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〇アチューメントの基礎  

 

アチューメントという言葉は、皆さんにとっては聞きなれない言葉ですが、「エネルギーを使って心と体の働き

を調整する」ということです。よく遠隔ヒーリングという言い方をする場合もあります。 

遠隔ヒーリングは、離れている場所にいる人に対して、レイキなどのエネルギーを送って体調の改善を図ること

です。 

遠隔ヒーリングが、「心と体の癒し」ということを目的とすることに対して、アチューメントは「宇宙の意思・

光」のエネルギーによって、受け取る人を癒し、意識の成長を図ります。 

使用するエネルギーは、この私達や地球を見守り指導している意識（女神・天使・マスター）から送られてくる

光です。 

この宇宙意識はとても広範囲の働きを持っていますが、基本は「愛と喜びのエネルギー」です。 

このエネルギー（光）を受け取ったり送ったりすることで、様々な働きが起こってきます。 

自分にとって必要なメッセージを受け取ったり、自分の成長を妨げている感情や思い込み、トラウマなどが解放

されたり、自分を癒してくれることが起こります。 

 

 

〇アチューメントを受けるとどうなりますか 

 

アチューメントを受けている時は、女神様達のイメージや光が見えたり、メッセージらしいものを受け取ったり

することがあります。 

また体が熱く感じられたり、揺れたり勝手に動いたりすることもあります。 

また気持ち良くて寝てしまったりすごく安らかな気持ちになることもあります。 

 

反対に自分の中で押さえつけている感情などがあれば、それが表に出てきて発散されることもありますし、自分

の欠点を見せつけられることもあります。 

 

アチューメントを受けている時は、何も感じなくても、素晴らしいタイミングで人と出会ったり、自分の人生を

好転さえる出来事が起きたりもします。 

ただ人によっては、人生が好転していく前に、多くのしがらみやカルマを解き放つために、予期せぬ出来事が起

こる場合もありますが、すべては自分自身がより良い方向に変化していくために起こることです。 

このようにアチューメントの効果はさまざまですが、その人に必要なタイミングで何かが起こってきます。 

 

 

〇体のヒーリングも行われます 

 

アチューメントは肉体および精神のヒーリングをおこないます。 

体が疲れている場合には、体の癒しを優先して行う事もあるようです。 

体がだるくなったり熟睡してしまうこともあります。 

アチューメントに関するご説明 
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また体がとても熱くなったり様々な感覚や体感が起こることもありますので、ゆっくりとくつろいでください。 

また感情的なストレスが強い場合には、脳神経への働きかけも行っていきますので、頭が重くなったり、頭痛が

続く場合もあります。  

そのような時は、ゆっくりと体を休めてください。その後、頭痛も取れ心も体もすっきりするとおもいます。 

 

 

〇アチューメントを受けるとき・行うとき 

 

●アチューメントを受け取る方は、リラックスして受けてください。 

１、アチューメントを受ける前に、身の回りを片付け、静かで心地よい空間をつくり、リラックスされてくださ

い。けっして屋外にいるときや車の運転中には受けないでください 

 

２、アチューメントを受ける方は、相手から電話があったら、相手の言葉を心の中に響くように聞いてください。 

そして電話が終了したら、自分の心と体を癒すように光を満たしてください。 

イメージが苦手な方は「大天使様、ありがとうございます。私とこの地球のすべての生命に素晴らしい光を

満たしてください。」とずっと祈り続けてもよいと思います。 

 

３、相手の祈りの言葉やマントラが終了して 15 分～30 分程度、光やエネルギーが流れてきますので、それを受

け止めてください。あなたにとって必要な場合には、それ以上の時間（1～２時間）の間、エネルギーが流

れ続けることがあります。終わるまでゆっくりと過ごしてください。途中で寝てしまっても構いません。 

 

４、アチューメントが終わっても、お手元にあるテキストや祈りの言葉を読まれて、自分自身に対してセルフア

チューメントを行い、女神やマスターとのつながりを日々高めていってください。そうすることで、アチュ

ーメントの効果がさらに高まっていきます 

 

 

●【テキストの取り扱いについて】 

このテキストは、女神やマスターからのメッセージをもとに、瀬戸武志により作成されました。このテキストの

著作権は、すべて瀬戸武志に属しますが、次の許可事項に関しては、自由にかつ無料でご使用になってもかまい

ません。 

 

○しても良い事（許可事項） 

あなたが、アチューメントをおこなうにあたり、相手にこのテキストを提供すること。（コピー、郵送、メール

への添付等） 

 

○してはいけない事（禁止事項） 

このテキストを、勝手に書き変えたり、自分の意見をテキスト内に入れること。 

このテキストの内容を、部分および全体に関わらず、ブログなどで、勝手に公開すること。 

またこのテキストを批判するような行為。 
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【アチューメントに関するお願い】 

 

○アチューメントに関してはアチューメントを行ったら、相手にきちんと伝わっている事を確認するために、相

手からのアチューメントを、受けてくださることをお勧めいたします。 

アチューメントのマントラはできうる限り言霊伝授でお願いします。 

相手の意思を尊重して、丁寧なアチューメントを心がけてください。 

 

○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。 

 

○アチューメントに関して、権利はすべて瀬戸武志にありますが、私は皆さんに対して、テキスト料金やアチュ

ーメントの使用料金等を一切請求いたしませんし、また皆さんが行ったことに関して責任も取りません。 

 

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、この

テキストの後半にある「基礎知識」なども読まれ、自己責任でアチューメントを行ってください。 
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セント・ジャーメイン 

変容の虹の光り 

（レインボウ・レイ・オブ・ 

ザ・セント・ジャーメイン） 
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〇地球の人々の意識を育て変容させたマスター 

 

私セント・ジャーメインは、かつてレムリアの時代にも、レムリアの神官やミスティツクな変容の光を扱う魔術

師たちを指導してきました。 

そして、レムリアの地において、地球の人達が、少しずつ意識の変容と成長を遂げ、進化することをサポートし

ました。 

  

それは、生まれたての人類が、他の星からレムリアの指導のためにやってきた素晴らしい叡智を持つ人たちの言

葉を理解するためには、とても大きな成長が必要とされたからです。 

  

とても長い時間をかけて、このレムリアの人たちは変化していきました。 

まず集団で生きるために必要な協調性やお互いを認め合うような意識が形成されました。 

そして狩猟のみの生活から、農作物を育てたり道具を作ったり、言葉を覚えたりと、自分たちの生活を豊かにす

るための意識が生まれました。 

  

その時に人々は自意識という、自分を他の人や物と区別して考える意識が芽生えたのです。 

その意識の芽生えは人々に感情と思索の能力をもたらしました。 

そこから愛がうまれてきたのです。 

  

そして私たちは、神への信仰を教えました。 

神によって人々は創造され、神の恩恵によって守られ生きていることを教えたのです。 

この教えは、これからレムリアの人達をより良い世界に導くために必要なシステムでした。 

神の言葉をとおして、私達はレムリアの人びとの心を一つにして、調和と愛に満ちた世界を作り出したのです。 

  

神の言葉を伝え、神の癒しや神の奇跡を行うことで、人々の意識はますます向上し、他の星から来た人達と意識

を共有できるようになりました。 

  

私たちは、時としてこの地に降り、神官や「魔術師」（ウィザード）を育てました。 

神官は、人々の幸福のために神に祈ります。 

そして神の力と働きがこの地上に降り、それを実現するために行動します。 

神官は、神からあたえられた指示やアイデアを皆さんに伝えます。 

それは具体的な方法で地域社会と人々を進化させ成長させていきました。 

神官たちは、時として人びとの生活を助けるために仕事や育児を手伝ったり、神殿の周りの生活環境や社会環境

を整えるために、汗を流して働くこともありました。 

  

また魔術師であり賢者と呼ばれる人達は、神々（他の星から来た人々）の不思議な力を身につけていきました。 

通信機器を使わずに遠く離れている人達と話をすることで、神殿同士の相互連絡を行いました。 

花や動物たちとコミュニケーションを行い、それらを病気から快復させたりもしました。 

最強のアルケミスト セント・ジャーメイン 
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また特別な祭事の時に、ミスティツクな力を発揮して人々の意識を大きく変容させたり、星の人達がもたらした

神秘的な教えを人々に教えるのも彼らの仕事です。 

そして必要に応じて、今あなた方が行っているアチューメントのように、神々や天使たちの力と愛を召喚し、人

びとを癒し成長させてきました。 

  

私、セント・ジャーメインは、常にこのような人々の意識の変容と成長に携わります。 

そして私の意識と共鳴する者には、スピリチュアル界の英知を分け与え、女神や天使たちを召喚するための能力

と秘儀を与えてきました。 

  

 

 

〇皆さんと地球の新たな変容のために、 

 

今回このレムリアのエネルギーを再興するにあたって、私達の力が必要になります。 

この現代社会の中で、人々は、神々や天使たちと繋がり、自らの心の内にその光と愛を見出すことができなくな

っています。 

  

この「宇宙の光」に集まってくださる方たちは TAKESHIさんをはじめ、まだそのような能力を持ち続けている稀

有な人たちばかりです。 

きっと皆さんの魂が、深いところに眠るレムリアの記憶が完全に失われないように、神々や天使たちとつながる

能力を保持してきたのだとおもいます。 

またそれ故に、過去からのつらい出来事や感情にも影響を受けます。 

  

皆さんの中には、神官や魔術師（賢者）として活躍した人達もたくさんいらしたことでしょう。 

だから、アチューメントが何の苦も無くできるのです。 

このような特性を持たない人は興味も持ちませんし、やったとしてもうまくいかないこともあるのです。 

  

あなた方の魂はいつの時代でも、この世とスピリチャル界の懸け橋となり、神の恩恵やメッセージを伝え、人々

を導いたり癒したりしてきました。 

今世でも同じことをしているだけです。 

 

しかし今世は、それらの人達が集まり力を合わせて、この地球に「愛と癒し、神聖さ」の光を満たします。 

この地球と人類が大きな変容を必要としているからです。 

そのために、これから皆さんは、レムリアやその他の過去生で作ってしまったカルマや封印を解き放ち、 

あなたが本来持っていた能力やパワーが花開き始めることと思います。 

  

ヒーリングの仕事をしている人達は、その癒しと浄化のパワーが高まり、多くの人びとをもっと深いレベルから

癒し始めるでしょう。 

あなたがヒーリングを行う時、あなたが意識するしないにかかわらず、私たちはあなたをサポートするでしょう。 
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ヒーリングの仕事をしていない人達には、あなたの家庭や社会での活動をとおして、あなたの魂の輝きが、縁の

ある多くの人達を癒します。 

あなたが意識することなく、あなたの魂の輝きは周りの人達を癒し愛に導きます。 

そして自分自身はもちろん多くの人たちに意識の成長をもたらし、理想の人生を作り上げていくサポートをしま

す。 

  

皆さんが共に祈り共に癒すことにより、この地球の波動が大きく変わってくるのです 

私はこのような人たちを、地球のためのヒーラーと呼んでいます。 

  

私はいつでも皆様を見守り、皆様の意識の成長をサポートします。 

あなたが理想の自分に向かって成長していくためのお手伝いを私たちは行わせていただきます。 

  

  

                         2013年 4月１日  瀬戸武志 
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セント・ジャーメインからは、あなたの心と意識を変容させるための光を送ります。 

私は、アルケミストとしてまた魔術師として地球に生きる人々の意識の成長を見守ってきました 

  

今回、私が皆さんに送る光は、皆さんの意識を覚醒させ成長させるための光です。 

皆さんは、これから自分自身を癒し成長するために、自分自身の深い魂の記憶にふれ、自分の本質を思い出すこ

ととなります。 

  

そのためには、皆さんの心の中に残っている様々な悲しみや恐れ、不安などのネガティブな感情を開放してあな

たの傷ついた心を癒してあげる必要があります。 

そして、この人生にとどまらず過去の人生において体験した望ましくない人生の記憶を光に変えていくことが必

要です。 

私の光は、まさにそのためにあると思ってください。 

  

また、皆さんが、有意義な活動をしたり自分の望む人生をクリエイトしていく時に、今の自分の能力やパワーで

は十分ではないと考えているならば、私が送る光は、あなたに質的な変容をおこし、あなたの能力や資質を高め

ることもできます。 

  

その為に、あなたのハートの中にある不要なエネルギーを解放し、変容のためのスペースを作らなければなりま

せん。 

また、あなたの心の中に残るネガティブなエネルギーや感情などが、あなたの意識の成長にとって必要でない場

合には、それを速やかに解決したり光の世界へ戻してあげる事も必要です。 

  

あなた方はこれから、自分本来の生き方に気づき、新たな人生を歩み始めます。 

私はそのことを可能とするために多くのサポートを、あなたに行います。 

  

女神アテナの光は、その力強いパワーによって、あなたにとって不要な障害やエネルギーをどんどん切り崩して

いきます。 

そして私、セント・ジャーメインの光は、あなたが作り出している障害やエネルギーの源となっている感情や思

考を改め、よりポジティブなものにしていく事を助けるのです。 

 

この２つの光を、叡智と勇気をもって使用するならば、あなたはとても大きな成長と意識の変容を手に入れ、幸

福へと導かれていくことでしょう。 

  

 

 

セント・ジャーメインの変容の虹の光り 

（レインボウ・レイ・オブ・ザ・セント・ジャーメイン） 
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アルケミック・ワンドのアチューメントを行う場合には、送り手も受けても胸の前で先のとがったクリスタルか

ワンドを持ってください。そして、立った状態で、両足を少し開き、体を安定させます。体が辛い 

人、疲れている人は椅子に座ってください。祈りの言葉が終わったら、座ってもよいです。 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、セント・ジャーメイン様のアルケミック・ワンド レインボウ・レイのアチューメントを

〇〇様に行わせていただきます。どうか〇〇様にセント・ジャーメイン様の光をお導きください」 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える 変容の光を作り出すために、1回ごとに呼吸を変えます 

 

１、頭頂部から天の光を導く 

受けては、祈りの言葉を聞きながら、頭頂部から天の光を、呼吸と共にハートにまで降ろします。 

吸う息によって、頭頂部から光が入り、ハートに満たし、吐く息によって、その光を強めます。 

１0回くらい繰り返しましょう。 

 

「この世界に意識の変容とアルケミックな変化をもたらすセント・ジャーメインよ 

あなたの偉大な働きに深く感謝します 

私達は、自分の意識を大きく変容させ成長いたします。 

私達は、過去の苦しみやネガティブな感情とエネルギーを光に変容します。 

私達は、自分自身を限定している様々な思考をポジティブなものへと変えていきます 

私達は、自分の未来を幸福で理想的な未来としていきます 

セント・ジャーメインよ、どうか私達を、あなたの光で満たしてください 

  

セント・ジャーメインよ、私達に変容の光をお与えください 

レインボウ・レイ  レインボウ・レイ  レインボウ・レイ 

 

 

２、足元から大地の光を導く 

次に大地のエネルギーを、呼吸と共にハートにまで引き上げます。 

吸う息によって、足裏やベースチャクラから、力強いエネルギーが入り、ハートにまで満ちていくように想像し

ます。吐く息でそのエネルギーがさらに強くなります。10回くらい繰り返しましょう 

 

「この世界に意識の変容とアルケミックな変化をもたらすセント・ジャーメインよ 

あなたの偉大な働きに深く感謝します 

私達は、自分の意識を大きく変容させ成長いたします。 

私達は、過去の苦しみやネガティブな感情とエネルギーを光に変容します。 

私達は、自分自身を限定している様々な思考をポジティブなものへと変えていきます 

●セント・ジャーメインのレインボウ・レイのアチューメント 
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私達は、自分の未来を幸福で理想的な未来としていきます 

セント・ジャーメインよ、どうか私達を、あなたの光で満たしてください 

  

セント・ジャーメインよ、私達に変容の光をお与えください 

レインボウ・レイ  レインボウ・レイ  レインボウ・レイ 

 

 

３、変容の光を作り出します 

この頭頂部から導いた光と大地のエネルギーをハートで融合し、アルケミックレイ（紫色の光）を作り 

出します。 

そしてその光をハートに満たすとともに、手に持ったクリスタルかワンドに光を満たすようにします。 

 

「この世界に意識の変容とアルケミックな変化をもたらすセント・ジャーメインよ 

あなたの偉大な働きに深く感謝します 

私達は、自分の意識を大きく変容させ成長いたします。 

私達は、過去の苦しみやネガティブな感情とエネルギーを光に変容します。 

私達は、自分自身を限定している様々な思考をポジティブなものへと変えていきます 

私達は、自分の未来を幸福で理想的な未来としていきます 

セント・ジャーメインよ、どうか私達を、あなたの光で満たしてください 

  

セント・ジャーメインよ、私達に変容の光をお与えください 

レインボウ・レイ  レインボウ・レイ  レインボウ・レイ 

  

 

〇マントラを唱えながら、相手のエネルギーを変容させていきます 

 

１、相手の心の中から、不要なエネルギーを抜き出す 

 

ワンドかクリスタルを片手に持つ。なければ第２指と第３指をくっつけてワンドの代わりとする 

相手が自分の正面に立っているようにイメージして、相手のハートの中心から、相手に向かって時計回りに、ク

リスタルかワンドで円を内側から外側にむかって何回も描く。 

ハートから、不要なエネルギーを抜き出すときは、中心から外側に向かって少しずつ、円が広がっていくように

回していく。 

体の外まで大きく円を広げ、相手の体から、余分なエネルギーが外に抜け出していくようにイメージする。 

これを再び、相手のハートの中心から外側に３回繰り返す。 

 

レインボウ・レイ オブ ザ セントジャーメイン 

レインボウ・レイ オブ ザ セントジャーメイン 

レインボウ・レイ オブ ザ セントジャーメイン 

 

 

２、相手の心に、光を満たしていく。 
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相手のハートに変容の光を入れるときは、同じことを、外側から相手のハートの中心に向かって時計まわりに円

を描く。 

宇宙の神聖な光を、ワンドかクリスタルで集めて、相手のハートの中にエネルギーの渦を作るように入れていく。

これも外側から内側に向かって３回繰り返す。 

 

レインボウ・レイ オブ ザ セントジャーメイン 

レインボウ・レイ オブ ザ セントジャーメイン 

レインボウ・レイ オブ ザ セントジャーメイン 

 

 

 

〇自分のエネルギーを変容させていくとき 

 

変容のための呼吸を繰り返し、祈りの言葉、マントラを言います。 

クリスタルなどの尖っているほうを自分に向け、同じことを繰り返します 

あるいは、横になって、自分のハートに、手やクリスタルなどを置き、そこに紫色の光を想像してください。 

回数はご自分がおつらくない程度に行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


