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心ウキウキする夏がもうすぐやってきますね。
梅雨が明けるとそこは青空。
セミの声や子ども達の歓声。
楽しくて明るい 7 月を過ごしましょう！
6 月 21 日には、東京セミナールームで、初回のレベル 3 バージ
ョンアップセミナーを開催し、定員一杯の 6 人の方が参加してくださいました。
感染症予防のため、フェイスガード配布や消毒液、換気を良くして行いました。
参加された人からは、「エネルギーが大きく膨らんで感じられた。」「レベル 3 がで
きている実感が持てた。」などの感想をいただきました。

7 月は、7/19 日(日曜日)「アップグレード・レベル３セミナー」１４：００～
１９日は、13 時から、復習(レベル 1&2)
14 時から１７時、レベル 3 セミナー、です。
お申し込み：東京セミナールーム TEL０３－６２６４－８４４３
今回は、ユニバースエネルギーの向かう未来が明確になるレベル３セミナーに進歩しました。
レベル 3 の再受講料金は、8 月まで割引料金になっています。

来られない方は、別日に個人受講できます。お待ちしています。(^o^)
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【レベル３を受けましょう。】
テキストを「更新」いたしました。
「光の DNA」などを加えた内容にバージョンアップしました ！
あいさつ
このたび、レベル３テキストを改訂しました。
ユニバースセミナーは、始まった当初から、
レベル１，「健康と幸運にエネルギーを役立てる」、
レベル２，「自己実現、願いや願望をエネルギーで叶えていく」、
レベル３、「宇宙の中心に位置づき、なりたい自分を創造する」 というテーマでお伝えして来
ました。
実は、ユニバースの伝授セミナーがスタートしたころ、
レベル３は、「宇宙の中心に位置づいて、自分の宇宙の創造主になる」という、テーマとエネル
ギーは最初から届いていていました。
ですが、受け取っている私達が、よく分からなかったので、しばらくエネルギー伝授だけという
期間がありました。 そのあとは、「レベル３の意識」になってエネルギーを使うということで、
お伝えしてきました。
そして今回、レベル３のエネルギーが新しく２つ加わりました。
これによって、レベル３のテーマが、ぐっと実践しやすくなりました。
もちろん、レベル３のめざすところは、ずっと一貫していますし、レベル３のエネルギーが変化し
た訳ではありません。
レベル３がバージョンアップしたのは、時代が進んで、お伝えしている私達の意識も進歩して、
レベル 3 の目指すところをより実践しやすくお伝えできるようになったということなのです。
レベル３の考え方は壮大ですが、やり方はユニバースらしくとても簡単です。
8 月いっぱいまでは、再受講料金を割引しています。
久しぶりの方も、レベル３再受講でお目にかかれますことを楽しみにして、お申し込みをお待ち
しています。

レベル３セミナーの日程
今月は●7 月 19 日(日)
１３：００～１４：００ レベル１とレベル２の復習。(自由参加)

■１４：００～１７：００ レベル３セミナー。
★8 月は、８月 16 日（日） 会場：東京セミナールーム
ご自宅で受講もできます。お電話 03－6264－8443 でお問い合わせください。
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光の DNA エネルギーを伝授します。
■レベル３・セントラルのエネルギーは、
「宇宙の中心に位置づき、なりたい自分を創造するエネルギー」。
「レベル３の意識」になると、すべては自分の中にあることになり、内なる宇宙と外な
る宇宙が一つになります。

■自ら進化する自分になっていく。
「光の DNA」（DNA が進化するエネルギー）
DNA は宇宙が作った生命の設計図です。
私達は、 最初、DNA から病気のリスクを取り、若さや健康に関する遺伝子を活性化させて、「理
想の DNA」を編集しようとしていました。ところがそうやっているうちに、ユニバースから「DNA
の新しいエネルギー」が降りてきました。人間は、１人１人が創造的で芸術的な存在に目覚めてい
くのだと感じたエネルギーでした。

■宇宙からの応援が降り注いでくる。
「光の進化を進めるエネルギー」（宇宙からの応援が入るエネルギー）
「光の進化を進めるエネルギー」は、最初は私達が、「ディベロプメントアゲイン」や、「才能が花
開くエネルギー」、「富の循環エネルギー」を編集して作ろうとしていました。
ですから、このエネルギーは、発達を進めるエネルギーや能力や個性が花開き芸術に高まるエ
このエネルギーを取り入れて、あなたが 光のように輝き、あなたらしく幸せになり、周りを明
るく照らす存在になりましょう。

●おうちで個人受講もできます。
お電話や zoom、LIN、スカイプで受講できます。（3 時間程度）
日程調整してご希望の日におうちで受けられます。

再受講の受講料金は、個人受講も３万円＋消費税＝33,000 円です。
電話の場合、こちらから
お申し込みをいただきましたら、郵送かメール添付でテキストを送りま
す。
お申し込みは、メール genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp か

☏03－6264―8443 でお待ちしています。
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❤皆さまからのお便りコーナー
(*^_^*)(^o^)/わーい！！
◎セミナー感想
人間関係マスター養成講座を《電話で》受けて、「宇宙ハーモニー」のエ
ネルギーを流していたら、本当に職場が和やかになりました。笑顔が多く
なったです。転職したところだったので、とても助かりました。F さん
人間関係マスター養成講座《電話で受講》のあと、私に対しての嫌がら
せがピタリとなくなりました。長年なぜ嫌われるのかわからず悩んできたので、嬉しいです。A さん
遠隔ヒーリングの調整セッションを受けてから、エネルギーが出ていることがはっきりと分かるように
なり、嬉しいです。K さん
レベル３再受講は手の消毒、フェイスガードもあって、コロナ対策安全のセミナーでした。私はレベル２
まではよく使っているのですが、レベル３は、かなり忘れてしまっていたのですが、今回はやっと分かっ
た気がしました。再受講は必要ですね。それに「光の DNA」は、すごいエネルギーでした。自分がこれから
どうなっていけるのか楽しみです。
ユニバースはレベル３を伝えたくて、レベル１やレベル２も用意してくれたのかな？と、思いました。と
にかくスケールの大きなエネルギーで驚きました。T さん

◎更新のエネルギーにご感想をいただきました。(^o^)(^_^)v
おはようございます。更新エネルギーをありがとうございます。
昨日ば、予定に書き込んでいたものの、一日バタバタしていて気がついたら、23 時半を過ぎていました。
慌てて、ベッド に行き、横になって受け取りました。
足の先までビリビリとエネルギーを強く感じ、足の指全部が、エネルギーのビリビリ感でまるで動いてい
る(小刻みに振動している)ような感覚でした。
エネルギーを受け取り、お二人にお送りして終了。目を開け、ベッド横に置いた携帯で時間を確認すると、
00:00 ピッタリ。これにもちょっとビックリしました。
取り急ぎ、昨日の体験ご連絡まで。 今日も笑顔にあふれる一日を。 M さん
昨日、21 時半頃からお風呂の中で受け取りました。いつもは、就寝前に布団の中で受け取りながら寝
てしまっていたので、今回はしっかり意識して受け取ろうとお風呂の中なら誰にも邪魔されず集中でき
ると思いやってみました。 始めると、身体が湯船の中に沈み込むように重くなり、しばらくするとフッと
軽くなって身体がフワフワ浮いたように感じ、とても心地よかったです。最後にこちらから送ると身も心
も軽くなり、疲れも取れ、頭もスッキリしたように感じました。やはり、ちゃんと最後まで意識して受け取る
事が大事ですね。
いつもハッピー通信楽しみにしています。 今回初めて返信いたしましたが、感染予防のエネルギーも
毎日受け取っています。そのお陰で、私自身も家族も元気に過ごせています。ありがとうございます。T
さん
◎６月の 15 分遠隔ヒーリング。ユニバースを受講していない人にも行いました。
ユニバースを受けていない人からのご感想です。
ありがとうございました。 とても不思議な感触でした。胃が活性化されて盛んにキュルキュルと音
がしてました。両手の平がビリビリジンジンして電気を帯びたようでした。鼻の付け根の奥がフワッとして
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気持ちが良かったです。両足の裏にもビリビリジンジンが来てました。なぜか、ある人のことがやたらに
思い起こされ、とても懐かしく貴重な思い出であり貴重な人であることを認識しました。とても平和で
清々しい気持ちになりました。理由もなく、良いことが起きるような感じがしました。
以上がユニバースエネルギーに直に触れた私の体験談です。とても上質で、優しく、愛に満ち溢れたエ
ネルギーなのですね。ありがとうございました。ユニバース製品や本だけでは味わい尽くせない感触の
体験に驚きと感謝でいっぱいです！！
※無料の１５分ヒーリングは、コロナも落ち着いてきたので、６月いっぱいで終了させていただきました。

◎ドリーム会員の「DNA ヒーリング」「相談セッション」役立ちました。
こんばんは。 いつもユニバースエネルギーの大きな愛をありがとうございます。
先日、誕生日プレゼントの DNA ヒーリングエネルギーをありがとうございました。翌日目覚めの良い事・・・
さわやかに５時に目が覚めました。若返りました。 何よりのプレゼントでした。深謝
それからその前に相談セッションで、ヒーリングエネルギーを送っていただいた義姉が昨日、日帰りでは
ありますが帰宅することが叶いました。 ヒーリングしていただいた時は胸に水が溜まって大変でした
から病状がかなり回復していると思います。
私はヒーリングして頂いたおかげだと確信しておりま
すが、主人も周りの人もエネルギー等には理解なく否定的な方達なので言えていません。 受け入れ
てくれればもっと効果が上がるのにと残念です。でも、密かに遠隔ヒーリングは続けてやっています。
T さん
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

これからの日程

７月の日程・・・お申し込み 03－6264―8443
７月２日（木曜日）と、７月１６日（木曜日）。「女子会」19 時か
らです。
zoom でご参加いただけます。メールで参加連絡ください。ID、
パスワードを送ります。豪鷲も参加しています。男性もどうぞ。

７月 1２日（日曜日）13 時から 15 時。「ズーム練習会」参加
費１，５００円。
テーマは「遠隔診断」。
離れている人の体の状態を読み取ることです
ね。
練習会 QR コードを読み取ってください。→
または、メールでお申し込みいただき、ID とパスワードを
送ります。
７月１９日（日曜日）レベル３再受講セミナー。東京セミナールーム
１３：００～１４：００ レベル１とレベル２の復習。東京セミナールーム
１４：００～１６：３０ アップグレードレベル３セミナー。東京セミナールーム

７月 2５日（土曜日）２１：３０から２２：００プレゼントエネルギー
「脳力アップの DNA ヒーリング」
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８月の日程・・・お申し込み 03－6264―8443
８月９日（日曜日）13 時から 15 時。「ズーム練習会」参加費１，５００円。
８月１６日（日曜日）レベル３再受講セミナー。東京セミナールーム
１３：００～１４：００ レベル１とレベル２の復習。東京セミナールーム
１４：００～１６：３０ アップグレードレベル３セミナー。東京セミナールーム

８月２３日（日曜日）ユニバースエネルギー伝授セミナー。東京セミナールーム
レベル１セミナー １０：００～１３：００
レベル２セミナー １４：００～１７：００
レベル３セミナー １７：３０～２０：３０

大阪セミナー ８月２９日(土曜)、８月３０日(日曜)、梅田の会議室
大阪８月２９日｢土曜｣
●１０；３０から１２：００
ストーンヒーリングでチャクラの調整。 自分でできるストーンセット付き。
チャクラ調整の天然石セットのエネルギー製品付き。
参加費は１１，０００円。商品代金のみ。
チャクラヒーリングで、いつでもリフレッシュできるようになります。(^o^)/

●１３：００～１４：３０
YES/NO 体験講座
―受講していない人のためのエナジー講座―
『神判断ができる「秘密のテクニック」が使えるようになる講座。』
今回は、YES/NO のセッションを無料体験会でお伝えします。
無料体験会なので、対象者はユニバースを受講していない人です。
どうぞ、 お子様やお友達にご 紹介下さい。 良かっ たら、 紹介者と一緒にご参加下さい。
◎YES/NO ができると、判断に迷った時に正しい選択ができ、紹介者からも感謝されます。

●１５：００～１７：００ 練習会
テーマは「遠隔診断」。

参加費：１，５００円

離れている人の体の状態を読み取ることですね。
魂の状態を読み取って、どんな人かみることも練習します。
久しぶりの大阪ですので、皆さまのご参加をお待ちしています。

大阪８月３０日｢日曜｣
レベル１セミナー １０：００～１３：００
レベル２セミナー １４：００～１７：００
レベル３セミナー １７：３０～２０：３０
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お申し込み 03－6264―8443

おうちで、電話で受けられるセミナー
遠隔ヒーリングの感覚が良くなる

「波動調整付きセッション」
お電話や LINE で、おうちで受けられます。
受講料金は、1 万円＋消費税(11,000 円)
(波動調整付き。アフターフォロー3 ヶ月付き)
遠隔ヒーリングの感覚が良くなると、心の迷いが取れて、強くエネルギーを送れるようになる。
●お家でご都合の良い時間に受けられる、50 分から６０分の個人セッションです。
●波動調整つき。「波動調整」をすると、遠隔ヒーリングの感覚が分かりやすくなります。
●電話か LINE を使って、豪鷲＆天寿が、あなたに合わせて教えます。
●他の人がいないので、遠慮なく質問ができ、自分のペースで身に付きます。
●アフターフォロー付き。後で分からなくなったら、いつでも質問して、また復習できる「3 ヶ月ア
フターフォロー付き」
遠隔に自信がつくと、気軽に遠隔ヒーリングができ、周りの人からも喜ばれますね(^o^)V
このセッション中は、 遠隔ヒーリングの出す感覚や受け取る感覚を調整するので、 感覚が分か
りやすくなり、 遠隔ヒーリングに自信が付きます。 しかもその後も、分からないときは 3 ヶ月何
度でも、電話やメールで復習ができます。 波動調整付きアフターフォロー付き ●消費税込み
(11,000 円)です。
感覚が良くなる波動調整付きセッション
●「YES/NO 判定、調整セッション」
●「体の遠隔診断、調整セッション」もできました。(レベル 2 以上)
●「心の状態：魂の診断、調整セッション」もできました。(レベル 2 以上)
料金はどれも(１１，０００円税込み)です。
メールか、お電話 03－6264ー8443 でお申し込みをお待ちしています。
上記の３つは、簡単なテキストがあります。あらかじめメール添付で送るか、郵送致します。

おうちで、電話で受けられるセミナー

人間関係の悩みから、さようならできる
人間関係が良ければ、もっと楽しくラクに暮らせると思いませんか？
「人間関係マスター養成講座」を個人講座で、おうちで習得しませんか？
ご自宅で、電話でも受けられるようになりました。
人間関係マスター養成講座は、「伝授」が中心。日を選べる 2 日間のセミナー
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12 ものエネルギーが使えるようになる！！
人間関係に係わる１２のエネルギー
・・・「宇宙ハーモニーのエネルギー」、「宇宙メモリーのエネルギー」、
縁結びの「赤い糸のエネルギー」、「悪縁を断ち良縁を結ぶエネルギー」、「悪意のリフレクション」、
「感情コードカッティング」、「リーダーとしての影響力エネルギー」、「グッドチームのエネルギー」、「お
金との関係が良くなるエネルギー」、「アマテラスのエネルギー」、「宇宙ドラゴンのエネルギー」、「サ
ピエンスメソッド」、
・・・を伝授いたします。使い方は簡単。伝授されたエネルギーは、一生使うことができます。

27 万円＋消費税→297,000 円(税込み)
他の講座の卒業生は、この半額になります→１４８，５００円
分割は最高 12 回までできます。

アフターフォロー；電話の場合 1 年間付き。テキスト、エネルギーグッズ、修了証。

DNAヒーリングのミニ知識
認知症は遺伝子が関係する病気
Q:「認知症になるDNAってあるの？」
アルツハイマー型認知症に一番関与すると言われてい
る遺伝子は、有名なAPOE遺伝子です。
APOE遺伝子だけを検査するDNA検査もあるくらいです
。
APOE遺伝子には、(イプシロン)ε2、ε3、ε4の3種類の
型があり、DNAにε4を持つ人は、アルツハイマー型認知症の発症リスクが高いことが分かって
います。
ε4を1つ持つ人は約3倍、 ε4を2つ持つ人は、 約12倍も高くなるそうです。
他にも、双極性障害(躁うつ病)や、統合失調症などの精神的な病気にも、遺伝子が関係してい
ることが分かってきています。
で、検査でリスクが分かったら どうすれば良いのか？ですが、
生活習慣を見直してリスクを下げるのと、免疫力アップのDNAヒーリングが
良いと思います。
例えばがん遺伝子もあれば、がん抑制遺伝子もあるように、リスクを止め
る遺伝子があるのです。 DNAのスイッチは切り代えて行くことができます
。だから、因子を持っていても発症しないようにも出来るのです。
●「DNAヒーラー養成講座」は１０月です。
募集！！◎ご自分のDNAを若く元気にしたい方。◎ご家族やお子様のDNAをヒーリングしたい方
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、◎プロになって病気の人をDNAヒーリングで助けて上げたい人。
DNAヒーラー養成講座は、１０月１０日(土曜)、１０月１１日(日曜)に神田駅近くの会議室で開催予定
です。１０：００～１４：３０。受講料金は３０万円＋税。他のプロフェッショナル講座の卒業生は、その半
額の１５万円＋税と致します。半年間のアフターフォロー付き。認定証発行。
でひ、予定に入れておいて下さいね。

🎁7月のエネルギープレゼント🎁
７月２５日（土）は
「脳力をアップする DNA ヒーリング」を送ります。
夜９時３０分～１０時 pm
（受講者はどなたでも受け取れます）

７月 2５日 9:30pm-10:00pm

★「脳力をアップする DNA ヒーリング」を
プレゼント。
今、DNA はかなり解読が進んできていていますので、その情報を生かし
て、
今回は、能力が高まる DNA 配列にエネルギー変換する DNA ヒーリング
をプレゼントいたします。
■「記憶力」でしたら、
記憶力に関する DNA は、
●KIBRA 遺伝子は現在研究中の遺伝子ですが、リン酸化タンパク質の一種を産生する遺伝子であると考えら
れています。この遺伝子が TT 型 TC 型の場合、記憶力が高い傾向にあると報告されています。→◎TT 型に
する。
●DTNBP1 遺伝子は現在研究中の遺伝子であり、詳細な機能は不明ですが、細胞内小器官の形成に関与する
遺伝子であると考えられています。この遺伝子が GG 型の場合、記憶力が低い傾向にあると報告されていま
す。→◎CC にする。
●PAH 遺伝子はフェニルアラニン水酸化酵素を産生する遺伝子です。この遺伝子が GG 型の場合、記憶力が
低い傾向にあると報告されています。→◎AA にする。
・・・のように、変えていきます。

楽しい気持ちでお受け取り下さい。(‘◇’)
ちょっと、めんどうくさいけれど体質改善に繋がる面白い操作です。

DNA ヒーリングって、奥が深くておもしろいです。
DNA の膨大なデータに基づいて、ヒーリングできるようになるのが、１０月の「DNA ヒーラー養成
講座」なのです。めんどくさくないように DNA に関しての、編集したエネルギーを使えるように
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なります。(^o^)V 豪鷲＆天寿
毎月のお楽しみエネルギーは、「遠隔伝授」することで自分につなげることができます。「記憶力を高める DNA」の
の伝授料金は 3 万円＋消費税です。
豪鷲＆天寿の行う「隕石を使った遠隔の DNA ヒーリング」は、４０分、１万円＋税。です。
普通の遠隔ヒーリングは４０分、６，０００円＋税です。

メルマガ「ハッピー通信」ご登録ください。週５日くらい届く無料のメルマガ。
登録された方に、
メルマガ「ハッピー通信」「更新のエネルギー受取日通知」
「プレゼントエネルギーの通知」など、無料でメール配信しています。
解除もワンクリックでできますので、お気軽に度登録ください。
配信希望の方はスマホで左のコードを読み取るか、メールでお知らせくださ
い。もし、途中で来なくなったら、このコードで再登録してください。
携帯電話の場合は一斉配信メールにブロックがかかり、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。
universeinfo@universejp.com
genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
●ユニバース女子会

女子会は毎月第1と第3木曜日の開催です。
毎月第1、第3木曜日に、セミナールームで行います。時間は。19時から21時。ズームを使っての
「遠隔参加」もできます。参加者はみんなで地球にユニバースエネルギーを送っています。
豪鷲も参加していますので、男性も大歓迎ですよ！
★(＾◇＾)/毎月 1 日は、「更新のエネルギー」を受けましょう。
７月１日の次は、８月１日です。１日２４時間受け取り可。
「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、宣言して受け取ってくださ
い。
★地球にあなたのエネルギーを送りましょう。
地球全体が健康で幸せになるように、ユニバースネルギーを送りましょう。私達は毎晩１０時
から２０分間、送っています。皆様も私達とご一緒に地球にユニバースエネルギ ーを送って
下さい。できる範囲でご参加ください。
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最後に 豪鷲（ごうしゅう）のひとり言？
オンライン化で独り言
先日、サザンオールスターズのオンラインライブ配信を観
ました。チケットぴあで購入して視聴しました。
コロナ禍で、あらゆる音楽イベントやスポーツ観戦など 集客系のものが、止まっ
てしまいましたが、
こうしたオンライン配信も、もう一つの形態として続いて行くのかと思いました。
実際の会場での迫力感や熱気は、薄れるのかもしれませんが、はっきり演者が見
えますし、裏方の様子なども映してくれるので興味がつきません。
大きな会場の後ろの方で見ているのでしたら、かえってオンラインの方が良いか
もしれませんね。
こういった事は、コロナ禍で否応なく加速されてきました。
今後は、会場、オンライン、その録画の配信、それらをまとめたものに継続課金で
見せるものなど、続々と出てきますね。
そして、忘れてはいけないのは、アナログも大切です。
画面だけでなく、実際に出かけたり、自然の土に接したりも、とても大事になりま
すね。
これも今回のコロナ禍で学びました。
他に依存する割合を減らして、自己完結するものも持っていた方が良いという事
ですね。
ではまた、来月号をお楽しみに！
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NEW7 月は消費税サービス

「チャクラのクリスタスヒーリング瞑想セット」
1 セット 10,000 円＋税
チャクラのクリスタスヒーリング瞑
想が、好きなときにできる、画期的
なヒーリンググッズです。
石が好きで、チャクラを整えたり、瞑想
をやってみたい人のために開発しまし
た。エネルギー製品なので、どなたでも
簡単にチャクラヒーリングができます。
チャクラに対応したエネルギー封入天然石
を、チャクラのピクチャー《A4 サイズ》にのせ
ていきます。
これだけでも、それを行った人のチャクラが
活性化します。
さらに、ことばにエネルギーを入れた「瞑想
の読み上げ台本」をつけましたので、
それを読むと、チャクラにエネルギーが作用して、チャクラが自動的にバランス良
く活性化します。
チャクラはサンスクリット語で「車輪」を意味し、エネルギーのセンターとなっています。７つのチ
ャクラそれぞれが人生におけるテーマを持っており、そのテーマに向き合い、そしてクリアして
いく事で、自身が持っている潜在能力を大きく引き出す事が出来ると言われます。

チャクラのクリスタスヒーリング瞑想セット
1 チャクラに対応したヒーリングストーン。（ラピスラズリなど貴重
な石も用意しました。）写真は天寿が手のひらにのせたところ。
2 ヒーリングストーンを並べるピクチュア。《A4 サイズ。パウチで
強化》
3 瞑想の読み上げ台本 ◎すべてエネルギー入りです。
お申し込み

●メール genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp

お電話 03－6264－8443 でお申し込みください。
ではみなさま、健やかで楽しい 7 月をお過ごしください。
(*^_^*) (^_^)v 豪鷲＆天寿
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