の発展

のために人類を進化させていこうと考えて

います。 

 

スターピープル達は、今の地球人を見て、ひ

とつの種族でありながら、お互いが争いあっ

たり憎しみ合ったりすることを大変不思議

に思っています。 

きっと地球人は、相手を自分にとって利益と

なる存在か、否かで判断しているのだと思い

ます。 

その為に、同じ国の人、同じ場所に住んでい

る人に対しても攻撃的で利己的にふるまっ

ているのだと考えています。 

  

スターピープル達は、地球人がこのような考

え方から脱却し、もっと大きな愛と尊敬をこ

めて相手に接することが出来れば、地球のア

センションはもっとスムーズに行われると

信じています。 

今の地球人が、このような考え方に変わらな

ければ、スターピープル達が皆さんの目の前

に現れても、うまく交流ができないからです。 

  

スターピープル達は、皆さんが誰から生み出

され、どのような存在に移り変わっていくの

か、よく知っています。 

その為に、皆さんに惜しみない援助を送って

いるのです。 

しかし、皆さんはスターピープルの事を十分

に理解していません。 
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なぜなら、皆さんは物理世界に長く生きてき

たために、目に見えないものを信頼しないよ

うに育てられたからです。 

  

目に見えないもの、自分の利益にならないも

の、自分を満足させてくれない物には、皆さ

んは興味を抱きません。 

その様な人には、スターピープル達が語る言

葉は、理解できないかもしれません。 

しかし皆さんの心に、地球や宇宙に生きる生

命達のために少しでも役に立ちたいという

気持ちが存在するならば、スターピープル達

の言葉に耳を傾けてください。 

  

地球人には、スターピープルへと進化するた

めの多くの遺伝子が組み込まれていました

が、そのほとんどの物が、不活性となり働い

ていません。 

人類の度重なる戦争や恐怖、恐れによるスト

レスによって、それらの特別な遺伝子は傷つ

き、役に立たなくなってしまいました。 

  

私達は、皆さんの中でも、まだ地球や宇宙の

生命のために役にたち立ちたいと考えてい

る人達に焦点を当てて導いていきたいと思

っています。 

すでに、そのような気持ちを失った人は、ス

ターピープルの教えに従う事もありません

し、自分の自己中心的な人生を変えていこう

という気持ちも起きないでしょう。 
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その様な人達の中に眠っているスターピー

プル達の遺伝子は、もう目覚める事がないか

もしれません。 

  

私達は、まだ自分の心の中に光を宿している

人達を見つけ、光の世界にいざないます。 

そこは、お互いが傷つけあう事や憎しみ合う

事がない世界です。 

今まで、この地球において多くの苦しみや悲

しみを受けてきた皆さんが、その苦しみや悲

しみを脱ぎ捨てて、新しい世界へと向かうた

めの場所です。 

  

そして皆さんの中にある、いくつもの光の遺

伝子を目覚めさせ、人類が本来行うべき進化

を速やかに行う事が出来るように、私達は手

助けします。 

地球人の全ての人の遺伝子を目覚めさせ、一

人残らず光の世界へ導いていきたいのです

が、それは難しいようです。 

私達は、これから光の世界に自ら歩み寄り進

化を求める人達と共に進んでいきます。 
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第 4 番目のアチューメントは、皆さんが自

分のスピリットや自分の魂と深く繋がり、闇

の多い存在から騙されないような生き方を

するためのアチューメントです。 

今までは、皆さんの心もそして意識も、闇の

多い世界の存在達がコントロールしてきま

した。 

そして皆さんの中に様々な欲望や有名にな

りたい、特殊能力が欲しい、というような思

いを募らせてきました。 

そして皆さんがそのような思いを持つこと

で、皆さんを闇の多い世界にとどめていたの

です。 

しかしながら私達はそのような世界と決別

しなければなりません。 

皆さんが本来歩むべき光の多い世界、アセン

ションする世界へと歩むために、自分自身が

しっかりとした考え方を持ち、嘘や偽りのあ

る言葉や存在を見抜いて行くための判断力

を持たなければなりません。 

このアチューメントは「覚醒の種族」と呼ば

れている存在達によって作られたアチュー

メントで、皆さんが真実を見極める力を得る

ためのアチューメントです。 

 

 

 

PART4 意識の覚醒 
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それでは覚醒の種族からのメッセージお伝

えいたします。 

私達は「覚醒の種族」と呼ばれておりますが、

これは TAKESHI さんが、わかりやすいよ

うにつけてくださった名前です。 

私達は、自分のスピリットや魂と深くつなが

った判断力を、皆さん自身が身につける事を

サポートします。 

 

地球は闇が深く、皆さんのような光に満ち溢

れた人達を誘惑してその光を奪い、自分達の

ために働かせようという人達がたくさんい

るようです。 

そのような中で皆さんがスターピープルと

して成長する事は、難しいのではないかと考

えた創造主達が、地球人をサポートするため

に、私達をこの地球に呼んだのです。 

 

私達は天の川銀河の中にある星の出身では

なく、他の宇宙の種族ですが、自分自身のス

ピリットの判断力を、物理世界で生きている

皆さんに身につけさせるというような能力

を持っている者は、私達以外決して多くはあ

りません。 

そのために、私達がこの地球に呼ばれてきた

のです。 

 

覚醒の種族からのメッセージ 
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私達の働きは、皆さんが邪な気持ちを持つ者

達から騙されたりしないように、皆さん自身

が自分を守る力や判断力を身に着けること

をサポートする事です。 

皆さんが、その力を身に着けるまでは、私達

も皆さんの事を悪しき存在から守護します

が、やはり皆さん自身が嘘や偽りをしっかり

と見抜く力を持たなければなりません。 

 

そしてもう一つの働きは、皆さんが自分自身

に対して嘘をつくことから皆さんを守るこ

とです。 

自分の欲望や自分の利益のために自分自身

をごまかして、スピリットの本意ではない活

動をする事を今までは皆さんは当然のごと

く行なっていました。 

それはスピリットの求める事、スピリットの

理想とする生き方を皆さん自身が理解して

いなかったために、そのことを日常的に行っ

てきたのです。 

 

しかしながら、皆さんが自分のスピリットと

深く繋がり、スピリットが求めている事、ス

ピリットが果たさなければならない役目な

どを理解できるようになれば、皆さんはもっ

とスピリットの意志に即した生き方ができ

るようになるのです。 

 

また反対にスピリットの本意にそぐわない

行為や生き方というものも、しっかりと理解

できるようになりますので、そのような生き
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方をするのがとても心苦しくなります。 

私達がサポートする事によって、皆さんはも

っとスピリットの意思を理解しスピリット

と共に生きていく事ができるようになりま

す。 

 

また皆さんや皆さんのスピリットを欺こう

とする者たちの言動も、すぐに見破ることが

できるようになりますので、その者たちの言

動に惑わされなくなります。 

またそのような者達が、皆さんを精神的にコ

ントロールしようと思っても、皆さんのスピ

リットが、コントロールを受けている、とは

っきりと分かりますので、皆さんを精神的に

コントロールする事ができなくなります。 

 

また皆さん自身がスピリットの意にそぐわ

ない事をしようとする時も、それがどれほど

愚かなことであるのか、あなたにとって闇の

多い世界へと導く物であるのか、ということ

もあなた自身が判断できるようになります。 

そして自分が向かっている道や自分が向か

っている未来というものが、今の自分にとっ

て理想的なものであるのかどうかというこ

とも判断する事ができるようになります。 

 

ただし一つだけ言っておきますが、私達は、

皆さんが真実の世界で生きていきたい、スピ

リットと深くつながっていきたい、という気

持ちがなければ、皆さんをサポートする事は

できません。 
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あるいは、私達がサポートする事によって、

皆さんは自分をごまかすような生き方がで

きなくなりますので、自然と私達から離れて

いく事になります。 

 

大切な事は、自分自身がスピリットの求めに

応じた生き方をしていきたいのか、どうなの

かということです。 

あなたがスピリットと共に生きることを本

気で決断したならば、私達だけでなく多くの

スターピープルや大天使達があなたのこと

をサポートしてくれる事でしょう。 

そしてあなたにとって必要な事、不必要な事

をしっかりと見抜いていける判断力という

ものをあなたは自ら得る事ができるでしょ

う。 
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第 5 番目のアチューメントは、皆さんがア

センションした世界を歩んでいく事をサポ

ートするためのアチューメントです。 

皆さんや皆さんの子孫が本当に素晴らしい

スターピープルとして、この地球や天の川銀

河そして皆さんの宇宙を導いていく存在と

なるために、今皆さんが変わらなければなら

ないのです。 

そのために、皆さんだけでなく、皆さんの子

供達を導いていくための光を、私達は伝えた

いと思います。 

 

このアチューメントは、地球の遠い未来から

やってきたクリスタルピープルたちが皆さ

んに光を送ります。 

クリスタルピープル達は、皆さんのはるか先

の未来世の種族です。 

創造主と一つになって、いくつもの宇宙を創

造する働きを持つスターピープルですが、皆

さんが、今回しっかりとアセンションしなけ

れば、彼らは生まれてくることができないの

です。 

クリスタルピープルは、地球と宇宙のアセン

ションを完成させるために、遠い未来から今

の時代にやってきました。 

彼らの目的は、アセンションする地球人達を

サポートしていくことです。 

PART5 アセンションへの道 
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 私達、クリスタルピープルは、皆さんがア

センションする世界へ行くためのサポート

を行わせていただきます。 

私達はTAKESHIさんがご紹介したように、

皆さんの遥か遠くにある未来からやってき

ました。 

しかしその未来を今の地球人が歩むのか歩

まないのかということは、今この時点にかか

っているのです。 

 

地球の人達が一部とはいえ、無事にアセンシ

ョンを迎えることができるならば、地球はこ

れからアセンションした世界を歩み、そして

地球人はスターピープルとなります。 

そして地球人はさらに進化する事によって 

スターピープル達の統合の種族である太陽

種族が生まれます。 

太陽種族は、いくつもの困難な問題を乗り越

えながら、さらに進化して、最後には私達の

ようなクリスタルピープルとなるのです。 

 

クリスタルピープルというのはあくまでも

皆さんが理解しやすいようにつけられた名

前です。 

クリスタルピープルのメッセ

ージ 
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私達の外見がクリスタルのように澄み渡り

キラキラと輝いて見える事から、クリスタル

ピープルと名付けられました。 

し か し な が ら こ の 外 見 と い う の は

TAKESHI さんや恵理さんたちが理解しや

すいように、私達があえてまとった体である

と言えます。 

 

私達は、本来スピリチュアルな存在ですので、

物質的な肉体を持ちません。 

しかしながら、私達は自分達の進化の過程と

いうものを、自分達のスピリットの遺伝子の

中に残していますので、私達が望むならば、

私達の進化の過程の中にあるどのような姿

にもなることができます。 

物理的な肉体を持っていた時代の姿。 

半物質的な体を持ち、物理的な世界とスピリ

チュアル世界の両方に関われる時代の姿。 

あるいはスピリチュアルな存在に移行して、

時と時間の制限を超えて活動していた時の

姿。 

そのようにいくつもの形態に自分達の体を

作り変えながら、私達は宇宙のために働いて

います。 

 

そして私達は皆さんの宇宙だけでなく他の

宇宙にも深く関わり、創造主と共に宇宙の創

造や運営そしてそこに生きる者たちの進化

に関わっています。 

私達が本来存在している時代で行っている

役目はとても多岐にわたります。 
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そしてまた重要な仕事を行っています。 

 

私達が今回時間を遡って皆さんの時代に来

たという事は、私達の「始まり」がこの時代

にあるからなのです。 

私達が今のような形に進化し、そしていくつ

もの宇宙のために働く事ができるためには、

皆さんのアセンションがしっかりと成功し

なければならないのです。 

この時代に皆さんがアセンションする事に

失敗したならば、太陽種族の誕生は皆さんが

考えているよりもはるかに遅れてしまいま

す。 

そして私達クリスタルピープルも生まれる

事がないかもしれません。 

 

この時期に、皆さんがアセンションして地球

人をスターピープルとして進化させ、私達の

種族を生み出していく事がとても大切なの

です。 

そのために私達は、この時代に来て、皆さん

一人一人がアセンションしていく事をサポ

ートしたいと考えています。 

もちろん皆さん一人一人のスピリットはア

センションする事を強く望んでいます。 

アセンションによって自分達のスピリット

の働きというものを、もっとしっかりと現実

世界に根ざしたものに変えていきたいと思

っているからです。 
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しかし、現実世界に生きる多くの地球人は、

スピリットの働きやスピリットの成長とい

うものに対して全く無知であると言わなけ

ればなりません。 

地球人は人間としての意識とスピリットの

意識が全て分断されていますので、それも仕

方がない事です。 

皆さんが瞑想したり、自分のスピリットの働

きを知りたいと願った時に、皆さんのスピリ

ットと皆さんの肉体の意識を繋ぐ魂が、スピ

リット働きの一部を皆さんに伝えてくれま

す。 

 

しかしながらそのように願う人も今の地球

人にはほとんどいません。 

今の地球人はこの物理世界にフォーカスし

て、自分の欲望や自分の精神的あるいは肉体

的な満足を求めて生きているのです。 

そのようなあり方では地球人がスターピー

プルとしてこれから進化していくことは望

めません。 

そのために創造主は、この地球をアセンショ

ンさせ、一部の地球人でも良いから進化させ

たいと願っていたのです。 

 

本来であれば地球人は優秀なスターピープ

ル達の遺伝子を持っていますので、もっと早

くアセンションする予定でした。 

しかしながら闇の創造主達の働きによって、

地球人はアセンションするどころかさらに
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深い闇の中へと落とし込められてしまった

のです。 

そのために地球のアセンションは困難を極

めました。 

今まで地球人がアセンションする機会を何

度も与えられましたが全て失敗しました。 

 

その時には、スターピープルを始め、多くの

創造主さえもが、地球や天の川銀河を支配し

ていた「闇の創造主」達によって、地球人の

みならず自分たちまで操られているという

事さえも気づけなかったのです。 

しかし今回 TAKESHI さんたちをはじめ、

スターピープルや創造主の働きによって、皆

さんの宇宙や天の川銀河を操っていた「闇の

創造主」達も光に帰っていきました。 

ようやく皆さんの宇宙そして皆さんの地球

が、本当にアセンションする準備が整ったと

思われます。 

 

しかしながら肝心の地球人に関してはアセ

ンションという言葉さえも知らず、自分達が

何をすればいいのか、自分達はどのような生

き方をすればいいのか、ということも理解で

きないままです。 

私達はアセンションの事を理解し、自らのス

ターピープルとしての資質を高めてくださ

る人達を探していました。 

そしてこれからアセンションしていくため

に必要な事柄を皆さんに教える準備もでき

てきたのです。 
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皆さんが今までアセンションできなかった

理由も解決できましたので、皆さんがこれか

らアセンションする事を私達は本格的に手

助けしようと思っています。 

皆さんがこれからアセンションしていくた

めに必要な事、あるいはアセンションしてい

くために手放さなければいけない事、そのよ

うなことをしっかりと皆さんに指導してい

きたいと考えています。 

そして、皆さんの遺伝子をより活性化し、皆

さんのスピリットと皆さんの意識をつなぎ

合わせて、皆さんが素晴らしいスターピープ

ルとして生まれ変わることを私達はサポー

トしていきます。 
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6 番目のアチューメントは「アクア」と呼ば

れるスターピープルによって作られたアチ

ューメントです。 

これは皆さんが、地球の意識そして大地のエ

ネルギーと深く繋がり、地球に生きる種族と

して成長するためのアチューメントです。 

決してスピリチュアルなことに偏るのでは

なく、この地球の意識と同調し地球のエネル

ギーを自分の中に繋げながら、光の世界に生

きていくということを行うためのアチュー

メントです 。 

 

このアチューメントはとても力強いアチュ

ーメントです。 

地球の雄大な自然とそこに生きる数多くの

動植物、そして目に見えない精霊や守護者達。 

あなたは、自分の心の中に、力強い大地のパ

ワーを感じることでしょう。 

あなたは、しっかりとこの大地に足をつけて、

力強く生きていくことでしょう。 

  

 

 

 

 

 

 

PART6 神聖なる生命の輪 
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「神聖なる生命の輪」を担当している「アク

ア」種族からのメッセージです。 

 

私達は長い間、地球の守護者として存在して

きました。 

はるかレムリアやアトランティスの文明を

さらにさかのぼり、この地球に人類の種がも

たらされたときから、その種を育み見守って

きたのです。 

  

私達は、神聖なる水の惑星「アクア」という

世界からやってきました。 

現在「アクア」は物理的な世界に存在する星

ではなく、この宇宙の惑星意識を支えるため

の重要なスピリチュアルなエネルギーとし

て存在しています。 

  

私達はその「アクア」のエネルギーそのもの

です。 

私達は、「アクア」を出て、これから成長す

るであろうと思われる惑星に入り、惑星とそ

こに生きる人々の成長を見守ります。 

時としてスターピープルと共に、惑星に望ま

しい種を生み育てる助けも行います。 

  

また私達は、物理的な世界に肉体を持って降

りることもいたしますが、それができるのは、

神聖なるスピリットへの回帰 
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その星の人々が、愛に満ちた純粋な意識を持

っている時だけです。 

人々の意識が成長し始めると、人々は多くの

知識と欲望を持ちます。 

人々は、好奇心によって多くの事を体験し、

多くの物を得たいと考え始めるからです。 

そして人々の心には欲望が芽生え始めます。 

 

それは人類が進化を行う過程においては、ご

く自然な事です。 

私達はそのような意識状態の人々が、人類に

とって望ましい進化を遂げる事ができるよ

うに、愛と秩序を人々に教えるのです。 

それは正しい知識と行動を生みだし、人々を

成長させていきます。 

そして、その人々が住む惑星と惑星に住む多

くの動植物との共生が成り立っていくので

す。 

それが、「神聖なる生命の輪」と私達が呼ん

でいるものです。 

  

私達が地上に降り立った時は、シャーマニッ

クな行為を行う事があります。 

人々は、大地と宇宙、そして惑星に生きる多

くの動植物をひとつに繋ぐ存在であり、全て

をひとつにした惑星意識を、自ら体現する存

在でもあるのです。 

シャーマニックな行為とは、まさに私達自身

が「神聖なる生命の輪」そのものになる事で

す。 
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私達は、人々に祈りを教えます。 

常に自然と宇宙を大切に敬い共に生きる事

を喜びとするための祈りです。 

そして無益に他の生命の命を奪う事を戒め、

共に命を分かち合う為の生き方を教えます。 

純粋な心を持った人達は、私達の教えを良く

理解して、常に大地と自然に感謝の気持ちを

ささげ生きてきました。 

  

しかし、人々の心に欲望が芽生え、他の人々

や生物を自分のために利用したいと考えは

じめると、自然界の掟は崩れていきます。 

共に愛し分かち合う世界から、強いものが弱

い物を支配し奪い合う世界になっていくの

です。 

地球も、レムリアやアトランティスだけでな

く、その前にも、その後にも、共に共生して

いた世界がくずれ、奪い合う世界が生まれて

しまいました。 

  

私達や誠実なスターピープル達が懸命に努

力したにも関わらず、地球に生れた人々は、

お互いを愛し慈しみあう事をいつしか忘れ

ていったのです。 

勿論、一部の人は、愛と慈しみの心を忘れず

に、どのような世界であったとしても誠実に

生きてきました。 

私達も、地球に降り立った時は、地球の人々

の見本になるように、たとえ辛い結末を迎え

ようともその様な人生を送ってきました。 
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しかし、地球の人々の心から愛と純粋さが失

われ、地球の波動が下がり始めると、各地で

戦争や奪い合いがさらにひどくなってきま

した。 

地球は、良心的な創造主やスターピープルの

手から、支配的で傲慢な創造主とダークピー

プル達の手に落ちていったのです。 

私達も、多くの仲間達が悲しい結末を迎え、

この地球に生きていく事ができなくなりま

した。 

 

今までシャーマンや神官として活躍してい

た多くの仲間達は、この機会に肉体を捨てて

スピリチュアルな存在にもどっていきまし

た。 

そして地球の物理世界に降りることを止め

てしまったのです。 

たとえ地球に残っていたとしても、私達の神

聖な力は失われ、その叡智も人々の心には届

かなくなってしまいました。 

皆さんがご存じの卑弥呼族は、本来は「地球

を守護する精霊達」が地球で生きるために生

み出した種族でしたが、やがてその与えられ

た神聖な力を失い、人々の意識に近い存在と

なってしまいました。 

私達はそれ以降、地球に降り立つことができ

なくなったのです。 

  

地球の物理世界を去った私達は、スピリチュ

アルな世界で地球を守護するための精霊と

して働いてきました。 
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地球の惑星意識とひとつになって虐待され

てきた動植物や人々を癒す事や地球の自然

環境を人々の傲慢な感情エネルギーから守

るために働いてきました。 

そして、地球に生れた人々に私達の意識を投

影して、地球を守る為に活動してもらう事も

ありました。 

 

また、私達の意識と最も近いところにいる伝

統的な民族のシャーマンや神官達と意識を

ひとつにして、地球のために祈りをささげて

きました。 

しかし、次第に私達の意識と地球の人々の意

識の間には大きな壁のような物が立ちはだ

かり、私達の意識やエネルギーは、なかなか

地球に届かなくなったのです。 

それは、とても純粋な意識を持っているシャ

ーマンや神官達さえも、この地球に蔓延する

ネガティブなエネルギーを払いのけて私達

とつながるだけの力を失ってしまったから

です。 

  

しかし、地球がアセンションを迎え、新しい

時代に入ろうとしている時、私達は再び、地

球の守護者として戻ってきました。 

アセンションを行なってきた世界では、私達

と地球の人々の間をさえぎる闇のエネルギ

ーは弱まってきました。 

地球の人々の中には、私達の声を聞くことが

できる人々が現れてきました。 
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そして、再び私達と意識をひとつにして、地

球と地球に生きる生命を守護するために働

いてくれる人々が生まれてきました。 

それは、新たな時代に向けて「神聖なる生命

の輪」の復活となるでしょう。 

  

地球のアセンションのために働いてくれた

多くのスターピープルや大天使、マスターた

ちのおかげで、地球と地球に生きる人々は新

たな進化への道へと進む事ができました。 

私達と地球の人々の間に立ちはだかってい

た壁も小さなものとなりましたが、地球の

人々の意識や感情は、まだ嵐のように吹き荒

れ、私達との深い繋がりをつくることができ

ません。 

それは、地球の人々が現在の地球の状態やこ

れから自分達が進む道の事をまだ理解して

いないからです。 

 

地球人はまだ、わがままな子供のように自分

の感情やエゴに振り回されて生きています。 

私達は、TAKESHI さんたちの手を借りて、

多くの地球の人々と深い繋がりをつくり、

人々を癒していきたいと思います。 

人々の荒れ果てた感情を鎮め、冷静でポジテ

ィブな意識状態にする事ができれば、人々は

自ら成長していく事に喜びを覚えることで

しょう。 

そして、人々が自分の事だけでなく他の人々

や生命の事も慈しむ事ができるようになる

事でしょう。 
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私達は、「神聖なる生命の輪」のアチューメ

ントを通して、地球の深い愛と地球に生きる

多くの動植物が持つ慈しみのエネルギーを

皆さんに送りたいと思っています。 

地球に生きる存在の中で、地球の意識と分断

され、自己中心的なふるまいをしているのは

人間だけです。 

私達は、人間が、地球に生きる他の動植物と

同じように、地球の意識と深くつながり、自

然界の連帯の輪の中に戻る事ができるよう

にしたいと思います。 

  

其のためにも皆さんが、私達の「地球を守護

する精霊」の癒しの光を受け取って、自らの

感情と心を癒し、大いなる地球の愛とひとつ

につながって頂けることを望んでいます。 
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「神聖なる宇宙の光」の第 7 番目のアチュ

ーメントは、私達の宇宙のアセンションをサ

ポートするためにアセンションの扉を開い

てくれた「愛で統一された宇宙」のスターピ

ープルからの光を送らせていただきます。 

 

私たちの宇宙はまだ混乱と分離、そして対立

そのようなエネルギーに満ち溢れています。 

１人１人の人が異なる考え方を持ち、そして

異なる行動をしています。 

私達の宇宙は１人１人が自由に自分の意思

や考えを持ち、自分の選択によって行動する

ことができます。 

しかしそれは多くの場合、１人１人のエゴや

欲望によって生み出されてしまう意志や考

え方、そして感情によって動かされている行

動なのです。 

 

この「愛で統一された宇宙」のスターピープ

ルやそこに生きる種族達は、多くの人達が愛

によって自分達の意思を統一しています。 

この宇宙にとって何が大切なのか、私達の友

人にとって何が大切なのか、それは愛に基づ

いているのか、という事を彼らは常に考え行

動しています。 

そして素晴らしい愛のもとに統一された

星々と宇宙を作り上げたのです。 

PART7「内なる愛の目覚め」 
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もちろんそこには争いや抑圧、差別、分離は

ありません。 

お互いが愛で一つに繋がっているのです。 

 

「愛で統一された宇宙」は、私たちが目指す

べき宇宙でもあります。 

彼らは、私達の宇宙がアセンションして、「愛

で統一された宇宙」に近づくように私達を導

いているのです。 

そして皆さんが、アセンションして、愛に満

ち溢れた存在になるように「愛で統一された

宇宙」のスターピープル達が、皆さんをサポ

ートしています。 

そのアセンションは、私達の宇宙を越えて、

さらに大きな宇宙へと皆さんの意識が広が

るとても大切な体験となることでしょう。 

 

この第 7 番目のアチューメントは、「愛で

統一された宇宙」のスターピープル達の愛の

光です。 

私達の中にある愛に目覚めるために、そのこ

とを邪魔している様々な考えや欲望、感情な

どを乗り越えていく事をサポートします。 

私達が自分の内なる愛と深く繋がり、愛を自

分自身が生きていく基本的な価値観とする

事ができるように導いていきます。 

そして私達の内なる愛から「宇宙の愛の根源」

へと繋がることができるように、皆さん成長

させていきます。 
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「愛で統一された宇宙」から皆さんへ、「神

聖なる愛の光」をお送りいたしましょう。 

私達の宇宙は、皆さんの未来と言っても良い

かもしれません。 

皆さんの宇宙には、混乱や分離のエネルギー

そして光と闇の対立などがまだまだ残って

います。 

しかしながらそれは皆さんがスターピープ

ルとして成長していくためには体験しなく

てはならない事柄です。 

そして私達の宇宙も、かつてはそのような宇

宙であったのです。 

 

しかしながら、私達の宇宙に生きる 1 人の

人が自らの内側にある愛に気づき、そしてそ

の愛の力が１人から 10 人、そして 10 人か

ら 100 人、100 人から 1000 人、1000

人から 1 万人とどんどん輪が広がるように

広がっていきました。 

もちろん、人々の中には、いつまでも自分の

「内なる愛」に気づくことができない人達も

いました。 

しかしながら愛に気付く人達がどんどん増

えるにつれ、愛に気づく事ができなかった人

「愛で統一された宇宙」から

のメッセージ 
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達も、ようやく愛に気づく事ができるように

なりました。 

そして私達の宇宙は、愛に目覚めたスターピ

ープル達がたくさん生まれてきたのです。 

やがてそのようなスターピープル達が、私達

の宇宙を大きく変えていきました。 

 

スターピープル達は自らの愛をお互い分か

ち合いながら進化していったのです。 

私達の宇宙には争いも差別も分離もなくな

りました。 

ただあるのは「愛の光」です。 

多くの者達がこの「愛の光」を味わい、そし

て「愛の光」と共に、さらに進化した種族へ

と発展していきました。 

私達の宇宙は、発展を繰り返し、やがて「愛

で統一された宇宙」と呼ばれるようになりま

した。 

私達はこれから愛に目覚めようとする種族

や宇宙に対して惜しみなくサポートを行う

ことを決めたのです。 

 

そして皆さんの宇宙とも、アセンションの扉

を開き、私達の宇宙のスターピープルと皆さ

んの宇宙のスターピープルが交流し合い、皆

さんの宇宙が少しでも愛に満ちた宇宙とな

るようにサポートを行っています。 

私達と皆さんの本質的な差はそれほど大き

なものではありません。 

皆さんは、まだ自分の「内なる愛」に気づい

ていないだけなのです。 
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しかし、自分の「内なる愛」、そしてこの宇

宙に満ち溢れる愛に気づくか気づかないか

によって、皆さんの進化の道は分かれていく

のです。 

 

もし皆さんが、このまま自分の「内なる愛」

やこの宇宙に満ち溢れた愛に気づかなけれ

ば、皆さんの進化は愛の世界とは程遠い場所

に向かって進んでいきます。 

その世界は最後まで争いや差別や支配があ

る世界です。 

皆さんはそのような世界に行きたいとは思

ってはいないはずです。 

しかしながら、皆さんの中にある欲望や傲慢

さ、あるいは自分に対する劣等感が自分の中

にある愛に目覚めさせることを拒んでいる

のです。 

 

皆さんは本来、愛の光を持ったスターピープ

ルとしてこの地球に存在するはずでした。 

皆さんの遺伝子はそのように組み込まれて

いたのです。 

皆さんは、自分の「内なる愛」を通して、こ

の宇宙の大いなる愛に触れ、そして愛に向か

って進化するようにプログラムされていた

のです。 

 

しかしながら皆さんの遺伝子はそうではな

い方向に組み替えられました。 

皆さんが「内なる愛」に気づかないように、

そしてこの宇宙に満ち溢れている愛に気づ
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かないように、皆さんの遺伝子はプログラム

を変更されてしまったのです。 

そのために皆さんは、今まで争いや差別、支

配、抑圧の歴史を繰り返してきたのです。 

それは愛とは最も遠いところにある世界で

す。 

その世界は、あなたの心から愛が失われた時

に、あなたが体験する世界です。 

 

しかし地球人はこれからアセンション迎え、

皆さんの本来の姿へと戻る事が宿命づけら

れています。 

皆さんの本来の姿とは、愛に満ち溢れた存在

になるという事です。 

しかしながら皆さんの遺伝子だけでなく、皆

さんの生活や皆さんの物理世界における欲

望などが、皆さんの本来の姿に立ち戻ること

を邪魔しているのです。 

 

私たちが送るアチューメントは、そのような

様々な妨害を皆さんが乗り越え、皆さんの本

来の愛の姿に立ち戻るためのアチューメン

トです。 

皆さんにとって本当のアセンションは、スタ

ーピープルと出会ったり、今以上に高度な叡

智や技術を身に付けることではありません。 

皆さんにとって一番身近であり、あなたの本

質である「内なる愛」に気づくという事、こ

れが皆さんにとってアセンションのもっと

も大切な目的でもあります。 
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皆さんのアセンションは、この「内なる愛」

に気づく事から始まっていくのだという事

を、私たちはお伝えしたいと思います。 

そして皆さんが愛に基づいて進化を繰り返

して行った先に、この私達の宇宙のような

「愛で統一された宇宙」を自らの宇宙の中に

つくりだしていくでしょう。 

 

今はまだ混乱と分離の最中にいますから、私

達が言う「内なる愛」というものに気づく事

ができないかもしれません。 

しかしそれは皆さんが家のカーテンを開い

て、外にある美しい光景や美しい樹木を見る

のと同じことなのです。 

皆さんの心の中にあるいくつもの障害は消

して取り除くことが不可能なものではあり

ません。 

皆さんが、「内なる愛」を目覚めさせたいと

願い、自分の心の中にあるいくつもの価値観

や習慣、感情などが障害であると気付いた時

にその障害は消えてゆきます。 

そして、あなたの目の前に美しい愛の光が満

ち溢れてくるのです。 

 

私たちは皆さんの先輩として「愛で統一され

た宇宙」を実現しました。 

皆さんも必ず私達のように「愛で統一された

宇宙」を作りだす事ができます。 

皆さん一人一人が自分の「内なる愛」そして

この宇宙に満ち溢れた愛を実感してくださ

い。 
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そうすると皆さんを通して多くの人々へこ

の愛の光が広がっていくのです。 

私達は皆さんが、自分達の宇宙を変える素晴

らしい光の存在になる事を願っています。 

 

2018 年 10 月 27 日  

「愛で統一された宇宙」のスターピープル 

 

 

 
 

 

皆さんが素晴らしい 

アセンションの世界へと 

導かれることを 

心から祈っております 

TAKESHI＆Ellie 

 


