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マネー・フリーダム・エンパワーメントについて
私たちは、お金に対する集団的な恐怖感が蔓延している時代にいます。そうしたネガティブなエ
ネルギーは、私たちに個人的な影響を及ぼします。特に、私たちが金銭的なストレスと闘って対
処をしているときなどに、そうなります。
マネー・フリーダム・エンパワーメントの目的は、お金にまつわる集団的もしくは個人的な恐怖感
から解放されるのを手助けすることです。恐怖感を手放すことで、私たちはスピリットとより良く繋
がることができ、内なる導きに従うことができます。そうすることで、私たちは、お金に関する状況
に、より生産的な方法で対処することができるようになります。
お金からの『自由（フリーダム）』を獲得するというのは、単に『金銭的に独立する』というだけで
はありません。たくさんの財産があったからといって、必ずしも自由にはなれません。お金に関す
る心配が増えるだけです。
お金から自由になるというのは、神や宇宙やスピリットなど（どのような呼び方でもいいのです
が）、そうした存在と繋がって心を開いている限り、そうした存在があなたの面倒を見てくれると信
頼することを意味します。
お金に対する恐怖感を手放すというのは、特定の職業や、収入源や物質的な物事にこだわり
すぎないということです。あなたは、職業や家や通帳の残高で定義されるような存在ではないか
らです。
『最悪の事態』が生じて、（例えば）抵当権を執行されてあなたが家を失ったとしても、そのこと
は大きな問題ではなく、むしろおそらく自分には準備ができていなかった事柄から解放されたの
だと考えたとします。そうすれば、あなたは、これまでとは違った新しい事柄が人生に生じてくるこ
とを許すことができるでしょう。要は、信頼して任せればよいのです。

Copyright 2008 Elemental Reiki - www.elementalreiki.com

エネルギーの使い方
このエネルギーは、意図するだけでアクティブになります。瞑想状態に入って、次のように自分
自身に言ってください。
「私は、マネー・フリーダム・エンパワーメントを受け入れ、私の周囲にあるお金に関するネガ
ティブなすべてのエネルギーを除去します。」
言葉は上記の通りでなくてもかまいません。重要なのは、言葉の背後にある意図だからです。
他の人にこのエネルギーを使うときは、次のように言ってください。
「私は、マネー・フリーダム・エンパワーメントを送り、[名前]の周囲にあるお金に関するネガティ
ブなすべてのエネルギーを除去します。」
瞑想状態を 15分から20分程度続けて、このエネルギーが恐怖感や何らかのブロックを除去で
きるようにします。
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他者への伝授
自分のハイヤーセルフと繋がり、次に受け手のハイヤーセルフと繋がります。マネー・フリーダ
ム・エンパワーメントのエネルギーに繋がるよう求めます。そのエネルギーは、緑色の光の球の
ように見えるでしょう。
対面の場合は、伝統的なアチューンメントの方法を使って、その緑色の光の球を各チャクラに
送ります。
遠隔の場合は、受け手に緑色の光の球を送るときに、相手が自分の目の前にいるとイメージし
てください。
このアチューメントは、何時でも何度でも行ってかまいません。
このエネルギーは、誰もが無償でシェアできます。ただ、もしレイキを実施する際に複数のア
チューメントを実行する場合は、その人に適したアチューメントを提供する対価を取ってもかまい
ません。
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このPDFは、改変を一切加えない状態で、
必要に応じて、自由に配布してかまいません。
著作権表示
この文書は、著作権により保護されています。
この文書は、一切の改変を加えない場合においてのみ、自由に他人と共有することができます。
如何なる理由であれ、この文書の全部または一部を、著作権者の許可なく二次的に出版、頒布、使用す
ることを禁止します。
あなたに対価を支払ってアチューンメントを受ける者に対し、このマニュアルを配布することが出来ますが、
対価を取ってこのマニュアルだけを販売することは禁じられています。
このエネルギーの使いかたを他人に教えるために、完全に自分自身の言葉だけをつかって
ご自分の文書を作成することは可能です。
また、このエネルギーをつかって新しいエネルギーシステムを作成することもできます。
その際は、Elemental Reiki のクレジットと Element Reiki のサイトへのリンクを記載するようお願いします。
翻訳の許可については、以下に連絡をお願いします。
light@elementalreiki.com
よろしくお願いします。

その他のアチューンメント
Elemental Reiki では、これ以外にもレイキアチューンメントやレイキシステムを扱っています。

www.elementalreiki.com
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日本語訳について
Copyright 2013 久須木謙
http://www.camphortree.jp/
この文書は、原著作者の使用許諾条件に基づいて作成されています。
配布条件については、原著作者の著作権情報に従ってください。
なお、原著作者の使用許諾条件に基づき、原文を以下に追記します。
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About the Money Freedom Empowerment
We live in times where collective money fears permeate the air. These negative
energies can affect us personally, especially when we are struggling or dealing
with financial stress.
The purpose of the Money Freedom Empowerment is to help unplug from
collective and personal fears surrounding money. By releasing fear, we are
better able to connect to spirit and follow our inner guidance, which can enable
us to handle our money situation in a more productive way.
Achieving money “freedom” is not just about becoming “financially
independent.” A high net worth does not necessarily make you free, it just gives
you more money to worry about.
Being free means trusting that God/the universe/spirit (whatever you call it) will
take care of you as long as you are connected and open.
Releasing money fear means that you don't get too attached to any specific job,
source of income, or material object. You are not defined by your job, your
home, or the “net worth” on your balance statement.
Should “the worst” happen and (for example) you lose your home due to
foreclosure, you understand that you'll be OK and are now released from a
burden that perhaps you were not ready for. You can now be open to allowing
something new and different into your life. Just trust and allow.
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To Activate
This energy is activated by intention. Go into a meditative state and say to
yourself:
“I would like to receive the Money Freedom Empowerment to release any
negative energies about money that may be in or around me.”
The exact words do not matter – it is the intention behind the words that is
important.
For another person:
“I would like to send the Money Freedom Empowerment to release any
negative energies about money that may be in or around NAME.”
Stay in a meditative state for approximately 15-20 minutes and allow the
energies to release any blockages or fears.
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To Attune Others
Connect to your higher self, and then the higher self of the recipient. Ask to
connect to the Money Freedom Empowerment energy. See it as a green ball of
light.
Use your traditional attunement method if in person to send the green ball of
light into the chakras.
Via distance, imagine the person in front of you as you send the green ball of
light to the recipient.
There is no time-limit or limit on re-attunements.
This energy can be freely shared with anyone, and it is also OK to charge for
providing a personalized attunement if you offer attunements as part of your
Reiki practice.
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Please share.
You may distribute this PDF (intact) freely as you see fit.
Copyright Notice
This manual is protected by copyright.
You can share this manual freely provided it is left entirely intact .
You may not independently reprint, republish, or reuse the words in this
manual for any reason.
You can give this manual to students that have paid you for an attunement,
but you cannot resell this manually separately.
You are welcome to create your own manual,
written entirely in your own words,
to teach people how to use this energy.
You are also welcome to use this energy to create a new energy system.
For permission to translate, contact
light@elementenergy.com
Thank you.
Additional Attunements
More Reiki attunements and systems are available at Element Energy Center:

www.elementenergy.com
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