
今回お届けします元極通信では、増田のブログ

記事をご紹介します。 

※下記、青字はすべて神より降ろされたお言葉 

  

 この声には重要な言葉が隠されています。 

 行動を共にする者への忠告としなさい。 

 今後あなた方が災害に巻き込まれ、すぐに逃げ

られない状況に陥ることになります。そうした場

合、あなた方の中ではじめに関わりを絶たれる者

が現れます。あなた方修錬者の中で、災害に巻き

込まれて物質的な肉体の命を落とす者がありま

す。 

 しかしそれは、あなた方が修錬をして確実に高

みを目指す者が現れた場合の我々の「延命措置」

だということを伝えなさい。 

 我々は神の領域に人を呼び寄せる働きを始めて

います。あなた方修錬者の中に己が役割を終え

て、新しい役割を持ち働きだす者がいるとお伝え

すればよろしい。繰り返し伝えるが、高みを登る

者の役割と伝えなさい。 

 コロナウイルスの感染拡大の意図について伝え

る。感染拡大が止められぬ。これは我々が仕組ん

だことであり、その理は増田に既に伝えてある。 

 まず、感染の拡大はどこまで拡がるかというこ

とを伝える。 

 一度拡がり出した感染は、その感染力を維持し

ながら、全世界を巻き込んだ強大な感染となる。

今回のウイルスの影響により、その中で生き残る

者と生き残れない者が分かれていく。 

 これまでは、人々に感染拡大の恐怖を植えつけ

るため、我々はその威力を効果的に顕すようにし

た。しかし、感染の拡大とともに、人々の間で感

染したウイルスは今後内在化し、その体内で増強

してウイルス変異を起こし、多くの人々を巻き込

み、今度は死に至る恐ろしい病として拡がってい

く。今回は、その内在するウイルスの妨げになら

ぬよう、人々の間に感染を広げ、表面化しない者

たちがそのウイルスを持ち続け、体外に放出する

時が来た時に、体内で変異をもたらした悪性の強

いウイルスとして、この世を巻き込むことにな

る。 

 現在は、先々の効

果を鑑みて、今回の

ウイルスに対する死

者の数は、今後減っ

ていくように予定さ

れている。ウイルス

の目的は、人々の中

に介在させる、つま

り表面化しないウイルスが人々の間で感染を拡

げ、劇症化しないまま、体内に宿り着くというこ

とが始まる。知らぬ間に人々は感染を広げ、いつ

のまにか感染を起こす。症状が表面化しないまま

人々の間に移りゆき、感染を拡大させることが、

今回のコロナウイルスの目的である。 

 感染をしていることに気づかないまま人々は生

活していき、体内に内在するウイルスがある日突

然変異を起こし 、人々の体内で活動を始める。こ

れが我々のシナリオである。 

 コロナウイルスの本来の働きは、いつのまにか

感染しており、それが体内に取り込まれたまま表

出化せず、体内の中で変異を起こし、再び恐ろし

い感染症となって人々の間に広まる。 

 これが本来の働きである。 
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 氷川神社に行くように言われました。具体的に

教えてください。 

 この度は、大層な事態が起こりますので、その

大層な事態が起こる前に氷川神社においで下さ

い。 

 大宮の氷川神社は関東一帯の統治をしていると

ころです。そして、今回の災害に対して、この氷

川神社が責任を持って対応していきます。救える

者は救っていきます。救えない者は、致し方があ

りません。今回は、あなたがたが救いたいと思っ

ている者たちを救っていきます。その者たちを救

う仕事もします。ですから、大層な事態が起きる

前に、氷川神社に来てください。 

 スサナルの大神です。本日は、ようこそおいで

下さいました。 

 増田には、これまでに幾度となくこの地に来て

くださいましたこと、懐かしい思いです。私の元

に跪いてきてくださいました。 

 しかし、本日はすでに立場が逆転しまして、私

があなた方の元に跪いております。時の流れとと

もに増田が役割を粛々と果たされましたこと、喜

んでおります。それほど位が変わったということ

です。あなた様が来てくださいましたこと、大変

光栄でございます。 

 わたしは、あなた様とともにこの国を変えてい

く仕事をさせていただくこと、大変光栄に存じて

おります。本日は、おいで下さいまして、誠にあ

りがとうございます。 

 さて、本日こうしておいで下さいましたからに

は、関東すべての神々が本宮神社に移動いたしま

す。 

 東京の氷川神社に行った後に、本宮神社にご報

告に来ました。東京をはじめとする、関東一円の

神々においでいただきましたこと、お伝えしま

す。 

 増田に伝えます。大変喜ばしいことをお伝えす

ることが色々叶いましたのでお伝えします。 

 これまでに救おうと思っても叶わなかった命

を、思い通り救うことが出来ませんでしたけれ

ど、今後は命をもう少し救うことができますこと

を伝えておきます。 

 例えば、瀕死の状態の〇〇〇を、もうしばらく

生命を延ばして生かせておくことができますこと

を伝えておきます。 

 このように、これまでは不治の病でしたが、増

田の願いに応じて生きて努力する時間が与えられ

ますこと、お伝えしておきます。まったく、治る

という意味ではありませんので、誤解をしないよ

うにしてください。 

 

 関西地方に「ち」の「あめ」がふります。 

※「ち」は、日之本元極の「さとりの法」講座の

中で説明します。 

 その「あめ」の元になる神戸に行って、神の戸

を開きなさい。この「あめ」の時は、4 月の半ば

頃、20 日前後頃に日程をきめて神戸に行きなさ

い。 

 阪神大震災で本格的に神の戸が開いたわけでは

ありません。あれは予兆です。その後、神の戸が

開き、大層なことが起こってきます。その神の戸

を開く必要があります。あなたが行けば、神の戸

が開いて神の到来がはじまります。神の戸を開き

に神戸に行ってください。4 月の中頃です。 

 

 

東京から本宮神社へ報告に来ました 
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 メリケン波止場に来ています。神戸のホテルに

います。 

 海を見ながらでよいので、ここに来た仕事をし

てください。ここに来た仕事というのは「神の戸

を開くこと」です。 

 この町は神戸です。この町の名前にあるよう

に、この地は宿命として与えられた名前です。こ

の海の瀬戸内海を見下ろす地に、神の戸がありま

す。この仕事を今から開始してください。 

 神の戸を開けることで、ここから壊れていく事

が開始されます。 

 この地は、失われて行きます。これは、この地

の持つ宿命なのです。 

 以前、増田が 12 月に交通事故にあったよう

に、この地が失われることは、すでに決まってい

たことなのです。この交通事故というのは、こう

いうことなのです。増田が過去に出会ってきたこ

と、様々な困難が神界に送られて形示しとなり、

再び、形あらわしとなって、顕界に降ろされま

す。 

 このような役割をあなた方やあなた方の周りに

いる者たちは受け持つのです。 

 さて、神の戸が開くとはどういうことなのでし

ょうか？ 

 原山（高山市原山市民公園）に来るように言わ

れたので、原山の麓に来ました。 

 このご時世（2020 年 3 月末:世界中コロナウイ

ルス感染で大変な時）に、のどかな風景をあなた

方は見ています。こんなに、のどかなのはこの地

くらいです。潤って、穏やかに過ごしているこの

地はまさに特別なところです。 

 この世の中に、生きて働く者たちが淘汰される

時が来ました。こうやって、救われない者たちは

どんどん減っていきます。あなた方に縁ある者た

ちのなかで、救われる者たちは救います。そうい

うシステムが作動し始めました。 

 そして、伝えておくならば、あなた方の活動を

邪魔する者たちはどんどん消されていきます。こ

の新型のウイルスだけの仕組みではありません。

どんなことにも仕組みが作動し始めます。  

 カメ爺と婆タヌキが、この地に来てくださいま

したことで、我々、祓い山の神々が作用し始めま

す。来てくださいまして、ありがとうございま

す。 

～細川のブログより～ 

先日のこと、再び天の神様から言葉が降ろされま

した。以下、ご紹介します。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 神界では、すでに「とし」が様変わりしていま

す。 

 この様変わりが、顕界にとっていつになるの

か？それはそれとして、早く皆さんに伝えてくだ

さい。 

 早く大事な人に東京から高山に来るように伝え

ておきなさい。 

 都会から高山に来るように伝えなさい。都市が

消えて無くなります。 

 「としのぶ」は消えて無くなります。その前

に、高山にいらっしゃい。その前に「としのぶ」

から一刻も早く移りなさい。 

 縁のある人たちに伝えなさい。信じてもらえる

人たちだけに伝えなさい。 

◆天地屋久用洗濯せっけん (容量 5,000ml) 

 ご好評いただいており

ます「天地屋久用洗濯セ

ッケン」の大容量パッケ

ージを販売開始しまし

た。 

 洗濯セッケンは衣服に

ついた邪気を祓い、不快

な臭いを消します。添付

された三元エネルギーは衣服に添付され、身体に

も届けられます。詰め替え楽々、大容量なのでた

っぷり使えて安心です。従来の詰替品より

神  戸  に  来  ま  し  た 

新  商  品  の  ご  紹  介 
の ど か な 祓 い 山（ 原 山 ） 

としのぶが消 えてなくなりますから 



1,000ml あたり 100 円お得です。 

【価格】6,000 円（税込）    

 

◆三元パワーカード 

 三元パワーカード（ST・SY・M サイズ）のパ

ワーが大きくバージョンアップしました。 

 三元パワーカー

ドの形状は、従来

のものと変わりま

せんが、作用する

力が飛躍的に変化

しています。 

 古くなった三元パワーカードは、吸い込んだ邪

気によって効力が低下することがあります。1～3

年を目途に、新しいものに取り替えてくださいま

すことをお勧めします。 

【価格】 

 ・M （名刺サイズ）      3,300 円（税込） 

 ・SY （M サイズの横半分） 2,200 円（税込） 

 ・ST (M サイズの縦半分） 2,200 円（税込） 

 

 
芒種錬功会 

◇日時◇ 
6 月 5 日（金） 
10:00-12:00 歩法 
13:00-15:00 芒種静功（13：58） 
15:15-15:45 貫頂・帯功 
16:00-16:30 生言霊・戻戻止痛 
16:35-17:05 生言霊・智慧の脳天法起術 
17:15-19:15 動功 
 

夏至特別講座 

◇日時◇ 
6/19（金） 
18:30-20:00 混沌初開法 伝訣 
20:15-21:45 階ヒト伝訣（カタカナ）    

6/20 （土） 
08:15-10:15 歩法  
08:30-12:00 階フタ画訣 前     
10:25-12:25 動功 
13:00-13:30 貫頂・帯功 
13:40-15:40 階フタ画訣 後      
13:40-15:40 ブラッシュアップ動功 
15:55-17:25 階フタ貫頂のやり方    
15:50-18:50 静功 
18:00-19:30 五色光 
19:40-21:10 鴻蒙済判法 伝訣 

6/21（日）夏至 06：44 
07:45-09:45 夏至静功 
10:00-13:00 階フタ観訣        
10:00-12:00 動功  
13:45-14:15 貫頂・帯功 
14:30-17:00 功法有無屋レベルミ   
 
■混沌初開法 伝訣 
講座時間：1 時間 30 分 
受講資格：階ム授訣、階ヒト入門講座受講済 
講座代金：27,500 円（税込） 
 
■階ヒト伝訣（カタカナ） 
受講時間：1 時間 30 分 
受講資格：階ヒト伝訣受講済 
     (再受講者のみ対象） 
受講料（再受講料）：33,000 円(税込) 
 
■鴻蒙済判法 伝訣 
講座時間：1 時間 30 分 
受講資格：階ヒト伝訣、階フタ講座、混沌初 
     開法伝訣受講済 
講座代金：27,500 円（税込） 
 


