
石井先生の言葉(会場版 112）

☆　思ったことは、あなたの考えで

はありません。神の教えです。自分

の考えで行動してはダメですよ。

☆　そこには、みんな抵抗がありま

す。いきなり思ったことは神の教え

だから、本当に直ぐ良くなる。

☆　すぐやること。何でも発想即行

動。私が人生をそれでやってきたん

だから。最初の講演会からこの話を

しております。これがＥＳＰの根幹

なんです。

☆　ひとつの発想を最初から最後ま

でやれ、ということではありません。

朝思ったことを、夕方までやれ、と

いうことではありません。

☆　いろんな発想が来ます。その通



りに動いておればいいんだ。思った

とおり迷わず動いたら良いでしょう。

簡単に出来ますね。

☆　動揺しておる所には、何にも神

のたすけは来ません。思った通り動

くこと。その通りやっておれば、土

壇場で本当の教えがバンと来るんで

す。

☆　宇宙には素晴らしい仕組がある

から、幸せが必ず来ます。見捨ては

しませんよ。



石井先生の言葉（会場版 111）

☆　思ったように動いてみなさい。２４時間い

つも教えが来ています。何でもやってみなさ

い。

☆　本当にさわやかな、楽しい教えが来ます。

それを行動に移したらいいんです。

☆　思ったらすぐやること。何でもやったらい

い。思ったら何でも出来るということ。

☆　ちゃんと見通しだから。どんどん、どんど

んやってごらんなさい。

☆　そうしたら必ず幸せになれます。教えの通

りにやっているんだから、神様はあなたを

放っておきませんよ。

☆　貴方には、あなたにあった幸せがやってく

るんですよ。幸福の道は本当に楽しいですよ。

☆　先の事は考えないこと。今日の事だけを考

えればいい。今日だけ精一杯やれば幸せなん

ですよ。

☆　それが楽しいんです。素晴らしい。本当に

楽しいですよ。さわやかですよ。

☆　そうしてどんどん、どんどん良くなってく



るんですよ。それが世の中ですよ。

☆　思ったように動いてみなさい。２４時間い

つも教えが来ています。何でもやってみなさ

い。

☆　本当にさわやかな、楽しい教えが来ます。

それを行動に移したらいいんです。

☆　思ったらすぐやること。何でもやったらい

い。思ったら何でも出来るということ。

☆　ちゃんと見通しだから。どんどん、どんど

んやってごらんなさい。

☆　そうしたら必ず幸せになれます。教えの通

りにやっているんだから、神様はあなたを

放っておきませんよ。

☆　貴方には、あなたにあった幸せがやってく

るんですよ。幸福の道は本当に楽しいですよ。

☆　先の事は考えないこと。今日の事だけを考

えればいい。今日だけ精一杯やれば幸せなん

ですよ。

☆　それが楽しいんです。素晴らしい。本当に

楽しいですよ。さわやかですよ。

☆　そうしてどんどん、どんどん良くなってく

るんですよ。それが世の中ですよ。



石井先生の言葉（会場版 110）

☆　思ったことは、神の教えです。

（どんな事でも）バチが当たるどころ

か、すぐしなければならない。

☆　どんな考えでも、すぐ実行するこ

と。それでコロコロ変わってくる。そ

のとおり動いておれば良い。

☆　何故だろうか？朝起きてからやっ

ている事は、全部あなたの考えではな

い、神の教えなんです。あなたを信じ

るための手段なんです。いつも見てお

られます。

☆　だから迷わずやっていればいいん

で

す。一番やり易いでしょう。もう気持

ちが安定してきます。だから明るくな

る。思った事をやっているから不安が

入り込む隙がないわけです。



☆　皆様方も迷わすにこうだと思い

切ってやってみなさい。必ず成功しま

す。私がこうなったのは、私はもう先

の事は全然考えなかった。思ったら何

でもやっておりました。

☆　幸福の道は本当に楽しいですよ。

発想はみんな違います。貴方には貴方

にあったような幸福の道があるんです

よ。ちゃんともう運命が決っています。

あなたの目的が決っています。

☆　だからその通りにやればいい。行

動してこそ事実が現われてくる。思っ

たことを直ぐ実行しなさい。発想即行

動

の順序には全然失敗がありませんよ。

☆　思ったことを迷わずにやればいい。

それが「人事を尽くして天命を待つ」

ということなんです。一番簡単。



石井先生の言葉（会場版 109）
☆　何でも出きる。幸福の為であるならば何で

も出来るんですよ。

☆　神様と二人連れですよ。私もいつも二人連

れです。二人連れだから、私には全然心配が

ありません。

☆　あなた方も人助けの場合は、あなたの力

じゃないですよ。あなたの傍におられる神様

がやっておられるんですよ。いいでしょう、

こう想えば。

☆　自分の病気でも、あなたがやっているのと

違いますよ。傍におられる神様がやってくれ

ているんです。だから絶対大丈夫ということ。

そう思わなければなりません。

☆　それから思ったことは、必ずやり遂げる事。

「失敗したらどうしよう」失敗はしません。

中途半端でやるから、失敗するんです。

☆　何でもとことんまでやりなさい。ダメな時

は、ダメになったときで十分間に合います。

ダメになってからでも間に合います。ダメに

なる前から、ダメになったときの事を想像し

てはダメですよ。



☆　幸福の道は本当に簡単。誰でも幸福になれ

るということ。発想即行動。つまり心に浮か

んだことをやっておれば、あなたの幸福はみ

んな決っております。不幸な人生はありませ

ん。みんな幸せになる為に生まれてきており

ます。もう決っています。思う通りにやって

おったら幸福の道に入る。

☆　思ったことを行動に移せば、素晴らしい思

う通りの一日になりますよ。そして明日の幸

福があります。思った通り行動する。それだ

け。本当に簡単。誰でも出来ること。

☆　世の中なるようにしかなりません。しかし、

なるようになるんだ。これが世の中ですよ。

その仕組があるから、皆様方はその仕組に

乗っておられるんだから、だから素晴らしい

んです。皆この力を授かっておるんですよ。

この宇宙の仕組を授かっておるんですよ。だ

から自分でいろいろ考えてやってはだめなん

です。

☆　思った通りやっておればいいんです。思っ

た通りやれば、今日から幸せになれます。周

囲の動きが素晴らしく変わってきます。見通

しだから。



石井先生の言葉（会場版 108）

☆　「成らなかったらどうしよう」それでは、

もうやる前から後退していますよ。だから悩

みがある。迷いが生じる。

☆　迷うから、不安になるから。中々思う通り

にならない。その時は、テープを聞いて、

「自分の心を明るく大きくお願いします｣と

こうやれば良い。

☆　まず自分の心を大きくしなければならない。

｢もう何でも来い。何とかなるだろう｣これな

んです。

☆　私にも何回も「節」が来ました。自分でパ

ワーをかけても治らない。困ったなあと思い

ました。足が痛かったり、目が悪くなったり

とそれはみな「節」なんですよ。

☆　それがなかったら、パワーの上昇はわかり

ませんから。自然と上昇するのとは違うんで

す。

こんな力ですから、極端なんです。

☆　自分でパワーをかけて治らなくても、これ

が貴方のパワーをアップさせる力なんです。



｢ああ、これは有難い」と思ったら、もう

治っております。あくる日は治っております

よ。

☆　この根性というか、思い切りというか、こ

うなんです。もう何でも、これに決めてしま

うこと。迷わず、強く。これで死んでしまっ

てもいい、これで倒産してしまっても良い、

そう思ったら、必ず良くなっておるんです。

☆　こう思えば、皆助かっております。不安が

残ったら、このパワーは来ませんよ。不安が

あったら来ませんよ。そこなんです。

☆　お願いごとをする時は、思ったらすぐしな

ければならない。やった人は早く幸せになり

ますよ。そんなだったら、誰も苦労いらない

のに、と思う人もあるでしょう。それはやら

ないから、やったら苦労しません。

☆　お願い事は、一回お願いしたら後は忘れる

こと。これが「おまかせ」ですね。

☆　困った時はすぐ「難事は良い事」と言って

３０数えたらいい。言葉には出さなくてもい

い。そうしたら方向がどんどん明るく開けて

きますよ。



石井先生の言葉（会場版 107）
☆　悪いことは良い事。みなそうなんです。悪

い事はありません。しかし現実にはある。し

かしそれは良い事の始まりなんです。もう過

ぎてしまったことじゃないですか。無理にで

も良い事と思えばいいでしょう。思い切って

しまいなさい。

☆　その為には、「明日は良いことがある。明

後日は良いことがある」と追いかけるんだ。

幸せを追いかけるんです。必ず見せてくれます。

それでまた一歩上に上げてくれます。物の見

事、思う通りになります。それで良いでしょ

う。何でも良いことだと受け取ってしまえば

良い。

☆　だから ､ ｢ああ ､これでいつか良くなるんだ。

これでいいんだ」とそう思いなさい。そう

思った途端に流れが変わります。それで、

思ったようにやってみなさい。一筋に思ったこ

とをやる。

☆　ジーっとしていたらダメです。動いておっ

たら良いんです。成るようになります。｢成

るようになるんだ｣こう思い切ったら、皆良

くなっています。出来ないことを考えるなと



いうこと。出来ることをやっておれば良いと

いうこと。できることをやっておきなさい。

それで良いんです。それで思った通り体を動か

しておれば良い。それで完全になります。

見通しだから。

☆　コロコロ気持ちが変わる度に、その通り動

いてみなさい。それが発想即行動、やり易い

でしょう。思うとおりなる。誰でも幸せにな

る。ちゃんと見通しなんです。心の世の中な

んです。

☆　「後で痛みがまたぶり返さんだろうか」そ

う思ってはダメですよ。「ああ、これで治っ

た｣と思い切ったらいいんです。人間は先の

ことを考えるからいかん。今良かったら良い

じゃないですか。また痛くなったら、また

やったら良いじゃないですか。そこなんです。

考えてはならない。今良かったら良い。

☆　先のことは心配しなくていい。先のことは

先で良い。その時はそのときに考えれば良い。

遅くはありません。

☆　「幸せにお願いします」「楽しい生活をお

願いします」そう言ったら、みんな大きいで

すから、そうなってくるんです。本当に楽し

いんです。



石井先生の言葉（会場版 106）

☆　｢私の心を明るく、大きくお願いしま

す｣と言って、３０数える。心が良いで

しょう。どうですか、気持ち？何かわか

るでしょう。素晴らしいことですよ。家

族でしたら、「主人の心を明るく、大き

くお願いします」お子さんでしたら、

「子供の心を明るく、大きくお願いしま

す」とやると良いですよ。

☆　楽しく、素晴らしいのが世の中ですよ。

みんな変わって来る。楽しく明るく。無

理にでもそうしたら、いいですよ。成る

ようにしか成らんのや、世の中は。それ

が分っておるのに考える。

☆　やってみなさいよ。朝起きてから。全

部発想というのは、私は神の導きと言っ

ています。だからその通りにやったら良

い。コーヒー飲んで、新聞読んで、電話

してと、そうしたら全然不安がありませ

ん。また不安が入り込む隙がありません。



　☆　私は、今でも毎日そうやっているん

ですよ。それが、私の毎日の生活なんで

す。だから、ヒマがありません。いつも

思った通り動いているから。考えておれ

ば、ヒマがあるでしょう。思った通りや

れば、ヒマがない。それでいいじゃあり

ませんか。それで楽しいんですよ。

☆　どんな病気でも絶対良くなる。ダメな

ものは無い。底力を認識してもらいたい。

あなたが出来る。私は、「ま心、ま心、

これは自分の力ではない」とこう繰り返

し心の中で言っていました。

☆　良くなった時に、どうしてこうなった

だろうかと思ってはなりませんよ。それ

が一番肝心ですよ。たすけられたら有難

いでしょう。「ありがとうございまし

た」と言えば良いでしょう。そうして次

をお願いするんです。お願いして、お願

いして、お願いしまくったら良いです。

そうして良くなったら｢有難うございまし

た｣とお礼を言いなさいよ。楽しいでしょ



う。

☆　いちいち考えてやったらダメですよ。

思いつきのままやりなさいということ。

直ぐやることなんです。あんまり硬く考

えたらダメですよ。見通しだから、守ら

れてるから、あなた自身は思った事を行

動に移せば、最高になりますよ。誰にも

負けませんよ。

☆　成るようにしかならん。だから成るよ

うになる。もし成らなかったら、その時

はその時だ。いいでしょう。簡単でしょ

う。人生は簡単、生きるのは一番簡単。

生きるのは楽しい。本当に生き甲斐があ

ります。人間は楽しい。世の中は本当に

素晴らしい。



石井先生の言葉（会場版 105）
☆　発想即行動。思ったことは何でも神の

教えなんです。テレビ見よう、旅行しよ

う、お菓子買いに行こう、何でもその通

りやってみなさい。そうしたら神様は本

当にあなたを信じますよ。

☆　神様は信じるものではありません。信

じられること。私は考えるのは嫌いだっ

たから、何でもやりました。それでこう

なったんですよ。皆様もそうやってもら

いたい。楽しいですよ。そうしたら不安

がないです。

☆　私は思ったら考え直さなかったんです。

そのまま突っ走った。突っ走ったから良

くなったんです。本には、発想即行動と

書いておりますね。思った通りやること

なんです。迷うたらダメということ。

☆　思った通りが、本当の神の力なんです。

神の力でなくて、何でこんな事ができる

でしょうか。やる方法は全然ないでしょ

う。一本だ、やる事は。「思っただけ」、



それでその通りになっているという事は、

神と二人連れなんです。

☆　皆様方は、神の世界におられるんです

から、また神の心を授かっておるんです

から、もう何でも良いように考えなさい

よ。良いように無理にでも。そう思った

ら変わってくるんです。

☆　テープはテープと思わずに、私と思っ

て聞いて下さい。そうしたらもう素晴ら

しいんです。いつも私はあなたのそばに

居るんですよ。テープが教えるんです。

☆　もうテープ聞いているから、皆、つな

がっています。黄金の絆でつながってい

ます。だから「先生、お願いします」と

思えば、「おい、来たー」とすぐ飛んで

いきます。

☆　ちょっと不安が来たら、心配事があっ

たら、「石井先生お願いします」と言っ

て下さい。そうしたらもう解決します。

ちゃんと見通しだから。楽でしょう。そ

うしたら直ぐその心配事がスーッと消え

ますよ。そうなっています。



☆　世の中素晴らしいです。苦しむ必要は

絶対ない。もう何かあっても、｢これは良

いことだ｣と思ったら、もう苦しむ必要は

ないですよ。そして｢明日は良い事があ

る｣と思われたら、必ず１週間以内にすべ

て解決します。ここまで言い切る私なん

です。みなそうなっているんだから。



石井先生の言葉（会場版 104）
☆　早く幸せになってもらいたい。人間の

幸福というものは、昔も今もこれからも、

何百年、何百万年続こうとも変わりませ

ん。健康であって、家庭が豊かで、人間

関係が良かったらそれでいいじゃありま

せんか。これは人間である以上絶対変わ

りありません。これが幸福なんだから、

これが幸福の仕組であるから、変わるこ

とはありませんよ。

☆　人間というものは、やはり困った時に

は動揺して何も手につきません。どうし

たらいいか？思った事を何でもやりなさ

い。何でも思った事をやるというのが、

人事を尽くすということ。思った事を朝

起きた時から始める事。

☆　私は考えるのは嫌いだった。成るよう

にしかならない、と思っていましたから。

それでやっていたから良くなったんです

よ。動かなければ出来ませんもんね。考

えてもどうにもならないでしょ。



☆　知識は二分、後は自分の発想。知識に

ばかり頼っては、｢どうしたら良いんだろ

うか｣と先の事ばかり考えて、もう計画ば

かりだ。それでは良くなりません。知識、

発想、もう直ぐに行動だ。これが幸せ。

一番楽しいですよ。

☆　これからの世の中は考える時代と違い

ます。行動の時代、２１世紀は、行動の

時代なんです。思ったことをすぐ行動に

移す。どんなことであろうとも、どんな

思ったことでも、すぐ行動してみなさい。

順序をおって、そうしたら、まとまって

来ます。

☆　意欲の出ない御方。左手はへそ、右手

はみぞおちの裏と思って３０数えなさい。

次に下腹を想像しながら、右手を右回り

に渦を描くように回して、焦点が決まっ

たら左手を添えて、「ハアー」と気持ち

を集中する。どうですか。気持ちが楽に

なったでしょう。意欲が出ましたでしょ

う。

☆　自分の心を常に正しく保つ為には、左



手は「へそ」、右手は「背中」と思って

「お願いします」と言って、目をつぶっ

て３０数えなさい。

☆　みんなあなたの希望はお見通しなんで

す。テープの力はすごいですよ。みんな

思う通りにしてくれます。思った事は神

の力なんです。二人連れなんですよ。神

は姿も何もありません。神は事実を見せ

てくれます。あなたの思った事を助けて

くれます。



石井先生の言葉（会場版 103）
☆　みんなあなた方が良くなる為には、節

があります、色んな節が。交通事故に遭

うというのも節でしょう。脳梗塞で倒れ

たのも節かもわかりません。節と思えば

治るんです。私そう思うんです。脳梗塞

と思うからダメなんです。これは節だ。

ようし、やろう。病気と思うから落ち込

んで、本当の病人になってしまうという

ことなんです。

☆　悩まなくていいんですよ。「お願いし

ます」、それだけでいいんです。悪い所

を全て言って「お願いします」と、手に

心をひたすら集中するんです。

☆　どんなに考えても先のことはやらなけ

ればなりませんよ。やってこそ、どんど

んそれに対する考えが湧いてきます。

☆　私は最初から考えなかったから、思っ

た事をすぐやっておったから、こうなっ

たんです。時間が惜しかった。

☆　素晴らしい力を授かっておる。素晴ら



しい仕組みの流れに乗っておるんですよ。

その気持ち、その一念になってもらえば、

何でも出来る。何でも願い事は叶えても

らえます。思う通りになります。

☆　それに私が言っているように、思った

とおりやったら、本当にすばらしい世の

中になりますよ。誰でも出来る。

☆　幸福の道は人それぞれ違いますよ。

思ったとおりやっておれば、貴方に合っ

たような道を歩いております。思ったよ

うに動いてみなさい。2 4 時間いっつも教

えが来ております。

☆　心の力はみな同じ。もう人間みんな素

晴らしい人生を全うする為に生まれてき

ています。心は、朝起きた時からずーっ

と教えているんですよ。その通り動けば、

もう完全なんです。

☆　朝起きてから続けてみなさい。もう 10

時になったら、本番の行動に移ります。

楽しい。毎日が楽しくなる。これが幸せ

ですよ。頑張ってくださいね。さあ、思

う存分やりましょう。



☆　何でも出来る。あの手この手でやって

みなさい。今日一日の幸せ。これが大事

なんですよ。人生は楽しいですよ。あん

まり難しく考えてはなりません。皆様方

は友の会員ですよ。黄金の絆で結ばれて

います。最高なんです。



石井先生の言葉(会場版 102）
☆　「どうしよう」とか思ってはなりませ

ん。みんな良い日だ。毎日が良い日なん

ですよ。無理にやったらいい。私がそう

やってきたから。本当に考え変わってき

ます。楽な気持ちになります。落ち込み

はしません。

☆　人生の仕組から認められるには「為る

ようにならない。然し為るように為るん

だ」これが大きな心です。

☆　｢難事は良い事だ｣と３回言いなさい。

目をつぶって３０数えなさい。どうです

か気持ち。変わりましたでしょう。何か

体の痛いのが治った方もおられると思い

ます。違いますでしょう。これで良いん

です。これで今の生活の流れが変わって

きます。

☆　思ったことをすぐしなさい。発想即行

動。繰り返し、繰り返し、この教えを

やっております。発想即行動。発想は神

の教え。テレビ見たいと思ったら見なさ



い。コーヒー飲もうと思ったら、飲みな

さい。これも神の教え。

☆　それが順序をおって本番になります。

初めから本番は来ません。やっておった

ら、「ようくやってくれたなあ」と神様

はあなたを信じます。信じられたから、

良くなってくるんですよ。神様は信じる

ものではありません、信じられるもの。

その為には迷わずやって下さい。

☆　思ったら何でも出来るということ。考

えたら出来ない。ひらめき、神の力とい

うものは、これが本当じゃないでしょう

か。考えたら人間の考え、力に戻ってし

まいますよ。思った時がチャンスなんで

す。考えたらそのチャンスを逸してしま

います。

☆　この力は何でもできる。皆さんが授か

る。考えたらダメだ。やり方を考えたら

ダメ。

「この肝臓ガンをどうしたらいいんだろう

か？」と思ったらダメ。肝臓ガンも腰痛も

一緒という軽い気持ちでやってみなさい。


