
 

Lecture3 
 

お金を浄化する儀式 

 ～幸せな金運人になるワーク～ 

 

植草：皆さん、こんにちは。スピリチュアルコネクト、プロデューサーの植草です。 

 

東城：ヒーラーの東城です。 

 

植草：今日は 3回目ということで、今日の講義はもう皆さん、気になるであろうお金 

の浄化についてお話をしていただきたいというふうに思っております。 

 

実は僕、このお金の浄化とか金運と言われるとちょっとですね、胡散臭いなと 

言いますか、信じられないような部分もあるんですけれども。 

例えば、お財布は黄色いほうがいいとかあるんですよね。 

 



 

東城：はい。 

 

植草：で、そういうのだけだと、何て言うんでしょうねえ、またまたみたいな感じに 

なっちゃう人も結構いると思うんですけども、まあこの辺をスピリチュアルの 

観点から今日は、じゃあ、なぜそうなのかという理由を深めていけるというこ 

とでいいですよね。 

 

東城：はい。 

 

植草：で、お金とエネルギーのお話をしていただくんですけれども、この見落としな 

がちなお金とエネルギーの流れを知らないとお金が不幸を呼んでくるという 

ようなことも結構あるということなので、 

 

ぜひこの 3回目でお金とエネルギー、お金の浄化について学んでいただいて、 

まあ余計なエネルギーと言いますか、余計な不幸を運ばないというところに 

学びを得ていただければなというふうに思っています。 

 

早速、3回目の講義に入りたいんですけれども、2回目講義を見ていただいた 

方からまたうれしいメッセージが届いていますので、少しだけ紹介させていた 

だきます。 

 

2回目の講義では心、魂を浄化して、高次エネルギーを解放するワークという 

ことでやらせていただきました。これ、結構反響が大きくて「高次元って何な 

んですか」みたいなところだった人が実際に宇宙からですね、正しい情報を受 

け取ることによって自分自身に気づいていくというところで、実際に感じまし 

たみたいな人もいらっしゃったようです。 

 

例えば、NMさんですね。 

 

「この度は聖なる音階をいただきまして、誠にありがとうございます。 

このような企画をしていただいたスピチュアルコネクトさんと東城先生に 

感謝します。このところずっともやもやしていて、体が重かったのですが、 

聖なる音階を聞いた途端、体も心もすっと軽くなっていくのを感じました。 

3回目の講義も楽しみにしています」 

 

というメッセージいただいております。もうお一方ですね、MYさん。 

 



「聖なる音階ありがとうございました。私は引き寄せの法則が好きで、引き寄 

せの法則を学んでいる時にハイアーセルフという言葉に出会ったのですが、 

この講義のおかげでハイアーセルフについて詳しく学べてとてもよかった 

です。もっとスピリチュアルが好きになりました。聖なる音階のようにもっ 

とほかにも効果のある音源があれば知りたいです。未知の世界でしたらもっ 

と早く出会えていればよかったです」 

 

というようなコメントをいただいております。うれしいですね。 

 

東城：はい。 

 

植草：第二回目にもかかわらず、かなり革新的と言いますか、今まで知り得なかった 

気づきを得られてるんじゃないかなというふうに思いまして、とてもうれしく 

思います。 

 

今日はもっと現実で役に立っていく、お金と言うと逃れられない問題ですから、 

このところについて知識が増えると見える世界が変わってくるんじゃないか 

なと思います。 

 

東城：はい。 

 

植草：では、そもそもお金の話の前に、よく金運、金運って至るところで言われます 

よね。この金運って何なのかについてちょっと教えてもらえますか。 

 

東城：はい。 

 

「私、金運悪いんです」という方がやはり多いと思うんですね、今の世の中。 

でも金運というのはお金の運気なので自分の運気だけではどうにもならない 

ことがあるんですよ。 

 

植草：なるほど、なるほど。 

 

東城：そこで、もちろん皆さんに平等に金運というのは実際は与えられているんです 

けれど、お金のほうが持っている運気が悪いと、どうしても自分の流れとマッ 

チしないので、 

 

植草：じゃあ、よく「私、金運が悪いんです」と言うけれども、 

私と金運は別物で考えてないと、 



 

東城：そうですね、はい。 

 

植草：私運と金運なんですってことなんですね。 

 

東城：はい。 

 

植草：で、分けて考えて、どうすればいいんでしたっけ。 

 

東城：例えば、お金が持っているその運気が悪かったら、そこを浄化していくとか、 

あとそこの流れをよくしていくっていうふうにしていくと、自分にも 

バイオリズムっていうかありますよね、運気の。 

 

それがあるようにお金にも流れがありますので、そこの流れをつかんで 

いくと、お金の運気っていうのが自然と上がっていくものなんですよ。 

 

植草：じゃあ、第 1話と第 2話で学んだのは、どちらかと言うと自分の浄化、 

自分自身がどう良くなっていくかだったと思うんですけども、金運というのは 

自分自身が良くなっていくわけじゃなくて、もうお金そのものが持っている 

運気を改善していく行為みたいな感じということですね。 

 

東城：はい、そうですね。 

 

植草：うん、うん。そうすると金運はよくなってくると。 

 

東城：はい。もちろん、お金の運気はよくなるんですけれど、そこに今度自分の波長 

と自分の運気がきちんとしてないと、もちろんお金に飲まれてしまう。 

 

植草：ということは、お金をある種、人と人みたいなところがあると思うんですけど、 

 

東城：そうですねえ。 

 

植草：人と人の関係と同じような感じで、お金と人という関係があるというふうに 

思って大丈夫ということですね。 

 

東城：そうですね、はい。 

 

植草：そこの波長を合わせていくと、 



 

東城：そうですね。 

 

どうしてもお金というのは、もう本当に新札で自分のところに来たならいいん 

ですけれど、回り回っていいところ、悪いところを通ってくるものなんで、 

すごいいろいろな念とか邪気とかがいっぱいあったりとかするのがお金なの 

で、それをダイレクトに自分が触るので、影響を受けるというは確かなんです。 

 

植草：なるほど。今、その邪気とか念とかという言葉が出てきましたけれども、 

お金とエネルギーの関係についてちょっと詳しく教えてください。 

 

東城：そうですね。 

お金というのは意識があると私たちのほうでは思われているんですね。 

 

植草：なるほど、スピリチュアル業界では、はい。 

 

東城：はい。そこの中でお金に対して悪いものをやってお金を手に入れる人たちって 

いますよね。 

 

例えば、今で言うと詐欺とかああいうことをしている人たちがもし行うと、 

そこに悪いエネルギーがお金にも蓄積されるので、そのお金を自分が貯め込ん 

でいくっていうことは、お金の刑務所を作っていくという状態になるので、 

そこに起きるものって言ったら悪いお金がいっぱいいるので、 

自分には悪いことしか起きないんですよ。 

 

悪さしかしないので、エネルギー体なので、受けるものが自分は体調悪く 

なったとか、とてもお金が入ってくるんだけれど、お金によって何だかわから 

ないけれど苦しめられているっていう状態で、精神的にも不眠症が続いてます 

とか、お薬飲まないといられないんですっていうのは、お金の邪気の影響って 

いう時が多いですね。 

 

植草：要は第 1話でちょっと勉強させていただいた、 

体にはエーテル体があるんですみたいなのと同じような感覚で、 

お金にもエーテル体というか、エネルギーみたいのが、 

 

東城：エネルギーの塊なので、 

 

植草：あると。 



それが、要はイメージで言えばどす黒いものがどんどん自分のところに来る。 

そうすると、まあ自分のエーテル体が傷ついていくと、 

 

東城：そうですね。 

 

植草：で、そこに傷ができたらもっと入ってくるみたいなイメージをすると 

わかりやすいってことですかねえ。 

 

東城：はい。もうそれも、例えば会社とかだったらば、多くても自分の部署には 

20人、30人、その中で 20人、30人でもしんどいっていうのに、 

お金の場合は何人の人に回ってきたとなってきた時に、例えば 1,000人なのか 

2,000人なのか、その人たちの念を全部受けちゃうっていうことなんですよ。 

 

植草：ああ、なるほど。じゃあ、お金が増えれば増えるほど苦しくなっていって、 

自分が倒れてしまうと。 

で、お金が逃げちゃうみたいな、そんなようなイメージですね。 

 

東城：はい、そうですね。なので、ちょっと強く自分のほうできちんとした浄化とか 

も何もできてない状態で、金運を上げようとして間違ったやり方をすると、 

ちょっとしたお金、小銭でもいいので、入ってきた時に人が変わっちゃったり 

とか、そういう現象が起きたりとかして、そうするとお金は悪さをしていった 

らもう用がないので、「じゃあね」って言って帰ってこなくなっちゃう。 

 

植草：なるほど。今なんかそのお話の中で、まあお金に悪さをするという 

お話出ましたけど、もうちょっと具体的に言うとどういうようなことをすると 

悪さをしちゃうみたいなことになるんでしょう。 

 

東城：まずはお金に対して自分のやっている対価って言葉があるじゃないですか。 

やはりお金もそういうのと自分の中にあるので、自分がやっていることと 

お金が入ってる態度が見合ってないとまず起きるんですね。 

 

植草：うーん、なるほど。 

 

東城：なので、自分が本当に手抜きをして、ずるをしてとか、なのに高額のお金を 

入れたっていうと、その分の差額分っていう部分に関しては全部悪いお金と 

して染まっていって、悪に染まってしまうので、自分に対しては悪いことが 

起きる。お金にまつわることがトラブルが多くなったりとか、 

 



植草：なるほど。じゃあ、やっぱり自分のまあ提供物が、 

まあエネルギーってことですね。 

 

一種のこれがエネルギーであって、そのエネルギーを超えるお金のエネルギー 

を受け取ろうとすると、そこに無理が生じている、 

 

東城：そうですね。 

 

植草：で、その差分が悪いものに変わってくるっていうことなんですね。 

 

東城：はい。 

 

植草：逆に、まあお金に好かれる人と嫌われる人みたいなのもいるじゃないですか。 

お金に嫌われる人っていうのは、なんで嫌われちゃうんでしょうね。 

 

東城：まず、自分のお金に対する意識が低いっていう人がまず嫌われる原因の 

第一歩であるっていうことと、 

 

そうですねえ、お金に対して先ほど言ったように悪いことをしている人たち 

っていうのはもうお金は確実に嫌うので、あとお金、お金、お金って、 

もうお金に対して執着しすぎちゃうともう欲でしかないので、 

そこにはいいエネルギーが生じないので、 

 

やはりきちんときれいなエネルギーのほうに流れていくので、自分のところに 

お金は寄ってこなくなるし、あと例えばスピリチュアルじゃなくても 

お金に取り憑かれてるような方ってケチでも何でもないんですけれど、 

 

パッと見た時に普通の人でも「いいよ、もう」と思う人もいるじゃないですか。 

ああいう状態になるんですね。 

 

それって自分が発しているエネルギーなんですけど、お金と同調しているので

たまたまじゃあ 10 のうち 3 しかないお金の邪気を自分で醸し出してるんです

よ。 

 

倍増させてしまって、どんどんそうするとお金が、いいお金は寄ってこなくな

りますよね。 

 

植草：じゃあ、お金というものがエネルギーを、 



かなり強大なエネルギーということですよね。 

 

東城：そうですね、はい。 

 

植草：かつ自分が正しい守る術を知らないとお金に取り憑かれちゃうってことですね。 

 

東城：そうですね、飲まれてる状態ですね、はい。 

 

植草：そうすると、お金というのはまあ時に悪魔にもなるわけですから、 

もう悪魔が乗り移ったみたいな感じでお金、お金、お金ってなったりとか、 

自分のお金を守るみたいな感じになって、 

もう人が変わっていっちゃうみたいな感じですかねえ。 

 

東城：はい。 

 

植草：逆に、お金に嫌われる人っていうのは確かに私たちの周りでも、 

人生においてはちょっとイメージできるなっていうこともあると思うんです 

けれども、お金に好かれる人っていうのはどんな特徴がありますか。 

 

東城：お金に好かれる人は、まずお仕事に関してもそうなんですけど、 

やらされてるとか、もうネガティブなマイナスの考え方をしないで、 

そのことに対して、やることに対して楽しんでいる自分にやりがいを感じてい 

るっていう方たちはとてもきれいなエネルギーになっているので、 

お金は集まりやすいですね。 

 

植草：なるほど。じゃあお金というエネルギーと自分というエネルギーとの対等な 

付き合い方というのは、まず自分のほうが高い意志というか、高い志を持って、 

努力というか、頑張っていくと。 

 

それに対してお金というものと対等に付き合えるみたいな 

イメージなんでしょうかね。 

 

東城：そうですね、はい。 

 

植草：うん、うん。そうなると、ただですよ、 

ただ恐らくこの動画を見てくださっている方々っていうのは、 

結構頑張っていらっしゃる方だと思うんですよ。 

 



となると、ただまあこの動画を見て、 

お金やっぱり何かちょっと自分は金運が悪いなっていう人っていうのは、 

何かが多分違うんですよね。ただ東城の先生のところに相談する人で、 

もう頑張ってるんだけれどもなんか報われない人っていうのは、 

何が一番違う可能性がありますか。 

 

東城：多いのは、もちろんお金に対する意識とか見直してみると 

自分でそこは間違ってたっていうところも多いんですけれど、 

お金との時間のバランスが悪い人も多いですよね。 

 

お金ってどうしても、お金の時間があるんですよ。 

私たちが 24時間あるように、お金もお金の時間があって、 

 

植草：なるほど、なるほど。 

 

東城：その時間のずれっていうのがあるので、 

 

植草：ふーん。その時間のずれをもうちょっと詳しく教えてほしいんですけども、 

 

東城：頑張った、頑張ったっていうのは、頑張ったの押し売りになっちゃうんで、 

一生懸命モチベーション上がってる最中っていうのはがむしゃらに働いて、 

エネルギーを作ってる最中なので、ちょっと遅れてお金が入ってくるんですよ。 

 

だけど、人間ってやはり息切れするので、ゆっくりになってくると 

お金は追いついてないんですよ、生産が。 

なので、そこの部分でずれてしまって、あとから入ってくる、 

 

あとこうこう、小さく入ってくるっていう、生産が間に合った時点で 

入ってくるみたいに、時間のずれっていうのが必ずあります。 

 

植草：なるほど。じゃあ、やっぱその時間のずれをまあ把握した上で、自分が息切れ 

しないようにやっていかないと、お金に対して愛されてるというか、 

よくなってるなっていうふうには自分が感じられないってことですよね。 

 

東城：そうですね。頑張ってるのに入ってこない、期日に入ってこない、 

でも、見てみると頑張っていた時間が例えばその期日に近ければ近いほど 

お金の生産っていうか、そのエネルギーの生産が間に合ってないので、 

お金は後ろのほうにまだいる。 



 

植草：ふーん。 

 

東城：でも、よく期日過ぎたらお金が入ってきたって方、 

結構いらっしゃるじゃないですか。それはもうその時間のずれなんですよ。 

 

植草：うん、うん。じゃあそこに入ってくる前に自分が息切れしまって、 

やっぱり自分は頑張ってるのにだめだとか、なんか真面目にやったのに 

だめだったんだから、こんな馬鹿らしいとかでなくて、せっかくいい方向に 

向いたのに、自分で自らまただめな方向にして、また時間軸がずれちゃう 

みたいなことが起こってる可能性があるんでしょうかねえ。 

 

東城：はい、多いですね。 

 

植草：確かにそのお金の時間っていうのを恐らく意識している人は、 

まあ日本にもね（笑） 

 

ほとんどいないんじゃないかなと思うんですけれども、 

一つやっぱ面白い考えですよね。 

 

例えば、お金の時間わかりましたと。で、じゃあそこに向かって頑張っていき 

ますという人は、この動画見てくださってる方だったらほとんど、 

9割以上の方が頑張ってくださると思うんですけれども、まあとは言え、 

今ですよね、皆さん、今を気にされると思うので、 

じゃあ、お金がエネルギーというのがわかりましたと。 

 

でも、悪いエネルギーいっぱい持ってるんですよね。で、もしかしたら今自分 

は悪いエネルギーを受け取ってしまっているかもしれないという人っていう 

のは結構いると思うんですよ。 

 

その人はどうすればいいのかを教えていただきたいんですけども、 

 

東城：もう今すぐにできることって言えば、 

まず浄化とかメンテナンスはもちろん大事なんですが、 

お金を浄化してしまう、リセットをかけてしまうのが一番早いと思うんですね。 

 

植草：なるほど。 

自分のリセットではなくて、お金のリセットをかけるということですね。 



 

東城：はい。まず向こうがいろんな邪気を持っている可能性が高いんであれば、 

自分の浄化も大事なんですけれど、お金も一緒に浄化をしてしまって、一から 

スタートさせる状態を作るという、ゼロの世界にしてしまうのが一番早いかと、 

 

植草：はい、はい。無の状態にするみたいな感じですかね。 

 

東城：はい。 

 

植草：はい。その無の状態っていうのは、まあ私たちのようなスピリチュアルを 

マスターしてなくてもできるものですか。 

 

東城：できます。逆にマスターしてないからこそ余計な知識がないので、 

一番浄化しやすいと思います。 

 

植草：じゃあ、知識が付きすぎるとこうあれもやってみようかなみたいな、 

 

東城：そうなんですよ。 

 

植草：欲が出ちゃって、 

 

東城：そう、いろんなネットに出ていること、中途半端な開運みたいなことを 

しちゃって、逆におかしくなっちゃってっていう、 

 

植草：なるほど。 

やっぱりじゃあシンプルな状態でやってあげるのがいいということですね。 

 

東城：はい、そうですね。 

 

植草：で、具体的にその手法というか、教えてほしい、 

まあいろいろあるとは思うんですけども、 

身近にあるものを使ってやる方法とかを教えてほしいんですけども、 

 

東城：はい。世の中で昔からある方法で、よく銭洗いって言って洗いに行ったりとか

滝とかにするじゃないですか、湧き水で水の中にお札を洗いに行くとかあれは、 

 

植草：すみません。僕、それ知らない（笑） 

 



東城：ああ、知らないんですか。 

 

植草：知らなかったんで、ちょっとその辺教えて、 

なんかそういう歴史があるんですか。 

 

東城：はい。銭洗い弁天みたいなのを伊豆のほうとか、金沢のほうとかもあって、 

お金を洗いに行くんですよ、ざるで。 

 

そうするときれいにお金が入ってくるようになるっていうのが 

昔からあるんですね。 

 

植草：そういう歴史が日本にもあるんですね。 

 

東城：はい。今もう結構観光名所になってて、やられに行く方もいるので、 

あれを自宅でやる。ざるでいいので、ただ今まで私が経験してきた時に、 

金（かね）のざるとかプラスチックのざるだとだめなんですよ。 

 

植草：へえ。金ざるとプラスチックはだめ。 

 

東城：何て言うんですか、竹とかああいうような生きた、生き物で作った木のざるに 

お金を入れて、家の中でかなりちょっと濃度が高い大さじ 3杯ぐらいのお塩を 

入れたお水、真水、 

 

植草：どれぐらいの水に 3杯、 

 

東城：例えばですね、一番いいのは 500のペットボトル 1杯にそのぐらい入れて、 

 

植草：お水はミネラルウォーターのほうがいいとか、そういうのあります？ 

 

東城：水道水で。真水でいいです。 

 

植草：ああ、水道水でいいんですね。 

 

東城：はい、それを入れて、一晩でいいので外へ出しておくんですよ、何もしないで。 

そうしたらば、戻した時に家にあるどんぶりでいいので、 

そこの上にざるを置いて、お金を置いて、それで洗うんです。 

 

植草：ははあ。 



 

東城：そしたら濡れますけど、すぐ乾く、 

 

植草：それ、お札もやっちゃって、 

 

東城：全部いいです。全部洗っちゃってください。 

 

植草：へえ。お札をね、水で洗う、水っていうか洗ってると、 

「あいつ、おかしくなったかな」って思われちゃうような気がしますけど（笑） 

 

東城：結構、今また盛り上がってきて、金運がやはり話題になっている時代なので、 

もう今は若い女性たちもお金をわざと洗いに行くぐらいなんですよ。 

 

植草：そうなんですねえ。ああ、意外とじゃあ僕が知らないだけで、 

皆さん、家でこうしこしこ洗われていると、 

 

東城：はい。なので、一番いいのはそのくらいのお塩を使って、家で洗ってしまうと 

いうのがいいんですが、ミネラルウォーターとかだとだめなんです。真水。 

 

植草：なんでミネラル？ 

なんか、ミネラルウォーターのほうがよさそうな雰囲気はあるじゃないですか。 

 

東城：そこの銭洗い弁天みたいなところで行く時、そこのお水じゃないですか。 

持ち込んでいるお水じゃないですね、湧き水ですよね。 

 

例えば、ミネラルウォーターってアルプスとか、富士山とか、 

自分の土地じゃないじゃないですか。 

 

水道水の出てくる蛇口の水は自分の土地で自分が普段口にしてるお水、 

それを使わないと効果がないんです。 

 

植草：なんで、自分がいる土地が大事なんでしょう。 

 

東城：まず、もし銭洗い弁天で洗う時は 

そこの土地のお水で洗っているから効果がある。 

 

だから自分がやる場所のお水で洗わないと、結局他人の土地のものでやっても 

他人の土地の畑で実らせることはできないんじゃないですか、作物を。 



 

植草：ああ、そういう考えなんですね。やっぱり自分の実りは自分の根を張っている 

ところでやらねばならないと、ははあ、なるほど。で、そのざるがあって、 

 

東城：で、洗っちゃいますね。 

 

植草：下にどんぶりを置いて、で、上にお札とかコインとか乗せて、 

真水、塩の真水でこう、 

 

東城：はい、洗って、 

 

植草：まあ濡らしてくみたいな感じですよね、破れないように。 

 

東城：はい。 

 

植草：これ、さっきね、ざるが竹とか生きている物の素材って言ってましたけど、 

これ、なんでプラスチックとか金物じゃだめなんでしょうね。 

 

東城：お金は先ほど言ったようにエネルギーの塊なので、生命力があったものの上 

じゃないと繁栄しないんですよ。 

 

植草：じゃあ、その自然界の仕組みの中でお金というものも生かしてあげるみたいな、 

 

東城：そうなんです。 

 

植草：じゃあ、自然で太陽があって、そこで緑が繁栄して大地があってというような 

エネルギー循環の中で育っているという、この仕組みを作ってあげるってこと 

ですね。 

 

東城：はい。 

 

植草：そうすると、 

お金というものがうまくその汚れが排出されてまっさらの状態になる、 

 

東城：はい。 

 

植草：これをして、天日干しじゃなくてもいいんですよね。 

 



東城：そうですね、室内で乾かせれば、 

 

植草：普通に乾けばいいですよと。 

 

東城：はい。ちょっと天日干しだと盗まれちゃうのは困りますよね。 

 

植草：ああ、確かに、はい。そうですね。盗まれちゃうと本末転倒なんで。 

そういうかたちでやると、 

使命みたいなエネルギーがゼロベースになるってことですよね。 

 

東城：はい。邪気とかが全部ゼロになるので、自分が初めてスタートになるので。 

 

植草：じゃあ、自分がスタートになるということは、自分がそこに対して 

良いエネルギーを持って、お金を使っていけばいいということですよね。 

 

東城：そうです、はい。 

 

植草：なんかこう、使うコツとかってあるんですか。ゼロベースから金運を上げて 

いくための、何て言うんですかね、手法というか仕組みというか、思いなのか、 

 

東城：そうですねえ。一般的に難しいんですけれど、 

嫌な顔をして使わないことが一番大事です。 

 

植草：（笑） 

 

東城：お金は意識が通じるものなので、本当に今自分がモチベーション下がってる時 

はなるべくそのお金を使わないっていうのが大事ですね。 

 

植草：ああ、意識が下がっている時には使わない。 

 

東城：うん。 

 

植草：意識が下がっている時、 

 

東城：例えば、支払いに行かなきゃいけないとどよんとするじゃないですか。 

そんなエネルギーのままで行くよりは、もう忘れちゃった、買い物のついでに 

払うとかっていうふうに、その意識がない状態で払いに行かないと 

お金は戻ってきづらいですねえ。 



 

植草：じゃあ、逆に言うと、 

あんまりこう意識を持って使おうみたいのってあるじゃないですか。 

あんまり考えすぎないほうがいい、 

 

東城：そうですね、うん。 

やはりお金も仲間なので、どよんとしたエネルギー背負っちゃうと、 

どよんとしてる人たちのほうにどんどん集まっていっちゃうので（笑） 

 

植草：なんかね、よく感謝して使いましょうってあるじゃないですか。 

まあわかんないですけど、ちょっとね、 

 

東城：難しいですよね。 

 

植草：普段やるにはなかなか継続ができないというか、 

その時は一瞬はできたとしても難しいので。 

であればどよんとして時だけは避けるぐらいだとできそうですよね。 

 

東城：そうですね、はい。 

 

植草：そうすると、 

ゼロベースからプラスのエネルギーを持って出していくことができるので、 

 

東城：そうですね。本当に無意識のエネルギーの時のお金が戻ってきやすくて、 

よくたまたま財布の端っこに折ってしまっておいたお札忘れちゃって、 

しばらくして出てくる時とかあるじゃないですか。 

 

その時、自分のお金なのに妙にうれしいじゃないですか。 

ああいうふうに返ってきやすくなるんですよ。 

 

植草：なんで無意識のほうがいいんでしょうね。 

 

東城：いろいろ考える時って、人間ね、お金が増えることを考えるのって 

苦手なんですよね。増やそうという努力はしようと考えるんですけど、 

増えたイメージをするのは苦手なんですよ。 

 

植草：なるほど。 

 



東城：たらればが苦手というんですかね。なので、入ってきたお金に対して出ること

を最初に考えるんですよ。いくら払う、いくら払う、そうするとそれというの

はもう負のエネルギーなので、 

 

植草：出すのはまあ普通にはできるけど、増やすのはなかなかできないみたいな感じ 

だと、出すほうは考えやすいから、ついそっちに頭が引っ張られちゃうから、 

であれば、もう無意識なほうが気持ちよく出ていくっていうこと、 

 

東城：はい。 

 

植草：かなりね、高度な気もしますけれども（笑） 

 

東城：なので、本当に、「あっ、忘れてたわ、支払い」っていうぐらいな意気で 

いったほうがいいし、もうお買い物の時もこれとこれって皆さん、 

やはり家計簿付けるじゃないですか。 

 

で、予想より高いと、スーパーでため息つくじゃないですか。 

もちろん、野菜とかにため息つくのもよくないんですけど、お会計のとこで 

ため息つくんだったら、品物のとこでため息ついたほうがまだいいです。 

 

植草：なんでお会計の時が一番だめなんですか。 

 

東城：お金を目の当たりにするとお金はその意識を吸い取っちゃうので、 

嫌がっちゃって、楽しいところを探しに出かけていっちゃうんですよ。 

 

植草：なるほど。じゃあお金を出すということは、もう財布見て 1万円なら 1万円 

ぴゅっと出して、「はあ、また出てく」ってなっちゃうと、ここに対して 

マイナスのエネルギーが働いて出ていくから、その人のところには 

もう帰りたくないなみたいになって、そのまま出ていく、 

 

東城：はい、そうなんです。 

 

植草：うーん。かなり気をつけないといけない（笑） 

 

東城：そうですね。よくドラマとかであるお金持ちの、なんか脱税とかしてる人たち 

が金庫開けると笑うじゃないですか。でもそこに札束入るじゃないですか。 

もう笑ってるから、お金はそこに貯まっていっちゃうんですよ。 

 



植草：ああ、なるほど。じゃあ、 

 

東城：喜んでくれてるって。でも、そこは悪人なので、悪人が邪気なので、 

 

植草：ああ、別の悪いエネルギーがありますけども、お金というものだけで見たら 

いい行為っていうことなんですね。 

 

東城：はい。 

 

植草：結構それ、あれですね。自分とお金を分けるって考え方をしないと、 

なんか矛盾がね、一瞬だけ考えると矛盾が生じているように思いますけども 

分けて考えればそれはそうだよなというふうになってくことが多いですよね。 

 

なるほど。 

じゃあもう、早速皆さんも木のざる、竹のざるがあるお家ではすぐにできると 

思いますけども、ない人はまあ数百円とか数千円ですよね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：なんで、ぜひ買ってやってみるといいのかなと思うんですけれども、 

なんかもっとパワーバージョンみたいなのとかって、 

 

東城：そうですねえ。 

 

これはあまりこうちょっとスピリチュアル界の方だったら知ってるだろうっ 

ていうやり方なんですが、金曜日のお金の儀式というのがありまして、 

 

植草：金曜日のお金の儀式・・・ 

 

東城：はい。これはちょっと西洋のほうから流れてきている内容なので、 

そのワークはちょっと強力ですね。 

限られている時間でやるので、すごい強力です。 

 

植草：なるほど。金曜日限定ですもんね。 

 

東城：そうなんです。 

 

植草：だから、金曜日に動画を見てくださってればすぐできますけれども、 



 

東城：（笑）そうですね。 

 

植草：今日が土曜日だった場合は、 

 

東城：1週間です。 

 

植草：次の金曜日まで待たないといけないと、 

 

東城：はい。 

 

植草：実際、パワー金曜日バージョンみたいに、これ教えてもらえるんですか。 

 

東城：はい。今回特別に皆様のために公開をさせていただきます。 

 

植草：ありがとうございます。 

ただあれですね、ちょっと時間の関係でこの場ではちょっとね、 

 

東城：そうですね。 

 

植草：お伝えが難しいので、それ、コメントをいただけた方に、 

 

東城：特典で、 

 

植草：プレゼントということですよね。 

 

ということなので、コメントをいただけましたら、 

その金曜日のスペシャルなお金の儀式のマニュアルをプレゼントさせて 

いただくということですので、ぜひチェックをしてみてください。 

（※レクチャー3のサイトにてプレゼント） 

 

ちなみに、今までいろんなお客さんがいたと思うんですよ。中にはね、お金も 

既に稼がれているような、例えば会社の経営者とか役員とかもいらっしゃって 

たということなんで、お金を持ってる方もいらっしゃったと思うんですけども、 

 

その方々が、「ああ、やっぱりだからこの人、お金持ってるんだな」とか、 

「お金に好かれてるんだな」みたいな実例とかってありますか。 

 



東城：実例で多いのは、決してこれを真似してくださいってわけじゃないんですが、 

お金に対して執着がないんですよ。 

 

植草：へえ。 

 

東城：で、決して無駄遣いをしない。もう当たり前のことなんですけど、 

なぜそこにお金を使うっていうような、私たちでは計り知れないところに、 

例えば無償でご寄付を必ずするとか、 

 

あとは財団法人で使っていくとかっていう状態で、自分の名前を出さずに 

お金を使う方が結構多いんですね。 

 

植草：ああ。でもあれですよね、アメリカなんかの文化だと、 

まあお金を稼いだ人はかなりの額を寄付してますよね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：あれはなんかエネルギー的な観点でやっぱり何かあるんですかねえ。 

 

東城：まあ例えば昔ですと、日本でもそういうのはありまして、武将さんがたくさん 

の命を殺してしまうじゃないですか。 

 

そして、自分の土地とか財政がどんどん増えていく、その度に自分の崇めてい 

るお寺さんに行って、たくさんのお金を奉納するっていうので、自分のバラン 

スを取っているっていうのありますね。エネルギーのバランスをきちんと、 

 

植草：ああ、それ、 

多分歴史が好きな人でもそれ知ってる人ってあんまりいないですよねえ。 

 

東城：ああ、そうなのかしら。 

 

植草：わかんない、僕の周りで、まあ歴史好きな男子ですし、まあ経営者とかね、 

営業マンの部長さんとかって結構歴史に例えて、 

 

東城：言う方いますよね、はい。 

 

植草：でも大体そういう時の話というのは、もう武勇伝のほうなので、 

そのあとの話は意外と知ってるのかもしれないけれども、 



そこをネタにする人ってあんまりいない、 

 

東城：はい。なので、もうあの時代からの神社仏閣がなぜこんなに立派にずっと 

建て替えができたのかというところを探っていくと、その方たちの奉納で 

まかなってきたというところがあります。 

 

植草：なるほど。 

 

じゃあ、昔のその悪いか悪くないかで言えば、悪いという認識だったかどうか 

は別として、ただ人の命を奪い、自分の領土を広げ、まあ儲けるというか 

稼いできたものに対して、でも稼ぐだけではバランスが取れないから、 

自分の中のエネルギーの大きなお金、金品なんですかね、 

それを仏閣に納めることによって精神状態とか、 

 

東城：保ったりとか、あと自分が繁栄したのはこの神様、仏様のおかげでございます 

というお礼の意味も含めてっていうのもありますよね。 

 

植草：なるほど。じゃあ、そういうふうにして武将も、 

今で言えばアメリカの大富豪たちも、 

 

東城：はい、そういうことだと思います。 

 

植草：もうおかげさまでっていうことで寄付をすると。 

きっと寄付をすることによって、結局、寄付もただ単にやるんだったらなんか 

続かないと思うんですよ。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：ただ、やっぱり寄付をすることによってその人たちも何らかは感じているって 

ことなんでしょうかね。 

 

東城：そうですね。スピリチュアルに特化してしまうとあれなんですけど、 

一応お金の法則というのがありまして、返ってきた分を還元しなければ 

お金は返ってこない、繁栄しないっていう法則があるので、やはり、潜在意識 

的に無意識に働いていくのかなと。 

 

ある一定の私たちでは届かないような金額を稼ぐ人たちは、 

もうそこまでくるとリミッターかかって、やらないと多分何かが変わらないと 



いうのが自分で感じ取れるんだと思いますね。 

 

植草：ああ。確かに僕の周りの富豪の方とか億万長者がいらっしゃいますけれども、 

さっきお話に出たお金を稼ぐことに対して何とも思ってないっていうのは、 

なんかすごいしっくりくる、同じようなこと言ってたなってものがあって、 

 

増えるもよし、増えないもよしみたいな感じで、逆に言うと増やそう、 

増やそうって思っていると、やっぱ出てっちゃうんだよねっていうのは、 

なんかおっしゃってましたね。 

 

だから、無意識にわかっているのかもしれないですね、そういう方々は 

どういうふうにしたらその金のエネルギーとうまく付き合っていけるのかっ 

てことはね。 

 

じゃあ、やっぱり、まあ動画を見てる皆さんも余力が出てくれば少し寄付とか、 

自分の無欲のために使ってみるというのも、 

 

東城：そうですね。 

 

植草：いいかなということですね。 

 

東城：ですね。例えば、財政を圧迫する状態までじゃなくてもいいので、 

500円でも 100円でもというところのスタートだと思うので。 

 

植草：わかりました。 

 

じゃあ、まあ今日のまとめなんですけれども、まずお金というものはもう 

強大なエネルギーであるというふうにとらえなければいけないということ。 

 

そして、お金と自分の運、まあ金運と自分の運は全く別物であるというふうに 

とらえなければいけないということ、そして別物であるというふうにとらえた 

時点で、自分を改善していく、自分を浄化していくのが第 1話と 2話で教わ 

ったことをベースに、そして今日のお話で、金運自体をよくしていくんですね。 

 

お金を浄化して、ゼロベースにするということでしたね。 

よくしていくわけじゃないです。ゼロベースにして自分発信でよいものに 

変えていくことを学んだということですよね。 

 



東城：はい。 

 

植草：そうすると、結局お金は無欲の時にこそいい流れを生むというのが 

今日の結論ということでよろしいでしょうか。 

 

東城：はい。 

 

植草：ありがとうございます。ではですね、お金の洗い方ですね。 

何も言わずに家族の前でやるとね、 

 

東城：（笑） 

 

植草：ちょっと驚かれてしまうかもしれないんですけれども、結構もう今世の中的に 

特に感受性の強い女性なんかはもうお金洗ってるということですよね。 

 

東城：はい。 

 

植草：なので、ちょっと試してみるのもいいのかなというところと、 

あとスペシャル特典として先生のほうにいただきました 

金曜日のスペシャル、お金の浄化ですよね。 

 

東城：はい。 

 

植草：スペシャルなお金の浄化を受け取っていただいて、そちらのほうも 

試していただければ面白いんじゃないかなというふうに思います。 

 

東城：はい。 

 

植草：はい。で、次回なんですけれども、次回は総集編と言いますか、 

今まで 1、2、3話と学んできたことにプラスアルファをして、 

正しいスピリチュアルというものを教えていただけるということですよね。 

 

東城：はい。 

 

植草：正しいってどういうことかっていうこともね、あると思うんですけれども、 

実は僕もちょっとこういったかたちでスピリチュアルプロデュースさせて 

いただくにあたって、いろいろ業界を調べていたんですけれども、 

かなり占い師の数が増えているという、 



 

東城：そうですね、はい。 

 

植草：なので一説によるとね、もう 6万 5,000人とか、 

 

東城：ぐらいいますねえ、今。 

 

植草：ぐらいいると。もちろんそれだけで食べている人はほんの一握り、 

どの業界でも一握りなんですけれども、なんか 1日ちょっと講習に行っただけ 

なのに占い師って言っちゃってる人もいるみたいなんですよね。 

 

東城：本当ですねえ。 

もうそれはちょっと私たちにしてみると、「どうなの」っていうところがあり 

ますよね。 

 

植草：確かに僕もですね、スピリチュアルについて学んではきたと思うんですけれど 

も、何て言うんでしょうね、スピリチュアルってなんか目に見えないので、 

 

例えばある人によっては怪しいものとか、ある人によっては信じられないもの 

とかっていうふうにまあ言うと思うんですけれども、 

 

僕はどっちかというとスピリチュアルを調べたというよりは、スピリチュアル 

の歴史の方を結構学んで、宗教も含めてですけれどもやっぱり全世界の 70億 

人の人がいて、資本主義という中でほとんどの人が生きてるわけですけれども、 

資本主義という巨大なエネルギーというか、仕組みの中から唯一外れられるも 

のが宗教だと僕は思ってるんですよね。 

 

東城：はい。 

 

植草：だから結局、普通の人はですよ「じゃあ 5万円あげるから働いて」とか 

「この仕事は結構大事だから 100万円で働いて」とかっていう、 

お金でやり取りになってるわけですよね。けれども宗教だけが、「5万円あげ 

るからこれ働いて」じゃない力が働いてるわけですよね。 

 

東城：そうですね、はい。 

 

植草：もう信じる者はの世界で、しかも世界三大宗教のほかに宗教を信じてない、 

いわゆる神様というか、いわないかは別として、 



そういうものが全く文化としてないエリアはないわけですよね。 

 

だからそういうことを考えた時に、スピリチュアルっていうものが 

いかに人類が生まれてからずっと寄り添ってきたものなのかっていうことを、 

なんか僕は研究してきたんですよ。 

 

東城：はい。 

 

植草：細々とですが。となった時に、非常にこれ、歴史とか伝統、哲学、 

文化ですよね。果てはアートの世界までもう宗教がなければここまで色鮮やか 

なものにならなかっただろうというものがあるわけですよね。 

 

例えば、ヨーロッパなんかは発祥の地ですから、あっちのほうは文化、 

アートが鮮やかですよね。 

 

まあ日本においても仏教もありますけれども、日本ならではのその美しい 

調度品とかというのは全部宗教とか歴史から来てるんじゃないかと僕は 

思っているんですけれども、そんなに膨大な歴史と伝統を含むものを 1日の 

講習で学べるのかと言われるとどうかなというところがあるわけですよね。 

 

なので、僕自身もそこに対しては非常に疑問点を持っていると。なのでちょっ 

と今話が長くなったんですけど、つい熱意がこもってしまって、熱くなってし 

まったんですけれども、正しいスピリチュアルというものを教えていただくと、 

 

東城：はい。 

 

植草：要は、目に見えない世界というものを、 

今回は特に浄化というところにフォーカスをして、 

その人が持つ本来の素晴らしいエネルギーを解き放ってしまおうと。 

 

で、さらに解き放つことによって、 

自らの運命を切り開いていくきっかけを作れるということですよね。 

その全貌を次回、お話しいただけるということで大丈夫ですか。 

 

東城：大丈夫です。 

 

植草：はい。今回、プロジェクト名としまして、ソウルアセンションヒーリング。 

魂を昇華させて癒していくという感じのプロジェクトを開始したいと思って 



います。解放、浄化、上昇、昇華、こういったようなイメージですよね。 

 

スピリチュアルが好きな人はもちろん、 

今まではあんまり興味がなかった人でもこの深い背景を知ることによって、 

かなり見るだけでも大きな学びになるってことですね。 

 

もう魂レベルから浄化して、 

幸せなエネルギーを受け取っていただく感じですよね。 

 

東城：はい。 

 

植草：なので、第 4回はもう一番力を入れております。 

 

よいチャンスに恵まれて人生を好転させていく内容になっておりますので、 

ここまでご覧になっていただいた皆様は特にこの 1話、 

2話、3話をさらに上昇させるための基本知識もあるってことですよね。 

 

東城：はい。 

 

植草：ということなので、次回もぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。 

それでは、次回お会いしましょう。ありがとうございます。 

 

東城：ありがとうございました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

いよいよ次回！全貌公開！！  

 

本来のエネルギーを解放し、人生を好転させる 

『ソウル・アセンション ヒーリング』とは？ 

 

正しいスピリチュアルメソッドと、霊感・霊視、タロット、四柱推命、 

アカシックレコード、辻占、形代、五行、西洋占術、風水による方位学等、 

様々な占術から最適な方法を統合した、プログラムの全貌を公開します。 

 

あなたの恋愛、職場、家庭、他人などあらゆる人間関係を浄化しながら、 

サイキックアタック（思念）、心、魂の浄化からエネルギーを循環させて解放、 



チャクラバランスを調整し、お金と場の浄化（お金／仕事環境）・・・ 

 

自分だけでなく家庭内や周辺空間を浄化パワースポット化させ、 

金運、恋愛運、結婚運、仕事運、開運、日常生活で使えるワークまでもが、 

手軽に楽しめる、唯一無二の人生好転メソッドです。 

 

6週間かけて、魂レベルから浄化、昇華、癒していくことで、 

あなたが持つ本来の素晴らしき高次エネルギーを解き放ち、 

自らの運命を切り拓く人を創ります。是非、お楽しみに!! 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【東城凛・プロフィール】 

強力な霊視で、延べ 4万人以上の方の悩みを鑑定し、負のエネルギー体を浄化し、お金、恋愛、

人間関係など人生や運命を好転させるヒーリング・占術の専門家。 

 霊感・霊視、タロット、数秘術、四柱推命、アカシックレコード、辻占（つじうら）、 形代（か

たしろ）、五行、西洋占術、黒魔術、魔女学、風水による方位学等、様々な占術を習得。 

 

個人から上場企業の幹部に至る様々な悩みに応え、大手上場企業の幹部までもが人事を決める際

などに、鑑定を依頼。さらに某有名サイトでも占い鑑定では圧倒的な人気を誇り、ソーシャルメ

ディアでも多数のファンがいて、現在も対面鑑定などは予約殺到中。出版社からも引き寄せの教

材や占いアプリがリリースされるなどメディアでも多数活躍している。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


