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メッセージ 

推薦者 ゲリー・ボーネル氏 

To my friend Fuyo  

to celebrate your book Unlimited Joy. 

The unlimited dynamics of pure joy radiating 

outward through the human spirit from one soul 

to the souls of others is evidence of the Earthly 

presence of celestial nurturing that is the divine 

nature of creator god. 

In this selfless activity our soul reflects the true 

nature of our having been created in the image 

of creator god - eternal. 

 

 

The gift of pure joy lifts us all into a grace 

engendered state of gratitude. 

This is the soulʼs sunshine, the life affirming 

presence of creator god as its creation. 

Joy, once liberated toward its own eternal 

constant, frees conflict, heals wounds and 

enlivens the highest levels of consciousness. 

This is our greatest peace︓to know the true 

nature of creator god as pure joy, without 

limitation or intention, expressing as selfless-self 

in service to all. 
 

                              Gary Bonnell 



私の友人、Fuyo へ 

 

あなたの本を祝福します。 

限りない喜びと共に～。 

 

人間のスピリットを通して、一つの魂から他の人の魂

へと純粋な喜びが外側へと放射される無限のダイナ

ミクスは、地球における天からの育成と同様に、創造

主である神の性質そのものである証拠です。 

 

この無私の行動は私たちの魂が、私たちの創造主であ

る 神 ‐ 永遠 のイメージで創造されたという真の性

質を反映しています。 

 

 

純粋な喜びの贈り物は、私たち誰をも恵みに溢れた 

感謝の状態へと引き上げてくれます。 

これは魂の太陽であり、その創造として創造主の 

神の存在を確信する生命です。 

 

一度その特有の永遠不変の方へ解放されるならば、 

喜びは争いを解放して、傷を癒やして、 

意識の最も高いレベルを活気づけます。 

 

これは私たちの最大の平和です。 

純粋な喜びとして創造主の神の本質を知るためには、 

制限や特定の意図なく、あらゆる奉仕において 

無私の自⼰を表現することです。 

 

                             ゲリー・ボーネル 



ゲリー・ボーネル (Gary Bonnell)  

 

神秘家、心理学者、哲学博士、催眠療法家、企業コンサルタント。 

幼少時から体外離脱の能力を持ち、1958 年からアカシックレコード

にアクセスできるようになる。 

50 年以上に渡り形⽽上学、西洋と東洋の神秘主義、アカシックレコ

ード、古代の叡智、思考の現実化のプロセス、トランスパーソナル心

理学などについて研鑽を積む。 

人々の持つ叡智と直観力を現実の生活に取り入れるための数多くの

パーソナルコーチングとワークを行い、その他にも執筆、講演、コン

サルティング活動など、米国・日本を中心に幅広い分野で活躍中。 

 

著書 

「アトランティスの叡智」  

「超入門アカシックレコード」など。 

アカシックレコード 

 
哲学者で一般進化理論の創始者アーヴィン・ラズロ博士の考える宇

宙にはゼロ・ポイント・フィールドと呼ばれる無の世界があり、そ

れは無であると同時に、宇宙のすべての情報を含むアカシックレコ

ードだ。（エリコ・ロウ. 死んだ後には続きがあるのか－臨死体験と意識の科

学最前線－ より抜粋）元始からのすべての事象、想念、感情が記録さ

れているという世界記憶の概念。宇宙誕生以来のすべての存在につ

いて、あらゆる情報がたくわえられているという記録層を意味する

ことが多い。(Wikipedia より抜粋)  

 



はじめに 
 

みなさんこんにちは。アカシックバイザー®︎ fuyo です。 

みなさんに巡り会えてとても嬉しいです。数ある本の中からこの本

を見つけ、選んでくださりありがとうございます。 

ある時、普段は目に見えないものが見え始めました。 

不思議な体験から宇宙の図書館を知ることになり、繋がりを深めて

いくと、人生が大きくチェンジしてしまいました。 

その経験から、アカシックと繋がる喜びを得て、幸せになる良い方向

へ変わるには、何かきっかけが大切だと感じています。 

この本はアカシックへの最初の一歩、感じる練習として書きました。 

アカシックレコードと仲良くなると、思考と言葉が変わります。言葉

や環境が変わると人も変わるのを、今までたくさん見てきました。 

誰でもアカシックレコード＝宇宙の図書館と意識的に繋がって仲良

くなれます。目覚めのスイッチがオンになるように意図した、言葉の

メッセージ、絵、写真を自分の感性で感じて楽しんでいただけたら幸

いです。いつの時代も笑顔は宝ものです。 



この本の使い⽅について 
 

この本には、ふた通りの読み方があります。 

 

①のんびりと 

リラックスしながら読む。 

 

何も考えずに読んでいくだけです。 

きれいな絵や写真を楽しんでください。 

この本を読むだけでもあなたは宇宙の図書館と繋がります。 

あなたが意識しなくても大丈夫、 

この本には宇宙の図書館と繋がる言葉が選んであります。 

あなたの心を思うままに自由にさせて、 

自然体でいる心地よさを思い出してください。 

感じるチカラをとりもどし、 

本来の宇宙との素直な繋がりを強めていきます。 

こうなりたいと思う気持ちや言葉のチカラを育みます。 

② 質問を用意してから読む 

 

パッと開いたページに注⽬して下さい。 

そこにはあなたへのメッセージと 

知りたい答えやキーワードが隠れています。 

開いたページから、 

あなたが気になるところ、ふと⽬にとまるところを 

意識的に⾒つけて下さい。 

 

⾃分のインスピレーションや直感を信じましょう。 

あなたのイマジネーションを膨らませましょう。 

 

質問して答えを得ることは、 

アカシックレコードに繋がる基本です。 

楽しくシンプルに質問してみましょう。 

毎⽇繰り返せば、 

宇宙の図書館から答えを受け取るのが上⼿になります。 



素直な言葉 

 

大切な人がいる 

会いたい人がいる 

優しい眼差し あなたの匂い 

その顔、その言葉を思うだけでいい 

大切な時はいまここにある 
見えない時間に手をかざしてみる 

感じる、手の温もり 

受け取る、優しいまなざし 

近くでお互いの温度を感じる 

⾝体を流れる水 そよぐ⾵  

新しい驚きをもういちど取り戻そう 

戯れる 笑う 微笑む 喜びを分かち合う 

ハートから素直な言葉が生まれる時 

言葉は時空を超え、安心で満たされる 

想いが溢れて喜びは、やがて絆となる 



声 

 

あなたの声が聞きたい 

あの教会の鐘が鳴り響くように 

わたしの胸の奥に響き渡るあの声を 

あなたの声は 

わたしの心のナビゲーター 

どんな時でも優しく 

あなたの声がわたしを包み込む 

深海の海の底 

群青⾊から漆⿊の時間へ 

天空のまだ見ぬ高き空 

どこまでも続く白き世界よ 

わたしの心の奥 

一番大切な場所にあなたの声はとどまった 

あなたの声が聞きたい 



心豊かにするもの 

 

美しいもの、きれいなものを見る 

美しいものには美しいエネルギーが宿っている 

美しいものには心を豊かにする力がある 

気分が落ち込んだとき、弱気なとき 

誰も信じられなくなったとき 

愛されていないと感じるとき 

この地球でたったひとりぼっちと感じるとき 

美しいエネルギーはふんわり、じんわりと 

心を幸せ⾊に変えていく 

心を開いて周りの美しさに気づく時 

目の前の美しいもの 

息を吸い込むように感じよう 

あなたの中に美しさが流れ込む 

豊かな心であなたが満たされる 



呼吸 

 

呼吸をした瞬間 

地球と宇宙を繋ぐ⽷が光りだす 

目には見えない⽷ 

わたし達の身体中を螺旋でかけ巡る 

吸う、吐く、また吸うまでの間に生まれる無 

意識的に呼吸を感じる 

呼吸から生まれた 

金の⽷、銀の⽷ 

呼吸から生まれる神秘の⽷ 

グングン伸びて 

宇宙の⽷と絡み合う 

そしてわたし達は、 

宇宙の図書館アカシックレコードと 

繋がりを深めていく 



響き  

 

わたし達は美しいそれぞれの⾳をもっている 

地球はたくさんの⾳に包まれている、溢れている 

地球から生まれた素晴らしき⾳⾊は 

愛のオルゴール  

あなたの⾳を響かせる 

共鳴しながら美しく奏でる調和のハーモニー 

あなたの⾳は響きあいながら 

漆⿊の宇宙へ⾶んでいく 

⾳に吸収された言葉は星になる 

どんなに遠く離れていても、いつか⾁体が滅びようと 

⾳は次元を⾶び出して大切な人の元に寄り添っていく 

心の⽿を澄まして 

あなたの⾳、みんなの⾳ その⾳の響きを感じてみる 

地球を⾶び出した⾳は 

宇宙と共鳴して幸せの種に変わっていく 



輝き  

 

永遠の生命の輝き 

からだの内側から外側へと溢れ出す 

そっと目を閉じて感じてみる 

七⾊を超えたまばゆい⾊彩 

キラキラ、ギラリ 

質量のあるパワフルな光線たち 

決して枯れない生命の泉 

真夜中のとき 

生命の輝きはあらわれた 

生命の不思議さ、それがあなた 

感謝のエネルギーは生命の輝きの栄養となる 

あなたの美しさは増していく 

⾁体は滅びようとなくならないもの 

永遠の生命の輝き 

いつもいつでも、あなたとともにある 



 
 
 
 
 
 

 

希望 

 

心に灯る一筋の光明 

それを希望という 

そっと手のひらに包み込み 

ふうっとあたたかな息を吹きかける 

希望の息吹がよみがえる 

希望のともしび 

それは人生の道しるべ 

すぐそばに希望を失くした人がいる 

だいじょうぶ 

心配しないで、安心して待っていてほしい 

希望という名の落し物 

希望の配達人が届けてくれる 

希望を絶やさずに大切にしたい 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

願い 

 

星の女神に願いを届ければなんでも叶う 

子供の頃のファンタジー 

大人になった今 

あなたの願いはなんでしょう？ 

大切なあなたの願いを叶えよう 

頭の中の願い、心の中の願い 

あなたの本当の望み、真実を見つける 

ヴィジョンは大きく膨み 

静寂な宇宙へ⾶ぶ 

やがて、別の次元で形を成す 

時を経て、あなたの願いは叶う 

宇宙へ⾶んだあなたの願い 

創造の翼を大きく広げ 

無限の素晴らしい可能性を信じよう 



 
 
 
 

 

シンクロニシティ 

 

思いがけない偶然の出来事 

出会いというギフト 

あきらめかけていた夢 

チャンスが巡ってくる 

シンクロニシティという名の奇跡 

あ り が と う 

喜びと感謝が溢れだす 

頭では考えつかない 

計り知れないほどの素晴らしい奇跡 

奇跡が満ち溢れている日常 

わたし達の源は宇宙 

今こそおもいだそう、わたし達は宇宙の子 

シンクロニシティを楽しもう 

それは宇宙との交信 



 

 

 

 

 
 

   「答えは質問とともにやってくる。」 
 

 

 

 

 

 

 

あとがき 

 

2003 年にセドナツアーへ参加しなければこの本は存在していません。帰国後、

目に見えないエネルギーを見たり感じたりできるようになりました。自分を知

る旅の途中でゲリー・ボーネル氏と出会い変化が加速化します。 

この本には、不思議な体験や経験を経て、宇宙と仲良くなるキーワードを盛り込

みました。言葉の力や意識の持ち方で人生は変化します。この本がみなさんに幸

せの種を運ぶことを心より願っています。 

アートを提供して下さった二人の素晴らしいアーティストにはたくさんの感謝

でいっぱいです。新鮮な刺激と新しい感性に溢れた作品をお楽しみ下さい。 

Painter Aki（絵）/ Photographer Yuya（写真） 

そして、いつも見守り、あたたかい推薦⽂を贈って下さった人生の師 

ゲリー・ボーネル氏に深い感謝を捧げます。 

ここまでの道のりを見守ってくれた家族や周りの惜しみない協力ありがとうご

ざいました。大いなる感謝を込めて。 



著者 
アカシックバイザー®️ サロン fuyo 代表 (2006 年より) 

ゲリー・ボーネル氏に師事 (2007 年より)ノウイング・ウェイ・ジ

ャパン認定インストラクター（一期生）2003 年セドナ旅行がきっか

けで目覚める。その後霊的探究が始まり、アカシックレコードと霊的

ガイダンスを通じ、オリジナルカウンセリング、アドバイス、コンサ

ルティングを行う。人と人、アカシックと人を繋ぐ言葉（目に見える

世界と目に見えない世界の橋渡し）を伝える。自分を思い出すお手伝

い、前に進む後押し、人や場所のエネルギーをポジティブに変換して

いくのが得意。 

 

 

紹介 

 

アカシックバイザー®fuyo    

Web  https://www.fuyos.com 

 

Akiko Takahashi   

Painter 

Web  https://akidialogue.info/ 

 

Yuya Parker   

Photographer  

Los Angeles 在住。 

ArtCenter College of Design 卒業。 

Web  https://www.yuyaparker.com 
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