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PART1 シャーマンの魂を持つ人達の解放 

 

この地球にはシャーマンと呼ばれる独自の

文化や能力を持った人達が世界各地にいま

す。 

彼らは、地球に住む先住民族と呼ばれる種族

達の中で、精神的なリーダーや神官、神を憑

依させる者などと呼ばれる立場にあります。 

 

日本で言うならば沖縄の神人（カミンチュ）

である「ノロ」やアイヌのシャーマン達がそ

のような人達にあたるようです。 

 

彼らの能力は大変優れていて、この地球のエ

ネルギーや太陽、星々のエネルギーと感応し

てそれらを人々と結び付ける働きをします。 

また地球や太陽、月、星々の調和を取る事で、

この地球の自然環境を安定させたり、地球に

生きる多くの生命を調和あるものにする事

も行ってきました。 

 

実際「ノロ」達は、沖縄（琉球）の太陽神や

豊穣の神々をその身に憑依させたり交信す

る事で、沖縄（琉球）の土地を守ってきたと

み言われています。 

彼らは基本的に霊的な存在を信じており、そ

の霊的な存在によって人間が生み出された

と考えていますので、霊的な存在や自然霊、

あるいは祖先の霊と交信する事はけっして

第 1 章 アセンション前夜 

最後の解放 
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不可思議な事ではなく、彼らの助言を生きて

いる人達に伝える事を好ましく思っていま

す。 

 

またこれらのシャーマン達は、自分がすむ土

地を浄化し守護する事を役目としています

ので、大地の豊穣を祈る事やその地に生きる

人々の幸福を願う事を常に行ってきました。 

しかし時として、ノロなどのシャーマン達は

時の権力者によって利用され、権力者の地位

を守り、さらに強い力を手に入れるために利

用される事もありました。 

実際、琉球の尚真王代に全国のノロの管理者

として制定された聞得大君という役職は「ノ

ロ」の頂点にたつ存在で、首里城内の 10 の

御嶽と斎場御嶽を掌管し全国のノロ達を支

配していたようです。 

 

実は Ellie（恵理）さんは母親の家系は「ノ

ロ」や「ユタ」を輩出してきた家系で彼女の

中にもそのような遺伝子が残っており、彼女

が霊的な存在を見る事や近い未来を知る事

を助けてきたのです。 

 

10 月後半から Ellie さんの体調が非常に悪

くなったために、その原因を調べていたとこ

ろ、彼女のなかにある「ノロ」としての資質

に大きく関わっている事に気付きました。 

通常のサイキックアタックやエネルギーの

浄化のために起こっている体調不良とは異

なっている症状でしたので、Ellie さんの内

的な問題が関わってきているのだろうと私

達も考えていたのです。 
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私達はスターピープルの力を借りて、Ellie

さんの先祖にあたる「ノロ」の方と話しをし

ていきました。 

「ノロ」のご先祖の方は、やはり Ellie さん

は「ノロ」の家系としてシャーマニツクな能

力を持っているので、日本各地の土地の浄化

を行う事が役目であると言いました。 

そのために、彼ら独自の浄化のやり方を教え

てもらい、それを実行する事で Ellie さんが

サイキックなアタックを受ける事が無くな

るだろうと教えてくれました。 

 

Ellie さんはその事を実践してきましたが、

体調はあまり良くなる事はありませんでし

た。 

私達は、これから子供達を育てていかなけれ

ばならないので、土地の浄化に関わる仕事を

行う事で、これ以上 Ellie さんに負担をかけ

る事はできません。 

それでなくとも、アセンションの活動のため

に、アセンションを妨害する存在達と毎日の

ように抗争を繰り返しているのです。 

 

今迄の地球に残る存在達は、少しでも光を持

っている存在達を今までの地球に残してお

きたいと考え、私達の活動を妨害してくるた

めに、私達のまわりに様々な摩擦が起きるの

です。 

そのような中で、ノロの先祖の方が言うよう

に、土地の浄化まで始めたら、Ellie さんの

身が持たない事は明らかです。 

 

私達は、私達の守護にあたっているスターピ

ープルとノロの先祖の方を交えて話しをし
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ました。 

Ellieさんがノロとして生きる事を止めるか、

ノロとしての資質をしばらく封印するか、ど

ちらかが出来ないかと私は、彼らに訴えまし

た。 

Ellie さんに、これ以上余計な負担を負わせ

たくないと考えたからです。 

 

スターピープルとノロのご先祖様の話しで

は、Ellie さんの中にある「ノロ」の遺伝子

や資質は人間として生れ持った物なのでそ

れを消す事は出来ないけれど、今は子育ての

大切な時期なので、ノロとしての資質を一時

的に封印する事で、彼女の体調が良くなるよ

うにしましょう、という事でした。 

 

私達はどちらにしろ、Ellie さんの体調が良

くならない事には、子育てや生活に大きな支

障が出てくるので、それでも結構ですと答え

ました。 

Ellie さんのノロとしての資質は、ノロのご

先祖様しか封印する事は出来ないようです

ので、私達はノロのご先祖様に、Ellie さん

がノロの資質を持つ事で様々な負担を受け

なくて済むようにお願いしました。 

 

スターピープル達の話しによると、沖縄のノ

ロやアイヌのなどの先住民族の中でもシャ

ーマンと呼ばれている人達は特殊な能力を

持っており、地球のエネルギーと意識を合わ

せ、地球を守るための仕事を行うようです。 

地球が環境汚染や戦争などによって被害を

受けている時は地球の意識も弱ってきます。 

そのような時は、ノロやシャーマンの人達が
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地球の意識を元気づけ、地球の意識の回復の

ために祈るのです。 

しかし、ノロやシャーマンの人達の意識が物

理世界の欲望にとらわれ、神聖さを失うと地

球もまた同じように神聖さを失っていきま

す。 

 

常に地球に対して祈りを捧げているシャー

マン達は、地球と一心同体なのです。 

ところが、沖縄のノロのように、その能力が

国の権力者によって利用されると、ノロやシ

ャーマン達の力が、権力者の支配のために使

用されて神聖さを失い、地球意識との同調が

崩れてしまいます。 

場合によって、権力者のために、その身と心

を捧げなければならない時もあるようです。 

 

スターピープル達は地球のシャーマン達の

多くが本来の能力を発揮する事なく、権力者

に利用されたり自分達の能力を失っている

事に疑問を持っていました。 

あるいは、Ellie さんのようにスピリチュア

ルな活動をしようとする者に対しては多く

のサイキックアタックが行われ、体調を崩し

たり病気になって早死にしてしまう人達も

多いのです。 

 

私達は今回、その理由を徹底的に調べる事に

しました。 

ノロのご先祖様のゲートを使って、ノロ達に

関わっているエネルギーや存在がいないか

調べました。 

そうすると、ノロやシャーマン達を支配し操

っている存在が見つかったのです。 
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もちろん、スピリチュアルな力を持ったダー

クピープル達です。 

彼らは、自分達のいう事を聞く霊能力者には、

自分達の持っている力を分け与え、霊能力者

として活躍させます。 

そして自分達に従わない者からは、その人の

能力や生命力を奪い去っていくのです。 

 

私達と関わっていたノロのご先祖の方も、自

分では気づかずにダークピープルからコン

トロールを受けていて、Ellie さんに土地の

浄化をする事を進めていたようです。 

そして Ellie さんが土地の浄化を行うたびに

Ellie さんのエネルギーが奪われていく仕組

みを作っていた事も分かりました。 

 

私達とスターピープル達はその事が分かる

と、ノロやシャーマン達のスピリットをダー

クピープル達から解放するための作業に入

りました。 

特に、沖縄のノロの人達は、歴代首里城に住

む国王に仕えていたために、首里城の各御嶽

の中にたくさんのノロのスピリットが捕え

られていたのです。 

スターピープルは、Ellie さんのスピリット

もそうですが、Ellie さんの先祖の中でノロ

となって、この場所に閉じ込められているス

ピリットも見つけ出しました。 

そして、多くのノロの方のスピリットを首里

城から解放していったのです。 

 

私達がその事を行ったのは10月30日から

31 日にかけての事でした。 

そしてその解放は物理世界の首里城を巻き
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込んで行われたようです。 

10 月 31 日の深夜、首里城は火災によって

焼失しました。 

本当の所、この火災には私も驚きました。 

見事にノロの方達のスピリットを捕えてい

た牢獄が焼き払われたのです。 

 

しかし、物理次元に深く捕らわれたノロの方

達のスピリットを救出するために、このよう

な方法しかなかったかもしれません。 

この事によって多くのノロ達のスピリット

が解放されていったようです。 

そしてこの事は沖縄のノロ達だけでなく世

界各地のシャーマン達に対しても大きな開

放が行われたようです。 

 

スターピープル達はこのように言いました。 

「ノロやシャーマンの人達は、新しい光の世

界に必要なのです。 

彼らが祈る事によって、新しい地球もしっか

りと成長する事が出来ます。 

ノロやシャーマンの方は、特別な才能を持っ

た珍しい種族なのです。 

星々の意識と同調して星々を守る事ができ

る種族は滅多に居ません。 

ですから、彼らを闇が多い世界に残していく

わけにはいかないのです。 

彼らが支配を受け、ネガティブな感情を持っ

て祈ったら、地球が逆に崩壊してしまうかも

しれません。 

ダークピープル達はその事を分かっていた

ので、光の地球を作らせないために、ノロや

シャーマン達を捕えて地球の波動が上がる

事を妨害していたのかもしれません。」 
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スターピープル達は、今回ノロの救出を行っ

た事で、世界中の原住民族達のシャーマンを

様々な支配から助け出す事が出来たようで

す。 

 

 

 

PART2 秘密結社に捕らわれた人々 

 

11 月に入ると次の救出が始まりました。 

私達に伝えられたアセンションの期限は

2019 年の 12 月 31 日までなので、それ

までにアセンションした世界に行く予定の

人達の救出をできうる限り行いたいとスタ

ーピープル達は思っているようです。 

本来ならば、アセンションする世界に来るべ

きはずの人達がまだ闇が多い世界に残って

いるので、それらの人達を早く助け出したい

ようです。 

 

11月に入ると様々なミステリアスなグルー

プに属している人達の救出も始まりました。 

それは古代から受け継がれている秘密結社

のようなものです。 

古代のマスター達やスターピープル達のメ

ッセージや教えをもとに作られたグループ

もありますので、古代叡智を現代的に解釈し

て、現代人に教えているのです。 

 

そのために、その教えはとても魅力的に映り、

自分の理想とする人生や裕福な生活を自分

にもたらしてくれるものであると人々に思

い込ませています。 
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それらのグループには、とても向上心がある

人や宇宙の叡智を知りたい人、自分の現実を

理想通りに生きていきたい人などが集まっ

ています。 

彼らは一般の人々よりも賢く、高い理想を持

っている人達だけに、そのグループの理念や

教えを信奉している人達も沢山います。 

 

ある夜、Ellie さんが、そのようなグループ

に入り儀式を受けているような夢をみまし

た。 

儀式の中では、特別な力をもったグループの

リーダーがイニシエーションの儀式を行っ

ているようです。 

そして、そのリーダーの背後にいる存在がイ

ニシエーションを通して、新しく入門した人

の理性をコントロールし自分に従わせるた

めのコントロールチップのような物を入れ

込んでいる様子が映し出されました。 

そこで、Ellieさんは夢から覚めたようです。 

 

翌朝、この事をエンジェル・スターピープル

に聞いてみました。 

エンジェル・スターピープルはこのように答

えました。 

「本当にもうしわけなかったのですが、この

ようなグループや組織に加入している人達

の中には、これからアセンションする地球の

中でも大切な働きをしてもらう人達も少な

からず含まれているのですが、そのような人

達が組織の中に捕らわれたまま救出できな

いのです。 

それで、Ellie さんのスピリットにお願いし

て、彼らの儀式を受けてもらい、どのような
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仕組みで人々がコントロールされているか、

調べてみたのです。」 

 

私はエンジェル・スターピープルに尋ねまし

た。 

「それで、彼らはどの様な方法でコントロー

ルされていたのですか。」 

「まず、イニシエーションの中で、イニシエ

ートを行う人を通して、その人の意識をコン

トロールするような仕組みが作られていま

した。 

もともとは、素晴らしい教えでしたので、そ

の教えに惹かれてやってくる人達を効率よ

く取り込みにはこのような方法が非常に有

効です。 

これは地球人の技術ではないようですので、

解除する事が出来ます。 

しかし、この教えによって自分もリーダーに

なりたいとか、他人が持たない能力を持ちた

いなどと考えている人は、このイニシエート

をする人達と波長が合っているので、この仕

組みを解き放つ事はできません。 

私達ができる事は、自分が属したグループに

違和感を持って、心の中でこのグループから

離れたいと考えている人達だけです。」 

 

「それでもそのような人達を解放できる事

は大切な事ですよね。」 

と私も答えました。 

「このような仕組みを持つグループが世界

中にたくさんあるのです。 

中には昔からの教えが歪められて、お金儲け

や支配欲のためにつかわれているグループ

も沢山あります。 
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人々は知らない間に、そのようなグループの

中に取り込まれ、自分が本来なすべき事を忘

れてしまうのです。 

そのように言うと、スターピープル達は姿を

消していきました。 

おそらく世界中のこのような組織から救出

できる人々を助けるためにしばらくの間働

いているようでした。 

 

 

 

PART3 動物の精霊の救出 

 

スターピープル達が救出しているのは人間

だけではありません。 

11 月から 12 月中ごろにかけて、私達の家

族の体調が非常に悪くなってきました。 

そして家の各所で、光の揺らぎのようなもの

が感じられるのです。 

時々その光は動物の形に見える事もありま

したので、それを不思議に思った Ellie さん

がスターピープル達にその事を尋ねました。 

 

そうすると、私達と活動を共にしている天照

大御神のグループの中の１人が私達の前に

現れてきました。 

「TAKESHI さん。Ellie さん。 

本当にすみません。 

今私達は、地球の闇の多い世界に取り残され

そうになっている動物達の精霊の救出を行

っているのです。 

彼らはとても純粋で献身的な存在達なので

すが、地球の人々に奉仕を行ったり生活のサ

ポートをおこなっているうちに、人々から頼



14 

 

られるようになってしまいました。 

本来は、神々の仕事を助けるだけの存在なの

ですが、この精霊達によって助けられた人達

が、彼らの事を神様に祭り上げてしまったの

です。 

そのために人々の依存欲から抜け出す事が

出来ずに、物理世界に閉じ込められてしまい

ました。」 

 

確かに、日本でも狐や白蛇などを信仰してい

る人達がいるので、そのような事も起きるの

だろうと私は思いました。 

「そうなのです。 

地球人は自分に利益をもたらしてくれる者

達ならば、だれかれ構わず拝むのです。 

なかには、人々から拝まれる事によって力を

得て、反対に地球人を支配するようになった

動物の精霊達もいます。 

今回、私達が救出しているのは、まだ善良な

意識を持っている精霊達ですので、ご安心く

ださい。」 

 

確かに、以前私達は、動物の精霊の中でも力

を持ち地球人を支配しようとする精霊やそ

の精霊を利用してアセンションの妨害を行

おうとする者達から、痛い目に合わせれた経

験がりますので、スターピープルの言葉に少

しばかり安心しました。 

 

「善良な精霊達は、新しい地球に置いても非

常に役に立つ存在なのです。 

彼らは地球の物理次元とスピリチュアルな

次元の橋渡しを行っていますので、彼らがい

ないと光の地球も上手くいかないのです。 
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そのために、この物理次元に捕らわれたまま

になっている精霊達をあなた方の家をゲー

トにして救出しているのです。」 

 

彼らの話によると、私達の家に来ると救って

もらえるよ、というような情報を流して、た

くさんの精霊が私達の家に来るようにして

いるようです。 

そして私達の家に来た精霊達を、天照グルー

プの神々が助け出しているようです。 

確かに精霊達には罪はないので、助け出して

あげなければいけません。 
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PART1 捕らわれた日本の神々 

 

アセンション前の解放でも最大の解放とな

ったのは、これから光の地球を作り上げてい

くマスター達（神々）の解放でした。 

地球のアセンションは、たくさんのスターピ

ープルやマスター、そして創造主によって支

えられているのですが、これから活躍を期待

されるのは、光の地球を地球人と共に作り上

げていくマスター達（神々）です。 

 

多くのマスターや神と呼ばれる存在は、もと

もと地球人の指導にやってきたスターピー

プル達でした。 

彼らは、古代の地球に降りたち、精神的に未

発達だった地球人を導いていったのです。 

世界の各地には、それぞれの星からスターピ

ープル達が降り立ったのですが、日本を中心

とする地域には、ベガ星のスターピープル達

が降り立ち指導にあたりました。 

 

その歴史は私達が考えている以上に長いよ

うですが、現在は天照大御神を中心としたグ

ループが日本人を守護し導いています。 

ベガ星のスターピープル達は、かつて地球に

肉体を持って活動していましたので、日本神

話の中にその姿がとどめられているのです。 

彼らは、地球人の事も良く理解しており、私

達がアセンションしていく事を助けてくれ

ているのです。 

第 2 章 日本の神々の救出 
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ベガ星のスターピープル達は同じ天照大御

神でもいくつかのレベルに分かれているよ

うですので、その事をまずお話ししておきま

す。 

 

ひとつは、高次元の世界に存在し、同じ天照

の働きを担うスターピープル達を守護し導

く天照。 

 

次に、光の地球のスピリチュアルな世界で、

光の地球を生み出し運営していくスピリチ

ュアルレベルの天照。 

 

3 番目は、これから生まれてくる光の地球の

物理次元で地球人と共に光の地球を作って

いく物理世界の天照。 

 

4 番目は、光の地球に入らない人々のために、

今までの地球で人々を導く役目の天照。 

 

私達は、現在もっとも高次元の天照と光の地

球のスピリチュアルなレベルに関わる天照、

そして物理次元で光の地球を作っていく天

照達とコミュニケーションを保ちながら仕

事をしています。 

もちろん天照大御神だけでなく大国主命、天

のウズメとも長い間、アチューメントやアセ

ンションの活動の中で共に働いてきました。 

 

そして 11 月頃から、天照大御神の指示で、

瓊瓊杵尊（ににぎのみこと）と木花咲耶姫（こ

のはなさくやひめ）と共にアセンションの活

動を行うようになったのです。 
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瓊瓊杵尊（ににぎのみこと）は、非常に正義

感が強く、アセンションする予定の人達を守

護し導いていく事が彼の役目です。 

木花咲耶姫は、豊かな創造性や母性を持つ神

で、特に女性や子供達の守護と導きを行って

います。 

 

日本人は、天照グループとの関りが深く、彼

らを崇拝している人達も多いのですが、その

多くが神々に対して商売繁盛などを強く願

っていたために、利益中心の信仰になってい

ました。 

そのために、多くの日本人が光の少ない世界

を見守る天照大御神のグループに属する事

になりました。 

 

しかしながら、アセンションしていく予定の

日本人は、光が多い世界を担当する天照のグ

ループが導いていく事になりましたので、私

達も、彼らが地球の物理世界で活動しやすい

ように共に働く事になったのです。 

12 月の中旬頃、アセンションしていく人々

と今までの地球に残る人々の区分けが進む

につれ、アセンションする世界に行く人達の

ために「日本の神々と深く繋がるためのセッ

ション」を準備するように天照大御神から申

し出がありました。 

 

それは、日本人のサポートをメインで行うの

は日本の神々なのですが、光の地球で働く天

照大御神のグループと繋がっている人達が

少なく、神々も十分に力を発揮して人々を導

く事が出来ないでいたのです。 

光の地球を担当しているスターピープル達
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からも、アセンションする予定の人達でも、

光の地球に来ていない人達が沢山いるとの

報告がありました。 

高次元の天照大御神達も、その事を気にして

物理次元を担当する神々達の働きを手助け

したいようです。 

 

私達も天照大御神の意見を聞き入れ、日本人

と天照大御神のグループを結びつけるため

の仕事を行う事にしました。 

Ellie さんは目を閉じて物理世界を担当する

瓊瓊杵尊や木花咲耶姫と繋がろうと試みま

すが、どうした事か繋がる事ができません。 

私も瓊瓊杵尊からチャネリングメッセージ

をもらおうと思い、瓊瓊杵尊の言葉に耳を傾

けようとしたのですが、私の心に言葉が入っ

てきません。 

 

しばらくすると、Ellie さんの心に、俳句の

ような言葉が浮かんできました。 

「月いづく 鐘は・・・・・・・」 

思いもよらない言葉に驚いた Ellie さんは、

この言葉が何を意味しているのか、急いで調

べました。 

 

そうするとこの句は松尾芭蕉の「月いづく 

鐘は鎮める 海の底」という俳句だったので

す。 

そしてこの俳句は、鐘をつこうにも、鐘は海

の底に沈められていて、鐘をつく事が出来な

い、というような意味でした。 

 

Ellie さんのイメージに現れてきた木花咲耶

姫は、黒いエネルギーに取り囲まれて身動き
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が出来ないような状態だったのです。 

瓊瓊杵尊も一生懸命に剣（つるぎ）を振り回

しながら、自分を取り込もうとしている黒い

エネルギーと戦っています。 

私達も、物理世界で活躍する予定の神々がそ

のような状態に陥っている事に驚き、高次元

の天照大御神達にすぐに連絡しました。 

 

天照大御神達には、瓊瓊杵尊や木花咲耶姫達

が問題なく活躍しているように思えていた

ようですので、私達の報告に驚いています。 

私達はすぐに大天使達や物理世界で活躍で

きるスターピープル達にお願いして瓊瓊杵

尊と木花咲耶姫を助けてくれるようにお願

いしました。 

 

 

 

PART2 霧島神宮での解放 

 

私達は天照大御神からの指示で、瓊瓊杵尊と

木花咲耶姫を祀ってある霧島神宮へと急い

でいく事になりました。 

鹿児島県の霧島は、瓊瓊杵尊の天孫降臨の場

所とも言われ、瓊瓊杵尊にとっては大切な場

所です。 

そしてこの神社は物理世界の瓊瓊杵尊達と

高次元の瓊瓊杵尊や天照大御神達を繋ぐ場

所でもあるのです。 

 

私達は神社にお参りした後に、神主さんから

ご祈祷を受ける事にしました。 

ただお参りするだけでなく、間に神主さんが

立つ事により、さらに強く高次元の天照大御
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神や瓊瓊杵尊の光を物理次元に降ろす事が

出来ます。 

そして神社を中心として高次元の天照大御

神と瓊瓊杵尊、木花咲耶姫の光が、物理次元

を担当する瓊瓊杵尊達をとおして、私達の世

界に広がっていくのです。 

 

ご祈祷の内容は、ちょうど Ellie さんが妊娠

しており、「安産祈願」を行う時期でしたの

で、「安産祈願」をお願いしました。 

そうする事で、お腹の中にいる子供を見守っ

ている創造主達の力も、物理世界にさらに強

く降りてくる事が出来ます。 

 

私達は、霧島神宮の神主さんからご祈祷を受

けている間、高次元の瓊瓊杵尊や木花咲耶姫

が私達の物理次元の瓊瓊杵尊や木花咲耶姫

と深く繋がる事を祈っていました。 

物理次元の神々と高次元の神々の繋がりが

絶たれるという事は、私達地球人へも高次元

の光が届かない事になります。 

そうすると、地球人のアセンションが上手く

いきません。 

 

ご祈祷が行われている間、高次元の天照大御

神達から大きな光が降ろされてきました。 

そしてご祈祷が終わる頃には、物理次元の瓊

瓊杵尊や木花咲耶姫にも光がいきわたり、彼

らも救出できたようです。 

ご祈祷が終わると私達の前に、光り輝く瓊瓊

杵尊と木花咲耶姫が現われてきました。 

 

「TAKESHI さん、Ellie さん、本当にあり

がとうございました。 
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皆さんのおかげで、私達も物理世界の闇から

抜け出して、私達を信奉する人達と共にアセ

ンションする世界へと向かう事が出来るよ

うになりました。 

 

本来は、もうこの時期には、私達はアセンシ

ョンする世界へと移っていなければならな

かったのですが、私達を信仰する人々のエゴ

や欲望に邪魔されて私達も身動きできない

状態になってしまったのです。 

今、天照大御神様の光を受けて、私達はその

ような闇のエネルギーから解放される事が

出来ました。 

本当にありがとうございます。」 

 

私達は彼らが救い出せた事に安堵感を覚え

ています。 

木花咲耶姫も続けて話しをします。 

 

「私達が闇の世界にとどめられていたのは

私達を信奉している人達が現世利益ばかり

を私達に求めているからです。 

人々の欲望が、私達のみならず高次の神々の

光をさえぎってしまうのです。 

そのために、私達も闇の多い世界の中に引き

ずり込まれてしまい、皆さんを助ける事が出

来なくなってしまいました。 

 

そして、私達が闇の中に封じ込められる事で、

本来アセンションすべき人達も私達と共に

闇の多い世界に閉じ込められ、アセンション

する世界に入っていく事が出来ませんでし

た。 

これからは、私達も自由になり、私達が行う
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べき仕事を急いで行いたいと思います。」 

 

私は 2 人の話しを聞いてとても複雑な気持

ちになりました。 

地球人がアセンションする為に一生懸命働

いているスターピープル達もいるのに、地球

人は自分の利益や欲望を実現する事ばかり

考えているので、スターピープル達に申し訳

ないと思ったからです。 

 

私の気持ちを察したのか瓊瓊杵尊が、にこや

かな笑顔で私に声をかけます。 

「TAKESHI さん、心配しないでください。 

私達も、皆さんと同じように精神的な進化を

行っていなかった時には、地球人と同じよう

に自分の事ばかり考えていました。 

 

それを暖かく見守り導いてくれたスターピ

ープル達がいたからこそ、今の私達がいるの

です。 

やがて、地球人も進化して、今の皆さんと同

じような種族に出会う事でしょう。 

その時は皆さんが辛抱強く指導してあげる

事になるでしょう。」 

 

確かに瓊瓊杵尊が言うとおりです。 

私達は、未だ進化の途上にありますので、こ

れから多くの事を学んでいけばよいのです。 

 

 

 

PART３ 隠れていた最後の闇の創造主 

 

しかし気になる事があります。 
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今回物理世界の瓊瓊杵尊達が、これほど大変

な目に合っていた事をスピリチュアルレベ

ルの瓊瓊杵尊も高次元の天照大御神達も全

く気付いていなかった事です。 

通常ならば、存在しているレベルが違えども、

同じ瓊瓊杵尊という存在ですから、これほど

の問題が起これば気付くはずです。 

これには何か理由がありそうです。 

 

私は最高次元の天照大御神にこの事を尋ね

てみました。 

やはり天照大御神達もこの事に不可解さを

感じて創造主達と共に調べているようです。 

 

「TAKESHI さん、皆さんが思っているよう

に今回の事は不自然な点がいくつかありま

す。 

物理世界の瓊瓊杵尊達を捕える事は、力を持

っているダークピープル達ならできるでし

ょうが、私達に物理世界で起きている事を、

本来とは異なる様子で見せる事は、ダークピ

ープル以上の存在が関わっている可能性が

あります。」 

 

私もそのように考えていました。 

しかし地球のアセンション期限まであと 1

週間ほどとなったこの時点で、アセンション

を妨害する創造主等がまだ残っているはず

もないのですが、もし残っていたら、地球の

アセンションも大きな問題を抱える事にな

ります。 

 

天照大御神達の捜索も難航しているようで

すので、私達もお手伝いする事にしました。 
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瓊瓊杵尊を捕えていたダークピープル達を

探し出し、その後ろに繋がっているラインを

調べる事にしました。 

 

私も瞑想状態になり、自分の意識を地球中に

拡散していきます。 

すると、私の心の中にとても高い山々が連な

っている場所が見えてきます。 

どうやらヒマラヤ山脈のようです。 

その地下から大きなエネルギーを感じます。 

 

私は地球の地下世界に詳しいシャンバラの

スターピープル達にお願いして、ヒマラヤ山

脈の地下に不自然な場所がないか調べても

らいます。 

シャンバラのスターピープル達も地球のア

センションに問題が起きては大変なのでし

っかりと地下世界を見回っているようです。 

 

しばらくすると、シャンバラのスターピープ

ルの 1 人が報告に来ました。 

「皆さん、ヒマラヤの地下に今迄存在してい

なかった次元が出来ている事が分かりまし

た。 

そしてそこに今まであった事もない創造主

が隠れているようです。」 

 

私は急いで「闇の働きをする創造主」達の生

みの親である「グレートキング」に呼びかけ

ました。 

「グレートキングよ、まだ地球の地下世界に

私達のアセンションの妨害を行っている創

造主が存在しているようです。 

どうか、すぐに行って調べてください。」 
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私の言葉を聞いた「グレートキング」はすぐ

にシャンバラのスターピープルと共に、その

場所に向かったようです。 

 

「グレートキング」はその創造主を見つける

と、私達のもとに戻ってきました。 

「TAKESHI さん、私達の思いもよらないと

ころに、まだ創造主が隠れていたようです。 

この創造主は、ダークピープル達に力を与え、

物理世界で働くスターピープル達の邪魔を

したり、TAKESHI さん達の活動にも悪い影

響を及ぼしていた事も分かりました。 

この創造主は私のほうで処理しますのでご

安心ください。」 

そういって「グレートキング」は、隠れてい

た創造主を連れて去っていきました。 

 

高次元の天照大御神も隠れていた創造主が

見つかった事で安心したようです。 

「今回は、私達も欺かれたようです。 

しかし、大事なアセンションの前にこの創造

主が見つかり、物理次元の問題をクリアーに

出来た事は幸いでした。」 

 

私は天照大御神に尋ねました。 

「この創造主を見つける事が出来なければ、

地球のアセンションはどうなっていました

か。」 

 

「この創造主は、私達はもちろん第１評議会

や第 2 評議会などでは到底太刀打ちが出来

ないほどの創造主です。 

物理世界に関わる事ができる創造主の手に

おえる創造主ではない事だけは確かでした。 
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もし彼が見つからなければ、地球のアセンシ

ョンをひっくり返す事など簡単な事だった

でしょう。」 

 

私はその言葉に、以前見つけた「闇の皇帝キ

ング」の事を思い出しました。 

「闇の皇帝キング」は、闇の働きをする創造

主の生みの親である「グレートキング」から

直接生み出された創造主で、地球と私達の宇

宙のアセンションを覆すために地球に隠れ

ていたところを私達に見つけられたのです。 

 

その時も地球のアセンションは大きな危機

を迎えていましたが、「グレートキング」が

戻ってきた今でも同じような事が起こると

は、私達は想像もしていませんでした。 

 

天照は心配そうな私達を見て言いました。 

「必ず地球は無事にアセンションします。 

それが宇宙の定めですから、TAKESHI さん

達が心配する事はありません。 

今は、アセンションのために多くの事が炙り

出されてくる時期です。 

それは皆さん個人個人がそうであるように、

この地球と宇宙も同じなのです。 

今までの様々な問題をクリアーにしていか

なければ、本当の物は生まれないのです。」 

 

天照の言葉を伝えてくれる Ellie さんも、天

照の言葉に納得しているようです。 

「地球の物理次元も、今ようやく私達天照や

私達と同じ立場で活躍している多くの高次

元のスターピープル達の光がしっかりと届

き始めたようです。 
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これから残された時間で最期の調整に入る

事でしょう。」 

 

 

 

PART４ 木花咲耶姫（このはなさくやひめ）

と石長比売（いわながひめ） 

 

天照大御神はさらに言葉をつづけます。 

「それから、TAKESHI さんと Ellie さんに

は、これから瓊瓊杵尊と木花咲耶姫にしっか

りと繋がってもらい、彼らが物理次元でさら

に活動できるようにお手伝いをしてもらわ

なければならないのですが、一つ大切なお願

いがあります。」 

私は、天照大御神に「はい。」と答えます。 

 

「実は、木花咲耶姫と石長比売の事です。 

皆さんもご存じのように、石長比売は本来な

らば、皆さんに健康長寿をもたらす存在でし

たが、その容貌が醜かったために、瓊瓊杵尊

は木花咲耶姫 1 人を妻にむかえ石長比売を

大山津見神のもとに送り返してしまいまし

た。 

これは、ある意味、物理世界で起きた物事を

象徴的に表している事です。 

高次元の世界やスピリチュアルな世界では、

木花咲耶姫と石長比売は共に活動をしてい

ます。 

彼女達は、2 人で一緒に活動する事が当然の

務めであると考えているのです。 

しかし、物理世界においては、見た目や容貌

にたいして人々の価値判断が入り、石長比売

を貶めてしまったのです。」 
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私も木花咲耶姫と石長比売の神話は良く知

っています。 

確かに、木花咲耶姫は浅間神社をはじめ、多

くの神社が祀り、信仰する人も多いのですが、

石長比売を祀る神社は少なく、信奉する人は

病気がちで、石長比売に頼って健康になりた

いと考えている人達ばかりです。 

そのために、現実世界では木花咲耶姫と石長

比売の扱いに大きな差異が出来てしまいま

した。 

 

「Ellie さんにもお願いしたいのですが、Ellie

さんはもうすでに木花咲耶姫とは深く繋が

っているようですが、石長比売とも深く繋が

り、2 人のエネルギーを調和して、本当の豊

かさや素晴らしい女性性、内なる美と健康を

地球の人々に伝えてほしいのです。」 

Ellie さんも自分で話しをしながらうなずい

ています。 

 

「それでは、天照大御神よ、私達が計画して

いる「日本の神々と深く繋がるためのアチュ

ーメント」にも木花咲耶姫と共に石長比売を

入れたほうが良い、という事ですね。」 

 

「そうです。 

2 人のエネルギーが揃う事で、木花咲耶姫も

さらに力を発揮する事が出来ますし、石長比

売も皆さんに大きく寄与する事が出来ます。 

スピリチュアルな世界と同じように物理世

界でも、彼女達を一緒に働かせてあげてほし

いのです。」 

 



30 

 

「もちろんです。 

私達も、木花咲耶姫と石長比売がともに働く

事で、今まで以上の仕事ができると考えてい

ます。 

そのようにアチューメントも構成していき

ましょう。」 

天照大御神は、私達の言葉を聞くと嬉しそう

に去っていきました。 
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PART1 アセンションに向けて天照大御

神からのメッセージ 2019 年 12 月 31

日 

 

地球に生きる皆さん、特に日本に生きる皆さ

んに大切なお話しをしたいと思います。 

これからの地球は皆さんも良くご存じのよ

うにいくつかの地球に分かれていきます。 

皆さん１人１人が自分にあった地球を生み

出すといってもよいかもしれません。 

 

そして同じような考えを持つ人達は同じ世

界に集まり、ともに新たな地球を生み出して

いくのです。 

この私の言葉を聞く人達は、今までの古い地

球を出て新しい地球に向かう人であると私

は思います。 

そしてそのような人達は、これから自分の中

にある様々な問題を解きほぐし、新たな自分

に目覚めていくのです。 

 

皆さんは今までの地球で、肉体を持って生き

るという事がどれほど素晴らしい事か体験

してきました。 

肉体を持つ事で 1 人 1 人が自分の意思を持

ち、自分特有の価値観を持って生きる事が出

来るからです。 

 

皆さんが、自分自身の経験の中から新しい価

第 3 章 アセンション

に向けて 天照大御神 
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値観を生み出すために、地球に生きている間

は魂やスピリットの記憶を失って生きてき

ました。 

そして何度も生まれ変わりながら、様々な体

験を積み、人間として進化してきたのです。 

 

私達は、そのような皆さんの姿を長い間見て

きました。 

そして皆さんが進化を行ういくつものタイ

ミングで私達はサポートしてきました。 

今この時期も、今までにない大きな進化のタ

イミングです。 

そしてそれは地球人だけでなく、天の川銀河

のいくつもの星を巻き込んで、皆さんが存在

する宇宙規模で起きているのです。 

 

皆さんは、その事について詳しくは知りませ

ん。 

地球の人々は、自分達自身がアセンションす

る事さえも十分に知っているわけではない

からです。 

ただ、この事を知っていてください。 

 

皆さんがアセンションすると、皆さんはこの

地球だけにとどまるような存在ではない事

に気付きます。 

もちろん、本格的な宇宙意識に目覚めるには

まだ時間がかかりますが、宇宙意識に目覚め

るための最初のステップが明日からはじま

るのです。 

 

アセンションする世界に入ってきた人はこ

の数日間で今までの世界と切り離されてい

きます。 
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そうすると、皆さんの意識そのものが変わっ

てくるのです。 

皆さんが寝ている間に、今までの地球の習慣

や考え方が新しい考え方に変化していきま

すので、今までと同じように考え行動する事

に少しずつ違和感を覚え始めます。 

 

それは皆さんが立っているステージが明日

を境に変わっていくからです。 

皆さんは自分に見合った世界に入っていき

ますので、その世界の考え方や行動に少しず

つ親しんでいきます。 

この変化は、皆さんのなかで何の抵抗もなく

スムーズに行われます。 

そして、皆さんが宇宙意識に目覚めるステー

ジに近づいていきます。 

 

私からの御願いですが、無理に昔の考え方や

行動に戻ろうとしないでください。 

「以前はこうだったからこうしなければい

けない。」という考え方を捨ててください。 

例え、家族や知人から、「あなたは変わった

ね！」と言われても不安に思わないでくださ

い。 

 

「自分は新しい世界に来たから、新しい自分

に移り変わるのだ。」という事を信念として

持ってください。 

昔の自分に戻る事はできません。 

やがてあなたが住む世界が、あなたに適応し

てくれば、家族や知人達もあなたと同じよう

に変化している事に気付くでしょう。 

そうすれば、誰もあなたに、「あなたは変わ

ったね！」という事はありません。 
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皆が同じように変わり進化していっている

からです。 

 

そして新しい地球が少しずつ形を作り上げ

ていきます。 

最初の頃は、今までの古い習慣や伝統が壊れ

ていく出来事が起きてきます。 

地球も新しい地球に脱皮するために、古くか

らの伝統を壊していくのです。 

古くからの伝統は支配や争い、抑圧、依存の

エネルギーに満ちていましたので、新しい世

界にはそぐわないのです。 

 

これからの地球は、思いやり、優しさ、喜び、

そして愛のエネルギーが基本となる世界で

すので、皆さんの中にある古いエネルギーも

皆さんの中から外に向かって流れ出してい

きます。 

しばらくは、古いエネルギーの流出が起こり

ますので、皆さんの感情や意識は混乱し、日

常生活もあわただしいものになるかもしれ

ません。 

しかし、そのような中にあっても、あなたの

気持ちや感情に飲み込まれないでください。 

あなた自身が、愛に満ちた存在になるために、

愛と共に存在できない感情やエネルギーが

流れ出しているだけです。 

 

どうか、あなたの意識を、あなたの心の中に

ある愛や優しさに合わせてください。 

あなた自身やあなたの家族を愛している、と

いう意識を強く持ってください。 

そしてその愛を、あなたの知人やこの地球に

生きている多くの人達、無数の生命達に向け
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てあげてください。 

あなたの愛が広がる事で、多くの人達が愛に

気付く事を助けてあげる事が出来ます。 

 

あなたの心の中にある愛や喜びに中心をお

き、他の感情に振り回されない事が大事です。 

何が起きても、自分自身は光の世界に存在し

ているという信念を持ってください。 

そして、愛に満ちた世界では、自分がどの様

に考え行動するかという事を良く考え、その

考えに従ってください。 

 

皆さんの事は、私達天照と仲間の神々が、他

のスターピープルと協力しながら見守り指

導していきます。 

あなたがどうすればよいか困ったとき、私達

に意識を合わせ、私達の声を聴いてください。 

私達は、皆さんの友人として、皆さんの事を

大切に思っています。 

 

 

 

PART2  天照大御神  新年のご挨拶 

2020 年 1 月 1 日 

 

皆さんあけましておめでとうございます。 

今皆さんの世界はとても美しい愛の光に満

ち溢れています。 

あなた方が進む道は希望に満ちた夢にあふ

れる世界です。 

そして皆さんはその世界で新しい日々をこ

れから迎えて生きていくのです。 

私達スターピープル達も皆さんが素晴らし

い光に満ち溢れて新しい人生を送っていく
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事を心からサポートしています。 

 

どうか恐れないでください。 

皆さんがこれから生きていく道は様々な事

が起こりますが、それらの事を受け入れて、

あなた自身を認めそしてあなた自身を信頼

してともに進んでいってください。 

そしてもし困った事、自分が理解できないよ

うな事が起きたならば遠慮なく私達の名前

を呼んで私達の言葉に耳を傾けてください。 

 

これから皆さんは今までの古い習慣や考え

方をどんどん脱ぎ捨てていきます。 

そして新しい考え方、光に満ちた考え方、愛

にみちた考え方に変わっていくのです。 

あなた方の中にはそのような事に対する恐

れがまだまだ残っています。 

しかしそれらに振り回される事なく進んで

ください。 

 

あなた方の中にある様々な思いがあなた方

の現実をこれから作っていくのです。 

そのためにあなたがたの現実を縛っている

物、制限している物達をこれからどんどん解

き放っていきます。 

 

そうする事であなた自身をもっと自由にし

ていかなければならないからです。 

どうか私達と共に歩んでください。 

そして私達の光をしっかりと受け止めてく

ださい。 
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PART1 私の中のシャーマン  

 

地球がアセンションした世界に 1 月 1 日か

ら入る事になりました。 

今までの闇の多い世界から新しい光の世界

に移り変わる事によって私達の生活や地球

の状態も今までよりもさらに良い状態へと

変わっていく事が私達は願いでもありまし

た。 

 

しかしながら私達の日常生活の中でもまだ

様々な問題が残っていました。 

それは 1 月 1 日の日にパソコンで仕事をし

ていた時にパソコンの調子が非常に悪く、何

度も画面がフェイドアウトしてパソコンが

通常通り動かなくなりました。 

これは私達の生活や私達に関わるエネルギ

ーに問題が起きているようです。 

 

この時も私達に一体何が起きているのかと

調べていたら、日本の神の 1 人である瓊瓊

杵尊が教えてくれました。 

 

「TAKESHI さん、これは地球が新しい光の

世界に移り変わっていく事によって、様々な

エネルギーが混乱していると言う事もあり

ますが、TAKESHI さん自身の中にある怒り

の感情や憎しみの感情などがこのパソコン

の動作に影響与えている事も考えられます。」 

第 4 章 古い自分の殻

を壊す 
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私は瓊瓊杵尊の言葉を聞いて少し不思議に

思いました。 

私自身はそんなに怒りや憎しみの感情を持

っていないのに、どうしてそのような事が起

きるのか理解できなかったからです。 

 

私はこのパソコンを狂わせている感情が一

体どこから来るのか、なぜそういった事が起

こっているのかという事を日本の神々やス

ターピープルに調べてもらいました。 

そうすると Ellie さんの心の中にたくさんの

シャーマン達の姿が映り始めたのです。 

 

そのシャーマン達は通常のシャーマンと言

うよりもしっかりと術を使えるようなレベ

ルの高いシャーマン達でした。 

そしてシャーマンのリーダーやあるいは若

いシャーマンを育てる教育係りのようなシ

ャーマン達です。 

しかし Ellie さんはシャーマン達の姿を見て

少し変に思っていました。 

 

シャーマン達がとても大きな怒りや憎しみ

あるいは自己顕示欲そのような感情で満ち

あふれていたからです。 

通常シャーマンは自分の心を大地や自然界

の精霊達と 1 つにしなければなりません。 

そのためには自分の感情や自分の欲望と言

うものはなるべく捨て去って行かなければ

ならないのです。 

 

しかし Ellie さんが見たシャーマン達はその

ような神聖さが失われ、とても大きな欲望や
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自己顕示欲に満ちているように見えたから

です。 

スターピープル達に頼んで彼らがなぜその

ような状態になっているのか聞いてもらい

ました。 

 

Ellie さんを通してスターピープル達がその

シャーマン達と会話をして、その結果を私達

に教えてくれました。 

「TAKESHI さん、このシャーマン達は自分

達が持っている特殊な能力や特別な地位、あ

るいは自分達の役目と言うものがアセンシ

ョンした世界に入ると無意味なものになる

という事をとても恐れているのです。 

 

アセンションした世界では多くの人達が

神々とつながり、スターピープル達と共に一

緒に働き始めます。 

今までは彼らのようなシャーマン達や特別

な能力を持っている者達がその役目を担っ

ていたのですが、アセンションした世界にな

ると多くの人達がその事を自分自身で行い、

特別な能力を持っているシャーマン達も用

がなくなるのからです。 

 

そのためにシャーマン達は光の世界が大き

く広がっていく事を快く思っておらず、その

怒りを、TAKESHI さんを通してぶつけてい

るのです。 

TAKESHI さんのスピリットもかつて彼ら

と同じような世界を生きていました。 

TAKESHI さんがシャーマンとしての能力

やチャネリング能力が優れているのも彼ら

と同じようなスピリットや性質を持ってい
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るからなのです。 

 

TAKESHI さん自身がこのシャーマン達と

深くつながっているために、このシャーマン

達の怒りや不満を TAKESHI さんが受け取

っているのです。」 

 

私はスターピープル達にお願いしました。 

「わかりました。 

そのような事であれば私とこのシャーマン

達を分離してもらえませんか。」 

 

スターピープル達はこのように答えました。 

「それは簡単な事です。 

TAKESHI さんが彼らシャーマン達のいる

世界から外に出れば良いのです。 

TAKESHI さんがこのシャーマン達と同調

しないようにすれば、このシャーマン達の影

響を受ける事はありません。」 

 

確かに私の中にも、私が持っている能力や特

殊な立場を特別なものとして見ている点が

ありました。 

私自身もこのシャーマン達と同じような立

場で同じような感情持っている事が私にも

わかりました。 

そのために私自身がこれらのシャーマン達

のいかりや感情を自分の身に引き受けてし

まったのです。 

 

アセンションした世界では特別な能力を持

っている事が決して自慢になるわけではあ

りません。 

また多くの人達が同じようにスピリチュア
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ルな能力を持つ事になるので、そのような能

力を持っているからといって特別偉いわけ

でもありません。 

またそのように考える事自体がアセンショ

ンした世界では不必要であると言う事もよ

くわかっています。 

 

しかしその事が頭でわかっていても実際、心

の底から納得できていない、という事が大き

な問題なのです。 

日本の神々もそのような私の状況を知って

いて、いつも様々なメッセージを送ってくれ

ます。 

それは私だけでなく私と同じような立場に

いる地球人達を少しでも早くアセンション

した世界へ向かわせたいと言う日本の神々

の気持ちなのです。 

 

 

 

PART2  特殊な力に固執する事を止める  

 

2020 年を迎えて大きく状況が変わるかと

思っていたのですが、その前に私の中で不要

な感情や意識の大掃除が始まったようです。 

3 日の夜、突然激しい腹痛に襲われ、救急車

で病院に運ばれました。 

その夜はお腹の痛みに苦しんでいたのです

が、翌朝になると痛みも治まり落ち着いてき

ました。 

 

4 日の午前中は血液検査と CT スキャンに

よる精密検査を行いましたが、2 年前に急性

膵炎から内臓不全症候群になりかけたとき
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に比べ、さほど大きな異常はなく膵臓もしっ

かり元気でした。 

肝臓の値が少し高いくらいでしたので、おそ

らく胆石が、胆管に詰まったとき痛みだった

ようです。 

しばらく安静にしていれば治るでしょうと

の事。 

 

確かに安静にはしますけれど、私にはなぜこ

のような事が起きたのかスピリチュアルな

原因を調べなければなりません。 

2020 年から、地球の波動は大きく変わり

ましたので、私達の中から、光の世界にそぐ

わない感情や意識、エネルギーがどんどん湧

き上がってきていますので、それを解放して

いかなければならないからです。 

 

午後から Ellie さんが病院に来てくれたので、

急に体調を壊した理由を調べる事にしまし

た。 

私のような古い時代から地球で働いてきた

オールドソウルを持つ人達は、いくつもの過

去世で地球のアセンションや進化に関わる

仕事をしてきたのですが、いつの人生でも少

なからず挫折や失敗を繰り返してきました。 

 

それらの経験がこの時期に浮上し様々な問

題を引き起こしている可能性も強いからで

す。 

あるいは、アセンションを妨げようとする存

在達からの影響も考えられます。 

 

地球にきてさほど長い歴史が立っていない

ソウルや地球のアセンションをサポートす
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るために来ているスターソウルの人達には

あまりない事ですが、オールドソウルの人達

は、自分自身がアセンションする為に、いく

つもの解決しなければならない問題があり

ます。 

 

私は、Ellieさんに瞑想状態に入ってもらい、

私の魂やスピリットのレベルで何が起きて

いるか調べてもらう事にしました。 

先日出てきたシャーマン達の事も気になり

ます。 

 

最初に出てきたイメージは、険しい溶岩でで

きた岩のような山の上で苦行を続ける苦行

僧の映像です。 

この苦行僧は、私の魂の一部のようです。 

もしかしたら、過去の人生でこのような人生

を私自身が送っていたかもしれません。 

 

この苦行僧と Ellie さんが対話しているよう

です。 

「TAKESHI さん、この苦行僧は確かに

TAKESHI さんの魂の一部として存在して

いますので、この苦行僧の考えが TAKESHI

さんの意識にも反映していると思われます。」 

 

私は Ellie さんにこの苦行僧がどのような考

え方をしているのか尋ねました。 

「この苦行僧は精神的な進化は、自らが体を

痛めつけ、それを乗り越える事によって得ら

れると考えています。 

特殊な能力は、自分が苦しまなければ得られ

ない。 

苦しめば苦しむほど、強い力や高い能力が得
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られ、人々から崇拝されると考えています。」 

 

先日、特殊な能力を持っているシャーマン達

が、自分達の特殊な能力を独占し、いつまで

も人々から崇拝されていたいがために、この

アセンションの流れを快く思っていないと

いう事が明らかになりましたが、この苦行僧

もそうかもしれません。 

 

この苦行僧も自分の力を高め、人々から必要

とされたいがために、この場所で自分を高め

るために苦行をし続け、物質世界に執着する

事となりました。 

しかしながら、このようなやり方はこれから

の世界には不要ですので、スターピープルや

マスター達がこの苦行僧の意識と話しをし

て、苦行を止めさせ、考え方を改めてもらう

事にしました。 

 

しかし、この苦行僧の意識が私の魂と関わっ

ていたために、私達がアセンションの活動を

行う時、アセンションを妨げようとする存在

達から、サイキックな攻撃を受け、肉体的精

神的な痛みを受ける事を許容していた事が

分かりました。 

 

大天使やスターピープル達が私達家族に対

するサイキックアタックを完全に防ぐ事が

出来なかったのは、私の魂とひとつになって

いたこの苦行僧の意識がサイキックアタッ

クを受ける事を認めていたからだと分かり

ました。 

 

「マスター達の説得によって、この苦行僧の
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考えが改まり、自分の道を再び思い直して本

来の光の存在になる事が出来れば、肉体や精

神的な痛みや苦難を得る事で精神的な成長

が起きると言うような考え方が TAKESHI

さんからも取り除かれる事になると思いま

す。」と Ellie さんはほっとした表情で言いま

した。 

 

そして、自分自身が特殊な能力を持っている

事で人々から崇拝されると思う事自体が、今

までの闇の多い世界の考え方なのです。 

これからの世界は、1 人 1 人が自分にとっ

て必要な力を持ち、誰かに頼る事をしなくな

る世界ですから、この苦行僧のような存在も

きっといなくなる事でしょう。 

 

 

 

PART4 自分の意識を統合していく 

 

Ellie さんによる霊視はさらに続きます。 

苦行僧の姿が消えると次に出てきたのは、西

洋の魔法使いの姿をした方です。 

 

「TAKESHI さん、この魔法使いのお爺ちゃ

んは、古い地球のネガティブなエネルギーや

人々が生み出したネガティブな感情が、人々

の精神的な進化の妨げとならないようにそ

のエネルギーや感情の浄化をずっと行って

いたようです。 

彼は人間として生きていた時から、地球人の

進化のために、自分の持てる力を使って地球

のエネルギーや人間達のネガティブな感情

等を浄化し続けてきました。 
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この魔法使いのお爺ちゃんも、TAKESHI

さんの魂の特徴である「地球人のアセンショ

ンや精神的な進化を助ける」という事を自ら

の使命とし自らの命がある限りその仕事を

行っていたのです。 

 

そして人間の肉体が滅びてしまった後も、こ

の魔法使いのお爺ちゃんはスピリット体と

して地球人のネガティブなエネルギーや感

情を浄化し続けていたのです。」 

 

私はその話しを聞いて、この魔法使いのお爺

ちゃんがとても愛おしく思われました。 

私は、何度もこのような立場に生まれ、同じ

ような仕事をしてきましたが、そろそろ過去

世から影響を受ける事を終わりにする時が

近づいてきた事も感じます。 

 

Ellie さんは続けて話しをしてくれます。 

「魔法使いのお爺ちゃんは、肉体を失ってス

ピリットとなった後も、自分の使命にこだわ

り続け、闇の多い地球に残ったままこの仕事

を行っていたために、闇の多い世界へと深く

繋がり、TAKESHI さんの意識が光の世界に

行く事を妨げていました。 

 

彼が今の状況を理解し光の世界に行けるよ

うにとお願いしたところ、白い龍がこの魔法

使いのお爺ちゃんを迎えに来てくれました。 

そして白い龍とともにお爺ちゃんは光の中

へと消えてきました。」 

 

私の心の中にも、にっこりと笑った人の好い

お爺ちゃんの笑顔が浮かび上がりました。 
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時間のない世界で、自分の使命のために働き

続けた私の意識の一つが光となって消えて

いきました。 

そうする事で、私の意識も制限を取り除かれ、

どんどん軽くなっていきます。 

これで最期かなと、思っていたらもう一つの

映像が Ellie さんに浮かび上がります。 

 

「いま、新しく浮かび上がってきた映像には、

湖の底に眠るまだ若い女性の姿が映し出さ

れました。 

この女性は巫女として神に仕える仕事をし

ていた女性でした。 

その当時この地域では天候がおもわしくな

く、農作物の成長や人々の生活に大きな支障

をもたらしていました。 

 

そのために自分の命を湖の守護神に捧げ、自

分は犠牲となって死んでいったのです。 

そして、この女性の魂もあの池でずっと祈り

を捧げる出る事を自分の使命だと信じ、あの

湖から離れようとしないのです。 

これは、日本の神々の中でも死者を導く働き

をする月読命様にお願いして浄化してもら

いましょう。」 

と Ellie さんは言います。 

 

月読命様は、巫女のもとに行き、その魂の悲

しみを癒すとともに、その使命を終わらせ黄

泉の世界へと導いていったようです。 

本来は献身的で素晴らしい性格でありなが

ら、本来は行う必要のない役目を負わされ、

闇の多い世界に閉じ込められてしまったの

です。 
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Ellie さんは続けて言います。 

「これらの TAKESHI さんの魂の 1 部とも

言える者達が、地球がアセンションした事に

気づかず、今までの使命や責任にこだわり続

けていたために、TAKESHI さんの意識も物

理世界に引っ張られて光の世界へと行く事

が出来なかったようです。 

 

しかしながら、これらの者達が日本の神々や

マスター達の説得を聞き入れ、光の世界に向

かう事によって TAKESHI さんの意識もま

た物理世界に引っ張られる事なく、光の世界

へと向かっていく事ができるようになると

思います。」 

 

私は、会社の仕事が忙しくて、自分の事を振

り返る時間が最近持てていませんでした。 

2020 年の 1 月に地球が、アセンションす

る世界とそうでない世界に分かれるために、

私達もさらに意識や感情を整え、自分が行く

べき世界に行くために行く準備をしなけれ

ばならなかったのですが、まだまだその準備

が整っていなかったようです。 

 

私は、急性の腹痛によって病院に４日ほど入

院する事になったのも、自分のなかでまだや

り残した事を解決するための時間を与えら

れたのだと思いました。 

入院した翌日の土曜の夕方から日曜日にか

けて外来診療は休みになるので、病院の 1

階の待合室や休憩室は誰も居ません。 

さらにこの病院は設備が良くフリーワイフ

ァイも準備してありましたので、関野あやこ
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さんやバシャールの動画を見ながら自分の

感情の解放や意識の浄化を徹底的に行う事

にしました。 

 

すると、日曜の夜にとても大きな感情が沸き

起こってきました。 

自分でも気づいていたのですが、先日明らか

になった 3 つの意識が取り除かれる事によ

って、私の中にあった自分や他人に対する不

信感や怒り、憎しみが大きな塊となって出て

きたのです。 

そして今までの人生のいくつもの場面が出

てきて、この不信感や怒りなどの感情によっ

て自分自身がコントロールされていた事に

気付きました。 

 

それからというもの、自分の中で大きな変化

が起きてきたのです。 

天照大御神が12月31日のメッセージで私

達に伝えてきたように、1 月 1 日から地球

の波動が大きく変わります。 

 

自分自身が進むべき道へと私達が進んでい

くために、自分が進む世界と異なる波動やエ

ネルギーが自分のなかからどんどん炙り出

されていくのです。 

私は病院に入院している間、私の中の不要な

エネルギーや感情、意識を見つけ出し、解放

していったのです。 

 

もちろん退院してもしばらくの間、私の感情

解放は続きましたが、やがて大きな転機がや

ってきました。 
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PART4 光の世界に入っていく 

 

退院してからもしばらくは自分の内側から

も様々な感情が沸き起こってきます。 

確かに天照大御神のメッセージでもあった

ように、これからアセンションしていく人達

は、今までの地球での考え方や感情を捨て去

っていかなければなりません。 

 

自分の表面的な意識では、感情を解放したと

思っていても、自分の内側に深く眠っている

感情までは気づかないものです。 

ましてや、今回の人生だけでなく過去世や自

分のスピリットをサポートしているサブス

ピリットの経験などは、到底今の自分では知

る事もできません。 

私は、Ellie さんの助けも借りて、今まで気

付かなかった自分の内側にある感情を解放

していきました。 

 

1 月 12 日、長女の 3 歳の誕生日の朝、私

は私自身の意識がスーと上に引き上げられ

ていく様子を感じました。 

この 1 月から、アセンションする世界に肉

体は入ってきたものの自分の意識や感情は、

まだ闇の多い世界にとどまっていたままで

した。 

そのために、意識と肉体の間にアンバランス

な状態が続いていたのですが、そのアンバラ

ンスなエネルギーが解消していくような感

じです。 

 

私は自分が光の世界に入っていく様子をイ

メージしました。 
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そうすると、とても明るく軽やかな世界に到

達しました。 

そこに、今まで私達と共に働いてきてくれた

スターピープル達が、私の事をにこやかに笑

いながら待っていてくれるのです。 

 

スターピープルの 1 人が私に声をかけてく

れます。 

「TAKESHI さん、ようやく来てくれました

ね。 

私達は、あなたがこの世界に入ってきてくれ

る事を心から待っていたのです。 

あなたとあなたの家族は、これからもアセン

ションする世界で私達と共に働く事になっ

ていますので、あなたがこの世界に入ってき

てくれて嬉しく思います。」 

 

天照大御神を始め瓊瓊杵尊や大国主大神な

ども私がようやくアセンションする世界に

たどり着けた事を喜んでいます。 

瓊瓊杵尊が私に声をかけてくれます。 

 

「TAKESHI さん、あなたの事をお待ちして

おりました。 

あなたには、この世界でやってもらわなけれ

ばならない事がたくさんあります。 

私達もサポートしますので、宜しくお願いし

ます。」 

 

アセンションする世界に来たのはいいので

すが、やはりこれからもやるべき事は多そう

です。 

しかも、ここはまだ光51％程度の場所です。 

まだまだ今までの自分の古い殻をすべて脱



52 

 

ぎ捨てられたわけではありません。 

これからも、様々な問題が起きてくるでしょ

う。 

しかしその事によって、自分の内側にある

様々な問題に気づき解決していく事になる

でしょう。 

それが、私達にとってアセンションなのです。 

 

本当のアセンションは、私達がさらに進化し

た先に待っているのです。 

私達がスターピープルとして目覚め、宇宙の

家族達と共に仕事をする日が必ずやってき

ます。 

 

それまではこの世界を第 1 歩として歩み続

けていかなければなりません。 

これから私達は自分達の力で未来を切り開

いていく事になります。 
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PART1 発見されたコントロールチップ 

 

１月の中旬を過ぎ、Ellie さんも安定期に入

った事なので、私達は地球の人々をアセンシ

ョンさせるためのサポートの仕事に戻る事

になりました。 

今回は、私が会社の仕事で忙しいために Ellie

さんが１人でセッションを行う事になりま

した。 

 

今回行う事は、アセンションする世界に肉体

は来ているけれど、意識が物理世界に捕らわ

れている人達を、アセンションする世界に向

かわせるために意識の解放を行う事が目的

です。 

 

物理世界で動いている天照大御神のベガ星

のスターピープル達を始め、第１評議会のス

ターピープル、大天使達、地球のマスター達

を中心にしてチームが作られ、Ellie さんの

「クリアリングセッション」を行っていく事

になりました。 

 

2020 年に入って、私達も光 51％の世界に

入ってきているので、エネルギーがとても高

くなってきていますので、以前よりも体は軽

く感じられます。 

しかし、地球の人々をアセンションした世界

に行かせないように、ダークピープル達も、

第5章 瀬織津姫と闇の創造

主 
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様々な繋がりを使って私達に干渉しようと

していますので、まだまだ注意は必要です。 

 

Ellie さんのセッションが始まって数日たつ

と、私の後頭部が締め付けられるように痛く

なってきました。 

Ellie さんのクリアリングセッションが始ま

ってから、さまざまな変化が私達にもおきて

いるようですので、その状況を詳しく知るた

めに、頭痛の原因をスターピープル達に聞き

ました。 

 

スターピープルの中でも人間の体の事に詳

しいクワトロ星人が Ellie さんの意識を通し

て私達に話しかけてくれます。 

 

「Ellie さん、TAKESHI さん、これは先日

行われたクリアリングセッションで発見さ

れた Y さんの頭の中に埋め込まれていたコ

ントロールチップと深い関係があります。 

あのコントロールチップはシリウス星とオ

リオン星のダークピープル達が、Y さんがア

センションしないように取り付けていたも

のでした。 

 

その時は、彼女の魂がこのコントロールチッ

プを付ける事に同意していたために、つけら

れたものだと私達は理解していたのですが、

その後、様々な人を調べてみたら、多くの人

達にこのコントロールチップが付けられて

いた事が分かりました。」 

 

「もしかしたら、私にもそのコントロールチ

ップが付けられていたのですか。」と私は、
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スターピープルに尋ねました。 

「もちろんです。 

TAKESHI さん達のように古くから地球の

ために働いている人達は、彼らにとっては要

注意人物ですから必ず付けられています。」 

 

「このコントロールチップは、どのような人

に付けられているのですか。」 

「おおよそ、今の 30 代半ば以上の人には付

けられているようですが、その人が精神的な

進化をするようになると、このコントロール

チップが発動して邪魔をするようです。」 

 

「今までに、そのようなコントロールチップ

やコードはたくさん取り除いてきたのです

が、まだ残っているのですか。」 

 

「ダークピープル達は、地球人がアセンショ

ンしないように、周到にいくつもの仕掛けを

地球人に施しています。 

それは、ひとつふたつの事ではなく、人によ

っては何重にもわたってコントロールチッ

プやコードが付けられていますので、その人

の意識や感情をがんじがらめに捕え、コント

ロールしているのです。」 

 

確かに、私達は何年にもわたってダークピー

プル達が地球人のアセンションを妨げるた

めに作ってきた仕組みや罠を取り除いて、地

球の人々がアセンション出来るようにして

きたのですが、一つの仕組みを解除しても、

次々と新しい仕組みや罠が出てくるのです。 

 

スターピープルは続けて話します。 
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「私達はいくつもの仕組みをこれまで解除

して、地球人が意識進化を行い、アセンショ

ンするようにサポートしてきましたが、多く

の地球人は、いまだ目覚める状況ではありま

せん。 

アセンションする予定になっている人でも、

肉体はアセンションする世界に来たとして

も、物理世界の意識が今までの闇の多い世界

に捕えられたままになっているのです。 

その理由が分からなかったのですが、このコ

ントロールチップが発見された事で、その理

由も明らかになってきました。」 

 

「それは良かった。 

でも、このコントロールチップの存在は今ま

で分からなかったのですか。」 

 

「実はこのコントロールチップは、今まで以

上に人間の肉体に近い所に埋め込まれてい

たために、私達は見つける事が出来なかった

のです。 

しかし、皆さんがアセンションする世界に入

ってきてくれたおかげで、皆さんの世界の波

動が高くなり、まるで霧が晴れるかのように、

これらの異物が姿を現し始めたのです。」 

 

「つまり、いままで闇の多い世界に私達が存

在している時は、その闇のエネルギーと同化

してこのコントロールチップは隠されたま

ま、私達を操っていたのですね。 

それが、アセンションした世界に入る事で、

闇がはれ、このコントロールチップの存在が

明らかになった。という事なのですね。」 

 



57 

 

スターピープルは、私達にうなずいて答えま

す。 

「その通りです。 

このコントロールチップは、これからアセン

ションする人達には不要なものですし、もと

もと皆さんの合意なくしていれられたもの

ですから、私達が簡単に外せます。」 

 

「それは良かった。 

それでは、私のコントロールチップも外して

もらえますか。」 

「もちろんです。」 

そういってスターピープルはコントロール

チップを外す作業に入ったようです。 

 

私達とスターピープルの会話からも分かる

ように、ダークピープル達は地球人がアセン

ションしないように、様々な仕組みを私達に

施しています。 

それは個人的なレベルの問題もあれば、この

ように多くの人達に関わっている問題もあ

ります。 

 

スターピープル達は、Ellie さんのクリアリ

ングセッションを通して、1 人 1 人の人を

導くとともに、アセンションする人全体に関

わる問題を探し出して解決していく事を行

っています。 

それは、私達がアセンションのために働き始

めた頃から行われている事です。 

 

多くのスターピープルは、物質的な肉体を持

っていないので、地球の物質世界に入ってく

る事はできません。 
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そのために物質世界に生きている私達の意

識や肉体を通して、地球の物理世界の様子を

見ているのです。 

そして、私達がゲートなってスターピープル

は地球人と関わり、地球人を導いていきます。 

 

この私達の体に埋め込まれたコントロール

チップがみなさんにどの様な影響を与えて

いるかというと、この 1 月から頭痛やめま

いなどの体の不調や否定的な感情の発散な

どが起きている人が多いと思います。 

 

特に頭痛やめまい、耳鳴りなどの脳神経が関

わっている異常は、皆さんの脳神経の物理次

元から少し上の次元に取り付けられたコン

トロールチップやコードが、アセンションす

る世界に入った皆さんの肉体との間で不協

和音を起こしているからです。 

 

今まで皆さんがいた闇の多い地球では、これ

らのコントロールチップやコードは、皆さん

が物理世界で経済的に豊かに暮らす事や精

神的な進化から目をそらす事を行ってきま

した。 

 

アセンションする事に興味を持たない人達

は、このコントロールチップやコードを意識

する事はまずないでしょう。 

このコントロールチップの指示通り、物理世

界を楽しんで生きているからです。 

 

しかし、これからアセンションしようとする

人にとっては、これらのコード類を早めに外

さないと、アセンションする世界と自分のあ
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いだに分離が生まれてしまいます。 

そして、せっかくアセンションするための世

界に入ったとしても、やがて道を外れていく

か、精神的な調和を保つ事ができず、アンバ

ランスな意識状態になってしまいます。 

 

また、これらのコントロールチップやコード

がついているために、意識進化が妨げられて、

高次元の自分の意識と繋がる事が出来ず、自

分がアセンションできるという実感を持つ

事が出来なくなってしまいます。 

 

多くのスターピープル達が、このコントロー

ルチップを皆さんから外すために働いてい

ます。 

私と同じように、この数日、頭痛や耳鳴り、

めまいなどがしている人は、このコードが存

在していると思ってもよいでしょう。 

しかし、スターピープル達がこのコントロー

ルチップを外し終わると、それらの異常も無

くなる事でしょう。 

 

もちろん、これですべてが終わったわけでは

ありません。 

Ellie さんのクリアリングセッション等を通

して、また新たな問題が見つかる可能性も大

きいのですが、このコントロールチップを外

す事で、皆さんの意識がさらに向上していく

可能性が強いと思われます。 

スターピープル達は、その事を見極めてから、

また次の行動を考えるようです。 
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PART2 瀬織津姫と古い地球に隠れてい

た闇の創造主 

 

Ellie さんが、複数の方にセッションを行う

ようになると、いつもながらにダークピープ

ル達の影響が出てきました。 

ダークピープル達は、私達が今までの闇の多

い地球を出て行った事で、私達の活動を妨害

する事はしなくなったようですが、やはり、

セッションを行う人を通して、彼らのエネル

ギーに触れると、私達もエネルギーのバラン

スが崩れて体調が悪くなります。 

 

それは、Ellie さんのセッションを受ける人

の多くは、肉体は光 51％以上の世界に入っ

てきているのですが、意識が今までの古い地

球に残っているために、ヒーリングやスピリ

チュアルな事柄を通じて作られたダークピ

ープル達とのつながりが切れないでいるの

です。 

そのために、セッションを受ける人達を通し

て、ダークピープル達のエネルギーと私達も

触れ合う事になってしまいました。 

 

この事について天照大御神はこのように教

えてくれました。 

「本来ならば、Ellie さんはこれからアセン

ションしていくとしっかりと心に決めた人

達のサポートをおこなうためにセッション

を行う予定にしていましたが、セッションを

受ける方の意識がまだ 3 次元に捕らわれて

いるために、皆さんがその人にフォーカスす

る事で、皆さんの意識も 3 次元に深く関わ

ってしまいました。 
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そのために、その人達と繋がるダークピープ

ルのエネルギーに触れてしまったのです。 

 

ダークピープル達はもう Ellie さん達とは関

わるつもりはなく、Ellie さん達が 3 次元の

世界に入ってくる事を迷惑に思っているよ

うです。 

ただ、私達も、なぜこれほど多くの人達が、

アセンションする世界に移されたにも関わ

らず、今までの古い地球の生き方から脱却で

きないのか不思議に思っています。」 

 

スターピープル達は、地球の物理世界の分離

が終わった後は、私達は 3 次元の世界に関

わるべきではないと考えていたようですが、

アセンションする予定の人達の多くが、今ま

での古い地球で生きてきた時と同じ意識状

態から変わる事が出来ない事を不思議に思

っているようです。 

 

またスターピープル達の中には、今までの古

い地球に取り残された人々のスピリットを

救出する事を願って働いているスターピー

プル達もいます。 

彼らは、Ellie さんがセッションを行う相手

の中にあるダークピープル達のゲートを探

し出し、多くの人のスピリットや意識が捕え

られている場所を発見して解放していきま

す。 

 

それは、今年になってセッションを希望され

る方の中に、瀬織津姫と関わっているグルー

プの人達が沢山いた事から発覚しました。 

瀬織津姫は、私達がアセンションの活動を行
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う中で、なんども私達の活動を妨害してきま

した。 

今回も、瀬織津姫と関わっているグループの

人達のセッションを行おうとすると Ellie さ

んの体調が悪くなったりして、その方のセッ

ションを行う事が出来なくなりました。 

 

今は、瀬織津姫が意図的に私達の活動を妨害

しているようではないのですが、自分のグル

ープに属している人に私達が干渉する事を

好んでいないようでした。 

しかし、瀬織津姫の影響があまりにも大きい

ので、瀬織津姫に関わる人達を調べていくと、

瀬織津姫とは異なるエネルギーが見つかり

ました。 

 

私達は不思議に思い、そのエネルギーを 3

次元の世界を担当するスターピープル達に

調べてもらうと、奇妙なゲートがあり、その

ゲートの奥に私達の宇宙との創造主とは異

なる宇宙の創造主が繋がっていたのです。 

 

この創造主は、私達の宇宙にまだ入ってきて

いませんでしたので、私達の宇宙の創造主や

スターピープル達も気づいていませんでし

た。 

この異なる宇宙の創造主とコンタクトを取

るためのゲートは、地球人の中で、スターピ

ープル以外の宇宙人達とコンタクトを行っ

ていたグループを利用して開かれたゲート

のようです。 

 

現在は、私達の宇宙と異なる宇宙が交わる事

は禁止されていますので、すぐに私達の宇宙



63 

 

の中でも最高次元にいるグレートキングや

ホワイトグレートキングがやってきて、私達

の宇宙と異なる宇宙の創造主を繋いでいた

ゲートを閉じましたが、もうすでに瀬織津姫

やダーク女神達が、この創造主の力を受け取

って活動していた事が分かりました。 

 

日本の神々や多くのスターピープル達が瀬

織津姫の動きを封じて瀬織津姫を改心させ

ようと努力していたのですが、それが出来な

かった理由は、瀬織津姫が異なる宇宙の創造

主の力と結びついていたからでした。 

創造主はその事をさらに調べるために、瀬織

津姫を捕え調査をはじめました。 

 

瀬織津姫は、本来はただのベガ星のスターピ

ープルだったのですが、彼女の心が闇にとら

われ、天照大御神達への怒りを持った事には

理由があるようです。 

私はその事を、ベガ星のスターピープルの監

視役であるスターピープルに尋ねてみまし

た。 

 

「TAKESHI さん、これはとても言いづらい

事なのですが、瀬織津姫もベガ星のスターピ

ープルとして、天照大御神達と共に地球にや

ってきました。 

 

彼女の仕事は、仲間のスターピープルと共に、

地球の光と闇のバランスを取る事でした。 

しかしながら、まだ若かった瀬織津姫は自分

のパートナーであるスターピープルと恋に

おちて自分の仕事を十分にしなくなったの

です。 
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そのために、私が彼女達を異なる場所に配置

し会えないようにしてしまったのです。 

瀬織津姫は大きなショックを受け、私や天照

大御神に対して大きな怒りを持ち、私達のグ

ループを離れてしまいました。 

 

私達も彼女を探し、自分達の元に戻るように

説得したのですが、その意見も聞かず闇の中

に姿を隠してしまったのです。 

そのために、この地球は今まで以上に光と闇

のバランスが崩れ、闇の多い世界になってし

まいました。 

皆さんが、アセンションの活動をしている時、

瀬織津姫がその活動を妨害したのは、天照大

御神と共に活動をしている皆さんが憎かっ

たからです。」 

 

私は、瀬織津姫がなぜ私達に対して大きな憎

しみをぶつけてくるのか、ようやく理由が分

かりました。 

瀬織津姫は、自分の愛する人と無理やり引き

離された事を根に持って闇の世界と同調し

てしまったのです。 

そして瀬織津姫の心の闇と異なる宇宙の創

造主が同調し、瀬織津姫は大きな闇の力を持

ってしまったのです。 

 

「瀬織津姫は、天照大御神達を憎み、自分自

身が地球の支配者になろうと考え、異なる宇

宙の創造主の力を求めてしまいました。 

そして同じように、力を持ちたい、特別な能

力を持って利益を得たい、多くの人々の尊敬

を集めたいと考えている人達の心に入り込

み、そのような人達に力を与え、利用してき
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たのです。 

 

私達も、地球の人々がそのような事を望むの

ならば仕方がないと考えていましたが、瀬織

津姫の力が、異なる宇宙の創造主から来てい

るのだとすれば、話は別です。 

 

私達は瀬織津姫をとらえ、詳しく調べたいと

おもいます。 

そして、この地球には瀬織津姫と同じように、

この創造主と繋がっている者達がまだたく

さんいるようですので、その事も第１評議会

で調査を行い、問題を解決したいと思いま

す。」 

 

そういうと私の前から瀬織津姫とスターピ

ープルの姿は消えていきました。 

 

 

 

PART3 瀬織津姫のたくらみ 

 

その後、瀬織津姫が取り調べをうけた事によ

り、瀬織津姫が仕組んでいたいくつもの罠が

明らかになってきました。 

その一つは、人間が持っているネガティブな

感情を集め、実体化する事でした。 

本来、瀬織津姫は、人間が持つ闇、例えばネ

ガティブな感情、特に恨みや怒りの感情を浄

化する事を目的として、この地球に降りてき

ましたので、人々の感情のエネルギーを取り

扱う事は得意なはずです。 

 

それが、人々のネガティブな感情を浄化する
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のではなく、そのエネルギーを集めて、自分

の分身のような物を作り、人々の心に送り込

んでいたのです。 

自分の心の中に、怒りや憎しみの感情を持っ

ている人達は、そのエネルギーに同調してさ

らに大きな怒りや憎しみを持ちます。 

そして、その憎しみや怒りを原動力にして、

様々な活動を行わせるのです。 

 

また反対に、異なる宇宙の創造主の力を得た

瀬織津姫は、特殊な力を得たいと願う人達に

対してカリスマ的な力を与えてきましたが、

その人に従う人を増やすために、その人の講

演会やセミナーに参加した人、あるいは動画

をよく見ている人達に「瀬織津姫シード」と

呼ばれるものを付けていた事も分かりまし

た。 

 

「瀬織津姫シード」とは、私達がよく扱うコ

ードやコントロールチップによく似たもの

ですが、それ以上に強力で、人々の意識をコ

ントロールする力があります。 

この「瀬織津姫シード」を入れられた人は、

瀬織津姫から力を与えられた人達の言う事

を信頼し、その人の言うとおりに行動してい

くようにプログラミングされています。 

 

もちろん、人によってその効果は異なります。 

「瀬織津姫シード」があったとしても、自分

の判断をしっかりと行える人もいますが、他

人に依存する傾向がある人は、コントロール

を受けやすくなります。 

そして、自分を助けてくれそうな人を見つけ

ると、そこにはまり込んでしまうようです。 
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天照大御神達は、この「瀬織津姫シード」が

見つかった時、大変困惑していました。 

 

それは、この「瀬織津姫シード」の働きを無

効にしようと試みたようですが、これも異な

る宇宙の創造主の力と技術がそこに込めら

れていたために、スターピープルのレベルで

はそれを解除する事が出来なかったのです。 

 

地球を中心としたアセンションを最終的に

判断する役目を持つ創造主がこの事につい

て詳しく調べ、創造主レベルでこの処理を行

う事にしたようです。 

そして、天照大御神達のグループや第１評議

会のスターピープル達に、「瀬織津姫シード」

を解除する力を与えたのです。 

 

「TAKESHI さん、私達はたとえ異なる宇宙

の創造主が関与していたとはいえ、瀬織津姫

が犯した事に対して、大きな責任を感じてい

ます。 

私達は、地球の人達が無事アセンションでき

るように、「瀬織津姫シード」をすこしでも

早く無効にしたいと思います。 

瀬織津姫は、様々なスピリチュアルなグルー

プに関わっていますので、アセンションする

予定の人達の多くに、「瀬織津姫シード」が

ついていると思われます。 

出来ましたら、TAKESHI さん達が予定して

いる「日本の神々のアチューメント」の時に、

「瀬織津姫シード」の解除も行いたいと思い

ます。」 
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天照大御神達も自分達の仲間が行った事に

対して大きな責任を感じているようです。 

私も、天照大御神の言葉に従って、「日本の

神々のアチューメント」を通して、「瀬織津

姫シード」を解除するお手伝いをする事にし

ました。 

 

しかし、アセンションを指導する 3 人の創

造主は、瀬織津姫が行ってきた事を重く見て、

瀬織津姫を地球から隔離し、ベガ星に戻す事

にしたようです。 

ただ、これもいくつかのパラレルワールドが

ありますので、そのすべての世界で瀬織津姫

が、ベガ星に帰る事は無いようです。 

特殊な力を求める人達が多い世界や他人に

依存する人達が多い世界では、瀬織津姫は今

迄どおり、物理世界に近い所で活躍し続ける

事になります。 
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PART1 深い闇に隠れていた存在 

 

Ellie さんのセッションも再開して 1 カ月余

りたちました。 

本来は、アセンションする予定の人達をしっ

かりとアセンションした世界に導く事を目

的としてはじめられたセッションでしたが、

様々なヒーリングやスピリチュアルなグル

ープに属している人達が多かったために、多

くの人達が様々なダークピープルや瀬織津

姫の罠に捕らわれている事が分かり、その救

出作業が優先して行われる事になりました。 

 

私達も、今まで関われなかった世界に関わる

事が出来ましたので、瀬織津姫や瀬織津姫が

力を受け取っていた異なる宇宙の創造主の

事も調べる事が出来、彼らの行ってきた事を

明らかにする事が出来ました。 

 

これは、今までの地球に残る人達にとっては

とても大きな問題です。 

瀬織津姫や彼女達に力を与えていた闇の創

造主が残ったままだと、地球の人々は正しい

学びを行う事が出来なくなり、次のアセンシ

ョンの機会を失ってしまうからです。 

 

私達を通して、人々を救い出すために活躍し

第 6 章 ダークエンジ

ェルの指令塔ダークウ

イング 
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てきたスターピープルや大天使達は、これか

ら今までの地球には関わる事が出来なくな

ります。 

 

もちろん、今までの 3 次元の地球にもスタ

ーピープルや大天使達は存在しているので

すが、今までのように大きな光と能力を持っ

たスターピープルや大天使達とは異なるの

で、異なる宇宙の創造主や闇の女神達が台頭

してきた時にはその処理が出来ないのです。 

 

実際、2020 年の１月に、光 51％以上の世

界とそれ以下の世界が別たれた後、ダークエ

ンジェルやダークピープル達の活躍が目覚

ましくなり、今までの地球が大きな混乱に満

たされてしまったと、3 次元の世界を担当す

るスターピープル達が伝えてきました。 

 

そして、アセンションする世界を担当するス

ターピープル達も、アセンションする世界に

行くはずの人達が意識コントロールにあっ

て、ダークエンジェル達の罠から抜け出す事

が出来ないでいる事を嘆いていました。 

 

瀬織津姫や異なる宇宙の創造主を地球から

分離するだけでは解決できない問題がまだ

残っているかもしれません。 

私達は注意深くまわりの様子を見ていまし

た。 

 

Ellie さんのセッションが始まってから 1 ヶ

月が経った頃、2 月 23 日から 24 日にかけ

て、セッションが休みにも関わらず、Ellie

さんは妊娠しているお腹が張って自由に動
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けない状態になってしまいました。 

何か問題が起きた時は、必ずこのような状態

になってしまいます。 

 

その頃、私達は新しくセッションを希望する

人達の選考を行っていたのですが、１人の方

にセッションの許可メールを送った直後に

その異変が起きてきたのです。 

私達はすぐに、その方にメールを送り、私達

に報告していないセッション経歴や常日頃

から見ている本や動画が無いか、尋ねました。 

 

彼女は正直に、いくつかの動画を教えてくれ

ましたが、その動画をチエックしていた Ellie

さんが言いました。 

それは、日本人ではありますが、日本ではな

く海外で活躍している方の動画でした。 

 

「正体はこの人だったようです。 

この人の動画を見ると彼女の後ろに大きな

ダークエンジェルが見えます。 

それも普通のダークエンジェルではなくけ

た違いに大きな力を持っているようです。」 

 

私達は急いで、大天使ミカエルを呼び出して

調査に入ってもらいました。 

大天使ミカエルと数名の大天使が急いで、こ

の人のもとに調査に入ったようです。 

しばらくして、大天使ザドギエルから報告が

ありました。 

大天使ザドギエルとは、人々の魂を救済する

役目を持った大天使です。 

 

「TAKESHI さん、Ellie さん、ついに探し
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ていた存在を見つける事が出来ましたよ。 

今まで、ダークエンジェルがどこから生まれ

てくるのか、誰が指揮していたのか分からな

かったのですが、ついにその正体を見つけま

した。 

 

今までは、闇の奥深くに隠れて姿を現さなか

ったのですが、私達大天使やスターピープル

が今までの地球には関われないと思って、表

に出てきたようです。 

この件は、私達だけでは到底解決できないの

で、さらに上位の大天使や創造主様にも報告

して処理をお願いする事にしました。」 

確かに、Ellie さんの話しでは通常のダーク

エンジェルとは異なるようです。 

私はその時、はっと思い出した事がありまし

た。 

 

 

PART2 ダークウイング 

 

「この存在は、もしかしたらダークウイング

ではないのですか。」と私は大天使ザドギエ

ルに尋ねました。 

「おそらく、ダークウイングの一部である事

は間違いないでしょう。」と大天使ザドギエ

ルは答えました。 

ダークウイングというのは、大天使よりもは

るかに高い次元にいる「ウイング」族の１人

です。 

 

天使達の事について少し説明しますと、本来、

皆さんの一番身近な場所に居るのは守護天

使と地球規模の大天使です。 
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その上に太陽系全体を見守る大天使がいま

す。 

守護天使は、それぞれが大天使ミカエルやザ

ドギエル、ハニエルなどの大天使のグループ

に所属しますので、守護天使であっても、ミ

カエルと名乗る事があります。 

 

守護天使の役目は、皆さんの個人的な指導や

お世話をする事です。 

守護天使が、皆さんを助けたいがために、皆

さんを動かして、私達のセッションを申込ま

せてきた人達も沢山います。 

彼らは大天使の指示を受けて行動しますが、

大天使そのものではありませんので、その能

力には限界があります。 

 

大天使は、守護天使を通して皆さん地球人の

指導を行いますが、特に地球人にとって重要

な働きを担う人以外には直接メッセージを

送ったり、指導する事はありません。 

 

多くの人が、大天使からメッセージを受け取

ったと言いますが、その多くは守護天使か、

大天使のふりをしたダークエンジェルです。 

私達に身近な大天使にも、地球を見守る大天

使と太陽系を見守る大天使がいるようです。 

 

太陽系を見守る大天使の上には、天の川銀河

全体を見守る大天使がいます。 

これは、私達が「天使の星」と呼んでいる場

所にいて、天の川銀河の各星々や星系にいる

大天使達を指導しています。 

 

天の川銀河全体を見守る大天使の上には、私
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達が属する宇宙全体を見守る大天使がいま

す。 

私は、彼らの事を「ユニバーサルエンジェル」

と呼んでいます。 

「ユニバーサルエンジェル」は、通常の大天

使をはるかに超える力を持ち、また幾人もの

大天使達の能力などを 1 人の「ユニバーサ

ルエンジェル」が持っています。 

 

「ウイング」というのは、このユニバーサル

エンジェルを生み出している存在なのです。 

「ウイング」になると全ての大天使の特質や

能力を持っていますので、どのような姿にも

なる事が出来ます。 

その中でも特に、この宇宙の光と闇のバラン

スを取るために闇のエネルギーに関わる「ウ

イング」を「ブラックウイング」と呼んでい

ます。 

 

「ダークウイング」または「黒のウイング」

は、この「ブラックウイング」によって作ら

れた分身で、いくつもの宇宙の闇のエネルギ

ーを処理する働きをしていました。 

 

光と闇のバランスを取るために働いている

といっても良いかもしれません。 

しかし、お決まりのように闇のエネルギーに

飲み込まれて、様々な場所で問題を引き起こ

していたのです。 

 

「ダークウイング」に関する問題は、２０１

５年に発行された「ライトコード」のシリー

ズで詳しく書かれています。 

「ダークウイング」は、とても強力な力を持
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ってスターピープルや魔術師などをコント

ロールして天の川銀河だけでなくアンドロ

メダ銀河にも壊滅的な被害を与えようとし

ていました。 

 

私達はスピリチュアルなレベルでは、「ダー

クウイング」を処理し、本来の「ブラックウ

イング」へと統合を行い、この問題を解決し

てきました。 

しかし、地球の物理次元にその分身の一部が

隠れていたとは、想像さえもしていませんで

した。 

 

創造主に尋ねても、「ダークウイング」の多

くは「ブラックウイング」に統合して、残り

の一部は別に世界に隔離していたという事

でした。 

その隔離された一部が誰かの手によって、地

球に入ってきていたのです。 

 

確かに、「ダークウイング」の一部であれば、

地球や太陽系を守護する大天使では手にお

えません。 

これだけ多くのダークエンジェルを生み出

し、地球人を光の大天使達の手の及ばないと

ころに置く事など簡単な事です。 

 

そのために、長い間、光の大天使達は地球人

を守る事が出来ずにいました。 

光の大天使達の守護が受けられなかった地

球の人々は、ダークエンジェル達が仕掛けた

罠にはまり、アセンションする世界に行く事

が出来なくなっていたのです。 
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勿論、自分が特別な存在になりたいと考えて

いる地球人は、自らダークエンジェル達と手

を組んで、「ダークウイング」の手先となっ

て働きました。 

 

大天使達は、「ダークウイング」が行ってい

た事を次々と明るみにだし、創造主に判断を

お願いする事にしたようです。 

ただ、問題は残ります。 

 

それは、本来「ダークウイング」は、私達の

世界にいてはいけない存在なのですが、多く

の地球人と繋がってしまったために、この地

球から「ダークウイング」を引き離す事が出

来なくなってしまった事です。 

 

暫くすると、大天使ミカエルが戻ってきて、

私達に報告してくれました。 

「TAKESHI さん、Ellie さん、創造主の皆

さんの処置について報告に来ました。 

創造主の皆さんは、「ダークウイング」の力

を大きく制限したうえで、3 次元の地球に残

すようです。 

 

多くの地球人が「ダークウイング」の力を必

要としている事も事実ですが、やはり今まで

の地球に置いては、「ダークウイング」のよ

うな存在も必要であると創造主様も判断し

たようです。」 

 

私達は、創造主がもっと厳しい判断を行うか

と思っていたのですが、仕方がないようです。 
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PART1 菊理媛神（くくり姫） 

 

さて、「ダークウイング」の処理が追わった

ところで、一安心と思っていた私達に、さら

に降りかかってきたサイキックアタック。 

バテ気味の私達は、本当に「もうやめて！」

と叫びたくなります。 

これも、瀬織津姫に関わっているグループに

参加した事がある方のセッションを行おう

とした時の事です。 

 

Ellie さんにサイキックなエネルギーで干渉

してきた存在を調べていたところ、どうやら

瀬織津姫に関わっているグループの人が、自

分達のグループを抜けてアセンションする

世界に行く事を妨害したいようです。 

 

瀬織津姫は、取り調べが終わった後に、ベガ

星に戻されていますので、瀬織津姫以外の存

在がまだ残っている事は確かなようです。 

それも今までにない大きな力を持っている

のか、私達の守護を行っている瓊瓊杵尊や天

照大御神の力をいとも簡単に押しのけてし

まいました。 

 

すぐにベガ星のスターピープルの監視役で

あるスターピープル（天之御中主神-アメノ

ミナカヌシノカミ）様に調べてもらう事にし

ました。 

第 7 章 日本古来の闇の女

神 菊理媛神 
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勿論他のスターピープル達も、一体なにが起

きているのか調べているようです。 

 

暫くして天之御中主神様が戻ってこられま

した。 

私達はいったい誰が、私達の活動を妨害して

いるのか教えてもらうようにお願いしまし

た。 

 

「TAKESHI さん、Ellie さん、今回も皆さ

んに大変ご迷惑をかけて申し訳ありません

でした。 

実は、皆さんの世界で菊理媛神（ククリヒメ

ノカミ）と呼ばれる存在が後ろに隠れていた

ようです。」 

 

菊理媛神とは、私もあまり良くは知らないの

ですが、白山神社の御祭神である事は知られ

ています。 

調べてみると、神産みを終えて死んでしまっ

た伊弉冉尊（いざなみ）に逢うために、黄泉

の国を訪問した伊奘諾尊（いざなぎ）は、伊

弉冉尊の変わり果てた姿を見て逃げ出して

しまいました。 

 

自分の醜い姿を見られた伊弉冉尊（いざな

み）、黄泉比良坂で伊弉冉尊に追いつき、2

人が口論になった時、菊理媛神が、伊奘諾尊

（いざなぎ）と伊弉冉尊（いざなみ）の間を

取り持って仲直りをさせ、それぞれの世界に

帰した、という説話だけが残っています。 

 

それ以外の所に菊理媛神が出てくる事はな

いのですが、この神話によって菊理媛神が、
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夫婦の仲を取り持つ神とされたようです。 

私から言わせると、2 人を仲良く離婚させた

神、という事になりますが・・。 

 

それでは、なぜそのような神が、今、私達の

前に現れてきているのか不思議です。 

もっとも、瀬織津姫に深く関わっているグル

ープが、菊理媛神を呼び出して統合のワーク

などを行っているようですから、想像はつき

ますが・・・・・。 

 

「菊理媛神の事について、皆さんに御伝えし

たいと思います。」私達の思いを察して天之

御中主神は話し始めました。 

「日本で菊理媛神と呼ばれる存在もやはり

ベガ星のスターピープルでした。 

彼女はとても古い存在で、おそらく私と同じ

くらいの時代に生まれたのではないかと思

われます。」 

 

私は、菊理媛神がそんなに古い神であるとは

思ってもいませんでしたので、天之御中主神

の言葉に驚きました。 

 

「彼女が、古代日本に現れたのは、実際スピ

リチュアル界に彼女が生まれた時代のずっ

と後の時代です。 

菊理媛神の父親的な存在から、学びのために

菊理媛神はこの地球に降ろされたのです。 

彼女が、父親の言う事を聞かずに勝手に行動

していたために、父親は菊理媛神に学びが必

要だと判断し、地球に降ろしたのです。 

 

しかし、その事に菊理媛神は怒ってしまい、
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父親やベガ星のスターピープルを恨むよう

になってしまったのです。 

彼女は、父親の気持ちを理解せずに、自分が

地球に放り出されたと勘違いしてしまった

のです。 

その点、瀬織津姫と似ているところがありま

す。」 

 

「天之御中主神よ、それでは、菊理媛神と瀬

織津姫が仲良くなってアセンションの邪魔

をしていたのですか。」 

「そうです。 

と言っても菊理媛神のほうがずっと古い存

在ですので、菊理媛神は瀬織津姫の後ろにか

くれて瀬織津姫を操っていた、と言った方が

良いかもしれません。」 

 

「菊理媛神が、そのような事をしていたとい

う事に、皆さんは気づいていなかったのです

か？」と私は尋ねました。 

 

「瀬織津姫が、地球の人々をコントロールし

始めた頃から、その後ろに菊理媛神がいるの

ではないかと私達は考えていました。 

物理次元の闇の中に、菊理媛神はその姿を隠

してしまったので、菊理媛神がどの様な状態

になっているのか、私達にはさっぱり分から

なかったのです。 

しかし、今回 Ellie さんを通して菊理媛神を

見つける事が出来ましたので、対処できるの

ではないかと思います。」 
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PART2 菊理媛神に捕らわれた人々の救

出 

 

私達が、そのような状況の中で、物理次元で

菊理媛神に対する対処をどのようにしたら

良いか、話し合っていた時、その夜に、以前

瀬織津姫に深く関わっていたグループに属

していた方のセッションが予定されている

事に気付きました。 

彼女は、そのグループのお手伝いをしていら

したので、瀬織津姫だけでなく菊理媛神に繋

がるゲートを持っている可能性があります。 

 

もしかしたら、菊理媛神がその人をアセンシ

ョンする世界に、私達が連れていく事を嫌っ

て、Ellie さんに対してサイキックなエネル

ギーを送っていたのかもしれません。 

私達は、彼女に連絡してセッションの時間を

早め、他の星のスターピープル達にも手伝っ

てもらい、菊理媛神の対処を行う事にしまし

た。 

 

セッションが始まると、私達は、その方に深

呼吸をしてもらい、ハートのエネルギーをオ

ープンにしてもらいました。 

そして、彼女の中に隠された菊理媛神へと繋

がるゲートを見つけると、一気にスターピー

プル達がその中に入っていきます。 

セッションを受けられている女性は、一体な

にが起こっているのか、十分に理解していな

いようでしたが仕方がありません。 

 

スターピープル達が、菊理媛神を捕え、さら

に菊理媛神のゲートから、彼女に捕らわれて
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いる多くのスピリット達を解放していきま

す。 

勿論、今セッションを受けられている彼女の

スピリットも、この場所に捕えられているよ

うですので、彼女のスピリットも解放してあ

げます。 

 

菊理媛神は、人々の心をコントロールするの

が得意なようです。 

元々、菊理媛神は死者の世界に来た人達の感

情を癒し、生きている人達が住む世界への執

着を断ち切らせる事が役目のようでした。 

死んでしまった人の執着心を断ち切るため

には、その人の意識をコントロールする必要

があるのかもしれません。 

その能力を菊理媛神は持っているのです。 

 

日本書紀に描かれていた話は、菊理媛神が伊

奘諾尊（いざなぎ）と伊弉冉尊（いざなみ）

の意識をコントロールして喧嘩をおさめ、自

分達が行くべき場所へといかせた、という話

だったのでしょう。 

 

天之御中主神や天照大御神達も、瀬織津姫だ

けでは、これほど多くの人の意識をコントロ

ールする事は難しいので、その裏に菊理媛神

がいると思っていたのです。 

しかし、天之御中主神の話しによると、菊理

媛神は天照大御神よりもかなり古い神様で

すので、天照大御神達では対処が出来ないの

です。 

 

その方が Ellie さんのセッションを受けてい

る間も、ずっと菊理媛神に捕らわれていた人
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達の救出が行われていたようです。 

暫くしてセッションが終わると、天照大御神

達が私達の前に姿を現しました。 

 

「TAKESHI さん、Ellie さん、今回もベガ

星のスターピープル達の事で皆さんには大

変ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんで

した。 

私達は、瀬織津姫だけでなく菊理媛神まで、

闇のエネルギーにまみれてしまい、日本の

方々に大きな問題を引き起こしてしまった

事を大変申し訳なく思っています。 

 

Ellie さんが、サイキックアタックを受けて

いる時も、裏に菊理媛神がいたので、どれほ

ど瓊瓊杵尊達がブロックしても、そのアタッ

クを止める事が出来なかったのです。 

私達も、瀬織津姫や菊理媛神の問題を解決し

ない事にはベガ星に戻る事もできず、いつか

必ず解決できると信じ、ずっと日本の人々を

見守ってきました。 

 

そしてようやく、私達の願いがかなえられる

日が来た事を心から嬉しく思っています。 

皆さんのおかげです。 

本当にありがとうございました。」 

 

天照大御神だけでなく日本の神々、つまりベ

ガ星のスターピープル達が勢ぞろいをして

喜び合っています。 

 

私は天照大御神に尋ねました。 

「それで菊理媛神は、これからどうなります

か。」 
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「おそらく、天之御中主神が取り調べを行っ

た後に、ベガ星に戻ると思います。 

菊理媛神に対する対処が出来るのは、ベガ星

のマスターベガしかいませんので、彼女が菊

理媛神のクリアリングなどを行い、どのよう

に対処するか決めると思います。 

 

今回、瀬織津姫だけでなく菊理媛神まで、闇

のエネルギーに捕らわれてしまいましたが、

おそらくは、ダークウイングの影響によるも

のだろうと、私達は思っています。 

そしてダークウイングが、異なる宇宙の創造

主を呼び寄せ、私達の宇宙とは異なる力や技

術を菊理媛神と瀬織津姫に与えたようです。 

 

勿論、これは日本で起きた事ですが、世界中

いたるところで同じような事が起きていた

と思われます。 

しかしながら、その事を解決できましたので、

これからさらに、アセンションする世界に予

定通り入っていく人達が増えていく事と思

います。」 
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PART1「コロナウイルスと地球に愛を送る

祈りの会」 

 

2020 年の 2 月になると思いもよらぬ出来

事が起きました。 

それは、日本のみならず世界の経済と社会の

状況を大きく変化させていく出来事です。 

それも目に見えないひとつのウイルスによ

って引き起こされたのです。 

 

よくアセンション前後には、地球の社会や経

済が大きな混乱を迎え、新しい世界に適応し

た社会が生まれてくるきっかけとなる、とス

ターピープルは言っていたのですが、まさか

これほど早く、そしてウイルスという方法を

使ってその事が起きてくるとは夢にも思い

ませんでした。 

 

最初は中国だけだったのですが、それが日本

や韓国、そして瞬く間に世界中に広がり、大

きな混乱を起こしました。 

日本では、マスコミによる連日のコロナ被害

の過剰報道に加え、学校の休校やイベントの

自粛、旅行制限などにより多くの人達の心理

状態がとてもネガティブになってしまいま

した。 

 

マスクやトイレットペーパーなどが買い占

められ、人々の心に余裕がなくなり、コロナ

第 8 章 大天使と日本の神々

による日本人の救出計画 
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ウイルスに対する不安や恐怖、そして怒りが

日ごとに大きくなっていきます。 

また、コロナウイルスの危険性を考えて人々

が外出をしなくなり、飲食店やサービス業、

観光業、宿泊業に携わる多くの店舗やホテル、

会社などが経済的な危機に陥った事で、コロ

ナウイルスによる社会的な不満はさらに大

きくなりました。 

 

勿論、コロナウイルスは潜伏期間を含め、対

処法や感染経路なども不明なので不安にな

るのは当然ですが、感染した人達だけでなく

多くの人達が、マスコミの言葉に過剰反応し

て、恐怖や不安を募らせています。 

そうするとコロナウイルスに対してだけで

なく、社会環境や政治家に対する怒りや憎し

みが増えてきます。 

 

この怒りや不満、恐怖は、私達の心に大きな

影響を与えます。 

怒りや不満、恐怖等に満ちた心は冷静な判断

力を失わせますので、今は必要ではないもの

まで買い占めたり、感染した人への怒りだけ

でなく、一般の人に対しても猜疑心を生んだ

りします。 

 

そして何よりも、自分や他人を愛し大切にす

るという気持ちを失わせてしまうのです。 

そのような人が増えてくると、さらに社会的

な混乱が起こり、大きな失望感に襲われ、自

分自身や他人を傷つけてしまう事も起こり

ます。 

 

私達が、コロナウイルスに対してできる事は、
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その予防に適切に取り組む事も必要ですが、

それ以上にコロナウイルスとコロナウイル

スによって引き起こされる現象に対して、憎

しみや怒り、不安などを過度に持たない事で

す。 

 

自分自身が落ち着いて、今までと同じように

愛に満ちた状態でいれば、コロナウイルスに

よって社会的な混乱が引き起こされる事に

ストップをかける事が出来ます。 

そして自分自身を冷静に保ち、大切にすると

いう事は、自分の体の免疫力をあげる事にも

なりますので、ウイルスに感染しにくくなり

ますし、感染しても症状が抑えられていきま

す。 

 

このままでは、人々の恐怖と怒りのエネルギ

ーで、地球規模での混乱が起きるかもしれま

せん。 

そして、多くの人達がその事に同調して、自

分自身もその混乱の中に巻き込まれていき

ます。 

 

しかし、自分の心の中に、怒りや憎しみを持

たず、コロナウイルスの事を「さびしがり屋

のいたずら坊主」と考えて、コロナウイルス

と地球に愛のエネルギーを送る事で、あなた

は、この混乱の中に巻き込まれる事なく過ご

していく事が出来るでしょう。 

 

そして多くの人達が力を合わせて、コロナウ

イルスと地球に愛の光を送る事で、この危機

的な状況から、多くの人達を救い出せるきっ

かけとなるかもしれません。 
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少なくとも、一緒に祈る事により、社会的な

混乱のない世界をあなたが選び取り、その世

界に生きる事が出来るようになる事でしょ

う。 

 

これは、地球に生きる人達にとって大きな試

金石であり、皆さんの心の持ち方、生き方が

問われているのです。 

未知のウイルスと言う恐怖に翻弄されるか、

その恐怖に負けず自分の中に愛を保ち続け

る事が出来るか、今、あなた自身が試されて

いるのかもしれません。 

 

コロナウイルスと地球に、皆さんの愛のエネ

ルギーを送る事で、あなた自身の愛をさらに

高め、地球と地球に生きる多くの人達を元気

づける事が出来るよう願いましょう。 

 

これは、コロナウイルスに対する「祈りの会」

を呼びかけたときのブログ記事です。 

スターピープル達は、コロナウイルスに私達

がどのように対応するかによって、個々の人

達がアセンションできるのか、古い地球に残

るのかを判断するのだ、と言います。 

 

正直言って、私が経営しているリラクゼーシ

ョン・サロンもお客様の来店が急に少なくな

って経営的に厳しい状態に追い込まれてい

ますが、それでもコロナウイルスに対する愛

を送り続けて、この現状を抜け出していきた

いと願っています。 
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PART2 大天使と日本の神々による日本

人の救出計画 

 

コロナウイルスによる社会不安はあるもの

の、私達は Ellie さんのセッションや私の一

斉アチューメントなどを通して、少しでも多

くの人がアセンションする世界に入ってい

ければと願い努力を続けています。 

 

本来、地球のアセンションにおける物理次元

の分離は2020年の1月1日前後に行われ、

それ以降は、異なる波動を持つ人達は、少し

ずつ離れていき、交わる事ができなくなる予

定でした。 

 

もちろん、昨年までに比べるとその傾向はま

すます進んでいますし、多くのスターピープ

ル達は、もうすでに古い地球に残る人達とは

関わる事ができなくなっています。 

私達も、そのつもりでした。 

ところが、新しい地球に私達が完全に移行す

る前に、いくつかの問題点が明らかになった

のです。 

 

そのひとつが、アセンションする予定の人達

の多くが、アセンションする世界に来ていな

いという事です。 

これは何度もお伝えしているように、肉体は

光51％以上の世界に来ているにも関わらず、

意識が古い地球に残ったまま、という人達が

たくさんいますので、このままでは多くの人

達がアセンションする世界からこぼれ落ち

てしまいます。 
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特に天使性の高い人達、天使のスピリットや

スターピープルのスピリットを持っている

人達の意識が古い地球に捕らわれたままに

なっている事が分かったのです。 

そのために、光の世界に移ってしまったスタ

ーピープル達ではなく、３次元世界にまだ残

っている大天使と天照大御神達のグループ

が、共同で彼らの救出を行う事になりました。 

 

私達は、急きょ、今までの地球に取り残され

ている人々の意識を、アセンションする世界

につれもどす役目を与えられました。 

そのために、今までかなりマイナーな活動を

行っていた私達の事を紹介してくださる方

がいて、多くの人達にブログを読んでもらっ

たり、Ellie さんのセッションを受けてもら

う事になったのです。 

 

これも、大天使達が自分達と深い関わりのあ

る人達を救い出すために行った事でした。 

しかしながら、いざセッションを始めてみる

と、天使性の強いスピリットや意識を持って

いる人達でも、セッションができないという

事が頻繁に起こりました。 

 

もちろん、本人が本気でアセンションを望ん

でおらず、自分にとって心地よいヒーリング

やスピリチュアルな事を行って満足してい

る場合はそれでも良いのですが、アセンショ

ンする世界に行きたい、自分の本質に目覚め

たいという希望があるにも関わらず、セッシ

ョンができないという人達も多くいたので

す。 
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私達が、セッションをお断りした人達のエネ

ルギーを調べてみると、今まで古い地球で処

理できていなかった闇の存在達がまだ残っ

ていることが分かりました。 

彼らは、世界が分離して高次元のスターピー

プル達がいなくなった地球で台頭してきて

いる事が分かったのです。 

 

この事は、宇宙連合のスターピープル達や創

造主達も予想していなかった事でした。 

天照大御神のグループのスターピープルと

3 次元に残っている大天使達は、Ellie さん

のセッションに関わってきた人達をとおし

て、さらに詳しく調べていきました。 

 

そして日本でいうならば、瀬織津姫と彼女を

操っていた菊理媛神、世界的に言えば、ダー

クエンジェルを操っていた「ダークウイング」

達が、物理次元に生きるヒーラーさん達を使

って、皆さんがアセンションしないように仕

組んでいた事がわかったのです。 

 

瀬織津姫や菊理媛神は、本来天照大御神と同

じベガ星のスターピープルですので、天照大

御神をはじめ、日本の神々が責任を持って対

処する事になりました。 

本当の事を言うと、ベガ星のスターピープル

達は、自分達の古い仲間が日本人の意識コン

トロールを行って、精神的な進化を妨げてい

た事が分かっていたために、長い間、地球の

物理世界にとどまり、この事を解決しようと

していたのです。 

 

また大天使達も、次々と生まれてくるダーク
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エンジェル達がどこからきて、誰に指図を受

けているのか、不審に思い調べていたのです。 

そして、その存在が 2020 年以降、表に現

れてくる事を懸念していました。 

 

しかしながら、その存在も物理世界で活躍す

るヒーラー達を利用して、地球の人々のスピ

リットを捕え始めている事が、Ellie さんの

セッションの中で明らかになってきました。 

そして、地球の大天使だけでなくさらに地位

の高い大天使や「ウイング」と呼ばれる大天

使を作り出した存在達の力を借りて、この問

題も解決することが出来ました。 

 

Ellie さんのセッションを受けている人達や

「大天使ミカエルの破邪の剣」を一生懸命に

行っている人達の中には、今まで自分がヒー

リングやスピリチュアルの罠に捕らわれて

いた事に気づき目覚め始めてきた人達も出

てきました。 

しかし、多くの人達がまだスピリチュアルや

ヒーリングに隠された罠に気付くことなく

過ごしています。 

 

これから私達が行う活動は、少しずつ目覚め

てきた人達を確実にアセンションする世界

に連れて行く事と、本来はアセンションする

予定ではあるけれど、まだ私達が関わってい

ない人達を探し出して、1 人でも多く目覚め

させていく事です。 

それもできうる限り３月末までには行いた

いのです。 

 

というのも、今回大天使達と天照大御神達が
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企画したこの計画は、宇宙連合の全体の意思

ではなく、まだ救わなければならない人達が

いるから、まだ解決しなければならない問題

があるからと、宇宙連合の許可をもらって単

独に行っていた事のようです。 

 

本来ならば、2020 年の 1 月 1 日には、ア

センションするための世界とそうではない

世界のゲートが閉じられる事になっていた

のですが、地球の状況を考慮して、本来アセ

ンションする世界にいく人達の救出のため

のゲートが、まだ開かれていたのです。 

しかし、そのゲートも 3 月末か 4 月中には

閉じられるようです。 

 

ただ大天使や日本の神々は、瀬織津姫や「ダ

ークウイング」達による地球人への意識コン

トロールが大きかったために、本来アセンシ

ョンすべき人の意識が物理次元から離れら

れないという事を、私達に伝えてきましたの

で、そのような人達の後押しをもうしばらく

行いたいと考えています。 

 

その一つが「瓊瓊杵尊の一斉アチューメント」

と「コロナウイルスへの愛」の祈りの会です。 

大天使や日本の神々は、この機会にできうる

限り多くの人達をアセンションする世界に

連れて行きたいと考えているようです。 

 

そしてもう一つは、「大天使ミカエルの破邪

の剣」を行う事で目覚めてきた人達に対する

Ellie さんのセッションを数名の枠で行う事

にしました。 

もちろん Ellie さんのセッションが受けられ
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なくても大天使ミカエルの破邪の剣による

クリアリングとインナーチャイルドの癒し

を行っている人であれば、これからも私達や

大天使達は関わっていけると思います。 
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PART1 アセンションの扉が閉まる時 

 

アセンションの扉が 3 月 31 日で最終的に

閉まることになりました。 

この事は地球人に取ってはとても大きな意

味があるようです。 

私達は、3 月の中旬に、第１評議会のスター

ピープルとこの事について話をしました。 

 

「TAKESHI さん、まもなく 3 月も終わり

ます。 

これまで猶予していたアセンションの扉も、

この時期で最終的に閉まることになります。 

これからは、闇が多い世界から光が多い世界

へ自由に入ることができなくなります。 

ただ、問題なのは、光が多い世界へ肉体は入

ってきたものの、依然として意識が 3 次元

の世界にとどまっている人が多いというこ

とです。 

 

Ellie さんを中心に、皆さんを 4 次元世界へ

導くためにセッションを行ってもらいまし

た。 

Ellie さんがセッションを行う事で、セッシ

ョンをうけた人だけでなく他の人にも、意識

を４次元世界へ向けるためのきっかけを提

供してきましたが、まだまだ多くの人達の意

識が 3 次元世界にとどまっています。 

 

第 9 章 アセンションの扉

が閉まる時 
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このままでは、光が多い世界、４次元世界に

肉体が来ていても意識が３次元に向いてい

れば、この光の多い世界でもアンバランスな

エネルギーが広がり、その人達は３次元世界

に戻っていく事になってしまいます。」 

 

確かにそうなることでしょう。 

私はスターピープルに尋ねました。 

「私も、そう思いますが、何故地球人の意識

が４次元世界に向かないのでしょうか。 

正直言って、私も会社の事などで、３次元世

界にフォーカスしているように思えます。 

その原因を教えてくれませんか。」 

 

「アセンションの扉が閉まるまで、あと半月

くらいですが、ここにきてもまだ、スピリチ

ュアルな施術やヒーリングなどを通して、闇

のエネルギーと深く繋がっている人達が多

いのです。 

TAKESHI さんのブログなどを読んで、ヒー

リングなどを手放す事を始めた人達もいる

のですが、依然多くの人達がヒーリングなど

に頼っていますし、スピリチュアルな事を通

して得られる優越感などを手放そうとして

いません。 

 

これでは、闇のエネルギーと繋がったままに

なってしまいますし、自分の心の中にあるエ

ゴが解消できないので 4 次元的な生き方や

考え方ができないでいるのです。」 

 

私達は、今まで皆さんにヒーリングの問題を

何度も語ってきましたが、やはり多くの人達

がまだヒーリングなどを捨てきれずにいる
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ようです。 

私達は、今まで以上にブログを通して、皆さ

んにクリアリングの必要性について語るこ

とにしました。 

 

「スターピープルよ。 

あなたの意見はもっともな事ですが、やはり

まだ地球人の体や意識の中に、ダークピープ

ルからつけられたコントロールチップなど

が残っていて、ヒーリングなどを手放す事が

できないのではないでしょうか。」 

私はスターピープルに尋ねました。 

 

「ほとんどのコントロールチップなどは、皆

さんの肉体が４次元世界に入ってきた時に

処理をされているはずです。 

そしてあなたが、大天使ミカエルの「破邪の

剣」の一斉アチューメントを行う事でそれら

も取れていったと思います。 

 

今でも多くのコードなどをつけている人は、

まだ３次元世界に残ろうという意識が強い

人達です。 

彼らにとって、コードなどがある事でかえっ

て３次元の世界が生きやすくなるのです。 

それは、その人達が行った選択です。」 

 

スターピープルのいう事は間違えていない

かもしれません。 

ただ、そう言われても、私も今までたくさん

のヒーリングやスピリチュアルな事を行っ

てきましたので、このコードを取る事の大変

さはよくわかりますし、なかなか人の力では

取ることができないのです。 
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「そして、もう一つ、皆さんが古い過去に固

執しているエネルギーが、今大きく浮かび上

がってきています。」 

 

確かにそういわれてみれば、最近 Ellie さん

のセッションの中でもレムリアなどの古代

文明の事が出てきたりして、皆さんの中にそ

の問題が浮かびあがってきているようです。 

私達の体は光の多い世界に入ってきている

ので、自分の体や潜在意識の深い所にある問

題が浮かび上がってくる事は当然です。 

 

私は、再び人々の不要な過去世をその人から

分離して、今の自分に影響を与えるようなエ

ネルギーをクリアーにするためのセッショ

ン（6 大天使の光のピラミッド）を始める事

にしました。 

そしてこのセッションで、皆さんの中に入り

込んでいるネガティブコードなどを処理し

ていく事にしました。 

 

それとあわせて Ellie さんにもお願いして、

「インナーチャイルドの癒し方」をブログに

も公開してもらい、一人でも多くの方が、傷

ついたインナーチャイルドを癒すことで、ヒ

ーリングなどに頼らない生き方、自分自身が

目覚めていく生き方が出来るようにするこ

とにしました。 

 

 

 

PART2 本気でクリアリングを行ってくだ

さいー天照大御神より 
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このクリアリングに関して天照大御神様か

らメッセージがありましたのでご紹介して

おきます。 

 

今日は私天照より皆様に対して大切なお話

をさせていただきたいと思います。 

私達は、今１人でも多くの人達がアセンショ

ンする世界に入るためのゲートを開いてお

ります。 

しかしながらこのゲートの中に入ってくる

のは簡単な事ではありません。 

 

今 TAKESHIさんや Ellieさん達にお願いし

て、多くの人達がこのゲートの中に導かれる

ように、私達も活動しております。 

しかしながら今、問題になっているのは、や

はり皆さんが行っているスピリチュアルに

かかわる事やヒーリングの事なのです。 

 

皆さん方はスピリチュアルな世界が見える

わけではなく、またそのエネルギーをしっか

りと見極める事ができないために、今までし

っかりとした判断もせずに、多くのヒーリン

グやスピリチュアルな事に関わってきまし

た。 

 

何度も TAKESHI さんが警告しているよう

に、その中には皆さんをアセンションさせな

いための存在と繋がっているヒーリングや

スピリチュアルな施術もたくさんあります。 

表面的には皆さんが癒され、高次元の世界に

誘うために行なっているようなヒーリング

やスピリチュアルな施術もあります。 
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また皆さんの精神性を高め、統合されること

でアセンション出来るのだと言っている方

もいます。 

 

皆さんはその言葉を素直に信じて、ヒーリン

グやスピリチュアルな施術を行っている方

のセミナーや講演会に出たり、YouTube な

どでその動画を見たりしています。 

そして、そこで習った方法を自分自身で行っ

たりしています。 

 

しかしながらその言葉の裏にあるのは、皆さ

んを３次元の世界へとどめようとする闇の

存在達の力なのです。 

中には、本当に光の存在とつながっている人

達もいますが、それは少数です。 

 

もちろんスピリチュアルな事やヒーリング

を教えている方達もその実態を知っている

わけではありません。 

彼らの中には、本当に純粋な人達も多く、自

分自身がやっている事が素晴らしい事だと

信じています。 

そして自分が行なっている事を他人に行う

事によって、その他人を導く事ができるのだ

と信頼しているのです。 

 

私達はそのような人の気持ちを台無しにす

るわけではありませんが、ただそのような人

達が繋がっている存在は、本当の光の存在で

はないのです。 

光の存在でない者達は、地球人達に特殊な能

力を与え、多くの人を惹きつける力を与えま

すので、皆さんもその力に惹きつけられてい
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きます。 

そしてそこに引き寄せられた者達も、自分達

に特別な力が与えられることを望み、闇の存

在と繋がっていくのです。 

 

そのような事から、どのようなスピリチュア

ルな施術やヒーリングの方法であったとし

ても、あなたが実際見極める事ができないた

めに、それらを全てクリアリングしてほしい

と私達はお願いしているのです。 

 

しかし、皆さんの中で、これだけはいいだろ

うと考え、クリアリングできていないものが

あったり、口ではクリアリングするといいな

がら、心ではこの施術や力を手放したくない

と考え、クリアリングが中途半端になってい

るものもあります。 

あるいは、動画を見ているだけ、本を読んだ

だけだから、自分には影響がないと軽く考え

てクリアリングをしないものも残っていま

す。 

 

皆さん自身が過去に受けたもので、皆さんが

もうすでに忘れてしまったものもあります

が、今皆さんが行っていないとしても、その

ヒーリングやスピリチュアルな施術の力を

与えてくれた存在との契約が残っているも

のもたくさんあるのです。 

 

そのために、皆さんがクリアリングしたとい

う言葉を信じて、一度 Ellie さんがセッショ

ンを行いますと言ったとしても、その人とつ

ながるゲートを開いた途端にそのようなヒ

ーリングやスピリチュアルな施術からネガ



102 

 

ティブなエネルギーが流れ込んできて、やは

りセッションができなくなってしまったと

いう事が多々あるのです。 

 

この事に関して宇宙連合の第一評議会でも

よく話しあっておりますが、これは皆さんが

生きている物理世界で起きている事なので、

私達スターピープル達はそこまで強く皆さ

んに関わる事ができません。 

 

その理由というのは今までの地球というの

は光よりも闇が多い世界でした。 

そしてその世界を統治するのは私達スター

ピープルではなくダークピープルなのです。 

もちろん、これからもアセンションしない世

界を統治するのもダークピープルです。 

 

この宇宙のルールでは、その世界を統治する

者達は、その世界の物理世界に関わる事が許

されますが、そうではない者達はその物理世

界に深く関わる事ができないのです。 

このルールによってダークピープル達は皆

さんと物理世界で深く関わる事ができます。 

様々な人の背後に入り、その人の意識をコン

トロールして自分達の意のままに動かす事

も自由なのです。 

 

しかし私達スターピープル達は、今までの地

球を統治していたわけではないので、皆さん

の物理世界に深く関わる事ができないので

す。 

そのためにダークピープルによって作られ

た繋がりというものを私達スターピープル

は取り去る事ができません。 
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またダークピープル達の影響というものを

直接私達が排除する事もできないのです。 

 

またこのルールによって、闇のエネルギーと

繋がりが切れていない人達と関わる事で、皆

さんと繋がっている闇の存在からネガティ

ブなエネルギーがEllieさんに流れ込み、Ellie

さんの体調が悪くなることを、私達スターピ

ープルは完全に防ぐことができないのです。 

 

この事に関して TAKESHI さんと私達の中

ではいつも衝突が起きています。 

TAKESHI さんはダークピープル達が皆さ

んの物理世界に深く関わるのであれば、スタ

ーピープル達も皆さんの物理世界に深く関

わってダークピープルが行っている事を直

接スターピープル達が修正してほしいと訴

えます。 

 

しかしながらそれが私達にはできないので

す。 

ダークピープル達が行った罠や仕組みはス

ピリチュアル次元では解除する事はできま

す。 

また、完全にアセンションする世界に入って

きた方達に対しては、この世界を統治するの

はスターピープルですので、その人の物理世

界に関わって、皆さんをクリアリングするお

手伝いもできます。 

 

しかし、まだアセンションする世界に入り切

れていない人達に対しては、物理次元でダー

クピープル達が行った事を解除する事がで

きないのです。 
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これは、私達も一斉アチューメントなどを通

してサポートしますが、皆さん自身が行わな

ければならないのです。 

 

もちろん今までの地球に残る人にはこのよ

うな事は、私達は申しません。 

今までの地球に残る人達にとって、そのヒー

リングやそのスピリチュアル施術はとても

心地よいものとなるでしょう。 

そのような方にとってはヒーリングやスピ

リチュアルな施術は必要です。 

その人を癒しまたその人を豊かにするため

にも必要なのでそれは構いません。 

 

しかし、これからアセンションする世界に入

ろうと思う人達であれば、本気でこの古いエ

ネルギーをクリアリングしてください。 

私達がこの扉を開いている時間はそれほど

長くはないのです。 

 

私達は、皆さんとネガティブな存在の繋がり

を絶つために新たな決断を行いました。 

それは TAKESHI さんにも実際セッション

を行って頂き、残り少ない時間でより多くの

人達を導きたいという事なのです。 

 

またアセンションを目前にして、皆さんの中

に様々な感情が生まれてきています。 

それは先日お話ししましたレムリアの感情

と深く関係しているものです。 

 

レムリアの感情というのは皆さんのアセン

ションを妨げているものです。 

アセンションに対する恐れや怒り憎しみな
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どがその中に込められています。 

そしてその事を闇の存在達は利用し、皆さん

を古い地球へとどめようとしているのです。 

 

今回第一評議会ではそのエネルギーに関わ

っている闇の存在達を皆さんと切り離すた

めに、レムリアンシードを使ったセッション

を計画しています。 

レムリアンシードは、レムリアの神官たちが、

自分達に起こった事を教訓として、次回のア

センションの時には、皆さんがしっかりとア

センション出来るように、たくさんの叡智と

パワーをその中に隠しています。 

 

今こそ、このレムリアンシードの叡智とパワ

ーを開き、レムリアの神官たちの祈りを解き

放つ時が来たようです。 

その詳細に関しては TAKESHI さんの方か

らご報告があると思います。 

 

今日は、私達が、皆さんをアセンションさせ

るために皆さんの中につながっている闇の

存在とのエネルギーを本気でクリアリング

していただきたいという事を皆さんにお伝

えしたいと思っております。 

 

 

 

PART3 救い出されたスターソウル 

 

3 月 31 日を目前に控えた頃、私達に大きな

変化が起こりました。それは、皆さんの中で

もスターピープルとしてのスピリットや魂

を持っているスターソウルの人達に関する
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ことです。 

 

私はよく、スターピープルのスピリット達が、

地球人の肉体にそのスピリットの一部を下

して活躍するということを書きますが、その

多くの人達が十分な活躍ができていません。 

 

スターピープル達の第１評議会でも、大切な

使命を果たしてもらうために優秀なスター

ピープルのスピリットをこの地上に下ろし

ているのですが、地上に下ろした途端、行方

が分からなくなったり、本来の意図とは異な

る行動を行ってしまう事がよくあるようで

す。 

 

それは、地球が「忘却の星」といわれるよう

に、人間の意識と魂やスピリットが切り離さ

れた状態で物理世界を生きていくのでスピ

リットの持つ使命などに気付かないのも仕

方がない事です。 

 

本来、皆さんのスピリットにスターピープル

のスピリットの一部が入っていれば、スター

ピープルとのコンタクトが常時行われます

ので、自分の使命などに気づき働き始める事

になるのです。 

 

彼らは、スターピープルのスピリットの一部

を持っていますから、目に見えないものを信

じやすく、癒しや高次元の存在とつながる事

に対して興味を持っています 

 

しかしながら、現状では、そのような人達の

多くが、スターピープルとのコンタクトがし
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っかりできておらず、物理世界の誘惑に惑わ

されながら生きています。 

 

そして、スターピープルとのコミュニケーシ

ョンが取れていないので、ダークピープル達

が仕掛けたヒーリングやスピリチュアル、そ

して宗教の罠にはまりやすく、いくつものヒ

ーリングなどを渡り歩いて、お金だけを使い

まくる人生になってしまうのです。 

 

さらにその傾向が進むと、現実生活に対して

興味がわかなくなり、スピリチュアルな施術

やヒーリングなどにすがって生きていくよ

うになるので、他人に依存してグラウディン

グできていない人になってしまいます。 

その結果、さらに闇の存在達に自分自身の意

識をコントロールされてしまいます。 

 

その理由が、第１評議会のスターピープル達

もわからなかったのですが、昨日ようやくそ

の原因がわかりました。 

それは、私の２番目の子供の発育がかなり遅

れている事から、ずっと調査をしていたので

す。 

 

次女は、１歳半になるのに、１人で立ち上が

ったりハイハイすることもせずに、食事もス

プーンなどを自分で使って食べることがで

きません。 

さまざまな原因を探り出し解決してきたの

ですが、根本的な解決にはなっていなかった

のです。 

 

数日前、大天使メタトロンから、次女の魂や
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スピリットが、どこかに捕らわれている可能

性があることを伝えられました。 

どうも次女の出産のときに、次女のスピリッ

トや魂の一部が抜き取られたようです。 

 

このような事を話すと、「えーそんな事があ

るの！」と、驚かれる人達がいるのですが、

これは闇の多い地球では普通に起きていた

事なのです。 

私達とスターピープル達は、その実情を調べ

解決してきたのですが、完全にその問題が解

決されていたわけではなかったのです。 

 

特に、古来から地球のアセンションのために

働いてきたスターピープルの人達や地球の

アセンションをサポートに来たスターソウ

ルの人達のスピリットや魂は光が強いため

にすぐにわかります。 

 

彼らのスピリットはとても貴重なので、ダー

クピープル達は獲物を狙うように、そのスピ

リットを持った者達を探し出し捕えます。 

 

スターピープルのスピリットを持つ人達や

スターソウルの人達が活躍すると、地球人の

意識が目覚めてアセンションがたやすくな

るために、今までの地球を支配していた者達

は、スターソウルの子供達が生まれると、そ

の子供のスピリットや魂の一部を抜き取り、

その子の資質が十分に生かされないように

します。 

 

そうなるとその子供は発達が遅れ、知能障害

や身体障害を発症することになり、現実生活
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で障害を持って生育することになります。 

また通常の子供のように学校に行けたとし

ても、友達にいじめられたりして精神的に追

い詰められていくのです。 

 

登校拒否や情緒不安定、軽度の精神疾患、他

人への依存症などは、そのような過程から生

まれてくることもあります。 

 

スターピープル達は、私達に次女のスピリッ

トや魂が抜き取られていることを内緒にし

てずっと調べていたようです。 

そして次女のエネルギーを使って、ようやく

どこに隠されていたか解明したようです。 

それは、地球とは少しばかり異なる次元に隠

されていた大型の宇宙船の中でした。 

 

おもにこの事を行ってきたのは、私達が「紫

ピラミッド」と呼んでいるダークピープル達

の組織だったのですが、私達とスターピープ

ルがその正体を暴き、壊滅状態になると、そ

の一部が、スターソウルの人々から奪ったス

ピリットや魂の一部を宇宙船に積み込んで

絶えず場所を移動させながら逃げ隠れして

いたのです。 

 

その理由は、このスピリットや魂の一部を人

間から分離しておけば、その人をガイドして

いるスターピープルや高次元の存在とつな

がることができないために、その人はアセン

ションできずに古い地球に残るからです。 

 

スピリットが捕らわれた人達はだまされや

すいので、闇の存在が作ったヒーリングやス
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ピリチュアルな施術を受けさせて、意識をコ

ントロールしておけば、簡単にアセンション

しない世界にとどまります。 

 

しかし昨日、ようやくその宇宙船が見つかり

ました。 

中を調べると、本当に多くの人達のスピリッ

トや魂の一部がカプセルのようなものに入

れられて整然と並べられていたのです。 

その数は、地球人口の 1 割から 2 割ぐらい

あるかもしれません。 

 

彼らのスピリットや魂が囚われていなけれ

ば、このスピリット達の多くはアセンション

して、光の世界で重要な働きをしているはず

です。 

 

スターピープル達は、そのスピリット達をす

ぐに救出して治療を行っています。 

今回たくさんのスターソウルが見つかった

事で、特にスターソウルを奪われていた子供

達の状況が変わってくる事でしょう。 

 

そしてスターソウルを奪われた大人の人達

も、スターソウルが戻ってくる事で、自分自

身の本当の生き方をしようとする人が増え

てくると思います。 

今まで、闇の存在によって作られていたヒー

リングやスピリチュアルな事から脱却して、

自分本来の感性を取り戻し、それらの物をク

リアリングしたいと思い始めるでしょう。 

 

今まで大好きだったスピリチュアルやヒー

リングの動画などが気持ち悪く感じられた
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り違和感を持つ方も増えると思います。 

そのような方は、それらの動画やヒーリング

等によって行われていた、あなたへの意識コ

ントロールが外れてきていますので、自分が

見ていた動画やスピリチュアルな事、ヒーリ

ング等を全て手放し、クリアリングしていっ

てください。 

 

アセンションゲートが閉まる前にこのこと

が見つかって良かったとスターピープル達

も言っていました。 

もしこれが、アセンションゲートが閉まった

後では、もう見つける事もできず、たとえ今

アセンションする世界にいたとしても、捕え

られたスピリットに引きずられるようにし

て、古い地球に戻っていく人達が沢山出る事

になったでしょう。 

 

 

 

PART４ コロナウイルスの流行による混

乱 

 

私達が、アセンションゲートが閉まる前に、

少しでも多くの人がアセンションする世界

に入れるようにサポートを行っている中、世

界中にコロナウイルスが大流行をはじめ、病

気にかかった人達だけでなく、感染の流行を

抑えるために、政府が学校の一斉休校をはじ

め不要な外出をしないように要請をしたり、

様々な規制を行って行く中で、社会的な混乱

が起きてきました。 

 

日本はそこまで多くの感染者が出ていない
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のですが、イタリアやアメリカ等では医療崩

壊や都市封鎖などもおきて、社会的な混乱は

世界中に広がっていきました。 

日本では、人々が外出を控えるようになった

ことで、ホテルや旅行関連、飲食業やサービ

ス業などに大きな影響が出るようになって

しまい、大きな経済不況を引き起こしていき

ました。 

 

スターピープルのエレナさんに、この事を聞

いてみました。 

「コロナウイルスの流行は決して偶然に起

きたわけではありません。 

アセンション前には、このようなことがよく

起きるのです。 

コロナウイルスの問題は、皆さんがこの現象

にどのように立ち向かうかという事で、皆さ

んが進むべき世界が分かれてくるのです。 

 

皆さんがコロナウイルスの感染やコロナウ

イルスによって引き起こされる事に恐怖や

不安などの感情を抱いてしまうと、自分の中

で愛や安らぎを見失ってしまいます。 

そして３次元の減少に強くフォーカスしま

すので、皆さんは４次元的思考ができなくな

り、アセンションする道から外れてしまいま

す。 

 

しかし、アセンションする世界に入る人は、

この時期に不要な外出などを行わずに家に

いる事で自分を内省するための時間を持っ

たり、家族と共に過ごす事を行います。 

あるいは、皆さんで力を合わせて、コロナウ

イルスを乗り越える事で、この地球に新しい
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連帯と協調が生まれてくる可能性もありま

す。」 

 

エレナさんが言う事ももっともな事です。 

そのような折、4 月 5 日に世界的な規模で

コロナウイルスに対する世界同時瞑想が呼

び掛けられました。 

この同時瞑想には私達も参加したのですが、

この瞑想会の目的や意味についてスターピ

ープルからメッセージがありましたので、ブ

ログ記事から掲載しておきます。 

 

 

緊急！本日開催される世界同時の100万人

同時瞑想について 

 

今日はスターピープルの皆さんから少し大

切な話をさせていただきたいと思います。 

本日 4 月 5 日 11 時 45 分頃から 20 分間

「百万人の瞑想」と言われている事が世界的

な規模で行われるようですので、これに関し

て少しお話をいたします。 

 

まずその基盤となっているコロナウイルス

に関してですが、これは私達が最初にスター

ピープル達から聞いた話では、闇の多い地球

では、各国の緊張や反目が高まり、第３次世

界対戦などの様々なトラブルを起こす可能

性があるために、コロナコロナウイルスを蔓

延させる事で、世界各地の社会や経済が混乱

し、戦争どころではないというような状況に

するという事が目的であったと私と聞かさ

れておりました。 
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コロナウイルスが蔓延する事によって、それ

ぞれの国は、自分達の国の社会的な混乱や医

療的な混乱を鎮めるために大変な力が必要

とされます。 

また経済的な混乱や医療的な崩壊に対して

それを立て直すための資金や補償金などの

対策を取らなければならないので、自分の国

の混乱を収束させる事に精一杯で、戦争を起

こす余裕もなくなることでしょう。 

 

もちろんこのことは、今までの古い地球で起

きている事です。 

この古い地球から脱却して新しい地球に行

こうとする人は、コロナウイルスの混乱に大

きく巻き込まれることなく、家庭で過ごす時

間を大切にして、自分の内側を見つめ精神的

な癒しと成長のために時間を使うことが増

えてきますので、アセンションしていくため

の大切な期間となる予定でした。 

 

しかしこのコロナウイルスが、闇の存在達に

よって大きく利用され始めために、社会的な

混乱や経済的な混乱はスターピープル達が、

予想していたものをはるかに超えるように

なりました。 

そして多くの人達が外出を禁止されたり、軍

隊が町々を封鎖したりというような想定し

てない事態へと向かっていたのです。 

 

これは闇の存在達がコロナウイルスによっ

て起こる恐怖や怒り憎しみ、そして経済的な

混乱による失業や倒産などを起こして、皆さ

んの現実的な生活や未来に対する不安を強

く掻き立てています。 
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そうする事で、皆さんの心の中に多くのネガ

ティブな感情をもたらそうとしているので

す。 

 

多くの人達が、ネガティブな感情を持つ事に

よって、さらに多くの人達がネガティブな感

情に巻き込まれていきます。 

そして、皆さんの心は暗闇の中に閉じ込めら

れ、皆さんがこれ以上精神的な成長をすると

いうきっかけを見失ってしまいます。 

 

また私達と共に歩んでいる人達に関しても

大きな問題が起きています。 

今アセンションする人達の肉体は、４次元世

界、光の世界に入ってきていますが、皆さん

の意識はまだまだ 3 次元世界にいます。 

 

私達はセッションや祈りの会を通して３次

元世界にとらわれている意識をネガティブ

なエネルギーから切り離し、４次元世界へ連

れ戻して、皆さんをアセンションする世界に

導いていこうとしています。 

 

しかし、この３次元に残された意識というの

が、コロナウイルスによる混乱や恐怖の影響

を受けて、3 次元世界にさらに強くフォーカ

スしてしまい、自分の意識を精神的に高める

という事ができない状態にいます。 

私達はこの状態を解決しなければなりませ

ん。 

 

今回呼びかけられている瞑想ですが、この事

をスターピープルに確認したところ、今まで

の地球である３次元世界に残るグレイピー
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プル達が、スターピープルやスターピープル

に繋がる人達にたいして、地球の現状を救援

をしてもらう為に計画したようです。 

 

今までの古い地球には、もうスターピープル

達はほとんど残っていません。 

スターピープル達は、地球の分離後、全て光

の世界に移っていますので、大きな闇の力を

持ったダークピープルに対抗できなくなっ

ているのです。 

 

現在残っているグレイピープルの中でも、精

神的に成長していこうと考えている地球人

と共に自分達もスターピープルへと成長し

ていきたいと考えている良心的なグレイピ

ープル達が、自分達の現状をスターピープに

伝え、なんとか助けてもらえないだろうかと

いう事を訴えてきたようです。 

 

このままでは、今までの地球は混乱した状態

の中で、地球人の自由が奪われ、まるで牢獄

のような世界になってしまう可能性がある

のです。 

 

そうなると、古い地球に残って、人々のため

に活動しようとしている人達やこの世界の

中で愛と調和に満たされた世界を作ってい

こうと考えている人達の活動ができなくな

ってしまいます。 

 

もちろん今のままでは、3 次元世界にいる人

達だけでなく、まだ４次元と３次元の世界は

システム的に繋がっていますので、コロナウ

イルスの影響によって光の世界に入ってき
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た人達にも影響があると考えられます。 

 

私達はそのような状況を考えて、これは古い

地球だけでなく、これから光の世界で生きる

人達に対しても深く関わる事であるのでこ

の瞑想に参加したいと思います。 

 

私達は根源なる宇宙の愛や光の存在達とつ

ながり、地球だけでなく、３次元世界でしっ

かりと生きていこうとしている人々とグレ

イピープルに出来る限りの愛を贈りたいと

思います。 

 

私達の力を一つにして、光の存在と深く繋が

り、私達をサポートしてくれる光の存在達の

愛によって、このコロナ問題が収束し、世界

がまた通常通りの調和に基づいた世界に変

わっていく事を、私達も深く願いたいと思い

ます。 

 

TAKESHI より 

 

今回のアセンションブックはこれでおしま

いです。 

3月31日にアセンションゲートが閉まりま

したが、物理世界ではまだ 3 次元世界と繋

がっています。 

別な言い方をすると４次元世界の中の一部

として 3 次元世界がありますが、その 3 次

元世界にとらわれてしまい、周りに広がる４

次元世界に気付いていないということにな

ります。 

 

これから皆さん達は自分が進むべき世界で
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生きていく事になります。 

どうか自分の人生を大いに楽しみながら生

きていってください。 

アセンションブックは、これからも続きます。 

 

 

 

「アセンションの真実」PDF ブック 無料

プレゼント 

 

「アセンションの真実」は 2019 年から

2020 年の 2 月にかけて私がスターピープ

ルや大天使の意識と同調して書いたブログ

記事を集めたものです。 

 

これから、アセンションするための世界に地

球人は入っていくのですが、アセンションす

る為に、私達は何をしたらよいのか分からず

に、様々なヒーリングやスピリチュアルの罠

にはまり込んで、進むべき道を見失っている

人が多いようです。そのような人の指針とな

れば、嬉しく思います。 

 

アセンションブックのサイトからお読みく

ださい。 

アセンションブック 

https://www.k-suai.com/ 

 

https://www.k-suai.com/

