
石井先生の言葉(会場版 173)

☆　自分の力ではないから良くな

るのは当たり前なんです。

☆　皆様方は友の会員ですよ。い

つも私と結ばれていますよ。

☆　誰でも、十人が十人、百人が

百人全部出来ます。

☆　訓練も要らない、修業も要ら

ない。そのままでいい。

☆　やり方なんかも、もちろん考

える必要はございません。

☆　もう想像もできませんけれど

も。あんまり簡単だから、なんか

実感も来ないでしょうね。

☆　簡単なのが神の力なんです。

神の力は難しい事はありません。



☆　宇宙の仕組に心があるという

こと。これが神様です。

☆　神様の力とといっても良いで

しょう、出来ないことが出来るん

ですから。

☆　しかもそれは無駄なことはさ

せません、悪いことはさせません。

☆　みんな良いことばかり、幸福

につながることばかりなんです。

☆　病気、仕事、家庭、商売繁盛

農作物、みんなそうなんですよ。

出来ないものは何もありません。

☆　見通しだから、方法はありま

せん。みんな出来るのは当り前な

んです。

☆　皆素晴らしいま心を持ってい

ます。人生は本当に楽しいです。



石井先生の言葉(会場版 172)

☆　これからは行動する時代、考

える時代とは違いますよ。

☆　行動すれば楽しいんです。行

動すれば答えが出てくるんだから

良くなるか、悪くなるか。

☆　悪かったらやめればいい。そ

うでしょう。

☆　やる前からどうのこうの、自

分で批判し評価してはだめなんで

す。

☆　やってこそ答えが出てくる。

そうしなければならない。

☆　私はやってきたからこうなっ

たんですよ。考えてやっておりま

せんよ。



☆　気にする事が一番ダメですよ

済んだ事は考えないこと。

☆　「ああ、良いわ。もうこれで

良いんだ。大丈夫だ」

☆　後の事は考えてはなりません

病気でもそうですよ。

☆　もうお願いしたら、「どうだ

ろうか」と思ってはダメです、も

う治っているのが当然だから。

☆　こんな事を私は言っています

もう無茶苦茶な事を言っている。

☆　しかしこれがまかり通る。こ

れが世の中ですよ。

☆　「まさかそんな事」と思いま

すけれども、これは違います。別

世界なんです。



石井先生の言葉(会場版 171)

☆　身体が疲れてきたら、｢元気に

お願いします｣と言って、３０数

える。

☆　思えば通じるということなん

です。

☆　簡単に誰でも出来る。「お願

いします」だけでいい。

☆　言葉に出せばいいということ

は、もうその「仕組の心」がそば

にあるということです。

☆　テープを聴いていれば、もう

心が入っている。そうして守られ

ているということ。

☆　あなたの力でないから出来る

んですよ。



☆　いつでも急場は助けてもらえ

る。本当に今の私は、この「仕組

の心」を考えれば、何と言ってい

いか。

☆　その底力というか、奥底とい

うか、計り知れない。分からない。

☆　けれども、もう大変なことな

んです。その力がやってきた。

☆　もうこれしかないですよ。自

分で出来るんですよ。

☆　自分で人助けも出来る。自分

でご主人の気持ちも変えられるし

家庭も守って行かれます。

☆　苦しい時は、「先生お願いし

ます」唯それだけ言えば良いんで

す。私がいつも付いています。



石井先生の言葉(会場版 170)

☆　あなたの思うとおりしなさい

よ。迷うて、あれこれ考えてやっ

たらダメですよ。

☆　これが根幹なんです。このと

おりやったら、思うとおりなるん

です、友の会員ですから。

☆　ただ世の中やっぱし、良い事

ばかりではありません。

☆　困った時は、「ああ、どうし

よう」と思わないで、「ああ、石

井先生」と言うといたら良いんで

す。それだけで良いんだ。

☆　友の会の方はいつも私と交流

しておるから、何かあったら「先

生」というだけで、もうちゃんと

なりますからね。



☆　友の会でみんな結ばれており

ます。友の会に入っただけで、生

活が変られた方もたくさんおられ

ると思います。

☆　不安がないです。友の会に入

られるということは、神様に対す

る感謝の気持ちなんです。

☆　最初起きた時から「ひらめき

の行動」をとれば、もう私に頼る

必要はありません。

☆　今思ったことは、神様が今し

なさいと教えている、そう決めて

しまわなければならない。

☆　毎日思ったことを精一杯やっ

たら楽しいんですよ。

☆　何の不安もありません。みん

なその日に解決しているから。



石井先生の言葉(会場版 169)

☆　人間の考えだけに頼っておっ

てはダメということ。

☆　賢い人はダメということ。あ

まりに考え込んでしまうから。

☆　考えて、閉鎖的になるから、

自分の欲望が増してくる。

☆　明るく、人様に喜んでもらお

うとやれば、そこに素晴らしい考

えがわいてくる。

☆　もうハッキリこの一線が分か

れました。

☆　これはみなさんが体験してお

られるから。迷わずやりなさい。

神の教えがありますよ。



☆　いきなり思ったことは自分の

考えではないですよ。

☆　私は思ったことはズバリやっ

た。何でも考えずにやりました。

それが今の私なんです。

☆　青年時代も今でもそうですけ

ど、行き詰まることもあります。

☆　その時の私の言葉は、「これ

で良いんだ、何とかなるだろう」

☆　いつもすぐ一人でつぶやいて

しまいます。

☆　「これで良いんだ、何とかな

るだろう」

☆　そうしたらもう考え変わって

来ますよ。愉快になります。やっ

てみなさい。



石井先生の言葉(会場版 168)

☆　落ち込んだら益々ダメになっ

てくるんですよ。

☆　迷うんですよ。何でもそうな

んです。負けてはなりません。勇

気を出しなさいよ。

☆　私は「悪い事でも良いことで

す」といつも講演会で言っている

ではありませんか。

☆　「なんとかなりますよ」これ

が私の指導なんです。

☆　人間すべてが幸せになれる。

みんな出来るんです。

☆　思った事を直ぐやればいい。

何でも上手く行きます。



☆　皆もう「おまかせ」なんです

あまりもう考えてはなりませんよ。

☆　行えば良い、やればいいんで

す。考えてはダメなんです。

☆　だから呑気で「まあ良いわ。

何とかなるぞ。やろう」と思う通

りやっておればいいんです。

☆　ひらめいた事をすぐ行動に移

すことなんです。発想即行動です。

☆　考え込まなかったら、みんな

思うとおりなるんです。

☆　また思う通り動いているんだ

から、思うとおりなる。

☆　これが超念力であります。思

う存分行動して下さい。



石井先生の言葉(会場版 167)

☆　「どうしてこうなったんだろ

うか？どうしようか？困った、

困った、困った」

☆　これでは益々困るんですよ。

どうにもなりませんよ。

☆　心が動揺している、気が動転

している。

☆　気持ちが動揺しておったら願

い事は通じませんよ。

☆　この力はどんなに気持ちが動

揺しておろうとも、１０か２０数

えれば治まる。

☆　それで明るくなるんです。も

う「何でも来い」という気持ちに

なります。



☆　人が出来て、自分が出来ない

はずはありません。

☆　あんまり考えるから、あんまり

先のことを考えてはなりませんよ。

☆　その時はその時で良いじゃあ

りませんか。その時になってから

考えたら良いじゃありませんか。

☆　今は、やることなんですよ。

今、行動することなんです。

☆　何かに行き当ったら、その時

は新たに考えがわきます。その通

りやれば必ず出来ます。

☆　あなたの心はお見通し、それ

に基づいた発想だから、いいで

しょう。

☆　思った事を順々にやって行け

ばいいんだから。これが人生です。



石井先生の言葉(会場版 166)

☆　大きな衝撃があって落ち込む

からダメなんですよ。

☆　悪い事があったら、「ああ、

良かった、有り難い。今度は良い

事があるなあ」と思えば良いんで

す。

☆　私はいつもそう思っています

直ぐ言葉を言い返す。

☆　それでガラッと変わります。

愉快になります。自由に出来ます。

☆　みんな幸せになれます。あな

たに合った幸せですよ。本当にこ

ういう幸福感はありません。

☆　いつも苦しい時は、「なるよ

うになるんだ。世の中は成るよう

にしかならない」



　とそう思えば楽しかったんです

そして思った事をみんなやってき

た。

☆　苦しんで寿命を終わるもん

じゃありません。

☆　終わる時、最後は素晴らしい

顔、最高なんだ。

☆　約束されていますから、精一

杯寿命を全うしてください。

☆　「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。



石井先生の言葉(会場版 165)

☆　「成るようにしかならん。だ

から成るようになるんだ」

☆　「もし成らなかったら、その

時はその時だ」簡単でしょう。

☆　生きるのは一番簡単。生きる

のはまた楽しい。

☆　本当に生き甲斐があります。

人間は本当に楽しい。世の中素晴

らしい。

☆　世の中本当苦労ありません。

本当思う通りになります。

☆　思わなくても向こうから幸福

がやってきます。

☆　あなた作らなくてもいいんで

すよ。



☆　自分の病気を自分で治しても

らいますよ。

☆　心の中で、上から順番に自分

の悪いところを全部言いなさい。

☆　私の顔を５秒見なさい。目を

つぶって３０数えましょう。

☆　さあ段々良くなって来ますよ

「もう少し」と言って１０数えて

下さい。

☆　今度は良いでしょう。だいぶ

良くなってきたでしょう。

☆　まだ残っているところを足な

ら足、腰なら腰と言って、１０数

えましょう。　

☆　ＥＳＰはテストはしません。

思ったらすぐやる。そうなってお

るんです。



石井先生の言葉(会場版 164)

☆　器具には、私を通じてみんな

心が入っておる。そうして作って

おるんです。

☆　あのテープの力はすごいです

よ。そのまま受けてみて下さい。

☆　みんな思う通りしてくれます

本当に神の力なんです。

☆　神様と二人連れなんです。神

は姿も何もありません。

☆　事実を見せてくれます。あな

たが思った事を助けてくれます。

☆　不可能を可能にする。何でも

人間で出来ないことをちゃんと今

すぐ見せてくれる。



☆　人助けも出来ます。皆様方

テープを聞かれたら何でも出来ま

す。だから本当の力なんです。

☆　ただ｢お願いします｣と言って

３０数えれば、良くなるんです

☆　それから思ったことをすべて

考えずに何でもやってみる。

☆　テレビ見よう、買物に行こう

何でもいいんです。

☆　何でも仕事と思ってやってみ

なさい。

☆　ちゃんとまとまって来ます。

そうして５番目６番目には、本当

の一日の幸せの流れに乗るという

こと。

☆　だから良いんです。こう世の

中なっているんですよ。



石井先生の言葉(会場版 163)

☆　この力を授かったらどうした

らいいんだろうか？

☆　どうしたらすぐ幸せになれる

だろうか？

☆　病気も良くなるだろうか？仕

事も良くなるだろうか？

☆　簡単ですよ。「発想即行動」

思ったことをすぐやりなさい。

☆　絶対良くなります。だから考

えずに、ひらめきで思ったことを

すぐやりなさい。

☆　思ったら何でも直ぐしなけれ

ばならない。

☆　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。

☆　考えなくて、思う通りやって

幸せになる。

☆　これが本当の幸せ。楽しいで

しょ。

☆　ＥＳＰをやって、これがハッ

キリわかりました。

☆　考えたらダメです。思ったこ

とを実行すればいい。行動に移せ

ばいい。

☆　それだけで私は進んで来まし

た。思ったことをズバリやりなさ

い。簡単明瞭。

☆　思ったことは何でも思った通

りになる。

☆　考えなくて思ったとおり、こ

れしかありません。



石井先生の言葉(会場版 162)

☆　良い事があったら私に報告し

て下さい。短くていいから。

☆　これで良くなります。そして

あなたの心も変わり、また仕事も

安定し、自信が出てきます。

☆　病気も自信が出て来ます。

ちゃんとそのようにしてくれる。

☆　１ヶ月間続けてみなさい。ど

う変わるか。それでいいんです。

それから後は、時たまでいい。

☆　１ヶ月はやってもらいたい、

どんな些細な事でも良い事があっ

たら。そしたら変わってきますよ。

☆　そうしたら貴方の生活はもう

完全なんです。すばらしいですよ。



☆　やったら。そこまで急に変

わってくる。

☆　｢ああ、有難い｣と思って、す

ぐ報告したら、また次を見せてく

れます。

☆　もうハッキリとあなたの仕事

はピタッと決ります。

☆　もう不動の信念になります。

楽しくなります。

☆　これがＥＳＰの仕組なんです

ＥＳＰだけの。ＥＳＰは心の生活

をしているから。

☆　まざまざと幸せを見せてくれ

ますよ。思う通り、楽しく頑張り

ましょう。


