
石井先生の言葉(会場版 161)

☆　 ESP 器具は器具ではないわけ

です。神様が形になって現われた

ということ。

☆　私と会わない人でも、テープ

シールでこの力を授かる。そして

世界の全人類が授かる。

☆　ＥＳＰ器具はみんな心を変え

る、あなたの心を。

☆　新聞でも念玉でも、何でも

「これでいいんだ」と思ってちゃ

んとお願いすればそうなる。

☆　器具がＥＳＰの生命なんです

器具があってこそ思う通りなるん

です。だから永遠に続きます。



☆　私が人助けの為に授かった器

具なんです。人助けの為のテープ

シールなんです。

☆　私の商品ではありません。私

の物ではありません。

☆　心が入っているんです。本当

の神の心があの一枚のシールに

入っておるんです。

☆　だから思った通りになってお

る。その気持ちになれば、また素

晴らしいことになります。

☆　これこそたった一つの天の力

宇宙の仕組みの心ある力なんです。

☆　皆様も心強くしっかりとこれ

にすがってもらいたい。明るく

堂々と自信を持ってやって下さい。



石井先生の言葉(会場版 160)

☆　朝から思う通り順序よく行動

したらどうだろう。

☆　昼頃自分に振り返ったら、明

るい広い心に気付くであろう。こ

れが大きな心である。

☆　この心で起床から湧き出る思

いを、次々と行動に移しなさい。

☆　これで本当に難事は良い事に

知らぬ間に変わって来ています。

☆　行動を起こす事なんです。あ

なたの幸せの行動を起こす事。

☆　行動を起こしさえすれば、か

ならず結果が現われるのです。



☆　それができるのです。難しく

考えてはなりません。考えたら絶

対ダメ。

☆　私は動いたから、こうなった

んですよ。動いたら楽しいんです。

☆　心の不安は全然ございません

疲れもありません。考えるから、

疲れがある、心が暗くなる。

☆　考えてはならない。思ったこ

とをすぐやりなさい。

☆　見通しであるから、あなたに

合わせたような想いが来るでしょ

う。それをやれば良い。

☆　一日二十四時間あなたを幸福

にする為に教えています。これが

発想です。迷わず即行動です。



石井先生の言葉(会場版 159)

☆　みんな行き詰まりが来ます。

そうですよ。

☆　その時は「ああ困ったな」と

思わずに、「ああ成るようにしか

ならん、これで良いんだ」と思っ

てみなさい。

☆　もう心が明るく大きくなりま

すよ。そこに宇宙の幸福の仕組み

がやってきます。

☆　そして発想が変わってくる。

そうなんです。

☆　ちゃんと見通しなんです。自

分の事ばかり考えておってはなら

ない。



☆　自分の事だけ良くしようと

思って、テープを聞いておっては

だめなんです。

☆　自分のこともやって、人の事

もやる。

☆　テープを聴いておられれば、

本当にこれしかないと思って、私

の言うとおりやっておれば一体と

なっております。

☆　本当に楽しいんです。皆様方

も私と同じ道を進むんですよ。

☆　やってごらんなさい。全てで

なくても良い。

☆　六分、七分通りでも、もう生

活が完全に変わってきます。この

仕組みがそうなっているんです。



石井先生の言葉(会場版 158)

☆　テープはあなたが命を懸けて

もいい神様なんです。

☆　幸福のことであれば、何でも

してくれる。見通しだから。あな

たの生活が今から変わります。

☆　あのテープには私の心が交流

しておる。私の力と一緒なんです。

☆　その気持ちになられたら、も

う幸せいっぱいになります。もう

病気なんか物の数ではありません。

☆　心の力はみんな同じなんです

能力は差がありますけれど、その

元である心はみな同じ。そこをよ

く覚えときなさいよ。



☆　だから心の教えのままやれば

みんな素晴らしいことになります

思うとおりなります。

☆　皆様方はもう人間の世の中に

は住んでいませんよ。一線を画し

た神の世界に居られるんです。思

う通りできるんだから。

☆　それなのに「これは困ったな

あ、どうしたらいいんだろうか」

と考えたらダメなんです。

☆　思った通りが神の教えなんで

す。あなたに対する神の教えなん

です。

☆　そう思い切ってやってくださ

いよ。何でもやるときは思い切り

やること。



石井先生の言葉(会場版 157)

☆　私もこの力を授かって、もう

幾度かもしれません、何度も何度

も試練にあいましたよ。

☆　それに挫けたら、今の私はあ

りません。

☆　みんな良いことだとやって来

たんです。だからこうなったんで

すよ。

☆　いつも貴方を急に上にあがら

せる為には、大きな試練がやって

来ます。

☆　それで良くなったら、もう急

に段階が変わって来るんです。

☆　仕事の業績が低下しておって



も、テープを聞きながら、「ああ

これでいつか良くなるんだ」と

言ったら良い。

☆「いつ良くなるんだろうか？」

こう思うたらダメ。

☆「これでいつか良くなるんだ」

これ最高なんです。

☆　この仕組みの力を授かってお

れば、みんな見通しである。みな

守られています。

☆　みな見通しだから、思った事

をすぐやれば良い。実行すれば良

い。それだけなんです。

☆　「ようし先生の言う通りしよ

う。とことんまで追いかけてみよ

う」、それでいいんですよ。



石井先生の言葉(会場版 156)

☆　発想は、自分の考えでないか

ら思う通りなる。

☆　もうこれはハッキリ言える事

なんです。誰でも出来ますよ。

☆　何でもできます。これがＥＳ

Ｐですよ。

☆　私は自分の力じゃないから、

全部できると思っています。

☆　「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。

☆　｢困ったな｣とそう思ったらも

う自分の力に変わってしまう。



☆　この力を頂いてやっているの

なら、「もう大丈夫｣と思い切っ

てしまわなければならない。

☆　｢ああ、良いんだ。これで大丈

夫だ｣と思っとけば良いんです。

あとのことを考えてはなりません。

☆　みんな見通しだから、その通

りなるんです。考えたらダメです

自分の力じゃないのだから。

☆　自分の力でないから、「石井

先生、お願いします」とこう言え

ばいい。

☆　だから子供さんであろうと御

老人であろうと、誰でも出来る。

出来ない人は一人も居られません。



石井先生の言葉(会場版 155)

☆　テープは私なんです。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。仕事

を与えるんです。

☆　テープは、あなたが、あれこ

れ迷わないように、パーっとひら

めきを与えるんです。

☆　「あとでお願いしようか」

「あとで手紙書こうか」、それよ

りも思った時、「先生、お願いし

ます」こう言うといい。

☆　だから先生と思えば、「先生

お願いします」といえば、おい来

たーとすぐ飛んでいきます。



☆　「石井先生、石井先生」と叫

び続けてください。私の名前言っ

たら、流れが変わりますよ。

☆　前もって色々と思うから出来

ないんです。

☆　だから今日は今日だけで精一

杯しなさい。

☆　どんな事でも仕事だから思っ

た通りしなさい。

☆　この心がけでやれば、何でも

うまく行きます。

☆　その時はその時でどうにかな

るんだ、と思ってやっていれば、

みんなどうにかなって、良い方向

に変わってきたんですよ。



石井先生の言葉(会場版 154)

☆　何でも思ったことを直ぐやる。

考えなくて思ったとおり、これし

かありません。

☆　一人一人ちゃんと幸せは決

まっておるんだから。

☆　ひらめきは、その教えなんで

すよ。「ああしなさい、こうしな

さい」と。必ず良くなります。

☆　あなたに合ったように、して

くれるんです。あなたに合ったよ

うな思いが来るんですよ。

☆　決まっていませんよ。若いお

方は若いお方のように、中堅のお

方は中堅のお方のように。



☆　女性は女性のように。みんな、

そうなるんです。本当に楽しい。

☆　人間は中々賢いから、「どう

したらいいんだろう、こうしたら

いいんだろうか」とそう考える。

☆　人間だから少しくらい迷いは

来ますよ。だからと言って気にし

なくても良いんですよ。

☆　私でも少しくらい迷う時があ

ります、それは私も人間だから。

あまり深く考え込んだらダメ。

☆　ちゃんとテープを聴いておれ

ばいい。ちゃんとしてくれます。

☆　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。



石井先生の言葉(会場版 153)

☆　八次元は絶対に考えてはなら

ない。八次元は自分の力ではない

から、授かった力であるから。

☆　神の心を授かっておるんだか

ら。神の八次元ですよ。パワー

じゃないですよ。

☆　難しい事ではありません。子

供でもできるんだ。考えないから

ね。

☆　だから、「１、２、３‥‥」

と数え、「お願いします」と集中

したらいい。

☆　修行もいらない、信仰もいら

ない。思えばその通りできる。



☆　「有り難い、お願いします」

そして思った通りやっておればい

い。簡単なんですよ。誰でも出来

る。

☆　この力はやればやるほど疲れ

ません、益々楽しい。

☆　全然自分で考える必要ないか

ら。任せとけばいいんですから。

☆　こうしよう、ああしようと思

わなくても、どんどんどんどん思

うとおりなってきます。

☆　皆様方もテープを聞いておれ

ば、無心で聞いておれば、みんな

思う通りになっていくんですよ。

☆　幸福のためであるならば何で

も出来ます。思った通りなる。



石井先生の言葉(会場版 152)

☆　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。

☆　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。

☆　それがこの世界なんです。これ

が人間の世界なんですよ。

☆　一言一言、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。



☆　いろんな事があっても、こだわ

らない事。

☆　それに集中して迷ったら、益々

それが続く訳です。どうすれば迷

わないか？

☆　「絶対に大丈夫」と思い切らな

くてはなりません。

☆　テープを聴いている、流してい

る、お願いしているなら、それに

「絶対」という事を付けなくては

いかん。

☆　そしたら大丈夫ですよ。良くな

ります。

☆　ちゃんと救われます。神様は土

壇場で救ってくれます。みんな土

壇場で必ず救ってくれます。　



石井先生の言葉(会場版 151)

☆　人を救えば自分も良くなる。こ

れは全てです。

☆　病気ばかりではありません。仕

事もそうですよ。

☆　大きな「幸福のしくみ」がある

んです。

☆　あるから、本当に人間の心「ま

心」になれば、「しくみ」の流れ

に乗るんです。

☆　「ま心」というのは、人のこと

だけを考えて、自分の事を一切考

えない事、それが「ま心」なんで

すよ。

☆　誰でもやれるんです。やれるか

ら、やってもらいたい。



☆　テープは私の力ではありません。

私の力ではないから何でも出来ま

す。

☆　あのテープを聞かれたら、もう

体の中に入ってしまいますよ。

☆　自分の事を考えずに、これは大

丈夫と思われたら何でも出来ます。

☆　テープを聞いたら、あなたの力

じゃない。

☆　あなたの力ではないから出来る

んですよ。誰でもやれるんです。

☆　そこまで皆様方が意識を徹底す

ればみんな出来るんです。

☆　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。



石井先生の言葉(会場版 150)

☆　ま心があれば、思えばどんなこ

とでも出来ますよ。

☆　みんな見通しなんです。あんま

り一つ一つ考えてはなりませんよ。

☆　全部見通しです。貴方が何を

思っているか。もう見守られてい

ますよ。

☆　だからもう「困った、どうしよ

う」と考えてはなりません。

☆　それがＥＳＰなんです。本当に

成るようにしかならないんだから。

☆　それからお願い事は一つに絞ら

ずに、（紙に）二つか三つ書きな

さい。



☆　そしてお願いごとの判断はお任

せしたほうが一番良いです。

☆　あなたが一つに決めつけてお願

いしてはいけません。

☆　やはり願い事、自分のやりたい

事というのは、複数あるでしょう。

☆　だから紙に書いて「お願いしま

す」とやって下さい。

☆　三つ以上書いてお願いしなさい。

そうしたら、必ず叶います。

☆　明るい所に幸福はあります。考

えてはなりません。

☆　考えるから苦労しておるんです。

まずやってみなさい。苦労はあり

ませんよ。明日は明日の風が吹く。


