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〇グレートブッダ「アーネスト―覚醒の扉」 

  

「アーネスト―覚醒の扉」は、仏陀様が降ろした光りで、創造主アーネストがサポートいたします。 

このアチューメントは、皆さんの心と魂を自由にすると共に、あなたの真実の姿に目覚めさせます。 

皆さんがとらわれているカルマやトラウマという考え方を捨て、それらのものから影響を受けることがないよう

にしましょう。 

そうすることで、皆さんは、自分自身の本質に目覚めると共に、自分の能力を高め、本来の生き方を実践するこ

とができるようになります。 

それは、あなたの光の遺伝子を目覚めさせ、新しい世界へと誘います。 

地球は 2012 年の 12 月に、束縛と葛藤のサイクルから、創造と飛翔のサイクルに入りました。 

その新しい世界で、皆さんの能力はさらに開花し、新しい世界をクリエイトしていく事ができます。 

  

  

〇グレート・マリア「神聖なる癒し」 

  

「神聖なる癒し」はグレート・マリア様です。 

あなたが過去に体験した苦しみと悲しみを愛の力で解き放ちましょう。 

あなたの心や感情だけでなく、あなたがこの地球の転生の中で体験してきた悲しい思いも解き放ちます。 

そして、あなたのスピリットが、とらわれている思いやエネルギー、自ら施した封印も解き放ちましょう。 

あなたのスピリットに創造主の光りが満ち溢れることにより、あなたのスピリットは純粋な光をその中に見出し

ます。あなたのスピリットそのものが癒しの光りとなるのです。 

 

 

〇グレート・イエスの「神聖さと愛」 

 

「神聖なさと愛」は、グレート・イエス様が担当いたします。 

このレムリアの神聖さと愛によって、皆さんは、皆さんの魂やスピリットが持っていた本来の神聖さと愛を取り

戻します。 

あなたの心が純粋な愛に震え、あなたの中の女神や天使が目覚め、あなたとこの地球を導くことでしょう。 

あなたは古の時代、神官であり、ヒーラーであり、また植物や生命を育てるフェアリーであったかもしれません。 

あるいは、この地球を守る守護者や騎士であったかもしれません。 

しかし、あなたの純粋な神聖さは、そのすべてと繋がっています。 

あなたの遺伝子に眠る光の情報を紐解き、あなたの叡智とパワーを目覚めさせましょう。 

  

 

 

 

 

グレートマスターのアチューメントについて 
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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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「アーネスト」のアチェメントは、私達にとって新しい始まりを意味するものです。 

アーネストの光は、皆さんの心の扉を開きます。 

皆さんの心は、皆さんが作り上げたカルマやトラウマで溢れています。 

まずそれらの不要な感情やエネルギーを徹底的に浄化していかなければなりません。 

  

皆さんの心の中には浄化しても浄化しても拭いきれないほどの痛みが残っています。 

その痛みは、長い時間の中で、さも当たり前の存在のように、あなたのハートの中で最も大きな位置を占めて、

あなたをコントロールしています。 

  

あなたが無意識の中で行う様々な思考や行動に影響を与え、自分本来の生き方から遠く離れた現実を作り上げて

います。 

私達が、メッセージや浄化の光を送ったとしても、あなたはいつも新しいカルマや不要な先入観にその心を明け

渡してしまいます。 

  

それは、あなたが無意識のうちに、同じパターンをくりかえして生きてきたためです。 

あなたの幾度もの人生で、同じ事を繰り返すたびに、自分で判断する事を不可能にしてきました。 

あなたを、この無意味な循環から救い出すためには、あなたの人生を再びリセットする必要があります。 

そしてあなたの中の聡明さであるアーネストを目覚めさせていく必要があるのです。 

  

この事は、あなたの中の人生のすべての選択肢を貴方が再び自分の手に取り戻すということでもあります。 

あなたは、あなたの人生を再び取り戻す事の大切さを十分に理解できないとおもいます。 

あなたは、今までの癖で昔ながらの生き方をしてしまうかもしれません。 

しかし、あなたが自分の人生を再び自分の手に取り戻すには、今しかない事を理解してください。 

  

あなたが新しい人生を生きるチャンスは、そう簡単には巡って来ません。 

どうか今回のチャンスを手に入れ、自分自身を目覚めさせてください。 

あなたが新しいアーネストになり、自分の人生を有意義に生きてください。 

今回の光は、その事を可能にするための光です。 

そして、これから開かれるレムリアの光の遺伝子を目覚めさせてください。 

  

神聖なる光の扉を開き自らの心と魂を癒してください。 

皆さんの心の内なるアーネストを目覚めさせ、新たな人生をここに築き上げてください。 

 

そしてこのアチューメントは、皆さんばかりでなく、これから生まれてくる新しい生命も守ります。 

私達の地球に「覚醒の光」を満たし、新しい世界を創造していきます。 

地球は 2012 年の 12 月に、束縛と葛藤のサイクルから、創造と飛翔のサイクルに入りました。 

その新しい世界で、皆さんの能力はさらに開花し、新しい世界をクリエイトしていく事ができます 

 

「アーネスト」のアチューメントについて 
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「アーネスト―覚醒の扉」は、仏陀様が降ろした光りで、創造主アーネストがサポートいたします。 

このアチューメントは、皆さんの心と魂を自由にすると共に、あなたの真実の姿に目覚めさせます。 

皆さんがとらわれているカルマやトラウマという考え方を捨て、それらのものから影響を受けることがないよう

にしましょう。 

そうすることで、皆さんは、自分自身の本質に目覚めると共に、自分の能力を高め、本来の生き方を実践するこ

とができるようになります。 

それは、あなたの光の遺伝子を目覚めさせ、新しい世界へと誘います。 

アチューメント中は、黄金色の光りに満たされているように想像してください。またヴィジョンが見えにくい人

は、アーネストの大きな扉を開け、新しい世界に入ると、古い巨木のもとで祈りをささげている様子。美しい湖

で自分を清めている様子。クリスタルがたくさんある場所で、自分と世界が新しく生まれ変わる様子などを想像

してください。 

  

●アチューメントを送る方は口頭での言霊伝授でお願いします 

 

アチューメントを行う場合には、アチューメントの時間になりましたら、送り手の方は、相手に電話をかけ、受

け手の方に直接、挨拶、祈りの言葉、マントラを言う「言霊伝授」でお願いいたします。 

 

１、あいさつの言葉を２回述べる。 

 

「この宇宙に満ちる偉大なる真実の光よ、アーネスト（覚醒した意識・人）よ、○○に、魂の真実をお与えくだ

さい。」 

 

２、祈りの言葉。この文章を最初から最後までを 1 回として３回読まれてください。 

 

「偉大なるアーネストよ、どうか私達の心と魂を、宇宙の真実に覚醒させてください。 

すべてのカルマや輪廻転生の法則、トラウマやこの世の習慣から、私達の心と魂を自由に解き放ってください。 

私達が、偉大なるアーネストとなれるように、お導き下さい」 

  

３、マントラ。この文章を最初から最後までを 1 回として 3 回読まれてください。 

 

「アーネス、アーネス、アーネス」 

 

４、相手との電話を切り、「アーネスト」のエネルギーを相手に流してください 

 

相手がゆっくりとくつろいで癒されている様子を想像します。２０分ほど光を送ります。 

疲労がたまっていたりして、エネルギーが必要な人には、その後もエネルギーが流れ続けますので、２０分たっ

ても体が熱かったり、気持ちが良かったりしたら、そのまま、エネルギーを受けつづけてください。 

 

「アーネスト―覚醒の扉」のアチューメント 
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それではみなさんカルマのことについて少しお話をいたしましょう 

 

皆さんがカルマと思っていらっしゃる現象について、私はこのように語りたいとおもいます。 

カルマは皆さんの心や魂が、様々な学びを行うために、自分自身に対して行った足枷のようなものです。 

 

皆さんは自分の人生に多くのトラブルを持ち込み、そのトラブルを解決することによって学びを得ています。 

皆さんにとって、カルマは、皆さんの中の問題をはっきりと際立たせ解決していくための指標となります。 

そのような意味においてカルマは決して不要なものではないのですが、あなた方の意識がカルマにフォカスされ、

カルマにとらわれ過ぎると、あなたは自分の魂の学びよりも、カルマのネガティブな側面ばかりに気を取られて

しまいます。 

そしてそのうちに、自分の不幸やトラブルの原因がすべて過去生からのカルマのせいであるかのように思い込み

始めるのです。 

 

そうなるとあなたは、自らの魂を鍛え成長させるという事よりも、まるでドラマのヒロインを演じる女優である

かのごとくふるまってしまうのです。 

あなたにとってカルマはとても大きな存在となり、カルマを浄化するための果てしない旅に出てしまいます。 

カルマ浄化という言葉に心ときめく人達は、とても純粋な魂を持っている方たちばかりです。 

しかしながら、カルマは追いかければ追いかけるほど、新しく生まれてきます。 

まるでカルマを浄化し続けることが目的であるように、カルマ探しのゲームが始まるのです。 

 

私は、そのような人達に対して、カルマ探しの旅を止めることをお勧めしています。 

カルマ探しをする人は、もし自分があることに失敗したとすれば、その原因を過去生からのカルマに求めます。 

「過去でも同じような失敗をしたから今世でも繰り返すのは当たり前だ」とか、特定の人を見つけて、「あの人

との間にカルマがあったから、今回の件は失敗したんだ」などと、自分のミスや準備不足のために失敗したこと

もすべてカルマのせいにしてしまい、自分の失敗をふりかえることなく、カルマ退治に走るのです。 

これでは自分自身が成長することもできません。 

 

またカルマ探しをする人は、容易に人からコントロールされてしまうこともあります。 

このカルマが原因で結婚できないとか幸せになれないなどと言われたら、とても気になって、カルマ解除のため

に多額のお金を支払ったり、加持祈祷をお願いするのも、このような人たちです。 

宗教家や政治家たちは、あなたのこのような心理を巧みに利用して、あなたをコントロールして組織の一員に仕

立て上げ、あなたから多くのことを奪おうとします。 

お金や時間、あなたの誠意や労力もその対象となります。 

 

あなたの魂を、カルマから自由にするためには、まずあなたが、カルマの意味を知ることです。 

カルマは本来何の実態も持ちません。 

カルマの幻想から自由になれば、カルマなど存在しないということに気づきます。 

あるのは、ただあなたの感情です。 

アーネスト（覚醒した意識）への道 カルマからの解放 
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自分の失敗や不幸な境遇を自ら解決することなく、カルマに責任を転嫁してしまう心です。 

 

あなたがもし、自分のカルマをすべて手放したいと考えるならば、あなたは初めて、自分の魂の自由を生き始め

ることになります。 

自分の人生のすべての責任と豊かさを、自分自身で担ってください。そこからあなたの魂の偉大な学びが始まり

ます。 

もしあなたが、カルマがすべて解除されたしるしがほしいというなら、与えましょう。 

あなたの魂に、「カルマからの解放」という印を刻みましょう。 

あなたがこれ以上カルマの海で迷わないように。 

 

 

次に輪廻転生について語りましょう。 

かつて、仏陀は、人生が何度も繰り返され、人は生まれ変わることによって幾多もの人生や学びを体験すること

を伝えてまいりました。 

それは本来、人間は、その魂の記憶の中にいくつもの人生や人生以前の転生の記憶をとどめておくことが可能で

あり、そうすることによって、幅広くまた深みのある学びを行う事が可能であったからです。 

決して、今世の生き方によって来世の身分が決まるとか、今の自分が貧しいのは過去生で立派な生き方をしなか

ったからなどという事とは無縁です。 

まずこの宇宙の価値観は、人間の価値観とは異なります。 

人間にとって「良い行い」と考えられるものであってもそうでない場合もあります。 

また今回の人生の結果によって来世の身分や生活環境が決まるということもありません。 

 

ただ、もし来世があるとすれば、今世のあなたが身につけた考え方や経験が、その人生に影響を及ぼすことは、

少しばかりはあるかもしれません。 

あなたが今世を終わるとき、何の反省も学びもなく終わるとすれば、次の世でも同じような人生を繰り返す可能

性はあるかもしれません。 

しかしそれは、輪廻転生の法則が決めているのではなく、あなたの魂が無意識的に同じ人生を繰り返しているに

すぎないのです。 

 

あなたの魂やスピリット体は、多くのことを学び体験する為にこの地上に降りてきます。 

もしくは多くの人達の人生を見るために、人として生まれてきます。 

この人生で何を体験し、何を学ぶかはすべて、自分が決めているのです。 

生まれ変わるのか、生まれ変わらないのかということも自分で決めているのです。 

もちろんスピリット世界にもルールはあるでしょう。 

あなたが生まれ変わるのにもルールはあります。 

ただしそのルールは、今世行った事によって、来世どのような人生を送るのかということを決定するものではあ

りません。 

 

しかし人の世界においては、そのようなルールが意図的に作られています。 

それは、無秩序な人の心を統制し、この社会に規約や階層という秩序をもたらすことが目的だったからです。 

この何千年もの間、人の魂は生育過程にありました。 

人の心に多くの制約を行う事で、人の心を統制し育てる必要があったからです。 
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人の心に便宜的に、罪や罰という考え方を受え付け、自分の行いはすべて自分に返ってくるから、常によき行い

を行うように、条件づける必要があったからです。 

 

この考え方は、人の心を統治し支配するのに大変役に立ちました。 

本来のブッダの教えがどうであったかという事よりも、様々な宗教や政治組織を運営して行く場合にはなくては

ならない考え方になりました。 

 

しかしこれからの時代、皆さんの魂は、もっと真実を生きていく必要があります。 

この何千年の間、正しかった事であっても、皆さんの魂が大きく成長し新しい時代に入る時には、不要になる考

え方もあります。 

 

これからの時代には、魂は自分に内在する知恵と宇宙の大いなる意識とつながっていきます。 

その時この輪廻転生という考え方も必要でなくなります。 

自らのスピリット（魂よりもさらに上位の存在）は、自らと宇宙の意思によって、自らの人生やスピリットの存

在する場所や環境を決めることができます。 

 

もちろん多くの人の魂は、これからも、輪廻転生の法則を自らの意思で生きていくかもしれませんが、あなたの

魂とスピリットは、これから輪廻転生の法則からも解放されて行きます。 

そしてこの社会を保持するために作られている多くの慣習や規律からもあなたは自由になります。 

あなたの魂と心のマスターは、あなたしかいないということをあなたは知るときが来たのです。 

誰もあなたの心や魂を支配することはできません。 

あなたは他人や他の存在に、自らの人生や人生の決断をゆだねる必要もなくなります。 

これからの時代、あなたがあなた自身のマスターであり続けなければならないのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


