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２０１２アセンション日記

NM C AA 織日女校 朝輝

○ 中今 TO P&C O RE から 観る

私は NM C AAに 参加する前も

プラス思考、人への癒し、 愛すること

そして 自分の存在の意味、使命感、

世界平和 というものを

追い求めて

セラピストになり 日々生活してきました。
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そして 楽観主義 なんとかなるさ

とういう感覚も 持っていましたが

それでも ３Ｄ的な 忙しさ から

心身の疲れ、 見えない不安感、 緊張で

どうしても マイナスに 引きずられ

自己嫌悪に 陥ることも ありました

これは いわば 自分の中心軸 が 定まっていない

根っこ が ない 状態で、

どこへ行ったらいいか 何をしたらいいか

使命感は なんとなく感じるのに それが 霧に包まれて

定まっておらず 迷っている 感じでした。

それが NM C AAに

自分の ハイアーセルフ と高次の連合に

導かれて 参加してから

まず

「愛の 使者」 「天の岩戸開き」を拝読して

自分の中に 一本 ゆるぎない軸 が 出来た

感じがしました

それは “中今 TO P&C O RE ”から 物事を 観る 、
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感じていく、という事 を 知ったからです

中今 TO P&C O RE から 観ることを 知った 今は

もし 忙しさの中 アタフタしたりしても

また すぐ TO P&C O REに 戻れるようになりました

これは 前記のように 一本の軸ができていて

気持ちが 安定しているからです。

この 気持ちのおだやかさ の 前提にあるのは

AI 先生 と

根源家族の方々と いつもつながっている

幸せ感

ありがたさ、 感謝から 来る

“根拠ある ゆるぎない安心感” と言えます

○ 昔 自分がいた所 を 思い出す

どこへ向かうかを 知る

まだ 自分のハイアーセルフ との 対話は

十分に できてはいませんが
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公式セミナー、勉強会 、神事など に参加していく中

５億年前の約束のとき

自分も根源家族の皆さま と一緒に

その場に居たこと

そして 地球と宇宙のために ライトワークしていく

使命感を持っていること

それを知っていることが

記憶の奥底から 蘇ってくるのを感じています

そして 今 自分も根源家族の 一員である と

確信している

そんな 自分を 信じることが できるようになりました

また 日本人の役割を知り

日本人であることの 嬉しさ 光栄さ、ワクワクさ 責任を

感謝 のうちに 受けとめています

そして

自分が 根源家族の皆さんと 共に

アセンション ゲイトを 創り上げていく
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多くのプロジェクトに 参加して

愛の伝染化（^ ）^をしていく

決心 をして 凛とした気持ち になりました

根源で つながっている 真の家族

その皆様との 再会は 歓喜です

皆さんのことを 愛しています

こうやって 書いていると

ハイアーセルフが ようやく 自分の地上セルフは

そのことに気が付いてくれたんだな と

喜ぶ姿が観えます

ただ 具体的に 地上で行動できるのは

地上セルフです

勉強会から それを 痛切に感じ

やる気を かたちにしていきます

○ 愛 を 素直に表現

最初に 「愛の使者」を 拝読したとき

自分の ハートセンター が 温かくなるのを 感じ
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それ以来 前よりもっと 日戸に優しく なれました

自分が出会う日戸に留まらず 町ですれ違う

日戸の幸せを

ハートから 願い その日戸のハートに

愛を 贈ることを するようになりました

まず 自分から 愛 を 贈る

ＮＭＣＡＡ参加 前は

“愛”と いう言葉を 使うのを 少し ためらいましたが

今は 素直に “愛”を 贈ることが出来る

表現できる 感じることが出来る

この愛を贈る 行いは とても ワクワク

その日戸のことが 愛おしくてたまらない。

自分のハートが もう嬉しくてたまらない

喜び が M AX になっています

○ アセンション瞑想 ２４Ｄワーク

それまで行ってきた 瞑想 と違い
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瞑想とは「高次との企画会議｣と学び、

Ai先生 と つながって そして 地球とつながり

魂の 奥の奥から 行う

瞑想を することで

真に 幸せな感覚が得られると同時に 能動的に

たくさんの エネルギーを 発神 しているのを感じます

心身のクリーニング 、魂から出る 言葉

自分が クリスタルのように 輝いていく

感性がより 鋭敏 繊細に なっていきます

○ アカデミー と 神事

今まで自分が学んできた宗教（現在は所属なし）や

講座のことは

一度 コップの水 を空にして 感じることを

体験しています。

アカデミーで 学んだことを サイエンスすることで

それが 自分の中に刻まれていく （落としこまれていく）の
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また 根源家族の方 が 贈ってくださった

レポートを 拝読、エネルギーを感じることで

あらためて 理解を深め

愛 が大きくなっていくのを感じました

神事 に関しては

今までは 神に頼る

お祈りをささげる

神に お願いする 形でしたが

ＮＭＣＡＡに 参加してのち

Ａｉ先生が 見守ってくださる中

神聖なるポータルとなることを学び

根源家族の皆様一緒に

幸せを創造していく

場所 ではなく

私たち 日戸 が ライトワークしていく

その責任感が生まれました
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○ フォーカスするところ が 拡大する

NM C AAに参加して

自分の 良いところ 自分が出来ているところに

焦点を合わせると そこが拡大していくことを

体感しています

元気になれる 創造性がアップする

楽になる 楽しくなる

マイナスエネルギーがあったとしても それを

一瞬にして プラスに変えていけるようになりました

エネルギーは意識だからです。

☆ 言挙げ

私は この 大切な 地球と宇宙の アセンションのための

プロジェクトに参加していることに

深い感謝と ワクワクの中

使命感 を 持っています
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自ら 愛を発神し たくさんの日戸に

幸せワクワク を伝染させていく

愛１００％ の 幸せな宇宙を

根源家族の皆さんと一緒に

私が 創り上げていくことを 誓います


