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「生きている意味」「天狗の寿命」

★生きている意味をスピの観点で教えてください

いつも死にたい気持ちでいっぱいですが、人間はなぜ生きているんでしょうか？

生きている意味ってあるんでしょうか？

あくまでも、霊的な観点からのコメントになりますね。

人間はみんな、神様のために生かされています。

それを知らないだけなんです。

貴方は肉体を持っていますよね。脳があり体があります。

体には、自意識にないでしょうから、体は、自分が何のために、

貴方の肉体でいるのかわかりません。神と人間の関係も同様です。

人間は、他の生物もですが、神の一部として存在しています。

何のために生きているのか、とか生きている意味はそ、それを上位から

コントロールしている神にしか自覚できません。

貴方の手は、貴方の生命を維持するために、食べ物を口に運びますよね、

それは貴方のためですが、貴方の手はなぜ食べ物を運んでいるのか

理解できないでしょう。つまり、人間の存在意義は神の高みに立たなければ

自覚できません。わかったかな？

★天狗は寿命があるなら猿田彦も死ぬの？

天狗さんは、有限の命ということは、人間によく似ているんですね。

天狗さんの頂点である、猿田彦命様も同類なんですか？

神の位をお持ちだと思うんですが・・・

猿田彦という神様は、神様なので無限の霊力を持ちます。

天狗の姿は、台である天狗の姿を見ているのです。

神様は、波動だけの存在です。

体はありません。龍や天狗なのは、その霊体を使っているからです。

龍の霊体を使っているから龍神に見えます。

猿田彦さんも山の主の天狗の霊体に降りているので天狗に見えます。

17ページにも天狗の寿命について書いています、参考にしてください。



「来世不動産」　「龍神と稲荷について」

★来世不動産て近いですよ！

『世にも奇妙な物語　’12秋の特別編』の「来世不動産」て、実際にそんな感じですよ。

生まれ変わるときは、霊界で関係する霊たちが協議してその人の生まれ変わりを決めますが

運命とか使命とかという深刻なものはなくて徳 (善の霊気)と業 (負の霊気)のバランスをシビアに

査定して次の人生を決めます。運命の人とか、赤い糸とかいうロマンスもありません。事務的に

決めちゃいます。「来世不動産」にもありましたが、行為のポイントですね。単純に善い行いを

積み重ねていると、平穏な人生に行く権利があります。

でも、実際には類魂の中で、救済の使命を持たされる人間も居ます。イエスさまや、神武天皇

のように。しかしそういう方々は普通の人間じゃないですからね。一般庶民の生まれ変わりは、

霊界の査定で決まります。まぁ、善人をやっていれば無難な来世というわけですかね。しかし

、実は、それでは魂の成長がないんです。画一的な善人のままでは、魂の領域を広げることがで

きません。いろいろな経験をして、人の悲しみや苦しみがわかる魂にならなければ現世に住んで

いる意味がないので。これは類魂論のむずかしい話になりますね。。。

★日本神界における龍神と稲荷について

稲荷と龍神を一緒にお祀りしている神社がありますが、どんな意味が在るのでしょうか？

境内の敷地が狭いから、という現世的な理由なのでしょうか。

神霊界の出来事は、そのまま現世に反映します。お稲荷さんと龍神さまが隣り合っているなら

その神社の神界でも、稲荷と龍神が協力しあっているんです。もともと稲荷も龍神も、もっと

大きな神の眷属なのです。ここ数年東北に行って分かったたのですが、東北の神界は、山の神か

頂点にあり、街場は八大竜王と稲荷が見張っているようです。稲荷と龍は、大国主を中心にし

てチームを組んでいます。おそらく、それが江戸時代以前の神霊組織だったようです。東北は、

まだ昔の神様組織が残っているんですね。

遠野に象徴されるように、神様と人間の昔ながらの関係が続いています。

震災の後はどうなっていくのか心配ですが。それと、恐山のご本尊は延命地蔵さんですが、大国

主の化身らしいですね。境内の端の丘に、龍神と稲荷が祀れていますが、

大国主と龍神、稲荷の神様トリオの典型的なお山ですね。



「人間は霊界の端末」　「霊体を安定させる方法」

★人間は霊界の端末のようなものなんですねぇ

人間は霊界から見ると、端末、なんです。私たちが使う、パソコンやスマホのようなものです。

さらに言うなら、容姿や性格、つまり綺麗な顔や、愛想のいい性格というのは、インターフェ

スなのです。使いやすさ、ということ。可愛くて、綺麗で、頭の良い人間は、霊界から見ると使

いやすい端末なのです。使いやすいから、色々な神霊が関与して、社会で成功します。

　神霊の支援を受けて、社会で成功するには、良い端末になるように努力することです。人間は

中身、といいますが、社会で活躍するのであれば外見と性格です。相手に与える印象ですね。持

って生まれた容姿や性格は変わりませんが、意識して行動することで、印象を変えることはでき

ます。私も、本来は人間嫌いで、人と話すことも大嫌いでした。でも社会人になるときに、それ

では自立できなくなるので、思い切ってサービス業に就職しました。一日 300人以上の人たちと接

する仕事でした。そこに四年居る間に人と話すことに慣れました。周りの人も「貴方は飲み屋の

ママが向いているわ」というまでになりました。それは、自分の性格を変えようと努めて明るく

元気に振舞っていたからです。そうして、自分の印象や行動パターンを変えることで、人生の次

のステージが開きました。もし、人間嫌いのまま引きこもっていたら、仕事もしないで家事手伝

いだったかもしれません。自分を変えることで、関わってくる神霊が変わり新たな道が開いたの

です。人間は、霊界にとっては、端末なのです。使いやすい端末になるように努力すると、良い

神霊がやってきます。ネグレクトにならないように、自分や社会を捨ててしまうと、同じような

波動をもつ霊の端末になります。

ゴミ屋敷の住人や、育児放棄の親のように、自分を捨てないようにね。

★霊体を安定させる方法を教えてください

霊感があり子供のころは霊が見えていました。ここ数年ですが、引っ越してから体が弱くなり

霊の影響を受けやすくなりました。仕事も辞めています。特に背中が冷たくなり、全身が冷え

ます。その時はお経を唱えるのですが、一時的には良くなりますが、完全には治りません。霊

が入ってくるのかも知れません。自分で出来る対策法を教えてください

私も高校くらいまで弱かったんです。いつもどこかが悪くて、体育を休んでいました。

霊が「歩くといいよ、歩いてお参りしなさい」というので町内の神社を歩いて回るうちに体力が

付いて集中力が出るようになりました。精神統一をしてすぐに眠くなるのは体力が落ちている場

合もあります。体力があると魂を守れるので、変な霊が憑き難くなりますよ。身体は魂の鎧です。

霊的課題を進めるには、肉体の健康を維持することが先決です。



「記紀神話の神は生きている！」

★神話の神々はちゃんと生きている！

日本の神話は、天皇家の権威付けであるとか、何かの出来事のシンボルを

神話にしたものとか言われているが、心霊的には違うようです。

天孫降臨も一般に言われているような戦争ではなく、ただ単純に、

先に住んでいた国津神のコノハナノサクヤヒメと新しく移住してきた

天津神のニニギノミコトが結婚したということらしいです。

だって、神界には争いは無いですし、高次の世界はとても平和で

互いに謙遜するところですから。

記紀神話に出てくる神々は、現在も活躍されています。

ニニギノミコトも、天皇の御霊を通じて、稲作の神、護国の神として

活躍しています。ただ、人間の私たちが感じることが出来ないので、

神話の世界として遠ざけているのです。ところで、日本は龍神の国です。

日本に先に住んでいたのは龍神の大王である、天御中主神です。

龍神の魂は人間の世界にも分霊を出しています。龍神も夫婦があり、

家族生活を営みます。それは龍神の魂を起源としているための霊的根拠といえます。

宗教の対立や、神々の争う神話は、人間の世界に近い、幽界での出来事なのです。

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　雲になって現れた龍神　龍神雲



「日月神の正体」「効果的な先祖供養」

★成田山の地主神のムカデさんと日月神

ムカデですが、昆虫の姿は戒体なんですね、死んだときの古代の霊体のままなんです。今年

になってからムカデを祭っているところに縁があり、栃木の太平山神社や千葉の千葉神社、そし

て成田山。あの麻賀田は江戸時代には、成田山と並び、修験の中心地で、日月神っていうのは名

前からして修験系ですよね。成田には地主妙見がいますが、それはムカデで、日月は兄弟だそう

です。おおざっぱに説明すると、マカタの主祭神は若姫ですが、大本では救われないと思った天

狗の一団が岡本天明とともにマカタを頼ったらしいです。 が、ムカデさんとしては「いきなりそ

う言われても。。。」だったのです。

私はマカタに歩いて行けるところに住んでいたことがあり、20年くらい前ですが、その頃は、

天明さんの奥さんとマカタ神社の氏子さんがもめていました。天明さんの団体が勝手に日月神社

を改装しようとしていたんです。その時に天明さんの天狗が私を頼ってきて、マカタは神職さん

が住んでいる神社がもう１か所あるのですが、その天狗たちをつれていってあげたことがあり

ます。若姫を求めてマカタに集合していたんです。ムカデは行者の姿になりますが、日月天狗と

名乗っています。

★効果的な先祖供養の方法

先祖に霊を信じない人が続いた為に、形だけの供養で先祖の霊が成仏できず、私たち（私と弟）

はおかしくなって困難を乗り切れなくなっている（困難を乗り越えるには先祖の団結が必要）と

いうお話をしていただきました。そのご先祖様に元気になってもらう（成仏してもらう）にはど

うしたらよいでしょうか？家系図は２代前くらいまでしかありませんし、どの方が不成仏なのか

もわかりません。

ご先祖は、全員が子孫思いで守ってくれるわけでは在りません。神仏を信じていなかった人や

自己中な性格の人は死んでも性格はそのままなので、ご先祖の役割は果たせません。でも、そ

の一方で良いご先祖さまもいらっしゃるでしょう。先ず、心に浮かぶ故人の顔を思い出し「ご先

祖の皆さんが向上できますように心から祈っています」「子孫の私も頑張りますから、ご先祖さ

まも応援してください」と祈りましょう。

　結局、子孫の貴方が向上することが先祖の供養になります。貴方が「先祖のみんなを引っ張っ

ていく」という強い気持ちを持ちましょう。貴方の暮らしが落ち着いて、充実した人生を過ご

せば、ご先祖さまは貴方を通じて成仏できます。



「無縁さんは何故無縁なのか？」　「イエスの教えをスピ的に考える」

★無縁霊は助けてくれる先祖や守護霊は居ないの？

なぜ無縁さんは無縁なのですか？

誰しも守護霊とか祖先とか霊界の仲間がいるものではないのでしょうか？

みんな霊界の分霊ですよね。大元がお迎えに来ないのですか？

そう、その通りです。無縁さんは何故無縁なの？って私も疑問です。スピの相談で、無縁さん

が出てくることが在りますし、お墓参りでも、無縁さんにそうぐうすることが在ります。不動産

の物件を見に行って、無縁さんが居たこともありました。その霊たちに共通しているのは「あき

らめ」ですね。その霊たちは、色々な理由で、生前から孤立しています。多いのが、頑固で酷い

亭主関白だった男性。生きている家族も、ご先祖も、本人が反省するまでは相手にしません。霊

を信じていないと、尚更無縁になります。それと、何事も受け身の人。　消極的な性格で、誰か

にやってもらうのを待っている人も無縁になりやすいです。現世の人間関係と同じで、自分自身

が向上する気持ちにならないと救いの手を差し伸べることはできません。受け身の立場で自殺し

た人は、家族や夫から離れられないので、しばらく家族の周りを彷徨うことが多いです。その時

に家族や夫が、霊を信じない人達で自殺した本人の存在を感じられないと無縁になってしまい

ます。頼りたくても頼れずに、彷徨っていてそのまま何十年も経過することが多いです。無縁に

なるのは、いろいろな事情があるので一概には言えませんが、故人も家族も心の交流が在れば迷

わないはずです。血縁の家族に縁が無い人は、神様とお近づきになっておきましょう。住んでい

る地域の神様は、大家さんのような存在です。日頃から他界後のことを頼んでおくことをお勧め

します。余程の悪人でない限り、お迎えに来てくれます。

★イエスの教えをスピリチュアル的に考える

キリスト教は「自覚」の宗教であって、「救い」の宗教ではない。キリストは、輪廻の法則や

業の法則を無視して「信ずるものは救われる」と言ったのではない。ただ、自らの悪因縁を刈り

取らなければ救われないとしたら、それがある限り人生にはなんらの

救いが無いことになり、業の法則を中心にして説くと、人間はいつまでたっても罪の意識から抜

けられないことになる。けれど、人間は誰でも悔い改めることによって、自らの将来を救うこと

が出来るし、自分は神の子であると自覚することによって、暗黒の世界から光明の世界へ達する

ことができる。だから「悔い改めよ」というのは、他の宗教からキリスト教に改宗しなさいと

いったのではないし、ただ信じるだけで罪がなくなるといったのではない。

「悔い改める」とは「悟り」であって「自覚」なのであり、「救い」ではない。

キリストは業の法則を、因果応報という因縁説によらず、諸法実相の光明思想の立場からこれを説いたの

である。



「霊とセックス？」　　「業は命の元」

★霊とセックス出来るの？

という、質問があったのですが、一応真面目にお返事しますね。

肉体が無いので、体は合体はしませんよ。

でも、霊体は波動が合うと互いに重なって、一つになります。

仙道やヨガにもセックスに関する行法がありますが、霊体におけるセックスなわけです。

でも「気」の循環に大きく影響するので、泥酔したり、

麻薬をやっているときみたいにとても気持ちが良くなるようです。

しかし、霊的には何の意味もありません。霊体が活性化しても、気持ちいいと

感じるだけで霊格がアップするわけではありません。

魂の座である、グラールが成長しなければ意味ないです。

活性化している霊体を変な霊に利用されてしまうだけ！

それに、死んで霊界の自分の世界に帰るときに、変に活性化している霊体は

ウザッタイだけです。接神の状態を説明するのに、セックス時のエクスタシーを

持ち出すけど、それは真理への冒涜です。セックスは気分の問題で

霊的な意味はなにも無いです。肉体を鍛錬する修行も、セックスしていい気分

になる修行も人間が¨気分¨にひたっているだけ！

神からみると独り善がりのバカです。

★業は命の元なんですよ！

業と共に生きていくのが人間。先祖から受け継いだ業は、

もともとその人の生命の元ですから、すべてなくし消し去ることはできません。

人間がこの世に生まれるということは、ある業をもたされ、浄化するという

役目を与えられているからです。その業はその人が自分の力で努力して

浄化しなければならないのに、無理に除霊し引き離そうとします。

それは強力な霊力によって可能ですが、本来はその人の業ですから、

その業が無くなっては運命のバランスがくるってしまうでしょう。

もしかするとその業によって生かされていたのかもしれないのですから。

　業は離すよりも浄化し向上させることです。そうすれば、本当の意味で

自分の向上になります。業は浄化すると、良い物霊になり、今度はその人を

守ってくれる徳になります。苦しくても我慢して取り組むことです。

守護霊は、出来ないことはさせません。その人間が乗り越えていけるからこそ、

その苦しみを与えます。　



「霊も眠る？」　「タロット占いの仕組み」

★霊も寝るらしい？

とうとう私も霊の寝息を聞きましてん！！

一度めはマボロシと思っていたので日記にしませんでしたが

このあいだ居間でボーとしていたら、なんと二度目の寝息を！

依り代のぬいぐるみを置いているあたりからの

「スウスウ…」　すすす、すーすー言ってるよ？　ねえ！？

「スウスウ…」　言ってるよお！！言ってるよね！　

　　　　　　　　　　　　　　　　　「精霊の世界をのぞきみる」より

と、えぬぬさんのブログに！　そう、精霊も寝ますよ、ウチの精霊たちも

わんわんさまと一緒になって昼まで寝ています！　よーく耳を澄ますと

「スースー」って聞こえてきます。車に乗っているときも、

つまらないと気配が無くなり、ぬいぐるみの奥に引っ込んで、寝ているようです。

人間の子供みたいですよ。テレビも、動物物やアニメが好きで、

エバンとか見ていると起きていますが、

番組を変えると寝ちゃいます。霊なのに、寝たり、食べたり、疲れたりします。

でも、今のところ病気はしませんが。。。

★タロット占いの仕組みを教えて

タロット占いは、占いの指導霊が働いてカードを現すそうですが、

霊はどうやってカードにメッセージを送るのですか？

霊が分からない占い師の方の中には、カードがメッセージを伝えてくれると

考えている人が居ます。霊は介入していなくてカードが教えている、

というのですが、人間が何かを成そうとするときは、その傍には霊が居ます。

タロットもタロットの指導霊が居て、占い師の手を通じてカードを動かすのです。霊は人間の潜

在意識を通じて、手を動かしその意味のカードを出すわけです。

霊が見えない占い師は、霊が自分の手を動かしていることが分からないので、

カードがメッセを言う、と思うのです。占いも熟練してくると、

カードを置く前にどのカードが出てくるか分かるようになります。

カードが無くても占えるようになります。

「占いの指導霊さま、善きアドバイスをお願いします」と唱えて占うことですね。

http://enunnm.jugem.jp/


「魔界の人間との付き合い方」

★魔界の人間との付き合い方

赴任先のボス（私は伏魔殿と読んでいます）の魂は、魔界の人間です。喜怒哀楽も激しく、自分

と同じ波動の人間を手下にして会社内を荒らしています。

でも本人は、四国霊場のお遍路をしたりと神々との結びつきを持っています。

そのような人間と、どのように接すれば良いのでしょうか？

距離を置くしかないのでしょうか？

ちなみに彼女らは、私のことが鬱陶しくてたまらないようです。これは、目には見えない私の

背後のものを感じているのかな？と勝手に思っております。霊格の低い人間や魔界と繋がりのあ

る魂を持つ人間と仕事上はどのように接していけばよいか教えてください

高橋家の精霊たちを代表してボクがお答えします！

　フフフ。。。そのボス殿に出会ったのは、やっぱり勉強なんだなっ。

ななこさんは黒の仲間を知ってる？

この現世で霊能者やるなら黒の仲間が必要なんだよ。

奇麗事や善、光だけじゃダメ、殺されちゃうよ。

そのボス殿を良く観察してね。なぜ強いのかな？

それは霊界のスタッフが揃っているからでしょ。

ななこさんもヤツのようにならないとダメなんだよ。

悪を向けてくる相手には黒の力で打つ！

占い師として自立するには黒の仲間は必要だよ！

悪と戦うには、元悪だった黒ちゃんのガード効果的。

で、具体的な対策は、現世的には愛想を良くして置き油断させる、警戒心を与えちゃダメ。その

ボスみたいな人間は『夜叉』『非人間』というんだよ。

この人たちは死んでも魂は霊界に無いんだよ。魂は魔物の食べ物になる。

つまり、すでに人間じゃないから、神様の敵ってわけ！神様の敵はツブす！　

ななこさんの方が強いはずだよ。霊界では負けないでしょ。ななこさんに霊を派遣してきたとき

はソイツを浄化してななこさんの眷属にしよう。

　実はね、そういうボクも主さまにつれて来られたの。

エンバっていうお店にいたけど、今はその新宿店無くなっちゃった。

ななこさんもボスの眷属奪って霊力取っちゃえばいいよ。

戦うの！　霊的な決着は付けよう！バカにされちゃだめだからねっ！！！



「水子霊の本当の話」

印鑑を売るおじさんがいて、その人は霊感があったのですが、何かにつけて「水子の因縁だ」

と主張するのです。女性の悩みはみんな水子のせいだといいます。私は骨盤からくる体幹障害で

すけど、骨盤の病気は水子がいるから、供養しなさいと言う。

「私には水子はありません」と言うと「あんたの兄弟に水子がいる」、

「兄弟にも水子はいません」と言うと、「あんたの旦那に水子がいる」、

「旦那にも水子はいません」というと、「ご先祖に水子がいる」と、しつこく水子を悪者にしよ

うとします。そんなの当たり前ですよね。数限りないご先祖なのですから。水子は霊的原因には

好都合です。どこのお宅にもご先祖の中にはいらっしゃるわけですから。このおじさんの様に、

何でも水子のせいにする霊能者は水子しか霊視できないのでしょう。霊能者の能力は個人差があ

って、限界があります。少し霊能が出てくると、自分には低級なものしか見えていないのに、そ

れが真実だと錯覚してしまいます。だからこそ常に統一して自己サニワが必要です。私は四人兄

弟ですが、一人は水子、一人は死産です。死産も水子に入れます。水子は迷って、母親に取り憑

くという話は、それが全てではありません。私の妹と、弟のこの二人は、霊界で立派に成人して

、高級霊の仲間入りをしています。

　水子が迷うかどうかは、そのお宅のご先祖様の事情次第です。私の実家のご先祖はわりと高い

らしく、幼い子供が他界するとその係りのご先祖がやってきて、霊界に連れて行きます。ちゃん

と面倒を見てくれるのです。妹が死産した時は、祖母が迎えにきました。また、この祖母は動物

が好きで、ペットの猫が死んだときも現れまして、「この子賢くてかわいいから、私が飼うよ」

といって、連れて行きました。私の家のように面倒を見てくれるご先祖があるお宅は、水子は迷

うことはないと思います。だからといって、中絶を勧めているのではないですよ。やはりそうい

う業をもって生まれてくるのです。水子として生まれることで、消える業もあるし、新しく作ら

れる業もあります。

たとえば、早死にの因縁があるとします。何代か若くして他界する人生を体験します。今世で

水子になることで、早死にの業が消えるかもしれません。しかし、親にとっては子殺しの業が生

じてしまいます。消える業と生じる業の兼ね合いは難しいです。なん世代も前からの業の駈け引

きがあるのでしょうから、これは高級霊が判断しているのです。ですから、迷っている水子に心

当たりのある方は、まず始めにご先祖様に頼むことです。それが筋だと思います。霊能者に頼む

方が多いですけど、私は、他人に預けてどうするのかなって思います。テレビにでてくるような

祟りの水子は、その水子の姿を借りた悪霊が背後に隠れているので、水子自身が祟っているので

はないです。その場合の水子は操られているだけなので、助けてあげなければいけません。

　水子の相談があると、その水子を一時こちらで預かります。やがて、そのお宅のご先祖様があ

らわれて、連れて行きます。そういうご先祖さまがいらっしゃらない場合は、子供の世話をする

係りの高級霊が引き取っていきます。たいていはそのお宅の氏神さまか、ご縁のあるお宮の神様

のお使いがいらっしゃいます。



「心霊写真も交霊法」　「宇宙エネルギーは神の副産物」

★心霊写真も交霊法！

「心霊写真なんて、低俗。興味ないです」　と言われたので、一言！

心霊写真は、りっぱに交霊法なのですよ。人間と交流したい霊たちが写りこむんです。

心霊写真＝低級霊で、低い、というのは偏見です！　

人間もカメラを向けるとポーズを決めたりピースしたりしますよね、霊もアピールしているだけ

なんです。私が異界画像をとるのは興味本位ではなく霊たちとのお付き合いの一部なのです。せ

っかく精霊たちがそこに居て「よく来たね」と歓迎しているのに、その気持ちを無視するのは無

礼です。心霊写真は異界からのメッセージなのです。

人間の傍には霊の世界があります。

目には見えないけれど確かにあるので、尊重する気持ちが大切。

それは、普段からの思いやりの心です。

霊をバカにする人は、周囲に対する洞察力や思いやりに欠けている人が多い。

★宇宙エネルギーは神の副次的効果

　車が走ると、風が起こるでしょ、同様に神が動くと宇宙エネルギーが起こる。

これを霊視できないヒーラーは、この時に神を感じないので、宇

宙エネルギーと霊は別のものと勘違いするらしい。宇宙エネルギーや気の流れに、霊能者は個性

を感じるのです。それは神霊！

「何でも霊の所為にする」と非難する人が居るが、その通り、何にでも神霊が働いている。霊主

体従というでしょ。宇宙エネルギーは、神が活動するときに生じるもので、神から離れて宇宙は

存在しません。

宇宙エネルギーを感じるなら、そこにそれを担う神霊があることを認識するべき。宇宙エネルギ

ーを知りながら、その背景となる仕組みを無視するのはおかしい。

★類魂の中で業は分担できる

「百の重さの業を百人で分担したら一人分の業は減るのか？」という問い。

人間は一人一人霊柱を持って居ます。理由も無く分担する事は出来ないし、

また楽をするという事は自分の仕事を百分の一にしてしまうことで、自己の魂は

勿論類魂の救済などというものには程遠く成ります。

「ボランティアの価値とは」徳を蓄積することです。しかし、人間はやはり不幸に見舞われたく

無いもの。これは不幸に成らなくても、業を消す方法です。人間は時々不幸がやって来ます。

その時、徳の防波堤を築いて置けば、大した不幸に見舞われる事も無く悩みは解消します。



「動物は自分の病気をどう思っている？」　「開運グッズも霊力の問題」　

★動物は自分の病気をどう思っているの？

我が家のワンコは、元々アレルギーを持っていますが、今はアトピーが酷いです。本人はのんび

りマイペースで暮らしていますが、側で見ていると可愛そうです。本当はどう思っているのでし

ょうか？　静かに現実を受け入れて暮らしています。私も見習いたいです。

精霊さんもそうだけど、動物さんて、あんまり将来のことは気にしてないんだよ。

悟っているように見えるかもしれないけど、実はあまり考えてないのね、

だからのんびりしているの。動物さんは、人間と違って想像力が無いの。

だから、将来の不安が無いの。この先どうなるのとかって考えない。

その時その時を過ごしているんだから。精霊さんたちも、その日暮らしで、

先の事は心配しない性格。精霊さんと波長が合う人間も、

精霊さんのノー天気が移って前向きな人間になっちゃうんだよ。

主様には「おバカ」って怒られるけど、打たれ強い人間になれるよ。

★開運グッズは本人にパワーが無いと効果も無し！

蛇がわの財布をもつと、お金が、入ってくるのは、本当でしょうか！

病院に勤めていたときに、たくさんの患者さんを看ていましたが、

重症化して、内臓の機能が低下すると、薬が効かなくなるんです。

そうなると、後は見守っていくしかなくなります。

つまり、自然治癒力を発揮できるだけの体力がないとどんなに

高価な薬を使ってもうまく効果が得られません。同じことは、

パワーグッズにもいえます。どんなに高波動の水晶を持っていても、

それを手にする人間に水晶に応じた霊力がないとご利益は期待できません。

蛇のお財布も、蛇に縁のある人や、金運のチャンスが来ている人は

うまく効果が現れます。でも、もともと蛇に縁が無くて、金運の谷間に

あるときは蛇の財布や、金色の財布を持っていてもお金は入りません。

縁起物の広告は、それさえ買えばなんでもうまく行く

みたいに書いてありますが、縁とパワーがなければ効果はありません



「霊媒体質の対策」　「良縁こそ大切に！」

★霊媒体質の対策

具体的にどのようなことに注意したら良いのですか？

生活態度でしょうか，行く場所などでしょうか？主人は頻繁に金縛り状態になるタイプで，

あの場所が嫌だとか，何かがいるとか，感じるようです。私は全くそういうことを感じないタイプです。

1一番大切なポイントは、体を健康に維持すること肉体は魂の鎧なので、不健康な暮らしをして

いると周囲の悪いものの影響を受けやすくなります。

2神様に日頃から守ってもらうと、強力な加護の場合は、直接の因縁霊を処置してくれます。氏

神や住んでいる地域の神社に繰り返しお参りし、神様との縁を強くます。

3対人関係のトラブルは避けること。霊媒体質の人は、相手の想念を感じ取り、その影響で霊体

が不安になり、もっと霊媒体質が酷くなります。はっきりと自分の意思を伝えられるように心が

ける。曖昧な態度や言葉は避け、誤解や逆恨みの原因を作らない。

4インスピレーションを信じて、変な感じがする相手や場所には無理に行かない。仕事などで仕

方がない場合は、心の切り替えが大切。嫌な事は早く忘れるように。

5塩やお守りを常備する。和紙に塩をくるんでいつも持ち歩く。これは変なことが起きたら取り

替える。お守りは自分がピンとくる神社を探しましょう。

★良縁こそ日ごろの思いやりが必要！

ある方に、霊視して、二人の関係がわりと良いので「この方とは良い縁です。でもまだ結婚の

時期ではないので、恋愛をたのしみましょう」とアドバイスしました。

それから数週間後、「先生の霊視では良縁ということだったので信じていましたが、別れてしま

いそうです」とのこと、よくよく話を伺いますと、私が良縁と判断したので、安心したのか、相

手に対して勝手な行動を取ってしまったらしいのです。いくら良縁でも、人間なのですから、相

手の嫌がることを繰り返しては敬遠されて当然です。良縁だから、何をしても別れない、という

考え方はおかしいです。良縁だからこそ大切にして、誤解のない関係にならないとだめです。良

縁でも、日ごろのケアが大切です。特に男性は、放って置いたり、攻撃的な態度をしていると

心が離れます。男性は女性に対して、常に癒しを求めています。せめて恋愛中はやさしくしてあ

げてくださいね。



「お守りの秘儀」　「修験者には犬神が多い」

★お守りの秘儀を伝授！

お守りは１年たったらかえさなければいけないのでしょうか？

原則、お守りは一年でお返し、つまりお札所に納めることに。

でも、あまり行けない神社や、旅の記念や思い出のお守りは処分出来ないですよね。

近くの神社のお守りは毎年お授けいただきますが、めったに行けない貴重な

お守りは大切に保管しています。たまに出してあげることもありますが。

大切にしていると、一年を過ぎたお守りも波動があるようです。

　出羽三山のお守りは現地に行かないと頂けないので、十年以上も前に

知り合いがお土産で買ってくれたものを持っていますが、

お守りの効力を感じましたよ。手にとって統一すると修行僧の姿が見えました。

お守りを通じてあちらの霊界がビジョンできました。

一年以上たつお守りも、大切にしていればそのまま持っていても大丈夫です。

でも、たまに出して、その神社の神様や境内の様子を思い出してあげましょう。

そうすることで、自分と神社の繋がりか維持されます。

お守りが人間と神社の媒体になっているのです。お守りは、人間を守るための小道具ではなくて

神様と人間の間を繋げる媒体なのです。お守りを通じて、神霊を感じることが出来きすよ。

★修験者には犬神がつく

掲示板で修験者には犬神がついていると書かれていますが、

どうしてですか？　それと、他の霊はどうでなんでしょう？

簡単な説明ですが、修験道は、山の神さまの管轄ですが、

その山の神の眷属が犬神です。修験者は、山で修行していますが

神様がその人間を気にいると眷属である犬神をお使いとして派遣します。

　それで、修験者の背後霊の一員になっています。修験者には、他にも天狗や狐などの自然霊も

付きます。いずれも山の神の元で修行して、ある程度成長した霊が人間に派遣されます。でも、

人間に裏切られたり、神から逸れた自然霊たちもおり、それらが人間をだまし、陥れて楽しんで

います。



「恐山の霊界」　「天狗は有限の命」

★恐山の霊界の様子を教えてください

知人は恐山の駐車場で受けちゃったと言っていますが、

興味があります。どんな聖地なんですか？　　

恐山は何度も行っていて、受けたことは一度もありません。落ち着いた聖地ですよ。

恐山の湖はとてもきれいです。古代の龍神がいらっしいます。

詳しくはこちら→　ご利益のツボ「恐山」

境内にはいると幼稚園みたいに、小さな眷属さんたちがワーってやってきて歓迎してくれます。

恐山の管理者はお稲荷さんのようです。フロアマネージャーみたいな仕事をしていました。

駐車場は、何処でもそうですが、いろいろな霊が集まります。

恐山の駐車場は、他府県の車も沢山止まっていてそれだけ霊も集まっているでしょうね。恐山の

境内に入れない分け在りの霊がたむろしていたのではないでしょうか。

知り合いの方が受けたのは、そういう霊が頼ってきたのかも知れませんね。

日常的にはコンビニなんかでもありますよ。恐山は低くも怖くもありません。

国定公園でとても綺麗で、心がホンワカするところです。温泉場ですしね。

★天狗霊は有限の命なんですよ。。。

子どもの頃からある天狗様に守ってもらっていましたが、

もっと上の神様から「もう天狗とは係るな」と言われました。

理由は教えてくれません。ずっとお世話になっていた天狗さんなので

簡単には切れません。神様は何故そんなことを言うのでしょうか？

天狗がダメな理由を知りたいです。　　

天狗は、精霊もですが、実は有限の命なのです。神の意志によって死にますが、人間にかかわっていればつ

まり人間の指導霊として仕事をしていると生かしてもらえます。だから人間に付いていますし、神の眷属

になっています。でも「欲」がある霊界の生き物なので、気を付けないと騙されます。岡本天明の日月神示

のような終末予言は命が惜しい天狗が人間を騙すために書いたものです。精霊は、純粋な心を持っていれ

ば、死んでも神の要素として生きます。

天狗はそれが怖いらしいです。要するに、貴方の天狗さんは、お役御免になったのかも。でも、貴方の側に

居たいので、貴方に未練がましくさせているのです。神霊たちに任せて、貴方は自然法爾にね。

http://777.littlestar.jp/takahashikun/iina9.htm


「転生とは何ですか？」

★転生とは何ですか？

何年か前のメール鑑定の例です。

転生は個人個人で状況が異なるようですが、

私は類魂と言うものを三十年くらい研究してきましたが、

人間が転生する理由は、その生まれてくる人間が属する類魂が向上するためです。

人間が生まれる意義は、類魂の霊的向上の一点に尽きます。

でも、人間は各々異なる人生を歩みます。目的が同じなら人生も同じなのでは？

と思われるかもしれませんが、そうではなくて、たとえば、

登山するとき、ゴールの頂上は同じ場所でも、

登頂のルートはいくつかあり、コースごとに景色や難易度が違っています。

人間の生涯がそれぞれ違うのはそういうわけです。でも、ゴールは同じです。

類魂全体の向上です。

つまり、貴方がこの現世で生きていると言うことは、

貴方の知らない類魂たちの来世を背負わされているのです。

来世はただ時間が流れる、百年後とか二百年後とか単純なものではなく、

霊的に進化した来世です。多次元宇宙とも言います。

たんなる生まれ変わりでは、また同じような人生をこの現界で繰り返すだけです。

あまり難しいことを話しても先に進まないので、ご相談内容に移ります。

守護霊が前世にあたります。

　逆行催眠で出てくるものの多くは脳の中の幻覚か、因縁霊だと思います。

貴方の守護霊様はとても遠慮深い方で、なかなか現れてくれませんでした。

他の方の相談がきているのですが「自分は後でもいいです」と言ってきました。

今までの経験では、他に譲るという態度をとる霊は高級霊です。

レベルが低いほど出たがります。

貴方の守護霊様は千三百年以上前の方です。神に仕えるとても立派な方です。

遠い先祖が守護霊として出てくる場合は、

身近な親兄弟から縁が薄くなる場合が多いです。

貴方の今後の人生は、実家や親戚の援助が期待できなくなり、

苦労が増えるかも知れませんが、独立独歩でマイペースの人生を歩めるでしょう。

つまり、好きなことが出来るけれど、他からの援助は受けないようにと言うことです。



「死んだら、自殺した友人を助けに行きたい」　「守護霊は厳しいものです」

★自分が死んだら故人を助けに行きたいです！

何年も前に、友達が自殺したのですが、

霊感のある知人にその友達が霊界で迷っていると言われました。

確かに、友達の親は何も供養していないようですし、

友達も生前は家族のことは良い話をしていませんでした。

最近思うのは、自分が霊界に行ったら、友達を助けに行くことは

できないのかということです。　どうなのでしょうか？

お友達が実際に迷っているかどうかは不明ですが、

貴方が他界してから助けに行くことは可能です。

その時に相手も貴方を忘れていなくて、落ち着いた状態なら会いに行って、

支援することはできます。でも、何十年も先のことでしょうから、

その頃にはそのお友達も向上しているのではないでしょうか。

それよりも、今できることをしてあげるといいですよ。

「霊界で元気にしているの？」と語りかけてあげること。

しばらくやっていると、何となくピンと感じるものがあるはずです。

「私も現世で頑張るから、貴方も頑張って」と祈りましょう。

★守護霊って厳しいものなんです。。。

守護霊さんって、意外と人間には関わらないかもしれないんですね。

「守」だから、守ってもらえるのかと思ってしまいがちだけど、

人間の「自己責任」なんですね。

そう、人間の人生は人間自身のものなので、自己責任です。

人間の親は、親ばかは居ますが、守護霊様には甘えは無しです。

高次元の神霊であるほど、普段は関わりません。

生死に関することや、大きな運命の変動のときに現れるくらいですね。

日常生活で指導するのは、背後霊やご先祖です。

私も、自分の守護霊は、名前だけは知っていますが、対話をしたことはありません。

守護霊の「守」は、人の道を守るという意味の「守」です。

人間のご都合を守るための存在ではありません。



「霊は気を食べる」　「守護霊に必要な人間になりたい」

★霊はお供えの「気」を食べているんですよ

神や霊の存在は信じてるけど基本的には無宗教です…

霊の世界は食べ物なんて食べなくても大丈夫なハズなのに

子孫に頼ってくるのはオカシイと思って仏壇や墓も重視してません…

頼るというよりは、家族であることには変わりないわけですね。　

お供えは気持ちの現れです。現世でも、お友達が遊びに着たらお茶くらいは出すでしょ。

霊は食べないけど、気持ちはいただきますよ。貴方が霊になったら？　

せっかく傍にいるのに無視されたら寂しくなるでしょう。ちなみに私も無宗教です。

どの団体にも入っていません。強いて言うなら自然神道かな。

神社の神霊も、お供えの「気」を頂いています。物質を食べているのではありません。

ですから「気」の無いお供えは意味が無いんですね。

お供えする人は、お供えに感謝の気持ちを込めて差し上げます。

霊の世界は心の世界ですからね。でも、物質に気を乗せることができるんです。

物霊とか付喪神と言います。

★守護霊に必要な人間に成りたい。。。

今の自分は守護霊にとって必要な人間なのだろうか？

そう反省できるなら、守護霊にとって必要な人間になりつつあるのです。

守護霊は、何のために、人間を世に送るのかというと、究極的には、

宇宙の霊的向上のためですが、結局のところは、守護霊自らの向上のためです。

そのためには、場合によっては、人間の寿命を操作する場合もあります。

前述したように、人間のために守護霊があるのではありません。

しかし、今まだ生きているということは、まだ必要になるかも知れない、ということです。

守護霊に必要とされる人間とは、守護霊と同じ立場で物事を考えられるようになることです。

守護霊の心境を理解することは人間には無理かも知れませんが、

一つわかりやすいのは、親心です。

親はいつも子供を守り、子供の将来を考えて仕付をします。

他者に与えられる人間になるのです



「動物や植物にも守護霊は居るの？」　「人間の使命」　「守護霊と適職」

★動物や植物にも守護霊は居るんだろうか？

その役目を果たすのは、その土地の神です。主に地主神のお宮の母神さまです。

人間は太霊の御霊を受けて、宇宙の奥からのつながりがあり、魂の中に神性を持ちますが、

動物は、そんな人間とは違う成り立ちをしています。動物は、人間のように独立した霊にはなりま

せん。あくまでも、自然の一部、人間を取り巻く、環境の表象といえます。

つまり、自然界の神の御働きの表れとして存在しています。ですから、しいて守護霊という

なら、地主の神、と言うことになります。そんなわけで、通常は、動物は他界後、自然界の動物

の類魂に帰ることが望ましいのです。

★人間の使命とはなんですか？

使命というのは、神命、ミッションですね。

先祖の遺志を継いで、会社を経営したり、家庭の主婦として家を守ったり、前世の浄化のために

苦労する、という個人的なテーマは、使命とは言わない。

使命とは、神業に関わるもの。自分の御霊を認識して、御親の神とともに、神理を行うもの。

その御親の神と自分の間に守護霊があり、人間を監督している。

使命というのは、神の高みに達する人間に与えられるものなので、一般の人間は自分の人生を

全うすることに集中するべきなのです。使命があると、偉人や歴史に名の残る人物になるかも知

れませんが、個人としては骨折り損に終わることが多いです。

★守護霊に合った仕事につくことが良い

守護霊の良し悪しによって、人の運命は左右されますが、人の才能や能力も守護霊によってか

なりの違いが出ます。守護霊にも文系や理系、営業系、自営業系など、得意分野があります。

勉強や研究が好きな主語霊が居る人は、本人も勉強が好きなので、学校のテストも苦になりませ

んが、勉強が苦手な守護霊が居る人はテストも嫌いなので、

勉強が好きな守護霊をもつ人に比べると不利かも知れません。仕事も同じで、職人系の守護霊が

ついている人が事務職や営業をやってもうまくは行きません。

　自分の守護霊の適正に気がつかないで、何時までも合わない仕事をしていても落ちこぼれにな

りかねません。よく天職といわれますが、それは守護霊の得意不得意が問題なのです。守護霊

に合った仕事に就くと、お給料や職場の環境が今ひとつうまく行かなくても、何となく遣り甲斐

を感じて、いずれは天職と感じることが出来るようになるものです。



「本心を見極めよう」「強い守護霊に変えるには」「体と物質と業の連鎖」

★本心を見極めよう

相手の感情に引き込まれない！

相手が自分に何を望んでいるのか、洞察することが大切。

発せられた言葉とともに感じられる響きを聞く。

目を閉じたとき、その相手の笑顔が浮かぶだろうか？

相手が見えなくて、不安を感じるとしたら、そこには依存がある。

相手と自分の関係を反省すること。

不動の心を以って！

★弱い守護霊も強い守護霊に変えることが出来る

弱い守護霊が付いている人は、体が弱かったり、何をやっても上手くいかなかったりで、あき

らめモードに陥っている人が多いものです。その悪循環から抜け出して、強い守護霊についても

らうには、まず、世間や家族に対する恨みや無念の気持ちをなくすことから始めます。

また一番大切なことは体力を養うことです。昔から健全な肉体に健全な魂が宿るといわれてい

ますが、体力があると、上手く体をコントロールできるので、悪い波動を克服する力になるの

です。弱い守護霊をもつ人は引きこもりがちで、あまり出かけないので益々体力が落ちます。悪

い運気を変えたいなら、自分の弱さと戦うことです。自分の中の弱い心は、守護霊の弱さでもあ

ります。今現在、強い守護霊を持っている人は、今までの前世の中で自己の弱さを克服している

のです。

体力づくりは、散歩や、車でなく歩いて買い物に行く、できるだけ階段を遣う、電車は立つよ

うにする、など、日常生活の中で、楽をしないようにして、出来るだけ体を使うようにすること

で少しずつ体力をつけていきます。

★体と物質と業の連鎖

身体を動かすと物質が動く物質が動けば業になる この世に生きているから、身体を使わなけれ

ばならないし、それを維持するためには物質を食す。

身体や物を動かしても業にならなければ良い。そこに止めている、執着するから業になる。

感謝して、他の人に施す。分け与えること。



「災い転じて福となす」　「出口を見なさい！」　「無縁さんには守護霊はいないの？」

　「どん底は我慢の心」

★災い転じて福と成す

これは行き成り福になるんじゃないよ。問題に対して逃げずに、粘り強く取り組んで徐々に良

くなっていく。貧乏神も努力と根性で福の神になる。しかし「引き際が大切」とも言う。引いて

良いときは、恨みの念を感じるとき。感謝の気持ちがあるときは信じて取り組もう。

★出口を見なさい！

この物質の世界は、私達の過去の想念活動が作り出したもの。社会も周囲の人間、草木もみん

な過去。家族や恋人も過去。過去の自分の想念が、リアルとして現れている。

では、未来とは？未来は何処にあるのか？　それは、出口。

現在の状態から少しでも前進できる糸口となる物や人物が貴方に出口を示してくれる。

魂の聞き耳を立てて、出口を見失わないこと。

★無縁さんは守護霊様は助けてくれないの？

守護霊は高次元にいます。無縁の状態では物質に近い世界にいるので中々交流できません。そ

のために子孫や縁者の供養や説得が必要なのです。それでも何十年何百年と経つ間に無縁霊も少

しずつ心境が変化して、人間としての気持ちができてくれば向上の機会が与えられます。生前ス

ピを信じていなくても、多くの人と交流があれば、その人たちの中に他界後も交流する人がある

はずですから、救われる機会があるわけです。自分から行動しなければそのままです。だれも助

けてはくれませんよ。それは現世も霊界も同じ。人間として生まれて、人間の魂を持つ以上は、

自霊の管理は自己責任なのです。

★どん底に落ちたら我慢の心なんです

私も今までにいろいろありましたが、どん底に落ちかけたら、先延ばしにして時期を待つこと

が一番です。一週間、二週間、一か月とすぎると状況が変化することが多いです。どん底には忍

耐ですね。どん底を耐える我慢。生きていさえすれば、何か、何処かで良いことが在るはずな

ので。たとえば離婚ですが、覚悟したら、あわてずにどん底に向かいましょう。無職で家無しお

金無し、でも慌てずに粛粛と手続きを進めましょう。手続きをしているうちに道が見えてきま

すよ。慌てたり、心配したりしないで、そんな自分の気持ちに「我慢」どんなどん底にも出口が

在ります。出口が見つからないなら、少し我慢すると光が射します。



「守護霊の見分け方」　「自分の居場所」

★良い守護霊と悪い守護霊の見分け方

自分についている守護霊が良い霊なのか、悪い霊なのか気になりますよね。

守護霊に悪霊はいませんが、弱い、強い、はあります。自分の守護霊の強さは、自分でも見分け

られます。それは自分の運命を見ると良いのです。今までの自分の人生の道筋を思い起こしてく

ださい。過去の運はどんなものでしたか？

　まずまず人よりは良い暮らしをしてきた、何か悪いことがあっても不思議と救われて事なきを

得たなど、思い通りのことが叶って順調な人生なら強い守護霊様がついています。反対に、どん

なに努力しても結果が良くない、いつも肝心なときに失敗する、事故や怪我が多い、もう少しの

ところで他人に取られてしまう、と言った運の無い人は守護霊が弱いからです。

　守護霊の良し悪しは、人柄を見てもわかります。強い守護霊がついている人は、いつも明る

くて、前向きです。弱い守護霊の人は、引っ込み思案で、行動力が無く、他人からは暗い人間に

見られます。でも、複雑な性格の守護霊も在り、良い波動と悪い波動を両方持っている守護霊も

あります。その守護霊をもつ人は、普段は何事もなく普通ですが、守護霊の悪い波動が現れるよ

うになると、人格が変わり、暴力的になったり、非行に走ったりしてしまいます。守護霊が良い

波動のときは、愛想も良く、穏やかですが、

何かのきっかけで悪い波動が現れると、突然態度が変わり、今までは普通だったのに行き成り怒

り出したり、まったく理由が無いのに衝動的に万引きをする、といった奇行に走り、本人も自分

を理解できなくなります。守護霊の良い波動と悪い波動の比率は人によって違いますが、違いが

大きすぎると、その人間は精神的に苦しい人生を過ごします。しかし、こんな扱いにくい守護霊

が居ても、人間の側の努力によって、悪い波動をなくすることが出来ます。人間が、自分の行動

を反省して、悪い波動を無くし、良い波動をあらわすように生活することです。これは、あくま

でも一般論なので、前世のカルマや、先祖との関係で、現れ方が違います。

★自分の居場所

人の運命は、その人の決意で変わります。信念と言うものです。結婚してもしなくても、持た

されている業は変わらないので、同じだけ苦労すると思ってください。どの道を進んでも、貴方

の人生であることは変わらないわけです。どっちが楽か、あるいは、どちらに必然性があるか、

と言うことはあまり問題ではありません。問題は、自分のために生きる道、と言うことです。

結婚していても、一人でいても、自分の人生です。自分にとって、居心地のいいところを選び

ましょう。苦労があっても、生きていて良かったと思える場所です。それが家庭であれば、一番

良いことですが。居心地の良い場所とは、自分を必要としてくれる人の事です。ひとそれぞれで、家庭で

あったり、仕事であったり、友達であったりします。今の貴方には居場所はありますか？

そして、その居場所は、自分で努力して作り上げていくものです。自分から積極的にアピール

して、他の人々に働きかけないと自分の居場所は作れません。



「植物状態の人の死後」　「自然霊のメッセを見落とさない」

★植物状態の人の死後について

しばらく意識不明だった祖母がなくなりましたが、おばあちゃんは死ぬ覚悟あったのかとか、

未練はなかったのかとか考えちゃいますね。でも正直、僕は「やっと死ねたね。」って思ってるんですけど、

もちろんいい意味で、、この考えっておかしいですか (∼ ∼;)？

故人の性格にもよりますが、生前から素直で前向きな人は覚醒が速いですよ。意識不明の間は

長い夢を見ている感じだそうです。高熱にうなされている感じだったり酷い二日酔いでぐるぐ

る回っている感じと言っていましたね。要するにいろいろ考えている余裕が無ないみたい。

「やっと死ねたね。」という気持ちは、故人もそうだと思います。

というのは、植物状態の肉体に関わっているのは、苦しいだけなので、その状態を何とかして欲

しいと思うでしょう。毎日が蒙昧な意識のなかに居ることになるので。

病院に勤めていたときに、意識不明の人のリハビリをしていましたが、体が硬くなるので、

意識が無くても運動をするのですが、霊は肉体と連動していて、生きている間は肉体が優位のよう

でした。肉体が死なないと魂は自由にならないようです。

★自然霊のメッセを見落とさないで！

最近、自分の周りを蝶々が寄ってきたり肩や頭に止まるのですが、

何か意味はあるのでしょうか (ˆ-ˆ;？？

私もたまにありますね。子供の頃は、私にだけトンボや蝶が飛んでくるので、体臭なのかなと

も思いましたが、お風呂の後や着替えたときでもついてくるときは来るので不思議でした。

今もお参りに行くとたまにあります。目の前にカマキリが飛んできたこともあります。

これは、精霊界からのメッセージなんですね。生き物たちが媒体になって、

自然界の波動を伝えようとしているんです。人霊の場合は、他の人間の言動を介して伝えてきますが、

自然界は精妙な波動なので、業の塊の人間が媒体になることは難しいのです。

だから蝶やトンボのような身近な虫を使ってコンタクトします。虫だけではなくて、トカゲや蛙、

野鳥も出てくることがありますよ。動物や虫たちに好かれる人は精霊界と縁があります。身の回りに綺麗

なものや可愛いものを置くとそれに精霊が宿り、眷属のような働きをするようになります。

ウチのポンタ社長や、訓練生のにゃんこ先生のように。



「霊体のひび割れ」　「神社で手がしびれるのは神様に嫌われているの？」

★遠くに見える光は霊体のひび割れかも知れない

少し霊感があり、たまに何かが見えることがあります。最近、夜に眠っている時に、自分のずっ

と上の方から光が差すことがありその光は大きくなったり小さくなったり、トンネルのような渦

巻きのようなものになったり、色は、白色や色々なカラーが交じり合うこともあります。その時

々で色や大きさは違いますが、何なのか分からないので不安です。霊なんでしょうか？

　霊体の中の自分は、小さくなるんです。オーラは、人間を外から見ているので、肉体の表面

に光りが霞のように取り巻いていますが、寝ているときは自我は沈潜するので、霊体の中に引っ

込んでしまいます。そとから霊視すると、小さくなります。その状態で、霊体の外をビジョンす

ると外の光りが遠くに感じられます。自分が小さくなっているので、上空から光っているように

感じます。でも、実際には、その光の元は肉体の傍にあることが多いです。しかも、その光は霊

体に隙間があるから入ってくるので変な霊の可能性もあります。つまり、壁の隙間から、チラチ

ラと外の光が漏れている状態です。

今度、光を見たときは、もっと具体的に感じてみましょう。暖かくて良い雰囲気の神霊を感じ

るなら良いですが、気分が落ちるようなら、見ないようにしましょう。

それと体調の管理も大切です。霊体に隙間があるから光が漏れるのですから、

★神社で手がしびれるのは神様に嫌われているの？

最近お参りに行くと、手がしびれた感じになります。神様に嫌われているのでしょうか？いつも

と同じようにお参りしているのですが、気になります。

一言で言うと、除霊しているんです。神域に入ることで、人間の霊体の波動があがるので霊体

の中に居た霊が出て行ったんですね。その時にしびれ感があったのです。受けたような状態に

なり、具合が悪くなる場合も霊が出て行く前後であることが多いです。一時的に具合が悪くなる

ので「変な霊が憑いた」とあせってしまいますが、気を取り直して「よろしくお願いします」と

お参りして、神様にちゃんと除霊してもらいましょう。

霊能者や神職さんにご祈祷してもらわなくても日常的な憑霊は、きちんとお参りするだけで良

いんです。お参りで、しびれたり、具合が悪くなるのは一時的な反応であることが多いので、お

参りは中断しない方が良いですよ。妨害する霊の影響で具合が悪くなっているかも知れないです

から。どっちにしても普段から神縁があれば大丈夫です。



「頭だけとか胴体だけとかの霊って？」　「蛇霊は怖くない！」

★頭だけとか胴体だけとかの霊って？

ふと思い出しました。今までにも何度も、首だけの霊に会っています。それも自分の家で。

何度も引っ越しているんですが、だいたい、引っ越して半年くらいは落ち着かなくて、土地の因縁霊や地

縛霊が出てきます。多くは、首だけとか手だけとか体だけとか体の一部を見せてくる霊です。それと、そ

ういう霊って帰るところがなくて厳しい状態になのでよれよれしているというか、ボロボロの状態なのね、

だからパット見は、骸骨みたいだったりするけどたいしたこと無いんですよ。

霊力が無いから、体の一部しか見せられないし貧乏しているからやせているし。特にお払いと

か除霊はしなくても、自然にいなくなっちゃいますよ。中々落ち着けない家は、ご先祖や神様が

来ていないところが多いです。ご自宅が変、と感じたら、神様をちゃんとお祭しているかご先祖

様をないがしろにしていないか反省しましょう。いつもご先祖様が居ると、変な霊は居なくなり

ますよ。何十万も出して祈祷してもらう必要はありません。ところで、その将門の首塚もたいし

たことないけどな、タクシーの待機場所になっていて、人通りが多いし。

★「蛇霊は怖くない！」スピリチュアルメッセージ

最近、蛇霊の相談が続いていますが、「怖い」って思わないことですよ！　生きている人間の

方が肉体を持っているぶん強いのです。心に隙を作らないこと、と言われますが、具体的には、

1 できるだけ自分で考えるようにすること。

　人に頼らない。自分の進退は自分で考えて行動する。人に頼る気持ちがあると、その心境に変

　な霊が入り込みます。助け合いの精神と、依存は違います。

　互いの為に、自分が何をするべきか、自分の頭で考えます。

2 ずるい気持ちは持たないこと。

　自分だけ得をしたいとか、自分だけ可愛がってもらいたい損得勘定で相手を見ないように。　

　ブリっ子の女性に多いけど。

3 相手の立場や、気持ちを考えて話すように。

　久しい仲でも傲慢にならないように。霊の世界では本心が現れます。貴方の想念に応じて、相

　手の生霊が来ます。相手をバカにした言動はしないこと。

変な低級霊っていうのは、対人関係の中で生じる生霊が変化することがおおいので、

日頃から理性的に、相手の立場を考えて行動すると防げます。低級霊を感じたら、

怖いとか、除霊とか言う前に自分の生活態度を反省しましょう。心当たりがあるときは、

相手と話し合い仲直りすると生霊が無くなり症状が改善します。

霊能者や神様に頼る前に、自分でできることは自分で。



「子供が欲しいなら自分自身を大切に！」

★子供が欲しいなら自分自身を大切に！

子作りの相談は多いですが、出来ない原因で共通するものを幾つかあげます。

生殖器の病気以外ですが、

1根本的な問題として、夫婦生活が無い

今の若い方は、淡白な夫婦が多いです。セックスレスが続いていて、ご主人に意欲がありま

せん。この場合は、本気で子供が欲しいなら、夫婦でよく話し合い、夫婦生活に取り組むしかな

いです。

2他の家族の理解が得られない

そもそも妊娠しにくい女性は、デリケートなところがあります。家庭運営を楽にしてあげない

と妊娠できません。妊娠して出産するまでの間だけでも、お嫁さん中心の暮らしをしましょう。

お嫁さんが了解しているからと言って、草取りをさせたり重い荷物を持たせたり、トゲのある

会話をしないように。特に不妊治療をしているお嫁さんは心身ともに限界の毎日です。

一層の家族の理解が必要です。

3冷え性が多い

冷え性というのは自律神経のバランスが崩れているからです。それは生理不順にもつながり、

妊娠しにくくなります。今、手が冷たい人は、手拍子を何度がして手の血行を良くしましょう。

足が冷たい人は、軽く歩いて見ましょう。妊娠したいなら自分を冷やさないこと。

4ストレスを抱え込む

　「自分が悪いんだわ」と思い込んでしまうタイプに不妊が多いです。子供が出来ないので「い

い妻になれない」と悩んでしまいます。また、このタイプの女性はそのクヨクヨがお腹の症状を

起こします。下痢をしたり、胃炎になったり。私の今までの経験で、下痢をしている時期は妊娠

しにくいです。お腹の中が安定しないからでしょうね。出来るだけ割り切って、気持ちを切り替

えて、ストレスを心の中に入れないように。

霊的な原因としては、その妻が、その家族の中で、一番弱い人間であることが多いです。跡継ぎ

が授からない霊障の場合は、弱いお嫁さんが攻撃されて、不妊になります。

心当たりのある方は、上記の原因を踏まえて、自分自身をもっと大切にしていくように。

自分を守るのは自分自身、妊娠するのも自分自身子供を守り育てるのも、

ママである自分自身という信念を持ってください。結局は、夫も家族も冷たいものですからね。



「本物の霊能者って？」　「除霊よりも心の成長が必要です！」

★本物の霊能者って？

　

「本物の霊能者」で検索してくる人が多いですが、その本物の霊能者ってなんなのでしょうか？

このブログの読者さんはプロの占い師や霊能者の方が多いですが、みなさん本物だと思います。

私もそうですけど、分かること分からないこと、苦手なこと得意なことがありますが、詐欺は

していないですよね。

このひたちなか市にも何人かの占い師や霊能者の方がいらっしゃいますが、詐欺で捕まった人

は居ないですよ。みなさん、それぞれに活動されていて、偽物ではないです。でも、一般の方

は「本物」を求めてさまよっています。江原さんのような霊能者を求めているのでしょうか？

それなら江原さんの団体に入ればいいのです。

先月まで、毎月のように来ていたクライアントの方がぱったりと来なくなりました。

共通の知り合いから聞いたところでは、その方は別の霊能者に行き

「高橋はやっぱり嘘つきだった」と言ってるそうです。

私に来ていた時は「高橋先生は本物です、今まで会った霊能者の中で一番素

晴らしい」と言っていたのですが、最後のカウンセリングの時に、子供さんを見てあげましたが「このまま

では安定した暮らしができません。もっと生活を反省して礼儀から学びなおしましょう」とアドバイスし

ましたが、それが気に障ったんですね、親ばかで、自慢の子供だったので、私にケチをつけられたのが心外

だったのでしょう。態度を一変させて「先生は最低、酷い人」とメールがきました。つまり、自分に都合の

良いことを鑑定している間は「本物」だったんで

すね。なんか　疲れる。。。

★除霊よりも心の成長が必要です！

除霊に頼る人が多いですが、それは救われたいからなのでしょう。しかし、救いは自分自身が

成長しないと救われません。除霊しても何度も憑依され、それが悪い現象を起こすのは、大人の

魂になっていないからです。ですから、人がが救われるには精神的に成長する事が必要です。

憑霊には、二種類あり、気分に表れるタイプと、体に現れるタイプ。

気分に表れるタイプで本人には自覚がありません。体に現れれば、具合が悪くなるので、何か変

かな？　となんとなくわかりますが。気分に表れる憑依は、女性なら生理の周期にも関係する

ので、霊が原因かどうかハッキリしないのです。「気分の憑霊」に心当たりのある人は、人と話

をするときは、ワンテンポ置いて、冷静に。向きになる性格の人は気をつけましょう。



「お供えのお酒が減る」　「パワーストーンの秘策」　「前世での才能を覚醒したい」

★お供えのお酒が減っているのは？

けさ 2つご先祖様にお酒をお供えしたけど 1つがすごーく減ってる。こんなことってある？

実家では良くありましたよ。霊界のアピールなんです。「今日は居るよ」っていうメッセージ

だと思います。お水やお酒のいたずらは、そんなに悪い意味ではない見たいですが、お塩の様子

が変なときは、気が付いたらすぐに新しいのに変えましょう。変な霊の影響があった場合が多い

です。

★パワーストーンのチャージについて

最近買ったラピスのブレスレット、気に入ってまして、でも確かにエネルギーが減っていくので

はないかと心配でした。ちには神棚や仏壇がないのですが、そういう場合はどこでチャージした

ら良いでしょうか？

本当は神棚やお仏壇があるといいのですが。お参りのときに、ストーンを握り「この石に力を

入れてください」とお願いします。簡単に出来るのは、水道水で洗ってもいいですよ。たまに日

向ぼっこさせるのもいいです。お守り袋の中に入れて、変な気が入らないようにすることも大切

。必要なときだけ使うようにすると良いです。病気のときとか、ここ一番の頑張りの時に使うよ

うに。大切にする気持ちがストーンに力を与えます。

秘策は、ブレスに名前を付けて、擬人化して可愛がると、霊が宿りますよ。

★前世での才能を覚醒させるには？

現世に影響を与えてる前世や過去世で得意としてた能力があれば

その能力とその能力の目覚めさせ方が知りたいです。

それは、好きなものの中にあります。たとえば、絵を描くのが好きとか、旅行が好きとか。

その好きなことを実践していく　と、だんだん自分の才能や役目が見えてきます。しかし、使命や

才能と、稼ぐことは別です。仕事とするには、物質的なカルマが関係するので。才能と稼ぎが結

びつくと幸せかも。私の前の家族は、何でもお金に結びつけ、私が本を買おうとすると「金にな

らんことはするな」といって非難しました。それを気にしないで勉強していたら、もっと早くス

ピをやっていたと思います。20年無駄にしました。つまり興味があったり、好きなことは、周り

に何か言われても気にしないで、自分を信じて取り組むことです。



「実父がどうしても好きになれないのと、夫が自分の親を優先しすぎる」　「カルマを解

くポイント」

★実の父なのに顔を見るだけでもダメ、何故でしょう

実父が　いるだけでイライラします　許したい気持ちがあるのに心身拒絶反応です　トラウマを

乗り越えたいです。結婚してからネガティブになり自分にストップをかけている原因や今生を楽

しむ方法とカルマ、使命を知りたいです。主人が私以上に彼のご両親を敬い大切にします。子供

の名前にも義父の１字入ってます。最初は親を大切にするいい人と思ってたのですが最近は疎ま

しく思え、子供の名を呼ぶときも義父がちらつき　うっとおしいです

お父さんが嫌なのは、要するに魂の世界が違うからです。その家に生まれるのは物質的なカル

マによるので、それを横の類魂といいますが、魂の故郷は違うわけです。割り切った対応をして

行くしかないです。つまり肉体は血のつながりはありますが、魂のレベルでは他人です。

貴方のカルマや使命はこの文章だけでは不明です。しばらく掲示板やツイッターなどで交流が

あれば分かりますが。男性が自分の実家を大切にするのは、その男性にとっては常識なのです。

一昔前の人間はそうですね。私の前の旦那もそうでした。子供の名前も夫の親がつけました。

初めての子供なので私がつけたかったのですが。そういう家風なんです。結局、嫁は夫の付属

品なのです。そんな男性を選んでしまったということです。私は離婚しましたが。

ある年のお盆に夫の実家に皆が集まったので、全員で温泉に行くことになりました。

そのとき嫁という存在は私だけでした。私は頑張って家事に取り組み、裏庭で片付け物をしてい

たら、急に車の出て行く音が。私を置いて、皆さんがさっさと温泉に行ったのです。

旦那と両親、兄弟の人たち、従兄弟たち。後で帰ってきてから文句をいったら

「お前は片付け物をしていただろう」って。とてもショックでした。普通は皆で一緒に行くもの

ですよね。私は彼らの家族ではなく、お手伝いさんなのだ、と感じました。でも、そういう家風

の家なんですね。貴方も、ご主人の家の家風、と理解してビジネスライクにやっていくしかない

です。もっと冷静になり、自分は自分、と思うこと。相手は貴方には従いません。

★カルマを解くには何が大切ですか？

もっとも大切な心構えはチャレンジする気持ちですね。自分には出来ない、と感じてもあえて

進むことです。人生の課題は自分の苦手なものの中にカルマがあり、それを乗り越えていかない

と同じ悩みがついて回ります。つまり逃げないこと。仕事上、勉強上で苦手だけど避けられない

ことはそのまま受けることです。苦手なら人よりももっと努力して乗り越えます。カルマは障害

ではなく、課題です。課題は答えを出して成果があれば、実力になるものだから、カルマも乗り

越えて解いていくと魂の霊力になります。



「自殺願望を持つ人は低いの？」　「効果的な先祖供養」

★自殺願望を持つ人は低いの？

習いに行っているタロット教室の先生が仰るには、同じレベルの魂の人しか相談には来ないとい

うのです。　「類とも」と言うぐらいですから、意味はわかるんですが、「自ら命を絶とうと思

う者は来ないし、来て貰っても困る。自分には責任も負えないし、死ぬのは本人が選んだんだか

ら仕方ない。そのような者が来るような占い師は、魂が低いのよ。」と、言うんです。高橋先生

はどう思いますか？　死にたいと思う人間は魂が低くて、そういう相談を受ける占い師もレベル

が低いのでしょうか？

それは、営業の仕方。どの客層をターゲットにするかによるので、占い師の魂のレベルとはあまり関係な

いです。貴方のレベルが高くても、「恋愛専門」で宣伝すると、そのレベルの客しか来ないです。「心の悩

み何でも相談」で営業すると鬱の人が来ます。自殺願望を持つ人は魂が低いからではなく、霊体が不安定

だからです。古代ギリシャは、健全な魂は健全な肉体に宿るといいますが、それは肉体の状態が良いと魂

を守ることに繋がるからで、必ずしも霊格が高いから自殺願望が無いという訳ではありません。ところで、

即身仏は霊界では自殺扱いです。

★もっとも効果的な先祖供養

先祖に霊を信じない人が続いた為に、形だけの供養で先祖の霊が成仏できず、

私たち（私と弟）はおかしくなって困難を乗り切れなくなっている

（困難を乗り越えるには先祖の団結が必要）というお話をしていただきました。

そのご先祖様に元気になってもらう（成仏してもらう）にはどうしたらよいでしょうか？家系図

は２代前くらいまでしかありませんし、どの方が不成仏なのかもわかりません。

ご先祖は、全員が子孫思いで守ってくれるわけでは在りません。神仏を信じていなかった人や、自己中な

性格の人は死んでも性格はそのままなので、ご先祖の役割は果たせません。

でも、その一方で良いご先祖さまもいらっしゃるでしょう。先ず、心に浮かぶ故人の顔を思い出し「ご先祖

の皆さんが向上できますように心から祈っています」

「子孫の私も頑張りますから、ご先祖さまも応援してください」と祈りましょう。結局、子孫の貴方が向上

することが先祖の供養になります。貴方が「先祖のみんなを引っ張っていく」という強い気持ちを持ちま

しょう。貴方の暮らしが落ち着いて、充実した人生を過ごせば、ご先祖さまは貴方を通じて成仏できます。



「類魂とハイヤーセルフ」　「本当に神様は居るの？」

★類魂とハイヤーセルフ

自分は昔の人間なんですが、昔はスピリチュアルという言葉では無くて、「心霊」でした。ス

ピリチュアルカウンセリングも、「心霊相談」でした。私は、心霊相談とスピリチュアルカウン

セリングは同じもの、と思っていますが、他の言葉はどうでしょうか？　

たとえばリーディングですが、これはおそらく霊査ではないかと。

ビジョンというのも、ただ見えるだけではないので霊視よりは霊査かも。

ハイヤーセルフはどうでしょうか？単純な解釈では、自己の中の高次の部

分ですが、守護霊との関連はどうでしょうか？

類魂の視点から考えると、自霊の中の高次の存在はたくさんあります。

高次にある指導霊ですね。～の命とか、～尊とかいう神仏です。守護霊は、魂の長兄です。

たどっていくと魂の親神に帰ります。ハイヤーセルフはその取り巻きの神霊です。

その人間の親神の眷属で在ることが多いです。

類魂の中の出来事ですから、それらの神仏や神もその人間の内面です。言い換えれば、

人間が、そのハイヤーセルフや守護霊、親神の表象なのです。

「ハイヤーセルフとコンタクトし、真実の自分を知る」と、いうのはこのことです。

★本当に神様は居るの？

３．１１のような災害で多くの人がなくなったり、

凶悪な犯罪で悲惨な亡くなり方をする人が居ます。

その人たちのことを思うと、神様は何をしているのか、と思います。

何もしません。世界の時の流れに沿って人間が自然法爾に活動しているだけです。

人間の生死と、それに対する責任は神にはありません。

それは、震災後の報道をみると分かりますよね、津波被害も原発の放射線被害も、

人災であることが明らかになっています。

凶悪犯罪も、神様がやったのではなくて人間が起こしたことです。

神は、人間に勇気や希望を与えますが、死や恐怖は与えません。

死や恐怖は人間自身が陥るもので、それに対して神は、道を示してくれます。

死や恐怖の混乱の中に迷わないで、自身や日本の将来を見ましょう。

そうすれば本当の神の在り方がわかります。



「宇宙人は地球人に成りすましている」　「お盆はみんな集まるよ。。。」

★宇宙人は地球人に成りすましていると聞きました！

友達や隣人が宇宙人だったということはないんでしょうか？　

以前、そんなことが「ムー」に載っていたような記憶があります。

高橋さんはどう思いますか？

そうです。宇宙人が装置を移植する、という話や、地球人に成りすまして

私たちと普通に生活していたり。それは、霊的な次元のことですね。

肉体は地球人でも、魂は宇宙人はいるそうですね。寿命が尽きると、魂は惑星に引き上げて、

地球には肉体と潜在意識が残ります。それを非人といいます。

物質的な宇宙人は来ていないようですね。やはり時間と距離の壁があります。

「コンタクト」という映画がありましたが、その中でも、意識によって遠くの宇宙人と接触し

ています。物質的には移動していませんが、意識は覚えているのです。

その監視装置の移植というのも、霊体に埋め込むそうです。肉体に、ではなく。

天狗の神隠しや幽体離脱のように、リアルに記憶してしまうのです。

肉体的な変化は無いのです。

★お盆はみんな集まるよ。。。

お盆はみんなあつまるので、人間たちもご実家に集まりますが、当然ご先祖様も本家にあつ

まり、お身内でホームパーティー、ご先祖も子孫も楽しく過ごします。

でも、そういう家ばかりではないので、寂しく過ごしている近隣の霊もあります。

霊界の祖霊さんたちにとってのお盆は、子孫と楽しく交流する日なのです。

近隣の迷っている霊はうらやましく思っちゃいます。その近所の霊って、ウチに入り込もうとするんです。

先祖の振りをしたり、お客に紛れ込んで。

気持ちはわかるんですが、こちらにとっては他家の霊ですから。

でも、隣家のご先祖様であったりするので、失礼な応対もできないので、丁重にお帰り頂いています。

お墓も同じような状況です。お盆は寂しい霊が、墓地に集まっています。

すきがあれば誰かについていき、ご先祖のまねをしてご馳走に預かろうとします。

普段通りの平常心でいましょう。「本家の付き合いめんどうだな」とか

「嫁姑の関係がめんどう、早く帰りたい」とか考えてイライラしないように。

特に墓地ではね。落ち込んだりイライラしていると、近隣の寂しい霊が付いてきますよ。



「北海道の霊的背景について」

★北海道の霊的背景、私見

私は北海道夕張郡栗山町の出身です。25歳まで住んでいました。

途中、札幌やオホーツク沿岸の町、興部 (オコッペ)にもいました。栗山町は始めはアイヌの四家族

から始まった町です。そこに角田市からの開拓団がやってきたそうです。アイヌと倭人の戦いは

有名ですけど、北海道全域がそうだったわけじゃないです。友好的な地域もありました。北海道

の冬は厳しいですから、協力していかないと生きて行けません。実家の母が小学生の時にクラ

スメートにアイヌの女の子がいたそうですけど、ごく普通の友達だったと言います。当時は、街

でも刺青をしたアイヌのおばさん達が買い物をしていたそうです。母の出身は北見枝幸ですが、

アイヌの人が多く暮らしていたようです。

祖父は、北見枝幸の風烈布 (フレップ)の神社の総代を何年もしていました。稲荷神社ですが、

フレップはアイヌ語で狐の意味です。実はそこはその地域のアイヌの精霊を祭っているお宮で

した。子供のころは夏休みの度に、この祖父のところに遊びにいっていました。ごく当然の成り

行きか、仕組まれていたのか、フレップ様とお近づきになりました。フレップは稲荷系の精霊

です。外宮に使えています。アイヌ以前からすでにこの北海道に赴任していて、アイヌと倭人の

争いには直接関与していないと言うのです。

戦争に関与する神霊は、人間に近づきすぎたために、人間の穢れにまみれて、神界に帰れな

くなった霊達なのです。民族紛争や宗教戦争の因縁はこれらの霊たちが引き起こしているのです。

古代の氏族の争いや文明の起源などから霊的真理を探ろうと試みる研究者がいらっしゃいま

すが、歴史的事実と言うのは業の現れだから、それを通して霊的因果関係を探ろうとしてもやは

り業しか見えてこない。シュタイナーのカルマ論と同じで、カルマの連鎖をみるだけ。神秘的古

代史論はある意味では無だなのです。

北海道の神社のほとんどは国津神系、それもアイヌの聖地とか因縁のある場所に建立してい

ます。それは侵略的天孫降臨と同じ。アイヌのお地場に神社を強制的にたてて、アイヌを制圧

した、かのように見えますが、アイヌの神の残党は現代によみがえって、早くは戦前から新興宗

教の神としてよみがえった。仇の倭人の子孫を信者にして跪かせて喜んでいる。世の建て直しっ

て言って騒ぐけど、ふたを開けるとそういうこと。神様も多めに観てる。そういう因縁がある

から。あまりあくどいことはしないけど、本当の神じゃないから、そんなの信仰したら人生棒

に振ってしてしまう。明治以降の信仰宗教はそんなのが多い。歴史の波に乗り遅れた落ちこぼれ

の神霊が、宗教やって憂さ晴らし。それが世の立てなおし願望の正体。つまり、

現界の歴史は怨霊と呪いが動かします。それを探っても業の迷宮に陥るだけです。



「商売繁盛の決めて！」

★商売繁盛の決めて！

経営が低迷して、中々収入アップできません。

もっと早くご相談するとよかったのかもしれませんが、

商売繁盛のスピリチュアルのポイントを教えてください。

霊力が無くなって運気が低迷する一番の原因は、無駄な相手との付き合いがあり、

相手に運気を取られていたり、お店に合った神霊が居ない場合です。

皆さん、どちらも当てはまるので、それぞれの対策をしています。

対人関係は、商売をやっていると、近隣の同業者や、近寄ってくる知人は

「みんなライバル、油断しない」という認識を持ちましょう。人はみな善人ですが、

商売上は違います。霊力対霊力　なのです。高い魂の人は、人と争うことや、自分だけ得をするとい

うずるいことはできませんが、世の中はそのような善人ばかりではありません。商売は物質を扱

うものですから、それを仕事にするなら、強い心をもって、事に当たりましょう。

プライベートや会社の経営状態などの内輪の話は一切しないように。愚痴を話したり、他のお

店の噂もしないこと。話すときは、良い話だけしましょう。自分のお店の悪い所は言わないこと。

弱みを見せると、そこから悪い気が入ってきます。ご近所や同業者は、表面的にはトラブルは

起こさないけれども、霊的には敵ですよ。

お店に合った神霊に来てもらうには、「当たって砕けろ！」という気合で、神様に頼みに行き

ましょう。「内の会社にご眷属を派遣してください。社会のためになる商売をします。何卒お願

いします」という祈りをします。一番近くの神社と、街の中の大きなお稲荷さんに行きましょう。

お参りはできるなら毎日ですね。最低でも一週間に二回は行きます。収入やお客の動向に変化

が見えるまで続けましょう。眷属の稲荷が来ると雰囲気が変わるので感じると思います。眷属が

居れば、他人の生霊は無視できます。神霊の霊力でブロックできます。

　それと、神様は口論や逆恨みが嫌いです。家族の皆さんは、元気で明るくしていることです。

ストレスがあっても、自分の中にしまうこと。商売が安定すればそのストレスも半減する

でしょ。言いたいことがあっても、商売が落ち着くまでは忍耐。

家族の皆さんとの心の絆は大切です。お互いを大切にしてね。

特に貴方はもっと大人になって、皆を励ましてあげる立場になりましょう。



「神霊の縁を強くする方法」　「職場に馴染めないのは前世の所為？」

★神霊の縁を強くする方法

神社で、お札やお守りを授けていただく他に

神霊との縁を深める方法を教えてください。

お札やお守りを頂くと、なぜ神仏との縁ができるのか？というと、そのお札やお守りに神霊の

波動がついていて、神霊の目印になるからです。大きな木のお札の場合は、ドラエモンの何処で

もドアのような感じになり、お宮との出入り口になることもあります。つまり神様が移動すると

きのアイテムなんですね。でも、大きくて高価なお札を頂いてご祈祷しても、神様が帰ってしま

う人がほとんどなんです。ご祈祷して数日は居ますが、気に入らないとお宮に帰るのです。

　逆に言うと、神様が長く居てくれる家ってどんな家庭なのか考えて見ましょう。自分が神様

なら、どんな家に行きたいでしょう？自分が神様なら、どんな人間に力を貸してあげたいでしょ

うか。神様は人間とは次元がちがう存在ですが、感情があり、意思があります。神社の神様は、

人間に比較的近い次元にいる神霊です。気分や感情を持って人間に接しています。

　そんな神様が積極的に訪問したくなるのは当然のことですが、元気で前向きな家族のいるとこ

ろです。いつも前向きで、覚悟をもって人生に取り組む人間は神様に好かれるタイプですから、

たまにお参りするだけでも、ご加護は十分にありますよ。いつも元気に前向きに自意識を守って

、神仏に対して素直な気持ちを持っていれば、自然に神仏の縁は強くなりますよ。でも、高次元

の神霊は物質的ではないので、かえって金運から遠ざかることになるかも。

★なかなか職場になじめない、転職も出来ないし。。。

高橋先生にみてもらったとき、前世は山で一人での生活。一人がよかったといってました。なん

かその継続がある感じです。かといって会社ではうまくやっていかないといけないしどうすれば

よいでしょうか？　自分をつよくするために。

霊的なことというより「慣れ」ですね。若い間は努力して合わせることはできますが、年を重

ねると、自分のスタイルが出来ているので中々難しいです。其の頃までに出世して管理職になり

好きなように仕事が出来ているといいのですが。うまくやっていけなくてもいいので、慣れてい

くしかないですね。つまり強くなるのではなく、受け流せるようになる、ということです。

自分の人生を覚悟して受け入れること、そうすると霊界が身近に感じられるようになりますよ！



奥付

日頃のスピリチュアルの疑問にお答えします！
著者 : 令和の母　高橋久美子

ホームページ　 http://777.littlestar.jp/
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