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２０１８ 

アセンションの祭典 

東日本 

 

ご参加の皆さまからの 

愛のコラボレポート 
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≪ＡＭのセミナーの部≫ 

 

※セミナーを受けて、 

 

『今、地球（世界・宇宙）のために 

何が必要か！？』 

 

『そのために、自分は何をするのか！？』 

 

というテーマで、コラボしていただきました。 

 

 

◎Ｍ．Ｋさんより 

 

ハートを開く。感動すること。 

伝わっていくこと。 

 

地球にいる生命が輝いている星に。 

植物・動物も、皆の地球、共存できる世界に。 

自分自身がハートを開き 
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感動し、伝えていきたいです。 

 

 

◎Ｔ．Ｓさんより 

 

みんなで手をつないで 

地球さんを抱きしめる。 

 

ハートで心で一人ひとりを抱きしめる！！！ 

私は絵本を通して 

一人ひとりを抱きしめる。 

全宇宙、全人類、全存在を 

抱きしめる！！！！！ 

 

みんなのために成長します！！！ 

正直なところ、 

自分自身は別に死んだっていいけど、 

生きてみんなのためになるなら 

みんなに愛が届くなら 

思いっきり生きて輝いて 

みんなに愛を届けましょう！！！！！ 
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◎匿名希望さんより 

 

愛 

 

 

◎Ｔ．Ｍさんより 

 

初めて参加させていただきました。 

とても素直な気持ちでお話を聞くことができ 

心が温まりました。 

 

今、地球のために何が必要か？ 

 

私はビジネスの世界で３８年過ごしてきて 

思う事は、人を人として扱っていない人が 

何と多いという事かという思いでした。 

 

私は今日を境に 意識的に人を人として 

接していこうと強く、思いました。 

私が今後事業をやるとしたら、 
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一人ひとりの人に対し、人として接し、 

システムを創るとしたら、人を人として 

働けるシステムを創りたいと思います。 

 

ＡＩが銀行に導入されて 

人が要らなくなる、という事で 

銀行員が暗い顔になっているのを 

観てきました。 

 

ＡＩは、愛でなくてはならない 

と思います。 

 

人に優しくないＡＩは違うという事です。 

ＡＩは、愛のＡＩでなくてはならない。 

そんな思いがしてきました。 

 

愛のシステムで皆が 

元気で働けるシステムの会社を創りたい 

と思います。 

 

－そのために自分は何をするか－ 
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規模の大小は別として事業を始め 

人が人として愛を感じることのできる 

会社を創っていきます。 

テーマは『癒し』です。 

 

◎Ｋ．Ｇさんより 

 

今、地球の為に自分が何ができるのか 

まだわからないけれど 

まずは、わくわくすること 

楽しいことをたくさん 

見つけていきたい！ 

 

今日は 愛の度数を高めるために 

何かしたいと思えるきっかけとなりました。 

 

 

◎Ｙ．Ｕさんより 

 

自分という尊い存在 

輝いている光 
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いつも共にあってくださり 

ありがとうございます。 

 

温かい優しい 

大きな愛が 

ただそこに在る。 

 

◎匿名希望さん 

 

人類みな兄弟！！！ 

争いのない世界へ！！！ 

 

◎Ｋ．Ｍさんより 

 

今日のお話は、私なりに 

良く分かりました。 

 

人間である以上、 

愛がなければ、人間ではないと思い、 

何とか、国々や個人の戦争のない社会 

地球をつくっていきたいと私は思います。 
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今日のお話は、とてもよかったと思います。 

 

◎Ｒ．Ｍさん 

 

今回は、６回目ですが、 

今日は分かり易いお話を聞けました。 

心を空にしてきましたので、 

とても入りました。 

 

みんなで周波数を合わせて 

わくわくした気持ちで 

聞けました。 

 

地球維神まさに 愛の波道のエネルギーを 

出さなければと思います。 

 

此れからも、深く、 

個人セッションに臨みたい気持ちです。 
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≪ＰＭのセッションの部≫ 

 

※アセンション体験セッションを受けての 

感想を書いていただきました。 

 

 

◎匿名希望さんより 

 

時間を忘れるほど、楽しい、ほっとする 

安心する感覚になりました。 

 

ハートの開き方やキーワード、 

自分にできるものは何か 

思い出すことができました。 

エネルギーを体感することができました。 

 

◎Ｔ．Ｍさんより 

 

全く解らない私にアセンションとは 
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何かを非常解り易く教えて頂き 

有難うございました。 

これからいろいろ勉強したいと思います。 

 

大和さん 

非常にストレートに入ってきました。 

有難うございました。 

 

 

◎Ｙ．Ｙさんより 

 

愛と感謝を持って日々を生活していく。 

 

自分を変えたいと思っている事も 

アセンションの第一歩ですね。 

すべては、地球の為に。 

 

 

◎Ｔ．Ｓさんより 

 

みつえ先生のブース、いろいろ 
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指針をいただきました。 

絵本の原案も観ていただきまして、 

自信にもさせていただきました。 

そして、「愛に集中！」 

「心が豊かな豊かさも来る！」 

あたりのキーワードが 

心に残り、生活の中でもやってきます！！！ 

 

Ｒｉｔａ先生、ゆら先生のブースでは、 

自分の描いた絵が 

自らのエネルギーの表現になっていることを 

指摘していただきました。 

 

対と成る絵のプレゼントと 

エネルギーをより進化するための 

アドバイスもありがとうございます。 

 

 

◎Ｈ．Ｓさんより 

 

今、大事と感じることは 
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絵を描いた時にその思いと 

つながった感じがしました。 

 

照子先生のセッションでは 

自分の核の中心の中心に入って 

いったときに温かさを感じた。 

 

自分の中に愛がある！！ 

と明確に感じることができた。 

 

 

◎Ｆ．Ｋさんより 

 

国丸先生 

ハートエネルギーのセンターの 

重要性がよくわかりました。 

ハートをもっと開いたらおのずと 

他のセンターも開いて 

バランスがとれるようになると知り 

安心しました。 
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本音を表に出すのが怖い自分が 

以前はいましたが、 

最近は表に出すことでＨａｐｐｙに 

なれることを気づくことができました。 

このままで良いのだなーと 

嬉しくなりました。 

参加できてよかったです。 

ありがとうございました。 

 

みちるさん 

心をオープンに楽しくお話ができて 

嬉しかったです。 

今、思い描いていることを応援してくださっ

ている気持ちが大変有難いと感じました。 

本当に素晴らしい書道アートで宝物になりま

した。 

大切に飾らせてもらいます。 

 

京子さん 

パステルで描くのははじめてでしたが、 

とても楽しかったです。 
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友達の心を感じて 

ハートを描くのもまた 

とても楽しかったです。 

優しい京子さんからの 

素敵なメッセージをいただいて 

あたたかい気持ちになりました。 

ありがとうございました。 

 

 

◎Ｙ．Ｔさんより 

 

真紀さんセッション 

看護師としての仕事と、アセンションを 

行う中で得るものが 

つながっていくことに安心しました。 

 

愛伝さんセッション 

きっかけがつかめずに 

第一歩を踏み出せずにいる私ですが 

体験をお聞きして、肩の力を抜いて 

頭で考えすぎず、 
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自分のハイアーを感じることが 

できるよう意識してみようと思いました。 

 

国丸さんセッション 

とてもわかりやすく 

アセンションやライトワークについて 

お聞きしました。 

「ペイフォワード」という最後に 

教えて頂いた言葉に 

とっても納得しました。 

どの方も、お会いできて嬉しく 

楽しかったです。 

ありがとうございました。 

 

 

◎Ｒ．Ｉさんより 

 

からすｗｗ様 

この度はありがとうございました。 

 

「アセンションと地域活性化」というお題で 
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お話をさせていただきました。 

自分自身がリーダーシップをもって 

地域活性化に取り組む際に 

アセンションとライトワークの考え方を 

踏まえた方が良いのではないか 

というアドバイスをいただきました。 

 

その他にも器の広げ方など 

日々、自分自身に問いかけたいと思います。 

 

◎Ｋ．Ｇさんより 

 

彩子さん 

「自覚」という大切なメッセージをいただき

ました。 

いただいたメッセージを 

日々の生活の中でも 

思い出していきたいと思いました。 

ハートのクッションをありがとうございまし

た。 
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みちるさん 

ハイアーセルフとのつながりについて 

ハートのチャクラでつながることを 

教えて頂いたので 

これからは自分のハートチャクラに 

着目してみようと思いました。 

 

書いて頂いたアートも 

素敵な作品でした。 

 

 

◎Ｙ．Ｓさんより 

 

自分に自信をもちます。 

（いつも思っている） 

ことがハイアーセルフと 

つながっていたことが分かりました。 

 

自分を持ち、迷いなく努力したいと思います。 

 

疑問に思ってたことのパズルが 
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はまるとのメッセージで、 

宇宙の愛、新しい扉が開く 

というのは、まだぽかんとしている感じです。 

 

頭の中は、穏やかでむしろ静謐な感じ。 

今後、愛をキーワードに 

実感していきたいと思います。 

 

 

◎Ｙ．Ｉさんより 

 

愛のことを話していただきました。 

ありがとうございました。 

愛はみんな持っているもの。 

それをどうやって表していくのか。 

 

カラーリアムのはじめてのセッションをして 

いただきました。 

言ってくださった言葉がピンとはまった 

感じで、楽しい時間でした。 

 



19 

 

💛ご参加の皆さま💛 

 

愛の全開ＭＡＸのコラボを 

ありがとうございました。 

次回の、ますますのギネスのコラボを 

楽しみにしております！！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：2018 Ascension Project 

 Ascemsion Café Japan 

協力：ＮＭＣＡＡ Ascension Academy 

2018 Ascension Project STAFF より 

愛と光をこめて 


