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１

自 然 災 害 回 避 の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
天なる母 天なる父 大地なる母 大地なる父 地球上においての自然の循環 生命の循環
命の循環が狂うことなく 生きとし生けるすべての命たちが 自然の動きと共に
寄り添いながら 暮らして行けることが叶いますように
自然の営み 風の流れ 潮の流れ 雨 雪 台風 地震 火山噴火 その他の事柄が
時として 人間や 生きとし生ける者達にとっては 災害となることがあります
自然界も生きていますから その動きを止めることは出来ません
すべての生きとし生けるものの命 人間も含めて 命が失われることなきように
願い祈り申し上げます
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うこと無いよう その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します
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２

テ ロ 回 避 の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
命の尊さを 人々が深く理解し 意識することができますように
夢と希望を持ち この世に生を受けたことを 忘れることのないように
身勝手な行為により 環境や財産や命が 奪われることがありませんように
一部の人々の手による 意図的な動き テロ 細菌兵器 毒ガスなどの化学兵器
火器を使用した兵器 爆弾 核兵器 自爆テロ等が 現実に引き起こされることが
ありませんように
それらのすべての行為が 回避されますように
いかなる陰謀も回避されますように
戦争や飢饉 そして貧困から抜け出し すべての人々が平等に 福祉 医療
衣食住の恩恵を受け 幸福の中で暮らしてゆくことができますように
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します
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３

感 染 病 の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
この世の中において 罪のない人々や 生きとし生ける すべてのもの達の命を脅かし
テロ行為によって 感染病や 伝染病などを引き起こそうとする人々の 愚かな行為が
現実に起こることがありませんように 完全に回避してくださいますように
願い祈り申しあげます
また 自然の流れにおいて起こる 伝染病や感染症などもあり
心配されているところでございます
その上で この地球上に住む すべての生命が 病に犯されることもなく 免疫力を高め
身も心も健康にて 穏やかな日々を 暮らしゆくこと叶いますように お守り
お導きいただけますように 願い祈り申しあげます
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します
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４

台 風 の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
この世の中において ありとあらゆる災いや災難 世の中の災いを洗い流し
多いなる清め改めとなる台風でございますが 災いが大きいと清めが大きくなり
その清めが新たな災いを生みかねません
しかし 地震や火山噴火と違い 台風は 事前にその進路 風の強さ 雨量を
ほぼ確実に知ることができます
自分の暮らし 生活をしている場所の状況においては 山崩れ 川の氾濫
高波 暴風による被害など 対応対策をとり 生命と財産を守ることが出来ます
たとえ 家屋を失ったとしても それよりも大事な自分の命 大切な人の命を守る事が
重要なことになります
そして 面白半分に 海や川の氾濫 高波 危険な場所へと 自ら足を運び 命を失い
愛する家族を悲しませる人々もおります
一人ひとりが 命の尊さを深く理解し 防災意識を高めることが出来ますように
お導きいただきますように 願い祈り申し上げます
出来るだけ自分の命 大切な人の命を中心に考え
事前に避難などのあらゆる対応をすることができますように
そして それでも多くの命が 失われることがあります
すべての命が失われることがないように 災いを清め 世の中で起きるいらぬ出来事を
清め改めて頂けますようお願いいたします
今一度 すべての命が失われることなく すべての災いを清めて頂けますよう
お願いいたします
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します
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５

政 治 経 済 の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
世の中のすべての人々の 暮らし生活が 穏やかな流れとなり
安心安全の中 過ごしゆくこと叶いますように
衣食住への不安 医療や福祉 教育への不安もなく すべての人々が平等でありますように
その為にも 政治経済が安定し 動かしゆく人々の行動が 正しき世の中をつくり
平和な善き未来を築き 良き方向へと導かれますように 願い祈り申しあげます
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します
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６

隕 石 の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
宇宙 夜空に浮かぶ星々たちは 人々のこころを潤し 和ませるものですが
時として流れ星においては 地球に脅威をもたらすことにもなりかねません
隕石は 時に地球そのもの 太陽系そのものを死滅させ すべての生命を
死滅に導きかねない 脅威となりえるものの一つです
隕石はまた 宇宙の仕組みの中で 常に太陽系を 循環しているものもあり
それは 生命の循環に 命の循環にとっては 現実にとても重要な働きの一つであります
生命の循環が狂い 命の循環が狂い その彗星 隕石が 太陽やほかの星 地球に
月に衝突しないように
きちんとした宇宙の法則に則って すべての生命の循環 命の循環に
良い影響を与え続けていただけますように
そして 決してほかの星々 地球に衝突することがありませんように
もし衝突するならば 軌道が変わり 地球においても 生きとし生ける者達においても
災いとなることがありませんように
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します

-6-

７

戦 争 回 避 の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
徴兵制制度により 罪なき人々が戦争へと駆り出され 命を失うことがないように
すべての子供達を守りゆく事が叶いますように
多くの命が失われる事がありませんように
この世に生まれてきたすべての命たち 夢と希望を持ち 育ちゆく命たち
平和な世の中で育ちゆきますように
真実の正しき教育 躾のもとに 健やかにすくすくと育ちゆきますように
この子どもたちが成長し 社会に出たあかつきには この世の中
みろくの世へと移り替わりゆく事叶いますように
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますようお願い致します
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８

飢 饉 回 避 の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
異常気象などの自然環境の悪化 国の駆け引きで 食糧の供給を止めることで
罪なき人々が飢え死にすることがありませんように
生きとし生けるすべての生命の循環 命の循環が狂うことのないように
世界各地の人々の生活が 衣食住への不安もなく 安定し穏やかなるものでありますように
世界各地の人々が 貧困に悩まされることがありませんように
すべての人が 安心安全の中で暮らしゆき 自然の恩恵を授かり受けることが叶いますように
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します
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９

自 然 環 境 が 整 う 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
地球上には七大陸 七大海 大きな連峰 大河 大きな森林 密林などがあります
それらの働きは 地球自体の気温を下げる冷却作用や 気温の調整だけではなく
多くの動物生物が吐き出す 二酸化炭素を酸素に変える酸素工場です
それらが伐採され 失われてゆくと 環境が崩れるだけではなく 海流 暖流 寒流 大気
気流の流れが崩れ 酸素が無くなり 生物が生きてゆくことが出来ない星になります
今ならまだ間に合います
どうか私達人間が 自然環境と共に共存してゆくことが出来ますよう 共存の知恵
知識に改めて気づき 活用 活動してゆくことが出来ますよう
お導き頂けますようお願いいたします
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します
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１０

命 の 循 環 の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
幾度も幾度も この地球上において 親から子へと繰り返し繋がってきた 命の循環があります
地球上のすべての命あるものは 食物連鎖によってその命を繋いでいます
すべての命は和合をとって 次の命を繋いでゆきます
生きるということ 命を繋ぐということは ほかの命を取り込み 自らの命を保ちゆくことです
自らの命は 多くの命から成り立っています
だからこそ 自分の命は自分だけのものでも 親 先祖から受け継いだだけのものでもなく
多くの命に支えられているものなのです
だからこそ 言葉だけではなく 感謝の心を忘れることなく 生きて行動で示すことは
大切なことになります
命の循環が 途切れる事のないように 傷つくことがないように
人間の自然環境の破壊において 命が傷つけられることがありませんように
そのためにも 地球上においての自然の循環が 良き方向へと整い
自分自身の行いで その流れと共に 多くの命達が育ち行くよう 行動できるよう
お導きいただけますようお願い申し上げます
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します
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１１

意 図 的 な 政 治 経 済 回 避 の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
この世の中のすべての人々の生活が 穏やかに 安定して暮らせますように
世の中の政治経済が安定し すべての者達の暮らしが平等でありますように
誰一人 衣食住の不安 医療への不安もなく 生きとし生けるすべての命が
穏やかに過ごしゆく事が叶いますように
一人ひとりの思い 行いが 良き想い 善き波動を生みだし 世の中のバランスが
整いますように
生きとし生けるすべての者達が のびのびと笑顔で 生活してゆく事が叶いますように
お導き頂けますように お願い致します
自分の私利私欲を満たそうと 政治や経済の混乱を起こそうとする人々の行いは
決して動く事のないように 現実化する事がありませんように
完全に回避してくださいますように お願い申し上げます
世の混乱を望み 私利私欲においてこの世を支配しようとする 魔なるもの 邪なるものは
艮（うしとら）光明大神様 金神（こんじん）様にて 祓いいただけますように
魔なるもの 邪なるものに使われ 自分が何をしているのか 分からない人間に対しては
自らの行動に気づき 善き方向へと進むことが出来ますよう
艮光明大神様 金神様にお働き頂きますように お願い致します
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します
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１２

意 図 的 な 自 然 災 害 回 避 の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
この世の中において 良い事と悪い事の区別のわからず 破壊的行為を 自ら行う人々
戦争を行う人々 科学技術などによって 意図的に自然を動かし 大きな破壊や災害を起こそうとする人々
テロ行為や戦争により 多くの命が失われても 自分の私利私欲を満たそうとする人々
政治経済の混乱やテロ 感染症 伝染病の拡散拡大を 行おうとする人々がおります。
このような人々の行動が 現実化する事がなきように 決して動く事のなきように
完全に回避してくださいますように お願い申し上げます

世の混乱を望み 私利私欲においてこの世を支配しようとする 魔なるもの 邪なるものは
艮（うしとら）光明大神様 金神（こんじん）様にて 祓いいただけますように
魔なるもの 邪なるものに使われ 自分が何をしているのか 分からない人間に対しては
自らの行動に気づき 善き方向へと進むことが出来ますよう
艮光明大神様 金神様にお働き頂きますように お願い致します
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します
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１３

天 皇 皇 后 両 陛 下 の健 康 祈 願 の祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
日本国 今上天皇様 皇后様の御健康祈願でございます
日本国民のお手本となり 世界各国の平和を祈り ご公務されておられる事に
感謝申し上げます
常に 今上天皇様 皇后様が 身も心も健康で 身も心も穏やかにて 大切なご公務が
執り行えますように 末永くご健在であられますように お守りお導きいただけますように
願い祈り申し上げます
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１４

平 和 の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
生きとし生ける全ての命が共存できますように 自然豊かな星でありますように
人々が心正しく良き行いをこころがけ 心穏やかに暮らして行ける世の中でありますように
人種 部族 民族 文化 国 宗教の枠を超えて お互いがお互いを理解し
思いやりをもって暮らしゆき 触れ合い 語り 分かち合い 命育み
全ての人々の心が私利私欲を離れ 平和のうちにありますように
政治経済の混乱もなく テロや感染症 放射能を含め
あらゆる平和を脅かす脅威から守られますように
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します
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１５

総 合 的 な 祈 り の 祝 詞

わが御親（みおや） 宇宙創成の陰陽結び大神様に お願いの義がございまして申し上げます
この世の中の 全ての人々の生活が 穏やかに 安心して 暮らせますように
世の中の政治経済が安定し 感染症や伝染病の脅威に さらされることなく
誰一人 衣食住の不安 医療や福祉 教育への不安もなく 安心して過ごせますように
生きとし生ける全ての命が 自然の動きと共に 寄り添いながら
穏やかに過ごしゆくこと 叶いますように
全ての者達の暮らしが 平等で 平和の世の中でありますように
一人ひとりの思い 行いが 良き方向へと進み 世の中のバランスが整い
良き未来へと 進みゆくこと 叶いますように
我々 日々の暮らし 生活が何事もなく 穏やかで 緩やかに 心安く 幸福に満ち
幸せを感じ 日々を過ごせるように お導き お守りください
すべての生きとし生ける者達と共に 歩み行くこと叶いますように
我々人間が この宇宙 地球の一員として 自然や環境を破壊することなく 自然の循環
すべての生命の循環を狂わすことなく 奪うことの無いように その道筋をお指し示しください
我々一人ひとりの肉体の仕組み 命の仕組みが 宇宙そのもの 地球そのものであり
一体であるということに気づき 自分自身の天命使命を 果たすことができますよう
１日２４時間 １年３６５日 見守りくださり お導きくださいますよう お願い致します
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・・・一日の祈りの言葉・・・
私たち、一人ひとりが人としての生きる意味に気付き、日々の生活の中に
「愛・幸せ・喜び・豊かさ・平和」があることを知り、
一人ひとりが、神の心を知り、自然のありがたみを心で感じ、
祖先の思いを心で受け止め、また人の心の大切さを知り、
一人ひとりが良き世の中、良き未来の作り手として、
次の世代への導き手となれるよう、心より願い祈りいたします。
神・自然・祖先・人に対する、
「罪穢（けが）れ、身の過（あやま）ち、行いの過ち、言葉の過ち」を
お許し下さい。
そして神、自然、祖先、人に対する、
「命、恵（めぐみ）、愛、支え、導き」を頂きまして感謝申し上げます。
宇宙の仕組み、自然の仕組み、命の循環の仕組みが狂うことなく、
私たち人間が、日々の暮らしの足元に、
「愛、幸せ、喜び、豊かさ、平和」が有ることに気づき、
人として遣（や）るべきこと、成しえることに気づき、
「人として覚醒すること」を導き下さりますよう、
お願い申し上げます。
人々が眠りについた時、
その日に憑（つ）いた、いかなる、因果、因縁も清め、改め、洗い流し、
心と身体の疲労を取り除き下さいまして、
翌朝、目覚めたときには、「生きる喜び、生きる力」に満ち溢れた心持ちで
新たな朝を迎へ入れることが出来ますよう、
見守り、導き下さりますことを願い祈り申し上げます。
人々の心が、平穏、平安、安定、平和に。
そして、この世の中が、平穏、平安、安定、平和でありますように。
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『 わ が 名 は 地 球 』
想いは届く 想いは届く 想いや 願いは 届き続けゆくものである
人々により 運ばれ続け 人々により 現実のものとなり
人々により この世に現われ出で この世はまた 変わりゆく
人々は この世に生きる 見えないもの達も この世にありゆく
人々はいま 一つとなろうとしている
共に手を取り 助け合いながら 進みゆこうとしている
まず 気付かねばならぬこと
この世において 共に歩むべきしものたちは 数多くあれども
だけれども 隣にあるもの 隣にいるもの 多くのもの達と共に 歩みゆかねばならず
そして 歩みゆかねば この世は形成されてゆかぬ
そなたたち一人ひとりが たった一人で歩んでいくことは できないのである
多かれ少なかれ 様々なるものたちと 共存しあいながら 進みゆく
この 山中湖での祈り この 富士での祈り
天 地 陰陽の和合のもとにおいて
すべてが混ざりあい すべてが一つとなり 調和 和合をなされゆく
山の頂には 氷あり 山の麓奥深くには 火がある
調和するものとして 氷 溶けゆき 火 その力により 水となり
調和 和するもの この世の中にあり
ちょうど 天 地 その狭間において 水 があり
ここ すべての場所において 調和和合の意味を成しゆくものとなりゆく
大切なるもの この地上の上に 数多くあり
子らよ どうか聞いていてほしい
この星は今 そなた達が知るように 窮地にありゆく
だけれども その手の中に 未来はある
その手の中に 考えがある
その手の中に 創りゆく 生み出しゆくものがある
忘れてはならない
その手は いかに 何に使うものなのか
覚えておいてほしい その 知恵 頭は 何に使うものなのか
この地上にありしものは 天 地 火 水や 火 氷
それは 調和和合をなされしもの
融合和合 されしものとなり 水となりゆく
天空へ上がりゆけば そなた達が知るように 水もまた氷となりゆく
水滴に戻りゆくは この地上のみなり
しかしながら火もまた この海にて 炎により燃え盛りゆくが
奥深くの 地球のコア 地球の核となるもの
すべてのものを燃やし尽くしゆくものなりゆく
しかしながらその両 氷 炎 核
これらが 調和和合のなされし時により
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この空間 そなた達が 生きとし生けるものが いのち達が 生み出されゆく
生み出しゆく 育ちゆくこの空間を つくっているのである
これは まさに 和合なりしとき
これは まさに 産み落とされし子ら
これは まさに いのち達の喜び
天の父 天の母 大地の父 大地の母
そしてそれらすべてが生み出した この地を和するもの
この空間にありしすべての命
生み出されしものなのである
忘れないでいてほしい
そのためにもそなた達に授けられたものは
いのち すべてを 失うことではない
いのち すべてを 失いゆくためのものではない
はたしてどのようにしたら その命を 絶やすことなく続けゆくことができるのか
その命とは 人だけではなし 人は 人だけでは生きてゆくことはできない
そなた達の身体の中に 様々なる 命のかけらがあるように
この星の上に 様々なる命たちのかけらがあり
そしてそなた達は その命たちと 同じである
だからこそすべてが一つと 伝えられているのである
だからこそすべてが 全は一 一は全
伝えられているのは そのような意味である
かけらはそなた達の中に詰まりゆく
たくさんたくさん 詰まってゆく
数多くの命が そなた達の身体を使っている 創っている 形成している
忘れてはならない
そなた達の命は 一人だけのものではないことを
多くの様々なる命が そなたたちを 育てゆくために 生かしゆくために
明日へと向かわせるために かけらとなり
そなた達の身体の中にあるのである 存在しているのである
だからこそ 忘れないでいてほしい
この中を和する この空間を いかに続けゆくのか いかに残しゆくのか
いかに共存しゆくのか
どうか その掌によって潰さないでいてほしい
どうかその頭によって 殺さないでいてほしい
中を和するものたちよ そなた達は 平和の中にいなければならない
いや 平和の中にこそ いるべきなのである
調和和合の中において 生み出されしものなのだから
だからこそ必ずや その手や 平和を生み出すことができ
その頭は 平和を生み出す知恵を 考え抜くことができるのである
忘れないでいてほしい
そなた達は 中を和すものである
すべての中において この空間の中を 正しく 元通りにし
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そして 次へと 繋ぎゆくことのできる
力をしっかりと 持たされ そして与えられ 託され
生きゆくことができるものたちなのである
どうか 忘れないでほしい
この鳥たちもまた そなた達と同じである
そなた達の足元にある草木もまた そなた達と同じである
すべてが調和和合された その結果生み出されたものたちである
忘れないでいてほしい この命たちの楽園を
忘れないでいてほしい この命たちの元根を
どうかこの星を護り この地球を護り この世を護り この時代を護り
この時代を更なる 住みやすき世へと 変えてほしい
すべての命たちが 生きとし生けるものたちが
安心して暮らしていける世の中へと 変えていってほしいのであり
これが 中を和するものたちすべてに 託されたものである
これを忘れてはならぬ 忘れてはならない
育みゆきしものたちよ
『わが名は地球』
忘れてはならない 命の星であることを
そなたたちが 共に歩みゆく時に
この星は 生きゆくことができるのである
共にすさみゆくことはならない
けしてそれはあってはならないことである
限りなき 空へと向かい 限りなき 大地へと向かい
大地と共にあり 星と共にあり 命と共にあり
それは そなた達であり しかし 我でもある

「

水

水甕の水や（みじがみぬ みじや）
光てぃ水鏡（ふぃかてぃ みじかがん）
水甕の水に（みじがみぬ みじぬ）
一 若水や（いちん わかみじや）
水甕の水や （みじがみぬ みじや）
抱く 親心 （だちゅる うやぐくる）

甕

」

の

唄

天と地の恵み（てぃんとちぬ みぐみ）
ゆがふしるし（ゆがふ しるし）
年の神宿てぃ（とぅしぬかみ やどぅてぃ）
珠になゆさ（たまに なゆさ）
産子 懐に （なしぐぅわ ふちゅうくるに）
真水 ためて （まみじ たみてぃ）

いま共にある そなたらの命
忘れることなきように その記憶 刻みゆけ
これがまさにこの世であり これがまさに命のとき
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楽園は今 命で溢れかえり
命たちと 共に歩みゆくことを 願い 望み 創ろうとしている
答えなければならない
そなた達の掌にある その 絶え間なき血潮を
答えなければならない
その 頭の中にある 知恵 知識で
そなた達はいま 創り続けゆく 未来を
しかしながらそれは 歩み続けなければならぬという 証である
一人では歩けず 人だけでは歩けず
命と共に歩みゆくことにより それはまた 次を繋ぎ続けゆく 証となる
そなた達の 証となる 命の 証となる 星の 証となる

※2013 年 6 月に行われた山中湖でのセレモニーにおいて、りかさんに伝えられました。
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