
 

 

 

２章 サイキックアタックと心の浄化 
 

～思念、心の浄化を行い、自分の中にエネルギーを循環させて解放する～ 

 

植草：皆さん、こんにちは。プロデューサーの植草です。 

 

東城：東城凛です。 

 

植草：今日は、第 2 章ということで、「サイキックアタックと心の浄化：思念・心」

というふうに題材がなっているんですけれども。 

 

そもそも言葉がちょっと難しくなってきているので、この言葉の意味合いから、

 



先生のほうにご説明いただきたいなと思っているんですけれども。「サイキッ

クアタック」って、そもそも何なんでしょうね？ 

 

東城：サイキックアタックというのは、相手から受ける攻撃のことで、悪い念だった

りとか言葉だったりとかで、メンタル以外にエーテル体などが傷ついていって、

自分がバランスを崩していく、というのがサイキックアタックになります。 

 

植草：攻撃を受けたときの心の浄化ですよと。「思念・心」というふうに、こっちに

入っているのは、スピリチュアル的にいうと、残留思念というようなイメージ

ですよね。強いような思い。 

 

ネガティブな攻撃を受けたときに、それが自分に残ってしまって、吐き気とか、

頭痛とか、不快な思いとかね。寝れないとか、起きられないとか、吹き出物が

出るとか。そういうようなことにまでつながってしまうという意味で、タイト

ルをこんなふうにさせていただいたという感じですかね。 

 

その部分に関して浄化をしていく、という内容なんですけれども。 

早速内容のほうにいきたいと思います。 

 

 

 

東城：今回は、浄化をするのに、その思念を流し切る作業というのは、とても一人で

はやっていけない作業ですので。今回は、よく神社とかで見かける、先ほどお

話ししていた形代を使わせていただきます。 

 

強力な思念の浄化 



植草：「強力な思念の浄化」というふうに書いてあるんですけれども、強い思いです

よね。人からの思いなんですか？ 

 

東城：そうですね。人から受けてしまって。たとえば、Aさん、B さん、Cさんって、

いたとしますよね。自分が A さんから言われた、B さんから言われた、C さ

んから言われた。これはあくまでも肉体の箱でしかないので。 

 

思念は、形が分かれているわけじゃないので、溜まっていって一つの塊になっ

ていくんですよ、どんどん。なので、強力な思念になっちゃうんですね。 

 

植草：器があって、A さんから言われたことが器に入って、Bさん、Cさんと積み重

なっていくと、誰から言われたかわからないけれども、ただの思いの塊。 

 

東城：塊になってしまって、気がつくと、「自分に自信がない」とか、「私はどうせ」

というふうな状態になってきてしまうので。まずそれを受ける、浄化とともに、

そこに溜めていく器を作らなければいけない。自分以外に。 

 

植草：それを浄化していくのに、この絵（画）のイメージ。ちょっと画像だとオレン

ジになっちゃっているかもしれないですけれど、これは鳥居ですかね。 

 

東城：真っ赤なんですけどね（笑）。 

 

植草：皆さんも見たことがある、中には、行ったことがある人もいると思うんですけ

れども。日式ということですよね。日本式の浄化を教えていただけると。じゃ

あ入っていきましょう。 

 

東城：今回は、形代をご用意しました。形代というのは、自分の身代わりにもなり、

あとは自分の分身にすることで、そちらで悪いものを吸い取ってくださるので、

お守り代わりになり、浄化の作用もある。 

 

ドラマとか映画の世界だと、形代がいろんなものに代わって守ってくれたりと

か、動物に代わったりとかして伝達係になったりとかということで、とても、

魂が宿る素晴らしいお守りなんですね。 

 

なので、まず形代づくりをしたあとに、それをどのようにして自分の魂を吹き

込むかというところまでやって。それをどういうふうに持って歩けばいいのか

というところまでを、今回はやりたいと思います。 

 



まず、形代なんですが、このような形になります。 

 

 

 

植草：どこかで見たことがあるかもしれないですね。こんな形で、人の形をしている

という感じですね。こんな感じです。 

 

東城：作り方なんですが紙を半分に折ります。1枚をきれいに半分に折ってください。 

折りましたら、半分のところに顔みたいな模様を書いてください。 

 

 

 

植草：こういうふうに丸があって、三角があって、三角。 

 

東城：これをハサミで切りますと、こういう形で出てきます。 

これを広げるとお人形さんになります。これが形代です。 

あとでまた、わからない人はこの絵を思い出してください。 

 

次に、これは、ただ何もない状態ですと、単なるお人形さ

ん、紙切れでしかないんですね。なので、自分のお名前を



しっかりと書いてください。印刷はダメです。 

 

植草：自分で手書きをするということですね。 

これは何か、マジックで書いたほうがいいとか。 

 

東城：本当は墨をすった、筆ペンでもいいんですよ。墨で書くことが一番いいんです

が、いまどきちょっとないよという人はマジック。ボールペンはダメです。筆

ペンでもいろんな色があるので、できれば黒、という形で書いていただきます。 

形はこのように、人間の形になればいいのですが、足は描いてはダメです。 

 

植草：ポイントですね。足は絶対に描かないでください。 

 

東城：てるてる坊主のように足はなくしてください。 

 

なぜかというと、形代は、先ほども言いましたように、いろんなものに化けて

動いてくれるのが形代。ということは、足が入ると、この思いを勝手に自分で

動き出してしまうんですよ。 

 

俗にいう生霊さんとか。ああいう分離になってしまうので、足はつけてはいけ

ません。 

 

そして、お名前を書きます。お名前を書きましたら、この子に対して、右手を

下にしてください。で、この上に乗せます。お名前を上で。指先のほうに頭を

乗せる。こういう形ですね。 

 

 

 

 

 



そうしたら、左の手でかぶせる。かぶせたら、このままイメージ的にこのお名

前のところが銀色に変わっていくイメージをしてください。 

 

 

 

植草：黒で書いた名前が銀色に変わっていくわけですね。 

 

東城：銀色に、全部字が変わったなと思ったら、 

次に「文字よ、紫色になってください」と心の中で唱えます。 

 

植草：「文字よ、紫色になってください」。 

 

東城：そうしたら、たとえば「私の形代。東城凛です」と伝えてあげてください。 

これで、あなただけの形代になります。 

 

なぜ銀色かというと、1 回、形代をリセットかけます。自分のものにするため

に。そしてそのあとに、紫というのは、高次のエネルギーで最高値の色、よく

お袈裟（けさ）とかも、紫だと位が高いというように、紫の位にしてこの形代

さんの位を高くしてあげます。 

 

強くすることによって浄化作用が働きます。紫のお色は浄化にも特化している

お色なので。かつ形代は、誰の形代なのかということで、自分のお名前を言う。

認識させてあげる。 

 

植草：もう一度やってみましょうか。 

 

東城：「この形代は、東城凛」。 

 

植草：僕だったら、「この形代は、植草貴哉」ですね。 



 

東城：これで開きます。開いたら、この子自体がもう魂が入っちゃっているんですね。 

左手からエネルギーは出るものなので、左を上にしているんですね。 

 

エネルギーというのは、ポンと上に上げなければ下に落ちちゃうので。普通に

こうやって手のひらから出ているぶんには下に下りるから。全部エネルギー、

自分の思念も全部入るんですよ。なので、この子はこれで動き出すことができ

ます。 

 

そしたらこの子を半分に折ってあげます。名前が見える方向で折ります。 

 

 

 

植草：名前が見える方向で折ってください。 

 

東城：長財布の方は、一番邪魔にならない、この子がぶつからない位置のところに、

このまま入れるのがベストなんですが。ただ、形代の大事なポイントは、人に

見られたら終わり。 

 

植草：絶対に人に見られてはいけないということですね。 

 

東城：絶対にダメなんです。なので、折り財布ですよとか、お財布が札入れしかない

です、お札しか入らないで、お札を出し入れしますという方は、この子に一つ

「ごめんね」と言って。もう、生きものの扱いをしてください。そして、半分

に折ってこの子をしまう。 

 

ただ、しまいっぱなしはダメです。誰もいないときに必ず、夜、帰ってきたと

きに、この子を開いて、枕元なり、たとえば一人暮らしだったらリビングのテ

ーブルでもいいです。置いてあげて、息を吹き返してあげるという作業を必ず

してください。 



植草：家族にも見られてはダメ。 

 

東城：ダメです。 

 

植草：絶対に誰にも、ということですね。 

 

東城：よく、見られたくないからって引き出しに入れる方がいるんですが、それは、

お財布の中と同じ役目になってしまうので、引き出しではなく、タンスの上に

置くとか。という状態にしてあげてください。そうしたら次の日、必ずまた、

お財布に戻す。 

 

そして自分が嫌なことを受けたと思ったときに、「形代、嫌な目にあったんだ

けど」と言うと、「これが嫌なことなのか」と、形代が認識してくれるので、

そのことが起こりそうなときに全部吸い取ってくれるようになります。かつ自

分の体の中にある、それが嫌だったのかということを認識してくれるので、身

代わりで吸い取ってくれます。 

 

植草：この形代のサイズが気になるところだと思うんですけれども。今たまたま、こ

ういう大きさになっていますけども、やっぱりお財布に入れたりというと、小

さくてもいいんですか？ 

 

東城：大丈夫です。折り紙で作っていただいても大丈夫です。 

 

植草：紙の種類もなんでもいい。 

 

東城：特にこだわりはありません。できれば真っ白がいい。 

 

植草：真っ白の紙でやるということ。大きさは、小さくてもいいということは、折り

財布の人は、小さく作って入れていいということですね。それで、絶対に誰に

も見られちゃいけない。持ち運びは、財布じゃないとダメなんですか？ 

 

東城：ダメなんです。なぜかというと、お金は、前に動画でも言ったように、 

お金って、念が多い場所なので「この念なんだ」という勉強をさせるために。 

いろんな念を覚えさせる。 

 

かつ、お財布の中というのは、よほどじゃない限りは閉鎖的な世界ですよね。

誰にも見られない世界。あと、持って歩くのに一番。自分が身につけて、おそ

らく、今の時代スマホとかもありますけど、お財布のほうが大事だと思うんで



すね。大事に思っているものの中に入れてあげることが大事なんです。 

 

植草：そういうふうにして形代を作ってしまう。毎日出し入れするということですね。 

 

東城：そうです。たまたま、彼氏が泊まりにきちゃったとか、どうしても出せないと

いうときは、謝ってあげて、次の日に出してあげる。 

 

植草：これ、作るのは 1枚だけ。 

 

東城：1枚だけです。何枚も作っちゃダメです。 

 

植草：1つだけなんですね。 

 

東城：もしこの子が破れてしまったりとか、汚れてボロボロになってしまったときは、

お家の燃えるごみの中で、きれいに形がわからなくなるまで破いて、そのとき

にお礼を言いながら破いて捨てる。外に捨ててはいけません。 

 

植草：基本的には破れたりするまでは、ずっとその子を使い続けるということですね。 

 

東城：はい。 

 

植草：何回も出し入れして。それを継続するわけですね。 

 

東城：そうすることによって、この子が育っていき、この子が皆さんの邪気とかを消

化しきった瞬間に、必ず切れたりとか、ボロボロになってきますので。 

感謝の気持ちを込めて、本当に形がないようにしていってください。 

 

植草：もし、ほとんどはないと思うんですけれども、結婚とかして名字が変わります

とか、そういうパターンもなきにしもあらずじゃないですか。そのときは作り

直しですか？ 

 

東城：この子自体がボロボロになっていないのなら、ここのところに 2本線を引いて、

新しい名字を書く。決してこの子が終わっていない状態で破くことはダメです。 

 

植草：終わるまでは、まだ役目を果たしてもらっている、ということですね。 

 

東城：あくまでも形代はペットと同じ。自分の心の友なので、決して粗末に、粗悪に

扱ってはいけません。 



 

植草：そういうふうに毎日繰り返すことによって。あとほかは、別に何をするわけで

もなく。要はこのサイキック、強力な思念を、いつの間にかこの子が。 

 

東城：この子はすごいですよ。たとえば「学校でいじめられちゃって、親友とも口が

聞けなくなっちゃったんだけれども」と言うと、そのトラブルの原因の人の邪

念を抜いてくださるので。その子が次の日に優しかったりとか。効果は絶大で

す。 

 

植草：効果が絶大ということは、要は悪いことをしたらマイナスのほうに絶大になっ

ちゃうということですから、本当に大事に扱わないといけないですね。 

 

東城：そうです。悪いことに使えば、自分の体のエネルギーと悪いことのエネルギー

が、バランスが必ず取れませんのでこの子のほうが強くなってきます。そうす

ると、自分が千倍、2 千倍という状態で悪いことしか起きなくなるので、悪用

は禁止です。 

 

植草：もし悪い方向にいっちゃたらどうしてあげればいいでしょう、この子に対して。 

 

東城：たとえば、自分の欲望のままに使ってしまったというときは、この子を神社に

持っていき、古札所（こふだしょ）、お守りとか、寄付だとかを収める場所が

ありますよね。あそこに、「どうもすみませんでした。ありがとうございまし

た」と言って、お守りと同じように置いてきてください。 

 

植草：わかりました。そもそも形代って、歴史書を見ていてもそうですし、そういう

ものを学び始めると、そうとう昔から存在していたのかなと思うんですけれど

も。いつ始まったとか……。 

 

東城：起源は諸説あるのですが、基本的に神社さんにあるお札があるじゃないですか。 

天照さまのお札。あれが形代と言われているんですね。元はお札が形代だった

みたいな。それから、どんどん、陰陽師さんとか、いろんなものが流れていっ

て、人の形になっていったと。 

 

神社さんだと、大祓（おおはらい）の時期に厄を払ってもらうということで、

自分の身代わりということで作るというのがあるので。歴史的にはそうとう古

いもので、形が、以前は違っていた。 

 

あとは、場所によってですが、形代の場合は地方とか、いろんなところに行く



と、お盆の灯籠流しなどのときに、形代流しみたいなのがあるところもあるん

ですね、灯籠ではなく。亡くなった人を乗せていく魂の器として川に流すとい

うところもあるので。そうすると、歴史的にはそうとう長いものだと思います。 

 

植草：かなり古くから日本で、親しまれてきたと言ったら、ちょっと語弊があるのか

もしれないですけれども、役に立ってきたというんですかね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：それぐらい強力なものなので、ぜひ作り方を間違えずに。黒で書いて、左手を

乗せて、まず銀色。そこから紫。この文字だけでいいんですよね。文字の名前

が変わると。 

 

東城：この形代は、東城凛。 

 

植草：自分の名前を言っていただいて仕上がりということですね。ちなみに、今神社

とかの画像が出て神社の話が出たんですけれども、お参りのコツとか、お守り

を買うタイミングとか、お守りを替えるタイミングとかもあると思うんですよ。

そういうもののノウハウがあったら、あわせて知りたいと思うんですけれども。 

 

東城：まず、お守りを買うタイミング、コツというのは、だいたいお守りというのは、

1年で買い替えるものですと言われているんですね。 

 

ただ、買った時期があるじゃないですか。基本的に買った時期というのは、皆

さん、初詣でに行ってとか、あると思うんですが。初詣でか、たとえば受験だ

ったら学業の合格祈願の時期とかっていう時期に買いに行くじゃないですか。

そこから約 1年と言われているんですが。 

 

私がお守りとかを持っていて思ったのは、1 年じゃないなと。お守りって、何

もない状態のときって、切れないで、きれいなお守りでいてくれるじゃないで

すか。何か起きたときってボロボロだったりとか、切れたりとか、あとは、な

くなったりとか。 

 

そのときがやはりタイミングなのに、皆さん寿命が切れる前に。たとえば、神

社さんも経営があるから売り上げのためとかもあるのかもしれませんが（笑）。 

 

植草：神社に経営概念を入れられちゃうと困る部分もあるんですけれども（笑）。 

まあ、あると。 



 

東城：やはり、どんなに長くても 2年のうちには、お守りは応えてくださいますので。 

付けっぱなしに、たとえばもらって、よく、使うのがもったいないからお家の

中に入れているという方もいるじゃないですか。それは装着した日、自分に装

着した日から 1年なので。 

 

植草：じゃあ、付けなきゃ意味がないわけなんですね。 

 

東城：そうなんですよ。 

 

植草：そういうところも気をつけて、お守りと向き合っていくというか。 

お守り自体も形代に近いんですかね。 

 

東城：そうですね。形代ではないお守りというような。形代がちょっとかわいくなっ

て、きちんとした神さまが宿っている、神さまが宿っているのがお守りなので。 

 

植草：じゃあ、そんな感じでやっていければと思います。お守りを買うタイミング。 

 

東城：もちろん、お参りをしてから買いに行く、基本は。 

 

植草：中には、いきなりお守りを買いに行って、そこからお参りする人もいるかもし

れないと思うんですけれども。 

 

東城：たとえば正式参拝とか、特別な厄年の払いごとの参拝の場合は、申し込んで、

お札をいただいてから、お参りするじゃないですか。一般の方は、まず神さま

にごあいさつをして、私を守っていただきたいという願望がありますと、願い

をかなえてほしいことをお伝えしてから、お守りを買いに行く。 

 

植草：まず、あいさつが先だろうと。基本ですけどね。その基本の意味合いというの

も考えていただくと。あいさつをして。 

 

ちなみにお賽銭の額とかって、結構話題になる。年始とか、いっぱい入れたん

だという人もいるだろうし（笑）。ご縁があるように 5 円がいいとか、いろい

ろあると思うんですけれども、あれも、何かあるんですか？ 

 

東城：一般的に言われているのは、やはり 5 円玉の 5 円がいい、ご縁があるという

ことで 5円玉を推奨していますが。 

 



賽銭箱というのは、神社さんに鈴があるじゃないですか。ジャランジャランっ

て。あれは浄化なんですよ。浄化のために、悪いものを払いのけるために、あ

の音を出しているんです、鈴の。巫女（みこ）さんの舞も、鈴でシャリンシャ

リンって周りを清めるじゃないですか。あれと同じ意味があって。 

 

実は賽銭箱は、お金を入れる意味のほかに、楽器と同じで、あのガランガラン

とお金が落ちていく音は、邪気払いの音なんです。だから、音がするもので、

お金で、できれば私は推進するのは 500円玉。とてもいい音が鳴るので。重い

音がいいんですよ。 

 

植草：より重厚な音を出すために 500円を。そうすると、普通よりいい音というか、

重たい音がするから、浄化をしながら……。 

 

東城：神さまとつながれる。 

 

植草：お賽銭を入れるということは、音を出すと。 

ということは、そっと入れたらダメなわけですね。 

 

東城：そうなんです。思い切りボンって投げつけるように。そうそうに壊れないので。 

投げつけるようにして音を奏でて、神さまを呼んでいただいて。たとえばお賽

銭だけじゃなくて、特殊なものの音というのは、神さまを呼び出すというのが

あるんですね。 

 

ちょっと番外になっちゃうかもしれませんけど、七夕の笹も短冊を飾ったあと

に、笹と笹をこすり合わせないと意味がないんですよ、あれ。神さまを呼び出

すので。 

 

植草：え！そこまで知っている人、いないんじゃないですかね。 

 

東城：神さまに対してのお祭りごとのときは、必ず音を出さなければ神さまが来てく

ださらないので。 

 

植草：だからお祭りとかっていうのは、音を出してやるという風習に。 

 

東城：笛を吹いたりとか、あるじゃないですか。 

 

植草：七夕のときも、笹と笹を？ 

 



東城：笹と笹をこすり合わせるんです、カサカサって。あれで神さまが来るんです。 

それも、豊富な稲とか、お金とか、財とか。財を豊かにする神さまが七夕には

来るので。 

 

植草：七夕は、恋愛ではなかったと（笑）。お金の神さまである、ということも新し

い知識として出ましたけれども。その音というところにも気をつけていただく

と、さらにいいですよ、ということですね。 

 

では、次のほうを見ていきたいんですけれども。 

こんな形で、今度は 7色の色がある、これは何ていうんですか？ 

 

 

 

東城：これは、タリスマンなんです。中に、実はよく見ると模様が入っています。 

 

植草：模様が入っていますね。タリスマンって、第 1章のほうにも出てきたんですけ

れども。これ自体が意味のあるものであるということで。タイトルとしては、

「天使を味方につける浄化」というふうになっているんですけれども。 

 

そもそも、その話をする前に、天使というものが何なのか、ということを教え

ていただきたいと思うんですけれども。 

 

東城：よく、絵とかだと輪っかがついていて、羽がついていて、ふわふわしたものが

天使というイメージがありますが、基本的にあれは、私たち人間が偶像化した

形ですので。 



天使というのは、エネルギー体で色ごとに分かれております、基本的には。 

なので、その色ごとの天使をきちんと把握して、自分に合う天使を選び出して、

その天使のエネルギー体と付き合っていくことで、浄化。あとは、自分の魂が

いいように向いていく。特に悪いもの、邪念とかは、払いのけることができる

ようになってくるというものがあるんですね。 

 

今回はせっかくなので、その中に特に強いタリスマンを画像の中に埋め込ませ

ていただきましたので。この中から皆さんが直感でどれがいいか決めていただ

きたいんです。この赤がいいとか、紫がいいとか、決めていただきたいんです。 

 

 

 

植草：選びましたか、皆さん。大丈夫ですかね。直感ですよ、考えちゃいけないんで

すね。パッと。じゃあ、選びました。 

 

東城：では、何色ですか？ 

 

植草：僕は、黄色です。 

 

東城：そうしましたら、次の画像のほうにいっていただいていいですか？ 

 

植草：はい。 

 



 

 

東城：全部、天使の名前が色ごとに書いてあります。赤だと、「大天使ミカエル」。 

黄色「大天使ウリエル」。オレンジ「大天使アズラエル」。次が緑です、 

「大天使ラファエル」。次が青、「大天使ザドキエル」。 

そして紫が、「大天使ジェレミエル」。そして白、「大天使ハニエル」です。 

 

このように皆さんの天使が決まりました。これは、タリスマンのほうで直感で

選んでくださいと言ったときに、ここの中にタリスマンが入っているんですが、

タリスマンが、実は惑星のタリスマンなんですね。 

 

太陽とか木星とか。なので、自分が惹きつけられるところの色にいくんですよ。

そして、選んだ色が天使の名前に色ごとに決まっているので、あなたの今一番

大切な、必要とする天使になっていくんですね。 

また天使の画像にしてもらっていいですか。 

 

植草：はい。 

 

東城：この色ごとに出た天使、どうすればいいの？ 見えないですね、エネルギー体

なので。一番手っ取り早く自分に召喚させるという方法が。まず、天然石でい

きたいと思います。石ですね。 

 

皆さんが、このようにブレスレットを、今ファッションでもつけていらっしゃ

いますよね。そのときに天然石、たとえば大天使ミカエルは赤でした。赤の天

然石ですね。 

 



 

 

なので、一つだけ赤の天然石を自分のところに買います。ブレスレットのとき

に。 

 

植草：なんでもいいんですか？ 

 

東城：はい。赤いのにしてください。黄色だったら黄色。そうしたら、この子（赤い

天然石）に、名前がミカエルですよね。さっきの形代と一緒で、この 1個にこ

うやって、 

 

 

 

心の中で「大天使ミカエル。私が必要とする色は赤でした。だから、【あなた

が私に召喚します（※あなたを私が召喚します）】。」そのような文言を言って

いきます。 

 

そして最後に、勝利の女神の赤なので、「私の強力なパートナーになってくだ

さい。」と言って、しばらく握ってあげます。 

 



そしたらこの石を、ブレスレットにしない人だったらお財布に入れてもいいん

ですが、できれば自分のブレスレットの中にこの石を入れて。一番いいのは、

常に、気になったときに、こうやってさわってあげる。そして、「ミカエル召

喚」みたいな、「ミカエル動き出して」と言うと、ミカエルが動き出してくれ

ます。 

 

植草：ちょっと、今難しかったので、もう一度、なんて言うかというのを。 

 

東城：じゃあ、今度は言いやすいところで、ウリエルさんで。ウリエルさんは黄色の

石で。このように置いたら、「大天使ウリエル。ウリエルは私の天使です。今

日から召喚しました。」というような感じでいいです。 

 

植草：あまり深く考えなくていいんですか？ 

 

東城：そうです。言葉を固くしちゃうと、たぶん自分の中で何を言っているのかわか

らなくなっちゃうので。 

 

「ウリエルを私が召喚して、私の天使になりました。私の天使になったので、

私のために働いてください。動いてください。お願いします。」というふうに

言ってあげてください。 

 

植草：ポイントは、大天使という役職みたいな感じですね。それと名前。「大天使ウ

リエル」という名前を言うことと、私のために……。 

 

東城：「一生懸命、いいほうにお手伝いしてください。」と。 

 

植草：「働いてください。お手伝いしてください。」 

 

東城：「よろしくお願いします。」と。 

 

植草：気持ちを伝えるという感じですかね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：それで、「召喚します。」と。 

 

東城：必ず、「召喚します。」とつけてください。 

 



植草：それは必須ですね。 

 

東城：はい。 

 

植草：名前と、私の天使として召喚しますと。 

 

東城：これが大事です。そして、これを持って歩く。一番いいのはブレスレットだけ

れど、ブレスレットを付けることがない人だったら、お財布の中など、なくさ

ないところに。 

 

植草：カバンの中でもいいわけですね？ 

 

東城：そうですね。よく、小さい袋とかあるじゃないですか。それに入れて持って歩

く。そして、できれば 1日数回、回数は多いほうがいいんですが、このように

さわってあげて、たとえば、「ウリエル召喚します。浄化して。嫌なことがあ

ったからなんとかして。今のこの状況をなんとかして。」とかって言うと、召

喚して、動き出してくれます。 

 

結構これって「本当に？」って言うんですけど、私も癖でこれをやっているん

ですけど、結構その場の雰囲気が収まるんです。 

 

植草：これ、音を出したほうがいいって、またさっきの話、あるんですか？ 

 

東城：これは、音を出すということはないので、別に。石だけで、こうやっていると

どうしても音が出ちゃうんですよ、勝手に。 

 

植草：あまり気にせずに。 

 

東城：何個持っていても OKです。 

 

植草：石を何個持っていても大丈夫なんですね。 

 

東城：ただ、重たくなっちゃうので。石なので、やはり（笑）。 

 

植草：たとえば、僕は黄色を選んだんですけど、全部黄色の石でも。 

 

東城：OKです。 

 



植草：お願いするのは 1個ですか？ それとも。 

 

東城：もし、全部黄色のお石にする場合は、全部の石にやってあげるといいかもしれ

ないですね。1個だけのお石でパターンを作ってきれいにしたい人は、その 1

個でやるという形で十分だと思います。 

 

植草：自分の天使は何か、ということを、今見ていただいたということですね。これ

は、パワーストーン的な感じで、よく、石の原石のほうがあるじゃないですか。

ああいうのじゃなくて、こういう丸玉のほうがいいんですか？ 

 

東城：持って歩くには、丸玉のほうがいいですね。原石の場合は、石って一定の場所

にあるじゃないですか、よほどじゃない限りは。なので、動かさないほうがい

いんですよ、原石の場合は。なので、家の中で飾るぶんには原石がいいです。 

 

植草：じゃあ、飾ってもいいですし、持って歩いてもいいけど、持って歩いたほうが

いいんじゃないのかな、ということですかね。これに関してはね。何回もやる

んですよね？ 

 

東城：お願いは 1回で。それ以上はしなくて大丈夫です。ただ、お願いごととか、嫌

なこととか、ちょっともう召喚したいなと思ったときは、まめに。1日何十回

でも構わないです。 

 

植草：何十回呼び出してもいいですよと。 

 

東城：気がつくともうずっとやってるわという人もいるので。全然 OKです、そこは。 

 

植草：気軽にやるっていうことですかね。気づいたらやるというような感じがいいん

じゃないかなということですね。わかりました。これをぜひチャレンジ、やっ

てくださいということですね。 

 

東城：これで最後ですね。タリスマンの画像とか、こちらのほうで頑張って召喚して

いただければと思います。 

 

植草：第 2章は、「サイキックアタックと浄化」ということでしたけれども。 

ちょっと振り返ってみましょうか。 

 

まず、「サイキックアタック：思念」。強い思い、残留思念を残さないようにし

ましょうということが、第 2章の本論になります。 



 

1 つ目は、「強力な思念の浄化」として、人形、形代を作りましょうというこ  

とですね。形代はかなり強力なので、まめに、本当に生きもののように扱って

あげることが重要です。 

 

もう一つは、天使を使ったほうですね。これは 1回選んだら、もうほかに変え

ちゃいけないんですか？ 

 

東城：目安は、ブレスレットだった場合はブレスレットがパーンと弾けちゃったとき。

あと、単品で持っている場合は、その子がなくなっちゃったときは、また選び

直しのときです。早い方だと 1週間で変わります。 

 

植草：実際になくしちゃうとか、切れちゃうとか、何かが起こるまでは変えちゃいけ

ないということですね。選ぶ色によって精神状態が違うとか、何かそういうよ

うな意味合いというのはあるんですか？ 

 

東城：精神状態というよりも、今の状況に応じて、どうしても 7 色なので、皆さん、

チャクラに特化しやすいんですけれど、実はこれの奥に描いてあるタリスマン

がすべて、先ほど惑星と言ったんですが、たとえば赤だと、地に足をつけなさ

いというチャクラだと、そういう意味があるじゃないですか。実は、ここは勝

者の女神という火星が入っているんですね。そのようにして、今自分が欲して

いる部分のところにいくように、タリスマンが設定してあるんです。 

 

植草：じゃあ、もう、思うがままにやってもらうのが。色というよりは、どちらかと

いうとタリスマンのほうが重要な、今回は役割をしているということですね。

それで選んでいただいて、何の神さま（天使）なのかということを知って、石

で召喚をしていくというふうにしましょうということですね。 

 

東城：そういうことです。 

 

植草：わかりました。では、2章のほうは、こちらで終了となるんですけれども、 

こちらもぜひチャレンジしてみていただきたいなと思います。もちろん、石を

購入するというのは時間もかかると思うんですけれども、形代のほうは、もう

今日からでもできるので、ぜひチャレンジをしていただければなと思います。

それでは、またお会いしましょう。ありがとうございました。 

 

東城：ありがとうございました。 

 



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

 

次回、3章では、チャクラと魂の浄化（カルマ）をお伝えします。 

 

 

 

 


