


イシスとは

イシス（Isis）はエジプト神話の女神。イシスはギリシア語であり、古代エジプトでは

アセトと言った。ヘリオポリス神話ではゲブとヌトの子供で、オシリスの妹であり妻

、セト、ネフティスの姉でもあり九柱神の一角をになう（セトの妹とされる事もある）

。またホルスの母。別の神話によるとラーの娘。ナイル河畔のサイスに大規模な神殿

があったことで知られる。

イシス信仰は、共和政末期にローマへ持ち込まれて発展し、200年頃にはほぼローマ帝

国全域で崇拝された。イシスは永遠の処女であり、処女のまま神を身ごもったとされ、

「天上の聖母」「星の母」「海の母」などさまざまな二つ名を持った。しかし、信者が

基本的に女性に限られたことや、信者の女性が一定期間の純潔を守ることを教義とした

ため、男性からの評判が悪く衰退していった。

イシスがホルスに授乳する様子などが、イエスの母・マリアへの信仰の元になったとい

われる。

サイスのイシス神殿の銘文「わが面布を掲ぐる者は語るべからざるものを見るべし」は

真理の性格をあらわすものとして、ヨーロッパで好んで引用された。ノヴァーリスの『

ザイスの弟子たち』はイシス神殿の学生たちを登場人物としたものである。

オシリス神話により献身的な母や妻としての印象が強いが、他の神話的物語では強力

な魔術師的存在として描かれ、その力を用いて父ラーから支配権を強引に奪い取ったと

いう神話も残っている。

（出典：Wikipedia）
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普遍的で宇宙的なエネルギーの流れ、そしてわたし達がそれと接触する方法

普遍的で宇宙的なエネルギーの流れ、そしてわ
たし達がそれと接触する方法
Isis on the universal and cosmic flow of energy and how we interact with it. 
28 October 2011 - 8:35pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 

Isis on the universal and cosmic flow of energy and how we interact with it.

皆さんは次々と新しい地球の現実性に向かって進んでいるため、現時点で皆さんの自覚

的意識と物質的な現実性に入ってくるこうしたエネルギーを皆さんが利用する方法がま

すます重要になっています。

新しい地球の現実性が築かれているため、皆さんはその創造者になっています。

皆さんは、この新しい地球の現実性を創り出す際に、このエネルギーの流れを利用でき

る人々です。

ここは、皆さんが普遍的で宇宙的なエネルギーの流れに従おうとしている場所です。皆

さんは自由に動きながらこうしたエネルギーで溢れるための方法を学んでいます。です

から、そのエネルギーは現時点で可能なあらゆる可能性を皆さんに与えていて、またよ

り多くの未来の可能性さえ取り込んでいます。

皆さんと皆さんの宇宙の内部のエネルギーとの間の接触は、非常に重要なものです。

創造は、一定の方向、一定の場所、そして一定の形態の中でエネルギーを動かしてい

ます。

皆さんの生命のあらゆる部分の中で、絶え間ない流れ、つまりエネルギーの運動が起っ



ています。

淀んで流れないものなど存在していません。それはいつも動いていて、皆さんを前に進

ませ、あるいは皆さんを後ろに向かわせ、そして皆さんが立ち止まっている時でさえ、

そのエネルギーの内部には運動が存在しています。

皆さんの物質的な身体はあらゆる瞬間にそれ自体を再生しているため、このひとつの具

体例になっています。

皆さんの周りの世界は決して休止せず、いつも動いているため、この一部になってい

ます。

皆さんは、皆さんの世界の宇宙の内部に存在するエネルギーの流れをさまざまに利用す

ることができます。それは小さな水流が溢れ出ているようなものであり、皆さんは流れ

に逆らうことも、流れに順応することもできます。最後は何処に行き着くことになるか

皆さんは認識していますか？　そしてそれはそれほど問題になりますか？

皆さんが何処に行き着こうとも、そこは皆さんにとって完璧な場所になることに対する

信頼を持つことによって、皆さんはその時点で皆さんにとってその完全な場所を見付け

出すように導かれることになるでしょう。

内面のその場所を見付け出し、そのエネルギーがいつでも流れていて、そのエネルギー

がみなさんをあらゆる瞬間に正しい方向に導くことができる場所を見付け出してくだ

さい。

それぞれのエネルギーの粒子のひとつひとつが、その内部に普遍的で宇宙的な知識を携

えています。

皆さんはその小さなエネルギーの粒子と結び付く時、ただその粒子とひとつになること

が必要になるだけであり、そうすれば他のすべては自由に流れるようになるでしょう。

これは神聖なる根源の水準での創造になっているものであり、内面で神聖な流れと結

び付いています。そしてそのエネルギーが、新しい地球の現実性の創造し、顕在化する



方向に皆さんを導くようにさせてください。

皆さんが創り出す物が問題になりますか？

そうです、その可能性もあります。しかし普遍的な流れが皆さんを導いていて、皆さん

は依然として選択する権利を持っているため、皆さんは皆さん自身でそれを決める必要

があります。

創造はひとりの人間の水準で、あるいは根源の水準やその間のすべての水準で行われ

るため、皆さんは数多くの異なる水準で創造することができます。

皆さんはその流れの内部でますます寛ぎ、物質的な現実性に向けた創造と顕在化の方法

を自覚するようになるため、皆さんは、人間の水準で皆さんが何度も正しい顕在化や創

造と考えたものは、普遍的なエネルギーが皆さんにもたらすものではないことを気付く

ようになるでしょう。

例えば、皆さんは空腹で一個の林檎を必要としているのに、宇宙はその時点で林檎より

も皆さんの物質的な身体のためには良いと考えて、皆さんにバナナを差し出している、

と皆さんは考えるかもしれません。

皆さんは現時点で数多くの人々にとってこれほど重要な新しい地球の現実性に向かう皆

さんの道を見付け出しているため、いろいろな意味で宇宙が皆さんを支援している皆さ

ん自身の存在の内面を信頼してください。

現在の周期が終わり、新しい周期が絶えず拡大している普遍的な宇宙の流れの内部で始

まろうとしているため、新しい地球の現実性は、手の届く範囲に存在しています。

皆さんは今までこうした数多くの周期を経験しているため、今は、意識と自覚が新しい

可能性と数々の変化を受け入れようとしている時です。

ひとりひとりの皆さんそれぞれが、拡大している普遍的な宇宙のエネルギーの周期の一

部として存在しています。



皆さんがこの瞬間に皆さんの自覚と経験の何処に存在しているかは問題ではありません

。

一体性はあらゆる瞬間の内部のあらゆる場所に存在しています。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
October 28, 2011
www.ascendedmasters.org

http://lightworkers.org/channeling/144861/isis-universal-and-cosmic-flow-energy-and-how-we-
interact-it

翻訳： 森のくま (2011-11-02 20:01) 
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Isis and the number 10 

9 October 2010 - 9:06pm

 

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 

 

10という数 

The number 10, 

 数多くの結末は或る意味で重要なこの数につながっています。

それは単なるひとつの数です。

宇宙の内部では、この数は10の法則につながっています。

皆さんがひとつの林檎を与えると、皆さんは10個のお返しを手にするということができ

るとしましょう。

さて、10個の林檎は1回で食べるには少々多過ぎることになるため、この10個のリンゴ

はすべて戻ってくることはないかもしれません。

それは皆さんが前払いしているようなものです。

皆さんはその林檎を受け取ります。

皆さんはその1/10を与えて、残りを食べます。

たった一人の個人がすべての林檎を受け取ることになるか、10人の人々がそれぞれ1/10

の林檎を受け取ることになるでしょう。

10という数は多くの場合完了として理解されていますが、宇宙の内部ではそうではあり

ません。

この完了は、ただ皆さんの数学の体系に依存しているだけであり、それは皆さんの地球

上で使われているだけです。

この時代には少なくとも2つの異なる体系が存在しているため、わたしはこれが真実の

計算方法であると心から信頼していません。

 12、144、そして144,000のように、広く認識されている多くの数が存在しています。

http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=twinkle-star999:10000003418533&k=number&ic=utf8


皆さんが数に意味を与えた時だけ、数は意味を持ちます。

わたし達は数を使います。

あるいは皆さんの注意を或るものに向けるために、実際に特定の日付を使います。

皆さんはこうした日により注意を払うように思われます。

わたし達がこうした数や日付を使うのは、そうした数が皆さんにとって重要なものにな

ってきたからです。

これはまた恒星や惑星の配列に対しても当てはめることができます。

そうです、こうした配列が使われているのは、それぞれの惑星が一定の周波数を含んで

いて、惑星がより強力な影響力を発揮できる数とつながっているからです。

しかし皆さんが影響力を与えているために、そうした数が影響力を持っているだけです

。

惑星の一定の配列の下に誕生することは、皆さんが皆さんのすべての人生をそれに従っ

て生きなければならないことを意味している訳ではありません。

皆さんが地上に存在しているすべての物事を変化させ、学び、そして経験する時、こう

した惑星の影響力は、皆さんがそうさせたように変化します。

皆さんはたった2つの惑星だけではなく、すべての惑星と同調するでしょう。

惑星達は皆さんのエネルギーを平衡させ、皆さんの周波数を引き上げる支援を行うこと

ができますが、しかし、それは皆さんが開かれた精神を保ち続け、惑星の必然性といっ

た先入観に囚われた考え方をすべて排除した場合だけです。

そうです、重要な周波数、皆さんを支援するために結合させることができる周波数が存

在しています。

数多くの皆さんがDNAの活性化と浄化という形でそういった周波数により精通するよう

になっているので、わたし達はそれを確認しています。

癒しと活性化という形として、古代ではどのようにこうした周波数が使用されていたか

を説明させてください。

複数の周波数と霊的交信をしている人物は、エネルギーの経路となっており、この経路

は行うことを必要としていたすべての付着物からそれ自体を浄化できる経路になること

が必要になるでしょう。

物質的な体は、ひとつの経路として、活性化あるいは癒しを必要としている人物を通し

てその周波数が流れることを許す器官となっているため、彼らは物質的な体の内部にあ

りとあらゆる周波数を維持することができるでしょう。

活性化あるいは癒しを必要としている人物は、異なる建造物の内部に存在することにな

るでしょう。



霊的交信者とその人物の間には物質的な接触を持つことはないでしょう。

清澄な結晶質はエネルギーを増幅するために折にふれて使用されるでしょう。

10の法則はここで使うことができます。

こうした結晶質は周波数の鮮明な受信装置になり、その内部には符号化は存在せず、干

渉を受けずに周波数を増幅することに関して完璧に純化されることが必要になるでし

ょう。

一定の活性化あるいは癒しのために、地上のそれぞれの個人のために使用されるひとつ

だけの周波数は存在していません。

それぞれの個人の必要性が異なっているため、常に数多くの周波数との組合せになって

います。

癒しは物質的な耳が聞こえる音響で始められるでしょう。

そこから周波数が上がって行き、皆さんは物質的な耳では聴くことができなくなりま

すが、しかし皆さんの体はそれが不可能になるまで体で感じることはできます。

感じられなくなる時は、その周波数は物質の限界を超えてエネルギーの体に向ってい

ます。

このため、その数を使い、しかし付着物の無い状態で用いながら、この期間に入ってく

るエネルギーを利用してください。

しかしそうしたエネルギーに何をすべきかを伝える代わりに、そうしたエネルギーが必

要としている働きをさせてください。

イシス

Isis

October 9, 2010

Petra Margolis

www.ascendedmasters.org

http://lightworkers.org/channeling/116137/isis-and-number-10

翻訳：森のくま
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地球の次元上昇とわたし達自身の過程についての質問とイシスからの答え

地球の次元上昇とわたし達自身の過程について

の質問とイシスからの答え

Question and answers from Isis as to the ascension of the earth
and our own process.
31 October 2010 - 7:50pm 

ペトラ・マルゴリス

Channeler: Petra Margolis

地球の次元上昇の更新メッセージや他のメッセージの内部の特定の主題について、わた

しは自分が多少の説明を必要としていることを自分自身で感じています。

◇わたし：わたしが幾つか質問をする時間はありますか？

イシス：いつでもどうぞ。

◇わたし：わたしは何処かで、人々はこの惑星、わたし達の地球から追い出されて別の

惑星に行くという話を読んでいます。

わたしがこのメッセージを読んだにもかかわらず、今はまだこれが起っていません。

イシス：地球は始めからこの宇宙の内部に存在してきました。

地球はいつでも人類を支援する唯一の惑星として存在してきました。

地球はこれからも依然として、その光の身体の内部で物質的な地球の現実性を支援でき

るように準備が整えられているため、地球はその光の身体でここに残ることになるでし

ょう。

◇わたし：また、母なる地球は未来の何時かではなく、今、わたし達が次元上昇するこ



とを望んでいる、とわたしはどこかで読みました。

イシス：皆さんは、次元上昇するための大宇宙の光をいつでも所有しています。

他の誰かではなく、皆さんが決定します。もしも皆さんの準備が整っていたとすれば、

皆さんは今それをすることができたでしょう。

地球を支援して待つこと以外の理由は存在していません。

◇わたし：新しい地球上では何が起っているのでしょうか？

わたしは、ある人々は既にそこに存在していると聞いていますが？

イシス：人類のある人々は、夜の間に、あるいは瞑想を通して新しい地球上で働いてい

ます。

また、現在非物質的な世界の内部だけに存在している集団に関しては、支援活動を行っ

ている多くの他の集団が存在しています。

◇わたし：わたし達は他の宇宙から支援を受けていますか？

イシス：はい、そしていいえ、です。

地球上の数多くの人々は他の宇宙の内部に転生しています。

そのため、その事実については、はい、です。

この瞬間に現実的に支援をしている存在に関する限りでは、いいえ、です。

皆さんの宇宙の内部には観察者としてある生命体が存在していて、また他の生命体は邪

魔をするためにそこに存在しています。

これは皆さんの宇宙と人類としての皆さんのためのひとつの過程です。

それが他の宇宙に影響を与えるようになるため、彼らは観察しています。

惑星の次元上昇は以前にも行われていますが、しかしその上で生活している物質的な存

在達は今まで次元上昇したことはありません。

◇わたし：スターシードとは何者でしょうか？

イシス：皆さんすべてが同じ出身の根源を所有しているため、皆さんはすべてスターシ

ードです。



多くの皆さんはここで転生した人間や、他の惑星のスターシード達以前の生涯を過ごし

てきた人間達に声を掛けることになるでしょう。

すべての皆さんがこれまで他の惑星で転生していますが、これが皆さんすべてをスタ

ーシードにしている理由です。

◇わたし：144,000はどうでしょうか？

イシス：144,000は人の数ではなく、次元上昇の過程につながりのある聖なる数です。

◇わたし：愛の意識とは何でしょうか？　

イシス：人類は愛がより高い周波数に属していることを理解しているため、それは意識

内部の変化であり、人類の物の考え方です。

人類がいまだに実現していないのは、想念の変化だけではありません。

内面の探究を通して自分達の根源となる存在を発見するのは、人類の役割です。

自分達の根源となる存在のそれぞれの側面を物質的な現実性に実現すること、そして自

分達自身がそれぞれの周波数内で一体性を経験するために完全に目覚めることを自分達

に許すこと、それも人類の役割です。

愛の意識は、人類が5次元の周波数に移行し、より偉大な理解を受け取ることを可能に

します。

更に遠くまで進むことを選択する人々は、皆さん宇宙の内部で起ることすべてを意識的

に理解することができるようになり、自分達自身の道筋を完全に理解し確認するように

なるため、完全に自由になり、内面のすべての答えを見付け出すことができるようにな

るでしょう。

彼らは自分達の物質的な身体を変化させることに取り組むようになり、また物質的な身

体の宇宙的次元上昇を完了させ光の身体にするために必要なすべてのことを行うように

なるでしょう。

これは個人的な過程になっているので、個人によってのみ成就できるものになります。

数々の指針は利用できますが、しかしその作業は個人によって行われます。

愛の意識に進む人々に関して言えば、５次元に進みます。

彼らはチャクラの開放と浄化と、さらに12のチャクラの実現に関して特定のことを

行い、死を通してではなく、生きている内に惑星の次元上昇を終了することが要求され



ます。

自分の精神の中の存在状態を変化させることが、唯一理性とこころが一致して活動する

状態を実現します。

精神とこころの間のつながりを実現してください。

5次元の周波数の内部では、大宇宙の次元上昇に必要とされる一体性の意識に到達する

ことになるため、より深意識の開放と拡張が起るでしょう。

この意識によって、彼らはどのような周波数であっても愛が存在していることを理解で

きるでしょう。

愛は光の中にあるため、闇の中で存在しています。

ひとつの意識を通して経験された愛は、皆さんが現在物質的な身体の内部で経験できる

ものよりも更に深くより徹底したものになるでしょう。

皆さん自身の根源の存在が一体性です。

愛は皆さんをその一体性の内部のより深い水準に移動させるため、愛は愛の経験から森

羅万象の経験に進むことになります。

彼らは、愛は一体性に到達する手段に過ぎないことを理解するでしょう。

皆さんが内面で経験する一体性という感情と同じように、人類はすべてひとつの存在

です。

◇わたし：完全な意識の覚醒とはなんでしょうか？

イシス：完全な意識の覚醒は、皆さんのエネルギー水準の環境を自覚していることです

。

皆さんは5次元水準で完全な意識の覚醒を経験することができます。

しかしそれは皆さんがすべての水準で起っているすべての物事を認識していることを意

味している訳ではありません。

わたし達が完全な意識の覚醒について語る場合、わたし達は皆さんの存在のそれぞれの

水準での覚醒について語っています。

皆さんの意識は拡大され、あるいは皆さん自身の宇宙や他の宇宙を通して拡大すること

ができます。

◇わたし：もしも皆さんが怖れと別れて愛の周波数の中に存在すると、皆さんは何も心

配するものがなくなると多くの存在達が言います。

皆さんは何もする必要がなくなり、すべての物事が神の秩序の中で正しい場所に納まる



とも言いますが。

イシス：愛の周波数はとても力強いものですが、すべてを変化させるためには充分では

ありません。

愛の周波数の内部に存在することは、皆さんが完全に意識的に自覚していることを意味

していません。

愛の周波数の内部に存在している数多くの人々は、あるいはまた愛の周波数の内部に留

まろうとしている人々は、意識的に現在起っていることを完全に自覚していません。

以前わたしが伝えたように、愛の周波数は皆さんを5次元に連れて行きます。

皆さんが光の身体に変化する場所では、完全に意識的な次元上昇は起りません。

◇わたし：イルミナティとは誰のことですか？

イシス：彼らは啓発された存在であり、すべての水準で完全な意識の覚醒を備えてい

ます。

彼らは常に自分達が支配者でいられるひとつの世界を創造するために、もちろん愛の周

波数も含めたそれぞれの周波数を用いることができます。

彼らは自分達でそういう世界を創り出したいと思っています。

実際に支配している人々は、数多くの彼らの生涯を通して、自覚的な意識の内部に留ま

ることができました。

今すぐにここに現れるひとつの集団という訳ではありません。

彼らは何百万年もの間、ここに存在してきました。

支配している実際の存在達は、小さな集団です。

他の存在達は、彼らの労働者です。

彼らのある存在たちは、皆さんと同じように数多くの生涯をかけて学習してきたため、

多くの水準で覚醒してきました。

ある存在は他の惑星から訪れ、他の存在は他の宇宙の出身です。

その契約は彼らと結ばれました。

そのためもしもわたし達が地球を次元上昇させることができれば、彼らは離れて行く

でしょう。

その時まで、彼らは地球の次元上昇を阻むために彼らの力の範囲内ですべてのことを行

うでしょう。



現在、皆さんは彼らのおかげで大きな進歩を遂げています。

しかしその上多くのメッセージが彼らから発せられているため、依然として支配が存在

しています。

彼らは皆さんと約束を結び、霊的な覚醒の或る程度の水準に皆さんを留めておくために

僅かなご褒美を与えてきました。

◇わたし：地球が次元上昇するためには何が必要なのでしょうか？

わたし達はどれくらいの人々を必要としているのでしょうか？

イシス：わたし達は、宇宙の次元上昇を達成する準備を整えている人々を必要としてい

ます。

地球は自分の光の身体に向かって次元上昇しているため、開かれることが必要となって

いる入り口は、5次元の水準だけではありません。

人々の数は、この時点では不確定であり、わたし達はどの位多くの人々をこの道筋に目

覚めさせることができるは認識していません。

わたし達は、わたし達が現在認識している数よりも多くの人々が必要とするでしょう。

彼らが伝えなければならないものは、その門を開くためのエネルギーだけではなく、地

球と伴に新しい地球の現実性に移動するすべての人類のためのエネルギーになるでし

ょう。

◇わたし：今回はどの位の人々が目覚め、またどの位の人々が実際に大宇宙の次元上昇

の準備を整えているのでしょうか？

イシス：宇宙の次元上昇のための準備を整える必要がある人々の数は、1000名を少し

超えた数です。

この1000名はまだ誰もその準備を整えていません。

彼らは依然としてそのための活動をしていますが、しかし多くの人々が気を散らされて

、また多くの人々がまだ準備を始めたばかりです。

宇宙の次元上昇に全力を傾けている人々は、現在100名ほど存在しています。

◇わたし：今すぐ準備を始めることができるとしても、どの位の数の人々が自覚してい

ますか？



イシス：地球上のすべての光の活動家達は充分準備を始められるだけの覚醒は済んでい

ますが、しかし宇宙の次元上昇の重要性を充分に自覚していません。

多くの人々が依然として愛の周波数の範囲の内側にだけ存在しているからです。

愛の周波数は彼らを引き止める働きをするものになっているため、これは支配体制の一

部になっています。

これは、あなたはイエスを通して神に到達することができる、と人々が語る場合と同じ

です。

彼らは、この世界を変える唯一の方法は、ただ愛を通したものだけだ、と教えられてい

ます。

この世界を変える唯一の方法は、皆さんが完全に霊の中に存在することであり、現在起

っていることすべてを完全に自覚することです。

皆さんのすべての側面を3次元の中で実現するために、皆さん自身を生と死の周期性か

ら次元上昇させる準備をしてください。

これが地球を支援するために必要なものです。

それが皆さんを物質的な世界の制限から移動させることになるからです。

皆さんをより深い一体性の姿に前進させるからです。

この機会によって、人々は新しい地球の現実性の範囲内で新しい教師になることが許さ

れるでしょう。

わたし達は、ただ単にこれから5次元に入って行くものについて認識しているだけでは

ない、それ以上の存在が必要になるからです。

新しい地球の現実性は、生と死の周期性の外に出る方法を認識している教師達を必要と

しています。

それが宇宙の次元上昇です。

皆さんが自分の可能性を制限している限り、皆さんは決して完全に自覚することはない

でしょう。

皆さんは、地上を歩いている高位の熟達者になるために地球に現れました。

そのことを思い出してください。

高位の熟達者は既に宇宙の次元上昇を成就した存在であり、既に生と死の周期性を抜け

出した存在です。

確かに、彼らすべてが生きている間にそれを行った訳では無く、その多くが死を通して

成就しましたが、しかし自分達と伴にその物質的な身体を死滅させました。

イエスの物語が皆さんに明らかにしているように、イエスは自分の物質的な身体を光の



身体に変化させました。

皆さんが同じことをするためにここに存在している理由は、ただより多くの人々が次元

上昇に向かうことになるからです。

皆さんはこの時代に地球の次元上昇のために周波数を引き上げる支援を行っているから

です。

◇わたし：これを信じない人々はどうなんでしょうか？

イシス：彼らは内面に向かい、その答えを見付け出すべきです。

彼らは自分達自身の根源となっている存在に語りかけることを学ばなければならない

でしょう。

彼らは彼らの存在の根源の水準と内面の根源に到達するために、自分達の自覚的意識を

開く必要があります。

それは全存在の内部の感情、経験、そして知識に関するすべてを意味しています。

皆さんは皆さんという存在のより高い部分に到達しているため、皆さん自身を数々の信

念で制限しないようにしてください。

これから起ることすべてを当てにするだけでは、それは起こりません。

すべての物事は皆さんの宇宙の内部で起っていて、それが周波数の引き上げであり、浄

化です。

それはすべて行動です。

光の活動家の多くは地球を支援していますが、彼らの行動がそれを可能にしています。

人類にとってもそれは同じことであり、行動が要求されます。

信頼は行動でなく、把握、あるいは信念です。

これは単なる決定されただけの何かではなく、また皆さんはただ人任せにするためにこ

こに存在している訳でもありません。

皆さんはすべて、その過程に参加するために今ここに存在しているのであり、それはそ

の過程を可能にするために皆さんが行動を起こすことを意味しています。

それを可能にする方法は、それぞれの水準で現在起っているものを認識することです。

その過程が起ることを妨げている影響を無効にすることです。

その争いを無視することは、おそらく愚かな結果につながるでしょう。

これが以前に試みられたことは皆さんすべてが認識しており、今回が26,000年の最初の

周期ではありません。

皆さんは活動するために今ここに存在しています。



そうです、皆さんは5次元に向かう流れに乗ることはできますが、しかしまた皆さんは

その流れに乗って皆さんに可能なすべてのことを行い、完全にこの現実性の外に出て光

の身体に次元上昇することができます。

その計画は他の存在達からもたらされることはありません。

皆さんは、この出来事の計画立案に関与していた集団の一員です。

皆さんは他の生涯において今回の準備を行っており、皆さんがここに存在する前に、そ

の舞台を整えました。

今こそ、皆さんが自分の役割を演じる時です。

◇わたし：愛とは別の感情についてはどうでしょうか？

イシス：皆さんはそうした感情を用いて、それを必要とされる行動に変質させることが

できます。

何か正しくないことが起っていることを皆さんは理解しているからです。

皆さんはそれを目の当たりにして、怒り、あるいは怖れ、または悲しみを感じます。

皆さんは状況を変化させる必要があるものに眼を向けます。

それは怒りやあるいは怖れを基準としたものから、愛を基準としたものに状況を変化さ

せることかもしれません。

多くの感情には多くの理由が存在しています。

多くの人々が愛の状態に存在していながら、実際にこうした感情を感じています。

彼らは皆さんの配慮に何かを伝えるためにその場に存在しています。

◇わたし：もしもあなたが誰かに襲われたらどうでしょう、わたしが言いたいことは、

あなたが通りを歩いているとして、誰かがあなたを攻撃する場合のことですが？

イシス：怖れと怒りの感情は、いつも皆さんが現在存在している現実性の内部にあり

ます。

彼らは、時に守る必要が出てくるため、時々皆さんを守ります。

皆さんは今でも物質的な体という限界の内部に在る3次元世界で過ごすことを愛してい

ます。

皆さんの世界のほんの数パーセントの人々だけが愛の意識の内部に存在しているだけ

です。



怒りは戦争を創り出すものではなく、信念体系の相違が戦争を創り出してきました。

怒りは人々を怒りに対して立ち上がらせ、また皆さんが現在数多くのメッセージを読む

ことができる理由でもあります。

人々は、戦争、支配や信念体系に関する他の多くの物事のために怒りを覚えましたが、

その怒りは人々を支配するためにそこに存在していました。

彼らは怒り、自分達が従属している支配から自由にしてくれる何かを探し始めました。

怒りが有益になる場合があるという言い方は、控えめな表現です。

皆さんは怒りによって不正なものに対する行動を起こします。

もしも皆さんが怒りを感じたら、何処から皆さんの中に現れているか気付く必要があり

ます。

その状況に近付き、もしもみなさんが何かを変えなければならないのであれば、変える

ために何が必要か確認してください。

感情は、皆さんが内面を深く見詰め、何故そのように感じるかを確認するように創られ

ています。

その感情がどんなものでも問題ではありません。

怖れは皆さんに行動を起こさせることができます。

あるいは、行動を起こさない状態に皆さんを留めます。

愛は怖れと正反対でありながら、同じ属性を備えています。

愛も皆さんに行動を起こさせるか、あるいは行動を起こさない状態に留めます。

皆さんは怖れと愛の両方を備えているため、それが一体性の一部を現象化します。

誰かが皆さんを物質的に攻撃する可能性がある場合、皆さん自身で防御する必要がある

でしょう。

皆さんはこうした感情のある部分を使用して、それは皆さんの内面の力に変えることで

、皆さん自身を防御する際にその力が支援することになるでしょう。

皆さんの意識はより高い自覚的意識に拡大しているため、今でも注意が必要になってい

ます。

霊的領域のすべてが一体性という意識の中に存在している訳ではありません。

これは皆さんが怖れの状態に存在しなければならないことを意味している訳ではありま

せん。

皆さんが一体性の状態に移行する時、起っているすべての物事が皆さんの内部と皆さん

の外部に存在している自覚が生まれます。

◇わたし：信頼とは感情でしょうか？



イシス：信頼とは信念であり、感情ではありません。

もしもわたしが皆さんを信頼すると、わたしはわたしの内面で何かを感じることができ

ます。

それは、わたしは皆さんを信頼できますと伝えます。

しかし何よりも、わたしが皆さんを信頼できるということをわたしが信じることを意味

します。

もしもわたしが皆さんについて怖れを感じると、わたしは皆さんを信頼することはない

でしょう。

もしもわたしが皆さんについて愛を感じると、わたしは皆さんを信頼してしまうかもし

れません。

しかし一方で、わたしは絹の舌で語る誰かに騙される可能性があります。

わたしを信頼させ、わたしも彼らが語ることを信じ、すべての答えを持っているように

見えるので、彼らが語っていることを信じてしまう可能性があります。

◇わたし：わたしは、次元上昇は何時でも起こっていること、わたし達は自分の自覚的

意識、自分の意識を拡大していること、わたし達の周波数を引き上げていること、これ

らがすべて次元上昇であることを理解しています。

イシス：そうです。皆さんは意識的に次元上昇しているため、そうした現象すべてが次

元上昇です。次元上昇は上に移動することを意味しています。

それは休むことなく故郷に戻って行く進化の過程であり、一体性に向かってより深く入

り込んで行くことです。その間に周期性の終了があります。

惑星の次元上昇や宇宙の次元上昇のようなものです。

その進化の過程の範囲内でひとつのサイクルを終えている現時点の地球のようなもの

です。

惑星の次元上昇と宇宙の次元上昇の完了は、物質的な体の内部で行うことができます。

皆さんは物質的な身体から今でも次元上昇していて、これから他のサイクルの完了が起

るでしょう。

それは、皆さんの内面の一体性への帰還、そしてこの一体性のより深い水準に気付く

こと、そのすべての部分になっています。

皆さんが物質的な体の内部で経験できる一体性は、皆さんが霊の内部で経験できる一体



性のほんの一部です。

皆さんはすべての人々がひとつであることを認識できますが、しかし皆さん人類のすべ

ての水準で、皆さんはまだこの一体性を経験していません。

もしも皆さんが経験していたら、皆さんは言葉による意志伝達をする必要はなかった

でしょう。

皆さんは、おそらく地上のひとりひとりの想念と感情を認識するようになるでしょう。

◇わたし：ありがとうございました。

イシス：皆さんは内面のそれぞれの現実性の可能性を探究しているため、すべての物事

は皆さんの内面に存在しています。

一体性の内部で、わたし達はつながっています。

わたし達は根源の内部に存在しているため、わたし達は数多くの宇宙の内部でひとつの

存在です。

イシス

Isis

October 31, 2010 
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12-12、そしてクリスマスの12霊

12-12、そしてクリスマスの12霊
12-12 and The Twelve Spirits of Christmas

11 December 2010 - 8:22pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

12-12とクリスマスの祝祭に近付くにつれ、わたし達はこの新しい玄関口とその創造主

とつながったクリスマスのエネルギーについての幾つかの情報を皆さんに提供したい

と思っています。

クリスマスと12-12の門という12の霊は、皆さんの地球での奉仕であり、今ここでこの

使命として皆さんを支援するために存在している数多くの霊とのつながりを意味してい

ます。

12 の霊は今ここで、皆さんが内面に向い、ひとりの創造主とつながるクリスマスとい

う存在として生きる新たな道に向かう新しい扉を開くための方法を支援しており、それ

は創造主とつながったクリスマスとして存在しているだけではありません。皆さんの周

囲の人々と調和して生きるという新しい道です。しかしより重要となるのが、皆さん自

身の存在と調和することになります。

今という時期は、皆さん自身という存在に役立つことが重要になります。皆さんに役立

つことが自然な方法として他の人々に役立つことになるからです。

皆さんの内面の12のクリスマスの霊とつながり、皆さんの中で与え、受け取り、皆さん

自身に贈るひとつの存在になり、また皆さん自身から受け取る存在になり、皆さん自身

に完全に役立つ存在になることです。それは、皆さんがその内面でこうしたことが起こ

ることを許しているからです。

皆さんの真の自己により近付いているこの時期において、皆さんの内面の12の霊は、皆



さんが皆さん自身に与える贈り物です。

12の霊は、皆さんに今までなおざりにされてきた部分を気付かせます。時に価値が無い

と感じられる部分であり、皆さん自身の内面で愛される必要がある部分であり、そして

皆さん自身から注がれる愛を必要としている部分です。

今年のクリスマスの時期は、皆さん自身に贈り物をすることが重要になります。何故

なら、そうすることで皆さんがこころからの贈り物に気付くことになり、それは皆さん

自身の内面に存在していて、そこから、皆さんはこころから他のすべての人々に贈り物

をすることになるからです。

ご存知のように、クリスマスは贈り物をして、また贈り物を受け取る時です。しかし皆

さんは自分自身で皆さん自身の必要性について考えるよりも他の人々についてより多く

のことを考えているのですから、受け取るよりも贈る方が多くなります。

皆さんの要求は重要であり、こころという天稟は、皆さんの内面のそうした要求に言葉

をかけます。

数多くの物語が存在していますが、しかしそのひとつは誕生についての物語、新しい方

法についての物語です。その物語が、皆さんの内面で皆さんを待っているすべての贈り

物を受け取ることを、皆さん自身に許すことになります。皆さんが皆さんの内面の贈り

物になることができるすべてのことを許してください。

イシス

Isis

December 10, 2010

Through Petra Margolis
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何故わたし達の宇宙は暗いのか？

何故わたし達の宇宙は暗いのか？
Why is our universe dark?
12 December 2010 - 6:27pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

ようこそ、今日のような日は、すべてが普通より何か少し暗いように感じられますが、

わたしは闇の中で皆さんにある光を提供したいと思います。

宇宙はその闇と伴に輝く恒星達で満ち溢れています。

星達は暗闇の中で輝いていますが、しかし皆さんが星達を確認し、星の光を確認する時

、そのいくつかのものは星ではなく、その周りの光を反射している惑星です。

太陽によって照らされている皆さんの月のようなものです。

こうした星達の中には、その光が長い間皆さんの宇宙の内部を移動するため、その光を

輝かせていていないものもありますが、そういった星達は消え失せて、闇になってい

ます。

宇宙内部の闇は、光が確認されることを許しています。

それは、闇が光ではないことを意味しているのではなく、何時如何なる場合でも光とし

て存在することを光に許すことを意味しています。

さて、光とは何でしょうか？



光はありとあらゆるものであり、闇であり、闇の中での反射でもあります。

皆さんは皆さん自身がより光り輝くようになると理解していますが、しかし多くの人

々は、自分達に本当に光を理解することを許していないため、光の反射でしかありま

せん。

ほんとうの光は、まったく光ではありません。光を確認できるようにする闇です。

闇とは何でしょうか？

闇はありとあらゆるものであり、光を含めたあらゆるものです。

このように考えてください。黒という色はすべての色を吸収します。白という色はすべ

ての色を反射します。

皆さんが光だと確認しているものは、皆さんの内面のほんの一部の反映に過ぎません。

皆さんがあえて万物の中に闇を確認する時、皆さんは皆さんの内面に存在している光に

なります。

人類としての皆さんが人間の世界の内部でそれを確認する方法として、ここでわたし達

はそれを闇と光と呼びます。

わたし達の世界の内部では、無数の色彩が存在し、またわたし達は根源とより近いつな

がりを持つとき、こうした色は、すべてが一緒に混ざり合い、その内部にすべての色彩

を秘めた最も美しい万華鏡になるまで、透明性を高めて行きます。

皆さんがほんとうの皆さんとして自分自身を理解する時、皆さんは皆さんの内部に宇宙

を見つけ出すことになるでしょう。

星達は、皆さんの内面の闇の中で輝いています。



皆さんがその自覚的意識を拡大させて皆さん自身の内部にすべての物事を確認する時、

皆さんは皆さん自身がこうした宇宙になっていることを確認するでしょう。

さて、どのようにしてこれを皆さんの世界に今すぐ適用するのでしょうか？

光になる必要がある、光を送る必要があると考えている数多くの人々は、自分自身で光

本来の姿を確認することを許していないため、単に光を反射しているだけです。

人間は、闇の中で自分達を照らし出すことによって、自分たち自身の本当の部分を確認

することができます。彼らは、自分の内面に存在するそうした場所に気付いてきません

でした。それは、彼らは闇が内面に存在することを許さず、闇の中で星達を輝かすこと

ができないからです。

皆さんが闇を追い払う時、皆さんは皆さん自身を追い払っています。皆さんは宇宙の内

部の皆さん自身の存在そのものを否定しています。

わたし達が話題にしている闇は、いわゆる否定的なエネルギー、あるいは闇の存在達で

はありません。

否定的なエネルギーは、そのエネルギーが用いられてきた方法から否定的と呼ばれてい

るだけで、闇とまったく同じ光を持っています。

否定的なエネルギーは現在一列になって流れてはいませんが、しかし神聖なる流れに

逆らって進もうとしています。

ありとあらゆる存在は、エネルギーを利用することができますが、その使い方は個人的

な選択に委ねられています。

わたし達はすべてわたし達自身の選択肢を所有しています。わたしでさえ、ここで霊と

して存在しています。

神聖なる流れは数多くの存在達によって遮られることもあり、またこうした存在達は光



として理解される可能性もありますが、彼らは単なる光を反射している熟達者に過ぎま

せん。

彼らは光を反射する鏡に囲まれていて、これが、皆さんが確認しているものです。その

光は目が眩むようなものですが、しかしそれはまた彼らが誰なのかを皆さんが本当に理

解することを妨げています。それは、彼らの意図は時に神聖なる存在と一致していない

からです。

彼らがその羽の音を鳴らしている時、鏡の幾つかが壊れ、そのエネルギーは時に不穏で

、否定的で、破壊的に感じられます。

彼らの鏡は今後も皆さんが確認することを妨げることになり、そのため皆さんが確認し

ているすべてのものは、彼らが反射している光です。

彼らは確認されることを望まず、真実を前進させないことでそのことを明らかにする

でしょう。彼らは透明性を許すことはなく、皆さんが彼らとその鏡を確認させないよう

にするでしょう。

数多くの人々はこのような存在達によって騙されています。それは、数多くの存在達が

その内面の闇を許して自分達の真実の自己を輝かせてこなかったからです。

彼らは反射している光を確認できるだけであり、依然として自分自身の闇の内部の真実

の光について学ぶ必要があります。

真実の光は、愛だけではなく、皆さんがおそらく神聖なる存在の恩寵の内部で存在する

ことができるすべてのものです。

内面に存在し、皆さんの外部のすべてのものに存在している万華鏡です。

それは皆さんがどれくらいの光を保有することができるかではなく、真実の光が内面に

現われるようにするために皆さんがどのくらい闇を許すことができるか、という問題

です。



それは愛と許し、憎悪、怒りあるいは恐れについての問題ではなく、他の人々に皆さん

とその内面の本当の光を理解させることです。

それは皆さんの内面に、皆さんの本当の存在のすべての部分に存在している真実につい

ての問題です。それは単に皆さんのこころだけではなく、ひとりの人間として霊の中で

存在している皆さんのすべてを意味しています。

すべての人々がそれぞれの内面に存在する神性という真実の光を確認できるようになる

ために、ありとあらゆるものは、闇によって輝かされている、ということが真実です。

イシス

Isis

December 12, 2010

Petra Margolis
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明らかにされる結晶質の頭蓋

明らかにされる結晶質の頭蓋
The Crystal Skulls manifested 
15 December 2010 - 3:59pm

ペトラ・マルゴリス

Channeler: Petra Margolis 

レムリアとアトランティスの時代に地球が破壊された当時、アトランティスで最も巨大

な結晶質のエネルギーを保存するために、13人の女性祭司が集まりました。

その破壊以前の地球の歴史がその結晶質の中に配置され、女性祭司により12の部分に分

けられて、その結晶質の頭蓋が姿として明らかになりました。

13番目の頭蓋は13番目の女性祭司が保有しました。

13番目の頭蓋はその姿を決して明らかにされることはなく、そのエネルギーは現在まで

この女性祭司により維持されてきました。

その破壊の間、地球の時系列は分割され、3番目のものがその中心となるようにわたし

達の時系列が形成されました。

外側の時系列、アトランティスとレムリアは、周波数が変換され、そのエネルギーは、

結晶質の爆発とその時系列のエネルギー内部で造り出された亀裂のために、皆さんの宇

宙のいたる所に拡散しています。アトランティスとレムリアといった時系列を修復する

ための作業が、現在まで続けられています。

その時系列はほとんど完成していて、皆さんの時系列と融合する準備を始めています。

結晶質の頭蓋は、その爆発の前後から地球の歴史を保存していますが、今後より活発な



ものになって行くでしょう。

現在、その幾つかが既に地上に存在しますが、この時期にすべてを地上に存在させるこ

とは余りにも危険性が高いため、あるものは模型になっています。

13番目の頭蓋は依然その女性祭司によって保有されています。

わたし達は皆さんに、何が本当に起こったのか、そして起ったことすべての背後に存在

している想念について、より詳細に伝えたいと思います。

地球は爆破の時に自分の次元上昇のポイントに近付いていて、ある存在達がこれを妨げ

ようとしていました。

彼らは、地球を縦横に貫いている結晶質のグリッドを含めて他のすべての結晶質を占有

していました。

アトランティスで最も巨大な結晶質とつながっているすべての結晶質とそのグリッドは

、彼らの支配下にありました。

彼らは地球と地球上の存在達の支配を強化するために結晶質の力を利用し始めていた

ため、アトランティスの結晶質から引き寄せられたエネルギーが過剰負荷の状態に陥り

ました。

アトランティスの結晶質は根源のエネルギーによって稼動しており、地球の次元上昇の

ための経路が開いている必要がありました。

地球の次元上昇は結晶質と結晶質のグリッドを制御していた者達の計画に入っていなか

ったため、彼らは実際にアトランティスの結晶質を物理的に取り除こうとしました。

ある計画が母なる地球の支援と伴に創り出されました。地球は自ら留まって自分の地表

上に存在している人類を支援し、人類が自分達の原初の根源としての自己に戻る方法を

見つけ出すために必要となる時間を与えるように前向きに取り組んでいました。



この結晶質は根源のエネルギーによって稼動していたため、ご想像の通り、地上で最も

強力なものであり、その当時ひとりの女性祭司を除いて物質的な手で触れることができ

ませんでした。

しかし一方で、霊には死は存在していないとはいえ、それはまさに女性祭司の物質的な

身体の死を意味していました。

女性祭司達が結晶質の周りに集まり、その内のひとりが巨大な結晶質の真下に立ち、こ

ころと王冠を通じて他の女性祭司達とつながりました。

その瞬間でさえ、物質的に結晶質に侵入しようとする者達がいましたが、女性祭司達は

結晶質の力で満たされていたため、彼らは何もすることができませんでした。

結晶質のエネルギーは12人で分割され、知性とこころの中に記憶が維持されているため

、そのエネルギーはこころに移動する前に女性祭司達の物質的な頭の内部に集められて

いました。そして結晶質の頭蓋が12人の女性祭司達の手の中に現れたのは、そこから手

の方に移動したからでした。

そこから、結晶質の頭蓋はより高い次元の安全な場所に移されました。地球に戻る時が

訪れるまで、頭蓋はそこに隠されました。

結晶質の頭蓋とそのエネルギーは、13番目の頭蓋型の結晶質の力と結合されました。そ

の力は地球の次元上昇のための経路を開く際の支援に必要となるものでした。

またそこには、地球と地表の人類の次元上昇の過程について、頭蓋内に保存されている

情報が付け加えられました。

現在のこの時代において、地球の次元上昇の準備が既に始まっていて、この通路はかな

り巨大なため、もしも人類が必要とされる周波数に到達することができれば、人類は地

球と伴に移行する機会が存在しています。

地球と伴に次元上昇を選択しなかったすべての人々のために、皆さんが今現在存在して

いる時系列が存続することになるでしょう。彼らもより高い次元に移行することになる



でしょう。

爆発前の地球は7次元の周波数の中に存在していて、皆さんの時系列として続いていた

時間は7次元の周波数でした。ですから、ご存知のように、人類と地球は長い時間をか

けて、遥か下の次元まで降下してきたことになります。ひとたび5次元の周波数の中に

引き上げられると、人類はより多くの理解を受け取り始めることになり、そのより高い

次元の周波数への移行はより簡単なものになるでしょう。

数多くの人々は、転生する前に地球と伴に移行することを選択しておらず、ただ5次元

の周波数に移行することだけに同意してきたことを忘れないでください。しかし一方で

、わたし達は地球の次元上昇に近付いているため、この時代にはひとつの選択肢が存在

しています。

現在より多くの情報が必要とされていますが、とりあえずわたしはここで皆さんとお別

れすることになります。しかし、わたし達は後でそれをお伝えすることになるでしょう

。

イシス

Isis

December 5, 2010

Petra Margolis
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思い出す旅

思い出す旅
A Journey to Remember 

18 December 2010 - 6:07pm

ペトラ・マルゴリス

Channeler: Petra Margolis 

皆さんは数多くの方法で皆さん自身を確認できますが、しかしその始めにおいて皆さん

はひとつであり、そして最後もひとつです。

皆さんはすべて同じ一体性から存在するに至り、そして皆さんはすべて同じ一体性に帰

ることになるでしょう。

その間の旅は、それぞれに固有のものです。

その旅は、皆さんがここ地球上に存在しているということであり、これほど多く地球上

に転生してきた理由でもあります。

皆さんが地球上に転生してきたように、皆さんはまた、この宇宙と宇宙を超えた他の数

多くの惑星に転生してきています。

その旅は探査を目的としたものであり、確認できるものと確認できないもののすべてを

探査することが目的です。

創造できるものと明らかにすることができるすべてのもの、創造されたものと明らかに

されたすべてのものです。

ある山を登ることであり、皆さんの前に聳えるより高い他の山を確認できるようにする

ことであり、さらにその山にも登るようになることを認識することです。



ですから、皆さんはその道を下り、あるいは急降下し、そして皆さんは次の山を登り

ます。

皆さんはすべて自分自身の探査の旅の途上にある固有の存在です。

皆さんはこうした山々や渓谷を探査しているため、皆さんは皆さんという存在のすべて

を発見することになるでしょう。

その探査は決して止むことはありません。創造と発現の内部に在る探査の可能性や新し

い可能性の発見は、無限です。

皆さんは今ここ地球に存在しているため、一体となって働く必要があり、ある人々は豊

富に所有し、別の人々はそうではありません。

顕在化はすべての皆さんを伴にひとつの存在としてつないでいるエネルギーの内部で行

われているのですから、それぞれの人がその人自身でそれを創り出さなければならない

と考えることは、思い違いです。

皆さんが所有している豊かさと、その豊かさを他の人々と分かち合うことに対する責任

を取るのは、この部分です。

豊かさはお金だけを意味している訳ではなく、それはまた皆さんが他の人々について認

識し、感じ、理解するものを、真実と思いやりに溢れ、しかしまた皆さん自身と他の人

々に誠実な方法で共有するという他の部分を必要としています。

もしも皆さんが、自分が誰であるのか、何を感じ何を考えているかを表現できないとし

ても、その豊かさを分かち合い、エネルギーの一体性の内部でつながっていると感じ始

めることに理由など存在していません。

その豊かさの内部で、一体性の法則という神聖なエネルギーの流れの内部の神聖な目的

の中で、すべての物事は流れています。



世の中には自分達の知識を共有している数多くの人々が存在し、皆さんはこの知識を受

け取っているという豊かさの流れの中で何も送り返していないのですから、この知識を

ほとんど受け取っていることになります。

皆さんは現在、すべての知識を受け入れる必要がありますが、しかし皆さんは知識を受

け取り皆さんが内面で感じ、考えるものを共有しているのですから、その知 識の流れ

という豊かさを共有し始めます。共有することによってより多くの内面の知識に気付い

てきたのですから、より多くの知識が入ってくるようになるでしょう。

数多くの人々はその存在している知識を提供している人々を確認します。その知識は誤

りか正しいかのどちらかであり、あるいはその中間に位置しているものかもしれません

。

それは大切な問題でしょうか、そして何故皆さんはそれが皆さんのための方法であると

考えるのでしょうか？　皆さんは何故何かが正しいあるいは正しくないと考えるのでし

ょうか？　皆さんが誤りあるいは正しいと気付く時、皆さんの内面でどのような知識が

利用できるようになりますか？

地球の探査の旅は、皆さんの内面の知識の流れという豊かさの中で利用できる知識に気

付くことがすべての目的ですが、しかしまた皆さんはそのエネルギーの内部でつながっ

ているのですから、皆さんの周りの世界について気付く旅でもあります。

豊かさは依然として霊的存在としての数多くの人々の共通の視点と想念体系になってい

るため、これはすべての豊かさがどのように流れ始めるようになるかという問題です。

皆さんは豊かさを明らかにしなければならないか、あるいは豊かさを求めることを許さ

れていないかどちからです。彼らは自分達が受け取るに値するも のの一部を通して現

れている知識を熟慮しているからです。また豊かさは彼ら自身の考え方と一致していな

いため、彼らは実際に知識の流れを避難することになるでしょう。

皆さんに値するものは、豊かさという流れの一部になっているものです。



そして皆さんはより多くの豊かさという流れを受け取っているのですから、どのような

領域であれ、皆さんは当時関連していた豊かさという流れの一部を共有し始めることが

できます。

それが旅の目的であり、他の人々がその経験と知識という豊かさを共有するにつれて、

皆さんは、より多くのことを学ぶことができるのですから、この旅を他の人々と共有す

ることは折に触れて大きな利点になります。

それぞれの旅は固有なものであるため、皆さんは自分自身が固有の方法で分かち合い、

固有の方法で探査し、固有の方法で知識を発見し、固有な方法で豊かさを分け与えてい

ることに気付くことになるでしょう。

皆さんは始めと終わりが同じ旅を共有している固有の存在ですが、しかし、その中間の

すべての物事は皆さんのもの、皆さんひとりのものであり、しかしその旅の豊かさを共

有することは、その旅を回想の旅にすることになるでしょう。

イシス

Isis

December 17, 2010 

Petra Margolis
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光の活動家は自分達の周りが闇のように思える時に何をするのか？

光の活動家は自分達の周りが闇のように思える

時に何をするのか？
What does a light worker do when the world seems dark

around them?
19 December 2010 - 9:59pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

皆さんは光の中により多くの闇が現れていることを、あるいはわたし達が理解している

ように光によって輝いていることを理解しているのですから、これが今日の主題になり

ます。

数多くの人々が闇を確認しています。そしてそうした人々は聖なる存在でありながら、

自分達の周りの世界の中で不均衡をもたらしているため、この闇を怖れています。

いろいろな意味で平衡の崩れた三次元の世界の中で、光の活動家は愛に満ち溢れ、平和

に留まらなければならないという事実を考えているのですから、当然彼らは平和と愛に

溢れている世界を確認したいと思っています。

数多くの光の活動家達が、光の活動家達とは自分達の周りの世界を変化させる存在にな

る必要があるというこの教えに基づいて、自分達のための現実性を創り上げてきました

。

時にこれが、光の活動家の内部ではなく、彼らの周りの世界に必要とされている実際の

平衡をもたらす実際の過程を妨げることが有り得ます。

もしも誰かが皆さんが同意せずに皆さんが排除の対象としているあることを行うと、何



が起るでしょうか？

皆さんは皆さんが考えていることや、他の人々に彼らから何も学ぶことは無いことを伝

えていないのですから、彼らは皆さんが彼らに同意していないことを認識せず、また自

分達の方法を変えることはないでしょう。

そうです、時に彼らは皆さんが小言屋か、あるいはうっとうしい人、あるいは狂人と考

えることになるのでしょうが、しかし皆さんが皆さんの感情や考え方をはっ きり伝え

る限り、それは彼らの知性、彼らの意識と無意識の存在に届き、彼らがそれを好きでも

嫌いでもそれを用いることになるでしょう。

自分達は皆さんが気に食わないといったことを誰かが皆さんに伝えている時に、それが

どれ程長い時間になってしまうか、あるいは皆さんの内面で手間取るか、皆さんは気付

いてきたでしょうか？

今は闇を光り輝かせる時であり、闇は皆さんが対立しなければ現われることはありま

せん。

闇は、皆さんがそう考えているものです。

闇とは、つまり皆さんが他の人間の内部の否定的な部分だと考えているものです。

皆さんすべてがそれを持ち、これらは否定的な側面と呼ばれ、皆さんは皆さんが望む限

り自分はそんなものは持っていないと言うこともできますが、人間の身体の中に入って

いる人間として、皆さんはいわゆる人間存在の否定的な側面と呼ばれているものを回避

も無視もすることはできません。

皆さんは平衡の取れる場所を見つけ出し、何時行動するかあるいはしないかを認識する

ことができます。

しかし、光の活動家として皆さんは留まらなければならないため、沈黙は誤解を生じる

ことになると伝えるしかありません。



イエスはひとりひとりの人間の心性と霊的な心性を認識していたために、決して沈黙を

守ることはありませんでした。

彼は自分の真実を伝えました。そして言葉は平衡の取れた場所から現われるのですから

、皆さんは皆さんの真実を伝えることができます。

平衡が取れないという感情は別に何も悪いものではありませんが、しかし皆さんはひと

りの人間として平衡が取れない状態を感じることが許されています。そして皆さんの人

間としての存在がすべての物事の可能性の内部で平衡を見つけ出す学びの場としてそれ

を認識する時、その学びは現われます。

人間と霊というひとつの存在として、皆さんのすべてが明らかになることを許すこと

によって、皆さんは人間を承認します。そしてこれが人間の肯定性といわゆる否定的側

面を意味しています。人間とそのすべての側面を受け入れることによって、皆さんは皆

さんの日常の生活の中で人間がより霊的になることを許します。

皆さんは3次元の人間的な環境という人間としての世界の中で生きているのであり、し

かも皆さんは皆さん自身の人間存在から始めてこの世界を変化させることができます。

しかしまた皆さんはまた、人間という存在がより霊的になり、こうした視点から表現す

ることを許すことによってこの世界を変えています。

すべての霊的指導者達が沈黙を守っていたら何が起きるでしょうか？

皆さんはおそらく霊性やこのメッセージでわたし達が議論しているすべての物事を何も

認識していないことになるのですから、何も起ってこなかったでしょう。

皆さんは依然としてひとりの人間として存在することになりますが、しかしもしも霊的

指導者達が沈黙を守ってきたら、皆さんはおそらく光の活動について認識してこなかっ

たでしょう。

わたし達は霊的指導者として沈黙を守ることはしません。わたし達は真実を露にするた



めに今ここに存在しています。

そして皆さんすべては霊的指導者になっているので、皆さんは真実を明らかにします。

これは沈黙によっては行われません。

それは平衡の取れた視点からの皆さんの表現によって行われますが、しかし依然として

光を受け継ぐために必要となる闇も表現しています。光と平衡を取れるようになるた

めに、そして皆さんの内面と皆さんの周りの世界に平衡をもたらすために、闇は光を必

要としています。

皆さんはすべていろいろな方法でこれを経験しているところであり、闇がその平衡を見

つけ出すように皆さんが励ましているのですから、霊としてのわたし達ひとりひとりが

感謝しています。

数多くの物事が皆さんに隠されてきました。それは、皆さんのほんとうの存在の記憶

をまったく持たずに人間の身体の中に入ることによって、自分自身でもそれを隠してき

たからです。

今はそれぞれの状況において覆いが取り除かれる時であり、それはただ霊的にだけでは

なく、皆さんの3次元的な現実性の中においても行われています。ここは人間としての

皆さんが霊的指導者になってきた場所であり、皆さんがその本当の姿について、皆さん

自身という存在に真実をもたらしてきた場所になります。そして皆さんはその本当の自

己をこの3次元の現実性に発現させて地球の現実性を変化させ、起ってきたもの、そし

て依然として起っているものの内部で平衡を実現 しています。それは皆さんが、この

世界の現実性を変化させ、すべての人間存在のためのそれぞれの水準で十分な豊かさを

実現する世界にしているからです。

これが光の活動家というものであり、長い間闇の中で存在してきた世界に、真実と平衡

をもたらします。

イシス



Isis

December 19, 2010 
Petra Margolis
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皆さんの一時的な故郷ともしもわたしが夭折したら

皆さんの一時的な故郷ともしもわたしが夭折し

たら
Your Temporary Home and If I Die Young 
7 January 2011 - 4:52pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 

This is our temporary home.

http://www.youtube.com/watch?v=if7CZF_ycWQ

If I die young

http://www.youtube.com/results?search_query=if+i+die+young+the+band+perry&aq=1

ペトラ：

わたしは何曲かの音楽を聴いた時、この2つの歌が互いに隣り合わせで流されました。

わたし達が2012年に向かう際に何が起っていて何が起ることが必要なのかを考え続けて

いた時だけに、ふたつの歌がわたしにとって非常にしっくりと感じられました。

わたし達はすでに2011年を迎えていて、2012年は来年になり、以前はかなり先のように

感じていましたが、現在はもうすぐそこに近付いています。それに もかかわらずかな

り不安定に感じられ、またその変化が生じるためになり多くのことが起るよつようが

あり、わたし達すべてが深くそう望んでいます。

わたし達はひとつの変化を期待し、わたし達すべてが多くの異なる方向に目を向けてい

ます。そのため、今は、わたしは起る必要があるすべてのもの、そして今年をある種の

変化のひとつにするために起り得ることを今すぐイシスに尋ねるべきだと考えました。

そのため、今はわたし達が何をすることができるか、イシスに尋ねる時だと決意しま

http://www.youtube.com/watch?v=if7CZF_ycWQ
http://www.youtube.com/results?search_query=if+i+die+young+the+band+perry&aq=1


した。

イシスです。

I am Isis.

皆さんが2011年の新年のエネルギーに移行している時に、ふたたび皆さんとここで過ご

すことは、とても嬉しいことです。

わたし達は2012年という年に近付いているため、メッセージはより力強いものになって

行くでしょう。そして皆さんは皆さん自身のために数多くの変化を始めなければならず

、また皆さんは、この世界の変化を可能にする変化そのものであることを認識する必要

があります。

わたし達はこれまでのかなりの期間、大宇宙の次元上昇について伝えてきました。わた

しは皆さんの質問のひとつが、今人々はどのように始めることができるか、大宇宙の次

元上昇を成就させるためにこれほど短い期間しか残されていない、というものであるこ

とを認識しています。

歌の歌詞のように、それは最初から始まっていて、この世界は皆さんの一時的な故郷で

あり、皆さんの身体、地球、この宇宙であっても、そのすべては皆さんの一時的な故郷

です。

多くの人々が依然として何として存在し、何になり、何をすべきか、そしてこれをどの

ようにするかということについて答えを期待しています。このため、これは多くの人々

にとって充分に理解されているようには思われないひとつの認識です。

答えはいくつかのメッセージを通して現れていますが、しかしそのほとんどが、今は皆

さんの一時的な故郷について意志決定すべき時である、という事実に対応していません

。

これは、皆さんは皆さんの一時的な故郷の中に留まるという意志決定を行うこと、ある



いは皆さんの一時的な故郷から先に進み、皆さんの本当の故郷に向かう意志決定を行う

ことを意味しています。

皆さんの本当の故郷、皆さん自身の存在、皆さん自身のエネルギー、皆さんが万物と一

体となって存在していることです。

これは一時的な故郷についての歌のすぐ後に聴いた他の歌と一致しています。もしもわ

たしが夭折、若死にしたら、です。

もしも皆さんに残されている時間がもう一年だけしか無いとしたら、この変化が起きる

のがあと一年だけだとしたら、どうでしょうか。

皆さんは何をしようと思いますか？

皆さんは世の中に存在しているメッセージを頼りにすることはできますが、しかし、そ

れは本当に必要とされている変化をもたらしているのでしょうか？ その通り、いくつ

かの変化は起っていて、より多くの人々が目覚めているように思われますが、しかし彼

らは皆さんに残されているこの1年でこの変化を起こすために充分に目覚めているの

でしょうか？

多くの人々がこれを認識せず、皆さんはこれまでのかなりの期間これを探し求めてきた

ので、これがわたし達をもうひとつの主題に運びます。

変化を試みることを許さず、変化を阻む選択をした人々の影響力です。わたしは別のメ

ッセージの中でこれを取り組むことになるでしょう。

母なる地球は次元上昇することを必要としていて、単純なことながら、人間としての皆

さんは皆さんの一時的な故郷である人間の身体の内部に存在し、母なる地球という一時

的な故郷で皆さんは生活しています。

皆さんは変化を起こすために進んで何を行おうとし、何処まで行こうとしているのでし

ょうか？



皆さんは、母なる地球をその道筋の上で支援するために、困難な選択をする準備が整っ

ていますか？

皆さんは皆さん自身を支援して、一時的な故郷を超えて移行するために困難な選択をす

る準備を整えていますか？

一度皆さんが皆さんの意志決定を行うと、皆さんはその選択が困難なものではなく、皆

さんが直面してきた選択は最も簡単な選択であることに気付くようになるでしょう。そ

れは皆さんが最初の選択を行い、変化を引き起こすための最初の一歩を踏み出す時、皆

さん自身の存在が皆さんの道筋を整えるようになるからです。

今後より多くの選択肢と段階が存在するようになりますが、しかし皆さんが内面を信頼

するのであれば、皆さんは正しい道筋を見付け出すことになるでしょう。

その意志決定をする時は今です。良かれ悪しかれ、より多くの変化が皆さんの目の前に

現れるほど、わたし達はより2012年と母なる地球のための次元上昇の瞬間に近付くこと

になります。

皆さんはこのための準備を整えてきました。そして皆さんは準備状態から活動状態に移

行しなければなりません。

変化は活動を必要とし、活動は変化を必要とします。

これについて考える時間を取ってください。もしも皆さんが夭折してしまうとすれば、

皆さんは皆さんが望んでいたすべての物事を行いましたか？

完全に充実した人生を送り、皆さん自身の生命の内部に変化を起こすことです。

本当に皆さんの一時的な故郷について、そして皆さんはこの故郷を超えて移行すること

を望んでいるのかどうか、考えてください。



今はこの意志決定をする時です。ですから、今はわたし達が2012年に近付いて行く時に

なります。

皆さんはこれを信じることも、信じないこともできます。もしも皆さんが信じないので

あれば、それについてこのように考えてください。もしも皆さんに残されている余命

がたった1年しかないとしたら、皆さんは何をしようとするでしょうか？

皆さんの内面の答えを見付け出し、皆さんが完全に充実した人生を送ることを可能に

する、皆さんの内面で必要とされている変化を起こすために、皆さんはできる限りのあ

らゆるものをしようとするでしょうか？

それとも、皆さんは依然として、どのようにすれば皆さんが充実した人生を送ることが

できるか他の人々からの答えや支援を待ちますか？　彼らは皆さんが充実した人生を送

るためにどのような援助をすることになるのでしょうか？

この世界は皆さんの一時的な故郷であり、もしも皆さんが夭折するのであれば、皆さん

は完全に充実した人生を送り、皆さんがそうなるように、あるいはそうならないように

望んだ方法で、皆さんの人生を送るために必要な選択をした、と皆さんは感じるように

なるでしょう。

わたしはここで皆さんを支援しています。 

イシス

Isis

January 7, 2011
Petra Margolis
www.ascendedmasters.org
www.cosmicascension2012.com
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煙と鏡、何が本当に起っているのか？

煙と鏡、何が本当に起っているのか？
Smoke and mirrors, what is really happening? 
8 January 2011 - 10:43pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 

Isis on smoke and mirrors, what is really happening?

ペトラ：

このメッセージを書き留める準備をしている時、わたしが見ていたテレビの大ニュース

として、新年早々、世界中でおそらく何十万羽の鳥が墜落していることが取り上げられ

ていました。そしてわたしは誰かがわたしに送ってくれた年末前に起っていた奇妙な地

震性の出来事についてのユーチューブ動画を思い出しました。

http://www.youtube.com/watch?v=LE71HZVtU5E&feature=player_embedded

さて、これはわたしが何回か幾つかのクラスを開いていた時に送られてきたもので、わ

たし達は何故これほど多くの人々が依然として目覚めていなのか、何故これが起ってい

るのかという事実を検討していました。

実際に何が起っていて、地球上のほとんどの人々に影響を与えているように思われる数

多くの出来事について、わたし達は、わたし達自身の根源となる存在によって導かれて

きました。

わたしが内部情報を入手してわたし自身のために後でそれを見るのが好きなように、イ

シスは何が起り、それが何故なのかを説明する上でとても役に立つことをわたしは認識

していました。

http://www.youtube.com/watch?v=LE71HZVtU5E&feature=player_embedded


そしてテレビを見た後、わたしはそれが鳥や魚が死んだだけの話しではないことを理解

します。

タンパ空港は、地球内の磁気の移動によって方位磁石のズレが10度にもなってしまい、

滑走路の表記のし直しが必要になっているため、閉鎖されています。

イシスです。

I Am Isis

わたしはこの主題について皆さんにより多くの情報を提供する約束をしましたが、皆さ

んはこうした手段で行うことができるものの幾つかの影響に対して注目しています。

遥か皆さんの宇宙にまで達しているひとつの巨大なアンテナシステムが存在している

ため、こうした手段はすべて連携しています。このシステムは衛星につながっていて、

その信号は携帯電話の中継塔、衛星放送受信アンテナ等々を通して地球に送り返されて

います。その送り返されている信号、つまり電波、エネルギー波は、地球自身を含めた

地球上のありとあらゆる存在に影響を及ぼしています。

起っていることは、こういうことです。こうした信号は実際により高い周波数エネルギ

ーを強制するために利用されています。そのエネルギーは物質的な身体を通して皆さん

の宇宙に向けて現わされているものです。そして人間の身体だけではなく、すべての動

物や植物の系にも影響を及ぼしています。

もしもそのエネルギーが皆さんの物質的な身体の内部に留まるのであれば、現在そのエ

ネルギー自体の中に、悪い影響を持つものは何も存在していません。

すべての存在は地球内の結晶構造のグリッドにつながっているため、悪影響を受けるこ

とはありませんが、より高い周波数エネルギーが皆さんから引き出されてこうしたグリ

ッドに移動しており、そこからこうしたグリッドの外に移動して巨大な格納領域に向か

っています。



こうしたエネルギーは、自分自身の次元上昇の準備を整えるための主導権を完全に掌握

している、またはそれを望んでいる人々のために現在蓄積されています。彼らは自分達

自身でその仕事を積極的にしない、あるいはできないからです。

この事実のために、わたしは皆さんご存じのイエスの次元上昇について伝えることにな

ります。イエスがその物質的な身体から光の身体に変容するために、3日間を要してい

ます。通常、それは瞬時に起るものです。

イエスは小さな女性の集団によって支援を受けていました。その女性達はイエスが物質

的な身体を変容させるためにエネルギーを強化する支援をしていました。この女性達は

、自分達の物質的な身体の内部で強化していたため、高い周波数エネルギーを保有して

いました。物質的な身体の内部にこうしたエネルギーを保有していた結果として、実際

に肌が水膨れになり、またそれ以上の症状が現れました。

これがそのエネルギーが蓄えられている理由です。ですから、こうした人間達は自分達

の物質的な身体を次元上昇させることができるようになりますが、その一方で、現在皆

さんの宇宙内部の次元上昇が起っています。 少なくともこれが彼らの計画であり、そ

れが正常に作動するかどうか誰も認識していませんが、しかしおそらくそうなるでし

ょう。

またその反対側に位置している皆さんは、次元上昇することはないでしょう。皆さんは

これを行うために必要な周波数に達していないので、皆さんは地球と伴に移行すること

ができないでしょう。これは、5次元に向かうのか、あるいは実際に皆さん自身が光の

身体に次元上昇するかどちらかになるためです。

皆さんはそのエネルギーを感じる援助を手にしています。しかし皆さんは長期間持続す

る効果を手にしていません。そのエネルギーは人間の身体の内部に留まっていないので

、物質的な身体の構造を充分に高い周波数に変化させることができません。

その代わりに皆さんがこうしたグリッドから受け取るエネルギーは、皆さんにこうした

より高いエネルギーがまるで皆さんの物質的な身体の中に依然として存在しているよう



に感じさせる煙と鏡、おとりの罠のようなものです。

この系の影響はまた、脳内の化学的変化を引き起こし、皆さんのエネルギー、意識に影

響を与えてより高いエネルギーの内部に存在しているような幻影を皆さんに与えます。

皆さんを睡眠状態にさせたり、また皆さんを幸せな状態のままにしたりするように思え

るものなので、ある種の覚醒だけを許すために食べ物や飲み物に化学物質が注入される

ように、皆さんに影響を及ぼすものは数多く存在しています。

皆さんは同じことをしている存在からのメッセージを受け取ります。彼らは皆さんを幸

せな状態にし、彼らは皆さんが幸せの状態で皆さんは偉大なことをしていると考えさせ

るために充分なものを皆さんに与えます。

それはすべて煙と鏡のおとりであり、それが皆さんを物質的な身体の中に留め、現在起

っているものに本当に目を向けることを阻んでいます。

地球内部の結晶質のグリッドはいろいろな意味で何百万年もの間利用されていて、多く

の人々は自分達が一変していると考えていて、良き人々は現在主導権を掌握しています

。

皆さんは本当に彼らが馬鹿だと考えていますか？　皆さんは本当に彼らが何百万年もの

間この地球の次元上昇という出来事について認識してきたのでそれを起こそうとしてい

ると考えていますか？

そうです、皆さんは力に溢れていますが、しかしほとんどの皆さんはその力を他の存在

に与えています。

皆さんは皆さんの力を安売りし、依然として他の存在の交信の経路となっているこれほ

ど多くの霊的交信者がこの世界に存在している状況を見つめています。

この時期のわたしの交信者は将来彼女自身の存在を通して調査するようになり、彼女自

身の根源となる存在を経由して情報が現れるため、現在は完全に皆さんのこの情報を提



供することができます。

しかし皆さんは聴きたいですか？

いえ、だめです。そしてほとんどの人々は、それは個人的な観点であり、個人的な見解

だと考えるでしょう。

彼女はこれに対して一切の投資を行っていません。彼女は富や名声を求めていません。

もしも彼女が既に自分がそうした立場に存在していること望んだのであれば、皆さんが

真実よりも名声に対して反応するように思われるのと同じで、より多くの人々が彼女に

耳を傾けたでしょう。

ありとあらゆる霊的交信者達が何年もの間交信を続けてきました。そして皆さんは今ま

でに、何故皆さんは依然として他の存在が皆さんに与えた情報に依存しているか、自問

したことはありますか？

こうしたメッセージを今ちょうど読んでいる他のすべての人々、皆さんの中には10年、

20年、あるいはそれ以上の年数の間こうしたメッセージを読んでいる人が存在してい

ます。皆さんが依然としてこうしたメッセージを読んでいるのは何故でしょうか？

何故皆さんは皆さん自身の根源となる存在を通してこの情報を受け取らないのでしょ

うか？

それは作業を必要とし、そしてその通り、皆さんは皆さんに教えてくれる誰かを必要と

しているのかもしれません。それについては何も悪いことはありません。

皆さんは皆さんのために他の人々がその調査を行うことに頼ってきたので、今回は皆さ

んが皆さん自身の情報を見付け出す時です。

わたしはメッセージを読むことは何か悪い影響があると言っているのではありません。

わたしは数多くの人々がすぐに答えを見付け出すことができず、皆さんの存在の最も高



い水準から情報を受け取る要所に到達するためには時間と労力が必要になることを認識

しています。

しかし一方で、今は皆さんがいろいろな意味で影響を受けているという事実を自覚する

時であり、現在起っていることは、皆さんは皆さんという存在を認識せずに影響されて

いるということです。

これは何度も何度も繰り返し起り続けていることであり、わたし達は皆さんが積極的に

皆さん自身で確かめることをさせないようにしながら、皆さんに伝えることも明らかに

することもできます。

煙と鏡のうしろに目を向けてください。

次元上昇は、ひとりの人間としての皆さん自身が気持ち良く感じることではありません

。人間は皆さんの一時的な故郷であり、皆さんの霊の中の経験という大洋の中の単なる

一滴に過ぎません。

皆さんの解答はなんですか？

何よりもまずこうしたグリッドを絶つことであり、そして次により自覚的な意識にここ

ろを開くことであり、皆さんの外部ではなく内面で起っているものの調査を始めること

です。

皆さんの存在のすべての部分とつながってください。皆さんのより高い自己は皆さんと

いう存在の最も低い部分に過ぎませんが、しかし皆さんにこうした皆さんという存在の

より高い部分を調べる方法について指導することはできます。

皆さんに影響を与えるすべての物事を通して多くの怖れが送られているため、怖れを持

たずに理解することを皆さん自身に許してください。

それは皆さんを地球に留めておくために鉛で造られた靴を皆さんに与え、その靴が皆さ

ん自身の存在に向かって皆さんが移行することを妨げているようなものです。



もしも皆さんが支援を必要としているのであれば、それを探し求め、皆さん自身の存在

がその支援に向けて皆さんを導くようにさせてください。

皆さんは独りではありません。霊の中に、あるいは皆さんの人間の世界に中にも支援は

いつでも存在しています。

二人またはそれ以上が集まるとその力はより強力になるため、これは決して皆さんが独

りで行わなければならないものではありません。

このすべては皆さん自身の力になる機会を皆さんに提供するように意図されています。

外部からの如何なる影響も受けずに、皆さんのエネルギーを他の人々に利用されたり皆

さんのエネルギーを他の人々に与えたりすることなく、皆さん自身の存在になってくだ

さい。

これはどこでも起っていることであり、そうです、多くの光の活動家の集団の内部で

も起っています。そこでは指導者達が彼ら自身の有利性のために皆さんのエネルギーを

利用しています。

もしも皆さんが見ることを怖れなければ、皆さんは皆さんに付着している数多くの留め

金を発見することになるでしょう。

皆さんは、煙と鏡の背後に、すべてが含まれている世界が存在していることを確認する

ことになるでしょう。それは皆さんがそこに存在している可能性すら決して考えようと

もしなかったものであり、しかしそこに存在している世界です。

皆さんは皆さん自身の力の内部にだけ存在でき、皆さんが皆さん自身のエネルギーの内

部に、皆さん自身の力の内部に留まる時に、力に溢れた存在になることができます。

この瞬間に、皆さんは自分が力に溢れていると感じるかもしれませんが、その通りあ

る人々はそうでしょう。しかしほとんどの人々は、皆さんは幻影の中に導かれてきたと



いう事実のために、そうではありません。

皆さんに力という感覚を与えてきた幻影ですが、しかしそれは真実ではありません。

わたしは、彼らがこの力を利用している、彼らは彼らの力を取り戻してきた、彼らは世

界を変えてきた、彼らは地球内部のグリッドを取り戻してきた、そして彼らは彼ら自身

の生命を支配してきたと語っているすべての人々の声を聞くことができます。

その通り、しかしただ彼らが皆さんに支配されているのと同じです。

そしてとにかく重要なことは、それはただ単に皆さんの一時的な故郷を支配してきただ

けだということです。

それは皆さんの最も小さな部分のひとつであり、それでは皆さん自身の存在の力は、皆

さんの情報源となる存在はどこに存在しているのでしょうか？

皆さんは多くの良い働きをしています。わたしはこれを否定することはないでしょう。

しかし、今まさに起ろうとしているもの、起る必要があるもの、そのすべてを含めたエ

ネルギーに影響を与えていないので、そのほとんどは煙と鏡です。

彼らは皆さんに幻影を与えています。そしてその通りに、それは皆さん自身について気

持ち良く感じさせているので、皆さんは騙されています。

霊的交信をしている皆さんにとって、今は正しい質問をする時であり、煙と鏡の背後に

何が本当に存在しているか、それに気付く時です。

もはやこうした話しを良い気分に感じさせる時ではなく、今皆さんは何をすることが必

要かということであり、実際この時期に何が行われる必要があるかということです。

皆さんはこれを行うためにこの世界に現れているのであり、今はこれを始める時です。

これ以上、言い訳も気晴らしも必要ありません。



この宇宙を次元上昇させるためには働くことが必要とされており、これを起るようにす

るのが皆さんの仕事です。

わたしはこれ以上甘い言葉を並べるつもりはありませんし、もしも皆さんが真実を認識

したいのであれば、皆さん自身で探してください。本当の答えを見付け出して、どのよ

うなものにも皆さんの行く手を阻ませないでください。

煙と鏡を思い出して、その向こう側を見てください。

わたしはイシス、そしてわたしは皆さんを支援しています。

I am Isis

And I am by your side.

January 7, 2011

Petra Margolis
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Isis, the Plan and more.

わたしはイシスです。今何が起っていて、何をすることが必要であり、何が皆さんの地

球上での役割なのか、わたしはそれについてより多くの情報を伝えたいと思っています

。

次元上昇をしているのは地球だけではなく、皆さんの宇宙全体もそうであり、この事実

が複雑な状況を創り出していて、それは人類としての皆さんが行っている次元上昇の準

備を上回るものになっています。

何よりも優先される目標は、地球と宇宙を次元上昇させることです。この次元上昇には

すべてが含まれ、それはすべての惑星が次元上昇していることを意味しています。実際

、皆さんの宇宙のすべてのエネルギーが次元上昇しながら、より高い周波数に移行して

います。

人類として、皆さんは次元という姿の中で周波数を分割してきました。これは皆さんの

宇宙のある一部分だけの真実であり、そのほとんどが皆さんの地球周辺の部分に存在し

ています。地球は皆さんの宇宙の内部で、地球自体の時系列上に存在しています。

皆さんの宇宙の他の惑星は既により高い周波数に次元上昇していて、その上にいる存在

達は物質的な身体の中に納まっていません。

そのため、この宇宙のさらなる次元上昇は地球次第の状態になっており、地球はより高



い周波数に移行する最期の惑星であり、初めて他の惑星より高い水準に向かっています

。それが達成された直後、わたし達はこの宇宙のさらなる次元上昇に向かうことができ

ます。

それではその計画とは何でしょうか？

現在起っているできるだけ数多くの物事に目覚めることは、できる限り多くの人々がよ

り高い周波数に到達することを可能にします。その周波数は、皆さんの地球と宇宙の次

元上昇を支援するために物質的な身体の内部で必要とされているものです。

次元上昇はより高い周波数に移行することであると理解できますが、ほとんどの皆さん

と地球自身が良くやってくれているおかげで、これは着実に行われています。

しかし一方で、物質の密度から非物質あるいはもう一段以上の密度に移行することが必

要とされています。

もう一段上の密度とは、エネルギー内部で開かれることが必要となる通路を指します。

一度この通路が開くと、地球と皆さんの宇宙はこの通路を通して非物質の密度に向かう

ことになります。

それはブラック・ホールを通過することとして理解できますが、しかしそれはまたすべ

ての物事が逆転することでもあります。視覚的な光景を示すと、ひとつのピラミッドを

もうひとつのピラミッドの上に逆さに載せるようなものになります。すべての物事が、

下のピラミッドからそのピラミッドの頂点を通過して、逆さまのピラミッドに向って上

昇して行きます。すべてのエネルギーが小さな穴を通して上昇して行き、逆さまのピ

ラミッドの中でふたたび拡大を始めます。

この時、このようにしてひとつの出入り口を開くために、わたし達は地球上の数多く

の人々がその物質的な身体の内部に一定の量のエネルギーを維持できることを必要とし

ています。これはまた、準備が整っていない人々や地球と宇宙と伴に移行する一定の周

波数に達していない人々のために、安全な空間をわたし達が確実に提供できることが必

要になります。そうした人々は、大量の高い周波数エネルギーによって焼き尽くされる



ようになります。この出入り口を通して地球と皆さんの宇宙が新しいより高い周波数に

移行するために、この高い周波数エネルギーが必要になります。

すべての物事はその出入り口を通して移行してきたため、依然として物質的な身体の内

部に存在する人々のためにひとつの新しい空間創り出されるようになるでしょう。この

空間はより高い周波数に属していて、皆さんが5次元として確認しているものです。

わたしが前回のメッセージの中で説明したように、イエスの次元上昇とエネルギーを備

えていた女性の集団については、その女性達がイエスの次元上昇のためのエネルギーを

保有していたのであり、物質的な身体の内部にこうした高い周波数エネルギーを維持す

ることによって、その物質的な身体は実際の物質的なやけどと水ぶくれの症状を見せて

いました。これは小さな集団であり、宇宙全体と何百万人の人々と比較すると、ただ一

人の人物ために維持されていた少量のエネルギーでした。

この理由は、物質的な身体はこの地球と宇宙の次元上昇の瞬間に消え失せることになる

ため、人類が宇宙の次元上昇の準備を整え、こうしたエネルギーをいつでも維持できる

ことをわたし達が必要としているからです。

その出入り口を開く集団が現われ、安全な空間を維持することになるでしょう。そして

依然として物質的な身体の内部に存在している人々のために新しい空間を創り出す集団

が現われる時、そのエネルギーがその出入り口を通して移動することを支援する集団が

現われるでしょう。この空間は地球上に存在することになります。一方で地球自身は彼

らが気付かないうちに非物質になりますが、しかし彼らはその周波数内部の違いがある

ことに気付くだけでしょう。これで5次元の周波数に向けて移行してきた人々が自分た

ち自身の速さで覚醒することができるようになりますが、しかし彼らはより多くの情報

を利用できるようになり、また彼ら自身の存在のより霊的な部分がさらに明確に自覚す

るようになるでしょう。

より多くの人々に目覚めをもたらすひとつの計画について、わたし達ができるのは、

今起っていることの情報を皆さんに伝えることだけです。わたし達はみなさんに、完全

に目覚めるために必要となるものについての情報を提供できるだけです。そしてわたし

達はこれを続けて行くことになるでしょう。わたし達は皆さんの宇宙の次元上昇により

近付いているからです。



人類としての皆さんが行わなければならないことは、地球上の霊の中で皆さんそのもの

になることです。

霊の中の皆さん自身の存在と深くかかわりを持ち、霊の中の皆さん自身の存在に耳を

傾け、霊の中にいる皆さん自身という存在のより多くの部分が皆さんの物質的な人間の

身体と現実性を顕在化させることによって、これが達成されます。

これをどのように行うか、それはそれぞれの瞬間に皆さんが選択する皆さん自身の道筋

に応じてにとりひとりの個人で異なります。

内的導きはこの過程の中で最も重要な部分のひとつです。

皆さんのより高い自己、皆さんの魂、そして皆さんの神性の臨在とつながると、そこか

ら皆さん自身の根源が大本の根源と完全につながって行きます。

ここに向かって導いてくれる数多くの道筋が存在しています。それは皆さんの道筋、皆

さんをそこに案内するひとりの人間として皆さんが行う皆さんの選択です。

わたしが前から伝えているように、皆さんは皆さん自身の内面に目を向ける必要があり

ます。皆さん自身の内面に目を向けることは、皆さんを正しい教え、あるいは教師に導

くことができます。こうした教えは本の中やインターネット、あるいは皆さんの内部も

ふくめた何処かに存在している可能性があるものです。皆さんは霊の中の皆さんのすべ

ての部分とより深いつながりをもつことになるからです。

皆さん自身の存在は、ひとりの教師に向かって皆さんを導くことができます。その教

師は、霊の中の皆さん自身の存在とより強力につながる際に皆さんを支援することがで

きます。そしてこの教師は、皆さんの一部を活性化することができます。それが、皆さ

ん自身の存在から皆さんがより多くの情報を受け取ることができるようになるために、

必要とされているものです。

大宇宙の次元上昇の準備をすることは、霊の中の皆さんの存在のそれぞれの部分を物質

的な身体に取り入れることによって、実現されます。これが結果として物質的な身体の



内部で必要となる周波数の変化を引き起こします。

大宇宙の次元上昇に必要なすべてを説明することは、このメッセージよりもさらに多く

の内容が必要になるでしょう。ですから、わたしはふたたび内面に目を向けて、何が必

要とされているか、必要とされる上昇をどこで見付けるかということについて、内的な

案内役を見付け出すことを皆さんに勧めます。

自分達で努力することを望まない人々によって集められたエネルギーに関する限り、わ

たしは皆さんにひとつの計画も伝えることができません。たとえ今まで計画が存在して

いたとしても、それを公の場に曝すことは何も役に立つことはなく、こうした人々を怖

がらせるだけになります。このため、わたしは皆さんに伝えることはないでしょう。

わたしはわたしの以前のメッセージの中で、皆さんにその答えを与えてきました。そし

てそれは、皆さんのエネルギーを他に流用することができるすべての存在を遮断すると

いうものです。これは、人間、体系、そして他の人々のエネルギーを弱みに付け込んで

悪用することができる他のすべてのものを意味しています。

またこれは、今何が起っているか、そして皆さんの宇宙の内部で現在起っている物の中

に存在する皆さんの役割が何であるのか、皆さん自身の存在がそれを皆さんに明らかに

する際に、より明確になるように皆さんを支援することになるでしょう。

最も明確で貴重な情報は、皆さん自身の根源となる存在の内部に見付け出すことができ

ます。この助言と伴に、わたしはこのメッセージを終わりたいと思っています。

皆さん人の根源となる存在は皆さんの最も高い部分であり、皆さんの質問に対する数多

くの答えを持つことになるでしょう。

この部分に到達するためには、まず皆さんのより高い自己、皆さんの魂、皆さんの神性

の臨在、そしてその他の多くのものを統合することが必要になるでしょう。

皆さんの根源となる存在から物質的な意識、精神、こころ、そして物質的な身体に達す

るまでつながっている、中核となる管状の道が存在しています。この管状の道はとても

小さく、完全に開かれたつながりになるためには多くの努力が必要になります。繰り返



しますが、これについて努力する方法については皆さん自身が内面に導かれるように

して、この管状の道がその可能性の通りに完全に開かれたつながりになるようにしてく

ださい。

皆さんの存在のすべての部分が同調して働く必要があるでしょう。これは、地球上の3

次元の現実性の中で、物質的な精神、こころ、身体、そして霊が完全に皆さん自身の根

源の存在になることを意味しています。

努力が必要になる働きは唯一地球上の物質的な現実性から行うことができるため、それ

が重要になります。地球は、そこで皆さんが人間として宇宙を次元上昇させる出入り口

を築き始める基盤として存在しています。地球は今までこの次元上昇の中心点になって

きました。そして皆さんはただ人間の身体の内部だけで、これを支援することができ

ます。

わたしは多くの感謝と伴に皆さんとお別れしますが、しかし時がわたしにより多くの情

報を提供できる準備を整えた時、わたしはまた戻ってくることになるでしょう。

イシス

Isis

January 9, 2011

Petra Margolis
www.ascendedmasters.org
www.cosmicascension2012.com

http://lightworkers.org/channeling/122259/isis-plan-and-more

翻訳：森のくま (2011-01-13 23:35) 
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意識と潜在意識、信念の認識への変化

意識と潜在意識、信念の認識への変化

Consciousness and Sub-consciousness, changing belief into

knowing

14 February 2011 - 5:24pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

わたしは今現在起っていること、そして皆さんの意識と潜在意識というものについてよ

り詳しく説明しようと思っていながら、皆さんを歓迎しています。

皆さんはこのように考えても差し支えありません。皆さんが霊として存在しているとき

、皆さんはすべて意識として存在していて、皆さん自身という存在の内部の霊とその外

部で今起っているすべての物事を認識しています。

皆さんが物質的な身体の中に移動するとき、皆さんはその意識を物質的な身体中に運び

、その自覚的な意識も物質的な身体の中に移動してしまうため、皆さんは皆さんの霊と

霊の内部で現在起っているすべての物事を自覚していません。

霊の中に存在している部分について、皆さんはそれを潜在意識と呼ぶことができます。

皆さんがゆっくりと霊の中で皆さん誰であるかに気づき始めるとき、皆さんの意識は霊

の中の皆さんという存在に向けてふたたび拡大し始めます。ですから、意識は潜在意識

の内部で拡大して、皆さんの霊としての存在とつながります。

皆さんは霊の中の皆さんという存在を自覚します。



皆さんは意識的に霊の中の皆さんとより深いつながりを持つことになるので、これは継

続する過程になります。皆さんは霊の中の皆さんという存在をより意識するようになり

、より明確に人間の身体の内部に存在する霊としての皆さんになります。

この霊の中の皆さん自身とつながっている状態は、今まで宗教、信念体系、そして生活

用様式が達成しようとしてきたものです。

皆さんが宗教的な信念に目を向けると、そのすべてが皆さんはただの人間という存在で

はない、皆さんはそれ以上の道である、という事実を皆さんに伝えていることを理解す

ることができます。

それにもかかわらず、数多くの人々がこうした信念体系、こうした宗教の教義の内部に

この事実を隠したままにしようとしてきました。

彼らの中には、皆さんにこの事実を何も伝えない人々が存在し、別の人々は、皆さんは

死の後に皆さんの霊に到達するであろう、と皆さんに伝えます。

数々の信念体系や宗教は、現在時代遅れのものになろうとしています。何故なら、今は

異なる物事の考え方に移行する時になっているからです。

信念体系は、ひとつの信条を伝えるものです。皆さんは何かを信じますが、皆さんは何

も認識しません。

皆さんは、皆さんが何かを経験するかどうかを認識できるだけです。

現在、皆さんは数多くの異なる水準で経験することができます。それは人間の水準でも

可能ですが、しかしまた霊の水準でも同じです。

霊の内部で、皆さんは既にこうした信念体系のすべてを経験していて、皆さんは皆さん

の地球に受肉するためにこれ以上何も経験する必要はありません。

人間の内部で、皆さんの意識は依然としてこの時期に皆さんが経験しているものに意識

を集中させています。そして今は、そのすべてを手放すときです。



この時期は、認識が必要になります。

そのためには、皆さんの霊としての存在のすべてとつながる必要があります。

皆さんの意識を拡げ、その意識が皆さんの霊としての存在を経験して、すでに霊の中に

存在している知識を取り戻してください。

このようにして、皆さんの意識と潜在意識、そして皆さんの霊としての存在すべてがふ

たたびひとつになり、皆さんは信念の代わりに認識するようになるでしょう。

これはまた、ひとつの創造の場を創り出し、また人間世界の内部と人間の身体の内部に

新しい生活様式を創り出すことです。

皆さんは数多くの水準で創造できるようになりますが、すべての水準で創造することが

できるようになるためには、意識と潜在意識の完全な結合が必要になります。

つまりすべての水準という言葉は、新しい生活様式を創り出すことです。皆さん自身の

生命内部の小さな部分のことがそれぞれの水準で行われることができるようになること

であり、地球全体が意識と潜在意識のすべての水準で完全に融合するために新しい生活

方法を創り出せるようになることです。言い換えると、人間の身体の内部で、完全に皆

さんの霊としての存在になることです。

皆さんはすべてこれには時間がかかることを認識しているため、すべての皆さんが今ま

でそれをある程度経験しています。そしてそれは皆さんのより高い自己、神性、そして

根源の存在とつながる数々の段階で行われています。

意識を取り戻すことは皆さんの霊としての存在を経験することを意味しているため、そ

の間に存在している数多くの人々もまた足を踏み入れています。皆さんは意識的に皆さ

んの霊としての存在を経験して、その霊としての存在に人間の経験を充分に伝える必要

があります。

今回は、核となる部分で信念体系を一掃するための開放が行われています。



エジプトで起ってきたすべての物事は、この古い信念体系を一掃する始まりです。

エジプトはアトランティス、レムリアとつながりがありますが、しかしまた、キリスト

教のような他の数々の宗教とも関連があります。イエスはその当時の信念体系を経験す

るために、国から国へと移動しながらその生涯を過ごしました。

これは、霊の中で皆さんのそうした部分とつながることによって、皆さんでもできるこ

とです。それにはこうした信念体系の知識も含まれています。

これは古い信念体系の一掃と、それを認識に変化させる始まりになるでしょう。

皆さんはすべての変化の中を進み、わたし達はここでこれを達成するための手段を皆さ

んに提供しているため、皆さんの目標は新しい世界を創り出すことになります。しかし

その仕事は皆さんによって行われなければならないものです。何故なら、ただ人間の中

の意識的な経験だけが、実際の変化を生み出すために必要となる知識と認識をもたらす

ことになるからです。

イシス

Isis

February 14, 2011

Through Petra Margolis
www.ascendedmasters.com

http://lightworkers.org/channeling/124837/isis-consciousness-and-sub-consciousness-changing-
belief-knowing

翻訳：森のくま (2011-02-18 21:33) 
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今現在起っていることについて皆さんは何ができるか

今現在起っていることについて皆さんは何がで

きるか
What can you do about what is happening now
16 March 2011 - 5:02pm 

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

What can you do about what is happening now.

数多くの出来事が起こっていて、あらゆる物事が恐ろしいように思われるため、数多く

の人々が起るかもしれないものを怖れています。

怖れが地球上の至るところで急速に広がっていて、何らかの方法で皆さんの精神を慌た

だしい状態に留めるために、絶えず別の方法を呼び寄せています。

今現在起っていること、そして皆さんがそれについてできることをわたし達はある程度

説明したいと思っています。

例として日本と、今現在起っていることの結末を支援するための光の活動家達の努力を

取り上げて見ましょう。

平衡が必要とされていますが、それは地球内部の平衡だけではなく、皆さん自身の内面

の平衡についても同じです。

平衡とは、すべてのエネルギーが統合され、皆さんの内面で平衡が取れている状態を意

味しています。

良かれ悪しかれ、すべてのエネルギーは平衡が取れていることが必要になります。しか



し一方で、人々がその内面でこうしたエネルギーを平衡させていると考えているものに

は違いがあります。人々は、自分達は自分達のいわゆる闇の側面を受け入れてきて、善

、あるいは光、あるいは愛の側面からのみ活動していると伝えるようになるでしょう。

この状態は平衡が取れていません。平衡は、皆さんが善と闇の側面の間で正しい行動を

とることができる状態を意味しています。皆さんがこの線に沿って歩むことができる

場合、皆さんの反応は中立的なものになりますが、しかし簡単にどちらかの道に進んで

しまうこともあり、いつも中立的な道に戻って行きます。こうした災害時に働くことは

、皆さんの個人的な執着や感情がその結果に影響を与えないように、中立的な立場で行

なう必要があります。

現在、数多くの人々が、もしも皆さんが愛と光を送るのであれば、皆さんは素晴らしい

ことだけ行うことができる、と口にするようになっていますが、それについてじっくり

検討してみましょう。

あらゆる物事が起っている時、どれほど多くの皆さんが愛と光を送り始めるでしょうか

？

どれほど多くの皆さんが執着を持たずにそれを行いましたか？

つまり、本当にその結果に執着していないか、ということです。

皆さんは何かが起っているという状態になっていて、わたし達は支援することが必要に

なり、わたし達は悪化させない必要がありますが、それでわたしは正しいのでしょうか

？

ですから、皆さんは執着を持っています。

事態を悪化させないようにしなければならない、あらゆる人々のためにより良い状態に

しなければならない、という皆さんの想いです。数多くの物事がこの時期の地球上で起

っていて、数々の人々の集団が、この時期の地球によって解き放たれているエネルギー

を平衡させ、中立化するために、個人的な方法で支援することを自分達の義務にしてい

ます。



皆さんがすべてを改善するという執着と伴にそのエネルギーを送っている時、皆さんは

こうした集団が完全にその目的を達成することを妨げています。そして場合によっては

、結果としてこれが彼らを必要とされているものを完全に平衡させることができない状

態に陥れてしまいます。

地球は、そのエネルギーを綺麗にして解き放つ必要があります。その邪魔をしないでく

ださい。

もしも皆さんが支援するために何かをすることを望んでいるのであれば、地球が解き放

っているエネルギーを平衡させるために人々の集団が個人的な水準でそれを行うことを

自分達の義務としてきたように、個人的な水準でそれを行ってください。

皆さんすべてが緊急事態の状態に突入していまい、愛と光のエネルギーを送り、日々変

化している環境に目を向けた状態の時、皆さんはそれが機能すると考えていますか？　

この時点において、その発電所は上手く回復しなくなります。

これが今現在起っていることであり、例としてその発電所を取り上げてみましょう。そ

の炉心は熱く、冷たい水で冷やされている状態です。結果として平衡をもたらすために

、熱さと冷たさという、ふたつの正反対の要因が必要とされています。

さらに多くの例を皆さんに提示させてもらうと、人間の身体にとって、皆さんの吸気、

皆さんの呼気、この2つは完全に正反対ですが、しかしそれがなければ皆さんは死んで

しまうでしょう。人間の心臓についても同じことであり、血液を取り入れるために拡

大し、次に収縮し、すべての血液が押し出されています。完全に満たされた状態から満

たされていない状態に進み、ふたつの状態は完全に正反対ですが、しかしそれにもかか

わらずその状態がなければ心臓は鼓動を停止してしまうでしょう。

ですから、皆さんは正反対の世界で暮らしているとわたし達が伝える時、皆さんは日々

の暮らしを基準としてさえ、昼や夜、光と闇のどの場所でもこれを確認することができ

ます。

地球それ自体は地球の内部で光と闇を50対50で平衡を取っています。人間としての皆さ



んは長い間地球の表層で暮らしてきて、数多くの皆さんの闇が時間と伴に地球の中に解

き放たれてきました。ですから今現在、地球はその内部で光より闇をより多く抱えて

いて、もちろんその闇の多くは地球のものではないため、地球は今それを解き放ってい

ます。

地球はこれ以上光を必要としていませんし、地球は地球自身の光をすべて備えています

。

地球はこの闇を解き放つことを必要としていますが、しかしこの闇は何処かに向う必要

があります。それではそれは何処に行くのでしょうか？　宇宙の中です。しかし、地球

と同じように、皆さんの宇宙は、それ自体の平衡として、それ自体の闇と光を備えてい

ます。ですから、地球からの闇が地球から解き放たれてわたし達の宇宙に向う時、そこ

で平衡が計られる必要があります。

人間としての皆さんがその闇のエネルギーを受け取り、何物にもこれ以上影響を及ぼさ

ないようにそれを中立化するとすればどうでしょうか？

それが素晴らしい解決策になるとは思いませんか？

皆さんに可能なことを推測してください。

それには個人的な責任と、もちろん働きが必要になります。

皆さんの人生に影響を与えることになり、そうです、ある物事については否定的な結果

になるように思われてしまいます。

しかし例えば、10万人の人間がこの中立化のために働いているとしてみるとどうでしょ

うか。こうした人間達にとって、その結果は例えばタイヤがパンクした状態になること

でしょう。しかしそうすることによって、彼らは放射線が大気中に解き放たれることを

防いでいることになり、あるいは余震の数が減るかもしれません。あるいは、津波

が20フィートの代わりにたった2、3フィートで済んだかもしれません。

やるだけの価値はあったでしょうか？



現在起っているあらゆる物事について、わたし達は今現在の日本についてだけ伝えてい

るのではありません。皆さんの世界全体が自由のために戦っています。数多くの中東

の国々が自由のために戦っています。

これもまた地球のために必要とされている平衡の結果です。皆さんはこれについて2つ

の方法で働くことができます。皆さんはその愛と光を送ることができ、あるいは皆さん

は荒れ狂っているエネルギーを中立化するために個人的に支援することができます。も

しも皆さんが平衡の取れた平和に満ちた世界を望むのであれば、数々のエネルギーを中

立化する必要があります。

数多くの皆さんが七つの封印の話を耳にしてきましたが、それにもかかわらず、それは

聖書の中だけの話であり、真実を意味している訳ではないと思っています。こうした七

つの封印は皆さんの存在と同じように現実的なものです。この瞬間において、皆さん

は6番目の封印のエネルギーの内部に存在していて、前回の生涯において、皆さんは最

初の5つの封印を経験してきました。

こうした封印が開くたびに、人類自体と地球の内部に平衡をもたらすために、あるいは

既に自分達が歩んでいるその道筋に沿って移動するために、人類はひとつの選択が利用

できるようになりました。その道筋は、内部とのつながりを失い、完全に自分達自身の

根源から離ればなれという状態になっています。

人類のほとんどがいつも断絶を選択してきました。そしてそれは通常集団的な意思決定

以外の何物でもないため、いつも個々の人間を非難することはできません。

現在、わたし達は最後の封印の場に存在しており、最初の6つの封印の間に選択した道

筋が、7番目の封印の開放という結果に影響を与えてきました。

6番目の封印のエネルギーの内部で、数多くの人々が覚醒してきましたが、しかし数多

くの人々が内部の平衡を取り、根源という自分達自身の存在とのつながりを達成してい

る訳ではありません。

平衡とは、正反対の両方のものの間の進路を歩むこと、そしてそこから皆さんの周りに



平衡とは、正反対の両方のものの間の進路を歩むこと、そしてそこから皆さんの周りに

平衡をもたらすことが必要とされている働きをすること、それを意味しています。

わたし達は7番目の封印を開く準備を整えようと思っているため、わたし達は最初の6つ

の封印の間に起ってきたものを中立化する必要があります。最初の封印が開かれた時、

その道には右か、真っ直ぐか、あるいは左に進むことができる分岐点が存在していま

した。仮に皆さんが左の道を進んだとしましょう。2番目の封印が開いた時、別の分岐

点が現れ、もう一度皆さんは左の道を選択し、それがずっと続いたとします。

これは皆さんをひとつの方向性だけ、左側だけに連れて行くことになります。

さて、皆さんは既にその方向に追随しているので、残された唯一の選択は、皆さんが左

、右、真ん中の道を選択するかどうかにかかわらず、皆さんの選択は真ん中より左側

になっています。

もしも皆さんが最初から真ん中を選択し、そこに留まっていたとすれば、皆さんは平衡

に向う道筋の上に存在しているため、中立化は必要ありません。

言うまでもなく、仮にわたし達が今現在の地球上で起っていることに目を向けるとす

れば、人類は決してほんとうに真ん中の道筋を選択してこなかったと判断します。

ですから、この時点での解決策は、わたし達は7番目の封印を開き、すべての人々がふ

たたび新しい選択をすることができるように、今起っていることを中立化すること、あ

るいは過去に起ったことに平衡をもたらすことです。

これが可能になるのは、ただ皆さんが内部の平衡を取り、正反対なふたつの間の道を

歩み、個人的な水準でこうしたエネルギーと連携するという個人的な責任を担う準備を

整えている時にだけです。

わたし達はわたし達の交信者を使って、地球と地球の生徒達のある人々にそれが意味し

ているものについての物語を皆さんに伝えさせるようにするでしょう。

時々現れるようになると考えられるため、わたし達はもうひとつの最後の主題を議論し



たいと思います。

ある人々は、自分達自身はこの仕事をするほど善良な、あるいは価値ある存在と考えて

いません。

これは皆さんが皆さんの内面で解決しなければならない問題です。

この仕事は、皆さんの惑星上で数多くの生涯を過ごす間に皆さんが経験してきた個人的

な結果を引き受ける、というものになります。皆さんの個人的な結果に取り組むこと

によって、皆さんはこの時期に可能性を備えていない他の人々を支援することになり

ます。

それは充分に善良で、充分に価値ある存在になることについてではなく、その結果がど

うであれ、その機会に賭けてみることについてであり、この時期にこれほど必要とされ

ている変化を実現することができる方法で、地球と皆さんを含めた人類を支援する存在

になることです。皆さんが戦争、苦悩のない世界に、そしてあらゆる存在にとって平等

な世界に移行できるようになるために、地球の中の数々のエネルギー、地球上のあらゆ

る存在、そして皆さんの宇宙の内部で平衡を取ってください。

イシス

Isis

ペトラ・マルゴリス経由

Through Petra Margolis
March 15, 2011

www.ascendedmasters.org
http://lightworkers.org/channeling/127147/what-can-you-do-about-what-happening-now

翻訳：森のくま (2011-03-21 17:55) 
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ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
June 16, 2011

地球はさらに急速に変化を続けていて、わたし達は、地球上のすべての人々の活動にお

いて、さらに大幅な変化が明らかになっていることを確認しています。エネルギーと地

球上で実際に起っている物事に皆さんが歩調を合わせることができるように、霊的指導

者達は週次でメッセージを伝えるようにわたしに求めてきました。

これはその最初のメッセージであり、わたしは毎週火曜か金曜日に1回、メッセージを
伝えるように最善を尽くすことになるでしょう。

それでは、わたし達の最初の週次のメッセージへようこそ。

このメッセージは、数多くの霊的指導者達が含まれる共同のメッセージになるでしょう

。

わたしはクートフーミ、そして今回、皆さんは明らかになっているエネルギーを確認す

ることができます。何故なら、わたし達の研究者達は異なる情緒的なエネルギーすべて

を統合することに今まで取り組んできたからです。彼らは数多くの憎悪や怒りだけでは

なく、愛や思いやりのような肯定的な情緒と呼ばれるものも統合してきました。皆さん



の世界の下院議員の人々がこうした罪の数々を暴露してきたので、この7つの罪の統合
という瞬間に、皆さんは明らかになっているものを確認することができます。

さて、7つの罪は単なるひとつの実例です。彼らはまた7つの善に取り組むようになり、
またこれが地球上の数多くの人々を支援することになるからです。暴かれる必要がある

すべての物事が明らかになり、また地球上の数多くの人々が自分達の周りの世界を見詰

めている視点が変化し始めるでしょう。

2012年が近付くにつれて皆さんの前には大きな変化が現われていて、皆さんは皆さんの
周りのすべてで起っている混乱や動揺を確認しています。

今は、次元上層の最終段階のための準備を始める時です。

わたしはイシスです。このメッセージに少し付け加えたいと思います。

地球上のエネルギーの外側から行われる必要がある取り組みが行われていません。

人地球上であらゆる物事を支えることが人々に求められています。

数多くの人々が、依然として答えを求めて上空を眺めていますが、今、皆さんが存在し

ているこの地球の上そのものでその答えが確認されることが必要になっています。

地球は今、次元上昇をしていて、人間としての皆さんもまた次元上昇しているところ

です。これは上空から現われません。そこにいるすべての存在達は、地球上では物質的

な姿に納まっていないからです

新しい地球のためにエネルギーを取り入れるのは、人間である皆さんです。変化は皆さ

んの内面から現われます。

世界は今皆さんの周りで瓦解しているのですから、皆さんは既にそれが起っていること

を確認できます。数多くの人々が自分達の正当な平和を選択しています。しかしまた数

多くの人々が、依然として自分達の外部の何かを探しています。



今は皆さんの時代であり、これが今、皆さんがここに存在している理由です。

答えを見付け出すために上空のどの場所にも眼を向けないこと、皆さんの内面に目を向

けること、皆さんの正当な場所を今現在のここ地球で見つけ出すことが必要です。

皆さんはすべて、今次元上昇が起こっていることを認識しています。そして時間はさら

に急速に進んでいるのですから、今は、次元上昇に対する準備を整える時です。そして

もしも皆さんがその準備を整えていないのであれば、次元上昇は皆さんの前を通り過ぎ

、皆さんは新しい地球上で自分は何を失敗したのかと考えている皆さん自身に気付くこ

とになるでしょう。

地球の次元上昇は、皆さん自身が次元上昇し、物質的な身体の限界を超えて進み、皆さ

んの最初の存在状態に戻るための機会をつかむ時です。

これから訪れる日々は、新たなエネルギーの絶え間ない変化に満ち溢れるようになる

でしょう。その変化は皆さんをその瞬間から別のかなり急速な瞬間へ連れて行くことに

なり、こうした新たなエネルギーを統合し、連携し始めないのであれば、皆さんはジェ

ットコースター上で振り回されている状態になるでしょう。その新たなエネルギーは、

皆さんの太陽を通して送られています。太陽もまた自分の新しい存在状態の準備を整え

ているからです。

現在気象に変化が生じていますが、これは太陽の準備の影響です。何故なら、太陽は新

しい存在状態に入っているからです。太陽はその状態で、5次元の中に存在している皆
さんの新しい地球上に現われる新しいエネルギーを支援することができます。

皆さんの周りで、皆さんの近くで、あるいは世界の他の場所で何が起ろうとも、今は、

皆さんの時代です。

今は、現在変化を続けていて、また来るべき日々においてさらに加速する変化が始まる

エネルギーの内部で起っているものに対する準備を整え、それを活用する時です。



イシスとクートフーミ

Isis and Kuthumi

Through Petra Margolis
www.ascendedmasters.org
June 16, 2011

These messages may be shared freely as long as no alterations are made and the source is
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偽予言者に気を付けて

偽予言者に気を付けて
Beware of the false prophets.
July 7, 2011 Weekly message from the Masters 
8 July 2011 - 1:59pm

ペトラ・マルトリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, Beware of the false prophets.

この言葉は皆さんがこれまで何度も耳にしてきたものであり、世の中には皆さんにこれ

から何が起こるかを伝える数多くの人々が存在します。彼らはほとんどの場合良いこと

を伝え、彼らが望んでいることは、皆さんに未来に対する希望や愛する理由を伝えるこ

とだけです。

わたしはここで、未来は認識されていないこと、わたし達は期待、見込み、可能性は分

かりますが、しかしそれはわたし達の誰にとっても完全に認識されているものではない

ことを伝えたいと思います。

わたし達が認識していないことのひとつとして、皆さんの母なる地球はこれから次元上

昇しようとしていて、地球が何処まで到達するかはその時の状況に委ねられている、と

いうことが挙げられます。

地球を支援している数多くの光の活動家達が存在し、その予想は、地球は充分に次元上

昇できる、というものです。

これは、人間としてのすべての皆さんにとって、皆さんは5次元の新しい地球の周波数
に移行できることを意味することになるのでしょう。

充分に次元上昇ができる準備を整えている人々は、母なる地球と伴に移動し、そのほと



んどの人々が後で新しい地球の周波数に戻り、次元上昇の教師になるでしょう。

これは起り得ることです。

このことが人間としての皆さんにもたらす変化は、莫大なものになります。新しい地球

の周波数はさらに素晴らしい豊かさが溢れることを許し、そのエネルギーは地球上での

新しい考え方や生き方を支援するようになるでしょう。

数多くの皆さんが、わたし達が通常そう呼んでいる宇宙の次元上昇に向けて働いてい

ます。それは、光の身体に向けた物質的な身体の完全な変化です。この準備が整ってい

る人々は、わたしが前に伝えたように、地球と伴に移動することになるでしょう。

今現在、今後この準備が整えられる人々は数多く存在していません。

数多くの人々の意識の焦点は自分達の次元上昇に向けられていますが、しかし、この種

の次元上昇に含まれている過程を理解していない人々が余りにも多過ぎます。

皆さんが手にしているその説明の幾つかに目を向ける時、それはすべて過去のことです

。今現在のことはひとつもありません。

手にすることができる教えは、そのほとんどが過去に基づいたものであり、この時代に

皆さんが必要としているものではありません。

現時点のエネルギーは、より急速な次元上昇の過程が起ることを許していますが、この

理由は母なる地球の周波数が変化しているからです。地球が地球自身の次元上昇に対し

てさらに準備を整えるほど、皆さんは人間としてさらに高い周波数をより簡単に入手で

きるようになります。

地球の次元上昇の過程によってその覆いが消滅しているため、より高い次元がより簡単

に経験できるようになっています。

これが、この時期により簡単に新しい情報が取得できる理由です。

皆さんの前に次元上昇を済ませた人々は3次元の世界の中で次元上昇を終えましたが、
その時その覆いがさらに厚みを増していたため、より高い次元の世界の周波数に到達す



るために数多くの生涯を過ごしました。

この時期、皆さんは今までよりも簡単に利用できるようになっていますが、地球上の周

波数が引き上げられるにつれて次元上昇の過程は変化しており、過去に機能していたも

のがこの時期にはこれ以上機能しない可能性があります。

ここで偽予言者達に戻りますが、偽予言者達が存在するだけではなく、この時期にその

状況を利用することが好きな人々が数多く存在しています。そして彼らは、彼らが呼び

寄せているように見える数多くの新しい過程を皆さんに提示することになるでしょう。

皆さんは次元上昇の道筋を進んでいる時、ここが皆さんの優れた判断力を発揮させる場

所になります。

最も大切な基準は、彼らが教えている内容と、その教師が歩んでいる道筋です。

彼らの意図は何でしょうか？

彼らは皆さんに皆さん自身の内的な存在に向けて導いていますか、あるいは彼らは皆さ

んを自分達の情報だけに依存させようとしているでしょうか？

数多くの皆さんが、この時期の皆さんの目的と霊の中で皆さんが誰で何者なのかという

問題に関して、答えを探し求めています。

皆さんが霊において何者なのかは問題ではなく、皆さんが認識する必要があるものは、

誰もが同じ場所から、神、つまりわたし達が根源と呼んでいるところから現れている

ことだけです。

世の中には数多くの異なる存在達がいますが、皆さんはすべて時に応じてひとつの集団

の一部になる必要があり、また霊においてどの集団に皆さんが属しているかを認識する

必要があります。

しかしこれは、皆さんがこうした皆さん自身の根源の存在の一部に到達した時点で明確

になり、また今後は地球上で皆さんの根源的な存在により近付くようになるため、皆さ



んの主要な焦点にはなり得ないでしょう。

皆さんは今まで数多くの集団の一部として存在していた可能性があり、そのほとんどの

時間、皆さんは皆さんの宇宙の内部の数多くの惑星上で存在してきました。

しかし皆さんが他の宇宙の内部で数々の生涯を経験していても、皆さんがこの宇宙の中

で皆さんが何者であったかということに意識を集中させ過ぎてしまうと、皆さん自身の

根源の存在についいてのひとつの情報源として他の宇宙の内部で入手できるものを見逃

してしまう可能性があります。

皆さんは、今まで物質的な身体の内部や数多くの異なる惑星上の光の身体の内部、そし

て数多くの宇宙の内部を何度も経験してきたひとつの根源的な存在です。皆さんは依然

として‘ひとつの根源’から現れた根源的な存在です。

認識することを望んでいるのは皆さんの自我であり、それは認識することを望んでいる

二元性の意識ですから、‘気にすることではありません’。

一体性の法則という基準の内部では、ひとつの存在と他の存在との間に違いは存在せず

、それぞれが自分自身の道筋を持ち、自分自身の導きに向けてその道筋に従って行くこ

とになるでしょう。

高位の霊的指導者、光に属する存在としてのわたし達でさえ、すべての皆さんと異なる

ものは何も無く、わたし達はすべて同じ根源的なエネルギーから現れていて、すべてわ

たし達自身の道筋上に存在し、わたし達自身の導きに従っています。

そうです、皆さんの中には他の人々よりもさらに進化している人々が存在していますが

、しかし問題となっているのは、彼らがこれを生み出している方法です。彼らはこの方

法で皆さんに伝えていることを皆さんに伝えているでしょうか？あるいは彼らは皆さん

を支援し、皆さんにとって更によいものに関して皆さん自身の導きを見付け出すことに

意欲的でしょうか？

この時期は、数多くの交信者達が自分達のメッセージを携えて現れていて、彼らはすべ



て交信されている存在達との結び付きや彼ら自身の内面との結び付きの一定の水準に存

在することになるため、すべての皆さんに対して優れた判断力がかなり要求されてい

ます。

この時期の皆さんにとって正しいものは、この時期の他の人々にとって正しいものでは

なく、皆さん自身の根源的な存在のさらに高い水準に達する時、皆さんは皆さん自身で

これを見定めなければならなくなるでしょう。

これが次元上昇というものであり、それは皆さんという存在、皆さんの完全な根源的な

存在のあらゆる部分にまで及んでいて、またそれは地球上の物質的な現実性の内部で完

全にその根源的な存在になっています。

次元上昇はこの時期に地球を離れることを目的としているのではなく、この時期に地球

に次元上昇を実現させることを目的としています。

次元上昇は皆さんひとりひとりにとって個人的なものであり、また皆さんひとりひとり

にとって異なるものになり、そして皆さんひとりひとりが皆さん自身の進むべき道筋

を持っているため、それは皆さん自身の次元上昇の過程に意識を集中させることを目的

としています。

皆さんひとりひとりが皆さん自身の進むべき道筋を持っているため、今まで決してすべ

ての人々に適合するひとつの規模を目的としてはいません。

そうです、ある物事は皆さんすべてにとって必要になるものですが、しかしそのこれを

行う時機については、皆さんすべてにとって異なるものになるでしょう。

現在、わたし達は基準が無い期間の終わりという、地球上のひとつの時代に近付いてい

ます。そこでは、以前では決して可能ではなかった方法による数多くの過程を通して皆

さんが進むことを数々の周波数が許しています。

この理由は、地球が自分の次元上昇の過程のために自分自身で準備をしているため、皆

さんの内部と皆さんの地球の上で、エネルギーが変化しているからです。



一度地球が次元上昇を終えてしまえば、完全に次元上昇する準備を整えていなかった人

々も5次元の周波数の内部に存在することになるでしょう。これは、数多くの皆さんが
この瞬間に経験しているものよりもゆっくりとした周波数です。

その次元上昇の過程は、さらに数多くの次元上昇の教師達を支援に利用できるようにな

るため3次元の周波数内部よりも簡単なものになりますが、しかし皆さんがこの時期に
経験している速度はその場に存在することはないでしょう。

これを少し説明させて貰うと、地球は物性の地球自身を超えて進んでいて、これは地球

の完全な根源的エネルギーを取り込むことが必要になります。地球自身の根源的な存

在です。

地球の周波数が地球自身の根源的なエネルギーを完全に統合することができる状態まで

高まっているため、同じことが人間についても当てはまります。

この準備が整っていない人々は、5次元の新しい地球の周波数に向けた地球の次元上昇
の間に移動させられることになるでしょう。こうした人々は依然として物質的な周波数

として存在しています。そのため、これは今後も物質的な現実性のままになるでしょう

。

これが、移動させられようとしている人間集団の大部分の姿になるでしょう。

現在地球上と皆さんの内面で起っているすべての変化は、どれ位の人々が物質的な限界

を超えて移動することになるか、そしてどれ位の人々がふたたび物質的な限界を備えた

現実性の内部に移動するかに関して、ひとつの影響力を備えています。

その周波数が高くなるにつれて、より多くの人々がさらに目覚め、地球上の完全な根源

的な存在になりながら、彼ら自身の存在の内部の完全な結び付きという道筋上を移動す

ることになるでしょう。そしてこれがどれ位の人々が移動しようとしているかという問

題に影響を与えることになるでしょう。

現在可能なものになっている変化が、新しい地球の現実性に影響を及ぼすようになる

でしょう。それと同時に、その変化は依然としてこの瞬間にも積み重ねられていて、皆



さんが現在変化させることができるすべての物事は、新しい地球の現実性に運ばれるこ

とになるでしょう。

これが今日のわたしのメッセージです。

わたしはイシス

I Am Isis.

Through Petra Margolis
July 7, 2011
www.ascendedmasters.org
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わたし達はすべてひとつ

わたし達はすべてひとつ
WE ARE ALL ONE
12 July 2011 - 11:16pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

WE ARE ALL ONE.

わたしはイシスです。ある人々はこれについていくらか混乱しているように見えるため

、この言葉は本当に意味しているものを説明したいと思います。

そうです、わたし達はすべてエネルギーから、根源のエネルギー創られていて、ですか

らこのよう、わたし達はすべてひとつです。これには、地球、皆さんの宇宙、そして他

の数多くの宇宙や存そういった宇宙内部の存在達も含まれています。

ここで、またわたし達が自由意志という天稟に言及する時、違いが現われます。

ありとあらゆる存在が自由意志を持っています。

地球は現在次元上昇をしていて、その周波数は地球上のありとあらゆる存在達に影響を

与えているのであれば、これは何を表しているのでしょか？

皆さんはすべて、皆さんが何処に受肉するかに関して自由な選択を経験しています。で

すから、地球上のすべての存在達はこの時期にこの場所に存在することを選択しました

。新しい地球の5次元の現実性に向かって波に乗りながら進むか、あるいはさらに進ん
で宇宙の次元上昇に従事するかのどちらかです。

それぞれの存在が自由意志を持っているように、それぞれの存在はこの時期に選択肢



を持っていますが、しかし彼らはこの選択を自分自身でしなければならないのです。

彼らはすべて自由意志を持っているため、わたし達は彼らのために選択を行うことはで

きず、またわたし達は彼らに干渉することもできません。

この世界には、すべてひとつとして存在することは、わたし達が他の人々のさらに高い

部分を求めることができて、そういった人々の過程に干渉できる、と考えている人々が

存在しています。

これは、自由意志、そして一体性の法則が意味しているものではありません。

皆さんはわたし達にそれを求めることはできません、ただ人間それ自体だけが自分達の

さらに高い存在に宇宙の次元上昇が始まることを求めることができます。

現在起っている他のすべての物事は、既に起っています；既に5次元の現実性に移行す
るという選択をした人々の過程に干渉する必要はありません。

地球は次元上昇することになり、そして5次元の新しい地球の現実性は、わたし達が伝
えているように、今創り出されています。

ここが皆さんの支援が必要とされているところです。何故なら、わたし達はさらに高い

意識を獲得するために、そして物質的な身体の内部でさらに高い周波数を獲得して宇宙

の次元上昇を成就し始めるために、さらに数多くの人々を必要としているからです。

これが地球と次元上昇のポータルを通して移行させるために必要とされているもので

あり、新しい5次元の地球の現実性に向けて進むことを既に選択したすべての人々のた
めの空間を創り出すためには、数多くの人々が必要になるでしょう。

この理由は、現在地球それ自体が物性を超えて次元上昇をしていて、5次元の現実性が
未だに物質的なものになっているからです。ですから、地球と伴に非物質的な光の身体

に移行するこができない人々を確保するために、安全な空間が必要になっているから

です。



この時期には数多くのエネルギーの収束が起っていて、地球の次元上昇の過程を支援す

るために、地球の内部でさらに高い周波数が統合されています。これは人間としての皆

さんを目的にしたものではありません。今は、地球がその物性の周期を完了し、地球が

物質的になる前の姿である元の非物質的な存在に移行する時です。

人間としての皆さんは今まで地球上で暮らしてきて、また地球を使用してきて、現在最

も大切なことは人間としての皆さんがさらに高い次元に移行することだと考えている

ため、それは皆さん自身で思い出さなければならないものになっています。

それは皆さんを目的にしていません。

それは母なる地球が目的になっています。

そうです、皆さんは母なる地球と伴に次元上昇をする機会を手にしています。しかし、

それは今後皆さんに与えられるものではありません。

5次元の新しい地球の現実性に移行することになる人々でさえそのために努力する必要
があり、そしてわたし達が至る所で人類の上昇をすべて確認できる通りに、彼らは現在

それに取り掛かっています。人々は自分自身のために立ち上がっていて、また新しい生

き方のために立ち上がっていますが、これが、新しい5次元の地球の現実性になる生き
方です。

ですから、その通り、わたしたちはすべてひとつです。

人々が自分自身のためにそれを求めるまで、わたし達は他の人々に干渉することはでま

せん。そして人々は自分自身という存在を求める必要がありますが、わたし達は人々の

ためにそれを求めることはできません。

わたしはイシス。

I am Isis

Through Petra Margolis
July 12, 2011
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死は人間の精神の内部以外に存在していない（上）

死は人間の精神の内部以外に存在していない
Death does not exist but only within the human mind 
16 September 2011 - 11:43pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Death does not exist but only within the human mind

皆さんはすべて次元上昇に向かってさらに近付いているため、今は皆さんの次元上昇を

阻む可能性がある最も大きな障害を解き放つ時です。

数多くの皆さんが、依然として物質的な死という信念体系を解き放っていません。

これは、創造主のエネルギーの内部で想いが明らかにされたという、創造の姿を表わ

しています。

皆さんは創造を通して、数多くの他の存在達と伴に物質的な身体とこの世界の現実性を

明らかにしました。

また皆さんは、死と再生という再循環を経験する物質的な身体を創り出しました。そ

れは、この循環によって皆さんが霊に移行し生れ変り、新しい状態になり、皆さん自身

のために皆さんが設定した道筋についてより多くのことを学ぶことができるからです。

皆さんが物質的な現実性を創り出して霊的な現実性から切断された時、皆さんがこの状

態を必要としました。

霊的な現実性と再結合する唯一の方法は、物質的な身体から離れて、霊的な現実性の内

部に存在している皆さんの他のすべての部分に戻ることです。



皆さんを霊的な現実性に連れ戻すために、数多くの教えが明らかにされました。

皆さんの物質的な世界の内部の二元性が今でも大きな問題を残したままになっている

ため、数多くの物事が歪められてしまいました。

これは皆さんの選択のひとつであり、ですから今、皆さんはすべてそれを終わらせ、

今起っていることを確認することができます。

他の選択は、皆さんの創造的な能力を使い始めて、死という思考を解き放ち、生命とい

う思考を受け入れることです。

二元性の中で今まで創り出されてきたものは、すべての皆さん自身の創造であり、皆さ

んはそれを闇の一派、あるいはイルミナティ、あるいは他の集団のせいにして責めるこ

ともできます。皆さんは依然として二元性の意識の内部に留まったままになっている

ため、皆さんは今現在起っている現実性を変化させることはできないでしょう。

二元性とは、自分達の創造の内部で何が起るべきか、何が起ってほしいかということに

関して異なる考え方を持っている異なる複数の集団の別名に過ぎません。

数々の集団とは、創造や起り得ること、あるいは起るべきことについて異なる視点を持

っている数多くの人々かもしれず、2人かもしれず、あるいは一人の個人かもしれま
せん。

より多くの人々がその過程に巻き込まれている場合には、その思考形態はさらに強力な

ものになります。

これが、現実性、創造という思考の中で、二元性となって現れるものです。

今、物質的な身体の死という思考形態は、それが長い間ほとんどの人間によってひとつ

の現実性として受け入れられてきたため、最も強力な創造のひとつになっています。

それは皆さんの内部だけではなく、それぞれの瞬間に創り出され続けている意識や、数



々の現実性の内部にも刻み込まれています。

物質的な身体の死という思考形態は今までこれほど長い間皆さんの物質的な現実性の一

部になっているため、皆さんという存在の数多くの部分の内部に刻み込まれています。

この肉体的な死という思考形態を解き放つことは、わたしの信念体系を変えると口にし

て済むほど単純なものではありません。それは、物質的な身体と同時にこの物質的な身

体の内部で皆さんが創り出した現実性を構成している数多くのエネルギー系から解き放

たれなければならないからです。

このすべてを解き放つ方法は？

地球上の物質的な身体の内部で、霊としての皆さんの本来の姿になることです。

霊の中の皆さんのすべての部分を理解することです。

そういった部分は、物質的な身体はひとつの思考形態であり、ひとつの創造であること

を認識していて、実際に皆さんのそういった部分がこの物質的な身体を創り出しまし

たが、それでは死という思考形態を解き放つ際に支援を誰に依頼した方が良いのでしょ

うか。

皆さんの霊的な対応物は、認識する上での数多くの不可欠な部分や霊の内部の存在で構

成されています。

わたしは皆さんの霊的な精神が充分にこれを認識ようになることを理解しているため、

これについてもう少し掘り下げて、人間の精神にとってより明確になる方法で説明させ

てください。

皆さんという存在は、根源に由来しています。それは地球上に人間の身体を創り出すこ

とができる至高の周波数であり、皆さんの3次元の現実性の内部ではその周波数を低減
させる必要があります。これは一種の踏み台として行われています。皆さんという存在

の一部は至高の周波数の内部に留まり、他の部分はさらに低い周波数に向かい、これが

人間の現実性に達するまで繰り返されて行きます。そのため、人間の現実性は、人間の



現実性を創り出すために必要となる低い周波数を備えています

ですから、その踏み台を登って行く度に、皆さんは、皆さんの物質的な部分では認識さ

れていない知識をもった皆さんという存在の各部分に巡り合うことになります。

その踏み台の位置が高くなるほど、皆さんはより多くの知識を獲得します。何故なら、

それは一定の知識を維持することができる一定の水準の周波数が必要になるからです。

その踏み台の位置が高くなるほど、その知識はより明確なものになり、同時にそういっ

たさらに高い皆さんの部分は、皆さんの霊的な存在の内部で続いているものに関するよ

り広範な俯瞰的な視野を持つことになります。

例えば、皆さんのより高い自己は、その踏み台を最初に昇ったところに位置しています

。

この解放の過程の鍵は、意識的に人間の精神がそういった部分と連絡が取り合えるよ

うになることであり、それは、人間的な部分が新しい思考方法に転換されることが必要

になるからです。

数多くの皆さんが霊の中の他の存在達と結び付き、霊の中の数多くのそうした存在達の

交信を受けることが好きなことを、わたしは認識しています。しかし、ひとつのことが

より重要なものになっていて、そしてそれは、霊の中の皆さん自身の存在を認識するこ

とです。

もしも皆さんが皆さんの霊の存在全体と結び付いていないのであれば、地球の現実性内

部の変化は、完全な方法で起ることはあり得ません。皆さんは変化を確認することにな

りますが、しかしその変化には依然として物質的な身体の死が含まれているでしょう。

そういった変化はただ外見上の変化というだけであり、皆さん自身という存在内部の精

神的なものではありません。

そうです、皆さんの人間の現実性の内部には変化することが必要になっている数多くの

物事が存在し、そしてその通り、皆さんはこのすべての創造者となっているため、皆さ



んはこの一部になることが必要になっています。

霊的な存在としての皆さんはこの創造を任されていますが、しかしまた、宇宙を貫いて

いる他の数多くの創造も任されています。皆さんはこの時期に皆さんの地球的な創造

に意識を集中しているため、これは数多くの皆さんが自覚していない部分になってい

ます。しかし、皆さんがこの世界で行うすべての物事は、向こう側の霊の内部で皆さん

が行うすべての物事に影響力を持っています。

またこの時事は、わたしに霊的な交信や外部に向けたメッセージを伝えるよ うに促し
ますが、しかしそういったメッセージは、皆さんや今現在起っていることに対する皆さ

んの人間的な理解に焦点が当てられていることを、皆さんは自覚する必要があります。

その上、それは今皆さんの宇宙の他の部分や他の宇宙で起っている数多くの物事に対し

ては、当てはまりません。そこでは、皆さんはまさに創造の内部で機能している皆さん

の部分を経験しています。



死は人間の精神の内部以外に存在していない（下）

これはひとつの人格、ひとりの神、あるいは皆さんがそこから現れた根源によっ て支
配されているのではありません。これはありとあらゆる存在によって支配されていて

、創造は、地球上か他の宇宙の一部や他の宇宙のどちらかのありとあらゆる存在によっ

てその瞬間の内部で起っています。

皆さんはすべてひとつの根源から現れましたが、しかし、皆さんが根源から離れた時

、皆さんは自由意志と伴に離れて、皆さん自身の自由意志を創り出しています。

数多くのメッセージはただひとつの再考であり、ひとりの人間として皆さんが感じてい

るものや、一人の人間として考えているものが今現在起ろうとしている、あるいは起る

必要があることの説明に過ぎません。

どちらか一方の立場で考える二元性の考え方を持った外部に向けたあらゆるメッセー

ジは、人間の思考方法によって影響を受けています。

霊の中のあらゆる存在は自由意志で創造する権利を持っているため、霊の内部では、皆

さんは二元性が存在していないことを認識しています。

そうです、皆さんはそれに同意できないかもしれませんし、その通り、時に皆さんはそ

れが起ることを妨げることになりますが、しかしそれはまた創造の自由意志 の内部に
含まれています。それは皆さんを教え、皆さんに経験を与え、皆さんが創造するものが

さらにすばらしく拡大することを許しているお互いの駆け引きで あり、またこれは自
由意志を大切にしているものです。

皆さんを救済しようとしている存在達についてのメッセージは、皆さんを配慮していま

すが、それは一人の人間としての皆さんの創造であり、皆さんのさらに高い霊的な部分

の内部では、これは起ろうとしておらず、またこれから起ることもないことが認識され

ているものです。何故なら、自由意志は他の存在達によって救済されることを目的にし

ているのではなく、皆さんが皆さん自身を救済することを目的にしているからです。

皆さん自身を救うこと、皆さんの自己になること、完全に皆さんの本来の姿になるこ



とは、ひとりの人間存在ではなく、自由意志から創り出している霊的な存在です。他

の人々が悪事を働いていることについてあれこれ騒ぎ立てることは止めてください。そ

れを認め、進み続 け、皆さんが正しいと考えるものを創り出してください。

皆さんは、他のすべての存在達がそうであるように、創造する権利を持っています。

もしも皆さんが好まないあるものを皆さんが理解しているなら、皆さんはそれについて

何かをすることができますが、しかし、二元性の思考、人間的な思考形態によって影響

されない場所からそれを行ってください。皆さんという存在内部の霊的な場所からそれ

を行って下さい。皆さんの霊の中の存在全体からそれを行ってください。

これは、ただ単に他の存在が今まで皆さんに伝えてきたもの、あるいは皆さんがひとり

の人間として理解しているものではなく、 皆さんが今現在起っていることについての
すべての範囲を把握することが必要になります。皆さんは皆さんという存在のあらゆる

部分と接触を持つことが必要になるでしょう。何故なら、この部分はできる限り最も純

粋な姿で創造が起ることができる場所になっているからです。

わたし達が皆さん自身の存在を、皆さんという存在のあらゆる部分を認識するように伝

えているのは、これがその理由であり、これがどれほど皆さんの考え方、皆さんの反応

の仕方、そして皆さんの存在の仕方を変えることになるか、皆さんは驚かされることに

なるでしょう。

これが実際に変化を起こしているものです。これは、皆さんの創造的な能力を人間の現

実性で実現する方法になっています。

これは今現在起っている次元上昇の過程にどのように結び付いているのでしょうか？

これは次元上昇が目的にしているもののすべてになっていて、また他の人々を変化させ

ることを目的にしていません。それは皆さん自身を変えること、皆さん自身になること

、人間の部分だけではなく皆さんの霊の中の存在全体のためのひとつの学びの経験とし

て皆さんが創り出した物質的な現実性の内部で、霊の中の皆さんの本来の姿になること

を目的にしています。



それは、可能な限り最も高い水準から皆さん自身の現実性を創り出す方法を学ぶことを

目的にしています。

これは、霊の内部に存在している皆さんの魂の目的です。

数多くの人々がこれを求めていることをわたしは認識しています。そのため皆さんは、

今行われている数多くの他の物事を経験しています。今、人々の役割とは何でしょうか

。人々は何をしようとしているのでしょうか。人々の未来の役割とは何でしょうか。

皆さんの霊的な存在は、これについての数々の考えを持っています。そしてその考えは

、皆さんが一人の人間として考えるものよりも少し異なったものになっているようです

。皆さんの霊の中のこうした部分と結び付きを持つことが重要になるのは、これがその

理由になっています。

その瞬間において皆さんにできることを考えて、皆さん自身の存在にますます精通する

ことに意識を集中してください。何故なら、これが、皆さんが地球上で携えている最も

重要な目的になっているからです。これがすべての創造の目的になっているため、新し

い現実性を創り出す方法を学び、新しい現実性を創り出すことに取り組んでください。

地球上のあらゆる物事は、創造の一部分になっています。皆さんの病気、癒しの体系

、信念体系のすべては、そして今現在起っている他のすべての物事は、ひとつの集団と

しての皆さんが創造において今まで関与してきたものの一部として存在しています。

すべては、創造することについて学ぶことを目的とし、また皆さんという存在のそれぞ

れの部分や他のどの部分の内部のあらゆる水準で創造することについて学ぶことを目的

としています。

そうです、皆さんが次元上昇と呼ぶものは、この一部として存在しています。何故なら

、次元上昇の過程は、この物質的な現実性から離れて、人間の身体の死を伴わずに、霊

的な現実性に完全に戻るという経験を学ぶことの一部として存在しているからです。そ

れぞれの周波数の内部に存在し、拡大し、また創造することと創造についてより多く

を学ぶためにそれぞれの周波数の内部で創造できるようになることです。



この最終目標とは何でしょうか？

何もありません。何故なら、宇宙は絶えず拡大し、皆さんも絶えず拡大していて、あら

ゆる存在のために学ぶべき新しい何かがいつも存在しているからです。

わたしはイシス

I am Isis

Through Petra Margolis
September 16, 2011

www.ascendedmasters.org

These messages may be shared freely as long as no alterations are made and the
source is included in the message. If you would like to receive our weekly message
through email you can sign up here

翻訳： 森のくま (2011-09-25 17:34) 



二元性の意識から移動する

二元性の意識から移動する
Moving out of Duality Consciousness
19 September 2011 - 10:11pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis
Moving out of Duality Consciousness.

これは今も今までも数多くの方法で議論されていて、依然としてほとんどの人々が使

用し、人々が地球上に存在している憎しみと怖れを解き放つまで、これからも使用する

ことになるように思われることです。

愛に基づいた社会は、二元性を持たないようになりますが、しかし異なる考え方を持つ

ようになるでしょう。

皆さんはこれから地球上に現れるさらに高い周波数に向かってさらに遠くまで進んでい

るため、これは、すべての皆さんによって創り出されなければならないものです。

またこれは、今この時期に目覚めている人々ばかりではなく、数多くの人々に対して新

しい考え方が導入されなければならないことを意味しています。

皆さんが皆さんの周りの世界に目を向ける時、皆さんはそれを目覚めていない人々の内

面だけではなく、皆さんはどこにでも確認しています。

まず、ひとつの事を実際に明確させてください。皆さんは既にこの世界に存在すること

を選択し、また今は一定の地球上の生活方法を選択しています。選択の理由は、経験を

積むためです。



ですから、皆さんが誰か他の人の何かを責める度に、皆さん自身の内面を見て、これは

皆さん自身の地球上での人生経験のために皆さんが選択したものかどうかを確認してく

ださい。

そうです、皆さんは皆さんの周りのあらゆる物事を制御している訳ではありませんが、

しかし皆さんは、これがこの時期の地球で機能している方法であり、また皆さんが今ま

で経験した他の生涯ひとつひとつで機能していた方法だったことを充分に認識して地球

に現れました。

ですから、今回の地球上の人生は、すべて人間のためではなく、魂のための経験を目的

にしています。

皆さんが今回の生涯により多くの力を注いでいる理由は、何か大きな出来事がこれから

起ころうとしていて、今後地球上の人生の方法で途方もなく重要なひとつの変化が進行

しようとしているからです。

わたし達はさらに遠くまで進んでいるためこの変化はさらに明確になろうとしていて、

皆さんは既に皆さんの周りで起こっている変化を確認することができます。 何故なら
、さらに多くの人々が今地球上に存在している数多くの体制がどれ程変化を必要として

いるかを注目していて、またこの変化は目覚めている人々と目覚めていない人々の中で

起こっているからです。

今、目覚めている人々にとって、地球上の古い思考方法の一部になっている数多くの信

念体系を手放す必要があります。

そのひとつが二元性の意識であり、この意識と結び付けられている憎しみと怖れになっ

ています。

数多くの皆さんが愛に基づいた非二元性の思考方法に移行しようと努力しているところ

ですが、しかし皆さんが完全に愛に基づいた非二元性の思考方法と人生の過ごし方に進

むことができるようになる前に、依然として解き放つ必要がある数多くのものが存在し

ていることを、すべての兆候がわたし達に明らかにしています。



そうです、今、皆さんの生き方をさらに困難なものにする数多くの出来事が起こってい

ます。皆さんの世界のすべての指導者達は、真の指導者であるようには思われません。

何故なら、彼らは地球上の状況をさらなる混沌に導いているからです。

皆さんは地球上で生きているため、これはすべての皆さんのひとつの創造であり、その

多くが目覚めて今現在起こっていることを乗り越え、そして地球上で生きる異なる方法

を創造し始める手段となっていることをまさに忘れないでください。

そうです、こうした指導者達の一部は、自分達自身のためにその地位に就いていて、こ

の瞬間に今までよりも主導権を握っている人々ですが、しかし皆さんはいろいろな意味

で変化を起こすために立ち上がっていないため、いろいろな意味でこうした状況が起こ

っていることを許していることになります。

この状況における皆さんの個人的な見方や生き方で、皆さんによって数々の小さな変化

が起こされています。しかし、数多くの人々が依然としてその状況の決断のために自分

達自身の外部に目を向けています。

これは、数多くの異なる交信者達を通して現れている数々のメッセージによって顕著に

確認されていることです。

数多くのこうしたメッセージは、地球上とその周りのエネルギーの内部の変化を確認し

ているところですが、その他のあらゆる物事は、数々の状況の寄せ集めになっています

。そういった状況は、地球のエネルギーが変化しているため発生するかもしれないもの

についてのあらゆる任意の表現において、起こるかもしれないものです。

わたし達は地球上の他の存在達が描写されている方法で確認することができ、またどれ

程数多くの状況が依然として善悪について言及している方法で描写されているかを確認

することができるため、数多くのこうしたメッセージは、全体的に二元性の意識を免れ

ている訳ではありません。

善も悪も無いことを皆さんに伝えさせてください。ただ創造する集団達と自分達のため



に他の誰かが創り出すことを待っている集団達が存在しているだけです。

もしも皆さんが他の人々が皆さんのために創り出すことを待っているとすれば、皆さん

は彼らが皆さんのためにこの状況を創り出すことに対して承認を与えているため、皆さ

んは彼らが皆さんの好まない何かをしていることに対して非難する理由など持ち合わせ

ていません。

他の人々が創り出すことを待っていることは、また皆さんが依然として皆さん自身の進

歩の中で立ち止まっていることを意味しています。

皆さんは待ち、そして待ち、そして一部の皆さんは10年20年そしてそれ以上の期間さえ
、皆さんが起り得ると考えている支援と変化を待ち続けてきました。

宇宙船が現れることを待っているすべての皆さんを例にしてみましょう。数多くのメ

ッセージはこのことを大きな機会として、すべてを上手く運ぶことになる出来事として

、そして皆さんが皆さんの人生を生きることを望む方法に対してこれほど邪魔をしてい

るこうした悪い人々に対処することになるひとつの出来事として、言及しています。

こうしたメッセージのひとつひとつが、それはもう直ぐだ、と伝えています。もうほと

んどそこまで来ている、ただほんのもう少しの時間だけだ。その間にも、皆さんは待ち

、立ち止まったままであり、そしてそうです、皆さんは皆さんの周波数を引き上げる働

きに取り組んでいますが、しかし皆さんの精神の後ろで、皆さんは皆さんの人生の創造

的な部分を皆さんの人生をより良きものに変えるために現れようとしている存在達に与

えてきました。

これは皆さんの周波数を引き上げる方法ではなく、そしてこれはこの瞬間に皆さんが必

要としている意識的な創造の手段ではありません。皆さんは、本当は地球上の生き方を

変化させることに真面目に取り組んでいません。

皆さんは同じ状況の内部に留まっていて、前進せず、一度地球がさらに高い次元に進ん

だ時に役立つという意味では進歩していません。そして皆さんは皆さんの生命の内部の

皆さん自身の変化を創り出す方法を学んできていないため、皆さんはこの時期に目覚め



ようとしている他のすべての人々を支援する準備を整えることはないでしょう。

今は、皆さんがここに存在している理由、この時期に皆さんが目覚めていなかった理由

、そして皆さんが創造せずまた実際に皆さん自身の人生に変化を起こしていない理由を

直視する時です。

認識している人々にとって、数々の変化を起こし始めるためには創造が必要になります

。今は創造する時であり、立ち上がり数々の変化のために戦う時です。その 変化は皆
さん自身の生命の内部だけではなく、地球上のあらゆる人々に必要とされているもの

です。何故なら、この変化はあらゆる人々を新しい地球に進ませることを可能にするも

のになっているからです。

誰も取り残されることはないでしょう。いわゆる闇の秘密結社と呼ばれている人々のた

めに留まろうとする奴隷達は存在していません。もしもそれが起っていたとすれば、新

しい地球上ではかなり孤独になっているでしょう。何故なら、わたし達は人類の 99％
の人々について語っていますが、その地球上のほとんどの人類は目覚めていない状態で

あり、留まるかそうしないかというひとつの選択をする立場に置かれているからです。

この時期に地球上に転生したあらゆる人間は、目覚めていよるとしてもそうでいとし

ても、地球は次元上昇しようとしていているという事実に基づいてこの魂の決断をし

ます。それは人間の魂にとって地球と伴に新しい地球の新しい次元の周波数に進むため

の進歩になるでしょう。

背後に留まり奴隷になるか、あるいはさらに地球の次元上昇の間に死んでしまうかとい

う選択など、今までひとつの魂もしてきていません。何故なら、地球は自分の次元上昇

の局面の中で動いているため、これは可能性のひとつではないからです。そうです、地

球と伴に次元上昇の局面を経験しないことを決断した魂達が存在する可能性はありま

すが、彼らは次元上昇が起る前に離れて行くことになるでしょう。

これは地球だけではなく、地球を超えて他の数多くの 惑星や存在達に影響を与えるも
のであり、彼らの一部は既にこの時期に地球上に転生していて、他の存在達は地球上で

今起っていることを注目しています。そして他の一部の存在達は、皆さんにどう対処で



きるかということに関して情報を提供することによって、その過程で支援をしています

。

これは、こうした存在達はすべての答えを手にしていることを意味している訳ではあり

ません。何故なら、今回の次元上昇の過程は、高位の霊的指導者達としてのわたし達を

含めたすべての存在達にとって、完全に新しいものになっているからです。

彼らのほとんどは、まったく皆さんと同じであり、関与しているすべての存在達にとっ

て有益になるような一定の結果を創り出すことを望んでいます。彼らの一部には、彼ら

だけに有益になる結果だけを創り出すことを望んでいます。

これが、創造的な自由意志が目的にしているもののすべてです。

ひとつの存在だけがすべての責任を負っている訳ではなく、すべての皆さんが今起って

いることに対して責任を負っています。

物質的な水準で数多くの変化が必要とされていて、すべての皆さんこそがそれを実現で

きます。

イシス

Isis
Through Petra Margolis
September 19, 2011

www.ascendedmasters.org

http://lightworkers.org/channeling/141681/moving-out-duality-consciousness

翻訳： 森のくま (2011-09-25 17:35) 
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死の恐怖

死の恐怖
Fear of Death
21 September 2011 - 7:36pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis
Fear of Death.

物質的に次元上昇しようとするそのすべての意向がこれを取り扱うことになるため、わ

たしはもう少し死の恐怖について説明したいと思います。

物質的な次元上昇の前には、ひとつの瞬間が訪れます。そして皆さんは意識的に気付く

ようになるため、この瞬間が起こっていることを認識することになるでしょう。その瞬

間に、皆さんは物質的な身体は霊的なエネルギーに変化することになります。

この瞬間は、物質的な身体の死のように感じることになるでしょう。

既に死を経験している数多くの人々は、彼らは死を怖れていないと口にするようになり

ますが、これは真実です。

しかし皆さんは今までに、意識的にその瞬間を、その貴重な瞬間を、皆さんが死ぬ前に

、皆さんが今から死のうとしていることを意識的に認識している瞬間を、経験しまし

たか？ 

この瞬間は、怖れによって皆さんが物質的な次元上昇を阻まれる可能性がある瞬間にな

ります。

この瞬間は、皆さんの物質的な身体、精神的な身体、そして数多くの生涯でこの瞬間を



経験してきた他の数多くの部分の内部に存在している怖れによって、皆さんは前進して

充分に物質的な次元上昇をすることを阻まれる可能性がある瞬間になります。

そうです、その瞬間には怖れが存在し、そしてこれは、克服するか、あるいは皆さんが

そう選択すれば皆さんが物質的に次元上昇すること阻まないように変化させる必要があ

る怖れです。

数多くの人々がただ3次元の周波数から5次元の周波数に向かうことになり、そしてそ
の人々はそれに当てはまらないため、これについて心配する必要はありません。

しかし、物質的に次元上昇することを望んでいる人々にとって、それはかなり重要なも

のになります。

これはピラミッドを含めた神秘学派の時代に実践されていたものであり、それは皆さん

がサルコファガスとその蓋を上手く処理した記憶を持ち、そして皆さんが霊的な世界に

向かう旅を続けた記憶をもっているためです。サルコファガスは死の信念体系を変換さ

せるために用いられました。

この知識は、主として物質的な次元上昇に完全に身を投じていた人々に認識されていま

した。

完全に身を投じていた、ということが、ここでは鍵になる言葉になります。

それは、皆さんの周波数を引き上げ、皆さんという存在の各部分を浄化し、解き放ち、

完全に意識を取り戻すという皆さんの進歩のために、日中のすべての時間を費やすこと

を意味しています。そしてわたしは、日中と夜と言います。何故なら数多くの人々は夜

の間、サルコファガスの中の眠りの状態か、あるいは休むために残されていた物質的な

身体にとって安全な他の場所の中で、物質的な身体の旅を意識的にしていたからです。

この死の直前の怖れの瞬間は、物質的な次元上昇の最も中枢となる瞬間です。

ですから、そうです、死を怖れないと口にする人々でさえ、これについて対処しなけれ



ばならなくなります。

考えてもみてください、皆さんは霊に向かって進むことになることを認識しているため

、皆さんは死を怖れません。

しかし、皆さんは家族、子供達、愛する人々を持っているため、皆さんはこの怖れの瞬

間を経験することになるでしょう。これほど数多くの物事が皆さんの精神を通り過ぎ

ます。何故なら、物質的な身体の次元上昇とは、皆さんが以前意識的に経験してこなか

ったものであり、それは物質的な身体の死のように感じることになるからです。

皆さんは、自分は愛する人々と離れたくない、という思いが皆さんの精神を通過する経

験をすることになるでしょう。

怖れは、皆さんのさらに高い幾つかの部分を含めた、皆さんの数多くの部分の中に深く

浸透しています。何故なら、その部分は、死と物質的な身体との断絶という 経験をし
ているからです。そしてそれは物質的な身体の内部の皆さんの細胞の記憶の内部に存在

していますが、しかしまた、霊的な数々の身体の内部のエネルギーの粒子の内部にも存

在しています。

死の恐怖の記憶を持つと同時に、完全に皆さんの信念体系や地球の周辺の意識の内部に

存在しているそういった身体の内部には、幾つかのエネルギーのマトリクスが存在して

います。

たとえ皆さんが決心をして、わたしは死に対してどのような怖れも持たない、と皆さん

自身で口にするとしても、これは皆さんの他の部分が同じ想いあるいは信念を持ってい

ることを意味していません。

他の部分がこの怖れの部分を通過して、皆さんという存在の数多くの部分からその怖れ

を解き放つ過程を安全に導くことが必要とされているため、これはまた、皆さん自身で

は安全に行うことができないことです。

皆さんのすべての信念体系と意識の内部で必要とされている変化は、個人的な水準で皆



さんにとって必要とされている物を理解することができる、ひとりの教師を通して導か

れる方法で行われなければならないものです。何故なら、これはあらゆる意味で、どの

ような物にも合うフリーサイズのものではないからです。

これはまた、ただ瞑想をするだけで簡単に行えるものでも、皆さんがして貰えるもので

もありません。

それは皆さんの側のある程度の時間と努力が必要になるものでもあるため、この過程

に対する働きかけと献身が必要とされています。

一度皆さんが物質的な次元上昇の瞬間に進んでしまうと、皆さんはただ意識すること

によってのみこの怖れに打ち勝つことができるため、皆さんは、皆さんの存在がこれを

解き放つか、あるいは皆さんの内部でこれを変化させることを求めることさえできま

せん。

そしてここでわたし達は疑問に突き当たります。わたしはどこでその教師を見付ける

のか、わたしはその教師やその他のすべての物事に払うお金を持っていないのでは、と

。そういった心配は、皆さんが今回の人生の時間の中で設定した目標に集中することに

較べれば、取るに足らないことです。

この問題はそれ自体でひとつの一体となった主題になるため、わたし達は、次のメッセ

ージでこれについて議論することになるでしょう。

数々の神秘学派は、それなりの理由があって、そこに存在していました。

今教師達がここに存在しているのも、それなりの理由があります。

Teachers are here now for a reason.

イシス

Isis

Through Petra Margolis
September 20, 2011
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大規模な移行が今起っている

大規模な移行が今起っている
The Great Shift is happening NOW!
4 October 2011 - 4:24pm

The Great Shift is happening NOW!

人類の全体に及ぶ移行は今、変化しています；皆さんはその周りのすべてでそれを確認

できます。

今まで数多くの人々が呼び掛けられて、そして自分達が実際には認識していないという

理由のためにただそこで抵抗しています。

今まで数多くの人々が呼び掛けられて、そして今それに答えていますが、しかし生活の

ために思いとどまっています。

そのエネルギーは行き詰っているように見えますが、しかし、この足踏みの内部で皆さ

んは時間が無い領域を見付け出すことになるでしょう。皆さんが今までに経験してこ

なかった速さで移動できる場所です。

今は待つために与えられている時ではなく、皆さんが求められているものを手掛ける時

です。

このエネルギーが移行する時を利用してください。

わたし達はそれを異なる視点から確認しているため、そのエネルギーの内部で今起こっ

ていることを少し説明させて貰います。

わたし達は、皆さんの惑星の周りでわたし達に光を添えてくれている数多くの光の活動

家達を確認しています。



母なる地球と伴に努力している人々がいて、地球の光がさらに明るくなっているため、

これは表面的に皆さんの惑星を活気付けています。

今、3次元は依然として闇に属する場所になっていて、その5次元以上の光とは異なる速
度で流れています。

今、地球内部と地球の周りから出ている光が3次元内部の闇を圧縮しているところで
すが、3次元は依然として数多くの人々が居住している場所であり、わたし達は3次元が
備えている数多くの影響力を確認することができます。

ほとんどの皆さんの肉体としての生命は3次元にあるため、皆さんの物質的な身体は3次
元の内部にあり、この事実がさらに混沌としている皆さんの周りのあらゆる物事に対し

て影響を及ぼしていて、数多くの人々の前進を阻んでいます。そのエネルギーはかな

りゆっくりとしたものであり、人々はさらにゆっくりと移動し始めていて、一部の人々

がさらに高い次元の周波数に手を伸ばし始めることが少々困難な状態になっています。

3次元のエネルギーの圧縮がさらに大きなものになっているため、この状況が、エネ
ルギーの移行のなかで無時間の領域を呼び寄せています。

その圧縮が続くほど、3次元のエネルギーは今後さらに遅いものになり、皆さんの周り
の状況がどのようなものであれ皆さんは前進しなければならないことを自覚し、理解す

るようになります。今は、皆さんの光と、必要となっている惑星地球上の皆さんの生き

方の変化にさらに多くの意識を集中する時です。

今、この時点では、ただ皆さん自身の光に意識を集中する必要があるだけであり、これ

が地球の周りに輪を添えるようになます。そうです、それは3次元のエネルギーをさら
に圧縮するようになりますが、しかし、これは闇を光で照らし出すことになるため、必

要不可欠な過程になっています。ある時点でこれ以上その余地がなくなり、光に移なら

ければならないようになるでしょう。

これが、数多くの人々が取り上げている大規模な移行です。



闇が地球上で存在する場所がなくなり、5次元の周波数に向って、光に向かって移動す
る瞬間です。

さて、皆さんは次々とまさに起ころうとしている霊的な出来事を経験しているため、こ

れは皆さんの惑星地球と皆さんの普遍的な力についての話です。

皆さんの地球には、地球自身のものではない数多くのグリッドが通り抜けているため、

依然として必要な物事が数多く存在しています。

数多くの人々が今それを確認していて、また今までもこうしたグリッドを修復してきま

したが、しかし彼らはこうした数多くのグリッドが最初の場所に存在しているとは思っ

ていません。

母なる地球の内部に存在していた最初のグリッドは、地球上の生命のためのエネルギー

源として地球が創り出したものですが、立体映像のグリッドが必要とされているため、

今でも最悪な状態になっています。数多くの人々が立体映像のグリッドの背景を確認す

ることができず、今後も実在のグリッドの代わりに立体映像のグリッドにエネルギーを

送ることになります。そのため、これは光の活動家としての皆さんが気付いていなけれ

ばならない場所になります。

こうした立体映像のグリッドは大きな伝導体を持ち、それが母なる地球を通り抜けてい

る最初のグリッドよりも多くの光を引き寄せています。

こうした伝導体がエネルギーを吸い上げ、それが怖れと支配という3次元の現実性の内
部に留まることを望んでいる人々が感じているものになっています。何故なら、これ

が人々の生き方が目指しているすべてになっているからです。

皆さんが前向きに変化を起こしていながら、グリッドはそうではないため、いわば、そ

のグリッドが、皆さんと闘うために皆さん自身のエネルギーを利用しています。

今は、創り出された立体映像の現実性を超えて理解し、本当に必要とされているものを

修復することができる専門集団が必要とされる時です。



皆さんが必要とされていますが、しかし皆さんは本来の姿とそうではないものとを充分

に自覚していなければならなくなっています。

地球内部の存在である皆さんは、すべてそれについて認識しています。ちょうど、上の

ように下にも、の場合と同じように、それは唯一のものではありません。ですから、地

球内部の数多くの都市が、怖れを通した支配をあきらめる準備をしていない存在達を抱

えています。

数多くの地下基地が存在して、そこでは地表から訪れた人々が地球内部の人々と協力し

ています。そうです、こうした人々の一部は異星人の集団であり、彼らは完全に選択の

余地がなくなるまでに地球から離れて行くことになるでしょう。

今、わたし達は皆さんが出向いて行って彼らと闘うことは求めていません。それは、数

多くの皆さんがこの仕事を引き受ける準備が整っていないため、これがその答えになっ

ていないからです。

彼らは少数の人間集団によって保護されており、こうした地下基地のひとつひとつがも

う一度光のために利用されるようになります。しかしこれには時間がかかり、その時間

はわたし達が3次元の現実性の中で使い果たそうとしているものです。5次元以降の次元
の内部では時間は異なる機能を果たします。しかし、3次元の現実性の中ではわたし達
はある時間枠に縛られていて、2012年は数カ月しか離れていないため、その終わりは間
近に迫っています。

どれほど数多くの皆さんが、何かを行う差し迫った必要性を感じていながら、皆さんを

取り囲んでいる事情のためにそれについて何も行動をおこしていないことでしょうか？

 

それがエネルギーを遅くし、数多くの人々がこれを感じているため、これがその圧縮の

影響になっています。そして自分達を自制させ待機の期間の中に留まっています。

今は、突破する時であり、以前よりもさらに意識を集中して前進する時です。三次元世

界の現実性ではなく、霊の内部の現実性に意識を集中してください。



そこは真実が横たわっているところであり、また現段階で皆さんが存在する必要があり

場所です。

皆さんは既にここまで来ていて、今は、その期間は皆さんの地球上の人生のこの部分を

終了するまでのほんの一瞬です。皆さんがさらに高い次元に移行する部分は、意識が変

化し、皆さんがそれぞれの瞬間に現在の皆さん以上の存在になる部分です。

2012年は眼と鼻の先に迫っていて、今は、次元上昇という大規模な移行の後で皆さんを
待ち受けている本当の皆さんに、本当の世界に、そして本当の人生に、意識を集中する

時です。

これはすべて、皆さんがこの時期に行う意識的な変化と意識の変化を目的にしています

。

皆さんはこの変化を任されている人々であり、また皆さんは、この瞬間にそれができな

い他のすべての人々のために光を維持している人々です。

今現在起こっているすべての物事に注意して、虚偽の背後に存在している真実を確認し

てください。数多くの人々がその内面に自分自身の真実を見付け出すようになるから

です。

もしも皆さんが本当の現実性の内部を充分に確認できないのであれば、それを行ってく

ださい。それは何か難しいものではなく、より多くの人々が本当の現実性を確認し、他

の人々が本当の現実性を確認するために必要となる意識の変化を支援し始めるため、そ

れは次第に簡単なものになって行くでしょう。

ひとりひとりの皆さんそれぞれが3次元の現実性を超えて理解する能力を備えています
。依然として皆さんの側ではある程度の努力が必要になりますが、これを達成すること

は次第に簡単になっています。何故なら、皆さんは皆さんの現実性を完全に変化させ移

行させる必要がある人々になっているからです。

そうです、皆さんは皆さんが好んでいない物事を確認し始めるようになり、そうです、



皆さんは光ではない物事に遭遇するようになります。これはエネルギーがすべてそこに

あるために本当の現実性が創り出しているものであり、皆さんがそのエネルギーを把握

する方法や、皆さんが新しい意識と理解の水準でエネルギーを解釈する方法を変化させ

るひとつの出来事です。

皆さんに伝えたいと思っている物事がさらに数多くありますが、しかし今回はこれで充

分だと思います。

尋ねている人々にさらに多くのことを説明するために、すぐに戻ってきます。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
October 4, 2011
www.ascendedmasters.org
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すべての子供達

すべての子供達
All the children
6 October 2011 - 12:13am

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

All the children

今地球上に生まれているすべての子供達は、既に適切な進歩を経験し、両親達の後に従

っています。その両親達がその周波数を引き上げているように、今後子供達もそうなる

でしょう。

子供達を心配しないでください。子供達は大人達に従い、ある子供達は、既により多く

内面と結び付いているため、大人達を超えて進むことになるでしょう。

その新しい世代は、ゲームで遊び皆さんよりも自分の世界に没頭しているように見えま

すが、子供たちは既により多くの自覚を持ち、子供達の世界は子供達に皆さんが考えて

いる以上の冒険を許しています。

数多くの子供達が、皆さんが考えている以上に認識し、今既に起っている移行を受け入

れる時が訪れる準備を整えているでしょう。

すべての子供達は、暮らしている環境がどのようなものであっても、大規模な移行と伴

に進んでいるでしょう。

もしも皆さんが子供達に機会を与えれば、数多くの子供達はとても上手に具体化と創造

を行う事ができます。ですから、子供達に追い付いて、子供達が達成できるものを確認

することが必要なのは、大人の皆さんの方です。



そして判断が付かない場合には、皆さんの子供達は皆さんの子供達ではないことを忘れ

ないでください。子供達は生命の息子と娘であり、自由になろうとしています。

子供達は、この大規模な移行の時代に生まれることを自分で選択し、そして子供達自身

の存在は、今必要とされ、子供達を自然に導くことになるその変化を認識しています。

皆さんの子供達に、子供達自身の自然な方法で成長する機会を与えてください。その導

きによって、子供達は成長して、大規模な移行を通して数多くの人々を導くようになる

驚くべき教師になることができます。

子供達は皆さんの意識を包み込んでいる数多くの層や覆いの背後を理解することができ

ます。ですから、子供達に真の世界について教え、子供達が自分の真の世界を表現する

ことを許してください。

皆さんに責任があるのはこの部分であり、子供達が子供達自身の存在という自分自身の

光の表現に向かって成長することを許すことです。

皆さんが皆さん自身の目覚めの過程に意識を集中し、それを子供達と共有する時、数多

くの人々が皆さんに子供達の理解力を明らかし、また子供達が既に大規模な移行の内部

で起っていることの多くを自覚していることを皆さんに明らかにすることになるでし

ょう。子供達はすべて自分自身の心を開く異なった段階にいるため、これは言うまでも

なく、子供達の年齢と子供達自身を表現する能力に左右されます。

皆さん自身を成長させてください。それによって、自分達が存在している3次元の現実
性の中で子供達がどのような方法でこれを表現しようとも、子供達は皆さんと伴に成長

することになるでしょう。

子供達の世界は、時に困難な世界であり、数多くの人々がその世界の内部で忠実である

ことに意識を集中しています。これは、子供達の霊的な世界がなおざりにされているこ

とを意味している訳ではありません。子供達の夢や、他の存在達、特に他の子供達との

遊びの中にある子供達の霊的な世界は、またゲームとして自分達の遊びの一部になって

いますが、子供達が既に異なる世界の内部に存在することを許しています。



皆さんは皆さんの過程においてさらに遠くまで進んでいるため、子供達に子供達自身の

世界を許し、子供達に霊的な世界を明らかにしてください。しかし子供達にそれを強要

はしないでください。

これは、時々霊的な成長に興味を抱いていない配偶者と暮らしている大人もいるため、

子供達のためばかりではありません。皆さんの配偶者達は、皆さんを取り囲んでいるエ

ネルギーに影響を受けていて、彼らの存在がこれを活用するようになるにつれて、皆さ

んと伴に成長することになるため、心配しないでください。

わたし達は次のメッセージで大規模な移行についてさらに伝える予定のため、今日はこ

れでお仕舞いにします。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
October 5, 2011
www.ascendedmasters.org
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実際の地球のグリッド系

実際の地球のグリッド系
The real Earth Grid System
6 October 2011 - 2:15pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis
The real Earth Grid System.

わたし達は立体映像について伝えてきたため、わたしは実際の地球のグリッド系につい

てもう少し説明したいと思います。

このグリッド系はひとつの根源のエネルギーから創られたため、ただ単に地球を貫いて

いるだけではなく、皆さんの宇宙やそれ以上の領域も貫いています。これは、人類が地

球上の3次元の密度に移る時に、人類自身の存在の内部と結び付いた状態で、人類が地
球上で生活できるようにしているものです。

このグリッド系は、地球上の最も巨大な結晶質がアトランティスから移されて、爆発

が起ってこの系の一部を破壊した時に、使い物にならなくなりました。それは、結晶質

または伝導体のどちらかを通して作動するより小さな系に置き換えられました。

時間と伴に、両陣営によってさらに数多くのグリッド系が構築され、現在のところ、依

然として一部あるいは全体のどちらかが稼働している数多くの系が存在しています。

こうした系の一部は支配が好きな存在達によって設置されたため、立体映像的なもの

になっています。そしてその系は、立体映像的なものです。何故なら、そのグリッド系

を修復してその立体映像的な系が実際の物であると考えるように働きかけている存在達

を混乱させるようになるからです。

こうした立体映像的なグリッドは、皆さんを普遍的なエネルギーに結び付けるためにそ



こに存在している訳ではありません。そのグリッドは、人間の集合体で機能している時

に皆さんのエネルギーを吸い上げるか、あるいは、怖れや他の数多くの情緒と同時にあ

る種の思考体系を解き放って人間の集合体に向わせるために用いられるか、そのどちら

かのために、今、ここに存在しています。立体映像的なグリッドがそれをできるのは、

人間の集合体で、そして実際に人間の集合体のエネルギー上で機能しているからです。

ですから、怖れと怒りがその内部に存在しています。このため、実際のところ、立体映

像的なグリッドは、こうした立体映像のグリッドとつながっている他のすべての人々の

エネルギーによって増幅されています。このため、皆さん自身の怖れのエネルギーをた

だより強力にして皆さんに送り返していることになります。

わたし達が伝えているように、数多くのグリッドが用いられていない状態であり、また

移動させられていますが、しかし、地球の影響力がこうした立体映像のグリッドに影響

を及ぼして実際にその一部を破壊することができるため、他のグリッドは継続的に修復

が施されています。

ほとんどの人々が、今まで実際のグリッドを確認してきませんでした。そしてこれが、

わたし達が何年も前からそのグリッドや他のグリッドに火を点けるような行為に対して

警告を発してきた理由です。

これほど数多くの光の活動家達が誠実に取り組んでいる修復は、実際のグリッドの修

復とはずいぶん異なっています。何故なら、実際のグリッドは立体映像の背後に隠され

ていて、数多くの人々が確認することができず、そして光の活動家達がまだこうした

グリッドを確認することができる意識の段階に達していないからです。

今、実際の地球のグリッド系は、伝導体あるいは結晶質に依存していません。そしてそ

れは母なる地球と同じように人間の次元上昇に必要とされているため、ゆっくりと修復

が施されているところです。

しかし、修復を施している存在達がただ今までこの系を充分に自覚してこなかったこ

とと、実際のグリッド系を確認することができなかったため、その修復はゆっくりとし

たものになっています。

そしてわたし達が伝えているように、それは依然としてそれを充分に確認することさえ



できない支配している存在達によって、さらに破壊が続けられています。たとえば、

911の攻撃は、この実際の地球のグリッド系の一部を破壊するための攻撃であり、そし
て彼らはそれに成功しました。

数々の修復は、この地球のグリッド系を理解し、つながることができる存在達によって

、その目的を達成することができるものです。何故なら、立体映像は地球のグリッド系

を理解しない存在達が地球のグリッド系につながり、それを修復することを妨げるよう

になるからです。

そうです、愛と光がすべてに打ち克つと数多くの人々が考えています。そしてあらゆる

意味で、それは真実です。

しかし、皆さんが3次元の現実性の内部でこうしたグリッド系に取り組んでいる時、幾
つかの異なる規則が存在し、そしてこれがその規則性がいつも当てはまらない部分にな

ります。

わたしが前のメッセージで触れたように、より密度の高い3次元のエネルギーは圧縮さ
れているところであり、ある時点でそれは5次元の周波数に移らなければならなくなり
ます。しかし、皆さんがどれほど愛と光を送るとしても、わたし達はまだその場所に存

在していないのであり、地球のグリッド系は3次元の現実性の内部に存在しているため
、その立体映像に効果を発揮することはないでしょう。

地球のグリッド系は送られているエネルギーの収集装置であり、こうした収集装置はそ

れを前進させ続けているものです。その立体映像は地球全体を貫いていて、地球のグリ

ッドを稼働させ続けてお互いを結び付けている特殊な収集装置や機器を持っています。

そうです、その一部は、皆さんがそう呼んでいるように地球外存在の科学技術になって

います。地球のグリッド系はお互いに結び付いていて、他の装置はもし必要であればそ

の欠落部分を補填する準備ができています。そのため、ひとつの装置を破壊しても何の

役にも立たないでしょう。

そうです、小さな集団、わたしはとても小さな集団のことを言っていますが、その集団

がこの問題を解決する方法に取り組んでいて、彼らは支援を必要としています。



しかし、彼らは依然として今現在役立っていない立体映像とグリッド系につながってい

るため、数多くの人々は支援することができないでしょう。

そして、これは怖れまたは絶望を取り囲もうとしているのではなく、まして皆さんでは

充分ではないと言っているのでもありません。これは皆さんが暮している現実性であり

、数多くの人々が今までその現実性の内部に存在するという選択をしてきました。そし

てこれは、一体性の法則に基づいた彼らの権利です。

支援の必要性を感じている存在達のために、自覚を持ち、皆さんの自覚と皆さんの内的

な存在との結び付きを育んでください。それでみなさんは、その立体映像の現実性を超

えて理解することができるようになるでしょう。

今、大規模な移行が起っているため、皆さんは以前には決して可能ではなかった方法で

これを達成する機会を手にしています。そして皆さんは、この驚くべき、そして地球と

同時に地球上の仲間の人類のためにとても必要な計画において、それを支援するために

必要となる速さまで、充分にその速度を上げることができます。

これが、この時点でわたしが宇宙の次元上昇を達成しようとしている存在達に意識を集

中している理由であり、また、皆さんの3次元の現実性の内部で物質的な身体を光の身
体に移動させる完全な現実性に意識を集中している理由です。彼らは、実際にこうした

立体映像の現実性を変化させる際に支援するだけの充分な速さで意識を成長させること

ができる存在達です。

今は大規模な移行の時であり、時間が3次元の現実性の中で残り少なくなっているため
、数々の選択が行われています。

皆さんが認識しているものが本当に皆さんの認識していることのすべてなのかどうか、

あるいはこの時期に皆さんが理解し認識できるものがそれ以上あるかどうか、それを皆

さん自身の存在の内部で確認することについて考え調査する充分な時間を取れるように

、差し当たりわたしは皆さんとお別れします。そして、わたしはわたしの次のメッセー

ジの中で、これについてさらに話をすることになるでしょう。
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真の熟達者達

真の熟達者達
The REAL MASTERS
6 October 2011 - 2:21pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

The REAL MASTERS

数多くの皆さんが成長し進歩している時、数多くの皆さんは熟達者に向って成長してい

ます。

数多くの人々が自分達自身を熟達者として理解し始めていますが、しかし自分自身を熟

達者と呼んでいる人々は、依然としてある程度の自我を一掃する必要があります。で

すから、この称号を受け取る準備が整っていません。

真の熟達者達は他の人々に自分達が熟達者であることを確信させるためにそこに存在し

ているのではなく、熟達者であってもいつでも学びの機会を与えられている訳ではない

ことを認識しているため、静かに努力し、今でも進み続けています。

皆さんはこの考え方を持ち、そして皆さんは現実性を創り出してきました。その現実性

の中で熟達者として存在することは、その本来の姿よりも多くのことを意味しています

。

皆さんが高位の霊的指導者と呼ぶ数多くの存在達は、そう呼ばれているただの名前に

過ぎません。何故なら、人間としての皆さんが、彼らに対する名前を創り出したから

です。

彼らは、ある意味で今まで次元上昇を達成してきましたが、しかし彼らは、知識や熟達



性を得るという経験はひとつの過程を達成することだけで終わるものではないことを、

認識しています。

今は、皆さんがすべての人々の本来の姿を理解しはじめ、熟達者達は皆さんを上回る存

在であり、皆さんよりも多くの物事を認識し、皆さんよりも優れた存在である、という

考え方を捨て去る時です。

わたし達は違います。わたし達は、数多くの皆さんと同じように、わたし達の道筋の上

に存在しています。

数多くの皆さんがその大きな光景を確認せず、この世界の熟達性の理解を超えて確認し

ていません。

いわゆる熟達者と呼ばれているわたし達は、熟達性を理解していません。わたし達はよ

り多く学ぶこと、より多く探究すること、より多くの方法で拡大し成長することだけを

理解しています。

数多くの皆さんは、物質的な身体の内部の3次元の現実性に向かう前に、わたし達と伴
にここに存在していました。そして皆さんは以前、皆さん自身と同時に、地球や数多く

の人類の次元上昇のために必要となる次の段階を話し合うために、わたし達と伴にここ

に存在していました。

皆さんが口にする前に考え、依然として自我が含まれているかどうかを考えてください

。

皆さんが認識し考えているものは他の人々のためと同時に皆さんのための現実性である

ことを、皆さんが他の人々に伝えているからです。

数々の現実性は、数多くの創造と思考の方法で造られていて、皆さんの周りには数多

くの現実性が存在しています。

皆さんは依然として部分的に二元性の思考を伴った現実性の内部に生きているため、数

多くの皆さんが、皆さん自身の自我を超えて進むことができません。



皆さんがこの現実性の先に目を向ける時、熟達性は実際には皆さんの3次元の現実性を
超えたどのような意味も持っていないため、皆さんは熟達性が役に立つものではないこ

とを理解するようになるでしょう。

数多くの皆さんがこれほど完全に自分達の現実性は真実だと確信しているため、折に触

れて意欲的に自分達自身の現実性を超えて理解しようとしません。

皆さん自身を思い出して考え、皆さんが昨日、一昨日、一年前、二年前の状態の時のや

り方で皆さん自身を確認してください。そして、皆さんの現実性になっているものに対

する皆さんの理解がどれほど変わったのかを確認してください。皆さんは、その現実性

はもうこれ以上変化させることができないものだと考えていますか？

皆さんは、皆さんが数々のメセージを読まず、数々の本を読まず、霊について語らす、

霊について議論することはないと考えていたかどうか。

皆さんは樹の下で何もせずに座っていたかどうか。

皆さんは今、皆さん自身の現実性も含めたあらゆる現実性を超えてその現実性を理解す

る必要があるため、これはかなり明確に理解しておく必要があるものです。

熟達性は地球の現実性の内部で創り出されたひとつの言葉に過ぎず、皆さんの地球の現

実性を超えた意味を持っていないことを皆さんが確認する時、皆さん自身の内面に目を

向けてください。

数多くの皆さんが、現時点で皆さんが真実と考えているものに対して真実として存在し

ているものを放棄しています。ですから、こころを開き、皆さんにもたらされているあ

らゆる物事に気付いてください。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
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イシスとの地球のグリッド、次元上昇、その他についての質疑応答

イシスとの地球のグリッド、次元上昇、その他
についての質疑応答
Questions and Answers with Isis about the earth grid, ascension and
more 

8 October 2011 - 9:16pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 

Questions and Answers with Isis about the earth grid, ascension and more.

余りにも数多くの質問を貰っているため、わたしはイシスにその幾つかに答える気持ち

があるかどうかをイシスに尋ねてきました。そのためその質問をここで取り上げてい

ます。

質問：

わたし達は、その精神の内部で全体としてわたし達の最良の意図を持っていない一部

の人々に支配されている立体映像のグリッドを破壊することができますか？　何故なら

、彼らはわたし達の意識を支配するためにそれを用いていて、わたし達に怖れをもた

らし、こうしたグリッドを通してわたし達を支配しているからです。

イシス：

何よりもまず、これについて取り組むことを望んでいるあらゆる存在は、充分意識的な

知識を必要とするでしょう。それは、単にそこにある知識以上の知識を必要とするから

であり、皆さんはそれを確認し、その機能の仕方を理解し、そういった数々の次元や周

波数の内部で機能する様子を理解することができなければならないでしょう。何故なら

、彼らは皆さんの3次元の周波数の内部に存在しているだけではないからです。

支配している存在達はそれを短時間で再構築する知識を持っているため、立体映像を破



壊することは、望ましいことではなく、他の解決策が必要です。

例えば、皆さん自身をありとあらゆるグリッドとの接続から切断することは、彼らがと

ても強力な方法で皆さんに影響を及ぼしている状態を阻むことになるでしょう。しか一

方で、それは皆さんの周りの3次元の現実性の中の何ものも変化させることはなく、依
然として皆さんが対処しなければならないものになっています。

ですから、そうです、真のグリッドが再び完全に活性化できるように対処することがで

きますが、しかしこれを達成するためには数多くの物事が必要になります。そして現時

点において、数多くの人々が、グリッドの存在を彼らに明らかにすることを許すほど意

識的に充分にこころを開いていないため、真のグリッドを確認していません。

進んでこの仕事を引き受けようとしている人々にとってさらに多くの知識と理解が必要

になり、この知識を受け取る方法は、最も高い周波数だけではなく、最も低い周波数の

内部で皆さんの意識を覚醒することも必要になります。

質問：

こうしたグリッドは誰が創り出したのですか？

イシス：

地球上の人類が、自分達の自覚と真のグリッドが宇宙的な意識、つまり根源の意識との

結び付きを維持する能力を失い、また自分自身の根源としての存在の自覚を失った時に

、立体映像のグリッドは両陣営によって創り出されました。分断されたグリッドはある

意味で結び付きを維持するために創り出されましたが、しかしある意味でまた支配も創

り出しました。

時間と伴に数多くのグリッドが築かれてきましたが、その一部は活動していて、一部は

活動していません。

この時期に活動しているグリッドは支配するために用いられていて、そのグリッドは一

瞬の間に築き上げられたものではなく、彼らが地球上の現実性のために考え出した計画

に必要とされる支配を始めるために、時間と伴に数多くのグリッドと結び付きました。



それは巨大なグリッド系であり、地球内部の一定の要所と重なり合っていて、そしてそ

れはほとんどすべての人類とその意識と結び付いています。

地球の周波数の変化によって次々と数多くの人類が目覚め、人類の本来の姿を自覚し、

そしてそうした方法で人類が支配されたままの状態を維持するために数々の物語、教え

、そしてその他のものがこうしたグリッドを通して送られていることを今まで以上に自

覚し確認しているため、今、このグリッド系は、怖れを送るためだけに利用されている

のではありません。

これほど数多くの人々が愛と光は完全な方法であることを確信し、あるいは、これほど

数多くの人々が、皆さんが必要としているのは、ただそれが起ることを待つことである

と確信しています。わたし達がそうした様子を確認している理由が、これです。

皆さんにも人々を支配することができる方法で、人々を支配し、人々に人々が求めてい

るものを与える数多くの方法が存在しています。この支配の方法は、今まで何度も繰り

返し数多く用いられてきました。何故なら、そうしておけば、大衆を支配しているとい

う事実を上回るものに大衆が気付いてしまうことを回避できるからです。

質問：

ある人は、愛と光は変化と次元上昇を起こし、少なくともわたし達の本来の姿になるた

めの完全な方法だと言います。この言葉によって、わたしはその次の疑問が湧いてき

ます。

イシス：

物質的な身体の中とは異なるエネルギーの内部に宿っている存在として、わたしの観点

からあなたに説明させてください。わたしは物質的な身体の中で地球上に存在していた

ため、あなたのことを理解することができます。わたし達がある物事を説明し、皆さん

が理解し認識している言葉で皆さんにそれについて話ができるのは、これがその理由

です。数々の感覚は、創り出されたものです。つまり、こうした感覚を表現するための

言葉は、人類が自分自身の根源の存在という意識を失い続けているために創り出された

ものです。

普通は精神感応的に表現しようとしていたものを、声に出して表現する必要がありま



した。しかし理解できると思いますが、言葉と会話によるすべての言語は、お互いを充

分に理解する上で難しいものです。皆さんは、この内容を世界中の異なる言語に翻訳し

たものを確認することができますが、その場合、人々は自分自身と自分達の感覚を異な

る方法で表現しています。

精神感応的な方法では、エネルギーの交換のための言葉は存在していません。全存在の

内部では、それぞれのエネルギーを識別する必要性を感じないため、わたし達は言葉を

必要としません。それはただ、すべてが含まれているひとつの完全な経験であり、固定

されたままではなく、それぞれの瞬間の中でわたし達の意図に応じてすべてが形成され

、創り出されています。わたし達はただそのように存在し、ありとあらゆる物事が根源

の内部に存在しています。

ひとりの人間の視点からすると、ここで霊の中に存在しているわたし達は、いつもあり

とあらゆる物事を感じていることになります。

根源の内部の霊の中に存在しているわたしの視点からは、そのすべてに対して言葉を付

着することはありません。何故なら、それはすべてわたしという存在であり、それを識

別する必要がないからです。

ひとつひとつのそれぞれのエネルギー周波数がわたし達の一部として存在し、わたし達

はその違いを区別する必要はありません。

わたし達はお互いにエネルギー周波数を通して意志の疎通を図り、わたし達は今の時点

で皆さんができない方法でそれを理解します。皆さんが人間の思考体系を解き放ち、人

間の思考体系によって影響を受けない真の皆さんを受け入れるまで、皆さんにはそれが

できません。

わたし達が皆さんに伝える時、人間としての皆さんを導くため、わたし達は皆さんの思

考体系を用いています。一度皆さんがこのエネルギー内部の二元性の体系を超えてしま

えば、僅かな言語で説明するだけで、わたし達はより精神的な体系を通して意志の疎通

を図ることができます。その状況で皆さんは、エネルギーと周波数の間の動きを理解し

ます。



その状態は、怖れ、あるいは愛、あるいは他のものを目的としていないことを、皆さん

は確認することになるでしょう。

それは、支配するか、あるいは人間が拡大してあらゆる物事の全体性になることを阻む

ために人間の精神に影響を与えている、ただの言葉です。

こうした言葉は、事前に構築され事前に考えられた方法で、人間の知的な精神作用に影

響を与えることができます。それは一斉にあらゆる物事の一体性に向うものに対して、

人間の経験を支配し、人間の経験がこの状態を超えて拡大することを妨げることができ

ます。

質問：

しかし、愛は最も高い周波数であると伝えている存在達はどうですか？

イシス：

エネルギーの粒子ひとつひとつには、高いもの、低いもの、その中間のものといった、

根源の内部に存在しているあらゆる物事が含まれています。

それは愛と怖れの間を区別していません。それは、皆さんの知的精神作用やこころの両

方かどちらか一方の中に存在している単なる表現です。

創造は拡大を、意識の拡大、自覚の拡大を、目的にしています。その完全性が、創造

の拡大、意識の拡大、そして自覚の拡大を生み出しています。

わたし達はすべて根源から現れています。そしてわたし達はその場所から可能性に満ち

ているひとつの世界に向って移動しています。わたしたちは、数多くの異なる方法でそ

れぞれのエネルギーを用いることによって、そのすべてを探究しています。これが、創

造が目的にしていることのすべてです。与えられた時の瞬間の内部で可能なものに関

して、その可能性の探究とこの方法で皆さん自身の存在を探究することです。

これはまた、あらゆる物事が皆さんの外部に存在しているようにあらゆる物事は皆さん

の内部に存在している、と言われている理由です。



皆さんが探究する時、皆さんはあらゆる物事として存在しています。そしていろいろな

意味であらゆる物事はひとつであるため、皆さんの外部にあるように見えるあらゆる物

事は、また皆さんの内部にも存在しています。

ですから、皆さんの前の質問に対してより明確に答えると、そうです、次元上昇はいろ

いろな意味で可能であり、それには皆さんが可能性とエネルギーのすべての範囲を探究

することが必要になります。何故なら、物質的な現実性から皆さん自身の根源の存在の

現実性に向って次元上昇するためには、皆さんはそのすべてが必要になるからです。

イシス

Isis

October 8, 2011
Through Petra Margolis
www.ascendedmasters.org

いまちょうど幾つかの質問があり、この時期の人間の精神に向けて実際にその質問を翻

訳するためにはわたしの多くのエネルギーを必要としているため、今後も今以上の質問

が届くことになるでしょう。

わたしは精神感応的に意志疎通ができ、瞬時に理解する状態になっていて、人間の思考

や言葉に翻訳する必要はありません。

わたしの翻訳が、わたしがある意味で英語とは異なる言語を話しながら成長したものと

異なっているように、わたしのドイツ語での表現は、英語の表現とは異なっています。

さらにわたしは、わたしの夫がわたしに話してくれた、ラム・ダスとその彼の導師につ

いてのひとつの短い物語を付け加えたいと思います。

ラム・ダスの未来の導師、ニーム・カロリ・ババが、ラム・ダスという名前のひとりの

男性を見付け出し、彼に夕食を御馳走するために、インドから彼の弟子のひとりをその



指示を持たせて使いに出しました。

ラム・ダスは、ニーム・カロリ・ババも、この自分の導師が彼に会いたいと主張してい

る男性も、知りませんでした。

ラム・ダスは信頼し、二人は別の日の夕方にその導師の僧院に着き、ニーム・カロリ・

ババがその弟子達に、その到着の日の朝にひとりのとても特別な賓客がその晩に到着す

ること、そして特別な饗宴の準備をするように伝えていたことに気付きました。ニーム

・カロリ・ババはラム・ダスを歓迎し、ラム・ダスの現状を説明し、そして短時間の

内に、ラム・ダスは自分の師として彼を受け入れました。

ニーム・カロリ・ババは、彼にとても近い、ひとりの弟子を持っていました。ひとりの

老人であり、ひとりのとても純粋な聖者であり、インドの最も深い霊的な教師であ

るヴェーダの経典を学んでいました。

ラム・ダスは、一日中彼を割り当てられました。彼はサンスクリット語を教えられ、基

本から深遠なものに至るものまでインド哲学を理解しました。

ラム・ダスは、この経典は今まで自分が出会ったなかで最も純粋な高徳な存在のものの

ひとつである、と伝えました。

ラム・ダスはまた、この最愛なる男性は自由、解脱、解放をまだ達成していない、と伝

えました。何故なら、その男性は良くなることに囚われていたからです。

すべての執着を解き放つことは内面の全体性を受け入れるための方法になっているため

、わたしは、この話はイシスがわたし達に説明しようとしているものの重要な一部にな

っている、と思いました。

ペトラ

Petra
October 8, 2011
www.ascendedmasters.org
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思考、情緒、感覚、容認が鍵
Thoughts, emotions, feelings, accepting is the key
10 October 2011 - 1:37pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis
Thoughts, emotions, feelings, accepting is the key.

この主題は、人間の情報伝達系にとってとても重要な部分になっているため、一層の明

確化が必要になります。

数多くの人々には共通して、皆さんは良くならなければならない、他の人々に対して良

くしなければならない、他の人々が何を行っていようが愛さなければならない、という

概念があります。

これは、霊的な教えを含めた数多くの宗教を通して教えられてきたひとつの執着であり

、信念体系です。

もしもわたし達がこの状況を見て、ほとんどの人類が良くなろう、良くしよう、他の人

々を愛し赦そうという意図をもっているとすれば、実際にそれは人々が物事をしっかり

と実行する方法ではありません。

宗教の中には数多くの断定的な判断が存在し、そうです、それは霊的な教えに従ってい

る人々の間でもおなじです。

霊的な教えに従い始めた人は、わたしは好きですが、しかし、次に断定的な判断が続き

ます。

これは、人間が他の人間に対して感じている否定的な感覚を否認する精神作用です。



彼らは、わたしはあなたを愛していると口にすることによって、これを否認します。そ

してその時、彼らはそれを“愛情に満ちた立場”から伝えているため、自分達は他の人々
に断定的な判断を下すことができる、と感じています。

多くの場合これは真実ではなく、他の人々に向けた否定的な感覚が依然としてそこに

あり、彼らが他の人にこれを確認する度に、いつも否定的な感覚が浮かび上がってくる

ことになるでしょう。

それはあらゆる人を愛することを目的としているのではなく、あらゆる人を受け入れる

ことを目的にしています。

そしてそうです、お互いを受け入れることは、皆さんはあなたを愛していますと口にす

るだけではこうした感覚を否定することはできないことを意味しています。

そして皆さんは、その人を愛することも好きになることさえも必要なく、ただひとりひ

とりが自分自身の道筋を持っていることを受け入れるだけです。

他の人々は自分自身の内的な道筋に従っているため、これがすべての断定的な判断を解

き放つものです。

それはまた、皆さん自身の人間の部分を、人間としての皆さんのあらゆる部分を受け入

れることを目的にしています。

皆さんが目覚めようとしている時、皆さんはゆっくりと人間の経験を解き放ち始め、皆

さんのさらに高い部分の経験に向けて移動します。

これは、人間があらゆる物事を感じることを皆さんが依然として許していることを意味

しています。何故なら、それは皆さんのさらに高い部分の内部では違いがなく、人間と

して存在することを学ぶ経験の一部であり、皆さんのさらに高い存在によって選択され

たものになっているからです。

皆さんのさらに高い存在とひとつになることは、根源の内部に存在しているあらゆる物



事とひとつになることです。

根源の内部では、すべての物事が神性と完全に同調して存在しているため、断定的な判

断は存在しません。

もしも皆さんが人間の世界に対するすべての執着を解き放ち、霊的な世界に足を踏み入

れるとしても、皆さんは人間の視点から霊的な世界を経験しているため、依然として執

着の水準が存在していることを確認することになるでしょう。

皆さんはより拡大された意識の部分や皆さんの霊の中の存在の自覚に向かって移動する

ため、この状態はゆっくりと弱まります。

それは皆さんがすべてを超えて進み、根源の内部に存在することができるところまで続

きます。

今、それはただ根源の内部にだけ存在しています。そして依然として根源の内部にい

るにもかかわらず、それぞれの存在がまたその意識を根源の外部に移動させているのは

、根源の外部でそのすべてが起っているからです

それは意識の継続的な拡大と、皆さん自身の存在の探究です。

数多くの人々が、根源は創造主であると考え、あるいは神は創造主、あるいは今まで

時間をかけて取り入れられてきた他の信念体系である、と考えています。創造主は皆さ

んです。

こうした信念体系は、皆さんを元に戻そうと導くために創り出されました。

次々と数多くの人々が数々の信念体系を超えて理解できるだけ充分に目覚めている現時

点では、こうした信念体系は今まで皆さんの目的を充分に果たしてきたため、それを手

放す時です。

皆さんはここから、誘導されて皆さん自身の存在であるひとつの根源に戻るために、皆

さんそれぞれが皆さん自身の存在の内面で創り出している内面の誘導体制に従います。



今は、ひとつの創造主、神、あるいは皆さんが使っている他のあらゆる名前に属する信

念体系を手放し、その創造主は完全に皆さんであることを自覚する時です。

皆さんはこの世界を、この現実性を創り出しました。皆さんを導いているひとりの創造

主は存在していますが、しかしこの存在は皆さんです。

皆さんの存在のこの部分が主導権を握っていますか？　いいえ、皆さんの存在のそれぞ

れの部分が主導権を握っています。そして人間としてこの世界に存在している目的全

体は、皆さんという存在のそうしたすべての部分と再び連携を始めることです。今まで

遥か下の3次元の現実性、次元あるいは周波数まで垂れ下がってきてしまったからです
。

数多くの皆さんがこの憧れを感じています。そして皆さんは、それは神と一緒になる

憧れ、根源と一緒になる憧れとして教えられてきました。それはただ部分的に正しい

だけです。それは、再びひとつの完全にして全体的な存在になる憧れです。それは、す

べての水準で根源の内部に含まれているそれ自身の存在を完全に認識している存在です

。

数々の信念体系や思考体系に伴って人間に付着している、またそれはいわゆる皆さんの

低次の部分と呼ばれている、そのすべてのものを解き放つことが大切になるのは、これ

がその理由です。

皆さんという存在は、皆さん自身の存在の内部と根源の内部のあらゆる部分まで拡大し

、探究しているため、完全な真実は、皆さんという存在のあらゆる部分の内部に存在し

ています。もしも皆さんが特定の信念体系あるいは思考体系に執着しているのであれば

、皆さんはそれを見付け出すことはないでしょう。

それぞれの存在は、創り出す力を持ち、そしてこの力は何度も繰り返し用いられます。

この力を充分に使うためには、皆さんはこの力の効果を充分に研究する必要があります

。そうです、これは、皆さんはまた、皆さんの内面の力を酷使する方法を学ばなければ



ならないことを意味しています。

皆さんの内面の力は、皆さん自身の存在の内部で安定した状態になっている必要があり

ます。それは、皆さんという存在の内部が安定していることが必要であることを意味し

ています。何故なら、この状態が皆さんに、根源と皆さん自身の存在の内部で神聖なる

同調状態に在るすべての水準を創り出すことを許すからです。

数多くの物事がこの力に影響を及ぼしています。人間はほとんどの場合不安定な状態

になっていて、完全に結び付いて皆さんの存在のすべての部分と連携していないため、

このようにその力を巧みに操る準備が整っていません。

その力は可能なすべての物事を創り出すために用いられます。
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皆さんという存在はそれぞれの周波数やそれぞれの次元の内部に存在しているため、そ

うした状態は、それぞれの周波数、それぞれの次元の内部で創り出すことができます。

今、人間に皆さんの存在全体の一部になることを許すためには、同じ周波数になる必要

があり、あるいはさらに具体的に言えば、皆さんの存在全体が創造するために振動する

それぞれの周波数で振動できることが必要になります。

これはさらに高い周波数だけではなく、またさらに低い周波数も含めた完全な周波数帯

域になります。

あらゆる物事はひとつであり、あらゆる物事は根源の内部に存在しているため、完全な

周波数帯域は、皆さんの内部にあります。人間にとってひとつの大切なことは、これを

理解し、これを自覚することですが、しかしまた、意識の覚醒は皆さんの人間の部分に

結び付いているため、これを完全に経験することです。

実際に、皆さんのそれぞれの部分は完全に目覚めていて、問題となるのは、これがまだ

充分に人間の経験に、人間の精神に、そしてその通りにこころに、置き換えられていな

いことです。

皆さんという存在のそれぞれの部分が全体として一体となって機能する時、それは皆さ

んの人間としてのそれぞれの部分が皆さんという存在と全体として一体となって機能す

る必要があることを意味しています。

これが、わたし達がすべての信念体系に対する執着を解き放つことを勧めている理由

です。何故なら、すべての信念体系が、今後皆さんが皆さんの存在全体と完全に結び付

くことを阻むようになるからです。

人間の人生を経験する全体の目的は、それぞれの水準のそれぞれの空間で、創造のあり

とあらゆる可能性を探究することです。

皆さんは今まで地球上で、そして皆さんの宇宙とそれを超える世界の数多くの異なる場



所で、これを行ってきました。

これは新しいことではなく、それは皆さんという存在が認識し、皆さんという存在が経

験し、ただ皆さんという存在のそれぞれの水準の内部だけではなく、それぞれの周波数

や次元の内部に皆さんを完全に導いてきたものです。

この大規模な移行という時の瞬間は、数多くの人々が人間のためにこの現実性を選択で

きる時です。皆さんという存在の内部の全体性に到達する時です。

それはひとつの選択であり、数多くの存在達が3次元の現実性の内部でより多くの物事
を経験し、探究することを選択するようになるでしょう。何故なら、彼らはこのすべて

の可能性の探究の部分をまだ充分に終えていないからです。

しかし一方で、準備を整えている一部の存在達がいて、彼らは今その選択をする機会を

手にしています。彼らの存在のすべての可能性を探究してきたため、内面の全体性を受

け入れてもうひとつの水準で創造を始めることは、この瞬間まで3次元の現実性内部を
探究することを目指しています。

探究すべきさらに数多くの物事が存在するようになりますが、しかし、彼らは異なる場

所から探究するようになるでしょう。

人間としての完全な自覚の場所、彼らの存在全体とこの事実の内部の完全な一体性の場

所が、彼らがさらに多くの可能性を探究することを許すようになるでしょう。何故なら

、それが異なる水準でこうした探究の可能性のすべてについて、彼らが創造することを

許すからです。

彼らは物質的な身体の内部で物質的な制約を超えて移動し、異なる水準で地球上に現れ

るようになるでしょう。数多くの存在達が、必要とされているひとつの完全な視点から

見ることができるようになるため、教師になるでしょう。他の存在達が自分自身の存在

の内部の自由と一体性に向けた道筋を進むことを選択するからです。

他の存在達は、拡大と創造の新たな可能性を探究し、経験し、そして創り出すために、

皆さんの宇宙やそれを超えた世界の他の部分に移動するようになるでしょう。



これは、神秘学派で何度も繰り返し教えられたことであり、彼らは信念体系を持ってい

ません。自分達の存在内部の一体性を探究して到達し、物質的な制約を超えて移動し、

その存在のそれぞれの水準で一体となって働く全体的な存在になるために、彼らは彼ら

の認識を用いました。

依然として神秘学派が対応可能な現時点では、それは宇宙の次元上昇と呼ばれています

。それは根源を含めた皆さんという存在のそれぞれの水準で、人間のためのある覚醒

を説明するための単なる言葉に過ぎません。皆さんが物質的な制約を超えて、皆さん自

身の存在の内部と根源の内部の創造と表現の無限の可能性に向って皆さんが移動する

場所です。

この道筋は皆さんを目的にしていて、他の存在達、その現在の状態、その考えている

こと、そして彼らが感じていることを目的にしていません。それは皆さんを目的にし、

人間の現実性という制限の内部と外部の皆さんのこの人間の生活方法を経験するという

皆さんの選択を目的にしています。

皆さんがそれを超えて移動することができた時点で、皆さんはすぐにこの現実性の背後

の現実性を確認することができます。そしてその背後にはより多くの現実性が存在する

ことになるでしょう。皆さんが、こうした数多くの現実性の内部でひとりの創造主にな

る皆さんという存在の、その内部の一体性の核心に到達するまで、その状況が続きます

。

今は、皆さん自身の内面か、あるいは他の人々と一緒のどちらかで、創造のために皆さ

んが皆さんの安定した力を用いる時です。

皆さんという存在の数多くの水準で、皆さんは既に創造し、他の人々と連携しています

。

その正念場は、皆さんがこの創造を人間の現実性に運び込む瞬間です。

そうです、地球上には既にそれを3次元の現実性の中に創り出している存在達がいます
。何故なら、彼らは長い間、人間の現実性を支配するためにこれを用いることができた



からです。

これを変えるためには、皆さんは皆さん自身の存在、皆さんの完全な存在の内面が安定

した状態で努力する必要があります。また数々の現実性を変化させ、新しい現実性を創

り出すために安定して内面の力を用いることができる必要があります。

これはただ、皆さんの存在全体の内部の平衡が取れた安定した状態で行うことができる

ものです。

皆さんのすべての力、そして最も暗い状況下であっても安定に留まる方法、それを理解

した状態になっている必要があります。

これが、それぞれの周波数、それぞれの次元を認識することがこれほど大切になる理由

です。皆さんという存在のあらゆる部分の内部で皆さんという存在のすべてを完全に統

合することです。

また、それは皆さんであり、また皆さんでもないため、この力に執着しないことです。

それは根源であり、全存在です。

ひとりの人間として、皆さんは内面の力はまた皆さんの外面でもあり、皆さんを支援す

ることも皆さんを傷付けることもどちらもできることを認識する必要があります。

皆さんの内面の力を用いる方法は数多く存在し、神聖なる安定した方法でそれを人間の

内部に実現することは、皆さんに委ねられています。

それは、この創造の役割の内部で実際にひとつの変化を起こすためにその背後の巨大

な力を理解しながら、謙虚に用いられなければならいものになるでしょう。

わたしは完全に皆さん自身の経験と、この力とこの3次元の現実性とそれを上回る次元
の内部の力を用いる方法の理解を頼りにしているため、この力についてただ言葉を尽く

して説明することができるだけです。



一度皆さんが完全な理解を手にすると、皆さんは、地球上の創造の内部でひとつの異な

る現実性を創り出すこの力を用いる対象と方法を、認識するようになるでしょう。

皆さんの内面で多くのことを考え、数多くの選択をして貰うために、わたしはここで再

び皆さんとお別れします。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
October 9, 2011
www.ascendedmasters.org
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次元上昇、グリッド、そして地球上の安定

次元上昇、グリッド、そして地球上の安定
Ascension, Grids and Balance upon earth 
11 October 2011 - 8:05pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

Ascension, Grids and Balance upon earth.

わたし達は母なる地球の次元上昇の時点に近付いているため、地球上で暮らしている人

間としての皆さんの次元上昇では、さらに多くの出来事が起こるでしょう。

次元上昇について認識されている数多くの物事が、何らかの方法で実際に次元上昇した

存在達によってもたらされるため、今は、優れた判断力が現れる時です。

次元上昇の過程は、始めから地球上で経験してきたものであり、次元上昇には数多くの

方法が存在しています。

わたし達が次元上昇という言葉に目を向ける、それは上昇することを、上の方に移動す

ることを意味しています。

皆さんが目覚めている時はいつも、皆さんは皆さん自身の存在の内部で上の方に移動し

ています。皆さんは皆さん自身の存在の内部で次元上昇を続けています。

わたし達が母なる地球の次元上昇について伝える時、わたし達はさらに一歩進めてい

ます。地球と地球上の内部の混乱の中でわたし達が確認できるように、地球は今まで地

球自身の存在の内部で次元上昇しています。

また地球は、わたし達がこの時点で宇宙の次元上昇と呼んでいるものの準備も整えてい



ます。

今までも、啓発、神への復帰、生死の循環からの脱出、その他といった他の数多くの名

前がありました。

この過程について数多くの学派や教えが存在してきており、今でも次元上昇の過程を

達成する数多くの方法が存在しています。

この母なる地球の次元上昇の時期に、わたし達は次々とこの過程に目覚めている人々を

確認しています。それは、彼らが地球上の人間の姿の内部で探究することを目指したも

のに関して、その地球での契約を達成してきたからです。

次元上昇はひとつの個人的な過程であり、今現在地球上の皆さんの周りで起っているす

べての物事は、そうではありません。さらに多くの人々が今起っていることの真相に気

付いているため、それは時々母なる地球や人間としての皆さんに起っているもののひと

つの結果になっています。

この世界には、支援している数多くの集団や、また支援している存在達がいます。

この時期に皆さんは記述された数多くのものに目を通しているため、皆さんの優れた判

断力が必要です。

わたしは既に地球のグリッドやその背後に本当の姿を説明してきましたが、しかし数多

くの人々が、今現在本当に起っていることの巨大な重要性を理解していません。

この時点で皆さんが確認している数々のグリッドは本物ではなく、簡素で単純なもの

です。

そのグリッドはすべての皆さんが闇の一派、支配者集団と呼ぶ者による創造です。

彼らの用途は明らかであり、その支配も明らかです。

いわゆるこうしたグリッドへの着火は、支配している存在たちにエネルギーを送るだけ



です。

もし皆さんがそう望むのであれば、この部分に皆さんが目覚め始め、皆さんがこの支配

の形式と立ち向かうことができることが差し迫って重要になります。

闇の一派は既に逮捕されていると伝えているすべての存在達は、自分達が皆さんの次元

上昇の過程ですることを干渉しないように、地球上の他の存在達を支配している、と

口にします。

ここで今起っていることを見定めてください。こうした集団達は今地球上で起っている

ことの一部を支配すること、そして実際に地球上の存在達を支配していることつい

て語っています。

既に支配が存在し、そしてわたしは、ひとりひとりの個人それぞれが、支配は自由の

方法ではないと自覚している、と考えています。

自由はあらゆる存在の内面から現れ、他の人々を支配することによって達成することは

できません。

しかし一方で、皆さんは支配を解き放つことに取り組み、彼らが皆さんを支配するこ

とを阻むことができます。

人間の世界の内部には、皆さんの政府や世界中の指導者達という最も明白な支配が存

在し、またそれと戦う数多くの方法が存在しています。

彼らは実際にこの状況の背後に控えている者達の傀儡ですが、しかしそれが、皆さんの

人間の現実性の内部の世界を変える端緒になります。

今、その変化が本当の変化になろうとしていて、これ以上支配は必要ありません。

ひとりひとりの人間それぞれが自由に対する権利を持っていますが、しかし数多くの人

々が明確な方法でこれを理解していません。



数多くの人々が今起っていることは人間では何もできないものとして理解し、また他

の人々は自分達が対処しなければならない何かを確認しているため、人類の間にはひと

つの分裂が生じています。

いろいろな意味で、同じことが霊的にも起っていて、皆さんの外部の世界は内部の世界

を表わしています。

人間の世界の内部でわたし達が確認している分裂は、ひとつの部分が自分達は何でも自

由に受け取ることができると確信し、他の部分が自分達は受け取るために努力する必要

があると確信している、というものです。

ひとつの集団は自分達のために他の人々が変化を達成することを待っていて、他の集団

は積極的に変化に取り組んでいます。

もしもすべての人類が連携すれば、最も大きな変化を達成することができます。すべて

の人々が連携する時、それぞれが自分達の仕事の役割と自分達がこの時期にできるもの

を選択します。ある人々は他の人々よりも多くのことができるようになりますが、しか

しこれは重要ではありません。協力して達成することが、より重要になります。

これが、皆さんの内部の世界と霊的な世界にも影響を及ぼすことになるでしょう。

そうです、皆さんの地球上では数多くの物事が変化を必要としていますが、しかし地球

上で暮らしている存在達が支配体制を放棄し、すべての人々のための自由に戻っている

ため、変化はただ皆さんによって達成できるだけです。

これは偉大な仕事ですが、皆さんの周りの世界はあらゆる意味で人間として存在してい

る者達によって支配されているため、簡単なものにはならないでしょう。

しかしそれは可能であり、母なる地球の新しい現実性への移行には大幅な支援が行われ

るでしょう。

この時期に母なる地球を支援することがまたとても重要になるのは、これがその理由



です。地球はこの移行を何とかするために自分のやり方で取り組んでいるからです。

またこの時期に他の人々を支援することがとても必要になります。数多くの人々が生活

の収支を合わせることができず、この事実にかなり支配され、その目覚めが減速してい

るからです。

これは、困窮している人々がただ座って助けを求めることが許されることを意味してい

る訳ではありません。

皆さんは皆さんの周りの世界の中の変化を創り出すために連携しているため、いろいろ

な意味で、それは与えることと受け取ることという駆け引きです。

数多くの人々が今まで諦めてきたか、あるいは今諦めようとしていますが、実は再び

立ち上がり、自分達の目覚めの過程を経験し始め、それを続けるには、ただ小さな後押

しが必要なだけなのかもしれません。

皆さんが受け取る時はこれについて考え、代わりに何かを贈るように宇宙がある意味で

皆さんを導くことを許してください。

普遍的な導きの流れに従うことは、皆さんの周りの世界に安定をもたらすとても素晴ら

しいひとつの方法です。

どれほど小さなものでもそれぞれの贈り物が重要であり、諦めるか、さらに前進して数

多くの人々が達成することを目指した目的を達成するか、その間に差を生み出すことが

できます。

人が話し掛け、想いを共有することができる時、数々の神の恩寵がいろいろな方法で与

えられます。普遍的な導きに従って、それぞれの人に必要になるものとして理解するこ

とは、皆さんに委ねられています。

これは、安定をもたらすことができるものですが、しかし皆さんが贈与と享受の過程に

足を踏み入れる時、これが人間の現実性における変化を目指した人類の過程の重要な一

部になっているため、内面の導きと普遍的な導きに従ってください。



イシス

Isis

October 10, 2011
Through Petra Margolis
www.ascendedmasters.org

http://lightworkers.org/channeling/143425/ascension-grids-and-balance-upon-earth

翻訳： 森のくま (2011-10-17 19:32) 

http://lightworkers.org/channeling/143425/ascension-grids-and-balance-upon-earth


地球上の政治情勢と創造の流動性

地球上の政治情勢と創造の流動性
About the political situation upon earth and the fluidity of creation
12 October 2011 - 6:21pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

Isis about the political situation upon earth and the fluidity of creation.

わたし達にとって政治情勢についてはそれほど大きな重要性を持たないため、わたしは

頻繁には論評することはありません。

しかしながらこの時点において、それは母なる地球の変化にとって重要になります。

今起こっていることに対して人々が立ち上がっていることをわたし達が確認する時、2
つの集団が浮上していることを理解しています。

今地球上で起っていることの多くが個人それぞれを支配することを望んでいる複数の集

団に支配されていたため、今、潜在している震源が存在しています。そして彼らは長い

間幅を利かせてきて、今では彼らはその目標からそれほど離れたところにいません。

そうです、資金を持っている人々の一部は、数多くの皆さんを支配する複数の集団に属

する可能性があります。しかし、彼らの多くはこれに気付いていない状態で、さらに支

配さえされています。より多くを認識している人々とっては、皆さんやすべての皆さん

の間に分断、憎悪、怒り、そして怖れを創り出そうとすれば、ただ火に油を注ぐだけで

済むでしょう。

こうした人々は、自分達の理性が支配体制の一部になってそのやり方を維持することが

目的になっているため、注意を要する人々です。



皆さんは人類の大きな支援になるように見える数多くの集団を調査することができるの

ですから、皆さんは数多くの人々が潜在的な理由を持ち、この理由は支配であることに

気付くようになるでしょう。ある意味では世界統一政府ですが、しかし皆さんは世界統

一政府を持つことを望んでいません。

わたし達が現時点の合衆国内の複数の集団を確認すると、皆さんは彼らを茶会（ティー

・パーティー）と呼び、今わたし達は、ウォール街の集団の占拠を経験しています。

皆さんは彼らの間の違いを理解するだけではなく、また彼らに共通しているものを理解

できますか？　茶会が始まった時、これはひとつの変化として皆さんは理解しませんで

したが、しかしこの集団について、今皆さんは変化の一部として理解しています。

問題となっていることは、支配の背後には本当は誰がいるのかを皆さんが理解すること

であり、彼らの多くは単なる傀儡に過ぎないため、皆さんはその傀儡に意識を集中しな

いようにすることです。彼らは、彼らに影響を与えている支配の自覚を持っていません

。彼らは反対側を代表している他の人々によって支配されている、単なる労働者に過ぎ

ません。

皆さんは今までその反対側にいて、現時点で彼らはその立場にいることを自分に課して

きました。

皆さんの政府に関する限り、その小島の両側は皆さんを支配するために用いられていて

、皆さんが合衆国内で経験しているように、それは共和党でも民主党でもありません。

共和党と民主党の両陣営は支配下に置かれていて、その状況が長い間続いてきました。

今は、お互いが足を引っ張り合う時ではなく、皆さんすべてがひとつの集団として参加

して、ひとつの集団として協力し合う解決策を見付け出す時です。

皆さんすべてが地球に変化をもたらすために努力している意識の一部として存在してい

るのですから、皆さんの違いの間にある数々の類似点を確認してください。

今は、起っている変化を祝う時ですが、しかしその変化を完結させるためには依然とし



て多くの努力が必要であることを忘れないでください。

今は、その支配がこれから崩れ始める時であり、そしてそれは、下位から上位、上位か

ら下位の変化を起すために与えられている皆さんの機会です。

皆さんがその努力を始める時、最初のエネルギーの背後のエネルギーに目を向けること

が重要になります。

この世界には、わたし達は変化を望んでいると口にしているひとつのエネルギーが存在

しています。しかし、その背後で皆さんに伝えているエネルギーは何でしょうか。

皆さんは何を変化させ、それをどのように変化させたいのでしょうか。

現時点の支配に異を唱えている数多くの人々は、その支配が機能している姿を本当に

理解することができません。何故なら、それぞれの支配の形の背後にエネルギーが存

在し、その状況がそれぞれの支配の形をより大きな状況に結び付けているからです。

わたしが前に伝えたことを思い出してください。彼らは時々、その背後の重要な物事は

秘匿して、皆さんに皆さんが求めているものを手にする機会を与えます。

彼らは本当に皆さんを自由に導いているのでしょうか、それとも彼らはより巨大な支配

の形に皆さんを連れて行こうとしているのでしょうか？

皆さんは最初のエネルギーによって取り込まれ、そして今は、これがほんとうに皆さん

の周りの世界を変化させようとしているものかどうかに気付く時です。

現時点で詐欺師達はその数を増やしているため、詐欺師に注意してください。

今は、大規模な変化が起り得る時であり、その変化に対して数多くの予期せぬ源流から

現れる大規模な抵抗を予測できる時です。

数多くの人々がこれを理解するようになるため、これは怖れをもたすことはありません

。



今は、皆さんの内部に存在する戦士になる時であり、すべての人々の自由を支持するひ

とつの源流になる時です。

皆さんが母なる地球と地球上のすべての人々が必要としている変化をもたらすのです

から、皆さん自身でこの自由のために戦うための準備をしてください。

わたしは皆さんにこのイメージを提供したいと思います。皆さんが水にひとつの石を投

げ込む時、皆さんは外側に向かう波紋の円を確認します。そのエネルギーは外側に移動

していて、もしもほんの少し待っていれば、皆さんはまた逆の動きも起ることを確認す

るでしょう。その円、つまり波紋は、皆さんが石を投げた位置まで戻ってきます。

この2番目の波紋の波が、皆さんのところに現れるエネルギー波の背後のエネルギーを
確認できるように、今後皆さんが目を向けなければならないものになります。

最初の波紋の背後のエネルギーが、これから変化の源流に向けて皆さんを導き、数多く

の人々がその源流は自分達がそうだと考えたものではないことを理解するようになる

ため、今は、皆さんのこころと精神の内部で一分の隙もない状態にならなければならな

い時です。

そうです、大規模な移行というこの時期には、戦士になることを求めてください。

そして皆さんは一体性の法則の内部で行動するようになるのですから、変化は可能であ

ることを認識してください。

最初の波紋の背後のエネルギー確認または理解できない人々も心配せず、お互いに足

を引っ張り合う代わりに、一丸となることに意識を集中してください。

今は、大規模な移行の時であり、皆さんは数多くの試練が現れることを予測することが

できます。

これは卒業試験に先立つ試験であり、皆さんは皆さんが今まで学び理解してきたものを



試されることになるでしょう。

それぞれの試練を終えた時、こうした試練が、皆さん自身についてより多くのことを皆

さんに教え、皆さんにさらに多くの理解をもたらすようになるでしょう。

これは、すべて霊の中の皆さんの本来の姿を完全に思い出すこと、そしてこの霊の中の

部分の皆さんを地球上で完全に機能させることを目的にしています。

その大規模な移行は、皆さんの意識を霊の内部と地球上の完全な現実性に目覚めさせる

ものです。

新しいエネルギーを楽しみ、しかし皆さんの内面の追求には慎重に配慮してください。

現時点において、数多くの人々が、あらゆる物事がそれなりに上手く収まるようになり

、また神聖なる計画が今展開されているところであると感じていうように見えます。

もしもそのような計画が存在し、また今までいつもそのような計画が存在していたとし

ても、未来は創造と同じように流動的であり、未来は皆さんが創り出すものです。

数多くの皆さんが以前の数々の生涯を経験してきましたが、そこではその計画はそれが

意図されていたような方法で展開されることはありませんでした。

これが、今わたしが慎重な配慮に留まるように伝え、また意識を集中した状態を維持す

るように伝えている理由です。しばらくの間はそのエネルギーを楽しみ、そのエネルギ

ーの中に留まってください。しかし依然として必要とされている努力が数多くあるため

、彼らが皆さんの進歩を妨げることのないようにしてください。

神聖なる秩序は、ただあらゆる物事が起ることを意味している訳ではありません。そ

れは、皆さんが神聖なる秩序の内部で創造を続けることを意味しています。

創造とは、創造的なエネルギーの流動性の内部で進化する継続的な過程です。

皆さんは、神聖なる秩序の内部で創造しなければならない人々です。
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物質的な世界と霊的な世界の間の関係

物質的な世界と霊的な世界の間の関係
The relation between the physical and spiritual world 

15 October 2011 - 6:29pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 

The relation between the physical and spiritual world

わたしは前回のメッセージで、それが霊的な世界の内部で創り出されていて、物質的な

世界の中で明らかになっているひとつの支配体制が存在していることを説明しました。

同じように、物質的な世界の内部で創り出されているものが、霊的な世界に影響を及ぼ

しています。

今現在地球上に存在している数多くの人々が、地球や皆さんの宇宙に結び付いた学びの

経験を選択してきました。

皆さんの宇宙の内部や、地球に加えて他の惑星上での学びの経験です。

光の活動家達は今まで他の惑星に結び付いた記憶やこうした惑星上の生活に気付いてき

たのですから、これはほとんどの光の活動家達に当てはまります。

地球は3次元の周波数の内部に存在しているので、現時点の皆さんの宇宙の中で最も周
波数の低い惑星です。他の惑星上の生命は、地球よりも高い周波数の範囲の中に存在し

、その一部は依然として物質的ですが、他の部分は物質を超えています。

数多くの皆さんが、他の惑星上では物質的な周波数を超えて移動することができました

。今回皆さんは、できるだけ最も低い周波数からその過程を始めることを選択しました

。



皆さんが自覚しなければならないひとつの事実として、霊的な世界と物質的な世界は、

ひとつの場所に存在していて、すべての周波数や次元はひとつの場所の内部に存在して

います。

皆さんが物質的な身体を離れた時点で、皆さんは霊的なエネルギー存在に移行します。

これは異なる次元、異なる周波数の中で起ることです。

物性は、ひとつの経験の創造です。それは皆さんが物質的な限界を経験するために創り

出した現実性ですが、しかしそれ以上の意味があり、そのため皆さんは皆さんが再びそ

こから移動することができるかどうかを確認するために、それを創り出しました。

移動するという言葉によって、わたしは何物も実際に物質的ではなく、あらゆる物事が

エネルギーである現実性に入ることを意味しています。

皆さんが地球上の転生の循環に入った時点で、皆さんは転生の決まりと地球の経験水準

を通して移動するという決まりを選択しました。

これは、物質的な身体が死ぬ時、皆さんは皆さんが地球上で学んできたものによって皆

さんが達成してきた水準に向って移動することを意味していて、これは5次元かそれ以
上の次元で起り得ることです。

それぞれの転生の循環で皆さんは何かを学び、そして皆さんが物質的な身体を離れた時

、皆さんは数々の次元を通してさらに高く前進します。

これが意味していることは、ただ異なる水準、つまり異なる次元的な理解の上で、皆さ

んは依然として地球上に存在している意識に結び付いているという事実です。

宇宙全体はすべての異なる次元と周波数について経験し、学ぶために創り出されました

。

数多くの存在達が今地球上で起っている過程に関与しているのは、これがその理由にな



っています。彼らはすべてこの学びの経験の一部であり、そのほとんどは地球の次元上

昇と数多くの皆さんに期待しています。何故なら、これが別の水準の理解をもたらすよ

うになるからであり、しかしまた地球の次元上昇はすべての惑星とその内部のすべての

存在達を含めた宇宙全体に影響を与えるため、別の水準の次元も利用できるようになる

からです。

地球が次元上昇した時点で、宇宙全体がさらに高い水準に次元上昇するようになります

。

皆さんの霊の中の存在は、数多くの水準、次元、あるいは周波数を通して、根源と結び

付いています。

一部の皆さんは、この宇宙とこの宇宙の学びの経験から離れて、完全に次元上昇するよ

うになるでしょう。

こうした存在達は、今宇宙の次元上昇に取り組んでいる存在達です。

自分達の目標を5次元に設定している他の存在達や、より高い次元に設定している一部
の存在達は、地球が次元上昇した時点で、5次元に移動するようになるでしょう。

これは、現時点の物質的な転生からの次元上昇ではありません。何故なら、これはただ

皆さんが少なくとも12次元を超えた時に起ることになっているからです。

ここで、数多くの人々が、熟達者や5次元に入っていて物質的ではない他の存在はどう
なのか、と口にすることになるでしょう。それはその通りですが、しかしこれは彼らが

物質的な転生の循環から次元上昇し、物質的な容姿を持つ必要なくさらに低い次元の周

波数に戻ることができるからです。

彼らの次元上昇の程度に左右されますが、彼らはこの宇宙を超えて移動するか、あるい

は彼らは今まで通りこの宇宙に留まるかのどちらかです。

この宇宙の周期性から移動するためには、遥か彼らの根源の存在にまで到達する次元上

昇が必要になります。



これが、次元上昇の別の説明です。

次元上昇は皆さん自身の存在の内部で起り、強いて言えば、皆さんは皆さん自身の存在

の内部で上に向って上昇します。あるいは、上のように、下にも、と言われているよ

うに、皆さんは皆さんと言う存在のさらに高い次元の部分を物質的な部分に運び入れ

ます。

両方とも同じです。

内面で結び付いている、つまり次元上昇している存在達は、地球だけではなく、この宇

宙のさらに素晴らしい理解を確認することになるでしょう。そして遥か根源にまで結び

付いている存在達は、この宇宙を超えた素晴らしい理解まで確認するようになるでし

ょう。

人間の理解は、皆さんの霊的な存在が認識し理解しているものよりも困難なものです。

最も偉大なる進歩は、人間が、皆さんの霊の部分が理解する方法でその知識を理解し始

めた時に起ることが可能になるものです。

これが、霊の中で皆さんの他の部分と結び付くことだけではなく、またその部分を運び

入れることが大切になる理由です。何故なら、これが、人間が霊的な観点からその現実

性を理解し始めるようになる場所になっているからです。

実際に皆さんの人間の部分はまるで他のあらゆる物事のようにエネルギーであるため、

また皆さんの人間の部分は、幾つかの霊的な部分を持っています。この人間の部分は、

いわゆる霊的な身体、精神的な身体、痛みの身体等のように、数多くの異なる部分に分

割されています。

自我は人間の一部であり、自我は、人間が今起っていることについて考え始めるといっ

た方法で、人間にある反響を与えるために創り出されました。時間と伴に、数多くの人

々のために、その自我がある程度引き継がれてきました。それは、数多くの人間が自分

達の方法を失い、いつも自分自身について考えず、他の人々の想いを身に着けてきたか



らです。

人間は物質的な世界の中の自分達の環境について次々と募る不安を感じ、自分達は悪く

はない、自分達は他の人々よりも劣っていないと自分達に伝える何かを必要としていた

ため、折りに触れて自我は生き残りの仕組みになってきました。

人間が変化し始め、霊的な観点から霊的な知識を理解し始め、再び彼あるいは彼女自身

のために考え始める時、自我は、今現在起っていること、そして時間と伴に変化するよ

うになるものを理解する能力を持ちます。

ただひとつの自我だけが存在し、変更された自我、他の自我は存在しません。そしてあ

る人々は、まるで人間の思考以上に引き継がれてきたように変更されたものとして自我

に言及する可能性があります。これは、自我が悪いもの、あるいは否定的なものである

ことを意味している訳ではありません。自我は人間を支援するためにそこに存在して

いて、これが、自我が可能な限り最良と考えている方法で自我が行うようになるもの

です。

人間が自分自身のために考え、自我に自分達の目標としているものや自分達が起ってい

ることを確認したいものを説明し始める時、数多くの他の人間の部分が順応するように

、自我もこれに順応するようになるでしょう。

これがすべて、皆さんのそれぞれの部分を皆さん自身の神聖なる計画と同調させる役割

を果たしています。そしてもしかすると、神聖なる計画全体は、数多くの皆さんによっ

て達成されることを目指していたのかもしれません。

神聖なる計画全体は、それ自体によって展開するものではなく、皆さんが皆さん自身を

この神聖なる計画とその意味と同調させるように取り組む時に、ただ展開することがで

きるものです。皆さんが皆さん自身の神聖なる計画に従い、その流れの内部で生き始め

る時、神聖なる計画全体もまた展開し始めるようになるでしょう。

人間の部分がそれ自体を彼あるいは彼女自身の神聖なる計画に同調するためには、依然

として意志と決断と努力が必要になります。そしてこれはまず皆さん自身の神聖なる計

画を見付け出し、そしてそこから、神聖なる計画全体を見付け出すことによってのみ達



成することができるものです。

皆さん自身のために考え、真実を見付け出し、皆さんという存在のそれぞれの水準の内

部の真実を皆さんが見付け出すことができる内面と、完全に結び付いてください。皆さ

んがより多く内面と結び付くほど、皆さんはより多くの皆さんのそうした部分を運び

入れ、さらに多くの真実と知識が利用できるようになるでしょう。

これが、皆さんに伝えられているあらゆる物事に対する優れた判断力が必要になること

をいつもわたし達が伝えている理由です。皆さんに伝えられているあらゆる物事すべて

を真実として受け入れる理由など、どこにもありません。何故なら、その状態は皆さん

に皆さん自身について考えさせるものではありません。しかし繰り返しますが、皆さん

は今まで他の人々の思考や信念を引き継いできました。

ひとりひとりの個人が自分自身の神聖なる計画と神聖なる計画全体の中の一部分を持っ

ています。しかし、ひとりひとりの個人は神聖なる計画全体の中の一定の部分を持ち、

すべての部分が同じものではありません。

皆さんの内面の異なる数々の水準で利用できる理解と知識は、段階を踏んで皆さん自身

の神聖なる計画の展開まで皆さんを連れて行くことになるでしょう。そしてこれは時に

は異なる場合があり得ます。何故なら、それは皆さんを完全に理解できる場所まで段階

的に導いていて、またこれはその過程の異なる時期に人間の精神が理解できるものに基

づいているからです。

それはいわば、最初の段階で皆さんが地球は平らだと確信し、次の段階で完全にその見

方を変え、皆さんは、地球は四角だ、と確信し、そして最後の段階で、皆さんは両方の

観点は間違っていて、地球は丸いものだ、と気付くようなものです。

これが、開かれたこころを維持し、皆さん自身が皆さんの持っている見方を変えること

を許すことが大切になる理由です。皆さんがさらに大きな理解を受け取る度に、その見

方が変わるからです。

イシス

Isis
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UFOの一斉開示、集団次元上昇、シャンバラ、その他について

UFOの一斉開示、集団次元上昇、シャンバラ、
その他について
UFO Disclosure, Mass Ascension, Shamballa and more
16 October 2011 - 8:28pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

UFO Disclosure, Mass Ascension, Shamballa and more

今日、わたしはこうした主題すべてについて話したいと思います。その主題が数多く

の人々の望みとして数多くのメッセージの中で取り上げられているからです。

地球上の変化は、物質的な変化から始まろうとしているのではありません。

ただ霊的な変化だけが、地球上で物質的な変化を引き起こすことになるでしょう。

意識の変化やそれぞれの個人の内部の目覚めが、物質的な世界の現実性に変化を運び込

むものです。

数多くの人々がUFOの一斉開示を求めていますが、彼らは物質的な世界の中の支援のた
めに、自分の外部に目を向けています。そしてその状態で、彼らは霊的な世界が次元上

昇する際の支援を必要としています。

次元上昇はひとつの個人的な道筋であり、わたしが前に伝えておいたようにわたしはこ

れからも伝え続けますが、それは皆さん自身の存在の内部から現れなければならないも

のです。これは完全な次元上昇、皆さんの地球上での学びの経験の完成のための必要条

件です。わたし達はすぐにでも皆さんを引き上げることができますが、しかしそれは、



皆さんが地球上で学ぶように設定した部分を省略して跳び越してしまい、皆さんがもう

一度物質的な身体に戻ってこうした学びの経験を終了しなければならないことを意味し

ています。

まず本当に内面に目を向けてそれを達成皆さん自身で内面の次元上昇を完了させること

によって、それを達成した方が賢明ではないでしょうか？

集団の次元上昇に関する限り、数多くの人々が集団の次元上昇に求めているものは、数

多くの皆さんが完全に準備を整え、他の人々が一緒に次元上昇できるように彼らが準備

を整えるのを待つことが必要になります。

それはひとつの選択ですが、しかし個人ひとりひとりは自分自身の次元上昇ができ、集

団の次元上昇は必要ではないため、必ず必要となるものではありません。

ウォール・ストリートの占拠や他の数々の集団に関する限り、彼らは皆さんの惑星で行

動を開始しています。

こうした集団はただそれだけであり、今地球上で起っていることに同意していない人々

から構成されている集団です。彼らは皆さんの世界の報道機関によって彼らに伝えられ

ていることを確認しているだけで、自分達が今起こっていること、そして支配が実際に

皆さんの地球上で準備を整えている状況の背後に在る実際の真実を確認できる内面の目

覚め、それを経験していないため、彼らは折に触れて、幾らか自分達の意見について混

乱しています。

こうした集団の多くが、実際にあらゆる物事の背後に存在している支配によって形成さ

れていて、彼らはそこでもう一度人間の気を霊的な目覚めから逸らそうとしています。

地球上では今重要な時期に差し掛かっていて、わたしは他の物事についても幾つか触れ

てみたいと思います。霊的な世界の内部には、時間は存在していません。ですから、わ

たし達はどのような出来事でもその起る日付は把握していません。しかしながらわたし

達はエネルギーの流れに従っています。何故なら、それは心臓の鼓動のようなもので

あり、現時点のエネルギーの流れを通して動いているエネルギーの積み重なりが存在し

ているからです。



これは、宇宙の拡大が作用している姿の部分です。

そのエネルギーが爆発するように見える状態にまで積み上がっていて、爆発と拡大が起

った後には、その過程を最初からやり直します。

この過程を人間の言葉で詳しく説明することは難しいため、これは、起っていることの

単純な説明に過ぎません。

この積み上がりの過程がほとんど終わりに近付いていて、ここが地球上の時間とそれが

結び付いている場所です。

皆さんは、最近では地球上で時間が異なって機能しているように感じられることに気付

いています。時には皆さんはそれが通過したことを自覚できないくらい速くそれが起っ

ていて、他の場合にはそれは少々ゆっくりですが、それでも多くの出来事が起っている

からです。

皆さんが時間を経験する方法に属する現実性は、今、変化していて、この変化が、皆さ

んが追随している方向性に時間がなくなる場所まで、皆さんの内面の現実性を調節する

ことになります。しかしその積み上がっているエネルギーの流れが、今、発生してい

ます。言い換えると、時間は、霊的な世界の時間の流れとの調和に関して、地球上では

異なる方法で規制されている状態になっています。ですから、わたし達は霊的な現実性

の中で積み上げられたエネルギーと一致している正しい時点まで地球を動かすことがで

きます。

これが、日付が重要になる理由です。時間は調整されているため、2012年12月の日付は
、わたし達が霊的な現実性の中の流れと一致させたいと思っている時点です。何故なら

、これが人間としての皆さんに物質的なものが霊に沿って機能する機会を提供するよう

になるからです。これは単なるわたし達だけの選択ではなく、皆さんがその中に存在し

ている物質的な現実性は、地球上に存在しているすべての創造になっているため、皆さ

んすべての選択でもあります。皆さんは、物質的な現実性の一部としてこの日付を設定

しました。人間としての皆さんこそが、何かが現時点で達成される必要があるその時を

認識するために、物質的な日付を持つ必要があるからです。



マヤ暦は霊的な現実性の流れに基づいたものであり、これが、この日付がとても重要

になっている理由です。霊的な現実性の時間の流れはわたし達でも制御できないもの

になっているため、それは依然としてある程度の時間の調整が必要なものになってい

ます。そして、積み上げられて地球の可能性がこのポータルを通過するまさにその時

点は、わたし達が完全に予言できるものではありません。

しかしながら、わたし達はそれが近づいていることは認識しています。それは、わたし

達は内面でそれを感じることができるからです。そして皆さんの内面の覚醒を達成する

切迫感がさらに明確になっているため、数多くの皆さんもそれを感じることができます

。

それがシャンバラ、日輪像、そしてポータルのような場所がより重要なものになってい

る理由です。良かれ悪しかれ数多くの理由のために前回にそれが用いられていて、その

一部は皆さんの惑星地球の次元上昇に抗う活動をしている存在達の支配下にあります。

現時点でこうした場所を浄化し、また護る仕事をしている小さな集団が存在しています

。皆さんの惑星上には活性化しその当初のエネルギーを取り戻すことが必要になってい

る場所が数多く存在しているからです。

その場所に入るためには特定の周波数が必要になり、こうした場所は、その内部に、よ

り完全に目覚めるために皆さんを支援することができる異なる水準の場所を備えてい

ます。しかし、こうした水準に到達するために必要となる周波数は、皆さんが今後内面

で達成する必要があるものになっています。

数多くの皆さんのための神聖なる計画は、地球上の転生の循環、輪廻転生を超えて移動

しようとしていますが、しかし神聖なる計画は、ただ皆さんの内面で個人的に展開でき

るものであり、それは今後も同じです。

こうしたポータルや地球上のパワー・スポットのそれぞれが、地球の次元上昇の内部の

活動的な場所を占めています。



その場所は、地球や皆さんの宇宙がそのポータルを通して移動できるようになるために

必要とされている霊的なエネルギーの流れを、これから運び込む場所です。その場所は

、霊的なエネルギーがその最も高い位置まで積み上がり、それ自体を通してさらに巨大

な拡大にまさに戻ろうとするその時に、利用できるようになるでしょう。

こうした場所は、現時点において、遊ぶための玩具や実験のための場所ではありません

。こうした場所は学びと創造と同時に、内的な導きを展開して、皆さんの目覚めのため

の神聖なる計画に従う厳粛なる場所です。

こうした場所の中のエネルギーは、その本来の創造的な目的を示すために現時点で調整

されているところであり、もしも皆さんが中に入るために必要な知識を持ち合わせてい

ないのであれば、取り残されたままになるものです。

こうした場所の中でその調整を生かすことを望んでいる人々は、皆さんの内面の導きに

従い、皆さんが向かおうとしているその場所が既に調整されているか、あるいは依然と

して完全にその当初の目的まで戻っていないかどうかを確認してください。

その一部は地球の次元上昇で地球を支援するための準備を整えているため、実際に一切

の立ち入り禁止になっている可能性があります。そしてそれは現時点でその場所の唯一

の目的になっています。

現在は厳粛な時に思われるかもしれませんが、そしてその通り、その一部は従わなけれ

ばならない神聖なる計画を完了させることが必要とされていますが、新しいエネルギー

は皆さん自身の存在の内部で皆さんをさらに高く引き上げることができるため、その新

しいエネルギーをできる限り楽しんでください。

新しいエネルギーは、皆さんと言う存在のさらに多くの部分と皆さんを再び結び付ける

ことができます。

ただ皆さんの神聖なる計画を完全に自覚して、この神聖なる計画に従ってください。何

故なら、これは皆さんという存在にとって、今皆さんの周りで起っている他の何事より

も遥かに大切なものだからです。



充分に自覚してください。これが今まで皆さんが望み、待ち焦がれてきた変化をもたら

すことになるため、わたしはそれを完全に伝え切ることができません。

皆さんは、皆さんの未来を支配している人々です。

神でもなく、根源でもなく、他の次元あるいは惑星から訪れた存在でもありません。

それは皆さんです!!!!

イシス

Isis
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新しい地球の結晶構造のグリッド

新しい地球の結晶構造のグリッド
The NEW EARTH CRYSTALLINE GRID
21 October 2011 - 3:24pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 

The NEW EARTH CRYSTALLINE GRID. 

11-11-11が近付いていて、数多くの人々が今築き上げられている新しい地球の結晶質の
グリッドに意識を向けています。ですから、わたしは古いグリッドと比較しながら、こ

の新しいグリッドの働きについてもう少し説明したいと思います。

古い地球のグリッドは、そうです、数多くの皆さんが今これとつながっていますが、そ

れは皆さんがエネルギーを吸い上げ、今までも今も、皆さんや人間の集合意識が受け取

る怖れや他の情報を送りながら支配のために用いられています。

皆さんは今目覚めているのですから、惑星の次元上昇とは異なる次元上昇の過程一部が

存在しています。特に、多くの活性化、始動、そして変化が、意識的に行われなければ

ならない部分になっています。これは目覚めの過程の一部です。何故なら、意識的な目

覚めこそが、皆さんが地球の現実性の内部の真の変化を創造し始めることを許すものに

なるからです。

次に皆さんが新しい地球のグリッドにつながることを好むのであれば、古い地球のグリ

ッドから皆さん自身を切り離す意識的な経験をすることが重要になるのは、これがその

理由です。

今、新しい地球のグリッドは依然として築かれているところであり、まだ地球の内部に

存在していないため、それはまだ完成していません。



これは特別な理由のために行われています。地球がすべてのエネルギーを次元上昇させ

ていて、地球自身のものではないエネルギーを取り除こうとしているからです。

これは、次元上昇するひとりひとりの人間や他のあらゆる存在達の場合と同じ過程にな

っています。皆さんは皆さんの内部の他の人々のエネルギーと一緒に次元上昇すること

はできません。

現在、皆さん自身から古いグリッドを取り除くことは、意図によって、あるいは皆さん

の周波数を引き上げることによって行われている訳ではありません。数多くの人々が依

然として古い地球のグリッドに結び付いているため、その周波数を引き上げることは偽

の経験になる可能性があります。何故なら、古いグリッドはより輝きを持ち、またより

高い次元の内部に存在しているような偽の経験を提供するようになるからです。これは

、今も用いられている支配の一部です。

新しい地球のグリッドについても同じであり、新しい地球のグリッドにつながることは

意図によって行われているのではなく、正しい周波数を持ち、意識的に皆さん自身と結

び付くことによって行われています。

古い地球のグリッドを切断しないと、皆さんが新しいグリッドに対処しているエネルギ

ーの働きのあらゆる部分ができる限り最も効果的なエネルギー水準になることはない

ため、この古い地球のグリッドを切断することが、これを行う第一歩になります。

数多くの人々がこの事実と共鳴にしていないため、今後も数多くの人々がこれを信じよ

うとせず、そして数多くの人々がこのメッセージを無視し続けたままでいることを、わ

たしは認識しています。これは皆さんの自由意識であり、皆さん自身がしなければなら

ない選択です。

わたしは皆さんに情報をもたらすために今ここに存在していますが、皆さんがそれに対

処することは皆さんの選択です。

イシス

Isis



Through Petra Margolis
October 21, 2011
www.ascendedmasters.org

翻訳： 森のくま (2011-10-22 19:30) 



必要となる数々の変化

必要となる数々の変化
Necessary changes 
22 October 2011 - 3:43pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

Isis, necessary changes 

以前のメッセージでわたしは地球のグリッドについて多くの説明をしてきたため、わた

しはその短い要約を提示して、別の主題に移ろうと思います。

1.古い地球のグリッドは真のグリッドではなく、皆さんのエネルギーを吸い上げてそれ
を支配体制として用いるためにつながっている、数多くの立体映像からできています。

2.余りにも数多くの人々が依然として古い地球のグリッドとつながっていて新しい地球
のグリッド充分に完成することができないため、新しい地球のグリッドはまだ完成して

いません。

3.この世界には、新しい結晶構造のグリッドと呼んでいるものと連携しようという目的
を持った人々が存在しています。それは数多くの人々がそう呼んでいるものです。その

弊害は、これが古い支配体制のエネルギーを新しいグリッドに持ち込んでしまうこと

です。

4.今、新しいグリッドと連携しようとしている人々は、その新しい地球のグリッドとつ
ながっていない状態であり、彼らの意図が彼らをそうするように許しているため、彼ら

はただ自分達の仕事の瞬間につながっているだけです。古いグリッドとつながることが

、彼らが持っているあらゆる良き意図を妨害するようになることを、彼らは自覚してい

ません。



5.結晶構造のグリッドを綺麗にして修復することに取り組んでいる一部の集団が存在し
ています。彼らはその新しいグリッドと連携しようとしているように見えず、彼らはひ

とつの立体映像である古いグリッド系に意識を集中させられています。これは、彼らが

そのグリッド系を浄化することに熱中しているという事実からから察することができ

ます。新しい地球のグリッドは現時点で完成していないため、浄化を必要としていま

せん。

6.この新しいグリッドとつながっている特定の場所は、今の地球上に存在していません
。それは地球の物質的な身体の内部に宿っているのではなく、今まで地球の外部の場所

に存在してきたからです。それは、地球が今自分の次元上昇の準備を整えていて、地球

のものではないすべての物が今後取り除かれるようになるからです。

7.古い地球のグリッドを遮断することが第1段階になります。

8.新しいグリッドにつながることは、2番目の段階になります。

9.しかしながらひとつのグリッドとのつながることはすべて単なるひとつの支援体制と
して理解されるべきものであり、皆さんは皆さんの過程のひとつの時点でこのつながり

を解き放つようになるでしょう。

10.皆さんが意識的に皆さんの内面の存在や皆さんの内部の一体性を自覚し始める際に
、その支援になるものが、今そこにあります。

11.一部の人々は、古いグリッドを遮断し、新しいグリッドとつながることができま
すが、数多くの人々がこの時点でこの過程を達成するための自覚的意識を持ち合わせて

いないため、支援を必要とするようになります。

12.目覚めを経験している人々は、自分達自身の方法を見付け出すでしょう。そしてこ
の過程を完了させる際に数多くの可能性が存在しているため、彼らのための方法を見付

け出すのはわたしの仕事ではありません。

こうしたことがグリッド系についての重要な点であり、皆さんは以前のメッセージの中



により多くの情報を見付け出すことができます。

わたしは今、皆さんが新しいグリッド系とつながった後に起ることに意識を集中してみ

たいと思います。

それはただの始まりに過ぎません。新しいエネルギー系は完成していないため新しいエ

ネルギーがまだ充分に流れていない状態であり、新しいエネルギーを最大限活用できる

ようになるためにはかなり多くのことを行う必要があるからです。

現在も人間のエネルギーの身体あるいはより高度な身体のどちらかに、数多くの他の障

害が存在しています。その障害の多くは、支配体制の一部として埋め込まれています。

これは、ここ数年の間で明らかになったものだけではありません。

地球の次元上昇は、数千年の間計画されてきたものであり、支配体制は、数多くの人々

がその支配体制から余りにも掛け離れてしまうのを防ぐために、わたし達が保安装置と

呼んでいる彼らの手段を設置してきました。

皆さんは皆さんの周波数を引き上げ始めるため、こうした保安装置の多くが、特定の時

期に稼働し始めるようになるでしょう。

例えば人間のエネルギーの身体や地球の内部のエホバの封印のように、多くの保安装置

が既に認識されています。そして来年には地球からその保安装置が取り除かれることに

なるでしょう。この世界には数多くの治癒者達が存在し、彼らはこの事実について認識

していて、この部分で皆さんを支援することができます。

また、皆さんがさらに高い周波数に移動すると同時に活発になる、数多くの挿入物が存

在しています。こうした挿入物を一掃する際は警戒を緩めず、皆さんが異なる次元を通

過する時には皆さん自身を守ってください。

皆さん自身の存在の交信者になってください。

数多くの人々がこの世界で交信し、彼らのほとんどが交信者になることを望んでいる唯

一の理由は、彼らが他の存在達の交信を受けることができる、というものです。これは



交信の真の目的ではありません。皆さん自身の存在と交信することこそが、真相に気付

くことができる場所になっているからです。

わたしイシスが、例えばひとつのメッセージのためにそのエネルギーと交信する場合、

わたしはその交信を正確かつ透明な状態に維持するでしょう。

皆さんが数多くの交信から数々のメッセージを確認する時、数多くの言葉を使いながら

ただ2、3の要点だけを説明しているメッセージを確認します。これは、その交信者がそ
のメッセージの中に彼ら自身の考えや希望を差し挟んでいるからです。彼らは、彼らが

数多くの物事がそうなって貰いたいという方法でそのメッセージを記述し、時にはこれ

が数多くの不必要な言葉を挿入し、それがそのメッセージを薄めてしまっていて、でき

る限り直接的に真の要点を明らかにすることから程遠い状態にしています。彼らは、付

随的な影響力を持つという誘惑の森の中に立たされています。

わたしが今送っているエネルギーは、この交信者によって翻訳されていて、このメッセ

ージを記述しているのは人間の精神です。交信者そのエネルギーをその交信者が用いる

言葉で翻訳します。そしてまたその翻訳の内部に、何度も交信者の思考や信念の体系が

現れます。

わたし達が数多くの異なるメッセージを確認し、人々が異なる数々の方法でそのメッセ

ージのエネルギーを受け取っているのは、これがその理由です。

数多くの人々が、彼ら自身の思考と信念体系を通してメッセージを格付けします。

わたしはただこの事実を説明しているだけです。何故なら、数多くの皆さんが皆さん自

身の存在と交信を始めますが、その交信の最初の意図として他の存在達の交信に意識を

集中させないことが、わたしにとってより大切になっているからです。

交信は意識の集中と実践が必要になりますが、しかしまた皆さん自身の存在内部の澄ん

だ道筋も必要になります。物質的なエネルギーの身体とさらに高い霊的な身体を綺麗に

することの重要性をわたしが指摘しているのはこれがその理由であり、そうすれば、皆

さんが受け取る数々のメッセージの内部に支障は起りません。



またこれは、言うまでもなく皆さんが他の存在達と交信する時にもとても大切なこと

です。それは、数多くの人々が自分達のエネルギー領域に入ってくるあらゆる存在と交

信するようになり、ほとんどの場合、その存在達の間に区別の体系を持ち合わせていな

いからです。何故なら、人々ただそのエネルギーを感じることができるだけあり、エネ

ルギーは欺くことができるものになっているからです。たとえその存在が皆さんにその

存在の名前を告げているとしても、そこに数多くの替え玉達が存在し、その存在達は数

多くの異なるエネルギーの中で、キリスト意識のエネルギーやさらに高い周波数の中で

さえ、活動することができます。それは、彼らは物質的な身体の制約によって拘束さ

れず、数多くの次元を移動しているからです。

皆さん自身の存在を交信し、皆さん自身の存在の内部と結び付くことを通して、皆さん

自身の存在のさらにそれ以上高い部分との交信者になることが大切になるのは、これが

その理由です。

そして言うまでもなく、皆さんが周波数の内部をさらに遠く上の方まで移動して、皆さ

んと言う存在の部分とさらに多く結び付く時、絶えず何度でも繰り返し綺麗な状態を維

持するようにしてください。皆さんという存在のそれぞれの部分には以前の生涯で学ん

だ経験が含まれていて、そうした生涯のエネルギーを維持しています。これは、皆さん

は今回の生涯の内部で維持したくないありとあらゆるものを綺麗にしなければならない

ため、皆さんはこうした部分も綺麗にすることを意味しています。

こうしたエネルギーの一部は他の人々に属するものになっている可能性があり、皆さん

はそれを彼らに送り返し、こうした人々や過去の生涯のつながりを遮断することを望ん

でいます。皆さんは今、ひとつの完全な存在になることに取り組んでいるからです。わ

たしが母なる地球の過程について説明したように、皆さんの内部に適しているエネルギ

ーではないからです。

これがわたしの今日のメッセージです。

イシス

Isis
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www.ascendedmasters.org

http://lightworkers.org/channeling/144307/isis-necessary-changes

翻訳： 森のくま (2011-10-26 19:55) 

http://lightworkers.org/channeling/144307/isis-necessary-changes


挿入物、そしてその他

挿入物、そしてその他
Implants and more
23 October 2011 - 5:18pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

Isis on Implants and more

数多くの人々がこれについて疑問を抱いています。

ですから、わたしはこれがどのように作用しているかを説明したいと思います。

挿入物は霊的な身体の内部のあるエネルギー、エネルギー水準に置かれています

挿入物は数々の異なる機能を持ち、異なる生命の内部に置かれてきました。

挿入物は霊的な身体の内部に置かれているため、皆さんは生涯を経験する度に皆さんと

伴にそれを持ち歩いてきました。

何故？と皆さんは尋ねるかもしれません。

皆さんは皆さんの霊的な存在を意識せずに数多くの生涯を過してきて、こうした挿入物

を自覚していないことも意識していませんでした。

そうです、皆さんのさらに高い霊的な部分はその挿入物に気付いていますが、しかしそ

の挿入物を取り除くためにはひとりの人間の水準の自覚的な意識が必要になります。

こうした挿入物の過去と現在の目的はなんでしょうか？



過去も現在も、支配体制はひとりの人間の水準の無自覚さに基づいていますが、しかし

時の中のひとつの時点でこれは変化するという知識を持つことで、この状態が変化し

ます。それは、普遍的な宇宙の流れの周期性の内部に存在しているからです。

ですから、支配する側はいろいろな意味で目覚めに干渉する数々の方法を考えました。

挿入物はそのひとつです。

挿入物はプログラムすることができ、特定の時点、あるいは皆さんの内部の周波数の水

準で始動させることができます。

そのほとんどは、皆さんが最も高い水準に目覚めることを妨げることを目的にしてい

ます。

皆さんから目を離さないために用いられている一部の挿入物も存在しています。

こうした挿入物は、普通皆さんの周りの人々の内部に存在しています。

しかしまた、数多くの人々がしばらくの間それを認識してきたため、皆さんの周りの物

品の内部にも存在しています。

この理由は、ある種の人々がとても自覚的になろうとしていて、こうした挿入物を一掃

する方法を認識して自分達の周波数を引き上げるようになることを、支配する側が認識

しているからです。

皆さんは目覚め始めているため、これについて大幅に自覚する必要があります。皆さん

が皆さんの周波数を最も高い水準にまで引き上げて支配する側がこれ以上挿入物を置く

ことができないとしても、しかし支配する側は依然として注視しています。

また、こうした数々の挿入物を一掃し、数々の次元を移動している人々は、新しい挿入

物がそうした水準に置かれることも起り得ることに注意してください。



これは、誰がその場に辿り着くかを確認するゲームであり、皆さんはそのゲームを演じ

ていることを自覚する必要があります。

その支配体制は、地球に結び付いている異なる時系列の間で、何千年もの間地球上に存

在してきたものです。

10％に満たない実際に目覚めている人々の数で皆さんが確認できるように、彼らは今ま
でに妨害と支配の方法について数多くの知識を獲得してきました。

怖れを喧伝して利用しているため、わたしは数多くの人々がこれを理解していることを

認識していますが、しかしわたしはその情報は、皆さん自身が怖れに移動することを防

ぐために皆さんが用いることができるものであることを理解しています。

皆さんは起り得る妨害を自覚しているため、注意するということは、皆さんが何物にも

怖れてはならないことを意味しています。

こうした事実が、挿入物とその利用についての基礎になります。

挿入物はそれぞれの人間の内部に存在しているだけではなく、また地球内部にも存在し

ているため、挿入物のひとつは、特別なものになっています。こうしたものが、Ｊの

封印、つまりエホバの封印です。

皆さんはすべて、聖書の中で伝えられている7つの封印について認識しています。これ
らは同じものではありません。7つのエホバの封印は幾つか前の周期に置かれたもので
あり、そういった数多くの人々の次元上昇の周期の完了を妨げるものの一部でした。

こうした封印の構造は今も地球の封印と結び付いているため、他の挿入物とは異なるも

のになっています。

数々の挿入物は、皆さんがさらに高い周波数に移動することを妨げるように意図されて

いて、その除去は地球の封印と結び付いているため、他の挿入物とは異なっています。

こうした封印は、皆さんが物質的な水準でそれに目を向けようとする時、かなり円盤の



ように見えます。

封印は実際に動き、このようにして異なる周波数と用いでいつも周波数を変化させてい

るため、その封印を除去することが困難なものにしています。

こうした封印を取り除くことはさらに多くの物事が含まれていて、これはとても特殊な

仕事になります。

地球上に転生しているひとりひとりそれぞれの個人は、こうした封印を経験することに

なるでしょう。それは、エホバの封印と地球内部の封印の間につながりが存在していて

、地球上に転生しているひとりひとりそれぞれの個人が転生の瞬間に地球と結び付き、

瞬時にこうした封印を挿入されるからです。

挿入物は、それが挿入された後でさえ、数多くの異なる方法でプログラム化することが

できます。

現時点において、その挿入物のほとんどは、皆さんが実際により高い周波数を統合する

ことを防ぐことを目的としてプログラム化されています。挿入物は皆さんが挿入物の内

部に入ることは許しますが、しかし物質的な身体の内部のさらに高い周波数を統合する

ことは許しません。

これほど数多くの人々がさらに高い次元の経験を持ちながら、毎回さらに低い次元まで

後退してしまうのは、これがその理由です。より高い周波数を統合することができない

からです。

数多くの皆さんが、折に触れて高い状態になっていることを感じ、次に再び低次のすべ

ての物事を感じ、つまり行ったり来たりしていることを認識しています。

この情報は、皆さんが自覚するために用いられるか、怖れに向かって移動する情報です

。

これは完全に皆さんの選択です。



This is completely your choice.
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挿入物、そしてその他

挿入物、そしてその他
Implants and more
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ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

Isis on Implants and more

数多くの人々がこれについて疑問を抱いています。

ですから、わたしはこれがどのように作用しているかを説明したいと思います。

挿入物は霊的な身体の内部のあるエネルギー、エネルギー水準に置かれています

挿入物は数々の異なる機能を持ち、異なる生命の内部に置かれてきました。

挿入物は霊的な身体の内部に置かれているため、皆さんは生涯を経験する度に皆さんと

伴にそれを持ち歩いてきました。

何故？と皆さんは尋ねるかもしれません。

皆さんは皆さんの霊的な存在を意識せずに数多くの生涯を過してきて、こうした挿入物

を自覚していないことも意識していませんでした。

そうです、皆さんのさらに高い霊的な部分はその挿入物に気付いていますが、しかしそ

の挿入物を取り除くためにはひとりの人間の水準の自覚的な意識が必要になります。

こうした挿入物の過去と現在の目的はなんでしょうか？



過去も現在も、支配体制はひとりの人間の水準の無自覚さに基づいていますが、しかし

時の中のひとつの時点でこれは変化するという知識を持つことで、この状態が変化し

ます。それは、普遍的な宇宙の流れの周期性の内部に存在しているからです。

ですから、支配する側はいろいろな意味で目覚めに干渉する数々の方法を考えました。

挿入物はそのひとつです。

挿入物はプログラムすることができ、特定の時点、あるいは皆さんの内部の周波数の水

準で始動させることができます。

そのほとんどは、皆さんが最も高い水準に目覚めることを妨げることを目的にしてい

ます。

皆さんから目を離さないために用いられている一部の挿入物も存在しています。

こうした挿入物は、普通皆さんの周りの人々の内部に存在しています。

しかしまた、数多くの人々がしばらくの間それを認識してきたため、皆さんの周りの物

品の内部にも存在しています。

この理由は、ある種の人々がとても自覚的になろうとしていて、こうした挿入物を一掃

する方法を認識して自分達の周波数を引き上げるようになることを、支配する側が認識

しているからです。

皆さんは目覚め始めているため、これについて大幅に自覚する必要があります。皆さん

が皆さんの周波数を最も高い水準にまで引き上げて支配する側がこれ以上挿入物を置く

ことができないとしても、しかし支配する側は依然として注視しています。

また、こうした数々の挿入物を一掃し、数々の次元を移動している人々は、新しい挿入

物がそうした水準に置かれることも起り得ることに注意してください。



これは、誰がその場に辿り着くかを確認するゲームであり、皆さんはそのゲームを演じ

ていることを自覚する必要があります。

その支配体制は、地球に結び付いている異なる時系列の間で、何千年もの間地球上に存

在してきたものです。

10％に満たない実際に目覚めている人々の数で皆さんが確認できるように、彼らは今ま
でに妨害と支配の方法について数多くの知識を獲得してきました。

怖れを喧伝して利用しているため、わたしは数多くの人々がこれを理解していることを

認識していますが、しかしわたしはその情報は、皆さん自身が怖れに移動することを防

ぐために皆さんが用いることができるものであることを理解しています。

皆さんは起り得る妨害を自覚しているため、注意するということは、皆さんが何物にも

怖れてはならないことを意味しています。

こうした事実が、挿入物とその利用についての基礎になります。

挿入物はそれぞれの人間の内部に存在しているだけではなく、また地球内部にも存在し

ているため、挿入物のひとつは、特別なものになっています。こうしたものが、Ｊの

封印、つまりエホバの封印です。

皆さんはすべて、聖書の中で伝えられている7つの封印について認識しています。これ
らは同じものではありません。7つのエホバの封印は幾つか前の周期に置かれたもので
あり、そういった数多くの人々の次元上昇の周期の完了を妨げるものの一部でした。

こうした封印の構造は今も地球の封印と結び付いているため、他の挿入物とは異なるも

のになっています。

数々の挿入物は、皆さんがさらに高い周波数に移動することを妨げるように意図されて

いて、その除去は地球の封印と結び付いているため、他の挿入物とは異なっています。

こうした封印は、皆さんが物質的な水準でそれに目を向けようとする時、かなり円盤の



ように見えます。

封印は実際に動き、このようにして異なる周波数と用いでいつも周波数を変化させてい

るため、その封印を除去することが困難なものにしています。

こうした封印を取り除くことはさらに多くの物事が含まれていて、これはとても特殊な

仕事になります。

地球上に転生しているひとりひとりそれぞれの個人は、こうした封印を経験することに

なるでしょう。それは、エホバの封印と地球内部の封印の間につながりが存在していて

、地球上に転生しているひとりひとりそれぞれの個人が転生の瞬間に地球と結び付き、

瞬時にこうした封印を挿入されるからです。

挿入物は、それが挿入された後でさえ、数多くの異なる方法でプログラム化することが

できます。

現時点において、その挿入物のほとんどは、皆さんが実際により高い周波数を統合する

ことを防ぐことを目的としてプログラム化されています。挿入物は皆さんが挿入物の内

部に入ることは許しますが、しかし物質的な身体の内部のさらに高い周波数を統合する

ことは許しません。

これほど数多くの人々がさらに高い次元の経験を持ちながら、毎回さらに低い次元まで

後退してしまうのは、これがその理由です。より高い周波数を統合することができない

からです。

数多くの皆さんが、折に触れて高い状態になっていることを感じ、次に再び低次のすべ

ての物事を感じ、つまり行ったり来たりしていることを認識しています。

この情報は、皆さんが自覚するために用いられるか、怖れに向かって移動する情報です

。

これは完全に皆さんの選択です。
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わたしの夢とイシスの解釈
My dream and Isis explanation
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ペトラ・マルゴリス経由
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My dream and Isis explanation

昨夜、わたしは夢を見て、わたしはいつもイシスを忘れないため、結局イシスに解釈を

お願いする時間を取りました。

これがわたしの夢です。

わたしは数多くの人々と伴に河の近くに立ちながら、ボートが近くを通り過ぎて行くの

を眺めていました。

そのうちの一隻のボートにひとりの女性が乗っていて、彼女は青い浮き輪救命具2つを
失い、それが水の上に浮かんでいました。彼女はモーターボートの中にいて、かなりの

速度で進んでいました。

すべての人がその水の中の青い救命具に目を向け、疑問を口にしていました：

もしも2つの救命具があってボートの中に一人の女性しかいなければ、他の人は何処
にいったのか？

そのため、わたし達すべてが水の中に入り、この人物を探しました。

水深は浅く、およそわたしの両腕の下のあたりまでしかありませんでした。



しかし水は黒く淀んでいて、あなたは何も確認することができません。

しかし依然としてすべての人がただその水の中に何か見えないかどうかを確認していま

した。

わたしはそれが馬鹿々々しいと考え、わたしは何かに触れることができるかどうかわた

しの足を動かし始めました。わたしは遠くまで行く必要はなく、一歩離れた位置だけで

わたしの足に何かが触れ、それを引き上げると、それはひとりの女性であり、彼女は呼

吸が停止していました。わたしは彼女を蘇生させました。

すべての人がわたしの周りに立っていて、わたしがどのようにして彼女を探し出したの

かを尋ねていましたが、人々はわたしが彼女を見付け出した方法を理解しませんでした

。

これでわたしの夢は終わりです。

イシスは実際にわたしにひとつの解釈を提示することを望んでいました。何故なら、そ

れはわたし達が物質的な現実性と霊的な現実性に目を向ける方法と同時に、その間の関

係をわたし達が理解する方法についてとても重要なものになっているように感じたから

です。

その解釈はこうなっています。

夢は、数多くの人々がその物質的な部分と霊的な部分の間で経験する関連性を表わして

います。現時点において、数多くの人々は、理解そして再び霊的な部分になることに、

意識を集中しています。物質的な部分、人間の部分もまた霊的な部分に属しているこ

とを、数多くの人々が忘れています。

人間の部分は、幾つかの霊的な身体から創られている霊的な部分と同じです。

さて、夢の中では、あらゆる人が物質的な世界、物質的な次元を覗き込むことを怖れて



います。水は淀んでいて、人々は水を通して何も見ることができません。

数多くの人々がただ霊的な世界につながることに意識を集中させられてしまい、物質的

な世界の内部に居座っている支配体制を理解していないため、ここがその問題が横たわ

っているところです。

ここで重要性なことは、皆さんはそのような淀んだ水の中でも動くことができなければ

ならない、ということです。もしも皆さんが本当に自分自身を支援して、そこから他

の人々が目覚める支援をすることを望んでいるのであれば、皆さんはそのような淀んだ

水の中を怖れることなく、不安を持つことなく、自由に動き回れることができなければ

ならないはずです。

皆さんは皆さんの物質的な部分を無視することはできません。それが実際に意識的に目

覚めるための接続部分、架け橋になっているからです。

皆さんは物質的な世界の中で起っていることを無視することはできません。

たとえ数多くの人々が物質的な世界を非現実的なものと理解する可能性があるとしても

、皆さんの肉体を持った人間の部分はこの世界に、この現実性に存在しています。そし

てそれは、皆さんの霊的な存在の部分が物質的な現実性の内部の存在していることを意

味しています。

ここが、皆さんがその競技の規則に対処し、人間の現実性に対処しなければならなくな

る部分であり、その点について実在するかしないかということは問題ではありません。

あなたはあなたの足が河の底で動いていることを自分で理解しているのですから、あな

たは物質的な世界の内部で働き、完全に他の人々に提示しています。

あなたは霊的な水準で始めたのではなく、あなたが人々とつながっている場所から人々

の霊的な水準に至るまでの物質的な水準で、始めています。

あなたはその女性を水の中から引き上げ、物質的な世界を通して彼女を引き上げ、彼女

を霊的な世界の内部の真の生命に連れて行きました。



これが必要となる仕事が行われる方法であり、数多くの人々が自分達の霊的な部分とし

て自分達の人間の部分を受け入れ、その人間の部分が実際に霊的な現実性に向かって移

動することを認識する必要があります。人々は、人間的な部分の内部の霊的な部分を、

完全なものにする必要があります。何故なら、これが霊的な存在の現実性の中で人間に

、物質的な現実性にもたらされているものだからです。

数多くの人々が自分達の周波数を引き上げその周波数に留まることに意識を集中させら

れているため、その重要性を認識していません。

人々は物質的な世界から移動することを望んでいますが、本当に物質的な現実性から移

動するためには、皆さんは霊的な現実性を物質的な現実性にもたらさなければならない

ことを充分に理解していません。
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イシス、現在の政治状況その他についての見通
しについて腹を据えて説明する　その1
Isis goes gutsy and explains her perspective on the current political
situation and much more. Part 1 
13 October 2011 - 4:30pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

Isis goes gutsy and explains her perspective on the current political situation and much more.
Part 1 

一部の人々はただの単純な情報を上回るものを認識する準備ができているようなので、

わたしは地球上のその状況の背後にあるものについてさらに説明したいと思います。

その状況はこうです。

皆さんの世界はすべての側面で操作されています。光の活動の中で今現在起っているこ

とでさえ操作され、皆さんに有利になる代わりに皆さんに不利に作用しています。

数多くの人々が数々のエネルギーを浴びていて、これを今現在起っているひとつの変化

として理解しています。

ウォールストリートの占拠の集団は、今現在起っていることの第2波であり、ティー
・パーティーが最初のものです。

わたしはティー・パーティーについて尋ねている人々を誰ひとり確認していません。数

多くの人々が世界の状況について偏った見方を持っているため、右派と左派が存在して

いると考えています。



そうではありません。

両方の集団が伴に最善を尽くすことを望んでいる人々とそう望んでいない人々を抱えて

います。

これは霊の内部に転移することになるため、この状況を安定させることが人類の内部で

必要とされているものの一部になっています。

世界は今も今までも操作されていて、その操作は多くの起り得る物事に対する逆効果

を持ってきました。

わたしが2番目の波紋について説明したのは、これがその理由です。

地球の権力の中枢の内部で今確認され感じられているものの多くが、今実際に起ってい

るものの正反対になっています。

喩えて言うとすれば、この世界は逆さまです。

支配の中心、権力の中心は、レイ・ラインを通してつながっています。

レイ・ライン、皆さんはそれを他に移すことも皆さんの力を行使するために用いること

もでき、そして皆さんにそこに実際に存在しない一定の感覚を与えることを目的とした

ある種の方法で符号化することもできます。

数多くの人々がこうした権力の中枢を認識していますが、しかし数多くの人々が背後に

控えている支配を理解していません。それは、権力の中枢は皆さんが望むような感覚を

皆さんに与えるように段取りが整えられているからであり、ある一定の方法で皆さんに

この感覚を与えることによって、彼らは皆さんがさらに深く物を見ることを妨げてい

ます。

そうです、こうした権力の中枢は、依然として彼らが提供しようと意図した最初のエネ

ルギーの一部を与え続けています。しかし彼らは今、彼らがかつて提供していたものの



小さな部分だけを与えているに過ぎません。

数多くの人々がその明らかになっている部分を確認していて、また人々がこれを確認す

る時、自分達は自分達が認識する必要があるものを既に手にしていると考えるため、そ

れを詳しく調べることはないでしょう。

特に、もしもこの状況が、今地球上で何かが起っているという感覚を人々に与え、それ

が今起っていることに対する人々の確認を妨げているとすれば、どうなるでしょうか。

わたし達がウォールストリートの占拠とティー・パーティーについての偏った見方で、

これを確認できる場合です。

数多くの光の活動家の皆さんが完全にティー・パーティーを無視していましたが、し

かし、現在ウォールストリートの占拠が現れていて、皆さんは急に何かが起っていると

感じています。これは、数多くの人々が、世界の状況はお金を牛耳っている誰かにその

責めを負わせるべきものになっている、という見方を持っているからです。皆さんはす

べてこの創造の一部であり、過去に支配体制が創り出され、皆さんはそれに足並みを

揃え、そして現在も数多くの人々が依然としてそれに協力しているのですから、皆さん

はすべてその責任の一部を負っていることになります。

次元上昇を達成するために熱心に取り組んでいる人々は、充分な知識を受け取り、地球

上で自分自身の根源の存在と一体になっています。ですから、そうした人々は人間の身

体の死の周期性から抜け出すことができ、それでも自分達を自由にするためにすべての

物事が現れなければならないと考えている数多くの人々から、時々白痴のように見られ

ています。

この瞬間でも依然としてそのエネルギーが人々に贈っているものについて自分達自身の

人間の精神とこころの内部に閉じ込められている人々がいますが、11-11に起ること
になっている次の波は、そういった人々の目覚めに利用できるようなものになるでし

ょう。その証拠は、今現在起っている変化の感覚と、そうしたエネルギーと伴に現れて

いる陶酔感です。彼らはまだ、自分が認識してただその流れと進む存在やその流れを創

る存在以上になることを望む水準にまで達していません。



その理由は、11-11のエネルギーは、いわゆる光を確認し、より個人的な方法で創造と
変化の流れに入り、その一部になろうとしている人々を支援するために送られようとし

ているからです。今回は、数多くの人々が転生の循環から解脱し、転生の循環から次元

上昇する意思決定を行うための最後の機会になろうとしています。それは、完全に物質

的な身体の内部の変化を起こしてこれを達成するための時間は多く残されていないから

です。一度5次元の現実性に向けて移行が達成されてしまえば、生まれ変わりの循環か
ら脱出するための選択肢は依然として利用できるようになりますが、しかしそれはふた

たびさらに長い過程になるでしょう。それは、この瞬間に起っている変化の周期は2012
年の終わりには完全な勢いに達することになるからであり、またこれがその周期の完了

になり、別の周期が再び始められるようになるからです。

今地球に現れているすべてのエネルギーは、これを達成するためにかなり熱心に取り組

んでいる数多くの光の存在達によって交信されて伝えられています。

それは交信者達からの贈り物であり、この時点において数多くの人々が満足感を味わう

ためにそういった情報を用いているため、交信者たちは次元上昇に向けた真摯な態度と

こうしたエネルギーの利用以外、何も見返りを求めていません。

今まで多くの純化が行われてきましたが、しかしその支配体制を引き摺り下ろすために

は依然として多くの物事が必要になっています。それは、彼らが政府、報道機関、そし

て時に芸術や音楽の分野の一部にまで潜入しているからです。権力のあるところ、レイ

・ライン、そしてそれ以外の場所にも。

支配に異議を唱えているこの世界のすべての集団は望ましいものですが、しかし単な

る抵抗は、皆さんが今まさに存在している水準よりもさらに遥か遠くまで皆さんを連れ

て行くことはないということを、肝に銘じておいてください。

そして支配する側がこうした集団を静かにさせるためにしなければならないことは、た

だその集団の人々が望むものを集団の人々に与えることだけです。そうしておけば、集

団の人々は数カ月、もしかすると数年の間は満足することになるでしょう。

わたし達が支配体制に目を向ける時、皆さんなら地球上の全人口を支配するめに何を



必要とするでしょうか、

皆さんは金銭、食料、そして給水設備の支配が必要であり、またもしも皆さんがさらに

それを推し進めたいのであれば、人々に公表される情報が必要になります。

ここで、皆さんは人々が自分自身のために何も考えないようにする必要があります。そ

のため皆さんは、人々が本当に考える時間を持たないようにするという方法で、人々の

生活環境を調整します。この対策が、人々が目覚めてしまって本当に起っていることに

気付くことを防ぐことになるからです。

この背後にいる存在達、それは単なるひとつの小さな集団であり、それがより大きな集

団を操作し、その集団の人々はエネルギー系を通して支配されていて、次にこの支配

体制が地球の現実性の内部で表面化しています。

その支配体制の一部になっているすべての企業や集団はまた、実際にひとつの霊的な支

配体制のように組織化することができるひとつの小さな集団によって支配されてい

ます。そして支配する側は何千年もの間、これに取り組んできました。

支配する側は、秘密裏に地球上の自分達の権力の地位に生まれ変わり続けています。そ

して支配する側に従属しているその小さな集団は、通常長く続いている血筋を転生のた

めに用いています。その血筋は今現在起っていることについて知らされていて、支配体

制内部の自分達の場所を得るために誕生の時から必要な人格が形成されています。

支配する側は霊的な絆を形成し、今まであらゆる物事をエネルギー領域の内部で手配

してきて、今もこのように結び付いているため、物質的な世界の内部でのどのような意

志の疎通も必要としません。ですから、地球上に転生する支配する側の存在は、既にこ

の小さな集団と結び付いていて、これからもさらにさらなる支配のために手配された

例の議定書に従い、地球全域にその支配を拡大することになるでしょう。

この支配体制は、今起こっているすべての物事を通り抜けています。そして現時点でひ

とつの集団が自分達の人生に納得できなくなる時、彼らは自分達を気持ちよくさせてく

れる何かを自分達に与え、自分達でそれに関して自分達は何かできると感じるようにす

るでしょう。



ティー・パーティーとウォールストリートの占拠というこうした2つの集団の背後には
、本当は誰が存在しているのか。

現時点では、ティー・パーティーは今現在起っていることに目覚め始めた単なる普通

の人々によって結成されました。

またウォールストリートの占拠は、ティー・パーティーもまた自由を支持しているよう

に彼らもまたこのようにして同じようにティー・パーティーを攻撃しているため、別の

政党に対抗するひとつの政党に由来する、ひとつの対抗戦略という影響力になってい

ます。すべての人々が自由のために役立とうとする代わりに、人々がお互いに足を引っ

張り合った状態に留まるように、支配する側がこうした運動を促し、育て、用いている

場合、支配する側が行っていることは、集団をお互いに戦わせ、次にひとつの部門ある

いは別の部門を悪魔化することであり、それは支配を適切な状態に保つもうひとつの手

段になっています。わたし達がウォールストリートの占拠を確認する時、現時点で彼ら

のほとんどは自分達が戦っている相手を実際に良く分かっていません。彼らは自分達の

状況に対して責任を持つ人々は金銭を持っている人々であると伝えられていて、現時点

で彼らはそれで満足しているように見えます。

皆さんは二つの政党間の戦いを確認できるため、皆さんはその一部は実際にひとつの集

団であることを理解しています。現時点において合衆国に対してより多くの苦悩さえ引

き起こし、自分自身の選択の責任を取ることを望まない代償として、自分達の苦悩に対

して他の集団を非難しているからです。

現在、その苦悩は支配計画の一部になっています。それは支配する側が、皆さんの基

本的な生活必需品、食料、水、そして住居のために皆さんが自分達に依存するようにな

る必要があるからです。

支配のために、これが本当に必要にされています。実際、非難しようとしている人は、

どちらの集団が実際に支配している集団によって手配されてきた部分を演じているか

、本当はそれを問題にしていません。

誰が本当に支配している者なのか、皆さんは彼らの霊の内部のエネルギーに気付くだけ



であり、この状況は皆さんを支配する側に導くことがあり得ます。支配する側は自分

達が準備を整えてきた支配体制から遥かに遠ざかった場所にいるため、皆さんの中を歩

む人々ではありません。

支配する側の身元を判明しようとしないからです。

こうした人々、そしてその霊の中の存在はとても強力であり、霊の内部で現在起ってい

るあらゆる物事を注意深く観察することができます。それは皆さんが遥か遠くの目覚め

の道筋上を歩んでいるからであり、支配する側は皆さんが完全に目覚めることを妨げる

ためにあらゆる事をするようになるでしょう。

これがその要点であり、これがその警告であり、また皆さんが自覚する必要があるもの

です。しかしわたしが伝えたように、数多くの人々はこれを信じることはないでしょう

。

人々は今起っていると自分達が考えているものと完全に結び付いています。それは平和

がその本来の姿ではないことに気付くよりも偽りの平和に留まることの方がより簡単だ

からです。しかしそれは幻影であり、真実は、人々がそうあってほしいと望んでいるも

のとは遥かに隔たりがあるものになっています。

数多くの人々が、今までさらに高いエネルギーの内部に存在するという陶酔感に依存し

てきましたが、これが人々を内部の一体性の完成に向かって充分に前進することを妨げ

ているものであるということを、人々は自覚していません。人は、目覚めていることに

対する望みを持ち、完全に理解し、すべての水準で目覚めを達成しなければならない

ため、内面の一体性は、ただの陶酔感を遥かに超えているものです。単なる人間の観点

からではなく、また霊的な観点から見ることが必要です。

今、数多くの人々が、自分達は陶酔感を感じていて、今は完全に自分達の根源の存在と

結び付き、ある瞬間にこれを感じているため、自分達は既にこれを達成している、と考

えています。

そして今は、それはただ単にある瞬間でしかないことを自覚することが重要な時になっ



ています。それはと言えば、いつでも経験している訳ではなく、もしも皆さんが皆さん

の根源となる存在と完全に結び付き、皆さんの地球上の根源としての存在になってい

たならば、陶酔的な感覚、あるいは他のあらゆる感覚は、いつでもその場で感じている

でしょう、という類の話です。

しかし、これは今現在起っていることを起こすようにする、そして人々に対して、これ

は皆さんが経験しなければならないものである、と伝えている情報を与える別の方法に

なります。

これが、わたしが現時点で説明しようとしているものです。

それは陶酔感についてではなく、さらに高い周波数であり、人間の水準での達成感です

。

それは霊の内部で皆さんという存在を充分に発揮し、霊の中の皆さんという存在のすべ

てと結び付き、この支配体制から脱出する機会を利用し、現時点で実現可能な変化を運

び込むとを目的にしています。

支配している人々は、その周期について皆さんが行っていることとまったく同じものを

認識しています。そして彼らは、こうした周期は彼らが避けることができないものであ

ることを認識し、長い間彼ら自身でこのための準備を整えてきました。そして彼らは、

現時点で起ることが想定されている変化の周期を回避することができる支配体制を手

配してきました。

真の戦士達が立ち上がり戦わなければならないのはこの部分です。戦士達は、この変化

を実現するために一体性の法則を通して支援を受けています。何故なら、それは進化の

一部であり、今現れている創造のエネルギーの一部になっているからです。

この世界には、この支配をまさに自覚している数多くの人々が存在していますが、しか

し数多くの人々が、支配に取り組み始め、自分達のためにその問題を解決しようとしな

がらも、他の人々に依存しています。

現時点で実際にその支配体制の打倒に取り組んでいるのはひとつの小さな集団だけで



あり、そうです、彼らは霊の領域の内部を動き回っていて、彼らの人間の領域にも影響

を与えているため、それは時には結果が無い訳ではありません。

数多くの皆さんが一体性の法則に属する霊的な戦士になるためにこの世界に現れている

のは、これがその理由です。皆さんは今まで数多くの生涯の中で、この時のための準備

を整えてきています。そしてまるで霊の内部と結び付いた支配の中に存在している集団

のように、ひとりひとりが自分の役割と人間の水準の意思の疎通がいつも必要とされて

いる訳ではないことを認識しています。

必要とされている役割は、皆さんが完全に目覚め、今現在本当に起っていることの真実

に気付くことです。このようにすれば、皆さんは霊的な水準に取り組み、3次元の現実
性の内部の地球上の変化を明らかにすることができるようになるでしょう。

今地球上で起っているもののそれぞれの部分を支配している霊的なネットワークは巨大

で地球全体に広く浸透しているものであるため、そのネットワークが再び機能しないよ

うにそれを取り除くためには多くの努力が必要になることを、皆さんは理解できます。

ただ霊の中の皆さんという存在と完全に結び付くことだけが、皆さんがこれを達成でき

る手段になります。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
October 13, 2011
www.ascendedmasters.org
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今、わたし達はまた現実性あるいは非現実性の瞬間を経験し、そしてわたしはそれにつ

いて多くの本も書くことができます。わたし達はすべてある程度までは地球の歴史を認

識しています。それは地球の歴史にはまた数多くの異なる時系列が含まれているから

です。

一部の人々は、自分達の地球上での人生をある非現実性として理解し、それはすべて演

じ切る必要があるゲームであり、もしも皆さんがそれを好まずまだこちらに戻っていな

いとすれば、皆さんはただそのまま退くこともできます。

地球上のひとりひとりの皆さんそれぞれが、この現実性の一部、この劇の一部になるた

めにこの世界に現れました。一部の人々は、皆さんという存在を元気付けるための学び

、拡大、そして進化の過程として設定されたこの劇を妨害するために、この世界に現れ

ました。当初地球は数多くの霊としての皆さんが居住していて、人間の身体の内部では

なかったことを数多くの人々が認識しているからです。長い時間をかけて数多くの物事

が起り、人間の転生が自分達の霊としての存在の意識を失い始めた時、再び人間を霊に

戻すためにひとつの計画が考案されました。皆さんはこれをひとつの劇、ひとつの非現

実性と呼ぶことができ、それは皆さんがこの世界に存在し、皆さんが人間としてこの世



界に対処することは、何がどうであれ実際に問題になることはありません。

皆さんはすべて、地球上で演じ切られている劇を通して今まで学びと拡大の道筋を選択

してきました。現在、この劇は時間と伴により深刻なものになっています。支配体制が

時間と伴に大きくなってきたからです。

今までも地球や地球上の数多くの人々がその劇を超えて移動することを妨げていた他の

支配体制が存在していたため、それは新しいことではありません。地球や人々は自分達

が達成するために設定した目標が妨げられていたからです。

この時点において、わたし達はその潜在的可能性がもう一度人々のものになる場所に存

在していて、そして今回は重大な時期になります。それはひとつの劇ではなく、これは

人間としての皆さんにとって本当のことです。

数多くの皆さんはここ地球上のこの学びの過程を最終的に完了し、次に移動する計画を

立てて、この世界に存在してきました。

これはひとりの人間としての皆さんの現実性であり、皆さんの霊の内部の現実性は異な

るものですが、それを結び付け、皆さんが地球上で完了するように計画したものを完了

する唯一の方法は、ひとりの人間として霊の中の皆さんという存在と完全に再び結び付

くことです。

支配体制は霊の内部にも存在していて、数多くの人々がこの体制を自由するためにこの

世界で努力しているのはこれがその理由です。それが地球上の数多くの人々の未来に影

響を与えるからです。それは、人々はまだ地球から離れる状態になっていない、つまり

地球上の生れ変りの周期が人々の地球上での学びの過程を終了する状態になっていない

からです。

しかしまた、地球を支援して最終的に地球の進化の過程を終了させることは、ましてな

おさら重要になります。数々の支配体制が、今まで地球をひとつの存在としての進化の

中で、その前進を妨げてきたからです。数々の支配体制は、そのエネルギー系の内部に

存在しているとしても、地球のエネルギー系に大きな影響力を持っています。



わたしが言及しておきたい他のひとつの事実として、現時点において皆さんが地球上に

存在していない存在から支援を受けているように、その支配している集団もまた、現時

点において地球上に存在していない存在達から支援をうけているということが挙げられ

ます。

これはとても複雑な体系であり、それを取り除くためには数多くの知識と力が必要にな

ります。皆さんは一体性の法則の下に努力している人々であり、彼らはそうではないか

らです。

わたしは今まで数多くの人々が自分達自身の答えを充分に見付け始めるだけのものを明

らかいにしてきたと考えているため、ここでその話をそのままにしておきます。

この件はわたしの交信者が人間によってだけではなく、また支配している集団による攻

撃にさらされたままにしてしまうため、わたしが今後定期的に話すような類のものでは

ありません。

彼女は以前それに対処したことがあり、自分自身を護るために充分な訓練を積んできた

ため、彼女は今もそれに対処することができます。わたしは、その支配の背後のエネ

ルギーに従っている人々のために、ひとつの警告を残しておきたいと思います。皆さん

が皆さん自身の存在の内部で根源と結び付き、そして実際に皆さんが今行っていること

を認識して時にだけ、そうするようにしてください。

皆さんは、これから皆さんのところに現れるものに対する準備を整えたいと思っている

からです。

皆さんは、数多くの生涯の中で、今回のための準備をしてきました。そして、皆さんと

いう存在はこれに対処する方法を認識しています。しかし、もしも皆さんの人間の部分

が完全に内面と結び付きを持たず、また皆さんの霊の中の存在と完全に結び付きをもっ

ていないとすれば、皆さんはそれを攻撃にさらしたままにしている状態であり、これは

人間の部分が対処できないものになる可能性があります。

ですから、これは誰にも責めを負わせるべきものではなく、皆さんはすべて何度も繰り

返し転生してきたのであり、またこの瞬間にこの世界に存在している部分は皆さんが創



り出したものの一部になっています。

これは、人々が最終的に立ち上がることは重要ではないといっている訳ではありません

。それは、皆さんは皆さんの観察の内部で誠実になる必要があり、またどのような集団

が立ち上がろうとも、彼らはすべて、目覚めの一部になっていることを自覚する必要が

あることを伝えようとしています。

数多くの人々が、自由を探し求めて合衆国にやってきました。そして人々が実際に来た

時に最初にしたことは、他の人々の自由を奪い去ることでした。そしてこれはただ過

去200年間に起ったことに過ぎません。

この世界には、人々が自分達の自由を失ってしまい、騒乱が自分達の日常の一部になっ

ている数多くの国々が存在しています。

今現在起っていることの多くは、宗教的観点が時代遅れになってしまい、そしてこの状

態には時に人々が持っている霊的な観点も含まれている、というものです。何故なら、

霊的な人々でさえ、ある意味で他の人々を支配しながら、そうなるべきだと考えられて

いるもの、そうするべきだという手段について、自分達の観点を持っているからです。

霊的な目覚めと通して利用できる一体性は、宗教や信念体系とは一切関係を持っていま

せん。それは、霊的な自由が集団意識の内部で連携している一方で、皆さんに地球上で

必要とされている部分になっていることを明らかにしています。

これが、地球の現実性の内部で結果として自由になり、また自由を明らかにすることに

なるでしょう。

これは数多くの信念体系にも当てはまります。何故なら、霊性でさえ、しばしば他の人

々を支配するために用いられてきた信念体系に向って成長してきたからです。

皆さん自身の存在、そして根源と完全に結び付くことが極めて重要であることをわたし

が何度も繰り返し伝えてきたのは、これがその理由です。



初めは、ただ自分達の光の身体の内部に宿って地球上で生活していた存在達だけがいま

した。そしてここが、人々が戻ることになる場所です。

こうした存在達は、自分達の意識を通して意思の疎通をしていました。そして彼らひと

りひとりが創造の一定の役割を担っていたため、そこには自由の平等が存在していま

した。

さて、皆さんは変化が必要とされているものを完全に変化させる方向に向っていること

をわたしは付け加えたいと思っています。ですからこれは、憂鬱で悲観的なメッセージ

ではありません。

わたしが今このすべてを説明している理由は、依然として変化させることが必要なもの

を皆さんに明らかにし、また依然として必要とされている物のより完全な概観を皆さん

に与えたいと思っているからです。

わたしが以前伝えたように、皆さんは霊の内部で数多くの存在達の支援を受けています

。彼らは皆さんのための仕事をすることはできず、彼らは皆さんが完全に目覚めて母な

る地球と皆さん自身の存在の周期を完了させるために必要なエネルギーを送り込む際に

、皆さんを支援することができるだけです。それは、根源の内部で皆さんの進化と拡大

のこの部分を完了するために、それ自体が地球上での転生という経験の過程と今まで結

び付いてきたからです。

皆さんが完全に目覚めると同時に、皆さんがこの変化の周期を完了するために必要にな

っているものを確認し、また理解するようになるでしょう。そして母なる地球は、自分

の根源の内部の拡大においてさらに前進することができるようになるでしょう。

地球は、依然として地球上に転生している人々に利用できるものになるでしょう。そし

て今完全に目覚めている人々は、依然として転生の周期の過程の内部に存在している人

々を支援し、また彼らが自分達の目標と地球上での学びの経験を完了した時に、そこか

ら前進する支援をするために、そこに存在していることになるでしょう。

わたしは単刀直入に伝えるように求められました。そしてわたしはこれから、もそうす

ることを続けることになるでしょう。
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Isis and Kuthumi,
Duality between the spiritual and physical reality.

霊的なものと物質的なものの間に本当に違いがあるのでしょうか？

皆さんの内面の世界はさらに霊的になっているため、これは実際に考えてみるべき事柄

です。

数多くの人々が、それを分離したものと理解しているため、外部の物質的な世界の中に

この霊的な内面を反映させていません。

それはひとつであり、同じものです。

そうです、数多くの人々は、霊的な世界が存在していることを認識しているにもかかわ

らず、霊的な世界を確認することができません。

それはまるで感情と感覚のように確認することができませんが、しかし存在しています

。



皆さんはそれを皆さんの外部の世界に映し出してしていため、他の人々はそれを確認す

ることができます。

では、霊的な世界が依然としてほとんど離れた世界として理解されているのは何故でし

ょうか。

そろそろ皆さんは、それはただ物質的なもののように見せている物質的な世界を皆さん

が把握している方法に過ぎないことを認識するべきです。

学びと経験は数多くの異なる水準で起っていて、それはただ人間の経験の内部だけでは

なく、皆さんという存在の数多くの他の部分の内部でも起っています。

皆さんはこうした部分を確認することができないかもしれませんが、しかし皆さんは、

この感覚や認識がそこに存在していることを経験しています。

癒しが必要とされている時、すべてはエネルギーであり、すべては結び付いているため

、それは人間の水準上で必要とされているだけではなく、皆さんという存在の数多くの

他の水準でも必要とされています。

人間の世界は時には数多くの人々が霊的な世界を信じることさえしませんが、わたし達

はその人間の世界の中で今まで明らかになっている、そういった癒しの技術の幾つかを

最終的に確認しています。

わたし達は、人々がそこで癒すためにそれを学んでいるある癌センターでこれを確認し

ています。皆さんは身体、精神、そして魂を癒す必要があります。

わたし達は、ただ身体を癒すことと比較した場合、精神と魂が含まれているその結果と

有利性を測定することができるでしょうか？

ただ身体だけが癒されている時、わたし達は癒しを測定することができるでしょうか。

癒しには異なる2つの方法が存在し、そのひとつはひとりの個人にとって正しくても、

他の人にはそうではない可能性があります。



もしも人々が別の選択肢を選択したとすれば、それを測定することはできますか？

ひとりひとりの個人が、その道筋に沿って自分自身の道筋と選択する権利を持ってい

ます。

別の考え方を示してみましょう。

数多くの人々が、物質的な世界と霊的な世界が存在しているその方法と理由に関して、

数々の答えを探し求めています。

彼らは、霊的な世界は数多くの宗教で説明されているようにある程度天国のような大幅

により良い世界でなければならない、と考えています。

さて、一部の宗教の中で、天国は、彼らが行き、数多くの女性を見付けるようになる場

所として説明されています。彼らは彼らの神を満足させ、充分な数の異教徒を殺戮して

きたからです。

それは、数多くの他の人々が探し求め、あるいは信じている天国とは少々異なるもの

です。

皆さんは天国を地球にもたらすことができます。それは数多くのメッセージの中で説明

されています。

もしも彼らが彼らの天国を地球にもたらすとすればどうなるでしょうか？

ひとりひとりの個人が自分達の自由意志と選択の権利を持っているため、皆さんはこの

件に関しては選択する権利を持っていません。

あるいは皆さんは持っているでしょうか？

数多くの考え方がここまで進む必要があります。何故なら、ひとりひとりの個人それぞ

れにとって完全になろうとしている新しい現実性は、ひとりひとりの個人それぞれが選



択する権利と発言する権利を持っているからです。

数多くの人々はこの問題に対する解決策を見付け出そうとして、それについて何度も考

えてきました。しかし、皆さんが物質的な世界が霊的な世界から離れていると皆さんが

理解しているのであれば、実際にひとつの解決策は存在しているでしょうか？

ひとりひとりの個人それぞれが、ある種の執着と考え方、信念その他を持っています。

人々は、自分達にとっての天国の存在の在り方や天国の可能性について、数多くの異な

る信念を持っています。

人々は、自分達が信じ、認識しているものが正しいとほとんど確信しています。そう

です、他の人々は、天国は女性が溢れかえっている場所だと信じているかもしれませ

んが、しかしこれは彼らが天国の姿として考えているものではありません。何故なら、

彼らは天国がこれからどうなろうとしているのか、あるいはどうならなければならな

いか、そして他の人々が天国として理解するかもしれないものはおそらく間違っている

、と認識しているからです

いろいろな意味で、皆さんが依然として物質的な世界と霊的な世界の間の分離を維持し

ているのであれば、皆さんはどれ程のことを認識しているのでしょうか。

数多くの人々が口にするように、霊的なあらゆる物事は測定することができません。皆

さんは1ポンドの砂糖を測定することができますが、皆さんは1ポンドのエネルギーな

どは測定することはできません。

しかし皆さんは、ある信念は霊的な世界について正しく、他の信念は完全に間違った信

念を持っていることは認識しているようです。

皆さんは正しいことと間違っていることをどのように測定していますか？

信念体系は、わたし達が執着と呼んでいるものです。



それは皆さんを或る物に帰属させたままにして、皆さんがその執着を解き放つまで、時

には皆さんがさらに前進することを許しません。

霊的な世界は存在しないとあらゆる人が信じていたとすればどうでしょうか。

ただ物質的な世界だけが存在し、今はその通りになっていて、数多くの人々がこの状態

を信じています。

皆さんは今までその状況を超えて進んでいて、既に内面の霊的な世界を発見しています

。

皆さんは、ひとつの信念体系であった執着を解き放ち、皆さん自身でひとつの新しい経

験の世界を受け入れるようになり、霊的な世界の内部の皆さん自身のより多くの部分を

発見しました。

今は、物質的な世界の内部の皆さんのそういった霊的な部分に気付く時です。

物質的な世界の中で皆さん自身と向かい合う方法を変化させて、物質的な世界が皆さん

の霊的な世界を反映している場所まで進んでください。

今、ひとりひとりの個人が自分自身の道筋と選択の権利を持っているため、皆さんは彼

らの道筋に干渉することはできません。何故なら、皆さんもまた、皆さんが善あるいは

悪として考えているものに対するすべての執着を認めて解き放つようになる必要がある

からです。

これは、物質的な世界の中に非二元性の思考方法を取り入れようとすることです。

皆さんは物質的な世界に霊的な世界を反映させる時、他の人々もまた自分達の物質的な

世界の内部の霊的な世界を反映させるため、彼らは理解し追随するようになるでしょう

。

他の人々は自分達の霊的な世界を反映させていて、こうした他の人々は皆さんの霊的な

世界とは完全に異なっている霊的な世界を反映させている可能性があります。このため



、これは皆さんが既に二元性に対するすべての執着を解き放っていなければならない状

態になります。

彼らは彼らの道筋の上に存在していて、彼らの理解と霊的な世界の経験は皆さんのもの

ではありません。それは彼ら自身のものであり、そして皆さんが皆さん自身を非難する

ことを望まない限り、皆さんは批判しません。

皆さんの霊的な知識は今まで皆さんが学んできたものであり、他の人々は自分達自身の

学びの方法を持ち、異なる霊的な知識を見付け出していたのかもしれません。

この世界には、皆さんの内面と皆さんの周りで見付け出すことができる、これほど多く

の知識が存在しています。ひとりひとりの個人がこの時点で認識する必要がある知識を

見付け出すようになり、そして時には彼らはこれを積極的に探究するようになるでし

ょう。

内面に目を向けているひとりひとりの個人は、実際に数々の答えを積極的に探究してい

ます。彼らはその答えが自分達のところに訪れるまで待っていません。彼らはそれを探

し求め、自分達自身の存在の導きを通して、あるいは自分達の存在の外部から現れるか

もしれない導きを通して、それを見付け出す可能性があります。一体性の内部では、そ

の違いはありません。

皆さんはこの世界に存在しているものを学んでいるため、あらゆるものがこの引き金に

なることができます。内面の答えを見付け出すために、何かが皆さんに合図の音や手掛

かりを提供します。

このメッセージが皆さんに役立っている状態を、皆さんはどのように測定しますか？

このメッセージが皆さんを支援していることを、皆さんは感謝しますか？

どのような方法で、皆さんはこのメッセージに感謝しますか？

皆さん次々と霊的な世界を物質的な世界に反映させているため、皆さんは、あらゆるも



のがエネルギーであり、このエネルギーはある時点のあるエネルギーを必要としてい

る人々の間で交換されていることに気付くようになるでしょう。

自分の農場で働いているひとりの農夫は、自分のエネルギーを自分が育てている食物に

向け、市場でこの食物を皆さんがお金と呼んでいるものと交換します。

皆さんは働き、皆さんのエネルギーをこの仕事に向け、その代わりに皆さんは市場から

食物を買うためにお金と呼ばれているエネルギーを受け取ります。

その食物は一定の金額で売られていますが、このお金額は本当に農夫がこの食物に注い

だエネルギー量を反映しているでしょうか？

その農夫が例えば林檎に注ぎ込んだエネルギー量を、皆さんはどのようにして測定する

ことができますか？

皆さんはひとつの林檎のためにある場所で1ドルを、別の場所では2ドルを支払わなけ

ればならないかもしれません。一部の人々は2ドルの林檎を選び、別の人々は1ドルの

林檎を選びます。

皆さんは彼らが2ドルの林檎を買っている、あるいは1ドルの林檎を買っていることが

間違っていると彼らに伝えようとするでしょうか、そして彼らにその林檎は無料でなけ

ればならなかったと伝えるでしょうか。それはエネルギーであり、エネルギーは決して

測定することはできないため、無料でなければならないからです。

あるいは皆さんは、人々は家に帰って自分自身の林檎を育てなければならないと伝えよ

うとしますか？

皆さんはその農夫に、彼がこうした林檎を育てるために注ぎ込んだエネルギー量を皆さ

んは測定することができないため、彼は無料で林檎を与えるべきだ、と伝えようとしま

すか？

数多くの人々が、彼らはその仕事に多大なエネルギーを注ぎ込んでいるため、自分達

が行っているその仕事の対価として自分達はもっと多くのお金を貰う必要がある、と考



えています。

しかし、もしも皆さんが、皆さんが皆さんの仕事に注ぎ込んだエネルギー量を測定する

ことができないのであれば、そのエネルギーを測定ができないことを理由として、もし

かすると皆さんは無料で働かなければならないかもしれません。そして皆さんは、もし

も皆さんがエネルギー量を、つまりエネルギーで行ったその仕事を測定できないのであ

れば、それは無料でなければならない、と考えます。

こうした状況から、わたし達はあらゆる姿の癒しに進んで行きます。もしも皆さんが頭

痛を患っていたら、皆さんは何らかの薬を服用します。頭痛は消え去りますが、しかし

それは薬のせいだったのか、それとも実際に反応した物質的な身体のおかげでその頭痛

が癒されたのか、皆さんはどのように認識するのでしょうか。医薬は人間の身体が、

ああ、その頭痛がわたしを悩ませているからそれに対処することにしよう、と考えるた

めのただの引き金だった可能性があります。

さて、この医薬は皆さんがお金で、つまりエネルギーで買ったものです。皆さんはそれ

を使用した結果をどのように測定しますか？

皆さんはまだ完全に霊的な世界を物質的な世界に反映させる変容を終了していないため

、物質的な世界と霊的な世界の内部には数多くの不確実性が存在しています。

2つの世界はまだひとつになっていません。

皆さんは皆さん自身の道筋の上に存在しているため、その2つの世界をひとつにするこ

とは、皆さんの道筋あるいは選択ではない可能性があります。皆さんは、ただ一体性の

始まりを経験するために今この世界に存在していて、完全な一体性を経験するためでは

ないのかもしれません。

これは問題になるでしょうか、いえ、皆さんの道筋は皆さんのものであり、皆さんひと

りのものです。

他の人々はある異なる道筋をたどる選択をしてきた可能性があり、彼らはその内面の一



体性を確認して、自分達の霊的な世界を物質的な世界にもたらして彼らが見付け出す必

要がある一体性にするという、その自分達の経験を終了することを望んでいます。

これが問題になるでしょうか。なりません。それは彼らの道筋であり、彼らだけの道筋

になっているからです。

彼らが自分達の一体性を見付け出す方法が問題になりますか？

数多くの人々が、他の人々が霊的な世界と一致していると考えているものよりも自分達

の知識は良いものであり、霊的な世界とより多く一致している、と考えているように見

えるため、ここでわたし達は幾つかの異なる見解を持っているように見えます。

ここで、わたし達は人間の存在と霊的な存在に目を向けているからです。

人間は、自分達の周りの環境や、自分達の両親から教えられていることから学ぶ小さな

赤ん坊として出発します。どれほど多くの皆さんが、今まで子供達の最初の段階を選択

してあげて、子供達に食事をして話す方法を教えることに関して皆さんの子供を支援し

てきたでしょうか。

霊的な世界の内部では、あらゆる人が自分自身の方法でそれを行うことが期待されてい

ます。

これは実際の真実ではありません。それは、数多くの人々が小さな赤ん坊の段階を自分

自身の道筋に向けるようにするためにいろいろな意味で支援を受けてきているからです

。

皆さんは霊的な世界を完全に確認することができないため、皆さんは、自分の赤ん坊の

段階を踏むために、時には支援が必要になるこの赤ん坊のようなものです。

支援を受けることは、何も悪いところはありませんし、支援を求めることも何も悪いと

ころはありません。

親が自分達の子供がひとりで最初の一歩を踏み出すところを見る時、親は自分達の中で



幸せを感じ、自分達の子供の中に幸せを確認します。何故なら、子供は子供自身と同時

に両親からの幸せを映し出しているからです。

そうです、言うまでもなくあらゆる意味で、まさにエネルギーの交換がありました。両

親は、自分達のエネルギーでその赤ん坊が最初の一歩を踏み出すことを支援していたか

らです。

わたし達はそれを測定することができますか？　いえ、わたし達はできません。わたし

達はそれにお金を要求することができますか？　いえ、子供達はお金を持たず、その時

点で子供達の発達を予測していないため、わたし達にそれはできません。

成人として、皆さんは異なる準備をしてきました。そして皆さんが受け取り、そのため

に働いているものの多くは、お金の交換を通したものになっています。

霊的な治癒者達、判断者達、交信者達、そして教師達は、自分達の霊的な世界とは異な

る物質的な世界の内部の自分自身を見付け出しているとこです。そして彼らは霊的な世

界を物質的な世界にもたらそうと試みています。

これが、時に彼らが数多くの問題に足を踏み入れるところです。何故なら、数多くの人

々が、霊的な現実性を物質的な現実性のもたらすためには、実施されていなければなら

ないと数多くの人々が考えている一定の基準に縛り付けられていて、またそのことに気

付いているからです。

数多くの人々が、自分達の内部の霊的な世界と自分達の外の物質的な世界の間には実際

にある違いが存在している、という信念体系を身に着けてきました。

一体性とは、両方の世界が伴に同じであり、ただ霊的な現実性だけが存在している場所

です。

こうした霊的な治癒者や教師達の多くは、霊的な世界と物質的な世界との間の架け橋に

なるために今ここに存在しています。その一方で、彼らは両方の世界の基準に従おうと

しています。



彼らは物質的な世界の内部に存在しているため、彼らは実施されているお金の交換の基

準に従う必要があります。彼らは霊的な世界の基準に従っているため、彼らはエネルギ

ーの交換という体系を用いています。

その架け橋は、両方の世界を一緒にするためにそこに存在しています。

彼らが霊的な世界の中で働いている時、彼らは霊的な仕事をしています。

彼らは物質的な世界のお金の交換という体系に従わなければならないため、彼らは物質

的な世界の内部で生き残るためにお金が必要になって行きます。

お金の交換の体系は、他の体系と同じようにエネルギー交換の体系ですが、しかし、わ

たし達がエネルギーを測定できないように、その治癒者あるいは教師は、誰もが行って

いることをする必要があり、時に自分達の奉仕に対するひとつの価格を設定しなければ

ならなくなります。

農夫が自分達のリンゴに価格を設定することを同じです。

ここで、交換されているエネルギー量を測定することは、その治癒者あるいは教師に委

ねられています。そしてここが、彼らが選択をしなければならない部分になります。ひ

とりの農夫が1ドルを要求し、別の農夫が2ドルを要求するようになる場合と同じです

。

その農夫は彼の価格を設定する時、彼は彼が林檎に注いだエネルギーの量と同時に、自

分が生活し生き残るために必要とする量を計算に入れるようになるでしょう。この林檎

を育てるために彼が必要としたもの、この林檎を育てる際に費やしたお金の量、そして

この林檎を育てていることに値する彼の働きを意味しています。

ひとりの農夫は、わたしはただ生き残るための基本物資を必要としているだけだ、と口

にするかもしれません。他の農夫は、わたしはもっと要求したい、新しい機材を購入す

るからには2ドル要求しなければならない、と口にするかもしれません。



もしもこうした農夫たちが寄付を要求するとすれば、何か起ると思いますか？

一部の人々は農夫達に何も与えることはないでしょう。彼らは、エネルギーは測定する

ことはできず、そのためお金で支払うことはできないという信念体系を持っているから

です。

別の人々は、リンゴはたった50セントの価値しかないと考えるかもしれません。彼ら

は実際にエネルギーを測定することはできないものの、しかしエネルギーの交換に対し

て何らかの寄付をしたいと考えているからです。

もしもあらゆる人が、皆さんはこうした林檎を育てることを含めたエネルギーを測定す

ることはできず、そのためエネルギーであるリンゴは誰に対しても無料にすべきだ、と

いう信念体系を身に着けていたとすれば、何が起ることになるでしょうか？

あるいは、農夫は、皆さんが農夫に対して贈った愛情溢れるエネルギーを通して支払い

を受けていると考えているとすればどうでしょうか。

もしもその農夫が全体として平均的で妥当な代償を受け取ることがないとすれば、間違

いなく農夫は林檎を育てることを続けることができなくなります。

そして今まで創り出されてきたすべてのものは、林檎農家よりも少ない価値しか与えら

れていないものです。これはひとつの選択の権利です。しかし、皆さんの創造的な数々

の公式が試される時が、今ここに存在しています。

今、わたし達は、数多くの人々が教師達、判断者達、そして治癒者達は必要とされてい

ないと考えている場所まで来ています。彼らは彼らが自分達に持ち込んでいるすべての

ものに気付くことができ、彼らは彼ら自身の内面にそれを発見できるからです。

わたしはこれについて異論を差し挟むつもりはありません。これはいつでも真実になっ

ているからです。

しかし一方で、数多くの人々が忘れていることがあります。皆さんはそうした赤ん坊の



段階を経て、皆さんを教師に導く時が訪れるかもしれない道筋に沿ってさらに進んでさ

えいるからです。そしてそれは、皆さんという存在が皆さんを内面から導いて、皆さん

の次の段階に連れて行き、より多くの内面の知識を見付け出す手掛かりあるいはきっか

けを見付け出すように促しているからです。

ひとりの教師が皆さんの道筋の中に、あるいは道筋の上に存在しています。この教師あ

るいは治癒者が内面の一体性の次の段階に連れて行くことを皆さんが必要としていて、

それを皆さんという存在が認識しているからです。

皆さんは何をしようとしていますか？

この教師がお金、寄付を要求するかどうか、あるいはすべてを無料にするかどうか、そ

れは問題ではありません。

皆さんがあらゆるものは自分で内面から見付け出すことができるという信念体系を持っ

ている時、皆さんは内面の一体性に対する次の手掛かりを見付け出す際にそれを見逃し

てしまう可能性があります。

もしも皆さんが、あらゆる物事は無料であるという信念体系を持っているとすれば、皆

さんはあらゆるものを無料で行う教師を選択することになるでしょう。しかしそれはそ

の時点の皆さんにとって正しい教師であり、あるいは皆さんは再び皆さんという存在が

今まで皆さんにもたらしてきた次の機会を見付け出す際に、それを見逃してしまいます

。

霊的な世界と物質的な世界はそれ以上の世界になろうとしているため、あらゆる可能性

に対してこころを開くことが必要になります。

一体性とは、それ自体を皆さんに提示しているひとつひとつの可能性に対してこころを

開いていることです。

皆さんは皆さんの内面の一体性に気付いているため、皆さんは他のすべての人々の内面

の一体性にも気付いています。



数多くの人々が、皆さんひとりひとりがこの一体性の内部に存在していることを既に理

解しています。ですから、そこに存在している治癒者あるいは教師は、実際にそのあら

ゆる物事の一体性の内部にもまた存在しています。

数多くの人々の優れた判断力は、数多くの信念体系や執着によって制限を受けています

。

ひとりひとりの個人は既に自分自身の道筋に旅立っていて、また人間の側の選択肢を与

えることに関してこの道筋の内部の一定の岐路を設定してきました。人間の選択をする

のは皆さんの優れた判断力であり、それはすべてひとつの学びの経験を与えているため

、何を選択しようと実施に問題ではありません。

皆さんは、この道筋を歩み始め、皆さんの人間の部分を一定の方向に導くかなり前から

、特定の治癒者や教師達と契約を結んできたかもしれません。

その人間の部分は、依然として受け入れるか受け入れないかという選択肢を持ってい

ます。

皆さんは今、ひとりの人間としての特定の道筋を設定し、皆さんの霊的な存在の神聖な

る道筋に従っているため、優れた判断力が大幅に重要になり、また優れた判断力は、皆

さんが皆さんの霊的な存在のこの神聖なる道筋に従うために必要になるものです。

今、皆さんは皆さんの優れた判断力を特定の信念体系に影響される状態にしているため

、皆さんはその神聖なる道筋を、皆さんの信念体系が妨害することを許している状態

です。

ありとあらゆる信念体系に対するすべての執着を解き放つことが、優れた判断力を実現

することになり、それによって、優れた判断力を実現するために従うべき導きを選択す

る際に明確で正確に状態になることができます。何故なら皆さんは、今回の生涯のため

に皆さんが設定した、神聖なる道筋を完了させることに取り組んでいるからです。

それ自体を皆さんに提示しているあらゆる可能性に対してこころを開くことが、皆さん



が長い間待ち焦がれてきた一体性を皆さんが見付け出す場所になるでしょう。

それは、皆さんはあらゆる物事の中に一体性を見付け出すことができ、その一体性には

限界は存在していないからです。

イシス
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ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

Seal or no seal, what are seals and the 11-11-11 doorway.

これについて依然として多くの質問があるようなので、封印とは何か、そしてそれは何

処にあるのかをもう少し説明することにします。

皆さんはすべて聖書の中の7つの封印について認識していますが、それは物質的な身体
の中にある7つのエホヴァの封印ではありません。

皆さんが聖書の中で記述されている各節を読むことができる7つの封印は、こうした封
印が象徴している隠喩です。

最初の6つの封印は既に開かれていて、７番目の封印は今開こうとしています。

ひとつの小さな集団が今まで最初の6つの封印の内部と周りのエネルギー、そしてその
封印が地球上で持っている影響力を取り除くことに取り組んできました。

7番目の封印が地球上のあらゆる人々に影響を及ぼすようになるため、地球の目覚めと
意識にその封印を持ち込み、この封印を開くことを可能にするエネルギーを取り入れる

ことに関して、彼らはこの７番目の封印を開くことに取り組んできました。

封印は7つありますが、しかし皆さんの内部、皆さんの周り、そして数多くの異なる次
元の内部には、それ以上の封印が存在しています。



元の内部には、それ以上の封印が存在しています。

数多くの封印は、あるものを遮る、あるものを解放させない、あるいは特定の時点で何

かを解き放つ、そのために用いられています。

エホヴァの封印はただ、人間が物質的な身体の内部でさらに高い周波数を統合しようと

する時に作動し始めるだけです。

数々の次元の内部で新しい戸口が開く時、数多くの人々が封印という表現を用います。

こうした戸口は封印されていなかったものであり、皆さんはその戸口に達するための、

あるいはその戸口を確認するための適切な周波数を持っていなかったため、皆さんはそ

の戸口に到達することができなかっただけです。

しかし一方で、現時点で封印されている数々のポータルや出入り口が存在していて、そ

れを取り除いてその本来の状態に戻すことに取り組んでいる複数の小さな集団が存在し

ています。

皆さんの内部にも、皆さんの他の次元の部分とつながっているポータルあるいは出入り

口を封鎖している数々の封印が存在しています。

一部の人々は、自分達はさらに高い周波数に進むためエホヴァの封印は消え去ることに

なる、と示唆してきました。

エホヴァの封印は物質的な周波数の内部に設定され、物質的な周波数の内部に留まるよ

うにプログラム化されました。しかしその封印は、さらに高い周波数に進むことによっ

て単純に消え去ることはないでしょう。

一部の挿入物と他の封印は消え去ることになるでしょうが、他のものはそうならない

でしょう。

数多くの封印が3次元と5次元の水準の間に設定されました。それは、実際に皆さんが物
質的な身体の周波数を引き上げることを防ぐために大いに利用できる場所になっている

からです。



何故なら、数多くの人々が、こうしたさらに高い周波数を実際に統合するよりも、こう

した周波数に対して意識を集中させられているからです。

皆さんはすべての周波数の間を移動し、物質的な身体の内部のすべての周波数を統合で

きることが必要になっています。

数多くの人々が、上のように下にも、という格言のように、皆さんはまたこうした部分

を引き上げて物質的な身体に降ろさなければならないことを忘れて、自分達という存在

の内部で上に向って昇っているところです。

皆さんは皆さん自身でこうした数々の封印を取り除くことができますか？　そうです、

その封印を明確に理解し、数多くの異なるエネルギーの身体を走り抜けているその結び

付きを確認できる限り、あらゆる人がその能力を備えています。こうしたつながりを取

り除くことが必要になっています。どのようなしぶとく残留するつながりであっても、

それが依然としてエネルギーの身体の内部で障害になっているからです。

皆さんは皆さんという存在のより高い部分によってこれを行うことができます。しかし

そのためには、皆さんがそういった高い部分とつながっていて、こうした封印を取り除

くためにその部分がより低い周波数の中まで降りることができることが必要になります

。　

数多くの人々が今までさらに高い部分とつながってきましたが、しかしそれを降ろすこ

とを忘れてきました。

ここで、わたしは近い将来に開こうとしている出入り口について、もう少し説明したい

と思います。

11-11-11についてであり、一部の人々はそれを三重の日付の戸口と呼んでいます。

これは数多くの次元に入る出入り口であり、3つの方向に進んでいます。

それは霊的な現実性をより多く物質的な現実性に運ぶ過程の一部になっています。



それはわたしの前のメッセージとつながっていて、そこでわたしは、この三重の日付の

戸口が開く時、すべての付着物を取り除きすべての可能性を受け入れることがとても有

利になることを伝えました。

現時点において、数多くの人々がむしろただ諦めているか、あるいは霊的な世界を忘れ

ているのかもしれませんが、霊的な世界を物質的な世界に統合することがとても重要に

なります。

しかし霊的な世界は、物質的な世界の内部の現実性の一部として存在しています。

それは、その内部で経験し、学び、そして創造するために皆さんという存在によって選

択されたものです。

ですから、そうです、物質的な世界は完全ではなく、ある人々は霊的な世界はいつでも

完全であると語っています。

わたしは数多くの場所で確認することができます。また現時点において、他の数々の宇

宙の内部でひとつの戦争が起っていることも確認することができます。

宇宙全体が学びと経験、創造と拡大の場所です。皆さんはその世界やそうではない世界

の内部で演じるひとつの選択肢を持っています。

現時点で、皆さんは今まで、皆さんの宇宙の現実性の内部で演じることを、もっと正確

に言えば地球の現実性の内部で演じることを、選択してきました。

創造はこの世界の内部で皆さんが学ぶものですが、しかし執着を持たずに創造するこ

とです。

それは現時点で数多くの人々ができないものです。それは人々が数多くの起り得る未来

の結果に執着を持っていて、しかしまた過去に起った出来事に対しても未練があるから

です。



とりあえず、もしも皆さんが完全に霊的な世界の内部に存在していて、地球上に転生し

ていないとすれば、皆さんは挿入物、封印、その他に関する限り、対処するための多く

ものをかなり失うことになっていたと言っておきたいと思います。しかし、皆さんは今

ここに存在し、そして今はあらゆる物事に対処する時です。

これは、物質的な世界の劇の内部に存在することを意味しているものであり、この世界

に現れるという皆さんの選択になっているからです。今、皆さんはこれを無視して、自

分は霊的な世界だけでそれに対処するつもりだ、と口にすることができます。そうです

、その一部は霊的な世界の内部で行うことができますが、しかし依然として皆さんが霊

的なものとしてあらゆる物事を理解することについて限界があります。

確かに、これについてまったく考える必要がない数多くの人々が存在しています。そ

れは、彼らは生活環境が全体的に異なる世界に属する別の部分の内部で生きているから

です。

誰もそれについて本気で語っていません。彼らはこの世界の自分達の人生を、西洋の現

実性の内部で生きているからです。

数多くの人々が、通貨制度が崩壊しつつあり、すべてがメール、金、あるいは他の通貨

形態で勘定をすませるようになる、と考えています。彼らは新しい通貨制度を創設する

ために、この情報を共有するようになるでしょう。

別の人々は、皆さんは共有し、貨幣の交換を用いる代わりにただ癒しだけを送るべきだ

、と考えています。わたしは、この瞬間に朝食、昼食、そして夕食を食べずに済ませて

いるこうしたすべての子供達のことを考えます。そしてそうです、西洋世界の数多く

の人々でさえ、彼らにその愛を送っている皆さんに対して実際に満足するようになる

でしょう。

物質的な世界は霊的な世界と一体にならなければならないため、物質的な世界の内部の

現実性を無視することはできません。

もしも皆さんにこれができるのであれば、皆さんは新しい現実性を創り出すことができ



ます。

神聖なる完全性に属する一体性、地球上のあらゆる存在のための神聖なる完全性に属す

る一体性です。

皆さんがいまこの世界に存在し、皆さんが何度も地球上に転生してきたのは、これがそ

の理由です。

ひとつの世界を創り出す創造の過程は、神聖なる根源の流れの内部に存在しています

。

皆さんは今まで何度もこの世界を経験し、霊的な世界を理解し、その一部を降ろしてき

ました。

また、霊的な力が誤用されたために霊的な世界が破壊を引き起こした時代を、何度も経

験してきました。

数多くの人々がこの破壊の心的外傷を経験しています。11-11-11のポータルは、この心
的外傷と過去に関連した数多くの転生の循環に関連しているエネルギーを解き放つこと

を目的として、この世界に存在しています。

こうした破壊はが時系列内部の分裂を引き起こしてきて、その霊的な世界一定の部分が

消滅し、皆さんは再び最初からやり直す必要がありました。

11-11-11のポータルは、こうした時系列に対する出入り口であり、こうした心的外傷を
解き放つ際に自分達が大きな支援をすることができことを望んでいる人々のためのもの

です。

そうです、再び霊的な世界を物質的な世界に持ち込むことに関する限り、皆さんは過去

に関連する何らかの不安を抱いているかもしれません。数多くの人々が物質的な世界と

それが人々にもたらす限界を好んでいません。

彼らは物質的な世界を非現実性として理解し、それを創り出されたもの、ひとつの夢の



ようなもの、そしてある日皆さんがこの夢から目を覚ますようになる世界として理解し

ています。

地球上の支配と彼らが経験しなければならない支配のために霊的な世界を誤用し、今

も依然として霊的な世界を誤用している人々が存在していて、そういった人々に対する

怒りが生まれています。

今は皆さんが変化をもたらす時であり、今は皆さんが創造する時であり、そうです、今

は皆さんが完全に霊的な世界を物質的な世界に持ち込む時です。

霊的な世界への意識の集中は、物質的な世界の中にもたらされなければならないもの

です。

一部の人々が行っている未来の予測は、ただ彼らが予測しているものであり、新しい現

実性は今現在という瞬間の内部で今も創り出されています。

過去の中でも、未来の中でもなく、現在という瞬間の中です。

ですから、過去に対するあらゆる執着を解き放ち、未来に対するあらゆる執着を解き

放ち、皆さん自身を今という瞬間の内部に同調させ、新しい現実性の創造に関わってく

ださい。

皆さんに対してそれ自体を提示しているそれぞれの可能性に対してこころを開き、何か

が皆さんの注意を引き付けようとしている際に、注意を払うことを認識してください。

神聖な流れは数多くの方法で皆さんにそれ自体を提示しているため、神聖なる流れの内

部に存在するためには皆さんがその神聖なる流れを受け入れる必要があります。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
October 27, 2011
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Channeler: Petra Margolis

The 11-11-11 portal, new consciousness and the Crystal Skulls.

人間の意識と霊的な現実性の内部の下降と上昇を表わしているマヤの周期の終わりと

伴に、わたし達はわたし達がこの人間の意識の現実性の周期の完了に気付くことができ

る時点まで来ています。

この周期の終了と11-11-11の扉の開放との間で、時間の移動が起っています。

その扉は他の時系列に向けて送られた現実性を実現するようになることを、一部の人々

は既に気付いています。これはレムリアとアトランティス、そしてそれ以上の数の失わ

れた文明のエネルギーで起ったことであるからです。

一部の存在達は、新しい道筋を始める準備を整えている人々のために流入するようにな

る新しい符号化の体系について話をしています。

11-11-11の扉とマヤの周期の完了と11-11-11の扉との間の時間は、新しい使命、つまり
おそらくわたしがそう呼びたいと思っているより拡大された使命に移行している人々

にとって、重要なものになるでしょう。

数多くの新しい教師達、交信者達、治癒者達が、この道筋を始めることになるでしょう

。それは、数多くの高齢の人々が、自分達の教えを今まで以上に拡大させるようになる

からです。この扉を通して利用できる情報や知識を取り入れる必要性が、現時点におい



からです。この扉を通して利用できる情報や知識を取り入れる必要性が、現時点におい

て既に認識されているもののひとつの発展した形になろうとしているからです。

ここが、破壊を通して失われ、時系列の亀裂が確認されるようになる情報が存在してい

る場所です。

またここは、皆さんの歴史についての異なる物語の条件が満たされ、その混乱が皆さん

の中でさらに巨大なものになってきた場所です。条件が満たされた数多くのことが、単

純にその通りになっているからです。

数々の記憶が消され、それはその時系列の部分全体が取り除かれ、新しい部分が取り入

れられるか、ひとつの空虚な空間がただ存在しているかのどちらかになっていました。

これが、地球の表面上から既に消え失せたように見える数々の文明を皆さんが持ってい

る理由のひとつです。それは時系列から取り除かれ、別の時系列に置かれたか、あるい

は現在別の次元の周波数の内部で維持されているだけです。

わたし達は現時点で認識されているものよりも多少長い時系列について伝えているこ

とを、忘れないでください。

現時点で皆さんがエジプト文明に目を向ける時、皆さんは、認識されているものの内部

に存在し、あるいは彼らが認識していると言われているものの内部に存在し、そしてそ

こに在る現実性の内部に存在している葛藤を、既に確認することができます。

彼らは彼らが公表したい情報を公表しているだけであり、数多くの人々が既に認識して

いるように、その情報の数多くの部分は部分的に正しいだけです。

これは何十億年にもわたって起ってきたことであり、そうです、その一部は、もしもそ

れが知識を持っていれば、現時点で非常に役立つものになっていたものです。

ですから、11-11-11の扉の開放は、それを経験することができてこの情報を取り戻し、
皆さんが今現在暮らしている物質的な現実性に連れ戻すことができる人々にとって、非

常に役立つものになるでしょう。



数多くの人々にとって、これは現在もこれからも依然としていわゆる空想科学小説のま

までしょう。しかし、数多くの人々がそれに共鳴するようになります。

執着、信念、そして思考の体系を解き放つことのその非常な重要性をわたし達が繰り返

し蒸し返しているのは、これがその理由です。

そして言うまでもなく、皆さん自身の霊的な存在を取り戻して物質的な世界に実現する

ことを繰り返し蒸し返していることも同じです。何故なら、上からばかりではなく、ま

た下からも変化が始まっているからです。

皆さんがいわゆる皆さん自身の存在の交信者になると同時に、そして皆さんが人間の現

実性の内部に皆さんの存在がその内面に持っている知識を変換すると直ぐに、それはま

たその外部に存在している失われた断片を発見する時になります。

こうした失われた断片は、この周期を完了するために今ここに存在している数多くの人

々の任務を達成するために必要とされているものです。

この事実から、わたし達は結晶質の頭蓋に移ります。結晶質の頭蓋はあらゆる意味でつ

ながっているとはいえ、結晶質の頭蓋の知識はそのエネルギーの内部に含まれていて、

頭蓋の間でも違いが存在しているからです。

マヤの歴史は他の数多くの文明よりもさらに遡ったものであり、マヤの人々は自分達の

教えを存続させるために極めて努力を重ねてきました。

マヤの人々の多くはアトランティスとレムリアの子孫であり、最初の頭蓋はアトランテ

ィスの時代に創り出されました。

ひとつひとつの頭蓋はその時代についての特殊な情報を伝えています。また頭蓋はアト

ランティスの人々の視線を通して確認されているため、その内部に未来の可能性も携え

ています。

こうした符号化、つまり頭蓋の内部のエネルギー体系はとても古いものであり、また内



部にその当時皆さんが用いていた完全に異なる言語が存在しています。

そのほとんどが最初の光の言語の内部に存在していますが、しかしまたこの言語には、

物質的な耳では聞くことができない音響と周波数が含まれています。

しかしながら、皆さんは頭蓋と結び付き、そのエネルギーを受信し始めることができ

ます。

頭蓋は現時点でも利用でき、しばらくの間その状態が続いているからです。

皆さんの物質的な現実性の内部に存在している頭蓋に意識を集中しないでください。そ

の一部は囮であり、最初の頭蓋は依然として隠されています。

頭蓋の情報は数多くの異なる次元や光の周波数を走り抜けます。

ここは、こうした数々の次元あるいは周波数により意識的な方法で到達でき、また頭蓋

を通して皆さんの意識を拡大させることが重要になる場所です。

13番目の頭蓋は、現在も今後も物質的な形で利用できるようになることはないでしょう
。これは単純に、13番目の頭蓋は決して物質的な姿で存在するように意図されていなか
ったからです。

13番目の頭蓋は、12の結晶質の頭蓋が創り出された時代により高い領域の内部で創り出
されました。

アトランティスの結晶質と同じように、頭蓋のエネルギーと情報は現時点で必要なもの

であるため、頭蓋は地球が次元上昇する時にこの世界に現れることになるでしょう。そ

れ以前でもそれ以後でもありません。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
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翻訳： 森のくま (2011-11-02 20:01) 



惑星Xとニビル

惑星Xとニビル
Planet X and Nibiru
31 October 2011 - 1:37am

ペトラ・マルゴリス

Channeler: Petra Margolis

わたしは今日、この質問を受けました。そしてイシスはこの状況について説明したい

と思っています。

質問：

Question:

“わたしがイシスに何か尋ねても、あなたは気にしませんか？　それはアシュタル司令
部と惑星X／ニビル関するものです。わたしは数多くの人々が闇の集団達に恍惚とさせ
られていて、こうした集団によって救済されることを望んでいることを認識しています

。しかし、わたしは3千年までニビルは現れることはなく、アシュタル司令部は闇の支
配下に置かれていて、それは2009年から10年以降続いています。余りにも数多くの人々
が闇によって弱体化させられて、あなたが支援を必要とし、あなた自身を内面から救済

する必要がある時に、わたし達を救済するために外部から支援が現れるようになること

を信じています。もしもあなたかイシスが論評するか、あるいはこれについて記事を書

きたいとすれば、あなた達二人がそれについて伝えなければならないことをわたしは確

認したいと思っています。”

イシス：

Isis:

惑星Xとニビルの間で生じている多少の混乱があります。



わたしの交信者が認識しているように、ニビルは惑星ではありませんが、しかしひとつ

のとても巨大な宇宙船であり、その宇宙船の司令官はデフォンと名付けられている存在

でした。

1年ほど前、この宇宙船とその司令官はそうする必要があったある働きで干渉を受け、
排除され、別の場所に連れて行かれました。彼らは新しい生き方を提示されたため、彼

らはすべてこれに同意しました。闇のために働く代わりに、彼らは光のために働くこと

を選択しました。

ニビルが無人になった時、それは別の次元に移され、隠されました。

アシュタル司令部は闇の配下になっていません。司令部の単なる一部だけが闇のために

働いています。

アシュタルは光のためにとても多くの仕事をこなしています。しかしながら数多く人々

がアシュタルとして交信している者、はアシュタルではありません。

依然として本当のアシュタルと交信している交信者も存在しています。

ここで、優れた判断力が鍵になります。

皆さんを支援し、皆さんに自分達の科学技術と支援を与えるために地球に現れることを

提案しているありとあらゆる存在達は、普通は光のために働いていません。

この支援を受けて、今現在地球上で起っていることを変化させることはとても良いこと

のように思われるかもしれませんが、変化は内面から現れなければならないものです。

どのような外部からの変化、支援、闇の排除であれ、それは真の変化ではなく、他の集

団から支配を引き継ぐひとつの集団に過ぎません。

惑星Xに関して言えば、現時点においてとても重要な意味を持つものではなく、この惑
星Xの運動は、わたし達が現時点でそれを予測できるように、どのような時間の瞬間に



おいても皆さんの地球の道筋に影響を及ぼすようなことはないでしょう。これは変わる

可能性もありますが、しかし今のところ、それについて心配する必要も不安になる必要

もありません。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
October 29, 2011
www.ascendedmasters.org

わたしは何度かニビルやその司令官デフォンと接触を持った経験があるため、わたしは

わたし自身の経験の一部を付け加えたいと思います。

わたしは何回かこの司令官から連絡を受け、そしてそれはわたしひとりだけではありま

せんでした。

わたしのひとりの友人は、しばらくの間彼と連絡を取っていました。その当時、わたし

はニビルについて決して多くの話を耳にしていませんでした。そしてそれはアヌンナキ

全体の物語やその類のすべての話と結び付いているように思われたため、多少それにつ

いて懸念を抱いていました。

わたしの友人は、彼らは良き存在であると本当に確信していました。そしてわたしはそ

れほど確信を持てませんでした。

彼女はまた、数多くの人々は鳥人間あるいは獅子人間と結び付いていたと確信していま

した。わたしがあらゆる関連性を見付け出すために内面のより多くの情報を探し求めて

いた時、わたしが見付け出したものは、スノーグローブ（透明の球体）のように見える

ものの印象だけでした。この球体は、その内部にこうした鳥や獅子の人々の世界を持っ

ていました。わたしは、わたしの友人がこの球体のなかに閉じ込められた理由を理解し

ました。



このデフォンと何度か会話した後、そしてわたしの友人もまた何回か会話を経験した後

、わたし達は良く調和しないと伝えられました。

さらに深く調査を行いながら、わたしは辻褄が合わない数多くの物事に気付きました。

そのため、わたしはこのデフォンが再度わたしと接触を持つことを決して許しませんで

した。

わたしはその宇宙船について認識しています。その宇宙船が空にされた時にわたしはそ

の場に存在していたからです。

現時点において、宇宙船ニビルを占拠している別の集団が存在しています。

わたし達が現在地球上で行っていることに彼らが干渉しない限り、それについて何かす

る必要性をわたしは確認していません。霊的指導者達が彼らを監視し続けています。

ペトラ

Petra

http://lightworkers.org/channeling/145046/planet-x-and-nibiru

翻訳： 森のくま (2011-11-02 20:02) 
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3次元、4次元、そして5次元の崩壊

3次元、4次元、そして5次元の崩壊
The collapse of the 3rd, 4th and 5th dimension 

1 November 2011 - 1:59pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 

The collapse of the 3rd, 4th and 5th dimension.

すべての次元はいつも同じ場所の内部に存在しているため、これは実際に本当の崩壊で

はありませんが、数多くの人々は直線的な方法で次元を把握しているため、時にこれは

理解が困難なものになっています。

今現在起っていることは、ますます数多くの人々がこうした3つの次元の間を移動して
いて、実際に3次元に5次元の周波数を持ち込んでいる、という現象です。

この状態が、現在3次元の中で起っていることに影響を及ぼしています。何故なら、3次
元の内部はほぼ次々と場所が少なくなっていているような状態になっていて、3次元の
周波数はゆっくりとさらに高い周波数に向かって動いているからです。

この状況が、より低い周波数、アストラルやその他の領域の内部に存在している数多く

の存在達に、影響を及ぼしています。

そうです、より低い周波数内部のエーテル質の領域の中で暮らしている存在達がいて、

彼らはほとんど超常的な働きとして経験されています。

また、3次元の中で働いている存在達もいますが、しかしそれはさらに高い次元から現
れています。



彼らは普通、皆さんや皆さんが現在行っている働きに干渉する目的のために、その数を

増やしながら存在しています。

現在さらに数多くの人々がより高い周波数に向かって進んでいるため、さらに多くの干

渉が現れることになるでしょう。その手のほとんどの存在達がそこに存在している理

由は、皆さんがさらに高い次元の周波数に向かうことを妨害することです。

現時点では肯定的なものに意識を集中することが普及しているため、それは数多くの人

々が話題にする主題ではありません。

しかし一方で、次々と多くの人々がこの妨害を経験しているところであり、数多くの人

々がまだこの妨害に対処する方法を学んでいません。

わたしがまさに伝えておいたように、こうした存在達はより高い数々の次元から現れて

います。ですから、ただ現在よりも高いある周波数に進むだけでは効果を発揮すること

はないでしょう。

数多くの人々にとって、自分達の天使や指導霊達の支援を求めることで充分になるので

すが、他の人々の場合にはこれに対処する方法を学ばなければならない可能性があり、

また彼らの天使や指導霊達にも彼らを支援することを要求することもできます。

もし疑いを抱いたら、これについてより多く認識している可能性があると皆さんが考え

ている誰かに対しても尋ねてみてください。

この世界に現れて一定の指示で皆さんを強要するありとあらゆる存在達については、た

とえ彼らが皆さんにどのような名前を伝えようとも、良く見定めています。

現在、親切で助けになるように見える存在達もいて、彼らはいろいろな意味で皆さんを

支援しています。それでも優れた判断力が鍵になり、皆さんは今後これを何時でも自覚

しておく必要があるでしょう。

皆さんに与えられている情報にいつも疑問を持ってください。



特に、皆さんは特別であり、皆さんは他の人々とは違う、と彼らが伝えている場合です

。彼らは皆さんに特別な名前を提示し、皆さんの出自や皆さんが現在この地球上に存在

している理由やそれ以上についての完全な説明を手にしています。

ひとりひとりの個人それぞれが、根源から現れました。

そうです、皆さんは他の宇宙の他の惑星上で数々の生涯を経験しています。そして皆さ

んはこうした惑星やその惑星上の存在達と強い結び付きを持っている可能性があります

。

皆さんは、既にそうした惑星上の数々の生涯や、おそらく関係性も経験しています。

しかし、そういった惑星上に存在し、そういった関係性や経験を持っていたという同じ

理由が、いつでも適用されることを忘れないでください。皆さんは学ぶために、経験す

るために、そして皆さんの自覚的意識を拡大するために、そこに存在していました。

皆さんが地球上に転生できることと同じように、皆さんは皆さんの宇宙やそれを超えた

他の文明の内部に転生することができます。

ほとんどの人々がただ皆さんの宇宙の惑星に結び付いているだけで、余り多くはない人

々は自分達の探求においてさらに先に進み、自分達の他の複数の宇宙の内部とのつなが

りあるいはそこでの経験の記憶に気付くようになるでしょう。

数多くの人々が自分達は根源から現れたことを認識し、自分達の根源との結び付きを

認識していますが、しかし数多くの人々が、これはいつもひとつの踏査と拡大の道筋で

あることを忘れているように見えます。

何処のどのような方法であろうとも、それは皆さんという存在がそれぞれの転生と数々

の転生の間で自覚的意識を探求し、拡大するための道筋です。

皆さんのところに現れている情報を解釈するための方法において、いつも優れた判断力

を用いるようにしてください。



イシス

Isis

Through Petra Margolis
November 1, 2011
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現実性、夢、幻影

現実性、夢、幻影
Reality, Dream, Illusion 

2 November 2011 - 2:57pm

Channeler: Petra Margolis 
Reality, Dream, Illusion

これは、数多くの人々がその周りの世界として考えているように見えるものが速度を速

めながら自分自身の新しい部分に向い、他の現実性が利用できるようになることについ

ての話です。

何が現実で何が現実ではないのでしょうか？

皆さんの霊の中の存在にとって、あらゆる物事が本物であり、それはそれぞれの瞬間の

内部で経験しています。

人間を通した経験と同時に、人間の現実性の外部で今起っていることです。

ひとりの人間として皆さんは今経験を積んでいて、皆さんが経験しているものは霊の中

に存在している皆さんの経験の一部にもなっています。

物質的な現実性との間の世界はゆっくりと霊的な世界の現実性に変わっているため、よ

り多くの混乱が起っています。

霊的な現実性を自覚していないひとりの人間として、皆さんは皆さんが経験しているす

べての物事をほとんど現実のように理解しています。

物質的な現実性と霊的な現実性の両方を経験しているひとりの人間として、皆さんは説



明を必要としています。

それは物質的な現実性がさらにこれほど困難なものになっている理由、物質的な現実性

の内部で皆さんにとって否定的な物事が起って入り理由についての説明であり、そして

皆さんが物質的な現実性の内部に存在している理由についてより多くの疑問が生じてい

ます。

物質的な現実性の内部には時間という感覚が存在し、皆さんが物質的な現実性から出る

時には、この時間の感覚は存在しなくなります。

今皆さんは、物質的な現実性と霊的な現実性の両方を同時に経験しています。時間の感

覚の内部の皆さんの部分と、時間の感覚の外部の皆さんの部分です。

人間の物質的な現実性の内部では時間が重要になり、霊的な現実性の内部では実際に時

間の感覚が存在しないため、それほど重要ではありません。

では、皆さんは何故今ここに存在しているのでしょうか？　そして数多くの制約と伴に

物質的な現実性を経験することによって皆さんが達成したいものとは何でしょうか？

ひとりひとりの個人それぞれが、ひとつの異なる理由のために今ここに存在し、もし

も人々がその理由を見付け出すことを選択するのであれば、それは人々に委ねられてい

ます。

人々は、ひとつの理由、あるいは複数の理由を見付け出す際に、自分達の時間を取るこ

とができます。そして人々は、自分達が地球上に、しかも物質的な身体の内部に存在し

ている理由を見付け出す際に、とても積極的な役割を果たすことができます。

数多くの人々が、自分達の夢の時間の内部で他の場所を訪れていることを認識していま

すが、こうした夢は現実なのでしょうか、それとも幻影なのでしょうか？

皆さんは皆さんの存在が皆さんと伴にこの世界に存在し、皆さんと伴に皆さんの人間の

部分と結び付いているものとしてそれを経験しているため、それは実際に重要な問題

です。



あらゆる物事は変化していると考えることは、もしも皆さんが物質的な人間の現実性を

ひとつの幻影、あるいは夢として理解しているのであれば、そうです、一部の人々にと

ってそれはそうした効果を持っているのかもしれません。しかし皆さんは、それは実際

にひとつの夢あるいは幻影なのかどうか、皆さん自身に尋ねることが必要になります。

皆さんはひとりの人間として経験しているところであり、皆さんは物質的な現実性を経

験しています。

そして皆さんの人間の部分は、皆さんのいわゆる霊的な部分と同じように、霊的な世界

の一部になっています。実際、皆さんはまさにひとつの存在、人間の部分だけではなく

皆さんの存在全体の内部で物質的な現実性を経験している霊的な存在です。

あらゆる人は今後異なる方法で経験するようになり、またそれぞれの個人が自分達の経

験について自分自身の意見と考えを持っています。

ここで自由意志が皆さんの経験のそれぞれの部分に関連するひとつの主題になり、それ

は数多くの人々がさまざまな方法で理解しているものになっています。

そうです、皆さんはいつも自由意志を持っていますが、しかし皆さんは物質的な地球上

で暮らしているため、皆さんが今体験している経験を受け入れることが困難なものにな

っています。何故なら、自由意志の規範に従っていない存在達がいるからです。

これは地球上だけのことではなく、今、他のどの場所でも起っています。

自由意志が存在し、そしてそれは皆さんがいろいろな意味でこれを行使できることを意

味しています。皆さんはできる限り経験することが許されていて、そうです、時にこ

れが、皆さんの他の人々に対する意志と同じように、対立と支配をもたらします。

霊の内部では、これは実際に問題になりません。霊の内部では、すべてが経験として理

解されているからです。

皆さんはすべて時にこれについて後ろめたく思っていることをわたしは皆さんに伝えて



おきたいと思いますが、しかし人間の現実性の内部では、それは異なったものとして経

験され、そして時には正当に経験されます。

数多くの異なる方法で折りに触れて他の人々を支配することについては誰も例外になっ

てはいませんが、しかし依然として他の人々の自由意志に対する皆さんの意志の苦しみ

は存在しています。

人間の経験と、人間の現実性の内部で否定性として理解されているものは、霊的な世界

の内部では単なるひとつの経験として理解されています。

自由意志は、行動する方法、皆さんが支配できないものに対して他の人々が対処する方

法において、皆さんが選択する権利を持っていることを意味しています。

霊的な現実性の内部では、それぞれのエネルギーの運動は作用になっています。

物質的な現実性の内部では、これは同じ作用、思考、感覚、話すこと等々になってい

ます。

あらゆる物事はエネルギーの運動であり、作用です。

エネルギーはいつも動いているため、いつも作用しています。

皆さんは独りの人間として、皆さんの活動を否定的なものにも肯定的なものにするこ

とも、またそのように理解することもでき、そして霊的な観点から霊の内部の否定的な

作用として理解することもできます。

ひとりの人間として、皆さんはもしも皆さんが霊の中に存在していたとすれば、皆さん

が経験しようと思ったものとは異なる経験をしています。

そうです、人間の世界の内部では、皆さんが既に作った作用を悪いものと正しいもの

として考える一定の基準が存在しています。



この現実性への対処は、あらゆる人が体験することを選択した経験の一部になってい

ます。

それは現実であろうが現実でなかろうが問題ではありません。それは人間によって現実

として経験され、またそれは皆さんの霊的な存在によって現実として経験されています

。

そうです、それは皆さんの霊的な部分が人間の経験を思い描きながらただそこでひとつ

の椅子の中に座っているようなものなのかもしれません。それはその経験の現実性を薄

いものにしているでしょうか？

それは皆さんが学んでいるその課題を、現実性の薄いものにしているでしょうか？

皆さんがひとりの人間としてそれについてどのように考えようとも、エネルギーは動い

ていて、作用が生じています。

人間の現実性の内部で皆さんが充分に完全な霊的存在になることについて、わたし達が

そういった多大な重要性を強調しているのは、これがその理由です。

そうです、皆さんは依然として物質的な現実性に影響されていて、今後それに目を向け

る異なる方法と、選択を行う別の方法が存在するようになるでしょう。

皆さんが夢、幻影、あるいは現実性に目を向けたいと思うその方法は、皆さんの選択

になっています。

それはすべて、ひとつの経験です。それはおそらく、皆さんと皆さんの周りで現在起っ

ていることに対するより優れた言い回しになるでしょう。

ひとりの人間として、皆さんはどのような物事でも否定的あるいは肯定的なものとして

理解する完全な権利を持っています。

一部の人々が二元性と呼んでいるものは、霊的な世界と物質的な世界との間の非連結性

を言い表しているひとつの言葉に過ぎません。



ひとりひとりの個人それぞれが、さまざまな方法で経験するようになるでしょう。そし

て彼らはそうする自由意志を持っています。

わたし達は皆さんが地球上で経験している現実性と体験についての異なる理解にさらに

近付いているため、これはとても難しいひとつの主題です。

それは、皆さんが霊的な世界が再び物質的な世界と完全に統合される地球上の時間に向

って、さらに近付いているからです。

これはどのようにして起ることになるのでしょうか？

ひとりひとりの個人によって違います。

それは、人々の現実性の経験が皆さんの経験との優劣があることを意味しているのでし

ょうか？

違います。それはただ、皆さんは経験を通して学んでいることを意味しているだけです

。それは、ひとりひとりの個人は自分自身の道の中に存在しているからです。

一部の人々は、自分自身のために積極的にひとつの異なる現実性を創造し始めるように

なるでしょう。

別の人々は、他の人々が創造している時に起ること、それを確認することを待ってい

ます。

もしも皆さんが本当に変化を確認することを望んでいるのであれば、皆さんは皆さん自

身の自由意志を行使しなければならなくなるでしょう。

皆さんは皆さん自身にその経験を許すようになり、また既に皆さん自身の存在の内部に

存在している経験に気付き、その経験を皆さんが創造したい方法と対象に適用しなけれ

ばならなくなるでしょう。



今、皆さんはまさに人間の経験を用いることができ、あるいは皆さんはさらに前進して

皆さんという存在全体の経験を利用することができます。

自由意志であれば、どのような選択でも可能です。

現時点において、ほとんどの皆さんは依然としてあらゆる物事をひとりの人間の視点

から、人間の思考体系から理解しています。

そうです、物質的な現実性と霊的な現実性の内部で皆さんが経験するあらゆる物事は人

間の精神を通して解釈されるため、それにはひとつの違いが存在しています。

この世界には数多くの存在達がいて、そしてその通り、一部の存在達は人間が否定的に

考えようとしているものです。

彼らはひとつの幻影なのでしょうか？

皆さんが彼らをひとつの幻影として理解することもできます。

しかし皆さんにひとつの具体例を提供させて貰うと、もしも誰かの家が水浸しになった

とすれば、皆さんはその人達に、それはただのひとつの幻影だから心配することはない

、と伝えようとしますか？

もしもあらゆる物事が幻影であれば、では皆さんは何故この世界でこのすべてについて

議論し、記述し、そして考えているのでしょうか。それはひとつの幻影であり、皆さん

はそれについて何も考えることはなく、そしてそれはすべて現実ではありません。

ひとつの異なる現実性を創り出すことは意味がありません。それはすべてひとつの幻影

です。

もしも皆さんが完全に目覚めていないとすれば、皆さんは今現在起っていることを完全

に理解していません。それでは、皆さんはそれがひとつの幻影なのか現実なのかをどの

ようにしてきめるのでしょうか。
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イシス Isis 皆さんが“すべてはひとつ”と言う時に、それは何を意味しているのか What
does it mean when we say ‘All are One” 2 November 2

皆さんが“すべてはひとつ”と言う時に、それは何
を意味しているのか
What does it mean when we say ‘All are One” 
2 November 2011 - 3:00pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 

What does it mean when we say ‘All are One”.

これは数多くの人々が考えているよりも多くの内容が含まれているため、ひとつの単純

な答えで説明できないものです。

わたし達がそのエネルギーに目を向ける時、内部のすべてのエネルギーはひとつです。

その一体性の内部のそれぞれの存在は、自分自身の意識を備えています。

この意識によって、皆さんは皆さんの外部のあらゆる物事と同時に、皆さんの内面のあ

らゆる物事のそのどちらかを確認することができます。

その発端から始めてみましょう。

わたし達は根源を持ち、すべてはこの根源のエネルギーから創り出されています。

それぞれの存在は、この根源のエネルギーから創り出されています。

そこから、それぞれの存在はその存在自身で冒険に出掛けています。

探求、経験、そして拡大です。



これは、皆さんのように皆さんと一緒に拡大していると同時に、根源のエネルギーに対

する影響力を備えています。

ひとつのエネルギーの球体とそれぞれの粒子がひとつの存在である場合を考えてみまし

ょう。

皆さんはすべてのこの大きな球体ですが、しかし皆さんはすべて皆さん自身の自覚的意

識や思考等々を持っています。

このエネルギーの球体の内部で、数々の粒子の集団、存在の集団によって世界が創り出

されています。

ですから、より小さな球体のエネルギーは大きなエネルギーの内部で創り出されてい

ます。

それぞれの球体は自分の現実性の経験を創り出していますが、しかしそれぞれの球体と

の間には明確な壁が存在せず、エネルギーの粒子がひとつの球体から別の球体に動いて

いる重なり合った部分を持つことができます。ですから、ひとつの球体の内部の存在は

、別の球体に向かって移動することができます。

ひとつの全体として、皆さんはすべてひとつです。ひとつのエネルギーの粒子として、

皆さんは皆さん自身の現実性の内部に存在しています。

さて、これが今現在起っていることの簡単な説明です。

こうした球体内部の創造はさらに進化しているため、より多くの物事が含まれています

。

根源は継続的に拡大していて、この流れの内部で、実際に拡大と収縮が同時に起って

いて、これがエネルギーの拡大と増殖を生み出しています。

創り出されている現実性は拡大し、収縮しています。これがエネルギーのもうひとつの



拡大と増殖を生み出しています。

エネルギーの内部にはいつもひとつの運動が存在しているため、これがいつも続き、こ

れからも続いて行くでしょう。

一部の球体の中には、他のエネルギーの球体の中よりも拡大と収縮がゆっくりとしたも

のか、あるいは速いものになっています。

皆さんは、皆さんの宇宙の内部の拡大と収縮を確認することができます。何故なら、そ

れは今現在起っている自覚的意識の拡大と意識の開放に関連しているからです。

現時点で皆さんが存在している拡大の周期は、自覚的意識が入ってくることを許すもの

であり、また皆さんの宇宙の内部、皆さんのエネルギーの球体の内部でそのエネルギー

が解き放たれることを許すものです。皆さんは既に収縮の周期に戻っています。これは

、もしも皆さんが外部の視点からそれを眺めているとすれば、それはほとんどそのエネ

ルギーがお互いに引っ張り合っているように見え、そしてその場所は再び別の拡大の周

期を創り出している状態になっています。

そのエネルギーがゼロ・ポイントを通して引き合っている場所は、創造のさらに速い流

れに向けた次元上昇が可能になる場所です。

より速い流れに向かうこの運動は、それ自体によって起るものであり、その球体の内部

のエネルギーの粒子によって創り出されなければならないものであり、あるいは、その

球体の内部にいる存在達がさらに清澄なものにしなければならないものです。

それぞれのエネルギーの粒子、つまりそれぞれの存在は自由意思を持ち、皆さんはそれ

ぞれの瞬間の中で創造され、また発生している現実性と自覚的意識の複雑性を理解する

ことができます。

一体性という現実性とそれが実際に意味しているものは、なお一層説明することが困難

なものです。一体性の内部で、皆さんはひとつひとつのエネルギーの粒子を確認し、

感じ、そして体験することができます。ですから、皆さんは他のすべての存在が今経験

していることを経験し、それに気付くことができます。繰り返しますが、あらゆる存在



がいつもこれを行うようになることはないため、これは選択によって行われます。

ほとんどの人間達がこの自覚的意識の水準、つまり他の人々が今経験していることをす

べて経験する能力に到達していない状態になっているため、ひとりの人間として、皆さ

んはこれに関して不利な立場に立たされています。

数多くの人々がそのエネルギーに対して敏感であり、今現在起っていることを感じるこ

とができますが、これは、それぞれの存在が結び付くために創り出された地球上に存在

しているすべての物事の間に存在する、集団意識の結び付きによるものです。何故なら

、それは人々の人間の部分の自覚的意識が、それぞれの存在によって個人的な水準でそ

れを行うために充分なほど完全に目覚めていなかったからです。

自由意思はそれぞれの粒子、それぞれの存在の内部に含まれているため、創造をより多

く支配することを望んでいる存在達や創造されたものに対する支配を望んでいない存

在達が存在していると同時に、数多くの異なる現実性と数多くの異なる創造も存在して

います。

前のメッセージでわたしが説明したように、皆さんはそれをすべて現実性、幻影、ある

いは夢として理解することができます。現実として存在しているものは、それぞれの粒

子の経験であり、それぞれの粒子が創り出しているものです。

ですから、それぞれの存在の経験とそれぞれの存在が創り出しているものは、個人的な

創造やそれぞれの存在の経験と同時に、全体の一部として存在しています。

それぞれの存在が、他の存在の経験や創造にいつも影響を及ぼしています。

小さな球体あるいは大きな球体の内部のひとつの粒子のそれぞれの瞬間が、小さな球体

と大きな球体の内部の粒子に影響を与えています。

それよりもさらに多くのものが含まれていて、人間が理解する必要があるものと人間の

精神の理解力が存在全体の内部で理解しているものとは異なっているため、わたし達は

これについて長い時間語ることができます。
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本当に闇のエネルギーは存在しているのか？

本当に闇のエネルギーは存在しているのか？
Are there really dark energies?
3 November 2011 - 2:13pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

Isis, Are there really dark energies?

皆さんがひとりの人間の観点からこのすべてに目を向ける時、皆さんは闇か光のどちら

かとしてそれを理解するため、肯定的なエネルギーと否定的なエネルギーの間の違いを

理解します。

ひとつの霊的な視点からは、肯定的あるいは否定的、闇あるいは光のようなものは存在

していません。

ある個人が闇のエネルギーはひとつの幻影であると口にする時、彼らは事実上間違って

いません。

彼らが愛はそれを打ち破ることになると口にする時、彼らは事実上間違っています。

もしも闇のエネルギーがひとりの人間の視点から見たひとつの幻影であるとすれば、そ

の場合には光のエネルギーも人間の視点から見たひとつの幻影になってしまいます。

皆さんは、ひとつのものが存在し、別のものは存在しないと言うことはできません。

皆さんの自覚的意識が変化しているため、皆さんはさまざまな方法で数々のエネルギー

を確認しています。



これは、皆さんを攻撃することができない存在はいないことを意味しているのでしょ

うか？

支配することが好きな存在達がいて、わたし前のメッセージで説明したように、エネ

ルギーのそれぞれの瞬間が、ひとつの影響力を備えています。

それは攻撃でしょうか？

人間の視点からすると、皆さんはそれをそのように理解することができますが、霊的な

視点からでさえ、そのように見ることもできます。他の存在達が皆さんを皆さんが選択

していない方向に進むように強要しているからです。

その点について、今現在起っているその運動と戦うか、あるいは許すかは、皆さんの選

択になっています。

これが、単純に物事が起ることを許している人々と、今起っていることに積極的に取り

組んでいる別の人々との間の違いをわたし達が確認している部分です。

物事が起ることを許している人々は、実際に全体的展望というさらに大きな自覚的意識

を創り出すことに取り組んでいません。

彼らは、完全な展望というさらに大きな自覚的意識を創り出すことによって積極的に物

事を起るようにしている人々が創り出している流れの内部で、その後に従っています。

追随している人々を引き寄せている人々そのものに対する多くの支援がないため、こ

れが、数多くの存在達が失望している点です。

皆さんはこのようにして確認することができます。地球上には山を登っている存在達の

小さな集団が存在しています。彼らが昇っている時、彼らは追随する他の存在達のため

に道沿いに数々標識を設置しています。

数多くの人々が、誰がこうした標識を置いたのか実際に認識することなくこうした標識

に従っています。



その小さな集団が標識を設置することをやめようとしたらどうでしょうか？

数多くの人々が、再び道に迷うことになるでしょう。何故なら、彼らは自分達自身の自

覚的意識を拡大することに取り組んでこなかった上に、他の人々の自覚的意識に依存し

ているからです。

数多くの人々がその標識に従うという簡単な経路に従っているため、現時点で明らかに

されているものが無視されている状況です。

その理解が、彼らのためにあらゆる物事を行うためにそこに存在してくれている彼らの

唯一の創造主あるいは他の存在の信念体系と一致しているように彼らが感じる物になら

ない限り、彼らはより大きな理解を探し求めません。

しかし、皆さんは山に沿ってさらに前進しているためにその指標はより曖昧になって

いて、ひとつの場所で皆さんはその指標を見失うことを自覚するようになるでしょう。

これは、皆さんが皆さんの周波数を引き上げていないから、より大きな理解を深めてい

ないから、そして皆さん自身の意識に目覚めていないからです。

皆さんは、現時点で皆さんの現実性の内部で起っているものを積極的に創り出している

この小さな集団の働きを利用しているところです。

今起っているあらゆる物事、流入している新しいエネルギー、開放されている数々のポ

ータル、そしてそれ以上のものは、地球上で働いているひとつの小さな人間の集団の成

果です。

わたしが説明したように、皆さんが今後そのエネルギーを動かす方法を学び、次にその

エネルギーを実際に動かさなければならなくなるものを創り出すために、エネルギーは

動き、またいつでも動いています。

これが、数多くの人々が理解していないことです。それは、そういった人々が自分自身

で創り出す代わりにあらゆる物事が彼らに与えられている信念体系に意識を集中してい

るからです。



そうです、創造はエネルギーの運動であり、創造するためには皆さんが実際にそのエ

ネルギーを動かさなければならなくなるでしょう。

さて、これはいつものように単純な説明です。何故なら、より大きな自覚的意思に向け

てこころを拡大している人々が、その通りにそれが単純に動いているエネルギーである

ことを、しかしその全体の展望が他の何か他のものになっている状況の中でエネルギー

をどの方向に動かすのか、それを理解するようになるからです。

それを考えることは、わたしが説明したように光を送ることが当てはまらないものを考

えるひとつの姿と同じように単純なものです。それは、数多くの人々が依然として光と

闇の間のひとつの違いを確認しているからです。

創造するためには、皆さんは動き創造するためのすべてのエネルギーを用います。そ

れはすべてひとつのエネルギーとして存在しているため、光と闇の間に違いはありま

せん。

皆さんが、人間の視野から一種類のエネルギーの存在を締め出す時、皆さんはその結果

として創造するために利用できるエネルギーの一部を締め出しています。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
www.ascendedmasters.org

http://lightworkers.org/channeling/145358/isis-are-there-really-dark-energies

翻訳： 森のくま (2011-11-04 21:25) 

http://lightworkers.org/channeling/145358/isis-are-there-really-dark-energies


母、父、子供、教師、生徒について

母、父、子供、教師、生徒について
On Mother, Father, Child, Teacher, Student.
3 November 2011 - 10:39pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

Isis on, mother, father, child, teacher, student.

皆さんは地球上に転生しているため、皆さんは今まであらゆる物事になってきています

。

皆さんはひとつひとつそれぞれの物事として存在しています。

地球は実にあらゆる意味で皆さんを支援してきたため、数多くの人々が、地球を自分達

の母として理解しています。

宗教は天国にひとりの父が存在していると数多くの人々に教えています。

皆さんは霊的な目覚めに向かって次々と成長してきたため、皆さんが皆さんの内面にこ

うした側面を携えていることを皆さんは理解しています。

天国は、皆さんがその内面に携えているものです。

あらゆる物事は皆さんの内部に存在しているのであって、皆さんの外部に天国は存在し

ません。

あらゆる物事は人間の精神、人間の理解を通して置き換えられています。



それはすべて人間の視点から確認されているものです。

皆さんがその中に存在している宇宙はひとつの巨大な空間であり、皆さんの宇宙がその

中に属している大宇宙はさらに巨大なものです。

またこの世界は、天国に父は存在せず、地球は実際に皆さんの母親ではないことを意味

しています。

母という名前は、畏敬の形として地球のために用いられています。

天国は、まさにさらに高い数々の次元のための別の名前です。現時点において皆さんが

それを確認できないからです。一度皆さんがそれを確認できてしまうと、天国は存在

せず、ありとあらゆる次元はこの瞬間に皆さんがその内部に存在している同じ場所の内

部に存在していることを皆さんは理解するようになるでしょう。皆さんがしなければな

らないことは、皆さん自身がこうした数々の次元を経験できるように、皆さんの周波数

を引き上げ、皆さんの自覚的意識を引き上げ、皆さんの精神を拡大することだけです。

皆さんの現実性を遥かに超える、皆さんの地球の現実性が小さく見える全く新しい世界

が存在しています。

これは球の現実性が重要ではないことを意味しているのではなく、創造はひとりひとり

の存在の内面で始まるため、それは非常に重要なものになっています。

しかしより深い理解によって、皆さんはさまざまな方法で創造することができ、また皆

さんはさらに高い水準で創造することができます。

数多くの人々が、地球の現実性を超えて理解してきませんでした。あるいは、こうした

別の場所の一端を確認してきませんでした。一度皆さんが皆さんの自覚的意識を拡大し

、さらに深い理解を許してしまえば、こうした場所はさらに利用できるものになり、皆

さんが地球上に存在しまた霊の中に存在しながらすべて同時にそれを確認するようにな

る地点に達するまで、皆さんは次々と確認できるようになるでしょう。

これが、いろいろな意味でわたし達が次元上昇について語っている時にわたし達が伝え



ているものです。

それは数々の次元を通して次元上昇して行くこと、周波数を通して次元上昇して行く

こと、皆さん自身の存在の内部で次元上昇して行くことです。しかし、皆さんはこれほ

どさまざまな方法で次元上昇しているため、これを人間の経験にまで、人間の精神にま

で降ろすことを忘れないでください。何故なら、皆さんが皆さんの人間の部分のために

次元上昇の完了に到達するのは、この場所になっているからです。

皆さんはいつも次元上昇と次元降下をするようになるでしょう。それは、ほとんどの

場合、これがそれぞれの経験の一部になっているからです。地球の現実性の内部で、皆

さんが地球上で過ごしてきた数多くの異なる生涯を通して、これが数多く起ってきま

した。現在のこの瞬間は、もう一度次元上昇の過程に従う時です。数多くの存在達によ

って、それは大宇宙の次元上昇と呼ばれています。

それは、皆さんがその皆さんの人間の部分のための次元上昇の水準に達した時に起るこ

とを表現した、ひとつの言葉です。

皆さんは大宇宙を確認し、大宇宙の内部に存在し、皆さんの存在全体の大宇宙の経験に

なることができるようになるでしょう。

それは、ただ新しい地球の現実性を創り出すことよりも遥かに遠くのものまで受け入れ

ていて、そしてこれは、今目覚め、あるいは依然としてこの次元上昇の道筋に目覚めよ

うとしている数多くの人々の道筋になっています。

数多くの人々が、ただ現在その瞬間の内部で起っていることによって、あるいはその瞬

間の内部で人々がそう感じさせられている手段によって、迂回させられています。皆さ

んという存在のすべての水準における完全な目覚めと比較できるものなど、何も存在し

ていません。何故なら、これが皆さんの存在のあらゆる水準で完了をもたらすものにな

っているからです。

皆さんの人間の部分は、現時点において皆さんの内面と皆さんの外部に存在しているも

のの小さな部分だけを理解しているに過ぎません。わたし達が皆さんの自覚的意識を広

げること、皆さんの周波数をさらに高い水準にまで引き上げることについて隠し立てせ



ずに伝えているのは、これがその理由です。これによって、わたし達はより低い周波数

を廃棄することを意味している訳ではありません。皆さんがそのより低い周波数を放棄

する時、皆さんはこの自覚的意識を人間の理解に運び込むことができなくなるでしょう

。

あらゆる物事の内部に存在し、あらゆる物事になってください。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
November 3, 2011
www.ascendedmasters.org

http://lightworkers.org/channeling/145413/isis-mother-father-child-teacher-student

翻訳： 森のくま (2011-11-04 21:25) 

http://lightworkers.org/channeling/145413/isis-mother-father-child-teacher-student


現実性の点検

現実性の点検
Reality Check
8 November 2011 - 4:23pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

Isis, Reality Check.

一挙に数多くのことが起っていて、皆さんひとりひとりが皆さん自身の霊的な成長と皆

さんが地球に与えることができる支援について配慮しています。

今現在は、現実性を点検する時です。

皆さんは、皆さん自身の道筋に従うことに意識を集中させられながら、数々のエネルギ

ーの内部で自由に動いています。

この流れは力強いものですが、しかし数多くの人々がさらに高い次元の周波数に移動し

ているため、その流れは余り注目されていません。今発生しているエネルギーの内部に

は別の流れが存在しているからです。

河がその水が流れている小さな支流を持つことができるように、この状態がエネルギー

の内部でも起っています。時にその支流はその河の主流よりも巨大な力を持っています

。

皆さんはその流れに意識を集中しているため、皆さん自身を確認するために時々ひとつ

の現実性の点検が必要となっているのは、これがその理由です。今実際に起っている

こと、そして実際にその流れが向かっている場所について皆さんは注意を払っていない

ため、皆さんは脇道にそれる可能性があります。



ひとりひとりの皆さんそれぞれがひとつの道筋を持ち、そういった道筋のそれぞれが

異なっています。

それは、一部の人々は地球を支援し、また自分自身の次元上昇の道筋に従うために、た

だその場に存在しようとしているからです。他の人々は、地球から放たれているエネ

ルギーを綺麗にするためにそこに存在しているのかもしれません。皆さんが何をしてい

ようとも、あるいは皆さんがどの仕事に取り組んでいようとも、ひとりひとりの皆さん

は次元上昇のために努力している全体の一部であり、現時点で地球上の変化を創り出そ

うとしています。

現実性の点検は、何か変わったことがないかを皆さん自身が確認することでしょうか？

　わたしは既に自分の支援を拡大できる場所に辿り着いたのでしょうか？　わたしは何

処にいたいのでしょうか？　そしてこれが、わたし達が現実性の点検と呼んでいるもの

です。ひとりひとりの個人が都合の良い時にこれを行うことになるでしょう。

次から次へと情報が入ってくるため、皆さんはそれを読み、皆さんはその瞬間に必要と

しているものを受け取り、残りはしかるべき時のためにしまい込みます。

すべてのものが皆さんに当てはまるという訳にはならないでしょう。そして今はファイ

ルを片付けて皆さんが必要なものと必要ではないものを確認する時です。

皆さんはより多くの内面の知識と経験を達成してきたため、これが現実性の点検のもう

ひとつの部分になっています。

これほど多くの物事が起り、異なる部分についてこれほど数多く取り組んできたため、

時に皆さんが本当にしようと思うことを見付け出すことが難しくなっています。

一歩退いて、現実性の点検をしてください。

あらゆる物事がすべて同時にはっきりするかどうか心配しないでください。皆さんはい

つでも現実性の点検をすることができます。



皆さんの道筋と他の人々の道筋を高く評価してください。

皆さんの経験と皆さんの道筋全体の内部ですべてがその目的をもっているため、皆さん

のところに訪れるすべての情報に対してこころを開いてください。

わたし達は他の人々ではなく一部の人々のためにより多くの情報が必要とされる時に来

ているため、より多くの情報が共鳴するか、あるいは共鳴しないことになるでしょう。

何かが皆さんと共鳴せず、数々の感覚が皆さんの内部で現れるため、現実性の点検がこ

のために役立ちます。それは、皆さんが解き放つことができるあらゆるものが存在して

いるかどうかを確認する素晴らしい機会を提供してくれます。皆さんが進んでいる道筋

とこれ以上調和しない執着あるいは信念他系は存在しているでしょうか?

時には、実際にすべてについて調べることが大切であり、別の時にはただ不要なものを

一掃して前進を続けてください。

皆さんは現実性の点検をさまざまに用いることができます。そしてそれは皆さんが皆さ

ん自身の存在のために設定しておいた道筋に皆さんを維持するための素晴らしい手段に

なります。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
November 8, 2011
www.ascendedmasters.org

http://lightworkers.org/channeling/145798/isis-reality-check

翻訳： 森のくま (2011-11-11 20:11) 
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11-11-11

11-11-11
10 November 2011 - 4:49pm

ペトラ・マルゴリス

Channeler: Petra Margolis

Isis, 11-11-11

今は、人間とあらゆる物事の背後にある霊的な思考体系を実際に変え、今起っているこ

とと皆さんが情報を得ている場所について本当に考える時です。

この日に何が起る可能性ありこれから何が起るのかについて今まで数多くの示唆があり

、数多くの人々が決して起ることはないことに意識を集中させられています。

そのメッセージは、皆さんが消え失せようとしているから皆さんの愛する人々に充分な

準備をした方が良いと伝えていますが、人々が消え失せない時、皆さんが次元上昇した

ものの地球上に留まる選択をした、といったような、別の気の利いた回答を持ち出すこ

とになるでしょう。

この世界にはこの点について見当違いをしている数多くの人々が存在し、彼らが自分達

で今受け取っていると伝えているメッセージの中では、自我が大きな役割を演じてい

ます。

ありとあらゆるメッセージが皆さんはある特殊な集団の一部であると伝え、その交信者

、あるいは交信者を働かせている存在は、これから皆さんを救い、皆さんを地球から連

れ去る、自分達の宇宙船に引き上げる、そしてさらに多くのこの種の無意味な話を伝え

ています。彼らは利己的な自我から働いています。

彼らは高い地位になることを望み、彼らは人々が自分達に従うことを望み、彼らは人々



がそのすべての注目を自分達に向けることを望み、そして人々の注目だけではなく、彼

らはこうした人々のエネルギーと光を欲しがっています。

この世界には人類を含めてこのような存在達が数多く存在しています。そしてこの事態

に注意することが重要になります。大きな集団達が今、11-11-11のエネルギーの到来を
告げるために集まっているからです。

誰も消え去ることはなく、誰も皆さんの宇宙の他の場所に宛がわれることはないでし

ょう。この世界のひとつのエネルギーや存在は、皆さんを引き上げることはできません

。次元上昇はひとつの個人的な選択であり、皆さんを引き上げて皆さんをより高い領域

に次元上昇させ、皆さんを地球から消え去るようにするために入ってきているある程度

高い周波数エネルギーよりも、さらに多くのエネルギーが必要になります。あるいは一

部の存在達が伝えているように、皆さんはただ、皆さんと同じ周波数の存在達によって

理解されるだけです。

皆さんを次元上昇させることができる他の存在などいません。

次元上昇は皆さんの完全な存在状態になるひとつの過程であり、皆さんという存在のす

べての部分をひとつの周波数に対して調節するひとつの過程です。その周波数が、物質

的な身体を解消して光の周波数に変換します。

数多くの人々が、自分達の完全な存在状態がどのようなものか、それを充分に理解して

いません。

一部の人々は、自分達がさらに高い自己に到達した時、自分達は自分達の完全な存在状

態と結び付くことが完了すると考えていますが、これは既にこの世界のひとつの誤解

です。一部の人々は、自分達が自分達の根源の部分を語ることができた時、自分達は完

全な存在状態を達成できる、と考えています。

光に向かう次元上昇、地球と結び付いている物質的な転生の循環から皆さん自身を移動

させることは、数多くの人々が考えているほど簡単なことではありません。何故なら、

数多くの人々が、それはただ意図、愛、思いやり、光を必要としているだけだ、と考え

ているように見えるからです。



皆さんすべてがそうです。ですから、ただ皆さんという存在のそうした部分だけに意識

を集中することは、皆さんを光に次元上昇させることはないでしょう。そうです、それ

は皆さんの周波数を引き上げるでしょう。そうです、皆さんは皆さんという存在のさら

に高い部分と再接続するかもしれません。しかし、もしも皆さんがそういったさらに高

い周波数をより低い周波数に持ち込むことができないとすれば、次元上昇は起ることは

ないでしょう。

皆さんはひとつの物質的な身体の内部で生きていて、皆さんの一部が物質的な現実性の

内部に存在していることを完全に受け入れることは、現時点で数多くの人々が見落とし

ているひとつの重要な部分になっています。

物質的な現実性の内部、そしてそういったより低い周波数内部の霊的な現実性の内部で

今起っていることを無視することは、皆さんはすべての水準で現在実際に起っているこ

とを確認できないため、ただ皆さんを誤った方向に導くだけになるでしょう。

皆さんはそれを現実性として、あるいは現実性ではないものとして理解できますが、現

実性はより低い周波数の内部に宿っている皆さんのその部分であり、物事はそうした周

波数の内部で起り続けています。エネルギーはいつも動いていて、たとえそれがより緩

慢な動きになっているとしても、それは依然として動いています。

動きとは、何かが起っていることを意味していて、皆さんがそれを経験する方法は完全

に皆さんの選択であることを意味しています。しかし、皆さんは時には現実的になり、

皆さんは霊的な人生と同時に物質的な人生も経験していていることを受け入れる必要が

あります。その二つの人生は次々とひとつになっているところですが、しかし数多く

の人々が、物質的な人生と霊的な人生の間の一体性を理解していません。

そういった人々は、霊的な現実性は物質的な現実性よりも現実的だと考えています。

数多くの人々が、すべての素晴らしい物事が間もなく起ろうとしているというメッセー

ジを持ち出してきます。

そしてそうです、数多くの素晴らしい物事がまさに起ろうとしています。



しかしわたし達が確認しているように、数多くの人々は依然として自我の信念体系に執

着したくてしかたがない様子であり、地球上のすべての人のためにこのすべてを起こし

ているこの巨大な素晴らしい強力な存在になる、という執着です。

数多くの人々が、あなた達は強力な光の存在であると繰り返し何度も伝えられてきま

した。そしてわたしはそれがひとつの事実であることを認識しています。しかし、数多

くの人々がこの事実を用いる方法は、ひとつの憂さ晴らしの対象になっています。

それはただ他のあらゆる物事と同じように、ひとつの執着であり、数々の執着が皆さん

の過程を妨げています。

もしもわたし、イシスがたった今、わたしはひとりの素晴らしく偉大な光の存在であり

、わたしはすべての皆さんに次元上昇を経験させる、と伝えたとすれば、皆さんは何を

考えるでしょうか、それはわたしの利己的自我が話していることになってしまうでし

ょう。偉大であろうがなかろうが、あらゆる存在はこうした考え方を持つことはなく、

彼らはただそうした個人あるいは存在のために最も有益な方法であらゆる人を支援する

方法について考えています。わたしは偉大な愛と光の存在ではなく、わたしはあらゆる

物事を超えた力を備えている訳ではありません。これは、数多くの人々がいわゆる高位

の霊的指導者、あるいは光の存在達と呼ばれているわたし達に抱いているひとつの誤解

です。

わたし達はすべて一体性の法則の下で働いていて、これはあらゆる存在が、今後のあら

ゆる方向やあらゆる創造を選択する自由意思をもっていることを意味しています。また

わたし達は、他の人々を攻撃し、あるいはもしも必要であれば、他の存在達からわたし

達自身を守る自由意志も持っています。自由意志と一体性の法則の部分は、あらゆる存

在がひとつの選択権を持ち、あらゆる存在がこうした数々の選択をいつでも行えること

を意味しています。

数多くの人々が、自分達の物質的な生命を超えた霊的な領域を地上の天国、シャンバラ

として理解していて、あらゆる物事がより良いものになると考えています。わたし達は

このことを、ひとりの人間としての皆さんが考えるような方法で理解せず、あるいは経



験もしていません。

ここが、数多くの人々が依然としてひとりの人間の視点から経験し、人間の視点から創

造し、そして働いているだけであることを理解していない部分です。霊的な世界とのひ

とつの結び付きは存在していますが、しかし依然として数多くの人々が霊的な現実性の

内部の人間の理解に基づいて働いています。

皆さんは今でも人間の思考方法の内部に存在し、人間の現実性と霊的な現実性の内部で

今起っているすべての物事を経験しているため、わたし達は本当にいろいろな意味です

べての執着を確認しています。

霊として存在している時、皆さんはあらゆるエネルギーの動きに気付いていて、皆さん

はそれぞれの動きに反応するか、あるいはその動きの外部に留まるかという選択を行い

ます。

今は、人間の執着、ありとあらゆる救われたいという執着、わたし達は奉仕するために

今ここに存在している偉大なる存在であり、わたし達はそうした偉大な存在になること

ができるという執着、そしてこの手のそれ以上の執着から皆さん自身を自由にする時

です。

数々の執着は今後皆さんの役に立つことはないため、皆さんはありとあらゆる執着を解

き放つ必要があります。何故なら、皆さんは皆さんの完全な現実性に相応しくなってい

るところであり、物質的な領域と霊的な領域の内部に存在しようとしているからです。

その乖離は、皆さんは既にいわゆるこの偉大なる光の存在として存在しているという点

にあります。皆さんはいわゆる偉大なる光の存在になろうとしているのではなく、皆さ

ん今までもいつもそうであり、これからもいつもそのままでしょう。今、わたし達はわ

たし達自身を偉大なる光の存在として理解していません。そしてそれは人間の精神によ

ってこのように理解されているため、わたしはただこの描写を用いているだけです。

わたし達は偉大なる光ではなく、わたし達はあらゆる物です。そしてこれはわたし達が

ただ光として辺りを漂っているだけではなく、わたし達はあらゆるものであり、そして

わたし達はあらゆる空間、あらゆる場所の中でありとあらゆる部分を含み、そして経験



していることを意味しています。わたしたちはあらゆる物、光、闇、緑、紫、黄色等々

として存在しています。

自分はこうした偉大なる存在になろうとしていると考えているすべての皆さん、自分は

地球を救っていると考えているすべての皆さん、今はそれを手放す時です。地球に奉仕

してください。皆さん自身に取り組んでください。しかし、皆さんはこれほど偉大だと

皆さんに伝えているあらゆる執着を手放してください。何故なら数多くの皆さんにとっ

てその執着は、自分達は偉大であるという考え方から自分達は他の人々よりも偉大だと

いう考え方に変わってしまう部分になっているからです。そうです、皆さんは皆さん自

身に対してそれを認めていません。皆さんは皆さん自身を愛情深い思いやりある存在で

あると考えているため、皆さんは他の人々の逸脱やその他いろいろを許します。これは

人間の思考体系であり、霊的な現実性内部の思考体系ではありません。

この部分は、自分達はそのすべての答えを持っていて、その答えはもしも自分達がこの

愛情深い思いやりのある存在であればあらゆる物事がそれなりに上手く収まると考えて

、数多くの人々が見当違いをしている、とわたし達が指摘している部分です。そうです

、ひとりの人間としての皆さんは数多くの思考体系、信念、そして執着を手放している

ため、一部の人々はそれなりに上手く収まるようになるでしょう。しかし唯一の答えが

愛情深く思いやりを持つようになる等々と考えることもまた信念体系であり、人間の現

実性と考え方に対する執着です。

さて、わたし達は11-11-11に起ろうとしていることに戻ることにして、数多くの人々が
すべきこととすべき方法について混乱しているように見えるため、わたし達は幾つかの

示唆を添えておきたいと思います。

このエネルギーを皆さん自身の存在のために利用してください。もしも皆さんが大地に

根差すことが必要であれば、皆さんは母なる地球の核心部分に根差すことができま

すが、しかしわたし達は、皆さんがそのエネルギーを受け取る時期に、皆さんは以下の

ことだけをするように勧めます。地球に向けてそのエネルギーを流さず、エネルギーを

受け取る際にはただ皆さんが地球に支援されるようになってください。母なる地球の核

心部分は既にこのエネルギーを通り越していて、現時点ではそのエネルギーは必要では

ありません。地球の他の部分は依然として浄化を必要としていて、このエネルギーを通

過させることはこの時期に必要とされているよりも多くの浄化を実現することになりま



すが、場合によっては地球自身の時系列内部でわたし達が地球にこの調整をさせる場合

よりも大幅な混乱をもたらすこともあり、またそのようになるでしょう。

地球と協力している数多くの人々にとって、そうです、一部の人々は依然として古い地

球のグリッドと結び付いているため見当違いをしていますが、人々が受け取っている情

報はこのグリッドを通して現れているエネルギーの影響を受けています。

母なる地球のことに取り組むのであれば、皆さんが母なる地球のために必要だと考えて

いる方法や対象に関しては、地球のエネルギー、ありとあらゆる執着や信念体系を完全

に切り離すことをわたし達は皆さんに求めます。皆さんの光を送り込む場合でさえ、そ

の善を行おうという意図で、皆さんは皆さんが必要と考える最良の方法を用いて母なる

地球に役立っている、と考えますが、これはひとつの信念体系です。母なる地球は現時

点では地球自身の次元上昇の周期の中に存在し、地球が必要としているのは、皆さんが

皆さんのことに取り組むことだけです。

地球は完璧に自分自身の過程に取り組むことができ、そして支援が必要な時にはこの過

程で地球を支援することができる存在達を見付けることができます。

皆さんは今後皆さんが求められている時を認識するようになりますが、しかしわたし

達は、もう一度皆さんがこれについて明確な導きを見付け出すことを求めます。何故

なら、数多くの皆さんが依然として今起っていることや皆さんができる働きに対する執

着を持っているからです。

11-11-11は、他の人々に対する奉仕の道筋に存在している人々のためにさらに大幅な明
瞭性をもたらすことになるでしょう。しかしこの大幅な明瞭性がひとつの大幅な明瞭性

になることができるのは、皆さんが人間の現実性と霊的な現実性に属する数多くの異な

る領域の中にある皆さんの執着と信念体系を手放す場合だけです。

皆さん自身を騙すことなく、皆さん自身を誤魔化さないでください。何故なら、皆さん

は今ひとつの新しい現実性に向かう次元上昇の最終段階に入っているからです。そして

一部の人々にとって、それは物質的な身体の転生という周期からの次元上昇になります

。



わたしが伝えておきたいもうひとつの部分は一体性の法則の下に存在することについて

であり、そうです、これは普遍的な大宇宙の法則であり、皆さんはただの物質的な存在

以上の存在であることを皆さんが自覚しはじめた時点で、実際にその法則は地球上にも

現れます。それぞれの存在が自由意思、自由な選択の権利を持ち、そしてそうです、異

なる選択を行う存在たちも現れるようになります。皆さんは彼らを無視することも認め

ないこともできますが、しかしそれは彼らがそこに存在しないことを意味している訳で

はありません。

皆さんの人間の世界とまったく同じように、ただ皆さんが彼らはそこに存在しないと考

えたからといって、彼らは消え失せません。それはそのすべての存在の現実性であり、

地球上のそれぞれの存在は単なる物質的な存在というだけではなく、霊的な存在でもあ

るからです。これは、たとえ彼らが皆さんの人間の現実性の内部で皆さんの近くに存在

していないとしても、彼らは彼らの霊的な現実性の内部に存在することができることを

意味しています。これは、彼らは霊的なエネルギーの現実性の内部で皆さんに影響を与

えることができることを意味しています。

わたし達がこの事実について皆さんに注意を促しているのは、これがその理由です。何

故なら、異なる選択をして、地球の次元上昇が起ることを確認したくない数々の存在

達や、そしてそうです、その手の人間達が存在しているからです。

彼らは妨害するでしょうか？　そうです、皆さんがそのエネルギーをあらゆる方向に動

かし、このように今起っていることに影響を与えているように、彼らは自由意思と選択

の権利を持っているため、妨害することができます。

皆さんは、光が広く行き渡るためそれは不可能だと考えて、皆さん自身を誤魔化すこと

もできます。人間の信念体系に対する執着は、霊的な現実性の内部では機能することは

ないでしょう。

皆さんがわたし達について、高位の熟達者達、光の存在達と口にする時、皆さんはわた

し達を愛情深い思いやりがある存在達として理解しています。わたしは皆さんが、この

熟達者あるいは存在は決してこのようなことは言わないだろう、彼らは愛情深く思いや

りがある、と口にする時にそれを確認しています。皆さんは、あらゆる存在が所有して



いるわたし達の自由意思を否定しています。数多くの方法でわたし達自身を表現する自

由な選択権は、あらゆる皆さんが数多くの異なる方法で皆さん自身を表現する選択権

を持っていることとまったく同じです。

わたしが伝えたように、わたし達はあらゆるものとして、皆さんが思い描くことができ

るあらゆるエネルギーとして、そして皆さんがまだ経験していないあらゆるエネルギー

として存在しています。わたし達が単なるひとつの事象であると口にすることは、一体

性の法則に従っているわたし達の自由な選択権を否定しています。

そしてそうです、今回わたしはわたしの交信者に感謝したいと思います。何故なら、彼

女は数多くの他の交信者達が進んで記録しないひとつのメッセージを記録してきたから

です。

彼女はわたしの言葉を記録する時に、骨身を惜しまずに配慮しています。何故なら、彼

女はわたしが送るエネルギーからそれを翻訳し、わたしがどのようにしてそのメッセー

ジの言葉使いの中でわたし自身を表現したいのか、ということに彼女は完全に意識を集

中しているからです。そして、彼女はメッセージを記録している間にありとあらゆるエ

ネルギーの変化を感じ、言葉使いが少々ずれている場合を認識しているからであり、そ

れでも彼女は正しい言葉使いを受け取るまで待つでしょう。

そうです、彼女は人間であり、その通り彼女は間違うこともあり得ますが、しかし数多

くの他の人々がただ自分自身の信念体系にしっくりくるメッセージに取り組んでいる

時に、彼女は正しく理解することに取り組んでいます。

彼女は彼女という存在のエネルギー内部で理解し把握しているものを表現しているため

、彼女はわたしが人間の現実性に入る入り口になっています。彼女という存在のエネ

ルギーを用いて、わたしはそれを人間の現実性の内部で今起っていることについてのわ

たしの理解に変換することができます。そして数多くの異なる状況の中でいつでも支援

することができる情報とエネルギーに関する限り、必要とされているものをわたしがい

つでも調整することを許しています。

イシス

Isis
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その計画は、ひとりひとりの人間それぞれがいつも新しい地球の5次元の現実性に向っ
て進んでいる状態になっているため、数多くの人々がその計画を理解していないように

見えます。 
ひとつの特殊な集団だけではなく、ありとあらゆる人間が含まれています。 
ですから、そうです、5次元の現実性に進むことを選択したあらゆる存在達があらゆる
人間と一緒に進むことになるため、失踪は起っていません。これには皆さんが光の活動

家と呼んでいる人々では無い人々も含まれています。実際にひとりひとりの人間は、今

回の地球上の転生に参加する前に、既にこれを選択しています。 
わたしが失踪について伝える時、そしてそうです、数多くの人々が数多くの異なる交信

者や他の存在達を通して人々が失踪すると伝えられている時、これから人々を支援し、

人々のために活動し、人々を宇宙船に連れて行き、あるいは人々をこの世界から人々を

連れ去る存在達がこの世界に存在していると考えているという事実で時々騙されてい

る人々にわたしは直接話し掛けています。 
まるで、これに取り組む必要はない、皆さんが何をしようともそれはすべて起る、と数

多くの人々が伝えられてきたようなものです。 
これは同様にひとつの虚偽です。何故なら、数多くの人々が、それが起るように取り

組み、人々の数と行われた結果に左右されながら、皆さんは成功を収めるようになるか

らです。 
それぞれの存在が創造する時、エネルギーは流れ、数多くの方向に移動します。しかし

、創造とは皆さんがそのエネルギーを一定の方向に移動させていることを意味してい

ます。その上エネルギーはすべて自発的に流れますが、しかしエネルギーはそれ自身で



流れるため、どのような方向性も持たず、可能などの方向にも流れ、最も少ない抵抗の

道筋の方に進むことになるでしょう。創造するためには、皆さんは皆さんが創造する

ことを望む方向にエネルギーを動かすことができるようになる必要があり、皆さんはこ

れを続ける必要があり、皆さんはいつもエネルギーを方向付けることが必要になるため

、これを最後までやり通すことが必要になります。もしも皆さんが最後までやり通さ

なかったとすれば、そのエネルギーはふたたびエネルギー自身の流れに従い、最も抵抗

の少ない道筋に向うようになるでしょう。これは、あらゆる可能な方向に流れ、皆さん

が創造したい部分にはならないでしょう。 
それは、人間の視点から学ばなければならないひとつの主題です。何故なら、皆さんは

既に霊の内部でその知識を所有しているからです。しかし、時の中のこの瞬間において

、その創造的な側面は霊的なエネルギーと物質的なエネルギーを同化しています。物質

的なエネルギーはとてもゆっくりと流れ、さらにゆっくりとしたエネルギーの内部で創

造することはある程度の時間がかかってしまうため、多くの配慮が必要になります。 
霊的な世界の中でエネルギーが働く様子を学び、皆さんの霊的な現実性と物質的な現実

性を同化することを学ぶことが非常に重要になるのは、これがその理由です。 
ひとつひとつの存在それぞれが自由な選択権を持ち、またあらゆる方向を選択する意志

を持っていて、皆さんが数多くの異なる視点からこれを観察することができるような方

法を理解する際に、わたしはその支援をするために今ここに存在しています。 
皆さんは人間の現実性に眼を向けているため、皆さんはそのエネルギーの内部の変化に

絶えず気付いているひとつの小さな集団だけを確認しています。今は、ひとりひとりの

個人それぞれがこうした変化に目覚め、気付くことが必要とされている時です。 
また一方で、もしも目覚めている人々が創造とエネルギーの働きを理解していれば、そ

れは有益なものになります。人々が可能性の内部に存在しているこの新しい地球の現実

性を創り出すことができる方法について、さらに大幅な明瞭性を持つようにしてくだ

さい。 
未来はいつもエネルギーの動きで流動的になっていて、それぞれの存在は動き、ひとつ

の明確な結果のようなものは存在していないため、わたしは可能性という言葉を使って

います。ただ可能性が存在しているだけです。 
もしも皆さんがその変化を起こすために全力で取り組んでいて、この新しい地球の現実

性を創り出す一部になっているのでしたら、そうです、誰にも皆さんの邪魔をさせない

ようにしてください。 
しかし、皆さんの道に立ちはだかる人々が現れるようになることを良く理解してくだ

さい。 



今起っていることの自覚と明瞭性がとても重要になります。皆さんは皆さんの未来が創

り出されていることを確認したいと思っているため、皆さんの未来のために戦う準備を

してください。 
数多くの人々はこの状態と共鳴していない状態であり、数多くの人々が異なる意見を

持ち、これは皆さんが対処できるものであり、また対処できないものでもあることをこ

こで良く理解してください。より大きな部分にとって、それは問題になりません。し

かし、それはいろいろな方法で創り出されている新しい現実性に影響を及ぼす可能性が

あり、皆さんは皆さんが同じ考えを持っている存在としてお互いを理解することができ

る方法を見付け出すことが必要になるでしょう。 
小さな違いは問題ではありませんが、しかし数多くの起るべきものと起る可能性がある

ものに対する信念と執着を手放し、最も大きな展望に意識を集中することが重要になり

ます。 
あらゆる人間が新しい地球の5次元の現実性に向って進んでいて、さらに遠くまで進む
ことを選択している人々は、それが可能になっています。 
しかし、これはひとりひとりの皆さんが執着と信念体系を手放す場合にだけ実現するこ

とができるものです。その執着と信念体系は、まさに皆さんが地球に現れる前に数多く

の皆さんが同意していた望ましい結果に到達する邪魔をする可能性があり、また邪魔を

するようになるでしょう。 
もしも皆さんが進んでこころを開いているのであれば、充分に自覚を持ち、ひとりひと

りの人間それぞれのために、この新しい現実性を創り出す皆さんの力の内部に存在して

いるあらゆる物事を利用してください。一部の存在達の集団のためだけではなく、全人

類のために利用してください。 
わたしは皆さんにこの事実についてのわたしの考え方を提供することができるだけで

あり、数多くの人々がそれを闇や否定性として理解するかもしれません。しかしわたし

がそれを確認しているように、皆さんはちょうどその時ある暗い場所の中にいます。そ

の脱出方法は、明瞭性を見付け出すことであり、それを一部の人々は扉を発見するため

の光と呼ぶかもしれません。闇から脱出する唯一の方法は、闇を理解し、あらゆる側面

で闇を認識することです。何故なら、皆さんがこの闇に入る方法を見付け出したからで

あり、皆さんはその最初の場所の中でその場所に辿り着いた方法を理解することによ

って、皆さんの脱出方法を見付け出すことができるからです。 
時には、皆さんの答えの一部を見付け出すために、皆さんはさらに暗いさらに密度の高

いエネルギーに移動しなければならなくなります。 
イシス
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このポータルの開放は、巨大な移行として数多くの人々によって確認された、ひとつ

の出来事になりました。 
前回のメッセージでわたしが説明したように、このポータルは、このポータルによっ

て提供された周波数に上昇する準備を整えていた人々のために存在していました。 
そこには、時間を通して移動させられたり変化させられたりした数多くの歴史的な出

来事や時系列への直接的な結び付きが含まれています。 
このポータルは人類としての皆さんのためのものであり、地球のためのものではあり

ません。母なる地球の核心部分は既にさらに高い周波数の内部に存在していて、地球

は地球の内部の歴史を、地球自身の歴史を持っています。 
数多くの人々が自分達のエネルギーの内部の移行を確認しており、起る可能性がある

ものの見通しを確認しました。 
他の人々は何も感じることはなく、これはこれで大丈夫です。 
これは何かを感じた人々や感じなかった人々について伝えているのではなく、今すべ

ての皆さんがこうしたエネルギーと同調する、あるいは同調を始めるために利用でき

る機会について伝えています。 
一部の人々はまだ同調することができませんが、それは完全に普通のことです。すべ

ての人がこうしたエネルギーに移行することを許すひとつの周波数に到達している訳

ではないからです。 
一部の人々にとって、それはこうした周波数に移行する彼らの道筋ではありません。

 
わたし達は今まで執着と信念体系を解き放つことを何度も伝えてきました。それが皆

さんの経験をいつも邪魔するからです。 



外部のメッセージは、皆さんに優れた判断力に関するすべてを確認する機会を与えて

いますが、しかしこの日に向けた期待がとても大きなものであったため、執着と信念

体系を解き放つことがすべての目標になっています。 
数多くの人々が聖なる場所の中に集まったため、わたし達は皆さんが何処に存在して

いるかは問題ではないことを皆さんに気付かせたいと思っています。このポータルは

地球上に存在しているものではなく、さらに高い次元の周波数の内部に存在しており

、ですから皆さんが何処にいるとしても、皆さんはそのエネルギーに達することがで

きます。 
数多くの皆さんにとって、今は一歩退いて、この瞬間の皆さん自身の過程の内部で皆

さんがどこにいるかを確認する時です。皆さんが皆さん自身の周波数を引き上げてい

る時に、皆さんが持ち続けている信念体系や執着は何でしょうか。皆さんは皆さんが

こうした周波数に到達することを阻んでいる皆さん自身の妨害物を片付けているから

です。 
繰り返しますが、わたし達は地球に就いて話しているのではなく、地球上に存在して

いる皆さんについて話しています。現時点では地球の過程はひとりの人間としての皆

さんの過程から完全に切り離されています。 
一部の人々が経験しているものは、ひとつのエネルギーの予測として、予言されてい

た幾つかの物事が起るようになる、彼らの信念体系が彼らのためにそれを起こさせる

、というひとつの堅固な信念体系として理解できるものです。それは彼らの経験が本

物ではなかったことを意味しているのではなく、その経験は完全な光景ではなかった

可能性があることを意味しています。執着と信念体系は、本当に起っていることでは

なく、皆さんが必ず起らなければならないと考えているものを皆さんに提供するひと

つの方法を備えているからです。 
人間が地球は平面だったと完全に信じさせられていたように、これは、彼らの信念体

系が彼らに伝えたものであり、それを変えるには時間がかかり、地球が丸いものだと

明らかにしているひとつの状況でさえその当時の人々のほとんどを納得させることは

ありませんでした。 
数多くの人々が、自分自身の信念体系と執着を今起っていることを完全に経験し理解

することを妨げる可能性があるものだと理解していません。これは、ニューエイジ運

動や霊的な教義の内部にも数多くの信念体系が存在しているからです。 
彼らの一部の者達は、皆さんを皆さんの過程あるいは皆さんの道筋の内部で、皆さん

を一定の立場に置くことが必要になっています。現時点は、こころを開き、自覚を

持ち、さらに高い皆さんの意識の一部が入ってくることを許す時です。 



数々の次元は皆さんの宇宙の内部にあり、ひとりの人間としての皆さんにかなり影響

を与えているため、またわたしは数々の次元について少し説明したいと思います。 
すべての次元は同じ空間の内部に存在していて、そのそれぞれの間の唯一の違いは周

波数だけであり、幾つかの次元では実際に一定の場所で周波数が重複しています。 
皆さんは物質的な身体で3次元の周波数の内部に存在しています。あるいはもう少し
詳しく言うと、皆さんは普遍的なエネルギーから創り出されている物質的な身体に結

び付けられていて、皆さんは物資的な身体の内部に皆さんのエネルギーの一部を置い

ていました。 
皆さんの宇宙の内部のこの世界には数多くの他の存在達がいて、一部の存在達は物質

的な身体の姿で現れることができ、そして一部の存在達は地球上で確認されるために

実際の物質的な身体を必要としています。 
彼らは主に5次元からそれ以上の他の複数の次元の内部で生きています。 
これは、彼らがそういった数々の次元の内部でひとつの物質的な身体を持っているこ

とを意味している訳ではありません。数多くの人々が既にその時点を超えた次元上昇

をしていて、他の存在達はそれを始めるための物質的な身体を全く持っていないから

です。 
物質的な身体の外見は、皆さんが異なる手段で在り方を学び経験するために創り出さ

れたひとつの現実性です。 
あらゆる存在が物質的な身体の経験を選択してきた訳ではありません。 
物質的な身体の経験から次元上昇を遂げた存在達は、物質的な身体を身に着けること

なく数多くの次元を移動することができます。彼らはその創り出された現実性から抜

け出して、その現実性にこれ以上影響を受けることがないからです。 
わたし達はさらに高い周波数に移行している地球について伝えていますが、地球はま

たこの創り出された物質的な身体の現実性の内部に存在していて、この創り出された

物質的な身体の現実性から移動する準備を整えているところです。 
皆さんが皆さんの宇宙の内部の物性として確認しているあらゆる物事は、この人間の

経験のために創り出された現実性の一部として存在しています。この世界には、皆さ

んがひとりの人間の経験の内部に存在している間は見ることができない数々の惑星や

系が存在しています。 
この事実は、現時点で皆さんが気付いていない数多くの存在達がいることを意味して

います。それぞれの集団が、結び付くことや支援すること、あるいは地球上で今起っ

ていることの一部になる必要性を感じている訳でありません。しかしながら、彼らは

皆さんの宇宙の内部で働き、こうした方法で支援しています。 



あらゆる物事がひとつの効果を持っているように、今地球上で起っているあらゆる物

事が皆さんの宇宙の内部で今起っている物事に影響を与えています。しかし一方で、

皆さんはより多くの次元を皆さんの物質的な現実性に融合しているからだと言ってし

まうと、そういった数々の次元の中の存在達がひとつの物質的な現実性のより多くの

物事を経験するようになるということは事実に反していることになってしまいます。

こうした存在達は、創り出された物質的な身体の現実性の一部として存在している訳

ではなく、従って物性に対処するように強いられるような方法に影響されることはあ

りません。 
皆さんの数々の宇宙の内部には、数多くの創り出された現実性が存在しています。現

時点で依然としてひとつの物質的な姿を含んでいるひとつの創り出された現実性を持

っている唯一の場所が、地球になっています。 
またこれは、皆さんが皆さんの現実性の内部で確認しているどのような宇宙船も物質

的なものではなく、しかし物質的に出現していることを意味しています。 
地球が物質的な現実性から離れようとしている時に、依然として物質的な現実性から

離れる準備をしていない数多くの人間達が存在しています。これが、わたし達がより

多くのポータルとエネルギーの経路を開くことに取り組んでいるひとつの理由です。

 
こうした数多くのポータルは、地球に資することのない利用を阻むために今まで閉じ

られていました。現時点において、わたし達はそれを開くことに細心の注意を払って

いて、数多くのポータルはただ一瞬の間だけ開くことになっていて、地球がその物質

的な現実性から離れる準備を整える時までに、再び閉じられることになるでしょう。

 
11-11-11に開いたポータルは、数々のエネルギーを取り込み、そのエネルギーが地球
上の数多くの人間を支援することができる人々に向かって流れるようになるまで開い

たままになっているでしょう。それは、数多くの人々が個人的な水準で自分自身の内

部の答えを見付け出すために必要になっている皆さんの記憶の一部を元に戻す際に非

常に役立つものになっているからです。 
今、数多くの人々の内部で起っているすべての物事を、わたし達は充分に承知してい

ます。そして今は内面にさらに深く入り込んで行く時ですが、しかし皆さんが見付け

出す可能性があるものに対して優れた判断力を用い、執着を持たないようにしてくだ

さい。 
数多くの人々が抱いている、数々のエネルギーが自分達を引き上げて別の次元に連れ



て行くことになる、という期待は、ひとつの誤解です。ひとりひとりの皆さんそれぞ

れが、いまだに3次元の現実性を超えて進む準備を整えていません。数多くの人々が
今まで自分の周波数をさらに高い次元水準にまで引き上げてきましたが、しかし依然

として皆さんを3次元の現実性の体系につなぎ止めている数多くの執着と信念が存在
しています。 
わたし達は開放されているさらに多くのポータルに接近しているため、こうしたエネ

ルギーが今後全体としての人類にもたらすものに関して、わたし達はただ皆さんが執

着や信念体系を持たずにこうしたエネルギーを活用することを求めています。 
現時点では、次元上昇の過程は皆さんの手に委ねられています。それは地球の次元上

昇の過程と結び付いていない状態であり、現時点においてその過程自体は完全に異な

るものになっているため、ひとつの完全に分離した過程として扱われることになる

でしょう。 
母なる地球は現時点で地球が行わなければならないことを認識していて、地球は地球

の過程に取り組んでいるため、それを行う空間が必要になっています。 
そうです、一部の流入しているエネルギーは今後地球にも役立つようになり、これが

現在そのエネルギーが地球上のあらゆる場所に送られている理由になっていて、今後

は地球のあらゆる場所を同じように取り囲むようになるでしょう。地球上で強弱の差

が開く場所はどこにもなくなるでしょう。またこの状態が、進むことができない人々

も平等な機会を持っていることが確認されるでしょう。皆さんが特定の時に特定の場

所に存在する必要があり、誰もがその場に存在する機会を持っていないと伝えられて

いる時に、数多くの人々が取り残されているように感じていることをわたし達は理解

しているからです。 
エネルギーが特定の場所に固定されるようになると人々が信じている場合、過剰な

エリート主義者の集団体制になっていました。 
そうです、地球上には数多くの強力な場所があり、現時点ではそのすべてが充分に活

性化されていない状態になっています。そして数多くの人々が今まで数多くの異なる

方法でこうした場所を利用してきました。現在は皆さんがこうした場所に足を踏み入

れることがそうした場所が用いられた方法になっているため、それは完全に活性化さ

れることはないでしょう。一部の人々は実際にそうした場所の内部で自分達の過去の

生涯の経験に足を踏み入れ、それ以降、エネルギーを受け取るようになるでしょう。

今、ひとりひとりの皆さんそれぞれがこうした強力な場所とつながることができ、本

人が直接その場に存在することで差が出てくる訳ではありません。その考え方は、皆

さんが解き放つことができるひとつの信念体系と執着です。 



しかし一方で、わたしは皆さんに、現時点において数多くの人々が3次元の周波数の
内部で休眠状態になっていることを伝えようとしています。時にさらに高い周波数の

内部でさえ、数多くのこうした場所がある時点で不活性化されていました。同時に、

一部の場所は依然として支配体制によって利用されています。 
皆さんはより高い次元を通してこうした多くの場所に入り、活性化のために利用する

ことができますが、しかしこうした活性化は現時点において通常は強力な場所の内部

にあるものになっていないことを自覚してください。数多くのこうした活性化は、皆

さんが以前の生涯で行ってきたものの記憶や経験であり、それは皆さんの意識に呼び

戻されています。皆さんは回想し、思い出し、地球上の霊の内部の皆さんのすべての

存在の完全な表現になろうとしているからです。 
依然として皆さんすべてにとって思い出すことが数多くあります。皆さんが優れた判

断力を持つこと、執着と信念体系を解き放つこと、それをわたし達が皆さんに再認識

させ続けているのは、これがその理由になっています。 
皆さんが今地球上で起っていることの展望を持っている場合でさえ、現時点では、あ

るいは将来も、すべての執着を解き放ってください。その現実性は、あらゆる物事が

あらゆる瞬間に創り出されている状態になっているからです。執着や信念を持つこ

とは、あらゆる瞬間に皆さんに影響を及ぼす可能性があります。 
これは次元上昇の道筋という旅であり、そして今回の旅はその結果よりもさらに重要

なものになっています。その旅だけが皆さんを望ましい結果に導くことができるから

です。その結果として存在しているものは、現時点で数多くの人々に認識されていな

いものであり、その旅に意識を集中して、その結果と同時に皆さんの玉のそれぞれの

瞬間に起ると思われているものに対する執着を解き放ってください。 
新しい日々が訪れ、新しい日々が過ぎ去って行くことになりますが、一部の日々は重

要な日になる可能性があり、別の日々は重要性が低いように思われます。皆さんがそ

れに対する執着を解き放つことができるとすれば、皆さんは既に皆さんの旅の上で大

幅な飛躍を遂げていることになります。 
そうです、わたし達が皆さんに流入している新しいエネルギーを気付かせるようにな

る日々があり、このエネルギーが皆さんの何に対して支援できる可能性があるか、わ

たし達はそれを皆さんに説明しようとするでしょう。 
しかしながら、そのエネルギーは何れもひとつになることはなく、人類の意識の内部

でひとつの移行を創り出すだけになるでしょう。その移行はすべての皆さんの内部で

創り出されるため、それはすべての皆さんの内部で成長します。そのエネルギーは皆

さんを支援するためにそこに存在しています。 



移行を起こすことができる唯一の方法は、皆さんがそれを起こすかどうかにかかって

います。 
現時点で、一部の人々は起ることになるだろうと伝えられていたものによって失望し

ているため、今は、皆さんが伝えられた多くのことは、皆さんが起ることを確認し

たかったものによって、あるいは既に起っていなければならないと考えているもの

によって、影響を受けてきたことを伝えておくには良い時だと思います。 
ひとりひとりの個人それぞれがその結果に対する執着を持っていて、数多くの交信者

達が、自ら外部の情報源か自分自身の信念体系や執着のどちらかあるいは両方によっ

て影響を受けるような状態にしています。 
わたしは誰ひとりとして除外しいる訳ではなく、それぞれの交信者やまたその交信さ

れたメッセージを読んでいる各個人が、執着と信念体系を持っています。 
一部の人々は、自分達は正しい執着あるいは信念体系を持っていると言うかもしれま

せんが、それはどうでも良いことです。 
正しい悪いなどは関係ありません。 
新しい現実性を創り出すことは、皆さんが創り出す方法、創り出す時、創り出したい

ものを学ぶことが必要になることを忘れないでください。 
これは、皆さんの内面と外部に対する深い探求が必要になります。皆さんの理解がこ

の探求のどの瞬間においても変化することがあり得るからです。 
皆さんが今現在その中に存在している現実性は、他の人々によって創り出されたもの

ではなく、皆さんはその内部で皆さんの役割を演じていました。皆さんの内部には、

この現実性を変える際に皆さんを支援することができるその答えが存在しています。

 
各個人は自分自身の道筋、自分自身の経験、そして自分自身の表現を持っているとい

う注意を添えてからわたしはこのメッセージを終えたいと思います。 
他の人々の経験に執着しないでください。皆さんひとりひとりが皆さん自身の過程の

内部に存在し、皆さんひとりひとりに関して今後はその過程は異なるものになって行

くからです。皆さんの現実性を変化させて異なる現実性の意識に向かって成長しな

がら、皆さんひとりひとりがこの次元上昇の過程に取り組んできました。 
皆さんひとりひとりのためにあらかじめ定められた過程は存在しません。何故なら、

皆さんは皆さん自身の旅に従い、皆さんひとりひとりが自分自身の旅を経験していて

、他の人々に起っていることは皆さんの旅の上に存在しないかもしれないからです。

 



皆さんひとりひとりが皆さんの旅の中の異なる時点に存在しています。そして、他

の人々が彼らの旅の何処に存在しているかということに対する執着によって、皆さん

は皆さん自身の旅の内部で必要となる経験をすることができなくなります。 
皆さんひとりひとりが異なる方法で経験するようになり、これが人生の究極の目的

です。 
創造し、経験し、学び、拡大し、それぞれの存在は、完全に自分自身の道筋の内部と

自分自身の旅の内部で同期を取りながら、自分自身の特別な方法でこれを行うことに

なるでしょう。 
他の人々が達成してきたものを目標にするのではなく、皆さんが達成できるものが目

標になります。 
皆さん自身の方法を見付け出すために、他の人々の経験を用いてください。皆さんは

可能性の指針としてその経験を利用することができます。しかし皆さんはその経験が

持つ可能性に対するそれぞれの期待を解き放ち、これから現れるあらゆる物事を経験

することを許しているため、そういった可能性の中から皆さん自身の経験を見付け出

してください。 
これが一体性に向かう皆さんの旅です。 
イシス

Isis 

Through Petra Margolis
November 12, 2011
www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/146203/isis-what-happened-11-11-11 
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今日のメッセージは、優れた判断力

今日のメッセージは、優れた判断力
The message for today is discernment
13 November 2011 - 5:56pm 

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

Isis, The message for today is discernment.

今、わたし達が優れた判断力について伝える場合、皆さんはメッセージを見定めなけれ

ばならないことをいつも考えています。

また優れた判断力は、皆さんがそのメッセージに対するどのような反応を読み取る場合

にも必要になることをわたしは付け加えたいと思います。

この世界には、他の存在達と交信しようとしている数多くの人々が存在していますが、

しかしさらに重要なこととして、数多くの人々が自分自身という存在と交信しようとし

ていないことです。

交信内容は、ほとんどが皆さんに皆さん自身の状況を知らせることができるというメ

ッセージを受けとっているものとして理解され、あるいはさらに拡大して、ひとつの大

規模な集団のために利用できるものとして、理解されています。　

また交信内容は、皆さん自身という存在を良く知るようになる部分にもなっています。

数多くの人々がこころの内部の認識としてこれを理解しています。こころはただその認

識が通過する唯一の部分になっているため、これが時に計算違いになります。

こころはそれ自体で感じ、翻訳することはなく、精神がそれを行い、これが実際に言葉

でこころが経験しているものを説明することを困難なものにしている部分です。

脳と精神、そしてこころの間のつながりが必要になります。

このつながりは、皆さんの人間としての部分が皆さんの霊的な部分を理解するために明

確になっている必要があります。

皆さんの人間の部分はこころの内部にひとつの認識が存在していることを理解している

ため、時にそれは人間が理解できる方法で人間に対してこれを表現することが必要にな



るでしょう。

ここが、物質的な現実性と結び付いた状態で解放が起る可能性がある部分です。

皆さんが何を感じようとも、あらゆる物事が可能であるという結論を出してきた人間で

ある皆さんのこの部分がいまだに存在していますが、しかし皆さんが人間の内面にもう

少し深く眼を向ける時、いまだにその正反対を考えている部分が存在しています。

これが、脳、精神、そしてこころの間の明確なつながりが必要とされている理由です。

人間としての部分は説明が必要であり、こころはそれを必要としません。

しかし、皆さんを物質的な現実性につなぎ止めているのはその人間としての部分です。

皆さんが皆さん自身の存在と交信を始める時、皆さんのさらに高い自己はただひとつの

小さな部分であることを自覚してください。皆さんは皆さんのこころと交信することが

でき、皆さんは皆さんという存在のより高い部分と交信することができ、人間の水準に

おける皆さんという存在の内部には、情緒的な身体、数々のチャクラ、その他多くのも

ののように、既に交信できるようになっている数多くの部分が存在しています。

ある人は、自分達の根源となる存在に到達することを一層ずつ剥がすことのように言い

表していました。

わたし達はそれを、人間の内部の各層を統合することとして理解しています。

ここは、統合が始まる場所です。

数多くの人々が次元上昇の過程はたった一回の事だと考えています。わたし達は数多く

の人々が次元上昇を経験していること、次元上昇はいつでも起っていることを確認して

います。

周波数内部の上昇です。

次元上昇は、単なるひとつの言葉であり、皆さんはその言葉に対するすべての執着を解

き放つことができます。

しかし一方で人間の精神は理解するための言葉を必要としているため、わたし達は数多

くの人々によって理解されているひとつの言葉を用いる必要があります。そして次元上

昇は周波数内部の上昇を言い表しています。

物質的な現実性から完全に次元上昇することに関する限り、わたし達は大宇宙の次元上

昇という名前を使用してきました。

これは、物質的な身体から次元上昇して、皆さんの宇宙の状態に戻ることを説明してい

ます。

現時点において、数多くの人々が自分達のこころの中で望んでいながら自分達の精神の

中では説明することができないひとつの過程を言い表している言葉に過ぎません。

数多くの人々にとって、それは根源、つまり神に戻ることのように感じています。



皆さん自身の根源の自己、つまり神としていの自己への復帰です。

皆さんは皆さんの根源の存在、つまり神としての自己の状態に到達する時、皆さんは実

際に皆さん自身に話し掛けています。

数多くの人々が、創造主、神、あるいは根源と一体になることに関心を向けています。

霊の中では既にこの一体性が存在していて、皆さんはあらゆる物事であり、皆さんは創

造主、神、あるいは根源であり、皆さんにとって、皆さんが霊の中に存在している状態

にとって、こうしたものは異なる名前のすべてになっています。

こうした部分に到達する時、数多くの人々が一体性を感じますが、しかし、その精神の

内部では彼らは依然としてひとつの異なる方法でそれを説明しています。彼らは創造主

、神、あるいは根源と一体になったように感じます。そして彼らはこの存在になってい

ることを自覚しているにもかかわらず、彼らはこれを別々の存在として理解したままの

状態でいます。

言葉は人間に対してこれを言い表すことができません。そして最終的に皆さんはこの時

期に皆さんのこころが望むすべてを達成したため、その感覚は時に抗し難いものになっ

ています。

人間はこうした感覚を理解していません。そしてそれを説明しようとするでしょう。し

かしまた皆さんはさらにそれを人間の視点からも経験しています。

これが、人間の物質的な現実性にその数々の層を統合していることについてわたし達が

話している理由です。

ここは、皆さんが皆さんの存在のあらゆる部分を通して霊の中を移動し、こうしたエネ

ルギーを貯蔵している場所です。これを行う最良の方法は、脳を通過させ、精神を通過

させ、それをこころの中に移動させることです。

さて、こころは異なる数々の側面から創られていると同時に、一部の人々は高いこころ

と他の部分の存在に気付いています。数々のこころの空間それぞれに人間の精神の内部

であってもより簡単に翻訳することを許す一定の符号化が含まれているため、こうした

すべてをひとつにすることが必要になります。

精神、脳、そしてこころのエネルギーを融合してひとつの大きな空間にすることが可能

になっているため、それは組み合せの処理過程になっています。皆さんは皆さんという

存在のより多くの部分を統合して、それはこの空間と結び付くようになるため、この空

間はさらに大きなものになるでしょう。

物質的な身体の内部のこころの空間を維持することによって、皆さんは物質的な身体が

霊的な数々の身体とひとつになることを許し、そしてその霊的な身体が物質的な数々の

身体とひとつになることを許しながら、物質的な身体の内部のそれぞれの部分を統合し



ます。

わたし達は、霊の中の皆さんという存在の内部で既に認識されているものを説明するた

めには、時により多くの言葉が必要になります。しかし、数々の言葉はいつもその認識

しているものを充分に表現することはできないことを皆さんが理解する限り、それで大

丈夫です。

皆さんが皆さんという存在の内部の脳、精神、そしてこころをさらに充分に統合してし

まえば、皆さんは人間の変化についての理解を確認するようになり、もしも必要であれ

ば人間がその知識を表現することがより簡単なものになるでしょう。

いつも学ぶべきものが存在し、数多くの人々が依然として彼らがさらに高い自己と呼ん

できたものが、あらゆる物事を認識している者であると考えているように見えます。

皆さんという存在の内部には知識が含まれている他の数多くの部分が存在しているため

、これはとても制限的な考え方、つまり信念体系になります。

わたし達が皆さんに交信されたメッセージについてだけではなく、またそのメッセージ

に対する反応についても絶えず見定めることを求めているのは、これがその理由です。

ひとりひとりの皆さんそれぞれが信念、執着を持っています。それがどれほど良さそう

に聞こえるとしても、いつも信念あるいは執着があります。

知識は何年もかけて獲得するものではなく、皆さん自身の存在を認識することによって

獲得するものです。数多くの人々が何年も研究しても一歩も先に進めない可能性があり

ますが、他の人々はこころを開き、瞬時に目覚めた状態に到達します。

その違いは、一部の人々は実際に内面に到達せず、彼らが彼の存在の内面のありとあら

ゆる側面に気付くことを許さない方法に彼ら自身を限定してきたからです。

執着の放棄は、皆さんが皆さん自身に対してとても正直になるいことが必要になるもの

です。それは皆さんがあらゆる可能性に対してこころを開くことが必要になります。

そして皆さん自身を誤魔化さないでください。数多くの人々が、何年もの間これを研究

してこの状態になろうとしてきたのだから自分達は他の人々よりも多くの認識の有利性

を手にしていると、考えているからです。

伝えられているように、あらゆる執着と信念に注意してください。

皆さんに自分達のメッセージを与えているあらゆる存在を良く見定めてください。

今は巨大な変化の時であり、たとえわたし達がこれ程何度もそれについて語ったとし

ても、わたし達はそれを繰り返し伝えることになるでしょう。

皆さん自身の信念体系や執着についての優れた判断力、しかしまた他の人々の信念体系

や執着に関する場合の優れた判断力が必要になります。



何故なら、誰もこれを免れることができないからです。

自分達は充分に完全な知識を持っていると考えているひとりひとりの個人は執着を持っ

ていて、その反対を考えて、自分達は充分に完全な知識を持っていないと考えているひ

とりひとりの個人も執着を持っています。

真実という感覚が存在しているため、皆さん自身の自己の中でさえ良く見定めてくだ

さい。依然として執着と信念体系が存在している可能性があり、それが真実という感覚

で干渉しています。

これは簡単ではないことをわたし達は認識しています。これが、内部と充分なつながり

をもち、皆さんという存在のあらゆる側面に到達することが重要になる理由です。パズ

ルのピースのようにそれは互いに組み合わされ、皆さんがそうしたピースを見付け出す

度に、皆さんは認識と理解の異なる方法に気付くようになるでしょう。

しかし一方で、皆さんひとりひとりが自分自身の真実を見付け出すようになることを決

して忘れないでください。これは、他の誰も皆さんのためにその真実を見付け出すこと

はできないことを意味しています。ひとりひとりの個人が自分自身の道筋を持ち、ひと

りひとりの個人が自分自身の真実とその真実に通じる経験を持っているからです。

一体性はあらゆる物事の内部に存在し、その一体性の内部に、皆さん自身の個人的な一

体性の経験が存在しています。

イシス

Isis

Through Petra Margolis
November 13, 2011
www.ascendedmasters.org

http://lightworkers.org/channeling/146264/isis-message-today-discernment



二元性を持った現実性を放置する

二元性を持った現実性を放置する
Leaving the reality of duality
17 November 2011 - 8:04pm 
ペトラ・マルゴリス経由
Channeler: Petra Margolis 
Isis, leaving the reality of duality. 
 
地球は、それが皆さんの人生の中で最も大きな役割とは言わないまでも、二元性が大き
な役割を演じている場所です。 
皆さんは皆さんが現時点で理解していない数多くの方法で二元性を表現しています。そ
してこれが、数多くの人々にとって自分達の執着を地球に向かって解き放つことがとて
も困難なままになっている理由です。 
二元性を完全に解き放つことは、地球の現実性から次元上昇に向かう道の上で最も困難
な一歩になっています。 
現実性が皆さんの人生のそれぞれの部分の内部で統合されるようにする方法を理解する
ことは、それを解き放つ最初の一歩になります。 
数多くの皆さんが既に皆さんの内面に存在している二元性の数々の具体例を確認してい
ると考えているのかもしれませんが、わたしは皆さんにその具体例をそれ以上にいくら
でも提示することができます。 
例えば、皆さんは何故皆さん自身を光の活動家と呼んでいるのでしょうか？ 
それはまた闇の活動家達も存在していることを意味することになるのですから、二元性
が存在しています。光の活動家が善で、闇の活動家が悪です。これは二元性であり、皆
さんが自分自身をひとりの光の活動家と考えた瞬間から、皆さんはその反対が存在して
いることを宣言しています。その状態は全存在の一体性を否定しています。 
一部の人々が、我々は世界を救おうとしている、と口にする時、この世界には世界を救
わないようにしようとする者達も存在していることを意味しています。 
別の例を挙げると、皆さんはこの世界で教師と生徒とを区別します。 
生徒の準備が整った時、教師が現れることになるだろう、と言われています。 
それはまた、教師の準備が整った時、生徒が現れるだろう、と言うこともできます。 
皆さんはすべて両方なので、皆さんは生徒と教師の両方として存在しています。 
皆さんは偉大なる光の存在だ、そして皆さんは日々さらに明るく輝いていると皆さんが
伝えられている時、それは光ではない、あるいは輝きがなくなっている他の人々が存在
していることを意味しているのでしょうか？ 
皆さんは一部のメッセージは皆さんを高めるものとして理解し、他のものは皆さんを高
めないメッセージだと理解しています。 
皆さんは一部のメッセージを闇、あるいは虚偽として理解しています。他のメッセージ
を光からの真実に溢れたものとして理解しています。 



これらはすべて二元性の考え方の状態であり、二元性を確認しています。 
二元性は、時に皆さんの優れた判断力を用いるひとつの手段になっています。人間とし
ての皆さんは判断するひとつの手段が必要であり、二元性が実際に皆さんの惑星上で用
いられているのは、これがその理由です。 
皆さんは真実と虚偽の間を皆さんの内面で見定めます。 
これは、皆さんの人間の現実性内部に存在している二元的な考え方のとても個人的な利
用方法です。 
皆さんが二元的な考え方を大幅に超えて行くようになれば、その状態が皆さんを地球の
現実性に対する数多くの執着から解き放ちます。 
それは、皆さんがますます多感な人間になり、闇と光、真実と虚偽の間を区別する必要
が無い存在になることを許します。しかしその複数のエネルギーとそれが使われている
様子を理解している者は、一定の現実性を創り出しています。 
利用できるようになり、皆さんが闇あるいは光として存在しているもの、真実あるいは
虚偽として存在しているものについて考えさえしない状態を許すひとつの内的な認識が
存在しています。それは皆さんが時のそれぞれの瞬間にそのエネルギーの内部で調整し
創造することを許します。 
それはまた、皆さんを次元上昇の道筋に連れて行くものです。 
そして皆さんはそれが皆さんの霊的な現実性に戻っていることを認識しているのです
から、この現実性からその動きに向って皆さんを導くようになるものです。 
それは二元性という現実性をさらに統合しているのですから、それは二元性という現実
性を放置することについて伝えている訳ではありません。 
さらにこの世界は二元性を意味していることになっているのですから、わたしは二元性
が悪いあるいは良いと言うことはできません。 
二元性に目を向ける方法は数多く存在し、皆さんは数多くの方法で二元性を用いること
ができます。 
皆さんはひとつの存在、一体性の一部になろうとしているため、今はもしかすると、皆
さんの人生の範囲で皆さんが二元性を用いる方法や皆さんに影響を与えている姿に対し
て新しい視点を持つ時なのかもしれません。 
上のように下にもと言うように、皆さんの内面に存在するものは皆さんの外部にも存在
しています。 

イシス
Isis 
Through Petra Margolis
November 17, 2011
www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/146609/isis-leaving-reality-duality
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光と癒しのエネルギーあるいは祈りの送り方

光と癒しのエネルギーあるいは祈りの送り方
How to send light and healing energies or prayers
18 November 2011 - 8:58pm 
ペトラ・マルゴリス経由
Channeler: Petra Margolis  
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数々のメッセージの中で、皆さんは何度も地球の他の部分に愛、光、そして祈りを送る
ように求められてきました。 
これは良いことであり、わたしはそれを否定しようとは思いません。 
しかし一方で、これを行っている数多くの人々はまだこうしたエネルギーを送る方法に
ついての知識を持っていません。 
例えば、わたしの交信者は個人あるいは霊の中でそれを求めていない個人に何も送るこ
とはないでしょう。 
個人的に求められている場合には、癒しを送ることができるのはとても明快なこと
です。 
霊の中で求められている時、依然として癒しのエネルギーの受け入れの是非の判断に干
渉する可能性がある人間側の承認の問題があります。 
彼女はいつも導きと伴に癒しのエネルギーを送ることになるでしょう。彼女がそのエネ
ルギーを送っている個人がそのエネルギーを受け入れるようと思わないとすれば、宇宙
のエネルギーに送り返されて、宇宙が適切と判断する方法で宇宙がそれを利用すること
になるでしょう。 
さて、彼女が送っている癒しのエネルギーは個人的に彼女から送られているものでは
なく、それはいつも宇宙のエネルギーになっているでしょう。この理由は、彼女の個人
的なエネルギーが送り出されて他の人々と結び付くようにする必要はないからであり、
しかしまた、彼女のあらゆる個人的なエネルギーを避ける必要もありません。彼女の個
人的なエネルギーには、他の個人のエネルギーによって妨害される可能性がある一定の
考え方や信念を含ませることもできます。 
またひとりひとりの個人それぞれがひとつの異なる周波数を持ち、そしてもしも皆さん
の周波数が皆さんのエネルギーを送る対象となっている個人の周波数よりも高いもので
あれば、それぞれの個人を向上させることになるでしょう。しかしそれは人々を向上さ
せる正しい時期ではない可能性もあります。そして言うまでもなく周りには他の方法が
存在している可能性がありますが、もしも皆さんの周波数が皆さんの癒しの光やエネ
ルギーを送っているその個人の周波数よりも低ければ、その個人に否定的な影響を及ぼ
すことになるでしょう。 
同じことが地球や地球上のあらゆる物事に当てはまります。 
一番良いことは、ひとりひとりの個人や場所にとって完璧な状態で送られている、承認



を受け、求められている、そのエネルギーの意図で宇宙のエネルギーを送ることです。
 
皆さんの宇宙を通して現れている数々のエネルギーは既に急速に動いていて、ほとんど
の人々が慣れているものよりも高い周波数に属するものになっています。ですから、こ
うしたエネルギーを利用している人々は、そのエネルギーを統合し、ほとんどの場合他
のエネルギーを大量に受け取る必要がなくなっています。 
そうです、彼らはそのエネルギーを統合する際に頭痛、筋肉痛やその他の肉体的な問題
を経験する可能性がありますが、しかし彼らはこれが起ることを認識し、通常はより多
くのエネルギーの流入を必要としていません。流入過多の状態は、その過程を妨害し、
彼らが新しいエネルギーを統合するための時間を長くしてしまいます。 
これはすべて自由意志に通じています。 
数多くの人々が現時点で、今回の転生の中で、目覚めることを選択してこなかったこと
を忘れないでください。 
彼らはただ他のすべての人々と伴に新しい5次元の現実性に移動することだけを選択し
ました。 
皆さんがどれほど意欲的で、あるいは彼らが目覚めるための支援を望んでいたとしても
、彼らは目覚めることはないでしょう。 
もしも彼らの誰かが自分達の契約を変更して目覚めるとすれば、彼らが最初の一歩を踏
み出すためのものが意識の内部に充分に存在していて、彼らはそこから今以上の目覚め
に進む自分達の道を見付け出すことになるでしょう。 
ひとりひとりの個人それぞれのための意識の変化は、現時点においていわゆる起り得な
い状態になっています。それはひとつの可能性ですが、しかしそれはただすべての人々
の意識の内面だけで利用できるものになっています。それはすべての人々の意識に強要
すべきものではありません。 
皆さんはこう考えることができます。ひとりひとりの個人それぞれが、ある個人的な意
識を持っていて、この意識はほとんどの皆さんが一緒につながっているさらに大規模な
意識のエネルギーと結び付いています。 
皆さんはより大規模な意識の中で目覚めの可能性を利用可能にすることができますが、
皆さんは地球上のあらゆる個人あるいは存在の個人的な意識を変えることはできま
せん。 
これは完全にひとりひとりそれぞれの存在の選択であり、自由意志による選択であり、
強制的な選択ではありません。 
わたし達は2012年の12月12日から21日に訪れるより多くのエネルギーに向ってさらに進
んでいるのですから、これは、ひとりひとりの個人それぞれが理解する必要があるもの
になっています。 
一部の人々がこうしたエネルギーが送り届けられることを可能にするポータルを開放す
ることができたおかげでこうしたエネルギーがもたらされているのであり、そのことを
忘れないでください。 
こうしたポータルは、皆さんの側から、皆さんの現実性の内部から開かれているもの
です。 



これは地球上のすべての皆さんのすべての働きです。わたし達は皆さんがそれを起すよ
うに外部に立って覗き込んでいるだけです。わたし達はただ支援し、導き、時にそのエ
ネルギーが皆さんを支援するために利用できるものを説明することができるだけです。
 
これはわたし達の目標ではなく、それを起こそうとしている皆さんの目標です。 
しかし、母なる地球を含めた地球上のあらゆる存在のための自由意志と選択権を忘れな
いでください。 
これは皆さんにあらゆる物事を思い止まらせようとしているのではなく、皆さんにでき
る限り最良の方法で努力する方法を気づかせようとしているのであり、それは皆さん自
身のためばかりでは無く、またそれに関与しているすべての人々が対象になってい
ます。 
今は、皆さんが成長して皆さんに利用できるすべての可能性を自覚する時です。 
その状態から、皆さんは新しい地球の現実性の中で利用できる可能性に向って進んで行
くことができます。 

イシス
Isis 
Through Petra Margolis
November 18, 2011
www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/146695/isis-how-send-light-and-healing-energies-or-prayers 
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Channeler: Petra Margolis 
Thanksgiving, a time to remember the Oneness.
Isis and Kuthumi, 
 
今日わたし達は、わたし達の今日のメッセージを共有するためにここに現れています。
これほど数多くの人々が、この瞬間に自分達の仲間と伴に存在するように働きかけてい
るからです。 
感謝祭は、ただ皆さんの世界の一部の中で共有されているものであり、皆さんの世界
には、この日を共有していない数多くの地域があります。 
皆さんは実際にますます皆さんの本来の姿に近付いているため、このメッセージは、皆
さんの世界を共有しているすべての人々のためのものです。 
数多くの人々にとって、この時期は多くのエネルギーの混乱や真実を呼び寄せる出来事
が起る時期ですが、しかしまた、真実を理解することが必要になる時期でもあります。
 
すべての皆さんが真実は皆さんの内面で見付け出せることを認識していますが、数多く
の人々がかなり個人的な方法でこれを理解しています。しかしその真実は、皆さんはす
べてひとつであるというものであり、ですからその真実はすべての皆さんの内部に存在
しています。すべての皆さんは、その内部に数々のパズルのピースを持っています。そ
してすべての皆さんは、皆さん自身の内部の異なる場所に存在し、そこでこの真実を一
緒に見付け出すことが許されています。 
これが、わたし達がこの事実を共有するためにここに存在している理由です。何故なら
、わたし達はすべて、人類の全体の物語とこの世界の現実性と同時にその現実性の外部
にある皆さんの道筋が一緒になっているパズルのピースを携えているからです。 
この世界の現実性の内部では皆さんは人間であり、皆さんがこの現実性の外に移動す
る時、皆さんはひとりの宇宙の存在になります。さらに遠くに向うと、皆さんはひとつ
の大宇宙の存在になります。 
その最後の段階は、ひとつの根源の存在になることです。 
ここが、その真実がそれ自体を完結する場所です。 
これは皆さんの感謝祭、共有するための時、仲間と伴に存在する時です。 
皆さんはすべて仲間です。そしてちょうど人間の世界の内部のように、皆さんは皆さん
の仲間の中のあらゆる存在のようになる必要はなく、皆さんは皆さんの仲間の構成員達
と意見を異にすることができます。 
あらゆる皆さんがその目覚めの内部の一定の場所に存在しているため、皆さんはすべて



異なる視点を持ち、この状態は皆さんがすべての存在の根源に到達するまではいつもそ
のままでしょう。 
この事実を認めて、皆さん自身がこころを開き、そのパズルのより多くのピースを受け
入れることを許して下さい。そうです、ちょうど皆さんの仲間の一員の場合と同じよ
うに、皆さんは彼らのようにならなくても良く、しかしその存在達すべてに対してここ
ろを開き、そこから一致するピースと一致しないピースを見付け出してください。この
パズルはこれほど巨大で組み立てるためには時間がかかることになるため、現時点で一
致しない可能性があるものでも切り捨てないでください。 
皆さんは今回の生涯でその一部を行うことができます。そしてそれは皆さんの道筋に左
右されますが、皆さんはちょうどその輪郭を作り終えるか、あるいはひとつの隅か中央
のピースを見付け出す可能性があります。 
皆さんはこのパズルの全体像を把握していないため、これからはそれぞれのピースの正
しい場所を見付け出すことがさらに難しいものになって行きます。 
しかし数々のピースはすべてそこに、すべての皆さんの内部に存在しています。 
わたし達が他の存在達によって伝えられているものを破棄しないように伝えているのは
、これがその理由です。 
このパズルは数多くの階層を備えていて、その内部には2つの次元ではなく、数多くの
次元が存在しています。 
一部の皆さんはただ最初の階層に取り組んでいるだけであり、他の皆さんは数多くの異
なる階層にも取り組んでいます。 
これはすべて、わたし達が皆さんと共有しているように、皆さんのパズルのピースを共
有することを目的にしています。 
一体性は、その通りになっています。 

イシスとクートフーミ
Isis and Kuthumi
Through Petra Margolis
November 23, 2011

www.ascendedmasters.org 
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ジェシーの質問、わたし達は消えてしまうのか
？
Jesse's question do we dissapear?
24 November 2011 - 3:53pm 
ペトラ・マルゴリス経由
Channeler: Petra Margolis 
Do we disappear? 
 
ジェシーは今まで何度も繰り返し質問していて、彼はイシスに尋ねているため、わたし
は彼に返事をする価値があると考えました。わたし達がわたし達自身の根源の存在にな
る時に起ることに関して、わたし達に説明か少なくともより多くの情報を提供してくれ
るように、わたしはイシスに頼みました。 
イシス、わたし達が消え失せてしまうことについて皆さんが存在するようになったこと
に関しては、ある背景となる情報がなければならないようになっています。 
わたしは、わたし達の交信者が昨日、もう少し詳しく説明できる幾つかの経験をしたこ
とを認識しています。そして彼女はメッセージの最後でこれを共有することになるでし
ょう。 
それぞれの存在は根源の内部で誕生しています。皆さんには根源の内部に存在してい
るあらゆる物事が含まれているため、根源の内部で誕生することは、皆さんが既にあら
ゆる物事を一体になっていることを意味しています。 
皆さんは根源を、すべての経験が蓄えられているひとつの大きなコンピュータとして理
解することができます。 
すべての存在のためのひとつの情報の根源になることができることを除いて、これには
何も施されていません。 
言うまでもなくそれ以上のものが存在しているためこれはただの短い説明に過ぎませ
んが、しかし、その多くは現時点において言葉で説明できるものではありません。 
それぞれの存在は、ひとつの別々になったエネルギーであり、根源は絶えず拡大してい
るため、次々と数多く存在達が現れています。 
別々になったエネルギーという言葉でわたし達が伝えていることは、皆さんはあらゆる
物事を経験するための自由意思を持っている、ということです。 
皆さんはすべて同じエネルギー、根源からできています。 
皆さんは根源を、皆さんという存在にとっての基本的なエネルギーとして理解すること
ができます。その状態から皆さんは経験し、探索し、拡大しています。 
あらゆる物事が根源のエネルギーから創られているため、今、根源のエネルギーの内
部でこのすべてが起っています。 
皆さんがそう呼ぶように、皆さんは意識を備えたひとつの存在であり、その意識はいつ



でも探索し、経験し、そして拡大しています。 
皆さんが意識として理解しているものは、実際には皆さんのあらゆる部分であり、それ
がすべての皆さんです。 
人間の現実性に参加するために、皆さんはその意識のエネルギーを幾つかの部分に分
けて、それに異なる名前を与えました。数々のチャクラ、エネルギーの身体、より高い
自己、魂、神性としてのわたしのようなものです。こうした部分のすべてがひとつの意
識を持っていて、それぞれが考え、探索し、経験し、拡大することができます。 
皆さんの内部のエネルギーの粒子ひとつひとつが意識を持っています。 
皆さんは既にあらゆる面でひとりの根源としての存在です。 
わたし達がひとりの根源としての存在になることについて話す時、わたし達が思ってい
ることは、どうか皆さんはひとりの根源としての存在であることを思い出してください
、ということです。 
そうなること、あるいは思い出すことは、皆さんが消え去ることを意味していません。
それは、皆さんという存在の一部に気付くのではなく、皆さんが皆さんという存在のす
べてを思い出すことを意味しています。 
消え去るのではなく、皆さんが今の皆さんという存在以上になることです。何故なら、
皆さんは皆さんの本来の姿のすべてを思い出すからです。 
根源に戻ることは、皆さんという存在のすべてに気付くことです。 
根源と一体になるとは、まさにそういうことです。 
皆さんはあらゆる存在の瞬間に、既に根源とひとつになっています。 
それを完全に明確にすることは、皆さんが消え去ることではありません。皆さんは、実
は現れます。 

イシス
Isis 
Through Petra Margolis
November 24, 2011
www.ascendedmasters.org 
 
皆さんはどうやってここに辿り着きましたか？ 
時に数多くの疑問がわたしの精神を通り過ぎながら、それにもかかわらず別の時にはま
ったく静かな状態になります。 
静かな状態になる時、それは意識を集中する時です。 
わたしはすべてが始まった場所にわたしを連れて行ってくれるように求めました。わた
しは以前そう求めていましたが、しかし今回、わたしはさらに多くのことを理解するこ
とができるだろうと感じました。 
わたしはわたし自身が数多くのエネルギーの層を移動しているように感じ、ほとんどト
ンネルの中を通っているような感じでした。わたしが多少長い間留まっていた幾つかの
場所には、そのエネルギーの内部にひとつの脈動があることにわたしは気付きました。
最初、わたしはそれをわたしの頭の中でより多く感じ、ほとんどわたしの脳が脈打って

http://www.ascendedmasters.org/


いるように感じましたが、しかし通常の脈動ではなく、むしろゆっくりとした収縮と拡
大に近いものでした。 
そのトンネルのさらに深く進んだ他の場所では、わたしの両目のまわりにより多く意識
が集中しているように思われて、わたしはわたしの両目を通してあらゆる物事を見てい
るような感じでした。しかしわたしの両目は閉じていて、わたしはわたしの目の周りの
エネルギーが収縮と拡大をしているように感じることができました。 
最初この脈動はかなり速いものでしたが、しかしわたしがさらに移動するにつれて、ひ
とつの空間に達するまで、それはゆっくりとしたものになって行きました。その空間で
わたしが確認したものは近くに浮かんでいる数々の象徴だけであり、それはわたし達が
地球上で確認するような物事の象徴でしたが、しかしまた、今までわたしが決して確認
してこなかった象徴や、地球のものではない象徴もありました。 
と言っても奇妙なことに、わたしが訪れたあらゆる場所には光が無く、しかしそれにも
かかわらずわたしはあらゆる物事を確認することができました。わたしはこの象徴の空
間を通過して、幾つかの他の曖昧な空間も通り越して、わたしはわたし自身がひとつの
繭のようなものの中に入っていることに気付きました。説明し難いのですが、わたしは
その中にはわたしだけしか存在していないひとつの空間の中のエネルギーからわたし自
身が分離していることを理解できました。そしてわたしの身体のすぐ近くに輪郭線があ
りました。その輪郭線は卵型をしていました。わたしがそこに行く前に、数多くの場所
を確認したことを覚えています。わたしの推測では数々の宇宙であり、いかにもそのよ
うな感じに見えましたが、しかしそれが数多く存在していました。 
わたしは何かから押し出されてわたし自身がそうした数々の宇宙に向って移動している
のを感じた時も、わたしは依然としてその卵の中にいました。次にわたしはわたしが押
し出される前にいた空間に戻っていて、周りを見渡して、数多くの他の同じ種類の卵が
わたしの両側にあることを理解しました。 
わたしは再びわたし自身が移動していることを感じましたが、しかし今回わたしはわた
し自身の外側からそれを確認していて、それはひとつの花のようなものであり、その中
間にはこうした種を出す茎があり、それがこうした卵を押し出していました。さらに深
く進んで行くと、わたしはさらに多くの花を確認し、最初はたったひとつでしたが、次
は2つ、その次は一面花だらけになり、こうした小さな種、つまり卵を押し出していま
した。 
わたしは根源に向ってさらに近づいて行くことを求めました。何故なら、わたしはこれ
が始まりではないことを理解していて、このすべての始まりを確認することを望んだか
らです。 
わたしは自分自身が今回再び花の所まで、別のトンネルの所まで移動しているのを感じ
ました。それでも、それはどのような壁も確認できない、開いた空間だけのトンネルの
ように感じました。わたしは最後に、ひとつの小さな光だけしか存在していないひとつ
の場所に落ち着きました。わたしは自分自身がこの小さな点に向って移動しているよう
に感じました。わたしはかなり急速にその点を通り過ぎて、わたし自身がひとつの湖を
眺めていることに気付きました。少なくともそれはわたしがその端を確認することがで
きないもののように考えていたものであり、あらゆる物事が水のように見えて波紋を持



っていましたが、しかしわたしが数々の泡を確認するまでどのような動きも確認できま
せんでした。それは現れたり消えたりしながら、あらゆる物事が静かであり、動いてい
ませんでした。ふたたび光が無くなり、わたしは色の感覚を持ちましたが、しかし光は
無く、依然としてわたしはまるで光が存在しているかのようにあらゆる物事を明確に理
解することができました。わたしは水を確認した時に水に向って進んで行き、わたしが
これ以上深く進むことができないと感じるまでさらに深く進んで行きました。そしてひ
とつの壁に突き当たりましたが、しかしその壁は真っ直ぐではありませんでした。 
今わたしがそれについて考えてみると、それはほとんど皆さんが子宮と考えているもの
に似ていて、わたしはわたし自身がそれにもたれて丸まって寝ているように感じました
。わたしはわたし自身がそうしているのを見ていました。そしてそれはかなり穏やかさ
に溢れているように感じ、わたしはわたし自身がゆっくりと漂いながら離れて行くよう
に感じ、何も考えず、ただ皆さん自身が眠りに落ちていることを皆さんがゆっくりと感
じているような感じで、あらゆる物事が静かでこれほど穏やかさに満たされているため
、皆さんは皆さん自身がただその中に向って深くさらに深く沈んでゆくように感じてい
ます。 
わたしがそうしていた時、わたしはわたし自身が消えていることを確認しました。それ
はほんの一瞬の間であり、わたしは消えていました。その瞬間、わたしはわたしが全く
呼吸していないことに気付きました。わたしの物質的な身体は呼吸を停止し、わたし
が呼吸しようとした時、わたしの物質的な身体に呼吸させるためにかなり苦労しま
した。普通皆さんの身体は無意識にこれ行っていますが、皆さんが呼吸を止めたことに
気付いた瞬間に、皆さんはこのように大きく息を吸い込んで空気を採り入れています。
この時は違っていて、わたしはただゆっくりと再び呼吸を始めましたが、しかしわたし
の身体に強いて呼吸をさせる必要がありました。わたしの身体は実際に、呼吸をする
必要はないと言わんばかりにそれに反する働きをしました。 
わたしが呼吸を意識的にせずに再びわたしの身体が呼吸をする状態になるまでに、数
分かかりました。 
その状態から、わたしは再びこうした種の存在がそういった宇宙に向かって勢い良く発
射されていて、わたしはわたし自身がそこに向って進んでいるという数々の象徴を確認
していました。ひとつひとつの種が自分自身の道を進んでいて、わたしはわたし自身が
ひとつの場所に向って移動していることを感じました。その場所は幾つかのこうした種
が既に存在していて、わたしは怒鳴り声で迎えられ、ほとんど皆さんがここに存在する
ことをわたし達が望んでいないような状態であり、他の場所はこの場所よりも友好的で
あり、その数々の種はただ集団か個別の何れかで探索している状態でした。 
わたしは、こうした宇宙のすべてが地球に戻っていることをわたしが理解できるこの場
所から、わたし自身が移動していることを感じました。わたしはそれ以上そのすべてを
理解することはできませんでしたが、しかしわたしは依然としてその一部は理解するこ
とができます。 
ここがわたしの経験を終えた場所です。 

ペトラ
Petra
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過去、現在、そして未来がひとつの現実性になっている

過去、現在、そして未来がひとつの現実性にな
っている
The Past, The Present and the Future are becoming one reality
28 November 2011 - 1:58pm 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
The Past, The Present and the Future are becoming one reality. 
 
皆さんすべてが現時点で確認できない様子で数々の次元が崩壊しているため、時間も

また皆さんの現実性の内部で崩壊しています。 
過去は皆さんが現在存在している未来を創り出した場所であり、現在において皆さん

は過去に存在していた未来を創り出しています。 
皆さんは今思い出しながら、皆さんの構造を現在と未来と同時に、過去に戻してい

ます。何故なら、皆さんがそこから訪れた場所は、今は皆さんの地球上の時間の現実

性の内部に存在していないからです。 
皆さんはこの時期にいつも皆さんの内部に存在してきた現実性を自覚するようになっ

ているため、皆さんはこの時期に皆さんの眼の前に存在していたすべての物事を自覚

するようになっています。 
皆さんは地球上で過去を創り出し、現時点で皆さんは現在に存在し、そして皆さんは

、皆さんがその過去において経験したものを創り出すために、未来に眼を向けてい

ます。 
過去はあらゆる物事の内部の一体性という感覚をもたらしています。何故なら、この

状態は皆さんが地球上にまさに最初に転生した瞬間に、皆さんが地球に現れた姿にな

っているからです。 
皆さんはこの瞬間に既に未来に眼を向けていますが、しかしこの瞬間は既に皆さんの

過去の中に存在しています。 
皆さんはただ既に経験しているものに対して切望することができるだけなので、その

切望はただ切望することができるものになっているだけです。 
皆さんが切望しているものに気付くためには、皆さんがすべきことは皆さんの深奥に

眼を向けることだけです。 
過去を思い出し、そして皆さんが未来を創り出した方法は、存在するすべての物事の



過去を思い出し、そして皆さんが未来を創り出した方法は、存在するすべての物事の

内部の一体性という深い感覚となって皆さんに戻ってくることになるでしょう。 
ひとつの新しい現実性に向けた皆さんの宇宙の次元上昇によって皆さんの周りで時間

が崩壊しているため、皆さんが探し求めているものを見付け出す時点は皆さんの現在

という時間にさらに近付いてきています。 
遥か昔のこの世界に存在していた一体性という現実性が現在に現れようとしていて、

皆さんはそれを未来に伝えることができます。 
皆さんが生まれた世界には時間が存在していなかったため、この一体性という瞬間は

かつて皆さんの過去、現在、そして未来に存在していました。 
地球は今太陽の周りの回っているように、皆さんの宇宙は無時間に属する大宇宙の時

系列の周りを回っています。 
時間が崩壊する瞬間は、現在として皆さんのところに現れようとしています。 
宇宙は無時間という大宇宙の時系列の周りを一周して戻ってくるため、皆さんはその

時点から新しい現実性を未来に移動することができます。 
過去、現在、そして未来はすべて既に皆さんの内部に存在していて、皆さんという存

在の最も高い、あるいは最も深い部分に隠されています。 
皆さんが今切望している一体性の経験というひとつのことを見付け出すために皆さん

はすべて未来に意識を集中しているため、皆さんは既にこの現在という瞬間の皆さん

自身の存在の内部でそれを見付け出すことができるようになっています。 
それとともに現れる穏やかさは、あらゆる人がひとつの瞬間に思い出した経験が無い

状態でかつて思い描くことができたもの以上のものになっています。それを思い出し

た瞬間は、一体性は皆さんという存在全体のためのひとつの現実性になっていま

した。 
それはひとりの人間として皆さんが経験できるすべての物事を上回るものです。何故

なら、それはすべての物事が、ひとつの経験の内部で増幅されているからであり、そ

の時皆さんは、皆さん自身の自己の内部の永遠の存在性という一体性に皆さんを連れ

て行く皆さんの内部のひとつの場所に、皆さんが既に戻っていることを認識してい

ます。 
皆さんは、皆さん自身を見付け出すために、そしてひとつの存在の内部の、皆さん自

身の存在の内部の過去、現在、そして未来を見付け出すために、今ここに存在してい

ます。 
皆さんの周りの世界は、皆さんを一緒に過去に連れて行く現実性に向かうひとつの存

在として、非常に重要な世界になります。皆さんの地球は太陽の周りを回り、皆さん



の宇宙は無時間という大宇宙の時系列の周りを回っているからです。 
皆さんの地球の現実性を時間によって創り出された現実性という眉から連れ出すた

めに、数々の次元の崩壊が必要になっています。皆さんに必要なのは、ただ皆さんの

内部の過去、現在、未来が存在している場所を見付け出すことだけです。 
皆さんの内部の一体性が存在している場所は、そのすべてが消え失せている場所で

あり、皆さんの人間の現実性の内部に存在しているあらゆる物事が融解してそのすべ

ての一体性になっている場所です。 
一体性は内面で思い出さなければならないものであるため、人間の言葉で説明するこ

とができないものです。 
皆さんが今まで創り出してきた人間の言葉と感覚のすべては、言葉を超えた存在とい

う一体性に溶け込んでいるでしょう。 
皆さんがその内面の一体性に辿り着くと同時に、言葉は存在していないでしょう。 
皆さんが現時点で現実性として確認しているあらゆる物事は、それが過去、現在、あ

るいは未来であれ、一瞬の間に一体性の内部に存在しなくなるでしょう。 
一体性は、光または闇でも、愛または憎悪でもなく、それはただ一瞬の感覚であり、

全存在のひとつの瞬間の中で全存在と一緒に結び付いている皆さんの内部の最も深い

部分を皆さんが思い出したことを経験し、認識している状態です。 
一体性は、皆さんが既に経験してきたすべての創造の内部と同時に、皆さんが既に経

験してきた数多くの創造に向かって進む前にも存在していたものです。それは今とい

う瞬間に存在していると同時に、皆さんの誕生の瞬間にも存在していたものです。 
もしもこれが皆さんが切望しているものであれば、皆さんがしなければならないこ

とは、ただ過去の内部に皆さん自身を発見し、現在の内部に皆さん自身を発見し、皆

さんが切望している未来が今という瞬間の内部の現実性になることだけです。 
皆さん自身が皆さん自身の内部にあるどのような限界をも超えて理解することを許し

、皆さん自身が皆さんの内部に在るあらゆる物事を経験することを許してください。

 
このひとりの人間としての世界の内部には数多くの現実性が存在していますが、皆さ

んの内部にはただひとつの現実性だけが存在しています。 
皆さんの選択、皆さんの自由は、皆さんの内部に横たわっています。 

イシス

Isis 
 



Through Petra Margolis
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自覚的意識はすべて重要

自覚的意識はすべて重要
Awareness is all that counts
28 November 2011 - 4:25pm 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Awareness is all that counts. 
 
わたし達は皆さんすべての内部の変化を確認しているため、わたし達はまた皆さんの宇

宙の内部の変化も確認しています。 
前途にある時間は人間の意識、自覚的意識の内部の巨大な移行を伝えていて、これはす

べての皆さんによって創り出されたものです。 
皆さんは、ひとりの人間としてのこの自覚的意識を創り出し、皆さん自身を皆さんの外

部の数多くの存在達に導かせているため、皆さんが創り出している現実性は、ほとんど

いつも皆さんの限界を超えた、まさに皆さんの外部のものだけを必要としている状態

になっています。 
皆さんは今まで、皆さんがますます自覚的になっている現実性を創り出してきましたが

、しかし皆さんは自覚的になっているため、自覚的意識と伴に現れて人間の精神とここ

ろへ向う、その認識を具体化することを忘れています。 
内面から現れる認識は精神やこころを通して現れることはなく、皆さんの自覚的意識を

通して、そこに存在して皆さんと結び付いている皆さんという存在のそれぞれの部分を

通して、現れます。 
皆さんはこの人間の現実性が何故、どのように、何を意味しているかに関する数々の答

えを見つけ出そうとしています。そのため、皆さんは、皆さんにこうした単純な疑問で

はなくさらに困難な疑問に対する答えを与えることができる皆さんという存在の数多く

の部分を、無視しています。 
人間の現実性は皆さんという存在の単なるひとつの小さな部分に過ぎません。そのため

、皆さんは皆さんが創り出した人間の現実性の内部でその答えを見付け出すことはない

でしょう。 
皆さん自身の存在の内部で質問することが非常に求められていますが、しかし数多くの

皆さんが情緒に基づいた状態から質問しています。何故なら、皆さんは依然として二元



性があらゆる瞬間の内部で演じられている世界にかなり執着しているからです。 
皆さんは皆さんの数多くの質問を尋ねているため、皆さんは、すべてがひとつの答え

を持っている皆さんの内部の数多くの部分が皆さん自身を導くようにしています。しか

し皆さんが唯一の正しい答えを見付け出すのは、皆さんの内部の最も深奥の場所、静寂

な状態で認識できる皆さんのひとつの場所になっています。 
皆さんは皆さんの人間の現実性を超えた部分を無視しているため、皆さんは、皆さんの

人間の現実性の単なる一部である人間の情緒が、皆さん自身を導くようにしています。

しかし皆さんは、人間の情緒が皆さんの髪を揺らすそよ風よりも影響力を持たない静寂

な場所から皆さんに助言を与えることができます。 
皆さんが今受け取っている導きは、人間の情緒を通してふるいにかけられていて、ほと

んどの場合人間の情緒を通して翻訳されています。 
また、数多くの人々が、皆さんを導いているのは皆さんの人間の情緒であることを認識

している存在に対して信頼を寄せています。そしてその場合、そのメッセージはただ皆

さんが人間の情緒の内部に夢中になるように意図されています。 
人間の世界の内部と皆さんの人間の世界の外部には、現時点で皆さんが確認できるより

も遥かに数多くの存在達がいます。 
より多くの存在を確認していた人々にとって、人間の外部の世界は、ひとつの問題解決

手段かあるいは皆さんを人間の現実性から連れ出すことができるひとつの避難所のどち

らかになっています。 
しかし一方で、自覚的意識は単なる避難のための場所ではなく、理解する場所です。 
地球の現実性からその外部に移動することは自覚的意識だけでできることではありませ

んが、しかし自覚的意識は皆さんに、皆さんがここに存在している理由と、皆さんの道

筋が人間の現実性を超えている部分に関する記憶を取り戻すことになる数多くの答えを

提示することができます。 
情緒は人間の現実性の内部で二元性の経験を通して方向付けられていて、二元性の経

験は、人間の現実性の内部で情緒を創り出しているものになっています。 
人間の内部の現実性は情緒の経験に基づいていて、皆さんの道筋で皆さんを導いてい

ます。 
皆さんはさらに自覚的になっているため、その現実性は精神とこころがひとつになって

いて、またこころと精神の内部の一体性は皆さんの自覚的意識の一部になっています。

 
こうした状態が起っている一方で、皆さんは二元性の経験からその外部に移動するとい

う選択肢を持っています。そしてそれは人間の内部の上昇を通して制御されています。



 
皆さんの自覚的意識が皆さんを導くものになることを許しています。 
さて、人間の現実性の内部には、良く考えなければならない物事が数多く存在していて

、人間にとって現実性になっているものに対する自覚的意識は、人間の情緒の経験を通

して創り出されている二元性を超えて移動する過程でかなり大きな部分を占めてい

ます。 
優れた判断力を備えた部分はこころまたは精神の内部だけではなく、あらゆる水準の皆

さんという存在の自覚的意識の内部にも存在しています。 
皆さんがひとつの現実性として、二元性が可能な限り最も大きな役割を演じている現実

性として確認しているものは、皆さんが可能な限り最も微細な水準にまで及ぶ一体性の

内部のあらゆる物事を経験することを目的にした、皆さん自身の存在の単なる創造に過

ぎません。 
そのことを踏まえると、皆さんは、創り出された現実性を皆さんの一部として何もせず

に済ませることができないものとして理解する必要があります。現時点において、人間

の現実性は、皆さんが達成しようとしているものに関してひとつの大きな役割を演じて

います。 
地球上の現実性の内部の自覚的意識は、皆さんが皆さんの地球の現実性のためにまさに

行おうとしているものを達成するために、あらゆる水準で必要とされています。 
これは、あらゆる物事についての自覚的意識を意味していて、また皆さんが今確認して

いるものは皆さんの人間の部分が真のものと真でないものを解釈することができること

を意味しています。 
現時点で、皆さんの自覚的意識を曇らせているすべてのものの背後に存在している真実

を確認するためには、ほとんどの人々がまだ内面の真実を充分に理解する必要がある仕

事を完了していない状態になっています。 
他の人々への信頼はいろいろな意味で役に立つ可能性があるものですが、しかし皆さん

は他の人々への信頼を利用しているため、皆さんは内面の静寂な場所を見付け出すため

に努力する必要があります。その静寂な場所が、皆さんに完全な自覚的意識に進むため

に必要となる認識を与えてくれます。 
数多くの皆さんにとって、それは今まで皆さんを前進させてきた他の存在達によって提

供されていた支援になっていました。そして皆さんは高揚感のためにその支援に依存す

るようになっていて、その支援は既に皆さんの自覚的意識の一部になっています。 
皆さんは今、皆さんの内部だけで見付け出せる現実性を見付け出すために、他の存在達

の自覚的意識を用いています。 



ありとあらゆる支援は、皆さんの自覚的意識を見定めてそれを広げ、皆さん自身の深奥

に到達して静寂な場所を見付け出すために用いるべきものです。 
今は、他の人々とその真実を共有すると同時に、さらに多くの真実に気付かなければな

らない時です。何故なら、今は、皆さん自身が地球の次元上昇のために充分に準備を整

え始める時になっているからです。 
数多くの皆さんが自覚的意識を必要としていますが、しかし皆さんの自覚的意識の責任

に着手することは皆さんの選択の自由になっています。誰も皆さんの自覚的意識のその

部分に着手することはできないからです。 
皆さんはさらに意識を高めているため、その自覚的意識を外部に向ける責任を負ってい

ることになりますが、しかしそれは皆さんが人間の情緒的な導きという制約を排除して

これを行うことができる場合に限られています。 
自覚的意識は情緒によって導かれることはなく、真実によって導かれます。 
そしてその真実は、静寂な場所の内部で、皆さんの深奥で、見付け出されることが必要

になるものです。情緒によって導かれない場所、まさにその通りの場所です。 
そうです、わたし達は数多くの質問に気付いていて、わたし達は前に進み、尋ねられれ

ば皆さんの内面でできる限り多くの質問に答えるようとするでしょう。しかし皆さんが

まだ皆さんの内部に存在しているすべての答えを理解することができる静寂な場所に到

達していないため、わたし達は制約を受けています。 
この地球上の世界はただひとつの世界だけではなく、現時点で皆さんの現実性に呼び戻

されている数多くの錯綜した歴史を備えています。 
皆さんの自覚的意識がさらに広がって皆さんの内部の情報を取り込んでいるため、今皆

さんが認識している物事の数は今後さらに増えることになるでしょう。 
自覚的意識は、地球上か皆さんの地球の現実性の外部のどちらであっても、すべての水

準で必要とされています。 
皆さん自身の存在の内部の静寂な場所に由来する、自覚的意識です。 
皆さんが今まで経験してきたすべての物事の背後に存在しているものを良く理解して、

現時点の皆さんの現実性の真実になっているものを認識してください。 
皆さんが今探しているあらゆる物事は、皆さんの内部に存在しています。何故なら、そ

れは他のすべての人々の内部でもあり、皆さんはすべてひとつとして存在しているから

です。 
イシス

Isis 
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皆さんが現時点で理解できるものと真実として存在しているものとの間には、大きな開

きがあります。 
地球上の数多くの人々の努力を通して今現れている周波数は、その真実のさらに大きな

部分を取り入れています。 
しかしこれは、皆さんがすべてその真実を理解していることを意味している訳ではあり

ません。何故なら、皆さんの内部の周波数はさらに多くの真実を理解するために今後引

き上げられて行かなければならないからです。 
この真実は皆さんの外部に存在しているのではなく、皆さんの内部に存在しています。

そしてその真実に到達するためには、皆さんはその真実の周波数に到達することが必要

になるでしょう。 
皆さんの内部で見付け出すことができる理解は、数多くの人々に認識されています。 
しかし一方で、数多くの人々がまだ理解の後に現れる認識に到達していません。 
皆さんは数多くの異なる周波数と理解の水準で教えを受け取っています。そして一部

の人々はその存在の深奥の水準の内部で共鳴することになるでしょう。他の人々は、ま

るでチンプンカンプンな言葉を読んでいるように感じてしまうでしょう。 
現在地球上で起っていることは、数多くの人々が既に一定の目的に目覚めていて、ある

感覚がその内部で、皆さんは今現在、この瞬間のこの地球上でひとつの目的を持って

いる、と伝えています。 
数多くの人々がそう強く感じているので、その目的を探しています。そしてすべてのメ

ッセージが皆さんに、皆さんはひとつの理由のためにこの世界に現れていることを伝え

ています。 
数多くの人々にとって、それは地球や人類を支援し、すべての人類を今まさに起ろうと

している意識の変化に目覚めさせることが目的になっているように見えます。 



数多くの人々が、自分達の目的を見付け出すために内面で必要とされている会話を提供

する内面の場所にまだ達していないため、数々のメッセージに従っています。 
皆さんはすべて他の人々と結び付いている一定の能力と知識を備えているため、同じ目

的を持っている人は他に誰も存在しません。その状態が、今後この世界に変化をもたら

すことになるでしょう。 
皆さんはまだ地球の現実性の内部の皆さんという存在の目的に充分に到達していないた

めに皆さんが時々混乱状態に陥ったままになってしまうのは、これがその理由です。 
現時点で自分達の目的を持っている人々に対して、わたし達はさらに深く内面に向かう

方法に気付き、発見することを求めています。そこには現時点で皆さんが理解できるも

のよりも多くの物事があるからです。 
地球とその上のすべての存在達の次元上昇の過程は、常に数々のエネルギー、周波数、

地球の要求や意識の内部で必要となる変化を念頭に置いておく過程になっています。何

故なら、これが絶えず変化している次元上昇の過程になっているからです。 
現時点において、次元上昇は数多くの異なる物事であり、浄化、活性化、目覚め、その

他の数多くの物事です。 
一度皆さんが目覚めてしまうと、皆さんはじっとしていることはなく、そのすべてが起

こるようにして、皆さんの内部でさらに目覚めるべきものが現れます。 
次元上昇の過程は、ひとつの絶え間ない変化であり、皆さん自身の存在の内部のさらに

多くの真実を見付け出す、ひとつの絶え間ない運動です。 
この真実を見付け出し、皆さんの目的を見付け出すために、皆さんは指針を用います。

 
数多くの人々がエネルギーの内部で引き上げられるために指針を利用しています。それ

ぞれのメッセージには交信されているエネルギーが含まれているからです。 
皆さんはそのエネルギーの内部で皆さんを引き上げる際に別の存在のエネルギーを利用

しているため、これはまさに一時的な高揚感に過ぎません。 
数々のメッセージの内部ではいつも大きな違いが存在することになるでしょう。それは

この世界には指針を与えている数多くの存在がいるからであり、現れるメッセージは数

多くの異なる人間を通して交信されているからです。 
それぞれの存在とそれぞれの交信者は自分自身の自覚的意識の水準を持ち、これがメ

ッセージの内容にさらに大きな違いをもたらしています。 
数多くの人々が、特定のメッセージに特定の共鳴を感じるため、そのメッセージに依存

するようになっています。この同じ存在から伝えられるメッセージを読む度に、彼らは

自分達のエネルギーの内部でこの高揚感を感じながら、いつも自分自身のエネルギーの



内部に後退しています。それは、人々がメッセージを与えている存在のエネルギーを用

いているからです。 
言葉は皆さんの人間の世界の中では強力な手段であり、色々な意味で皆さんに影響を与

える言葉の中のエネルギーを伝えます。 
皆さんは言葉を読んでいるため、皆さんはその言葉に力を与えています。時には、そう

した言葉に与えられている以上の力を与えています。言葉の背後のエネルギーを読むこ

とが、ますます大切になっています。 
言葉を読むことは同じように重要性なままですが、言葉は特定の配列で記述されている

ため、皆さんは言葉の背後のエネルギーの内部をより詳細に見定めることができます。

 
皆さんは交信者と交信対象のエネルギーに気付くようになるでしょう。そのため、皆さ

んは言葉の背後に数多くのエネルギーに気付くようになるでしょう。 
メッセージを提供しているそれぞれの存在は、そのメッセージの背後で一定のエネルギ

ーを表現しています。 
そのメッセージの内部には、一定の符号化が存在することになるでしょう。 
それぞれの存在は、彼ら自身の存在の内部に特定の周波数を携えていて、皆さんはその

エネルギーの内部でそれを見付け出すことができます。 
現在、そのメッセージを提供している存在の周波数は、その言い回しやメッセージの内

部に存在しているエネルギーの背景に気付きにくいものになっている可能性があり

ます。 
ほとんどの人間が、メッセージの内部に存在している最初のエネルギーだけを理解し、

あるいは感じることになるでしょう。その最初のエネルギーは送られているエネルギー

の中で最も明確で最も存在感のあるものになっています。それは、全体のエネルギーは

、用いられている特定の言葉に結び付けられているからです。 
一部の人々はこのエネルギーを超えて解釈し、符号化あるいは一連の言葉の内部に存在

しているエネルギーに気付くことができます。 
数多くの人々が、依然として自分自身を交信されている存在達から離れたもののように

理解していて、自分達が情報を得る状態を維持して自分達を向上させるためにこうした

存在達への依存に足を踏み入れてきました。 
この世界には皆さんが完全に目覚める支援を目指していないメッセージを与えている数

多くの存在がいるという事実について、数多くの人々が話題にしていません。 
そうです、この世界には決して皆さんを支援するためにそこに存在している訳ではない

、皆さんを一定の目覚めの水準のままにして彼らの引き上げるエネルギーに依存させ続



けようとしている交信対象の存在達が数多く存在しています。その状態は、ただ皆さん

自身のエネルギーからさらに高いエネルギーに向かう一時的な上昇にしか過ぎないもの

であり、時にはそれにすら該当しないものになっています。何故なら、それは皆さん自

身のエネルギーについて皆さんに心地良い気持ちを伝えているだけになっているから

です。 
これほど数多くのメッセージと交信者達が存在しているため、本物の存在とそうではな

い存在に気付くことがさらに困難になっています。 
わたしが伝えてきたように、異なる水準で見定めるための方法がありますが、しかし数

多くの人々がそのメッセージに依存しているため、優れた判断力が軽視され、そのメ

ッセージの内部で伝えられている内容は、そのメッセージの内部のエネルギーと同じよ

うに完全な真実として受け入れられています。そしてそのメッセージに包まれた状態が

、皆さんに高揚感、愛として存在しているような感覚、歓びの感覚を提供しています

。 
こうしたエネルギーは、そのメッセージと伴に送ることができるとても簡単なエネルギ

ーであり、数多くの存在達は、受け手がますます自分達に依存するように、そのために

必要となる配慮を受け手に与えるようになるでしょう。 
それぞれの存在はある種の一連の言葉が彼らに彼らが期待している注目と追従を与える

ようになることを認識しているため、これは数々のメッセージの内部で用いられている

言い回しについても同じです。 
ありとあらゆる交信者は自分達が交信している存在を調べ、自分達が交信しているその

存在が何物であるかに気付く責任があります。 
たとえ皆さんがしばらくの間その存在と交信していたとしても、それは皆さんが交信し

ている存在が誰なのかに関する責任の必要性を伝えています。 
数多くの人々が、それは彼らが光に属しているかどうかを尋ねるか、3回特定の質問を
尋ねて、もしも彼らが自分で伝えているような者ではなかったとすれば、彼らは離れな

ければならないといった程度の簡単なことのように考えています。 
これは真実ではなく、この世界には普遍的な法則や一体性の法則に従わない数多くの存

在達がいます。 
皆さんが皆さん自身の存在の一部と交信をしている時でさえ、本当に皆さんはその部分

と交信しているかを確かめる必要があります。 
皆さんはすべて単なる人間として存在しているのではありません。そして皆さんのエネ

ルギーは、物質的な姿を超えて外部に拡大しています。他の存在達が皆さんのエネルギ



ーに入り込み一定の存在を装うか、あるいは皆さんという存在の一部を装う場合さえあ

ります。 
実際、数多くの人々が交信している内容の多くはただ皆さんの周りのエネルギーの内部

に存在しているものです。何故なら、それは皆さん自身のエネルギー内部に存在してい

るからですが、しかし皆さんのエネルギーはそこで拡大している状態に左右されていて

、また皆さんのエネルギーと重複している他の存在達のエネルギーがあります。 
ですから、皆さんが交信しているそのエネルギーを皆さんが皆さん自身のエネルギーと

は異なるものとして感じる可能性があり、それはまさに他の人物か、あるいはひとりの

人格以上になっている可能性があります。 
また皆さんは皆さんの全体の意識を通して結び付いているため、交信されている内容の

多くが、この意識から現れています。それは、皆さん自身の外部の存在に期待すること

によって皆さんがその状況に足を踏み入れているからです。 
交信者あるいは交信者ではないひとりひとりの皆さんそれぞれが、皆さん自身の内面を

さらに深く進む方法を見付け出し、いつでも優れた判断力を用いて皆さんという存在の

最も深く最も高い水準にある皆さん自身の存在の内部の答えを見付け出す必要があり

ます。 
そして決して皆さんの優れた判断力を利用するのを止めずに、内面を探索してください

。皆さん自身という存在の内部にはいつも発見すべきさらに多くのものが存在している

からです。 
皆さん自身という存在の内部には、内部あるいは外部に向かう数多くの道筋が存在して

います。 
最も大切な入り口は、聖なるこころを通る入り口です。 
あらゆる物事は皆さんの内部に存在しているため、聖なるこころは皆さんの存在全体に

入るひとつの入り口です。 
皆さんは既に聖なるこころに気付いているため、繰り返しますが、今はじっとしている

時ではありません。何故なら、その聖なるこころの内部には探索すべき数多くの物事が

存在しているからです。 
次元上昇の過程は、すべての水準で皆さん自身を発見することを目的にしています。皆

さんは、すべての水準への入り口として聖なるこころを利用することができるから

です。 
聖なるこころは、浄化、活性化、そして目覚めという次元上昇の過程が含まれているま

るで皆さんという存在の別の部分のようなものです。 
聖なるこころは、皆さんの外部から訪れるエネルギーを皆さんの内部で感じるためにそ



のエネルギー通過させるために用いられているため、時に浄化が必要になります。 
聖なるこころの数多くの部分は、現時点において数多くの人々が充分に活性化していな

いものです。このため、活性化が必要になっています。そして聖なるこころの内部の道

筋は、塞がれているか休眠している可能性があります。何故なら、聖なるこころの空間

はしばらくの間数多くの人々に利用されていなかったか、あるいは多くの時代において

充分に用いられてこなかったからです。 
今は、皆さんが幻影の覆いを超えた所に到達できる時であり、また皆さんにとってこれ

ほど現実的に見えるすべての物事の背後に存在する現実性を理解する時です。 

イシス

Isis 
Through Petra Margolis

November 29, 2011

www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/147536/understanding-and-truth

http://www.ascendedmasters.org
http://lightworkers.org/channeling/147536/understanding-and-truth


ET、光の存在達、その他

ET、光の存在達、その他
ET's, Light Beings and more
1 December 2011 - 6:44pm 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis on ET’s, Light Beings and more. 
 
皆さんが新しい考え方に馴染んできているため、わたしはより明確にこれについて説明

してみようと思います。 
それぞれの存在達、皆さんがET、光の存在、天使等々と呼んでいる存在達は、ひとつ
の根源から直接現れています。そこから、それぞれの存在達はひとつの根源のエネ

ルギー内部のそれ自身の道筋を移動しています。 
それぞれの存在達は、自分自身の経験、自分自身の道筋を持っています。 
それぞれの存在は、経験を積み、より拡大して全存在という根源の内部で可能なものの

知識を学ぶために、数多くの宇宙を移動しています。 
それぞれの存在達は自分自身の意識経験を持っていますが、しかし全存在という根源の

内部を利用して意のままに他の意識経験に足を踏み入れることができます。 
これはその存在が学んでいるものであり、それぞれの存在の無意識な表現ではありま

せん。 
何故なら、それぞれの存在は数々の宇宙を移動し、こうした宇宙の状態や彼らが移動し

ているエネルギーの状態に関して白紙の状態から始めているからですが、しかし一方で

、すべての情報が含まれているそれぞれの存在の内部の場所が存在しています。 
それは、それぞれの存在が全存在という根源の核となるエネルギーになっているから

です。 
もしも皆さんがそれをそのように考えることができるのであれば、それぞれの存在が自

分自身の個性を備えています。 
経験と知識に関する限り、何れの存在も同じではありません。 
しかし一方で、それぞれの存在は同じエネルギーで創り出されていて、同じエネルギー

の内部を移動しているため、このエネルギーを通して結び付いていて、その状態のおか

げでそれぞれの存在はそのエネルギーの内部で利用できる知識に足を踏み入れることが



できます。 
彼らが入り込んでいるエネルギーのために、この状態はそのエネルギーを移動している

すべての存在によって影響を受けています。 
皆さんはそれを人間の身体として理解することができ、皆さんはその人間の身体をひと

つの全体的な存在として理解することができます。あるいは皆さんは人間の身体の深奥

に移動することができ、人間の身体のひとつひとつの細胞を確認することができます。

人間の細胞ひとつひとつが同じ核を持っていますが、しかしその細胞は物質的な身体の

内部で用いられる場所と機能に応じて異なる形になることができます。ひとつひとつの

細胞はそれ自身の意識を持っていますが、しかし人間の身体の内部には数多くの異なる

細胞があり、その細胞はひとつの意識として連携しています。 
物質的な身体の病気は、人間の身体の全体的な意識との整合性から外れた細胞の一部と

して理解することができます。 
今、わたし達はわたし達すべてが人間の身体として創られている根源を理解している

ため、それぞれの存在達は人間の身体の内部のひとつの細胞になっています。それぞれ

の細胞はそれ自身の意識を持ち、従ってそれ自身の選択をすることができます。 
こうした選択はいつも全体的な意識と同調している訳ではありません。 
根源の内部では、わたし達がそのエネルギーの現実性の内部で人間の身体として同じよ

うに活動できないように、この状態が根源の内部にひとつの幻影が存在していることを

意味している訳ではありません。 
根源の内部では、それは実際に問題になりません。何故なら、この場所はそれが何であ

ろうとわたし達が学び経験する場所になっているからです。 
数々の宇宙、惑星、恒星、根源の内部に存在しているあらゆる物事は、ひとつの意識

を持っていて、必要であれば、あるいはわたし達がそう望めば、結び付くことができ

ます。 
その時点でこれをどのように皆さんの現実性に適用するのでしょうか？ 
皆さんはこの世界には、あるものは物質的な姿、他のものはエネルギーの姿をした他の

存在達がいることにさらに気付くようになっています。 
そのそれぞれが同じ核となるエネルギーを持ち、そのそれぞれが自分自身の意識と選択

権を持っています。 
わたし達はすべて数々の根源のエネルギーを通して移動し、数多くの宇宙を探索し、わ

たし達はすべてわたし達自身の道筋に従い、そしてわたし達はすべてわたし達自身の経

験を持っているため、わたし達は何時でも数多くの異なる選択をしています。 
地球上と同じように、経験し学ぶために協力している存在達の複数の集団が存在してい



ます。彼らはひとつの惑星上に一緒に住み、物質的な姿でお互いに同じ容姿を身に付け

る選択をすることができます。 
利用可能な無限の可能性があり、そしてそうです、言うまでもなく地球上の存在達ある

いは存在の集団達も同じように他の存在達よりも数々の現実性を制御できる無限の可能

性があります。 
ひとつの存在達の集団はしばらくの間一緒にいたため、彼らは彼ら自身が探索し、居住

するための現実性を創り出してきて、時にその現実性に執着を抱いています。 
地球上の皆さんと同じように、他の惑星上で生活している集団達は、自分達が暮らして

いる環境に取り組んでいます。幾つかの惑星は消滅し、その集団達は生活するための別

の場所を見付け出さなければならなくなるでしょう。 
彼らが創り出した現実性に応じて、彼らは自分達自身の惑星上で生き残るか、あるいは

別の惑星を探そうとするでしょう。 
皆さんが存在している宇宙は、その内部に創り出されている異なる周波数を持った数々

の次元を持っていて、こうした異なる次元の内部で生きている存在達がいます。 
こうした存在達の知識と経験に応じて、彼らは皆さんの宇宙の内部でより自由に動き、

物質的あるいはエネルギーの身体を持つこともできます。他の存在達はまだそれだけの

知識あるいは経験を獲得していない状態であり、自分達が物質的な姿あるいはエネルギ

ーの姿どちらかで暮らすことを選択してきたその次元に拘束されています。 
ある存在達は、すべての次元周波数を移動することができ、他の存在達はただ一定の次

元周波数を移動することができるだけの状態です。 
この世界には、自分達の学びと経験の過程の中で他の存在達を支援するために連携して

いる存在達がいます。他の集団達はそれに反する働きをしています。 
ある集団は地球上の存在達と連携していて、他の存在達は霊の内部で作用しているだけ

です。 
こうした存在達によって交信されたメッセージに関する限り、一部の人間は5次元の周
波数に到達することができ、こうした次元の内部の存在達からメッセージを受け取るこ

とができます。ある交信者達は、さらに高い次元周波数に達することに取り組んでいて

、さらに高い次元内部の存在達からメッセージを受け取ることができます。 
すべての次元を移動できる存在達がいるため、それはほとんどその交信者がそのメッセ

ージを受け取っている方法に左右されます。それは、そのエネルギーの密度が高く明瞭

性が少なくなるほど、5次元の水準で受け取られたメッセージはより不明確なものにな
るからです。 
ですから、たとえより高い次元の存在はより低い次元の中にいる交信者に達することは



できるといっても、それが純粋なメッセージであることを意味している訳ではありませ

ん。 
数多くの交信者が5次元の水準でメッセージを受け取っているため、皆さんがおそらく
そう言うように、彼らはさらに低い次元の存在達からのメッセージを受け取っているか

、少なくともさらに低い次元の伝達を受け取っています。数多くの低い次元の存在達は

豊富な知識を持ち合わせていませんが、しかし彼らは自分達より下の次元の内部を確認

できるため、今地球上で起っていることにより多くの意識を注いでいます。 
言うまでもなく、交信者とつながっているさらに高い次元の存在達もいますが、しかし

交信者自身が一定の水準に達している知識と理解しか持ち合わせていないため、その交

信者は彼らのメッセージを良く理解できません。 
これはまた皆さん自身の存在の一部との交信についても当てはまります。皆さん自身の

存在の内部でそのメッセージを理解することは、皆さんという存在の人間の部分の理解

と知識に依存しているからです。 
その人間の部分は、それが正しい方向に向けて移動していて、皆さんが言うようにそれ

が正しいことを行っているという承認を必要としています。 
内面からのメッセージは通常人間によって正しい道筋上のとても重要な承認として、ま

たその交信者の周りで変化している現実性に対して非常に重要なこととして解釈されて

いるため、わたし達はこの状態を確認しています。 
また普通、皆さん自身の内面の一部には数多くの関与している事柄があり、それが人間

の現実性に結び付けられています。例えば、さらに高い自己は物質的な現実性に対して

閉じられている部分であり、そのためさらに高い自己は、ほとんど物質的な身体の上に

位置する比較的低い次元周波数の内部に存在しています。 
これは人間の精神で解釈されていて、人間の精神は色々な意味で物質的な現実性に執着

していることが原因になっています。別の要因として、内面の存在の一部は、より低い

次元の内部に居住しているため他の部分としての知識が少ない状態になっていることが

挙げられます。皆さんという存在、皆さんという全体としての存在は数多くの次元を貫

いて拡大させられていて、その各次元の高い密度を取り除くために数多くの浄化が必要

とされている部分まで達しています。 
皆さんという存在の内部の別の部分に到達するたびに、そのエネルギーが今後さらに高

い周波数になると同時に、人間の部分のためにそのメッセージを解釈する新しい方法が

必要になります。そして人間の脳はただより低い周波数の解釈に利用されます。 
指導霊達と連携することが支援になり得るのはこれがその理由ですが、しかしそれはこ



うした指導霊たちが皆さんの部分を一時的にさらに高い次元周波数に引き上げて、皆さ

んがそれを経験できるきる場合に限られています。 
必要とされている他の部分は、人間の内部を変化させるために用いられることが必要に

なるそうしたさらに高い周波数の経験になっています。 
これが、現時点において数多くの人々がその状態を達成していない部分です。 
それは、人々の指導霊達は普通はただ部分的な方法で人々を引き上げることができるだ

けであり、数多くの人間が指導霊は自分達のためにそのすべてを行うことになっている

と理解しているからです。 
そのメッセージが、皆さんが行っていることに対するすべての承認から皆さんが行える

ことに関する時間の経過に沿った助言に変化し始めた瞬間に、皆さんは数々のメッセー

ジの内容の違いを確認することができます。 
そうです、もしも皆さんがそのようにそれを確認することを望むのであれば、皆さんと

いう存在のあらゆる部分が皆さんを愛しています。 
皆さんという存在のあらゆる部分が皆さんであり、愛されていることを、承認されてい

ることを感じる必要性は、ただ人間の水準の上だけで表面化するものです。 
他の存在たちからの交信されたメッセージも同じであり、皆さんが到達しなければなら

ないひとつの状態は、皆さんが正しい物事を行っているという確認や承認を求めない状

態であり、それは皆さん人間側の絶え間ない承認に対する人間的な要求がない状態で真

の情報が入手できる状態に到達することが必要になるでしょう。 
皆さんは、皆さんという存在のますます多くの部分がその人間の部分の中に融合するか

崩れ落ちる状態に達することが必要になるでしょう。そしてその瞬間以降、皆さんは自

分が何と巨大な存在であるかということを確認する必要が無いことに気付くようになる

でしょう。この皆さんの本来の姿の認識が表面化するようになり、皆さんは皆さんの本

当の姿を理解し、皆さんの本当の姿を感じ、皆さんの本当の姿からそれを認識すること

ができるようになるでしょう。 
この存在の状態から、本来の働きが始まります。 
それは、皆さんがその中に存在している現実性を理解すること、そして皆さんの外部に

存在しているように見える現実性を理解することです。 
皆さんは皆さんの現実性の内部に数々の次元の制約を持っているため、これは簡単に現

れる状態にではありませが、しかし一方でそれは不可能であることを意味している訳で

はありません。 
これは、わたし達が完全な目覚めを伝える時に、わたしたちが話そうとしていること

です。 



目覚めとは、皆さん自身の意識の内部に存在しているあらゆる物事に対する自覚です。

 
人間は、自分自身の意識の内部のあらゆる物事、しかしまた全存在という根源の内部の

あらゆる物事に気付くようになるために、自覚的意識を利用します。 
エネルギーの姿の内部のひとつの存在として、わたし達はいつでも自覚していて、私た

ち自身の意識として存在しているため、自覚的意識を用いることはありません。 
ひとりの人間として、その意識を人間の現実性に向けて解釈する必要があります。一人

の人間として、皆さんが自覚的意識を人間の現実性、人間の精神とこころに向けてその

意識を解釈する手段として利用するのは、これがその理由になっています。

 
イシス

Isis 
 
Through Petra Margolis

December 1, 2011

www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/147682/isis-et-s-light-beings-and-more
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光あるいは闇は存在しない、そして12-12のポータル

光あるいは闇は存在しない、そして12-12のポー
タル
There is no Light or Dark, and the 12-12 Portal
2 December 2011 - 7:59pm 
ペトラ・マルゴリス経由
Channeler: Petra Margolis 
Isis, There is no Light or Dark, and the 12-12 Portal 
 
皆さんは12-12の門という惑星に訪れている別のエネルギーの過剰に移っているため、
わたし達は皆さんがその人間の現実性の内部で頑なに維持している二元性の考えや信念
体系を変容させる、ひとつの異なる方法を紹介したいと思います。 
二元性の考え方は正反対の一組に基づいています。そして皆さんは二元性に基づいた現
実性の考え方から抜け出そうとしているため、依然としてすべての皆さんの間でかなり
蔓延したままになっている一組の反対物を経験しています。 
光と闇です。 
二元性の経験は地球のために創り出されたため、この世界の現実性に移動している皆さ
んの存在の一部が、それ自体を2つのエネルギーに分裂させています。皆さんはこれが
この陰陽の象徴の内部に変換されていることを確認することができます。 
皆さんはこの象徴を学んでいるため、黒と白を闇と光の典型として理解することになる
でしょう。黒と白の内部で皆さんは白と光の領域を確認し、そして白と光の側から、黒
と闇の領域を確認します。 
これは、闇または光のどちらかを象徴しようとして皆さんのエネルギーの一部を引き裂
いている姿を表わしています。 
今、この象徴は、ただ皆さんが地球上の二元性の現実性を経験するために皆さんのエネ
ルギーを引き裂いている姿を表しているに過ぎません。 
もしも皆さんが皆さん自身という存在のさらに上位の部分に進むとすれば、もうそれ以
上分裂は存在せず、ただ皆さんが存在しているだけであることを理解するようになるで
しょう。 
皆さんという存在のさらに高い部分の内部には二元性の経験は必要がないため、光は
無く、闇もありません。 
そういった皆さんという存在のさらに高い部分の内部には、ただ自由意志によって導か
れた選択が存在しているだけです。 
皆さんは存在しているすべてになっているため、闇と光の間の区別はありません。 
エネルギーの流れの中の皆さん自身の道筋の上を移動する選択だけが存在しているため
、二元性を説明する必要もありません。 
皆さんは自由に動き、存在しているすべての一体性の内部で選択することができます。



あるいは、皆さんは自由に動いて、皆さん自身の内部で選択することができます。 
そういった選択に間違っているあるいは正しいというものはありません。 
あらゆる存在は、それ自身の道筋を進みながら一体性の内部に存在していることを、わ
たしは説明しようとしています。 
皆さんはその道筋を正しいまたは間違っているものとして理解します。 
これは二元性ではない場所から見た、わたし達の経験です。 
わたし達は断定的判断を下す必要がないため、断定的判断を下しません。 
わたし達はすべて自由意志を持ち、いつでも選択する権利を持っています。 
地球のために、ひとつの二元性の経験が創り出されました。そして二元性の現実性の経
験から移動するためには、誰であろうと人間の現実性を超えた世界を理解して霊的な現
実性に進むことを目指して自分自身という存在の最も高い部分に進むことが必要になる
でしょう。 
これはすべての人のための説明ではないことを受け入れてください。 
数多くの人々が人間の経験という二元性の内部に留まることになるでしょう。何故なら
、人々は自分達の二元性の経験を完了していないからです。 
二元性を超えて進む準備を整えている人々にとって、今は急いで取り掛かる時になって
います。 
地球は皆さんの宇宙の内部の大宇宙の脊椎の螺旋に沿って動いているため、これは皆さ
んの宇宙の内部のエネルギーの流れに関係しています。 
これはひとつの循環する運動であり、わたしはこれを説明しようとしています。 
大宇宙の脊椎は、皆さんの宇宙の核となる意識です。 
地球やその周りの数多くの惑星は、この大宇宙の脊椎の周りを螺旋運動しています。 
その螺旋運動は大宇宙の脊椎で始まり、そこから自然の流れに従って皆さんの宇宙の内
部のより外側の部分に向けて移動しています。 
その螺旋運動が一定の速度で移動するひとつのポイントでは、外部に向う運動は止まっ
て反転を始めるまで次第に遅くなって行きます。 
そこから、その螺旋運動は大宇宙の脊柱に向って内側に進んで行き、再び大宇宙の脊柱
と融合するまで次第に早く進んで行くことになるでしょう。 
ここは、ほとんどの皆さんがゼロ・ポイントと呼んでいる場所です。そこから宇宙の脊
柱を通って動き始めて再び外部に移動するまで螺旋運動が静止します。 
これが数多くの人々がユガと呼ぶものであり、地球の時間の内部では、皆さんはその螺
旋運動の動きを地球時間の内部で測定することができます。 
皆さんはゼロ・ポイントに向ってますます急速に移動しているところです。皆さんは
ゼロ・ポイントで、皆さんの宇宙の核となる意識の中に向って完全に移動しているでし
ょう。 
皆さんは既に核となる意識にさらに近付いているため、この皆さんの宇宙の核となる意
識と結び付くこと、しかしまた皆さん自身という存在の内部の核となる意識とも結び付
くことが、さらに簡単になっています。それは、皆さん自身という存在の核あるいは根
源となるエネルギーです。 
皆さんは大宇宙の脊柱にますます近付いているため、皆さんは新しい数々のエネルギー



をますます急速に地球上に解き放つことができます。そしてそのエネルギーが地球に到
達するためにほとんど時間がかからなくなっています。 
こうしたポータル、つまり入り口を通して皆さんが今受け取っているものは、大宇宙の
脊椎の内部、核となる意識の内部に自然に存在しているエネルギーです。 
必要とされている行動は、ただ皆さんがその通路を開くことだけです。 
その通路を開くためには、一定の周波数が必要とされていて、ここが皆さんの仕事が始
まる場所です。 
地球それ自体はすべて異なる密度水準で作動している数々の次元周波数に取り囲まれて
いるため、そのポータルあるいは通路に到達するためには皆さんはそういった数々の密
度を移動できることが必要になります。何故なら、数々の次元内部のエネルギー密度
は今、送られているエネルギーを減速しているからです。 
皆さんはそれを毛布の下にあるものとして理解することができます。その毛布は古
くなっていて、その繊維は今崩壊しているところです。皆さんはその繊維を修繕するか
その穴を通してその毛布の反対側にあるものをのぞき見することができます。 
暗闇の中の子供が闇の中の世界に存在している可能性があるものを怖れて毛布の下に隠
れようとするように、数多くの人々にとって、その毛布がひとつの安全装置になってい
ます。 
人々は、闇の中の存在することがないように、ひとつの閃光と伴にその毛布の下に隠れ
ます。 
これが、わたし達が光あるいは闇は存在していないと伝える時にわたし達が話題にして
いるものです。 
皆さんは、外部の世界に存在しているものを確認することを怖れて、光の中に隠れてい
ます。 
人間として、皆さんの人間の目は闇の中で見るように順応していない状態であり、皆さ
んは闇の中でも見えるように順応している一部の動物達を確認することができます。 
皆さんは皆さんの視覚をあらゆる物事が見えるように順応することが必要になるでし
ょう。たとえそれが闇のように見えるかもしれないとしても、実際には闇は存在してい
ません。 
一定の方法で動き、一定の方向に移動し、流れているエネルギーが存在しているだけ
です。 
エネルギーは光あるいは闇ではなく、それはただ皆さんがそうあることを望んでいるも
のに過ぎません。 
皆さんは今まで闇と光が存在しているというひとつの信念体系に熱中していたため、皆
さんは皆さんを取り囲んでいるエネルギーの内部に闇と光を確認することになるでし
ょう。 
わたしが地球上で、そして地球上だけではなく、皆さんの宇宙と皆さんの宇宙を超えた
場所で今起っていることを発言する前に、わたしは皆さんがこれについて考えることを
望んでいるため、取り敢えずこの辺でわたしは説明を終わりにしたいと思います。

イシス



Isis 
Through Petra Margolis
December 2, 2011
www.ascendedmasters.org 
 
わたしはイシスに、彼らがこうしたポータルの開放の日付をわたし達に提供している理
由を尋ねました。そして彼女の答えは、その日付については重要ではなく、人々が一緒
にそのポータルをできる限り充分に広くすることが重要になる、というものでした。 
わたし達はそれを、出来る限り数多くの人々が毛布の穴を広げることとして理解するこ
とができます。より多くの人々が全員一緒に通過するため、その穴はひとりの人間がそ
の穴を通過するよりも大きなものになります。 
皆さんはその螺旋運動に沿って移動しているため、皆さんができる限りそのエネルギー
に近付くための人間の時間枠の範囲には、一定の時間制限が存在しています。 

ペトラ
Petra 

http://lightworkers.org/channeling/147763/isis-there-no-light-or-dark-and-12-12-portal

http://www.ascendedmasters.org/
http://lightworkers.org/channeling/147763/isis-there-no-light-or-dark-and-12-12-portal


愛はそれと何か関係ありますか？

愛はそれと何か関係ありますか？
What has love got to do with it?
4 December 2011 - 3:29pm 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, what has love got to do with it? 
 
わたし達は光と闇について説明したため、わたし達は、愛は従うべき正しい道筋である

、という主題についての説明を考えています。 
愛とはなんでしょうか？ 
人間の間には愛が存在し、そしてそれはひとつの大きな感情に違いないと思います。 
数多くの人々が、現時点で地球上に存在していない数々の存在にための愛も明らかにし

ています。 
愛は人間の経験の一部であり、皆さんは色々な方法で用いることができます。 
ひとりの子供に対する愛は、ひとりの配偶者に対する愛とは違います。 
お互いに愛し合う数多くの異なる方法が存在しています。 
ある人々は、愛を真実または光として理解しています。 
ある人々は、他の人々が彼らの本当の姿を愛として受け入れていることを確認してい

ます。 
ある人々は、彼らが気に入らないものとして理解し、愛を送っています。 
誰かが、わたしはあなたを愛している、と言っている時、それは何を意味しているの

でしょうか？ 
彼らは何の愛について話しているのでしょうか？ 
愛という言葉は、例えば、わたしはその映画が大好きだ、と言う場合のように、数多く

の異なる状況で使われています。 
人間の現実性の内部の愛は、霊的な現実性の内部とは異なる愛になっています。 
皆さんは人間の現実性の中の皆さんの霊性を支援するひとつの高揚感として愛を経験し

ているため、それは人間の皆さんのひとつの素晴らしい表現です。 
皆さん自身を過大評価して、皆さん自身にいつも愛になることを強要しないでくだ

さい。 



他の感情を感じても大丈夫ですし、もしも皆さんが他の人々に対する愛を感じることが

できない時を経験しても、それでも大丈夫です。 
皆さんは人間であり、こうした感情は人間として存在していることの一部です。 
数々の感情の内部で安定を見付け出すことがより大切であり、そのため皆さんが余りに

も気分が良くない時、そして皆さんの周りの世界が否定的に見える時、皆さんの内部の

安定を見付け出すために、皆さんはこうしたエネルギーが皆さんを通して流れることを

許します。 
もしも皆さんがこうした感情を受け入れることを無視するか、抵抗を示すか、あるいは

拒絶するのであれば、皆さんは、安定に戻ることがますます困難になって行くことに気

付くことになるでしょう。 
そうです、皆さんの周りの世界は崩れ落ちているところであり、そしてそうです、他

の人々は自分の自信を失わせているエネルギーを理解せず、今現在起っていることに対

処できないため、彼らのために必要な支援が存在しています。 
皆さんの内部の目覚めは、地球の周りの意識と結び付いているすべての存在達に対する

影響力を備えています。 
もしも皆さんがその数々のエネルギーの内部で安定した状態に留まることができるので

あれば、地球上の他の人間達に多大な影響を与えることになるでしょう。何故なら、そ

の意識内部の数々のエネルギーが安定することになるからです。 
もしも皆さんが安定を失っているとすれば、その意識と結び付いている他の人々によっ

てそれが感じられることになり、彼らはさらに安定を失った反応をすることになるでし

ょう。 
彼らの多くが、地球上に運命付けられた方法で愛を感じる準備が整っていません。そし

て彼らは皆さんが行っている方法で愛を理解することはないでしょう。 
皆さんすべてが結び付き、変化を引き起こすために他の人々にエネルギーを送るために

利用している意識を通して、数多くの誤解が伝達されています。 
すべての皆さんが共有している信念体系は、地球のそれぞれの地域でかなり異なってい

ます。あらゆる人々が同じ考えを持つことは、簡単なことではありません。 
皆さんはすべて世界の平和を確認することを望んでいて、他の人々は彼ら自身の小さな

場所の自由を望んでいます。 
皆さんの生き方と世界の展望は、他の人々とは異なっています。それは、皆さんは既に

この世界で皆さんを取り囲んでいる人々の中で、その価値観を理解しているからです。

 
他の国々の人々は何もせずに座ったままで考えていると、皆さんは本当に考えていま



すか。ええ、わたしはわたしに愛を送り、わたしのことを考えてくれているそういっ

た人々に対してこれほど感謝しています。人々のすべてがそうとは限りませんが。数多

くの人々が、わたしはわたし自身の道筋を見付け出しているのだから、他の国々のそ

ういった人々がわたしを独りにしておいてくれることを望んでいる、と考えています。

彼らのほとんどが、皆さんの考え方を理解していないからです。 
そうです、彼らの一部はその道筋を見付け出す支援をしたいと思っています。何故なら

、彼らは数多くの皆さんが想像さえできない、あるいは理解することができるかもしれ

ない環境の中で暮らしているからです。そうです、彼らの多くが電気や流れる清らかな

水を持ちたいと思っていて、皆さんがそれを支援できる方法が存在しています。 
これは政府からの行動が必要になり、そこは戦争行為の代わりに、人間の水準の上で支

援が提供されることが必要になります。その場合、その国の政府にはお金を与えず、そ

ういった国々に住み、支援を必要としている人々に対して個人的な水準で支援が与えら

れていることが必要になります。 
これは現時点で皆さんの国々の政府が取っている立場ではありません。皆さんの国々の

政府は、他の国々が皆さんの国の中で利用できる生活環境と同じ生活環境を手にするよ

うに他の国々を支援しているというよりは、自分達自身の国の支配をさらに強化し、周

りの国々をも支配しようとしています。皆さんの政府は幾らかこうした国々を支援する

ことに取り組んでいますが、しかしそういった国々の人々の利益のためよりも、自分自

身の利益の方に重点が置かれています。 
皆さんは、皆さんが確認したいと思っている現実性とは異なるひとつの世界で暮らして

います。しかし皆さんは、すべての人類のためにひとつの現実性を変化させることは、

皆さんがその現実性に目を向ける方法を変化させることとは違うことを理解する必要が

あります。 
この話はわたしを根源の視点あるいは人間の視点についての次のメッセージにつながっ

て行くため、わたしはひとまずお別れします。

 
イシス

Isis 

Through Petra Margolis

December 3, 2011

www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/147886/isis-what-has-love-got-do-it 
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人間的な視点からの理解と根源や霊の視点からの理解の違い

人間的な視点からの理解と根源や霊の視点から
の理解の違い
The difference in understanding from a human point of view and a
source/spiritual point of view.
5 December 2011 - 1:14am 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
The difference in understanding from a human point of view and a source/spiritual point of
view. 
 
地球上のエネルギーの内部で今現在変化している物事が数多く存在し、その変化が今

も起っているため、皆さんはそのエネルギーの内部で不安定な状態を確認することが

できます。 
わたし達が目覚めについて伝えている時、わたし達が伝えている内容を理解すること

がとても重要になります。人間の視点から世界に目を向ける場合と、根源あるいは霊

的な視点から世界に目を向ける場合との違いを理解してください。 
数多くの人々がこれに気付いていませんが、人々の道筋は一部の皆さんが選択した道

筋と異なっているため、数多くの人々がこれに気付く必要はありません。 
一部の人々は、今度人間的な視点と霊的な視点との間を移動するようになり、別の人

々は人間の視点の中に留まり、一部の人々は完全に霊的な視点に移動することになる

でしょう。 
霊的な視点は人間の視点の内部で解釈されなければならないものですが、今起ってい

ることを理解する上で大きな違いが存在しています。 
目覚めは霊の内部の皆さんという存在を自覚することを意味していて、一部の人々は

自分自身の内部の水準を通して移動しているため、目覚めは数々の異なる水準上で起

ります。目覚めと自覚した状態になることは、既にさらに高い自己の水準で起って

いて、一部の人々はその水準に留まっています。他の人々はさらに高くまで達して

いて、再び異なる段階あるいは水準が存在し、今後人々の自覚的意識がそこに留まる

ようになるでしょう。 
一部の人々は今努力しながら、既に自分自身の根源の存在の水準にまで続く目覚めと



自覚の道筋を選択しています。 
これは、彼らが自分の根源の存在の水準から行動していることを意味しているのでは

なく、彼らはただ自分の根源の存在に気付いていて、自分達の根源の存在と意思の疎

通ができるだけです。 
また自分自身の根源の存在との意思の疎通は、その方法に沿って彼らが行ってきた浄

化と活性化に左右されています。それはただ内面の根源に到達することだけを目的に

しているのではなく、皆さんという存在のすべてに気付くことを目的にしています。

 
根源の存在との意思の疎通には異なる水準が存在しています。内面の根源の情報を人

間の水準まで引き下げて、皆さんが根源の内部から受け取ることができる情報を理解

する必要があるからです。 
一部の人々はまさに自分自身の根源の存在を感じて完全に幸せな状態になっていま

すが、ただ根源のエネルギーが彼らを通して流れていることを経験するだけで、自分

の根源の存在にそれ以上深く目を向けることはないでしょう。他の人々は自分達の根

源の存在の内部で利用できる情報を探索し始め、さらに深く目覚めることになるでし

ょう 
皆さんは多岐にわたる方法で経験し学ぶことを皆さんに許すためにひとつの創り出さ

れた現実性の中で暮らしていることを、すべての皆さんが認識しています。この事

実は、それがひとつの完全な幻影であることを意味している訳ではありません。何故

なら、その経験は皆さんという存在のあらゆる部分にとって現実になっているから

です。 
幻影は、この世界の現実性の内部に二元が存在しているという事実と結び付いていて

、二元性が創り出された理由は、皆さんが学ぶことを選択したものを学ぶために必要

になる経験をするためです。 
他の世界にはさらに多くの創り出された現実性が存在しているのでしょうか？ 
そうです、存在しています。言うまでもなく、学びと経験の過程は決して止まること

なく、ひとつの現実性を創り出すか、根源の内部に存在しているエネルギーを進むか

どちらかを通して起り続けているからです。 
あらゆる物事が創造であり、創造は皆さんが学び、経験し、拡大する手段になってい

ます。 
ひとりの人間として、皆さんはそれをひとつの幻影として理解することができます。

霊の内部では、それは明確に異なります。 
どれほど数多くの世界を創り出すとしても、その経験は残されたままであり、その経



験は現実的なものです。 
人間の現実性は創り出されたものです。人間の現実性の内部で皆さんが信じているも

のの多くが、ひとつの幻影です。死のようなものでも実際にひとつの幻影です。何故

なら、死はただ物質的な水準で起るだけですが、しかし霊の中の皆さんという存在

は残ったままであり、それは人間の経験と伴にそこに存在し、人間の身体の死を経験

しながらそこに存在し、そして人間の身体の死の後でもそこに存在しています。 
皆さんが人間の視点よりも霊的な視点からより多くの物事を理解し始めた時に、その

違いが現れます。皆さんは、ひとりの人間として皆さんが真実だと信じていたものが

、実際に皆さんの人間の部分が経験し学ぶことを許すために創り出されたひとつの幻

影であることを充分に理解することになるでしょう。 
これは、人間の現実性の内部のあらゆる物事がひとつの幻影であることを意味してい

る訳ではありません。それ以上のものであり、皆さんは人間の視点から人間の現実性

についての数多くの信念をひとつの幻影として理解することができます。霊の内部

では、どのような創造やいわゆる幻影であってもそれを実現しながら、あらゆる物事

が経験されています。 
目覚めが重要な役割を演じているのはこれがその理由です。目覚めは皆さんを人間の

視点に属する幻影を超えて、霊的な視点に属する現実性に連れて行くからです。 
そうです、皆さんは多次元的な存在であり、皆さんは霊の内部で皆さんが創り出すこ

とを望むあらゆる現実性を創り出すことができます。しかし一方で、人間の現実性の

中に数多くの他の存在達が含まれているため、人間の水準でひとつの現実性を創り出

すことは異なります。 
皆さんはこの人間の経験という現実性を選択してきました。そして皆さんは、皆さん

の霊の中の本来の姿に完全に目覚めることを通して、この現実性から脱出することを

選択してきました。 
これは、皆さんがこの世界の外部に存在するあらゆる宇宙に気付かなければならない

ことを意味している訳ではありません。 
それは、皆さんが本来の姿を完全に自覚し、皆さんがこの世界で維持しているものに

対して完全に目覚め、皆さんを人間の現実性の経験から連れ出すことができるものに

ついて完全に目覚めなければならないことを意味しています。 
それはすべてひとつの幻影でしょうか？　皆さんが今経験しているあらゆる物事は、

人間の霊的な部分にとって現実的なものです。 
皆さんはこの時点においてひとつの異なる現実性を創り出すことができるでしょ

うか？ 



地球の現実性は、ただ人間の身体を持つという経験から始まり、皆さんが制御できな

い勢いか、あるいはまた皆さんがその道に沿って行った選択のどちらかあるいは両方

を通して、その現実性はゆっくりと変化しました。 
皆さんは現在再びひとつの異なる現実性に目覚めているため、それは問題にはなりま

せん。人間としてではなく、ひとつの霊的な存在として存在している現実性です。 
この状態がゆっくりと人間の自覚的意識の内部に浸透していて、わたし達が伝えたよ

うに、一部の人々にとってこれは彼らを人間の現実性から連れ出す完全な目覚めにな

るでしょう。別の人々にとって、それは彼らを人間の現実性の内部の異なる水準に連

れて行く部分的な目覚めになるでしょう。そしてそこから、彼らはさらに深い目覚め

を目指して、彼らが人間の現実性から脱出するために必要になる完全な目覚めに到達

するまで、さらに多くの時間を過ごすことになるでしょう。 
それはすべて皆さんの選択、皆さんの自由意思に関することであり、決してこうし

た人々は他の人々よりも有利性を持っているということを伝えているのではありま

せん。完全な目覚めに向かって進んでいる小さな集団は自分達自身をこの目的に捧げ

ていて、自分自身の存在にこれを成就することを誓ってきました。 
それは、この小さな集団がより有利性を持っていることを意味しているのではなく、

彼らが完全に目覚めるために熱心に取り組んできたことを意味しています。もしも皆

さんがそれを彼らに伝えることができるとすれば、彼らは自分自身をより進んでいる

存在として理解していないことを皆さんは理解することになるでしょう。彼らはただ

、自分達は地球上で自分達の完全な根源の表現になることを望んでいることを理解し

ているだけです。 
ひとりひとりの皆さんそれぞれが、この状態を達成することができます。 
人間の視点と根源の視点との間の違いは、皆さんは人間の視点から人間の世界の中の

現実性を変化させることを望み、根源の視点から人間の世界の現実性を理解して皆さ

んの内部で変化を起こさなければならないことを理解する、ということです。この事

実を伝えて、わたしはこのメッセージを終わりにしたいと思います。 

イシス
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交信者ひとりひとりが責任を持っている

交信者ひとりひとりが責任を持っている
Each Channel has a responsibility
6 December 2011 - 12:56am 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Each Channel has a responsibility. 
 
交信者のひとりひとりが、自分達が受け取り、交信し、明らかにしたそれぞれのメッセ

ージの内容を確かめる責任を負っています。 
そのメッセージが、達成されることがあり得ない希望を伝えているかどうかを確認する

ことは、それぞれの交信者の責任です。何故なら、交信者は、地球は変化の過程の中に

あり、変化は数多くの皆さんが確認したいと思っている同じ速さで達成できないことを

認識しているからです。 
地球上の変化はひとつのゆっくりとした目覚めの過程であり、それがまだ自分達の目覚

めの道筋になっていないため、数多くの人々が現時点において目覚めようとはしていま

せん。 
これが、皆さんがそれを理解する方法で変化が達成されることはあり得ない、という結

論をもたらします。数多くの人々が内面を変化させようとしていないからです。 
今地球上で起っているありとあらゆる変化は、ひとりひとりの皆さんそれぞれが内面を

変化させていることが理由になっています。 
たとえ地球上のあらゆる個人が今直ぐに目覚めたとしても、その変化は完結するまでに

数多くの歳月を必要とするでしょう。皆さんが望んでいる物質的な変化はただ変化を求

めている状態よりも多くのことが必要になるため、その変化を実現することが必要にな

ります。 
皆さんはすべて離ればなれにされているため、多くの企画立案と、次にその計画を実行

に移して変化を起こすようにする時間が必要になります。 
たとえ地球上のあらゆる個人が目覚めたとしても、彼らはすべて異なる水準に存在する

ようになり、起ることを確認したい変化について、すべての人々が異なる見解を持つこ

とになるでしょう。 
この次元上昇の旅はとても個人的なひとつの旅であり、皆さんはそれを個人的な旅とし



て理解しなければならなくなるでしょう。 
皆さんは内面に向かい、皆さんが地上に創り出した現実性から出て、霊の内部で創り出

された現実性に向かわなければならなくなるでしょう。 
数多くの存在達が喜んで皆さんを支援しようとしていますが、彼らの多くはこの種の次

元上昇の経験をまだしたことがありません。皆さんはこの事実を理解しなければならな

くなるでしょう。 
そうした話でわたしが伝えたいことは、実際に誰もこの種の次元上昇を経験したことが

なく、その状態で、ひとつの惑星上に存在している生命が、次元上昇に向かっているこ

とになるでしょう。 
わたし達が現時点で皆さんに内面の旅に意識を集中してほしいと思っているのは、これ

がその理由です。 
これが地球上の意識の内部で変化が起こることを許しています。またすべての存在が地

球の次元上昇の後で5次元の周波数に移行するため、すべての存在の進化を許します。 
これは、皆さんが皆さんの周りの世界でどのような変化も起こすことができないことを

意味しているのではありませんが、しかし、ただその変化のためは、数多くの皆さんが

確認したいと思っているものよりもかなり長い期間がかるようになるでしょう。そのこ

とを良く理解してください。 
あらゆる人々が5次元への移動を済ませると同時にさらに急速に変化が起ることになり
ますが、しかし現時点で誰もどの程度の速さになるかを言葉にすることはできません。

 
皆さんが今取り組んでいるあらゆる物事は、地球が次元上昇する瞬間に皆さんに役立つ

ことになるでしょう。 
この理由は、時間がその速度を速めているからであり、そして地球の周りのエネルギー

は既に5次元の周波数を上回っていて、皆さんがさらに急速な内面の成長を活用するこ
とを許しているからです。 
地球の次元上昇の後、そのエネルギーは5次元の周波数の内部に定着し、さらに高い周
波数に達するまでには、再びさらに長い時間が必要になるでしょう。 
現時点において、地球はその次元上昇の準備をしているところなので、地球はさらに高

い周波数を放射しながら、さらに高い周波数がより急速に入っている状態になってい

ます。この理由は、皆さんが可能な限り宇宙の脊柱の近くまで移動してきたからです。

 
地球が次元上昇すると同時に、皆さんは宇宙の脊柱から離れて行き、現時点において簡

単に手が届くさらに高い周波数は、再び遠ざかって行くことになるでしょう。 



この地球の次元上昇の過程は、惑星の水準かあるいは大宇宙の水準のどちらかで、皆さ

ん自身の次元上昇を支援しているものになっています。 
数多くの人々にとって、それは惑星の水準になるでしょう。一部の人々にとって、それ

は大宇宙の水準になるでしょう。 
小さな集団、母なる地球のための大宇宙の次元上昇チームは、地球の次元上昇に取り組

んでいるでしょう。 
これが意味していることは、彼らは自分達自身で準備を整えていて、自分達自身のため

だけではなく、その時が訪れた時に地球上の次元上昇で地球を支援するために自分達で

その準備を整えている、ということです。 
わたし達は地球が大宇宙の脊柱を通過して次元上昇する時を完全に予測することはでき

ませんが、来年は、次元上昇が起らなくてはならない年になります。 
しかし一方で、対処しなければならない数多くの仕事があります。そしてこの仕事を行

うようになる人々は、皆さんが考える対象にしているものを既に完全に手放して、地球

と地球上のすべての生命を支援するために内面の準備を整えることにただ意識を集中し

ている人々です。 
これほど数多くの皆さんが今まで皆さんの地球上での目的を探してきましたが、今は、

内面のさらに深奥で、その目的を見付け出す時です。 
ほとんどの人々にとって、それは彼ら自身の次元上昇の過程に意識を集中しているよう

になることであり、このようにして、彼らは地球の周りの意識にさらに高い周波数を定

着させる支援をしているでしょう。 
別の人々にとって、彼らは地球を支援するための同じ仕事をするために呼ばれる可能性

があります。 
皆さんの目的は数多くの層を持っているため、これはすべて皆さんが内面で行う努力に

左右されるため、また皆さんはさらに深く内面を進むことができるため、皆さんは皆さ

んの目的をさらに多く見付け出すことになるでしょう。 
また、現時点において選択できることがあります。 
皆さんはただ完全な惑星の次元上昇の意思と伴にこの世界に現れて、地球の次元上昇の

後に5次元に向かう可能性がありますが、しかし皆さんはそれぞれの瞬間にいつも皆さ
んの選択を変え、違う選択をすることができます。
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12-12のポータル、大宇宙のダイヤモンドのこころ

12-12のポータル、大宇宙のダイヤモンドのここ
ろ
The 12-12 Portal, Cosmic Diamond Heart
9 December 2011 - 4:47pm 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, The 12-12 Portal, Cosmic Diamond Heart 
 
そうです、それは別のものであり、以前のポータルのように、一部の人々は数多くの

期待を持つことになるでしょう。 
こうしたポータルは地球上のエネルギーを解き放つことを目的にしていて、それはす

べての皆さんが皆さんの霊的な目覚めで進歩するために利用することができることを

、わたしは皆さんに思い出して貰おうと思っています。 
わたし達はただ、ひとつの日付をさらに多くの人々を通して数々のエネルギーを持ち

込むために利用しているだけなので、こうした数々のエネルギーはその日付に特有な

ものではありません。 
そのエネルギーは莫大な密度を通して現れなければならないものです。そしてわたし

達は同時にさらに多くの人々の意識をそのエネルギーに集中させなけなければならな

いため、わたし達はさらに大量なエネルギーを取り入れて、地球上に定着させること

ができます。 
ポータルの日付を通して入ってくるこうしたエネルギーのすべては、皆さんが皆さん

の周波数を引き上げて、皆さん自身という存在の内部でさらに大きな理解が起る場所

に向って移動することを許すことになります。 
依然としてこうした数々のエネルギーを統合し、その理解を受け入れるために必要と

なる努力が必要になるため、これはエネルギーによる機械的な結果ではありません。

 
そのエネルギーは意識に対する影響力を持ち、すべての皆さんが皆さん自身の意識を

引き上げるために利用することができるさらに高い次元の周波数を取り入れます。 
そのエネルギーは物質的な身体に影響を及ぼしますが、しかし皆さんが経験すること

を望んでいる完全な結果を経験するためには、充分に定着させることが必要になり

https://mail.google.com/mail/?view=att&th=13426a132b76767d&attid=0.1&disp=attd&zw


ます。 
皆さんの内部から変化が起る必要がありますが、しかし変化はただ皆さんがそれに意

識的に取り組む場合に可能になるだけです。それは物質的な身体と皆さんの意識を変

化させることだけを目的にしているのではありません。それは皆さんが皆さんの現実

性と皆さんの現実性の見方を変化させて、皆さんの根源の存在である神とさらに調和

した、今までとは異なる存在状態に移動することを目的にしています。 
わたし達は、これがそれぞれの存在に影響を与えて行く様子を伝えることはできま

せん。何故なら、これはそれぞれの存在と、それぞれの存在がそれ自身とそれ自身の

現実性のために選択するものに委ねられているからです。 
皆さんは皆さん自身でこの新しいエネルギーが入ってくるための準備を整えています

。ですから、今は一歩退いて、何らかの皆さんの内部の浄化が必要かどうかを確認す

る良い機会になります。 
皆さんはそのより多くを皆さんの霊的な自己の目覚めの道筋の上に置いているため、

そういった皆さんの霊的な自己の新しく目覚めた部分を綺麗にして、その部分を皆さ

んが現時点で存在している道筋と同調させることが必要になっている可能性があり

ます。 
皆さんは今まで地球上での数多くの異なる転生を経験してきましたが、こうした転生

に由来するエネルギーが依然として皆さんの霊的な自己のある部分の内部に存在して

いる可能性があります。 
新たに活性化された皆さんの霊的な存在の部分は普通、現時点の皆さんのものとは異

なる周波数の内部に存在しているため、それは皆さんという存在全体を皆さんが最も

高い周波数で振動を始めることができるそれぞれの部分と同調させる良い機会になり

ます。 
この12：12のポータルを通して入ってくる数々のエネルギーは、皆さんの内部にある
大宇宙のダイヤモンドのこころとのさらに多くの結び付きをもたらすことになるでし

ょう。 
皆さんという存在の内部には数多くの水準が存在しているため、大宇宙のダイヤモン

ドのこころの内部にも数多くの水準が存在しています。 
こうしたエネルギーは皆さんの内部のこころの中心のさらなる目覚めを支援し、皆さ

んの内部の新しい理解の水準に向けてそのこころの中心の内部の振動と自覚的意識を

引き上げることを目的にしています。 
こころの中心の内部の振動を引き上げることは、それがゆっくりとひとつの現実性

になって行くため、皆さんの物質的および霊的な現実性の中のさらなる安定をもたら



します。 
皆さんは皆さんの内部の現実性を変化させることを既に選択し、このようにして皆さ

んの外部の現実性の変化の一部になっています。ですから、数多くの皆さんにとって

、これはこれからも続いて行くひとつの過程になっています。 
皆さんはゼロ・ポイントという母なる地球の次元上昇の要所にさらに近付いている

ため、新年の2012年にはますます多くのポータルの開放が起ることになるでしょう。
 
皆さんはさらに宇宙の脊柱に近付いているところであり、時間はますますその速度を

増しています。その影響を受けて、そのエネルギーはさらに速く流入するようになる

でしょう。 
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過去、現在、そして未来は、12-12-11のポータルを通して融合して今という瞬間に向か
う

過去、現在、そして未来は、12-12-11のポータル
を通して融合して今という瞬間に向かう
The Past, Present and Future are merging into the Now moment through
the Portal of 12-12-11
11 December 2011 - 2:29am 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, the Past, Present and Future are merging into the Now moment through the Portal of 12-
12-11 
 
今日のこの月蝕の日にわたしは皆さんを歓迎したいと思います。 
月が、その過去の秘密と神秘のもつれを解しています。 
皆さんは今、2012年という新年の準備をしているところなので、今は、皆さんの過去、
現在、そして未来をまとめ上げる時です。 
皆さんは過去の時系列内部の皆さんの真の存在の幾つかを発見し始めたところであり、

皆さんが発見するすべての物事は時に矛盾しているように見え、また皆さんが認識して

いるほとんどの物事はただ時代を通してずっと記録されてきたため、ほとんどの皆さん

にとって、過去は未知のもののように見えます。 
皆さんは既に、過去はいつもそのように見えるものではなく、記述されている歴史は必

ずしも皆さんの過去の内部の真の出来事に対して誠実ではないことを把握しています。

 
皆さんは今という瞬間に生きている存在になっているため、過去は時に消滅し、皆さん

の内部で一体化していないように見えます。今という瞬間の中で、皆さんが過去、現在

、そして未来の知識を見付け出すことを許してください。 
今その時系列は融合していて、過去は融合し、そういった数々の時系列のすべてが皆さ

んの内部で統合されているところです。 
今年の2011年12-12の門は、過去、現在、そして未来の融合に向かう門になります。 
数多くの皆さんが異なる時系列上で生きてきて、時に同時に皆さんの地球的な時間の内



部の同じ瞬間に異なる時系列の間を移動してきたため、数多くの出来事が皆さんの内部

に現れることになるでしょう。何故なら、過去は今という瞬間の内部で未来に向けて提

示されているからです。 
12-12のポータルを通して、過去に属する知識が、今という瞬間の内部の未来で、利用
可能になります。 
一部の皆さんは、既に皆さんの内部の過去のエネルギーと結び付いていますが、しかし

一方で皆さんが足を踏み入れている過去は、その融合の多くがまだすべて完了していな

いため、いつも明確なものになっている訳ではありません。 
数多くの皆さんが歴史を変えてきた数々の時代と結び付き、それを探しています。こ

れが、わたしが確認している現時点で起っていることです。 
わたしは数多くの皆さんがエジプト、アトランティス、そしてレムリアの時代と結び付

いていることを確認しています。何故なら、皆さんは今、その当時存在していた物事の

エネルギーと結び付いているからです。 
数多くの人々が、そうした時代の存在達と結び付いていると同時に、そうした時代の神

秘や教義と結び付いています。 
わたしはそういった数多くの時代の中で存在していました。わたしは数多くの異なる変

化と意識の時代の地球上で生きてきました。皆さんはわたしをイシスとして認識し、わ

たしのエネルギーは歴史を通して追跡されていることもあり得ます。一部の歴史は真実

です。その一部は真実ではありません。皆さんはこの真実を内面で見付け出すことにな

るでしょう。一度皆さんが皆さん自身という存在の内部に深く移動してしまえば、皆さ

んはこの真実を内部で発見することになるでしょう。 
数多くの皆さんと同じように、わたしはアトランティス、レムリアに、そして歴史が創

り出された数多くの他の場所に、存在していました。 
一部の皆さんは今、過去に足を踏み入れて、そういった歴史が創り出された場所を見付

け出しているため、数多くの人々はその当時存在していた数多くの存在達のエネルギー

を見付け出すことになるでしょう。 
一部の人々はわたしのエネルギーと結び付き、エネルギー自体としてそのエネルギーを

感じるようになるでしょう。何故なら、皆さんは今という瞬間の内部の皆さん自身の存

在とまだ完全に結び付いていない状態であり、またそれに気付いていない状態になって

いるからです。 
皆さんが内面でさら多くより深く結び付く時、皆さんは過去、現在、そして未来の中で

皆さん自身の方法を見付け出し、皆さんを皆さん自身の存在の内部で利用できる知識に

導くようになるでしょう。 



その融合は既に開始されていて、今日の月蝕が、皆さんがさらにそれぞれの瞬間の内部

の今という瞬間に足を踏み入れることを許しながら、過去、現在、そして未来の内部に

存在する皆さんの完全な自己を皆さんが経験するための道筋を切り開きます。 
わたしは12-12の通路、次元的な意識に向かう通路の始まりに、その場に存在すること
になるでしょう。 
この通路はわたし達を広げ、皆さんが皆さん自身の存在の内部にあるこうした数々の新

しい次元の経験と知識に移動することを支援するために、すべての物事がその場に存在

することになるでしょう。何故なら、そのエネルギーは皆さんのこころを通過して、皆

さんを皆さんのこころの中心に導き、そしてそのエネルギーは皆さんを皆さんという存

在でもある母なる父なる神、根源、創造主に属する大宇宙のこころに向かわせることに

なるからです。 
わたしは今、イシスとして存在しています。 
わたしは過去、現在、そして未来の中のここに存在していますが、しかし何よりも今と

いう瞬間の内部に存在しています。
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イシス、惑星の次元上昇のための光の身体の過程
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程
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Channeler: Petra Margolis 
The Isis Light Body Process for Planetary Ascension. 
 
2つの異なる過程があり、ひとつは惑星の次元上昇、そしてもうひとつが大宇宙の次元
上昇の部分です。 
惑星の次元上昇から始めることにしましょう。これは現時点において数多くの人々が以

前に経験したか、あるいは地球が次元上昇するにつれてこれから経験するようになるも

のです。 
惑星の次元上昇と伴に、物質的な身体の内部の7つのすべてのチャクラと、物質的な身
体の上にある5つのチャクラ、そのチャクラが完全に綺麗になるでしょう。 
皆さんがこうしたチャクラをどのような順番で綺麗にするかは問題ではありません。 
重要なひとつの部分として、それぞれのチャクラはその内部に3重の光彩を持ってい
ます。 
それはほとんど活性化されていない状態であり、皆さんは前もって数々のチャクラの内

部に3つの結晶質すべてを持っていなければならないため、時には活性化することもで
きないこともあります。 
それぞれのチャクラは、愛、力、そして叡智の3つの結晶質を持っています。 
数多くの人々が、その心臓のチャクラの内部に既に3重の光彩を設置しています。3つ
のチャクラすべてが、3重の光彩をその最も完全な能力に達するまで活性化させる必要
があります。 
3つのすべての結晶質がそれぞれのチャクラの内部に存在すると同時に、それぞれのチ
ャクラの内部に3重の光彩が存在することになるでしょう。 
それぞれのチャクラの内部で3重の光彩が活性化されると同時に、その光彩は統合して
ひとつの黄金の光彩だけが残り、すべてのチャクラの間の結合部になるでしょう。 



ひとりの人間として、皆さんは例えば皆さんの力の結晶質を、今回の生涯か以前の生涯

のどちらかで、他の個人に与えてきた可能性があります。 
時々、皆さんは皆さん自身が誰かと一緒の状況の中に存在していることに気付くことに

なるでしょう。その状況は引き寄せる力がかなり強く、それに立ち向かおうとする皆さ

んの意志さえも消え失せてしまうでしょう。誰かが皆さんの愛の結晶質をつかんでいる

場合、この状況は時々起ります。 
叡智の結晶質についても同じです。皆さんが時に盲目的に誰かに従っていて、彼らが伝

えていることがすべて真実だと考えている可能性があるからです。皆さんがこの個人に

既に皆さんの叡智の結晶質を与えてしまっているか、この個人が皆さんの叡智の結晶質

を取り上げてしまっている可能性があります。 
皆さんはその物質的な身体の内部に7つのチャクラを持っていて、それぞれのチャクラ
の内部に、愛、力、そして叡智を表している3つの結晶質が存在しています。 
ですから、皆さんはその結晶質のどれかひとつを既に安易に与えてしまっている可能性

があり、時には他の誰かがそれをすべて取り上げてしまうようなこともあるでしょう。

 
この事実はほとんどの人々が意識的に気付いていないものであり、結晶質を持ち去って

いる人々さえいつも意識的に気付いている訳ではありません。 
これは、数多くの皆さんが数々のエネルギーの内部で現在起っていることについて充分

に自覚していないこと、そして今起っていることをいつも理解できないこと、それが理

由になっています。 
別の事実として、チャクラについての大量の情報が基本になってしまい、それが霊的な

現実性と実際に関連がないため、こうした事実についてほとんど認識されていないこと

が挙げられます。 
別の重要な部分は、物質的な身体に結び付いているすべての光の身体を綺麗にすること

です。

1. 物質的／エーテル質の身体
2. 情緒的／アストラルの身体
3. 精神的な身体
4. 仏教的／因果律の身体 

こうした数々の身体が完全に綺麗にされ、数々のチャクラも綺麗になると同時に、皆さ

んは物質の身体の上に位置する8番目から12番目の5つのチャクラを何時でも取り込むこ



とができる状態になります。 
数多くの人々が、光の身体はチャクラと結び付いていると考えています。これはひとつ

の誤解です。数々の霊的な身体の内部には類似した種類のエネルギーの中心部分が存

在し、その霊的な身体が綺麗になると同時に、こうしたエネルギーの中心部分が、その

エネルギーの身体が物質的な身体とより多く融合することを許す状態になります。お互

いがさらに同調した状態になり、物質的な身体の内部の数々のエネルギーや周波数とさ

らに良く同調するようになることを意味しています。この状態が、物質的な身体が5次
元の周波数により速く順応することを許します。 
心臓のチャクラは、こころの中心の内部にあるため、とても重要です。こころの中心は

心臓のチャクラとは別のものです。 
心臓のチャクラはエネルギーの中心であり、この部分では経験が情緒と関連し、数々の

感情が蓄積されています。 
このチャクラを綺麗にすることはとても重要になります。このチャクラはこころの中心

に向かうポータル、入り口になっているからです。 
一部の人々はひとつの統合されたチャクラについて、数々のチャクラがすべて綺麗にな

って充分に開き、そしてその最も完全な能力に向けて回転しているものとして伝えてい

ます。 
その統合されたチャクラは特別なチャクラではなく、8番目から12番目のチャクラが物
質的な身体に取り込まれて他のすべてのチャクラと完全に同調する時、同調とはすべて

のチャクラが同じ周波数で回転することが意味していますが、その状態をわたし達は統

合されたチャクラと呼んでいます。 
8番目から12番目のチャクラは降下して他のチャクラを押し下げるか、あるいは他の数
々のチャクラの間にひとつの場所を見付け出すかの何れかになるか、あるいは既にそこ

に存在するチャクラ（1番目から7番目）の一部と融合することになるでしょう。 
12番目のチャクラが王冠のチャクラになり、普通は7番目のチャクラと融合し、皆さん
がその真珠を取り込む時、それは蓮の花になるでしょう。 
統合されたチャクラは、すべてのチャクラがお互いに完全に同調しながら回転している

状態であり、それぞれのチャクラの間に連結用の管が走っていて、統一された周波数

でチャクラを回転させます。 
普通に必要になる別のものとしてさらに高い自己との結び付きがあり、それが物質的な

身体の内部にさらに高い自己を取り込みます。 
現時点において、地球の次元上昇の前になるべく皆さんが惑星の次元上昇を終了させて

いる必要があるため、ほとんどの皆さんのためにこの段階は省略されているところです



。 
これは、多少簡単に5次元の現実性に移行させることを目的にしています。 
わたし達が次元上昇の時点にますます近付いているため、既に幾つかの例外が許されて

います。そしてこれがその例外のひとつになっています。これは、地球の周りのエネ

ルギーが既にほとんどの皆さんを5次元の周波数に向けて引き上げていることが理由
になっています。 
地球の次元上昇の前にまだ惑星の次元上昇を終了していないすべての人々は、その過程

の内部に存在している状態に左右されますが、新しい地球は5次元の周波数の内部に存
在するようになるため、地球の次元上昇の間に惑星の次元上昇の過程を終了することに

なるか、あるいは、あらゆる人が新しい地球に移動させられた直後に終了することにな

るでしょう。新しい地球上にはこのための数多くの教師達が存在するようになるため、

惑星の次元上昇についての情報は簡単に利用できるようになるでしょう。 
惑星の次元上昇は、わたし達が大宇宙の次元上昇と呼ぶ高位の霊的熟達者の道筋でに向

かって、皆さんがいつでも移動できる状態を意味しています。 
一部の皆さんは、既に大宇宙の次元上昇の過程の一部に取り組んでいます。何故なら、

その皆さんは以前の生涯において惑星の次元上昇を既に完了し、いくつかの生涯を既に

大宇宙の次元上昇の過程に取り組んで過しているからです。 
数多くの皆さんが既に過去の生涯の中で惑星の次元上昇に取り組んでいて、地球の5次
元への次元上昇を通して惑星の次元上昇の過程を終了するために、今ここに存在してい

ます。 
これで惑星の次元上昇についての説明は終わりです。そこでわたし達は、別に大宇宙次

元上昇について検討してみたいと思います。大宇宙の次元上昇には、ただ光の身体だけ

ではないそれ以上のものが含まれているからです。 
皆さんがこうした過程をすべて何度も繰り返し行わなければならない理由を、皆さんは

尋ねたいのではないかと思います。 
この理由は、皆さんが転生する度に皆さんはやり直しをしていて、皆さんが目覚めると

同時に、皆さんは既に達成されている部分に目覚めるからです。 
その瞬間には、その過程を終了することがさらに簡単になります。何故なら、皆さんは

既にできる限り最も効果的な方法でこうした過程に対処するために必要なものを認識し

ているからです。 
既に目覚めていてまだ必要な回想の状態に達していない人々は、他の人々からの支援を

受けることができます。 



地球上には、わたし達が道を明らかにする者、先導者と呼びたい一部の人々が存在して

います。彼らは、数々の記憶を引き降ろし、そして実際に物質的および霊的にその過程

を完全に通過させる役割を引き受けています。 
この状態で、彼らはその過程を通して皆さんに最も効果的な方法を選択させることがで

きます。何故なら、数多くの皆さんが既に目覚めているとはいえ、すべての皆さんが個

の過程を完全に思い出している水準に達している訳ではないからです。 
こうしたエネルギーの活動家達は、チャクラ、エネルギーの身体を確認することができ

、そして皆さんの内部で依然として必要になっているものを確認できると同時に、彼ら

が惑星の次元上昇の完了の過程を手助けし、あるいは教えることができるものも確認す

ることができます。 
皆さんの内面は皆さんがあらゆる瞬間の中で必要とされているすべてのものを見付けだ

す場所になるため、いつも内面の導きを進んで受け入れてください。
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このメッセージの中で伝えられていない、皆さんがこころの中心をさらに広げた時に起り得るひ

とつの物質的な副作用として、皆さんはある程度の心臓の不整脈を経験する可能性があります。

皆さんがさらに進んで大宇宙の次元上昇に向かわない限り、これはただ短期間の症状になるはず

です。 
ある程度の関節痛や筋肉痛を経験する場合と同じように、ほとんどの症状に対する全体的な感

覚は、その過程に取り組んでいる間はまさに疲労感に襲われます。 
その状態は、皆さんがその過程に対処する方法に左右されます。わたしの経験では、もしも皆さ

んが完全に思い出して短時間でその過程に対処するのであれば、物質的な身体への影響は少ない

ものになり、ほとんどの人々はただ疲労感を覚え、次に物質的な身体の周波数内部の上昇を感じ

るようになるからです。 
エネルギーの治癒者の支援を選択する一部の人々にとって、その過程は普通ほとんどその影響を

感じることはなく、それと同時に、既に物質的にその過程を経験していて、そのエネルギーをそ

のように取り除くことができるエネルギーの治癒者が、その数多くの物質的な症状を変化させる

ことになるでしょう。 
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霊としての人間を見て、感じて、聴いて、あるいは認識すること
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わたし達は2012年に向かって移動しているので、話しておきたいことが山のようにあ
ります。 
人間は霊的な存在の延長線上の存在に過ぎないことは、時間を持った世界では既に認

識されている事実ですが、この事実については世界中の数多くの宗教の中で説明され

ています。 
皆さんがどの宗教に目を向けようとも、すべての宗教はどのような形式であれひとつ

の内部情報を持っていることに気付くことになるでしょう。その情報は、人間は学び

、経験するために今ここに存在し、一度この世界から離れるか、既に離れてしまって

いても、人間は霊の内部に戻ることになる、というものです。 
ありとあらゆる宗教は、何らかの方法で死後の世界を信じています。 
一部の宗教は、死後の世界は皆さんがその人生を生きる方法に左右され、皆さんは天

国や地獄のような特定の場所に向かうと信じています。エジプトの時代のような他の

宗教は、人間の身体を保存して、死体に装飾を施してその姿で死後の暮らしができる

ようにしていました。死後の世界をどのように考えていたとしても、宗教と呼ばれる

ものはすべて、単なる人間の身体を超えたものが存在していることを認識していま

す。 
数多くの教義が、数々の霊的な現実性、霊的な部分、魂、カー（生れた時から死後の

再生を約束された者）について教えてきました。数々の神秘学派があらゆる時代の地

球上に現れては、既に準備が整っている人々に霊を見ること、感じること、聴くこと

あるいは認識することを教えています。 
現時点おいて、霊を見るか、感じるか、聴くか、あるいは認識することができる数多



くの人々が存在しています。 
こうした人々はすべて霊的な現実性を理解する異なる方法を持っていて、皆さんがど

のような方法でそれを認識しようと問題ではなく、それは皆さんにとって完全なもの

です。 
特定の宗教において、それは、理解の道筋の上に呼ばれなかった人々としてその周り

の領域内の他のすべての人々を引き上げようとしていた霊的な生活に意識を集中して

いた人々を意味しているのかもしれません。そういった人々はまさに霊的な世界の重

要性を自覚して、彼らを引き上げる働きをしていた人々を支援しようとしていました

。 
これは、何らかの形で今現在も起っていることです。 
現時点の世の中において、そういった人々は今までよりも数多く存在しています。そ

して彼らは今まで霊的な世界を理解する道筋を要求されてきて、他の数多くの人々を

引き上げるための基礎造りをしています。 
今回次元上昇の道筋に呼ばれた人々は、過去に何度もその場に存在していた人々と同

じ人々であり、彼らはそうした数々の時代の知識を持っています。 
しかし一方で、唯一既に目覚めていて、今回はほとんど支援を受けることなく、ある

いはその活動で引き上げた人々で作られた小さな支援団体からの支援だけで、それで

も熱心に取り組んでいるひとつの小さな集団が存在しています。 
ひとりひとりの皆さんそれぞれが、霊を見るか、感じるか、聴くか、認識することが

できる能力を備えています。 
こうした時代には、どれほどの数の人々が新しい地球に辿り着くことになるかという

疑問が湧き上がります。わたし達は、まだ自分自身の霊的な部分を理解することがで

きない人々をできる限り数多く引き上げることが必要になっています。 
現時点において、地球が5次元の周波数に向かって移行する時に他の人々を引き上げ
ることができる手段として、わたし達は全体の1％未満の人々を対象とした方法しか
持ち合わせていません。 
未満という言葉で、わたし達は1％より少ない人々を対象とした方法を意味してい
ます。現時点において次々と数多くの人々が目覚めているところとはいえ、今現在起

っている目覚めは、いろいろな意味で完全なものではありません。何故なら、そこに

存在している数々の教義が完全なものではなく、その結果としてこの道筋に呼ばれて

きた人々が必要としている支援は完全なものではないからです。 
現時点では、皆さんが完全に目覚めた状態になることができないようにする外部の影

響力が以前よりも数多く存在しているため、完全に目覚めた状態になることは簡単な



ことではありません。皆さんは、皆さんの歴史の中の過去の数々の時代において皆さ

んが求められたものよりもさらに多くのものが求められていて、今、皆さんはそうい

った人生を経験しているところです。 
過去の時代においては、人生は今よりも単純であり、それぞれの町に神殿を持つこと

ができ、呼ばれた人々がそこで暮らして自分達の道筋や町全体を引き上げる仕事に取

り組む責任に意識を集中することができました。町に住んでいるほとんどの人々は、

食物の育成や神殿の支援に配慮しなければならない体制になっていました。 
他の場所においては、村の人々から支援を受けていたシャーマン達が存在していま

した。彼らは霊的な現実性を自覚することに取り組んでいて、このようにして村の人

々に霊的な現実性を説明することができました。 
現時点において、すべての皆さんが色々な意味で取り乱した状態になっています。何

故なら、皆さんの周りの世界の要求はさらに厳しいものになっている上に、この時代

の地球上には数多くの人々が存在しているからです。 
地球上には今まで以上に数多くの人々が存在しているため、現時点ではさらに数多く

の人々が目覚めることが必要になります。 
それぞれの町に神殿があるか、それぞれの村にシャーマンがいるか、目覚めの道筋に

呼びかけられている人々を引き受ける神秘学派が存在するといった可能性は低いため

、既に内面から呼び掛けられている人々がこの道筋に従うことはさらに困難なもの

になっています。 
過去の数々の時代において、皆さんが現時点において経験しているような心配事は持

っていなかったため、呼びかけられた人々は常時目覚めの道筋に取り組むことができ

ました。 
内面から呼び掛けられた数多くの人々は、今、活動しているか、あるいはやっと生

き残っている状態になっています。彼らは自分達の使命を認識していますが、しかし

彼らはこの人間の世界の中で生存する必要があるため、人間の世界が彼らの多くの時

間を取り上げている状態になっています。 
彼らは今まで内面から、教え、目覚めをもたらし、他の人々が理解する支援を行うよ

うに求められてきましたが、過去の数々の時代のように行う事ができないため、時に

反感を持たれるような場所でこれを行わなければならない状態になっています。 
過去において、教師達は村中で支援されていました。そのため、教えることはいわゆ

る自由に行うことができました。神秘学派は無料で生徒達を受け入れることができま

した。生徒達は神秘学派を運営するために協力していたからです。周辺の村々は、彼

らに食料や他の生活必需品を渡すことで彼らを支援していました。このようにして、



数多くの人々が内面から呼びかけられた時に、数々の神秘学派は目覚めの道筋を教え

ることができました。彼らは生活し教えるための土地と建物を所有していました。 
現在、ほとんどの時間を生存競争という人間の現実性の内部で生活することが必要

になっているため、そういった教師達の数多くがもはやこのようにして教えることが

できない状態になっています。 
数多くの教師達が以前の時代に教師として存在していて、彼らは他の人々が目覚めに

到達するために支援し、次元上昇の過程で地球を支援することを目的として、彼らが

認識しているすべてのことを教えるために、この世界に現れました。 
わたし達は地球が次元上昇する準備を整えていることを認識しているため、わたし達

は数多くの人々が目覚めて地球を支援することを必要としていますが、しかしまた、

目覚めていない人々を支援することも必要としています。 
取り残されることに合意する人はひとりもいないはずであり、わたし達がここに現れ

て皆さんにより多くの情報や導きを伝えているのはこれがその理由であって、この約

束は破られることはないでしょう。 
そうです、もしも皆さんが充分に目覚めることができないとすれば、それはただ、完

全な目覚めに取り組んでいる人々に対するより多くの対応が必要になることを意味し

ているだけです。たとえどれほど数多くの人々がその場に赴いて彼らを支援すること

になるとしても、彼らはそれを実現することになるでしょう。 
わたしが“イシスの惑星の次元上昇のための光の身体の過程”を提示したのは、これが
その理由です。これが数多くの人々を5次元の周波数に連れて行くことになり、また
数多くの人々にとってその移行をさらに簡単なものにすることになるでしょう。目覚

めることのない人々は、地球の次元上昇の後で5次元の周波数に移動させられること
になり、彼らはその時に順応して惑星の次元上昇の過程に取り組むための時間が必要

になるでしょう。 
人間のための移行はただ5次元に向かうことだけなので、わたし達は数多くの人々の
ために惑星の次元上昇の完了だけを必要としています。それがまだ目覚めていない人

々を支援するエネルギーになるからです。既に大宇宙の次元上昇に取り組んでいる人

々は、現在地球上の次元上昇において地球を支援する準備を整えています。地球それ

自体は5次元を超えて次元上昇することになるでしょう。そうです、わたし達は皆さ
んが大宇宙の次元上昇に取り組むことを期待しています。何故なら、これが全人類と

地球の次元上昇の完了をさらに簡単なものにすることになるからです。わたし達がさ

らにまたすぐに大宇宙の次元上昇についての情報を提示しようとしているのは、これ



がその理由になっています。 
すべての皆さんのために、霊的な領域の内部には数多くの支援が存在していて、地球

上にもすべての皆さんのための数多くの支援が存在しています。 
そうです、時代は違っていて、目覚めの過程の教え方も変わっていますが、しかしこ

の事実はそれぞれの皆さんひとりひとりにとってそれが役立たないことを意味してい

る訳ではありません。 
それは不可能ではなく、地球は既にその内部の周波数を引き上げていて、皆さんを取

り囲んでいる数々のエネルギーも新しい水準まで引き上げられているため、それはひ

とつの現実性そのものになっています。 
地球の次元上昇のための時間が近付いていて、取り囲んでいる数々の周波数もさらに

引き上げられるようになるため、今は、霊的な領域の内部と地球上で利用できる支援

を駆使する時です。 
皆さんすべてがこれを行うことができ、皆さんはすべてこの事実に目覚めることがで

きます。 
これはさらに進歩したひとつ小さな集団ではなく、これを行うことができるまで充分

に進歩したすべての皆さんを目的にしています。何故なら、皆さんの霊の内部の存

在は、すべての皆さんを完全な目覚めまで導くことができるからです。 
これは、理解するために最も重要な部分であり、それ以上かそれ以下の人々を目的に

している訳ではありません。皆さんはすべての一体であり、すべての皆さんは、今す

ぐに内面からの呼び掛けに従ってこの地球の現実性を新しい水準に連れて行くために

、今この地球上に存在しています。 
今は、皆さんがお互いを支援し、皆さんの本来の姿という真相に目覚める時です。 
そうです、それには時間がかかります。そうです、一部の人々にとってそれは簡単な

ものにはならないかもしれませんが、それは不可能であることを意味している訳では

なく、それは皆さんがそこに辿り着くまで多少熱心に努力することを意味してい

ます。 
そうです、わたしは努力と言いました。何故なら、皆さんは内面から呼び掛けられて

いて、それは皆さんが何もする必要がないことを意味している訳ではないからです。

そうです、皆さんの周りのすべてには支援がありますが、それは皆さんが努力する必

要がないことを意味している訳ではありません。目覚めとは、皆さんの内部に新しい

現実性を創り出すひとつの道筋です。 
創造は運動であり、流動的なエネルギーであり、皆さんはそのエネルギーを動かして

皆さんの内部に新しい現実性を創り出すことが必要になるでしょう。 



皆さんが認識していないものが何時現れるのか、皆さんは尋ねます。 
皆さんは内面で多くのものを見付け出すことができますが、しかし皆さんはひとつで

あるため、その情報はすべての皆さんの内部に存在しています。一部の人々は他の人

々よりも速くそこに辿り着くことができます。彼らはそこで先導者になるでしょう。

皆さんは皆さん自身から離れているため、彼らを確認していません。皆さんは皆さん

自身をひとりだと理解しています。一部の人々はその先導者になっていて、現時点に

おいてはすべての皆さんに対する先導者の道筋を完了するための支援を必要としてい

るため、お互いに支援するようにしてください。他の人々は目覚めていない可能性が

あるにしても、皆さんだけではなく、他のすべての人々とお互いに支援してください

。先導者達は目覚めにおいて皆さんを支援することができるため、皆さんは他の人々

を目覚めさせることに取り掛かるようになるでしょう。 
そこには現時点において皆さんを支援することができる数多くの人々が存在してい

ます。 
もしも皆さんが実際に皆さんのこころに従っていたらどうなるか、もしも皆さんが皆

さんのこころに従うことに集中できないようにするものが何も存在しないとすればど

うなるか、それについて考えてみてください。 
気が散るものが何も無いように生き、こころから生き、一体性の内部に基づいて生き

てください。 
新しい現実性を創り出す唯一の方法は、皆さんの内部の最大限の可能性までそれを経

験することであり、その状態が新しい現実性を創り出すことになるでしょう。 
混乱を招くものを手放して、皆さんの周りの混乱を招くものを手放すことを学び、こ

ころに基づいて生き、こころに従い、こころの内側に向かい、さらに深く皆さんのこ

ころの内部に向かって皆さんを待ち望んでいる皆さんという存在の呼び掛けに気付い

てください。 
今現在それは不可能のように見えますが、しかしもしも皆さんが皆さんの内部のその

呼び掛けに気付けば、皆さんはそれを達成することができます。 
それが起ることを待っている状態は、新しい現実性を創り出すことにはならないでし

ょう。 
行動がそれを起こすことになるでしょう。 

イシス

Isis 
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新年が皆さんにもたらすもの

新年が皆さんにもたらすもの
What the New Year is going to bring to you
19 December 2011 - 6:08pm 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, what the New Year is going to bring to you. 
 
皆さんは今、皆さんの内面に存在するひとつ手段を積極的に受け入れていて、その手段

が実に長い間皆さんから隠されてきた真実を明らかにするため、数多くの幻影が剥がれ

落ちることになるでしょう。 
さらに数多くの偽予言者達や幻影が前面に現れるでしょう。そしてまた、内面を確認し

、真実が存在する内面を認識するようになる一部の人々が現れるようになるでしょう。

 
偽予言者達が数多くの人々をその内面ではなく外部に存在する場所に導くようになる

ため、数多くの人々がその数々の幻影に陥ることになるでしょう。 
たった今目覚めた数多くの人々は、前面に現れてくる数多くの幻影を確認するように

なり、彼らはまだ自分自身の内面の深い真実に到達していないため、困惑し、自分達の

真相を見付け出すための場所を認識することはないでしょう。 
今は皆さんの星の兄弟や姉妹達が前面に現れようとしているため、数多くの異なる水準

に真実が存在しています。皆さんはこころの中で、皆さんの真の仲間と結び付くことを

切に望んでいます。そしてありとあらゆる存在は皆さんの仲間の一部であるのですから

、彼らも皆さんの仲間の一部です。 
皆さんはその時、その内面の切なる望みはさらに深くさらに多く内面に隠されているこ

とに気付くようになるため、その内面の切なる望みは、皆さんの星の兄弟姉妹達と結び

付くことだけでは解消されることはないでしょう。 
皆さんの起源となる存在、創造主、根源、神、皆さんの内部のこのひとつの場所に対

して、今まで数多くの名前が与えられてきました。ここが、完成が起る場所であり、隠

されている真実が内面で明らかにされる場所です。 
これほど数多くの人々が、皆さんが真実であると感じる時に、それは真実の可能性が

ある、と考えるように教えられてきましたが、しかし皆さんは依然として皆さんの内部



のちょっとした考えを持っていて、それは、わたしはそれが真実かどうか認識してい

ない、と伝えています。 
真相は皆さんの内奥に隠されていて、皆さんは新しい年に向かって進んでいるため、今

はその事実に気付くべき時です。既に皆さんの上に設置されているすべての幻影に気付

いてください。皆さんの内面に存在しているすべての真実に気付いてください。認識は

ひとつの感覚だけではなく、それは真実として存在しているものを完全に経験すること

です。 
数多くの人々にとって、2012年という年は訪れて過ぎ去って行くことになるでしょう。
何故なら、彼らは地球の次元上昇に気付くことはないからです。皆さんが今ここに存在

しているのは、皆さん自身で数々の幻影を乗り越えて、数々の幻影を超克することを望

んでいる他の人々を支援するためです。 
もしも皆さんが今、皆さんのためにその努力をしてくれる他の人々を待っているのであ

れば、皆さんは依然として2012年以上も待ち続けているでしょう。もしも皆さんが内面
の真実に気付くことを選択すれば、皆さんは2012年12月21日に起っている変化を認識す
るようになるでしょう。 
これは意識の中の変化であり、それは地球上のすべての人々に影響を及ぼすことになり

ますが、しかしそれは、ただ人々が今現在すべての皆さんの上に存在している幻影から

目覚めている場合に限られています。 
これはお金について、支配している人々について、あるいは皆さんの周りで今起ってい

ないことついて伝えているのではありません。その幻影は数多くの人々のために続いて

行くことになります。そのため、このすべては2012年以降も依然として存在することに
なるでしょう。 
その幻影とは、皆さんは皆さんの周りの世界は変化する必要があると教えられてきたも

のを指しています。 
変化が必要なのは世界ではなく、皆さんが変化することが必要になります。 
2012年12月21日という日付はひとつの大宇宙の螺旋の終わりであり、地球それ自体をひ
とつの新しい螺旋に、ひとつの新しい始まりに、古いものの終わりに、連れて行きます

。 
新しい現実性に向かって生まれ変わることは、大宇宙の循環の終わりの内部に存在する

今回の大宇宙の真実の瞬間に、数多くの人々のために可能なものになっています。 
これがわたし達は現時点でここに存在している理由であり、わたし達はここで皆さんの

前に立って皆さんに対して内面に向かうこと、さらに深く内面に向かうことを伝えてい

ます。 



わたし達は神々ではなく、わたし達は創造主ではなく、わたし達は、皆さんの内面の真

実を見付け出すために既に皆さんが皆さん内部に設定している進行経路が表示された道

筋に沿って皆さんを導くために皆さんの前に現れた、皆さんの兄弟や姉妹です。 
幻影はひとつの生命の現実性に過ぎないという真実、そしてそれを超えたもの、そして

そこにある皆さんの内部の数多くの現実性、それはすべてひとつであり、それはこれか

ら何よりも際立ったものになるでしょう。 
わたし達はすべてひとつであり、わたし達はすべてわたし達の内部の神聖なる根源の閃

光を携えています。何故なら、あらゆる現実性はそのひとつの閃光から創り出されてい

るからです。 
理解し、認識し、そしてすべての現実性の内部に存在することは、皆さんはそのひとつ

の閃光であるという答えを見付け出すことですが、しかし皆さんはただそのひとつの閃

光だけとして存在しているのではなく、ひとつの閃光の内部のあらゆる物事として存在

しています。 
一度皆さんがそのひとつの閃光である皆さんの内面に気付いてしまえば、その閃光に含

まれている皆さんの内面のすべてをこの現実性の中に運び入れて、皆さんはすべての幻

影の背後に存在する真実を理解するようになるでしょう。何故なら、すべての幻影は今

までこの現実性の内部で創り出されてきたからです。 
一度皆さんがこれを行ってしまえば、皆さんは内部の変化を理解することになるでし

ょう。これが、皆さんが真相を理解することを妨げている幻影と数々の現実性を超えて

次元上昇することが意味しているものです。 
地球上の生命は単純なものではなく、地球を超えた生命も単純なものではありません。

 
地球上の支配や支配されているように見える人々については、認識すべき数多くの物

事が存在しています。 
解明する唯一の方法は、皆さん自身の内面の真実を見付け出すことです。それが、内面

の変化を完了させるために必要となる多次元的な自覚や知識にまで皆さんを広げること

になるでしょう。 
皆さんの本来の姿を完全に思い出してください。それによって皆さんは、内面の真実を

見付け出すことになるでしょう。 

イシス

Isis 
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2011年12月22日の至点、未来への一瞥

2011年12月22日の至点、未来への一瞥
December 22, 2011 Solstice, a glimpse within the future
21 December 2011 - 4:08am 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, December 22, 2011 Solstice, a glimpse within the future. 
 
この日付が近付いてきているので、わたし達はすべての皆さんが既に新しい地球の現実

性の内部に存在している皆さんの一部を運び込む、その準備をして貰いたいと思ってい

ます。 
太陽が止まり、もう一度ひとつの再生の新しい周期に戻る日になります。 
この時の瞬間は、時が静止して、そのエネルギー内部の亀裂が新しい地球に向かって開

く時です。 
皆さんはこれから訪れる年に必要になるものを確認することを許しながら現時点におけ

る皆さんの道筋を設定しているので、皆さんはこの時を進み、未来の一瞥を垣間見るこ

とができます。 
この一瞥は、地球やその上のすべての存在達の次元上昇の日に、皆さんの道筋をさらに

磨きをかけるために皆さんが利用できるものです。 
皆さんの未来の自己のエネルギーを持ち込むことは、皆さん自身の物質的な現実性と霊

的な現実性のさらなる変化を持ち込むことであり、皆さんにさらに深く皆さん自身の内

部に向かうためのもうひとつの後押しを与えています。何故なら、未来に働きかけるこ

とによって、皆さんは皆さん自身のさらに進んだ部分を取り戻すからです。 
こうしたものが、至点が未来に対する窓を開いた時の数々の可能性になっています。 
皆さん自身という存在に向けた再生です。 
皆さん自身の目で確かめるための時間を取り、未来が皆さんにもたらすことができるも

のを確認し、未来が維持できるものを確認してください。皆さんは今、未来を創り出す

瞬間に存在しているからです。

 
イシス

Isis 
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次元上昇についての明確な視点

次元上昇についての明確な視点
Isis, a clear view on Ascension
21 December 2011 - 8:27pm 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, a clear view on Ascension 
 
次元上昇とは、皆さん自身という存在の内部のエネルギーの上昇です。 
地球の次元上昇は皆さん自身という存在の内部を上昇させて、霊の中に存在している皆

さんのすべてを物質的な現実性の内部に降ろすことです。 
上のように、下にも。 
これがそれであり、それに付け加えることは何もありません。 
それはそれ自体で起るのか、わたしは何かしなければならないのか、といったこれを行

う方法については、ほとんどの人々が尋ねる質問になっています。 
次元上昇に向かう数多くの異なる道筋が存在し、皆さんひとりひとりがある程度の類似

性を持った自分自信の道筋を持っています。 
その道筋は皆さんの内部に、皆さんの詳細な計画の中に、皆さんのDNAの内部に存在
しています（そのすべてです。DNAは2条、12条、24条でさえなく、物質的な世界や霊
的な世界のすべてを貫いて皆さんの根源の閃光にまで達しています）。そのDNAは、
皆さんの内部の生命の樹になっています。 
その符号はすべて皆さんの内部に存在し、皆さんは内面に向かう道筋に沿ってその符号

を見付け出すようになっているため、いつでも活性化する状態になっています。 
皆さんはこのようにしてそれを確認することができます。皆さんは小さなロシアの人形

をご存知だと思います。ひとつの人形の中に別の人形が入っていて、すべての人形を開

けて行くと一番小さな人形に辿り着きます 
皆さんは、他のすべてが内部に存在しているそのひとつの人形です。皆さんは、本当の

皆さんの姿である最も大きな人形に到達するまで、皆さんの周りで調和しているすべて

の人形のひとつひとつに気付く必要があります。 
皆さんが地球という最も低次の密度に現れた時、その圧迫感はかなり大きなものだった

ため、皆さんはその密度に充分耐えるだけの小さな姿になるまで、次々と人形を身に付



けることが必要になりました。玉葱の皮を剥くようなものですが、しかしその玉葱の中

心の内部には依然として根源の閃光が存在しています。 
戻りの道とは内面で見付け出すものであり、今はただ物質的な数々の階層を取り除こう

としているだけですが、同じように、皆さんは再び玉葱の皮の層を剥き始めるようにな

るでしょう。 
皆さんは最後のひとつに到達するまで皆さんの周りに人形を築き上げている状態になっ

ていますが、しかし今回、最も大きな人形でさえ、地球上の物質的な領域の密度に耐え

ることができるようになっています。 
皆さんは根源の閃光に至るまですべての道を上昇して行き、そこからそれを下の世界に

持ち込むことができます。あるいは、皆さんは物質的な身体に対してひとつひとつそれ

を引き下ろすことができます。 
ひとつひとつ引き下ろすことは望ましい手段になると思います。何故なら、この方法は

物質的な世界の各階層をひとつひとつ取り除くものになっているからです。 
皆さんの根源の閃光にまですべての道を昇って行くことは、皆さんにさらに大きな自覚

的意識を提供する可能性があります。しかし、これは物質的な世界にまで引き下ろされ

ることはないため、人間はそのほとんどを理解することはないでしょう。 
数多くの皆さんが、現在異なる現実性の領域に向かって移動しているところであり、こ

れからはこうした数々の領域を真実のものとして確認するようになるでしょう。何故

なら、皆さんはまだ、すべての領域の内部のすべての現実性を取り除き根源の現実性に

向かう、内面の根源の閃光に到達していないからです。 
ありとあらゆる次元や領域は、その内部に数々の現実性を持っていて、皆さんはその内

部に留まることを選択することができます。あるいは、皆さんはさらに内面に向かって

進み、すべての現実性という神聖なる現実性、と皆さんが呼ぼうとしているものを見付

け出すことができます。 
数多くの皆さんが、数多くの生涯の間にこれに協力してきました。そして皆さんはそ

ういった数々の生涯についてその内部に記憶を持っています。皆さんはさらに深い内面

に向かって進んでいるため、こうした記憶が今、前面に現れようとしています。 
皆さんは今回のために、皆さん自身で準備を整えてきました。そして皆さんはすべてを

達成する準備が整っています。 
世界は変わろうとはしていません。今までとは異なるあらゆる皆さんの内面の新たな展

望に基づいて、その理解している手段によって、皆さんが世界を変えようとしてい

ます。 
意識的に再構築し、意識的に内面に向かい、意識的に認識しながらこれを意識的に行う



ことが重要になるのは、これがその理由です。何故なら、その認識によって皆さんはさ

らに深い内面を把握するようになるからです。人間の精神が意識的に理解するために構

築と回想が必要になるため、これがまた重要になります。何故なら、それが皆さんの人

間性を意識的に説明している皆さんの一部になっているからです。それが人間の精神を

貫いて、依然として皆さんがそのこころの内部で感じるものを説明しています。 
皆さんがわたしは愛であり光であると口にする時、それはそう皆さんに伝えている人間

の精神の解釈になっています。 
皆さんは人間の精神の解釈を、人間の精神の理解を、無視することはできません。何故

なら、人間の精神は皆さんを人間にしているものになっているからです。 
数多くの皆さんが準備を整えていて、皆さんに必要なことは内面に向かい、その道を見

付け出すことだけです。 
それにもかかわらず一部の人々の中でわたし達が確認していることは、彼らの言動が一

致していないことです。 
一度皆さんが内面の道筋に従ってしまえば、次元上昇は決して一瞬たりとも止まること

はありません。その過程を止めるのは人間です。何故なら、人間はいつも充分に内面の

次元上昇に専念している訳ではないからです。 
そうです、人間の精神が皆さんに皆さんは熱心に取り組んでいると伝えていることを、

そして実際に自我が、わたしが既にこれほど遠くまで到達していることに目を向けてく

れ、あるいは、これは不可能だ、と皆さんに伝えていることを、わたし達は認識してい

ます。 
外部の世界は皆さんに、上昇するために必要とされているものは唯ひとつしか存在して

いない、と伝えています。 
他の世界は皆さんに、それはそれ以上のものだ、と伝えています。 
ほとんどの人々が簡単な方法ばかりを選択し、皆さんが次元上昇するために必要な唯ひ

とつの物事だけが存在している、と伝えているものを選択しています。 
それは皆さんのためにどのように働いていますか？ 
皆さんはどれほど遠くまで来ていますか？ 
皆さんはすべての視点からすべてを確認することができますか、あるいは皆さんはひ

とつ、あるいはふたつの視点で既に妥協していますか？ 
皆さんがすべての視点から確認できるかどうか、皆さんはどのように認識することがで

きますか？ 
皆さんは全存在を確認することができますか、確認するだけではなく、すべての次元や

現実性を通して全存在と意思の疎通を図ることができますか？  



これが、皆さん自身の現実性の経験や展望を変化させることによって、皆さんが皆さん

の周りの現実性を変化させる方法です。 
皆さんに求められている唯ひとつのことは、ただひとつやふたつの水準だけではなく、

すべての水準において、皆さん自身という存在に全力で取り組むことです。 
皆さんがこれを行う方法は、皆さんに委ねられています。 
それを見付け出す方法も、皆さんに委ねられています。 
皆さんは、皆さんの内面から、皆さんの外部から、支援を求めることができ、それは問

題ではありません。 
皆さんを内面に導く数多くの道筋が存在し、あるものは速く、あるものはゆっくりとし

たものですが、それが何か問題になりますか？ 
それはただ皆さんの問題です。 
皆さんは、皆さんという存在を遥か故郷まで連れて行くために必要になる、献身、情熱

、愛、そして勇気を持っていますか？ 
 
イシス

Isis 

Through Petra Margolis

December 21, 2011
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導きと導き間違い

導きと導き間違い
Guidance and Misguidance
28 December 2011 - 4:11am 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, Guidance and Misguidance. 
 
わたし達は皆さんを導くために、しかしただ導くためだけに今ここに存在していますが

、これほど数多くの皆さんがこのことを良く理解していないことを確認すると、わたし

は悲しくなります。 
皆さんはすべて皆さん自身の道筋を持っていて、そしてわたし達は、わたし達がこの事

実を認識していることを自覚しています。それは、経験と知識に関する限り、わたし達

はすべて地球が実現できる数多くの物事を既に経験しているからです。 
またわたし達は、数多くの人々が目覚めていて、そしてこの地上の幻影に対する執着の

すべてを解き放ち、闇と光の背後の真実も理解しつつあることも認識しています。 
地球上での転生の循環から皆さん自身を自由にするためには、地上の物質的な現実性に

対するすべての執着から皆さん自身を自由にすることが必要になります。それは異なる

姿の物質的な現実性に進むことを目的にしている訳ではなく、完全にあらゆる物質的な

現実性を手放すことを目的にしています。 
そうです、自分自身の大宇宙のこころに基づいた在り方に向かう、この自由な歩みのた

めの準備が整っていない数多くの人々が存在しています。何故なら、数多くの皆さんが

皆さん自身を無力と理解しているか、あるいは皆さん自身を力強い存在だと理解するこ

とに執着してきたからであり、それは重要な問題ではありません。 
皆さんはそのどちらでもなく、そして両方です。 
もしも長年にわたってずっとひとつのことが教えられてきたとすれば、それは真実に気

付くこと、あるいは実際に皆さんの内部の皆さん自身に気付くことです。 
どれほどの数の人が皆さんの内部の皆さん自身に気付いているでしょうか、そしてどれ

ほどの数の人が依然として皆さんの外部に皆さん自身を見付け出そうとしているのでし

ょうか？ 
導きはただの導きであり、それは皆さんに皆さんの内面を気付かせるようにするもので



はなく、皆さんの内部の皆さんに気付くようになるのは皆さんです。 
地球は今次元上昇をしているところですが、これは皆さんが次元上昇をしていることを

意味している訳ではありません。 
皆さんはただ、皆さん自身という存在を通して次元上昇するのであり、ちょうど地球が

地球自体の存在を通して次元上昇をしていることと同じです。 
数多くの人々が、今まで地球を自分達の母として解してきましたが、地球は母ではなく

、地球はちょうど数多くの皆さんの指導霊達が天から皆さんを支援してきたように、数

多くの生涯の中で皆さんを支援していきました。そして地球は今、前進する準備を整え

ています。皆さんが地球の支援を受けずに準備を整えることを長い間待ち続けていたか

らです。創造主あるいは根源が皆さんの父ではないように、地球は皆さんの母ではあ

りません。皆さんはその母と父を皆さんの内部に保有しています。 
地球は皆さんのようにひとつの存在であり、次元上昇をする準備を整え、物質的な現実

性を後にして、地球自身という存在の新たなさらに深い理解に向けて進む準備を整えて

います。 
皆さんが地球の子供のようなものであるなら、皆さんは、皆さんの母が皆さんの支援を

する代わりに、既に皆さんの母が皆さんの支援を必要としている年代に達しています

。 
地球は実際に皆さんの母ではないため、これはただ話をするためのひとつの象徴的な話

し方です。皆さんが支援を求め、今まで皆さん自身の内面で支援を見つけ出すことがで

きなかったため、地球は数多くの皆さんのために母の役割を引き受けてきました。 
地球は今まで、皆さんを導き、皆さんを養い、皆さんに住む場所を与えてきました。 
今は、地球が前進する時であり、わたし達は地球と一緒にすべての皆さんが暮らす新し

い場所を創り出すことに取り組んできました。何故なら、数多くの皆さんがこの現実性

に対するすべての執着から離れる準備を整えていないからです。 
地球は既にもう一度地球の上にひとつの場所を創り出すことを提案しています。そして

この場所は、物質的な地球の5次元の現実性になるでしょう。 
地球それ自体は物性を超えて進むことになりますが、この場所は、皆さんすべてのため

の物質的な現実性という幻影と伴に、地球の周りに創り出されることになるでしょう

。 
けれどもわたし達は、この物質的な現実性を超えて進む準備を整えている人々が存在し

ていることを伝えることができて満足しています。彼らは、新しい5次元の現実性の中
ですべての皆さんを教えるために利用できるようになるでしょう。 
すべての執着を解き放つことを自覚することとは、皆さんの内部に幻影が存在している



ことを自覚することです。 
わたし達は、皆さんの内面の幻影に対するすべての執着を解き放つために必要な手段と

対象に関して、今まで大量の情報を与えてきました。 
しかし一方で、わたし達は万能ではなく、数多くの皆さんがいまだにわたし達に気付づ

くことなく、こうした情報を皆さんに個人的に伝えることができるような方法が取れな

いため、この情報をすべての皆さんに伝えることはできません。わたし達は、一部の人

々を通して交信し、このようにして皆さんのごく一部の人々に情報を届けることはでき

ます。 
わたし達は内面に向かうように導いてきました。皆さんは、皆さん自身という存在の内

部で、数々の答えを見つけ出すことができます。そして皆さん自身という存在の内部は

、皆さん自身の根源に戻る次元上昇が始まる場所になっています。一度皆さんが皆さん

という存在の内面の一部に到達してしまえば、わたし達は皆さんという存在に導きを与

えることができます。皆さんがその導きを理解できるようになるからです。 
物質的な現実性からの次元上昇の過程は、あらゆる時代を通して認識されてきました。

そして数多くの皆さんが、皆さんの内部の物質的なものに対する執着を解き放つ過程を

研究し、それに取り組んできました。 
地球自身の方法による地球の次元上昇が内面に向かっている皆さんの次元上昇を支援し

ているため、以前よりも簡単に皆さんの内部のさらに深い部分に気付くことができるよ

うになっています。わたし達は、皆さんを導き、皆さんに情報を提供するために今まで

ここに存在していますが、わたし達はそれを、皆さんの内部のあらゆる物事に気付くた

めの、合図の小突き、と呼んでいます。 
ひとつの生涯ですべての執着を解き放つこの過程を達成した者は、今まで誰も存在して

いません。しかし今はここに地球の支援があるため、皆さんはそれを行うことができ

ます。 
わたし達は、ほとんどその状態になっている一部の人々を導いているところです。彼ら

は既に自由なこの内面の現実性に目覚めていて、自分達が内面ですべての執着を解き放

って、物質的な現実性という幻影から外に出ることができることを認識しているから

です。 
あらゆる物事が可能であり、どのような物事でも起り得ます。あらゆる可能性を否定す

ることは、皆さん自身の内面でその内部のすべての自由と知識を絶えず見つけ出すこと

を否定していることになります。その自由と知識こそ、皆さんを内面のこの物質的な幻

影という世界を超えた場所に連れて行くことができるものです。 
地球について心配する必要はありません。地球は準備が整っていて、ポータルが開い



た時、物質的な現実性を超えて進み、地球自身の存在の根源に移動して行くことになる

でしょう。そこから地球はさらに進み、さらに学び、さらに経験を積み、次元上昇を続

けて行くことになるからです。 
一度地球が物質的な現実性から移動してしまえば、地球の表層上の汚染に関する限り、

依然としてそこに存在しているそのすべての穢れが一掃されることになるでしょう。こ

れは地球がそのポータルを通過している間に行われ、現時点で依然として地球に影響を

及ぼしているすべての汚染が完全に一掃された状態で、反対側に姿を現すことになる

でしょう。 
皆さんすべてがひとつのポータルを通過して、母なる地球の周りに今創り出されている

新しい5次元の物質的な現実性に向かうことになります。そのため、さらに多くのポー
タルが存在するようになるでしょう。 
他の人々は地球と伴に移動し、物質的な現実性に対するすべての執着を解き放ち、自分

自身の内面に物質的な現実性を超えた他の数多くの次元の自由と知識を見つけ出すこと

になるでしょう。 
そうです、新しい5次元の現実性は、3次元の現実性に類似したものになり、今ここに存
在している多くの物事がそこに存在し、ほとんどの人々がその違いに気付くことはない

でしょう。何故なら、唯一の違いは周波数の変化、つまり地球上のエネルギーになって

いるからです。 
エネルギーは今までよりも流れるよう自由に動き回り、このことに気付いた人々は現象

化することがさらに簡単になるでしょう。利用できる数多くの教師達が皆さんにわたし

達の現在の水準の代わりに地球の水準から導きを与えるようになるため、他の人々は自

分自身がさらに目覚めていることに気付くことになるでしょう。 
皆さんは、経験し、学ぶためにこの世界に現れました。一部の人々はこの経験から立ち

去る準備を整えていて、それを続けていく準備も整えています。これは、彼らが以前の

時代と今回の時代に自分自身で内面に気付くことに取り組んできたからです。 
次元上昇は皆さんに与えられるのではなく、次元上昇は皆さんが皆さん自身に与えるも

のです。 

イシス

Isis 
Through Petra Margolis

December 27, 2011
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創造者として皆さんは数々の選択肢を持っている

創造者として皆さんは数々の選択肢を持ってい

る
Isis, as the Creators you have choices
29 December 2011 - 3:37am 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, as the Creators you have choices. 
 
地球はすべての皆さんに対して地球の選択肢を既に明らかにしています。 
地球内部の周波数がさらに高いエネルギー振動に変化していることを皆さんが感じるこ

とができる通りに、地球は今、次元上昇をしています。 
地球上のあらゆる生命達、動物や植物等々は、地球と伴に進んでいます。 
人類は、地球と伴に次元上昇することに関する限り自分達自身の選択肢を持っている

ため、今取り残されているのが人類です。 
皆さんは数多くの既に出発している人々を確認しています。そしてそれ以上の数多く

の人々が出発することになるでしょう。いま留まっている人々は、自分達の転生の前に

、すべての皆さんによって創り出された機会と伴に進み、地球が次元上昇を終えると同

時に5次元の現実性の内部の人生を経験することを既に意思決定しています。 
すべての皆さんが他のあらゆる可能性を選択する自由意志を持っているため、皆さんは

まだこの選択肢を変更することができます。 
地球上のエネルギーが急な変化を可能にするだけ充分に協力的な状態になっているため

、現時点において有効な幾つかの可能性が存在しています。 
充分に目覚め、物質的な現実性の限界から移動し、人間の身体の転生の循環を超えて移

動するために必要な時間は、依然としてあります。 
新しい地球の現実性は、依然として創造の過程の中にあり、皆さんは再び異なる選択

をすることができます。 
3次元的な態度、あるいは考え方を持ったまま、5次元の現実性に移行することは可能
です。 
5次元の現実性に向けた移行が達成されると同時に、今この瞬間に地球上でひとつの現



実性として確認されている数多くのものが、皆さんの現実性の一部になっているでし

ょう。 
5次元の態度あるいは考え方を選択する人々にとって、彼らはより流動的な観点から新
しい地球の現実性を経験することになるでしょう。そして彼らはその時点でさらに深い

内面に向かっているため、さらに高い次元の現実性への接近がさらに容易に利用可能な

ものになるでしょう。 
現時点で起っていることは、地球が既に地球の現実性を変化させているため、すべての

可能性が提示され、そして新しい現実性の観点が導入されている、ということです。 
皆さんは、新しい現実性の創造者です。 
創造者として、皆さんは行うべき選択肢を持っています。 
皆さんは、地球上に転生する前に行った選択に留まることができます。あるいはまた、

この選択を変えることができます。 
地球は自分の次元上昇についてとても明快な態度を示しているため、数多くの人々が現

時点において混乱しているように見えます。 
現時点において、皆さんは新しい地球の現実性を創り出しているので、3次元の現実性
のある部分はそれと伴に移行することになるでしょう。何故なら、数多くの人々が、た

だ3次元の周波数から5次元の周波数に移動するという選択をして、これが意味している
ことについて異なる見通しを持っているからです。 
皆さんはすべて、ただひとつの小さな集団が目覚めていて、数多くの人々が目覚めてい

ない状態であり、彼らはただ地球と伴に移動することを選択しているだけでそれ以上で

はないことを認識しています。 
皆さんは、地球上の現実性を異なる方法で理解し、皆さん自身の現実性の内部で意識的

な創造者になるための選択肢を持っています。 
このようにして、皆さんは地球上での意識を変化させ、さらに数多くの人々が移行の前

後に目覚めるようになるでしょう。 
これは背後に取り残される人々を目的にしていません。何故なら、彼らは今目覚めてい

ないからです。皆さんがそれを5次元の現実性と呼ぶ可能性があるため、すべての人々
が次元上昇することになるでしょう。唯一の違いは、数多くの人々が依然として3次元
の現実性の態度と考え方の内部に存在し、別の人々は5次元かおそらくさらにそれ以上
の次元の態度と考え方を持つことになるでしょう。 
地球は既に次元上昇をする選択をしているため、これは今という瞬間の内部ですべて創

り出されています。 
皆さんは新しい現実性の創造者です。 



そして皆さんは皆さん自身の現実性を創り出しているため、無限の可能性が存在してい

ます。 
ひとりひとりの皆さんが、皆さんの現実性の内部で皆さん自身の態度と考え方を創り出

しています。 

イシス

Isis 
Through Petra Margolis
December 28, 2011

www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/149508/isis-creators-you-have-choices
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皆さんは皆さんが誰かを忘れてしまいましたか？

皆さんは皆さんが誰かを忘れてしまいましたか

？
Have you forgotten who you are?
31 December 2011 - 7:34pm 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, Have you forgotten who you are? 
 
新年が間近に迫っていて、皆さんの本来の姿を思い出すことが今までよりもさらに重要

になっています。 
最初に思い出すことは、皆さんは人間ではなく、皆さんは霊という存在であり、そして

皆さんは霊の内部に在るあらゆる物事として存在している、ということです。 
人間の身体は、実に様々な形で物質的な現実性の限界を学び、経験することを目的と

した、皆さんのエネルギーの発現に過ぎません。 
それぞれの存在は、現時点で何処に暮らしていようとも、それが地球であろうと、ひと

つの恒星であろうと、ひとつの宇宙船であろうと、彼らはすべて皆さんと同じように同

じ根源に基づいています。 
彼らは、現時点でどのような姿で現れていようとも、すべて霊的な存在です。 
それぞれの存在が自分自身の道筋を持ち、皆さんがどのように考えようとも、その道筋

はただひとつの根源がその起源になっています。 
ひとつの根源、神、創造主、皆さんがそれをどのように呼ぶとしても問題ではありま

せん。 
皆さんは皆さん自身のお互いの違いを確認しているため、皆さんはすべて皆さんという

存在のこの部分を忘れているように見えます。ただ、皆さんの内部に存在しているもの

、その外部に向けた表現だけが存在しています。皆さんの内部では皆さんはすべて同じ

であり、霊の内部、根源の内部に存在している者です。 
ひとつの恒星系、別の宇宙、そしてたとえ惑星地球であっても、その場所を起源にして

いる存在は誰もいません。 
皆さんはすべて根源を起源にしていて、そこから皆さんは、学び、経験し、異なる現実



性を創造して皆さん自身の道筋を創り出すための皆さん自身の方法を、皆さん自身の道

筋を、選択しました。 
皆さんはすべて兄弟や姉妹であり、霊の内部で皆さんはそれ以上の存在です。 
皆さんはすべてひとつです。 
皆さんはすべて、数多くの異なる方法で、数多くの異なる惑星に暮らすことによって、

数多くの異なる宇宙の内部で、数多くの異なる姿を身に着けながら、既に根源を経験し

ています。 
しかしその内部にはただひとつの容姿だけが存在し、この容姿は形が無く、それは純

粋で、根源の内部で活気に満ち溢れています。 
皆さんの地球の現実性の内部では、数多くの容姿が創り出されました。皆さんの宇宙の

内部でも数多くの容姿が創り出されましたが、皆さんは数多くの異なる現実性の内部で

依然として皆さん自身の道筋を創り出しているので、この状態はいつも続いて行くこと

になるでしょう。 
皆さんがこれを行っている時、皆さんはただひとつの事を思い出す必要があります。そ

れはただ、皆さんの創造、皆さんの道筋であり、それが根源の内部で学び、拡大する

ための容姿を生み出します。 
皆さんの宇宙の内部のすべての容姿、すべての種族は、根源という同じ起源を持ってい

ます。 
人間としての皆さんがこの事実を忘れているように、彼らの数多くが、既にこの事実を

忘れてしまっています。 
数々の次元の内部の蔽いは、忘れて充分に皆さんの内部の、根源の内部の可能性を経験

するために、皆さんが創り出した蔽いです。何故なら、その覆いは数多くの異なる現実

性の中のあらゆる瞬間の内部で創り出すことができるものになっているからです。 
わたし達はすべて、あらゆる瞬間にわたし達自身の現実性を創り出している根源を通し

て移動しています。 
地球上において、その現実性は今変化しているところであり、皆さんは皆さんという存

在のあらゆる部分の内部で、これを経験することができます。 
数多くの人々が根源に向けてさらに進み、ひとつの空間からもう一度探索する準備を整

えています。その空間は、皆さんという存在の容姿がただ根源になっている場所です。

姿を持たないエネルギーですが、しかしそれはその行動において、それ自身の道筋と現

実性を創り出すことにおいて、無制限の状態になっています。 
次元上昇は創り出されるものではなく、霊の中のあらゆる存在の内部の自然な流れにな

っています。何故なら、それは根源の内部の創造を通して、根源の内部の拡大を通



して、進んでいるからです。 
皆さんはすべて地球と皆さんの宇宙の現実性を通して進んでいるので、皆さんの宇宙の

内部では、次元上昇はひとりひとりの皆さんの内部に存在しています。 
皆さんの宇宙の内部では、数々の経験はこの次元上昇が一定の道筋を追随するようにす

るために創り出されました。何故なら、皆さんは、すべての皆さんが創り出した地球の

現実性の内部でその物質的な身体という容姿を身に着けたからです。 
皆さんひとりひとりが、物質的な現実性の外部に皆さん自身の道筋を創り出しました。

 
わたし達はすべて、現時点においてこの現実性、地球の現実性、しかしまた皆さんの宇

宙の現実性の内部に存在しています。何故なら、それはひとつの現実性として創り出さ

れたからです。 
それはひとつの現実性の内部の数多くの現実性から構成されていて、地球の現実性はこ

の普遍的な現実性の内部で最後に創り出されたものでした。 
地球の現実性は最も強力なものですが、しかし習得することが最も困難なものです。 
皆さんは現時点において地球の現実性を選択してきました。そしてこの場所は皆さんの

内部の真の存在を見付けださなければならない場所になっています。 
皆さんという存在には、その時点のひとつの現実性だけが含まれているのではなく、一

部の人々は地球の現実性を超えた外部に存在する数多くの異なる現実性を確認すること

ができます。 
そうです、外部の世界には、人間の現実性は正しいものであり、皆さんは事実通り地球

上の人間の身体の内部に存在し、しかも皆さんの現実性を変える唯一の方法は皆さんの

ではなく自分達の支援だけになっている、と皆さんに信じさせたいと思っている存在達

がいます。 
こうした存在達は、時に皆さんと同じように存在し、彼らは自分達の真の存在を忘れて

きました。 
過去の内部でその干渉がどのようなものであったにせよ、この地球の現実性の内部に留

まることを望んでいる人々の干渉によって、人間の身体のDNAが変えられています。
変化は皆さんの内部から現れなければならず、その最初の段階が皆さんの起源の存在状

態を思い出すことになっています。 
外部の世界には、皆さんよりもさらに進化した存在達がいて、一部の存在達は皆さんと

連携していて、また一部の存在達はみなさんに背いた働きをしています。そのほとんど

の理由は、皆さんと同じように、彼らが自分達の真の存在を忘れてきたからです。 
彼らは、地球のものとかなり類似した二元性の世界とその支配に飛び込みました。 



一部の存在達は自分達の真の存在を思い出して、皆さんの宇宙の内部の数々の現実性を

さらに強く支配するためにこの知識を利用することを選択しました。 
数多くの人々が確認しているマトリクスは、地球上だけではなく、皆さんの地球の周り

や皆さんの宇宙の内部の数多くの次元の内部で彼らが創り出したものです。 
そのマトリクスは現時点において崩壊しようとしているため、数多くの人々が支配され

ている立体映像の現実性の経験もまた崩れ去ろうとしています。 
最も高い視点から皆さんを導いているありとあらゆる存在が、皆さんは人間ではなく、

皆さんは根源の内部の霊であり、皆さんは根源でもあることを、皆さんに伝えてい

ます。 
皆さんの内部の真実を見付け出すために、皆さんを導いています。 
皆さんは内面の真実を見付け出す道筋に従っているため、皆さんは皆さんという存在の

それぞれの水準上で、それに当てはまる数多くの物事を見付け出すことになるでしょう

。皆さんという存在は、数多くの異なる現実性の内部に存在しているからです。 
皆さんが数多くの水準で経験し、拡大し、霊の内部、根源の内部のひとつの存在として

皆さん自身を充分に理解するために、皆さんがその困難な課題を選択したのであり、こ

うしたすべての現実性は単なる外見に過ぎず、皆さんの内部や皆さんの周りに創り出さ

れたものです。それは、皆さんがいつでも忘れずにいなければならないひとつの事実で

あり、そしてそれは、皆さんを皆さんという存在に向かってさらに前進させるひとつの

事実になっています。 
皆さんが確認している真実でさえ、皆さんの内部の根源の認識と比較すると、それはた

だの経験に過ぎません。 
皆さんが地球は最も習得することが難しい現実性であると口にする時、わたし達は、そ

れは皆さんという偽りのない存在の内部で、内面を拡大し、内面を経験することが最も

難しい現実性になっていることを伝えています。数多くの覆いを超えた場所に、皆さん

という存在の完全な根源の能力が隠されています。それは、皆さんが皆さんの内的な

根源に属する内部の認識に戻る方法を見付け出すために創り出したものです。 
しかし一方で、すべての皆さんが内部にこのすべてを持っていて、皆さんは皆さん自身

という存在の内部の神聖な場所を見付け出すために、内面にその能力、その素質、その

認識を持っています。 
皆さんは、既に内部に存在している根源の流れによって皆さん自身を導かせる代わりに

、この状態から苦労しながら前進しているところです。 
皆さんは人間ではなく、皆さんは異星人でもなく、皆さんはこの瞬間に皆さんが内面で



経験しているものでもないことを忘れないでください。 
皆さんはすべて根源であり、皆さんは全存在の内部のひとつの存在です。 

イシス

Isis

Through Petra Margolis

December 31, 2011
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2012年へようこそ

2012年へようこそ
Isis, Welcome to the year 2012
2 January 2012 - 6:40am 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, Welcome to the year 2012. 
 
今年は数多くの人々にとって変化の年になります。過去何年も既に多くの変化を経験し

ているからです。 
皆さんはすべて、大宇宙の脊椎周辺の大宇宙のこころの内部で別の周期に向かって前進

しているため、今年は数多くの人々にとって完了の年になります。 
今年以降、その螺旋は上昇してもう一度外部に向かい、闇の時代から再び叡智と知識を

備えた黄金の時代に向かいます。 
地球は皆さんの宇宙の内部の大宇宙の脊椎の螺旋に沿って次元上昇しているため、今年

はまた、地球が移動している年になります。 
自覚的意識と皆さんの霊の中の本来の姿の認識が、すべての人々に利用できるものにな

る年です。 
訪れる年の中で、多くの物事が明らかにされ、数多くの人々が外部世界の中の変化に参

加することを求められるようになるため、わたし達は数多くの皆さんが外部の世界の方

に向かって進んでいるのを確認することになるでしょう。 
その数々の変化は外部世界から現れるのではなく、その変化は皆さんの内面から現れる

必要があります。 
数多くの存在達がわたしの名前の下に現れ、他の存在達を通して皆さんに話をすること

になるでしょう。 
内面に向かい、真実を確認してださい。そこはいかなる時も皆さんが存在する必要があ

る場所になっているからです。 
彼らが現れる時、皆さんはわたしの本当の名前を尋ねます。それは、わたしの本当の名

前がただの光の内部のひとつ音響周波数になっているからです。 
皆さんはこれに対する答えを認識するでしょう。 
わたしはすべての皆さんと伴に何度も地球上に存在してきました。わたしは時の始まり



からこの瞬間まで、地球上に存在してきました。そして皆さんがもう一度黄金時代に進

んでいるため、わたしはすべての皆さんと伴に留まることになるでしょう。 
わたしの名前は今までイシス、メリー・マグダレン、母達の母でしたが、しかしまた、

ジョアン、マリア、そして歴史の中で認識されていない数多くの他の名前でした。 
皆さんがわたしについて聞いてきた数々の物語、それはただ、地球上で支配されていた

男性と女性のエネルギー内部の不均衡についての物語です。 
すべての皆さんと同じように、わたしはひとりの男性、あるいは女性として暮らしてき

ました。 
わたし達は男性と女性の間の二元性という人間の経験を体験したため、この方法で、そ

してわたし達自身の内部で、地球上のエネルギーを安定させようと試みています。 
わたしは力の場所と、力の破壊の場所に存在してきました。 
わたし達はわたし達自身という存在の内部と根源の内部の完全な安定に向かって進んで

いるため、最も本質的な力は、わたし達自身の内部に存在している力です。 
わたしは皆さんを内面に導くために、内面で変化を起こすために、今、ここに存在して

います。 
今年は、皆さんが変化を起こし、皆さんがもう一度完全に内面と結び付く年になるでし

ょう。何故なら、これが皆さんの望みであり、わたし達はすべてこの望みを実現させる

ためにここに存在しているからです。 
数多くの望み、数多くの希望が存在しています。そして霊の内部の自分自身の真の現実

性に向けてその最初の段階、その第二段階、それ以上の段階を整えているため、数多く

の人々が内面を変化させることになるでしょう。 
今は、皆さんの内部で変化を起こすことに取り掛かる時です。 
わたしは地球を変化させるためにここに存在しているのではなく、わたしはただ皆さん

が内面を変化させる際に役立つために、今、ここに存在しています。 

イシス

Isis 

Through Petra Margolis
January 2, 2012
www.ascendedmasters.org 
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イシスからの伝達、皆さんの最も高く最も神聖な部分

イシスからの伝達、皆さんの最も高く最も神聖

な部分
Transmission from Isis, the highest and most divine parts of you
3 January 2012 - 3:01pm 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Transmission from Isis, the highest and most divine parts of you. 
 
皆さんは入ってくる新しい情報と伴にこの新年に移動しているので、依然として皆さん

がその内面のあらゆる物事に手を伸ばすことを内部に存在する二元性が妨げることがで

きことについて、わたしは説明したいと思います。 
上のわたしのメッセージの主題を見てください。 
これが二元性であり、そして皆さんが依然として二元性に気付くところです。 
皆さんという存在のあらゆる部分のひとつひとつが、他の部分より神聖な部分ではな

くなっています。 
あらゆるものが皆さんの内部に存在し、数多くの皆さんがさらに高いところに向かうた

めの説明として、人間の説明の仕方ではさらに高いという言葉が用いられています。そ

れは、皆さん自身という存在の内部のさらに高くさらに急速な周波数に接近しながら、

皆さん自身という存在の内面をさらに深く進む、ということを意味しています。そして

次に、皆さんは皆さん自身という存在の内部のあらゆる周波数に気付くようになるでし

ょう。 
ひとりの人間の方法の中ではこうしたすべての周波数を説明する必要がありますが、霊

の内部では、それはすべて皆さんという存在のすべてであり、さらに低い、さらに高い

というものは存在していません。 
わたし達は、この移動する場所、向かう場所についての人間に対する説明として、これ

からもさらに高い次元、さらに低い次元という言葉を用いることになるでしょう。 
またわたし達は、さらに深い、という言葉を使うことになるでしょう。何故なら、これ

はさらに高くまたはさらに低く進むということと同じことであり、それは実際に両方が

ひとつであり同じものになっているからです。 



わたし達が愛という言葉を用いる時、わたし達は人間の愛について伝えています。わた

し達が神聖なる愛という言葉を用いる時、わたし達は霊の中の皆さんのひとつの部分に

ついて伝えています。わたし達が存在するすべてを超えて根源に向かって進むことにつ

いて伝える時、わたし達は愛を超えて根源の内部に存在しているこのすべてのひとつの

表現に向けて進むことについて伝えています。 
根源にはあらゆる物事が含まれていて、それが皆さんという存在になっています。 
今、人間である皆さんは内面で起っていることの説明を必要としています。何故なら、

さらに深く内面に向かう唯一の方法は、人間の精神を通して命令を出すことによって行

われるからです。 
これが、わたし達が人間の精神をそのこころとひとつのものにするように勧めている理

由です。 
こころは感じますが、しかし人間の精神は認識します。 
内面をさらに深く進むことは、内面に向かう場所について人間の精神に説明すること

によって、実現できることです。 
こころの内部のさらに深い場所、物質的な世界のこころは、母なる地球や大宇宙のここ

ろと結び付いていています。物質的なこころは3つの空間に分けられています。 
物質的な世界のこころ、大宇宙のこころ、そしてその間の空間です。 
こうした3つの空間はダイヤモンドの身体の内部でひとつになっています。 
皆さんが物質的な身体と結び付いている数々の身体を持っているように、皆さんの霊的

な存在は数多くの異なる身体からできていて、皆さんは皆さんの霊的な部分に結び付い

ている数多くの身体を持っています。 
ほとんどの存在達が光の身体と呼んでいるこうした数々の身体は、活性化され、物質的

な世界のこころの中と霊的なこころの中で、こころと結び付けられています。 
アダム・カドモンの身体は、霊の内部で物質的な世界のこころと霊の世界のこころと皆

さんという存在のすべてを結び付けることによって、作り上げられています。これが、

次元上昇のためのダイヤモンドの身体を作り上げているものです。 
神聖なる設計図は、皆さんのDNAのあらゆる部分を駆け抜けています。そのDNAは、
皆さんをさらにより深く内面に導いているブレッドクラム機能を持った道筋のように、

物質的な身体から霊的な数々の身体に向かって走っています。 
ある場合は外部の干渉が、別の場合には人間の身体の中の人生経験が作用してしまう

ため、その始まりは、今まで折に触れて定位置を確保していたあらゆる影響やもつれた

状態から離れることです。　 
こうした状態から、最初の設計図がはるばるDNAの螺旋構造に取り込まれ、物質的な



身体に向かいます 
すべてのDNAが活性化され、皆さんの内面と結び付いて根源の部分、つまり一部人々
が皆さんの内部の神聖なる閃光と呼ぶ部分に達している場合だけ、皆さんは完全な設計

図を取り込むことができます。 
皆さんは内面をさらに深く進む道に沿ってその設計図の部分を取り込むことができま

すが、また皆さんが内面の新しい部分を開く際に、その部分が支援することになり

ます。 
わたし達がその道に沿ったブレッドクラムの道筋と言う時、わたし達が伝えようとして

いるのはこのことです。 
新しいDNAが埋め込まれることはなく、ただ必要な部分だけが完全に活性化した状態
でさらに深く進み、皆さんの内部のブレッドクラムの道筋を綺麗にして修復します。 
一度皆さんが頂点、つまり内面の根源に到達してしまえば、それ以上のことが起りま

すが、しかしここが、皆さんがアダム・カドモン、ダイヤモンドの身体を作り上げるこ

とを始める場所になります。 
内面を深く進む道に沿って、皆さんはその時点で数々の結晶構造のエネルギーに向かう

変化に気付くことになるでしょう。これは、物質的な身体に戻る道筋に従ってダイヤモ

ンドの光を物質的な身体にもたらすことによって行われます。 
ダイヤモンドの身体については、かなり誤解されています。そして今はもうこの交信者

に対するわたしの伝達を終わりにする時なので、わたし達は今後それについてさらに詳

しく説明することになるでしょう。 
わたしの名前はただ光の内部のひとつの音響周波数だけなので、忘れずにわたしの本当

の名前を要求してください。 

イシス

Isis

Through Petra Margolis

January 3, 2012

www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/149885/transmission-isis-highest-and-most-divine-parts-you 
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皆さんは2012年の準備が整っていますか？

皆さんは2012年の準備が整っていますか？
Isis, Are you ready for the year 2012
5 January 2012 - 6:29pm  
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, Are you ready for the year 2012   
 
今年はすべての人々が待ち望んできた年であり、わたし達がわたし達の夢を実現する年

です。 
今年入ってくる数々のエネルギーが、わたし達すべてが真の自己に完全に足を踏み入れ

ることを許すようになるでしょう。 
皆さんは、内面のそういった数々の歩みを選択し、皆さんをこころに中に連れて行き、

根源の地球上の表現である真の存在になる準備を整えていますか？ 
皆さんがこころに入り込み、地球と皆さんの宇宙が持っている大宇宙のこころのひとつ

の完全な表現になる時、皆さんの周りの世界は混乱状態のままで推移することになる

でしょう。 
皆さんは皆さんの内部の心臓の鼓動を感じることができますか？　数々のエネルギーが

次元上昇の最後の段階を築き上げているところなので、それはさらに大きな音になって

います。 
今は、皆さんの目的、皆さんの道筋、そして黄金の時代の中で生きる新しい人生の始ま

りを完全に自覚する時です。 
今は、皆さんが歩き出す時です。 
今は、皆さん自身を皆さん自身に完全に没頭させる時です。 
皆さんが周りでどのような人生を経験しようとも、これは皆さんの外部のひとつの完全

な表現にならなければならないため、皆さんの内部の生命に意識を集中してください。

 
皆さんはそれを確認できますか？ 
皆さんはそれを感じることができますか？ 
皆さんはそれを認識していますか？ 
今は、それを経験する時であり、皆さんが完全に内面の真の自己を経験する時です。 



今は、真の自己が皆さんの内部で前進する必要がある時であり、その真の自己が前進し

、皆さんの内部と周辺で新しい始まりを創り出すことを皆さんが許す時です。 
行わなければならない仕事が数多く存在し、皆さんの周りの世界は皆さんの内部の世界

のひとつの表現として存在しているため、その仕事は皆さんの内部に存在しています。

 
準備はできていますか？ 

イシス

Isis 

Through Petra Margolis

January 4, 2012

www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/150036/isis-are-you-ready-year-2012
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交信された数々のメッセージの違いを識別する

交信された数々のメッセージの違いを識別する
Isis, Discerning between channeled messages
7 January 2012 - 12:14am 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, Discerning between channeled messages. 
 
皆さんはすべて交信された数々のメッセージを数多くの方法で識別することができ

ます。 
交信者達はそのメッセージを解釈の仕方においてほとんどとても誠実に対応している

ため、これは交信者の意思とは関係ありません。 
数々のメッセージに対する優れた判断力は、皆さんの数多くの部分で行われ、皆さんの

ひとつの部分の中に置くことはできません。 
まず、わたし達がわたし達の交信者に伝えるメッセージの交信について説明させてくだ

さい。 
交信者ひとりひとりは、異なる方法でそのメッセージを受け取って解釈する仕事をして

います。 
皆さんという存在の内部の最も高い部分からそのメッセージを受け取り、解釈すること

が重要になることは、数多くの人々が既にこの時点で認識しています。 
数多くの交信者が、特に初心者の交信達が、自分という存在のさらに高い部分を広げて

いなため、自分達の比較的低い水準でメッセージを受け取るようになるでしょう。 
しかしながら、一部の交信者は、長い経験を有している交信者達でさえ、さらに深く内

面に進むように導かれていないため、また最も低い水準でメッセージを受け取ります。

 
数多くの交信者が、自分自身の信念体系に応じでそのメッセージを解釈することになる

でしょう。彼らは、彼ら自身の信念体系を裏付けるメッセージを好んでいます。 
皆さんは、新しい情報を受け入れている交信者達と、何度も繰り返し同じ種類のメッセ

ージを交信し続けている交信者との間の違いを確認するようになるでしょう。 
外部の世界には、メッセージを伝えている数多くの存在がいます。何故なら、彼らは人

間と交わることを好み、そういったメッセージを与え、このようにして人間と結び付く



ことを好んでいるからです。 
こういった存在達は、地球についてのある程度の知識を持っていて、彼らは地球の近く

にいて、ほとんどの人間と同じように、特定の物質的あるいは精神的な次元に執着を持

っています。 
彼らのメッセージは、通常地球の変化についてであり、現時点で地球上で起っているこ

とを伝えています。彼らは、深く内面に向かう方法や、内面で同等以上の知識を見付け

出す方法については多くの情報を与えずに、彼らが与えている外部の情報に人間が依存

するような状態のままの状態にしています。 
彼らは地球と人間の次元上昇に気付いていますが、しかし一方でそれに関心を寄せてい

ません。しかしながら、彼らはこの事実をまさに認識していて、それが彼らのメッセー

ジを交信者や読者達に読み続けさせることになるため、この事実についても伝えること

になるでしょう。 
また他の世界には地球と人間の次元上昇を阻止しようとしている存在達がいて、彼らは

ただある一段高い次元から現れているだけですが、より低い次元のやり方になっている

ものとほとんど同じ方法で働いています。 
彼らはより進んでいて、人間を引き寄せるひとつの方法でエネルギーを操作することが

できます。彼らはとても愛情に溢れ、とても支援に前向きで、そして皆さんが行ってい

ることがとても素晴らしく、すべてが順調で、あらゆる物事が解決するという事につ

いて、とても確固たる口調で話をします。あらゆる物事は彼らか、あるいは神聖なる創

造主、神、または他の誰かによって制御されているため、皆さんはある物事を心配する

必要はありません。 
またその違いは、その交信者が、交信者達にメッセージを送っているあらゆる存在達か

ら受け取ることを望んでいるその内容の中に存在しています。 
数多くの交信者は、ただ自分達の信念が真実であることのひとつの確認を期待している

だけです。他の交信者達は支援を期待し、また自分達が正しい方向に進んでいることに

ついて心配する必要がないことを確認することを期待しています。 
交信者が期待しているものに応じて、特定の存在達が進み出て彼らに彼らが求めている

ものを与えることになるでしょう。 
以前よりも数多くの人々が現在交信をしていますが、どの存在からにせよ、自分達が受

け取っているものは完全な真実ではなく、あるいは最も完全な視点では無い可能性があ

ることを彼らは自覚する必要があります。また彼らは、より信頼できるメッセージの伝

達に辿り着くためだけでもかなりの時間が必要になることを自覚する必要があります。

 



そのメッセージを提供している存在達の差異を識別する方法を学ぶと同時に、ひとりひ

とりの交信者がその伝達の内部の数々のエネルギーを学び、理解するためには、時間が

必要になります。 
もしもひとりの交信者が最も正確な方法で送られている伝達を完全に理解し、言葉にす

ることができることを目的にしてある程度の時間をひとつのメッセージに留まるのであ

れば、それは優れた実践です。 
ひとつの伝達元から他の伝達元に移動する交信の初心者達は、完全に結び付き、伝達元

や彼らに送られた伝達に完全に適応する時間を自分達に与えていない状態になってい

ます。そして伝達内容のほとんどが失われ、交信者の信念体系に応じて交信者による書

き込みが行われます。 
また彼らは、今までその伝達を送っているのが誰かを充分に調査していません。 
誰もが何時でも騙される可能性があり、見破ることは交信者の責任です。 
これは、わたしはたださらに高い光あるいは根源からメッセージを受け取ることだけを

望んでいる、と口にすれば済むほど単純なものではありません。 
あるいは、そういった人々は、こころを通した感覚が完全に信頼できる、と考えてい

ます。 
皆さんのこころの中で感じているものがそのメッセージに影響を与えている、皆さんが

騙されている状態になっている、その可能性があります。 
ひとつのメッセージが皆さんの信念を強くする時、皆さんのこころの中で皆さんが信じ

ているものが真実であり、その信念を補強しているあらゆる存在はひとりの真の伝達者

のように理解されることになるでしょう。 
現時点において、皆さんは数多くの異なるメッセージを確認し、その一部はお互いが非

常に矛盾している状態になっています。この多くは、彼らは人類の範囲内で異なる目覚

めの経験をするように運命付けられている、という事実に起因しています。 
数々のメッセージが同じ伝達者から現れている場合でさえ、そのメッセージは特定の集

団達に適用しているために矛盾が生じる可能性があります。 
また、内面で騙されている交信者達が存在しています。何故なら、数々のメッセージを

交信し、そのメッセージは外部の情報源から現れていると考えていますが、実際には自

分達の内部から現れているからです。 
普通、こういった数々のメッセージは比較的低い水準の存在達からのものと同じであり

、考え方を補強し、愛に溢れ、そして内面に深く進む方法についての導きに関する限り

、本当にどのような実質も持っていません。こうした交信者達はさらに高い水準あるい

はさらに深い内面に目覚めている訳ではないため、これは不可能であり、そうでなけ



れば、交信者達はそのメッセージが自分の内面から現れていることに気付いていたはず

です。 
読者にとっては、自分自身の内面の水準と対話できることが重要になります。そして自

分自身の信念体系を補強すると同時に、皆さんは配慮され、心配する必要がなく、何

もする必要がなく、すべてが現れようとしているところであり、既にそこに存在して

いる、と伝えている数々のメッセージが存在していますが、わたし達は、数多くの読者

の皆さんが依然としてそのメッセージに非常に依存していることを理解しています。 
未来はいつも流動的であり、わたし達が地球の周りや皆さんの宇宙の中のその数々のエ

ネルギーを確認することができるものに関する限り、ただひとつの起り得る結果の可能

性として確認することができるだけです。 
それは数多くの人々がバタフライ効果と呼んでいるものであり、ひとつの行動が別の行

動を引き起こし、そしてわたし達は一定の要所までそのエネルギーの方向に従うことが

できます。 
あらゆる行動は外部の情報源によって影響を受けることは起り得ることであり、これは

、あらゆる行動はエネルギーの進路や進行方向の変化に影響を及ぼすことができること

を意味しています。 
皆さんは、依然として新しい現実性を創り出しているところであり、わたし達はそれぞ

れの瞬間にただ内部でその結果がこれからどうなるかを確認しているだけです。これは

ひとつの瞬間のことであり、次の瞬間には毎回異なっています。 
今は、すべての皆さんが最も深い皆さんの内面の部分のその声を見付け出すことを始め

る時です。皆さんの内部の最も深い部分に話しかけることができるようになるために、

皆さんの内部の最も深い部分を理解してください。ここは、皆さんが根源の内部で創り

出された皆さんの最初の根源の閃光を、見付け出す場所です。 
あらゆる交信者ひとりひとりにとって、その内部の声に気付き、さらに自分達の情報の

ために外部の情報源に依存しないようにすること、それが重要になります。 
皆さんは依然として数々のメッセージを交信することができますが、しかし一度皆さん

がその皆さんの内部の最も深い部分、皆さんの内部の最も深い知識の部分に気付いてし

まえば、皆さんはその皆さんの内部の場所からメッセージを受信することができるよう

になるでしょう。そして、そうであるものとそうでないものの真実を皆さんの内部で認

識してください。 
皆さんがある外部の情報源からの情報に依存している時、皆さんは現時点において皆さ

んに対する正しい意思をいつも持っている訳ではない数々のメッセージに対して脆弱な



状態になります。何故なら、皆さんはほとんどまだ最も高い周波数、つまり皆さんの内

部に横たわっている理解能力との完全な同調状態に達している訳ではないからです。 
自己あるいは外部の情報源のどちらかによる最も正確な伝達は、内部の最も深い場所を

通して現れなければならないものであり、それは皆さんを創り出した根源の内部に存在

する、根源の閃光です。 
これは、皆さんが内部の最も深い部分に到達するまで、すべての水準の自覚を要求して

います。 
数多くの交信者が現時点においてほとんどさらに高い自己の水準か、あるいはそのさら

に高い水準を通して交信しています。 
これはちょうど皆さんのすぐ上の水準であり、さらに高い自己は内部の根源の閃光では

ありません。 
さらに高い自己を通した情報は、さらに高い自己が人間とその人間のさらに高い部分と

の間の結び付きになっているため、ほとんど地球の水準と地球上の経験の水準に関心を

寄せています。 
さらに高い自己は主としてその人間を支援するためにそこに存在しているため、それを

理解していないか、さらに高い水準と同じ知識を持っているだけです。そしてこのよ

うに、普通はただ人間の水準の経験に関する知識に取り組んでいるだけです。 
今、この話はあらゆる人々のためのものではありません。何故なら、現時点において、

皆さんの道筋の手段と目的に関するひとつの選択肢が存在しているからです。 
もしも皆さんの道筋が地球と伴に5次元の現実性に向かって進むことになっているとす
れば、さらに深く広がって行く必要はなく、皆さんはほその中で皆さんを支持し支援す

るメッセージに留まることができます。 
もしも皆さんがさらに目覚めた道筋を選択しているのであれば、今は、内面の根源の閃

光の声に気付く時です。 
わたしは皆さんに思い出して貰いたいと思っていますが、しかし一方で、数多くのメ

ッセージはさらに高い水準からの伝達ではなく、それは地球の周りの水準から現れて

いて、皆さんを半分眠った状態に留める以上のことは何もせず、新しい地球の現実性の

創造の内部で意識的な協力者になる際に皆さんを充分に支援するものにはならないでし

ょう。 
変化は皆さんの内部から現れます。外部の環境がどのようなものであろうと、皆さんの

内部の変化よりも皆さんの現実性を変化させることができるものは何も存在していま

せん。 
皆さんの内部のさらに深い水準に向けて目覚めることが、そして根源の閃光の声が皆さ



んの内部から話しかけることを許すことが、皆さんの内部を完全な変化をもたらすもの

になっていて、新しい地球の現実性を創り出す創造的な過程において、皆さんが完全

な協力者になることを許します。 
これは、偽交信者、あるいは善良な交信者について話をすることを目的にしているので

はなく、これはあらゆる交信の結果生み出されるメッセージの交信者と読者を目的にし

ています。 
ほとんどすべての交信者の意図は、真実を受信し、その真実をあらゆる皆さんひとりひ

とりに伝えることを目的にしています。 
皆さんはすべて、交信者も読者も、その洞察力に対してひとつの責任を負っています。

 
本当の真実を見付け出すために、皆さん自身の慰めという限界や、現時点の皆さんの信

念の限界や執着を超えて進むことが、すべての皆さんに委ねられています。 
あらゆるメッセージに対する洞察力はあらゆる交信者が積極的に受け入れなければなら

ないものです。 
すべての皆さんがすべての水準でさらに多くの答えとさらに深い理解を見付け出すため

には、ありとあらゆる議論だけが役立ちます。すべての皆さんが内面をさらに深く進

むことを許すことです。 
あらゆるメッセージについて議論することはその交信者を対象にすべきものではありま

せんが、しかしわたし達はあらゆる水準で皆さんの内部の真実を見付け出すひとつの方

法として議論を歓迎しているため、そのメッセージを対象にしています。 
議論は、内面に存在する内部の導きを見付け出し、さらに数多くの水準で内面を見定め

ることを学ぶためのひとつの手段です。 
皆さんは創造者であり、創造するためには皆さんがその内部に存在する皆さん自身の

神聖なる根源の最も素晴らしい表現になることができなければならないため、あらゆる

可能性や絶えず変化している数々の現実性に対して柔軟に対応してください。 

イシス

Isis 

Through Petra Margolis

January 6, 2012
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真実を理解する、あるいは認識すること

真実を理解する、あるいは認識すること
Understanding, or Knowing the Truth
9 January 2012 - 8:04pm 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Understanding, or Knowing the Truth. 
 
今、今までよりも多くの情報が入ってきて、さらに数多くの人々が数々の異なる水準で

情報を取得しているため、これは、今年極端に重要になるものです。 
数々の異なる水準は、ほとんどの人々にとって問題が発生する場所になっています。 
わたし達は、真実は内部で見付け出すべきものだといつも伝えてきました。 
しかし、真実は内部のそれぞれの水準で異なっています。 
わたし達が伝えている完全な次元上昇の実現は、物質的な身体を光の身体に完全に変容

させること、地球上の転生の過程を完全に離れて、完全に人間の内部や霊の内部の自分

自身になることを意味していて、それは数多くの人々が選択したものではありません。

 
ほとんどのメッセージや情報が、5次元の現実性に向かって進むことを選択した人々の
ためのものになるでしょう。 
こうした数々のメッセージはある意味で見付け出すのは簡単です。何故なら、それは依

然としてやや自分自身の外部のあらゆる物事に目を向けている部分があるからです。彼

らは何らかの方法で一体性について語りますが、しかし、ただ愛や光になってすべてが

ひとつだと理解して5次元に進むという比較的簡単な過程に焦点を合わせているだけ
です。彼らは、神、根源、創造主について管理しているひとつの存在として理解し、そ

してある意味でそれは彼らの内部に存在していることを認識していますが、そのメッセ

ージはこれを自分達の外部に存在しているものとして伝えています。 
5次元に進む数多くの人々にとってそれは良い実践になり、人々は先行して異なる周波
数や5次元内部の新しい現実性の経験に対する調整を始めることになるため、わたしは
こうしたメッセージにケチをつけている訳ではありません。そして彼らが学んできたす

べての物事は、困惑しているかもしれない数多くの人々を支援すうために役立つことに

なるでしょう。何故なら、5次元へ向けた次元上昇は、彼らにいわゆる不意打ちを食ら



わせているからです。 
彼らのより高い存在は認識していることですが、しかし普通、これは数多くの人間に向

けて浸透して行くことはありません。何故なら、そういった人々の契約は、現時点で次

元上昇の過程を自覚することは必要になっていないからです。 
人間という存在状態を通して知識あるいは真実を理解することが、とても重要になり

ます。 
これはただ内面の経験を持つことによって、人間が意識的に内部の経験を自覚すること

によって、そうなることができるものです。 
それは、皆さんが外部の世界を完全に恐れているひとりの赤ん坊を見る時に理解できる

ことです。赤ん坊は意識的に自分達の周りについて意識的に自覚しますが、この自覚を

表現するようになる唯一の理由は、外部の世界がその世界について赤ん坊に伝えてきた

からです。 
皆さんは皆さんが認識しているもの、物質的な現実性の内部のそれぞれの部分に名前を

付ける方法を説明し、この説明が、その赤ん坊が物質的な現実性の内部で自分達の方法

を見付け出すことを許しています。 
これは、さらに難しいものになっているとはいえ、少々霊的な現実性と似ています。何

故なら、霊的な数々の現実性の内部にはさらに数多くの経験と認識の水準が存在してい

るからです。 
これが、数多くの人々のために議論し共有することが重要になる理由です。何故なら、

その経験は数多くの異なる水準に存在し、それぞれの水準がその内部のひとつのさらに

深い知識、さらに深い真実を持つようになるからです。 
それは依然としてさらに多くの物事を探し求めている数多くの人々に対して自覚をもた

らすことになるため、またそれが重要になります。 
たとえ数多くの人々が5次元の現実性に向かう移動を選択しただけだとしても、現時点
において人々はその選択を変えることができます。 
皆さんは、変化を受け入れること、それぞれの瞬間の内部で皆さんの内部の知識や真実

を変化させること、それをできることが必要になります。何故なら、現時点で起ってい

ることがこの変化になっているからです。 
それぞれの瞬間の内部であらゆる物事が変化しているところであり、それぞれの瞬間の

内部で完全な次元上層に取り組んでいる人々が自分達の知識、自分達の真実を変化させ

ています。それはすぐに記録されている訳ではありませんが、それは利用できるように

なるでしょう。 
皆さん自身が以前の認識に対するすべての執着を解き放つことを許す皆さんの内部の開



放性、皆さん自身が新しい経験を検討することを許す以前の経験、そして新しい知識と

真実を見付け出すこと、それがとても重要になります。 
皆さんは皆さんの内部のその変化に既に気付いています。皆さんひとりひとりが認識し

、感じているもの、そして皆さんすべてが抱いている疑問、それを共有し、議論するこ

とによって、数多くの皆さんが今まで議論を続けているため、数多くの人々が異なる視

点に気付き、既に理解しています。 
皆さん自身を過去、現在、あるいは未来に執着させることは、認識と真実の経験を制限

する可能性があります。皆さんや他の人々を通して現れているすべての物事を受け入れ

てください。すべての皆さんが皆さん自身の内部の理解と知識を経験として完全に自覚

することを、それが許すことになるからです。 
しかし一方で、他の人々の経験に執着しないでください。皆さんひとりひとりがその過

程を経験し、ただ皆さん自身が皆さん自身の方法で内面のあらゆる物事を経験すること

を許すからです。 
他の人々の知識と経験に執着しないでください。しかし皆さん自身に気付くために、そ

れを利用してください。何故なら、皆さんはすべて内面を経験する異なる水準に存在し

、このようにして、まさにその瞬間のためのそれぞれの瞬間の内部で、皆さんの内部に

存在する知識と真実を見付け出すようになり、また皆さん自身が皆さんの内部の知識と

真実の次の瞬間を見付け出すことを許すようになるからです。 
わたし達は、皆さんが今経験し、途中で発見しているその過程についての完全な知識を

まだ持っていないため、これは、高位の熟達者や指導霊達としてのわたし達にとって重

要なことです。何故なら、わたし達は既に完全な次元上昇を選択して自分達の存在の一

体性に向かっている人々を確認し、導いているからです。 
これは、わたし達はその道の途中で、さらに多くの知識を引き出すことができることを

意味しています。何故なら、わたし達はそれを人間とは異なる視点から確認していま

すが、しかしまたわたし達は人間の内部の変容を確認することができるからです。 
現時点でわたし達が行っていることは、わたし達自身の次元上昇の過程の知識を、現時

点で次元上昇の過程に取り組んでいる人々の中で起っている物事と融合させること

です。 
わたし達は異なる水準でそのエネルギーを確認することができ、この過程に取り組んで

いる人々の内部の統合に従うことができ、彼らが次元上昇の過程を達成するために必要

となるそれぞれの瞬間の導きを調整することができるため、彼らを導いているところ

です。　 
特に、現時点は、地球の周りのエネルギーがさらに急速な統合を支援し、次元上昇の過



程を速くするための知識を解き放っているからです。 
しかしながら、その過程の知識は次元上昇の過程を完了するために充分なものではあ

りません。何故なら、次元上昇とは、人間が霊の内部のそういった数々の水準を引き下

ろして、霊の内部のそういった水準を融合して、人間の物質的な現実性にもたらすこと

であり、次元上昇の間に人間が必要とするもの、起っている物事、その経験、それを検

討することが必要になっているからです。 
皆さんは3次元に向かって降下してきたため、皆さんは皆さんのさらに高い存在の部分
を無力化して、濃い密度の周波数に向かって降りてきました。 
皆さんは、さらに高い存在が最初の存在状態に戻すために、現時点においてこうしたよ

り高い数々の部分を修復し、再符号化することが必要になっていると同時に、それを活

性化することも必要になっています。 
これは、すべての皆さんが何度も地球上に転生してきたからであり、普通、転生の間の

期間に皆さんは皆さんの存在の根源の部分に向けて完全に移動することはなく、毎回地

球上のより濃い密度の現実性に向けて皆さん自身を低下させる過程を経験しないで済む

ように、地球の近くに留まっていたからです。 
また皆さんが地球上の生涯の間にその影響を経験してきたように、皆さんという存在の

霊的な部分へのあらゆる影響を根絶することが必要になっています。 
皆さんは人間の身体を物質的なものとして経験していますが、人間の身体はまた結局は

エネルギーであるため、外部の数々の影響力と伴に内部の影響力が、物質的なエネルギ

ーと霊的なエネルギーと結び付いている数々のエネルギーに変化をもたらしてきま

した。 
わたし達は数々の影響力が発生する状況と理由について、詳しく説明するつもりはあり

ません。ただ修復と差異符号化と再活性化が必要になっていることを認識することだ

けが、重要になっているからです。 
皆さんは霊的な身体を、すべてがお互いに組み合わさって一体になっている積み木とし

て理解することができます。 
それは、その内部に数多くの異なる水準、つまり次元が含まれていて、それが根源や皆

さんの内部の根源にまでつながっています。

今後さらに多くの知識が利用可能な状態になるため、わたし達はこれについてさらに詳

しく説明することになるでしょう。 

イシス
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皆さんはいつになったら真実を求めようとするのか

皆さんはいつになったら真実を求めようとする

のか
When are you going to ask for the TRUTH?
19 January 2012 - 1:57am 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Isis, When are you going to ask for the TRUTH?  
 
わたし達が何度も伝えてきたように、真実は皆さんの内部に存在します。 
真実は内面の数多くの異なる水準に存在していて、その真実は内部の数多くの水準で異

なるものになっています。 
わたし達がさらに地球の次元上昇に近付いている現時点では、より多くの真実が明らか

にされていて、またさらに多くの虚偽も明らかにされています。 
まさに地球上のように、他の数々の惑星もそれ自体の真実を持ち、その一部は真実で

あり、一部はそうではありません。 
わたし達は次元上昇の周期にさらに近付いているため、さらに多くの存在達が皆さんに

自分達の導きと真実を与えようと進み出てくるでしょう。 
まさに地球上のように、それぞれの惑星の始まりとその個体数を理解するために、数多

くの物語が展開されてきました。 
皆さんが皆さんの内部や外部の真実をまとめているため、さらに皆さんを混乱させよう

として一部の物語が移植されました。 
地球がここに存在している意味と理由を明確に聞くために、実際に皆さんの中の誰かが

彼らに尋ねたでしょうか？ 　何故皆さんは現時点でここに存在しているのですか？ 
皆さんは、皆さんが地球を酷使し、地球を誤用し、そして誰も歴史を振り返ることなく

その理由も不思議に思わない、と伝えられています。 
わたしは皆さんが皆さんの人生のこの瞬間にすぐに理解することを望んでいるので、後

のメッセージで地球の始まりについてさらに多くの説明にすることになるでしょう。 
皆さんがちょうど1000年前だけでも振り返ってみれば、皆さんは何を確認しますか？ 
今何が存在していて、その当時何が存在していなかったでしょうか。 



科学技術の進歩は、過去200年の間に現れた進歩です。 
地球は何百万年、実際に何十億年もの間存在していて、人間は地球上に何百万年もの間

存在してきて、そのすべての年月の間で、皆さんが経験しているような科学技術の進歩

を経験してきたのは、たった200年の間だけです。 
地球上の人口は過去200年ほどの間に爆発的に増加してきて、科学技術がそれを支えて
いました。 
この部分について説明させてもらいます。わたし達が地球の次元上昇に近付いている

ため、この時代に居合わせることを望んでいる数多くの魂達が存在しています。 
そのほとんどが惑星の次元上昇から次の段階に移行していて、ほんの少数の人々が大宇

宙の次元上昇を達成するために今ここに現れています。 
数多くの魂達が何度も繰り返し転生し、その間に他の惑星上にも転生しているため、わ

たし達はすべて同時に存在することを望んでいる数多くの魂達を抱えています。 
これが、進歩が起り、地球上の人口が増え続けてきた理由であり、そのすべては、この

時代の人間の身体の内部に存在することを望んでいるそれぞれの魂に、今現在この場に

存在する機会を与えるためです。 
これは地球を酷使することを目的にしている訳ではなく、地球の次元上昇とそれぞれの

魂に惑星の次元上昇あるいは大宇宙の次元上昇を達成する機会を与えることを目的にし

ています。 
これは地球と伴に、そして地球と協力しながら行われました。 
2000年前、地面から現れる油は、あまりに急激に燃え上がってしまい、その状態に悩ま
されていたため役に立たず、実際に人々は迷惑だと考えていたことを、皆さんは想像で

きますか？ 　そして今、皆さんの社会に目を向けてください。その地球の内部の油は
、あらゆる方法で燃料を提供しています。地球内部のすべての天然資源は、現時点にお

いて多大な人間を収容するために使われています。 
環境汚染は副作用であり、この状況は地球が次元上昇する瞬間に一掃されることになる

でしょう。 
今わたし達が抱えている他の問題は、人間としての皆さんが実際に今まで起ってきた急

激な数々変化に対処するという困難な時期を経験していることです。皆さんの誰一人と

して今回のような生涯を経験していないため、莫大な人口の中での暮らしの扱い方を経

験したことがありません。 
いうまでも無く、次元上昇について認識し、それを阻止するために自分達にできるあら

ゆる物事を行っている支配集団を忘れないでください。彼らはより多くの人々を支配

すること、そしてある意味で自分達に権力を与えてくれる人々を好んでいるからです



。 
いうまでも無く、それに巻き込まれているさらに数多くの人々が存在していますが、し

かしこれは彼らが支配することを望んでいる理由についての単純な説明であり、金銭や

権力を持っていると感じることについての話ではありません。 
わたしはここですべて外部の世界で起っている物事の理由を説明してきたので、今度は

内部に目を向けることにします。 
数多くの皆さんがひとつの任務を探し、そして自分達の本来の姿と、自分達が光のため

に行っていることを説明するために、ひとつの任務を必要としていると感じています

。 
わたしが既に伝えたように、人口の99％の人々が、惑星の次元上昇を終えるために今こ
こに存在しています。 
彼らは光の活動の中でひとつの使命を持っていません。まるでいわゆるただドライブを

楽しむためにここに存在しているようなものであり、自分達の惑星の次元上昇を達成す

るために一部の役割を果たしています。 
より目覚めている1％の人々は、そのほとんどが地球の浄化、自分達の浄化を支援する
ために今ここに存在し、他の人々が自分自身で目覚めることができるように支援してい

るところです。 
大宇宙の次元上昇に取り組んでいる極少数の人々もまた、それと同じようなことを行う

ために今ここに存在していますが、彼らはまた地球の次元上昇の間に地球を支援し、地

球と一緒に進むことになる他のすべての人々を支援する準備を整えています。 
次元上昇は単なるひとつの運動ではなく、それは数々のエネルギーの完全な再編成です

。 
そのため、地球が次元上昇する時、まるで短時間の内に地球を分解して再び元に戻すよ

うな状態になるでしょう。 
皆さんは通常ゆっくりとひとつの次元の周波数からさらに高い次元の周波数に進み、皆

さんという存在のあらゆる部分も同時に移動するため、普通なら、皆さんはおそらくこ

の再編成に気付くことはないでしょう。 
地球の次元上昇は、ひとつの次元上昇の完了です。完了とは、次元上昇のひとつの循環

の終了を意味しています。 
わたし達はその次元上昇に近付いているため、皆さんの間ではさらに多くの混乱が起こ

ることになるでしょう。皆さんは皆さんの宇宙の数多くの異なる場所から送られてくる

すべてのメッセージで、既にこれを確認することができるからです。 
今現在、数多くの存在達が、答えではなく、より多くの混乱をもたらすためにここに存



在している状態になっています。何故なら、彼らは今地球上で起っていることの完全な

知識を持たず、同時に皆さんの宇宙の中で起っていることについての完全な知識も持ち

合わせていないからです。 
皆さんの恒星系の一部分と自分自身を同調させているだけのあらゆる存在は、あるいは

自分達は浄化や状況を改善すること等々の何れにおいても皆さんを支援するために現れ

ている、と皆さんに伝えるために今ここにいる存在達は、完全な知識を持ち合わせてい

ません。 
彼らの多くがただ皆さんと同じであり、自分自身の内部の根源を見付け出すために依然

として内面を探索しています。そして、皆さんが探し求めている数々の答えと同じ答え

の一部を探し求めています。 
彼らが現時点でこの場に存在しているのは、これがその理由の一部です。何故なら、彼

らは地球と人類の次元上昇を、知識を見付け出すひとつの手段として理解しているから

です。 
数多くの皆さんとまったく同じように、彼らは自分自身の外部にその知識を探し求めよ

うとしています。 
いうまでも無く、またいつものように向こう側には、自分達が認識している方法あるい

は自分達が真実だと考えているものについての物語で皆さんを混乱させようとしている

存在達が待機しています。 
彼らが皆さんにそういった数々の物語を与え、内面に向かい本当の真実を見付け出すた

めの導きを行っていない限り、一部の皆さんがおそらく考えるように、彼らもまたすべ

てを認識していない存在です。 
ただ皆さんを導き、現時点で自分達が手にしている次元上昇の知識に限ってその情報と

導きを提供するために、今訪れてその場に待機している存在達もいます。 
しかし一方で、誰も完全な知識をもっている訳ではなく、数多くの皆さんが想像できる

よりも根源のさらに深い部分にある自分自身の内面のひとつの場所に既に到達している

わたし達の一部の存在でさえ、それは同じです。 
あらゆる惑星の次元上昇は通常その上にどのような生命も持たずに起っているため、こ

れは、わたし達がまだ経験していないものです。 
普通、わたし達は、あらゆる生命体が一定の水準までの次元上昇を完了するまで待ち、

次に惑星がその水準に追い付いて行くことになります。 
現時点において、人間は可能と思われる最も低い水準まで下降していて、その人間のた

めに次元上昇をすることはとても困難な状態になっているため、今は地球が次元上昇し



、地球と一緒に人類をひとつの新しい水準に連れて行く時になっています。 
地球それ自体は、実際に人間よりもさらに高い水準に上昇することになり、そのための

準備がさらに必要になっています。 
数多くの皆さんが一瞬の内に地球が変化することを確認したいと考えていることをわた

しは認識していますが、しかしおそらく皆さんが理解しているように、一瞬の内にこれ

を行うことはできません。 
地球は時間の内部に存在し、わたし達が宇宙の脊椎に近付いているため時間はその速度

を上げていますが、しかし数々の変化を起こすことはひとつのゆっくりとした過程で

あり、皆さんの人間の現実性の内部の変化に関する限り、その変化は段階を踏んだ、数

々の過程を経たものになるでしょう。 
その数々の変化は人間としての皆さんとその内部の目覚めの過程に左右され、この変

化は、時間がより速く進み、その覆いが現在の地球上よりもさらに薄くなる5次元の周
波数の中でより簡単なものになるでしょう。 
こうした数々の覆いはほとんどが個人的な覆いですが、しかし5次元内部のさらに高い
周波数が、それぞれの個人のためにその覆いをさらに薄い物にすることになるでしょう

。 
その状態から自分自身の覆いを取り除くこと、あるいは覆いを通り抜けることは、依然

としてそれぞれの個人の責任に委ねられています。

 
イシス
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Through Petra Margolis
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炭素基から珪素基の構造へ

炭素基から珪素基の構造へ
Isis, Carbon based into crystalline based structure
22 January 2012 - 4:30pm 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
 
1週間ほど前、わたしはある人物から、わたしに次元上昇とその変化について尋ねる電
子メールを貰いました。彼は生科学者であり、身体の構造が炭素基から結晶構造基に

変化しているというのはどのような意味なのか、それを尋ねていました。 
彼は炭素基の構造が今珪素基や結晶質の構造になろうとしていて、これはひとつのさ

らに高い周波数を持ち、周期表の中では炭素のすぐ下に存在していることを提案してい

ました。

わたしはこれについて、学校の成績は悪くはなかったものの多くの知識はもっていない

ため、さらに明確な知識を求めてイシスとクートフーミに尋ねました。 
 
イシス

Isis 
あなたの理解は正しいものであり、それが地球上に生きているそれぞれの存在にとって

物質的な身体の内部の次元上昇を支援することになるため、地球上の物質的な要素は変

化しているところです。 
またその変化は地球の周りの重力場の内部でも起っていて、より強い電磁場に向かって

変化しているところです。 
物質的な細胞の構造がさらに高い周波数に向かって変化しているところなのでこれが必

要になっていますが、しかしそれはまた、物質的な世界に中では事実上さらに激しいも

のになっています。 
これはほとんど目立たない現象ですが、しかしそこに存在する重力が物質的な身体に余

りに過剰な緊張を強いることになるため、その領域の変化が必要になっています。また

さらに高い周波数が重力場に影響を与えています。何故なら、それぞれの物質的な細胞

内部の電子がある意味で今までよりも速く回転していることを意味しているからです。

これは、重力に対する信頼性が今までよりも低くなるという効果を持っていますが、そ



れは皆さんが地球から浮き上がる状態になることではなく、ある時点で周波数がさらに

高い水準に上がることを許さない状態になるからです。 
現時点で物質的な要素の内部の変化がさらに明確になっていて、科学者たちは既にそれ

ぞれの細胞構造の周波数内部の変化に気付いているため、皆さんの世界の科学者は、長

い間これに取り組んできました。 
皆さんの理解のためにわたし達が物質的な構造から霊的な構造への変化を説明した時

、それは、物質的な世界の内部で一定の重さを持つ細胞から、霊的な世界の内部の何の

重さも持たない細胞に向かっていて、さらにそこではそれ以上のことが起っていること

を意味しています。 
それぞれのチャクラの内部が電子に変化することについてわたし達が皆さんに説明した

時のことを思い出してください。皆さんが後で見付け出したように、これは今でもエノ

クの鍵という本の中で言及されています。 
チャクラ内部の変化は、物質的な細胞内のさらに大きな変化を許すことを意味している

ため、とても重要になります。 
無重力の細胞に向けた完全な次元上昇のために物質的な身体の内部の変化を完了するこ

とは、皆さんが5次元に向かっている時とは異なる変化が必要になります。 
これが、チャクラが電子に向かって変化している理由であり、そしてまた、わたし達が

皆さんに物質的な細胞がその内部で変化しているにもかかわらず、細胞の外部はまだ変

化していない様子を明らかにしている理由です。 
それぞれの物質的な細胞の内部は、ますます無重力の状態になっています。しかし一方

でその外部はその周りに余分な層を持っていて、それは電子で創られたひとつの防御シ

ールドのようなものであり、チャクラの電子の回転を通して細胞を引き付けています

。 
それぞれの細胞は、一定の電子と陽子を持ち、それが等しい時、それは回転しません。

それぞれの細胞内部の周波数は変化しません。 
余分な層が細胞の周りに構築される時、細胞は陽子よりも多くの電子を持って回転を始

めるようになり、その細胞がさらに高い周波数に向かうことを許します。 
電子に向けたチャクラの変化はひとつの磁気共鳴をもたらし、実際に物質的な身体の内

部で陽子よりも電子が多い状態を提供します。 
それぞれの細胞の内部の磁気共鳴がこうした電子をそれぞれの細胞の外部に引き寄せ、

そのそれぞれの細胞の周りに構築された層、あるいは殻が、陽子と比較してより多くの

電子が含まれている状態が始まります。この殻が、飽和状態になってこれ以上電子を受

け付けることができなくなるまでさらに多くの電子を引き寄せ続けます。これが、霊的



な細胞、つまり光、無重力のエネルギーに向けた細胞の変化が完了する所です。 
本来なら、これは物質的な世界の中で一種の鈍いあるいは不活性な状態への変化に匹敵

するとことになりますが、しかし皆さんが磁場やその回転、さらに高い次元の周波数に

向かう変化を通して提供されるさらに高い周波数を追加する時、細胞内部の回転や周波

数が細胞を引き上げて物質的な状態から非物質的なエネルギーの状態に向かうため、細

胞は物質ではなくなっているでしょう。 
これは、皆さんがそれぞれの細胞の内部で12次元の水準を上回る周波数に達した時に起
ります。 
しかし一方、現時点の地球の周りの重力場の内部で、皆さんは電子の殻の回転がゼロ・

ポイントに達する状態にまで到達することが必要になります。内部の周波数と電子の殻

の周波数が安定している状態です。これが、非物質に向けた錬金術的な変化が起こる場

所です。 
これが物質的な身体の過程であり、この過程は、チャクラの電子への変化によってだけ

ではなく、またいわゆる皆さんの霊的な身体が物質的な細胞に向かうエネルギーを持ち

込むことによって、支援されています。 
これがその細胞の内部の回転を変化させるものです。何故なら、チャクラの電子を通

して、それぞれの細胞の外部の殻または層に向かうさらに多数の電子の引力が、細胞の

外部の回転を変化させるからです。 
この過程が大宇宙の次元上昇、つまり完全な次元上昇の過程です。  
5次元に向かって移動している人々にとって、その変化は物質的な水準で起こり、さら
に珪素基に、結晶質の構造になる状態に向かいます。 
地球の周りの磁場に向かう変化は、こうした人間や地球上のすべての生命の内部の物質

的な構造の変化を支援することを目的にしています。 
チャクラの電子に向けた変化は5次元に対して必要なものではありません。それはただ
、人がさらに高い内部の周波数に到達するために行うことを選択する場合に限られま

す 
5次元の細胞や周波数に向かう変化は既に起っているところであり、これは地球上のあ
らゆる物事やあらゆる人々のためのひとつの自動的な変化です。 
地球それ自体はさらに結晶構造、珪素基の構造に向かって外部で変化しているところ

ですが、しかし一方、地球はその内部でも異なる方法で変化しています。 
皆さんは既に地球の周りの新たな磁場を確認していますが、これが地球の防御シールド

であり、地球の電子のシールドはちょうどその下にあります。 
このシールドは、人間としての皆さんと地球との間で、正しい状態になっています。 



それは、外部の干渉を受けずに地球がその過程を成就することを許す、ひとつの保護用

の繭のようなものです。 
これが、物質的な身体の基本的な錬金術的な変容です。物質的な身体には、それ以外に

物質的そして霊的な構造の中のDNA内部の変化が含まれているからです。それは、物
質的な身体やそれ以上のものから、より低いエネルギーを一掃することです。 
物質的な身体から、光に、エネルギーに、非物質に向かうという変容の選択肢は利用可

能になっていますが、しかしそれは、必要とされる数々の変化、霊的なエネルギーやそ

れ以上のものを実現することに関する限り、個人的な責任が必要になります。 
この世界はひとつの自由意志の世界になっているため、大宇宙の次元上昇に向かう道筋

は個人的な歩みになります。 
わたし達は大宇宙の脊椎に近付いていて、太陽エネルギーと関連している大宇宙の脊椎

のエネルギーの変化の影響を受けているため、現時点において、3次元から5次元に向か
う変化が自動的に細胞を進化させています。 
皆さんは、ひとつの物質的な変化は長い時間をかけて起り、2、3ヶ月以内で行われるこ
とはあり得ないようなものとして理解しているかもしれませんが、この炭素構造から結

晶構造基の構造への変化は数千年をかけて起っていることであり、地球が次元上昇す

る時が訪れているので、その過程は完了されなければならないようになっています。 
大宇宙の次元上昇という錬金術的な変化は、異なる変化に依存していて、皆さんは現時

点で達成するとはできますが、しかしわたし達は大宇宙の脊椎に近付いていて時間が足

りないため、それはさらに困難になっています。 
しかし、皆さんは今、この道筋を選択することを決断することができます。何故なら、

それは皆さんが先行して5次元の現実性に向かって移動を始めて、皆さんが5次元の現実
性をさらに簡単に通過することを許し、そして皆さんが大宇宙の次元上昇の道筋に向か

ってさらに進み、さらに簡単にさらに高い数々の意識の現実性に進むことを許すことに

なるからです。 
大宇宙の次元上昇の過程は、再びさらに多くの時間がかかることになるでしょう。し

かし、皆さんが既にさらに高い意識と周波数の状態になっている場合、地球上で物質的

な状態を通して非物質的な状態に向かって進むことは、より簡単になっているでしょう

。 
今、地球の周りに新しい磁場が構築されていて、地球の次元上昇の時にそれは完了して

いるでしょう。 
これが現時点で地球の周りに存在している3次元の重力グリッドの代わりになるでし



ょう。 
結晶構造のグリッドは、今まで地球から取り除かれていました。そして地球の周りの新

しい結晶構造のグリッドが完成しています。 
人々が今耳にしている音響は悪ふざけであり、唯一聞くことができる音響は地球とエネ

ルギーの鼓動だけです。地球内部のエネルギー系が浄化され修復されているため、エネ

ルギーは今、現時点のさらに高い周波数の中で自由に流れ始めています。これは、皆さ

んの内部で聞き、感じるようになる音響であり、皆さんの外部のものではありません

。 
新しい結晶構造のグリッドはひとつの純粋なエネルギーのグリッドであり、新しいグリ

ッドを構築する方法は皆さんに委ねられているため、それは空の状態です。 
歴史もなく、情緒も無く、他に皆さんを妨害できるものも何もありません。 
皆さんは、新しい地球上で生きる方法について選択する権利を持っています。 
一部の人々は、このグリッドは愛のような特定のエネルギーに基づいていると考えてい

ます。それは違います。何故なら、皆さんが新しい地球の現実性を達成することは皆さ

んに委ねられていて、また新しい地球の構成要素になっているこの新しい結晶構造の

グリッドを利用する方法やそれに結び付く方法に関する数々の選択も、皆さんに委ねら

れているからです。 
わたし達はさらに多くの情報を持って戻ってくることになるため、この辺でこの情報と

伴にお別れします。

 
イシス

Isis 

Through Petra Margolis
January 22, 2012
www.ascendedmasters.org 
Name:    Carbon         Silicon
Symbol:   C               Si
Atomic number:　  6               14
Atomic weight:   12.0107         28.0855
Standard state:   solid at 298K   solid at 298K
Group in periodic table:  14              14
Period in periodic table:  2                3 
http://lightworkers.org/channeling/151184/isis-carbon-based-crystalline-based-structure
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リプリー達、それを信じるか信じないか

リプリー達、それを信じるか信じないか
Ripleys, Believe it or Not
4 February 2012 - 4:20pm 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Ripleys, Believe it or Not  
 
数多くの皆さんがこのリプリーという人物について、そして彼が地上のあらゆるところ

で獲得したすべてのものについて、認識しています。 
その多くが驚くべきものであり、時に信じられないものです。 
今地球上で起っているあらゆる物事は驚くべきものであり、時に皆さんはそれが信じら

れるものかどうか、実際には認識していません。 
これが、数多くの人々が探し求め、数々の質問を尋ね、自分自身の内外のその答えを見

付け出すためにあらゆる方向に目を向けている理由です。 
数多くの人々が、自分達が信じているものが真実だという、そのひとつの小さな証拠を

探し求めています。 
他の人々は、自分達が語っている内容ではなく、一部の人々が語っている内容を感じ、

それに共鳴しています。これは必ずしも彼らが認識していることを意味しているとは限

らず、彼らは、自分達の感覚を真実かそうでないものに対するひとつの指標として利用

することによって、より近付いたと考え、そう感じています。 
しかし感覚でさえ人を惑わすことができます。何故なら、皆さんはそんなことは有り得

ないと考えていますが、こころでさえ惑わされることがあり得ることをすべての皆さん

が認識しているからです。 
皆さんは、ひとつの人間世界の内部に存在しています。そうです、皆さんは、自分はそ

れを超えて進んでいる、自分は自分自身の現実性と数多くの自分という存在を創り出し

ている、と考えています。 
しかし、皆さんはまた現実的になり、皆さんは依然としてひとつの3次元の現実性の中
で暮らしていることを良く理解することも必要になっています。皆さんは今、霊的に成

長して、既に霊の中で皆さんの新しい世界を創り出しているところです。 
この世界は今、皆さんの3次元の世界の中にゆっくりと統合されているところです。 



すべての皆さんが、この現実性の可能性と義務に関する皆さん自身の視点、皆さん自身

の現実性、そして皆さん自身の信念を持っています。 
霊の現実性には、単なる人間の生き方以上の物事が含まれています。何故なら、それは

皆さんの宇宙やそれを超えた世界の内部の場所で、他の数多くの存在達と皆さんを結び

付けているからです。 
彼らの多くは、皆さんを導き、皆さんを支援するために　皆さんが霊的な現実性を自覚

して目覚め、3次元の現実性の中に霊の現実性をゆっくりと統合するために、今ここに
存在しています。それは、この場所で変化が起ることになっているからです。 
ここは、これから物資的な世界の内部に霊的な世界を反映させるために、変化を起こさ

なければならなくなる場所です。 
これは、あらゆる次元の内部、皆さんという存在のあらゆる部分の内部での実現を目的

にしています。 
一体性の実現であり、同時に、皆さん自身の現実性、皆さん自身の特殊な存在の仕方を

維持することです。 
それぞれの存在が他の存在達とひとつになりますが、しかしそれぞれの存在が自分自身

の道筋、自分自身の視点を持っていて、これは皆さんの人間の世界の内部だけではなく

、霊の世界の内部にも表されています。 
霊の内部では、一体性の実現はさらに広く行き渡った状態になっていますが、しかし、

またわたし達は依然としてわたし達自身のこの一体性の経験として存在しています。 
わたし達はお互いに信じるべきものについて伝えることはなく、わたし達は、ひとりの

人間としてではなく、存在するすべてと一体になっている存在として、そして自分達の

内部のひとつの存在として、その自分達の姿についての自分自身の認識にお互いが気付

くことを許しています。 
皆さんは今まで、怖れ、精神、自我、愛、こころ、憎しみ、そしてそれ以上のことにつ

いて教えられてきました。何故なら、物質的な経験は、現在皆さんのあらゆる部分の中

に現れているこのエネルギーの運動について学ぶための、その理想的な立脚点になって

いるからです。　 
こうした言葉のすべては、霊の内部では何の意味もありません。霊の内部では、時の中

の一瞬であり、皆さんの数多くの部分は時間を超えて存在しているため、ほとんどの存

在達にとってそうなってさえいないからです。 
人間の世界の内部では、時間が重要になります。何故なら、時間は人間の現実性の内部

で数々の生命の可能性を探索して自覚するために、あらゆる人間の経験の中で皆さんを

導いてきたものになっているからです。 



今、皆さんは、こうした言葉を超えて進んでいるひとつの授業に参加しています。こう

した人間の表現や授業のすべては、皆さんの霊の内部の表現を学ぶことを目的にしてい

ます。 
皆さんは今、皆さんの数々の人間の感覚を霊の中の感覚と比較していて、皆さんは霊の

内部の皆さんの姿になっていません。皆さんは、霊がそのように感じてものを実際に感

じるためにこころを開くのではなく、その代わりに、霊がそう感じなければならないと

考えているものを人間に命令させようとしています。 
皆さんは、霊がそれを引き継ぎ、皆さんに霊の中の皆さんの存在についての実際の考え

を認識させる代わりに、皆さんの精神にそう考えるべきものに向けた数々の指示を与え

ています。 
皆さんは今まで教えを受けてきましたが、数多くの教義が時代遅れになっています。数

々の教義は、それを超えた世界に皆さんを連れて行く案内に過ぎなかったからです。 
これは、現時点の地球上のひとつの教義などではなく、それは真実を見付け出すための

完全な道筋になっている絶対的な真実です。 
皆さんは、数多くの人々が数々の古い教義、数々の古い信念にしがみ付いていることに

気付くようになるでしょう。彼らがそれを超えて前進する準備を整えていないからです

。 
数多くの教師達が、それを超えて前進する方法を認識していないため、自分達の数々の

教義にしがみついていいます。 
世界はそうならなければならないということについて皆さんは今まで学んできましたが

、そのすべてを忘れて、世界が持つ可能性に意識を集中してください。 
地球は、今も今までも、いつも人間の物質的な現実性を最大限に経験する場所になって

います。今、この現実性は、人間の現実性を経験する異なる方法に向かって進んでい

ます。 
3次元の内部で今まで皆さんが経験してきたあらゆる感覚は、皆さんの内部のある異な
る経験のオクターブに向かって進んでいます。 
これは、依然として愛から憎悪まであらゆる感情を経験に利用することができることを

意味していますが、しかしこうした感情は、以前とは異なる方法で表現されるようにな

るでしょう。 
人間の精神とこころは、もしも皆さんがそうさせるなら、ゆっくりとこれに対して順応

して行くことになるでしょう。 
もしも皆さんがこうした変化の時代のために創り出されていない、ただ皆さんがこの変

化のための準備段階の時代に関係しているだけの数々の信念にしがみついていれば、そ



れはさらに時間がかかるでしょう。 
皆さんの精神とこころを、限界の無いこの新しい経験の内部で自由に働かせてください

。 
皆さんの人間の部分がこの限界を持たない新しい経験を体験することを許して下さい

。 
あらゆる限界、信念を、そして皆さんが愛、光、そして一体性はこうでなければならな

いと考えているものでさえ、解き放ってください。何故なら、霊の内部の経験が入って

きて、そこでは先入観あるいは霊として存在しているものについての信念を持たずに皆

さんがそれを経験することが必要になっているからです。 
地球上の数々の変化は、皆さんの内部の変化と同じほど重要ではありません。 
皆さんが突然に無料の電力、あるいは以前には存在していなかった他の外部の物質的な

支援を受けていたとしても、次元上昇は起りません。 
次元上昇は皆さんの内部で起っています。何故なら、皆さんが実際にそうなるべき手段

と姿について限界を設定することなく、皆さんが皆さん自身に本当の皆さんになること

を許しているからです。 
次元上昇は、あらゆる場所に存在する根源の数々のエネルギーの中を動いている流動的

な運動であり、根源や皆さん自身という存在に向けてさらに深く前進しています。何故

なら、例え皆さんがどの次元に存在していようとも、皆さんはその人間の現実性の内

部で、根源のひとつの実現された完全な表現になっているからです。 
皆さんはまた一体性と根源になっているため、ひとりひとりの皆さんが、皆さん自身の

方法の内部で、この根源と一体性になっています。 
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魚座の時代から水瓶座の時代への移行

魚座の時代から水瓶座の時代への移行
Moving from the Piscean Age into the Age of Aquarius
4 February 2012 - 7:14pm  
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Moving from the Piscean Age into the Age of Aquarius  
 
魚座の時代の中で、わたし達は魚であり、水の中を移動して、水の中でわたし達の授業

を学んでいました。 
水瓶座の時代の中でもわたし達は水の中に存在していますが、わたし達がかつてそうだ

った魚という物質的な姿による制約を受けることなく、数々の授業を経験するために自

由に動いています。 
ちょうど皆さん自身を魚として、海洋の中を泳ぎ、海洋の内部で探索できるすべてのも

のを探索している魚として思い描いてください。 
ここで、皆さん自身が海洋になっている状態を、ただ単に探索しているのではなく、海

洋として存在しているもののすべてになっている状態を、思い描いてください。 
これが、変化が目的にしているもののすべてです。これが、2012年が目的にしているこ
とのすべてです。 
海洋になるという変化です。 
数多くの人々が、依然として海洋の内部の一匹の魚に留まっています。何故なら、彼ら

はもう少し長い間物質的な魚の暮らしに執着して留まることを選択したからです。 
一部の人々は、海洋の水になり、物質的な魚の経験に対する執着を超えて前進し、魚と

いう姿の限界を持たずに探索することを選択しています。 
水瓶座の時代はそのゲームに向けた流動的な水をもたらすことになるため、その海洋は

、さらに明確なものになって行くでしょう。 
一匹の魚として、皆さんはその海洋を移動できる深さに関して限界持つ可能性があり

ます。 
皆さんが海洋になる場合、皆さんが行くことができる水深に限界はありません。 
ちょうど皆さんの現実性の内部のように、数多くの異なる魚の種類が存在しています

。 



一部の魚は水面に近いところに留まり、他の魚はより深い水中を移動することができる

ため少し長い間水の下に留まる方法を見付け出していました。 
皆さんは皆さんの道筋の上で、数多くの種に出会うことになるでしょう。 
その一部は友好的であり、一部は友好的ではありません。 
海洋になるためには、皆さんはその海洋の最も深い場所まで移動し、海洋のあらゆる水

準の内部のすべての経験に遭遇することが必要になるでしょう。これが皆さんを海洋に

変化させるものになるからです。 
皆さんは、海洋の内部を確認し探索するためにそこに存在するすべてになることによ

って、海洋になります。 
海洋の内部に隠れるための数々の場所が存在しますが、しかし隠れることは、ある植物

かあるいはおそらく別の種類の魚の背後に取り残されて、海洋の内部のひとつの水準に

皆さんを留めることになるでしょう。 
進んで行くための唯一の方法は、最も少ない抵抗を持った道筋を見付け出すことです

。 
より深く進むほど、皆さんはより多くの魚の種類が存在していることを認識するため、

皆さんを一緒に同行させようようとする一部の魚達が存在するようになるでしょう。他

の魚達はそれほど友好的ではなく、彼らは皆さんが彼らのために表している食物で生計

を立てているため、皆さんを通過させようとすることはないからです。 
これが、あらゆる物事を充分に自覚した状態になることを目的にして、皆さんの内面

で数々の変化を起こすことが必要になっている部分です。何故なら、それがさらに深く

進み、皆さんの内面の力に気付き、皆さんがさらに深く進むに連れて、それが皆さんを

皆さんの姿を変化させる道筋に導くことになるからです。 
皆さんの姿が変化することは、海洋の上の水準になることを意味していて、そしてこの

ようにして、皆さんは海洋の次の水準を通過する道筋を見付け出します。 
皆さんは、継続的に次々とさらに深く移動して、さらに大きな海洋になることが必要に

なるでしょう。何故なら、これが皆さんをさらに深い水準まで進ませるものになってい

るからです。 
居心地良く感じるひとつの水準に滞在し、そこに留まることができますが、しかしもし

も皆さんが現時点で今すぐにその海洋になることを望んでいるとすれば、皆さんは滞在

するための充分な時間を持つことはないでしょう。何故なら、そこには魚座の時代の終

わりがあり、数々の異なる現実性やその海洋のさらに深い水準に向けて移動する方法を

提示しながら、新しい水瓶座の時代が近付いているからです。 
皆さんはその先端、ゼロ・ポイントに向かって進んでいるところであり、そこでは、水



瓶座の時代に向けた変化に順応するために、その海洋が今急激に変化しています。 
これは、その海洋の内部には今まで以上にかなり大量の運動が存在し、皆さんがこの流

れに従うことを選択すれば、より深くさらに一段と急速に移動する際に、この運動が皆

さんを支援するようになることを意味しています。 
皆さんはそれをこのように理解することができます。その海洋の中の運動は、水瓶座の

時代の運動に向けた変化のために必要になるひとつの水準まで浮上しているところです

。 
これはひとつの再生であり、裏表がほとんど逆になる運動です。海洋の内部のあらゆる

物事は、その海洋の内部の最も深い場所に向かって移動しているところであり、今はそ

こから、水瓶座の時代の内部で新しい海洋が創り出されているところです。 
ですから、その海洋の移動はより一層さらに深く内部に向かっているため、皆さんはこ

のより一層のさらに深い移動に今までよりもかなり簡単に追随することができます。 
皆さんはその海洋の移動を利用することを許してしまえば、皆さんは皆さん自身でその

海洋になることができます。 
海洋は移動し、皆さんは今すぐに皆さんの本来の姿ことができるため、その選択肢は無

限です。 
その海洋です。 
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皆さんはどれ程多くの異なる現実性に対して順応して暮らすことができますか？

皆さんはどれ程多くの異なる現実性に対して順

応して暮らすことができますか？
How many different realities can you adjust to or live in?
10 February 2012 - 9:42pm  
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
How many different realities can you adjust to or live in?  
 
わたし達は数々の現実性と皆さん自身の現実性の内部の皆さんひとりひとりについて話

をしているところなので、わたし達はひとつの現実性の内部で移動することに専念する

ことの難しさを理解し、そして皆さんの内部に現れている次の現実性を理解しています

。 
皆さんの世界の人生のこの時点において、物質的な身体の内部には、皆さんすべてにと

って最も大切な現実性が存在しています。 
これは、すべての皆さんのための“本当の世界”です。皆さんは数多くの異なる方法でこ
の現実性を確認することができ、また皆さんが順応し、受け入れる方法についてその物

の見方や視点を変え、この現実性の内部で暮らすことを望むことができますが、しかし

これは必ずしもこの現実性の内部の皆さんの周りに変化をもたらす訳ではありません

。 
わたし達が、力は皆さんの内部にある、あるいは時に力はその現実性を変えことを望ん

でいる数多くの人々の内部に存在する、と伝える時、この現実性、数多くの人々が地球

の3次元の現実性の内部では、数々の変化が皆さんがそれを確認したいと思っている速
度で起ろうとしていないことを、わたし達は確認することができます。 
数多くの人々が、いわゆる愛が憎しみを上回って普及するという“ニュー・エイジ”の教
義に従って自分自身の物の見方を変えてきましたが、しかし実際にこの現実性を保有し

ている少数の人々は、誰も皆さんが確認したいと思っている速さで変化をもたらしてい

ません。 
そうです、皆さんは皆さん自身の環境の内部で幾つかの変化を確認することができま

すが、しかしこれは大部分が、同じ考えを持った人々と皆さん自身が同調してきたとい



う事実のためであり、同じ考えを持たない人々を排除してきたからです。 
ある意味でこれは、一片の偽りの変化という幻影を提供しています。何故なら、もしも

皆さんが同じ考えを持たない人々の集団との関係を続けてきたとすれば、その変化はそ

れほど顕著なものになることはないからです。 
皆さんは皆さん自身の物の見方を創り出し、皆さん自身の現実性を味わい、そしてその

実際の世界から多少移動することによって、皆さんはこの現実性を支えています。何故

なら、皆さんが皆さん自身のために創り出してきたこの新しい現実性に対する皆さんの

物の見方を共有している人々が存在し、皆さんはただ、その同じ考えを持った人々と結

び付いているだけになっているからです。 
一部の人々にとって、実際の3次元の世界の内部で暮らすことは難しいものになってき
ています。彼らが自分自身のために創り出した新しい現実性内部の自分達の新しい物の

見方、あるいは視点に、それが影響を与えているからです。 
彼らは実際に3次元の世界内部の現実性と自分達を切り離し、時には他の人々に対
して、3次元の世界はひとつの幻影に過ぎない、と伝え始めています。そして彼らは、
その幻影を3次元の現実性やそれを超えた現実性に対するひとつの新しい物の見方に向
けて変化させることが必要になっているため、彼らは3次元の世界についての自分達の
物の見方を変えなくてはならない状態になっています。 
この状態が、数多くの議論をもたらしています。3次元の世界が一定の規則を持ち、こ
うした数々の規則は、長い間、そして実に数多くの皆さんが思い描くことができるより

も遥かに長い間、所定の地位を与えられているからです。あらゆる個人が自分達の3次
元の世界についての物の見方や視点を変えたとはいえ、今までこうした数々の規則を頼

って暮らしてきて、今も実際に依然としてこうした規則に頼って生活しています。 
一部の人々は、それを自分達の目的と現実性にして他の人々にその幻影について伝えて

いて、他の人々はその3次元の世界という幻影に対する物の見方を変える必要があるこ
とを他の人々に説明しています。しかしその時点で、一部の人々が創り出してきたその

物の見方もまた、それは3次元の世界の中で創り出されてきたため、ひとつの幻影であ
ることを一部の人々は忘れています。 
誰の幻影がより良いもので、誰の物の見方がより良いもので、誰の創り出した現実性が

より良いものなのか、これについてのすべての議論が何らかの役に立っています。そ

れが、3次元の世界が機能している様子についての新しい理解と、時にはより多くの知
識をもたらすからです。しかしそれは今まで、皆さんすべてが確認したいと思っている

ような速さで変化をもたらしてきていません。 
数多くの人々が、現時点で他の数々の次元の中の自分の兄弟姉妹達に運命を託してい



ます。何故なら、兄弟姉妹達がひとつの変化と伴に既に現れていて、現時点においてそ

の変化はさらに良い変化になるように見え、より速く実施される可能性があり、人々が

今遭遇している数々の困難な課題の多くを面倒見てくれるようになる、と数多くの人々

がそう考えているからです。 
たとえ彼ら兄弟姉妹達がより高度に進化したように見え、時には実際にそうだとしても

、彼らもまた彼ら自身が創り出した現実性の内部で暮らしています。皆さんの現実性は

3次元のひとつの現実性であり、彼らの現実性はいろいろな意味で皆さんの3次元内部の
現実性とは完全に異なっているため、皆さんの現実性を変化させることは、ある意味で

不可能なものになっています。 
皆さんの現実性の内部で変化を起こすためには、彼らは皆さんの現実性の内部に現れる

ことが必要になり、それは実際に彼ら自身の現実性から離れて、皆さんの現実性の内部

の数々の規則に順応することを意味しています。 
これは、彼らの現実性の内部で今まで創り出してきたものと今創り出しているものは、

皆さんの現実性の内部では用いられることはないことを意味しています。数々の規則が

完全に異なるものになっているからです。 
彼らの一部は、既に皆さんの現実性の内部に現れていて、今も皆さんの現実性の内部に

存在し、今まで数々の変化をもたらしてきましたが、しかしそれは皆さんの現実性の数

々の規則の内部のものです。 
しかし、皆さんが皆さん自身で確認できるように、その数々の変化は依然として皆さん

すべてが確認したいと思っているような大きな変化を引き起こしてきていません。 
皆さんの科学技術の一部は、彼らの科学技術に基づいています。何故なら、それは皆さ

んの現実性と数々の規則の内部で機能するように調整されてきたからです。 
しかし、もしも皆さんがそれについて筋道を付けて考えるなら、それは皆さんにどのよ

うな変化をもたらしてきたのでしょうか？ 
数多くの存在達が、今まで何百万年もの間地球を訪れてきましたが、皆さんが現時点で

皆さんの世界に目を向けた時、皆さんは実際にどのような変化を確認しているのでしょ

うか。 
過去の数々の変化は、彼らが今現在提示している急速な変化を皆さんに確認させること

ができるものですが、その過去の変化の中には、何がありますか？ 
皆さんがこれについて考える時、わたし達は皆さんが過去について実際に認識している

ものについて、皆さんがその過去についてどのくらい認識しているか、それを皆さんに

考えて貰いたいと思っています。皆さんの世界で記録されている歴史は、数多くの世代

を貫いて記述されてきた物語として、皆さんに利用できるものになっているからです



。 
数多くの人々が、記述された歴史でさえその欠陥を持っている、という結論に達してい

ます。何故なら、それは歴史を記述している人々によって影響を受けていて、その歴史

を歴史として記述した人々の物の見方や視点が依然として調査の対象となっていて、そ

してまたそれも皆さんの歴史を調査している人々の物の見方や視点を通して明らかにさ

れているからです。 
科学がより重要なものになってきていますが、しかし科学でさえ、その一部もまた科学

者達の視点や物の見方に基づいているため、時には満足できる基準に達していないこと

があります。 
霊とつながることが、そして最も重要なこととして、皆さん自身の霊が、さらに大切な

ものになっています。そしてそれは、それぞれの人々が自分達自身の霊についての物の

見方と視点を持っているという事実の内部についても同じように大切になります。 
数多くの人々が、霊の内部の経験を持っていて、それぞれの人が異なる霊に関する経験

を持っています。 
数多くの人々が霊の内部で他の存在達と結び付いていて、人々自身の物の見方と視点に

左右されながら、人々は霊の内部で数々の異なる集団と結び付いてきました。 
数多くの人々が、自分達は霊の内部で他の存在達と結び付いているので、こうした他の

存在達はさらに進化してさらによく認識しているに違いない、と考えています。何故

なら、彼らは霊の内部に存在しているため、彼らの成長ということについては地上の人

々よりもさらに遠くまで進んでいる、と考えているからです。 
霊の内部には、皆さんと同じように自分自身で創り出した現実性の内部に存在している

数多くの集団があります。そしてこれは、必ずしも彼らがより進化しているか、あるい

は地球上の皆さんよりもさらに霊的に目覚めていることを意味している訳ではありま

せん。 
そうです、彼らの一部は、物質的な身体による制約を受けずに皆さんの宇宙を縦横に移

動することができますが、繰り返しますが、霊的な成長と目覚めは物質的な身体あるい

はそうでないものに関係している訳ではありません。それは、皆さんの核となる霊の実

際の姿に関する皆さんの意識と自覚について、皆さんが実際に認識し理解しているもの

を目的にしています。 
数多くの皆さんが皆さんの起源は根源の内部に在るこという事実についての知識を持っ

ているように、一部の存在達もその知識を持っています。一部の存在達は、一部の皆さ

んと同じように、根源を理解しています。 



しかしそれは、一部の皆さんが根源を経験しているような方法で、彼らが今、根源を

経験していることを意味している訳ではありません。 
今は、地球上に存在していることについて、皆さんが今まで創り出してきたこの現実性

の内部に存在していること本当の目的について、そしてこの現実性が変化を必要として

いる、あるいはしていないその理由について、考える時です。 
皆さんは何故次から次へと何度も転生を繰り返しているのか、そして何故皆さんの地球

上の創造の内部には数々の規則が存在しているのでしょうか。 
まるで外部世界の他のあらゆる集団が、彼ら自身の経験のために必要と感じたものを経

験するために彼らが創り出した現実性を持っているように、地球と皆さんの現実性は、

経験するために創り出されました。 
問題になっているのは、皆さんはどんな経験が必要であり、何故この経験を必要として

いるか、ということです。 
この問題は、わたしが皆さんの前に持ち出してきた数々の問題のすべてから離れて説明

したいと思っているひとつの主題になるため、わたしは今日のわたしのメッセージをこ

こで終わりにしたいと思います。 

イシス

Isis 

Through Petra Margolis
February 9, 2012
www.ascendedmasters.org 
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現在そして未来で、皆さんの現実性を彫琢する

現在そして未来で、皆さんの現実性を彫琢する
Sculpting your reality now and in the future
15 February 2012 - 12:04am 
ペトラ・マルゴリス経由
Channeler: Petra Margolis 
Sculpting your reality now and in the future. 
 
皆さんの現実性は皆さんが信じているものであり、皆さんが信じたいものであり、そし
て皆さんが周りの世界の中で確認したいものです。 
皆さんは人間の3次元の現実性を歩んでいるため、現実性に対する物の見方は、人間と
皆さんという存在のさらに高い部分との結び付きの中で創り出されています。 
変化の中に存在している人々は、人間の数々の選択に左右されます。何故なら、人間は
今後、数々の選択を理解し、その選択が人間という存在のさらに高いあらゆる部分によ
って行われることを許すことが必要になるからです。 
ひとりの人間とその人間の精神、こころ、そして理解は、実際にひとつの選択を行うこ
とが必要になるものになっています。そのため、皆さんのさらに高い存在は、皆さん
に数々の選択肢を提供することができます。 
しかし一方で、これはただ、3次元の人間の現実性の内部に存在しているだけです。さ
らに高い次元の数々の現実性の内部では、数々の意志決定は、皆さんのそういった部分
によって、そういった数々の現実性の内部で行われています。そしてこうした数々の選
択は、時に気付かれないまま進み、実際にほとんどの場合、気づかれないまま過ぎ去っ
ています。それは人間が、人間とこういったさらに高い部分の間で続いている充分な結
び付きと対話を経験していないためです。 
わたし達がいつも皆さんに内面に目を向け、皆さんという存在のすべてのさらに高い部
分とその内部でひとつの関係を築くことを求めているのは、これがその理由です。 
皆さんという存在のさらに高い数々の部分の内部で行ったその意思決定を皆さんが理
解し、確認するとすぐに、皆さんは人間の3次元の世界の内部で遭遇するあらゆる状況
について、より多くの物事を理解するようになるでしょう。皆さんの道筋は既に計画
され、今も依然として計画されています。そのエネルギーの内部の数々の変化が、皆さ
んという存在に利用できる新しい数々の可能性を創り出しているからです。 
皆さんの内部の数多くのさらに高い部分は、こうした数々のエネルギーの流れを認識し
、そして今までそれを経験してきました。そのエネルギーは、皆さんがゼロ・ポイント
に向かって下降している現時点において流入しているところであり、皆さんは今後、
ゼロ・ポイントを通過し、そしてそこを通り過ぎた後で上昇に転じようとしています。
 
一部の人々は以前、異なる数々の水準に次元上昇するために、実際に過去の数々の時代
にこのゼロ・ポイントを利用していました。 



しかしながら今回は異なる形の次元上昇が起っていて、この変化を支援するために、数
多くの存在達が既にこの地球に訪れています。何故なら、大衆を今地球上に存在しよう
としている新しい次元の現実性まで導くためには、数々の案内役が必要になるから
です。 
この過程は、皆さんのさらに高い存在が既に経験しているものですが、しかしその過程
の一部だけが用いられる可能性があります。何故なら、すべての人間と、植物や動物
といった地球上で生きている他のすべての存在達に働きかけて、このゼロ・ポイントを
通して新しい次元の時系列に移動させるためには、数々の調整が必要になるからです。
 
皆さんのさらに高い存在が、継続的にそれ自体と数々の選択肢を調整しているのはこれ
がその理由になっていて、それは現時点で皆さんが理解できることが必要になってい
ます。 
これは、地球上の他のすべての存在達との同調の内部で行われている、ひとつの過程
です。皆さんという存在は、地球上の他のすべての存在達と同調しているからです。 
皆さんが地球と地球上のすべての生きている存在達を理解する方法において、これほど
数多くの皆さんがこれ程大幅な違いを感じるようになっているのは、これがその理由
です。 
皆さん自身という存在の内部のつながりは、地球上に存在しているすべての物事と地球
それ自体と同調しています。 
現時点において、人間世界の内部の現実性として存在しているものと、皆さんの人間世
界の内部の現実性として皆さんが確認したいと思っているものに基づいて、数多くの選
択が行われています。 
一部の皆さんは、今は皆さんがひとりの人間として確認あるいは理解できるものを超え
て数々の選択が行われている、という理解に既に達しています。そして、そういったさ
らに高い部分に意思決定内部のさらに突出した役割を担わせることが要求されている意
思決定を既に行っています。 
しかし一方で、どの部分がその意思決定を行うかということに関して、皆さんは折に触
れて混乱しています。何故なら、一部の皆さんは、皆さんという存在内部のすべての水
準と意思疎通を図ることができないからです。 
皆さんが内面に向かい、そして内面をさらに深く進み、さらに多くの真実を見付け、さ
らに深い真実の水準を見付け、そして皆さんの内部の根源に向かう道を見つけ出すこと
をわたし達が皆さんに求めているのは、これがその理由です。何故なら、内部の根源は
、地球上のあらゆる物事と完全に同調している部分になっているからです。 
皆さんが3次元の現実性に向かって拡大、つまり降下した時に皆さんは数多くの水準を
創り出したため、皆さんという存在の内部には、数多くの水準が存在しています。 
今回の拡大、つまり次元上昇は、あらゆる水準や次元を通して、根源の周波数の範囲内
に存在している皆さんの根源の存在という遥か遠くまで戻ります。 
皆さんは今まで、地球の数々の次元に向かって皆さんという存在の比較的低い部分の範
囲内に執着し、そういった皆さんという存在のさらに高い部分との結び付きを失ってき
ました。そのため、戻りの上昇の道は再接続、再会のようなものであり、皆さんは霊の



中のひとりの人間として存在しているため、人間と他のあらゆる物事との間で会話させ
ることが必要になります。 
これは内面の努力が必要であり、皆さんの注意を内面に向け、意識的なひとりの創造者
になることに関して、今内面で起っていることに従うだけではなく、ひとりの人間と
して、皆さんは内面に存在している人格に完全に気付くことが必要になります。 
皆さんの内面の水準は、皆さんが今回の生涯で皆さん自身のために設定しておいた道筋
に関しては皆さんの最も高い目的に仕えるように同調しているため、現時点では持続的
な調整が必要になっています。皆さんという存在のあらゆる部分が同調し、関与してい
る人間のあらゆる水準で選択が行われる場合、皆さんはさらに速く調整を行うことがで
きます。 
最終的な意思決定を行うのは人間であり、たとえ数々の意思決定がさらに高い数々の水
準で行われるとしても、その意思決定は人間が意識的に数々の選択を行うことを意味し
ているため、ただ人間の現実性の内部だけで行うことが許されるものです。 
皆さんは折に触れて、数々の選択肢が不明瞭なように思われ、数々の選択が皆さんのた
めにさらに高い数々の水準で行われ、皆さんがそれを許していることに気付くかもしれ
ません。 
しかし一方で、もしも皆さんがそういったさらに高い水準で今起っていることの一部に
なることができれば、それはさらに簡単なものになるでしょう。そうすれば、そのさら
に高い部分に皆さんを特定の選択を行う方向へ導かせる代わりに、ひとりの人間として
皆さんが数々の選択を瞬時に行います。 
もしも皆さんが意識的にすべての意思決定に関与しているのであれば、皆さんは自覚
を持った創造者になっているでしょう。 
ひとつの例を挙げさせて貰えば、皆さんのさらに高い部分のひとつは、皆さんが今移
動し、その場所を設定することを必要とするように意思決定しました。 
もしも皆さんがこうした意思決定に関与しているとすれば、皆さんは何時、何処へ移動
するか、正確に認識しているでしょう。 
もしも皆さんが関与していないとすれば、皆さんは移動する必要があるというひとつの
感覚から始まり、皆さんはその状態から、皆さんが何に向かって移動することが必要
になっているかについて導かれることになるでしょう。そしてそこから、皆さんが都市
の案内に従って移動しなければならないように、皆さんは皆さんに向かって現れるもの
に従って進みます。これには、通常他の人々から伝えられる外部の導きが含まれてい
ます。彼らは皆さんに、特定の州や都市を伝え始めることに関して手掛かりを与えるこ
とになるでしょう。 
もしも皆さんが意識的に関与していたとすれば、皆さんはこうした数々の段階と、皆さ
んの人間の部分を通してこうした数々の段階に達するための時間を跳び越していたでし
ょう。そして皆さんは、直接的な段階を踏み、正しい州と町に移動することができた
でしょう。 
それは、皆さんのさらに高い部分に管理する許可を与えることを目的にしている訳では
ありません。それは、完全に同調し、ひとりの人間として、そういったさらに高い数々
の部分の完全な表現になることを目的にしています。 



これが、ひとつになるということが意味しているものです。 
それは実践している皆さんのひとつの部分ではなく、それはひとりの人間としてあらゆ
る水準と完全に同調した状態になり、完全に皆さんの本来の姿である意識的な創造者に
なるために、そういった部分のすべてを管理し、すべての部分になっている皆さん
です。 
これが、移行を完了させるために必要とされているものです。何故なら、数多くの皆さ
んがその準備の一部になり、この現実性を、地球上で暮らしているそれぞれの存在と地
球自体に利用できるひとつの新しい経験の水準に運んで行くために必要な努力をするこ
とを、皆さんは既に選択していたからです。 
皆さんはすべて、数々の選択肢、方向性を皆さんに提示するために皆さんはこうした皆
さんの他の部分を待つことができる、と考えているのかもしれません。そしてそれは、
充分に変化を起こすものになるでしょう。しかし皆さんは、その数々の変化は皆さんの
人間の部分の次元の現実性の内部で起ることが必要とされていることを忘れています。
 
これはまた、皆さんが学び、信じ、考えてきたものが現時点の現実性になっていること
に関して、皆さんがその背後のすべての執着を手放すことが必要になります。 
過去に行われたもの、過去に他の人々から受けた行為を利用することはできますが、し
かし、未来はこの瞬間の内部で創り出されているため、過去は未来ではない、という自
覚を持つことが必要になります。 
皆さんは、そうならなければならない、皆さんに可能なすべてにならなければならない
、と皆さんが考えている、そのすべてを手放すことが必要になります。 
一度皆さんが最も高い水準で皆さんの内部の一体性に到達することができてしまえば、
皆さんが今考えているすべてのことが皆さんだった、皆さんが今考えているすべてのこ
とが皆さんでなければならない、といった考えは消え失せ、皆さんの今の状態のすべ
てが、本当の皆さんになるでしょう。 
わたし達は今、時の中のひとつの瞬間に存在しています。そこでは、今起っているすべ
てのことが皆さんにとって新しいものになっていて、そしてこれは、ただそのすべてが
起ることを待っている以上の状態が必要になり、またそれを起こすための行動が必要
になっています。 
一度皆さんが皆さんの内部と外部で完全に同調してしまえば、現実性は変化し、その現
実性が、宇宙が皆さんにその流れとすべての選択肢を支えるために必要になる支援を与
えることを許します。何故なら、これが、新しい現実性を意識的に創り出すために用い
られているものになっているからです。 
皆さんは、これについて考えることが必要になり、そして皆さんが完全にひとりの意識
的な創造者になることをどれほど本当に望んでいるかに関して、完全に意識的な選択を
することが必要になるでしょう。 
皆さんは、人間的な信念に完全に逆行する方向に送り出される可能性があります。そし
てわたし達があらゆる信念に対する執着をすべて解き放つことを伝えているのは、これ
がその理由になっています。 
ひとりの完全に意識的な創造者になることは、皆さんがどれほど愛情溢れる存在になる



ことができるか、皆さんがどれほど思いやり深くなることができるか、あるいは、皆さ
んがどれほど地球や地球上で暮らしているすべての存在達を愛することができるか、と
いうことを目的にしている訳ではありません。 
それは、できるだけ深く皆さん自身という存在の内部と結び付くことができる状態を目
的にしています。そして、皆さん自身が、地球上のあらゆる物事や地球自体と完全に同
調しながら、そして同時に一体性の内部に存在しているすべての物事と同調しながら、
皆さんの根源になることを許すことを目的にしています。一体性の内部では、皆さんと
地球、地球上の存在達、あるいは地球上に存在していないあらゆる他の存在達との間に
区別はありません。 
何故なら今は、皆さん自身に対するだけではなく、人類全体、地球、そして地球上のす
べての存在達に対しても役立つことを目的にして、皆さんの内部の最も高い水準から数
々の意思決定が行われることが必要な時期になっているからです。 
霊の数々の水準では多大な努力が払われています。そしてこれが、今内面で起っている
すべてのことと完全に結び付き、それを意識的に自覚することが必要になる別の理由
です。そしてそれは、皆さん自身という存在の内部の数々の霊の水準だけではなく、ま
た皆さん自身という存在の外部で起っていることについても同じです。 
皆さんの世界はエネルギーから創り出されています。そしてエネルギーの内部で数々の
変化が起こされています。その結果として、皆さんの物質的な現実性の内部で数々の変
化が起っています。物質的な現実性もまた、エネルギーから創られているからです。 
皆さんがその数々のエネルギーを信じ、あるいは認識することができるため、ここが、
内面の結び付きが必要とされている場所です。しかしまた皆さんは、こうしたエネルギ
ーの状態を意識的に経験し、確認できることが必要になります。 
内面のさらに高い奥深い水準の経験と自覚は、人間の精神とこころに再結合、回想、そ
して意識的な理解をもたらすものです。 
今は、行動を起こす時です。何故なら、数々のエネルギーが、この現実性を新しい経験
の水準に向けて変化させることを可能にする、その行動を支援しているからです。 
皆さんは実際に、皆さんの内面の最も深い水準が皆さんを導いて行こうとしている、そ
のすべての物事に積極的に従おうとしていますか？　あるいは、皆さんは、皆さんとい
う存在が皆さんを導くことができるものに関して、一定の基準を設けていますか？ 
これはまた、数々の信念体系に関連しています。数多くの信念体系や皆さんが現時点で
認識していると考えているものが今変化し、これからも変化するからです。そして皆さ
んが内面をさらに深く進む時、継続的な変化が内面でさらに意識され、皆さん自身がそ
の内面のさらに深い水準と同調し、同じ状態に近付いて行くことを許します。 
わたし達が伝えたように、今はすべての執着を解き放つ時であり、これには数々の教義
、信念体系、知識、理解、そして皆さんはそうなるべきだ、この現実性の内部で活動す
べきだ、と皆さんが考えるその考え方が含まれています。 
今は、過去の数々の制約を終わりにする時であり、今という瞬間の無限の可能性が現
れて、根源の一体性の内部で完全に同調しながら、皆さん自身の内部の根源の水準か
らひとりの意識的な創造者になることを許す時です。 
皆さんが皆さんという存在のすべてになることを制限する数々の執着によってこの同調



を制限する代わりに、皆さん自身が皆さんという存在のすべてとの同調に向かって前進
することを許してください。 
皆さんが一定の選択を行う時、宇宙と皆さん自身の存在が、そういった数々の選択との
同調に向かって移動することを忘れないでください。もしも皆さんが数々の執着によっ
て皆さんの選択を制限すると、宇宙と皆さんという存在の内部のあらゆる部分が、ひと
りの人間として皆さんが持っている数々の執着によって制約を受けることになってしま
います。 
この明確な具体例を皆さんに提示させて貰いたいと思います。皆さんはバナナが嫌いだ
としましょう。しかし時の中のこの瞬間に、物質的な身体の内部で起っている数々の変
化を支援することになるため、皆さんはバナナを食べるように内面で導かれています。
皆さんはそのバナナを食べようとするでしょうか、それとも、わたしはバナナが嫌いだ
、わたしはバナナが食べたくない、と言って、バナナを食べない意思決定をするでしょ
うか？ 
これは単なる小さな制約であり、より大きな執着や制約は単なるバナナ以上に多くの物
事を制限します。 
数多くの人々にとって最も大きな制約のひとつが、信念あるいは思想の体系であり、そ
れは皆さんの外部に存在するものが、地球上や、地球上の皆さんの現実性の内部で起る
必要があるものに関与している状態です。 
皆さんが必要としている唯一の確信は、皆さんが創造者として存在しているという認識
と理解であり、皆さんが創り出すことを望んでいるあらゆる物事は、皆さんの内部の最
も深い水準から現れることが必要になります。 
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皆さんの身体は調整中、その次は？

皆さんの身体は調整中、その次は？
Your bodies are adjusting, what’s next?
16 February 2012 - 1:31pm 
ペトラ・マルゴリス経由
Channeler: Petra Margolis 
Your bodies are adjusting, what’s next? 
 
今は、これから数多くの物事が同時に起り始める時です。 
皆さんの部質的な身体が適応するにつれて、皆さんは皆さん自身の内部でさらに次々と
霊的な結び付きを確認することになるでしょう。そしてこの結び付きは、現時点でさら
に近付いている過程のために用いられることになります。 
皆さんは今まで数多くの交信と異なる筋書に従ってきたので、今まで数多くの計画が提
示され、現時点において数々の計画が可能になっていることを理解するようになるでし
ょう。 
皆さんが既に選択している最も望ましい計画は、地球上のすべての人間が次元上昇する
ようになることです。5次元へ向かって次元上昇することは、すべての他の存在、植物
、動物達等々のために既に決定され、達成されました。何故なら、皆さんの支援を受け
て地球それ自体がさらに高い周波数まで進むことになるからです。 
皆さんは数多くの計画や選択肢と伴に地球に現れました。何故なら、こうした数々の計
画の進行と経過は過去に調整が施され、それが依然として現在も続いているからです。
 
現時点で、充分な数の皆さんが目覚めて目の前の仕事を達成しているため、わたし達は
その最も望ましい計画が達成できることを確認しています。 
わたし達は、これがひとつの困難な課題になろうとしていることを認識しています。何
故なら、5次元の周波数に向けて進むために、物質的な身体が依然として数多くの調整
を経験しているからです。 
わたし達は、こうした数々の計画はさらに高い領域内のわたし達の誰かによって決定さ
れたものではないことを、皆さんに認識して貰いたいと思っています。それは完全に皆
さんの選択であり、皆さんが現時点の地球上に転生する意思決定をしたからです。 
わたしは、数多くの皆さんが5次元の内部ではどのようになるのか、いわゆる闇の存在
達はどうなるのか、彼らも一緒に行くことになるのか、といった数々の疑問を持ってい
ることは認識しています。 
地球上のあらゆる人間は、この計画についての情報を与えられ、それを認識してい
ます。 
彼らは現時点において、皆さんひとりひとりと同じように、依然として5次元の現実性
に進む選択をする権利を所有しています。一部の者達は進むことを選択し、一部の者
達は、他の一部の人々が離れるように、移行の前に離れることになるでしょう。何故



なら、彼らは物質的な数々の変化に適応することができないからです。 
一部の支配集団は、既に自分達の周波数の内部で5次元とそれ以上の次元の内部に存在
しています。そのため、この問題は皆さんが依然としてこれからも対処しなければなら
ないものになることを、皆さんは自覚する必要があります。 
その違いは、現時点の地球上に存在している支配体制を通して現在起っていることを自
覚し、理解することに関する限り、あらゆる人々が5次元の周波数に進み、数々の変化
を引き起こすようになることです。 
他の違いは、皆さんを支配するために用いられてきた多くの手段は5次元の周波数内部
で使用することはできない、ということです。 
現時点で怖れと不安を広げるために利用されている数々のグリッドのような物は、地球
と伴に移行ことはないでしょう。そのため、彼らが支配するために自分達自身で築き上
げてきた支援体制は、地球上に存在していることはないでしょう。何故なら、皆さんは
そのポータルを移動して、5次元に進むことになるからです。 
これは、彼らの支配体制の多くが、最初の青写真を取り戻す知識を持っている小さな集
団に引き継がれるようになる、という事実が原因になっています。その青写真は、人類
が地球上の転生始めた時に皆さんを支援していたものであり、同時に、それは現在5次
元への移行を支援するために必要とされている調整機能になっています。 
新しい結晶構造のグリッド系が地球の内部ではなく、地球の周りに構築されているのは
、これがその理由です。これはまた、大部分の人間とは異なる次元の周波数に向かって
進んでいる地球自体にとっても、必要なものになっています。 
時機的な調節が極度に重要なものになっています。何故なら、皆さんが今まで達成しよ
うと試みてきたものを邪魔することができる外部の影響力を最小限に抑えるために、あ
らゆる物事が最後の瞬間に行われるからです。 
今現在、数多くの皆さんは待機の瞬間の中にいて、数々の変化が起ることを待ち望んで
います。一部の皆さんは数々の変化を感じることができ、他の人々はその変化を確認す
ることができますが、すべては皆さん自身の選択次第です。 
皆さんは他の人々の開放性の中に数々の変化を確認することができます。何故なら、彼
らはより多くの情報を共有し、より多く物事を議論し始めていて、より多くの情報と理
解が数多くの皆さんのために現れるようになっているからです。 
皆さんは、実際にこの状況や未来のあらゆる現実性の創造者として存在しています。そ
の事実を皆さんがさらに深く理解するようになっているため、わたし達は今、皆さんが
皆さんの内部の創造主に意識を集中するようにして貰いたいと思っています。 
時機の調節がすべてであり、3次元の現実性はゼロ・ポイントに到達しようとしていて
、その内部の地球で利用できる時間の内部では、時機の調節が今までよりもさらに重要
なものになっています。数々の変化が今まで以上にさらに速く起り始めるようになる
ため、時機の調節がさらに重要になっています。 
これは、ただ物質的な身体の内部で起っている数々の変化だけを目的にしているのでは
なく、すべての人々を5次元の現実性に移動させるために今現在必要とされている数々
の変化と調整の際に、皆さんを支援し支えるために利用できるようになっている数々の
エネルギーの変化も目的にしています。 



今はまた、皆さん自身という存在内部で数々の選択と意思決定を行う時です。何故なら
、皆さんが何処の次元に向かい、その次元の周波数内部のどの場所まで向かうことを望
んでいるのかという問題を選択するために、皆さんは内部でさらに深く結び付き、皆さ
ん自身という存在の内部で意識的な協力者になっているからです。 
わたしは、一部の皆さんが愛する人々を背後に残し、愛する人々を支援することができ
ないことについて心配していることを、認識しています。物質的な数々の周波数は12次
元に向かって拡大しているため、こうした数々の心配は必要ありません。そしてたとえ
皆さんが物質的な現実性から抜け出すことを計画しているとしても、皆さんは下の次元
に戻る能力を持つようになり、そして実際に皆さんは、物質的な姿と非物質的な姿の間
を行き来することができるようになるでしょう。 
家族の内部で、たとえたったひとりの個人が霊的な目覚めに取り組んでさらに高い次元
の周波数に向かって進んでいるとしても、他のすべての家族の構成員も、その同じ周波
数に向かって付いて行くことになるでしょう。
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皆さんが人生を歩む上で成長する時、一体性かそうでないか、支配

皆さんが人生を歩む上で成長する時、一体性か
そうでないか、支配
Time to grow up as you move through life, Oneness or not, Control
21 February 2012 - 10:00pm 
ペトラ・マルゴリス経由
Channeler: Petra Margolis 
Time to grow up as you move through life. Oneness or not 
 
皆さんは今まで数多くの段階を踏んできました。そして一部の皆さんは、依然として新
しい現実性を創り出すことに向けた最初の段階のささやかな一歩を踏み出していますが
、他の皆さんは皆さんがこの生涯の中でひとりの成人として完全に責任を持つ最終段階
に向かって進んでいます。 
皆さんは今、一体性を理解しているため、一体性の内部で別々に存在することを理解し
、経験することが必要になっています。何故なら、これは皆さんの意識の経験が折に触
れてそのような状態になる可能性があり、また今後そのようになるからです。 
自由意志はあらゆる水準の内部に存在するため、すべてがひとつになる時でも、皆さん
は依然として数々の選択肢を持ちます。 
皆さんの意識はひとつになるか、ひとつになりながら別々に存在するか、そのどちらか
になることができます。 
皆さんは一体性と分離の両方を同時に経験する可能性を持っています。 
それぞれが議論し、全体の神聖なる流れの内部で何が最良の流れなのかを確認すること
ができるため、皆さんは一体性の中で連携するようになるでしょう。このため、ここが
皆さんひとりひとりのために創造主が完全に入ってくる場所になります。 
これが必要になるのは、皆さんが依然として一体性の内部に留まっていたとしても、こ
のように異なる存在達が数々の異なる役割を演じることができるからです。 
例えば、皆さんがひとつの道路を建設することを望むなら、皆さんは地面を平らにす
る人々、その道路の行き先を認識している人々、そして実際にアスファルトを敷設す
る人々が必要になります。 
もしも皆さんが可能な限り最良の方法で他の人々の知識を用いながら連携するなら、そ
れぞれの個人にしなければならないことを説明し、それぞれの個人に他の人々が既に認
識している詳細を教えなければならない場合よりも、それはさらに速く進むことになる
でしょう。 
わたし達が現時点でこの主題を導入しているのは、これがその理由です。何故なら、数
多くの人々の一体性の理解が、何もせず、あらゆる物事が所定の場所にあり、一体性の
意識を利用する場合にあらゆる物事が上手く収まるようになる、という理解になってい
るからです。 



皆さんは連携しているため、これは幾つかの水準では事実ですが、しかし主となる世
界は“働き”です。 
皆さんが意識的に創造をしている時、それは皆さんが数々のエネルギーを一定の方向に
動かし始めていることを意味しています。 
もしも皆さんがその過程の一部になりたいと思うなら、皆さんはひとつの瞬間の内部で
一体と別々の両方になる能力が必要になります。 
まるで霊の内部と同じように地球上に分離と一体性が存在している時、創造はその数々
のエネルギーを動かす働きを要求します。 
数々のエネルギーは一定の流れに従いますが、しかしそれぞれの瞬間の内部で数々の意
思決定と行われた選択による影響を受けます。 
厳密には何が創り出されているのでしょうか？ 
それは、それぞれの粒子に対する一定の属性、つまり数々の現実性を割り当ててい
ます。 
それぞれの粒子は根源のエネルギーであり、あらゆる現実性を、無限の可能性を引き受
けることができますが、しかしそれはそれぞれのエネルギー粒子に対するこうした数々
の現実性を割り当てる何かの対象が必要になります。 
一体と別々になることによって、皆さんは他の人々と皆さん自身によって行われたあら
ゆる物事を確認し、その神聖なる流れの内部の最も完全な現実性に気付くことができま
す。何故なら、他の人々が神聖なる流れと同調していない数々の選択をする可能性があ
るからです。 
皆さんが理解しているように、皆さんが一体性はあらゆる物事が完全性に向かう神聖な
る流れに従うようになることを意味している、と考えていることを、あるいは皆さんが
神つまり創造主は神聖なる流れに従わないあらゆる物事を許すことはない、という考え
方を持っていることを、わたし達は何度も確認しています。 
ここが、皆さんが誤解しているところです。何故なら、それぞれの魂は自分自身の選択
する権利と有効な自由意思を持っていますが、しかしそのすべてが意欲的に働き、一体
性の内部で機能する方法を認識している訳ではないからです。 
これは、あらゆる物事の内部にひとつの神聖なる流れが存在しているといっても、数々
の異なる集団によって創り出された数々の現実性は、必ずしもいつも神聖なる流れの中
に存在しているもの、あるいは皆さんはひとつの集団として創り出したいと思っている
現実性の内部で両立できるものとは限らない、ということを意味しています。 
皆さんは神であり、皆さんは創造主であり、そしてひとりひとりの皆さんが、別々に、
あるいは一緒に、創造することを許されています。これが自由意志です。何故なら、
根源はあらゆる物事として存在し、皆さんは根源として存在しているからです。 
皆さん以外の他の誰かが変化の中に存在している訳ではなく、そしてこれは、一体性の
内部と一体性の外部で、そしてその両方で、起り得ることです。 
皆さんひとりひとりが、創造者として、皆さん自身の自由意志と皆さん自身の選択する
権利を持っています。 
皆さんは、他の人々もまたこうした選択が許されていることを充分良く認識してい
ます。 



有効なすべての選択肢を確認するために、皆さんは完全に自覚した状態になる必要があ
ります。そして数多くの人々がこの水準を探し求めていますが、しかし人々がそう考え
ている一体性の水準よりもさらに深く進んでいません。人々は、あらゆる物事はいずれ
一体になる、と考えているだけです。一体性はただひとつになること以上のものであり
、それは一体性の内部の皆さん自身の方法の範囲内で完全な表現になることを許し、同
時に、皆さんはすべての水準の内部であらゆる物事を経験することができ、同じ瞬間に
一体でありながらまた別々なものとして存在する多次元的な存在の具体化になることで
あり、そしてそれを皆さん自身に許すことですが、人々はそれを経験することも理解す
ることもできません。 
皆さんが創り出すあらゆる物事は、他の人々の自由意志や選択する権利を考慮しながら
、神聖なる流れの中に存在するようになるでしょう。それは他の人々が、皆さんが神聖
なる流れとして理解しているものとは異なる方向に向かって進むからです。 
ここが、ひとつの同じ存在状態として一体性と分離の両方の状態になる能力の重要性が
明らかになるところです。 
わたし達が数々の集団について、あるいは支配することが好きな存在達について伝え
る時、わたし達は数々の異なる水準の理解と認識の内部で暮らしている存在達について
も伝えています。 
地球上には、高度に進化した存在達のとても小さなひとつの集団が存在しています。そ
してもしも皆さんが、皆さんの内部の一体性と分離の範囲内のすべての水準を充分に自
覚していないのであれば、皆さんは彼らを確認することはできないでしょう。 
わたしは怖れを感じて貰うことについて話しているのではなく、この小さな集団を過小
評価しないようにして貰うことについて伝えています。 
彼らは、彼らの仕事をしているより大きな数々の集団にかなり依存しています。何故
なら、彼らは遠くからの数々の結び付きを維持していて、この状態が彼らを幾らか脆弱
にしています。しかしながら、彼らはすべての水準と、一体性と分離の内部を認識して
います。そのため、彼らは一部の人々が考えるように、簡単に騙されることはありま
せん。 
特に、彼らは大きな集団ではなく、ひとつのとても小さな集団であり、しかし彼らはあ
らゆる意味でお互いに結び付いていないため、たとえ皆さんがひとりに気付いたとし
ても、皆さんは彼らに結び付いている他の存在達に気付くことはないでしょう。 
これは支配でしょうか？　ある意味そうであり、別の意味として、皆さんはそれを乗り
越えて、彼らの欺瞞を確認することを選択できます。 
その物質的な世界の内部の影響は依然として存在していますが、しかし皆さんがさらに
その支配が実際に何であるかについて精通すれば、皆さんが実際に創造者になる世界
に皆さんを導くために、数々の意思決定と選択肢が、物質的な世界内部の世界から皆さ
んを引き離します。 
今、数多くの存在達が、皆さんが支配を許している、と考えています。そしてもしも皆
さんが支配を許すことがなければ、何者も皆さんを支配することはできません。 
わたし達すべてが数多くの水準で物質的な世界の内部に支配が存在していることを認識
しています。このため、これは多少、皆さん自身で皆さんの気分を良くする内容を伝え



ているような話し方になっています。 
物質的な身体とそれが皆さんを支配している様子を例にしてみましょう。 
皆さんは食べ、眠ることが必要であり、あるいは、もしも皆さんがそれを回避する数々
の手段に気付くとすれば、皆さんはその身体の健康を維持するために他の手段を選択す
ることが必要になるでしょう。 
これが、物質的な身体の限界を引き受けることによって皆さんが選択した、支配の類型
です。他の支配の形が住居であり、過去の時代において、皆さんは皆さん自身の家を建
てることができ、一片の土地を選択して、食物を育てるための小さな庭を備えた一軒の
家を建てることさえできた可能性があります。しかしこれも、既に皆さんが暮らす場所
や土地の肥沃具合に左右されています。 
支配は数多くの形と姿で現れ、そして霊の内部でさえ、皆さんは数々の別の支配の形
に気付くことになる、と口にするかもしれません。 
皆さんは既に、霊の内部の一定の存在方法を設定しています。例えば、皆さんのエネ
ルギーをすべての方向に流すようにするか、あるいはただ皆さん自身が神の完全なる流
れに従うことを許すだけなのか、ということです。 
皆さんは、神の完全なる流れは自然なものであり、わたしはそれを操作していない、と
口にすると思います。 
しかし霊の内部では、数多くの異なる流れが存在し、その流れはすべての方向に移動し
ています。何故なら、それぞれの存在は、この一体性という神の完全なる流れの内部で
、自分自身の神の完全なる流れを持っているからです。そうです、現時点において皆さ
んは支配を経験し、そのため皆さんは皆さんの運動を操作しています。皆さんはまた
、皆さんはその神の完全なる流れに皆さん自身を託し、そしてその神の完全なる流れに
皆さんの方向性を支配させている、と言うことができます。 
それぞれの存在は自分自身の個人的な流れと伴にその一体性の内部に存在しているため
、これは、皆さんは実際に何らかの意味で他の存在に支配されていることを意味してい
ることになるでしょう。あらゆる皆さんひとりひとりがその神聖なる流れの一部であり
、そして皆さんは、皆さん自身の方法で、その神聖なる流れに影響を与えています。 
皆さんは支配するか、あるいは支配を手放すために、あらゆる方向の選択肢を持って
います。 
物質的な現実性の内部には、支配することと支配を手放すことに関する限り、より多
くの制約が存在しています。支配をする場所と支配を手放す場所で、数々の選択が行
われることになります。 
選択することができる対象と場所を経験するために、皆さんの現時点の活動の場として
皆さんがこの物質的な世界を選択したため、物質的な世界の制約の範囲内で、数々の選
択が行われています。そこでは、数々の経験は完全に達成され、皆さんが皆さん自身
の数々の選択を利用できる方法と場所が創り出されます。 
あらゆる支配の形は、実際に皆さんが選択したひとつの形です。 
皆さんは地球上で暮らすことを選択しました。皆さんは皆さん自身が3次元内部の地球
上の支配の形に服従することを選択しました。そして今、皆さんはひとつの異なる支
配を選択して、皆さん自身を異なる制約と経験を持ったひとつの異なる次元に皆さん自



身を委ねようとしているところですが、しかしそれは、依然として皆さんの外部の支配
の形か、あるいは皆さんの内部の支配の形になっています。 
皆さんは、物質的な世界から移動することによって、この種の支配を克服することがで
きます。 
一体性に向かうことによって、皆さんの現実性を統制している一体性の内部に向かって
移動することによって、皆さんはそれを克服することができます。 

イシス
Isis 

Through Petra Margolis
February 21, 2012
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愛が充分でなくても構わないのでは？

愛が充分でなくても構わないのでは？
What if Love is not enough?
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ペトラ・マルゴリス経由
Channeler: Petra Margolis
 
What if Love is not enough?
 
 
さらに数多くの交信者達が現れているため、皆さんは神聖なる道筋の内部に存在してい
ると皆さんが感じるように、愛のメッセージがさらに一段と拍車をかけています。
 
わたし達が過去のイエスの物語に目を向ける時、皆さんは皆さん自身に尋ね、あらゆる
意味でイエスは愛の表現であったことを皆さん自身に信じさせようと努力します。
 
根源、創造主、あるいは神の純粋な愛を現している、キリスト意識の表現です。
 
皆さんは、聖書が示しているものさえも超えている、ひとつの新しい宗教、新しい信念
体系を築き上げました。何故なら、聖書はイエスを皆さんの数々の罪の犠牲者にして、
皆さんはイエスを愛のひとつの具体例として利用しているからです。
 
わたし達は、この新しい信念体系がどこから現れているのかを確認するために、歴史を
振り返ることが必要になるでしょう。何故なら、皆さんが愛という測定法で皆さん自身
や他の人々を直観的に理解し始めたからです。
 
かつては、今よりも少ない交信者しか存在しませんでした。しかし、彼らの意識の焦点
は彼らがひとつの愛の形として表現した教えに比較的多く注がれていて、それはその当
時の人々に理解されませんでした。
 
その数々の教えは、皆さんや他の人々を目覚めさせて、皆さんは物質的な身体以上の存
在であることを理解させるものでした。そしてその教えは、皆さんが霊の世界について
さらに理解するものに向かってゆっくりと進歩して行きました。
 
さらに数多くの交信者達が現れていて、その交信内容は実際の教えを伝えることをそれ
ほど目的にしている訳ではなく、皆さんは物質的な経験をしている霊の内部の存在であ
ることを確かめ、物質的な在り方はその通り困難な在り方ですが、霊の中の皆さんの姿



を思い出し、皆さんは霊の中で愛され、支えられていることを認めることを、より大き
な目的にしています。
 
より一層多くの交信者達が現れていることは、さらに多くの情報がもたらされているこ
とを意味しています。それは、皆さんはこの宇宙の内部でひとりではなく、合理的な思
考の内部の何かが外部にはさらに多くの物事が存在していることを伝え、皆さんの霊が
外部にはさらに多くの物事が存在していることを皆さんに感じさせるように促している
ことを、数多くの人々が自覚し始めているからです。皆さんの霊は皆さんを皆さん自身
という存在に導き、皆さんの精神は皆さんを皆さんの外部の世界の存在達に導いていま
す。
 
数多くの人々がその内外の世界の領域で再び結び付こうと努力していて、これが、内部
で再結合する代わりに外部と再結合する手段を見付け出そうと努めている数多くの新し
い交信者達が現れる結果に結び付いてきました。
 
彼らは、自分自身の内部と結び付く経験を持たずに自分自身の外部の存在達と結び付く
ことによって、これを行っています。
 
彼らは、人間の精神とこころがこうした変化している時代に対する正しい行為や思考方
法として理解するものに属する、愛と支援と確認という感覚に夢中になっています。
 
以前の時代の交信者達は、数々の教えや浄化と同時に内面の探求を通して、霊的指導者
達や他の教師達と同時に内面の自己からの教えのためのひとつの経路になり、内面を解
明する手段としてさらに深い数々の教えを手にするための準備をしていました。
 
すべての学生が交信者という訳ではありませんでした。それぞれの学生が、他の人々に
教え、伝えるために必要とされているものに関して、自分自身の専門分野を持つこと
になっていたからです。このすべてが彼らの内部で始められました。何故なら、彼らが
内面の専門分野を見付け出すようになるまで、彼らは数々の内面の浄化と体験を積極的
に実践していたからです。
 
しかし一方で、内面に存在する内部の専門分野を見付け出すひとつの方法として交信が
用いられてきたため、あらゆる学生に対して教えられました。
 
先住民の人々は、浄化を経験するために植物の霊を用いていました。そして、植物の背
後の霊と結び付くための内面の専門分野を持っていた人々だけが、そういった特定の集
団達のための情報をもたらしていました。
 
その情報は、霊的な成長が進化することを目的にするか、あるいはまさにひとつの集団
として何処に向かい、何を栽培するかといった進むべき方向性を導く者になることを目



的にするか、そのどちらかでした。
 
霊的に成長するか、あるいは肉体的に生き残るかを目的にしていたため、愛は、決して
この目的の主要な問題ではありませんでした。
 
実際に、愛は決してひとつの支援体制として用いられたことはなく、そしてそれは現在
既に支援体制になっているものです。
 
皆さんは、ひとつの支援体制、ひとつの確認体系、そして皆さんが皆さんの内面に存在
していないと考えるものを皆さんに提示するひとつの体系として、愛の周波数を利用し
ています。
 
愛は皆さんの内部の一体性の後を引き継ぎました。
 
一体性は愛でも憎悪でもなく、また他の感情でもありません。何故なら、数々の感情は
、ひとりの人間として皆さんが感じている様子を言い表すひとつの手段になっているか
らです。
 
それは皆さんが経験しているすべての物事の内部でひとつになって存在している状態で
あり、皆さんに可能なすべての経験を創り出すことができ、そしてそれは依然として皆
さんの内部と皆さんの周りの一体性か、あるいはまさに一体性としての一体性のどちら
かの内部に留まっています。
 
皆さんは、自分達の愛を表現している外部世界の数多くの存在達から、数々の感情やエ
ネルギーを受け取っています。そして彼らは、依然として分離の範囲内にいる存在達
です。何故なら、彼らはそれが愛ではなく、一体性を目的にしていることを認識してい
るからです。
 
彼らが皆さんはすべてひとつであると伝え、皆さんすべてをこれほど愛していると伝え
る時、彼らは分離を表現しています。何故なら一体性の内部では、皆さんあるいは彼ら
という呼び方は存在しないからです。
 
彼らがこうした言葉を使う時、そのすべての言葉は皆さんの内部の気分の状態を確かめ
るために使われています。それは一体性の本当の意味に気付くために皆さんをさらに深
い内面に連れて行くように意図されています。
 
こうした言葉は、皆さんの内部のさらに多くの可能性と皆さんの内部のさらに深い認識
と知識を探索する際に、皆さんを支援する教えになるように意図されています。こうし
た言葉は、現時点で一部の皆さんが行っているように、ひとつの新しい信念体系やある
種の新しい時代の宗教として利用されるように意図されていません。



 
皆さんは、その行動の基準として、可能なすべての選択肢を探究する代わりに、この新
しい信念体系を用いています。
 
皆さんは、愛のひとつの表現になっているこれほど数多くの霊的指導者や教祖達が存在
したかどうか不思議に思うことが必要になります。彼らは何の目的でこの世界に存在し
、彼らは何を教えていたのでしょうか？
 
数々の信念体系は、過去も現在も依然としてそういった霊的指導者、教祖、そして教師
達の意見と理解に基づいています。皆さんは既に内面のさらに多くの理解に気付いてい
るため、数多くの皆さんが依然として何らかの方法で彼らの教えに従っています。皆さ
んが彼らの教えが愛を基準にしていると考えているからです。
 
愛は皆さんの内部でとても重要な要因になっているとしても、皆さんの内部に存在して
いるすべてではありません。
 
最も重要な要因は、ひとりの創造者、あるいは創造主として皆さんの内部に存在してい
るすべての物事の完全な表現になることです。
 
これは、皆さんの愛と思いやりの深さに依存していません。それは、霊と物質の現実性
の内部で今起っているものを皆さんがどれほど良く理解しているか、という問題に依存
しています。何故なら、皆さんは、ひとつの異なる真実の基礎に基づいた新しい現実性
を創り出しているからです。
 
これは、人間の経験の基礎と同時に、皆さんという存在である霊的な存在としての基本
の理解が必要になります。そしてそこからひとつのさらに大きな理解が始まり、基本的
な見方と理解を超えてさらに大きな展望に向かいます。そこでは、創造に従事している
皆さんだけではなく、すべての皆さんが対象になっています。
 
それは、数々の異なる現実性、異なる選択肢、そして実際に地球がこの活動の場になっ
てきた理由を理解することです。皆さんは今まで、地球上の数々の制約に結び付けられ
たすべての制約と経験と伴に、ひとりの人間としてこの地球上に転生してきました。
 
過去を認識することは、未来の可能性を理解することです。何故なら、過去からもたら
されている数々の課題は、新しい数々の可能性を発見するために利用できるからです。
 
過去を理解するためには、皆さんは人間の精神とこころの制約を超えた霊的なこころに
向かって進み、人間の精神とこころが皆さんという存在のひとつ統合された表現か、あ
るいはそれ以上のものになることを許すことが必要になるでしょう。こうしたものが
過去、現在、そして未来の入り口になっているからです。



 
皆さんが皆さん自身の新しい部分を取り入れながら、ひとつの人間の信念体系に準じて
それを作動させることによってその部分に制限を設けているため、今、多くの混乱が生
じています。
 
現時点で、ある支配の類型を利用している地球外の存在達と結び付いている、複数の大
きな集団が存在しています。その支配の類型はそのメッセージの送信の主要な基準とし
て愛の周波数を利用しているため、数多くの交信者達がそれを見抜くことができません
。
 
数多くの人々が、他の人々によって説明された歴史に執着しています。何故なら、こう
した他の人々は、自分達の歴史の経験と知識の基盤を自分達のひとりの人間としての理
解の上に置いていて、そういった時系列内部の数多くの異なる時系列とその時系列の歪
みを突き抜けることができなかったからです。
 
現時点において、そういった数々の時系列に結び付いた皆さんの部分に気付くために、
数多くの皆さんが科学を通してだけではなく、内面を通しても探求することが必要にな
っています。それは、そういった時系列の内部に存在していた皆さんに気付き、過去
の数々の人生経験を検討するためではなく、ひとつの理解を持ってまさにそのエネルギ
ー内部のそうした経験を取り戻すためです。何故なら、皆さんのさらに高い部分が数々
のエネルギーを翻訳し、この瞬間の内部で必要になっているものにその知識を適用する
ことができるようになるからです。
 
これはカルマを安定させることを目的にしている訳ではなく、ただ未来を変えるために
どれだけ過去を利用することができるかという知識に気付くことを目的にしています。
 
カルマの安定は、人間は善悪、光と闇を理解することができなかったため、ある信念体
系を通して導入されたものです。
 
皆さんは時間と伴に数多くの信念体系に皆さん自身を執着させてきたため、こうしたも
のは、時に議論し理解することが必要な主題になります。
 
わたし達は、皆さんが皆さん自身のために、皆さんという存在の最も内部の部分を理
解し、経験して、皆さんという存在の愛情溢れる思いやりがある部分だけではなく、す
べての部分に再び精通することを求めています。
 
内部で行うことができる多くの仕事があり、わたし達は皆さんに異なる考え方、異なる
理解の仕方を与えるために、今ここに存在しています。新しい5次元の現実性の内部の
ひとつの新しい基礎を創り出す際に支援するために、おそらくその考え方がひとつの大
きな集団にもたらされるようになるでしょう。



 
その数々のエネルギーを感じることが重要になるだけではなく、新しい地球のためのこ
の新しい基礎を創り出す際に皆さんを支援するそのエネルギーと、その属性や可能性を
理解することも重要になります。
 
このメッセージの中で伝えられている数多くの内容が数多くの皆さんのためのものでは
ないことを、わたし達は理解しています。何故なら、これはある集団に特有のものにな
っているからです。その集団は、この次元上昇の道筋に従い、新しい基礎の創造の一部
になることを選択しました。同時に、彼らのほとんどがひとりの進化した存在として異
なる姿で戻ってきて、新しい地球の教師達になるでしょう。
 
わたし達は、これで皆さんとお別れします。今まで伝えられてきた数多くの内容は、彼
女という交信者と、わたしの意識と一体になっている彼女自身の根源の存在と同調した
彼女の理解と叡智から送られてきました。何故なら、わたし達はたた、完全に進化した
存在になろうとする彼女の努力の中で、彼女を支援するために今ここに存在しているか
らです。
 
今は、地球の密度を通してわたし達が送ることができる知識の代わりに、数多くの皆さ
んが内面の知識から現れるものを共有する時です。
 
今は、数多くのわたし達が身を引いて、皆さんが内部の奥深い場所に到達する準備を整
えていることを伝える時です。
 
皆さんは今後も依然として数々のメッセージのためにわたし達を利用することができる
でしょう。しかし、数多くのこうしたメッセージは、それぞれの交信者によって制約
され、影響を受けていることを忘れないでください。現時点のほとんどの交信者達はた
だ支援と慰めだけを期待しているからです。
 
皆さんの内部の変化が外部の変化と同じように、そしてそれ以上に重要になっている
ため、今は、皆さんが内部に辿り着かなければならない時です。
 
わたし達は、皆さんが選択するあらゆる現実性の中で皆さんを支援するために今ここに
存在していますが、しかし今築き上げられている現実性は、すべての皆さんから現れる
ようになり、それはひとつの小さな集団の考え方に限定されたものではなく、目覚めて
いるいないにかかわらず地球上で関与しているあらゆる存在ひとりひとりが、存在感を
持ち、新しい地球に対する自分自身の影響力を持つようになるでしょう。
 
5次元の現実性は、現在地球上で起り経験されている、より多くのさらに高い経験に基
づいたものになるでしょう。皆さんがひとりの人間として経験するあらゆる感覚は、新
しい経験と理解の水準に引き上げられるでしょう。



 
数多くの皆さんがひとつの新しい始まりと新しい地球の現実性として、そして憎悪の代
わりに愛に基づき、一体性と承認に基づいたひとつの存在として、その変化を理解して
いることを、わたし達は認識しています。
 
その現実性は、今はただ皆さんのひとつの小さな部分だけが目覚めている状態であり、
ただ未来だけが、新しい数々の周波数が皆さんのためにできることをわたし達に伝える
ことができるだけです。何故なら、既に地球上に解き放たれている新しい数々の周波数
の内部の新しい数々の可能性を探索することは、皆さんに委ねられているからです。
 
皆さんがどれほど愛情に溢れている、あるいは思いやりがある存在になれるかが問題で
はなく、この新しい現実性の創造者として皆さんが確認することを望んでいる変化を起
こすために、皆さんがどれほど多く探索し理解することができるかが目標になってい
ます。
 
世界はひとつの幻影ながら、それは皆さんの幻影であり、そしてそれはその幻影を変化
させるひとりの創造者としての皆さんが経験し理解している幻影であることを、数多く
の人々が自覚するようになってきました。
 
地球は皆さんの活動の場ですが、しかしそれはひとつの厳粛な活動の場です。何故なら
、この創り出された幻影から皆さんを導いて皆さん自身の根源の存在とその一体性に戻
るために、皆さんは再び結び付き、過去も現在も皆さんの内部に存在している皆さんの
内的な数々の能力を思い出しているからです。
 
皆さんが地球に現れたひとつの理由は、根源の内部の数々の可能性を探索することで
した。そして数多くの人々にとって、今は、地球を超えて前進を続け、根源の内部の他
の数々の水準の内部の可能性を探索する時です。
 
これは、皆さんは今存在しているすべての執着を手放して、可能であり既に皆さんの内
部に存在している現実性に向かって前進しなければならなくなることを意味しています
。
 
数多くの人々が地球と伴に留まることを選択するでしょう。同時に、その移行はいま現
れていることころであり、人々は依然として探索していますが、しかし今後は新しい数
々の水準を探索するようになるでしょう。
 
そうです、その変化はすべての人類に影響を及ぼすようになりますが、しかし、人類が
その変化を受け入れて理解するようになる方法は、わたし達が予測でいないものです。
何故なら、数多くの人々がより目覚めた状態になり、地球は“黄金時代”に向かって再び
上昇を続けるようになるからです。



 
皆さんは最後の辺境に存在し、そして皆さんはその新しい世界を探索している開拓者と
して存在しています。
 
イシス
Isis
 
Through Petra Margolis
February 22, 2012
www.ascendedmasters.org
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精神感応の伝達、思考、言葉、そして一体性

精神感応の伝達、思考、言葉、そして一体性
Telepathic communication, thoughts, words and oneness
26 February 2012 - 3:59pm
 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis
 
Telepathic communication, thoughts, words and oneness.
 
 
現在数々のエネルギーが引き上げられているこの世界の内部では、言葉での精神感応に

新たな意味が与えられています。

 
まるで古い数々の世界の中のように、精神感応は一体性を意味し、それが人間、動物、

植物にかかわらず、あらゆる存在との一体性を経験します。

 
用いられている数々の思考とエネルギーは、すべての皆さんの間で自由に伝達されて

いて、ここでは新しい世界と古い世界がひとつになっています。

 
皆さんは数々の言葉の力と接触し、今、皆さんは数々のエネルギーの力と接触しようと

しています。

 
言葉のようにそれぞれの個人がそれについて異なる解釈をすることができるとはいえ、

エネルギーや言葉は、実際に同じものです。

 
皆さんは、皆さんの間で生じている議論の中でこれを確認することができます。何故

なら、皆さんはすべて一定の言葉の定義を見付け出そうとしながら、一定のエネルギー

のためのひとつの定義を見付け出す努力をしているからです。

 
あるがままに、そうなるままにして、それぞれの言葉の一体性の内部を進んでください



。そうすれば、皆さんはそれぞれの言葉、それぞれのエネルギーの間で定義する必要が

ない理由のその真実の意味に気付くようになるでしょう。

 
世界は皆さんの周りで急激に変化し、一部の人々は、複数の世界の中間に存在してい

ます。何故なら、彼らは変化を感じていますが、まだ変化に足を踏み入れることができ

ないからです。

 
こうした人々は、両方の世界の間を自由に移動して、異なるものと同じものを理解しよ

うとしています。

 
他の人々は両方の世界で暮らしていて、内部をさらに良く理解しているため、両方の世

界を融合しています。

 
古い世界は既に数多くの皆さんに対する影響力を失い始めていて、喪失感に見舞われ、

行き場がないことに気付き、時には孤独感に苛まれています。

 
他の人々が何をしていようとも、何を話していようとも、新しい世界の内部に自分自身

の場所を見付け出すことは、ひとりひとりの個人に委ねられています。

 
新しい世界の光景は、愛を確認している世界です。それは新しい経験がはっきりと現れ

るための基準になっているからですが、しかし愛は今までいつも皆さんがここに存在す

るための基本的な理由になっているため、数多くの人々が今、新しい世界と古い世界の

内部で愛を定義する新しい方法を見付け出そうとしています。

 
もしも皆さんが愛の感覚を説明するために必要とされているすべての言葉を定義するこ

とを放棄すれば、皆さんは愛の経験が既に変化して、一体性と呼ばれているさらに深い

周波数に移行していることを確認するようになるでしょう。

 
愛はいつも一体性の一部として存在し、一体性の経験の内部では言葉は役立たないため

、てるため、わたし達は愛について伝えることはなく、愛を説明することもありません

。

 
言葉は反対の意味と反対の言葉を持っているため、それぞれの言葉というエネルギーの



内部には、両極性、二元性が存在しています。

 
数々のエネルギーの内部には、両極性と二元性が存在しています。何故なら皆さんは、

それを両極性と二元性の内部で翻訳されている数々の周波数として経験しているから

です。

 
皆さんの世界に存在する数多くの言語がこの事実の一部になっているため、皆さんは、

皆さんの世界の中で翻訳されているこの事実を確認することができます。

 
現時点で、ひとりひとりの皆さんが皆さん自身の言語も持ちながら、数多くの皆さん

によって使用されている言語で意思の疎通をしています。

 
数多くの皆さんが異なる国々から訪れていて、皆さんの言語は完全に他の人々にとって

異質であり、この事実は、数多くの人々がひとつの単体の世界を自分達自身の言語に翻

訳することができるようになることを意味しています。

 
これは、皆さんが数々のエネルギーを翻訳し始める時にそのように感じるものであり、

それは数多くの人々にとってひとつの外国語であり、皆さんはただ経験だけを通して、

そのエネルギーを理解する方法に気付くことになるでしょう。

 
皆さんが利用しているロゼッタ・ストーンは、時々忘れている皆さんの内部の数々の感

覚であり、人間の感覚は既に一定の方法で定義され、エネルギーの世界はそれぞれの感

覚の異なる定義を持っている可能性があります。

 
わたし達が皆さんと連絡を取る時、皆さんは、皆さんが定義するわたし達のエネルギー

とメッセージで、わたし達を翻訳しています。

 
皆さんは既に新しい世界に向けた道筋を始め、既にそこに足を踏み入れています。そこ

では、一体性が翻訳の基準になっています。

 
一体性は無であり、またあらゆるものであるため、それを定義することはできません。

 
皆さんは人間の現実性を経験している時、一体性の現実性は霊の現実性と融合されてい



ます。

 
一体性は皆さんが存在しなければならない場所ですが、数多くの皆さんは、人間の現実

性の内部から、そして霊の現実性の内部から、一体性を探索しているところです。

 
皆さんがこれを行っているので、人間は一体性の重要性を理解し始めています。

 
一体性の中で生きることです。

 
自然はそれ自身の一体性を持っているため、皆さんは、自然の内部で一体性の一部の基

準を確認することができます。

 
それは、皆さんが、植物、樹木、動物達に目を向ける時です。

 
それぞれがお互いの間で同じ空間を占めていて、皆さんはライオンが鹿を食べることを

好きではないかもしれませんが、しかし一体性の内部では、それは違う角度から見られ

ています。

 
動物や植物達は、お互いに協力しています。何故なら、彼らは独自の方法で暮らしてい

るからです。

 
人間は異なる方法で共生しています。人間は自分達の食糧源として植物や動物達を利用

しているからです。人間は今まで植物や動物の世界と一体になっていませんが、しかし

ほとんどが植物や動物達の一体性の世界の内部の分離したひとつの実体として生きてい

ます。

 
しかしながら、依然として自然と調和した状態で暮らしている人々が存在し、皆さんは

こうした人々から多くのことを学ぶことができます。

 
それは菜食主義者や、あるいは完全菜食主義者にさえなることを目的にしている訳では

なく、それは地球と地球上のすべての存在達と一体になって暮らすためにふたたびその

調和を見付け出すことを目的にしています。



 
しかし、最も重要なこととして、皆さんは皆さん自身の調和を見付け出すことが必要に

なります。

 
これは、今はあらゆるものごとを根底から覆して、現時点でそれが意味している通りに

、両方の世界の内部に目を向ける時になっていることを意味しています。

 
霊の世界の内部には秘密は存在せず、一体性の内部では、皆さんはさらに深い水準でお

互いを認識することになるでしょう。

 
それは、一体性が、皆さんが今まで待ち望んできた変化を引き起こすことになるからで

す。その変化は、皆さんが一体性と調和に戻る道を発見するために、体験し学ぶことが

できたすべてを経験しながら、地球上で過してきたすべての時間の間に取り組んできた

ものです。何故なら、一体性の内部は、その両極性と二元性が一体性を支えるためにそ

こに存在するように運命付けられているという理解に結び付くからです。

 
それぞれの言葉、それぞれのエネルギーは一体になっています。

 
皆さんが安定を、つまり両極性と二元性の内部の中心に、その皆さん自身の中心の内部

の安定に気付く時、皆さんはそれがもたらす一体性を理解するようになるでしょう。

 
一体性の定義は存在しません。すべてが一体性の内部に含まれているからです。

 
わたしは今日のメッセージを終わりにするため、皆さんにひとつの考え方を提供したい

と思います。数多くの皆さんが今、数々の世界の間を進んでいるところであり、内部だ

けではなく、また皆さんの人間の現実性の外部で起っている数々の変化を確認する準備

を整えているからです。

 
今は数々の選択をする時です。しかし、一度ひとつの選択が行われてしまえば、それが

変化する可能性があることを、数多くの皆さんが自覚していません。

 
皆さんはさらに深い内面に移動しているため、数々の契約、いわゆる魂の契約をいつで

も変えることができます。



 
数々の契約は、人間の水準から始まって数々の異なる水準で結ばれています。そして

今は、数多くの皆さんがこうした契約を解き放ち、人間の人生がそうなるべき、あるい

はなることができるものに関して、新しい契約を結ぶ時です。

 
断定的な判断は、一体性を否定するひとつの形となっています。この事実をいつも忘れ

ないでください。

 
数々の言葉や他の人々の行動を定義付けすることは、一体性を否定しています。

 
皆さんが考え、あるいは感じていることを誰もが認識することを怖れないでください。

 
今は、皆さんの内部の隠された秘密の言葉の数々が明らかにされ、一体性はただ皆さん

という存在のあらゆる物事に対してこころを開くことによってのみ達成できることを自

覚する時です。

 
今は、数々の秘密をこれ以上隠すことができない時です。何故なら、世界は、皆さんが

考え、感じているすべての物事をすべての人々が確認する現実性に向かって変化してい

るからです。

 
一体性の内部では断定的な判断は存在していないため、この事実を怖れないでください

。

 
皆さんになるのは皆さんなのですから、一体性の内部の定義あるいは規則は存在してい

ません。

 
イシス

Isis
 

Through Petra Margolis

February 25, 2012

www.ascendedmasters.org
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さらに重要なものごと、地球、地球上のあらゆる物事、そして皆さん？

さらに重要なものごと、地球、地球上のあらゆ

る物事、そして皆さん？
What is more important, the earth, everything upon earth, or you?
1 March 2012 - 4:35pm
 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis
 
皆さんは地球上で数多くの転生を経験してきました。そして皆さんは、長い間地球の自

然の周期と一緒に暮らしてきました。

 
しかし今、皆さんは既に、数多くの皆さんが地球との自然な結び付きを失っている時期

に到達しています。

 
皆さんはすべてがひとつであることを認識しているため、皆さんは地球とも一体である

ことを認識し、皆さんが皆さん自身を扱うように、地球を扱っています。

 
ここが、分裂が起っていることを皆さんが確認するところです。何故なら、地球はまさ

に時々皆さんがゴミ袋を処理するように取り扱われているからです。

 
今、このためにひとつの理由があるのかもしれません。そして、わたし達はこの時の瞬

間の内部でこれほど数多くの人々が地球上に転生させられ、地球は今まで進歩してきて

、地球上のこの状態にかなり我慢していることを説明したと、わたしは考えています。

 
たとえ数多くの人々がこれはどことなくひとつの幻影であると考え、そう認識している

とはいっても、皆さんはこの世界で物質的な身体の内部に存在し、それは地球も同じ

です。

 
たとえ皆さんが既に一部のさらに巨大な数々の内面の真実に気付いているとしても、皆



さんが今ここに存在している理由に対して、皆さんは依然として疑問を感じ続けてい

ます。

 
数多くの人々は、自分達はひとつの物質的な身体以上の存在であるという事実に目覚め

ているため、また数多くの人々が、地球は人々がそうなるように望んでいるものではな

いという事実に目覚めているところです。

 
また現時点で数多くの人々が、物質的な身体の健康に影響を与えているエネルギーの身

体の内部の数々のエネルギーの間には、時にひとつのつながりが存在していることを、

認識しています。

 
今、人間としての皆さんにこれが起っているため、同じ原理が地球に対しても当てはま

ることを皆さんは理解することができます。

 
皆さんはすべてひとつであるため、皆さんに今起っているすべての物事は皆さんのため

だけに起っているのではなく、皆さんはあらゆる物事とひとつになって存在している

ため、それはあらゆる物事のために起っています。

 
これが、皆さんが今ここに存在している理由です。それは、皆さんはすべてひとつで

あり、わたし達はすべてひとつだからです。そして数多くの人々は、皆さんと一体にな

っているすべての物事が含まれている現実性よりも、多少自分自身の個人的な現実性に

意識を集中しているように見えます。

 
たとえ皆さんがすべて離ればなれの身体の中に現れているとしても、その一体性はあら

ゆる側面の中に現れています。

 
現時点において、皆さんはすべて幻影か、あるいは地球上に存在している現実性に結び

付けられています。そして皆さんはそれを幻影と呼び、問題となっている唯一の部分は

、皆さんがその幻影を理解していることだ、と口にします。これは、皆さんの物質的な

身体と地球の内部にいつも存在している物質的な現実性の影響を減少させることにはな

りません。

 
今、皆さんは地球に現れているため、皆さんの経験の内部でさらに大きく分離している



ひとつの身体の中に入っています。そしてこれはある意味では真実です。何故なら、物

質的な身体を作り上げている数々のエネルギーは、他の人々からもたらされる現実性の

中で分離しているからです。

 
皆さんひとりひとりが、地球上で自分自身の一連のエネルギーの身体を持っています。

そして、皆さんが一定の人々と近付く時、皆さんはその人々のエネルギーに影響を受け

るという事実の中でこの事実が明らかにされていることを確認することができます。　

 
皆さんという存在のさらに深い部分の中に、一体性が存在しています。

 
これについて、もう少し説明させて貰います。皆さんひとりひとりが根源の内部に存

在し、皆さんという存在の最も深い部分は、根源のエネルギーと周波数の中で振動して

います。

 
地球の現実性に向かって移動するために、皆さんは、3次元の低い振動周波数まで含ま
れている皆さん自身の一連の光の身体を創り出しました。

 
あらゆる物事は根源のエネルギーから創り出されているため、そこには一体性が存在し

ています。そして皆さんひとりひとりが自分自身の固有なエネルギーの符号を持ってい

るため、その違いは、そこにあります。

 
それは、皆さんが海洋を見る時のようなものです。海洋はひとつの大きな水たまりで

すが、しかし一方でその内部には異なる海流が存在し、その一部はより冷たく、また一

部はより温かく、一部は反対方向に移動しています。あらゆる小さな流れでも、同じ源

の水から創り出されているため、それぞれが依然としてその海洋の一部になっています

。

 
これが、皆さんが地球上の現実性についても説明できる方法です。

 
地球上のすべての魂は、大きな海洋であり、数々の集団が連携していて、その一部は冷

たく、そして一部は温かく、あるいは皆さんがそれをそう呼ぶかもしれないように、光

あるいは闇として存在しています。

 



一部は自然な流れと伴に進み、別のものは自然な流れに逆らって進みます。

 
しかし、依然としてそれぞれの魂は同じ根源から創り出されていて、それぞれが自分自

身の経験を持ち、自分自身の方法で参加し、自分自身の方法で経験しています。そして

自分自身の方法で選択を行っています。時には、こうした数々の選択を変えています。

数々の烈風や北極圏の氷のように、外部の数々の影響力がその流れに影響を与えてい

ます。時に凍り、時に融け、温かい海水が冷たい海水と混ざり合う、等々です。

 
地球はひとつの大きな魂の坩堝であり、それぞれの魂が、数々の経験と選択の内部に魂

自信の表現を持っています。

 
今、地球は皆さんの宇宙の内部に存在し、皆さんはその宇宙を海洋として理解すること

ができるので、皆さんはこの印象をさらに深いところまで進めることができます。それ

をさらに進めると、外部のあらゆる宇宙にまでつながって行き、すべての創造は、それ

自体の数々の選択と経験の道筋に従いながらその内部にあらゆる部分を備えた、ひとつ

の海洋になります。そうです、最も深い水準では、それはすべてひとつです。何故なら

、その起源はその海洋を創り出した根源のエネルギーになっているからであり、それが

海洋です。

 
今、皆さんはこの理解を受け入れているため、皆さんは何を確認し、また現実性、幻影

、皆さん自身という存在、皆さん自身の経験や選択について、何を考えるでしょうか？

 
皆さんは皆さんの数々の選択や経験を変化させているため、その海洋の内部でひとつの

効果が発生しています。

 
その効果は、皆さんが行う選択に左右されながら、小さなものにも、あるいは大きなも

のにもなる可能性があります。

 
もしもひとつの大きな集団が同じ選択をすれば、その影響力はさらに巨大なものになり

ます。

 
具体的事例として、海洋内部の比較的冷たい流れを取り上げて見ましょう。そしてひと



つの集団が、それはさらに温かい流れになる必要があると考えています。

 
その意思決定は、どのくらい温かくするか、ということになります。

 
温かさとは何であり、冷たさとは何であり、そして皆さんはどのようにして完全な温か

さを見付け出すのでしょうか？

 
もしも同じ量の冷たさと温かさが存在していたとすれば、完全な均衡が見付け出されて

いることになるでしょう。

 
根源の数々の周波数は中心部分、平衡点の内部の振動になっているため、同じ量の温か

さと冷たさの両方が、根源の数々の周波数に向かう融合をもたらします。

 
根源のエネルギーは、冷たさか、あるいは温かさのどちらかを表すために用いられて

いることを、皆さんは確認します。そのため、それによると、それは一定の速度で振動

していて、皆さんはその振動を冷たい、あるいは温かいもののどちらかとして経験し

ます。

 
そのため、より低い速度は冷たくなり、より高い速度は温かくなります。

 
中心、つまり最初の振動、つまり速度が発生した実際の時点は、冷たい振動周波数と温

かい振動周波数の間のど真ん中、つまり、実際のゼロ・ポイントになります。皆さんは

そこで、あらゆる周波数を確認するか、どの周波数も確認しないか、あらゆる物事か、

無を確認することになるでしょう。数々のエネルギーは実際にひとつの円の中心から外

部に向かってあらゆる方向に移動していますが、しかしわたし達は皆さんにより物質的

な理解を与えるために直線的な方向を用いています。このため、これは比喩としての話

になります。

 
もしも皆さんがその中心、最初の振動あるいは周波数に気付くことができれば、それは

皆さんの起源、根源が存在している場所になります。

 
現時点において、地球上のすべての皆さんの周りで回転して、過去の否定的なすべての

経験という海洋の内部に存在している数々の残骸を一掃しながら入ってくる、その烈



風を、皆さんは確認するか、感じることができます。

 
既に海洋の底まで落ちたすべての物が、このエネルギーの烈風によって撹拌され、すべ

ての人々がその烈風を通して動いている数々の残骸の影響を感じていることころです。

 
一部の人々は前進して手放す準備を整えていなため、それは一定の水準で行き詰る可能

性があります。

 
他の人々は、表層で残骸が除去されることを目的として、積極的にその残骸を移動させ

ています。

 
これは、皆さんが中心に移動する必要がないことを意味している訳ではありません。何

故なら、その烈風は残骸の除去を支援しながら、ただいわゆる壺を撹拌しているだけで

あり、中心に向かう運動は、皆さんによって行われています。

 
数々の残骸の除去は、皆さんがその残骸に足を引っ張られることがなく、あるいは皆さ

んの内部のすべての残骸によって実際に身動きがとれなくなることがないため、その運

動をさらに簡単なものにしています。

 
皆さんが何処に移動するかについては、依然として皆さんの選択になっています。

 
今、わたし達はこれを皆さんの光の身体、つまり皆さんのエネルギーに戻すように関連

付けているため、皆さん自身をその海洋として理解してください。皆さんは物質的な身

体という物質的な現実性を身に着けているので、それは皆さん自身という存在の内部の

すべての部分、異なる数々の周波数内部のすべての振動になります。

 
数々の選択と経験が、皆さんが利用した数々のエネルギーの向きを変化させて、数多く

の異なる周波数振動の内部のすべての水準上の数多くの異なる流れを形成しているひと

つの海洋に向かわせています。

 
過去の数々の経験や否定的または肯定的な刷り込みが皆さんの数多くの水準の内部に蓄

積されているため、数多くの残骸がそういった流れの内部に蓄積されています。

 



皆さんの周りの他の人々の影響が存在しています。何故なら、皆さんは時々温かい流れ

から押し出されて、冷たい流れやその周辺の他の道に向かうからです。

 
皆さんが根源の周波数で振動する時、皆さんはひとつの道や、他の道に押し出されるこ

とはあり得ません。

 
これは皆さんが持っている知識であり、皆さんの内部に存在している認識です。

 
しかし一方で、実際のところ、皆さんは物質的な身体の内部に存在しながら、数多くの

光の身体というエネルギー構造を持っていて、それは皆さんが実際にこの物質的な現実

性に向かって移動するために創り出したものであり、そしてそれはすべて異なる振動周

波数の内部で流れていて、時には皆さんの内部の異なる方向に向かって進んでいます。

 
みなさんは、皆さん自身の海洋の内部の最も低い場所に向かって移動しているため、皆

さんはそのほとんどを確認することさえできません。何故なら、皆さんの視野は皆さん

の上部のそういった数々のエネルギーの内部に存在する数々の残骸によって曇らされて

いるからです。

 
今、わたし達はこれを人間の身体に関連付けているため、皆さんは、皆さんや地球の周

りのすべての物事との皆さんの結び付きや、分離あるいは一体性と関連付けながら、同

じ過程に従うことができます。

 
その選択は、皆さんが皆さん自身を移動させようとしているのか、あるいは皆さんは誰

か他の人に皆さんを動かすようにさせようとしているのか、というものです。

 
その上、皆さんは何処に向かって移動しようとしているのでしょうか？

 
皆さん自身をひとつの小さな海洋として理解してください。その時数々の変化は、さら

に大きな海洋の内部のさらに簡単な数々の変化になろうとしています。何故なら、その

大きな海洋には、自分自身の運動を起こしている他の人々が含まれているからです。

 
皆さんは皆さん自身の現実性の内部で数々の変化を起こすことにさらに自信を持ってい



るため、皆さん自身を安定した状態に戻すことが、さらに大きな海洋の内部の創造のひ

とつの部分になるための第一歩になります。

 
イシス

Isis
 
Through Petra Margolis
March 1, 2012
www.ascendedmasters.org
 
http://lightworkers.org/channeling/153910/what-more-important-earth-everything-upon-earth-or-you

http://www.ascendedmasters.org/
http://lightworkers.org/channeling/153910/what-more-important-earth-everything-upon-earth-or-you


愛と怖れがひとつになる時、皆さんは真実を理解することができる

愛と怖れがひとつになる時、皆さんは真実を理

解することができる
When Love and Fear are one you can see the truth
6 March 2012 - 10:36pm
 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis
 
When Love and Fear are one you can see the truth.
 
 
愛と怖れは二元的で両極的なものであり、人間の間に分裂をもたらします。何故なら、

皆さんは人間の経験の範囲内で、その両方を理解して皆さん自身を表現するからです。

 
それは両極的なものです。そして両極性が現れる時、皆さんは善や悪に対する戦いを確

認します。

 
皆さんがそれを両極的なものとして理解する時、皆さんはそのどちらも違いがないこと

を確認します。

 
それがひとつになる時、皆さんは平衡する基準点から理解し、感じることができます。

そこには愛も怖れも存在せず、それはひとつの同じものであり、ここが真実を見付け出

すようになる場所になります。

 
その基準に目を向けてください。その基準が安定を失っている時、皆さんも安定を失っ

ています。

 
その基準は、あらゆる意味で、真実を理解するために用いられています。

 



古代エジプトとの時代には、数々の基準が利用されていました。そこでは魂がその基準

に設定されていました。

 
それは依然として皆さんの正義の体系の中で用いられていて、そこでは安定が非常に必

要とされています。

 
皆さんの内部で、その基準を安定させる必要があります。

 
それは、皆さんの内部にどれほどの愛あるいは怖れがあるかを目的にしているのでは

なく、両者が伴に融合して、皆さんが皆さんの内部の真実の核心になる場所を見付け出

せることを目的にしています。その場所で、皆さんは愛あるいは怖れのどちらかに押し

潰されることなく、真実を明確に理解することができます。

 
イシス

Isis
 
Through Petra Margolis
March 5, 2012
www.ascendedmasters.org
 
http://lightworkers.org/channeling/154281/when-love-and-fear-are-one-you-can-see-truth
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満月、太陽フレア、決意、残りの288日間

満月、太陽フレア、決意、残りの288日間
Full moon, solar flares, decisions, 288 days left
9 March 2012 - 4:55am
 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis
 
Full moon, solar flares, decisions, 288 days left.
 
 
今日、2012年3月8日はすべてのエネルギーが入ってきていて、ひとつの決意をして、イ
シスとお互いに合意を結んだ日でした。何故なら、イシスは今までわたしにこの件につ

いての意見を伝えてきて、わたしはもうこれ以上どのような霊的指導者達からのメッセ

ージも交信しないようにすることを決意したからです。

 
イシスもわたしに伝えているように、今はわたし自身の次元上昇に意識を集中する時

です。

 
わたしは今、数週の間このことを感じてきて、わたしのエネルギーは今わたし自身の過

程に完全に意識を集中することが必要とされている、という結論に達しました。

 
イシスもわたしに、イシスもイシスのための時間を取り、一部の他の指導者達も少し手

控える時だ、と伝えました。それは今、人々が自分自身の内部の情報を入手すること

を数々のエネルギーが支援しているからです。

 
そのため、これがわたしのイシスや霊的指導者達からの最後のメッセージになるでし

ょう。

 
ペトラ

Petra



 
March 8, 2012
 
 
 
イシスです。

I am Isis,
 
皆さんは今わたしの交信者の説明を読みました。そしてわたしはこれについてのわたし

自身の説明を付け加えたいと思います。

 
今は、彼女が行うためにこの世界に現れたことに意識を集中する時であり、それは、大

宇宙の次元上昇を達成することです。

 
彼女はわたしのメッセージを通して、数多くの人々が成長してさらに多くの理解と内面

の運動に向かう際の支援になる情報を伝えることに貢献してきました。

 
しかしながら、今は、彼女、そしてわたし自身も、この世界に現れた目的を行う時です

。

 
それは、彼女と他の人々が大宇宙の次元上昇を達成するための支援をすることです。

 
これがわたしの専門分野であり、今は、この道筋に従って以前の他の数々の生涯でわた

し達が試みたものを成就することを決意した人々を、支援する時です。

 
彼女の仕事はただ大宇宙の次元上昇を仕上げることだけではありません。それはもう少

し多くの物事を必要としているからです。地球もその次元上昇の過程を仕上げていると

ころなので、それが地球の次元上昇の過程や地球の防御の際に地球を支援するようにな

るでしょう。

 
今は、ここに存在している数多くのわたし達が、少し手控える時です。何故なら、今年

の12月の移行に向けたこうした終局の日々の中で、地球は地球を支援し、地球を守るこ
とができる人々を必要としているからです。



 
すべての皆さんが5次元に向かって進むために、今まで数々のエネルギーが準備されて
きました。

 
皆さんはすべて、5次元に向かって進むために内面の移行を達成しているところです。
 
そこには、これ以上わたし達が行う仕事はありません。何故なら、その仕事は今、地球

の次元上昇において地球を支援することだからです。

 
わたしイシスが決意し、このことについてわたしの交信者と議論してきたのは、これが

その理由です。それは彼女が彼女自身の数々の選択を行っているからであり、今は、彼

女が彼女の道筋と、彼女がこの世界に現れた目的である彼女自身の道筋の達成に意識を

集中する時です。

 
これが、わたし達がお互いに目指しているものです。わたし達は今まで数多くの生涯の

中で協力してきて、今日はその意志決定をする適切な時だったからであり、またこうし

た最後の日々は彼女にとって簡単なものにならないことを、彼女は充分に情報を与えら

れて認識しているからです。

 
わたし達は、何千年も前にわたし達が数多くの生涯で始めたわたし達の仕事を達成する

ために、伴にここに存在しています。そして今は、わたし達両方が、わたし達がこれほ

ど昔に始めた仕事を仕上げる時になっています。

 
わたしが皆さんにこれ以上のメッセージを与えることは、実際に必要ありません。何故

なら、皆さんはすべて、内部でより多くの物事に気付く準備を整えていて、皆さんが必

要としている情報を皆さんに与えることができる存在達がそこに存在しているからです

。

 
わたしは依然として地球を支援するためにここに存在しているでしょう。しかしながら

、今はわたしが新しい仕事の領域に進む時であり、そして今回は、太陽フレアと結び付

けられてピラミッドに当たっている満月のエネルギーが、あらゆる皆さんひとりひとり

が内部の移行を達成し、新しい5次元の地球に向かって進む準備を整えるために必要な
水準まで、地球上の周波数を引き上げています。



 
わたし達の仕事は、その水準の中で行われています。そして今は、長い時間をかけて計

画されてきたこの移行が何事にも妨げられないことを確実にするという、次の水準に向

かう時です。

 
わたし達は今まで、わたし達の交信者にこの一部になるように求めてきました。そして

彼女は、依然として地球と宇宙のための移行を達成するために行う仕事が数多くある

ため、光に資する専任の戦士になることに合意しました。

 
わたし達はわたし達が行うことを目的にしてこの世界に現れた仕事の成就にようやく近

付いているように、今回は特別な時期であり、歓びの時です。

 
それは、新しい意識と在り方の水準に向けた地球と地球上のすべての人間の次元上昇で

あり、すべての人々がこの地球上の転生の周期から抜け出して、自分自身の根源の存在

に戻ることができる時に向けて努力することです。

 
今は、人類の黄金時代の始まる時です。

 
イシス

Isis
 
Through Petra Margolis
March 8, 2012
www.ascendedmasters.org
 
http://lightworkers.org/channeling/154446/full-moon-solar-flares-decisions-288-days-left

http://www.ascendedmasters.org/
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イシスからの愛の共有

イシスからの愛の共有

A Love Share from Isis

28 February 2011 - 5:29am

ロザリー・ミューア経由

Channeler: Rosalie Muir 

大切な最愛なる皆さん、わたしはイシスです。

Dear Beloveds, I am Isis

わたしは今日、こうした変化と変遷の時期に、皆さんを訪れています。その変化はわた

し達の大切な母なる地球のためだけではなく皆さんのためでもあり、同時に、災害と人

々の動揺の時に、神聖なる導きに集中して耳を傾けることは難しく感じられますが、そ

れにもかかわらず、皆さんがひとつに結び付くことが最も必要になるのは、まさにこの

時期になります。

集中した状態とは、皆さんの霊と魂が皆さんの身体と同調することであり、次にそれが

平衡の取れた状態になります。それは、皆さんの頭が人生を忌避する状態で曇っていな

いこと、そして必ず皆さんが完全に地球を基盤として、生命の状況に過剰反応しない状

態で過ごすことを意味しています。

皆さんはまだひとつの計画を別の計画と伴に始めるための条件を満たしていないため、

そのエネルギーを分散させることは、すぐに頭が混乱して、皆さんのより高い自己や守

護天使達とのつながりが失われた感覚に陥ってしまいます。天使達はその方法は認識し

ていますが、しかし皆さんが皆さんのこころの空間に戻ってくるまで忍耐強く待機する

ことになるでしょう。

わたしがこのメッセージでこの意識の集中に焦点を合わせている理由は、もしも‘身



わたしがこのメッセージでこの意識の集中に焦点を合わせている理由は、もしも‘身

体’、‘精神’、‘霊’、そして‘魂’が調和していれば、皆さんの周りのすべてが崩

れ落ち、あるいは人々が否定性の極に達している時に、特にその調和が平衡の喪失や簡

単に躓いてしまう状態から皆さんを救い出すことになるからです。皆さんは苦もなく堂

々と振る舞い、共感的になることができ、それにもかかわらず、皆さんは意気消沈する

ことがありません。

皆さんの周りの状況の現実性を受け入れ、それにもかかわらず皆さんの自己の中に、つ

まり皆さんの神聖なる力と意志の内部に存在していることは、皆さんがあらゆる現実性

に対応することを可能にします。その現実性は、平衡の取れた調和した方法で皆さんが

その現実性に働きかけ、反応するように、皆さんに提供されています。

皆さんは、皆さんの多忙な生活の中でどのようにそれを行うかを尋ねるかもしれませ

んが、もしも皆さんがそうなることを許すのであれば、それは本当に極めて単純なこと

です。その許しが皆さん自身を静かな庭や部屋に連れて行ことになり、あるいはゆっく

りと深く呼吸をするためにのんびりと歩こうと思うようになり、その結果皆さんは自分

の呼吸だけを考え、皆さんの足のかかとを通して上昇してくる地球のエネルギー感じ、

同時に別の呼吸を天界から降ろしてそれぞれの中心に置き、次に皆さんの天界と地球と

の間の皆さんという存在の定着を感じます。

平衡の取れた状態で過ごすうちに、皆さんは皆さんの天使達とつながっていることに気

付き、天使達はいつでも皆さんと伴に存在していることを信じるようになり、そして皆

さんが天使達に気付いていることを天使達に知らせることになるでしょう。それはこの

状態が、困難な時だけではなくすべての瞬間に、皆さんの側に現れるための承認を天使

達に与えるようになるからです。

この時期に地球上に存在する選択をした数多くの人々は、今まで思いやりのある支援者

が必要になっているためにこれを行ってきましたが、しかし一方で、彼らはかなり繊細

で高度に進化しているため、彼らが後退することは莫大な危険を伴うものになってい

ます。

人間の天使達は魅力的で、優しく、機知に富み、愛に溢れ、いつも良く笑うことが好

きで、そろそろ皆さんは皆さんの生命の中や皆さんの周りのその存在を感知しています



。天使達は生命の旅は特に物質的な世界の中では困難なもの困難であることを感じてい

ながらも、あらゆる瞬間に純粋な歓びとして存在していることを認識しています。天使

達は、自分達は全体的に護られていることを一切疑いを抱くとこなく、いつもそれを認

識していますが、それでも天使達にとって物質的な世界はかなり窮屈な世界です。

最愛なる皆さん、母なる地球はその表層に排除されなければならない多くの有毒な僧を

抱えていて、そこにはその表層にふさわしくない存在達が居住しています。その変化は

皆さんが選択したのですから、ここ地球上の変化についての過度な怖れは必要ありま

せん。

その層は地球の大気圏の霊から排除されているため、霊の目撃、他の恒星系からの訪問

者達、妖精やエルフといった存在達すべてはより眼に見える存在になりますが、皆さん

が抱いているその存在達の印象の通りの姿でいつも現れる訳ではありません。

こうした存在達から放射されているエネルギーは、自分達の上に最も稀少性の高い層を

所有している存在達だけに認識されています。ですから皆さんは皆さんの層から自由に

なり、皆さんの周りの驚くべき存在達や天使たちを確認してください。

今回の生涯に生まれる前に伴に同じような経験を持った数多くの皆さんが、今、地球の

あらゆるところから集まっています。

皆さんはお互いに見覚えがあり、それを知りながら昔からの仲間と自由に話します。そ

うです、時には皆さんがそれを自覚し、受け入れているよりも遠い昔からのつながり場

合があり、そうした存在達が今皆さんと伴に集まり、次元上昇の期間を通してひとつ

になっています。

愛は情緒を上回るものであり、すべての扉を開き、すべての怖れを排除しながら、皆さ

んを最も高い次元水準と今現在皆さんが存在している場所を超えた世界に連れて行く、

唯一のエネルギーです。愛はまた、すべての叡智を強く主張し、あらゆる状況の中で皆

さんに力を与えています。

皆さんひとりひとりが皆さん自身を愛することができる時、他の人々も率直にすべての

叡智を主張し、真の理解の制約に対して皆さんに力を与えることになるでしょう。

称賛と敬意と伴に愛してください。愛は何も否定せず、正しい愛情溢れる方法でその力



を用いるための叡智を含め、すべてのものを提供しているからです。

皆さんが操作され、愛の本当の根源から分離させられたのは、レムリアの時代です。そ

の時、怖れが皆さんのDNAの中に、そして神や女神の愛の内部に組み込まれたため、今

は神や女神が戻ってくるのを歓んで迎え入れる時です。

最愛なる皆さん、今は前進する時です。そして分断はもはや存在せず、皆さんは自由で

あり、また皆さんの翼は皆さんの魂、霊、そして内面の神と女神の愛で満たされた故郷

に向って飛翔して行く準備を整えていて、それをお互いに認識しながら、崇高なる態度

を示す時です。

わたしはわたしの両方の腕と翼を伸ばして、最愛なる存在である皆さんの栄光を抱き締

めます。

わたしはイシス、

そしてその通りに…

I am Isis

And so it Is.....

Copyright ,written & received by Rosalie Muir this day 28th February 2011

Please feel free to share with nothing changed leaving the message as is,
www.thecerystalgateway.org
Namaste Rosalie Muir

http://lightworkers.org/channeling/125843/love-share-isis

翻訳：森のくま (2011-03-04 21:01) 
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変容

変容
Transformation
3 April 2011 - 2:29am

ロザリー・ミューア経由

Channeler: Rosalie Muir

最愛なる皆さん、

Dear Beloveds,

わたしはイシスです。もちろん皆さんが選択して参加しているこうした時期のために、

時機の良い2、3のメッセージを伝えるために現われています。

皆さんはすべて、まるでしばらくの間過ごしてきた毛虫の段階から抜け出している、蝶

のようなものです。

皆さんは現在その姿を明らかにしているため、今は飛ぶ準備を整えている翅に慣れる時

です。

皆さんは、こうした変化が数多くの人々に戸惑いを引き起こしてきた経緯を通してその

準備を整えるまで、まるで繭の中にいるように閉じ込められていました。それは物質的

な水準だけではなく、自分自身の歩調で解き放つ必要があった皆さんの信念体系の内部

にも当てはまっています。

3次元の人間にとって、忍耐は大規模な破綻を意味します。まるで毛虫のように、皆さ

んの唯一の動きは緩慢で制約を伴うものでしたが、しかし一度その翅を形成して始めて

しまえば、昨日の制約を越えて最終的に天高く飛び立つことができる自由を感じ始め

ます。



しかし、皆さんはもはや3次元の人間ではなく、ますます多次元的な存在になっていて

、その速さのために皆さんはいくらか眩暈を感じるようになるでしょう。

皆さんは全体的な覚醒と伴に自分自身を自由にしているため、皆さんの光の身体を感じ

てください。皆さんの身体は最後の未開拓分野であり、皆さんの惑星上に現われている

より高い振動周波数のおかげで、皆さんの精神と皆さんの情緒は活性化されています。

数多くの皆さんが疲れを感じ、幾らか違和感を覚え、時に有害なものに感じるように

なり、時々皆さんの身体と触れ合っていないように感じたりする理由は、これが原因

になっているからです。これは、皆さんの精神の上で続いているものに身体が追いつい

ていっていないことに起因しています。わたしは皆さんに、皆さんの身体を皆さんの霊

的なエネルギーの拡張として見るように促したいと思っています。何故なら、今は皆さ

んの身体を本当に称賛する時になっているからです。今から来年までの間に、皆さんは

、皆さんがその流れと伴に進み始めずに皆さんの生命の中の変化に抗っているかどうか

、気付くことになるでしょう。皆さんは、手放す勇気を持たずに、関節の炎症や（生命

力の消耗ではなく）消化器官や大腸の潰瘍を経験し始めるかもしれません。そのため、

皆さん自身をいたわり続ければ、生命は皆さんにより親切なものに感じるようになる

でしょう。

それぞれの臓器はひとつの入り口であり、もしも皆さんの魂がこの世界に現われた目的

を把握していないとすれば、特に皆さんの天界の魂の故郷になっている肝臓の調子が悪

くなるかもしれません。皆さんのすべての臓器は、指揮者が誰かを考えている管弦楽団

のようなものだということを忘れないでください。そうです、もちろんそれは皆さん

です。

皆さんの物質的な身体は完成されてひとつの試作品になっていて、意識的により多くの

他次元の経験をすることができるように活性化しています。かつて皆さんはそれを経験

していて、現在は遠い昔を、この惑星地球をずっと旅してきた遥かな昔を思い出すこと

によって、その状態に戻っているところです。そしてわたし達は、新たに目覚めら人々

がより明確にその方法を明らかにする存在になることを選択した皆さんに、敬意を表し

たいと思います。

皆さんのキリスト意識が皆さんのDNAの内部と結合しているので、皆さんがイエスと

呼んでいる存在が地球を歩んでいた時に行動で示したすべての可能性のように、それが



奇跡を生み出すことになるでしょう。

イエスが水をワインにして数多くの奇跡を行ったように、皆さんはイエスには可能で皆

さんはそれができない理由を自問しますか？　そうです、それはまさに皆さんが近付い

ているものであり、皆さんもまた特殊な染色体の形状を持つようになるため、皆さんが

願い事を考えれば、汝の願いはすべて叶えられん、ということになります。

皆さんの脳は遠い昔の時以降、ある意味で休眠状態になっていましたが、今はその道筋

が開き、澄んだものになっています。

ですから、皆さんがつい最近行った取り込みと活性化から、皆さんは数多くの回想が行

われていることに気付くようになり、また皆さん自身の直観的な能力が再び活発になり

、まるで生まれ変ったように、長年に及ぶ記憶喪失の状態が解消することになるでし

ょう。

脳は、皆さんの物質的な身体の内部の未来を表す計器であり、今回の受肉の前に事前に

符号化されていました。そして現在すべてが明らかにされ、皆さんはこの新しい身体、

皆さんの神聖なる神殿を育んでいるため、将来も明らかにされ続けることになるでし

ょう。

ここ地球の次元領域に存在することの主要な使命のひとつは、皆さんの物質的な身体を

霊的な光の身体に変化させることであり、皆さんを存在しているすべてのものに対する

光と愛に導くキリスト意識という存在になることです。

親愛なる皆さん、忍耐強く実践してください。そして何よりも、皆さん自身に対して寛

容になってください。何故なら、皆さんは既にこの次元上昇という歴史的な出来事に参

加するという素晴らしい勇気を明らかにしてきたからです。断固たる態度で臨み、誇り

を持ってください。わたし達は歓びと誇りで見渡し、いつも皆さんと伴に存在して、

守り、導いています。そしてその通りに、皆さんすべてを祝福しています。

わたしはイシス。

I am Isis



Written and channeled via Rosalie Muir this day 3rd April 2011
www.thecrystalgateway.org

http://lightworkers.org/channeling/128441/transformation-isis-shares

翻訳：森のくま (2011-04-05 21:07)



こころからこころへ

こころからこころへ
Heart to Heart
29 May 2011 - 11:45am

ロザリー・ミューア経由
Channeler: Rosalie Muir

イシスです、
I am Isis ,

最愛なる皆さん、古代エジプトの時代のように、わたしは皆さんのためにこころの道を
より強固なものにしたいと思っています。
わたしはしばしば人々から、こころから感じ、考え、あるいは行動することは、人を情
緒的に、あるいは物質的に傷つく状態にさらしたままにする、という言葉を耳にします
。そしてわたしは悲しく思い、その結果として、このメッセージを伝えることにしま
した。
こころで考えることは、理性的になって論理的に物事を考えるよりも、情緒に導かれる
という意味を含んでいます。しかし理性的で論理的な思考を経た考えは、すべてが正し
い訳ではありません。何故なら、頭脳と知的心性による思考は、しばしば皆さんの情熱
や正しい行いを損なうからです。例えば、知的心性は痛ましい記憶を憶えていますが、
こころはそうではありません。それではある人々が過去の痛みを克服できないのは、こ
れがその答えでしょうか？

皆さんのこころが過去の痛みを感じることを許し続けることが皆さんのこころを責め立
てますが、こころは皆さんを責め立てません。
別の例として、皆さんが皆さんの身体またはその内部を殴打されるか虐待される時、そ
れを記憶し、昨日のすべての記録を保存するのは精神です。一方で、皆さんのこころは
それに沿って上下に揺れながら適切に前進します。

皆さんがこうした過去の記録を思い出すことを止め、文字通り今という瞬間に生きる時
、皆さんはすべてを許し、こころの瞬間に、幸せな瞬間に向って進み続けることができ
ます。

古代において、何時もひとつの疑問も無く、こころで、こころを通して、考えること、
感じること、そして行動することは、その通りに行われていたことでした。
実際、エジプトでミイラを作っていた時代にはこころは重要なものであり、唯一取り除



くことができない器官だと言われていました。
最も強い恐れは、身体の内部にこころがなくなることであり、何故なら、わたし達の表
現は唯一こころから現われるからでした.............幸せになることは人のこころを拡大す
ることであり..........ひとつの望みを我慢することが、こころの洗濯でした..............自分
の考えを秘密にすることがこころに没頭することであり、すべての友人達がお互いのこ
ころに入りました。
これが、わたしが皆さんのことを人類として考えることが好きな姿です。何故なら、こ
ころは皆さんとその自己の本質として存在しているからです。

皆さんのこころはまた霊的な中心部であり、わたし達はすべてその中心部から皆さんの
こころに向けて閃光を発し、また皆さんのこころに直接刺激を与えます。わたし達が物
質的につながる時、皆さんの両手のひとつが、皆さんこころの存在する場所で直接握ら
れるようになる皆さんは頻繁に気付くことになるでしょう。そしてその感覚がこころか
らのものになる時、どうしようもない涙が溢れ出る状態まで行き着くようになるでし
ょう。

これはまた、ロザリーが手を握ろうとして朗読を行っていた時、助言を受けてきた理由
です。そこは、こころの中心部が手のひらの中にビーナスを感じた親指の付け根であり
、皆さんがまだ感じていないのであれば別の場所にそれを感じることになり、また、こ
ころの間のつながりをも感じるようになります。こころからこころへとは、人間相互と
、神々と人類との本当のつながりに輝きを与えている言い習わしです。

数多くの人々が、そのこころをわたしのこころの側面と結び付けながら、地球上を歩ん
でいます。こうした時期に、人々はすべて遅れ気味ですが、しかし確実にお互いにつな
がりを持ち、イシスというわたし自身になることなく、わたし自身の側面を彼らに与え
ています。それはひとつの理解であり、彼らはわたしを以前の人生での存在として把握
しているに違いなく、それはしばしばある人間の思考と錯覚されます。

より明確にするために、わたしは皆さんにひとつの説明をしてみます。女神のエネルギ
ーは、現在、惑星地球上でかつてないほど強力なものになっています。このため、わた
しのエネルギーに引き寄せられている人々は、イシスとしての側面を持つことができ
る人々であり、こころからこころへのつながりという重要性を持続してゆくことになる
でしょう。しかしながら、わたしが唯一の女神ではないため、皆さんはそのこころの空
間でつながりを感じる女神に引き寄せられ、その場に向い、皆さんの普遍的な母性エネ
ルギーを惜しみなく捧げるようになるでしょう。そして皆さんは、皆さんがひとりの女
神だけではなく、多くの女神とつながっていることにさえ気付くかもしれません。そし
てわたし達すべて一体であるため、離れ離れの隅々にそれぞれの女神が存在するように
なるのではなく、あらゆる女神達と融合し一体化しています。

わたしが確実に伝えることができることに限れば、皆さんが誰と共鳴し、あるいはつな



がりを持っているかについて、皆さんは皆さんのこころのなかで認識することになる
でしょう。

わたしはこころの擁護者、創造性が豊かなこころの女神、こころの望みのための女性
です。ですから親愛なる皆さん、どうかこころのすべての事柄のためにわたしを求めて
ください。これがわたしの目的です。
皆さんの魂は、夏の虹の魔法のようなものです.....地球上にその愛と美しさを広げてい
ます。
最愛なる皆さん、他の何よりもまず皆さんのこころと魂に耳を傾けてください。それは
皆さんを迷いに導くのではなく、皆さんをその魂の目的に留めることになるでしょう。

皆さんの霊がそのこころの内部に宿っているのですから、その霊的な啓示に従ってくだ
さい。そうすれば皆さんの魂は、必要があれば警告を発して、皆さんの旅において皆さ
んを導くことになるでしょう。皆さんがすべきことは、皆さんの霊と魂両方に耳を傾
けて、皆さんの故郷へ続く道を見付け出すことだけです

わたしのこころは皆さんを感じ、わたしのこころから皆さんのこころへ向けて進む愛の
奔流を先導しています。
愛は唯一永遠に振動することを忘れないでください。
そしてその通りに

イシス
Isis

Channeled and Written by Rosalie Muir this day 29th may 2011.
Please share giving credit ,thankyou.
www.thecrystalgateway.org

Namaste Rosalie

http://lightworkers.org/channeling/132734/isis-heart-heart

翻訳：森のくま (2011-06-02 16:13) 
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すべての皆さんの母

すべての皆さんの母
Universal Mother
1 July 2011 - 12:37pm

ロザリー・ミューア経由

Channeler: Rosalie Muir

イシスです、

I am Isis,

すべての皆さんの母であるわたしは皆さんをこれほど愛していますが、皆さんの中には

ひとりの母の愛さえまだ感じていない可能性がある人々が存在し、またある人々は、母

親が自分の故郷に戻ってしまったため、自分の生物学的な母を失っています。しかし一

方で、今は皆さんがすべての皆さんの母と母なる地球から、このわたし達の愛を感じる

時です。それと同時に、現在皆さんはすべて、時に困難な時代のように見えても不思議

ではないこうした刺激的な時間を経験しています。

皆さんが感じている困難は、ひとつの祝福、ひとつの贈り物です。それは、もしも皆さ

んが何も感じていないのであれば、皆さんのこの母なる地球上の時間は皆さんにとって

ひとつの現実性にはなっていなかったはずであり、それは悲しい結果になっていたでし

ょう.....

皆さんは、どのように母の姿に囲まれているかを確認します。それはひとりの母親がす

るように、皆さんすべてを愛し、育んでいます.............
皆さんは、わたし達皆さんすべての母に、人生という嵐を通じて皆さんを支援するよう

に求める事が許されています。それは、唯一今回だけは、母との別離を感じる代わりに

、皆さんが他の別離を感じているからです。それは唯一の直感的な3次元意識からの別
離の感覚であり、また母なる地球と一体となって伴に皆さんすべてが次元上昇するとい

う好ましい知らせです。



皆さんと同じように皆さんの母なる地球は再生の準備を整えながら成長しているという

理由から皆さんの母なる地球の不満と身震いが明らかになっているにしても、成長、目

覚め、拡大された愛に対するわたし達からの感謝の祝祭、そして光の兄弟や姉妹の親密

さが世界中を覆っています。

皆さんの完全なる目覚めへの復帰は、時に困難なように思われるかもしれませんが、皆

さんの人生を振り返るための時間を取り、これまでそれ以上の困難な人生が皆さんのた

めに存在してきたかどうかを皆さん自身に尋ねてください....... 次に、皆さんは現在皆
さんの人生で皆さんが経験している祝福に対する感謝を捧げているのですから、もう一

度呼吸をしてください......... わたしは、ある人々が“どこへ？”と口にして考えているこ
とを認識し、次に、もう一度見て、皆さんを待ち受けているそれぞれの瞬間にひとつの

贈り物が存在していることも認識しています。もしもただ皆さんがそれに気付き、認め

さえすれば、皆さんはこの時期にこの場に皆さんが存在している目的を確認し、感じ始

めるようになるでしょう。

わたしの子供達、皆さんという素晴らしい存在に配慮してください。何故なら、他の誰

も皆さんができるようにはできないからであり、また皆さんは皆さんのこころの空間に

入り、すべてが良好であり、疑いを問い質す必要がなく、それは単なる利己的自我の精

神を通してふるいにかけられているだけだということを認識しているからです。

良き物事が引き寄せられる場所は、良き物事が確認できることを意味しています...........
次に悪しき物事はその情景に付加され、次に疑いが再び確認され、次に創造主／霊的指

導者はひとつのものの代わりにふたつのものに役立つようになり......... このようにして
、皆さんの親、子供、姉妹あるいは兄弟は幻影ではなく、それは彼らが存在しているこ

とを皆さんが確認あるいは把握する方法です。

皆さんは成長し、疑い深いトマスの自我という自己を解き放っているため、皆さんは善

も悪も存在せず、それは単純に皆さんがそれをどう把握するかということを理解できる

ようになっています。

まるで皆さんが現在の皆さんのような大人の存在に向けて成長している自分達の子供を

観察しているように、そして皆さんのこころの中で外見上皆さんを傷つけてきたことに



対して他の人々を赦す場合のように、個人に対して過酷になることなく、思いやりを

持ち、忍耐強くなることが大切になるのは、これがその理由です。皆さんが、何らかの

方法で皆さんとつながりを持っているあらゆる人々との人間関係を創り出してきたこと

を認識しながら、さらに激しく赦さなければならないのは、皆さん自身です。

わたしの子供達、これが皆さんの目覚めです。何故なら、現在皆さんがその実際の姿と

してすべてを確認しているように、そして社会的な意識の中の個人の“普通の”存在状態
に必要な記憶はそれ自体がひとつの死のように思われるため、人は故郷に帰り始めてい

るからです.....
その歓び、その興奮..... そして絶対的な穏やかさは地球上のあらゆる魂の当然の遺産で
あることを認識しながら、人は、言葉を超え、また人は完全になります。

皆さんという存在の完全なる知識と思慮を大いに楽しんでください。それはすべてそこ

に存在し、またそれは皆さんの魂の全面的な完成です。

その見事な働きを、その奇跡を続けてください。すべて皆さんが、あらゆる瞬間に皆さ

んの生命と皆さんの創造の誇りを創り出しています。

そしてその通りに

And so it is

皆さんの内なる神を拝して、皆さんが呼ぶ時にはいつも皆さんの側にいて、皆さんを愛

している、わたしはイシス。

Namaste, always at your side when you call, I Love You, I am Isis

Please share with all giving credit to the writer/channeler ,
Rosalie Muir of thecrystalgateway.org

翻訳： 森のくま (2011-07-05 20:04) 



イシス、2012年6月のために語る

イシス、2012年6月のために語る
Isis shares for June 2012
29 May 2012 - 7:47am
 
ロザリー・ミューア経由

Channeler: Rosalie Muir
 
 
最愛なる光の子供達、

Beloved Children of the Light,
 
現在、皆さんすべてを監視している数多くの宇宙の母達がいて、さらには今まで神聖な

る女性のエネルギーがこれほど皆さんの惑星上に注がれているので、数多くの皆さんが

そのような皆さんの数々のエネルギー変化を経験してきました。

 
前面に現れているこれほど多くの自覚的意識が、全体として皆さんの人生と皆さんの使

命を制御する数々の能力を皆さんに与えながら、かつてないほどさらに皆さんに明確

になっています。

 
皆さん自身になり、皆さんの事実通りの姿を認識するために、皆さんはその数々の試練

と混乱状態を経験しなければならなかったことを認識しているのですから、戸惑いを覚

えている人々に皆さんの手を差し伸べ、彼らの旅を称えてください............
 
わたし達はすべて、皆さんのためにたった一声で済む距離にいるのですから、導きを求

めることは恥ずかしいことではありません。どれほど数多くの人々がそのすべて経験し

ていると皆さんは考えていますか？

 
単純に求めることによって、次に皆さんが尋ねる時、それはいつも与えられますが、し

かしその一方で、すべての答えは皆さん自身の内部に存在しながら、時にそれは隠され

ていて、内部の神と触れるためにはある程度の激励が必要になることを、忘れないでく



ださい。

 
皆さんは皆さんの周りにあるすべてのものに対して感謝を示していて、さらなる豊かさ

が流れ込んでくる余地を残しています。ですから、この月への感謝の気持ちがとても大

切になります。

 
どうか、怖れに基づいたあらゆる出来事に巻き込まれないようにしてください。何故

なら、怖れがある時、愛は二の次になるからであり、自己に対する愛、自己を育むこと

、皆さんが望むすべてを愛と光の場所から現れるようにすることは、皆さんの神に与え

られた権利になっています。

 
愛は現在のところ宙に浮いたままであり、そのため、両手を伸ばしてください。そして

愛は、求めながら皆さんがそれに値することを信じているすべての人々に有効なもので

あることを認識して、喜んでください。

 
皆さんの神聖なる女性らしさに到達する時、皆さんはそうした数々の夢や憧れのすべて

を思い出し始めるでしょう。それは皆さんが今まで皆さんの精神の中でそれを実現し、

過去1、2年の間に取り掛かり、皆さんの数々の夢の実現を始めていなければならなかっ
たものです。それは今が、これほど長い間皆さんが明らかにしてきたものを確認する時

になっているからです。

 
探索を止めてください.......... それが皆さんの現実性になることを許してください！
 
皆さんが次元上昇の過程を通して進んでいる時、わたしの育成を許してください。わた

しを求めてください。わたしは数多くの皆さんがすべてに対して輝かせているその光の

誇りと伴に、皆さんのためにここに存在しています..... 皆さんは変化をもたらしてい
ます！

 
皆さんの次元上昇の間、皆さんは4次元を通過する必要があり、そして次に5次元は、神
聖なる構造に対する最短距離になっているでしょう。そこでは、皆さんの道筋は神聖な

る時間調整の内部に設定され、愛の道筋を除いて皆さん側の努力は一切必要とせずにす

べては円滑に起るようになることを認識しながら、神聖なる自我状態の内部で完全に皆

さんの次元上昇を達成することになるでしょう。



 
日々、皆さんが経験するすべてに対して短い感謝の祈りを捧げ、そして皆さんのこころ

の内部でピンクの薔薇のつぼみ思い描いて、その花弁が満開になるまでゆっくりと開く

ことを許してください。これは数日、あるいは数週間かかるかもしれませんが、しかし

その一方でもしも皆さんが、事実通りその皆さんのこころの光のエネルギーに意識を集

中して、皆さんのこころがわたしのこころの鼓動を結び付いていることを感じるなら、

皆さんはわたしの存在を確かに感じ、そして皆さんの自由なこころと伴に愛の中に存

在し、それが、皆さんが出会うすべての人々に向かって輝きだすことになるでしょう。

 
皆さんはすべて、皆さんの事実通りの姿を良く理解しています。護られながら多次元の

刺激的な数々の瞬間の準備を整えている、神聖なる光の存在です。

 
高位の霊的指導者です。

 
皆さんの内なる神を拝して、わたしはイシス、今日は2012年5月29日
Namaste, I Am Isis this day 29th May2012
 
Channeled via Rosalie Muir Please share giving credit www.thecrystalgateway.org
http://lightworkers.org/channeling/160374/isis-shares-june-2012
 

http://www.thecrystalgateway.org/
http://lightworkers.org/channeling/160374/isis-shares-june-2012


帰ってきたイシス

帰ってきたイシス
IsIs IS BACK! 
14 June 2011 - 12:11pm

スーザン・エルザ経由

Channeler: Susan Elsa 

親愛なる最愛の魂達、

Dear beloved Souls,

このとても特別な日に、わたしは皆さんに巨大な愛と光が皆さんの世界に現れているこ

とを宣言したいと思います。皆さんの祈りは聞き届けられています！

皆さんはわたしについての数多くの物語を耳にしてきました。そして数多くのメッセー

ジがわたしの名において伝えられてきました。わたし自身の外面的な人格が、非常に長

い間、何世代にも亘って矛盾する方法で示されてきました。皆さんはまだわたしを覚え

ていますか？

今、2012年に近付きながら、世界に対してわたし自身を明らかにする時が来ました。そ
れは、わたしは魔法、愛、そして再生の指導者として存在しているからです。

わたしはイシス、この世界に対する愛で満ち溢れたこころを備えています。わたしは女

性の純粋なエネルギーとして存在しています。古代エジプトの神秘の指導者です。

わたしの過去の初めの頃の人生はそれほど幸せなものではありませんでした－少なくと

もその道のりは終わりました。わたしは長い間、悲しみと嘆きで身動きが取れなくなり

、それを赦すことができませんでした。しかし、わたしは世の中のひとつひとつの魂

にとって重要な消息を手にしています。愛は永遠です。わたしはこのすべてを経験し、

それでもわたしが決してわたしの愛を失っていないことに気付きました。神は永遠で



あり、神が創り出した小さな物事ひとつひとつについても同じです。それは殊に愛にと

って意味があります。

親愛なる最愛の魂達、皆さんはすべて美しい！　そしてわたしは皆さんの、皆さんひと

りひとりの愛の力を信じています。皆さんの地球上の時間がどれほど困難に思えること

があろうとも、そうした出来事は、ただ文字通り表面的にそのように見えるだけです。

皆さん自身という存在すべてと伴に、愛の正当性を信じてください！　愛を信頼し、愛

を皆さんのもとに届け、自分を解き放ち、愛を解き放って。

愛の力は世界を癒すことができます。光と愛が、人類を愛に溢れた存在の新しい段階に

引き上げて、神を完全に信頼しますように。

神がどれほど皆さんのことを愛しているか憶えていますか？　遠い昔、皆さんは憶えて

いました。わたし達は古代の神秘の学び舎で、いつもその思い出し方を指導していま

した。それは皆さんの成長にとても役立つものであり、それ自体が、思い出し、取り

組み、解決し、癒すための、強力な癒しになっています。

わたしは今日、皆さんのこころの中心部に向い、皆さんが皆さん自身のために手にして

いる愛を感じることを皆さんに求めています。今、それを行ってください。わたしはわ

たし自身を愛しています。わたしは愛として存在しています。たとえ皆さんの想像の中

だけでも、皆さんが気に掛けているひとりひとりの人を、皆さんが大切にし、皆さんが

愛し、そしてその人々がどのような欠点があろうとも、皆さんが無条件の愛で赦してく

ださい。

そして大切なことを言い忘れていましたが、神に皆さんが神を愛していることを伝える

ことを忘れないでください。神を忘れないでください！

親愛なる最愛の魂達、わたしの祈りは皆さんに向けられています。

Dear beloved Souls, my Prayers are with you.

All material can be distributed with linking to: www.mystery-garden.com
http://lightworkers.org/channeling/133930/isis-back

http://lightworkers.org/channeling/133930/isis-back


翻訳： 森のくま (2011-06-16 20:03) 



寛容の力

寛容の力
The Power of For-Giving
20 August 2011 - 7:25am

スーザン・エルザ経由

Channeler: Susan Elsa

最愛なる神の魂達、

Dear beloved Souls of God.

今起っているとても重要な出来事を皆さんに伝えるために、わたしは再び現れています

。わたしはイシス、エジプトの女性です。言葉の淑女、女王イシス、母イシスです。わ

たしは千の名を持っていますが、その名はわたしとわたしの物語を理解するために、そ

して数多くの異なる文化のなかでそれを特定するために、長い時を経ながら創り出され

ました。

わたしが今日現れているのは、今まで皆さんの魂、皆さんのこころ、皆さんの心を傷付

けてきた誰に対しても、何事に対しても、皆さんが赦すことを支援するためです。赦す

ということは、単純に与える存在になること、また愛を与えることを意味しています。

霊的な安定性の重要性は、こうした圧倒的な変化の時代においてこころの底から理解す

るためにとても大切なものになります。わたしの親愛なる兄弟姉妹の皆さん、わたしは

皆さんが頭の混乱する時代を経験していることを認識しています。しかし、それは単な

るひとつの幻影です。混乱は存在せず、傷や痛みも存在せず、ただ愛と皆さんだけが存

在しています。皆さんの宇宙は、皆さんの周りを回っています。そして皆さんはどのよ

うな状況も乗り越え、変化奇跡的な方法であらゆる物事を変化させるだけの力を備えて

います。皆さんはその力を備えていて、そしてそれはいつもそうでした。まさに皆さん

の絶対的な自由意志を用いてください。



親愛なる皆さん、わたしは皆さんに伝えます。もしも皆さんが皆さん自身の中心点、皆

さんの核心となるこころの中に存在しているのであれば、皆さんは自動的に安定が取れ

ています。もしも皆さんが愛に、皆さんのこころの内面に宿っている愛に意識を集中し

ていれば、皆さんは自由です。もしも皆さんが皆さんに対する神の愛に没頭し、皆さん

の本来の姿を見付け出しているのでしたら、皆さんという存在を、愛を除いて何物も皆

さんに“触れる”ことはできないことを認識してください。

愛という存在感の中では怖れは存在することができません。怖れはひとつの幻影であり

、それは単純に“ほんとうは”存在しないものであり、魂の発達のためのひとつの学びの
手段です。

わたしはわたし自身の眼を通して、今後も誰も理解できない最も想像を絶する困難な課

題を経験してきました。わたしは皆さんのように物質的な身体の中で二元性を経験し、

わたしの課題を学んできました。時にはとても痛ましい思いを経験し、別の時はとても

美しい経験もしました。これが二元性です！

しかし結局、その目標は、外見上正反対のこうした2つのエネルギー、2つの経験、そし
て2つの視界を統合することです。皆さんの物質的な身体は、物質的な受肉をしている
間は皆さんが永遠に確認することができない幾つかの道の中に存在しています。

ひとつの身体が“亡くなる”時、実際に起っていることはゆっくりと粉々になることで
あり、他の世界に現れています。これが真の復活です。皆さんはいつも皆さんの本来の

姿として存在しています。空間と時間の中で皆さんのどの部分も失われていません。そ

れはただ変容しているだけです。

数多くの皆さんが数々の現代の物語の中で耳にし、また古代の物語や記憶の中で耳にし

てきたように、わたしは皆さんを支援するために戻る約束をしていました。

その理由は、太古の時代にわたしが行い、今日の著名な神秘学派達が行っているように

、皆さんが思い出すように支援をするためです。わたし達は、回想の技能についてわた

し達の兄弟姉妹達を教え、支援したいと思っています。そしてもしも皆さんが言葉の構

造を分析するなら、その構造が回想を伝えます。ですから、寸断されてきたものは統

合され、皆さんは思い出すことができます。



今皆さんがこうした言葉を読んで、皆さんにこれを納得できますか？これは古代エジプ

ト人の復活が目的にしていたもののすべてです。

この寸断を引き起こしたエネルギーは、わたしの個人的な事例では、わたし自身の兄弟

であるセツでした。彼は弱いこころも持っていました。彼自身の愛情溢れる素晴らしい

妻を持っていましたが、彼はわたしを自分のものにすることを望みました。わたしはオ

シリスを選びました。何故なら、わたしはオシリスを永遠に愛しているからです。オシ

リスはとても強靭で、見識を備えた魂であり、そしてとても勇敢でした。オシリス・ア

ンネファーはエジプトの人々に穀物を育てる方法、敬意と親切に満ちた人生を送ること

を教え、わたしと伴にエジプトに光の王国を建設する支援を行っていました。エジプト

のすべての人々は彼をこころから愛していました。

セツは、オシリスの隣で“肩身が狭く”思っていました。彼はまるで、わたし達がかつて
純真な子供だった時に自分の兄を見上げ、兄に憧れる小さな弟のようなものでした。あ

る時点で、セツは怖れやそれに付随するあらゆる物事という幻影に陥りました。嫉妬、

憎悪、そして闇です。

その幻影によって、オシリスの物質的な身体を“殺す”ことによって、定められた場所か
ら自分を移動させ、自分自身でそれを引き継ぎ、オシリスのようになることができると

セツは信じてしまいました。愛と尊敬と称賛を受けることができる、と。

彼は単純に愛されることを望んだのです。

彼の行動を通して、彼はわたしの魂に深い傷をもたらしました。わたしは数多くの生涯

を通して、そして事実上、皆さんの地球上の時間軸で数千年もの間、ある深い悲しみを

癒す必要がありました。

そしてその愛は永遠であり、そして究極の神の真実の中でその幻影は“実際に”起ってい
いないことを皆さんが理解する時、皆さんは、彼は決して実際に決してオシリスを“殺
して”いなかったという結論に達します。オシリスは、わたしが今も、そして将来もい
つも存在しているように、今もそして未来もいつも存在しています。生命は永遠に続い

ています。



ですから、わたしは愛という名の下に、わたしの個人的な経験を皆さんと共有してい

ます。そして今日、この素晴らしい特別な日に、わたしは赦していることを皆さんに伝

えています。

わたしの最愛なる魂達、今、もはや皆さんに役立たないすべての物事を手放してくだ

さい。それを忘れてください！

わたしは皆さんを、わたしの兄弟を赦します。わたしは皆さんが愛と癒しを経験するこ

とを望んでいます。わたしは最後の癒しの涙の中に皆さんを導きます。わたしたちが深

く配慮していることはひとつだけであり、それは何時も愛なのです。わたしの親愛なる

皆さん、大胆に愛し、愛されてください。個人的に必要とするだけ何度でも、皆さん自

身に伝えてください。わたしは愛されています、わたしは愛です、わたしは愛されてい

ます、わたしは純粋な愛です、と。

それぞれの魂が、寛容な回想を促す方法で、無条件に愛を受け入れますように。

わたしはイシス、そして皆さんの地球の次元領域が愛の中で癒されるために、皆さんす

べてにわたしの愛と光を送ります。

This Message can be distributed with Credit to Susan Elsa for the Channeled Work: www.mystery-
garden.com

http://lightworkers.org/channeling/139268/isis-power-giving

翻訳： 森のくま (2011-08-26 19:44) 

http://lightworkers.org/channeling/139268/isis-power-giving


イシス、わたし達すべての内部の女性エネルギーについて語る

イシス、わたし達すべての内部の女性エネルギ

ーについて語る
Isis speaks of the Feminine Energy in all of us
13 July 2011 - 7:29pm

ジュリー・ミラー経由

Channeler: Julie Miller

Isis speaks of the Feminine Energy in all of us
Channeled: Julie Miller
July 13, 2011

わたしの美しい子供達、ようこそ！　わたし、イシスはこの子を通してもう一度話しを

しています。こうして話す機会が持てるたびに、わたしはいつも楽しい気持ちになり

ます。

親愛なる皆さん、今日、わたしはすべての皆さんの内部に存在する女性エネルギーにつ

いて説明したいと思います。男性であれ女性であれ、それぞれの人格の中に女性的なエ

ネルギーが横たわっています。皆さんすべてが男性と女性両方のエネルギーを携えて

いて、安定した状態を維持するためには両方のエネルギーが必要になっています。数多

くの皆さんが、特に男性の皆さんが、自分達の女性的なエネルギーを否定します。彼ら

は男らしさを発揮するか、世界に対して男らしく存在することを望んでいます。とても

感受性の強い人は、その装いを通してそれを確認することができます。世界中には、外

見から判断するとまったく女性的ではなく、誰よりも男性らしく取り繕っている数多く

の女性が存在しています。すべての皆さんにとって、皆さんという存在のすべてを受け

止め、受け入れることが大切です。

わたし達すべては、創造において女性が大きな役割を演じていることを認識してい



ます。そうです、生命の種子を提供するのは男性ですが、しかしその種子を育み、成長

させて生命にするのはわたし達の身体、女性の身体です。これは実際にすべてがほんと

うに素晴らしいことです。この小さな両親の複製が育つにつれて、その身体の内部では

女性と男性のエネルギーが育ちます。すぐに誕生を迎えるこの小さな創造は、それぞれ

の世代で同じように、より良い未来のための希望になります。

親愛なる子供達、希望は皆さんの人生にのひとつの重要な側面です。皆さんは毎日目

覚め、皆さんは希望がその生命の中にはいることを許します。親愛なる皆さん、皆さん

すべてがとても貴重な存在です。皆さん自身の女性的な側面を受け入れることは、皆さ

ん自身に、皆さんの内面の自己に目覚めるための重要な足掛かりになります。

男性と女性両方が、皆さんの女性としての側面を構成している新しい発想、思いやり、

愛、そして数多くの他の素晴らしい側面を育成し、創造し、出産する能力を備えてい

ます。親愛なる皆さん、さらに数多くの若い男性が、今までよりも感性と感情に敏感

になっていることに皆さんは気付いていますか？　性別を問わず数多く若い人々が、他

の人々に対して簡単に思いやりと愛を明らかにしていることを、皆さんは気付いていま

すか？　彼らは自分達のこの女性的な側面が、その日々の人生を通して、またその中で

輝くことを既に許しています。これを確認することは素晴らしいことです。そしてそれ

はすべての皆さんに対してさらに温かい未来への約束を維持しています。

わたしが今交信者として使用しているこの子は、彼女が住んでいる都市の中の先住民女

性センターで教えていました。彼女は内面の女神とその女神がわたし達を損なってきた

姿についてのある意見を受け取りました。彼女は、今まで決してこの言葉を耳にしてこ

なかった人々、あるいはわたしのことを耳にしたことがない人々に対する主題にあっけ

なく取り組みました。今現在存命しているかどうかにかかわらず、ありとあらゆる女

性は、その内面にひとりの女神を携えています。こうした女性は自分達が生命の担い手

であることを、自分達がその家族の屋台骨であることを忘れていました。彼女達は、そ

の子供達が誕生すると直ぐに子供達を教え始める存在です。数多くの女性達が男性の成

功の後ろの沈黙した存在になっていますが、しかし女性達は自分達がどれほど強い存在

であるかを認識する必要があります。親愛なる皆さん、すべての皆さんの内面の女神は

、もっと頻繁に輝くことを必要としています。皆さんは、皆さんの世界の歴史を通して

、女性がどれほど貢献してきたか、そしてどれほど大きな足跡を残してきたか、読んで

理解し、学ぶことができます。この子は、女性達が既に認識しているものを女性達に思



い出させる必要があり、そしてこの子は、ある女性達が自分達の内部の女神を確認する

ことを勇気付けてきた‘自分という存在のための確言’を教えました。

親愛なる皆さん、少し時間を取って、皆さんの内部に存在している女神を受け入れてく

ださい。女神はそこに存在し、そしてそれは美しい女神です。皆さんの内面の女神はと

ても力に溢れています。女神は愛を与えることも受けることもでき、慈悲深く、思いや

りに溢れています。皆さんの女神はとても数多くの美しい資質を備えていて、それは輝

くことを、自由になることを待ち望んでいます。親愛なる皆さん、皆さんは化粧をし

たり、あるいはその一番綺麗で素晴らしい衣服で着飾ったりする必要はなく、ただ皆さ

ん自身を信じることが必要になるだけです。そして男性がその感受性を高めて、この側

面をさらに明らかにすることは素晴らしいことです。

親愛なる皆さん、もしも皆さんがこのことについて支援を必要とするのであれば、わた

しはいつもここに存在しています。皆さんがその女神を外に連れ出すとき、わたしは喜

んで皆さんと伴に歩むことになるでしょう。皆さんがどれほど遠くまで歩んできたか、

皆さんの強さ、そしてその道筋の沿って積み重ねてきた資質を良く考える時間を取って

ください。親愛なる皆さん、皆さん自身についてできる限り多くのことを学んでくだ

さい。皆さんという存在のすべてを受け止め、成長してください。皆さんにはすべき

こと、そしてなるべきものがたくさんあります。わたしはその道のそれぞれの段階で皆

さんに注目することを楽しみにしています。

そしてその通りに、イシス

and so it is, Isis

http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

翻訳： 森のくま (2011-07-15 20:15) 
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Isis speaks about maintaining balance
Channeler: Julie Miller August 11, 2011

この素晴らしい地球のかけがえのない子供達に祝福を。わたしがこの親愛なる交信者の

ような媒体を通して皆さんと話ができることはとても喜ばしく思います。

皆さん自身のようなこれほど数多くの素晴らしい魂達が、すべての創造の根源と一体

になるための旅をしています。それはなんと素晴らしい旅でしょう。これほど数多くの

挑戦や必須の事柄が経験的な知識を必要としていました。皆さんの課題が皆さんを鍛え

、皆さんを導くために役立っています。それは皆さんが前進し、より多くの選択をする

ように皆さんを導いています。皆さんの課題は、皆さん自身がより多く学ぶために皆さ

んを導いています。

時に、それは困難なように思われますが、しかしそれでも皆さん自身の内面が安定した

状態に留まることが重要になります。親愛なる皆さん、ひとつの困難な課題からもたら

される反応に怒りを覚えることは、実際に役に立ちません。また皆さんが自己憐憫に導

く方法や害を引き起こすやり方で行動することを許さない限り、安定した状態を保つこ

とは良いことです。親愛なる皆さん、最も耐え難い時期の間は深呼吸が必要になるでし

ょう。親愛なる子供達、その上で瞑想を行うこともまた、精神、身体、そして魂を鎮め

るために役立つことになるでしょう。

皆さんが克服した課題から、皆さんは皆さん自身について、皆さんの周りの世界につ



いて、そして世界の一部として存在している人々について、その数多くの知識や叡智を

獲得します。皆さんは皆さんの道筋の途中でより多くの領域に接触しているため、皆さ

んは皆さん自身について学んだものをその旅の途中で利用することができます。皆さ

んは、皆さん自身の経験から、断定的な判断をしない方法で他の人々を導き、支援する

ことができるようになるでしょう。親愛なる皆さん、その旅の途中で皆さんの断定的な

判断と思い込みを減らし、根源と一体になることが重要になります。皆さん、神、根源

、あるいは創造主は断定的な判断はしません。彼は皆さんすべてを愛しています。すべ

ての創造の権現がその無条件の愛を送らない子供はひとりもいません。

皆さんという存在のすべてを安定させる一方で、皆さんはより調和的な生活方法に気付

くようになるでしょう。またその理由は、皆さんは皆さんのこころで生き抜いて、皆さ

んの人生の中に存在している人々を愛しているからです。皆さんは既に皆さんの本来の

姿を受け入れていて、皆さんは皆さん自身を愛しています。

皆さんすべてがこの安定を維持するために必要となる資質を備えています。親愛なる皆

さん、皆さんが安定させているものは、皆さんの女性的なエネルギーと伴にその男性的

なエネルギーです。そして、両方のすべてが必要になります。親愛なる皆さん、皆さん

自身に気付いてください。もしも皆さんの内面で安定を欠いている領域が存在してい

れば、皆さんは皆さん自身を誰よりも良く認識しているため、皆さんはそのありのまま

の姿を発見することになるでしょう。皆さんの旅のこの部分に着手する時、皆さん自身

を信頼してください。皆さんの直観を信頼してください。皆さんがさらに安定するにつ

れて、皆さんの自然な直観がさらに強くなり、皆さんはさらに自信を持って直観を使う

ようになるでしょう。

皆さんは前進し、継続的に皆さんを皆さんという存在にしているものを学んでいる時、

皆さんはまるで自分が生まれ変わったかのように感じるかもしれません。この理由は、

皆さんが古い影響力を、あるいは、古い対処方法を手放すことを学び、そして既に、よ

り完全に皆さんと共鳴するさらに効果的な方法を採用しているからです。この旅の上の

皆さんの努力の傾倒の具合に左右されますが、皆さんは以前よりもまるでこれから自分

があたらしい自分に生れ変るように感じている自分に気付く可能性があります。蛇が脱

皮するように、皆さんは可能であれば何時でも、古い方法を脱ぎ捨てて新しい方法を身

に付けるようになるでしょう。



親愛なる子供達、もしも皆さんがわたしの愛情溢れる支援を必要としているなら、わた

しはいつも近くに存在していることを認識してください。皆さんのこころの純粋な愛で

、躊躇うことなく、わたしに呼び掛けてください。そしてわたしは、この最も困難であ

りながらそれでも楽しむこともできる皆さんの人生の状況に応じて、皆さんを導き、支

援し、そして慰めるために支援をすることになるでしょう。わたしは、わたし自身の最

も純粋な無条件の愛の輝きを皆さんすべてに注いでいます。皆さんはどれほど愛されて

いるかを認識しながら皆さんの日常生活を続け、皆さんの人生の中でその愛を人々にま

た戻してください。

そしてその通りに、イシス、ジュリー・ミラー経由

And so it is Isis through Julie Miller

http://lightworkers.org/channeling/138580/isis-speaks-about-maintaining-balance

翻訳： 森のくま (2011-08-22 20:35)
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わたしの美しい子供達、今目撃されているものは、これほど数多くの人々が、人生を特定のひと

つの方法で生るために物事を経験することを望みながら、それにもかかわらず、その物事がそう

意図される時に現れることを忍耐強く待つ代わりに、皆さんがそれを大至急に望む姿です。皆さ

んは、ひとつの“即席社会”で暮らし、そしてほとんど努力せずに特定の望みの物事を手に入れるこ
とができる利便性によって、頻繁に攪乱されます。皆さんの現在の時代の間でさえ、内面からの

構築に対してほとんど努力が与えられない理由は、何かを築き上げることは努力と掘り下げを意

味し、時に皆さんは、何か醜悪なものを明らかにするかもしれず、あるいは皆さんは少し汚れる

かもしれないからです。

 
わたしの美しい子供達、実際のところ、皆さんが皆さんの人生に対して望む美しいすべての物事

はまた、真実に基づいた皆さんの内面の自己の構築を含みます。皆さんが行っているものに対す

る叡智と愛であり、皆さん自身のための愛と、他のすべての親愛なる魂達に対する愛であり、た

とえそれが単なるひとつの短い交際であるとしても、それは人生の一部です。皆さんが明らかな

ことを確認することをのぞむひとつの人生を築くためには、皆さんは皆さんの基礎に取り組み、

深く掘り下げる準備を整え、今まで埋もれてきたこれほど数多くの混乱の原因を探ることが必要

になります。皆さんは、皆さんの真実から隠されたままで留まるように運命付けられていません

。そしてまた皆さんは、皆さんの正真正銘の自己から表現しないで生きるようにも、運命付けら

れていません。

 
わたし達は、皆さんが皆さんの人生の外側だけに取り組むことを好むことは、認識しています。

しかしそれは、皆さんの本当のありのままの姿ではありません。皆さんがなることができるすべ

てになるためには、また皆さんは、その困難な事柄に取り組むことが必要になります。わたし



達は、内面の努力が長い時間を必要とすることを認識しています。何故なら、解明するこれほど

沢山の物事があり、そして皆さんの内面の何かが皆さん自身の真実に余りにも近付く時に、ひと

つの壁または避難場所を創り出すこともまた、かなり簡単になるからです。しかしわたし達は、

皆さんがそういった真実に立ち向かい、それから学び、それが深い叡智で、皆さんをさらに深く

発達させることを望みます。その叡智は、他の数々の難題が現れる時に利用することができ、今

後利用することになるものであり、そして皆さんは、それがそうなることを認識しています。人

生は数々の難題に溢れています。それは、皆さんが進路の上に留まり、皆さんがどれほど皆さん

自身の目標と一般の人生に意識を集中するかを決断するように働きかける、難題です。どれほど

数多くの人々が皆さんに目を向けるようになるかを確認しようとして、群衆を喜ばせることに取

り組まないでください。真実と誠意で皆さんの内面の自己を高めることに取り組み、皆さんの叡

智に気付き、それを探索して、皆さんが意図したように皆さんの正真正銘の美しい自己から生

きる、歓びに溢れた自由な状態になってください。

 
皆さんが皆さんの基礎を築き始める時、その構築は目先のものになることはないでしょう。皆さ

んの基礎が堅牢なものになるためには、それは沢山の訓練と皆さんからの努力が必要になるでし

ょう。そして一度皆さんの基礎が築かれてしまえば、皆さんが変わり進化するにつれて、皆さん

の考え、信念、そして視点も変わるため、将来において、皆さんが皆さんの基礎を再構築しなけ

ればならなくなる可能性がある時期が訪れることになるでしょう。数々の困難な状況に直面す

る時、外部ではそれがどれほど悲惨なものに見える可能性があるかということは、大した違いは

なく、その違いが出るのは内面に関することであり、皆さんは耐える強さを持ち、しかも皆さん

はその状況の到来によって脅威を感じていないことを、認識してください。

 
皆さんの数多くの報道媒体の一部は、数々の陥没穴について話してきました。もしも一本の道路

または実際のひとつの建物がひとつの陥没穴を持つなら、それが皆さんにも起こっている姿を、

思い描いてください。ひとつの瞬間に、皆さんは冷たい爽やかな朝の空気を楽しんでいて、次の

瞬間に、皆さんは確信が持てない状況を進んでいて、これほど沢山の絶望を創り出す苛立ちまた

は悲しみに襲われている皆さん自身に気付きます。そして皆さんの基礎の残りのすべては、瓦礫

の中にあります。時に人生は、当たり前のことだと見做され、数多くの人々はその人々が経験す

るものに感謝せず、その人々の内面の自己を向上させるために熱心に努力しません。そして世界

が予期せぬ数々の出来事と伴に現れる時、あらゆる物事は、逆さまに進みます。しかし埃が落ち

着き、脅えた精神に対して明晰さがその復帰を歓迎されると、その個人は、彼または彼女の数々

の問題点を認めることができて、その人々自身とその人々の人生の再構築にゆっくりと取組始め

ます。それにもかかわらず、もしもその人々がひとつの強力な基礎をもっていたとすれば、その

再構築はそれほど劇的なものまたは難しいものにはなっていないでしょう。

 
皆さんの基礎を築くための時間を取って、それを急がないでください。何故なら、わたし達はす

べて、大急ぎで行われた努力で起こる物事、見逃されたもの、そしてその後にさらに多くの問題



が現れる状況を、既に確認しているからです。それぞれの段階を正しく、充分な配慮と意図で行

うことは、いつもより良いものになります。皆さんは、皆さんが既にその扉を閉じた可能性があ

る場所、皆さん以外に誰も認識しない場所に入って行く勇気が必要になるでしょう。そして皆さ

ん基礎が出来上がり、固定されている時、内面のすべての動揺は、既に対処が施されています。

もしも皆さんが、数々の問題点を封じ込めたままにして対処しないとすれば、その問題点は皆さ

んの成長を妨げ続けることになり、そして皆さんはカルマの否定的な側面を引き寄せ続けること

になるでしょう。皆さんの基礎を、ひとつの不安定な環境の内部に築かないでください。何故

なら、どのような瞬間でも、何かが皆さんの人生に入り込み、そのすべてを破滅へと引き摺り降

ろすことになるからです。

 
時間は皆さんの協力者であり、仲間であり、決して皆さんの敵ではありません。そして時間の

中で、すべての物事は結実を迎えます。皆さんの表層の外見によって攪乱されないでください。

もしも皆さんが内面の自己を自覚しないままでいるなら、それは底に留まって数々の問題を創り

出す可能性があるものです。人は自分達の基礎をどのように築き始めるのか、皆さんは疑問に思

います。さて、わたしの美しい子供達、それはひとつの計画から始めます。皆さんが望むものを

認識すること、ひとつの疑いも持たずに皆さんの価値観になっているものを認識すること、皆さ

んの真実を積極的に明らかにすること、何らかの弱さを高上の機会として受け止めること、等々

です。一度皆さんが、皆さんが確かめるために調べる数々のチェックポイントを含む皆さんの計

画を確立してしまえば、すべてが機能して皆さんが思い巡らしてきた方向へ進み、その結果、懸

命な努力が始まります。

 
ひとつの計画も持たずに皆さんの基礎を築くことは、皆さんが行うべきこと、向かうべき場所と

その理由を認識しようとはしないため、おそらくただ皆さんの基礎を即座に停止させるだけにな

るでしょう。一度皆さんが皆さんの基礎の構築に必要なあらゆる段階を承認してしまえば、その

結果皆さんは、その底面つまり最初から始めて、表面に向けて努力します。わたしの美しい子

供達、これは、皆さんが実際に皆さん自身に向けて深く降りて行き、余りにも長い間埋められた

ままになっていたすべてを一掃して綺麗にすることが、必要になります。この皆さんの発達と

成長、皆さんの基礎の構築の過程は、皆さん以外の他のどのような人々によっても行われること

は不可能です。皆さんは、皆さん自身の掘り下げ、皆さん自身の内面の一掃を行うことが必要

です。言うまでもなく皆さんは、支援と導きのために任意の神格を持つことになりますが、しか

し彼らでさえ、大きくなり過ぎた蜘蛛の巣を取り除くことはできません。

 
皆さんが気付いているものに皆さんが苦闘する時が訪れることになるでしょう。皆さんは泣くか

もしれず、叫ぶかもしれませんが、しかしすべての苦闘を通して、また皆さんは埋もれていたそ

の状況の真実を明らかにしています。そして皆さんは、皆さんの真実に向かい続けていると、ま

たこの内面の苦闘は、皆さんが激化を通して上昇してそこから抜け出す際に役立ち、そして皆さ

んの基礎を強化する支援をすることになるでしょう。今後皆さんの構造を強化するのは、ロボッ



トのような段階を通して行われた皆さんの基礎の構築ではなく、その道の途中で皆さんが直面し

克服する数々の問題点であり、それが皆さんに最も大いなる強さを提供することになるでしょう

。わたしの美しい子供達、皆さんが数々の困難を通り抜けるその過程が、皆さんを乗り越えさせ

、皆さんの基礎に強さを加えます。今は、皆さんのありのままの姿を学び、そして皆さんが皆さ

んの本当の正真正銘の自己を避けるのに忙しすぎたため、皆さんが自覚してこなかった可能性が

ある物事を学ぶ、素晴らしい時です。数々の障害物と闘うことなく、それが現れるようにして、

配慮と感謝でそれに取り組んでください。何故なら、それぞれの歩みの中で、皆さんは別の本質

的な断片を皆さんの基礎に注ぎ込み、それを今までよりもさらに強くするからです。

 
皆さんの基礎の外側は、皆さんが飾り立てることが最もすきなものであり、それは数多くの人々

が確認して大喜びすることを皆さんが望むものですが、それにもかかわらず、皆さんの表層から

眺められるものは、皆さんの内面の自己修復することも、皆さんの内面で拡大しているどのよう

な陥没穴も元通りにすることもできません。何故なら皆さんは余りに怖れすぎて、皆さん自身の

自己の未知なる部分に入ることができないからです。もしも皆さんが事実通り皆さん自身に穏や

かで、皆さんが完全に人生に満足していという理由から、皆さんが必要とするものまたは望むも

のが何もないことを認識するなら、その時は、おそらく群衆を引き付ける必要はなく、皆さんは

、人々が皆さんに同情する必要もなく、脚光を浴びる必要もなくなるでしょう。わたしの美しい

子供達、皆さんの内面の力に気付くことが重要であり、そして皆さんは、皆さんの仲間の聴衆を

喜ばすために誇張された真実を吐き出すかなりの壁を築き上げることによって、これに気付くこ

とはありません。皆さんは、卑下、拒絶、そして威嚇さえも克服する皆さんの能力によって、皆

さんの内面の力に気付きます。そして、皆さんが皆さんの意欲に気付き、そして皆さんを前進さ

せるものがこの意欲であることを自覚するのは、こうした障害物を克服する過程の範囲のこと

です。わたしの美しい皆さん、これが皆さんの人生であり、皆さんの人生を皆さん自身の偽りの

変型の上に築かないでください。その代わりに、探索し、学び、そして認識するために時間が

かかった皆さん自身の内面の真実に由来する、皆さん自身の内面の叡智に基づいた皆さんの人

生を、築いてください。

 
皆さんが皆さんの基礎の構築を完了する前に、皆さんは、取り残されているいつまでも残る残骸

がないことを、確かめることが必要になります。頑丈で強くはないすべての物事が配慮されるこ

とを、確かめてください。そしてこれは、支援しない人々を手放して、仕事を移るか変えるこ

とを、あっけなく意味する可能性があります。皆さんが新鮮な他の何処かで始めることを望むか

もしれない理由は、皆さんがその新たに築かれた基礎の範囲から生きることに近付くにつれて、

皆さん自身が再生に向かい、数多くの人々が、新しい何処かで新しく始めることがより良いこと

に気付くからです。しかしこれは、数多くの理由から、いつも事実という訳ではありません。ま

さに今、皆さんの人生の中で、掘り出され、取り除かれ、あるいは変えられることが必要な何ら

かの領域はあるでしょうか？　皆さんは、どのようにして、皆さんが持つその基礎の修復を始め

ることができますか？　皆さんは明日ではなく、今始めます。何故なら明日は、皆さんに約束さ



れていないからです。

 
皆さん自身でひとつの強く頑丈な基礎を築くために皆さんが創り出した、皆さんの計画の一部で

あるそれぞれの歩みの間、皆さんの数々の怖れを掘り下げて乗り越えて、皆さんの不安感を克服

する方法を学び、そして皆さんの数々の限界と皆さんが正しいと把握したものに関して皆さんが

皆さん自身について感じる姿と折り合いを付けた後で、皆さんは皆さん自身を愛する方法を、学

ぶことになるでしょう。そしてもしも偶然に皆さんがひとつの曲がり角の中でどの方向に向かう

のか不明な皆さん自身に気付くなら、皆さんによって愛でひとつずつ築き上げられた頑丈な強さ

があり、皆さんはこの強さのおかげでどのような難題も通り抜けるようになることを、皆さんの

内面の奥深くで、認識してください。皆さんの基礎の創造に対して、近道はありません。皆さん

はそれぞれの部分、それぞれの段階を進み、それぞれの苦闘、それぞれの困難、そして埋められ

て放置されたままそこで見捨てられている他のすべてのものを引き受けることが、必要になり

ます。しかし、皆さんが埋め、腐敗していたものは、醜悪なものではありませんでした。それは

皆さんだったものであり、そして皆さんはその腐敗を一掃することができます。

 
わたしの美しい子供達、諦めることなく、掘り下げ続けて、皆さんが今まで目を背けてきた皆さ

ん自身の信じ難いすべての物事を、明らかにし続けてください。堂々と立ち、断固とした態度を

示して、皆さんのその部分、皆さんのすべての懸命の作業と努力を止めさせるようとしてきた小

さな自我の自己を放棄して、皆さん自身が皆さんになり、皆さんのすべての栄光と壮麗さの中で

皆さんの真の自己になることを、許してください。皆さんは皆さんの繊細な気質を掘り下げて乗

り越えることになるでしょう。そして皆さんは、皆さんがその余地がないと考えた場所に強さと

勇気を提供することになるでしょう。また皆さんは、皆さんの基礎の強さのおかげで、皆さんが

今まで計画してきた人生を、皆さん自身に与えるようになるでしょう。その基礎はそこで、皆さ

んに相応しい皆さんの人生... 穏やかさ、愛、そして幸せに溢れたひとつの人生の数々の夢を、維
持しています。

 
わたし達がこの伝達を終える準備として、わたしが現れてもう一度この交信者を通して話すこと

を許していることに対して、わたしは彼女に感謝を捧げたいと思います。皆さんの前にあるその

日に対して、感謝を捧げることにしましょう。受け入れて喜ぶ新しい始まりに溢れた新しい

一日... 皆さんお内面の自己の構築と、皆さんという存在のすべての中で皆さんがなることができ
る最高の皆さんになることに取り組み続ける、新しい一日です。

 
わたしはイシス、ジュリー・ミラー経由

I AM Isis through Julie Miller

 
http://lightworkers.org/channeling/196419/giving-strength-your-foundation



女神イシスによって一体になる

女神イシスによって一体になる
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ナタリー・シアン・グラッソン

Channeler: Natalie Sian Glasson
 
Identify by Goddess Isis
Channnelled through Natalie Glasson 21/10/12
 
 
わたしは愛で柔和に皆さんに近付き、神聖なる女性の母なる女神のエネルギーに属する

わたしの愛に溢れるエネルギーで、皆さんという存在のまわりを完全に包み込んでい

ます。その女神と神聖なる母の聖なる女性エネルギーは、創造主の心臓のチャクラの

創造的で思いやり深く愛に溢れた側面であり、そのためその振動はこれほど純粋であり

、それは大幅に癒し、活力を呼び戻す、心地良い振動です。現時点で皆さんの成長と人

類の次元上昇を支援するために、皆さんはその最も深い愛と伴に、それがどのような姿

で現れていようとも、心臓のチャクラと創造主の女性の振動を求めることが必要なこ

とを、わたしは皆さんに伝えます。任意の不安、困難、緊張、そして不要なエネルギー

を解消して、皆さんの旅が大幅な容易さで流れ、創造主の真実との大きな結び付きが広

がることを許すために、ひとりひとりの皆さんが、女神のエネルギーからの深く愛に溢

れた抱擁を必要としていると、わたしは感じています。わたしは皆さんを深く抱きし

めて、わたしの光が皆さんという存在を通して進むことを許し、皆さんのエネルギーに

運び入れて内部から女神の光の存在感を活性化するため、どうか、わたしのエネルギー

を受け入れてください。

 
この瞬間に生み出されている大きな自由の感覚と伴に、これほど数多くの実現、挑戦、

混乱、幻影、執着、そして自我が解き放たれていますが、しかしこれは、皆さんがその

上を歩む基盤を揺り動かすように見えるかもしれません。わたし、女神イシスと女神の

集団全体は、皆さんが不完全な幻影を超えて理解し、皆さんがそれをその存在の内部で



維持し、いつも皆さんに流れている豊富な愛を受け入れることができるように、現時点

で不安、心細さと疑念を解消しながら、皆さんを支援するためにここにいます。現時点

で皆さんの愛は皆さんの力と強さであり、そしてわたし達の存在感で、皆さんは、わた

し達や皆さん自身が皆さんという存在の内部で皆さんが維持する愛を拡大し、したがっ

て皆さんが保有する力と強さを強化することを許し続けています。皆さんという存在の

内部のすべての愛を拡大することを目指してわたし達女神のエネルギーが皆さんのエネ

ルギーとこれほど緊密に連携しているため、これが皆さんに対して、皆さんがまさにこ

の瞬間にあらゆる物事を達成する能力を持つことを象徴します。時に皆さんが疑念、

不安、または心細さに気付き、あるいはそれに意識を集中する時、たとえそれが最も小

さな割合であっても、その時皆さんは、皆さん自身で皆さんの力強い愛のエネルギーと

存在の拡大を否定し始めています。

 
わたし達はすべて、特に12-12-12と2012年12月21日とそれ以降に至るこの期間、地球と
内部の次元領域上で経験され続けている時間の重要性を理解します。一部の人々のとっ

てこの重要性は、その内部で一部の個人に対して大きな緊張と圧力を引き起こしている

、ひとつの非常ベルのようなものです。わたし達は皆さんがこの時期を楽しむことを望

んでいて、そしてわたし達は、なるべきだまたはなってはならない、というすべての不

要な不安を解消するためにいまここに存在することを、わたし達は皆さんに伝えます。

別の人々は、自分達の現実性から自分達の精神を引き寄せて、さらに大きな目的と焦点

を持った前方の使命に向けるために、ひとつのささやかな目覚めの呼び掛けを必要とし

ています。わたし達は皆さんのために、皆さんが皆さんの霊的な実践を楽しみ、皆さん

の物質的な現実性はこれほど多くの皆さんの精神からの配慮を必要とせず、しかし皆さ

んの存在全体と現実性は皆さんの拡大する絶えず愛に溢れるこころからのさらに大きな

配慮を必要としていることを、皆さんが自覚することを求めます。地球上のあらゆる個

人の経験は、その人々に固有のものですが、しかし皆さんが学びのための経験として現

れるその外見をはぎ取る時、皆さんはすべて現時点でひとつの類似した成長の過程を経

験していることを、皆さんは自覚しているかもしれません。創造主の宇宙と数々の側面

のすべては、皆さんという存在の内部の極端な加速と伴に、ひとつの純化と増幅を経験

し続けている、と皆さんは言うことができるかもしれません。その経験が、現在の皆さ

んの姿、皆さんが行っていること、そして皆さんが特定の執着を持つ理由に、皆さんが

疑問を抱くように促します。この段階は、まるで皆さん自身または現実性に対してもは

やどのような意味または構造を持っていないようなひとつの感覚を伴う、少々孤独で混

乱を覚えるように見えるかもしれません。もしも皆さんが次元上昇のこの段階にあれば



、その時わたし達はもう一度皆さんの周りのわたし達の存在感を皆さんに気付かせて、

皆さんがわたし、女神イシスか女神の集団を求めて、ひとつの深い浄化と皆さんのため

の真実の自覚として、わたし達の愛の中で皆さんという存在のあらゆる側面を受け入れ

るように勧めます。女神の愛は、皆さんがそれを経験し、皆さんという存在に完全に根

付かせるために、今ここに存在します。皆さんという存在の内部のその存在感は、皆さ

んの内部から花開くために現時点で必要とされている、その強さと安全を許すことにな

るでしょう。

 
わたしが次元上昇のこの段階で重要だと考え、そしてより深い思索が必要な言葉は、‘
一体になる’です。
 
“わたしがわたし自身を地球上のひとりの存在として眺め、観察する時、わたしは何と
一体になるのか？”
 
“わたしはわたしの現実性を眺める時、何と一体になるのか？”
 
“わたしが創造主を眺める時、わたしは何と一体になるのか？”
 
こうした質問は皆さん自身に尋ねる主要な質問ですが、しかしそれが、皆さんの真実の

さらに深い理解と同時に、今の皆さんの姿として皆さん自身のさらに大きな認識をもた

らすことになるでしょう。何かと一体になることは、その対象を分類し、説明し、関連

付け、結び付け、そしてそれに意識を集中することです。また、皆さんは異なる応答に

気付くかもしれず、そのため、まず皆さんの精神で答え、次に皆さんのこころで答える

質問を尋ねることが必要になります。皆さんが現時点で一体になっているものは皆さん

という存在の真実ではなく、幻影として描写される執着、エネルギー、理解なのかもし

れないことを自覚することが重要です。何故ならそれは、皆さんの自覚的意識の成長、

拡大を限定し、皆さんと言う存在と創造主の真実との皆さんの結び付きを妨げ続けてい

るからです。精神が幻影から生じた可能性がある数々の側面と一体になり、しかしここ

ろが愛とさらに大きな穏やかさの感覚から生じたさらに真実に溢れるひとつの答えを提

供するようになることが、頻繁に起ります。もしも皆さんが、この段階で皆さんのここ

ろが動揺さえ経験し続けていることに気付くなら、その時はどうか、皆さんのためにそ

の質問に答えるように皆さんの魂に求めてください。たとえ皆さんが、単純に皆さん自

身に対して大声でそれを尋ねることによって理解についての明確な答えを得ることがで



きず、その答えと明晰さは神聖なる時機に形成されるようになることを認識していると

しても、皆さんが一日中一体になる物事を皆さんが自覚すること許す、その皆さんの現

実性に焦点を合わせてください。例えば、皆さんはその大部分が皆さんという存在の愛

と至福と一体になっていることをもしも皆さんが気付くなら、その時は単純な認識が皆

さんの自己の信念を促進して、皆さんのすべての経験を増幅することになるでしょう。

 
今日皆さんにこの手段を提示して、皆さんを‘一体になる’という言葉のように変えると
いう最も大きな目的は、その大部分が、数々の不要な信念、理解、習慣、そして妨げ

となっている考えを根絶することです。わたし達はこれを皆さんという存在のひとつの

純化として認識することができるかもしれませんが、しかし‘一体になる’という言葉は
、皆さんが皆さんのエネルギーと皆さんという存在の内部の創造主の存在感を拡大する

ことを許します。おらくこうした数々の質問は、皆さんを発見する手段になる可能性が

あります。

 
“わたしはわたし自信を創造主として、そしてわたしの創造主との関係の中で、一体に
なることができるのだろうか？わたしは創造主として、そしてわたしの創造主との関

係の中で、わたし自信を認識し、説明し、関連付け、結び付け、そして意識を集中する

ことができるのだろうか？”
 
“わたしはどのようにすれば、創造主として、そしてわたしの創造主との関係の中で、
わたし自身と一体になるのか？ わたしはどのようにして、創造主として、そしてわた
しの創造主との関係の中で、わたし自身を認識し、説明し、関連付け、結び付き、そし

て意識を集中するのか？”
 
こうした数々の質問が意思決定において皆さんを支援しようとしているため、ご存知の

ように、皆さん自身を地球上に転生した創造主として認識し、あるいは理解し、そして

、皆さんは永遠に絶えず流れている創造主との強烈に深いひとつの結び付きを持ってい

ることを自覚してください。わたしは、皆さんを制限し、皆さんは創造主のエネルギー

を保有せず、深く流れているあらゆる結び付きを持たないと皆さんに伝える考え、信念

、行動を抹消することによって、皆さんがその現実性の中でより一層この事実を自覚し

、一体になることを勧めたいと思います。皆さんが皆さんの内面に目を向けて創造主の

エネルギーに気付く時、そして皆さんが皆さんのまわりのそういったエネルギーを観察



する時、皆さんが結び付き、関係し、意識を集中し、関連付け、認識するものを自覚し

、理解することが重要になります。

 
皆さんの精神を拡大して、皆さんという存在の内部の認識として活動するひとつの啓示

の閃きを促進することがわたしの目的です。そのため皆さんは、わたしがさらに深く皆

さんと共有してきた手段に入る必要性を感じないかもしれません。皆さんが皆さんの内

部と周りで創造主と一体になることができる認識とこの状態は、まさに現時点の皆さん

の現実性の中で展開している経験です。皆さんは、他の人々の内部の創造主を識別しな

がら、地球上の創造主として皆さん自身を識別する方法を学び、あるいは思い出してい

るところです。

 
皆さん自身を皆さんの怖れと一体化することをもはや許さないでください。それはもは

や皆さんに役立たず、もはや皆さんに心地良さを提示しません。今は、勇敢で皆さん

本来の勇気ある光の存在になり、怖れを捨て去り、すべての状況の中で愛の経験と拡大

と存在を受け入れる時です。わたしがもはや怖れと一体にならないと伝える時、わたし

は怖れを無視しているのではなく、今まで皆さんが採用し、皆さんの地球上の真実の一

部ではないひとつのエネルギーとして、皆さんが怖れを確認することを許すことを意味

していることを、どうか忘れないでください。

 
わたしは皆さんと、ひとつの力を与える確言を共有します。

 
≪わたしはわたしのすべての側面の内部で、創造主と一体になります≫

 
これは、わたしという存在のすべての側面の内部で、創造主の存在感を自覚し、説明し

、関連付け、結び付け、そしてそれに意識を集中することを意味します。またそれは、

わたしはわたしという存在の内部の創造主のすべての側面に帰順する（あるいはその自

覚に帰順する）ことを意味します。これは皆さん自身、精神、情緒、こころ、魂、魂の

集団、創造主、そして宇宙に送る極端に強力なひとつのメッセージであり、たとえ皆さ

んが現在皆さんの目的を自覚していないとしても、地球上のひとりの光の存在としての

皆さんの目的の確言となるメッセージです。

 
女神のエネルギーとわたしはいつも皆さんと伴に存在することを、皆さんという存在の

内部でどうか認識して、わたし達が皆さんをわたし達の柔和な愛の中で受け入れて、皆



さんという存在の内部の皆さんの愛の力を強化することを許して下さい。単純にわたし

達を求めるか、わたし達と話をしてください。それでわたし達は、皆さんと一緒に存在

することになるでしょう。

 
柔和な愛と伴に、
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地球と内面の数々の次元領域のすべての要素を維持している、最愛なる光の存在達を歓迎します

。皆さんは、この宇宙の力の原動力です。皆さんはひとつの空間の中にいて、地球に位置付け

られ、すべての人々の視点に新しいひとつの力の情熱を与えながら、その自然な流れの存在感に

向けて創造主の力を手放しています。皆さんは創造主の力を利用する能力を持ち、この聖なる本

質をその最初の目的に戻して、それを再び結び付けています。皆さんは皆さんという存在の内部

と地球上に愛を創り出しながら、愛のすべての時代を提供しています。従って皆さんは、すべて

の人々が経験しその人々の真実として思い出す、ひとつの新しい形を創り出しています。

 
闇の数々の深みから、そこから追い遣られてその頭をもたげている一匹の大きな醜い蛇のように

、皆さんは、皆さんという存在の内部の巨大な力と伴に、活性化して高まっている皆さん自身の

内面の強さを経験するかもしれません。この強さは圧倒的で、過度に力強く巨大ものかもしれず

、その重さの下で皆さんが崩れ落ちる状況を引き起こしています。皆さんは、その蛇の目を覗き

込んで、醜さだけを確認し、憤り、裏切り、そして不信を感じるかもしれません。皆さんは、そ

の認知でその蛇を皆さんという存在の数々の深みへと押し戻す方法を探し求めるかもしれませ

んが、その蛇は今、皆さんの生きている人生の中でより長い間ひとつの場所、あるいはひとつの

空間を占拠しています。闇の力を象徴しているその認識された大きな醜い蛇は、皆さんの強化さ

れた拡大的な愛に溢れるこころで皆さんが少し時間を取って、単一の容認という意図で蛇達の目

を眺めることを求めます。その蛇は皆さんの力を象徴し、そして創造主の力はただ皆さんの容認

と穏やかな愛だけを求めます。皆さんが皆さんという存在の内部の愛のさらに大いなる存在感を

把握して、単純にそれを支えて安定させることを望む可能性がある時には、蛇は、混沌、疑惑、

または怖れを引き起こすことを望みません。すこし時間を取って、その蛇の愛に溢れる偉大さを

受け入れてください。それで今後皆さんは、皆さん自身の力が一匹の闇の蛇から皆さんに変わる

ように、皆さんの究極の愛の至高の自己としてその力を受け入れることになるでしょう。皆さ

んは、今まで皆さんは皆さん自身のひとつの側面を否定しながら、皆さん自身で皆さんという存

在のこれほど数多くの側面に痛みと苦悩を引き起こしてきたことを、実感します。今は、皆さん

という存在のすべての側面の許しと容認の時です。これは皆さんの愛の真実であり、それは、皆

さんが決して否定することも回避することもできない愛の時代の数々の課題です。



 
力と愛は等しく受け入れられ称えられる時にひとつであり同じものだということを皆さんが理解

するように、今は、皆さんがひとつの原動力、穏やかな愛の力のひとつの源泉であることを自覚

する時です。この新しい視点と愛に溢れる力のエネルギーを送り出すことができるのは、ただ皆

さんだけ、地球上の存在達だけです。もしも皆さんがそうなることを選択するなら、人類の意識

の内部の把握を、愛は力であり力は愛である、という認識に変えることが、皆さんの目的です。

わたしは愛の力であり、わたしの力は愛であり、過去に数多くの人々が同調した一方で他の人々

が闇の面の力を好んで嘲り葬ってきた、ひとつの聖なる確言です。

 
その皆さんの内部で力を持つ暗い蛇を手放して、まるでそれがその顔の上に輝いている太陽のよ

うに、その蛇にもう一度愛を確認させて、深い変容を引き起こしてください。その確言を繰り返

すことは、特にもしも瞑想の中で実践されて、皆さんの内面の力を受け入れてその力を内部の自

然な在り方とその愛の存在感として修復するなら、この過程が起ることを許します。

 
今まで愛はひとつの完全なエネルギーとして充分に存在することができなかったため、しばらく

の間隠されてきました。何故なら、今まで愛の力は誤用され追い払われてきたからです。今は、

皆さんという存在、意識、地球、人類、そして人類の意識の内部の創造主の愛を修復して、新し

いひとつの愛の波動を生み出す時です。この新しい愛の波動は、今後数多くの人々を、特にわた

し達がその愛の力を受け入れる準備が整っている人々を、認めることになるでしょう。愛の力と

は何でしょうか？皆さんは愛の担い手であり、愛の力の管理者であり、伝達者です。皆さんは、

皆さんの内部にこの答えを持っています。愛の力は愛の強さであり、それは皆さんが経験する、

あるいはおそらく思い描くどのような物事さえも超えています。愛は、その強さの中で無限です

。愛を感じ、愛を表現することがこれほど強いものであるため、皆さんは、皆さんから放射して

いる愛の神聖な優雅な強さを経験しました。次に皆さんは、次に皆さんその経験を百万回も二倍

、四倍、そして何倍にもしました。皆さんはこの状況を思い描くことができますか？皆さんは、

創造主の愛の強さと力を経験することに近付こうとさえしませんでした。そしてそれにもかかわ

らず、愛は畏敬の念を抱かせる荘厳なものになるでしょう。皆さんの愛への信念と愛のすべての

多面的な能力と天稟や数々の手段は、おそらく拡大されて皆さんという存在から放射して、自然

に他の人々を刺激して、その人々の愛と、次にその人々の愛を受け入れることになります。

 
愛の時代は、皆さんが皆さんの現実性の中で愛を受け入れ、具体化し、利用するように働き掛

けて、従って深く意義深い愛に溢れた経験を創り出します。それは創造主を映し出す一方で、も

はや皆さんに役立たないすべての物事を解き放ちます。この経験の内部で、皆さんはその黄金の

贈り物、愛の力を認識し、利用し、そして経験する能力を歓迎し、さらに多くの愛を創り出すこ

とができるようにあらゆる物事を帯電させます。今後皆さんの信念は高まるでしょう。そしてそ

の重要な祖面は、今後皆さんは事実通りひとつの人生と愛の現実性を生きるようになるというこ

とです。何故なら皆さんは、今後愛の具体化と真実を既に利用している状態になるからです。皆



さんを創造主の真実の中心に引き戻すそういった変容と確認の経験は、地球と創造主の宇宙のす

べてに対して、皆さんが統合された新しい愛と力の意識を表現することを許します。

 
地球上と皆さんという存在の内部のさらに巨大な愛の存在感を受けて、皆さんは高まる力を確認

するかもしれませんが、最初にそれは権力闘争として現れる可能性があります。皆さんの内部で

経験されるあらゆる物事は、しばしば皆さんの物質的な現実性の中の皆さんの外部で経験される

ことが必要です。何故ならここは、皆さんがそのエネルギーと戯れて、皆さんという存在と魂と

同調するものとそうではないものとを決める場所になるからです。皆さん自身の現実性の中の人

々または皆さん自身の間の権力闘争もまた高まり、そして言うまでもなく皆さんという存在と、

精神、情緒の中、そして心臓のチャクラの中も同じです。わたしの意図は、創造に関することで

はありません。わたしの望みは、愛の力が取り戻され、修復され、そして容認がその鍵になる

時に、思いやりがある自覚的意識を生み出すことです。もしも皆さんが皆さんという存在の内部

で権力闘争の何らかの形を認めるなら、現実性または世界規模の現実性は意識的にそれに気付い

ています。

 
最初にその状況を祝福してください。何故なら、それは愛がその力を再び主張している証拠にな

るからです。

 
2番目に、愛に溢れた広いひとつの精神とこころで、力の存在感を受け入れてください。
 
3番目に、愛との一体性の中で、力のどの領域、側面、あるいは資質がもう一度修復されるのか、
それを理解しようとしてください。

 
4番目に、物質的な発現を手放して、その力と融合された創造主と皆さんの愛の源泉を想定してく
ださい。ピンクの柔らかな光で満たされた、穏やかで温和なひとりの個人のように、愛を思い描

いてください。次に、赤い色の燃え上がる強い別の光の個人として、愛の力を思い描いてくだ

さい。柔らかなピンクの光の身体と燃え上がる赤い光の身体が抱きあってひとつになり、ふたつ

の身体は自分達のエネルギーの修復を喜びます。わたし達は、ピンクと赤の光のひとつの混合で

ある単一の光の身体の個人を確認します。愛は最終的にその修復された力を持ち、そして愛はそ

の新たに発見されたエネルギーを激しく発散しています。またそれは今後皆さんという存在の内

部でひとつの深い癒しとして、同じ物を修復します。そのためこれは、こころに描くひとつの美

しい幻視です。これは地球上とすべての存在達の内部で今起っているその過程であり、そのため

、愛がその力と再び結びつけられるようにしてください。

 
皆さん自身に力の怖れを手放すことを許可してください。力は愛と結び付いていて、愛から生ま

れました。そのため今、次元上昇をさらに進めるために、力が修復されることが必要になります

。皆さんの世界規模の現実性の内部で確認される権力闘争、対立、戦争、議論、そして抵抗が、



皆さんに怖れ、否定性を命令し、愛は明示されていないという認知を創り出すことがないように

してください。これは、今すべての人々の内部で起っている、影響力を持つ愛の目覚めの聖なる

過程を誤解することになります。力と愛は、その自然な結束に戻っているとこころであり、皆さ

んは今地球上に存在してこれを認識して、肯定的で誠実な見通しを持続しています。その見通し

は皆さんから生まれて、過激な変化、変容、そして地球上そしてすべての人々の内部の移行の時

期の中で、すべての人々を慰めて支えています。

 
皆さんの考えと視点は、ひとつの非常に強力な方法で世界に衝撃を与えます。皆さんは、習慣の

せいで我を忘れて怖れの中に包みこまれることを選択している人々の精神やこころに、慰めと癒

しをもたらします。皆さんは、皆さんが創り出すあらゆる考えと、皆さんが維持するあらゆる誠

実な視点と、皆さんが受け入れるあらゆるさらに深い理解で、人類のために新しいひとつの意識

を創り出しているところです。怖れと苦悩を超えて思いやりと愛で次元上昇の真実と過程を理解

しようとする皆さんの容認と意欲は、すべての人々が経験する新しい愛の時代を彫り刻み、明ら

かにしているものです。皆さんは今重要な人々であり、そのため力の闇が放棄されるようにして

ください。そのためひとつになることに憧れているふたりの恋人達のように分離されるよりも、

むしろ愛がその力と伴に修復されることが許されます。今は、皆さんが舵取りをしているこの次

元上昇のあらゆる段階の中で、皆さんの地球上の役割を受け入れる時です。

 
わたしという存在の内部の愛と力の統一と伴に、わたしはわたしの数々の祝福を広げます。
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