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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 



グレートイエス「神聖さと愛」アチューメントテキスト TAKESHI 瀬戸武志

  

4 

 

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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グレート・イエス 

「神聖さと愛」 
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私達はいつもあなた方の魂を見守ってきました。 

あなた方の魂のうちにある神聖さと愛が、きずつけられ見失いなうことが無いように、その光を守ってきました。 

  

私達は遠くレムリアの時代ともに生きていました。 

暖かい太陽の光を受けて、ともに祈り、ともに笑い、幸福な時代を過ごしてきたのです。 

そのころの、私達は、自然や地球の意識とも一つでしたし、海にすむもの、空を飛ぶもの、地をかけるものとも

一つでした。 

また目に見えない存在、私達を守護し愛してくれる偉大なる存在とも一つでした。 

  

ところが、大陸の大きな変動により私達がその地を離れてから、私達の生活は変わりました。 

私達の神聖さと愛は次第に薄らぎ、またその力も十分に発揮できなくなりました 

私達の愛した世界は、もうそこにはなく、私達は自分たちの尊厳を傷つけられ、生命を落としていきました。 

私達は、本来持っていた力を失うことを恐れて、この地上の世界から姿をけし、フェアリーやユニコーンなど他

の聖なる存在に変わっていった者たちもいます。 

  

あるいは、人間の姿から、他の存在に姿を変え、地上の自由な世界、海や、空へと移り住んでいった者もいます。 

しかしながら多くの仲間たちは、この地にとどまり、生き続けました。 

その世界に生きている人たちと友好的に暮らした人もいますが、仲間たちで集まって、聖なる教会や寺院（テン

プル）を作り、そこで隠れるように生きていた人たちもいます。 

私達はこの、自分達に受け継がれたこの地球の神秘的な祈りや癒しの技、地球の精霊との繋がりを作る技などを

大切に守り続けました。 

  

それは、私達にとっても、地球や地球に生きる多くの精霊や存在達にとっても失ってはならないものだったから

です。 

私達は、姿や場所を変え、時には、神秘の世界にその秘儀を隠しながら、その神聖な記憶を守ってきました。 

そしてこの宇宙、地球、地球に生きるすべての生命、他の次元に移ってしまった多くの聖なる存在達への「愛」

を欠かすことなく紡（つむ）いできました。 

  

私達のこの神聖な記憶は、今、皆さんに引き継がれようとしています 

その秘儀をこの世で表すことは、もう難しいかもしれませんが、私達が一番大切にしていた「神聖さと愛」は伝

えられると思います。 

神聖さとは、あなたが、この地球によって生み出された存在であるという事、地球の多くの生命達の偉大な連鎖

の中で、人が生れ育っていること。そして自然界の多くの存在達から守られているということを理解する事でも

あります。 

  

愛とは、その理解をもとに、地球や地球に生きる多くの存在達に感謝し、あなたのうちなる光を、地球とすべて

の存在に向けることです。そしてあなたの持っている力を最大限に引きだし、他の人や生命をサポートする事で

す。 

レムリアの「神聖さと愛」 
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自分のエゴを捨て、ありのままの気持ちで、奉仕することです。 

  

この神聖さと愛が一つになると皆さんは、今まで以上の素晴らしい存在として光輝くことでしょう。 

 けっして難しいことではありません、なぜならば、この「神聖さと愛」は、人として生まれてきた皆さんの魂の

奥深くに眠っているからです。 

  

私達は、あなたの中に眠っている「神聖さと愛」を目覚めさせます。そのためには、あなたがレムリア時代や他

の時代をとおして、あなたが受け取っている苦しみや悲しみの記憶を癒すことから始めましょう。 

恐れることはありません。それがどんなにつらい出来事であったとあなたはそれを癒し手放す準備ができていま

す。 

あなたはもう気づくときに来ているのです。 

あなたがかつて、偉大な女神たちの一人でありこの地球と多くの生命達のために祈り導いていたということを・・ 

  

この場所にあなたが導かれてきたということは、あなたの魂の導きです。 

あなたの魂がなすべき使命を思いだし、あなたにとって、最も心地よい世界を築くための導きです。 

  

あなたを見舞っている存在を感じてください。 

それは天使であり、マスターであり、女神達です。 

  

あなたに、神聖なパワーと知識をあたえようとする聖なる存在を感じてください 

それはユニコーンですか、それともフェアリー、ドラゴン、それともイルカやクジラですか。 

  

あなたのことを守り導き、ともに「レムリアの神聖さと愛」を分かち合おうとしている存在を感じてください 

それは、レムリアの時代ともに生きた仲間ですか、それとも偉大なる神官やヒーラーたちですか。 

  

そして、あなたと多くの仲間や存在を、レムリアの時代から、自分の命に代えて守ってくれた存在もいます。 

  

あなた方は、多くの神聖なる存在に守られ導かれて、今この場所に立っています。 

あなたがその心を、私達に開いてくれるなら、多くの存在達から「神聖さと愛」を受け取ることでしょう。 

そして、あなたが自分自身の「神聖さと愛」を思い出すことでしょう。 

  

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

レムリアの神官たちが身に着けていた神聖さとは、この地球の生命のすべてが、一つであり、この宇宙の意識と

一つであるということ、そしてその生命を愛し癒すことが、今の私たちにとって最も大切なことです。 

「愛と癒しの力」を身に着け、私たちの魂を「偉大なる進化」へと導きます 
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この「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。 

  

●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。 

 

「偉大なるグレート・イエス様、アリアドーネ様。○○様に、レムリアの愛の光をみたし、創造主の愛に導き、

偉大なる愛と叡智の結晶を私達にもたらしてください。」 

 

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。 

 

「レムリアの時代、ともに生きた仲間達、神聖なる存在達、 

私達を守り導いてくれた偉大な存在達に感謝します。 

私達は、愛の結晶と叡智の結晶を受け取り 

多くの生命と分かち合い、覚醒していきます。 

私達とこの宇宙がますます成長していくようにこの愛を使います 

  

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。 

 

レムリアン ホーリー・アフェクション（Affection） 

レムリアン ホーリー・アフェクション（Affection） 

レムリアン ホーリー・アフェクション（Affection） 

 

４、相手との電話を切り、「レムリアの神聖なる癒し」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。 

 

グレート・イエスの「神聖さと愛」 アチューメント 
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偉大なるイエス様からのメッセージ 

 

まず今回は、私達の愛の光を、この地球に導いてくださったことを心から感謝いたします。 

私達の光は、皆さんに癒しと愛をもたらします。 

 

皆さんが心に苦しみや悲しみの感情を抱くことは、皆さんが、常に成長している証です。 

皆さんが、様々な体験を通して感じている感情こそ、皆さんを大きく成長させていくものであります。 

ただしその感情に溺れてしまうと、人々は自分が歩んでいくべき道が見えなくなります。 

 

この感情は、愛による喜び、愛による幸福感を感じるために生み出されました。 

皆さんがすべて創造主の子供であり、常に創造主の導きと共にあり、 

皆さんが愛を通して成長し繁栄するために、みなさんの感情は生まれました。 

 

皆さんが喜びを感じ、幸福感の中にあるときは、皆さんは偉大な創造主と共にいます。 

しかし、皆さんが苦痛や悲しみを感じ、絶望感の中にあるときは、あなたは創造主の道から少しだけ外れていま

す。 

 

感情は、皆さんが創造主と共に成長し、光の存在に生まれ変わるための道しるべです。 

皆さんは、自分の思いのままにならないことが起こると、苦痛や怒り、そして悲しみの感情を、自ら作り出しま

す。 

皆さんの過去の膨大なデータ―の中から類似した出来事を思い起こしたり、新たな感情の爆発を起こしたりしな

がら、自分の気持ちのバランスを保っています。 

 

感情は、皆さんが、自分の気持ちを保つために、他者に向けられます。 

しかし、他者に向けられた感情は、また自分に戻ってきて、自分自身を苛んだり自己否定の感情を作り上げたり

します。 

この感情の循環は果てしなく続き、皆さんを創造主の愛の世界から遠ざけていくのです。 

 

私達は、皆さんが行っている果てしない感情の循環に、愛の結晶を注ぎ込みたいと思います。 

あなたに起こっている不幸な出来事は、すべてあなたの自己本位な考え方や見方から生まれてきます。 

そこには、けっしてあなた達の安らぎも愛も存在しません。 

ただ、何かを求め続ける欲望とそれが満たされない飢餓感ばかりがあるのです。 

 

私達がもたらす光は、まず皆さんの心に、皆さんを生み出した創造主の愛の結晶を生み出します。 

その愛の結晶は、皆さんが、何かを他人に求めるのではなく、自分自身の心の中に「愛」を求めるようにあなた

を変えていきます。 

 

 

イエス様の「神聖さと愛」メッセージ 
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皆さんが、求める相手は、他人ではなく唯一、あなた自身であり、神であり、創造主なのです。 

皆さんがそのことを理解し実行するならば、あなたが今まで落ちいっていた苦しみや悲しみの循環から、あなた

は癒され抜け出していく事ができます。 

あなたは、他人に求めるのではなく、自らが他人に与える、ということを実行できるようになります。 

 

あなたはきつとこう言うでしょう。 

「そんなことは、わかっている。だが日常生活で多くの人とかかわりながら生きているのだから、しょうがない。」 

 

確かに多くの人と関わって生きていますが、自分の感情や意識の在り方を他人に委ねないでください。 

それは、あなた自身の力を失うことになります。 

他人の言動や存在は、あなたに対して大切なことを教えてくれます。 

しかし、あなたが、その人に自分の意識や感情を委ねてしまうと、その人の言動は、あなたの中で大きく揺れ動

き、あなたを支配し、様々な感情を引き起こします。 

 

常に自分自身の中心にいて、その人のことを尊重してください。 

その人の判断や言動がその人のものであるということを理解し、自分の思いのままにならないからと言って、そ

の人のことを非難したり、その人を自分の意のままにしようとコントロールすることを止めてください。 

それらの行為が、あなたの中に悪しき感情の循環を作り出します。 

 

あなたはただ、あなたの中心にいて、あなたができることを、感情を伴わず行いましょう。 

自分自身は、神の愛と共にいてください。 

あなたに必用なことは、すべて満たされていきますが、あなたにとって不要なことは、やがてあなたから離れて

いきます。 

それが、あなたにとって大切なものであり、喜びをもたらすものであったとして、あなたにとつて不要になった

時点で、あなたの前から去っていきます。 

 

あなたが常に、神の愛と共にいるとき、あなたは喜びと共に自分の人生をクリエイトしていく事ができます。 

そして、あなたにとって不要な出来事も起こらなくなり、あなたの人生はより輝いたものとなります。 

 

もしあなたが、どうしようもない感情と共にいるならば、その感情を私達にゆだねてください。 

「○○さんとの間に起こった、苦しみや悲しみの感情を、イエスとマリアに預けます。」と言ってそのことを忘

れてください。 

 

私達は皆さんの心の苦しみや悲しみを精霊と共に光の世界に返していきます。 

そして、私達は皆さんが受け取れるだけの癒しと愛の光を送りたいと思います。 

 

どうか、私達の姿をあなたの心の中に思い描いてください。 

私達は、あなたの心の中に存在し、神であり創造主である光を、あなたに送り届け、あなたを守護し愛します。 

  

 


