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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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それでは「愛の光の天使達」の秘密をお知らせしましょう。 

私は、シルバーエンジェルのリリーとお呼びください。 

  

私達は、愛の種族のメンバー達を守護するために神聖なる愛の女神によって生み出された天使達です。 

私達はいくつもの次元を超えて、さまざまな存在に対して守護を行います。 

  

私達を動かしているのは、愛の種族特有の「愛のエンッセンス」であり、私達が働きかけるのも、愛の種族たちが

持つ愛のエッセンスです。 

私達は、皆さんのハートの中に、ひとかけらでも愛のエネルギーが残っているのならば、私達は全力で、あなた方

を守護し導きます。 

  

あなたがどのような苦境に立たされ、自分本来の使命と能力を忘れていようとも、私達は、あなたの愛を最大限に

輝かせ、あなたの能力と資質を高めていきます。 

皆さんは、この地球という物理的な世界の中で生きることにより、多くのことを学び続けます。 

それは、皆さんのスピリットが選んだ使命であり、皆さんが成長するための大切な学びでもあります。 

  

皆さんは、愛の種族の中でも特に素晴らしい資質を持つ人達ばかりです。 

愛の種族は、さまざまな種族から生み出されています。 

それはフェアリーだったり天使だったり、ペガサスであったりします。 

愛の種族は一つの種族だけでなく、多くの異なる種族が愛のエッセンスにより一つにつながることで、単独の種族

よりも、はるかに広範囲で大切な役割を果たすことができるようなります。 

  

この地球を愛の星にすることは、宇宙の中でも最大の課題の一つです。 

なぜなら、この地球は、多次元の通路によって、さまざまな星や次元につながっているからです。 

しかも、この地球の物理次元に生きる皆さん人類は、この宇宙の創造においても大切な役目を持つ存在して作られ

たからです。 

  

この地球に住む人達が、どのような想念やエネルギーを持つかによって、この宇宙はとても大きな影響を受けます。 

この地球に生きる人々の感情やエネルギーが、多次元の通路を使って、他の星々に影響を与えることが増えてきた

からです。 

地球に住む人々は、その数も増え、強力な感情やエネルギーを持つようになってしまいました。 

特に、感情の中でも恐怖や怒り、憎しみの感情は、とてもパワフルで、鋭い剣のようなものです。 

そのエネルギーが放出されると誰かを傷つけずにはいられないのです。 

  

そのために、時折、多次元通路につながる多くの星の人々が傷つけられてしまうこともあります。 

この宇宙にとって重要な問題は、地球を早く愛の星にして、この多次元通路から、憎しみや恐怖、怒りの感情があ

ふれ出ないようにすることなのです。 

  

愛の種族を守護する天使達 
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もちろん、創造主達は、この多次元通路をふさぐことも考えましたが、やがて地球が愛の星になるためには、この

多次元通路を使用して、多くの愛の存在が地球に降り立つ必要があり、また地球の人々がこの通路を利用して、異

なる世界に入り、自らの意識を成長させることが大切であると考えられたのです。 

  

そして、定期的に地球人が持つ感情を地球から放出して、地球からそれらの感情を減らしてあげないと、地球のコ

アの意識であるガイアが持ちこたえることができなかったのです。 

  

そのために創造主たちは、地球に多くの素晴らしい「愛の種族」のメンバーを送り込み、地球に生きる人々を癒し

愛に目覚めさせようとしました。 

サナート・クマラやイエス、仏陀をはじめ、多くの偉大なマスター達がこの地球を訪れ、地球のエネルギーを浄化

し、人々を導きました。 

  

彼らは多くの人々を癒し、彼ら独自のスタイルで人々の意識を高め、人々が持つネガティブな感情を光に帰そうと

試みてきました。 

偉大なるマスター達のおかげで、地球の人々は、戦争によって多くの人々を殺戮することを止め、理性的な文明を

作り上げてきましたが、人間たちの争いは決してなくなったわけではありません。 

常にどこかでいくつもの民族や国家が敵対する民族や国家を傷つけていますし、個人レベルでも無意味な争いや虐

待は後を絶ちません。 

  

そのために、地球に住む人々は、昔と変わらず恐怖や怒りを持ち続けています。 

創造主は、そのような地球の状況を見て、偉大なる天使たちを数多く地球に派遣しました。 

地球に生きる人々を癒して、その感情を解放したり、精神的な成長を行うための守護をするためです。 

  

しかしながら、天使達は、自らを信じてくれる人に対しては、守護や導きをおこなえますが、そうでない人には十

分な働きかけを行うことができません。 

そして地球の人々は、天使の事を信頼していても、天使達の本当の働きや願いについて、十分理解出来ていません。 

  

天使たちは、この地球を愛の星にするために、皆さんを守護し導いているのですが、皆さんは天使達に対して個人

的なレベルのお願いしかしなくなりました。 

自分を幸せにしてほしい、自分をお金持ちにしてほしい、自分を守護してほしい。 

もちろんそのことも大切ですが、天使達は、皆さんを通してこの地球に愛をもたらしたいのです 

  

天使達は、地球や地球に生きる多くの生命達のために活躍したいのですが、天使達にそのことを望む人たちはわず

かしかいません。 

大天使ミカエルも、ガブリエルも同じように考えています。 

人間が、彼らの本当の働きを理解しない事には、彼らの素晴らしい愛やパワーを十分に発揮することができないの

です。 

  

そのために多くの天使とマスター達が、TAKESHIさんのもとに集まり、「宇宙の光」のメンバー達が行う地球や宇

宙のための祈りに基づいて行動しています。 

そして地球と宇宙を豊かな愛の世界にするために活動する皆さんの働きをサポートしているのです。 
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今回、皆さんに、宇宙の中でも特別な秘密である「愛の種族」の働きについて詳しい情報が与えられ、地球に降り

立った「愛の種族」を目覚めさせる大切な任務が与えられました。 

  

地球には、多くの愛の種族が降り立っているのですが、地球の物理世界では自らのスピリットの役目や記憶、そし

て能力は思い出せないことになっています。 

そのために、愛のエネルギーを感じてはいるものの、自分自身がどのような存在なのか、この地球に何のために降

りてきたのか、何をすべきなのか、ということを多くのメンバー達が思い出せずにいるのです。 

  

創造主もそして愛の種族を生み出した「神聖なる愛の女神」もそのことを大変憂い悲しんでいます。 

「愛の種族」を目覚めさせるために、多くのマスター達がこの地球に降り立ち努力を重ねてきました。 

どうか、皆さんも、多くのマスター達と共に協力しあって、地球に降り立った「愛の種族」達を目覚めさせていた

だきたいのです。 

  

私達、ライト・エンジェルは、そのために、皆さんと行動を共にすることになりました。 

皆さんのもとにこれからたくさんの、まだ目覚めていない「愛の種族」のメンバー達がやってくることでしょう。 

そのような人達を、あなたのもとに導いていくのも、私達の仕事です。 

そして、皆さんによって、愛の種族のメンバー達を目覚めさせていただきたいのです。 

  

私達ライト・エンジェルや日巫女族、そして「神聖なる愛の女神」としっかりと光をつなぎ、それらの人々の愛を

最大限に輝かせていただきたいのです。 

私達は、彼らが抱えている苦しみや悲しみ、そして怒りや恐怖を癒します。 

彼らがそれらの感情に囚われていると、そこに愛は存在できないからです。 

そして、彼らがこの地球におけるいくつも転生の中で培ってきた、さまざまな感情や囚われ、カルマやトラウマ、

あるいは自分自身に対する封印や他者からの封印（黒魔術）などを解き放っていきます。 

  

私達はこの宇宙の最高次元の天使として、他の天使たちの資質も全て持ちあわせています。 

そして、愛の種族を目覚めさせ、その能力を高めることも、私達の得意とする仕事です。 

もちろん、彼らが幸福で愛に満ちあふれた生活を送ることができるように守護し導きます。 

  

私達ライト・エンジェルは、皆さんと共に、愛の種族を目覚めさせ、この地球と宇宙を豊かな愛の世界にするため

に、皆さんと共に活躍していきます。 
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このアチューメントは、この宇宙を守護する「愛の種族」の人達にささげられるアチューメントです。 

このアチューメントにたどり着いた皆さんは、この宇宙の中で「愛の種族」として、人々の愛を目覚めさせ、成長

させるための仕事をしてきました。 

そして今回もこの地球のアセンションをサポートするために、多くの「愛の種族」のメンバーが、地球に降り立ち、

人々の意識の成長のために働いています。 

しかし、地球の物理社会では、「愛の種族」のメンバー達も、自分のスピリットの記憶と使命を忘れ、その能力を

発揮することができません。 

その為に、皆さんは「愛の種族」としての仕事ができず、普通の地球人として地球で生活し、地球がもつ物理社会

のエネルギーに飲み込まれていっています。 

このアチューメントをおこなうことで、「愛の種族」のメンバーである皆さんが自分の記憶を思い出し、「愛の種

族」の使命と能力を取り戻すことをサポートします。 

もちろん「愛の種族」でない方も、自らが地球に降りてきた使命と目的を思い出していくことでしょう。 

そして、「愛の光の天使達」は、皆さんを守護し皆さんの目覚めと活動をサポートすることでしょう。 

 

 

挨拶の言葉  ２回読む 

  

偉大なる「愛の光の天使達」 

どうか○○さんに、天使達のゆるぎない愛を与え守護してください。 

そして、○○さんが「愛の種族」として素晴らしい人生を送れるようにお導きください。 

  

  

祈りの言葉  ２回読む 

  

偉大なる「愛の光の天使達」 

私達の愛に、神聖なる光をもたらし、目覚めさせてください。 

愛の種族を守護する「愛の光の天使達」と「神聖なる愛の女神」の光をもたらしてください。 

私達が「愛の種族」として、その記憶と使命と思いだし、人々に貢献できるようにしてください。 

 

  

エンジェル オブ ザ ライト 

エンジェル オブ ザ ライト 

エンジェル オブ ザ ライト 

 

Angels of the light 

 

 

 

「愛の光の天使」のアチューメント 
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私達は、2015年になると、星のツアーやアチューメントを通して、人類のスピリチュアル的な進化を促進するため

に、さまざまな星のマスターから、ライトコードと呼ばれるスピリチュアル的なエネルギーを受け取ってきました。 

それは、私達の地球が多次元宇宙として進化することにあわせて人類が変容していくことを助けるための取り組み

です。 

  

本来は、4月から、このライトコードのアチューメントに入る予定でしたが、私達の物語りは、地球を愛の星にする

ことを目的とした「愛の種族」の目覚めの物語りへと変わってきました。 

  

 2015年 4月に入ると、私達を指導するマスターも、物理的な宇宙を創造する創造主エンソフ達のグル―プから、ス

ピリチュアルな宇宙を創造する「宇宙の意志」「黄金の女神」「ダイアモンドの女神」そして彼らを生み出した「神

聖なる愛の女神」へとその次元もさらに高まってきました。 

  

そして、そこから生まれてきたのが「神聖なる愛の女神」によって創造された「愛の種族」の目覚めのためのライ

トワークです。 

私達が、愛の種族を守護する「愛のシエンロン」を助けだしたことから、私達が今まで聞いたこともなかった「愛

の種族」という言葉がクローズアップされてきました。 

「愛の種族」とは、「神聖なる愛の女神」の光（愛のエンッセンス）をそのスピリットに宿した存在達の事です。 

  

元となる種族は、フェアリーやホビット、ペガサスやドラゴン、そして人類など様々な種族から成り立っているの

ですが、この宇宙を愛に満ちあふれた世界にしたいという願いのもとに集まり、「神聖なる愛の女神」の愛のエン

ッセンスを受け取ることで「愛の種族」として生まれ変わります。 

  

「愛の種族」は、宇宙の中のさまざまな星に降り立ち、その星の人達と協力しながら、その星を愛と豊かさに満ち

あふれた世界にしていくのが仕事です。 

もちろん地球にも、たくさんの愛の種族たちがやってきています。 

  

もちろん私も、宇宙の光のメンバー達も、ほとんどが愛の種族のメンバーです。 

愛の種族は、自分の事も大切ですが、地球や地球に生きる多くの生命達の事も大切に思っているので、いつも、人々

や地球と愛と癒しを分かち合うことを考えています。 

  

しかし、地球のような物理世界に生きる時は、自分のスピリットの経験や知識をすべて忘れてしまうので、自分が

「愛の種族」であることを忘れてしまいます。 

すると、「愛の種族」としての働きも能力も忘れてしまうのです。 

  

「愛の光の天使」はそのような私達に、自分たちが「愛の種族」であること、そして地球を愛と豊かさの星にする

ために、この地球に生まれて来たことを教えてくれます。 

「愛の光の天使」は、私達が、幾度となく繰り返してきた地球の人生の中で体験してきた苦しみや悲しみを癒して

くれます。 

愛の光の天使達との出会い 
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そして、私達の心を開放し、自分の本質である愛に目覚めさせてくれるのです。 

  

もちろん「愛の種族」が行く星は、平和な星だけではありません。 

戦争や殺戮が日々行われている星や、平和であってもお互いがいつも傷つけあっている様な星もあります。 

地球も、決して平和なときばかりではありません。 

「愛の種族」のメンバー達も時として傷つけられそうになるときもあります。 

そのようなときも「愛の光の天使」は、私達をしっかりと守護してくれるのです。 

  

「愛の光の天使」は、「神聖なる愛の女神」の光そのものです。 

天使としての姿、天使としての能力を持っていますが、愛の光そのものです。 

私達は、その愛に触れることで、自分の感情を癒し、愛の本質に気づかされるのです。 

  

「愛の光の天使」は、私達を、ゆるぎない愛の世界へと導き、宇宙の至高の創造主である「神聖なる愛の女神」と

一つにしてくれることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


