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【神社リサーチ結果のお知らせ】

お蔭様でありがとうございます。お申し込みいただきました神社 リサーチ結果を送付致 し

ます。この度のリサーチでは、「守護の神仏・おかげ様パワー判定」も一緒にお調べ しました。

この判定は “広義のうぶすなの世界"を知っていただくためのものです。

各判定の結果は現時点での状態ですので、守護のご存在に今後心を向けていく事でご加護

が高まつていきます。ご自分の魂のルーツとの繋がりを一層大切にしていつてください。

神社の鎮座地については、既にEメ ールにてご連絡をしてお りますので、参拝の際はそち

らをどうぞご確認ください。今までお参 りしていたその他の神社に、今後は行つてはいけな

いという事は全くありませんが、ご自分の産土の大神さまや鎮守の大神さまに心を向ける事

が、“開運の土台作 り"になります。「守護の御存在から加護を受け、開運していく秘訣」の

内容をよく理解 していただき、日常的にどうぞ活かしていつてください。

「神・仏・先祖」三位一体の祈 り詞を同封しております。この祈 りをなるべく日頃から行

うことで、守護のご存在からの守護や先祖霊団数が大幅にアップしていきます。

この祈 りは神棚を祭っている場合は神前にて、祭つていない場合は自宅の落ち着ける場所

で、祈 り詞の全部 (特に太字明朝体の文)を “通し:で祈ってください。

一般的には、神さまへの祈 りは神前、仏尊への祈 りは仏前、先祖への祈 りはお墓や仏壇の

前とそれぞれ分けて祈るのが普通ですが、この祈 り詞はご自分 (魂)のルーンである守護の

ご存在への “総合祈 り詞"と なつていますので、一セットとしてお祈 りしていただくと効果

的です。社会経済、自然災害と不安要素が多い現代において、守護のご存在からの厚い守護

がとても重要になってくるでしよう。

もし、うぶすなの世界をはじめ神道や神社の基礎知識をより詳 しくお知 りになりたい場合

は、私の師の著書 (下記)を参考図書としてお薦め致 します。

『決定版・神社開運法』  山田雅晴著   (た ま出版 )

産土信仰を始めてから何かしらの開運体験がございましたら、Eメ ールで構いませんので、

是非体験談をお寄せいただけますと幸いです。今後の研究に活かしたく存じます。

今後のいやますますのご開運とご活躍をお祈 り申し上げます。



〔守護の神仏・おかげ様パワー判定〕
平成 )7年  2月  2 日

一略
索
＝

~~~~丁
苅己・⊂ >平成 集9年 ご 月 r日 (貿 年)生まれ

譲
″丁ク

ー
分 氏の一霊四魂との意思確認を実行してよろしい

守護霊

守護パワー 壻記弓弓 弓弓 普通 強く 最強 超最強
です

守護霊

守護の度合い です

高級守護

先祖霊団数

〔  0～ 29柱  〕

〔 70～ 89柱  〕

〔200～ 499柱〕

〔 30～ 49柱 〕

〔 90～ 100柱〕

〔500～ 999柱〕

:1:影η:::柱 :

〔 1000柱 以上〕

御祖の大神

守護度

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

です

直霊の大神

守護度
です

産土の大神

守護度
です

の
度

韓土

護

産ヽ

守
です

鎮等の大神
守護度

です

れ尊獅仏名尊

度

Ｍ本

護

ご

守

0 10 2 30 40 50 60 70 80 90 100

です

産土神社 自宅の鎮守神社 職場の鎮守神社

その他

鮮 対衝

角えのほイオヤオた その他

κ■紳江
慎廊

1』 ギ象″ タタ

』化■3可 1

その他



「神社 リサーチ結果」と「守護の神仏・おかげ様パワー判定」の説明

リサーチ用紙に大きく赤ペンで丸印をしている神社が「産土神社・鎮守神社」になります。

○産土神社 (産土の大神)について

その人の産土の大神さまが拠点としている神社。その人の誕生のことから死後の導きまで

親身にお働きくださいます。産土神社 1上二生変わる事はありません。

主に下記の事柄について、守護 と後押 しをしてくださいます。

1.恋愛・結婚をはじめ、人との縁結び。 2。 子宝・出産の事。

3.家庭・身内に関する事。 4。 心 (精神面)の問題や病気平癒に関する事。

○鎮守神社 (鎮守の大神)について

現住所において、その人を守護 してくださる鎮守の大神さまが拠点としている神社。

産土の大神さまとの神縁で鎮守の大神 さまが決まります。産土神社 と系統や祭神が同じ、

または産土の大神さまと縁の深い神さまを祭る神社が鎮守神社 となる傾向です。

■越上主ゑと変ね上主主。主に下記の事柄について、守護 と後押しをしてくださいます。

1.仕事・ビジネスに関する事。 2。 金銭面・対人関係の問題。

3.学業・病気平癒に関する事。 4。 産土神社同様に家庭の事。

5。 自宅以外に、職場・学校・病院 (入院 した場合)の鎮守神社もあります。

○守護の神仏・おかげ様パワー判定について

「守護霊・守護パワー」の一般的な平均値は_〔強〕位です。

「守護霊・守護の度合い」の一般的な平均値は “45～ 60"位です。

「高級守護先祖霊団」の一般的な平均数は “50～ 89柱"の間位です。

“高級守護先祖霊団"は、何柱の守護霊がその人を守つているかを調べるものです。

「産土の大神守護度」「鎮守の大神守護度」の一般的な平均値は、「守護霊・守護の度合い」

の数値よりやや低 日か同じ位です。“産土の世界"は本人の霊魂のルーツに関わる世界で、産

土の大神・鎮守の大神以外にも守護の神仏が存在 します (             )。
「その他の守護の神仏守護度」は、平均 して 20～ 40位です。

「産土の大神守護度」「鎮守の大神守護度」より低い傾向です (一般的には知られてないので)。

ご自分のリサーチ結果と照らし合わせてみてください。各判定において、リサーチの値が

平均値以内であれば守護されている状態は “良い"、 平均値以上であれば “とても良い"と 言

えます。仮に平均値以下の値があったとしても、これらの数値は固定されたものではなく、

今後の産土信仰の度合いと、日々の生活における心掛け次第でアップしていきます。

なるべく産土神社・鎮守神社へ参拝に行くようにして、神 さまとのコミュニケーションを

深めてください。 日頃から、神仏や先祖に感謝の心をもつて人生を歩んでいきましょう !



産土の大神・鎮守の大神以外の「うぶすな」の守護神仏

○御祖 (みおや)の大神

本人を直接的に守護 してくださる「うぶすな (ルーツ)」 の神仏の トップで、本人を今生だ

けでなく、前世以前からトータルで親身になってくださる神さまです。

ルーツの神仏の統括的役害1を していて、直霊の大神の後見神になっています。

○直霊 (な おひ)の大神

本人に “直霊(なおひ)"を分け与えてくださつた神で、自分自身の直霊の大元(スーパー 0

ハイヤー・セルフ)と も言 うべき神です。自分の霊的な直接のルーツであり、まさに「霊的な

産みの親」です。本人を前世以前から守護 しています。直霊の大神との神縁で産土神社が決

まり、産土の大神は 「霊的な育ての親」の役害1を担つています。

○産土の守護仏 (し ゆごぶつ)

本人を守護 している仏尊の代表的御存在です。家の菩提寺(宗 旨)の御本尊とも、深 く関係

している(縁がある)場合が多いです。御祖の大神 0直霊の大神 と同様に、前世以前から本人

を守護 してお り、とても身近な距離で見守つてくださつています。

※上記の神仏はオンソ_― フンの世界になりますので、家族であっても下人一人、_別の神仏が

を守護 しています。

○ご本尊・仏尊 (ごほんぞん・ぶつそん)

自分の家の菩提寺(宗 旨)の御本尊と仏尊、そして自分と縁あるすべての仏尊のことです。

「ご本尊・仏尊の守護度」は本人の代から遡ること30代前までを対象にして調べています。

先祖一人一人にも、生前に信仰 していた菩提寺のご本尊と仏尊との縁があります。

先祖 30代・約 1000年・約 10億人と縁ある菩提寺におけるご本尊と仏尊からの守護度に

なります。「仏尊」とは大日如来や地蔵菩薩などの高級仏の総称です。先祖や亡くなった人の

ことを「ほとけ様」と呼ぶ場合がありますが、「仏尊」は亡くなつた人間の霊魂のことではあ

りません。※神が陽のご存在とすると、仏尊は陰のご存在になります。先祖代々、神道を信仰してきた家

系には菩提寺はありませんが、御本尊・仏尊に代わる陰の御存在が守護していると捉えてください。

まずは産土の大神・鎮守の大神以外にも、本人を守護 している神仏がいらっしゃるとい う

認識をしてくだされば結構です。



Q.「 とつてもありがたいわが家に連なるご本尊さまをはじめ、とってもありがたい

われに縁 あるすべての仏尊、仏尊の神々さまの一霊四魂の、いやますますのご開

運をお祈り申し上げます」の祈り詞について、詳しく説明してください。

A.ご本尊さまとは、家の仏教宗旨の主な仏尊のことです。浄土宗や浄土真宗だと

阿弥陀如来さま、真言宗だと大日如来になります。そして、そのご本尊さまには、

多くの仏尊や配下の神々さまがついています。阿弥陀如来さまの場合、観世音菩薩

さまなど25菩薩をしたがえています。大日如来さまの場合、すべての仏尊や仏尊

の神々や龍神さまたちをしたがえ、配下のご存在は数百万体以上になります。

ご本尊・縁ある仏尊・仏尊の神々さまやご先祖に対する祈りは、最低30代前までの先祖

をさかのぼるイメージで祈ることです。

1世代30年と計算すると30代 ×30年 =900で約1000年前の平安時代からの先祖をイ

メージします。

先祖が拝んでいた陰のご存在 (仏尊)が ご開運することで、30代前までの先祖た

ちの内、その一部が私たちの守護先祖霊団になっていきます。

自分の父・母、さらにその父・母と、30代さかのぼると10億人以上になります。

また、配偶者 (夫・妻)の先祖もあわせると、先祖たちが拝んでいたご本尊さまをは

じめ、縁あるすべての仏尊、仏尊の神々さまは膨大な数になります。

代々神道の家も、30代 さかのぼった中には仏教徒だった先祖もたくさんいます。

「産土の守護仏さまとご本尊さまとの関係」についても併せて説明します。

産土の守護仏さまは、御祖の大神さまの四魂の分かれで、数万年前、数千年前か

ら本人のタマシイ次元から守護 しておられる、ありがたい存在です。肉体人間を最

も身近で守っているのが守護霊さまと産土の守護仏さまになります。

ですから自分の一霊四魂と深い関係にある、産土の守護仏との縁もあつて、○○

宗を宗旨としている家の子孫として生まれてきているのです。

開運法の視点から神仏は“働き"として捉えた方がよく、自分の宗旨の仏尊がどういう存

在かを学ぶと、それだけで光明やご仏徳をいただきやすくなります。

自分の父方・母方の宗旨、配偶者の父方・母方の宗旨と、そのご本尊さまのこと

を知っておくことです。そして、ご本尊さまの働きや配下の仏尊、仏尊の神々の働

きを調べるとよいでしょう。

○仏尊や仏教宗旨についての推薦図書

『仏尊の辞典一壮大なる仏教宇宙の仏たち』 関根俊一・編  学研

『完全図解 仏教早わかり百科』 監修・ひろさちや  主婦と生活社



「神・仏・先祖」三位一体の祈 り詞

「神・仏 0先祖」三位一体の祈 り詞は、自分のルーツのご存在に対する祈 りです。全部の

祈 り詞を神前にてお称えしてください。できるだけゆつくりと、産土神社・鎮守神社をイ

メージして気持ちをこめて祈 ります。特に太明朝体の文字を称えると効果的です。

わが守護のご存在、おかげ様でありがとうございます。大好きです !

宇宙の大いなる意志、大調和に基づく天命もちて、とつてもありがたいわが御祖の大神さま、

わが一霊四魂、わが直霊の大神さま、わが産土の大神さま、わが産土の守護仏さま、

わが鎮守の大神さまをはじめ、とってもありがたいわが守護のご存在の一霊四魂の、

いやますますのご開運をお祈り申し上げます

とつてもありがたいわが家に連なるご本尊さまをはじめ、

とってもありがたいわれに縁 あるすべての仏尊、仏尊の神々さまの一霊四魂の、

いやますますのご開運をお祈り申し上げます

(30代、1000年、10億人以上の先祖が拝んでいた仏尊さまたちを遡るようにイメージする)

とってもありがたいわが守護霊さま、わが指導霊さま、

とってもありがたいわれに縁あるすべてのご先祖さまの一霊四魂の、

いやますますのご開運をお祈り申し上げます

(30代 、1000年、10億人以上のご先祖さまたちを意識し、遡るようにイメージする)

宇宙の大いなる意志、大調和に基づ く天命 もちて、

とつてもありがたいわが守護のご存在、

朝 日の豊栄昇るごとく、高き尊き御神威・ 光 明、さん然 と輝きませ

とつてもありがたいわが守護のご存在、

広き厚き 恩 頼 ・御仏徳を、子孫の八十続きに至るまで、

堅磐に常磐にかかぶ らしめ給ヘ



産土神社・鎮守神社でのご開運の祈り詞

ジ"で行つてください。産土の大神さま(鎮守の大神さま)は本殿にいらつし

上健艶匡ン壺屋理立とL■投働主主だ壼つている事があるからです。目を開け、神さまと目を合わせる感じで、笑顔

上た二2指先生通2K二近■2光どvレーザービームのように発 しているイメージで行ないましょう。

二拝二拍手一拝

こんにちは、 (自 分の名前)です。おかげ様で、ありがとうございます

わが産土の大神さま (わが鎮守の大神さま)、 大好きです !

宇宙の大いなる意志、大調和に基づく天命もちて、

とつてもありがたいわが産土の大神さま(わが鎮守の大神さま)をはじめ、

○○神社の大神さま、仏尊さまの一霊四魂のいやますますのご開運をお祈り申し上げます

(何回か繰り返しても構いません)

私は陽気に、楽 しく、元気に、感謝の気持ちをもつて、毎日を送つていきます !

そして、わが天命を歩み、人々や社会に貢献できるよう人生を歩んでいきます !

今後とも、私と家族のご守護 と後押しをどうぞ宜しくお願い申し上げます。

※他にお願いしたい願望があれば、その事もお伝えすると良いでしょつ。但し自主性をアピールし、あくまでもその

事への後押しをお頼みするのが良いで立。おすがり祈願は好まし≦上́いで主。

誠にありがとうございます。

二拝二拍手一拝 (終了)

○職場の鎮守神社への参拝では、“わが職場の鎮守の大神さま"と 入れ替えてお祈りください。

○祈り詞に「仏尊さま」とあるのは、昔は神仏習合で神と仏が合祀されていた時代があります。神仏分離した現在

でも、神社に仏尊さまがいらつしゃる場合があるからです。

○ご開運の祈りの後に、自分が住んでいる地域、日本、地球、大自然、世の中が良くなるような祈りをするとより

良いでしょう。上記の祈りの内容を参考にアレンジしていただいて結構です。

○一霊四魂とは、直霊、和魂、荒魂、幸魂、奇魂、五つの神性の事をいいます。

普段、産土神社や鎮守神社へ参拝に行くことが難 しい場合は、自宅にて産土の大神 さま・鎮守の大神さまヘ

のご開運の祈 りを行ないましょう。 日常的に、守護の神仏や先祖に心を向けて生活 していくことが大切です。

【祈願は願望実現の “後押 し"をお願いしましょう】

神仏に祈願する時は願望実現への後押しをお願いしましょう。神仏におすがりするような祈願は好ましくありま

せん。大事なのは願望を実現していく自力です。神仏は人の自らの行動を評価しますので、祈願する時は、「私は～

を実現するために～に励みます。どうぞ後押しのほどお願い申し上げます」と、あくまでも自主性を宣言した上で

後押しをお願いする事です。人間同士でも懸命に行動している人には応援してあげたくなるものです。

神仏も同じなのです。願望実現、結婚、問題解決、病気平癒、どのような事にしろ、まずは自分の出来る範囲で

構いませんから、とにかく行動に移してみる事です。本人が行動をおこす事によつて、神仏はその願望実現や問題

解決に相応しい人物または情報等と出会えるようお計らいくださいます。



守護のご存在から加護を受け、開運していく秘訣

①日頃から守護のご存在に感謝し、ご開運の祈りを行いましょう

日頃から守護のご存在に感謝 し、ご開運をお祈 りしましょう。守護のご存在はたいへん喜び、

大きく守護 してくださいます。神棚があるないに関わらず、日常的に自宅にて祈 りを行いましょ

神社仏閣に参詣 した時も、その寺社の神 さまや仏尊さまのご開運を祈ると良いです。

〔自宅での祈 り詞・略式版〕※二拝二拍手一拝→ご開運の祈り→二拝二拍手一拝の順序で行いください

する時間がない場合は、この略式の祈り詞を称えると良いでしょう。

おかげ様で、ありがとうございます。私はわが一霊四魂を尊び、わが人生を大切にします。

宇宙の大いなる意志、大調和に基づく天命もちて、

とつもありがたいわが人生のいやますますのご開運をお祈り申し上げます

とつてもありがたいわが守護のご存在の一霊四魂のいやますますのご開運をお祈り申し上げます

自分や家族に対 し、

う。また、旅行先で

。ゆっくりとお祈りを

②大自然を愛でて、感謝しましょう

『大自然即ち神仏』です。神仏は大自然を慈しむ人が好きです。日本人は古来より大自然そのものを神仏として崇め

てきました。大自然を愛でる事は、大自然に宿る神仏そのものを愛でる事に通ずるのです。人間は大自然の恵みによ

って育まれています。近年、大規模な自然災害が増えていますが、地球も一つの生命体であり、環境の破壊・汚染で

傷ついた体を元に戻すための浄化作用と考えられます。大自然に関心を寄せ、慈しみ、感謝 して生きる事が大切です。

③神仏は人の「陽気、うれしい、楽しい、面白い、感謝」の心が好き

神仏は人の「陽気、うれ しい、楽しい、面白い、感謝」の感情が好きです。心が前向きに働いている時、自分に内

在する神性・一霊四魂は輝いています。神仏は一霊四魂の輝きの度合で人を見ています。人が前向きに人生を歩み、

一霊四魂が光 り輝いていると神仏もうれ しいのです。自分の一霊四魂を光 り輝かせると、神仏と調和 して、加護や後

押 しをより受けやすくなります。「笑 う門には福来 り」で、笑いや笑顔で心を陽気にして開運 してきましょう。

④縁を大事にしましょう

守護のご存在は縁をムスビして開運に導きます。良い縁を大切にするよう心掛けましょう。風水でも「縁が円を呼

ぶ」とい う格言があります。縁にも上・中・下があり、その人の意識 レベルや心の在 り様に応 じた人物、情報、モノ

が自然と引き寄せられます。これを波調の法則と言います。男女の仲、仕事、友人関係、習い事、治療でも、良い縁

を後押しいただくには自身の意識や心構えが大事です。人、情報、モノとの縁を大事にしましょう。

⑤天命を歩む

人は皆、この世に生まれてくる前 (魂 レベルで)に人生の目的、テーマをもつて生まれきています。神仏は、人が

それぞれの長所や才能を活かし天命を歩む事で、この地上世界に調和と平和をもたらしてほしいのです。

天命を志 した時、守護の神仏の大いなる守護 と後押 しが働きます。仕事や 日々の生活の中でワクワク感を大事にし

て取 り組んでみてください。そのワクワク感や楽しい、面白いといつたポジティブな心の状態が、次第にあなたの進

むべき道を示してくれることでしよう。天命への歩みは、人生の開運に繋がります。

⑥御札を必要以上に祭つたり、お守り・パワーストーン類は持ち過ぎないこと

御札、お守 り、パワース トーン類は、それぞれ日に見えない霊的なエネルギーを宿 しているので、必要以上

に祭つたり、所有すると、霊的なエネルギーが錯綜 してしまい、守護のご存在が守護 しずらくなります。

御札は多くても四札までを限度としてお祭 りください。お守 りやパワース トーン類は本当に必要と思 うもの

以外は所有しないことです。身の回りはシンプルなほうが、守護のご存在は守護 しやすいのです。


