怖れを取り除き
3次元から
5次元の自分へ
変容する時が来た
私たちは、
もっと心の 赴くままに生きる
おもむ

自由な存在になれたら、
どんなに幸せでしょうか。

その秘訣は、
「怖れを克服し、

ハートで感じたことを信じること」が

大切だとおっしゃいます。

次々とメッセージが降りて、
絶妙なタイミングで

必要な事が起こるという、

５次元の世界に生きる世界的ヒーラーの

トレイシーさんにお話をお伺いしました。

通訳＊根本泰行

トレイシー・
アッシュ

さん［ヒーラー］

はオーストラリアなど国際的に活

メリカ、日本、エジプト、来年から

う仕事をしていて、イギリスやア

私は色々な事を人に教えるとい

な影響を与えるのでしょうか？

ことやヒーリングなどはどのよう

のでしょうか？ 世界の平和を祈る

界にどのような影響を与えている

例えば、ポジティブな思考は世

そして、ヒーリングが本物である

動しています。内容は、ヒーリング

および地球と人類の目覚めのため

ＩＨＭさんでしている水の研究

を与えるように日々精進していま

がら、生徒さんたちに刺激や閃き

私自身も常に新しいことを学びな

か、どのような効果があるかなどを

は大変にとても意義があると感じ

す。世界のパワースポットに秘めら

に、世界中にあるスターゲートを

ていますし、江本先生は数々の著

れている知識にアクセスして、天才

証明することも仕事の一部です。

書を通じて、読んだ方の世界を、大

活性化させています。

きく広げていると思います。

的ともいえる存在たちからの概念

ま ず お 伝 え し た い 事 は、ポ ジ

やサポートを得て活動します。

私の中心となるテーマは、ニュー

ティブな意識が現実をパワフルに

意識変革の大切さ

フロンティアとも言える最先端の

変えていくということです。

私は聖なる存在や神々、ガイド

ヒーリング手法を意識し教えてい

ます。固定観念に縛られた３次元

話もよくしますし、そういった存

と呼ばれる存在や宇宙人といった

在とコンタクトすることによって

縛のない自由な発想と愛で満たさ

れた５次元の世界に意識を変革さ

システムを良い方向に変えるとい

の世界にいる人の価値観から、束

せるのです。
５次元の世界の及ぼす

一番大切なことは、
そういう体験

うことに取り組んでいます。

与えているのです。瞑想や変容、気

を通じて自分自身をいかに高める

影響は、他の次元に大きな影響を

付きに関する訓練をすることによ

ことが出来るかということです。

今までに、世界レベルの出来事

一人ひとりが世界に影響を
与えている

り、健康や幸せ、より健全な思考が

出来るようになり、私たちが創り

出す現実を今まで以上に良い状態

導き、現実社会に影響を及ぼすこ
とを目的としています。
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トレイシー・アッシュ（Tracey Ash）＊英国に在住する、
卓越的なサイキック能力を持つ著名なライトワーカー。
その正確すぎるサイキックリーディング、そして、
最
高の可能性を発揮した人生のヴィジョンをリーディングする『ライフヴィジョン・リーディング 』では、
世界中に多くのクライアントを持ち、
今までにこのリーディン
グを実施したのはすでに12、
000回を超えている。1997年、
トレイシーは古代エジプトの知識である『 光の本 』にアクセス、そして、
【ライフヴィジョン・アウェイク
ニング・システム】を創り上げる。
世界的に有名なイギリスのサイキックスクール「カレッジ・オブ・サイキック・スタディーズ 」では上級霊能者として、
講師も務めて
いる。
非営利活動グループ『 ニュー・コンシャス・ネットワーク』の創始者でもあり、
ヒーリングや変容、
覚醒の新しいアプローチを含む、
意識的な人生を送るためのイ
ベントを行っている。
そのネットワークのパートナーシップ・プログラムは、すでにドバイ、
ブラジルそして南アフリカに拠点があり、
新しい世界のヴィジョンの先駆
者たちをサポート。
著書に『ライフヴィジョン－あなたの世界を変える』
『 セレスティアルヒーリング 』がある。http://www.traceyash.com

す。私たちのグループは、現実を良

問題についても取り組んできまし

にも関わってきました。現実的な

来事、政治や経済的な大きな変化

や各国で大きな変化をもたらす出

考えるだけではなくハートで感じ

それらを受け取るためには、頭で

ことは出来なくなります。しかし、

台に出されていきます。もう隠す

の情報が多くの識者たちから表舞

す。もちろん健康についても、本当

いうことがあります。

満たされた形で進化していったと

史というものがあって、
それは愛で

ている事には、もう一つの古代の歴

うものを知りたいのです。
私の知っ

えたところにある本当の歴史とい

読者の皆様はよくご存知だと思

いますが、水は様々な情報を記憶

がっている所があります。それは、

は、レイク・シュレインの湖面に５

こります。
この写真に写っている光

あなたの世界を大きく広げてくれ

る知性がより大切になり、それは、

た。今、世界は大きく変化していま
く見極めながら地に足をつけ、意
識や精神的な仕事をしています。

そういった事柄は、私たちの生

カナック神殿のそばにある聖なる

しています。私が訪れたエジプト

しては、人々を支配し奴隷化しよ

命力を高め、世界に大きな影響を

湖です。また、カリフォルニアにあ

ます。

うとする動きがあります。そのマ

与えていくことになります。気付

るレイク・シュラインなどの聖地で

その 変 化の 中 で 出 合 う 現 実 と

イナスエネルギーに対してのアプ

健全な状態になります。

きが多くなるにつれ、精神もより

らないことでもあります。いたず

て一人ひとり気を付けなくてはな

て生きていると、感じている以上に

分かれるというと、人に支配され

健全かそうではないかはどこで

ルギーと繋がることが出来ます。

瞑想をすると５次元の聖なるエネ

家の谷、
そして富士山です。レイク・

レイク・シュレインとエジプトの王

大きな愛のエネルギーを感じとる

とてもパワフルで包み込むような

次元の存在が出現したものです。

の古代の遺跡には、古代の水に繋

ものでなくてはなりません。そし

ローチとしては、
完全であり力強い

らに知識を増やすだけではなく、

狭い領域でしか生きていくことが

水に祈り、平和の波動を込める

シュレインで５次元の存在の写真

私は３箇所でワークをします。

ことが出来ます。

得た知識を現実のものとして活用

出来ません。けれども、健康な状態

る時に私は、知的な存在と繋がり

ことが出来ますね。水と仕事をす

を撮った時には、まだこのインタ

聖なるエネルギースポット

することが必要です。

由に活動出来ます。

であれば、
もっと広い世界に出て自

私は、出来る限り瞑想やヒーリ
ング、潜在的な可能性を求める人

ます。それは色々なものを学ぶ新

先生の水の結晶のビジョンも同時

気付きや意識のワークといった

に見ました。まるで、今日ここに来

たちに対して、
今以上にパワーを高

カリフォルニアに行く時は、
必ず

る事を予言しているかのような出

ビューの前でしたが、
その時に江本

レイク・シュレインを訪れ瞑想しま

来事でした。５次元の光の存在が

しい方法なのです。

す。そこは、ヨガの聖人パラマハン

レイク・シュレインの湖上に出現し

行為は、私たちを聖なる根源とアク

サ・ヨガナンダの教えを学べる静か

て私に教えてくれたのです。

めて、周囲の人に良い影響を与え

なオアシスで、
世界中の人々に開か

セスさせ、より良い現実を協力して

れた寺院、神社、瞑想庭園です。そ

ることが出来るようにするサポー

私が今、
とても興味を持っている

古代エジプトの人もパラマハン

作り出すことが出来るのです。

のは、
本当の人類の歴史はどうなっ

こでは、私が訪れる度に、今までお

サ・ヨガナンダも、
水に関わる智慧

トをします。

怖がることはありません。それは

入っていきます。けれども決して

ていたかということです。人類の

伝えしてきたような事が現実に起

海 図 や 地 図 の ない 新 しい 時 代 に

これからの世界は未知の領域、

新しい世界、５次元の世界であっ

歴史の中にある苦しみや苦痛を超

本当の人類の歴史

て初めて出会うような新しい形で
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レイク・シュレインの湖面に表れた
５次元のエネルギー。

飲み物は「お水が一番好き」とトレイ
シーさん。何故ならクリーンなエネル
ギーのため、
心と身体ををクリアにする
ことが出来るからです。
インタビュー後
に、水に祈りを込めてくださいました。
出現した結晶には、手を合わせたかの
ような祈りの形になりました。

そして人々は、エジプトやレイク・

力 を 維 持 す る 方 法 な ど も で す。

を知っていました。聖なる知識や

を５次元の世界で増幅させる方法

時点では不確定なのですが、５次

識状態が大きく影響するため、現

世界というのは関わる私たちの意

ていくことが出来ます。次の時代、

信じられないような素晴らしい出

束縛された３次元の世界を超えた

自分のハートで感じることができ、

来ます。正しい道、進むべく道は、

ちの持つトラウマは、ある特定の次

態にしなくてはなりません。私た

その状態から抜け出し健全な状

態が続きます。

こに縛られている限り不健康な状

元では現実になってしまいます。

来事に出会えることでしょう。

５次元に近づくほどに、人間の

元の存在というのは、
その領域に私

その状況を何とかしなくてはなり

たちを導いてくれるガイドです。

存在や理由、
目的といった問いに対

ません。私たち人類は、間違った道

バンクのようなアカシックレコー

しても答えを得る事が出来ます。

シュレインで宇宙の叡智のデータ
ドにアクセスし、地球や水とも繋

正しい道、
進むべく道とは
３次元の世界では直線的な時間

がりながら生活していました。現

の流れがあるのですが、５次元に

を通ってきてしまい、
不調和や疑心

代に生きている私たち自身も意識

上昇することによってそれらを超

そのことにより、
私たちは深い部分

を研ぎ澄ますことによって、
現実の

越する事が出来ます。そして自分

の事が起こっています。誰でもが

暗鬼に満ちた状況を作り出してし

微細なレベルを感じ取ることが出

の内側を見つめ変容させることに

私たちは、自分自身のハートで

本質を理解していて本来の自分と

まで癒されることになります。

来ます。水にしても皆さんにして

よって、現実を変えていくのです。

感じたことをより大切にし、自分

繋がっています。そういった意識に

そのよ う な 習 慣 を 持つ事 に よ

出合う事が出来るようになるので

であるか、本来通るべき最善の道

す。けれども５次元の世界では別

声をきちんと聞いていないからで

まいました。原因は、人々が自分の

も、宇宙の情報源は皆持っていま

私たちの内在世界、それはとて

や家族、
知人、
周囲の人々を、
そして

なることによって、
自分自身が何者
出来ますが、
気付いていない人たち

り、自分の中で一つの芯というもの

最善の道に出会う事が
可能となる

す。そこに意識を高めていけばア

も微細なエネルギーですが、
そのパ

地球を愛することが重要です。

クセス出来るのです。

ワーは世界に影響を与えることが

病気に苦しんでいる人をヒーリ

も多くいます。今、私たちがすべき

す。

ヒーリングについて
ングする場合、
正しいポイントを見

出来ます。
３次元の世界は、極度に

ができ、
様々なものと繋がることが

──インタビュー時のトレイシー

ことは、意識をクリアにして、実体

ストレスが強い状況なのですが、
そ

さ ん は、圧 倒 さ れ る く ら い ポ ジ

のない恐れを抱かず、５次元の自
由な意識を持って生きていく事が

こには目的があるために存在して

セスすることによって可能となり
ます。エネルギーはあらゆる次元

大切です。

つけ出し、
その方の潜在意識にアク

に対して影響を与えてます。

事が出来るという事です。今まで

来事に対してもヒーリングを行う

それは拡大すれば、世界的な出

のを認めていくという事になりま

分のみならず、人類の歴史そのも

認めるということは、私という自

由意思はありません。自分自身を

いますが、
それを認めないという自

われていくのですが、
３次元で起き

好ましくない場合は生命力が損な

き課題が表現化します。ドラマが

こることによって、ヒーリングすべ

み出しています。そのドラマが起

支配される人が様々なドラマを生

いるのです。今日も、支配する人、

れることでしょう。

や大きな革命をきっと起こしてく

あなたのハートに響き、小さな、い

会ってみてください。その波動は、

ました。縁を感じられた方は是非

けに、とても自信に満ち溢れてい

多 く の セッ ション を し て き た だ

ティブ＆パワフル！ 世界中で数

私たちは皆、自由意思を持って

の時代には限界がありましたが、

す。過去の歴史からは、私たちの真

ていることは幻にすぎません。そ

意識を集中するポイントが分か

新しい時代になり「場 」も出来てい

の進路というものを学ぶことが出

ればどうなるのでしょうか？

るので、制限を無くしてより高め
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