
1 

 

 

 
 

愛の祭典 
2013.3.16 in 西日本 

 

Ａｉ先生セミナー 

レポート 
（国丸） 



2 

 

目次 
 

 

 
 

《はじめに》 
１．今回の全体のテーマ 

２．今回の内容について 

３．メンバーオンリーの 

意味とは！？ 



3 

 

４．専門用語について● 

５．エネルギー＝コラボ 
 

《前半》 
 

 

 
 

 

● 

まま●● 

 

 

Ⅰ．ハートの GATE をひらく！ 
 

Ⅱ．アセンションとは！？ 

Ⅲ．２０１３とは！？ 

Ⅳ．今回のこの場の意味 

Ⅴ．２０１３と３月 



4 

 

《後半》 

 

 
 

 

Ⅰ．ハートのＧＡＴＥを 

ひらくには！？ 

Ⅱ．エネルギーワーク１ 

Ⅲ．エネルギーワーク２ 

 

 



5 

 

《はじめに》 
１．今回の全体のテーマ 

 

◎今日の全体のテーマは、すばり、 

愛の祭典！ 
です＊＾＾＊／／ 

 

◎皆さん一人ひとりの 

ハイアーセルフ（※後述）の 

ハートのエネルギーが、 

ここ２、３日で、高まっていますので、 

今日のテーマについても、１日をかけて、

実感していけると思います＾＾ 
 

◎今日、初めての参加の方も、 

ハイアーセルフが動いて 
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必要と感じて、ここに来ていますので、 

今日のお帰りの頃、または、 

最長３日以内に、 

実感するものがあるでしょう！！！ 

 

２．今回の内容について 

 

◎今日お伝えします内容、エネルギーの

トータルは、すごくシンプルで、 

一言で表すと下記です＾＾ 

 

ハイアーセルフ：１００ 

地上セルフ：１ 
 

◎つまり、ハイアーセルフは、 

今回のセミナーから、 

１００を受け取るとすると、 
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地上セルフは１、という感じです。 

 

これは、背景、行間に込められた、 

エネルギーが膨大であることを 

意味しますが、 

ハイアーセルフが受け取ったものを 

３日ぐらいで、地上セルフが解凍、 

落とし込んでいけるでしょう！！！ 
 

体感としては、エネルギーがじわじわと、 

ハート＆細胞に入っていく感じを 

受けるかもしれません＾＾ 

 

◎以上の経緯から、今回は、特に、 

皆さんのハイアーセルフに向けた、 

内容も多く、頭で考え出すと、 

受け取れないものともなりますので、 

ぜひ、 

「エネルギー」 
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を、 

「ハート」 
で、感じてみてください＊＾＾＊／／ 

 

宇宙における、『真実』とは、 

一人ひとりが感じること、 

感じるエネルギーでしかない、 

とも言えるのです。 

 

◎ちなみに、今日のお話しは、 

【皆さんのハイアーセルフ】からの 

メッセージをまとめて 

お伝えするものとなりますので、 

そのエネルギーのポータル、 

メッセンジャーが、 

Ａｉ先生の役割になります。 
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※皆さんが、今後、ハイアーセルフにつながると、 

直接、チャネリングをし、さまざまな内容を 

受け取れるでしょう！！！ 

 

◎そして、今回のお話しの中身は、 

愛 
が中心ですので＊＾＾＊ 

ウルウルするものが、多いと思いますが、 

このような機会は、 

とても貴重なものとなりますので、 

皆さんに、【アセンション＝愛】を 

体感してもらえると嬉しいです＊＾＾＊ 

 

３．メンバーオンリーの 

意味とは！？ 
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◎今回の『愛の祭典』の主催は、 

ＮＭＣＡＡ 

（New Macro Cosmos Ascension Academy） 

ですが、普段は、 

ＮＭＣＡＡ本部によるセミナーは、 

正規メンバーが対象となっています。 

 

◎一方、一般の方向けに 

Ａｉ先生がお話しされる機会は、 

唯一、ＮＭＣＡＡ公式図書の 

出版社のセミナーのみになります。 

 

（※ちなみに、ＮＭＣＡＡのインストラクターによる、 

一般向けのアセンションイベントは、 

普段も各地で行っていますので、興味のある方は、 

ぜひ、ご参加ください＊＾＾＊／／） 

 

◎以上のように、 

ＮＭＣＡＡでは、正規メンバー 
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オンリーのセミナー、イベントが、 

ほとんどなのですが、 

その理由は、下記になります。 

 

◎【アセンション】というテーマの、 

本質は、とてもシンプルであり、 

子供でも分かる、むしろ、 

子供の方が分かるもの 

と言えるのですが、 

一方で、無限に膨大なテーマでもあり、

体系的に、理解する必要もあります。 

 

◎ですから、アセンションの窓口として、

一般の方向けの話も展開していますし、 

これからも展開していく予定ですが、 

体系的なものは、継続的な学びと、 

そのための継続的なサポートが 

必要となるため、 

正規メンバー主体になる 
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ということになります。 

 

（古代からのアセンション・アカデミー、 

秘教の学校も、同様でした。） 

 

４．専門用語について 

 

◎今回のセミナーで出てくる、 

いくつかの専門用語について、 

解説していきたいと思います＾＾ 

 

※ちなみに、ＮＭＣＡＡのメンバーとなっても、 

むずかしい用語はなく、数も多くありません。 

 

◎今日、解説する用語は下記の３つです。 
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１．中今 
 

２．ハイアーセルフ 
 

３．アセンション 

 

◎【中今】の意味は、 

イメージとしては、 

「今」に近いですが、 

その語源は、古代からの神道です。 

 

それによる定義は、 

過去と今と、未来を 

すべて統合した今、 

というものになります。 

 

◎「ハイアーセルフ」とは、 
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いろいろな表現がありますが、 

高次の自分、 

本当の自分、 

永遠の自分、 

自分の本体、 

ハートや魂、 
と言えます。 

 

◎また、 

ハイアーセルフの探求 

＝アセンションの探求 
 

とも言えますので、 

 

永遠無限の自分との一体化 
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＝アセンション！！！ 

でもあります＾＾ 

 

◎その他、「アセンション」については、 

後程、解説します。 

 

５．エネルギー＝コラボ 

 

◎これが、最後の前置きになりますが、 

このセミナーで、中今、 

起きていることについてです。 

 

◎セミナーというと、一方的に、 

講演者が予め用意していたレジュメを 

伝えるイメージがあるかと思いますが、 

この場は、実際には、そうではなく、 

皆さんのハイアーセルフの 

言っていることを、リアルタイムで、 
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聴きながらお話ししている、 

というものになります！！！ 

 

◎つまり、双方向であり、 

皆さん一人ひとりと 

ハイアーセルフのエネルギーとの 

コラボレーション 
ということなのです＊＾＾＊／／ 

 

エネルギーは、すべて、 

中今で、皆で一緒に創っている、 

ということなのですね！！！ 

 

◎このような理由で、 

アセンションについての、 

さまざまな情報も、 

皆さん次第で、皆さんとのコラボで、 

お伝えしていくことになります！！！ 
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◎ちなみに、アセンションについての 

高次の情報を知る、ということは、 

一種のチャネリングなのですが、 

チャネリングでは、その源につながると、 

知らなかったことも、知ることができます。 
 

ただし、チャネリングは、 

【エネルギーとしてつながる】、 

【体感する】ものなので、 

それを地上の言葉に翻訳するための、 

単語としての知識は必要です。 
 

宇宙の共通用語のようなものですね！ 

 

 

※以上が前置きで、 

これ以降、本編に入っていきます！！！ 
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《前半》 
 

Ⅰ．ハートの 

ＧＡＴＥをひらく 
 

◎この午前の部のテーマは、 
 

ハートの 

ＧＡＴＥをひらく！ 
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です＊＾＾＊／／ 
 

◎なぜ、これが大切かについては、 

「愛の使者」 
 

http://nmcaa.jp/amanoiwato/ainoshisha.html 
 

にコンパクトに、分かりやすく、 

まとまっていますので、 

参考にしてください！！！ 
 

 

 

◎さて、すべては、 
 

ハートの 

ＧＡＴＥをひらく! 
 ＝

 

http://nmcaa.jp/amanoiwato/ainoshisha.html
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アセンションの 

はじまり!!! 
 

に、尽きると言えます＾＾ 

 

◎そして、それは、イコールであり、 

本当にアセンションを目指すと、 

その意味がますます、分かってきます！ 

 

◎今日は、本当にこれを 

大切だと感じていただけたら、 

それだけでも、 

宇宙と一人ひとりの 
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宝 
に、なると思います＊＾＾＊／／ 

 

Ⅱ．アセンションとは！？ 
 

◎そもそも、 

「アセンション」 
とは、何でしょうか！？ 

 

◎ずばりこう聞かれると、 

地上セルフとしては、 ？？？ 

となる方もいらっしゃると思いますが、 

頭で考えず、子供のように感じた方が、 

アセンション本質が分かりますし、 

アセンションしやすいようです＾＾ 
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※ちなみに、ＮＭＣＡＡには、 

「クリスタル・アカデミー」という、 

クリスタル・チルドレンの部がありますが、 

最近、その純粋さにより、彼らがますます、 

進化してきており、大人の皆さんも、 

驚く！？焦る！？(笑)(笑)(笑)ほどです。 

 

◎ですので、アセンションとは、 
 

子どものような 

魂とハート 
 

さえあれば、すぐにでも、 

スタートできるのです！！！ 

 

というのは、 

 

アセンション 
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＝子供のハートと魂 

（＋マスターの叡智） 

 

とも、言えるからです！！！ 

（マスターの叡智は、 

後からつけていけば、ＯＫです！！！） 

 

◎さらに詳しく観ていきますと、 

「ハートと魂」は、もともと 

純粋な世界にいて、ある意味、 

既にアセンションしていると言えます。 

 

◎アセンション 

＝（永遠・無限の）進化 
でもあるのですが、 

地上セルフから観ると、 

本来いるところに、還る。 
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ということでもあるのです＊＾＾＊ 

 

◎今日は、初めての参加の方にとっては、 

「アセンションの初めの一歩」 

になると思います！！！ 

 

◎また、「アセンションとは！？」 

について、皆さんの体験談として、 

共通しているのは、 

 

本当の意味で、 

幸せになっていく、 
ということです！！！ 

ハイアーセルフと一体化して、 

望む現実を創造していける、 

からですね＾＾ 
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Ⅲ．２０１３とは！？ 
 

●このテーマについては、 

NMCAA のアセンションメルマや、 

「根源へのアセンション」の本にも、 

ある程度、書いています。 
 

 

※NMCAA アセンションアカデミーメルマ； 

 

http://nmcaa.jp/about-ascension-melma/oneness-ascension-melma.html 

 

※根源へのアセンション； 

 

http://nmcaa.jp/amanoiwato/shinkantosho.html 

 

（※さらに、詳しくは、今年の半ば過ぎに、 

新刊図書にて、まとめる予定です。） 

 

 

http://nmcaa.jp/about-ascension-melma/oneness-ascension-melma.html
http://nmcaa.jp/amanoiwato/shinkantosho.html
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●「２０１３とは！？」は、 

膨大な内容を含むものですが、重要で 

分かりやすいキーワードとしては、 

 

伊勢神宮の遷宮 
 

が挙げられます。 

 

●ただし、その式典そのものよりも、 

日本人の多くの人が、そこに 

意識を向けていることが、 

重要と言えます。 
 

●それにより、日本人の 

意識が一つになることが、 

大切なのですね！！！ 
 

アセンションの世界では、 

日本人は、とても重要なミッションが 

あると言われているのですが、 
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それは、日本人の意識が、 

一つの所に集まると、 

とても大きなエネルギーに成る！！！ 

ということでもあるのです。 

 

（ちなみに、これと関連した、メッセージがあり、 

２０１３年１１／３（日）には、 

「日本人のミッションとは！？」 

という、今日のイベントの延長のテーマとして、 

再び、一般向けイベントを開催します！！！） 

 

●さて、「２０１３年とは！？」を 

分かりやすくまとめると、 

下記のようになります＾＾ 

 

●これを読んでおられる皆さんは、 

我々が肉体だけの存在ではないと、 

感じていると思いますが、 

一人ひとりには、 



28 

 

この宇宙の創まりの時から、 

自己の永遠の本体 

＝ハイアーセルフ 

＝ハートと魂 
があったと言えます！！！ 

 

●その宇宙の創まり、 

＝宇宙に誕生した瞬間から、 

現在まで、２０１２年までの、 

すべての成果を統合し、 

その成果を発動していくのが、 

２０１３年と言えます！！！ 

 

※２０１２年については、先述の 

次回の新刊図書にまとめる予定ですが、 
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明確に言いますと、正規メンバーの皆さんは、 

世間一般の人々と比べると、 

アセンションのシフトが起きており 

２０１２アセンションを体験したと言えます。 
 

これは、肉眼では分からないシフトですが、 

エネルギーで感じればそうであることが、 

分かります。 

 

※しかし、無論のこと、 

アセンションには、上の上が、 

無限にありますので、 

永遠に続いていくと言えます。 

 

※詳しくは、今は、書けませんが、 

２０１２年は、諸条件が重なり、 

高次のサポートがたくさん来て、 

アセンションが成就したと言えます。 
 

●２０１３年も、 
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この点は同様なのですが、 

新たな次のステージに進んでいます！ 

ただし、 

 

ハート＝愛 
 

に関心がある人は、 

１２年に何もしなかったとしても、 

遅くはありませんので、 

心配無用です＊＾＾＊／／ 

 

●というのは、 

宇宙に偶然はありませんので、 

今、ここに来ている皆さんが、 

２０１３の【アセンション】に、 

関心があるということは、 

少なくとも、ハイアーセルフは、 

関心があって、この場に 
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導かれてきている、ということは、 

宇宙の始まりから、 

２０１３アセンションに 

参加すると、 

皆さんのハイアーセルフが、 

決めてきた！！！ 

そして、準備してきた！ 

ということだからです＾＾ 

 

●この２０１３年の意味を 

もう少し詳しく、お話ししますと、 

古来からの高次の予言、計画として、 

日本人は、地球人の集合意識の 

ポータル、ひな型になる、 

ミッションがある、ということです！ 
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（※これは、偉い、偉くないではなく、 

【役割】と言えます。） 

 

●その日本人のミッションを 

遂行するための条件が 

２０１３年は整っていますので、 

後は、やるかやらないかについては、 

一人ひとりの意志次第となります。 

 

●ところで、日本が諸外国と 

違うことの一つとして、 

神道 
が挙げられます。 

 

これは、宗教ではなく、 

地球や太陽そのもの、 

宇宙の法則そのものを神とする 

文字通り、「道」であると言えます。 
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●また、別の観点から、 

２０１３年（以降）について 

観てみますと、 

日本人にとってのアセンションとは、 

ハイアーセルフと地上セルフが 

本当に一つに成っていく！！！ 

というものになります＊＾＾＊ 

 

※ハイアーセルフの 

アセンションだけがメインですと、 

「チャネラータイプ」 

となります。 

 

※それは、地上セルフとしての、 

器が磨き切られていないまま、 

ハイアーセルフが地上セルフを 

自動操縦するような状態です。 
 

この状態は、地上セルフに、その霊格、神格が 
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統合されていませんので、 

言っていることと、行っていることが、 

２４時間、一致しているわけではありません。 

 

●一方で、地上セルフの意識が実際に、 

ハイアーセルフレベルとなり、 

「マスター、神人」 
へと成っていくことが、 

日本人の本当のミッションと、 

つながっていくのです！！！ 

それが、 

神化 
の意味です＊＾＾＊ 

 

●これが、２０１３アセンションの、 

メインテーマと言えますが、 

すべてのテーマが、その根源では、 

一つにつながっています＊＾＾＊／／ 
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今日出てきた、すべてのテーマも、 

そうであると言えます。 

 

●そして、次にお話しするのが、 

この２０１３のメインテーマと、 

密に関係する、 

とても重要な話となります！！！ 

 

Ⅴ．今日のこの場の意味 
 

 

◎今から、皆さんが、 

今回の場に来た、 

最も重要な特典、意味について 

お伝えしたいと思います＊＾＾＊／／ 

 

◎それは、下図で表したように、 

マルテンの外を、 

宇宙、宇宙全体の、 
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集合意識とすると、 

この場と、一人ひとりは、 

その【中心】の 

【ポータル】である、 
ということです＊＾＾＊／／ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●このように、 

皆さんのハイアーセルフが、 

宇宙 

この場と 

一人ひとり 
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設定してきたと言えますし、 

中今、宇宙中が、この場に注目して、 

実況中継をしている状態です！！！ 

 

●ものすごい話にも 

聞こえるかもしれませんが＾＾ 

それもあながち嘘ではないと言えます。 

 

なぜなら、エネルギーには、 

「バタフライ効果」 
というものがあり、ある一つの場で、 

創られたエネルギーは、宇宙の果てまで、 

届いていくからです！！！ 

 

●では、なぜ、このような設定と 

なっているのでしょうか！？ 

 

その理由は、 

今日のトータルの意味と目的、 
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そして、３月そのもの、 

２０１３年そのものとも、 

関係しています！！！ 

 

これを一緒に探求していくために、 

先ほどのマルテン図の、 

断面図を観てみましょう！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●これは、飛行機が一瞬だけ、 
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地上に触れて、上昇していくという、 

「Ｔｏｕｃｈ＆Ｇｏ」 

という高度な技にちなんで、 

「Ｔｏｕｃｈ＆Ｇｏ図」 

と、我々は呼んでいますが、 

下記のような図でも表現が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●つまり、皆さんの 

ハイアーセルフが、 
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降りて来るエネルギーと 

地上セルフの上昇エネルギーが、 

ハートで一つに成る！！！ 

ということです！！！ 

 

●これは、一人で行うより、 

愛のエネルギーを出している 

人たちと、ともに行うと、より 

大きなエネルギーになり、 

全体へと波及していくのです！！ 

 

《補足》 

宇宙の法則について 
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●これと関係して、 

いくつかの本に共通して出てくる、 

「宇宙の法則」 

というものがあります。 

 

●聞いたことがある方が、 

多いかもしれませんが、 

「自分が宇宙に 

贈ったエネルギーが、 

自分に贈られる」 

 

というものです＾＾ 

 

●しかも、集合意識という、 

大きな対象ですと、 

何倍にもなって、返ってきます。 
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●さらに、贈ったエネルギーと、 

返ってくるエネルギーは、 

完全に比例しますので、 

大きなエネルギーを贈るほど、 

大きなエネルギーが返ってきます。 

 

以上により、 

コラボレーションが 

いかに、重要か、 
ということが 

お分かりになると思います＊＾＾＊ 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ＝Ｂ 
∞ 

コラボレーションは、 

∞の可能性を秘めている！！！ 
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Ⅵ．２０１３年と 

３月のテーマ 
 

●（特に、この）３月の特徴としては、 

ハートのエネルギー 

（＋それをサポートする高次のエネルギー） 

が、活性化する、 

ということであると言えます＾＾ 

 

（４月からは、自然界での生命活動が始まりますので、 

その準備ということでもありますね！） 

 

●Ⅴ．（ｐ３５～４０）で既述しました、 

今日のテーマと目的については、 

２月の正規メンバー向けの 

セミナー＆ワークで、 

同じ内容のものの準備を行いました。 
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●それは、今日、２０１３全体、 

遷宮の意味ともつながっています。 

 

●今日は、この場に、 

１５０人ぐらいの方が、 

集まっていますが・・・ 

古来からの高次の予言では、 

日本人が１００人目覚めれば、 

地球全体が変わる！！！ 

と言われています。 
 

（ただし、１００というのは、 

数霊でもありますが、 

それくらいの規模の、という目安です） 

 

●そして、それが 

始まりつつあるのが、 
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なんと、２０１３年なのです！！ 
 

＝地上セルフが、 

ハイアーセルフにつながれる、 

大チャンス！！ 

でもあります＾＾ｖｖｖ 

 

●さて、２月に正規メンバーで、 

行った内容とは下記になります。 

 

そのときは、たまたま 

建国記念日だったのですが、 

日本人の集合意識の比較的多くが、 

日の丸に意識を向けていました。 
 

ですから、日本人の意識が、 

一つの所に向いており、 

愛のエネルギー、ハートのエネルギーが、 
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集合意識全体に、 

つながりやすかったのです！！！ 

 

●そして、今日が、 

その本番となります！！！ 

つまり・・・ 
 

集合意識全体に、 

愛をつなげるために、 

それぞれの宇宙の歴史や

系統を代表して、 

皆さんがここに来ている、 

ということです 

＊＾＾＊／／ 
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それが、ハイアーセルフが、 

皆さんをこの場に 

導いてきた、 

本当の理由なのです！！ 

 

《後半》 
１．ハートのＧＡＴＥを 

ひらくには！？ 

 

●このテーマは、むずかしく 

考える必要はありません＾＾ 

 

「ハート」と言う言葉を 
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聴いたことがない人は 

いないと思いますし、 

ハートがない人もいないですよね！ 

 

●「ハート」についても、 

それぞれの表現があると思いますが、 

大枠では、 

ハートとは、 

自分の中心核であり、 

魂の中心にハートがある、 
とイメージすると、 

分かりやすいと思います＾＾ 

 

●そこに意識を向けようとして、 

必死に頭で考える人もいますが、 

そうすると頭へのフォーカスになり、 

ハートのエネルギーが 

分からなくなることがあると、 
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よくと聞きます。 

 

●そこで、ハートへのフォーカスの 

仕方についての 

分かりやすいメッセージが、 

皆さんのハイアーセルフから 

来ています＊＾＾＊ 

それは、 
 

「自分にとって、 

一番大切なものは！？」 

と問い、感じてみることです。 

 

●最も、究極に大切なものを感じる時に、 

自然に自分の中心に向かい、 

ハートにつながっていくと言えます。 

 

●エネルギーワークをするときも、 

それを意識すると 
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分かりやすいと思います＾＾ 

 

●そして、一人ひとりの 

大切なものの内容に、 

共通しているものは・・・ 

 

愛 
ではないでしょうか＊＾＾＊ 

 

＝一人ひとりにとっても、 

宇宙全体にとっても、 

一番大切なこと。 
だと思います＊＾＾＊ 
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●宇宙中でも、これに反対する人は、 

どんな宇宙人でも、いないと思います。 

 

●そして・・・ 

それこそ、それのみが、 

すべてのＧＡＴＥに 

なります！！！ 
 

すごくシンプルなことですが、 

それは、 

無限のポータル、 

無限のテーマ、 
でもあるのです＊＾＾＊ 
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Ⅱ．エネルギーワーク１ 

 

●以上の話のように、 

アセンションに関することは、 

大事なことほど、 

一見隠されているようで、 

隠されていません＾＾ 
 

それに本当に気づく 

＝本物の！！！ 
アセンション・ライトワーカー 

だと思います。 

 

●さて、皆さん、ハートに 

つながってきましたし、 
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今日は、ハイアーセルフも、 

たくさん応援に来ています！！！ 

 

●エネルギーワークのときに、 

意識する内容は自由ですが、 

先ほどの話のように、 

自分が大切なものを想うなど、 

自分の中心に向かいやすい内容で、 

取り組み、ゆっくりと 

自分のハートのエネルギーを 

感じていきましょう！！！ 

 

●ちなみに、使用する曲（ＣＤ）は、 

 

「ハートのシンフォニー」 
 

というもので、 

（トラックの）タイトルは、 
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「ゲイトが開く」 
という、まさに、図ったように、 

ぴったりのものです！！！ 

 

ハートのシンフォニー； 
 

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%B

3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%8B%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%83%

E3%82%B7%E3%83%A5/dp/B00005F2P2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1363490990&sr=8-1 

 

 

●自分のハートの 

エネルギーを感じたら、 

そのエネルギーを広げていく感じで、 

まずは、会場全体へ！！！ 

 

会場の皆のハートが一つに、 

会場が一つの大きなハートになるのを 

イメージするのも 

いいのではないかと思います＾＾ 

 

●そこからさらに、 

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%8B%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5/dp/B00005F2P2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1363490990&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%8B%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5/dp/B00005F2P2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1363490990&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%8B%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5/dp/B00005F2P2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1363490990&sr=8-1
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関西全体→日本全体 

→地球全体→宇宙全体へと 

エネルギーを広げ、さまざまな生命の 

ハートのエネルギーを感じて、 

コラボし、拡大していきましょう！！！ 

 

●地球まで広がったら、外から観て、 

地球を抱きしめるイメージでも、 

いいかもしれませんね＾＾ 

 

●実践● 
 

 

 

 

 

 

 

～ハートのＧＡＴＥがひらく～ 
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●Ａｉ先生の感想● 
 

●驚くほど、すごく重要なことを 

感じました・・・！！！ 

 

●ワークの半ばぐらいに、 

明確なシフトを感じたのです！！！ 

 

それは・・・！！！ 

 

会場全体に、 

巨大な母船が 

降りて来た！！！ 
ということです＊＾＾＊／／ 

 

●その船は、色でいうと、 

薄らとしたピンク色で、 



57 

 

光がキラキラと 

輝いている感じでした＊＾＾＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●専門用語としては、 

「アインソフ」 

の母船です＊＾＾＊ 

 

それは、天界の、 

一番高いエネルギーとも言え、 

神界に一番近領域にあります。 
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●これが起こることは、 

予想もしていませんでしたが、 

皆さんのハイアーセルフが、 

天界で一番高い、アインソフにいる、 

ということを意味し、 

地上にいる皆さんも、そこにまで、 

アセンションできる！！！ 

ということなのです＊＾＾＊／／ 

 

※アインソフ領域は、次元で言うと、 

１３～３６Ｄで、 

アセンションの世界でも、 

あまり表に出てこないですが、 

皆さんのハイアーセルフの 

ハイアーセルフでもあり、 

いつも、背後でサポートしています＾＾ 

 

●アインソフの別名は、 

「聖母庁」とも呼び、 
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女性性、母性の 

高次のエネルギーです。 

 

●そして、実は・・・ 

アインソフの母船が 

地上に降りて来たのは、 

今回が初めてです！！！ 
 

上空には、よくいるのですが、 

まさに、記念すべきことと 

思います＊＾＾＊／／ 

 

●今日の皆さんは、ハートどころか、 

ハイアーセルフのゲイトも 

開いた、という感じですね！！！ 
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Ⅲ．エネルギーワーク２ 
 

●アセンションとは、 

毎瞬新しく、 

生まれ変わること、 
とも言えます＾＾ 

 

●ハイアーセルフはすでに、 

生まれ変わると選択しているのですが、 

地上セルフが明確に、宣言することが、

アセンションのはじまりでもあり、 

今日はその日に 

なるかもしれません＊＾＾＊ 

 

このように、今世、初めて、 

ハイアーセルフと一体化し、 

生まれ変わる日を、 
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宇宙お誕生日 

 
と呼んでいます＊＾＾＊ 

 

●今回、使用するＣＤは、 

先ほどと同じですが、 

トラックのタイトルは、 

 

「真実の誕生」 
 

というものです＾＾ 
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●先ほどのワークは、 

ハートがメインでしたが、 

この２つ目は、下記のような 

内容となります＾＾ 

 

●宇宙の万物に共通して言えることは、 

 

「あらゆるすべては、 

フォトン（光子）で 

できている」 
ということです＊＾＾＊ 

 

（万物は「ホログラム」 

と言われているもこれと関係しています。） 

 

●ですので、 

愛と光が、一体化し、 
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光の体、光の地球に 

生まれ変わるイメージで、 

行ってみてください＾＾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●これと関係して、 

最近、地球もエネルギーが、 

すごく変化しています。 

 

特に、２月の後半には、 

生まれたばかりの、 

ハート（愛） 

魂（光） 



64 

 

赤ちゃんのエネルギー 
にシフトしました！！！ 

 

●フォトンのエネルギーは、 

一般には、赤ちゃんが 

一番多いと言えます。 

 

赤ちゃんの場合、光の度数が、 

１０００ぐらいです＊＾＾＊ 

 

（アセンションを目指している人も、 

同じくらい多いです） 

 

●それでは、地球の中心のハートで、 

一つになり、 

光に生まれ変わるイメージで、 

行ってみましょう！！！ 
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●Ａｉ先生の感想● 
 

●とても清々しく、 

子供になったようなエネルギーでした。 

 

そして、魂に翼が生えていき、 

飛んでいくような 

ヴィジョンでもありました＊＾＾＊ 

 

●それでは、皆さんからの 

感想＝愛の全開コラボ、 

楽しみにしています＊＾＾＊／／ 

 

 

以上、Ａｉ先生の部の 

レポートとなります＾＾ 

 

∞愛とともに 

国丸 


