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Ray Essence 輪花○C

さあ安心してどこまでも"私"で在りなさい。

あなたはいつでも新しい始まりの中にいるのです。

純心ユニットInnocence Unit

1. 輪花・よろこびの雫たち Endless Joy

2. 交響・限りなき一滴 Synergy of the Sounds

まどろみユニットCalming Unit

3. 女神の休日 A Goddess Holiday

4. 優しい時間 In a Graceful Time

流れゆくユニットFlowing Unit

5. 今のところ地球 On the Earth for now

6. 燦めく星流 Bright Star Stream

7. 時空の旅人 The Parallel Traveler

広がりユニットSpreading Unit

8. 覚信開光道 The Golden Way

シンズルヲサトリテヒカリノミチヒラク

9. 柵倒自由在 The Field of Infinity

サクタオレテジユウアリ

覚りユニットAwakening Unit

10. そうなんだ All is Well

11. これでよし。All is Perfect.



レイ・エッセンス 輪花○C

さあ安心してどこまでも私で在りなさい。

あなたはいつでも新しい始まりの中にいるのです。

創造する源であり、体験する者であるあなたは、

今こそ地上で花開く。

"私"と出会い、"私"で在り、"私"を生きる

レイ・エッセンス輪花は、どこまでも"私で在る"ためのエッセンスです。

○「輪花」の導くもの：ただ私で在る力を知る

あなたが、ただ"在る"とき。

たとえどんな恐れに遭遇したとしても

それをただ静かに見つめるだけで

その恐れは力を失い、あなたに道を譲るでしょう

幻想の世界は崩れ去り、すべてが平和に変わるでしょう

ただ在るということが、どれだけ力を持つものなのかをさらに知るでしょう

愛を求め、愛を得ようとするのではなく、

あなたという存在がすでにその愛そのものであったと覚るでしょう。

その過程は、羽化したばかりのおぼろげな体が

ただ静かに一呼吸する毎に、

いよいよその輪郭を確かにしていくかのように、

とまどいや驚き、そして限りない悦びの中で、

もうその歩みを止めることはないでしょう。

そして羽を広げながら、どんな世界を創りそこに生きるのかを自らに問うのです。

恐れから身を守ろうとすることをやめ、

安心してただどこまでも"私"でありなさい。

大丈夫。手放しであなたであっていいのです。

創造する源であり、体験する者であるあなたは、

今こそ地上で花開く。

レイエッセンス輪花は、その開花のプロセスをやさしく育む光の水です。



1.【輪花・よろこびの雫たち Endless Joy】

花は咲き、花は散り、めぐり巡る変化こそ私の命。

終わりはあるようで終わりは無い。

始まりは終わり、終わりは始まり。

すべてを安心して遊んでいいのですよ。

ただ無邪気に。

大成を遂げようともせず、生きる必要に駆られることもない、幼子のように。

そこから繰り広げられる、これが私のよろこびの世界。

(2013.5.26 満月・善光寺釈迦堂/花が池)

2.【交響・限りなき一滴 Synergy of the sounds】

創造主である、その表現である個が響き合って、

さらに壮大なシナジーを産み出す美しさの共同創造。

一見不協和の只中にあるリレーションシップが、

共に美しい調和の中に目覚め響き合うために。

社会と交わっていく中で表出する幻想を、さらに脱ぎ棄てていくために。

新しい地球の中で自己を発見し開花していく。

安心してその自らの音を心置きなく響かせよ。

目覚めの連鎖をひき起こし、地上が神々の楽園となる。

(2013.12.22 冬至・飯田橋３丁目)

3.【女神の休日 A Goddess Holiday 】

すべてをやめる、何もしない時間。

休みだからこれをしようか、ともしない。

さあ安心してスイッチを切って。

本当のoff を体験しましょう。

すべてをoff にしても

私が失われることはなく

すべてをoff にすることで

表れ出るものがある、流れ始めるものがある

(2014.4.11 蓼科/女神湖畔)



4.【優しい時間 In a Graceful Time 】

やさしい掌のような、浅い窪みに抱かれるように。

旅を行くあなたに、一息つくことをゆるしましょう。

夜明け前のひととき

通りかかった丘に腰掛け。

さわやかな風。至極色の空。

この小さなすばらしき時間。

これもあなたの旅の一部。

(2014.5.11 満月・松本/植原神社)

5.【今のところ地球 On the Earth for now】

自在に変化し、自在に体験する

どこへ行っても自分

どこへ行ってもつながっている

変幻自在に流れゆくわたしの

行くも、帰るも、ない。

今居るところがわたしの居場所

安心して今のところ地球

image photo ○C JAXA

(2013.11.11 スカイ・ワークショップ)

6.【燦めく星流 Bright Star Stream】

なんでもやってごらん。

"私"はいつもここにいて、

見守っています。

心のままに動いたことが

たとえ、何かを傷つけてしまったとしても、それでいい

すべては、まるく清らかなるもの

すべては、かがやきながれてゆくもの

こころのままにいきなさい

(2014.3.21 春分・戸隠奥社/宝光社)



7.【時空の旅人 The Parallel Traveler】

時間軸、空間軸を超えたアクセス

パラレルな世界を渡り歩く

竜宮城は過去から未来は一本道で無いと告げる

今というポータル(出入口)が旅人を誘う

さあ今、今、今。

どの瞬間も、あなたが選ぶパラレルワールドの入り口

(2014.6.21 夏至・寝覚ノ床)

8.【覚信開光道 The Golden Way】
シンズルヲサトリテヒカリノミチヒラク

私を貫く光。

その光が放つヴァイブレーション。

それは私だけの"音"を響かせ

私を誘う。

この"音"になりますか？

はい。

自ら決意したその時。

私のすべての選択はこの音のもとに一つとなり

目の前には、ただ一筋の光の道だけが残った。

(2013.6.22 夏至・富士山頂/白山岳)

9.【柵倒自由在 The Field of Infinity】
サクタオレテジユウアリ

私が守ろうとしていた大切なものたち

私を守ってくれていた大切なものたち

そのすべてを解き放ち

守るものも、守られるものもなく

ただの"私"になった時。

私の扉は開き

私は、私の空へ舞い上がる

(2013.9.23 秋分・守屋山頂)



10.【そうなんだ All is Well 】

あなた自身の中にどこまでも深く静かにくつろぐ。

ああこんなにも、なにもしなくていいのだ。

あなたの求めるものは、あなたそのものであり、

これが救いであり、もう救われる必要など無い。

あなたはいつでもあなたの平安の中より輝く。

いつでもこの源に立ちなさい。

そこからあなたの光を放ちなさい。

(2014.9.9 戸隠連峰/高妻山)

11.【これでよし。All is Perfect. 】

あらゆるすべては、これでよし。

完全とはこのままですでに完全であること。

あらゆるすべては、これでよし。

完全とは行為によって成されるものではない。

あらゆるすべては、これでよし。

いつでもすべての創造は完璧である。

あなたがあらゆることすべてに、”これでよし。”と言うとき。

善悪も時間も一瞬にして力を失い、幻と消える。

(2014.9.23 秋分・相模原市)



レイエッセンスは

真の自分に目覚める時期にある人には、目覚めを促し、

目覚めの旅を始めたばかりの人には、それを助け、

目覚めの旅を歩いている人には、ガイドとして、

あなたに方向と力づけを与える

高次の"私"からの光の贈り物です。

R ay E ssen ce・プロデューサー 富井 清文 (Kiyofumi Tomii)

レイプロジェクト唯我代表。1999年、海上保安官から現在のセラピストへ転身。

自分自身とのコミュニケーションをサポートする催眠療法の個人セッションをはじめ、

「ひとつになるということ」「イルカからのメッセージ」などの様々なワークショップを通じ

て、"本当の自分を思い出していくプロセスを促す"ための「場」をつくることを旨とし、全

国各地でのワークショップやセミナー講師として活動。また、海外のフラワーエッセンス

創始者との親交も深く、フラワーエッセンス・スクールの講師なども務める。

日常の中で真の"私"に出会う至福の体験を重ねる毎に、2010年よりR ay(光)エッセン

スを顕しはじめ、現在までに39本のボトルが出来ている。この光のエッセンスの最初の2

2本は、真の"私"と出会うためのシリーズ「唯我」、次の11本は、その"私"で在るためのシ

リーズ「輪花」と名付け、誰もが皆本当の自分自身と出会い、そしてそれを生きることを

導き力づけるために広く紹介する活動をはじめた。

Ray Project YUIGA
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