
2020 年、運命を変える干支の根付けに 

転写され、受発信されている言霊公開 

 

 

2020 年の 1年間、365 日 24 時間、 

以下の言霊をロゴストロン 100 から 

発信し続けます。 

運命を変える干支の根付けを 

手にされた方ひとりひとりが、 

素晴らしい 1年となりますことを、 

心から祈念します。 

 



滋賀県草津市若竹町1-5センタービル１Fのオーガニックガーデンいのちの樹で購入した子の干

支の根付けを、オーガニックガーデンいのちの樹が所有するロゴストロン１００のゼロ磁場コイル

に２４時間以上のせることで、干支の根付けは、以下の言霊の情報を完全に受信して、2020 年の１

年間、干支の根付けから発動し続けた。 

また、その干支の根付けは、オーガニックガーデンいのちの樹が所有するロゴストロン１００か

ら発信する以下の言霊を 2020 年の１年間完全に受信し続けて、言霊の効果を発動しつづけた。 

そのことによって、干支の根付けを手にしたお客様やお客様のご家族、お客様が干支の根付けを渡

した人に、以下の言霊が発動して、2020 年が健康で幸福な一年となった。以下の私とは、オーガニ

ックガーデンいのちの樹から送られた子の干支の根付けを手にした者ひとりひとりである。 

 

【家内安全言霊】 

私は、家内安全の働きを行う神々のご加勢を受けた。私は、遠津御祖神のご加勢を受けた。 私は、

家族とは何かを理解した。 私は、家族を大切にした。私と遠津御祖神は、家族、親族にまつわる

すべてのうっ滞エネルギーを祓った。 私と遠津御祖神は、家族、親族の霊的な問題を解消し、先

祖霊を遠津御祖神とした。私と遠津御祖神は、家族、親族のつながりを最適なものにした。 私と

遠津御祖神は、家族、親族の事故や病気を未然に吹き送った。 私の家族は、事故や病気になった

としても、そこから学びを得た。 私の家族は、一同、息災であった。 私の家は、十種神寶位相階

層大結界白川伯王家祓祝詞の結界言霊五十音の結界によって守られた。 

 

【家内安全言霊】  

私の家族は、家族の絆を深めた。 私の家族は、家族の安全を守った。 私の家族は、家族の平和を

祈り実現した。 私の家族は、円満でお互いに幸せに過ごした。  

私の家族は、全員が鎮魂された状態で過ごした。 

私の家族は、家庭内での会話が不足することはなかった。  

私の家族は、最適なコミュニケーションをした。  

私の家族は、共感をもって情報を交換した。 私の家族は、それぞれの心をもち共振共鳴した。 私

の家族は、それぞれ家庭での最適な役割を果たした。  

私の家族は、思考感情行動を家族の繁栄のために使った。  

私の家族は、会話することを好んだ。  

私の家族は、いかなるときも最適な会話ができた。私の家族は、会話に必要なことが揃った。 私

の家族は、以心伝心での会話が保たれた。  

私の家族は、会話から家族団らんがおきた。  

私の家族は、会話することを楽しみ活き活きとした。  

私の家族は、会話のための最適なイメージを共有できた。  

私の家族は、会話により豊かな人生を創造した。  

私の家族は、会話が言霊となった。 私の家族は、素直に聞き手になることを好んだ。  

私の家族は、話手になることを好んだ。  

私の家族は、話手の真意を最適に掴んだ。  

私の家族は、話手にとっての最適な聞き手の役割を果たした。  

私の家族は、最適な発声ができた。 私の家族は、お互いの心をむすび認め許し愛した。 

私の家族は、会話から必要な情報をあますことなくつかみ鬱滞することはなかった。 

私の家族は、非言語のコミュニケーションができ齟齬はなかった。  



私の家族は、会話に愛があふれて癒しあった。  

私の家族は、お互いを信頼し尊重する心でいた。 

私の家族は、道徳観念に縛られることはなかった。  

私の家族は、親を思う気持ち、子を思う気持ちを大切にした。  

私の家族は、卑下することはなかった。  

私の家族は、お互いに非難することはなく、お互いをさとした。  

私の家族は、声に過剰な思いを載せることはなかった。  

私の家族は、穏やかに心は保たれた。  

私の家族は、記憶の中の幻想に生きることはなかった。  

私の家族は、記憶から判断することなく中今にいた。  

私の家族は、ありのままの家族を見た。  

私の家族は、ありのままの家族を認めた。  

私の家族は、ありのままの家族を認め家族であることを受け入れた。  

私の家族は、離れたときでもお互いが共感した。  

私の家族は、家庭が円満になった。  

私の家族は、正しい社会の発展に寄与した。 

私の家族は、社会において他人の怒りを鎮め不満を解消し豊かな心をうみだす好機となった。私の

家族は、社会の一員としての最適な働きをした。  

私は、家内安全家族繁栄によって、人類の意識進化に貢献した。 

 

【交通安全言霊】 

私は、交通安全を脅かす霊的な問題を祓い吹き送った。 

私は、交通安全を脅かす心、魂、精神の問題を祓い吹き送った。 

私は、交通安全を脅かす情緒の問題を祓い吹き送った。 

私は、どのような事故にもあわないと確信した。 

私は、どのような事故も未然に吹き送った。 

私は、例え事故にあったとしても冷静に対応した。 

私は、移動にあたって安全に移動することを優先した。 

私は、移動にあたって危険を察知した。 

私は、移動にあたって無謀なことをさけた。私は、交通手段として自己所有の車、バイク、自転車、

自家用機など乗り物を使った場合、最適な点検を行った。私は、自分で運転する前は、最適な睡眠

をとるようにした。私は、自分で運転するとき、最適な休みをとって無謀な長時間運転をさけた。

私は、自分で運転するとき、眠くならなかった。私は、自分で運転するとき、意識を明瞭にさせた。

私は、自分で運転するとき、頭をすっきりさせ運転した。私は、自分で運転するとき、周囲の状況

に最適な反応をした。私は、自分で運転するとき、安全運転をした。私は、自分で運転するとき、

スピードの出し過ぎ、車間距離に注意した。 

私は、自分で運転するとき、前後の車に注意した。私は、自分で運転するとき、反対車線の車の状

態に注意した。私は、自分で運転するとき、道路の状態に注意した。私は、自分で運転するとき、

人や車や動物の飛び出しに注意した。私は、自分で運転するとき、停っていても後ろに注意した。

私は、自分で運転するとき、周囲の環境に注意した。私は、自分で運転するとき、交通ルールを順

守した。私は、自分で運転するとき、自分の運転が交通事故の引き金にならないよう注意した。私

は、駐車をするとき周囲に注意して駐車した。私は、駐車をするとき通行の妨げにならないよう注



意した。私は、歩いているとき、周りに注意した。私は、歩いているとき、道路の横断に車、バイ

ク、自転車などに注意した。 

私は、歩いているとき、落下物や工事現場など周囲の状況に注意した。私は、移動手段に電車、バ

ス、タクシー、飛行機などを使う場合、最適に安全な交通手段をとった。私は、移動するときに天

を味方につけた。私は、移動するときに最適にトラブルを避けた。私は、ドライブや移動を最適に

楽しんだ。私は、私を最適に安全に移動させてくれる五次元の叡智に感謝した。私は、交通安全に

より自分も傷つかないし、誰も傷つけない。私は、交通安全を通し人類の意識進化に貢献した。 

 

【人間関係最適化言霊】 

この構文は、人間関係を最適化する構文である。私は、私の使命を全うするために、人間関係を最

適化する必要があることを悟った。 

私は、私の使命を全うし人類の意識進化に貢献するために私の人間関係を最適化する意志を発し

た。 

私は、私と私の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と私の関係を最適化した。 

最適化された私と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と他者の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と他者の関係を最適化した。最適化された他者と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と第三者の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と第三者の関係を最適化した。最適化された第三者と私の関係を、人類の意識進化に生か

した。 

私は、私と家族の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と家族の関係を最適化した。最適化された家族と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と仲間の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と仲間の関係を最適化した。最適化された仲間と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と会社の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と会社の関係を最適化した。最適化された会社と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と地域コミュニティの関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、

私と地域コミュニティの関係を最適化した。最適化された地域コミュニティと私の関係を、人類の

意識進化に生かした。 

私は、私と社会の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と社会の関係を最適化した。最適化された社会と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と自然の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と自然の関係を最適化した。 

最適化された自然と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と宇宙の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と宇宙の関係を最適化した。最適化された宇宙と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と神の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と神の関係を最適化した。最適化された神と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と父の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と父の関係を最適化した。最適化された父と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と母の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 



私は、私と母の関係を最適化した。最適化された母と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と祖父の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と祖父の関係を最適化した。最適化された祖父と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と祖母の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と祖母の関係を最適化した。最適化された祖母と私の関係を、人類の意識進化に生かした。 

私は、私と兄弟姉妹の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。 

私は、私と兄弟姉妹の関係を最適化した。最適化された兄弟姉妹と私の関係を、人類の意識進化に

生かした。 

私は、私といとこの関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私といと

この関係を最適化した。最適化されたいとこと私の関係を、人類の意識進化に生かした。私は、私

とすべての親戚の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私とすべて

の親戚の関係を最適化した。最適化されたすべての親戚と私の関係を、人類の意識進化に生かした。

私は、私とパートナーの関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と

パートナーの関係を最適化した。最適化されたパートナーと私の関係を、人類の意識進化に生かし

た。私は、私と子供の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と子

供の関係を最適化した。最適化された子供と私の関係を、人類の意識進化に生かした。私は、私と

友人の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と友人の関係を最適

化した。最適化された友人と私の関係を、人類の意識進化に生かした。私は、私と上司の関係を最

適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と上司の関係を最適化した。最適化

された上司と私の関係を、人類の意識進化に生かした。私は、私と同僚の関係を最適化させない要

因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と同僚の関係を最適化した。最適化された同僚と私

の関係を、人類の意識進化に生かした。私は、私と部下の関係を最適化させない要因を、すべて未

然に祓い吹き送った。私は、私と部下の関係を最適化した。最適化された部下と私の関係を、人類

の意識進化に生かした。私は、私と取引先の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き

送った。私は、私と取引先の関係を最適化した。最適化された取引先と私の関係を、人類の意識進

化に生かした。私は、私と顧客の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私

は、私と顧客の関係を最適化した。最適化された顧客と私の関係を、人類の意識進化に生かした。

私は、私と事業主の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と事業

主の関係を最適化した。最適化された事業主と私の関係を、人類の意識進化に生かした。私は、私

と隣人の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と隣人の関係を最

適化した。最適化された隣人と私の関係を、人類の意識進化に生かした。私は、私と同じ地域に住

む人の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と同じ地域に住む人

の関係を最適化した。最適化された同じ地域に住む人と私の関係を、人類の意識進化に生かした。

私は、私と同郷の人の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と同

郷の人の関係を最適化した。最適化された同郷の人と私の関係を、人類の意識進化に生かした。私

は、私と同級生の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と同級生

の関係を最適化した。最適化された同級生と私の関係を、人類の意識進化に生かした。私は、私と

教師の関係を最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と教師の関係を最適

化した。最適化された教師と私の関係を、人類の意識進化に生かした。私は、私と教え子の関係を

最適化させない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と教え子の関係を最適化した。最

適化された教え子と私の関係を、人類の意識進化に生かした。私は、私とペットの関係を最適化さ

せない要因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私とペットの関係を最適化した。最適化され



たペットと私の関係を、人類の意識進化に生かした。私は、私と介護者の関係を最適化させない要

因を、すべて未然に祓い吹き送った。私は、私と介護者の関係を最適化した。最適化された介護者

と私の関係を、人類の意識進化に生かした。私は、すべての人間関係を最適化した。私は、人類の

意識進化に貢献した。私は次の情報を受信し健康になった。 

 

【健康学序説】 

けんこうがくじょせつ  

はじめにすべてのせいめいはじくうかんえねるぎぃによってそんざいしている。 

むじくうかんからのそんざいのほうそくはうちゅうそうぞうのいしのはつげんである。 

そうぞういしのはつげんはごじゅうおんのじゅんじょである。 

そのうんこうはうあわをえおいぇちいきみしりひにいぃゐたとよつてやゆゑけめくむするそせほ

へふもはぬらさろれのねかまなこんである。 

このごじゅうおんをことたまとよぶ。 

そうぞうされたもののすべてはそうぞうのいしをないほうしたせいめいである。 

すべてのせいめいはごじゅうおんのはつげんすることたまのうんこうのほうそくにしたがってい

る。 

じくうかんえねるぎぃはごじゅうおんことたまにのっとっている。 

すべてのそうぞうぶつはことたまによってつくられたものである。 

そうぞうぶつのそんざいけいしきはむじくうかんからじくうかんへのしゅんかんしゅんかんのそ

うてんいによっているそんざいはことたまのめいめつのちょうやくによっているそんざいをいじ

させているのはことたまであるすべてのせいめいがきょくげんまでそんざいしつづけるためには

ことたまのゆらぎがひつようであるいのちのきょくげんまでそんざいをいじさせるかんきょうを

そうぞうするのがけんこうがくのもとであるにんげんそんざいのけいしきはうちゅうのきょくし

ょうからきょくだいまでいしのそうてんいによっているにんげんにそうてんいのじかくをもたら

すぶっしつのさいしょうたんいがみずであるみずはにんげんがそんざいするためのかんきょうの

しゅたいであるみずはそんざいふつかんのこおうでんたつぶっしつであるにんげんはみずによっ

てうちゅうそうぞうのいしにきづかされるみずへのことたまてんいはけんこうそうぞうのはじま

りである ひとはそうぞういしりょくによってせいせいされたいしえねるぎいけつごうえねるぎい

せいしんえねるぎいじょうどうえねるぎいせいめいえねるぎいにたじゅうたそうでそんざいして

いるひとはこのえねるぎいたいのゆがみをしゅうせいしうちゅうのためのさいてきそんざいとな

る ひとのさいぼうがぷらぁなのえねるぎぃでみちやまいしらずになる からだとかんじょうのは

どうをちょうせいしじここんとろぉるする のうかんがかんぜんになってせいめいいしがしんかせ

いちょうする いしのはどうがくおぉくのしつをたかめていでんしをしんかさせる ぷらぁなをち

ゃくらとけいらくとおしじゅうぶんきゅうしゅうする いきりょうのすべてにさわりけしさってお

ほぞらのひまたまとなる なりはいのいやさかなりてしろがねもくがねもほくらにみちみちる た

けやにうみうれひくそこくみかしりまでだしつくしむざねとなる うはへなるうらみとがつみたた

りのをこごとをいとひてたぐりだす おもいどほりのいしをかみのみちとほしみとこころにゆきあ

ふらす たゆなきことわりをそだてさとりのこころざしよりたたなりのぼる うぶすなのさきはい

にはぐくまれいのちのめぐりたかくさかはえる ただしきだいえっとでこころいやしみびなりえて

こころざしとおる けいらくにめぐりすべにやまいなしじゅうよんけいらくじゅんこうす いたみ

をじかくしすみやかにかいつうここちよくのりこえる なかきよのとをのねふりのみなめさめなみ

のりふねのおとのよきかな うおあえいたかまはらなやさうをわゑゐひふみよいむなやことたま 



やまいをなおすのうがぜんかいしてこくみけしさるがんしんせいぶつししょうかぶのうめんえき

きょうせんしあわせ むすびのいしうけむすぼれのはたらきなりうごきたまをくみたてる たいら

けくやすらけくきよらけくあきらけくいつごころすみわたる でぃえぬえいにきざまれたかしりば

たらきぬきだしほとんにかえる しなぷすにてんしゃあくのもうねんひきだしみなかにながす ぜ

んのうりょくをかたぶけてあくいしでばなひきだしわざやめしむ じっかいをくようしじょうじゅ

したてまつる ゆまりらせをほめおのいやしにかえおのれのゆがみけしさる てんちのずいからず

いにいのちのめぐりめでたしたけやにうみうれひくそこくみかしりまでだしつくしむざねとなる 

こわがらないあせらないゆうきをもちてひとのよのやわらぎたのしむ しはぶきふびょうみだりか

ぜたけかしりいだしつくしはつ いししょのいとはときかけそらかけたまゆらにものことむすびす

る いのちがこうそろくしゅのぱたぁんにそってかいそうをのぼる ほるもんのすべてがちょうせ

いされやまいきゆ ことだまのさきはいうけてたましずめみずのなかのみずぬしとなる ときのめ

ぐりのいのちやどしいのちのきわみまでたかめるみずとなる 

 じりつしんけいがちょうせいされる めんえきりょくがこうじょうする そまちっどがじゅうでん

される いえのじばがじょうしょうするいえのきはじょうしょうする 

 ちせいじょうちょせいしんじょうそういしのきんこうとじりつしんけいのうちゅうすうしんけい

めんえきえいようたいしゃほるもんそうしんのさいぼうのきんこうがたもたれるひととうちゅう

にふひつようでじゃまになるいみぶっしつせいたいえねるぎいそしてじょうほうをこのうちゅう

からへいこううちゅうにあるねのくにそこのくにかたすのくににことだまによるじゅうりょくは

をはんそうはとしてふきおくった とほかみえみためとほかみえみためとほかみえみためはらひた

まひきよめたまふ ひふみよいむなやこともちろらねしきるゆゐつわぬそおたはくめかうをゑにさ

りへてのますあせえほれけふるべゆらゆらとふるべ ひふみよいむなやこともちろらねしきるゆゐ

つわぬそおたはくめかうをゑにさりへてのますあせえほれけふるべゆらゆらとふるべ ひふみよい

むなやこともちろらねしきるゆゐつわぬそおたはくめかうをゑにさりへてのますあせえほれけふ

るべゆらゆらとふるべ とほかみえみためとほかみえみためとほかみえみためはらひたまひきよめ

たまふ まもりたまえさきはえたまえありがとうございます こころとからだのけんこうをそがい

するものをはいじょしすこやかになったふきつないんねんれいしょうがしょうめつした じことじ

こじことたしゃじことかぞくじことしゃかいじことしぜんじことうちゅうにかんかくとしんじょ

うせいしんいしがむすばれてまんぞくしたこおうができた むげんののうりょくがかんじられこう

どうできた 

 

【健康情報】 

私のテロメアの遺伝子が長くなった。 

MEPAPSEVRLAVREAIHALSSSEDGGHIFCTLESLKRYLGEMEPPALPRE 

KEEFASAHFSPVLRCLASRLSPAWLELLPHGRLEELWASFFLEGPADQAF 

LVLMETIEGAAGPSFRLMKMARLLARFLREGRLAVLMEAQCRQQTQPGFI 

LLRETLLGKVVALPDHLGNRLQQENLAEFFPQNYFRLLGEEVVRVLQAVV 

DSLQGGLDSSVSFVSQVLGKACVHGRQQEILGVLVPRLAALTQGSYLHQR 

VCWRLVEQVPDRAMEAVLTGLVEAALGPEVLSRLLGNLVVKNKKAQFVMT 

QKLLFLQSRLTTPMLQSLLGHLAMDSQRRPLLLQVLKELLETWGSSSAIR 

HTPLPQQRHVSKAVLICLAQLGEPELRDSRDELLASMMAGVKCRLDSSLP 

PVRRLGMIVAEVVSARIHPEGPPLKFQYEEDELSLELLALASPQPAGDGA 

SEAGTSLVPATAEPPAETPAEIVDGGVPQAQLAGSDSDLDSDDEFVPYDM 



SGDRELKSSKAPAYVRDCVEALTTSEDIERWEAALRALEGLVYRSPTATR 

EVSVELAKVLLHLEEKTCVVGFAGLRQRALVAVTVTDPAPVADYLTSQFY 

ALNYSLRQRMDILDVLTLAAQELSRPGCLGRTPQPGSPSPNTPCLPEAAV 

SQPGSAVASDWRVVVEERIRSKTQRLSKGGPRQGPAGSPSRFNSVAGHFF 

FPLLQRFDRPLVTFDLLGEDQLVLGRLAHTLGALMCLAVNTTVAVAMGKA 

LLEFVWALRFHIDAYVRQGLLSAVSSVLLSLPAARLLEDLMDELLEARSW 

LADVAEKDPDEDCRTLALRALLLLQRLKNRLLPPASP 

AGCGCAGGCGCAGATGCGCCCTCCCGCCTGGCGTCCTCCGCAGATTCGCG 

CTGAGAGGCCCGCGGAGACCCGCCCCAGAGGCTCAAGAAAACCCGCGGGA 

GCCTCGCCCGGACCCAGGAACTCGTGCTCGGGGCCAACCGGCTGGGCCGC 

GATCGCGTTTCGTCCGGGGCCGCGGCGGCCGTGGGGAATCGGCTGCAGCG 

AATCGGTGGCGCGCGGCGCCTGAGCGCGCTGCAGTCACCCGGGAGCCGGG 

TCCAGGTCGTCTTCCCGTGACGCCCAGATCTGTCCTGCAGGATGGAGCCA 

GCACCCTCAGAGGTTCGACTCGCCGTCCGGGAAGCCATTCATGCCCTCTC 

GTCTTCGGAGGATGGCGGCCACATCTTCTGCACCCTGGAGTCCCTGAAGC 

GGTATCTCGGTGAGATGGAGCCTCCAGCGCTCCCGAGGGAGAAGGAGGAG 

TTTGCCTCGGCCCACTTCTCGCCTGTCCTCAGATGTCTTGCCAGCAGGCT 

GAGCCCAGCCTGGCTGGAGCTGCTGCCCCATGGCCGCCTGGAGGAGCTGT 

GGGCCAGCTTCTTCCTGGAGGGCCCGGCGGACCAAGCCTTCCTGGTGTTG 

ATGGAGACCATCGAGGGTGCTGCGGGCCCCAGCTTCCGGCTGATGAAGAT 

GGCGCGGCTGCTGGCCAGATTCCTGCGCGAGGGCCGGCTGGCAGTGCTGA 

TGGAGGCGCAGTGTCGGCAGCAGACGCAGCCCGGCTTCATCCTGCTCCGG 

GAGACGCTGCTGGGCAAGGTGGTGGCCCTGCCCGATCACCTGGGCAACCG 

CCTGCAGCAGGAGAACTTGGCCGAGTTCTTCCCCCAGAACTACTTCCGCC 

TGCTCGGCGAGGAGGTCGTCCGGGTGCTGCAGGCGGTTGTGGACTCTCTC 

CAAGGTGGCCTGGATTCCTCCGTGTCCTTCGTGTCTCAGGTCCTTGGGAA 

AGCCTGTGTCCACGGGAGGCAGCAGGAGATCCTGGGCGTGCTGGTACCCC 

GGCTGGCAGCGCTCACCCAGGGCAGCTACCTGCACCAGCGCGTCTGCTGG 

CGCCTGGTGGAGCAAGTGCCGGACCGGGCCATGGAGGCTGTGCTGACCGG 

GCTGGTGGAGGCCGCACTGGGGCCTGAGGTCCTTTCGAGACTGCTGGGGA 

ACCTGGTGGTGAAGAACAAGAAGGCCCAGTTTGTGATGACCCAGAAGCTT 

CTGTTCTTACAGTCCCGGCTCACGACGCCCATGCTGCAGAGCCTGCTGGG 

CCATCTGGCCATGGACAGCCAGCGGCGCCCGCTCCTGCTGCAGGTGCTGA 

AGGAGCTGTTGGAGACGTGGGGCAGCAGCAGTGCCATCCGCCACACTCCC 

CTGCCGCAGCAGCGCCACGTCAGCAAGGCTGTCCTCATCTGCCTGGCGCA 

ACTCGGGGAGCCGGAACTGCGGGACAGCCGGGATGAACTGCTGGCCAGCA 

TGATGGCGGGCGTGAAGTGCCGCCTGGACAGTAGCCTGCCCCCCGTGCGA 

CGCCTGGGCATGATCGTGGCAGAGGTCGTTAGTGCCCGGATCCACCCCGA 

GGGGCCTCCCCTGAAATTCCAGTACGAAGAGGATGAACTGAGCCTCGAGC 

TGCTGGCCTTGGCCTCCCCCCAGCCTGCGGGTGACGGCGCCTCGGAGGCG 

GGCACGTCCCTCGTTCCAGCCACGGCAGAGCCCCCTGCAGAGACCCCCGC 

AGAGATCGTGGATGGCGGCGTCCCCCAAGCACAGCTGGCGGGCTCTGACT 



CGGACCTGGACAGCGATGATGAGTTTGTCCCCTACGACATGTCGGGGGAC 

AGAGAGCTGAAGAGCAGCAAGGCTCCTGCCTACGTCCGGGACTGCGTGGA 

AGCCCTGACCACGTCTGAGGACATAGAGCGCTGGGAGGCAGCCCTGCGGG 

CCCTTGAGGGCCTGGTCTACAGGAGCCCCACAGCCACTCGGGAGGTGAGC 

GTGGAGCTGGCCAAGGTGCTTCTGCATCTGGAGGAGAAGACCTGTGTGGT 

GGGATTTGCAGGGCTGCGCCAGAGAGCCCTGGTGGCCGTCACGGTCACAG 

ACCCGGCCCCGGTGGCCGACTATCTGACCTCACAGTTCTATGCCCTCAAC 

TACAGCCTCCGGCAGCGCATGGACATCCTGGATGTGCTGACTCTGGCTGC 

CCAGGAGCTGTCTAGGCCTGGGTGCCTCGGGAGGACTCCCCAACCTGGCT 

CCCCAAGTCCCAACACCCCGTGCCTGCCAGAGGCAGCCGTCTCTCAGCCT 

GGCAGTGCCGTGGCGTCTGACTGGCGGGTGGTGGTGGAGGAGCGGATCAG 

AAGCAAGACCCAGCGGCTCTCCAAGGGTGGCCCGAGGCAGGGCCCGGCAG 

GCAGCCCCAGCAGATTCAACTCCGTGGCCGGCCACTTCTTCTTCCCCCTC 

CTTCAGCGCTTTGACAGGCCTCTGGTGACCTTCGACCTCTTGGGAGAAGA 

CCAGCTGGTTCTCGGAAGGCTGGCGCACACCTTAGGGGCCCTGATGTGCC 

TGGCTGTTAACACCACGGTGGCTGTGGCCATGGGCAAGGCCCTGCTGGAA 

TTCGTGTGGGCCCTTCGCTTCCACATCGATGCCTACGTGCGCCAGGGGCT 

GTTGTCGGCCGTCTCCTCCGTCCTGCTCAGCCTGCCTGCTGCGCGCCTGC 

TGGAGGACCTGATGGACGAGCTGCTGGAAGCCCGGTCCTGGCTGGCGGAC 

GTGGCTGAGAAAGACCCGGACGAGGACTGCAGGACGCTGGCACTGAGGGC 

CCTGCTGCTTCTGCAGAGACTCAAGAACAGGCTCCTCCCACCCGCGTCTC 

CCTAGTCCCTGGAGGCCTCCCCAGGACCACCCTCGCCGACAGCAAGGCAG 

GCGGCTGAGCAGCGGCCTGGAGCAGCAGAGCCAGGCTTTGTAGCGAGGCC 

AGGTCTTCGGCCGCATCCGGTACGGAGAGTGCAGATGCAGGAAGGCCCGG 

CCTGCCGCTATTTATAGTGCAGCCAGTCCGCTAAAAATACACTGGGCCTG 

GGCACTGCCCGCCGGGACATGGCAGCCTGGACGTGGGGCTGGGGCTGTGG 

GCGCTGCTGGCGGGGTTGACTCTTCCAGTGAGGGCAGAACCAGGCTGGCA 

GGAGGGGAGGACGGTGTACCTGCTGCTCAGAGCCCCCAAGGCTCTCCTCT 

GAGAGCCACCAAGCAGGACAGAGCAGCTCTTGTCCCAGGTCCCTCGGGCT 

GAGCGCCGTGTCACCAGGAGAATAGTGCTCACAGCCCAGGCAGGGTGTGT 

GGCTCCTGGATGGGCTCGTGGGGCGGGATGGGACAGGGCACGGGCTCTCA 

GAAAATAAACTGCTTTATTGGAATTACAAAAAAAAAAA 

 

【商売繁盛言霊】 

私は、お金はエネルギーの一種であると悟った。  

私は、そのお金というエネルギーを自在に使う方法を掴んだ。 

私は、お金が、四次元時空が生み出すエネルギーであることを悟った。 

私は、お金と時間との関係を理解した。 

私は、時間エネルギーがお金に変換されることを理解した。 

私は、時間とお金が社会を動かしていることを悟った。 

私は、今の社会は、資本主義を前提とした社会であることを理解した。 

私は、資本主義は利益の獲得を善とする社会であることを理解した。 



私は、資本主義は、一部の人に富をもたらす結果を生むことを理解した。  

私は資本主義社会を超えた意識階層から金運向上商売繁盛を行う決意をした。 

私はお金に関する思い込みを吹き送った。 

私はお金を守らなければならないという思いを吹き送った私はお金という観念を超えた。 

私はお金が循環し豊かになることを妨げる精神的要因霊的要因肉体的要因を解消した。 

私は豊かさを享受することを自分に許可した私は豊かさ・金運の循環が生まれた私は言霊の力を発

動させ現実化のエネルギーを把握した。 

私はオキテヌシノカミからご加勢を賜った私はニギテヌシノカミからご加勢を賜った。 

私は高御産巣日神神産巣日神からご加勢を賜った。 

私は八百万の神々からご加勢を賜った。 

私は五魂を統合し鎮魂された。 

私は鎮魂された魂をもってお金を扱った私は一切お金に振り回されることは無かった。 

私はお金の働きを俯瞰して把握した。 

私は経済の仕組みを俯瞰して把握した私は会社とは何かを俯瞰して把握した。 

私はお金を生み出す創造主となった。 

私はすべての人がお金を生み出す創造主であることを認めた。 

私はこの叡智を公のために活用した。 

私は商売繁盛金運向上を通して人類の意識進化に貢献した。 

私はアとワの言霊によって結びの働きが起こり必要とする金もの情報を結びつけ豊かになった。 

私はお金を人物情報サービス技術心の満足を結び循環させるツールとして使うことができた。 

私はお金に対する執着を手放しお金を獲得することが目的にはならなかった。 

私はお金により人間関係の問題が生じることもなかった。 

私は必要な人物情報サービス技術が必要な時に手に入った。 

このような情報が日野堅也が所有するロゴストロン 100 から発振され、私の意識場がより改善され

豊かさの循環が生まれた。私はこの宇宙が意志と産霊の力によって現実を創造することを直知し

た。 

 

【ゼロポイントフィールド言霊】 

私はその意志がゼロポイントから発せられることを直知した。 

私はゼロポイントで生まれる産霊の働きが創造を起こすことを直知した。 

私は創造と産霊が真空の場で明滅する働きであることを直知した。 

私はゼロポイントフィールドで明滅する五次元エネルギーを直知した。 

私は人の体も鉄の塊も全てのものが分子レベルで見れば何もない空間に飛び石のように分子が並

んだスカスカの構造で真空の場を抱えていることを直知した。 

私はすべての空間がゼロポイントフィールドであることを直知した私はゼロポイントフィールド

からどのようにして創造を引き出せばよいのかを直知した私は「創造意志」が発動する場活性化さ

れた場が創造空間となることを直知した。 

私は、この情報により私の意念した場がゼロポイントフィールドとなり産霊を起こし創造を行う働

きが活性化した。 

私は生命エネルギーの意識階層において快・不快を超えた憶のゼロポイントフィールドの場を形成

した私は情動エネルギーの意識階層において好き嫌いを超えた効のゼロポイントフィールドの場

を形成した。 



私は精神エネルギーの意識階層において嬉しい悲しいを超えた真のゼロポイントフィールドの場

を形成した。 

私は結合エネルギーの意識階層において善悪を超えた道のゼロポイントフィールドの場を形成し

た。 

私は意志エネルギーの意識階層において有る無いを超えた空のゼロポイントフィールドの場を形

成した。 

私はゼロポイントフィールドの場を通して人類の意識進化に貢献した。 

 

 

 

 

 


