
p. 1 
 

 

 

 

 

 

 

ユニバース通信 

２０２３年 ３月号 
株式会社ユニバース  

元気治療室発行 Tel:049-269-7215  
mail  genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 

URL  https://universehappy.com/ 
 

植物は偉大な生命ですね。 

川越にいると畑も近くて、新鮮な美味しい野菜を食べられます。 

植物って本当にすごいと思います。  

置かれたところで根を張り、 花を咲かせ、 他の生物に食べられるこ

とによって 地球上に存在するほぼ全ての生命の「命」を支えてくれ

ています。 

 

植物は 光を(栄養)に変換できる、自然の 

「エネルギー変換装置」 
植物がなぜ他の生物を養っていけるかというと、 「光合成」ですね。  

植物の葉が、太陽の光を受けて デンプンなどの養分を作ってくれる

からですね。  

だから私たちは（ジャガイモや里芋、大根など）栄養たっぷりの野菜

を冬も食べられるのですね！ 

夏は夏で、ベランダに降り注いだ太陽光エネルギーも プランターに植えたゴーヤのお

かげで 私の口に入ったわけです。  

つまり植物は 光をエネルギー源(栄養)に変換できる、 生きた「エネルギー変換装置」と

も言える訳ですね。  

 

そうか！ 植物のおかげで、みんなが「光」を食べられる！ と、気づきました。  

何てステキなことでしょう！！ 

光を食べていると思うと、元気が出ますね。  

それからは、食べ物は、「光」と思って食べています。 

光を食べていると思うと食べ物が 一層美味しくなりますね。  

３月の美味しい光をモリモリ食べたいですね。 

tel:049-269-7215
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe
https://universehappy.com/
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２月の豪鷲＆天寿 
２月１日に天寿の母が亡くなりました。９２才でした。 

母は、昭和5年生まれ。長く認知症を患っていましたが、今思い出すのは元気なころの姿だけです。お通夜や葬

式には孫やひ孫も集まり、歌が好きだったおばあちゃんのために合唱して見送りました。その間、いただいた電

話にも出られずご迷惑をおかけしました。私は改めて人と人の繋がりが大切に感じられ、時間を大切にがんば

ろうと思いました。皆さまから温かいお言葉を多数いただき、ありがとうございました。天寿 

 

ズームセミナーが盛況でした。 
「魂のリーディング」に続いて、「エネル

ギー体の診断」のズームセミナーを行

いました。参加の皆さまが、その場にい

るのと同じようにすぐできて、素晴らし

いと思いました。私達が何年もかかっ

てやっとできるようになったことを１回

でできるようになるのですから、やっぱり「伝授」って効率的な方

法です。これからもどんどん企画していきます。 

プロフェッショナル養成 
脳科学ヒーラー養成講座、浄化マスター養成講座などの受講があ

りました。これからは生涯現役で仕事をしていける時代ですから、

副業や定年後にヒーラーになるのは、自分のためにも良いと思い

ます。もちろんすぐ始めたい方にも、私達が知っている限りのこと

をお伝えして応援します。本心が望んでいるなら、始めてみてはい

かがでしょう。やった人はみんな道が開けています。もちろんそれ

なりの苦労はあると思います

が、好きなことで苦労するの

は楽しいし、皆さん生き生き

お仕事されています。 

川越でアニマルコミュニケーションと、ペットヒーリングのセミナーを行いま

した。（次回は３月５日に東京で行います。） 

参加者のお二人をご紹介しますね。 

まず、ベテランのTさん。Tさんは、もう２０年も捨て犬やノラ猫の「引き取り

と保護」の活動をしてきました。保護した動物は、看取りまで家族のように

面倒をみてきたのです。チャネリングしたら、動物が「ママ（Tさん）はクジラ

だよ」と言っていたので、聞いてみたところ、Tさんはクジラから動物の問

題に入ってきて、その当時部屋にザトウクジラのポスターを張っていたと

のこと。私のイメージにもフジツボがついた大きなザトウクジラが見えてい

たのでびっくりしました。💦💦 

右の写真の方は、カズちゃん。キャンピングカーで愛犬と旅する移動ヒーラ

ーです。「自分プロデュース講座」も受講していて、プロとしての活動をマイ

ペースで始めています。この日もキャンピングカーでこのセミナーに参加。

旅の途中でした。カズちゃんの得意分野は、「人間関係で長い間我慢してき

た人の心を開放するヒーリング」。 いいですね～‼ これからの時代、カズ

ちゃんみたいな爽やかなヒーラーが大活躍しますね！ 皆さま応援よろしくお願いします！ 

病気のない世界のシリーズを始めました。 

今年は私達も思い切ってやっていこうということで、その１つが、病気という不幸をこの世から無くす

ミッションです。病院通いに大切な時間を使わずに、人生を楽しく過ごしたいですね。「認知症」のセッ

トは、おかげさまで大好評をいただいています。次は「うつ病」、そして来月は「がん」でつくろうと思っ

ています。ヒーラーの方にはご自分のセッションにぜひ役立てていただきたいです。 

付箋で名前を張り替えて使えば、１つでも複数の人に使うことができます。 
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ドリーム会員さん募集 「先が見えない時代」

にこそ、ドリーム会員さんでいてください！ 
世界が不安定で、揺れ動いているこの時代を、ドリームのように、 

楽々と乗り超えていきませんか？ 
 

私たちは毎月多数の「ユニバース通信」を郵送しています。ごくまれに、住所不明

で戻ってきたり、「亡くなったので、もう送らないでほしい。」と電話がかかってく

ることがあります。そんな時はガーンという気持ちと、どうして亡くなったのだ

ろう？ヒーリングはしていたのかな？と、しばらく気になります。 

私達にとってユニバースの受講者さまは、エネルギーで繋がる大切な仲間です。

その中でも「ドリーム会員さん」は、私達に期待を寄せて会員になってくれた、特に身近で大切な存在

です。 

ドリーム会員さんが安心してご活躍できるように、私たちはたくさんのサービスで全力サポートして

います。好きな伝授を受けられたり、迷った時には YES/NO 判定。困りごとには、豪鷲＆天寿が相

談にのり解決のためエネルギーを送ります。他にもいろいろ手厚いサービスでドリーム会員さんをし

っかりサポートいたします。もし、まだドリーム会員になっていないなら、あなたのご参加を心からお

待ちしています。 
 

★過保護？な程のサービスで守ります。 

今は、過保護が良いのです。なぜなら現代は、あなたの「健康」と「安心」が いちばん大

切！エネルギーでしっかりとサポートされてこそ がんばれる時期なのです。 
 

★初年度 6 万円の年会費が 1 万円ずつ 6 回払いに分割払いできるように

なりました。毎月 1 万円の 6 回の分割にしても合計金額が割高になりません。 

２年目からは年間５万円となります。 
 

お申込み：メールか、お電話０４９－２６９－７２１５ 
あなたのお申し込みをお待ちしています。豪鷲＆天寿 
 

 
―ドリーム会員さんだけのサービス― 

緊急時に、すぐにヒーリングが受けられる 

「レスキュー・ヒーリング」で守ります。 
調子が悪かったら私達にすぐ連絡してください。 
すぐ遠隔ヒーリングを送ります。エネルギーを「登録」しておきますので、１回で足りなかったら何回で

も受けられます。ドリーム会員さんの期間中でしたら、何回でも無制限に無料ですぐ受けられます。 

他にも、ドリーム会員さんを守るサービスがいっぱい。 
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●あなたの健康と安全を私たちがインダクションします。 

ドリーム会員の皆さまがスムーズで幸せに過ごせるようにインダクションを私達が毎日行います！！ 

●「メドベッドのエネルギー」で、あなたのエネルギー体を守ります。 

病気にならず、免疫力アップ。再生がスムーズに進む、未来テクノロジーのエネルギーです。 

●あなたのお家に「光の柱」を、私たちで立てます。 

「光の柱」に守られるので、ご家族も安心です。 

●金運アップ、運気アップのエネルギーが入った会員カード(エネルギー封入プラチナカード。これが

あると、水曜日の応援のエネルギーや幸運エネルギーがパワーアップします。 
 

●好きなエネルギー1 つ(33,000 円分)を会員の１年に１回、遠隔伝授いたします。 
お好きなエネルギーをご希望日に受けられます。伝授を受けると、そのエネルギーを一生使うことができます。 

今まで紹介のエネルギーやマントラ伝授から選べます。 

迷ったときには YES/NO 判定してもらえて迷いがとれる 

どちらがよいか、迷う時間がもったいない。そんなときは、気軽に豪鷲＆天寿に訊いてみよう。 

会員期間中、無制限に何回でも YES/NO 判定を頼めます。悩んでいる時間が大幅カットできます。 

豪鷲＆天寿が相談にのり、エネルギーを送る６０分の「個人相談セッション」 

誰にも相談できない困りごとに、YES/NO 判定やエネルギー診断なども使って、原因や解決方法を見つけ、改

善のために豪鷲＆天寿がエネルギーを送る、６０分のセッションです。ご自分の健康やご家族の悩みでも何でも

ご相談ください。 

●「水曜日は応援のエネルギー」でパワーアップ 

毎週水曜日には、あなたが出すエネルギーが強くなるように、豪鷲＆天寿が、「応援エネルギー」を送っていま

す。(毎週水曜日の 24 時間)。だから、水曜日はたくさんエネルギーを送ってみましょう。エネルギーの感覚も

効果も高くなりますよ。 

●毎月 15 日には、「ドリーム会員限定のお楽しみエネルギー」をプレゼント。 

どんなエネルギーかは、「ドリーム会員通信」でお知らせしています。 

お誕生日には、ステキなお誕生日プレゼントとお誕生日「DNA ヒーリング」40 分

間プレゼント。 
●毎月全員に「ドリーム会員通信」がポストに届くので、パソコンのない人も安心です。 

ドリーム会員の会報誌では、毎月、ドリーム会員だけの、エネルギー製品特別割引をしていま

す。受け取り忘れがないように、メールでのお知らせもしています。 

●ドリーム会員さんより● 

「いつも守られていることに感謝。」 

ドリーム会員になって、ユニバースがいつも身近に感じられ、エネルギーを送るときにも前より強く感じられるよう

になりました。あと、ちょっとしたことですが、「運がいいなぁ」と思えることがよく起こります。考えてみると、今年は

いつもと違ってカゼをひくこともなく、喘息の発作もなく過ごせています。いつも守られていることに感謝です。 

「毎週水曜日の応援エネルギーでパワーアップ」 

こんばんは(*^^*)ドリーム会員の○○です。今日は、水曜日の「応援のエネルギー」の日なので、光の柱を立てたり、

浄化したり、大忙しでした。 毎週水曜日は、手の感覚も強くて、エネルギーが多く出ているのが分かります。だから

安心してエネルギーを送れます。 

「相談セッション」で、悩み解決 

昨日は相談セッション、ありがとうございました。誰にも言えなくて悩んでいたのですが、長い間の肩の荷が下りまし

た。こんな個人的なことをお二人で熱心に聞いていただき、YES/NO や、アドバイスやヒーリングまでしていただ

き、本当に楽になりました。困った時にも一人でないことで安心できて、心が明るくなりました。 

ぜひドリーム会員さんになって、私たちの身近にいてくださいね。 

💛💛新規お申込みのかたには、記念品（エネルギー製品）をプレゼントいたします。 

💛💛お申込みは TEL049－269－7215 
メール   genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp   

mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
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皆さまからのお便り 

いつもありがとうございます 
ドリーム会員さんの「相談セッション」で、エネルギー体を診断して、ヒーリングを受けた Aさんから。 

「昨日はありがとうございました。 

エネルギーでの健康診断をして頂いて、特に悪いところは無いとわかって安心しました。 

今朝はお肌がいつもより潤っています。今も目がぱっちり開いています。 

若返りましたね�����ありがとうございました����」 

 

マントラ伝授の「自信が戻るマントラ」をうけた、Kさんより。 

マントラ伝授を受けて、大当たりです。マイナスの想念が出そうになると止まって、自信に

変わります������ 

複数の自己中心的な人からの一方的な嫌味や不平不満はスルーして流しています。 

天の川銀河の中心バルジの周りはブラックホールなので、自分と周りからもたらされる不

運、不幸が全てそこに吸い取られて、新しいいい展開やプラスの出来事が起きると確信、

イメージしてマントラを唱えています������������������ 

 

認知症予防と治療のセットを購入した Kさんより 

本日認知症予防セットの入金させて頂きました。さっそく自分に試したところ、確かに脳の中心から全

体にかけてエネルギーの流れを感じました。 

母親の場合は、気持ちよくなるそうで、しばらくすると寝てしまいます。����  
数ヶ月単位でまた様子を見てみます。ありがとうございます。���� 

 

ズームでのエネルギー診断セミナーにご参加の Tさんより 

本日は、エネルギー診断のセミナーありがとうございました。������������� 

エネルギーを信じて使えば使えうほど、エネルギーとの関係が強くなり、エネルギー

が、結果を出してくれることを実感するこの頃です。誰かの笑顔の為に自分幸せの

為にこれからも「愛と調和」、「愛と感謝」のエネルギーを沢山使い続けたいと思いま

す。����� 

天寿先生には悲しみの中ご多用の中何事もなかったような笑顔でご指導ください

まして本当にありがとうございました。������������� 

大難が小難になり、小難が無難になるペンダントを購入した M さんより。 

さっそくペンダントの効果を感じた出来事があります。 

二週間ほど前のことです。くしゃみ・鼻水が出て、花粉症の症状が早く出たのかな、くらいに思っていま

した。 その数日後の夕方、倦怠感と発熱（38.6度くらいまで）の症状が出たため、花粉症ではなく風

邪だと思い、翌日に診察を受けました。 ところが、なんとインフルエンザに罹患していたのです。 

しかし、発熱は数時間限りのものでしたし、薬を飲まずに熱は自然に下がっていました。診察を受けた

ときには平熱でした。 診察した医師も少し驚いていました。 

心配していた家族への感染もなく、ずいぶん軽く済みました。 

以前インフルエンザにかかったときには本当に辛かったのですが。 

ペンダントを付けていてよかったです！！���� 

 

お詫び：紙面の都合でいただいたメールの一部しか掲載できませんでした。 
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困った時に「その場でさっと使えるようにできませんか？」というご要望にお応えしま

した。即効性の高い「マントラ伝授」、大好評につき追加しました。 

 

追加魔法の言葉「マントラ伝授」 
ユニバースのマントラはエネルギーのスイッチをオン！にする言葉です。 

ひとこと言うだけでパッと状況が変化します。 

伝授で使えるようになるので、いつでも使えて、一生役立ちます。 
 

NEW３月のお勧め 

「印象がパッと良くなるマントラ伝授」 
33,000 の伝授が 15,000 円。（ヒーリング１０分＋伝授と使い方約 20 分で、約３０分） 

「マントラ」をつぶやくだけで、相手から見たあなたの印象がパッと良

くなります。 
このマントラをつぶやくと印象が良くなります。直感的に「良い人だ」と思っ

てもらえます。特に初対面の人には効果絶大です。印象が良いとその後の

人間関係にもプラスです。人を相手にするお仕事には大活躍のマントラで

す。 
 

伝授は基本 33,000 円のところを大サービスです。マントラなので、ことばをつぶやくだけです。以前

「サピエンスメソッド」のセミナーを受けた人は、内容が重なるので、受ける必要はありません。 

ヒーリング 10 分とマントラの伝授と使い方練習 20 分。約 30 分の伝授セッションです。お申込みの際、

ご希望の日時をお知らせください。メールか、お電話０４９－２６９－７２１５でお待ちしています。 

 

NEW３月のお勧め 

「怒りを鎮めるマントラ伝授」 
33,000 の伝授が 15,000 円。（ヒーリング１０分＋伝授と使い方約 20 分で、約３０分） 

「マントラ」をつぶやくだけで、怒りが鎮まります。 

怒ることは悪いことではありませんが、感情にまかせて怒っても、ほと

んど良い結果にはなりませんね。 

このマントラは、怒りのパワーを鎮めるマントラです。 

相手にも自分にも使えます。このマントラを唱えると、怒るよりももっと

良い道に向かえます。 
ヒーリング 10 分とマントラの伝授と使い方練習 20 分。約 30 分の伝授セッションです。メールか、お電話

０４９－２６９－７２１５でお待ちしています。 
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これからのユニバースセミナー日程 

未来が開ける講座 
お申込みは、メールか 

０４９－２６９－７２１５ 

 
「まだ間に合う！ 

３月５日（日曜日）は、２つのチャネリングセミナーを東京で！ 
神田駅すぐ近くの会議室エッサム２号館（神田駅から徒歩 3 分） 

① 「アニマルコミュニケーションとペットヒーリング」セミナー 

3/５（日）午前１０時から１３時（アニマルコミュニケーション伝授参加費３万円） 

② 「チャネリングセミナー」3/５（日）１４時～１７時 

チャネリングができる伝授付き参加費２万円  

ユニバースに聞きたいことをみ～んな聞いてみましょう。 

★参加費の割引午前・午後、①②の両方参加の場合、参加費 5万円となるところを 1万円引き＝4万円

と致します。ご参加お待ちしています。 

 

川越オフィスで楽しいセミナー😊😊😁😁 

NEW 「石と仲良くなるセミナー」💛💛石と仲良くなる伝授つき 

4 月 2 日（日曜日） １３時～15 時 30 分 ㏌川越オフィス 
チャクラのクリスタルセット＋隕石「剣」１１，０００円の石がもらえる。  

パワーストーン付きで、参加費は 15,000 円！ 

石の見方や、石と仲良くなる方法や、石のエネルギーの使い方をお伝えしま

す。石と仲良くなる伝授があるので、石と心が通います。石ともっと仲良くなり

たい方にピッタリのセミナーです。 

●ストーンヒーリングを体験できます。●クリスタルの繊細な波動や、隕石のすごいパワ

ーを実感できます。 ❤石と、一生のお友達になれます。０４９－２６９－７２１５ 

 

NEW腸活（ちょうかつ）セミナー  

４月２９日（土曜祝日）㏌川越オフィス 

１３時～１５時３０分 参加費１５，０００円 
【腸内環境が良くなる伝授付き】【腸内細菌を善玉菌優位にする、酵素たっぷ

りの特別おやつ、付き】  
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腸内環境を良くする伝授と、善玉菌を増すおやつを試食できます。１日でお腹の調子が

良くなるセミナーです。❤豪鷲＆天寿が参加者の「腸内環境」をヒーリングします💛💛伝

授なので自分でも腸内環境を整えられます。 
「お腹」は健康ですか？わたしたちの腸内には細菌が住んでいます。およそ 1,000 種類、100 兆個。

重さにして、1 人 2 キログラムもいるのです。腸内環境は、全身に影響を与えています。腸内環境が良

くなると、免疫力がアップし、頭が良くなり、若返る、と、良いことばかりですね。０４９－２６９－７２１５ 

 

ズームセミナーのご案内  
ズームセミナー・伝授付きでスキルアップしませんか？ 
メールでお申込みください。ズーム情報をお送りいたします。 

どのセミナーもテキスト付き。３か月のフォロー付きで安心！です。 

１，「封入を極める！」自分でエネルギー製品が作れる伝授セミナー  
ZOOM 開催 ３月１９日（日曜日）１３：００～１５：００ 参加費：1５,000 円  
封入が強力になる伝授付きのセミナー 

エネルギーの入れ方、抜き取り方。 

例えば、お茶の味を苦くしたり、薄くしたりしてみます。 

エネルギー製品を作ってみましょう。 

エネルギーCD など、の作り方。 

エネルギーが十分入ったことを確認する方法。 

自分で作ったオリジナル商品を、販売することもできます。 

エネルギーのコピーのし方。 

１つのエネルギーから、たくさんへ、エネルギーをコピーし増やす方法。 
 

２，３月２６日（日）人間関係の「診断」と人間関係改善。伝授付きセミナー 

ZOOM 開催 １３：００～１５：００ 参加費：1５,000 円  

人間関係のエネルギーから、「関係性の状態」を読み取り、人間関係の

改善力がアップするズームセミナーです。伝授付きなので、セミナー

後も「人間関係改善スキル」を上げていけます。 
 

このスキルがあると、人間関係の状態を診断できます。自分が所属する人間関係を良くできるのはも

ちろんですが、従業員のいる方や、職場のリーダー、お店の店長さんや、学校の先生、同好会の部長さ

ん、教室運営している方など、人と接する仕事の方には、仕事に生かせるスキルとなります。人間関係

の問題を問題が表面化する前から、把握して対応できるので、良い関係、良い集団にしていきます。 

人間関係が良いことは、日々の「やりがい」や「幸福感のアップ」につながります。この機会にしっかり

身に付けましょう。０４９－２６９－７２１５ 
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３，４月２３日（日） 
アニマルコミュニケーションとペットヒーリング。伝授付き 

ZOOM 開催 １３：００～１５：００ 参加費：1５,000 円     

全ての生き物は貴重で尊い命を宿している地球の仲間です。命として

共感できるから、コミュニケーションができるのですね。 
●どんな動物ともアニマルコミュニケーションできる。 

●ペットヒーリングのやり方が分かり、ペットの健康を守ってあげられる。 

会場で大好評だった、アニマルコミュニケーションとペットヒーリング・ 

ズームで受けられます。愛するペットのためにこの機会にぜひ受講してくださいね。自分でヒーリング

できるとペットが元気で長生きしてくれます。医療費も助かりますね。 
 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 

今月のお勧め遠隔ヒーリング 

新しい環境で順調なスタートのための遠隔ヒーリング 

１回４０分6,600 円 
新しい職場や学校で、新生活を始める方のために１，新しい環境に早

く順応でき、人間関係や仕事のスタートが順調にいくヒーリングを行

います。ご希望の方はどうぞお申込みください。 

電話 ０４９－２６９－７２１５ メール genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 

 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 

 

🎁🎁３月のエネルギープレゼント🎁🎁 
受講者はどなたでも受け取れます。 

３月２５日（土曜日）２１：３０～２２：００には、 

「タイミングのエネルギー」を送ります。 

「タイミングのエネルギー」 

３月２５日（土）２１:30pm-２２:00pm  
★３月は、「タイミングのエネルギー」をプレゼントします。同

じことでもタイミングよくやるかどうかで結果は大違いで

すね。このエネルギーは、行動のタイミングが良くなって、

順調でラッキーな結果になるエネルギーです。 

以前にも送って大好評でした。これから何をやろうか考えながら、楽しい気分でお受け

取りくださいね。 豪鷲＆天寿 

mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
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メルマガハッピー通信にご登録ください。 
週５日位？届く無料のメルマガ。 

★これを登録された方には、「ハッピー通信」の他 「更新のエネルギー受取日通知」や、「プレゼ

ントエネルギーの通知」などもお知らせ配信しています。受け取り忘れがなくなるので、登録がお

勧めです(^_^)V 解除したい場合は、ワンクリックでできます。 

●迷惑メール防止機能が強くなっていて、こちらでは「配信済み」なのに、届かなくなることが多

いです。下記の２つのメールアドレスを受け取れるように、アドレス帳に登録するなどしてお申し

込みください。もし、途中で来なくなったら、このコードで再登録してみてください。 

universeinfo@universejp.com 

genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 
 

「地球を良くする仲間の会」募集中。 
う毎日５分、地球にエネルギーを送ってくれる仲間を募集しています。 
❤毎日地球に５分エネルギーを送るという大変地味な活動ですが、毎日メールが届きます。一人ぼっちではな

くて、仲間と一緒に送っていると思うと心強いですね。地球にエネルギーを送ると、エネルギー循環が良くな

り、あなた自身にも、何かしら良い変化が起こってきます。地球と一緒に良くなっていけるなんて、とてもステ

キですね。 メール genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp か、お電話でお申込みください。無料です。 
 

「若返りクラブ会員」募集中 
老化は病気と同じようにヒーリングで治せる時代になりました。若返って人生

をもっと人生を楽しみたい方の、若返り DNA ヒーリングを受けられるクラブで

す。会費は毎月１万円です。若返りクラブに入ると、毎日自分で決めた時間に１５

分間の「若返り DNA ヒーリング」を受けられます。また、好きな時間に何回でも

その月のテーマの若返りエネルギーを受け取れます。ご興味のある方は、お電話

でご質問ください。１か月【１万円】だけお試しで受けてみることもできます。お

気軽にお申込みください。TEL０４９－２６９－７２１５ 

 

★(＾◇＾)/毎月 1 日は、「更新のエネルギー」を受けましょう。 
２０２３年３月１日の次は４月１日です。「更新のエネルギー」を受け取りましょう。 
毎月１日に、私たちに更新されたパワーアップ分を「更新のエネルギー」として、皆さまに送っています。受講者が

「更新のエネルギーを受け取る」と言うと受け取れます。1 日は、24 時間受け取れます。 
「ごうしゅう・てんじゅ夫婦からの更新のエネルギーを受け取る」と、宣言すると、エネルギーが来ます。自分から意識を向け

るようにすると、感覚がわかりやすいです。２０分くらいで足ります。何回かに分けて受け取っても構いません。受け終わった

ら、「豪鷲＆天寿にユニバースエネルギーを送る」と、ちょっと送り返してください。こうすることで、エネルギー交換される

ので、受け取ったものが定着します。 
 

★地球にあなたのエネルギーを送りましょう。 
よかったら「地球を良くする仲間の会」にご一緒に参加してくださいね。 

地球に送るやり方は、地球をイメージして、そこに手を向けて「地球にユニバースエネルギー

を送る！」といって、エネルギーを送ります。そのあと「戦争や貧困がなくなった」とか「日本

列島が災害から守られた」など、思っていることを付け加えても結構です。私たちは毎晩10

時から２０分間送っていますが、５分でもいいので、ご都合の良い時に参加してくださいね！ 

 

 

mailto:universeinfo@universejp.com
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
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最後に 豪鷲（ごうしゅう）のひとり言 
 

豪鷲３月の独り言 

自然と触れ合いたいで独り言 

春、躍動の季節になりました。 

気温も地温も上がってきますね。 

植物も動物も虫も活発に動き始めます。 

もちろん人間も活動しやすくなりますね。 

今年は、ネットやスマフォばかり見ていないで、 

植物や土や動物を見たり触れ合ったりする時間を増や

しましょう。 

今は、ご存じのように情報が山のように押し寄せています。 

しかも、本当か嘘かわからないものも大量にある世界になっています。 

もちろん、真偽を確かめる時間などないですよね。 

出来ることは、信頼できそうな方からの情報を出来るだけ得るぐらいかと思

います。 

だから、情報ばかり気にしていますと、疲弊して来てしまいますね。 

それより、植物や土や動物など自然とふれあい、振られない心を養いたいで

すね。 

目の前の自然は、いつも真実を伝えてくれます。 

そこを起点にして考えをリセットしたり、見つめなおしたりしてみましょう。 

ではまた来月号をお楽しみに！ 

この世界から病気をなくすミッションを開始しました。 
先月は「認知症の予防と改善」の製品を販売し、大好評でし

た。１つ買った人が続けていくつも買ってくださることがよ

くありました。認知症のお母様がお元気になったという、嬉

しいニュースも届いています。 

今月は、「うつ病の予防と改善」の製品です。誰にでもうつ病、うつ症状を治

せる装置を作りました。３万円のところ、今月は、１万円で販売です。 

身近に「うつ」で困っている人がいる方、ぜひ使ってみ

てください。もちろん、ご自分の気分の落ち込みの予防

にも使えます。 

これからも「病気のない世界」をめざしてがんばります。 
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「うつ病」の予防と改善セット 病気のない世界② 

●うつ病のヒーリングに！ご自分の気分落ち込み防止に！ 

    ３万円＋税のところ３月中は１万円ピッタリ 
改善しなかった場合は全額返金します。 （商品を返す必要もありません） 
脳と神経細胞のピクチャー（絵）と、「うつ病とんでけ水晶玉」のセットです。このセット

で、うつ病とオサラバしましょう。 

一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめな

いといった自覚症状が続いている場合、うつ病の可

能性があります。うつ状態では、物事の捉え方が否

定的になり、自分がダメな人間だと感じてしまうこ

ともあります。普段なら簡単にこなせる問題も、実際

よりも重く、つらく感じてしまうようになります。イラ

イラしたり、焦る気持ちも出てきます。本人も辛い

し、見守る家族も辛いです。このセットで「うつ病」

や、「うつ症状」を簡単に改善できます。 

―使い方― 

１， ピクチャーに（誰の脳に送るのか）その人を

はっきりさせるため、名前を書いてください。でき

れば写真も置いてください。 

２， 「光の水晶玉」をピクチャーのシールの場所

に置きます。 
水晶玉が転がらないように、天然石のリング（指輪）を置いて

、水晶玉を置いてください。 

３， 水晶玉を置くと、エネルギーが送られます。１

日１回は水晶玉を置きなおしてください。 
◎すぐに変化が見えなくてもエネルギーが送られ、脳の中では回

復・再生が始まります。ほとんどの方は１ヶ月以内には何らかの変

化が見えてきます。ユニバース受講者の場合は、このセットを使っ

て、さらに遠隔ヒーリングすると効果的です。 

※直射日光や高温を避け、室内の安定した場所においてください。 
 

「病気のない世界」シリーズは、人間から病気という不幸をなくすことを

願ってつくられた製品です。 

(株)ユニバース 埼玉県川越市南台３－１－５リラティヴ南大塚３０２  genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 

 

メールか、TEL０４９－２６９－７２１５までご注文ください。 
プロヒーラーの方にもお勧めです。使い方などのご質問にもいつでもお答えします。 

mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp

