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私達の住む地球は、これから大きな変化を迎えていきます。 

地球自体が意志を持つ一つの素晴らしい生命です。 

地球のエネルギーもどんどん移り変わり成長の道を歩んでいます。 

 

地球に住む私達も、常に成長し、今まで以上に素晴らしい光を持った存在へと移り変わっていく必要があります。 

それは、私達が、自らの意識を高め、スピリットの本当の役割や能力に目覚めることで、この地球と共に成長し、

お互いをサポートしていけるからです。 

そしてこの宇宙で地球人の成長と意識の覚醒を願っているマスター達と共に、地球と宇宙の平和のために働くこと

が必要とされているからです。 

 

私達はまだ、目に見える世界しか信頼していません。 

しかし、私達の周りには、それ以上の世界が存在し、叡智あるマスターや天使、女神達が、私達を見守り、私達の

成長のために、様々なサポートを行っていることに私は気づきました。 

 

私達の能力を高め、意識とスピリットの波長をより高い次元に合わせることで、私達は、人間の意識と価値観にと

らわれることなく、新しい世界を発見し、素晴らしい高次のマスターや天使たちと共に生きていく事ができます。 

 

マスターや天使たちは、常に私達のそばにいて、私達に無限の愛と安らぎを送ってくれています。 

彼らは、私達が目覚め、自らを癒し、自分たちと共に地球と宇宙のために働いてくれることを待っているのです。 

そのために、彼らは、私達に多次元にわたる宇宙の仕組みを教え、偉大なる光のマスター達のもとに導き、ライト

ボディを目覚めさせるための光を授けてくれました。 

 

ライトボディとは、マスター達の光を受け取ることで、私達の意識が高まり、スピリットが目覚めてくることです。 

そしてその光は、私達のスピリットの DNA と物理的な肉体の DNA に働きかけ、私達の潜在的な能力を高めたり高次

元に入っていく為のアストラルボディを作り上げたりします。 

 

また日常の生活においても、カルマやトラウマ、ネガティブな感情や意識にとらわれることなく、今までよりも落

ち着いた高い意識で、自分の人生をクリエイトしていく事ができます。 

私達は、自分の本質がなんであるか、自分がなぜ地球に生きているのかということに気づき始めると、自分の一瞬

一瞬を大切に使うようになり、人生をさらに充実した「愛と喜び」に満ちたものにすることができます。 

 

私達一人一人が作り出す、愛と喜びの波動はとても大切なものです。 

それは皆さん一人一人を幸福にするだけでなく、皆さんの家族や友人達、そして地球と地球に生きる多くの生命達

にも素晴らしい光と美しいエネルギーをもたらすことができるからです。 

 

ライトボディは自分だけが、より高次の世界に行って自己満足するための物ではありません。 

私達が地球に存在するマスター達だけでなく、さらに偉大な宇宙のマスターや天使達と一つにつながり、この地球

と地球に生きる多くの生命を幸福と安らぎの世界へ導いていくお手伝いをするための物です。 

宇宙の光 「地球と人類のためのライトボディ」 
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ライトボディの恩恵は、皆さんをさらに次元の高い幸福に導くだけでなく、皆さんが触れ合う人々にもその秘密の

カギを渡していけることです。 

 

 

＊＊ ライトボディのためのアチューメントー宇宙の光 ＊＊ 

 

これから行うライトボディのためのステージは、現在７つのアチューメントが準備されています。 

それは私達のレベルに合わせて、少しずつ進化の光を与え、無理なくライトボディへと導いていきたいからです。 

それぞれのマスターが皆さんの状態を見ながら、クリスタルを使用して皆さんに光を送ります。 

その過程では、皆さんの心と体にもさまざまな変化が起きてくるでしょうが、皆さんは確実に光の世界に向けて歩

み始めていきます。 

アチューメントを担当する神々やマスターの名前は、地球でなじみのある神々ではありません。 

私達はすでに地球に関連する神々の次元をはるかに超えて、天の川銀河や局部銀河を指導する神々の次元から光を

いただいています。 

 

第 1のアチューメント 

ゴッド・ユニオンによる「意識進化の光」 

 

クリスタルと神聖幾何学を使用して、皆さんの感情を癒し意識の進化を図ります。 

まず皆さんの持つネガティブな感情や意識をクリアーにして光に統合していきます。 

また一人一人に合わせた神聖幾何学が描かれ、皆さんの意識状態に合わせた光が送られます。 

皆さんは、このアチューメントにより「神聖な世界」への旅を始めることとなります。 

 

 

第 2のアチューメント 

ゴッデス・ダナによる「スピリチュアル DNAの活性」 

 

私達が持つスピリチュアルな DNAを活性化し、私達の能力を高め本質に目覚めさせていきます。 

またスピリチュアルな DNA が活性化されると、その能力を肉体レベルでも発揮できるように、肉体レベルの DNA に

対しても活性を行い始め、肉体とスピリットの両システムをより高次なものとしていきます。 

 

 

第３のアチューメント 

ゴッド・アルシャーによる「ライトボディのための癒し」 

 

ゴッド・アルシャーは月夜の静けさのようなゴッデスです。 

私達の感情や意識を癒し落ち着きを取り戻してくれます。 

DNAの活性によりスピリチュアルレベルと肉体レベルに様々な変化が起こりますから、それらのバランスを取りより

高次の世界へと統合していきます。 

またライトボディへの変容をスムーズに行えるようにサポートします。 
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第４のアチューメント 

ゴッデス・レイによる「宇宙意識への目覚め」 

 

ゴッデス・レイとは宇宙の創造の光を、相手の状況やレベルに合わせて最適な形にしてを送ります。 

この光によって、皆さんのチャクラは活性化され、素晴らしい光のエネルギーで満たされ、皆さんの意識と能力を、

より高次なものへと引き上げていきます。 

さらにスピリチュアルとボディの DNA も活性され、皆さんがより高次の世界に存在する「根源の愛」の世界へと目

覚めるサポートを行います。 

 

 

第５のアチューメント 

セントラル・サン＆セントラル・ムーンによる「ライトボディの光」 

 

今回のアチューメントのメインともいえるアチューメントです。 

セントラル・サン、セントラル・ムーンと私が呼んでいるマスターは、この宇宙に光を送る太陽と、その光を和ら

げ生命に適した形に変容させる月の役割を担うマスターで、この宇宙の生命達の生きる源となる光を作り出してい

ます。 

このアチューメントにより、私達は、「愛の源」と呼ばれる宇宙の創造の原理に深くつながり、自らの意識と肉体、

そしてスピリットをライトボディへと大きく変容させていきます。 

 

 

第 6のアチューメント 

マスターアメンラー 女神ラメールによる「スピリチュアルな癒しとエンパワーメント」 

 

今回のアチューメントは、ライト・ボディ・アチューメントの最後のアチューメント「スピリチュアル・ライトボ

ディの光」を前に、そのエネルギーは、私達のスピリットに流れ込み、私達のスピリチャル・レベルの癒しと覚醒

を行います。 

私達のソウルや肉体だけでなく、私達の本質ともいえるスピリットにも、偉大なるマスターの愛と光を導き私達の

高次の意識やソウルが大きく変容していくための準備を行います。 

このアチューメントは、TAKESHIの直伝の場合は、遠隔によるスピリチュアル・ヒーリングを伴って行われます。 

 

 

第 7のアチューメント 

ゴッド・オリジンによる「スピリチュアル・ライトボディの光」 

 

ゴッド・オリジンとは、私が「運命を創造する神々」と呼んでいるマスター達の一人です。 

このマスター達は、創造主からもたらされた特別なエネルギーから、生命の本質を作り出し、その生命に運命を与

えていきます。その生命がどのように生まれ、どのように育っていくかということが、その生命の本質のプログラ

ムに書き込まれていくのです。 

このゴッド・オリジンによって、私達のスピリッチュアル・レベルにおけるライトボディの活性化が行われます。 

私達が、自分のスピリットの本質や役目に気づくことで、自分の人生を「愛と喜び」に満ちた素晴らしいものへと

変化させていく事を可能にします。 

また、私達がさらに高い次元に入り、より高次のマスターや天使たちと共に活動できるようにします。 
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ゴッデス・レイです 

皆さんに、ライトボディへの活性化の光をお届けできることを私達は、とてもうれしく思います。 

皆さんの宇宙における活動を共に見守りながら、この地球と人類を新たなステージにお連れできるのは、あなた方

のグループであることを私達は確信し、あなた方に、人々をライトボディへといざなう光を委ねることにいたしま

した。 

  

この光は、あなた方にとって、目に見える世界を含めて、大きな変容をもたらす光です。 

これからの人類だけでなく地球にとっても天の川銀河にとっても、必要とされる光です。 

ライトボディの光は、皆さんだけでなく、この地球と天の川銀河も変容させていきます。 

  

皆さんがライトボディの光を一つずつ、地球の物理的な世界へ降ろしていく事により、その光は、地球の核心へと

つながり、地球の中に新たな次元を創造していきます。 

  

地球は現在、新しく生まれ変わるための準備に入っています。 

地球が持つ複層にわたる次元をいくつかに分け、それを浄化し再統合するために必要なエネルギーと時間と空間は

そろいつつあります。 

  

それは地球と宇宙が選んだ選択ですので誰にも止めることはできません。 

しかし、皆さんが、ライトボディの光を受け止めることによって、地球は「人類を含めた再統合」への道を歩むこ

ととなります。 

  

皆さんは地球の核心に、地球の人類が存在する次元を生みだし、その次元を地球の再統合のために使用することが

できまし、私達も、そのことを心から願っていました。 

  

皆さんが、天の川銀河の様々な星の問題を解決し、一つにまとめていただいたおかげで、この地球のみならず他の

多くの星々とそこに住む叡智ある存在達が、地球と同じように多次元への分離と再統合の道を歩むことができるよ

うになりました。 

  

この再統合というには、さなぎが脱皮して蝶になるのと同じようなことです。 

私達も、そして星々も、その姿形を変えながら成長していきます。 

その成長に最も適した姿形へと移り変わっていく事は決して不思議なことではありません。 

  

皆さんの中に流れ込む光の質が変化することにより、皆さんの姿形が、今までと異なって見えることは当然の事と

いえます。 

地球の中においても、異なる場所に住む人達の姿形が、その場所の環境や民族の目的にあわせて異なる物となって

いる事と何ら変わりがありません。 

  

ただし次元が変わることによって、その姿形だけでなく、人類の能力や特質も大きな変化を受けることになります。 

ライトボディのステージへのメッセージ 
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 スピリットが目覚めてくると、今皆さんが行っているように、今まで目に見えなかった神々や天使たちがもっとは

っきりと見え、自由に会話をしたり一緒に活動ができるようになりますし、地球以外の星へも自由に行けるように

なります。 

  

皆さんが星のツアーで行っていることが現実の世界となり、その時に使用される能力や皆さんの姿形、そして資質

が通常の物となるということです。 

  

星々にしても、その星の役割や目的が変わることにより、受け止める光の質が大きく変わっていきます。 

すると星々も、自らの DNAを変化させ、姿形や質をより良いものに変化させていきます。  

それは決して恐れる事ではありません。 

この宇宙にとっては普通に行われている事であり、皆さんのスピリットはそのことを何度も経験してきました。 

皆さんは、この星々の多次元化と再統合の仕事を行うために地球に送られたプロフェッショナルなマスター達であ

るともいえます。 

  

今回、多くの次元から構成される地球の再統合を通して、この天の川銀河の幾層にもわたる次元が大きな進化を迎

えることになります。  

そのためには、地球の物理次元に住む人類にその多次元化と再統合を手伝ってもらわなければならなかったのです。 

しかし地球の物理次元は「忘却の星」と呼ばれる原則があり、スピリットの記憶を全て忘れたところから、皆さん

は生まれ育たなければなりません。 

  

私達は多くのマスターと共に、皆さんを見守り、皆さんを育ててきました。 

しかしこの任務を思い出してくれる人々は、本当に少数です。 

アシュタールをはじめプレアディウスやベガ、シリウスなどの多くの銀河連合のグループのマスター達が地球に入

り、人々を目覚めさせるために長い時間をかけてサポートを行ってきました。 

  

そしてようやくあなた方のグループにおいて、目覚めたスピリット達がそろい、この宇宙が大きく進化していく為

の準備が整ったのです。 

皆さんは、自分たちが活動することによって、この地球がパラレルワールドに移り混乱したり破滅したりするので

はないかと心配しているかもしれません。 

  

しかしあなた方の活動がなければ、人類の次元やフェアリー達の次元がやがて失われ、地球の再統合ができなくな

る可能性もあるのです。 

  

皆さんの活動は、この天の川銀河をはるかに超えた偉大な宇宙の創造者達の意志であることを信頼してください。 

あなたがたが、大きく成長することによって、あなた方の活躍は時と空間を越えて広がります。 

あなたがたのスピリットは本来そのような仕事をしていたスピリットであることを思い出してください。 

  

これから宇宙の光に参加される皆さんも同じです。 

それぞれのスピリットが、素晴らしい資質を持っています。 

この「宇宙の光」の地球の物理次元における最後のステージを完成さえるために集まってきているのです。 

 それでは、このライトボディの新しいステージが成功するように、多くの創造主をはじめマスターや天使、ドラゴ

ン達が見守りサポートを行わせていただきますのでよろしくお願いいたします。 
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〇アチューメントについて 

 

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。 

エネルギーを送る人は相手のことを思い、健康になるように意識しながらエネルギーを送ります。 

エネルギーを送られた人は、そのことによって体が暖かく感じられたり、光や何かのイメージを感じたりすること

もありますし、症状の緩和が起こることもあります。 

 

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。 

 

 

○アチューメントはどのように行いますか 

 

アチューメントとは、私達とこの宇宙意識が、女神様や天使達の姿をとおしてつながって行く事です。 

宇宙意識は私達に理解しやすいように、私達にとってなじみ深い天使や女神様の姿で私達に特定のエネルギーを送

ってくれます。 

まず、アチューメントを受けてくださる方の名前を呼びイメージしながら、天使やマスター達に、相手に光やエネ

ルギーを行ってくださるようお願いいたします。 

そして祈りの言葉やマントラを、それぞれ２～3回読み上げてください。 

後は、天使やマスターが、相手の方とつながり、相手の方を癒し導いてくださいます。 

アチューメントを行う人も、天使やマスターと共にいて、その光を一緒に受けてください。 

約 20～30分でアチューメントは終了です。 

 

 

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、天使達やマスター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。 

アチューメントに関するご説明 
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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

転させ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。 

 

アチューメントの効果はさまざまですが、人と比較するのも無意味ですし、望みの効果がでなかったからと言って、

アチューメントが無駄であるという事はありません。 

その人に必要なタイミングで何かが起こってきますので、この宇宙を信頼しておこなってください。 

 

 

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、体の癒しが起こりますので、体がだるくなったり熟睡してしまうこともあります。 

体がとても熱くなったり様々な感覚や体感が起こる事もありますので、ゆっくりとくつろいで行ってください。 

感情的なストレスが強い人には、脳神経への働きかけも起こりますので、頭が重くなったり、頭痛が起こるときも

ありますが、しばらくすると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「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 
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●アチューメントを送る方は、可能な限り電話での言霊伝授でお願いします。 

１、メールなどで、アチューメントの日時が決定しましたら、受け手の方に事前にテキストを送り、アチューメン

トを受ける意志の確認を行ってください 

 

２、アチューメントを行う前に、身の回りをかたづけ、神聖な場所をおつくりください 

 

３、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、女神やマスターへの挨拶、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。 

電話が使用できないに方は、受け手の許可を得て、メールでのやり取りでお願いいたします。 

 

４、アチューメントが終了しましたら、後日相手の方と、メッセージや感想などについて分かち合ってください。 

  もし相手が、他の方へアチューメントを行いたいという気持ちがあれば練習相手になってあげてください。 

 

 

〇テキスト・イラストの取り扱いについて 

 

このテキストは、天使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。 

イラストは KISAさんもしくはえんじぇる（佐藤弘之）さんの所有になりますので、アチューメントの紹介・広告・

説明に関して HPやブログでの使用は認められていますが、それ以外の事には使用しないでください。 

 

○しても良い事（許可事項） 

アチューメントを行うにあたり、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） 

アチューメントの紹介・広告・説明などで、テキスト内のイラストや文書を HPなどで使用する事。 

 

○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。 

このアチューメントに関係のないところでイラストを無断で使用する事。 

 

【アチューメントに関するお願い】 

 

○アチューメントの祈りの言葉などは、できうる限り直接電話などで行う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。 
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〇クリスタルの特性について 

クリスタルは、本来この地球の大地の中で、地球の意識とエネルギーによって育てられました。 

クリスタルの中には、この地球の女神ガイアや多くの光の存在につながる記憶とエネルギーが満ちており、私達に

多くのギフトと気づきをもたらします。 

 

クリスタルは、2つの特性を合わせ持っています。 

ひとつは、私達の精神を自由に飛翔させ、様々な想像力と創造性を高める事。 

そして、私達の心を静かに保ち、深い意識レベルで、大地や宇宙の意志とつながりグランディングさせる事。 

 

クリスタルを使用することの利点は、クリスタルは、私達の潜在意識に働きかけ、私達の能力を高めることです。

私は、いままで様々なクリスタルと出会ってきました。 

そしてクリスタルと共に瞑想を行い一緒に過ごすことで様々な能力やパワーを目覚めさせてきました。 

チャネリング能力もそうですし神々の世界を認識する能力やアチューメントを開発する能力も、クリスタル達のサ

ポートがあったおかげで、私はそれを獲得し育てることができたのです。 

 

ライトボディのアチューメントでは、私達が通常の意識から、精妙なライトボディの次元に移行していく為に、ク

リスタル達がとても大きなサポートをします。 

クリスタルはとても純粋なエネルギーや情報をその中に持っており、皆さんのエネルギーと感受性を高めます。 

クリスタルは、マスター達から送られる光や様々な情報を増幅して、皆さんが、そのエネルギーを受け取ることを

容易にしてマスター達とのつながりを深めることをサポートします。 

 

〇クリスタルの使用法 

 

１、クリスタルによるチャクラの活性 

アチューメントの時は、大きめのクリスタルを体の正面に置き、向かい合うようにするととても効果的です。 

クリスタルの光とパワーが、あなたのチャクラと光でつながっていくように想像することで、あなたのチャクラと

スピリットのシステムを活性化してライトボディへの移行をスムーズに行うことを助けます。 

またクリスタルを通して、マスター達の光が増幅されてあなたに送られてきますので、さらにパワーアップしたア

チューメントを受けることができます。 

 

２、クリスタルを通してマスターとつながる。 

両方の掌でクリスタルを包むようにして、クリスタルのエネルギーを両手から体全体に満たしていくようにするこ

ともとても効果的です。 

クリスタルのエネルギーにより、あなたの体とスピリットの感性がとても高まり、光やエネルギーを感受しやすく

なります。 

クリスタルが媒体となり、マスター達からのメッセージを伝えてくれることもあります。 

またクリスタルを手にすることで、心を冷静に保ち雑念を追い払うことを容易にしますので、マスターの光にさら

に深くつながることもできると思います。 

クリスタルの活用について 
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３、クリスタルから情報を受け取る 

クリスタルからの情報を受け取る場合には、クリスタルとあなたのサード・アイが、つながっているように想像し

て、両手の親指でクリスタルを強くこすることで、クリスタルを活性化しその情報を受け取ることができます。 

もしくは、クリスタルをサード・アイに充てて深く深呼吸をしてください。 

あなたのサード・アイとハートチャクラのエネルギーがクリスタルと同調して、様々な情報を受け取ったり、自分

の秘められている可能性を開くこともできます。 

クリスタルの情報は、皆さんのスピリチュアルレベルで認識され利用されるものですから、その情報を皆さんが直

接知ることはあまりありません。 

しかし、その情報は、あなたのスピリットを活性化し、スピリットが持つプログラムを実現していきますので、皆

さんの意識レベルや肉体レベルにもさまざまな変化が現れ、意識が向上し能力が高まることが起こります。 

 

４、ドリーム・クリスタル 

クリスタルは、皆さんのスピリットと肉体や心の働きを癒しバランスをとることも行います。 

私は良く、寝る時に大きなクリスタルを枕元に置いたり手を当てて寝たりすることがあります。 

新しいエネルギーが降りてきた時などに、そのエネルギーと自分のスピリットや肉体を同調させ、そのエネルギー

を自由に使用できるようにするためです。 

皆さんの中にも、新しいエネルギーに触れると、心と体のバランスが崩れる人もいますので、このような方法でエ

ネルギーのバランスをとることも重要です。 

ただし、グラウディングができていない人やエネルギーに敏感な人は、枕元でなく足元に置きます。 

寝ている時は、スピリットと潜在意識がバランスをとるために、様々な夢を見たりメッセージを受け取ることもあ

ります。 

 

５、ヒーリング・クリスタル 

クリスタルを自分の癒しのために使うことは、とても重要なことです。 

クリスタルによる癒しは、エネルギーレベルで行われますので、クリスタルをあなたのハートに充て、クリスタル

のエネルギーと同調していきます。 

そしてクリスタルの純粋な光が、あなたのハートの中に広がり、あなたの悲しみの感情などを光りでつつんでいる

ように想像し、過去に起こった事を許してあげましょう。 

 

６、プレイヤーズ・クリスタル 

祈りを行う人、自分以外の人に光を送る人たちにとってクリスタルはとても大きなサポートを行います。 

皆さんの純粋なエネルギーをクリスタルは感じとり、そのエネルギーを増幅して送ることができます。 

アチューメントをおこなう時などにも大変便利です。 

この時は、片手・もしくは両手でクリスタルを包むようにして、あなたのハートチャクラとクラウンチャクラに光

がつながっているように想像してください。 

クリスタルの中に、相手のイメージを想像してクリスタルを通して相手に光を送ることもできます。 

 

＊クリスタルの購入に関して 

クリスタルは TAKESHI の方で、女神や天使、マスター達のエネルギーを入れ活性化したクリスタルを準備しており

ます。片手で持てるくらいのサイズから２０Kを超えるような特大サイズまで準備しております。 

「エンライトメント・クリスタル」 http://stone1.shop-pro.jp/ 

 

 

http://stone1.shop-pro.jp/
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アチューメント創始者 瀬戸武志＆宇宙の光 

公式 HP 宇宙の光  http://hikari1.com/ 

ライトボディの HP http://lightbody1.com/ 

アメブロ 宇宙の光 

http://ameblo.jp/takeshi-hikari/ 

Eメール TAKESHI hikari@k-suai.com 

 

伝授者 

 

 

イラスト 

えんじぇる （佐藤弘之） 

アメブロ http://ameblo.jp/angel-art2010/ 

 

 

 

ゴッド・ユニオン 

「ライトボディ 意識進化の光」 

LIGHT BODY RAY １ 
 

 

 

http://hikari1.com/
http://lightbody1.com/
http://ameblo.jp/takeshi-hikari/
mailto:hikari@k-suai.com
http://ameblo.jp/angel-art2010/
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ライトボディ・ステージの最初のアチューメントは、ゴッド・ユニオンによる「意識進化の光」です。 

ゴッド・ユニオンとは、この宇宙の 4 大エレメントや太陽と月、陽と陰などの宇宙の大切なエレメントを統治する

働きを行うマスターです。 

ユニオンは、私たちの意識とスピリット、そしてボディにおけるエレメントを整え、そのバランスを取るとともに、

そのエネルギーをより高次なものとしていきます。 

 

マスターは私たちの意識を、クリスタルのパワーと神聖幾何学をもちいて活性化し高めていきます。 

クリスタルの純粋な光とパワーは、私たちのネガティブな感情や価値観に染まった意識を浄化しクリアーにしてい

きます。 

また、特殊なクリスタルがその内側に秘めている情報は、私たちにとっても非常に有益なものとなります。 

 

またゴッド・ユニオンによって一人一人描かれる「神聖幾何学」は、その人のエネルギーバランスを高めるために、

４大エレメントを補ったりするほか、その人固有のスピリットの働きを目覚めさせたり活性化したりします。 

そして何よりも、アチューメントを受ける人と、この宇宙に存在する高次のマスターの光をしっかりとつなぐため

の「光の通路」を生み出していきます。 

 

ゴッド達によって生み出される「光の通路」は、皆さんに「宇宙から送られる愛と叡智」を、常にそのハートとス

ピリットにとどめます。 

私たちは、宇宙からの偉大なるギフトである「愛と叡智」を、意識に中にとどめることにより、さらにその意識を

高次の世界へと導くことができるのです。 

 

私達は、自分を限定したり否定するような意識から離れ、自分のスピリットや魂が持つ働きや目的に目覚めます。

そして、その目的を遂行するための能力を高めていくこととなります。 

また、私達は、「愛と喜び」を持って、人類と地球のための「ライトワーク（光のための仕事）」を行えるようにな

ります。 

 

地球が、これから大きく進化していく時代に、私達も地球とともに成長し、新たな時代へ生命をつないでいきたい

とおもいます。 

「地球と人類のライトボディ」その最初の第１歩は、私達の意識を進化させ高次のマスター光の通路でつながるこ

とです。 

そして、常に「愛と叡智」をうけとり、喜びを持って生きていくことが可能になるようにすることです。 

 

 

 

 

 

 

 

ゴッド・ユニオンによる「意識進化の光」 
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このアチューメントは、クリスタルと神聖幾何学を使用して、皆さんの感情を癒し意識の進化を図ります。 

まず皆さんの持つネガティブな感情や意識をクリアーにして光に統合していきます。 

また一人一人に合わせた神聖幾何学が描かれ、皆さんの意識状態に合わせた光が送られます。 

皆さんは、このアチューメントにより「神聖な世界」への旅を始めることとなります。 

 

〇挨拶の言葉 2回唱える 

 

「それではこれから、ゴッド・ユニオンの「ライトボディ 意識進化の光」のアチューメントを〇〇様に行わせて

いただきます。どうか私達にゴッド・ユニオン並びに高次元のマスターと天使達の光をお導きください」 

 

〇祈りの言葉 ３回以上唱える  

 

偉大なる光のマスター、ユニオンよ、神聖なる光のクリスタルよ 

私達に浄化と変容のための光を与えてください。 

そして神聖幾何学の働きによって、私達の意識とエネルギーを高め、 

神聖なる光の世界へと導いてください 

私達と、この地球、地球に生きる多くの生命達が、 

神聖なる光とゴッデス達の恵みを分かち合えますよう祈らせてください。 

  

ホーリー・クリスタル・バイブレーション 

ホーリー・ゴッド・バイブレーション 

 

 

○アチューメントのイメージ 

１、ゴッド・ユニオンを呼び出し、あなたのハートと光でつながってください 

ユニオンの導きで、ライトボディ・パレスと呼ばれる神殿に入ります。ここは 7階建ての塔の様になっており、

まず 1階の部屋に入りましょう。 

 

２、部屋の中にはとても大きな「ホーリー・クリスタル」がありますのでそのクリスタルに向かい合い、あなたの

ハートとクリスタルをひかりでつなげます。 

クリスタルの光が、あなたとつながると、あなたの体の上に、六芒星や五芒星などの神聖幾何学が現れてきま

す。これらはあなたのチャクラやスピリットのシステムを向上させるための神聖幾何学です。 

 

３、この部屋には、光があふれるベッドも置かれています。そのベッドの上に横になると、あなたの体を、まるで

医療器具の MRIの様に光がスキャンしていきます。この光は、あなたのチャクラやスピリチュアルなボディを

活性化していきます。人によっては、体の中にクリスタルが輝き始めるように感じる人もいます。 

 

 

「意識進化の光」アチューメント 
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アチューメント創始者 瀬戸武志＆宇宙の光 

公式 HP 宇宙の光  http://hikari1.com/ 

ライトボディの HP http://lightbody1.com/ 

アメブロ 宇宙の光 

http://ameblo.jp/takeshi-hikari/ 

Eメール TAKESHI hikari@k-suai.com 

 

伝授者 

 

 

イラスト 

えんじぇる （佐藤弘之） 

アメブロ http://ameblo.jp/angel-art2010/ 

 

 

 

ゴッデス・ダナ 

「スピリチュアル DNA（ディー・エヌ・エー）の活性」 

LIGHT BODY RAY ２ 
 

 

 

http://hikari1.com/
http://lightbody1.com/
http://ameblo.jp/takeshi-hikari/
mailto:hikari@k-suai.com
http://ameblo.jp/angel-art2010/
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これらのことにより、皆さんのスピリチュアルなボディやチャクラが、高次の世界へと引き上げられていきます。 

ゴッデス・ダナとは昔からいる女神ではなく、スピリチュアルな DNAの活性を行うために新しく生み出された女神

です。 

私達が学んだところによると、人間には細胞の中にある物理的な体を作るための DNAとスピリチュアルな意識や感

情、神経系統などを作り出す「スピリチュアルな DNA」があります。 

スピリチュアルな DNAは、クリスタルや高次元の光を用いて修復したり活性化することができます。 

その方法は、古くからの伝統的なミスティックなグループに受け継がれて現在も存在しています。 

 

スピリチュアルな DNAが活性化されると、その人本来の意識や能力が目覚めてきますし、自分自身の本質や目的な

ども理解できるようなります。 

また DNAの中には、現在の地球での経験だけでなく、スピリットが持つ古い記憶も刻まれていますので、地球に来

る以前に活躍していた時代の記憶などにもアクセスすることが可能となります。 

 

私たちは、意識的、無意識的にかかわらず、「スピリチュアル DNAの活性」のアチューメントを繰り返し行うこと

で、自分のスピリチュアル DNAのなかに刻まれた大切な情報にふれ、その情報を活性化し、自分の潜在的な記憶や

能力を目覚めさせることができるようになります。 

 

中にはこの DNAが目覚めることにより、飛躍的にスピリチュアルな能力を高めることが可能となる人もいるでしょ

う。 

それらの人は、チャネリングの上達やビジョンの可視化、ヒーリング能力の向上、直観力・判断力の向上などを体

験するかもしれません。 

またあふれるばかりの至福感や愛の感情に満たされる人もいるかもしれません。 

また反対に、過去の苦しい思い出や恐れに惑わされる人もいるかもしれません。 

 

DNAの中にある記憶は、すべてあなたの内側にあるものであり、あなたによって目覚めさせられ活用されるために存

在しています。 

恐れや不安はその活用を妨げますが、その感情を理解し原因を解決してあげることで、今まで以上の能力や意識の

向上が見られることがよくあります。 

私たちは、自分の潜在意識の中にあって、自分自身に大きな影響を与えている感情や意識を解消してあげることも、

DNA活性の一つの目的であると考えています。 

 

スピリチュアルな DNAが活性されることにより、より高次のエネルギーが体内に入り、細胞や臓器の機能が高まり、

心身のバランスが取れてきます。 

体は、その人の意識の状態を反映するものでもありますから、より意識が高まることにより、今までよりもパワフ

ルでしかも繊細な体のシステムというものが出来上がってくるのではないでしょうか。 

DNAが活性化し意識が高まるにつれ、私たちの肉体もより効率的で自然と調和したものとなりますし、体は疲労を感

じなくなり、人生を喜びとパワーで再創造していけるようになるのです。 

私達が持つスピリチュアルな DNAを活性化し、私達の能力を高め本質に目覚めさせていきます。 

ゴッデス・ダナによる「スピリチュアル DNA の活性」 
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またスピリチュアルな DNA が活性化されると、その能力を肉体レベルでも発揮できるように、肉体レベルの DNA に

対しても活性を行い始め、肉体とスピリットの両システムをより高次なものとしていきます。 

今回は、叡智と目覚めの神、ヘルメスがサポートします。DNAの構造を表し、DNAが翼をもってさらに軽やかな光に

統合される象徴である杖（カドゥケウス）の光りが、あなたの DNAの活性を助けます。 

 

〇挨拶の言葉 2回唱える 

 

「それではこれから、ゴッデス・ダナの「スピリチュアル DNA（ディー・エヌ・エー）の活性」のアチューメントを 

〇〇様に行わせていただきます。どうか私達にゴッデス・ダナ、ヘルメス並びに高次元のマスターと天使達の光を

お導きください」 

 

〇祈りの言葉 ３回以上唱える  

 

偉大なる光のマスターゴッデス・ダナ、ヘルメス、そして我々を守護する光の存在達よ。 

私達が、光の道を歩むために、私達のスピリチュアル・DNAを活性化してください。 

私達の DNAが素晴らしい光と叡智に目覚め、ライトボディに移り変われますよう祈ります。 

そして、地球と地球に生きる多くの生命達が、光の世界に導かれますよう祈ります。 

 

DNA アクティベーション    DNA エボリューション 

DNA アクティベーション    DNA エボリューション 

 

〇スピリチュアル DNAの活性のイメージ 

ライトボディ・パレスの 2階に上がります。 

そこには、ゴッデス・ダナと目覚めと叡智のマスターヘルメスが

待っています。 

彼らのハートと光をつないだ後、ゴッデス・ダナの光によって、

自分が大きなシャボン玉に包まれフワフワ浮いているように想

像してください。 

そしてヘルメスの杖（カドゥケウス）の中心部から光が放たれ、

あなたとシャボン玉を包みます。 

あなたは、心も体もさらに大きな黄金色の光に包まれ、体の境界

がなくなりシャボン玉と一つになります。 

さらに、身も心も軽くなり、大空に浮かんで楽しく遊んでいます。 

あなたが、高い次元に浮かび上がっていくと、太陽のようなシト

リントパーズの黄金色の光りがさらにあなたのスピリットを

神々しい黄金色に変えていきます。 

 

 

 

「スピリチュアル DNA の活性」のアチューメント 
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ライトボディの HP http://lightbody1.com/ 

アメブロ 宇宙の光 

http://ameblo.jp/takeshi-hikari/ 

Eメール TAKESHI hikari@k-suai.com 

 

伝授者 

 

 

イラスト 

えんじぇる （佐藤弘之） 

アメブロ http://ameblo.jp/angel-art2010/ 

 

 

 

ゴッデ・アルシャー 

「ライトボディのための癒し」 

LIGHT BODY RAY ３ 
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それではアルシャーからのメッセージを伝えさせていただきます。 

私アルシャーは、皆様の心と体そして本能と呼ばれる皆様の深い意識を癒し導くためにやってきました。 

 私は、多くのマスターたちと異なり、表に出ることはあまりないのですが、皆様の意識のアンバランスや皆様の集

合意識の歪みやなどにも深く関わり、その修正を行うことを役目としております。 

  

今回のアチューメントでは、皆さんのスピリットの進化を助けるために、皆さんの潜在意識に深く降りていくこと

となります。 

  

なぜなら、潜在意識は、あなたの通常の意識と異なり、多くの感情やエネルギーをたくさんため込んでいる場所で

あり変化を恐れる習性があります。 

あなた方が、自らの感情や思いを浄化し続けてきたことは、私達もよく知っています。 

しかし潜在意識の中にため込んでいる感情や価値観には、あなた方はほとんど気づくこともなく、それらに大きな

影響を受けながら生きています。 

  

皆さんがどれほど、意識レベルで、ライトボディへの進化を望み、努力したとしても、あなたの潜在意識がそれを

拒み、又変化を恐れていたのでは、貴方のライトボディは、十分な成長を遂げることはできません。 

成長するどころか、あなたの潜在意識とあなたの意識が反発し合って混乱を起こしてしまうこともよくあります。 

  

潜在意識は、あなたの感情の集合体です。 

あなたが今まで、楽しかったこと、うれしかったこと、また反対に苦しかったことや悲しかったこと、傷つけられ

たことなどの感情が集まり、様々な経験とリンクし合います。 

  

もしあなたが、何かの行動を起こし、それが成功して多くの人から喜ばれることをたくさん経験したとすると、あ

なたは同じような行動を行うことを喜びと感じ、そのことに対して積極的に行動します。 

あなたはその行動の結果が喜びであると知っているからです。 

  

また反対に同じことを行ったとしても、その結果が自分自身や他人に認められず、苦しく悲しい結果を招いたとし

たら、あなたは同じような行動を行うことを恐れます。 

また失敗するのではないかと思い、その行動に積極的になることをしません。 

たとえ自分の意識では、その行動は価値があり、しなくてはいけない事だとわかっていても、自分の潜在意識が、

その行動に対して、恐れを抱きブレーキをかけてしまうのです。 

  

私のアチューメントでは、そのような意識と潜在意識の間にある不調和を出来うる限り解決していきたいと思いま

す。 

あなたの潜在意識の中にため込まれたネガティブな感情を喜びの感情に変えていくように、安らぎの光を送り、あ

なたの苦しみや悲しみの感情を溶かして行きましょう。 

あなたの潜在意識の中に残っているエネルギーが、どんどん浄化されていくことでしょう。 

もちろん、浄化していくときに様々なことが起こるかもしれませんが、そのことを気にしないでください。 

ゴッド・アルシャーによる「ライトボディのための癒し」 
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 皆さんはよく浄化のための好転反応などが起きると思っていますが、それも皆さんの考えです。 

好転反応によって浄化が起きていることを確認する必要があると思っているからです。 

  

ライトボディなどの大きな変化に対して皆さんの意識や潜在意識がどのように関わっていくかもお話ししましょう。 

私達は、今回ライトボディのアチューメントを進めるにあたって、最初にお約束したことがあります。 

それは今回行われるライトボディのアチューメントでは、皆さんの意識やスピリット・レベルの進化だけでなく、

肉体システムの進化も併せて行うということでした。 

  

つまり、皆さんは、過去に数回ライトボディになる体験をしたことがあります。 

もちろんこの地球ではありませんが、高次の文明を誇る星で、文明の最終段階としてライトボディへの進化を試み

たことがあります。 

その時、うまく行った場合もありますが、うまく行かなかった場合もありました。 

うまく行かなかった時というのは、皆さんのスピリットが、ライトボディに移り変わるときに、その肉体や潜在意

識のシステムとの同時進化がうまくおこなえなかったことが原因でした。 

  

皆さんは、ライトボディになる時に、スピリットが進化して、物理次元から次の次元に入っていきます。 

その時に、スピリットと自分の肉体や潜在意識を分離させてしまう事が起こるのです。 

肉体は、食物を食べたり睡眠をとったりして肉体を維持します。 

また性的な行為で自分自身を満足させようとしますが、それらの行為や思いが、スピリットと切り離される事にと

ても大きな恐怖を覚えてしまうのです。 

  

つまり親であるスピリットから見放された子供のように、スピリットの進化によって自分が孤独になる事、不要に

なる事を恐れてしまうので、親であるスピリットの進化を邪魔しようとします。 

 スピリットは、そのような肉体の行為にいらだち、分離間を強めてしまいます。 

その結果ライトボディへの進化はアンバランスなものとなってしまうのです。 

  

私達は、過去のそのような経験から、ライトボディに移り変わるのは、スピリットだけでなく、人間の本能と呼ば

れる肉体の意識と潜在意識も併せてライトボディへの進化を行おうと考えています。 

そのために、今回は、ライトボディのステージを 7ステージに分けて、段階的な進化を行っていきます。 

皆さんのスピリットだけでなく、潜在意識や肉体の意識もともに強調し合いながらライトボディに進化していくた

めです。 

  

私アルシャーは、その肉体意識と潜在意識に深くかかわり、スピリットと共に歩むように光を送ります。 

また皆さんも、自らのスピリットばかりに意識をとられるのではなく、自分の体、本能と呼ばれる食欲、睡眠欲、

性欲なども否定することなく大切に見守ってあげてください。 

そして、あなたの中に眠る大きな感情の貯蔵庫である潜在意識にも目を向けて、そこにため込んでいる感情たちが

安らぎと喜びに満たされるように助けてあげてください。 

  

あなたが辛い時、悲しいときは、私たちの名前を呼んでください。 

私達は、あなた方、ひとりひとりをしっかりと守護しサポートするために、あなたのすぐ近くにいます。 

私達は、あなた方をサポートするために、いつでも最大限の愛を送ります。 

あなた方にこの地球の未来が委ねられているからです。 
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ゴッド・アルシャーは月夜の静けさのようなゴッデスで、私達の感情や意識を癒し落ち着きを取り戻してくれます。 

DNAの活性によりスピリチュアルレベルと肉体レベルに様々な変化が起こりますから、それらのバランスを取り、よ

り高次の世界へと統合していきます。またライトボディへの変容をスムーズに行えるようにサポートします。 

 

〇挨拶の言葉 2回唱える 

 

「それではこれから、ゴッド・アルシャーの「ライトボディのための癒し」のアチューメントを〇〇様に行わせて

いただきます。どうか私達にゴッド・アルシャー並びに高次元のマスターと天使達の光をお導きください」 

 

〇祈りの言葉 ３回以上唱える  

 

「私達は、ライトボディに進化するために、自らの潜在意識と肉体の意識を癒します 

私達が一つに統合され、理想的な進化を遂げるために、 

私達は、このスピリットと意識、肉体そして潜在意識を光で包みます 

ゴッド・アルシャーや高次元のマスター達よ 

私達を癒し、私達を統合し、私達を光の世界へと導いてください 

そして、地球と地球に生きる多くの生命たちにも素晴らしい光を広げてください 

私達とこの地球、そして多くの生命たちが、共に進化していけるよう祈ります。 

 

ホーリー・ボディ、ホーリー・マインド、ホーリー・ソウル、ホーリー・スピリット 

すべてが光のもとに癒され統合されますように 

 

〇イメージについて 

あなたはライトボディ・パレスの 3階に入ります。 

正面にはゴッド・アルシャーが立っています。 

周りは美しい野原、遠くには山も見えています。 

ゴッド・アルシャーの前に立つとあなたのチャクラが活性化し光を放

ちます。 

第 1チャクラは赤色、おなかの第 2チャクラはオレンジ、みぞおちの

チャクラは黄色です。 

更にハートのチャクラは緑（ピンク）、のどのチャクラは青です。 

サード・アイは紫、クラウンチャクラは黄金色に輝き、さらに体全体

を黄金色に包み光で癒していきます。 

あなたは、自分の体をとても愛しているように感じいたわってくださ

い。そして眠ること、食べる事、愛することを喜びとして受け取って

ください。 

あなたの愛を、体と生理的な欲望、潜在的な意識に向け、美しい光で

一つにしていきましょう。 

 

「ライトボディのための癒し」アチューメント 
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ゴッデス・レイは、ゴッデス・ダナのさらに上位の次元にいるマスターで、宇宙の創造主の光によって生命たちの

DNAを生み出したり、その生命に必要な光を、創造主の光を調整することによって生み出しているマスターです。 

 

ゴッデス・レイ（RAY）のアチューメントは、皆さんの DNAを活性化するだけでなく、より多くの光とエネルギーを

DNAの中にもたらすことが目的です。 

そうすることで、今まで以上の速さで DNAを活性化し、私たちのスピリットと体をより高次の世界へと押し上げて

いくことが可能となります。 

より宇宙の根源に近い光を、私たちが吸収することによって、私達が、ライトボディへと移り変わっていくことを

容易とします。 

 

また、ゴッデス・レイは、私たちのネガティブな感情やトラウマやカルマなど、本来は存在する必要のないものに

対しても、優しい癒しの光を送ります。 

私たちが、自分自身をもっと深く癒し愛することができるように、つらい過去を癒し喜びへと変えていきます。 

私たちが、ライトボディに移り変わるときに、最も大きな障害となるのが、移り変わることへの恐れや不安などで

す。 

ゴッデス・レイは、そのような感情を癒し、私たちの意識を、豊かでパワフルな「宇宙意識」へとつなげてくれま

す。 

私たちが、自分たちの意識をしっかりと宇宙の意識へとつないでおかなければ、ライトボディは、進むべき方向を

見失ってしまいます。 

高次の世界には、私たちの活動を見守りサポートしてくれている多くのマスターや天使たちがいます。 

彼らとも、しっかりとつながり、彼らのサポートを受け続けることを可能にしてくれるのも、このアチューメント

の特徴です。 

 

また、ゴッデス・レイは私たちのエネルギーを「地球意識」とも深くつなげてくれます。 

私たちが、よって立つ地球は、私たちのエネルギーと共鳴しあうことで、お互いの存在をその中に抱きながら進化

を行っていきます。 

地球がこれから高次の意識の中に入る時、私たちの意識が古いままだと、共に進んでいくことができなくなります。 

私たちは、愛すべき地球と共に、新たな世界を形作る使命を持って活動しています。 

地球と共に、新たな光の次元に入るために、まさに光の体（ライトボディ）が必要となってくるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴッドス・レイによる「宇宙意識への目覚め」 
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ゴッデス・レイとは宇宙の創造の光を、相手の状況やレベルに合わせて最適な形にしてを送ります。 

この光によって、皆さんのチャクラは活性化され、素晴らしい光のエネルギーで満たされ、皆さんの意識と能力を、

より高次なものへと引き上げていきます。 

さらにスピリチュアルとボディの DNA も活性され、皆さんがより高次の世界に存在する「根源の愛」の世界へと目

覚めるサポートを行います。 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、ゴッデス・レイの「宇宙意識の目覚め」のアチューメントを〇〇様に行わせていただきます。

どうか私達にゴッデス・レイ、並びに高次元のマスターと天使達の光をお導きください」 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える  

 

「宇宙の更なる光のマスター達よ、 

私達が、宇宙の深淵なる法則を理解し、宇宙の秘密の扉を開くことをお許しください。 

私達は、自らとこの地球のために、その身をライトボディへと変容させていきます。 

私達が、宇宙の神聖なるマスターと共に生き、ともに働くために、 

新たな世界を、創造主と共に築き上げていくために、私達は生まれ変わります。 

 

私達の光は、この地球と地球に生きる多くの生命達を輝きで満たします。 

私達の愛は、この地球と地球に生きる多くの生命達を喜びで満たします。 

 

ユニバーサル・レイ  ユニバーサル・レイ  ユニバーサル・レイ 

 

〇イメージについて 

今回のアチューメントでは、ライトボディ・パレスの 4

階に入ります。そこでは、ゴッデス・レイが私達に、宇

宙の深淵なる法則と光を解き明かします。ゴッデス・レ

イの光により私達のスピリットも光り輝き、本来の姿に

戻ります。 

その姿は、この地球に愛を送る「愛の女神、愛のマスタ

ー」です。私達は宇宙の偉大なるマスターとなって、こ

の地球と地球に生きる生命達に光を送ります。 

その光は、私達のハートから、この地球に広がり、地球

を愛で満たします。 

 

 

「宇宙意識への目覚め」のアチューメント 
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アチューメント創始者 瀬戸武志＆宇宙の光 

公式 HP 宇宙の光  http://hikari1.com/ 

ライトボディの HP http://lightbody1.com/ 

アメブロ 宇宙の光 

http://ameblo.jp/takeshi-hikari/ 

Eメール TAKESHI hikari@k-suai.com 

 

伝授者 

 

 

イラスト 

えんじぇる （佐藤弘之） 

アメブロ http://ameblo.jp/angel-art2010/ 

 

 

 

セントラル・サン＆セントラル・ムーン 

「ライトボディの光」 

LIGHT BODY RAY ５ 
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http://lightbody1.com/
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偉大なる光の子供たちよ 

あなた方の活動に深く感謝いたします。 

あなた方が、この地球と宇宙に送ってくださる光は、地球と宇宙に対してとても大きな働きをしています。 

皆さんの肉体の意識だけでなく、スピリットそのものが光に満ち溢れ、この宇宙に輝かしい光を送っているのです。 

 

しかし、皆さんはさらに大きく進化していかなければなりません。 

皆さんに課せられた働きは、皆さんを更に高い「愛と安らぎ」の世界に導くことから始まります。 

この宇宙の創造の原理ともいえる「愛」の世界、それは、ただ安らぎと静けさだけが存在する世界です。 

 

今まで皆さんはとてもアクティブに行動してきました。 

そして宇宙の創造の仕組みや魔法の力なども学んできました。 

皆さんは、宇宙の創造の過程を自ら実践してきました。 

 

皆さんが次の学ぶことは、この宇宙の創造の原理である「愛」の働きです 

愛は、すべてを生み出し進化させる源の力です。 

宇宙の星々やそこに住む生命達だけでなく、生命達を守護する天使達もそこから生まれてきました。 

 

しかし愛の源の世界は、決して高次の世界だけにあるのではありません。 

そのあふれるばかりの幸福感と安らぎは、皆さんのハートの中にも流れてきています。 

皆さんが、その世界に入ることによって、皆さんは瞬時に、この宇宙を取り巻く「愛の源」の世界とつながること

ができるのです。 

 

この体験は、古くから人々が追い求めてきた「悟り」の世界とよく似ています。 

皆さんの心に満ち溢れた幸福感は、皆さんを深く癒し愛に満たします。 

そして、その癒しと愛は、皆さんの心から、周りの人々に広く伝わっていきます。 

この「愛の源」から生まれる癒しと愛を、この地球と地球に生きる人々に伝えることが、ライトボディの目的です。 

 

皆さんは、「愛の源」によって大きな覚醒体験を起こします。 

それは、物理的な世界で生きているために、様々な感情や現実的な意識にとらわれていますが、そこから皆さんを

解放していくためのものです。 

皆さんは、現実生活で起こるさまざまな物事にとらわれずに、自分のスピリットの働きを理解できるようになりま

す。 

そして皆さんは、自分が本来持っている能力やパワーを目覚めさせることができるようになるのです。 

 

皆さんは、この「愛の源」の世界に触れることで、人間としてより高次の意識を保つことができるようになります。 

そして皆さんの人生を、さらに素晴らしい目的のために、新たに創造していくことができるようになるのです。 

 

 

セントラル・サン＆セントラル・ムーンによる「ライトボディの光」 
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セントラル・サン＆セントラル・ムーンによる「ライトボディの光」 

今回のライトボディ・シリーズのメインともいえるアチューメントです。 

セントラル・サン、セントラル・ムーンと私が呼んでいるマスターは、この宇宙に光を送る太陽と、その光を和ら

げ生命に適した形に変容させる月の役割を担うマスターで、共に協力し合うことで、生命達の生きる源となる光を

作り出しています。 

このアチューメントにより、私達は、不要な感情やエネルギーを払落し、「愛の源」と呼ばれる宇宙の創造の原理に

深くつながることで、自らの意識と肉体、そしてスピリットをライトボディへと大きく変容させていきます。 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、セントラル・サンとセントラル・ムーンの「ライトボディの光」のアチューメントを〇〇様

に行わせていただきます。どうか私達にセントラル・サンとセントラル・ムーン並びに高次元のマスターと天使達

の光をお導きください」 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える  

  

偉大なる「愛の源」の光よ、私達を安らぎと幸福に導く光よ 

私達が愛の光によって、この宇宙の創造のエネルギーと深くつながり 

より高次の愛の波動を身につけることができますよう祈らせてください 

この地球、この宇宙、そしてすべての生命達に 

「愛の源」の光と天使達の神聖な光を満たしてください 

 

ホーリーライト・バイブレーション ホーリーライト・バイブレーション ホーリーライト・バイブレーション 

  

〇イメージについて 

私達はライトボディ・パレスの 5階に入ります。

そこには、サンとムーンの 2人のマスターが待っ

ており、私達を太陽と月のシンボルがある光の通

路に案内します。 

その通路は各所に神聖幾何学が描かれ、私達の不

要なエネルギーや感情を取り除き、私達の体は光

にあふれてきます。やがて、六芒星の形にクリス

タルが配置された部屋に入ります。 

隣には、私達の浄化のための滝や光があり、そこ

で最後の浄化を行ったあと、クリスタルの神聖幾

何学の中に入り、神聖な光を受け取ります。 

その光は、偉大なる愛の源に続く光です。  

 

「ライトボディの光」のアチューメント 
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この地球の素晴らしい子供たちよ、皆さんが心と意識だけでなく、スピリットを癒し覚醒させる時がやってきまし

た。 

皆さんは、自分の内側にどれほど偉大なスピリットが存在しているのか、まだ十分には理解していません。 

それはとても素晴らしく美しいものではありますが、皆さんの人生の中で、皆さんの心や魂同様に傷つき、その働

きを制限されてしまいました。 

 

スピリットとソウルを共に癒し活性化させることはとても大切なことです。 

皆さんのエネルギーがどんどんライトボディに移り変わっていくとき、ソウルとスピリットもその影響を受け進化

していきます。 

その為に、ソウルとスピリットの傷やトラブルが浮かび上がってくるのです。 

それは、あなたの現在の人生における問題かもしれませんが、今までのいくつもの人生の中で傷つけ続けてきた問

題であるかもしれません。 

また、あなたの意識の癖や不要な習慣がトラブルの元になっている場合もあります。 

今回のアチューメントは、そのような傷やトラブルの原因を浮かび上がらせるとともに、もう不要なものとして解

消していく助けをします。 

 

あなたのチャクラもそうです。 

様々な原因によって、十分な働きをしていないことがよくありますが、その原因を取り除き、美しいロータス・フ

ラワーのように輝かせましょう。 

チャクラは、この宇宙の神聖なエネルギーをたくさん取り込み、あなたの生命エネルギーやスピリチュアルエネル

ギーをより豊かにしていきます。 

 

チャクラの働きが、十分に活性化し光を取り込めるようになったなら、あなたのスピリットもさらに輝き始めるこ

とでしょう。 

スピリットの働きは、美しい光のウイングにもたとえられます。 

まるで天使が美しい羽を広げ、天使の愛と美のエネルギーを多くの人々に与えるように、あなたも光のウイングを

大きく開き、あなたのパワフルなエネルギーを更に広げていってください。 

 

あなたは、もうすでに自由であり輝くばかりの愛とパワーを身につけることができます。 

そして、あなたのソウルとスピリットも、さらに高次のライトボディに移り変わり、今以上の資質と能力を目覚め

させることができるのです。 

 

何も恐れないでください。 

あなたの中にある偉大な真実を信じてこれからも進んでください。 

 

 

 

 

「スピリチュアルな癒しとエンパワーメント」のメッセージ 
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マスターアメンラー 女神ラメール 「スピリチュアルな癒しとエンパワーメント」 

 

今回のアチューメントは、ライト・ボディ・アチューメントの最後のアチューメント「スピリチュアル・ライトボ

ディの光」を前に、そのエネルギーは、私達のスピリットに流れ込み、私達のスピリチャル・レベルの癒しと覚醒

を行います。 

私達のソウルや肉体だけでなく、私達の本質ともいえるスピリットにも、偉大なるマスターの愛と光を導き私達の

高次の意識やソウルが大きく変容していくための準備を行います。 

このアチューメントは、TAKESHIの直伝の場合は、遠隔によるスピリチュアル・ヒーリングを伴って行われます。 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、マスターアメンラーと女神ラメールの「スピリチュアルな癒しとエンパワーメント」のアチ

ューメントを〇〇様に行わせていただきます。どうか私達が愛と光の中で生きていくことが出来るようにマスター

アメンラーと女神ラメール、並びに高次元のマスターと天使達の光をお導きください」 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える  

  

偉大なる創造主であるアメンラーと偉大なる愛の女神ラメールの光により 

〇〇さんの正当でないすべてのエネルギーとすべての意志を光に返します。 

アメンラー  アメンラー  アメンラー  アメンラー 

ラメール   ラメール   ラメール   ラメール 

  

 

偉大なる創造主であるアメンラーと偉大なる愛の女神ラメールの光により 

〇〇さんを癒し、本来のスピリットとソウルの力を回復させます。 

アメンラー  アメンラー  アメンラー  アメンラー 

ラメール   ラメール   ラメール   ラメール 

  

 

偉大なる創造主であるアメンラーと偉大なる愛の女神ラメールの光により 

〇〇さんの本来の資質と能力を高め、光のマスターへと導きます。 

アメンラー  アメンラー  アメンラー  アメンラー 

ラメール   ラメール   ラメール   ラメール 

  

  

〇イメージについて 

このアチューメントは、皆さんのスピリットを浄化するだけでなく癒しと覚醒を行いますので、クラウンチャクラ

からハートチャクラに、光が流れ込み、ハートチャクラからオーラ全体に光が流れ込むように想像してください。 

「スピリチュアルな癒しとエンパワーメント」のアチューメント 
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このアチューメントは、私自身が大きなスピリチュアル的なトラブルから解放されるためにマスターから頂いた光

です。 

私は、マスターアメンラーと愛の女神ラメールから、自分のみならず相手のスピリチュアルな状態を確認しながら、

スピリチャル・レベルに入り込んだネガティブなエネルギーを浄化して癒す方法を学びました。 

そして、チャクラのエネルギーを活性化してその働きを高めることやスピリットのパワーの現れであるウイング（翼）

を開いてその人のスピリットのパワーを高めることも行います。 

そして最後に、皆さんの体の周りに 6本の光の柱を立て、皆さんの体とスピリチュアルなエネルギーを高めるとと

もにシールドを張り防護を行っていきます。 

 

１、ネガティブなエネルギーの除去 

 

皆さんのスピリチュアル体に影響を与えているネガティブなエネルギーを除去し、皆さんがそれらの物の影響を受

けないようにしていきます。 

また皆さんの感情や意識によって作られたエネルギーの滞りや不調和を正していきます。 

このセラピーを行っているときは、オーラの中にため込んだエネルギーを取り除いていきますので、体の各場所が

圧迫されたり引っ張られたりして、エネルギーが解放されていく様子がわかると思います。 

 

 

２、チャクラの活性とチャクラ・ロータスの形成 

 

それぞれのチャクラをクリーニングするとともに活性化していきます。 

次に、７つのチャクラを 3つのチャクラ・システムに分け、各システムごとにチャクラ・ロータスと呼ばれるエネ

ルギーの活性を行っていきます。 

チャクラ・システムは、NO１～NO３のチャクラで構成されるボデイ・チャクラ、NO４＆５のチャクラで構成される

ソウル・チャクラ NO６＆NO７のチャクラで構成されるスピリチュアル・チャクラに分けられます。 

それぞれのシステムごとに、蓮の花弁（ロータス・フラワー）を大きく開き、そのチャクラ・システムを活性化し

ていきます。 

3つのロータス・フラワーが開き終わったとは、クラウンチャクラから愛の光を入れ、それぞれのフラワーの中心を

通し、皆さんのセントラル・コアをしっかりと形作っていきます。 

その後地球のセントラル・コアと皆さんのコアをつなげていきます。 

このセラピーを行っているときは、体が広がっていくような感じやロータス・フラワーによって体が浮遊するよう

な感じが生まれてきます。 

 

 

３、光のウイングの活性 

  

その人のスピリットの特性に合わせて、スピリットのエネルギーを活性化し、天使の羽のような光りの翼を形成し

ていきます。 

TAKESHI の直伝 遠隔によるスピリチュアル・ヒーリング 
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体の前後にオーラがあるように、光のウイングも体の前後にあります。 

しかし、様々なエネルギー的なブロックにより光のウイングは傷つけられ、自由に広がることができません。 

私は、そのエネルギー的なブロックを取り外し、皆さんの光のウイングが広がっていくことをサポートします。 

光のウイングは、皆さんのスピリット・パワーの表れでもありますので、この光のウイングを広げることによって、

皆さんのスピリチュアルな能力や資質が高まることと思われます。 

このセラピーを行っているときは、体が拡張していくように思えたり、体を光が包んでいるように思えたりします。 

 

 

４、光の柱によるシールド 

   

その人のスピリチュアルなボディや肉体の 6方向に、愛の柱、正義の柱、癒しの柱などを立て、その光で皆さんを

守護していきます。 

光の柱は、皆さんの肉体とソウル、そしてスピリットをしっかりとつなげパワーアップさせていきます。 

皆さんの特質により、立てられる柱は変わることがありますが、神聖な光のエネルギーによって、あなたの特質に

光が当てられ強化させられてきます。 

また 6本の柱が一つになることで、あなたは大きな柱の内側に入ることになります。 

この天と地をつなぐ柱により、あなたは守られ導かれます。 

あなたは、マスターと女神の恩恵を受け、あなたのミステリアスなパワーに目覚めていくことでしょう。 

 

 

この 4つのセラピーが、「スピリチュアルな癒しとエンパワーメント」のアチューメントと共に行われますが、場

合によっては、リーデイングやカルマの浄化、封印の解除など、皆さんにとって必要なことが行われてきます。 
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ゴッデス・オリジンによるスピリチュアル・ライトボディ。 

  

それではライトボディ・シリーズの最後にあたるライトボディ７、ゴッド・オリジンによる「スピリチュアル・ラ

イトボディ」の解説に入りましょう。 

  

皆さんが今まで行ってきたライトボディのアチューメントにより、皆さんは、自分の意識では理解できないレベル

で多くの変容を行ってきましたが、皆さんの物理的なレベルでの変容は、おそらく一番最後に現れてくるでしょう。 

  

まずあなたのスピリット・レベルやソウル・レベルでの変化をしっかりと受け入れてください。 

皆さんはすでにこの宇宙の意識と共鳴できる意識レベルに来ています。 

皆さんのスピリットは、本来、皆さんが持っていた素晴らしい能力を思い出しつつありますし、その能力を発揮す

るための準備に入っています。 

  

勿論、人によっては、その能力を発揮することを恐れたり不安に思ったりする時もあるでしょう。 

そのような人は、過去に、その能力に関わるいくつもの苦しみや悲しみに出会った事が思い出されたかもしれませ

ん。 

しかし、そのような感情が表に出てきたということ自体が、あなた自身がより良い方向に向かって変容していると

いう証拠です。 

  

あなたは、その思いやエネルギーを解放するための勇気と能力を目覚めさせてきたのです。 

あなたは過去に捕らわれることなく、新しい未来を選択したために、不要な思いがシャボン玉のようにあなたの内

側から沸き起こり消えていったのです。 

あなたのスピリチュアルな DNAは、そのような浄化と解放を繰り返しながら、自らの成長を遂げていきます。 

  

あなたはスピリット・レベルにおいては、とても大きな変化を起こす時期に来ています。 

その変化とは、この地球の波動から、あなた方がこれから創造するであると思われる新たな地球の波動のほうにシ

フトしていくことです。 

  

これは難しい言い方かもしれませんが、このように理解してください。 

今まであなた方の遺伝子とその遺伝子により構成される肉体と意識は、現在の地球に適応するように作られてきま

した。 

地球の物理的な環境の中で生活できるように、物理的な肉体を持ち、魂を持ち、そしてスピリットを持つというよ

うにいくつもの階層に分化されて生存してきたのです。 

  

肉体も、地球の物理次元に生きるために作り出されたために、しっかりとした筋骨によって支えられています。 

そして、皆さんの意識も、地球の生活に適応できるように、物理次元の事を中心として考えられるように作り上げ

られ、スピリットが持っている記憶や能力が制限されることになりました。 

  

ゴッド・オリジンによるライトボディの特徴 



宇宙の光 地球と人類の進化のためのライトボディ テキスト 35 

 

これが今までの地球と私達の世界です。 

しかし、地球自身が、今までの制限の多い世界から、さらに自由な新たな世界へ脱却しようとしているのです。 

地球は物理次元の制限をどんどんはずしていき、地球の他の異なる次元とも交流を始めました。 

皆さんがレムリアやアトランティスの復興を行い、一つの世界として次元をつなげていったことも、その大切な要

因となっています。 

  

地球はこれからもっとダイナミックな世界へと向かっていきます。 

あなた方の意識は、この地球と共に、あたらし世界へと向かっていくのです。 

皆さんには、まだこの地球がどのような世界に向かっていっているか理解できないでしょう。 

それも当然ですが、これだけは信頼してください。 

「地球はいくつもの世界を統合して、もっと自由で軽やかな世界に向かって歩んでいます。」 

  

皆さんがライトボディの光を受けて変容していくのもそのためです。 

皆さんも自分の中にあるいくつもの世界を統合して、もっと自由で軽やかな世界に入っていくのです。 

その為に、今まであなたが意識的、無意識的に持っていた感情や思いを手放し、自分の中に眠っていた様々な資質

を呼び起こす必要があるのです。 

  

あなたはそのことを恐れる必要はありません。 

他の人達と異なることをして自分が孤立するということも恐れないでください。 

  

確かに、現在、身も心もライトボディに移り変わるために努力している人はほんのわずかです。 

しかし、それらの人が作ったライトボディへの道をこれからたくさんの人が歩むこととなるのです。 

  

皆さんがまさに開拓者であり、皆さんの意識に導かれるようにして多くの人達が、ライトボディへと向かうように

なります。 

いうならば、あなた方は、道なき道を切り開き、山の頂を目指す登山者のようなものです。 

あなた方の前に道はないかもしれませんが、そのあとには素晴らしい道が生まれ、他の人々も安心して山の頂へと

登ることができるようになるのです。 

  

あなた方が山の頂に上りつめた時、そこから見える光景の美しさとすがすがしい空気を感じることができるでしょ

う。 

山頂に辿り着くと、あなた方は今までの苦労にも感謝を覚えます。 

あなた方が行ってきたことは、すべて喜びと変わるのです。 

  

たとえ、自分の中の恐怖や苦しみと闘い続けてきたとしても、そのことを克服することにより、あなたは喜びと強

さを身に付けます。 

そして、同じような事で悩み苦しんでいる人達に、自信をもって手を差し伸べることができるようになるのです。 

それは、あなたがそのことを乗り越えることができたからにほかなりません。 

  

あなた方は、これからも、自分の中にあるものを、闇であれ光であれ、統合し続けます。 

その過程において、まだこれからも多くの事を学び、癒し、浄化し続けていくでしょう。 

ライトボディを目指す人間には終わりはないのです。 

しかし、あなた方は、節目節目において、自分がどれほど成長してきたか確信することはできます。 
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皆さにとって、このライトボディ・シリーズをやり終えたことは、とても大きな節目となります。 

  

前回のアチュイーメントから、その光のエネルギーと浄化のエネルギーは一気に高まってきました。 

最終のアチューメントであるこのライトボディ 7においても、今まで以上の浄化と変容が行われます。 

その為に、今回は、ゴッド・オリジンと共に、宇宙における「生命の川」と呼ばれるとてもミスティックな領域に

属するマスター達もサポートには入ります。 

それでは、ゴットオリジンを含めデバインリバーとウイング達の働きについて次の章で説明しましょう。 
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【ゴッド・オリジン】 

  

まず今回のライトボディ 7の光をメインで支えるゴッド・オリジンは、運命を創造する神といわれています。 

私の役目は、皆さんの未来を創造していくことです。 

皆さんは、人の運命も未来も、自分自身の力で創造できるという事を学ぶことができました。 

ある一定の人達にとって見れば、運命や未来は、自分の力では変えることのできない不変のものでした。 

地球がかつて大きな制限の壁を持って存在していた時は、その通りでした。 

  

しかしその壁はアーネストのエネルギーにより打ち破られ、皆さんは自分の運命も未来も自由に創造できることを

知ることとなりました。 

勿論、皆さんの中には、まだ自分の未来と運命を変えることができないという幻想に惑わされている人もいますが、

彼らもやがて目覚めてくることでしょう。 

  

私ゴット・オリジンは、皆さんが自分の理想とする運命と未来を創造することを大きくサポートします。 

皆さんが、ライトボディのアチューメントをおこなって目覚めていくにつれ、皆さんの中にある能力と資質が芽生

え、皆さんの現実を自分の理想に基づいて再創造していく力がどんどん高まっていくのです。 

  

ライトボディというのは、ただ皆さんの意識が高まるだけでなく、皆さんの中に眠っている様々な資質と能力を目

覚めさせることでもあります。 

そのことによって、皆さんは自分の運命と未来を自分で作りかえるパワーと能力を身に着けていくのです。 

  

この地球に生きる多くの人達が、自分の運命と未来は自分が創造できるということに気づき、自分の中にある能力

と資質を目覚めさせることを行ったなら、この地球はとても大きなパワーを得ることができます。 

そのパワーは、まだ地球の制限の中で眠りについている人たちを目覚めさせ、人類全体の大きな進歩にたいして、

とても大きな役割を果たすことでしょう。 

  

ゴッド・オリジンはこの地球と地球に生きる皆さん一人一人が、ライトボディに生まれ変わり、自由でかけがえの

ない人生を歩むことを大きくサポートします。 

  

  

【デバイン・リバー】 

  

そして、私と共に皆さんをサポートするマスターの一人が、デバイン・リバーと呼ばれるミスティックなマスター

です。 

彼は、ほとんど、皆さんのような叡智ある存在達の前に出ることがないマスターです。 

彼の役割は、皆さんにとって見えざる世界、まだ創造されていない世界のエネルギーを取り扱うマスターです。 

  

彼は皆さん自身の目に見えない世界から、新しい変容の種を芽生えさせます。 

ライトボディ７のマスター達 ゴッドオリジン＆デバイン・リバー 
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つまり皆さんの高次のスピリットの世界における変容を静かに進めていくのです。 

このことにより、皆さんは、自分自身では知ることもできないスピリットの高次の世界から、ライトボディへと移

り変わる準備を行う事となります。 

  

デバイン・リバーは皆さんもふくめて、この宇宙の生命の循環をつかさどるマスターでもありますから、皆さん個

人の中に流れている宇宙のエネルギーの循環を適正に管理することもできます。 

皆さんの中に、宇宙のエネルギーの循環（宇宙における聖なる河）が適切に行われば、皆さんはその「宇宙の聖な

る河」であるデバイン・リバーにその身を浸し、デバイン・リバーのエネルギーと共に存在することが可能となり

ます。 

  

このデバイン・リバーは、あなたの中に滞っている様々な感情や不要なエネルギーを川の中に押し流してしまうこ

とができます。 

その結果、あなたは今まで、どうしても手放すことができなかった感情や潜在意識のエネルギーをデバイン・リバ

ーの流れの中で浄化し解放することができるようになります。 

  

この生命の河は、とても神聖でパワフルです。 

宇宙の循環に伴わないものは、再びエネルギーそのものに形をもどして、流れの中に飲み込んでいきます。 

あなたの中にある不要な感情やエネルギーも、この川の流れの中にきっと飲み込まれていくでしょう。 

後に残るのは、不要なエネルギーが抜け落ち、純粋な愛と喜びのエネルギーとなったあなた自身です。 

  

宇宙の聖なる河の流れに身を任せてください。 

あなたはこの宇宙に流れる美しいリズムの中で生きていくこととなるでしょう。 

  

  

【グレート・ブッダ＆マイトレーヤ】 

  

最後になって、このライトボディ・シリーズの本当の中心的なマスターが姿を現してきました。 

それがかつて地球に生まれたとき仏陀と呼ばれていたマスターです。 

彼らは、この宇宙に存在する叡智ある生命達の意識の成長のために古くから努力しています。 

  

そして、人々を救世の世界へと導くマイトレーヤも仏陀と共に私達の前に姿を現してきました。 

彼ら 2人のマスターによって、今度は、まだ意識成長の準備ができていない人を、ライトボディに導くための新た

なステージ（アチューメント）が用意されているようです。 
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ゴッド・オリジンとデバイン・リバーの「スピリチュアル・ライトボディ」 

 

ゴッド・オリジンとは、私が「運命を創造する神々」と呼んでいるマスター達の一人です。 

このマスター達は、創造主からもたらされた特別なエネルギーから、生命の本質を作り出し、その生命に運命を与

えていきます。その生命がどのように生まれ、どのように育っていくかということが、その生命の本質のプログラ

ムに書き込まれていくのです。 

このゴッド・オリジンによって、私達のスピリッチュアル・レベルにおけるライトボディの活性化が行われます。 

私達が、自分のスピリットの本質や役目に気づくことで、自分の人生を「愛と喜び」に満ちた素晴らしいものへと

変化させていく事を可能にします。 

また、私達がさらに高い次元に入り、より高次のマスターや天使たちと共に活動できるようにします。 

 

〇挨拶の言葉 

 

「それではこれから、ゴッド・オリジンとデバイン・リバーの「スピリチュアル・ライトボディ」のアチューメン

トを〇〇様に行わせていただきます。どうか私達が愛と光の中で生きていくことが出来るようにゴッド・オリジン、

デバイン・リバー並びに高次元のマスターと天使達の光をお導きください」 

 

〇祈りの言葉 ３回唱える  

  

私達を神聖なる愛の世界に導くゴッド・オリジンとデバイン・リバーよ 

私達の中にある不要な感情とエネルギーを聖なる河の流れに溶かし 

私達を純粋な愛と喜びの存在としてください 

私達は、常に宇宙の永遠なる循環と共に生きていきます。 

そして私達は、自らの資質と能力に目覚め、自分の人生を創造していきます。 

私達の光と思いは、この地球に広がり、多くの人々の目覚めを助けます 

  

ゴッド・オリジンよ、デバイン・リバーよ 

私達を神聖なる愛と喜びの存在にしてください、 

  

ホーリーライト＆ホーリーサイキュレーション 

ホーリーライト＆ホーリーサイキュレーション 

ホーリーライト＆ホーリーサイキュレーション 

  

〇イメージについて 

このアチューメントの時は、あなたが宇宙の聖なる河にその身を浸し、浄化と解放を行っている様子や、浄化が終

わり体全体が光輝いている様子を想像してください。 

 

 

「スピリチュアル・ライトボディ」のアチューメント 
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星のツアーの報告から、スピリチュアルな DNAの秘密とゴッデス・ダナ、ゴッデス・レイについてのレポートを掲

載しておきます。 

 

私達は、生命の基本となるスピリチュアルな遺伝子についての詳細を、この世界のマスターから聞くことができま

した。 

このスピリチュアルな DNAを活性化させることで、その人が本来持っている神聖さを目覚めさせることができるの

ですが、DNAはとても複雑な働きを持っており、そこに光を与えることは、とても深い意味を持ちます。 

 

細胞や遺伝子が光を受け取ることで、脳の働きが活性化され、普段の生活とは異なる意識レベルへと導き、無意識

レベルの脳の働きも活性化していきます。 

そして無意識の世界に眠っている能力や本来の魂の働きを目覚めさせるために、現実世界にもさまざまな変化が起

こってきます。 

そして、それらの経験によって、眠っていた能力が働き始め、私達に理解できる形で現れてくるのです。 

 

アチューメントも、スピリチュアルな DNAを活性化し、その人の魂レベルの目覚めを引き起こしていきます。 

特に、ゴッデスや創造主クラスのアチューメントは、その人の顕在意識だけでなく潜在意識にも深くかかわってき

ますので、より深い働きを行います。 

 

この貯蔵庫には、人間の様に叡智ある存在のスピリットの遺伝子もあるようですが、物理世界に存在できる者達は、

このスピリットの遺伝子と共に、細胞を構成する遺伝子も併せ持っているようです。 

またスピリチュアルな存在においても、存在している次元が上がれば、それだけ複雑な DNA を持ちより高度な働き

ができます。 

クリスタル・ドームにいる女神の様に、星の生命と連動している惑星意識などは、人間たちとはかなり異なる DNA

を持っていて、根源の世界と深くかかわり合いのある DNA構造になっているようです。 

 

DNAに光を送って修復することにより、肉体レベルの DNAであれば、傷ついた細胞を修復し元に戻す事や病気を治し

たり長生きする事にも役に立つようです。 

またスピリット・レベルの DNAに光を送ることで、DNAが持っているその生命の本来の姿に立ち戻り、本質を目覚め

させることができるようになります。 

DNAの修復を行う光を持っているマスターは数名いらっしゃいますが、特にグレート・ウイザード様とグレート・仏

陀様はとりわけ効果的な働きを行う光を保持しています。 

 

グレート・仏陀様は、ダルマ（法）と呼ばれる宇宙の真理を明らかにすることで、その人の意識が覚醒し、DNAに大

きな刺激を与え、DNAを活性化することができます。 

グレート・ウイザード様は、魔法の力を使って DNAの修復を行い、叡智ある存在の本質を遺伝子レベルで目覚めさ

せる働きをします。 

 

参考資料 スピリチュアルな遺伝子の秘密と新しきゴッデス 
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私は、その話をきいて、グレート・仏陀様とグレート・ウイザードの、DNAに対する働きを一つにしたゴッデスを生

みだせないかお願いしてみました。 

すると２人とも喜んで協力してくださることになり、２人の間を大きな光が取り巻き始めました。 

私も、グレート・ゴッデス達やグレート・マリアージュの光をこの場所に呼び込み祈ります。 

すると光の中から美しい女神が現れてきました。 

お名前をグレート・ダナ(DNA)とさせていただくと、よろこんで私達に協力してくださることを述べられました。 

 

グレート・ダナは、ネガティブな感情に捕らわれたり傲慢さや支配欲によって、自分自身の本質の素晴らしさを見

失った存在達に対して、DNAレベルで変容をおこし、神から与えられた神聖なる役目に再び目覚めることを手伝って

くれることでしょう。 

 

 

〇根源の光から DNAを作り出すグレート・レイ 

 

私達は、DNAの秘密についてマスター達と話し込んでしまいましたが、さらに上の次元に行くように道案内のマスタ

ーに諭されました。 

上の次元に上っていくと、さらに大きく光輝く女神が待っています。 

彼女の役割は、根源の光から送られてくる光のエネルギーを変化させて、その生命に特有な遺伝子構造を作り出す

ことのようです。 

私達が見た、多くの貯蔵庫に蓄えられていたスピリットの DNAは、すべてこのゴッデスであるグレート・レイが作

り出しているようです。 

彼女は、根源の光と最も近いところにいるゴッドのようで、根源の光を自由に変容させることができるようです。 

 

私達は、グレート・レイと光でつながり、彼女の光を多くの星や存在に導くことができるようにしてもらいました。 

ゴッデス・レイの光を受け止めることで、その光はとても大きな働きを行い、その存在の本質をさらに目覚めさせ、

自分たちの役目を思い出すことを可能にしてくれます。 

 

この宇宙でも、多くの存在達が、自分たちのエゴのために、自分たちの本質を忘れてしまい、支配欲や独占欲にと

らわれ、他の生命と共存して生きることを忘れています。 

また、自らの感情の虜になって、自分たちの社会や星に混乱を起こしたり争いを起こす存在達も増えてきました。 

それらの存在は、最悪の場合、創造主達から懲罰のために、星に隕石を落とされて死滅してしまうこともあります。 

 

私達が、グレート・レイの光を使って、その生命達に適切な光を送る事が出来たら、星の人達も早い時期に、自ら

の本質に戻ることができるかも知れません。 

またグレート・仏陀やグレート・ウイザード、そしてダナの光を使うことにより、自らの遺伝子を活性化させ、自

分の能力を高めることができる存在達も増えてくることでしょう。 

私達が、この宇宙の中で果たす役割が大きくなればなるほど、彼らの光は、私達と多くの叡智ある存在達にとって

は、かけがえのない救いの光となることでしょう。 

 

私達の今日の星のツアーは、この宇宙の重大な真理「生命を生みだす仕組み」について学び、偉大なるゴッデス「グ

レート・レイ」にお会いできただけでも、とても有意義なものでした。 

そして、グレート・ダナというかけがえのない仲間を生みだすことができました。 
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