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免責：シフト・ユア・エナジー・エンパワーメント(TM)は、資格を持った医師の治療の代替とはなりません。すべてのエネルギーワー

クと同様に、このエネルギーは、医師の治療と並行して効果を発揮するものであり、医師の治療の代わりにはなりません。またこの

種のワークを行うときは、必ず専門の医師に相談してから行うようにしてください。
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シフト・ユア・エナジー・エンパワーメン

　これは簡単に使えるアチューンメントで、私自身の生活がちょっとめちゃめちゃになっていて、そ

の状態をポジティブに変えなければいけないなと思っていた時があり、そのときのセッションのチャ

ネリングで得たものです。

誰もがもう既に何度も聞いたことがあると思いますが、似たもの同士は引きつけ合うのです。お金

持ちはどんどんお金持ちになり、貧乏な人はどんどん貧乏になるといったもので、引き寄せの法則

などと言われていますが、いつも同じところに帰ってしまうのです。ここから抜け出すには、感情と

エネルギーをシフトさせなければいけません。このエネルギーは、まさにそのことを手助けするもの

です。嫌な一日だったり、落ち込んでいたり、ストレスを感じていたり、どうしようもない壁に突き当

たっていたりするときは、このエネルギーを呼び出してください。これは、あなたのエネルギーと思

考を、よりポジティブで心地よい考えや波動やエネルギーレベルにシフトするのを手助けするもの

です。

　繰り返しますが、これは非常に簡単に使えるエネルギーです。一度アチューンメントをすませれ

ば、誰でもこのエネルギーを使えます。年齢や身長、エネルギーワークに慣れているかどうかに関

われらず、文字通り誰でもこのエネルギーを使うことができます。

　ベッドから起き上がったときにつま先をぶつけたり、一本の電話が悪循環を引き起こしたりといっ

たことが、誰にでも一度や二度はあるでしょう。このエネルギーは、そうしたネガティブな事柄をす

ばらしく簡単かつ素早い方法でポジティブに転換するのを手助けします。重要なのは、「素早く」と

いう点です。

　それはこのエネルギーのすばらしいところで、何ヶ月も、何週間も、何日もかかったりしません。

ほんの数分でそれらを転換させることができるのです。確かに、あまりポジティブとは言えない電話

がかかっってきたり、仕事で昇進したくてもできなかったり等といった事実そのものを変えることは

できません。しかし、これは、あなたのエネルギーレベルをポジティブな状態に転換することができ

るので、それによって思考や状態がポジティブになり、同様に波動レベルもポジティブになることを

手助けできるのです。この単純なエネルギーのシフトが、およそ数分で起こります。
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　精神的な側面でものごとが好転すれば、感情の側面でも同じく好転が生じます。これらはすべて

エネルギーのシフトだからです。

また、このエネルギーは、支援を必要としている人に送って手助けすることができますし、自己伝

授の仕方が分からなかったり、よく理解できない人に送ることもできます。他の人が人生で混乱し

ていたり忙殺されていたりして、彼らが精神的にも感情的にもエネルギーレベルにおいても、すべ

ての面でポジティブな状態にシフトする必要があるときに、このエネルギーは役に立ちます。

　この地球上で、ポジティブでエネルギーレベルの高い人がもっと増えたとするなら、どのような困

難な状況に取り組むんでいるときでも、ものごとがすべての人にとって適切かつポジティブな状態

で進まない訳がありません。私たちは、すべての人の波動レベルを向上させて、精神や感情やエ

ネルギーのレベルをよりポジティブな状態にすることができるのです。それによって、すべての人

の人生が、より幸福でポジティブですばらしいものになることでしょう。

　たとえこのマニュアルをダウンロードする人が３人しかいないとしても、それぞれが自己伝授をし

て、さらに３人の人にマニュアルを手渡し、さらに次の人が同じことをしていくなら、最終的に世界

中でどれだけの人の手に渡り、心に触れ、手助けになるか分からないでしょう。世界が幸福になる

ことを願わない人がいるでしょうか？　世界が平和になることを祈らない人がいるでしょうか？　ある

いは、世界がより平穏で、ぎすぎすせず、ポジティブになり、その結果、すべてが良くなることを望

まない人がいるでしょうか？

　どうかあなたもその一員になってください！　自己伝授をして、３人の人にこのアチューメントの存

在を知らせて、人類の福祉のために、この新しいエネルギーがどこまで届き、他人の人生の琴線

に触れるか見てみてください。

　このアチューンメントには、シンボルはありません。それ自体が純粋なエネルギーなので、必要な

ときにいつでも呼び出せます。シフト・ユア・エナジー・エンパワーメントは、昼夜を問わずいつでも

呼び出しが可能であり、使い方も非常に簡単です。
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自己伝授の手順

　このエネルギーのアチューンメントを行うには、先ず瞑想状態に入って、このエネルギーを呼び

出し、最善の状態でアチューンメントを受けられるよう求めてください。

例：「わたしは、いま、ニコール・レニングが設定したシフト・ユア・エナジー・エンパワーメントを受け

取る準備ができています。」

　上記によって、このエネルギーとの最初の繋がりが作られます。

　一度、エネルギーのアチューメントを受けたなら、このエネルギーを好きなときに呼び出すことが

できます。それには、単に次のように言うだけです。「シフト・ユア・エナジーをアクティベートしま

す。」もしくは、「シフト・ユア・エナジー、オン。」などです。最も適当だと思うやり方でこのエネル

ギーを呼び出してください。
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著作権情報

I am offering these new forms to the world to be able to share with those who have an interest in 
learning as well as those who have a hard time working on channeling or are not as far along in 
their path. Please respect this healing system and treat it with dignity in which it is presented to the 
world. YOU MAY NOT CHARGE FOR THIS SYSTEM, AS THIS IS A FREE SELF 
ATTUNEMENT SYSTEM! So please respect this system and my time and work in creating this for 
all to share and use.(私がこの新しいエネルギーを万人に提供するのは、チャネリングを学んでいる人、

チャネリングを使って忙しく働いている人、もしくはそうした道の近くを歩んでいる人とこのエネルギーを共有

するためです。なのでこのヒーリングシステムを尊重し、万人に公開した意図を汲んで丁寧に取り扱ってく

れるようお願いします。これは、自己伝授形式のアチューメントなので、このアチューメントを使って対価を

受け取ることを禁じます。このシステムを決して濫用せず、私が時間をかけてこのアチューンメントを作成し、

誰もが使えるようにした意図を尊重してください。)

There are no prerequisites for the attunement into this system, but of course basic 
knowledge of energy work is beneficial.(このアチューメントを受けるのに予め必要な資格はありませ

んが、エネルギーワークに関する基本的な知識があると役に立ちます。)

• The Shift Your Energy Empowerment is a SELF ATTUNEMENT set in the etheric
realms for all to receive! There is no certificate for this form.(シフト・ユア・エナジー・エンパ

ワーメントは自己伝授方式で、エーテル圏にエネルギーを設定して誰でも受け取れるように

なっています。なので、証明書は発行していません。)
• This manual MAY NOT be altered in anyway and should only be given to students

of this system. IT MAY NOT BE SOLD AT ANY PRICE FOR ANY REASON BUT
ONLY TO BE GIVEN COMPLETELY FREELY FOR ALL TO USE AND
SHARE!(このマニュアルの改変は禁じられています。また、このシステムを学びたい人に

のみ配布するようにしてください。理由の如何を問わず、有償での販売を禁じます。完全に

無料で誰もが使え、シェアできるようにしてください。)
• All rights reserved by Nicole Lanning. This includes translations into other

languages, all names and symbols, test and attument procedures.(この文書の著作権は

Nicole Lanning にあります。それは、他言語への翻訳権、すべての名前、シンボル、テキス

ト、アチューンメント手順が含まれます。)

I hope you find that this spiritual energy gift enhances your life and spiritual path. If you 
have any questions, comments, feedback, etc please feel free to contact me at 
HealingArtForms@aol.com (このスピリチュアルなエネルギーがあなたの人生とスピリチュアルな道程

を向上させるものでありますように。質問、コメント、フィードバック等がありましたら、お気軽にご連絡くださ

い。 HealingArtForms@aol.com )

Many Blessings and
Love and Light to you all!(祝福と愛と光が皆さんのすべてに注がれますように！)

Nicole Lanning

www.healingartforms.com
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日本語訳について

Copyright 2022 久須木謙

https://www.camphortree.org/

　この文書は、原著作者の許諾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、原著である英語版については、

http://www.camphortree.jp/documents/Shift Your Energy Empowerment.pdf

をご覧ください。
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