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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 

 

 

〇テキストに関して 

このエンジェル・レイに関しましては TAKESHI の直伝のみとなっていますので、テキストを他者に渡したり、

公表なさることは、一切認めておりません。 
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STAGE１ ４大天使によるエンジェル・レイ 
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大天使からの祝福 

 エンジェル ・ レ イ 

エンジェル・レイについて 

 

エンジェル・レイは、私達が宇宙の光の活動を行う過程において、私達の心と魂に、天使的な特質を生み

出すために、「天使の星」と呼ばれる世界に招かれたことから生まれました。 

２０１３年の４月頃より、私達の活動は、女神やマスター達の故郷であるプレアディス座やアンドロメダ

座、こと座のベガ等の星を、自分達のスピリットで訪ね、マスター達と交流したり、光の通路と呼ばれる

ものを作り、地球と各星々の間に光の伝達がスムーズに行われるようにしてきました。 

それも、この地球に、叡智ある星からの「愛と癒しの光」をしっかりと導くためのものです。 

 

天使の星へも、私達はよく訪れ、偉大なる大天使や天使の長老と呼ばれる方とあってメッセージをいただ

いたり、大天使様から直接光をいただいて、自分たちの心を癒したりスピリチュアル的な成長を遂げてき

ました。 

 

天使の星に降り立つと、美しい野原の中で天使たちがゆっくりとくつろいでいたり、飛び回っている様子

を見ることができます。 

私達は、その星にある天使たちの大聖堂と呼ばれ場所に行きます。 

そして、荘厳で美しい大聖堂の中に多くの天使たちが並ぶ中を通り、大天使と天使の長老たちに会うこと

ができます。 

 

スピリットとして、他の次元に行ける方は、光の通路を使用して、天使の星に行き、大聖堂にて直接、大

天使の皆様から、直接アチューメントを受けることができます。 

この「エンジェル・レイ」は大天使とのリンクを作るだけでなく、天使の特質を皆さんのハートの中に組

み込み、魂の中の天使を呼び出すことに目的があります。 
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皆さんが、エンジェル・ラインで私達の天使の星と繋がるようになると、皆さんは私達の星に訪問することがで

きるようになります。 

この天使の星は、ほかの人に知れることのない隠された場所です。 

通常の次元の中にあるのではなく、直接創造主のもとにある星です。 

  

この天使の星に来れるということは、皆さんが、創造主の意志に伴われ、神々の計画の一端を担っているからに

ほかなりません。 

皆さんに与えられたエンジェル・ラインとエンジェル・レイは、皆さんの魂を、この宇宙に愛を導く天使たちの

魂と一つにすることです。 

 

皆さんの魂を、再度純粋な光に満たし、天使としての特質である、愛や喜び、正義や奉仕といったエネルギーに

統合させていきます。 

皆さんは、この地上に生きながらも、この地球に光を与える偉大なる天使となります。 

  

もちろんこの地上の生活も大切です。 

皆さんの魂が、多くの出会いと学びをとおして、より素晴らしい叡智にたどり着く必要があるからです。 

皆さんは、この人生の経験によって、スピリチュアルの世界でも現実世界でも、ともに活躍できる天使になるこ

ともできるのです。 

  

皆さんが天使の魂を持つことによって、皆さんと出会い交流する人達が、皆さんの魂が放つ天使の光によって、

その魂を目覚めさせることができるからです。 

  

この地球に生きる多くの人の魂がまだ十分に活性化されていません。 

そのために、目の前に見える現実生活ばかりに気を取られ、自分達の未来やこの地球の事を考える余裕がないの

です。 

  

このエンジェル・レイは、皆さんの魂に多くの光をもたらし、皆さんの魂を純粋な光に変えてくれます。 

 エンジェル・レイは、多くの天使たちの力により、皆さんの魂を、天使の魂へと協力に統合していきます。 

  

天使たちは、多くの能力とパワーを持っています。 

そして特定の専門分野に関しては、卓越した力を持っています。 

それは一人一人の天使たちによって異なりますが、それらの能力やパワー、特質が一つになった時、皆さんに、

大変に素晴らしい変容と統合が行われます。 

  

その変容と統合は、皆さんの魂の特質や魂の専門分野に応じて、異なる方法で行われます。 

１人１人の人に対して、その人にあった形で、天使の能力とパワーがカスタマイズされ、その人に最適な統合と

変容がもたらされます。 

  

エンジェル・レイ  皆さんの魂を大天使と一つにします 
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〇エンジェル・レイの３段階について 

 

【４大天使】 

 

最初の段階は、天使の中でも良く知られた４大天使から始めてください。 

天使たちの代表的な資質である、愛、正義、神とのつながり、癒しの４つのエネルギーとパワーが、皆さんの心

を変容させ統合していきます。 

  

この４つの資質は、皆さんが天使として活動していくためには、なくてはならないものです。 

この資質を皆さんお魂に統合することによって、あなたの魂は、物理的な制限から大きく脱却し、魂の自由を得

ることになります。 

 

大天使ガブリエル  大天使ミカエル  大天使ラファエル  大天使ウリエル 

  

 

【７大天使】 

 

次に行うのが７大天使のエンジェル・レイです。 

多様な特質と能力を持つ７人の大天使の光を統合していきます。 

この７大天使のエンジェル・レイによって、あなたに特有な大天使としての資質が形づくられることとなります。 

皆さんは、自分の中に眠る天使としての資質に目覚めるだけでなく、天使の資質を生かした能力が開花し、あな

たの生活に彩りを添えていきます。 

 

大天使ガブリエル  大天使ミカエル  大天使ラファエル  大天使ウリエル 

大天使ザドキエル  大天使ラツイエル 大天使カマエル 

 

 

【１０大天使】 

 

最後に行うのは、１０大天使です。 

この地上世界の物質原則を支えるサンダルフォンに始まり、ミカエル、ガブリエルを始め、創造主のエネルギーを伝

えるメタトロン様までの光を統合します。 

あなたは、大天使たちの多彩な能力と知識を、自らの魂で受け止め、あなたの天使としての資質と能力を大きく高め

ていくでしょう。 

 

大天使サンダルフォン  大天使ガブリエル  大天使ラファエル  大天使ハニエル   大天使ミカエル 

大天使カマエル    大天使ザドキエル  大天使ザフキエル  大天使ラツイエル  大天使メタトロン 
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●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。 

アチューメントを受ける方は、電話の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 

 

●このエンジェル・レイは TAKESHI のみによる特別伝授となりますので、TAKESHI 以外の方は伝授禁止です。 

 

１、大天使にあいさつの言葉を２回述べる。 

 

「ただ今より〇〇さんに大天使様の光を送らせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○○さんが、天使の資質を目覚めさせ、天使として活動できるように、皆さんのお力をお貸しください」 

 

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。 

 

「偉大なる大天使の皆さまよ。あなた方のすばらしい働きに感謝します。 

大天使の神聖なる光は、私達の本質が天使であることに目覚めさせます。 

大天使の神聖なる光は、私達を愛と勇気で満たし輝かせます。 

大天使の神聖なる光は、私達に大天使たちのすばらしき資質を与えます。 

私達が、あなた方の守護を受け、いつまでも輝く天使でいられるようお守りください。」 

 

エンジェル・レイ  エンジェル・レイ  エンジェル・レイ 

 

３、大天使たちの召喚と統合。ステージごとに言葉が異なります。 

 

STAGE１ ４大天使によるエンジェル・レイ 

 

大天使ガブリエル  大天使ミカエル  大天使ラファエル  大天使ウリエル  

ここに降り立ち、○○さんを光で満たして下さい 

 

 

STAGE２ ７大天使によるエンジェル・レイ 

 

大天使ガブリエル  大天使ミカエル  大天使ラファエル  大天使ウリエル 

大天使ザドキエル  大天使ラツイエル 大天使カマエル 

ここに降り立ち ○○さんの魂から天使の光を目覚めさせてください 

 

STAGE３ １０大天使によるエンジェル・レイ 

 

大天使サンダルフォン  大天使ガブリエル  大天使ラファエル  大天使ハニエル   大天使ミカエル 

大天使カマエル    大天使ザドキエル  大天使ザフキエル  大天使ラツイエル  大天使メタトロン 

ここに降り立ち ○○さんに、天使の偉大なる資質を統合させてください 

 

エンジェル・レイのアチューメント 
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天使の学校  

 

宇宙にはいくつもマスターや天使の学校があるそうです。 

いくつもの星でマスターや天使に会ったりしていますが、彼らは、その星の高次元の世界に 

それぞれの学校を持っているようです。 

 

たとえば、癒しのための学校や愛のための学校、魔法の学校、宇宙の真実を学ぶ学校などです。 

そこにはいろんな星から、スピリット達が学び来ているそうです。 

私達も、マスターや天使との契約があると、自動的にその学校に入って学ぶのだそうです。 

 

ただし人間は、顕在意識では、その学校に通っていることを知りません。 

寝ている間とか瞑想しているときに、魂がその星に行って学んだり、そのスクールから、潜在意識に情報が常に

流されてくるようです。 

 

私も今年の春くらいから、いつも頭がジンジンして脳が拡張するような感じがずーつとしています。 

何故だろうと思っていたのですが、私は聞いてみると 7 つくらいのスクールに通っているそうです。 

 

人を癒すスクール、星を癒し導くスクール、宇宙の叡智を学ぶスクール、魔法使いのスクールなど。 

多くのスクールで学んでいるおかげで、私達の活動に必要な知識を得たり、能力を高めたりしているようです。 

日ごとに自分の能力が拡大していく実感があります。 

 

でも自分では、一生懸命勉強しているつもりはまったくないのです。 

勝手に頭の中に、ジンジン情報が入ってきます。まるで睡眠学習と同じです。 

 

宇宙のツアーに出ると、いろんな星に行き、マスターに光をもらいます。 

それと同時に、自分が学びたいスクールに自由に入学もできます 

もちろん宇宙ですから、料金なんていりません 

 

たとえば癒しでも、水晶の使い方でも、チャネリングやビジョンを見る能力など 

自分が、なりたい自分になるために学べますし、得たい情報を得ることもできます 

それが天使たちの、私達に対する大きな愛の表れなんですね。 

 

天使の学校に入学を申し込まれるときは、エンジェル・レイの時に申し出られてください 

 

 

 

 

 

天使の学校とその内容 
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天使の学校とその内容 

 

大天使 

ミカエル 

愛をもって正義を

実践する学校 

ミカエル様の学校は、愛を持って正義を実践する事を学びます。自分にとっ

て敵対する存在であったとしても、愛をささげることが正義です。 

私達の現実生活の中で、愛に満ちた正義と行動のあり方を学びます。 

 

大天使 

ガブリエル 

コミュニケーショ

ン＆チャネリング

の学校 

自分の内なる光を表現することは、神の意志を表すことでもあります。その

遺志に基づいて、子供たちや様々な生命。植物のコミュニケーション能力を

高めます。精霊との会話を可能とし、チャネリング能力を高めます。 

 

大天使 

ガブリエル 

人生のマスターに

なる学校 

新しい生命を生み出すことに対する学び。母子の間の出産のみならず、地球

の多くの生命の誕生と死の神秘、自分の人生や運命をつかさどる秘密を学

び、自分の人生のマスターになる秘訣を伝えます。 

 

大天使 

ラファエル 

癒しとホスピタル

の学校 

癒しの天使であるラファエルの学校は、まさに癒し（ヒーリング）そのもの

です。皆さんのヒーラーとしての資質を育て、心と体のケア―の仕方を学ぶ

と共に、人々の健康を保つやり方を学び実践します。 

 

大天使 

ウリエル 

美による創造の学

校 

ウリエルは、この地球の物理的な世界とスピリチュアルな世界に、美をもた

らし、美による万物の創造を行います。皆さんの芸術的な要素を育て、美を

通して人々に気づきを与える。 

 

大天使 

ザドキエル 

魂の秘密を学ぶ学

校 

ザドキエルは、魂の深い癒しを行うとともに、変容と統合をもたらす大天使

です。私達の魂の故郷である「黄泉の国」をつかさどりますので、人間の魂

やスピリット達の秘密や輪廻転生やカルマなどの仕組みも学びます。 

 

大天使 

ラジエル 

魔法の学校 現実の生活において、スピリットの理想を実現するために、魔法を使う事を

学びます。自分で自分の人生を創造して行くために、必要なミステイックな

力を身に付けます。見えない世界のものを現実の世界に構築します。 

 

大天使 

ラジエル 

真理の学校 セファー・ラジエル（ラジエルの書）という、宇宙の神秘についてあら

わした本を持ち、この宇宙の絶対的な心理について教えます。また特殊

な洞察力やチャネリング、ビジョンを見る力を養います。 

 

大天使 

カマエル 

愛と癒しの学校 愛と優しさをつかさどる天使です。人間関係を愛に満ちたものにしたり、希

望と幸福感を生み出すための学びを行います。癒しや女性性についても、学

びます。 

 

大天使 

ザフキエル 

秩序と調和の学校 ザフキエルはこの物理的世界とスピリットの世界に秩序と調和をもたらす

天使です。私達の心が常に調和に満ち、私達の力を常に適正に使用できるよ

うに学びます。愛に基づいた洞察力や判断力を育てます。 
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大天使 

サラ 

愛の学校 愛の化身ともいえる大天使サラの学校は、人を愛で癒すための学校です。 

無条件の愛を実践することを学び、子供を愛を持って育てたり、子供の純粋

性を守るための学校です。 

 

大天使サン

ダルフォン 

地球の学校 サンダルフォンは、地球の環境と生命の秘密を解き明かし、地球と共に調和

を持って生きることを学びます。自然保護などにも深くかかわり、人の思い

によって重くなった地球の波動を、自然の力で回復させる方法を学びます。 

 

大天使 

ハニエル 

生命の学校 生命の成り立ちや生命を育む力、植物や作物を育てる力について学びます。

また女性性の癒し、感情の癒しを学び、感性を高めて、感受性を鋭敏にしま

す。女性ならではの新しい視点や気付きを与えていきます 

大天使 

メタトロン 

 宇宙全体の真理、宇宙意識や魂の世界の事について学ぶとともに、この宇宙

に平和をもたらすために、行動します。すべての叡智と学びを統合した学校

で、学びの最終段階に当たる人の学校です。 

 

大天使メル

キゼデク 

 神聖幾何学やサイン、シンボルを利用してスピリチュアルな成長を行いま

す。ライフ・オブ・フラワーのように、形によって万物を表象する方法。 

サインや幾何学により、万物を形成していく方法を学びます。 
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〇４大天使が宇宙の創造に果たす役割 

それではガブリエルのメッセージを伝えたいと思います 

わたくしガブリエルはこの天上界において行っている仕事がいくつかあります。 

私ガブリエルとほかの４大天使の役割についてまずお話しいたします 

  

主にミカエルが、霊的な守護や浄化を行うことに対して、ガブリエルは、世界の創造と保持を行います。 

それは、神から教えられたミステリアスの教えや行動のもととなる規範、そしてこの現実世界をクリエイトして

いくためのイメージです。 

つまりこのように考えてください、先ず創造主がいて、創造主のイメージの中にこのスピリチュアル界と現実世

界のすべてのイメージがあります。 

創造主のイメージは私達、大天使のもとに降りてくるのですが、大天使の役割分担がここで起こります。 

  

ガブリエルは神のイメージの創造に関する部分を受け取ります。 

このスピリチュアル界をどのように構成して、どのように階層を作り、その階層にどのような存在と役割を与え

るかということを決定します。 

そして、その決められたことに対してウリエルとラファエルが、行動を起こし具現化させます。 

 

ウリエルは非常に美的感覚が優れていますので、神の美というものをそこに表現します。 

ラファエルは物事の実質を整え、効率的に動かしていくのが得意ですから、そのイメージに基づき素晴らしい世

界を作り上げます。 

 

ミカエルは、私たちが創造活動を行う間、それが潤沢に行われるように保護します。 

ミカエルは神のイメージをもとに作り上げられた世界が、イメージどおり動くように、その働きとそこに存在す

る者たちを守護し管理します。 

  

 

〇天使と人間世界のかかわり 

 

私たちが皆さんの世界や皆さんとかかわる時の役割についてもお話しいたしましょう。 

ガブリエルは皆さんの世界を神の意志のもとに創造しました。 

ただし皆さんの魂（ソウル）というものを創造するときはともに 4 人の天使が異なる領域でかかわります。 

  

一般的な自然やこの社会のイメージというものは、ガブリエルから多くのマスターや女神をとおして、多彩に色

づけされこの地上の世界に降りてきます。 

もちろんこの皆さんの世界は自由意志に基づく世界ですから、私達の世界から降りてきてイメージというものを、

皆さんが自由に解釈して、新しい社会というものを創造していることとなります。 

  

４大天使の役割について－大天使ガブリエル 
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また皆さんが学んでいる、スピリチュアルな教えや神の創造に関する学びというものは、ガブリエルによって大

切に管理され、それを実行しようとする者に対しては、厳しい管理と選択が行われています。 

  

またラファエルとウリエルも天上界でそうあったように、皆さん人類が多くのことを創造することを手助けして、

素晴らしい地上世界を作ることを助けます。 

 

特にラファエルは、創造したものを状況に合わせて修復したりします。 

ラファエルが皆さんの心を癒しリフレシュさせるのも同じ働きです。 

 

ウリエルは主に創造活動、特に芸術活動にも深くかかわっています。 

この世界の美しい光景や、生命ある者たちの容姿のデザインはウリエルが担当することとなります。 

この美しい地球に見合う美しい存在達を作り出すのが神の大きな意図でもあります。 

 

ミカエルは、作り上げられたものを守護し守ります。 

特に生命ある者たちの魂が、目的に沿って順調に歩んでいけるように、その魂を見舞り守護します。 

皆さんの魂と最も深く関わり、常に皆さんの魂を守っているのはミカエルです。 

  

また間違えてはいけないのは、皆さんと直接かかわっていくのは、私達大天使たちの流れを引く天使や神々です 

この天上世界には、多くの天使や神々マスターと呼ばれておる存在がありますが、彼らの行動範囲というものは

厳しく決められています。 

どの天使がどの存在に、どのように働きかけるかということが決められていますし、皆さんのスピリットと神と

の契約に基づいて、そのかかわりも詳しく決められてきます。 

  

 

〇天使の星と天使の地球支局 

 

私達天使の中で、主に人とかかわるのは、大天使そのものでなく、大天使の働きをサポートする天使です。 

その天使が、大天使ミカエルの流れにある天使ならば、自らを大天使ミカエルと名乗ることを許されています。 

大天使ミカエルは、唯一無二の存在でありながらも、その働きとしては、多くの天使たちの集合体であります。 

 

特に地球に関しましては、この地球のスピリチュアルな世界の中に、天使の世界があります。 

本来の大天使達がいらっしゃる「天使の星」とよく似たつくりをしていますが、これは、「天使の星」から使わ

された天使たちによって構成された、「天使の星の地球支局」があります。 

皆さんの個人的なお願いや悩み、サポートに関しては、この地球支局にいる天使たちが、役割を分担しながら行

っています。 

個人的な問題に関して、本来の大天使が関わることはなく、大天使の部下の天使が担当します。 

 

しかしながら、この地球や人類にとってとても大切な役目を持っている人や活動をしている人達に対しては、天

使の星にいる、大天使たちが直接指導を行う場合があります。 

今回のエンジェル・レイは、この「天使の星」に存在している大天使たち、および天使の長老から直接、行って

いただけるアチューメントとなっています。 
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今回 TAKESHI さんとメンバーによって作られた天使の星との通路は、皆さんにとってとても素晴らしい恩恵と

なることでしょう。 

  

それは、この地球と地球に生きるすべての生命達が、この天使の星のダイレクトな光を受け止める事ができるよ

うになるということです。 

  

あなた方の話でも現在の地球が大変な状況を迎えようとしていることは十分理解できます。 

しかしこの宇宙の法則は、あなたもよくご存じのように、高度の意識を有する存在に対しては、その存在の依頼

がなければ、私達は、勝手に干渉することができません。 

  

私達は皆さんの意識が何を望み、どのような現実を求めているか、知りたいのです。 

私達は、あなた方の希望によってしか動くことができません。 

  

たとえそれが理不尽な希望であったとしても、私達はその善悪を判断することはしません。 

何故なら、皆さんが望むことによって起こる結果は、皆さんにすべて帰ってきます。 

そのことで皆さんが多くのことを学び、成長することができるからです。 

  

皆さんの星で行われていることは、自由意志の尊重です。 

多くの異なる考え方をする人達が、それぞれのやり方で、自分の人生を創造しています。 

私達は、その創造された世界を、すべて尊重しています。 

それがどのような人生であれ、その人が創造した唯一無二の人生だからです。 

  

私達は、光の世界の中で生きたいと願う人の心も尊重します。 

また、自分の利益のために、活動する人の心も尊重します。 

私達に対して願う気持ちがあれば、その願いは実現します。 

  

この宇宙は、多様な世界からできています。 

幾つもの次元に分かれて、その人が望む世界をつくりあげています。 

そのために、あなたは、自分が望む世界をクリエイトし、 

同じ気持ちを持つ人達と共にその世界で生きることができます。 

  

あなたが、私達との深いコネクションを望むなら、そのことが可能な世界へとあなたはいざなわれます。 

あなたが豊かな自然や動物達と共に暮らしたいとおもうなら、あなたは、その世界にいざなわれます。 

  

あなたが住む現実の世界は、とても制限が多い世界です。 

目に見える物理的な世界の中にあなた達のスピリットは閉じ込められています。 

あなた方の魂の自由は束縛され、この地上にある制限によって、あなたの意志も存在のあり方も規定されていま

す。 

エンジェル・ラインについて 
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しかし、そのような中で、あなたは、地球の物理的な現実をとおして、異なる存在目的を持った者たちと出会い、

自らを成長させていく事ができるのです。 

苦しいことも悲しいことも、あなたの魂を育てる大切な経験なのです。 

  

それが、この地球の目的なのです。 

  

他の次元の世界では、同じような考えの人達としか、交流することができませんので、自らの魂の進歩にはなか

なか結び付けません。 

  

あなた方がこの地球の現実世界に住むことによって、多くのすばらしい存在と交流することができます。 

それが天使であったり、女神であったり、また地球に生きている覚醒した人達です。 

あるいは、あなたの魂と深いつながりのある魂たちにも出会い、素晴らしい体験をするでしょう。 

  

この出会いは、あなた方の魂を大きく飛躍させるための大切な機会です。 

どうかこの機会を大切に生かしてください。 

そしてあなたの魂を、私達天使や女神たちと触れ合わせて大きく生長させてください。 

  

今回あなたに与えられた「エンジェル・ライン」と呼ばれる光は、私達天使と直接つながるための光りです。 

天使の星の偉大なる天使達、そして天使の創造主の光によって、あなた方の魂を強く守護します。 

そして、天使の光りや愛、喜びなどの素晴らしい特質を身につけ、あなたの魂を天使の魂へと変容させていく事

もできます。 

  

皆さんがこれから、天使の１人として存在し、多くの人や生命をサポートすることもこれから起こってくること

でしょう。 

どうか、今迄の自分の心が創った制限を取り除き、私達と共に大きく飛躍してください。 

  

この私達とのエンジェル・ラインを開くときは、〇で囲まれた十字を描きます。 

描き方は、縦のラインを描き、その縦のラインの中心をとおるように横のラインを引きます。 

そして、その十字のすべての端をつなぐように〇で囲みます。 

  

マントラは、エンジェル・ラインと３回唱えてください。 

そこにできた光の通路を通って、あなたは、天使の星へと導かれるでしょう。 

 

 

 

 


