
【はじめに】 

１） この物語は、日本の女性が、地球の平和のために宇宙（ソラ）から知らされたもので

す。その女性の舌がかすかに動くことによって、９８年から言葉になったものをまと

めたものです。 

意識を持った存在は人間だけでなく、宇宙は意識で満ち溢れ、無数の星たちも意識をもっ

て我々を見ています。それが昔の人のいう「おてんとさんが見ているということです」 

近わかったことは、この情報はゴルディ・ロックスという太陽系からはるか離れた渦

巻きの天体から送られてきているそうで、そこに全ての原子の記憶が貯蔵されているよう

です。 

この情報がチャネリング（舌がかすかに動くことによって言葉になる）によって知らさ

れだして初めて見たビジョンと関係あるようです。 

それは１９９８年、チャネリングが始まって初めて見たビジョンで、２，３ｍｍの小さ

な穴に、極小さな黒い点が２，３個あり、それは何者かが穴から覗いていると思いました。 

そして２０１１年２月、やはりビジョンで５ｍｍくらいの穴から顔らしきものが覗いてい

るのを見ました。 

そしてようやく「トワの光の差すところに戻れた」と言うような言葉になり、ゴルディ

ロックの画像がネットに載っていて関係があると伝えてきました。 

 

 

宇宙の始まりから、地球はなぜできたか？なぜ地球は水の星でいろいろな生命が宿って

いるのか？人間がなぜ生まれたか？有史以前になぜ突然、巨石遺跡があらわれ、そして消

えていったか？なぜ、現代の建築学でもできない建物がたくさん残っているのか？など、

多くの謎の答えが知らされています 

なぜ、そのような答えを知らせてきたかというと、地球がいつまでたっても争いが絶え

なく、人々の助けを求める思いが宇宙の果てまで届いているからだそうです。 

特に、宗教や民族の違いによって争いが起きていることへの気づきを促すためです。 

イスラムの教えの「目には目を、歯には歯を」の教えは復讐の教えとされていますが、

初の教えは違ったのです。 

その 初の教えは、目とは見て美しいもの、歯とは食べるものをあらわします。それら

を頂いたら、誰かにお返しをして、地球の富を独占しないという良い教えなのです。 

 

２）太陽の船 
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そして大昔、パレスチナとユダヤの人は同じ民族だった、という

ことも証拠を知らせてきました。それはエジプトの砂漠の中から出てきた太陽の船です。 

同じ国に住んでいた人で、その地で住み続けていたのがパレスチナ人です。一方、太陽

の船で商売に海外に出かけたのがユダヤ人です。 

そしてユダヤ人はエジプトで捕まって奴隷にされました。そして彼らはあちこちにちら

ばったのです。 

それで留守をしていたパレスチナ人とユダヤ人は仲良くするように、知らせてきたので

す。 

ユダヤ人とパレスチナ人が同じ先祖であったということは、ＤＮＡや歴者学者も証言して

います。  
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３）ビジョンの絵 

ソラの情報では宇宙の始まりはまず“思い”が先にあらわれ

たと、このようなビジョンと言葉で知らせてきました。宇宙の 初は真っ暗闇で、その中

で“誰かを捕まえよう”とする思いがあらわれました。次に捕まれまいとする思いがあら

われました。その捕まえようという思いを持ったのが宇宙の大元で、捕まれまいとするの

が弟でした。そして兄が弟を追いかけることで宇宙が始まりました。 

 

４）兄が弟を追いかけることで渦巻きとなり、その中心がギューと圧縮され耐え切れなく

なってパンと爆発して、原子が生まれました。その原子が原子核の周りを電子が回ってい

る物質の 小粒子となりました。 

原子はあらゆる物質の元となり、又、長い年月に宇宙中に充満する

ほどいろいろな原子が創られました。その 初の原子は平等をあらわ

す平らな“ヘ”リウムでした。それで宇宙の法則として、人間は皆平

等ということが一番大切なのです。  

 

５）ラオコーンの像 

それからも兄はいつも弟を追いかけるので、ついに弟は反撃にで

ました。怖い姿の被り物をかぶって反撃をしたのです。それが獅子

舞などです。その姿があまりに恐ろしいので、人間がひれ伏しまし

た。それを見て弟の暴走が始まり、悪さをするようになり争いの地

球になりました。悪の正体は恐ろしい被り物をかぶっただけの若者

ということを、獅子舞などでもあらわしています。 

それで悪の存在はこの地球で具現化するのに仕方がなかったということです。けれども

悪の糾弾は宇宙の始まりまで戻って、違う進む道もあることを知るために必要でした。 

 

６）追い掛け回す兄が大元でアンモナイトをあらわし、弟がアン

モナイトの殻と取り去って、やっつけたと知らせたのがﾍﾋﾞとして

あらわしました。 
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７）北海道に沢山あるこの花は、宇宙の大元の花と知らされまし

た。黒いツボミは宇宙の始まりは真っ暗であったことをあらわし、

意識がおっかけっこをすることで爆発して光があらわれたことを、

白い小さな花で知らせています。 

 

 

 

 

 

８）タンポポは光があらわれてから原子が誕生したことを、黄色い

花と綿毛の種であらわしています。種の一個が原子で沢山集まると

物質として形があらわれ、綿毛がバラバラになるのは原子が結合し

なくなると物質も分解することを知らせています。 

原子は原子核の周りを電子が回っていますが、回っていないと真

っ暗闇に戻り、原子が生れなくて物質になれないからです。真っ暗闇に意識だけが永遠に

存在するということは嫌なので、回って原子を作っていると同じ思いを持っている原子が

集まって色々な物になれるからです。 

 

９）生まれた原子は全てがいろいろな思いを持っているのは、人間が同じ親から生まれて

も色々な性格があるのと同じようです。同じ思いを持った原子同士が集まって、より大き

な塊になると星になりましたが、原子たちの思いが強いとしっかりと手をつないで固体の

星となり、その反対の場合はガス状の 星で塊にはならないようです。そうして長い年月の

間に想像を絶する沢山の星が生まれ、それらは 初はきれいに並べられていたことを、フ

ランスのカルナック列石で知らせています。 

１０）カルナック列石 

これは有史以前から並んでいて、３ｋｍにわたってこのよう

な大きな石から、順に小さな石が並んでいます。大きいのは

２ｍ以上ある巨石で小さいのは後年に人間が耕作するために取り除いたことも考えられ、

途切れています。この他、星がきれいに並んでいたのは、オリオンの三ツ星でも知らせて

います。

１１）星の戦争

 長い間、星たちはきちんと並んで単に存在しているだけな

のが嫌になって、星たちの不満が宇宙に満ち溢れていきまし

た。けれどもキチンと並んでいることが出来る星もあり、そ

れらと争いになり、その結果が天の川になりました。

星の戦争後、今のようなバラバラの星空になったことを、オーストラリアのピナクルス

で知らせています。ピナクルスの周りはブッシュなのに、ここだけ砂漠でこのような岩が

乱立しています。  
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１２）白馬の絵 

フランスからオーストラリアに星がばらばらになったこと

を形であらわすように知らせる役をしたのが、これも有史以前

からある巨大な地上絵の白馬です。イギリスにはこのような１

００ｍを越える大きな白馬の絵や巨人の地上絵があります。 

このように宇宙のことを地上であらす遺跡ともつながりが

あることを、２０１０年に巨大な穀物模様であらわしました。

それは新しい時代が始まるというラッパを吹く模様です。 

 

１３）星も人間も原子の集合でできていますが、同じ思いを持った原子が集まった星はそ

れは強力な思いの塊となって、想像もつかない働きをしているそうです。同じ思いを持っ

た星たちが星の戦争をして自由に動き回ることができても、星として存在するというだけ

では、不満の思いは次々生まれました。 

 

１４）地球の誕生 

宇宙の大元は“宇宙は平等である”ということが一番大切とし、 初に生み出された原

子は、平等をあらわす《“ヘ”リウム》と名づけました。 

 スモール e 

初の”へ“リウム 

ヘリウムＨeになりました。 

スモール e がくっついて 

初の“へ”リウムの一部が噴火し

て、スモール e になり、その 

小さな丸はニュー（ニュートロン）。 

 

けれども宇宙にはいろいろな星が充満していて、ただ、時間が過ぎていくだけでした。

その不満の思いはカケラとなって宇宙中に漂ったので、その宇宙のゴミを集めるために必

要な原子の固まりを作られました。 
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その星たちの不満の思いはヘリウムの塊でしたが、その思いはヘリウムの幕を突き破っ

て、頭を出して外界を見ている形のＦ（フッ素）の集まりになりました。そして不満を燃

やしてあげようと、手をつないだヘリウムの一部のＨの原子が、稲妻となって一斉に駆け

下り、Ｆ（フッ素）の不満の思いを燃やしました。それでガスだった地球はフッ素のＦと

ヘリウムの残りのスモール e が合体して、Fe（鉄）火の玉の固まりになったのです。 

そして鉄の火の玉の地球は、次々と宇宙の不満のかけらを引き寄せていき、それがどん

どん大きくなって、燃える火の玉の地球になりました 

真っ赤になって煮えたぎっている不満の星の地球は、宇宙をウロウロとして他の星たちの

仲間でも嫌がられるようになって、銀河系から出て行こうとしました。（現実に地球は銀河

系の端のほうにあるようです） 

 
 
 

Ｈｅ＝（へ）リウム Ｈｅ＝（へ）リウム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【重力と磁気の発生】 

地球を固めた原子たちでヘリウムから変化したＦはスモール e と一緒になって鉄Ｆｅに

なりました。そしてＦと e は会話をすることで電気が流れ、磁気が発生しました。 

初期の地球は平らだったので、重力はなく、恐竜たちは巨大化しても活動は軽やかにで

きました。 

鉄 

不満の思い 

Ｈ  ｅ（へ 燃やす 

＋ e  =   Fe 

Ｈ  ｅ（へ 鉄 

不満の思い 

燃やす 

＋ e  =   Fe 

鉄  

 

Ｆ e 

高低差で電気が生まれ、磁

力が生まれたる 
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そして原子たちも自由に動くことができ、モアイ像が動いていた伝説も本当なのです。

イシジンたちも軽やか過ぎて下半身で巻きつけるような体になったのが、イタリアなどの

モザイク画で残されています。 

 

【オスティオアンティカ】 

電気が次第に大きなエネルギーとなり磁力が強くなり、地

球に重力が生まれてきました。 

 

 

らわします。 

噴火の時の雷は、原子たちが一斉に飛び出すことで地球の電

力を放電します。雷は宇宙から電力を注入します。

地球が平らな時でも、人間を創るためにたくさんの雷（原

子の一斉かけっこ）が地球に降りてきて、電力が多すぎるようになったので、火山が噴火

してその時の雷により放電していました。

 

１５）地球を創った存在=イシカミ 
 それで星を作り出した親である宇宙の大元は、その嫌われ者の火の星の地球を“宇宙の

希望の星”にしようと思い、 初に生まれて大元の近くにいるいて座に相談しました。 

それでいて座からは、地球を希望の星にしようと「思い＝意

識」が地球にやってきて、地球の近くでヘリウム原子に入って

から手をつないで、クラゲのようになって地球に降りてきまし

た。それをイシカミと呼んでいます。パラオのタコクラゲが一

番、形、色、機能などがイシカミに近い形で、その他,柿もそう

です。モスクの丸い屋根も同じで、ミナレットと呼ぶ尖塔はイ

シカミのことを伝える筆をあ

イシカミは手をつないで “へ”リウムの形で地球に突入しようと思いました。けれども

やはり煮えたぎっている地球に飛び込むのは勇気がいりました。 

そして飛び込んでもここから出たいと言う思いもしたという気持ちを、“Ｓ”の字であ

らわしました。（Ｓはイオウで地中から噴出します）それでも突入した勇気のある“Ｓ”を、

小さなアイを持った“i” が好きになり一緒になってＳiシリコンになりました。 

又、いろいろな知恵を与えたシリウスもＳで始まります 
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（ Ｓ ｉ の 成 り 立 ち の 図 ）

 

シリコン（Ｓｉ）＝イシカミの成分 

けれども“Ｓ”の字となって地球から離れないで、地球を固めるために地下にもぐったの

もシリコンでしたが、それは“？”の点のないのになりました。 

“？”の点が、その後外に出てきて大きな働きをすることになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＋ Ｓｉ ＝i

「ヘ」リウム（Ｈｅ）の地球 

Ｓ

シリコン（Ｓｉ）＝イシカミの成分 

「ヘ」リウム（Ｈｅ）の地球 

？
地球の中に入ってしまった原子の一部が、イシジンや

魚をはじめいろいろな生物になりました。 

 8



１６）そのようにして降りてきたイシカミのシリコンは、お互いにしっかりと合体して丁

度、小麦粉をこね合わせたようなものになり、それを薄く延ばしてより面積を広くして膜

となり、地球を包みました。 

そのように膜になったイシカミはお互いが手をつなぎあって、地球を覆いましたが、そ

のつなぎ目がプレート理論で言われる継ぎ目になります。 

イシカミ達はそのようにして地球を覆ったのですが、余りに高温のために宇宙に助けを

求めました。そのために太陽系が創られ、地球を助けることになりました。そのひとつの

水星は地球を冷やしてあげようと思う原子が集まってできました。けれども水星のモノた

ちも、一人で地球に降りて行くのが怖いのでと二人で手をつないだ形がＨの原子です。そ

して宇宙は平等というのでたくさんあるＨｅの e が二つ重なり合って輪になる形のＯ（酸

素）となり、Ｈ２と一緒になってＨ2Ｏとなり、地球を冷やすイメージをすることで水Ｈ2

Ｏになりました。 

 

 

Ｈ Ｈ＝Ｈ２０ ＋

（手をつなぐ） 

e + = Θ 
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０ 
（へ） 

（酸素） 

０ 

０ 

０ 

０ 

０

ヘリウムのへと酸素

が縦に並んで降りて

くる 

【雨のでき方】 

 

けれども水だけでは余りの高温で冷やしきれなく、塩の原子たちが応援してくれることに

なり、水と混ざることでより冷やすことができました。それで陸にも岩塩があるのです 
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１７）イシカミ達は、ドロドロに溶けた地球に突入し、フラフラする “丸い地球” を固める

ために “四角いもの” になろうと思って四角いシリコン（面心立方格子構造）になりました。 

このオバレ石は後に、地球の初期の姿とわ

かりました。 

 
 
 
 

 
地球は冷やされイシカミのシリコンが四角になり、地球の鉄の原子と一緒になることで、

地球はようやくフラフラしなくなりました。シリコンで固められたので 初の地球は四角

になり、ちょうど２枚のご在所岳のオバレ石のようになり、“山が語りかけてきた口”とし

ても初めてコンタクトをとってきました。 

 
 
 

尚、初期の地球が平らであったことを「ニューグレンジの内部」の半円の窪みの平ら

で大きな石や、北海道の石器でも知らせてきました 

 
１８）このように長方形で平らな形になって、宇宙から形になりたいと思って降りてくる

原子たちを受け入れやすいようにしていました。けれどもあまりにも宇宙から色々な悪い

思いを持った原子たちも降りてくるようになったので、丸くなって自転をして振り払おう

と思いました。 

 
丸くなるために、まず地球は次第に黄金比の長方形になりました。なぜ

そうなったかというと粘土のような軟らかいイシカミで包まれた地球

が、丸くなってもヒビが入りにくい形になれるからです。 

黄金比でなぜ丸くなるか？の図を知らせてくれました。 
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１９）四隅のイシカミ 

 

 

 

 

た。 

 
 
 丸くなるには四角の四隅が邪魔になりますので、四隅のイシカミは分解して再び原子に

なり、その後、改めて地球が丸くなってから降りてきました。その後良い仕事をしたと知

らせるために、スミヨシ（隅良）神社として人間に伝えていました。 

四隅のイシカミが分解して人間のために仕事をしたことは、岩船や聖

なる山、遺跡となった建物などいろいろなものとなり残っています。

そのことを日本では四隅突出という変わった塚になって残しています。

長方形の地球の四隅のイシカミたちが、中央に集まり丸くなったこと

を《ビジョン》の“長方形の雲のような白い光が２つあらわれ、それがいっしょになって

ひとつになる。その後黒い棒が縦にあらわれる”ことで知らせてきました。

オバレ石の 2 枚の長方形がロールケーキのように丸まり、両方のブラックホールがブン

ブンゴマのようにして振り回したので丸い地球になりました。イギリスのタラの丘は二つ

の団子のようで、縦に串刺ししたスタンディング・ストーンで地球をあらわしています。

二つの団子は前方後円墳の形でもあります。 

http://www.mythicalireland.com/ancientsites/tara/index.html 

 
２０）丸くなった地球 

そしてさらに地球を丸くしようと思うニウたち（星たちの子ど

もでニュートリノ）たちがどんどん集まってブラックホールにな

り、ブラックホールが綱をひっぱりあい“ぶんぶんゴマ”と同じ

運動で地球は丸くなっていきまし

当時は柔らかかった地球が丸くなり、その後分解して何の形にもなれないニウに戻るの

でブラックホールは消えました。 

丸くなった地球の初期はその上空に水の膜があり、地球を包み込んでいましたので、地

球上はどこでも均等な気温で温暖な気候で、北極や南極も生き物が繁殖しました。 

それで南極に恐竜の化石、北極圏でミイラ化した森が残っているのです。そして地球上

には星たちが自分たちの想像しうる限りの生物を送り込み、にぎやかな地球となりました。

けれど、生き抜くという動物の本能ばかりの動物を送り込んだために争いが絶えず、より

強いものばかりが生き残り恐竜の跋扈する希望とは程遠い地球になりました。あまりに恐

竜の争いがうるさいので、地球が頭を上げたことにより地球の地軸が傾いたのです。 

 12

http://www.mythicalireland.com/ancientsites/tara/index.html


２１）恐竜の絶滅と家族愛の動物（恐竜の化石の画像） 

恐竜の殺し合いばかりの地球を見て宇宙の大元は分身を創り、地球上にいっせいに稲妻

を送り込ませたので、恐竜は全て絶滅してしまいました。 

特に恐竜が多かったヨーロッパ地方では、恐竜たちは 後を今の地中海地方に集まり集

団で亡くなったために、石灰分が多い土地となり、後年その土地がイシジンにより大西洋

に運び込まれて、アトランティス大陸を形成します。 

そのようなことで南極にも恐竜の化石があり、マンモスの化石がシベリアからでてくる

のです。 

その後大元は、強いばかりの巨大な動物でなく、家族愛を大切にする小型の動物を送り込

むように星たちに指示をして、小型の動物たちが地球上で繁栄するようになりました。 

 

２２）大陸の形成 

初のイシカミたちが膜になって地球を覆った後、次の降りてきたイシカミは大きな塊

で降りてきて、超大陸のパンゲア大陸になりました。それから大き

なイシカミの塊の超大陸の一部は、それぞれの思いを持って各大陸

に移動をしていきました。 

地球を象の形にしようと思うイシカミたちは、雨の降る大陸の南

アメリカ、雨の降らない大陸のアフリカを地球の足としてあらわしています。 

インドは耳を、インドネシアは鼻をあらわし、象の鼻はいつもブラブラとし、一番地震

の多い半島になりました。 

けれども中央のユーラシア大陸に降りたイシカミは動くのは好きでなく、そのまま残っ

たので、大きなユーラシア大陸として残っています。そして動かないでおこうと今でも思

い続けるそうで、それでその地域の人間も同じような、変化を求めないで大昔に知らされ

た教えを守り続けているそうです。 

地球は自転しているので、象の牙をボートのオールをあらわし、鼻で吸い込むのを引力、

大きな耳を動かすことで偏西風をあらわしています。 
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２３）地球の内部 

 前述しましたように地球は北半球と南半球とにわかれて、それぞれ二つのロ

ールケーキのように丸くなり、ぶんぶんゴマで振り回された結果、ひとつの球

体になり、りんごを半分に割ったような形になりました。 

南半球と北半球の間には地下空洞があり、鳴門海峡がわかりやすいですが、

海峡で海水がろ過され、地下空洞には真水が流れている滝観洞の滝などで

知らせています。 

そのきれいな水が、砂漠の地下水や、イタリア、ロシアなどの噴水、多量

の湧水になって地上に出ています。火炎土器の模様は地球の地下を表して

いて、突起が地上に出た出入り口です。静岡のうなぎ井戸、年中冷気の風が吹いているな

どという空洞などもつながっているといわれます。 

 
２４）山はソラから降りてきたイシカミの姿 

イシカミはクラゲ型のほか、バナナのように長い形で降りたのは山頂が平らになったの

や、尖がった高い山になったのもあり、平野にポツンとあるような山など、いろいろな形

で降りてきています。 

 イシカミの姿のわかりやすい代表がウルル（エアーズロック）で、

山は造山運動でできたのではない、イシカミがソラから降りてきたこ

とを証明するために、大平原の真ん中に降りてきたのです。 
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２５）太陽系の形成 

まず 初に地球の塊が前述したように、出現し、それに対して、宇宙の希望の星にするた

めに、太陽系が創られました。 

それらもその惑星の目的と達せようとする思いを持った原子の集まりでできています。 

 

＊ 《太陽》は地球の阿蘇山と九重山から飛び出した原子が増殖して大きくなりました。増

殖する途中に、熱と光を与えようとプルトニウムの原子に変化していったのです。 

太陽の炎がなぜ熱いかというと、太陽はプルトニウムの石の星で、プルトニウムが燃

えて気化するからです。プルトニウムは２つの働きをしようという思いを持っていて、

一つは石に戻ろうとする働きと、もう一つは石から蒸発しようとする働きです。 

それでプルトニウムは燃えても無くならないので、永久に燃え続けるため、太陽が燃

え尽きることはないということです。 

 

＊ 《水星》は地球を冷やそうと水を送り込みました。水は地球上の全ての生き物にとても

大切なものですが、あまりに頼りすぎたために地球を支配するようになりました。水の

中に悪者のリュージンを住まわせ、人間も必ず水が必要なためにリュージンに支配され、

地球も支配してきました。 

 

＊ 《木星》の２本の縞模様は地球が北半球と南半球に分かれて、その間に地下空洞がある

ことを知らせています。木星も同じく植物を送り込み、酸素を提供したり、いろいろと

人間のために働きました。けれども地下に根を伸ばすことで、地下のイシカミの不満を

聞くことになり、その思いを地上に送ったので、小鳥がソラのものたちに伝えました。

そのことを聞いたものたちが、高く上に伸びた木を伝わって地上に降りてきて、リュー

ジンなどが悪者となってイシジンや人間を支配していくようになりました。 

 

＊ 《土星》は地球に土を送り込みました。小鳥座が作った星で小鳥座の羽を真似して輪を

創りました。 

 

 

＊ 《火星》の南極と言われる白いのは氷ではなく危険なガス？火星が赤いのは、酸素は地

球にしかないので酸化鉄は出来ないのです。赤いガスが覆っているのです。石が赤いの

は、地球に行く準備をしているのです？地球に送り届けようと思っているのです。彗

星？ になって地球にたくさん降りてきて､成層圏で燃えていろんな原子になるためな

のです。 

 

＊《金星》は金属の知恵を送り込みましたが、金色も教えました。 
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なぜ太陽系で金星だけは反対を回っているのかというと、地球は同じ方自転をしてい

ますが、向に向かって回るので、太陽から遠くなっていかないように、金星が反対に

回って引き戻すのです。 

又、以前に地球上で恐竜が暴れまわって背中がうるさいと地球が振り向いたために、

その思いがわかったので稲妻を一斉に送り込んだので恐竜がいなくなったのです。地

球をいつも振り向かせて、地球上である背中で争わせないようにするためです。（地軸

が傾いていること） 

 

＊ 《天王星》は真っ白な星で、自分は悪くないと主張しているがなんら地球のためになら

ずに、地球の平和の足を引っ張っています。 

 

＊ 《海王星》は海の生き物を送り込み、人間の食べ物を与えてくれますが、悪者の送り込

み、人間社会に影響を与えています。 

 

＊ 《冥王星》は近年太陽系から外されましたが、冥王星の王はかってはプレの仲間として

死後の世界を支配していました。けれども冥王星の女王は白色星団として名のない星た

ちと一緒に、恐怖のプレの女王を消滅してくれました。 

 

＊ 《月の誕生》 

科学でも月は地球から飛び出したという説があるそうですが、情報では地球が不満の

原子の塊の星だということが嫌で、飛び出した痕跡はオーストラリアのフ

リンダース山で知らせています。 

あちこちからこのようにして飛び出したのが合体して大きな月になっ

たようです。 

月が地球から飛び出したことは穀物模様（クロップサークル）も知らせてい

ます。 

 

地球から月が飛び出したのは、カンガルー島のリマーカブル・ロックで地球をあらわす象

の形の岩であらわしていています。その横の小さな鉄兜のようなのは、

月が支配星の基地になり人間を争わせていたことを知らせています。 

又、月は裏側が地球からは見えませんが、月は半円で裏側は平らとも伝

えられています。 

支配星は地球を支配しようと、地球を見渡せる月に支配星が移り住み、月を支配星の基

地としたのです。 

 そして支配星と同じ地球を支配しようという思いを持った原子が集まり、１９９８年ま

でＵＦＯや宇宙人を送り込んでいたのです。 
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・・・・・・・・・ 

 
【イシカミは思うとおりの形になれた】 

宇宙から降りてきた思いを持ったイシカミの原子たちは“思うとおりの形になる”ことが

できました。すなわち地球に降りてきたその原子は山や岩のように動かない無機質ものと、

他の星たちからのエネルギーを受けて有機質の植物や動物に変化することができました。 

 

① 無機質 

鉱物になるものなどで山になったものは、大きすぎて自由に動けな

いので小回りのきくものとしていろいろな形になり、小さな分身にな

りました。 

 この画像はオーストラリアのマールロックにある自然石で、イシカ

ミが分身を作れることを知らせています。 

 

又、ＣＯの形など 

 

トルコの岩でもイシカミとその分身も岩で知らせています。手前のクラゲ型がイシカミ

の形をあらわす分身で、奥の三角の頭の岩も別の形の分身をあらわし

ています。 

大きな三角は、いわゆる三角山になっていますし、なだらかな小山

はクラゲの形がそのまま山になりました。ちなみに三角山は男の子で

この分身は争い好きで、なだらかなのは女の子のイシカミです。 

 

 

 

 

【いろいろな石器】 

柔らかなイシカミは粘土のように自由な形にできまし

た。それでなめらかな石刀や石棒、丸いすり石などの

いろいろな石器ができました。 
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【ストーンサークル】 

 これらは大きな分身ですが、さらに小さくなってストーンサークルを

造っています。これはイシカミの分身が別れてそこに降りてきて、形に

なりたい原子だけが残って、その他の原子は分解したのでサークルが出

来ました。 

それでストーンサークルの自然の形の石でも思いを持っていて、人間

誕生という大きな仕事をしていました。同じストーンサークルでも大き

なストーンヘンジは指導を受けるシリウをあらわす長方形にして、人間

は輪になって仲良くすることが大切だということを知らせています。長

方形は何時の場合もシリウをあらわし、半円はイシカミをあらわします。 

この巨石は遠くの山の親のイシカミから、この形のなろうと集まった分身の原子たちが、

ゆるく結合をすることで移動してきて、この地で固く結合して、シリウといて座が仕事を

したと知らせています。イースター島のモアイも同じです。 

 

。 

 

世界中でいっせいに起きた巨石文明は、このようにして形を残しました。 

この他、普通の岩が神聖視されているのは、大昔はその岩は生きていて何

らかの形で言葉を発したり、奇跡と思う仕事をしたからで、いわゆるイワ

クラや聖なる山として大切にされてきました

 けれどもイシカミを送り込んだいて座が地球を征服するのでないかと思

った他の星たちが、対抗するためにイシカミを封印してきました。

それが宗教で、巨石などの前や上に神社やお寺、教会を造り、イシカミの働きに気づかせ

ないようにされてきました。（ことびき岩など） 

 

【目のある石】 

 そして、自然石ではすぐに人間に忘れられることがわかったので、

次は目のある岩になりました。そして更に目のある柱となり、石柱

群が建物と関係なくあちこちにあるのは、イシカミの分身として見

守っているのです。 
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【思いを持つ柱】 

これらは柱の状態を見れば、石柱は屋根を支えるものでもないということ

がわかりますし、人間が造ったのであれば必ず使うノミの跡は決して見つ

かりません。 

 
 
石柱が思いを持っているものだということを、

エジプトやギリシャの人間の形をした石柱であ

らわしています。 

 

 

た。 

 

 

 どのようにして山になるようなイシカミが建物になっ

たか？思わぬことに雲で知らせてくれました。

雲の原子の固まりですので、思いを持っています。この

ようにひとつの塊が柱に変化したのもあります。 

次第にイシカミの超能力がなくなってくると、思いもか

けないことで無数の石柱ができることをベネチアやポン

ペイで知らせてきました。

 ヨーロッパなどで無数に見られるレンガは、イシカミの原子をあ

らわすために変化しています。その原子たちは自らの意思でレンガ

になり、それぞれの形になりますが、丸い柱にもなります。 

その上に硬くなったイシカミを粉にして水を足して、レンガの柱

や建物の上から流して大理石の柱や建物になりました。その大

理石を粉にするものが、小麦を粉にすると言われているすり鉢

がポンペイに残されています。又いろいろな色や模様の柱もイ

シカミの粉を調合して創りまし

 それらが風雪に溶かされてレンガがむき出しになっている柱

や壁が、特にポンペイやベネチァではいたる所で見られます。

そして沼の上に創られたという大理石の建物は、土台の木や大理石がイシカミの原子から

変化したものであることで、どこから切り出し運ばれたかの謎が解

けます。

又、石造建築の一部の大理石の床は複雑な模様が一部の隙間もな

く、完璧な模様でできていますが、これはイシカミの原子たちが自

らこの形になったのであって、他のものが組み合わせたち削ったり

してできたものではないのです。 
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②思うとおりの有機質のものになる。 

イシカミの原子が色々な形になりましたが、生物になると更にわかりやすくなります。

軟らかくてワラビモチのようなイシカミが固まれば、普通の石や岩になるのはわかるでし

ょうが、どうしてそのシリコンから生物が発生したのでしょうか？ 

それは地球に降りてきて海に沈んだイシカミの原子たちが分解して、海の藻屑となった

ものが、もっと地球に残りたいという思いを持った原子たちが変化したからです。 

イシカミの原子が海のゆりかごの海水に乗っていると、太陽が「今のままいるとシガイ

になるだけだからシリコンの皮を破るように」と語りかけ、太陽が紫外線を送ったので細

胞になることができました。 

なぜなら紫外線が当たると火傷をします。その火傷を治そうと増殖することで、どんど

ん新しい形になれることを原子が学ぶからです。それで光が当たると違う形の藻が発生し

ます。 

 

そのようにしてシリコンの皮を破った原子たちが、同じ目的を持って集まる事で、藻や

小さな植物プランクトンになり、次に動物プランクトンになりました。そしてさらに、も

っと動ける大きなものになろうと思うものもいて、いろいろな生物になっていきました。  

それらは自然に突然変異でなったのでなく、イシカミの原子と星たちがどういう形、色、

作用などができるかを相談していろいろな生物になっていったのです。 

 

又、分解することなく山や岩になった原子の中には、ジーッとしてい

るだけなのが嫌だと思うシリコンの原子がいました。その岩のシリコンの原子が何とか違

う原子に変わりたいと願うので岩に生える藻になって、魚やウニに食べてもらうことで違

うものに変化していきました。それは海の砂漠と言われる地域は岩がなくまっ平らで、そ

こにはほとんど生き物がいないようですが、岩などがある所にいろんな生物が住んでいる

ことでも、岩から生物が生まれたということとつながります。 

又、なぜ、水Ｈ2O の中で生物が発生しやすいかと言うと、Ｈが手をつないだ形、Ｏが輪に

なった形なので、同じ思いを持った原子たちが、手をつないでなろうと思う形になりやす

いからだそうです。 
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【岩絵】 

又、ナスカの地上絵や有史以前の動物たちの岩絵は、原子たちにこのような動物になる

ようにと知らせたそうです。ナスカの地上絵は、山になったイシカミが地球に降りてきて

何かになりたいと思っている原子たちに、このような形になると良いと知らせているそう

です。それは空気中に充満している原子たちが連絡しあっているので離れた所でも似たも

のが現れるようです。 

 
【驚異的な増殖力】 

 いて座から降りたイシカミは、クラゲの半円の形として山や岩で

も知らせていますが、モスクをはじめ建物などでもあらゆる半円の

形であらわしています。 

 イシカミがクラゲの形で降りてきただけでなく、その原子は形だ

けでなくクラゲのように“驚異的な増殖力”がありました。クラゲ

は細胞がひとつあれば、親と同じ形と機能をもって増えていくことが

できます。 

。 

イシカミもその増殖の仕方がまったく同じで、その驚異的な増殖力

が、いろいろな形の岩や石の建造物の分身を生み出します

地球の初期には、想像を超えるエネルギーがあったので、現在粘菌が増殖するように、

巨大なイシカミの原子が増殖しました。それが現在の技術での製作が不可能とされている、

いろいろな巨石遺跡などです。そのことが遺跡の謎の答えと、越前クラゲの異常繁殖とつ

ながります。イシカミの原子が土や岩になったけれど、その前はクラゲと同じ繁殖力があ

る生き物だったということで、先ほど石柱まで話しましたが、それが他の建築物にもつな

がって行きます。 

 
《ピラミッドの謎》 

 まずピラミッドはほぼ同じくらいの大きさの四角い石が３２０万

個で四角錐の形に積み上げられていると言われています。それは並

べると、地球を一周半するそうです。それらをどこからどのように

して、切り出してきて積み上げたと説明されるのでしょう？ 

ピラミッドはどのようにして造られたかは、思ってもいない言葉

で知らせてきました。イシカミの軟らかい体を、湯葉のようになった布でおにぎりを創る

ようにして四角いものを作り、四角に並べたのはシリウが教えたからでした。 

その後、その原子たちに頂上を目指して増殖するように指示をしたので、どんどんと増

えていったようです。 

そして途中で部屋を作るように計画をして、その部屋から斜めに、オベリスクを刺して

人間が入れるようにしたそうです。その部屋に地上である目的で使っていた石箱を置いた
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のは、あるものを入れるためでした。 

その仕事が終わったら、又再び増殖をするように指示を出したので、頂上までキチンと

積みあがったということです。 

そして、それらが軟らかいうちに上からきれいになでたので、ドロ団子と同じで、ガラ

スのように光ったピラミッドになったそうです。ピラミッドの中は真っ暗で、とても急な

階段が後から取り付けられて登れますが、その横の壁は、鏡のようにつるつるで、やはり

カミソリ一枚入らないくらいぴったりと積み上げられているのは、軟らかいうちに積みあ

がっていったので隙間が全くなくなったのです。人間の通れない通路は、ピラミッドにな

った原子の意識＝霊？が通る道のつもりで開けられたり、テラスは後ほど出てくる飛ぶこ

とのできるイシジンが休憩する場所であったようです。 

 
同じように増殖したのは、ヨーロッパの石畳の道路や高い石柱

なども同じで、 初に創った形を真似させて、思いを持った原子

たちは競争をして延びていったのです。万里の長城も当時は柔ら

かいイシカミそのものだったので、そこの原子たちが 初の形を

真似て次々と増殖をしていきました。 

後ほど紹介しますヨーロッパの高層の石造建築も、同じくどんどん上に伸びるように指

示をだしたそうです。一晩で造り上げたというお城や教会、巨大な井戸など、世界中に神

話や民話となっているものも、思いを持った原子が増殖して変化していくことで、現実に

造られた=形になっていったということです。 

 
《前方後円墳など》 

人間が一人の人のお墓のために、何年もかけて骨になった人のために巨大な土盛りをし

てお墓を造るでしょうか？ 

それも一斉にたくさんの墳墓が造られていますが、表土はとても薄いといわれているの

に、食物を作り出すのに貴重な土をはがしてまで造るでしょうか？ 

これらが造られた時代はまだイシカミの原子が、増殖をすることができたので、粘菌の

ように増殖したのです。そしてより力のある集団が、頭と体をあらわす前方後円墳になり、

あまり大きくない集団が円墳などになりました。 

そしてその中の原子たちが、石室などに変化して、その中でイシジンを創りあげたので

す。というより、思いを持った原子たちが人型の分身になったのです。 
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【石人（イシジン）の誕生】 

 イシカミは大きすぎて自由に動けなか

ったので分身を創りましたが、 終的に

一番動きやすかった

のが人間の形で、石の

成分の“イシジン”になりました。 

これが岩絵などに描かれた人間の想像をは

るかに超えた形のものから、いろいろ進化して 終的にはヨーロッパの

街中にもたくさんある、生きているような石像になりました。 

この人間の形になるには、イシカミたちは色々試行錯誤したようで、

アメリカのグランドサークルには、そのことを知らせる不思議な岩がた

くさんあります。頭部、腕、股関節を含む下半身（デリケートアーチ）、手など骨格を岩で

創って、他の原子たちに教えていたようです。 

 
 これらの情報を受け同じ目的を持った原子たちは、親のイシカミの体

から離れて自分たちだけで結合し分離していきました。それでそこを抜

け出して出て行くと地下室や横穴や洞窟になりました。 

 これが大規模になるとカッパドキアや、地下墳墓などもそうです。け

れども他のイシカミたちは山の穴から抜け出ただけではイシジンを認

めないので、前述したいわゆる墳墓といわれている塚などになり、その

中の石室でイシジンを創りだしました。ニューグレンジは５０００年前

に造られたとも言われています。巨石がこのようなトンネルになり、こ

こを通り抜ける間に生まれたイシジンにエネルギーや色々な学びを与

え、イシジンは学んでから外にでたようです。 
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 ちなみに同じようなお椀を伏せた塚に羨道のある古墳は日

本は勿論、ヨーロッパや南インドの巨石墓、イラクのウル、中

国、朝鮮など各国で見られます。 

 

 

又、石室だけではエネルギーが足りなくイシジンが創れなくなったせいか、石棺の中で創

るようになりました。石棺は世界各国にありますが、たまたまその

中に骨が入っていたり、エジプトでそのままミイラになったのでお

棺と思われていますが、骨の入っていないのが多いです。前方後円

墳や円墳などの塚は人間が、権力者のために作ったお墓だと言われ

ていますが、情報では遅れて降りてきたイシカミの分身で、世界各

国にありますし、スフインクスも似た形をしています。 

 
 横穴、石室、石棺でイシジンを創っていましたが、石柱列のサークル

でイシジンを創り仲間に見てもらおうと思ったようです。 

。 

 

 
 

す。 

。 

ちなみに､イシジンのなかでも特に羽根のあるイシジンは高い所でで

きるので人間が使うにはとても高い所に部屋があります

ギリシャのメテオラもそのひとつです。

 又、ポンペイの火山の噴火で生き埋めになりその後、穴に石膏を入れ

て取り出されたといわれている像もイシジンでした。人間の肉体であれ

ば、それが溶けてしまえば歯や頭蓋骨はたとえ穴が残っていても下に落

ちます。そして決して口に歯が引っ付くことはありません。そのこと

を賢いイヌは穴に石膏を流して創ったのでないことを知らせるため

にわざとこのような形で固まったそうで

彼らは息をしていなく、イシジンが存在したということを知らせる

ためにあの形で残ったと伝えられています。お父さんがそのことを伝

えている家族だそうです
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【イシジンは水とイシカミの身体を食べることで生きていた】 

 分身やイシジンはイシカミの成分が溶けた水だけで生きることができ

ました。 

それはアメリカのグランドサークルへ行く道中に、鏡餅のような白い岩で

知らされました。 

たようです。 

す。 

た。 

た。 

そしてその白いものが溶けたのがイシジンのエネルギー源で、お汁と

呼んでいますが、要するにイシカミの成分が溶けた水だけで、イシジ

ンは活動できていたのです。お汁のことはヨルダンのペトラの水道管

でも知らせてきました。これは１０ｍ以上高い所にありますが、川は下に流

れているので人間であれば、わざわざそんな高いところに造りません。イシ

カミはお豆腐のように汁が出てきたので、土管で集めて羽の生えたイシジン

が利用してい

 他の遺跡なども川のそばにあって氾濫で水を得たり、池がそばにあったり

していましたが、イシジンは水を得るためにツボを頭に乗せていました。 

日本には特にツボが多いですが、海外のツボも底が丸いのは頭に乗せていた

からです。水やお酒を入れるために造ったのであれば、必ず安定が良いよう

に底を平らにするはずです。又なぜツボだけ残ったかと言うと、イシジンは

死んでしまうと土に戻ったけれど、ツボは人間が使うことができるし、イシ

ジンがいたと言う証拠になるので、そのまま残ったそうで

 イシジンの食べ物はお汁だったので排泄物がなく、トイレはいりません

でした。その後次第に固形物も食べるようになりますが、それはイシカミ

の体そのものでもありました。それはワラビもちのようであり、ヨルダン

へ行った時、岩山ばかりなのを見ていると、それらの石が食べ物だったけど固まってしま

ったと伝えてきまし

ヨーロッパなどでレンガが口に中にあるのも固まってしまったからで、ベ

ルサイユなどお城の建物やヨーロッパの石造建築にはトイレや台所がない

のは、イシジンが住んでいたからだそうです。フランスの地下には３４０ｋ

ｍの地下道が無数に走っているそうですが、ヨーロッパ、東欧などにも地下道が多いのは、

イシジンは地下の生活が適しているからです。石人の目は人間の目とは違

って光は要しないで見ることができ、地上に出ると太陽に当たって乾燥す

るのに対して、地下であれば水分が自然に補充されるので、地下で生活を

していまし
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又、柔らかなイシカミの体はワラビ餅のようでもあったということで、歯のあるイシジン

は食べていたというのは、口にレンガなどを入れている遺骨があるのや、食べかけたけれ

ど固くなって石になったものも見られます。 

 

ヨーロッパのイシジンは、新たに生れた人間を指導するために、神やその部

下として高圧的に指導していたようですが、初期の日本では埴輪などが友達

感覚で教えていたようです。埴輪はお墓にあるのでなく、塚はイシカミなので固まる時は

親のそばにいたのです。指導するものは、銅鏡もそのひとつでしたが、その後仏教が入っ

てくると、仏像などを崇めさせてヨーロッパと同じ様になりました。 

 
【イシジンは超能力であった】 

イシジンの特徴のひとつは、人間に比べて原子の結合が自由にできたということです。 

それで原子の結合をゆるめて体を浮き上がらせ、歩かなくても移動ができたということで

す。 

それと、イシカミの成分の溶けた水だけで動けたということです。なぜならイシジンは

原子に対して会話ができたので、原子が望むとおりの形になってくれたからです。それで

動物の特徴を取り入れた人間になったり、動物イシジン又羽が生えて飛ぶこともできたと

いうことです。 

 又、イシジンは人間の能力を遥かに超能力だったのは、人間に比べて水さえあれば動く

ことができたからです。けれども動かないと体が固まるので運動は必要だったようで、そ

の運動のためにコロッセオや劇場型の階段で運動をしていたようで、も

っと現実に陣地取りの戦いをしていたのです。 

 

険しい山の上にお城を作ることは、敵がいつ攻めてくるかわからないの

に石を切って険しい山の上に運んで組んで行くということが考えられますか？

イシカミの一部が石垣やお城に変化してくれたので、そこを砦として戦うことができた

のです。イシジンは食べ物もいらない水だけあれば戦えたからです。イシジンの兵士は勿

論、武具や刀もイシカミの原子が変化したようですので、多くの兵士も創れましたし、体

を切られてもイシジンは痛みを感じないし、血も出なかったようで、悲惨な状態にはなら

なかったようです。 

生きているような石像や兵馬俑の兵士などで、動いている時はもっと水を含んで大きか

ったが、水がなくなって原子の結合が密になって硬い石像などになりました。 

 
 
 
 

 

 26



トルコのカッパドキアの洞窟で、小さな天使が座っていたところで，

天使の羽のこすり傷がたくさんあります。 

 
 

 
【イシジンの原子は記憶を持って分解できた】 

 イシジンは思いを持ったイシカミの原子が集合し、形とな

っています。その原子たちの結合がゆるいと半透明のように

なったり、体が浮き上がったりしたことをモザイク画であら

わしています。これは原子の結合がゆるすぎて、体が浮き上

がるので、固定するためにこのような尻尾にしたそうで、そ

の他天使の羽根や、羽衣も浮き上がって移動するためのもの

でした。 

、形になっていたものが壁に入って模様を浮き出させていま

してもらうことで、生きているようなつ

るつるの肌の石像が出て

 

石をノミで削っても決してこのような布の感じには彫れ

せん。 

ミ

な建物や井戸などや、英雄が一晩で創った城があるとい

う

なっていますが、作者は形をイメージして、指示をするだけで

出来上がったようです。

教えてもらいながら建物を創っていったようで

半身が壁にうずまったイシジンは、同じイシカミの原子たちがそれ

ぞれの目的で建物になったり、イシジンになったことを知らせてい

ます。同じくエジプトや中東の遺跡で、浮き彫りになっているのも

同じで

す。 

その他、イシカミの体の岩の中で石像の形になったものを、原子と会話ができるイシジン

の彫り師（ミケランジェロなど）に頼んで掘り出

くるのです。 

それでこのような薄い布の感じが大理石で表すことができるのです。

人間が大理

ま

 

又、ルネッサンスの絵などもイシカミの原子たちが、原子と会話が

できる画家によって、描かれました。それで涙など本当のように描くことができるので、

ケランジェロなどが「筆で描くのでない」という言葉が残されているのでわかります。 

天使が一晩で創ったという巨大

伝説が世界各国にあります。 

それらも形として残る原子と、分解していく原子がいることで、それらの原子を指導す

るイシジンが創ったことに

 

 けれどもその力も次第になくなり、それからはイシジンがその記

憶を持つ原子たちに

もあります。 
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中国の兵馬俑は８０００体ともいわれますが、それらは皆表情が違い、中が空洞でセラミ

ッ

ミの固まる時代になっていたために、動くことなく形になっただけで

わったのです。 

【

ミの分身の想像を絶する巨人が土を太平洋に運んでアトランティ

ス

、シシリー

島

アトランティスのことを小さ

な

ーロッパなど各地に降りたイシカミたちは、いろいろな文明を

発

浮上をして移動でき、イ

シカミはシリウの知恵と共にあらゆる文明を築き上げました。 

か使用できません。ちなみにこの舳先が長いのは巨人が引っ張ったり

押していました。

いますが、これはこの形

いうので、アトランティスを造っていたイシカミの原子た

は全て分解したのです。 

 

ク並みの強度です。 

それは三国志を知った始皇帝が同じように戦わせて楽しもうと原子たちに声をかけ、形

になったが、イシカ

終

 
アトランティス大陸】 

今でこそ海になっていますが、日本海や地中海になっている地域は海ではなく、草原で

した。特に地中海になった地域は、恐竜の墓場だったのでその骨で白い石灰が多く、地中

海にするために、イシカ

大陸を創りました。 

そして地中海に人類が進んでいくであろうことをイタリアの長靴であらわし

の小石につまずくことは、人類は苦難の道を歩むことを知らせています。 

ギリシャも同じく長靴の形になる計画でしたが、ギリシャのイシカミたちは、自分たち

の好き勝手になったので、ばらばらの島々になりましたが、

遺跡（デルフィー）にして残しておきました。 

その他、地中海近辺、ヨ

達させていきました。 

アトランティス時代は地球が平らであったので、水の幕が地上を覆っていて、雨や嵐は

なく適度な湿度で気温も丁度で、イシジンたちは歩ことなく少し

 
イスラエルからエジプトに船で

行ったが、捕まえられてドレイに

されたのがユダヤ人ですが、その

船がエジプトの砂漠から出てきたのが太陽の船と呼ばれます。船の胴体が浅いのは海では

航海できなく川でし

 

又、エジプトなどでは浮き彫りの絵が描かれて

になったものが壁に入って固まったのです。 

このようにイシカミの原子は想像しうる 高の作品ができたが、見るだ

けでは限界があると気づいたのがアトランティスで、イシジンだけでは

つまらないと

ち
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【古墳時代】 

長方形の地球から丸い地球になった年代は定かでないですが、４００年代でないかと思

っています。 

初期のイシカミたちが地上を覆って大平原としましたが、その後も次々とイシカミは降

りてきて山となりました。そしてまだイシカミの超能力は続いていて、原子たちは自分た

ちの思いを形にしたり、行動したりできました。古墳時代に一斉にたくさんの塚ができた

のは、それぞれ同じ思いを持ったイシカミの原子たちが集まり、その中でその原子たちが

いろいろなものに変化しました。 

その中には、イシジンになって自由に行動をしたいと思うのもいました。 

それらは山になったイシカミから離れて分身となり、粘菌のようになって目的地まで移動

しました。世界一大きな大仙稜は、鳥取の大山の分身で、当時は日本海はなく海の水を求

めて今の所に移動してきたと伝えてきました。 

 それで世界各国で似た塚などが見られるので、その塚の中でさらに

石室や、石箱になりました。 

そしてその中でイシジンが創られ、それが分解して人間となってい

きました。 
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【ムー大陸】 

ムー大陸は南太平洋にあり、半分水に漬かった状態の大陸で、ただ地球に降りてきての

んびりと体験したいという原子が具現化していました。その一部がナンマドールの遺跡に

残されていますが半分水に漬かった状態の遺跡で、何トンもの石棒が交互に重ねた状態で

残されています。（４月に調査予定） 

ムー大陸のイシジンたちは特に働くでもなく、その後の人間たちも同じでしたが、それ

を戒めるために、人間を支配しようとする大きな星が、ﾀﾞｲｼﾞｬとして地球に送り込みまし

た。そのことが嫌になり、ムー大陸を作った原子たちは沈没して小島として残すだけとな

りました。 

そのことをイースター島のモアイや、グアムのラッテ・ストーンや石貨として残してお

きましたが、働かないことを吉としないので、日本では「南にムーはなかった」と言う意

味の「南無」や「宗像＝ムーはなかった」という、仏教のお経や宗像神社など宗教で徹底

してムー大陸の存在を封印してきました。 

そのためにムー大陸を創った原子の意識は、強力な集合エネルギーの台風として抗議を

してきました。その台風の大波をオーストラリアのウエーブロックや、モー

ニングローリーの雲で知らせてきました。 
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【古代の建築や装飾】 

なぜ作者がわからないのに、生きているようなすばらしい石像がヨーロッパのいたる所

にたくさんあるかというと、イシジンが固められることになったので、イシジンが人間の

前に存在し文化を築いたことを知らせるために、自分たちの望むとおりの形で固まったの

です。 

古代のすばらしい建築物は、イシカミの原子たちが望む 高の作品として固まって残り

ました。建築物として残っているのは、石造、木造に関わらずイシカミの原子たちに指導

しただけで、形になっていき、装飾されたものは原子たちが形創って後から勝手にその建

物にくっついたのは、世界中の建築物に共通します。 

一部のイシジンはこの形で残ろうと思う形に固まったけれど、人間に生まれ変わろうと

思ったイシジンは、その形をおぼえて原子に分解した後、イシジン以外になりました。す

なわち半イシジン半人間、次に純粋の人間になっていったようです。 

この情報は人間が考えた数字を知らせてくれませんので、いつごろ半イシジン半人間と

なったかわかりませんが、英雄はイシジンの遺伝子を多く持っていたと思っています。 

 

地球にいろいろな生物が住みにぎやかな地球になりましたが、その後も地球を支配した

いという大きな星たちのせいで、地球は悲惨なことになりました。 

それで地球の意識は巨大彗星を今の地中海に呼び寄せたので、地中海のサントリーニ島

が半分沈没しノアの洪水が起きました。当時の地中海は平野で大きな川はありました。 

エジプトピラミッドの建設時代とアトランティスは同時代にあったのです。 

彗星の衝突で地球の周りの水の膜がなくなり、ノアの洪水が起こりました。そして地球

上は今のように暑い地域や、酷寒の地ができ、人間が生きるのに過酷な環境になっていき

ました。（人間については後述します） 

（謎の４世紀といわれるようにその時代に、地球は四角から丸くなったと言いますが、年

代ははっきりわからないようです） 

 
【人間の文明】 

 まず 初に世界の人口の変移です。（表）４大文明発祥の頃は世界中で数億、一箇所

の都市にするといかに少なかったかわかるでしょうし、寿命も想像も付かないくらい短

かったでしょう。 

 

現代でも原始生活をしていたアボリジニの仮の家だそうですが、大

昔の人も食べ物を求めて一日のほとんどを費やし、家は寝るだけだ

ったと思われます。 

ましてや亡くなって崩れていく死体をいかに権力があったとしても、その人を忍んで何１
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０年もかかって巨大な墓を造るでしょうか？ 

今でも戦乱の土地では土に埋めるのがやっとと言われます。ましてや貴重な食物を作る

土地の土を削ってまでお墓のために小山を造るでしょうか？ 

植物が育つ地表はとても浅くて２０ｃｍ足らずと言われます。表土が浅いのは農業をさ

れた方なら良く知っておられると思います。 

今でも原始生活をしている民族の人口は決して増えなく、絶滅の危機にあると言います。

ということは、大昔も本当にあらゆる原因で早くに亡くなり、平均寿命は想像がつかない

ほど短命だったはずです。それなのに現代のあらゆる器械を持ってでも製作不能と言われ

る巨石建造物が突然現れています。 

ヨルダンのペトラのように、遺跡の周りは岩ばかりで到底農作物ができない土地では、

何万人もの都市を築くことは困難で、険しい山や岩の上や、砂漠の中にあるのは、昔は栄

えていたので香辛料で巨万の富を得た人が造ったと言いますが、香辛料や香料より人間は

まずお腹の膨れるものにお金をかけるでしょう。 

敵が攻めてくるというのに、山の上や堀を掘って石を運んでひとつひとつ積んでお城を

作るでしょうか？何千本もの石柱はノミの跡がありますか？ 

大理石の広い広間には、現代の工具を使っても決してできない曲線の模様がそれはたく

さんあります。あまりにも現代の人間の肉体では到底できないことが多すぎるのに、机上

の空論ですまされています。 

これらの実物を見てきた画像を見ていただいて、今の肉体の人間が創ったものではない

ことを、もう一度考え直していただけたらと思います 

 

http://ameblo.jp/showying/image-10446355521-10394309872.html 
【人間誕生】 

アトランティスでイシジンたちが文明の極限まで発達させ、それ以上の望みがなくなっ

たのは、変化することがなく、退屈だったからでした。 

そして動物のように子供を生んで子孫にせっかく発達させた文明を伝えていくことがで

きないことで、自分たちの子孫を残す計画を立てました。その計画にいろいろな星たちが

知恵やエネルギーを与えて人間を創り出しました。 

それにはまず人間型イシジンで、人間に生まれたいと思う原子が一旦分解します。 

そしてイシジンの記憶を持って再結合をしたのですが、それにはイシカミや星たちの指導

と強力なエネルギーが必要でした。 

まず、ストーンサークルが創られ、その中でイシジンの形の記憶を持った原子たちが、

ストーンサークルの石たちのエネルギーをもらい、同時に星たちの知恵と何本もの稲妻で
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宇宙からエネルギーをもらうことで、肉体が創られました。 

 
そのことは有珠山の裾野で深

く火山灰で守られた小さなスト

ーンサークルの（右の）写真で知

らされました。 

同じく小さなストーンサーク

ルの中に小さな土偶を置いて知

らせていました。ストーンサークルは世界中にあり、小さな石は耕作のために移動してし

まえば形は残りませんし、小さな土偶も人間が持って帰れば、ただの子供の玩具になりま

す。そのためにイシカミたちは火山の噴火で厚い火山灰でそれらを保護してきました。 

 記憶を持ったイシジンの原子たちは、その外観はイシジン

の形の再生し、内臓は小鳥座などの知恵をもらいました。 

 
 
 

 
イシジンはお汁が体中に回るだけで、活動ができましたが、人間は消化器で栄養と取り、

酸素を呼吸で取る必要がありました。 

人間として生まれた肉体は、まず食べ物を消化吸収するというシス

テムがうまく働かずエネルギーを得ることが困難でした。（これは胃

をあらわす岩です。） 

（これは気管支と食道などを表す岩です。） 

http://sora.ishikami.jp/image_dir/index.php?id=20030925233

900 

口 （三重・ご在所岳の オバレ石） 

http://ishikami.jp/tyousa2002/gozaisyo2.html 

http://sora.ishikami.jp/image_dir/index.php?id=20021015125

002 

http://ishikami.jp/sora/gazou/img/1076738890.JPG 

肩 （三重・ご在所岳） 

歯 （福岡・福岡天満宮。小さな石が並んでいます） 

http://ishikami.jp/sora/gazou/img/1076738562.JPG 

目 （アメリカ・アーチーズ。イシキを見る事が出来ないので片方は閉じている） 

http://ishikami.jp/sora/gazou/img/1076737551.jpg 

心臓と胃 （宮崎） 

 33



http://ishikami.jp/sora/gazou/img/1087057953.jpg 

胃  （アメリカ・ザイオンのチェッカーボードメサ） 

http://sora.ishikami.jp/image_dir/index.php?id=20031005202303 

女性器 （アメリカ・アンテロープキャニオン） 

http://sora.ishikami.jp/image_dir/index.php?id=20050330211300 

指紋 （沼島） 

http://www.awaji-is.or.jp/numa-jhs/05shizen/52iwa/index.htm 

直腸 （沖縄） 

http://ishikami.jp/sora/gazou/img/1076739093.JPG 

大腸 （台湾・タロコ渓谷） 

 
http://ishikami.jp/sora/gazou/img/1076741684.jpg 
骨格、生殖器系、歯はシリウ、内臓は小鳥座、循環器系はいて座の知恵で人間の肉体は

創られました。 

イシカミの力が次第に衰えていくと、エネルギーがもらえなくなるので、口から食べる

ことができるように進化していきました。 

その過程がエジプトの像で見られる顎の下の管です。あれは口で噛んで汁だけ飲み込み、

カスをあの管を通して捨てたようです。 

イシジンから人間になるには、とても時間がかかりました。なぜならイシジンの能力の

ない人間になるのをイシカミの原子が嫌がったからです。そのために人間はイシジンに比

べてとても弱く、肉体を形成した原子たちは早く分解したいと思ったために、すぐに死ん

でしまいました。 

日本では早くから食べ物を粉にして、お汁に似たもので栄養を取って、次第に固形物に

ならして自然に排泄し、その排泄物を上手に利用して畑で食べ物を作っていました。 

それに対してヨーロッパでは、狩猟民族で肉食から始めたために、人間が独立して成長

していくことが困難でした。それでイシジンに面倒をみてもらったのです。 

 肉食は食べてもすぐに排出するために、トイレも必要になりま

した。また、毛皮がなかったために保温ができず、そのためにイ

シジンたちは、人間のためにお風呂を創り暖めていました。 

す。 

そのようにしてヨーロッパではイシジンに世話になったのが神

話として残されています。それに対して日本などは山や岩が聖な

るものとして大切にされましたが、それも後から降りてきた支配

しようとする星により、違う対象の宗教に摩り替えられ、イシカ

ミたちは完全消されてきたので
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福島 

豊田 

ロシア 

室蘭 
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