
 

 

 

５章 家の浄化とパワースポット化 

：家庭内浄化・開運 
 

～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。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：占い師の東城凛です。 

 

植草：今日は、第 5 章ということで、「家の浄化とパワースポット化：家庭内浄化・

開運」というタイトルでお話しを進めていければなと思っています。 

 

第 1 章から 4 章までずっとやってきまして、5 章で「家」ということなんです

けれども、やはり家というのは、非常に重要なポジションということですよね。 

 

東城：そうですね。一番の要になる場所だと思います。 

 



 

植草：なぜ、要になるのでしょう？ 

 

東城：やはり、皆さんが帰ってきて、一番、休息を取ったりとか、食事で栄養を取っ

たりとか、あとはいろんな方たちと出会って、戻ってきて、一番エネルギーを

溜め込む場所になっているので、家庭内の浄化ができていないと外に行っても

うまくいかない。 

 

植草：確かに、今の日本を見てみると、家庭内別居とか、社会問題としても。家庭が

昔だったら癒しの場所というか、休息の場所だったにもかかわらず、今はそう

なっていないと。 

 

東城：そうですね。ちょっと悪く言うと職場みたいな。気を使う場所みたいな。 

 

植草：ずっと気を使っているような感じで、身も心も休まっていないと。これは男性

だけじゃなくて、女性も当てはまるということですね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：そういう状態だと、いくら 1 話から 4 話で教えていただいたことを実践して

も、結局家というもの邪気、邪悪なパワーに押し負けてしまうと。 

 

東城：そうですね。なので、朝起きると疲れているとか、今日は妙に仕事に行きたく

ないとか。お子さんの送り迎えすらもおっくうになっちゃう。ママ友さんとの

付き合いもできないとかというふうになってきたりとか。 

 

植草：ということで、第 5章で、後ろのほうに持ってきたんですけども、まとめに近

づくにつれて、ここは最後の要ですよというような感じで、動画を見ていただ

ければなと思います。 

 

今日のお話しなんですけれども、家庭内というのはもちろんなんですけれども、

周辺の空間を浄化。浄化だけじゃないんですよね、今回は。パワースポット化

ということなんですけれども。そもそもパワースポットって、何気に使われる

ようになりましたよね、最近。 

 

ただ、パワースポットって何？と言われると、力をもらえるところ……みたい

な感じになっちゃうんですけども、そもそもパワースポットというのは、どう

いうものを指しているんでしょう？ 



 

東城：皆さん、よく、何か特別なものと認識される方が多いのですが、たとえば場所

でもそうなんですが、ここがパワースポットですよというところに行かれたと

きに、だいたい長くても 1週間以内に自分にとってとてもいいことが起きなけ

れば、そこはパワースポットじゃないんですよ、自分の。 

 

植草：長くても 1週間。 

 

東城：早い人だと、その日の帰りとかにいいことが起きたりとか、願っていたことが

叶ったりとか、そういうことが起きるのがパワースポットの場所なので。 

 

皆さんがよく言われている有名なパワースポットに行ったからといって、全員

が全員、そこが波長が合っているとは限らないんですよ。 

なので、それでしたら自分の場所を探すのも大変な、旅行も行ってられないと

いう人もいらっしゃるので。 

 

それだったら自宅がパワースポットになってしまえば、運気は上がっていくし、

お身体とかも、もちろん浄化できるし、家庭内が円満になっていく。 

 

植草：じゃあ、家がパワースポット化すれば、帰ってくるたびにエネルギーが充電さ

れて、いいことが起こり続けるということですね。それを「パワースポット化」

というふうに、今回定義づけてお話しを進めていただくという形ですね。 

 

「高次のエネルギーが流れる状態をつくっていく」ということなんですけれど

も、この高次のエネルギーってどういうものか、ちょっとお話しいただきたい

んですけれども。 

 

東城：特別なものと、皆さん思ったりするんですが、皆さんが本来生きている中で、

まったくの直感がなく生きている人は少ないはずなんですね。 

 

だけれど、見えるものとか、世の中の便利さに、どうしても流されるので、日々

ロボット化と言ったらおかしいんですけど、そのように生きているので、自分

の直感が一番疑わしい存在になっちゃってるんですよ。 

 

植草：信じられなくなっている。 

 

東城：なので、誰かに聞かなきゃいられないとか、一つ何かを決めるにも、間違って

いるんじゃないかというふうに思ったりとかするのは、高次のエネルギーが、



自分の中で閉鎖的になって、直感を働かせられなくなっちゃっている。 

 

なので、これを、標準の自分が持っているものに戻していくということが大事

なので。 

 

植草：その持っているエネルギーを高める。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：それを高次のエネルギーと呼び、それが流れている状態をつくるということで

すね。そのために、どういうようなワークをしていきながら、取り戻していく

のかということですね。 

 

東城：そうです。 

 

植草：こんな感じで、今からお話ししていきます。 

 

まず一つ目。「玄関など家庭内浄化」。家の浄化というと「玄関から」みたいな

ことがよく言われますが、やはり玄関って重要なポジションなんですか？ 

 

東城：そうですね。必ず一番最初に出て行く場所。外に出るのであれば、玄関を通ら

なければいけないし、汚れても、きれいな状態でも、必ずご家族も自分も通る

場所なので、玄関が自分のまず最初のステップになる場所になるので一番大事

なところです。 

 

植草：まず、玄関と家庭内浄化から入っていって、「水晶、クリスタルウォーター、

形代による浄化、解放」。これはアイテムを使っていただくという感じですね。 

 

東城：はい。 

 

植草：「思考から身体全体に落とし込む浄化」。 

これは、どういうイメージなんでしょう？ 

 

東城：よく言われるアファメーションを、無理に起こそうとするアファメーションが

多いので、どうしても叶わないというのが多いので、思考の中で言い聞かせち

ゃって、思考が自動で起こすような。そして、お身体の中に浸透させるような

やり方をするのが一番いいので、それのやり方を今回は。 

 



植草：教えていただけると。で、「ガネーシャの言霊」。ガネーシャ、なじみも出てき

ましたよね。 

 

東城：そうですね、最近は。 

 

植草：「邪気払い、生命エネルギーの調整」、「万能ツールの生成」。これで一つなんで

すよね。これもツールというかアイテムを使っていく感じなんですか？ 

 

東城：そうですね。でも、それはちょっと上級編になりますので、準備するものは、

皆さんが用意できたら、という形でやっていただけたらと思います。 

 

植草：これら 5つをやっていただいて、最終的に家の浄化、そしてパワースポット化

を目指していきましょうというのが今日の内容です。 

 

では、進めていきましょう。 

 

 

 

まず一つ目。「玄関など家庭内の浄化」ということで、一番入り口となる部分

ですよね。ここについて、どういうふうにしたらいいのか、教えてください。 

 

東城：玄関は、前の章とかでもちょっと説明はしたんですが、できれば雑巾がけをし

ましょうということが。お忙しいかもしれませんが、できれば毎日拭き掃除を

してほしい。 

 

植草：玄関を毎日拭き掃除。これはすごいですね。 

 

東城：難しいと思うんですが、できない方は、週に最低でも 3日は、何とかお時間を

作って。実際に、5〜10分で毎日掃除をしていると、5〜10分で拭き掃除が終



わるぐらいの状態になりますので、できれば、毎日雑巾がけなんですが。 

 

その雑巾がけの際に、前回お作りした浄化塩。 

 

 

 

こちらにあるんですが、この浄化塩と、あと、あとで説明あると思いますけど、

クリスタルウォーターがあるんですが、このクリスタルウォーターというもの

を皆さんに作っていただきまして、 

 

 

 

これをバケツのお水、お掃除をする際に、たとえばバケツの水が半分ぐらい入

っていたら、約 3分の 1ぐらいの量でいいので、このお水と浄化の塩をひとつ

まみ入れて、それで雑巾を洗って、それで拭くという効果を一番絶大にしてい

くというやり方が一番効果的なんですね。 

 

 



植草：ちょっと忘れちゃった人もいるかもしれないので、浄化塩。こんな感じですね。 

 

 

 

どう作るんでしたっけ？ 

 

東城：これは、ヒマラヤ岩塩とかを月の光に当てまして、あとはアロマを入れまして、

乾燥させてから家の中に入れるという作業ですね。 

 

植草：これを作っていただいていると思いますので、こちらを使っていくと。 

 

東城：それで、これできれいに拭いていただくということと、玄関というのは、実は

お金に関してもそうですが、夫婦円満、家族円満、子宝に恵まれるといわれる

一番のパワースポットなんですよ。 

 

植草：家の中でも群を抜いて重要ポイント。 

 

東城：そうです。なので、ここだといいよ、というよりは、本当に玄関がきちんとし

ていらっしゃる家庭というのは円満なんですよ。 

 

なので、ここが一番のパワースポットになるので。パワースポットにするため

には浄化が一番大事だということで、強力な浄化方法で掃除していただければ

と思います。 

 

植草：玄関って、素朴な疑問なんですけどもどこからどこまでが玄関なのかっていう。 

 

東城：基本的に、お靴を脱いで一歩踏み出したら、お靴が脱いでる場所は玄関で、 

そこから先は通路なんですね、靴を脱いでからは。あと、もちろん靴をしまう



ところも玄関になります。あと、玄関の扉と扉の下の桟のところも玄関に入り

ます。なので、扉の表側と内側と桟と靴を脱ぐ場所と下駄箱を掃除するという。 

 

植草：靴を脱ぐ場所、日本だと靴を脱いで家に上がる文化なので。脱ぐところの床も

拭くということですか？ 

 

東城：そうですね。靴を一度、下駄箱のほうにおしまいになって、そこで、玄関を何

もない状態にして拭くということが大事ですね。 

 

植草：じゃあ、床を拭くみたいな。 

 

東城：そうですね。あと、お靴、皆さん、脱いであるじゃないですか。実はここも浄

化のパワースポットにするには大事なことがありまして。ご家族が 3人家族で

したら、3足しか玄関に置いちゃいけないんですよ。 

 

植草：靴が好きな人だと、靴がズラーッて。 

 

東城：使わない人数、たとえばお母さん、お父さん、お子さんだったら、一足ずつ出

しておくのがいいんですが、お子さんの靴と自分の靴とご主人の靴と、かつち

ょっと買い物用のサンダルってあるじゃないですか。それで 4足にしちゃうと、

4人分の分散になるんです。 

 

植草：何の分散ですか？ 

 

東城：運気の分散がきちゃうんですね。 

 

植草：運気が分散されると。 

 

東城：だから、たとえばお金に関しても 4人分の分散で、少ない金額で入ってくるん

ですよ。なので、きちんと人数分の靴でそろえるという形にしないと、まず金

運が下がっていく。 

 

なので、そこの上できちんとお掃除をして並べていくという形をとったほうが、

もちろんパワースポット化にもなりますし、浄化につながっていきます。 

 

植草：要は浄化というと、汚れたものをきれいにするというか、なくすというイメー

ジがあるんですけれども、外から入ってきたときに、悪いエネルギーを自分が

身にまとってきちゃうという認識でいいということですか？ 



東城：そうです。特に、ちょっと近くのコンビニでもそうですし、ゴミ出しなんかに

行くと特に汚れて帰ってきますので。一歩出たら、そこはもう必ず浄化するた

めに帰ってくるんだぞ、という勢いでないと。 

 

植草：それぐらいのところですよと。今ちょっと話が飛んじゃったんですけど、 

クリスタルウォーター、これの作り方というんですか？ 

 

 

 

東城：これは、水道水で構いませんので、ペットボトル 1本分くらいまでお水を入れ

ていただきまして。こちらのほうに、見えづらいんですが、水晶とオニキスが

入っているんです。 

 

植草：見えますかね？オニキスはわかるんですけど。 

 

東城：水晶がちょっと同色なので。 

 

植草：光の加減で。 

 

東城：ちょっと動くから見えるかな？ 

 

植草：これですね。わかりますか？ これが水晶です。 

 

 



こっちがオニキスですね。 

 

 

 

東城：これを入れた状態で、満月の日にお外に出しておくんですよ。そうしたら、次

の日の朝日、お昼の日差しじゃなくて朝日の段階で、しまうんです。もちろん、

この水晶とかオニキスに関しては、一度流水で洗ってきれいにしてから入れて

ください。いろんなものが付いているので。 

 

そうしたら、これを冷蔵庫に一晩寝かせます。外ではなく冷蔵庫で冷やしてく

ださい。そうするとクリスタルウォーターのできあがりで。これは、体内調整

にもなるので、飲んでもいいし、浄化にもつながります。 

 

あとは、植物とかにも入れてもいいです。あとは、ちょっとしたテーブルを拭

くときに、よほどバイ菌がないところであれば、これで拭くだけできれいに浄

化できますので。一番いいのは、チャクラを調整できるという万能なお水なん

ですよ。 

 

植草：じゃあ、今、石が入っていますけど、これはどこで買ったらいいというか。 

 

東城：天然石は、結構今は偽物とかも出回っていますので、きちんとした天然石屋さ

んで、わざわざ原石とかじゃなくていいので、こういうブレスレットとかに使

う玉を、オニキスと水晶を買ってくることですね。 

 

オニキスは浄化とか邪気払いとか、そういう効果がありますので、今回は入れ

てもらいます。 

 

植草：原石じゃなくてもいいので、本物であるということですね。 

 



 

 

今、ちょっと画像のほうを変えたんですけれども。玄関を拭くのもこれでいい

と。さらに、もっとこれを活用できるということですよね。水晶、クリスタル

ウォーター、形代も、ここで出てきていますね。 

 

東城：前回作りました形代、持って歩きましょうというのが、そろそろこの章になっ

てくると、この形代さんが疲れ切ってきて、新しい形代に代わる時期だと思う

んですね。 

 

その形代さんをただ破って捨てるだけではなく、活用しましょうということで、

お皿の上でいいので、その形代さんを置いて、このクリスタルウォーターをか

けて、玄関に 1日置くんですよ。 

 

植草：形代って、でも、紙ですよね。 

 

東城：染みていきますよね。書いてある文字とかもにじんでくると思うんです。なの

で、それを 1日だけ玄関のところに置いておきますと、形代が最後の、もう終

わりなんだなというわけじゃないですが、最後のパワーを踏み切るので、一気

に浄化できるんですよ。 

 

そのうえで、さよならと、ゴミに出してあげるほうが、形代のお役目としては

一番効果的なので。 

 

植草：ベストな感じなんですね。 

 

東城：我が家はそうやっています。 

 

植草：これは、玄関つながりで玄関ってなっているんですけども、玄関以外で、どう



なんでしょう？ 

 

東城：改めて形代さんを作って、ご家族にご迷惑がかからないのであれば、新しく作

るたびに、トイレに置いてもいいんですよ。よく便座のふたのところに香りの

シートとかペーパーとかシールとか、あるじゃないですか。あれと同じ役割の

ように。もちろん形代なので便座のふたにはあれかもしれないんですが、ちょ

っと壁とかにかわいく置いて、飾っておくというのもありですね。 

 

植草：おしゃれにして。形代って、今、紙で、しかも水でちょっと濡らすので重みが

出るかもしれないんですけども、普段の生活でバタバタとしていると、飛んで

いっちゃったとか、落っこっちゃったとか、お皿から、あると思うんですけど、

抑えておく石とか、そういうこととかはいいんですか？ それとも、そういう

ことをしちゃいけない？ 

 

東城：もし、石を置くのであれば、もちろん水晶とか、ああいう、オニキスという形

で置かれるといいと思うんですが、もし、天然石で重めなのがないよという方

は、形代の中心のところに多めにお水を置くことによって、お水が濡れている

ので重さがあるので飛ばないと思います。 

 

植草：一晩でいいんですか？ 

 

東城：一晩でいいんです。 

 

植草：じゃあ、寝る前、夜にやって、朝。 

 

東城：朝、ご苦労さまっていう形で。 

 

植草：という形で、玄関のフル浄化ですね、これはね。拭くのはできれば毎日。2日

に 1回になっちゃうかもしれないけど、毎日。 

 

東城：気持ちは、毎日。 

 

植草：さらに、前回のときに作っていただいた形代のお役目の終わりのときにやると、

さらに効果的ということですね。さらにその形代は、別で作って、お手洗いで

活躍もできると。 

 

それ以外ってどうなんですか？ 家だといろいろあるじゃないですか。普通の

リビングもあるし、子ども部屋とかもあるし、寝室もあるし、台所も、洗面台



もお風呂もある。いろんな場所があるじゃないですか。 

 

家の浄化というと、結構大々的にやったほうがいいのかなって思う人もいると

思うんですけども、どうでしょうね？ 

 

東城：裏技的なとこでいいますと、シンクの下。シンクの下に形代を写真立てか何か

に入れて、邪魔にならないように立てかけて端に置いておくというのもありで

す。 

 

植草：そうすると、どうなるんでしょう？ 

 

東城：実は、水周りでかつ火を取り扱う場所なので、どちらとも家庭の中では、邪に

もなり善にもなりという場所なんですね。あっという間にお水でカビが生えて

とか、悪い空気が繁栄するのが水周りじゃないですか。そこには、やはり悪い

気が溜まりやすいんですね。 

 

火というのは、取り扱いを間違えれば、自分たちの財を燃やしてしまう存在じ

ゃないですか。そういった意味では、安定したバランスのエネルギーを保つと

いう意味で形代を置くというのもありです。 

 

植草：そういう、パワーが強すぎるということですね、きっと。 

 

東城：そうです。 

 

植草：パワーが強すぎるところに置いておくことで、浄化なんですか、これは。 

 

東城：そうですね。水周りのところによどんで集まる、排水口の中に、皆さんは、い

ろんな洗い物をして汚いものを流すじゃないですか。そのときに、やはり家族

が食べたものがあるわけですから、家族の悪いものも全部流しているので、あ

そこのパイプを伝わったシンクの下というのは、結構邪気が溜まるんですよ。

なので、そこの浄化のために形代を使うというのは、ありです。 

 

植草：それによって使っていけると。そういう形でやりましょうということですね。

水晶というのは、クリスタルウォーターを作るときの水晶という意味ですかね、

これは。 

 

東城：はい。 

 



植草：水晶、そんな高いものじゃないですよね？ 

 

東城：ないですね。小さめなものであれば、1 粒 100 円ぐらいで売っていますので。

そちらのご用意で大丈夫だと思います。 

 

植草：浄化・解放とありますけれども、解放というのは、浄化とは違うんですか？ 

 

東城：浄化というのは、あくまでも普通でいうと洗浄効果になりますよね。で、解放

というのは、せっかくきれいになったものだから、運気を、自分の中に溜め込

んでいるいいものを溜め込まないで広げていくということなので、芳香剤みた

いな役目をする。 

 

これは、きれいになったからできること。自分のエネルギーを解放していこう

ということですね。 

 

植草：じゃあ、もう一度見せていただきましょうか、こちらですね。 

 

 

 

ペットボトルは何でもいいですよと。1 個ずつでいいんですよね、玉は。こん

な感じです。見えますかね。水晶とオニキス。月の光ですよね。使ってみてく

ださいということですね。 

 

じゃあ、次にいきましょう。こちらですね。 

「思考から身体全体に落とし込む浄化」。 

 



 

 

東城：これが俗に、今流行っているアファメーションは、無理に言葉にして何かをし

ましょうというのが多いじゃないですか。そうではなくて、頭の中で思い込み

を起こしちゃったほうが、身体は言うことを聞いていい方向にいく、というと

ころを使っていこうという。 

 

そうすることで浄化ができて、自分がクリアに、迷わずに進んでいける、 

というところを目指すというやり方なんですね。 

 

今回は、DNAチューナーをまた登場させたいと思います。前回のこれですね。 

 

 

 

こちらのほうで、まず宣言をしてもらうんですね。たとえば、「私は、東城凛

です。」と言い切って、まず思考の中に、私が誰であるかを認識させます。 

思考から身体全体に 

落とし込む浄化 



 

そして、「今、私は、自分の家をパワースポット化して、いい運気を持ってい

きます。」と言うんですよ。それを頭の中に落とすんですね。 

 

植草：頭の中に落とすというのは？ 

 

東城：言葉を発していくと、何度か、たとえば、「私は東城凛です」と言っているう

ちに、「私は東城凛なんだ」と、脳がわかってくるんですけど、そうすると「私

は東城凛なんだ」ということで、勝手に身体が、「東城凛さん」というと反応

するわけですよ。そういうふうな効果を使うために、「私は東城凛です。家庭

内をパワースポット化して、運気を上げます。」でもいいので、毎日それを言

っちゃうんですよ。 

 

植草：毎日言う。 

 

東城：そうすると、お身体が勝手にパワースポット化しようというふうに動き出すの

で。その思考を使って浄化、身体を強制的に直していくというやり方で。ただ

言葉を言っているだけでは、やはり皆さんも効果がやりづらいということで。 

 

植草：それが、むりやり化みたいな感じなんですね。 

 

東城：なので、お薬的な役目でチューナーを使って、自然に DNAがそういうふうに

思い込めるようにということで、今回は DNAチューナーが再び登場したとい

う状態です。 

 

お名前を宣言したあとに、たとえば、「私は東城凛です。」と言ったあとに、こ

れを 1 回鳴らします。そのあとに、「私は家庭内をパワースポット化します。」

と言っていただいたら、また私が 1回鳴らします。それで自分の中にも入り込

みますので。それを毎日続けていただければ。 

 

植草：わかりましたかね。「私は◯◯です。」◯◯のところに皆さんのお名前をご自身

で入れてください。ちゃんと発しなきゃいけないんですよね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：今、動画を見ながら 1人であれば、ぜひここで言ってください。 

僕の場合であれば、「私は植草貴哉です」。 

 



 

 

東城：（DNAチューナーを 1回鳴らす） 

 

植草：「家を浄化してパワースポット化します」。 

 

東城：（DNAチューナーを 1回鳴らす） 

 

植草：これは何回繰り返せばいいんですか？ 

 

東城：1回です。あまり 1回に言っちゃうと、慣れちゃうというんですかね。想像を

しなくなっちゃうんですよ。口が覚えているだけになっちゃうので。1日1回、

認識するという意味で。頭に認識させるという作業で。 

 

よく、心に落としなさいとか、お腹に落としましょうということではなく、頭

の中に、自分が誰であって、何がしたいかということを認識させる作業だけで

いいです。 

 

植草：今日は練習なのでもう 1回だけやってみましょう。◯◯と言いますので、そこ

のときに皆さんの名前を入れてください。では、いきますよ。「私は◯◯です」。 

 

東城：（DNAチューナーを 1回鳴らす） 

 

植草：「私は家を浄化してパワースポット化します」。 

 

東城：（DNAチューナーを 1回鳴らす） 

 

植草：はい。大丈夫ですかね。 

 

東城：珍しく長かったですね、音出るの（笑）。 



 

植草：いい感じで響いてました（笑）。これで、かなり入り込んでいるんじゃないか

なというふうに思いますので。毎日 1回だけ。いつやればいいですか？ 

朝なんですか、夜なんですか、いつでもいいんですか？ 

 

東城：できれば集中している時間がいいので。テレビを見ながらでもいいんですけど、

何かほかのことをしながら、スマホをいじりながらだと無理なんですよ。何も

しない状態でできる場所でやってもらえれば。トイレの中でもいいです。 

 

植草：じゃあ、一人になれる場所がいいですね。一人暮らしされている方だったらい

つでもいいですし、ご家族がいらっしゃる方だったら寝静まったあととか、お

手洗いとか、一人でゆっくりなれるときに、ぜひやっていただくという形なん

ですね。 

 

これは、たとえば一人のときには、もちろん一人で住んでいる空間なので、そ

この浄化ということでいいと思うんですけども、家族がいる場合、自分だけが

やっても意味があるのかって思う人も、中には出てきちゃうのかなと思うんで

すけども、その辺りはどうでしょう？ 

 

東城：その場合は、たとえば「パワースポット化します」までは、ご家族に協力して

もらうのは無理だと思うんですね。そうしたときに、たとえば、「私は東城凛

です」と言ったときに、ご家族に、「フルネームで名前を言って」と言って、

ご家族の方の名前をご家族が発しちゃえばいいんですよ。 

 

そうしたら、「ありがとう」と言って、次の宣言をしてチューナーを鳴らしち

ゃえば、ご家族全員が宣言したことになりますので。 

 

植草：じゃあ、良好な関係であれば。 

 

東城：もし、ちょっと不仲の場合は、「私、東城凛と」、自分で、ご主人だったらご主

人の名前を言うとかって、代理で言うのも大丈夫です。 

 

植草：代理で言っていただいても大丈夫なので、そういう形で使っていただければと

思います。じゃあ、次にいきましょう。 

 

 

 

 



 

 

「ガネーシャの言霊」。これはちょっとイラストですけれども、象。 

 

東城：ガネーシャは象なんですよね。 

 

植草：ちょっと前ですけど、ベストセラーにも出てきたので、知っている人もものす

ごく多いかなと思うんですけれども、何の神様なんでしたっけ？ 

 

東城：これは、インドのほうでは、豊かさとかとか富とか、そういうものを守ってい

く神様と言われていて。最近流行ったのは、心の豊かさと金運を上げましょう

というところでは、結構ガネーシャの神様が流行ったんですけれど。 

 

日本でいうと、実はガネーシャというのは、日本の神様にもいまして。聖天（し

ょうでん）の神様がいまして。その神様自体が、子宝とか、家庭内の円満だと

か、夫婦円満だったりとか、対人関係とか、そういうのをきれいに、クリアリ

ングといったらおかしいんですけど、きれいにしてくれるという神様なので一

番の浄化にはいい神様なんですね、実は。 

 

植草：ということで、今回、家庭の浄化パワースポット化で使わせていただくという

形なんですけれども。言霊というからには、言葉なんですかね。 

 

東城：そうなんです。たとえば、ガネーシャという言い方をするのであれば、「私は

◯◯を願いたい。ガネーシャ。」という言い方をしなければ、ガネーシャさん

には伝わらないじゃないですか、基本的に。 

 

だけど、日本の神様として考えてくださいと言ったときに、このガネーシャさ

んは何かといったときに、象なんですよね。なので、語尾に象（ぞう）をつけ

てあげると、嫌なくらいのアファメーションに変わるんです（笑）。 

 



植草：どういうことでしょうね（笑）。 

 

東城：たとえば、「私は浄化をして家庭円満にするぞ（するぞう）」。 

 

植草：ギャグですね。 

 

東城：ギャグではないです。象を呼び出しているんです。これ、大事なんです。 

ガネーシャさんを呼び出しているので（笑）。 

 

植草：ギャグだと思ってしまった人は改めてください、心を（笑）。 

 

東城：必ず、「ぞう」をつけると、言い切るんですよ。 

 

植草：やりきる。 

 

東城：やりきるんですよ。そうすると、自分の中にいいものが入ってくれて、まして

ガネーシャさんがいるので、なおさらよくなるので。ただ言っているだけだと、

もちろんギャグになってきちゃうので（笑）。 

 

そのときには、前回使った浄化塩がありますよね、先ほど出てきた。浄化塩を、

たとえばリビングでもいいんですけれど、1粒、2粒でいいので、まきながら、

豆まきみたいに。 

 

植草：結構、これ大きいんですね。 

 

 

 

ヒマラヤ岩塩でしたっけ、大きいので。これを。 



 

東城：部屋の四隅でいいのでまきながら。 

 

植草：まくって。 

 

東城：ポーンって。「パワースポットにするぞう」と言いながら。「鬼は外」みたいな

状態でやるんですよ。 

 

植草：あとで掃除が大変だとかいうふうなイメージが（笑）。 

 

東城：四隅なので、4粒から 8粒ぐらいなので。 

 

植草：1粒でいいんですか。 

 

東城：1粒でいいんです。 

 

植草：映るかな？ これ 1粒ですね。 

 

東城：投げながら。 

 

植草：「パワースポット化するぞう！」。 

 

東城：とやっていただいて、そのあとにお掃除。掃除機をかけてもいいです、すぐに。

気になる方だったら。大丈夫ですので。それをやっていただきますと、パワー

スポット。四隅なので。いい効果が出て、ガネーシャさんが呼び出されている

状態になりますので。 

 

植草：すごく簡単でシンプル。 

 

東城：だけどすごくパワフルなんです。 

 

植草：逆に、あまり気にならない人は、そのまままいた状態にしておいてもいいんで

すか？ 

 

東城：全然、大丈夫です。そのあとに、パワースポット化にするんだよねっていうふ

うに、もうなっちゃっているよねと言っても構わないですし。でも、やっぱり

ガネーシャさんを使ったほうが豊かさとか愛情が増えるので。ましてや夫婦円

満とか家庭内円満の神様であるならば、ギスギスした家庭内別居がいい方向に



流れる可能性もあるじゃないですか。 

 

植草：ここでは、わかりやすく「ガネーシャ」って使ったんですけれども、ガネーシ

ャと同等な神様が日本にもいると。象の化身っていうんですかね、なので、わ

れわれ日本人としては、「ぞう」もかけて、「◯◯するぞう」、「パワースポット

化するぞう」と言ってやると。 

 

ここのときに、浄化塩を使う理由というのは、何なんでしょう？ 

 

東城：普通のお塩よりも、やはり浄化塩というのは、浄化するために作られているお

塩なので。たとえば四隅というのは、皆さんもちょっと 1日、2日掃除をしな

いとほこりが溜まりますよね。そのくらい一番吹き溜まりでもあり、悪い邪気

が溜まるところなので、そこに洗剤をまいているような状態にしているわけで

すよ。 

 

四隅ということは、ある意味、全部の浄化しているものがクロスしてくるので、

まんべんなく浄化ができる状態なんですね。こういうふうに四角になってくる

し、バッテンにもつながる。なので、一番きれいに浄化ができるという状態な

んです。 

 

植草：だから使うということなんですね。皆さんはこの動画を見ていただいているの

で浄化塩を作っていただけると思うんですけれども、代わりのものってあるん

ですか？ どうしてもない、すぐに用意ができないなとかというときに。 

 

東城：そのときは、スーパーなどに行っていただいて、ヒマラヤ岩塩の粒が大きめな

のをご用意いただいて、それをフライパンで軽く、溶けちゃうので、本当に軽

く炒ってもらって、それを使うといいですね。 

 

植草：じゃあ、月の光が間に合わないときには、軽く炒って。 

 

東城：びっくりするくらい溶けちゃうので、早くしないと。 

 

植草：あまり熱くしちゃダメですね。それでまくと。やけどには気をつけてください。 

という形でやっていただくだけで、かなりいいということですね。これもすぐ

にできると思うので、やっていただければなと思います。 

 

じゃあ、ラストですね。 

 



 

 

「邪気払い,生命エネルギーの調整」をするための「万能ツールの生成」ですね。 

 

東城：先ほど言った、ちょっと上級編になるので、できればやってくださいというと

ころなんですが。 

 

真夏でしたら、結構 100 円ショップとかで炭とか売っていると思うんですが、

今の時期って、だんだん炭とかが購入しにくいので、もし炭が購入できるので

あれば、ということを条件で、今回はお話ししたいんですが。 

 

炭を購入していただきましたら、その中で一番、無造作に取るのではなく、で

きれば 1本のきれいな、均等がとれている長さぐらいの、丸いのではなくスリ

ムな形の棒の。 

 

植草：棒の炭ですね。 

 

東城：それを選んでいただきまして、それをきれいに洗い流してもらいます。そうし

たら、前回出たクリスタルウォーター、 

 

 



 

この中に突っ込んじゃいます、その炭を。突っ込んだうえで、これは、満月も

何も関係ないです。外に一晩、確実に。たとえば夜 9時に出したら、次の日の

夜 9 時まで 24 時間置いておきます。そうしたら取り入れまして、今度は炭だ

け抜きます。そうしましたら、キッチンペーパーなどで拭き取って、今度はそ

の炭をそのままの形で、また出します。 

 

植草：外に。 

 

東城：そうしたら 24時間、完全に乾燥させます。 

そうしたら浄化炭ができあがるんですね。 

 

植草：そこまでが、浄化炭。 

 

東城：そうしたら、このクリスタルウォーターがまた万能になってきているんですけ

れど、このお水とその炭をワンセットでお供えのように、たとえばリビング、

人が集まるところに、たとえばきれいに、ちょっとお皿の上に炭。おちょこな

んかにクリスタルウォーターといって、うまくオブジェ的に置いていただく。

そうすると両方が発動するので、パワフルな浄化ができる。 

 

植草：クリスタルウォーターはいくつか作っておかなきゃいけないですね。出したと 

きに水が流れちゃっていますものね。 

 

東城：そうですね。なので、本当はお箸か何かでしっかりできれば、いいんですけど。 

 

植草：浄化したものをそのまま使ったほうがいいですか、クリスタルウォーターは。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：じゃあ、それでやると。 

 

東城：また、炭をつけて置くことによって、やはり日々置いているといろんなものを

吸い取っちゃってるものがあるので、それがまた浄化されるので、中で。改め

て健康的に、すごい身体の調整が整うように変わりますから。炭を入れてから

のほうがおいしかったりします。 

 

植草：飲んでも、もちろんいいということですね。今はペットボトルでやってもらっ

ていますけども、たとえばアルミ缶とか、いろいろあるじゃないですか。それ



はどうなんですか？ 

 

東城：一番いいのは、夏場の麦茶のポットとかあるじゃないですか。カチャッと開け

る。あれに 1回に作っちゃうのが一番いいですね。 

 

植草：確かにそれだったら。出すときにも、大きいですからね。ペットボトルよりも

麦茶のポットみたいなのが一番いいですよということですね。それだけなんで

すよね。 

 

東城：そうなんです。ただ、炭がご用意できないというのと、あとせっかくオブジェ

的に、お部屋の中でリビングに置くのであれば、そこに天然石とかを装飾した

りとか、やはりおしゃれにしていこうというときに、じゃあ何を置いたらいい

のかとか、あるので。できれば、そこのところには水晶のみを置く。ピンク色

とか黄色とか、そんなものは置かないで、という形です。 

 

植草：ちゃんと透明の水晶。これは原石のほうがいいとか削っちゃっててもいいとか、

磨いちゃっててもいい。 

 

東城：さざれ石がいいですね。ちょっと日本庭園を思わせるように、ちょっと炭を乗

せるといいかもしれない。 

 

植草：炭はホームセンターに行くといっぱい売ってますよね。 

 

東城：なぜ細いものがいいかというと、ちょっと形がいい丸いのとかになると、厚み

があるので 24時間では乾燥してくれないんですよね。そうすると乾燥しきれ

ないということは、浄化しきれていない状態で炭を入れてくることになるので、

悪循環が起きる。 

 

植草：乾燥させるということが重要だから、雨とかだと厳しいですよね。 

 

東城：そうですね。だから晴れの日に 24時間しっかり乾燥させるということが。 

月の光と太陽の光を両方浴びているということが条件になりますので。 

 

植草：太陽の光があるところがいいということですね。これは 24時間オーバーしち

ゃいけないんですか？ 

 

東城：できればオーバーしないほうがいいんですけど、たとえば次の日に残業で間に

合わないというときもあるじゃないですか。1時間、2時間のタイムラグだっ



たら問題ないので。 

 

植草：でも、大幅に、たとえば 48時間になっちゃいました、というのはダメ？ 

 

東城：ダメです。24 時間でないと、浄化したものが、そこの中に固まってきて出な

くなっちゃうので。発動してくれなくなっちゃうので。持っていると運気はい

いけれど、浄化しないよね、みたいな状態になっちゃうので。 

 

植草：浄化という視点で見ると、あまりよくない。炭は 1個のほうがいいんですか？ 

それともいくつも、たとえば 3つとか 5つとかやってもいいんですか？ 

 

東城：いいですよ、もちろん。ちょっと欲張って 10個、一気に最初に作っちゃえと

いうのもありです。 

 

植草：それでやっても OKということですね。それをやると、リビングがいいんです

よね。 

 

東城：そうです。人が一番集まるというところと、あと、先ほど言ったシンクとかの

邪気とか、火とか。そういうものがすべて集まる場所なのでエネルギーがすご

い流れちゃってるんですよ。悪いものも、いいものも混合しているので。まと

め役としてはちょうどいい。炭が一番いい役目をしてくれる。 

 

植草：いくつも炭で作ったときって、別にリビングだけじゃなくても、 

ほかの場所でも。 

 

東城：寝室でもいいし、クローゼットの中に置いてもいいですし、それこそお風呂場、

浴槽のほうは難しいので脱衣所のほうに置いたりとか。もちろん、お子さんの

勉強部屋に、できれば枕元のほうに置くと、お子さんが安眠効果が出たりとか

しますので。 

 

植草：そういう形で浄化をしていくという形ですね。 

 

以上ということなんですけれども。第 5章は、どちらかというと、かなりテク

ニックを重視して教えていただいたという形になります。4 つですね。ちょっ

と復習してみましょうか。 

 



 

 

まず、玄関を一番大事にしてくださいと。毎日拭くことですよね。基本になり

ますと。一番重要ですと。そのときに使うのがクリスタルウォーターですね。 

 

  

 

これはかなり万能ですよというのを今日はお伝えいただいたと思います。 

 

 

 

で、無理なアファメーションではなくて、ナチュラルに、チューナーを使って

やるような落とし込み浄化。おそらくこの動画を見てくださっている方の中に



は、本当にスピリチュアルが詳しいとかお好きな方っていて、自分でチューナ

ーを持っている人とか、買いたいよという人もいると思うんですよ。そのとき

は自分で鳴らしてもいいんですか？ 

 

東城：そうですね。出先とかで、鳴らさないと落ち着かないよという人も結構いらっ

しゃると思うので、そういう方はご購入いただいて、自分でやるとき、やって

おこうというほうが結構変わると思います。 

 

植草：これは、クリスタルチューナー？ 

 

東城：DNAチューナーです。 

 

植草：DNAチューナーって出てくるもので大丈夫ですか？ 

 

東城：大丈夫です。 

 

植草：お値段はどのくらいなんですかね？ 市場価格で。ピンキリだと思いますけど。 

 

東城：ちゃんとした正規店のものを購入するのであれば、高くても 5千円ぐらいでは

買えるかと思います。 

 

植草：5千円ぐらいであれば、本当に好きな人だったら買っちゃってもいいかなとい

うことですね。叩くクリスタルってあるじゃないですか。あれは、ピンキリで

すか？ 

 

東城：できればレムリアンですね。 

 

植草：レムリアンシード。 

 

東城：記憶とか DNAの、あの石が一番効果が出ます。働きかけてくれます、体内に。 

 

植草：DNA チューナーとレムリアンを、好きな人は買っていただいて、やっていた

だいたら、より効果は感じられるんじゃないかなというふうに思います。 

 

で、こちらですね。「ガネーシャの言霊」。 

 



 

 

東城：象さんです。 

 

植草：象さんというふうに覚えてしまったらいいと思います。象をイメージして、日

本には象の神様なんだという形で、浄化塩を使ってやっていただくと。 

 

で、こちらですね。 

 

  

 

「浄化炭」ですね。炭が出てきましたけれども、浄化炭を使ってやると。今日

は復習すると、わりかし日本的な感じですね。 

 

東城：そうです。西洋ではなく、日本で一番手に入りやすくて、かつ日本の風土に合

ったやり方が、やはり効果が一番ありますので。そこで、ちょっと和風にして

みました。 

 

植草：日本に家が建っているわけですから。国土に建っているわけですから、日本の

エネルギーに準じた浄化をしていただくのが、やはり一番いいですよというこ

とですね。 

 



今日は、家の浄化ということで。皆さん、家というと、いろんな人がいると思

います。家庭円満な人もいれば、改善したいなと思う人もいたりとか、なんか

家にいると落ち着かないなっていう人もいるんですよね、最近は。 

 

東城：多いですね。 

 

植草：家にいられなくて、外に出ちゃうという人も、結構。 

 

東城：帰るのが嫌でネットカフェに泊まるという方もいらっしゃいますものね。 

 

植草：逆に、引きこもっている方とかもいらっしゃるじゃないですか。あれも悪いん

ですか？ それとは、家としては悪くないんですか？ 

 

東城：家が大好きっ子になっちゃってるという状態なので、もちろん浄化することに

よって従来の DNAが誘発されていきますから、徐々にではありますが、掃除

をし始めたりとか、リビング立ち始めたよとか、それこそ、夜しかコンビニに

行かなかったのが昼間に買い物に行くようになったよって、どんどん変化して

いくので。そういう方も。 

 

植草：もし、家は好きだけれども、逆に今度、外とのうまいつながりができていない

人にも効果があるということですね。バランスということですね。エネルギー

を循環させてあげるというような形で、今回のテクニック、技術をマスターし

ていただいて、使っていただければというふうに思います。 

 

第 5章は以上です。ありがとうございました。 

 

東城：ありがとうございました。 

 

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

 

いよいよ最終章の 6章では、「次なる世界へ」をお届けします。 

 


