
石井先生の言葉(会場版 149)

☆　人間というものは、どんな人でも、

本当の心の奥底には、人を助けたい、

世の中の為になりたい、という心が

あるんです。

☆　今は社会がこうなっているから、

自分のことばっかりやっている。　

自分が苦しいのに、人のことを考え

て入られませんからね。

☆　しかしＥＳＰは、それが出来るん

です。もう思ったら良いじゃないで

すか。一、二分テープを聞けば出来

るでしょう。

☆　無心に「お願いします」でいい。

その一言でも深く考えれば、もう大

変な事。もうこれ以上の力はこの世

に存在しません。



☆　この力を物理的に考えるとダメ。

これは空(くう)のものですよ。

☆　思う力、念ずる力。思う通りしな

ければなりません。念力というのは

難しいものじゃない。一番簡単。

☆　誰でもできるんだから。何でも出

来る。それもあなたが今出来る。

☆　やればパッと見せてくれる。みん

な見せてくれる。やりがいがある。

最高の人生です。楽しいですよ。

☆　思ったことを実行すれば良い。行

動に移せば良い。ただそれだけなん

です。

☆　いつも講演会では、思ったことを

ズバリやりなさいと言っております。

それだけなんです。それが全て。簡

単明瞭。



石井先生の言葉(会場版 148)

☆　「今日はどうしようか？明日はど

うしようか？こんな事してどうなる

だろうか？」

☆　そればかりでは人間に生まれた甲

斐がありません。

☆　どうしたら良いか？思ったことを

やれば良いんだ。一番簡単でしょ。

そうしたらあなたはあなたの道を歩

いておるんです。

☆　考えて、あれこれ迷っておるから

思うとおりなりません。考えるから

疲れもし、病気にもなるんです。

☆　思うことをやってください。何で

も良い。思ったことを片っ端から

やっておきなさい。



☆　そうしたら何とかなるでしょう。

ちゃんと見せてくれる。

☆　思った通り行動したら、一番素直。

不安も何にもない。

☆　一人ひとりあなたに合ったような

幸福の道があるんですよ。

☆　ちゃんと運命が決まっています。

あなたの目的が決まっています。

☆　行動してこそ、事実が現れます。

発想即行動の順序には全然失敗があ

りませんよ。

☆　どんなことでも、思ったことは神

の教え。思ったことは直ぐすること。

☆　そうやったら、みんな貴方の思い

通りになる。誰でも幸せになれる様

になっているんです。誰でもなれる。

　



石井先生の言葉(会場版 147)

☆　明るい気持ちでやったらいい。何

も難しいことはありません。

☆　この力を授かったら、思ったこと

をすぐやればいいんだ。思ったこと

は、みんな神の教えだから。

☆　考えたら、あなたの考えだから思

う通りなりませんよ。良くなる為に

は大きな節があるんです。

☆　悪いことがあっても、無理にでも

良いことだと思いなさい。動揺して

はダメですよ。

☆　これは良くなる為の節だと思って、

明日は良いことがあると思い切って

しまいなさい。教えなんです。必ず

良くなります。



☆　病気、もう簡単ですよ。あなた方

が自分で出来るんです。自分の力で

はないからなんです。

☆　テープは神の力、神の心。「自分

の力ではない」その確固たる信念の

元には、もう何事も出来るはずです。

☆　「どうだろうか」と思ったらダメ

です。その違いだけなんです。

☆　思う存分能力を発揮してもらいた

い。全部能力があります。

☆　全部能力を展開してもらいたい。

みんな花が咲きますよ。

☆　今日いち日精一杯やっておれば

良いじゃないですか。今日は楽し

かった、精一杯働いた。それなん

です。それで良くなるんです。



石井先生の言葉(会場版 146)

☆　できるのに、人間的な事ばかり考

える。もうその時代は過ぎました。

☆　これはすぐ良くなるんだから。今

日見せてくれる。今見せてくれる。

☆　いいでしょう。「１ヵ月先は良く

なるかなあ」は今までの事。

☆　今はそうじゃない。すぐ見せてく

れますね。

☆　テープを聴いてやっておられたら、

どんどん強くなる。

☆　自分の力じゃないから、ますます

謙虚にして、「これで皆を助けよう。

皆さんと一緒に幸せになろう」、そ

う思われたらいいじゃないですか。



☆　皆様方も一生懸命、夢中になって

もらいたい。そしたら、どうなるか。

必ず相手の方が分る訳です。

☆　ちゃんと見通しなんですよ。人間

というのは本当に楽しい、世の中す

ばらしい。

☆　回りまわっておるんです。楽しい

素晴らしい世界でしょう。

☆　人生は簡単。生きるのは一番簡単。

生きるのは、また楽しい。本当に生

きがいがあります。

☆　世の中というものは素晴らしいで

すよ。考えるから難しい。

☆　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。



石井先生の言葉(会場版 145)

☆　みんな良くなるのが当り前。どう

してだろうか？

☆　この力は修行した力ではありませ

ん。信仰にも全然関係ありません。

☆　仕組なんです。特定のものじゃな

いわけです。

☆　誰でも、ＥＳＰのこの大きな気持

ちになれば、これを授かることが出

来るんです。

☆　いろいろ考えてはダメなんです。

いつも私が言っている様に、「あー

何とかなるだろう」これなんです。

☆　どうしたらと方法を考えてはなりま

せん。もうお願いすれば何でもやってく

れます。



☆　病気ばかりではありませんよ。ど

んなお願いでも、仕事のお願いでも

何でも出来るということ。

☆　皆さんもちゃんと人を救う、助け

る事ができるんです。思っただけで

できますよ。

☆　「助けてあげます」と言わなくて、

相手の事を思えば相手が良くなって

くるんですよ。やってみなさいよ。

☆　家庭からやってみなさい。相手を

良くしようと思ったら、みな通じま

すよ。

☆　人をやったら、自分の体も調子よ

くなります。自分の事をしなくても。

☆　これが世の中ですよ。人を助けれ

ば、自分も良くなる。



石井先生の言葉(会場版 144)

☆　シールの貼り方は、考えて貼った

ら、どこに貼ろうかと思って貼った

らダメですよ。

☆　どこでも良いです、ズバリ貼るこ

と。やったらそこが教えなんです。

発想即行動なんです。人間の考えを

入れたらダメと言うこと。

☆　気がイライラする時は、左手を下

腹、右手を胸と思って 20数えると、

スッキリなります。

☆　もうイライラしません。心配事な

くなります、あんまり思わなくなり

ます。

☆　そこに、幸せが来るんだから。人

間関係も変わります。



☆　世の中というものは素晴らしいで

すよ。考えるから難しい。だからも

う今から神様に信じられたら素晴ら

しい世の中。

☆　信じられる為には、思ったことを

迷わず、片っ端からやったら良い

じゃありませんか。

☆　誰でも出来るでしょう。あなたに

はあなたに合った幸せがやって来る

んですよ。みなそうなんです。

☆　いいですね。これが世の中。この

世の中の素晴らしい仕組みの中に皆

さんは乗っているんですよ。

☆　思っただけで、感謝の気持ちに

なっただけで、世の中変わります。

この力は人生を幸せにする力ですか

ら何でも出来ます。



石井先生の言葉(会場版 143)

☆　対人関係が悪いなんてもっての

ほか。自分を主張するから悪くな

る。理屈を言うから。

☆　相手がどんな事を言っても喜ば

せればいいんです。自分の教養を

出すとか、プライドとか。そんな

ちっぽけなこと。

☆　相手が喜べばこっちも嬉しい。

楽しいです。

☆　皆あなた方をこの完全な力に寄せ

る為には、悪いことも修行のひとつ

なんです。

☆　それで動揺しておったら、あなた

はダメや、失格や。



☆　今日は良くならなかった、どうし

て良くならないだろう、そう思って

はイカン。

☆　ああ、明日は良いだろう、明後日

は良くなるだろう、これからは良く

なるだろうと、こう思えば良いじゃ

ありませんか。

☆　この気持ちであれば何でも出来る。

この通り動けば何でも出来る。楽し

いんですよ。当たり前なんです。

☆　やはり神様は実在します。幸福に

流れる道はあります、仕組みはあり

ます。

☆　何でも出来る。それもあなたが今

出来る。やればいいんです。やらな

ければ出来ません、思っただけでは。

やれば出来る。　



石井先生の言葉(会場版 142)

☆　朝起きて、あそこに電話するの

を忘れてたと思ったら、早くても

しなさい。

☆　まだ早いからやめておこう、こ

う思ったらダメですよ。行動に移

す事が発想即行動なんです。

☆　朝からやれば、もう９時半には

安定してきます。あれこれ迷いま

せんよ。

☆　良い電話がかかってきたり、良

い人が来たり、またお店であれば、

楽しいお客さんで一日賑わいます

よ。



☆　みなテープを聞いたら、人間の

本当のま心を甦らせてくれます。

皆一人一人本当の心があるんです。

☆　テープを聞いておれば、もう日

常の言葉となって、行動となって

現われてきます。考え方が変わっ

てくるんです。

☆　精一杯やること。夢中で取り組

むこと。これが、｢ま心｣なんです

よ。

☆　相手の心と一緒になること、思

いやりというか、これが｢ま心｣な

んですよ。

☆　みんなそう思ってしまえば、み

んな助けてくれます。中途半端は

ダメですよ。みんな思い切ってし

まわなければならない。



石井先生の言葉(会場版 141)

☆　もう今日から、思ったとおり

やってもらいたい。

☆　その為には、どんな悪いことが

あっても、何でも良い事と思って

みなさいよ。

☆　病気も、病気が治らないことは

良い事だ。

☆　お店に客が来なかったら、お客

が来ないことは良い事だ。みんな

そうなんです。



☆　ああ、これは良い事だ、と思っ

ていると、その通り動くんだ。

☆　私がやってきたんだから。だか

ら私は不安がありませんでした。

☆　思ったことを考えずに、思った

まま行動すれば、みんな思う通り

になるということ。

☆　だから本当にこの ESPの心に縋

れば、みんな見通しだから、ちゃ

んと救ってくれます。これはハッ

キリ言える事なんです。



石井先生の言葉(会場版 140)

☆　仕事でも、「お客様を喜ばせて

ください」「お客様の幸せをお願

いします」

☆　そうやってから、「仕事お願い

します」と二段構えにやること。

☆　「仕事お願いします」だけでは

ダメです。

☆　自分のことだけだから、お客様

のこと考えないから。先にお客様

の喜びをする。



☆　「うちに来られたら、喜ばせて

やるんだ。うんとサービスするか

らお出でなさいよ」

☆　そういう気持ちでやってから、

「仕事お願いします」とやってみ

なさい。最高なんです。

☆　もう気持ちが明るくなります。

お見通しですから。

☆　「もう大丈夫だ」という気持ち

ですよ。「どうだろうか」と思っ

たらダメですよ、心だから。



石井先生の言葉(会場版 139)

☆　自分の気持ちを捨てて、相手の

気持ちになればいいと思います。

☆　自分だけの考えで人様を見るか

ら、「世の中大変だな」とこうな

るんですよ。

☆　人間関係でも、自分中心に考え

るから、そうなるんですよ。

☆　自分の考えを捨てて、相手の気

持ちになれば、これはいいんです。

☆　私はあまり物事を考えるのが嫌

いだった。



☆　自分で解決しようと思わなかっ

た。「おまかせ」でした。

☆　自分で押し通して解決しようと

してもなかなか抵抗があります、

人間の世の中だから。

☆「おまかせ」でないと解決できま

せんよ。あなたに合ったようにし

てくれるんです。

☆　あなたにあったような思いが来

るんです。決っていませんよ。み

んなそうなるんです。本当に楽し

い。




