


Kuthumiとは

クートフーミ（Kuthumi）とは、神智学の教義で「古代の知恵の大師」（Masters of the
Ancient Wisdom）、Ascended Master Teachingsではアセンデッドマスタ

ー（Ascended Master）の一人とされる。彼は第二光線を司ると見なされている（「第

二光線」についてはSeven Raysを参照）[1] 。彼の名はKoot HoomiやMaster K.H.とも表

記され、マハートマー（「偉大なる魂」の意味[2]）としても知られる。神智学の教える

ところによれば、クートフーミは人類の高レベルな意識への進化を監督するスピリチュ

アル・ハイアラーキー（Spiritual Hierarchy）のメンバーである。

日本語では「クツミ」「クスミ」とも表記する。

（出典/参照：Wikipedia）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%9F
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わたしクートフーミは平和の中で、神と全存在の栄光の中で、皆さんに挨拶を送ります

。

わたしはこの交信者から、皆さんに訪れる2011年の洞察を共有するように求められま

した。この年は、人類にとって偉大なる霊的進歩の年となることを示しています。今以

上の数多くの魂達がそのより高い目的を自覚し、彼らの魂の知識を思い出すことになる

でしょう。それは振動が引き上げられるにつれて、霊の覆いも引き上げられるからです

。光の中で、自覚的意識の中で、皆さんがより高く振動するほど、最重要点に到達する

までその覆いは薄くなって行きます。そこで皆さんは魂の光の中をすべて一体になって

流れ始めます。宇宙、地球、そして仲間の魂達の振動と伴に。皆さんは根源である神、

全存在の振動と伴に流れます。その通りであり、必ずそうなるでしょう。

世界の金融制度
World Monetary System

皆さんの世界 の2010年は、外部の変容を通したより深い覚醒に備えて数多くのきっか

けがもたらされました。皆さんが認識している全体的な金融制度は変化することになる

でしょう。この変化は貪欲と権力によって引き起こされたものです。しかし一方で、わ

たし達はそれに気付き、この状況をより高い目標に変化させています。 皆さんの魂の

記憶が再び目覚めているので、皆さんはそこで物質的な水準を越えた皆さんの平和を探



究することになるでしょう。

皆さんに必要 なものはすべて皆さんの内面に存在していることを自覚してください。

皆さんの外部ではありません。今までも外部には決して存在してきませんでした。この

時期の準備としてわたしが何度も伝えてきたように、あらゆる面で皆さんの生活を簡素

化してください。巨大企業の腐敗に対する戦いが激化するため、より多くの 人々が公

正と平和を強く主張するようになるでしょう。多くの国々や人種が一体となるでしょう

。町で暮らしている人々が一体となるでしょう。これが皆さんの 強みになります。大

家族という強みです。わたしの友人である皆さんは、これによって前進し勝利を納める

でしょう。腐敗に対する勝利であり、地球の変化です。今は、伴に集い、皆さんの収穫

物や庭、そして皆さんの知識を共有する時です。今までになくお互いを支援してくだ

さい。分断の時は過ぎ去りました。頑強 ではない基礎は、すべて粉々に砕け散ること

になるでしょう。

皆さんが蒔いたものを収穫する
Reap What You Have Sown

皆さんは今まで皆さんの人生の中で何の種を蒔いてきましたか？　皆さんは開かれたこ

ころで、できるだけ自由に他の人々を支援してきましたか？　あるいは、皆さんは他

の人々に対する最も小さな水準の支援すら申し出ることを惜しんできましたか？　皆さ

んの人生は今どのようになろうとしていますか？

何故なら、皆さんの未来を決めるのは、ただ皆さんの行いだけになるからです。今年は

この事実が強烈に明確なものになるでしょう。内部と外部の2つの水準が存在している

ことを憶えていてください。内部とは、皆さんのこころ、神、根源との皆さんの関係

です。皆さんのこころの中は安らかですか？　皆さんは創造の驚きと美しさを理解して

いますか？　皆さんは自分自身に敬意を払い、その結果他の人々にも敬意を払っていま

すか？　皆さん自身に尋ねるべき重要な質問があります。時間を取って、今すぐ始めて

自分自身に尋ねてみてください。わたしは皆さんにそれを要請します。

内面に含まれているものが、外面に反映され ます。もしも皆さんが皆さん自身に敬意

を払っていないのであれば、皆さんはどのように他の人々に敬意を払うことができる



でしょうか？　皆さんが怖れと欠乏で暮らしている時、皆さんはどのようにして他の人

々と分かち合うことができるのでしょうか？　皆さんの中のある人々にとってはこの怖

れがかなり大きなものになっているため、皆さんは否定的な思い込みに縛り付けられて

います。そうです、思い込みです。何故なら、皆さんは起っていないものを怖れている

からです。 皆さんは未来を怖れます。皆さんの空想の中で創り出された未来です。何

故皆さんはこうした精神的空想に多大なエネルギーを費やしているのですか？それは無

駄なエネルギーです。

この交信者との伝達を通してわたしが教えてきたすべてのことは、皆さんにこの時期の

備えをさせるためのものでした。目覚めのために、そしてひとりひとりが現在皆さんの

進化の過程の成功するために受け入れなければならないより高い段階のために、準備を

整えてください。

統一性

Unity

2011年は、完全に皆さんの精神と皆さんのこころの中の目覚めの年になります。皆さん

の怖れ、皆さんの起るかもしれない、起らないかもしれないという思い込みを一掃する

年です。この年は誕生の時になります。新しい意識の誕生です。新しい考え方の誕生

です。

今は幸せな未来に意識を集中させる時です。皆さんの生活を簡素化する時です。負債、

混乱、時代遅れの情緒を解き放つために。そうです、皆さんの多くの食品は‘賞味

期限’を持っていませんでしたか？　その最終期日は2010年12月です。

賞味期限

Use By Date

ですから、今は古い痛ましい記憶を投げ捨てる時です。何故なら、これは、今記憶がそ

うなっているからです。思い出です。今は、思い出を投げ捨てる時です。皆さんの情緒

的な身体の収納庫を空にする時です。手放す時です。その記憶は‘賞味期限’が過ぎて



います。

わたしの友人である皆さんが、こうした物事を完了した時、皆さんは生れ変ったように

感じるでしょう。皆さんが座ってその質問を訪ねる時、皆さんの内面は安らかですか？

　皆さんはすべての創造の美しさを理解できますか？　皆さんのこころは‘開かれたこ

ころ’ですか？　皆さんが皆さん自身を正直に見詰め、皆さんの情緒 の収納庫を完全

に空にした時、皆さんは生れ変ります。光の中に、自由の中に、生れ変ります。わたし

は皆さんに、わたしがこの交信者に伝えておいた瞑想法で皆さんが瞑想することを要請

します。それは皆さんがこの過程を完了させるために役立つでしょう。

最重要点

Pivotal Point

これが皆さんを待っています。皆さんひとりひとりを待っています。皆さんの外部環境

がどのようなものであれ、自由と新しい穏やかな自信の中で、皆さんは伴に一体になる

ことができます。皆さんは、わたしが伝えているこのすべてが皆さんの内面に存在して

いることを理解しています。それは、誰かが皆さんから取り上 げることができないも

のです。誰もできません。これが真実です。この最重要点から、皆さんは新しいもの創

造し始めます。皆さんは皆さんの存在の中に新しい光の目覚めを誕生させます。その光

は皆さんと伴に、皆さんの魂の中に留まります。皆さんが通る過ぎる時、皆さんの物質

的な身体は地球の次元領域に留まります。皆さんの魂は魂の領域というより高い次元に

向かって旅立つでしょう。

皆さんが内面で築き上げた光はその通り過ぎる時に皆さんを支援し、また皆さんの魂の

本質の中に含まれたまま留まることになるでしょう。物質の中に存在していたすべての

ものは剥がれ落ちるでしょう。皆さんが皆さんの成功を評価してきた物質は、剥がれ落

ちるでしょう。皆さんが通り過ぎる時、皆さんはどのような物質でも持って行くことは

できません。それは魂の経験の記憶として残ることになるでしょう。しかし、その光は

、より高い覚醒は、そしてすべての愛は、皆さんと伴に旅立ち、魂の次元領域に向かう

ことになるでしょう。そ してそこで、皆さんは偉大なる祝祭に参加することになる

でしょう。成功した一生の祝祭であり、そこで皆さんは新しい人類の統一性を産み出す

ことに成功しました。



統一の年

Year of Unity

わたしは皆さんに、2011年を通して光の中で自分の立場を貫くように要請します。それ

を否定的なすべてのものに対する皆さんの防御手段にしてください。目覚めの中で、光

の中で、強い態度で臨んでください。このようにし て、皆さんは力強く、悠々と、同

じように目覚めている他の人々と自信を持って合体することができます。

地球はまた数多くの変化を経験し、 数多くの周期を完了することになるでしょう。地

震や火山の噴火が起るでしょう。大水の年、かなりの大水の年になるでしょう。いろい

ろな場所で、海底が大幅に隆起するでしょう。地球の体液が置き換えられるでしょう。

ですから、わたしは、2011年は人類にとって統一の年になると伝えます。皆さんのすべ

ての未 来にとって最も重要な年になります。

主クートフーミ

Master Kuthumi

Copyright © 2010 Rev, Lynette Leckie-Clark - All rights reserved.
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光の道筋

光の道筋
The Light Path 
7 January 2011 - 10:32am

リネット・レキー・クラーク経由

Channeler: Lynette Leckie-Clark 

Wednesday, 29 December, 2010 (posted 6 January, 2011)

わたしクートフーミは皆さんを前進させるために、生きている神、全存在という創造主

、宇宙の上の宇宙、光の上の光、その力を備えた皆さんの真実の魂の光を大切にするた

めに、その導き手としてふたたび現れています。

わたしの友人の皆さん、準備は整っていますか？　皆さんの過去をすべて完全に手放し

、解き放ち、新しい道筋を歩みことを選択していますか？　皆さんは、皆さん直線的な

時系列の中で新年と向かい合っています。新鮮な出発点であり、わたしは皆さんに、ど

れくらいの数のスーツケースを持って行くか尋ねます。皆さんの スーツケースの幾つ

かは、遠い昔のお荷物が含まれているでしょう。皆さんがその内面奥深くに置いてきた

古い経験であり、唯一それを思い出すのは、皆さんの感覚器官のひとつが、皆さんがそ

の精神の中に注意深く秘匿しようとしてきた怒りや墳慨の引き金を引いた時だけです。

こうした深い思い出はすべてある怒りの水準が含まれていて、時には余りに微かなため

に皆さんが確認できないことを、皆さんは理解しています。皆さんは罪悪感、自己嫌悪

、不正、苦痛でそれを覆っています。それにもかかわらず、わたしは皆さんに、その下

に怒りが存在し、依然としてひとつの匂い、ひとつの言葉、ひとつの感情、ひとつの視

覚的なイメー ジによって目覚めさせられるのを待っていることを伝えます。

スーツケース

Suitcases



他の‘スーツケー ス’にはより最近の出来事が含まれることになるでしょう。仕事を

完了させるように強いられているように感じて、皆さんは楽しめません。それにもかか

わらず、自分の請求書に対する支払をするために、そうしなければならないと感じてい

ます。最近の議論、皆さんが歓んで受け入れた友人や愛する人からの意見、その時、突

然それを皆さんの内面奥深くに押し込めてその意見は不正なものだと感じ、あるいは皆

さんの感情を傷付けたままにするまったく不公平な意見だ、という判断を下してしまい

ました。それにもかかわらず、皆さんはそれを手放すことができません。できないの

です。ですから、別の‘スーツケース’の登場です。 多くの事件、多くの状況が存在

しています。皆さんの中には、数多くの手荷物を抱えている人々が存在しています。他

の人々はほんの少しだけです。わたしは皆さんに、皆さんがどれほど多くの‘スーツケ

ース’を持っていたとしても問題にはならない、と伝えます。問題になるのは、皆さん

の意志決定です。皆さんは皆さんのお荷物に対処するためにどのような選択を行うか、

ということです。わたしは、皆さんが皆さんの選択を忘れないでいるように配慮してい

ます。違いますか？　これは真実です。皆さんは、自分が選択できることを理解してい

ます。皆さんは自由意志を持っています。創造するための自由意志です。ここにいるわ

たし自身と光の評議会を含めた数多くの存在達は、皆さんを支援するために、皆さんを

導いて困難を乗り越えさせる努力をしています。実際、わたし個人としては、皆さんの

すべてのお荷物を完全に解き放つために、皆さんをひとつの瞑想に導くことになるでし

ょう。完全に手放すために。しかし最初は皆さんが選択しなければならないのです。わ

たしは皆さんを導き、その方法を明らかにすることはできます。しかし、わたしは決然

とした了解を必要としています。これはわたしの友人である皆さんの役割です。

光を巡らせる

Travelling Light

わたしが既に伝えたように、皆さんの新年は皆さんの進化において極めて重要な年にな

ります。皆さんの時間は、人類のより高い振動に応じて速度を早めています。もはや態

度を決め兼ねて‘後でする’と考えることはできません。皆さんはできません。何故

なら、もしも皆さんがわたしの駄洒落を許してくれるのであれば、手放すこと、光を巡

らせることは、今始まったばかりです。第二段階は、この新しい光の感覚に、本当の幸

せという平和の感覚に順応することです。その通り、皆さんは順応する必要があります

。繰り返される生涯の中で、皆さんは光と闇を経験してきました。その幾つかを、皆さ



んは依然として皆さんの内面に携えています。皆さんの中には、こうした経験 に由来

する苦悩と怒りを払拭できないまま今に至っている人々が存在しています。ですから、

皆さんは単純に同じやり方で反応を示し、元々の苦悩の上により多くの苦悩と傷を積み

上げてきました。そのため、それは一段と深いものになりました。対処するには余りに

困難なものになってしまい、それで皆さんは拒絶しました。皆さんは、“他の生涯の中

で起ったことを何故わたしは引き摺っていなければならないんだ、何時になったら終わ

るのか、わたしから離れて行かないのか”、と尋ねるかもしれません。必ずしもそうな

るとは限りませんが、それはできません。苦悩が深くなるほど、核となる経験は対処さ

れないままより頻繁に繰り返されます。そしてその核となる苦悩が積み重ねられ、より

大きくより深いものになります。魂の記憶は、肯定的なものも否定的なものもすべてが

含まれてい ます。すべての皆さんが肯定的なことも否定的なことも、光も闇も、愛も

憎悪も経験してきました。皆さんはすべてを携えています。

皆さんは憎悪を認識せずに、愛を認識することはできません。皆さんは闇を理解するこ

となく光を選択することはできません。理解するためには両方を経験する必要があり

ます。わたしは最近、左脳と右脳の平衡の重要性について伝えておきました。今は、皆

さんのお荷物を完全に空にする時です。そのお荷物の入った‘スーツケース’を皆さん

は長い間抱えてきました。これは皆さんに幾らか時間を取らせる過程です。これは問題

になりません。ある人々は他の人々よりも準備が整っているでしょう。そうです、わた

しはすべての皆さんに皆さん自身で準備するように勧めます。わたしは皆さんに今始め

ることを勧めます。

光の道筋

Light Path

このようにして、皆さんは皆さんの新しい年を大切にする準備を整えることができます

。前に向かう新しい道筋を始める年です。わたし達の多くがここで皆さんのためにこの

新しい道筋を、光の道筋を準備するために一丸となってきました。それは今です。皆さ

んがそのお荷物を手放した後に創り出すことを選択したものは、ほとんどの皆さんにと

って新しいものになるでしょう。皆さんはもはや、単純に皆さんの周りの状況を困難な

ものにする必要はありません。皆さんはそれを創り出すことを希望するでしょう。皆さ

んの現実性の中に変化を実現すること。より良き人生を創り出すこと。平和、安定、愛



という光の道筋を歩むこと。これが、今日わたしが現れた理由です。これが、手放し、

解き放つために、わたしが皆さんを支援する理由です。皆さんはすべて神の一部です。

また皆さんという存在には、創造する力が含まれています。皆さんは長い年月その魂の

力を忘れてきました。

わたしは皆さんに、目覚め、思い出すように伝えます。今はその時です。皆さんの光の

道筋を歩んでください。

主クートフーミ

Master Kuthumi.

Copyright © 2010 Rev, Lynette Leckie-Clark - All rights reserved
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時機を得た絆

時機を得た絆

A Timely Link 
28 January 2011 - 9:26am

リネッタ・レキー・クラーク経由

Channeler: Lynette Leckie-Clark 

Saturday, 15 January, 2011 (posted 27 January, 2011)

わたしクートフーミはもう一度、わたしの案内の言葉と伴に皆さんが存在している世界

に現れています。皆さんの生命の移行段階を通して、わたしの言葉が案内として皆さん

に役立つことをわたしは希望しています。わたしは最近皆さんの情緒的な身体を深く解

き放つことを伝えました。その際にわたしは暗喩としてスーツケースを用いました。わ

たしがこれを思い出したのは、彼女が大雨の後に彼女の庭の小道を通り抜けた時にわた

しが彼女と同行していたからです。わたしは種子鞘が崩れた形をしていた小さな雑草が

成長し始めている姿を見た彼女の反応に気付きました。以前、その小道はすべての雑草

が取り除かれていました。

わたしは皆さんの道筋に想いを馳せました。これほど数多くの皆さんが、魂の水準で前

進するためにかなり熱心に取り組んできました。そして多くの人々が自分達の個人的な

情緒の残骸を取り除くために数多くの時間を費やしてきた、と語ることになるでしょう

。実際、当分の間、より高い意識水準から、彼らは経験し、また活動するようになる

でしょう。彼らの生命は平和と伴に流れるようになり、また彼らはより多くの幸せを感

じるようになるでしょう。

古い方法
Old Ways

しかし突然に、皆さんが情緒的な動揺を引き起こすひとつの出来事が起ることになる



でしょう。“雑草”が皆さんの人生の道筋の上に芽を出していました。怖れが忍び寄り

、より多くの“雑草”が芽を出します。この時点で、皆さんは逃避のために過食、ア

ルコールの乱用、あるいは睡眠過多を通して皆さん自身の力を無駄にすることを選択す

るかもしれません。皆さんはこうした物事を通して安らぎを追求します。皆さんの自覚

的意識はより低次元の理解まで低下します。それにもかかわらず、この状態でそうなる

必要など絶対にありません。

自覚することになる鍵
The key is to be aware

ひとつの意見、ひとつの出来事、何かを失うことによって、束の間の皆さんの内面の平

衡は困難に曝され、そしてその時にそれを自覚します。何故なら、この瞬間は今まで以

上に皆さんはより高い自覚的意識という内面の力を活用する必要があるからです。皆さ

んの内面の平衡を自覚することによって、皆さんは皆さんの感覚を通してすべての情緒

的な変化を配慮することができます。感覚は情緒です。

魂の力
Soul Power

遠い昔から時代を超えて、皆さんは皆さんの魂の力を忘れてきました。平和と愛の内に

、神聖なる優雅さという状態の中で、皆さんがこの力に基づいて生活していた時代が存

在していました。しかし時と伴に、巨大な怖れ、心配、そして不安が皆さんの情緒的な

身体の支配者になりました。こうした情緒が根を張り、主導権を握り、その自我を通し

て皆さんの選択や行動を支配しています。時折、光を輝かせ、すべての人々のためによ

り高度の指導をするためにひとつの偉大なる魂が地球上に受肉しました。しかし皆さん

の怖れは巨大なものでした。数多くの人々が、単純に自分達が確認できないものを怖れ

ました。多くの事例において、総合的に幸せを提供することはないにもかかわらず、人

々は自分達の生活様式を失うことを怖れました。光の叡智に耳を傾ける人はほんの少数

しか存在しませんでした。少数の人々だけが、自分達の魂に促されて、耳を傾けてその

叡智の教訓に注意を払いました。

現在、人類はふたたび極めて重要な要所に差しか掛かっています。今回、自分達の魂に



耳を傾け、内面と接触を持って叡智に耳を傾け、人々のメッセーによってそれを自分自

身のものとして刺激を受けている数百万の人々が存在しています。それにもかかわらず

、依然として皆さんの道筋は必ずしも清らかなものになっていません。皆さんは依然と

して過渡期の時代に属しています。ですから、わたしは皆さんを支援するために現れて

います。皆さんの内面の平衡が崩れる時のための案内を提供するためです。

光の絆
The Link of Light

今は、皆さんの魂の力、皆さん自身の魂の光をいつも忘れずにいなければならない時

です。皆さんは素晴らしい時代に、そして最も重要なこととして、困難に襲われる時代

に存在しています。皆さんは、思い出すこと、皆さんの本当の力を認識することが皆さ

んを前進させることを確認します。その記憶が素晴らしい意図を提供します。皆さんが

ひとつの選択をすることを思い出すために必要となる意図です。実際に、その通りです

。ご存じのように、その記憶と意図は結び付いています。記憶と意図が発火する時、古

い制約を持った態度、古い反応を一掃するための機会が皆さんに提供されます。皆さん

の魂から放たれる光のための空間を提供します。突然に内的な力が皆さんを充たします

。もはや怖れの状態や古い態度に後退することはなく、皆さんは皆さんの力を持ち続け

、皆さんの内的な平衡と魂の力を維持するために、適切な行動を取るようになります。

時に、皆さんはある状況の責任を負わざるを得なくなるでしょう。時に断る勇気が必要

になるでしょう。時に他の人々がまだより高い知識を理解していないことを承認する叡

智が必要になるでしょう。そして皆さんの思いやりが必要になります。こうした展開の

すべての中に、作動しているより高い自覚的意識が存在しています。さらにわたしは皆

さんに伝えます。皆さんは必ず成功するとは限らないでしょう。皆さん自身を非難しな

いでください。単純にもう一度始めてください。これは皆さんのより高い学びの一部で

あり、皆さんの魂の旅の一部です。それぞれの段階やそれぞれの経験と伴に、皆さんは

成長します。皆さんはより強く自覚するようになります。皆さんは、皆さんという存在

の中により多くの光を注ぎ込みます。すべての人々が、光がより高い叡智を通して提供

する平穏を、平和を、そして安定を楽しみます。それは皆さんのものであり、皆さんが

保有できるそのものであることを認識してください。それは皆さんの魂にとって親しみ

のある、本当に馴染み深いものです。その光が皆さんの魂です。そこにはより高い自覚



的意識が含まれています。

皆さんの今までの歴史を超えて、皆さんは偉大なる回想の時を迎えています。皆さんは

より多くの光に目覚めているため、皆さんはより多くのものを望みます。皆さんは後戻

りすることはできず、ただ前進するだけです。それにもかかわらず、皆さんが一度愛と

安定、そして生命の流れを経験すると、皆さんは皆さんの経験から何が失われてきたか

を理解します。これが、今日わたしが現れて、皆さんに伝えようとしたことです。皆さ

んに思い出してもらうためです。そしてその通りに、ここに思い出す際に皆さんを支援

する瞑想が存在しています。今は、皆さん自身の進化の責任を担う時です。皆さんはそ

の選択をしています。わたしは今、皆さんに伝えます。光の中を歩み、思い出して下

さい。皆さんの魂の力を自分のものにしてください。

主クートフーミ

Master Kuthumi
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皆さんと知識、平和、そして愛を共有するために、わたしクートフーミと主ヒラリオン

が現れています。ここにいるわたし達はふたりとも、偉大なるエネルギーであるガイ

ア（地球）が、その古いエネルギーを浄化し、新しいエネルギーを準備しようとしてい

るための行動を起こしていることに気付いています。これは、人類もまた引き受けなけ

ればならないものに似ています。ある人々は既に始めていて、ある人々は単純に全体的

な概念について考えているだけであり、他の人々は既に完了し、手放し、準備を整え、

そのほとんどが皆さんに関する新しいエネルギーの領域に足を踏み入れることを待って

います。

ですから、光の評議会のわたし達が集まり、すべての存在の現実性を完了させるために

、上のように、下にも、というわたし達の支援を提示しています。新しいエネルギーに

向けて皆さんが楽に寛げるようにするために、わたしは皆さんをその子供の時に連れて

行きたいと思います。これは皆さんが遊び、楽しい時間を過ごし、自由に笑い、また他

の人々の言葉に傷付いた時に泣くことができる時期でした。皆さんが泣き叫ぶにつれて

、皆さんは純粋に苦痛を解き放っていました。その時、苦痛は消え、皆さんはたちまち

もう一度遊び出し、笑いっていました。この時期は、責任、圧力、あるいは支配という

考え方がいつもない状態でした。皆さんは単純に存在していました。それぞれの瞬間に

、皆さんが求めているものとつながっていました。その望みは、ひとつのボール、飲

み物、あるいは皆さんの自宅の裏庭を世界探検することでもありました。皆さんは憶え

ていますか？



振りをすること

Make Believe

皆さんはごっこ遊びをしたことを憶えていますか？それはなんと楽しかったことでし

ょう。皆さんはすべての物事について空想に夢中になり、それがすべて現実になると信

じていました。皆さんは、皆さんが望んでいる物事について想いの中で素晴らしい光景

を創り出しました。物事が皆さんの世界に現れることをみなさんはどれほど望んだこと

でしょう。憶えていますか？皆さんの空想という創造を、皆さんが全体的にどれほど信

頼し信じていたことか、わたしは皆さんにそれを思い出してもらいたいと思っています

。振りをするという遊びをしながら、それぞれの創造についてどれほど集中していたこ

とでしょうか。

わたしは今日、皆さんにこの時期を思い出して貰うために、また思い出す支援をするた

めに、現れています。皆さんは、皆さんが一周して元の位置に戻ってきたことを確認し

ています。その通り、何故なら、皆さんが地球の周期の完了に近付いているため、今は

ふたたび振りをして演じる時になっているからです。今は、皆さんの空想の中のその

信頼、集中、皆さんの信念の強さを思い出す時です。わたしは、皆さんがその忙しい生

活を中断すること、静かに座り、その眼を閉じて、静かにしていることを皆さんに求め

ています。皆さんがふたたび遊び始める時、新しい皆さんについて空想する時、わたし

達はすべて皆さんと伴にその場に存在しています。今すぐ選べるとすれば、皆さんは何

になりたいですか？何をして、何を経験したいですか？皆さんの人生で何に対して成功

したいですか？皆さんの友達はどんな感じですか？皆さんの家族は、子供達は？おそ

らく、皆さんはかつて皆さんが望んだことをするために、たとえば海辺の散歩、公園の

小道の散歩といった、もっと自由な時間を望むと思います。あるいはわたし達に合い、

わたし達と心を通わすことかもしれません。それは楽しいことではないでしょうか？

皆さんのエネルギーの覚醒

Your Energetic Awakening

この世界は、皆さんの生命をより平衡の取れた状態に連れ戻します。また、皆さんの感

覚の側面、皆さんのより高い自己、それを認識する際に皆さんを支援することになる

でしょう。皆さんはすべて皆さんの自然な存在状態、そして出来事や意志疎通を異なっ

た方法で理解する状態に向けて移行しているところです。皆さんの眼からだけではなく



、皆さんは身体的に見て聞くことができます。しかし、エネルギーの水準から見ると、

地球上のすべての物事はエネルギーの領域を持っています。すべての物事です。動物、

植物、山脈、大河や小川、昆虫、鉱物、人類、皆さんの食卓や椅子ですらも、すべてが

このエネルギーの領域とつながっています。

今、その巨大なエネルギー領域の振動が既により高い状態に引き上げられています。皆

さんは過去50年の間、このための準備をしてきました。そして将来に亘って、皆さんに

より多くの準備が提供されるでしょう。皆さんは現在、皆さんのより高い自己を承認し

意志疎通を行うことを学んでいるところです。皆さんは、ひとつの状況、人格、出来事

、あるいは個人的な事業について内面で感じているものを自覚することを学んでいます

。皆さんのより高い自己は、“皆さんはこれをどのように感じ、それについてどのよう

に感じますか？それはしっくりしますか、皆さんにとって正しいことだと感じますか？

これについて皆さんはいったいどのようにかんじますか？”と、今皆さんが尋ねるよ

うに、継続的に後押しをしています。

皆さん自身のエネルギーの領域は、これから起る人間の進化の中で、この素晴らしい段

階まで引き上げられる必要がありました。依然としてより多くの達成が必要になってい

ます。数多くの皆さんが、エネルギーの進歩の程度について異なる水準に属しています

。わたしの兄弟であるクートフーミは、皆さんの情緒的な領域を清浄にすることにつ

いて、今までかなり伝えてきました。この極めて重要な段階を完了しないと、皆さんは

より高いエネルギーの振動水準を維持することができないでしょう。光の身体は上手く

対応できなくなり、破綻し始め、ひどい苦痛や身体的な病気を引き起こすことになる

でしょう。それは皆さんひとりひとりの旅です。皆さんが人間として生まれる前に、皆

さんの魂が引き受けることを喜んで承諾したものです。

段階

Steps

人類は何千年もの間、かなり低い3次元のエネルギーで作動してきました。これほど数

多くの人々が背後で自分達に馴染んでいるものから離れることに困難を覚えているのは

、これが理由になっています。皆さんは、もはや古い廃れた出来事を維持することはで

きません。皆さんは、もはや犠牲者の役割を演じるためにこうしたものを利用すること



はできません。わたしはもう一度、クートフーミが伝えたことを引用します。“犠牲者

は存在しません。ただ経験だけが存在しています。”

エネルギーの変化と伴に、癒しが現れるはずです。癒すこと、過去のすべてを解き放つ

ことが皆さんの次の段階になります。意欲的にこれに取り組んでください。前向きな意

図を持ってください。皆さんが求めさえすれば、わたし達はわたし達の愛のエネルギー

で皆さんを支援するでしょう。皆さんはさらに前進する時、皆さん自身のより高い自己

に導かれて、皆さんの素晴らしい感情のエネルギーや皆さんのこころを承認してくだ

さい。皆さんが解き放ち、次の段階に進むたびに、皆さんの魂を自由にしながら、皆さ

んは皆さんの振動を少しずつ引き上げることができます。着実に行うことが前進するた

めの方法になります。1回に少しずつです。一挙にすべての旅に目を向けることは、し

ばしば過度に圧倒された状態に陥ってしまいます。利己的自我が割り込んできて、“わ

たしにはできない”、と伝えます。“わたしにはできない”という言葉は、皆さんを過

去に縛り付けます。皆さんを現状のままの状態に留めるように固定させて、皆さんの漸

進的な成長を妨げ、皆さんを3次元のエネルギーの中に引き戻します。

皆さんが“わたしにはできない”という言葉を口にしていることに気付くたびに、立ち

止まり、子供の時に皆さんが楽しんでいたすべての信頼と信念と同じ状態で、振りをす

る遊びを楽しんでください。皆さんが望むなら、わたし達に支援を求めてください。も

しも皆さんが信じるのであれば、ごっこ遊びはとても強力です。皆さんを前進させて内

面の声に本当に耳を傾けさせ、皆さんの本質そのものである皆さんの魂を感じ、愛する

ことを学ぶことができます。

わたし達は創造主の愛を抱きながら皆さんにお別れを伝えます。

師クートフーミと主ヒラリオン

Master Kuthumi and Lord Hilarion
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皆さんと知識、平和、そして愛を共有するために、わたしクートフーミと主ヒラリオン

が現れています。ここにいるわたし達はふたりとも、偉大なるエネルギーであるガイ

ア（地球）が、その古いエネルギーを浄化し、新しいエネルギーを準備しようとしてい

るための行動を起こしていることに気付いています。これは、人類もまた引き受けなけ

ればならないものに似ています。ある人々は既に始めていて、ある人々は単純に全体的

な概念について考えているだけであり、他の人々は既に完了し、手放し、準備を整え、

そのほとんどが皆さんに関する新しいエネルギーの領域に足を踏み入れることを待って

います。

ですから、光の評議会のわたし達が集まり、すべての存在の現実性を完了させるために

、上のように、下にも、というわたし達の支援を提示しています。新しいエネルギーに

向けて皆さんが楽に寛げるようにするために、わたしは皆さんをその子供の時に連れて

行きたいと思います。これは皆さんが遊び、楽しい時間を過ごし、自由に笑い、また他

の人々の言葉に傷付いた時に泣くことができる時期でした。皆さんが泣き叫ぶにつれて

、皆さんは純粋に苦痛を解き放っていました。その時、苦痛は消え、皆さんはたちまち

もう一度遊び出し、笑いっていました。この時期は、責任、圧力、あるいは支配という

考え方がいつもない状態でした。皆さんは単純に存在していました。それぞれの瞬間に

、皆さんが求めているものとつながっていました。その望みは、ひとつのボール、飲

み物、あるいは皆さんの自宅の裏庭を世界探検することでもありました。皆さんは憶え

ていますか？



振りをすること
Make Believe

皆さんはごっこ遊びをしたことを憶えていますか？　それはなんと楽しかったことでし

ょう。皆さんはすべての物事について空想に夢中になり、それがすべて現実になると信

じていました。皆さんは、皆さんが望んでいる物事について想いの中で素晴らしい光景

を創り出しました。物事が皆さんの世界に現れることをみなさんはどれほど望んだこと

でしょう。憶えていますか？皆さんの空想という創造を、皆さんが全体的にどれほど信

頼し信じていたことか、わたしは皆さんにそれを思い出してもらいたいと思っています

。振りをするという遊びをしながら、それぞれの創造についてどれほど集中していたこ

とでしょうか。

わたしは今日、皆さんにこの時期を思い出して貰うために、また思い出す支援をするた

めに、現れています。皆さんは、皆さんが一周して元の位置に戻ってきたことを確認し

ています。その通り、何故なら、皆さんが地球の周期の完了に近付いているため、今は

ふたたび振りをして演じる時になっているからです。今は、皆さんの空想の中のその

信頼、集中、皆さんの信念の強さを思い出す時です。わたしは、皆さんがその忙しい生

活を中断すること、静かに座り、その眼を閉じて、静かにしていることを皆さんに求め

ています。皆さんがふたたび遊び始める時、新しい皆さんについて空想する時、わたし

達はすべて皆さんと伴にその場に存在しています。今すぐ選べるとすれば、皆さんは何

になりたいですか？　何をして、何を経験したいですか？　皆さんの人生で何に対して

成功したいですか？　皆さんの友達はどんな感じですか？　皆さんの家族は、子供達は

？　おそらく、皆さんはかつて皆さんが望んだことをするために、たとえば海辺の散歩

、公園の小道の散歩といった、もっと自由な時間を望むと思います。あるいはわたし達

に合い、わたし達と心を通わすことかもしれません。それは楽しいことではないでしょ

うか？

皆さんのエネルギーの覚醒
Your Energetic Awakening

この世界は、皆さんの生命をより平衡の取れた状態に連れ戻します。また、皆さんの感

覚の側面、皆さんのより高い自己、それを認識する際に皆さんを支援することになる



でしょう。皆さんはすべて皆さんの自然な存在状態、そして出来事や意志疎通を異なっ

た方法で理解する状態に向けて移行しているところです。皆さんの眼からだけではなく

、皆さんは身体的に見て聞くことができます。しかし、エネルギーの水準から見ると、

地球上のすべての物事はエネルギーの領域を持っています。すべての物事です。動物、

植物、山脈、大河や小川、昆虫、鉱物、人類、皆さんの食卓や椅子ですらも、すべてが

このエネルギーの領域とつながっています。

今、その巨大なエネルギー領域の振動が既により高い状態に引き上げられています。皆

さんは過去50年の間、このための準備をしてきました。そして将来に亘って、皆さんに

より多くの準備が提供されるでしょう。皆さんは現在、皆さんのより高い自己を承認し

意志疎通を行うことを学んでいるところです。皆さんは、ひとつの状況、人格、出来事

、あるいは個人的な事業について内面で感じているものを自覚することを学んでいます

。皆さんのより高い自己は、“皆さんはこれをどのように感じ、それについてどのよう

に感じますか？それはしっくりしますか、皆さんにとって正しいことだと感じますか？

　これについて皆さんはいったいどのようにかんじますか？”と、今皆さんが尋ねるよ

うに、継続的に後押しをしています。

皆さん自身のエネルギーの領域は、これから起る人間の進化の中で、この素晴らしい段

階まで引き上げられる必要がありました。依然としてより多くの達成が必要になってい

ます。数多くの皆さんが、エネルギーの進歩の程度について異なる水準に属しています

。わたしの兄弟であるクートフーミは、皆さんの情緒的な領域を清浄にすることにつ

いて、今までかなり伝えてきました。この極めて重要な段階を完了しないと、皆さんは

より高いエネルギーの振動水準を維持することができないでしょう。光の身体は上手く

対応できなくなり、破綻し始め、ひどい苦痛や身体的な病気を引き起こすことになる

でしょう。それは皆さんひとりひとりの旅です。皆さんが人間として生まれる前に、皆

さんの魂が引き受けることを喜んで承諾したものです。

段階
Steps

人類は何千年もの間、かなり低い3次元のエネルギーで作動してきました。これほど数

多くの人々が背後で自分達に馴染んでいるものから離れることに困難を覚えているのは



、これが理由になっています。皆さんは、もはや古い廃れた出来事を維持することはで

きません。皆さんは、もはや犠牲者の役割を演じるためにこうしたものを利用すること

はできません。わたしはもう一度、クートフーミが伝えたことを引用します。“犠牲者

は存在しません。ただ経験だけが存在しています。”

エネルギーの変化と伴に、癒しが現れるはずです。癒すこと、過去のすべてを解き放つ

ことが皆さんの次の段階になります。意欲的にこれに取り組んでください。前向きな意

図を持ってください。皆さんが求めさえすれば、わたし達はわたし達の愛のエネルギー

で皆さんを支援するでしょう。皆さんはさらに前進する時、皆さん自身のより高い自己

に導かれて、皆さんの素晴らしい感情のエネルギーや皆さんのこころを承認してくだ

さい。皆さんが解き放ち、次の段階に進むたびに、皆さんの魂を自由にしながら、皆さ

んは皆さんの振動を少しずつ引き上げることができます。着実に行うことが前進するた

めの方法になります。1回に少しずつです。一挙にすべての旅に目を向けることは、し

ばしば過度に圧倒された状態に陥ってしまいます。利己的自我が割り込んできて、“わ

たしにはできない”、と伝えます。“わたしにはできない”という言葉は、皆さんを過

去に縛り付けます。皆さんを現状のままの状態に留めるように固定させて、皆さんの漸

進的な成長を妨げ、皆さんを3次元のエネルギーの中に引き戻します。

皆さんが“わたしにはできない”という言葉を口にしていることに気付くたびに、立ち

止まり、子供の時に皆さんが楽しんでいたすべての信頼と信念と同じ状態で、振りをす

る遊びを楽しんでください。皆さんが望むなら、わたし達に支援を求めてください。も

しも皆さんが信じるのであれば、ごっこ遊びはとても強力です。皆さんを前進させて内

面の声に本当に耳を傾けさせ、皆さんの本質そのものである皆さんの魂を感じ、愛する

ことを学ぶことができます。

わたし達は創造主の愛を抱きながら皆さんにお別れを伝えます。

師クートフーミと主ヒラリオン

Master Kuthumi and Lord Hilarion

Copyright © 2010 Rev, Lynette Leckie-Clark - All rights reserved. You are welcome to share with a
friend but Not for sale in any form.
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創造という立体映像
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わたしクートフーミは皆さんに伝えるためにふたたび現れています。今日、わたしは耳

を傾けようとするすべての人々に対する懇願を手にして現れています。わたしは皆さん

が皆さんの怖れという思いを解き放つことを求めています。わたし達は今皆さんが皆さ

ん自身の内面で、皆さんの精神的そして情緒的な身体の内面で経験している、この時期

の過渡的なエネルギーをここで予測しておきました。わたし達は皆さんに、皆さんが皆

さんの現実性を創り出していることを、そして皆さんがそうなるようにどのようにそれ

を選択したか、本当に数多く何度も伝えてきました。皆さんは聞いてはきましたが、し

かし皆さんは本当に注意深く耳を傾けてきましたか？　皆さんは皆さんの精神的な身体

にそれを取り入れて、皆さんの理解の及ぶ範囲内で皆さんが備えている力について深く

考えてきましたか？　皆さんは創造する力を備えています。皆さん自身の未来を策定す

るために。

立体映像

Holograms

皆さんの思いが結果あるいは出来事に対して強化されるにつれて、皆さんは皆さんがそ

うなりたいと望んでいるものの立体映像を創り出して行きます。こうした理由から、こ

れは起り得ることになっています。皆さんが皆さんの思いにより多く意識を集中させる

ほど、皆さんはより強力にその立体映像を創り出します。理解できますか？　皆さん

は今、自分が保有している素晴らしい力を理解していますか？　この力が備えている魂



は今、自分が保有している素晴らしい力を理解していますか？　この力が備えている魂

の責任を指摘しておくことは、時宜にかなったことなのかもしれません。それは、もし

もそれが誤用されると、皆さんは今回の一生涯だけではなく、おそらく皆さんの未来の

生涯においても、その責任を課されるようになるからです。

そのため、皆さんは皆さん自身のために創造する際に学ぶことを理解し始めています。

言うまでもなく、信頼もまた必要になります。皆さん自身や皆さん自身の創造の能力に

対する信頼、そしてまた皆さんの未来で明らかになるものに対する信頼です。ここで、

この立体映像を一歩踏み込んで取り上げてみることにしましょう。皆さんの創造に属す

る立体映像が、過去は惑星上の平和のためのものであったのかどうか、皆さんはこの立

体映像を創り出す際に多大なエネルギーを使用しきたのかどうか、可能であれば想像し

てみてください。皆さんはその精神の中で、すべての人種の人々が敬意を持ってお互い

に幸せに挨拶を交わしていると同時に、静かに自分達の日々の仕事に取り掛かっている

ことを確認していました。人々は、ふたたび地球を尊敬し、地球に対して思いやりを持

って考えていました。皆さんはこのすべてを理解し、皆さんがそうしていた時、落ち着

いた感覚が皆さんを包み込んでいました。皆さんはどことなく満足感を覚えていました

。これはひとつの強力な創造の立体映像でした。

拡大

Expansion

その時、 皆さんは珈琲を飲むために皆さん友人達数人と会っていました。皆さんは、
それが現実のように思えたため、皆さんの立体映像を友人達と共有しました。最終的に

、皆さんの立体映像は皆さんのより高い意志、皆さんの真意、そしてとりわけ信頼かか

ら生まれました。その素晴らしい信頼という信念は、皆さんのこころの中のダイヤモン

ドの光とつながっていました。そのため、皆さんは情熱を持って共有していました。皆

さんは本当に地球上にこうした状況が存在することを望んでいたからです。その友人の

ひとりが笑い出し、こう言いました。“自分は同じ展望を持っている。自分もまたこれ
を確認していた”

“自分もそれを持っている”、別の友人が言いました。そのため、その立体映像の強さが
拡大されています。より多くの意思、より多くのエネルギー、より多くの同じ視覚化が



備われば、それだけその立体映像は大きなものになります。

人間ひとりひとりが他の人々とその未来像を共有する時、創造された立体映像がよりい

っそう強力で大規模なものになりました。誰かが自分達の未来像を別の国の 友人に電
子メールで送りました。そのため、その立体映像はここで他の国の中に溶け込みました

。さらにより多くの人々が自分達のエネルギーを提供し、この想像された立体映像に信

頼を与えました。

結合するエネルギー

Merging Energies

そのため、 皆さんは状況を把握します。わたしはここで、皆さんの現在の進化の時間
の中で、エーテル界の中の新しいエネルギーや数多くの皆さんが現在放射している光の

エネルギーと伴に、皆さんが創造した立体映像は今まで決してこれほど強力なものにな

っている訳ではないことを、あるいはそういった発現する力が備わっていないことを、

指摘しておきたいと思います。わたしはあらかじめ皆さんのエーテル界の中のエネルギ

ーの変化や、皆さんのより高い自覚や魂の覚醒の効果について伝えてきました。

結晶質のグリッド

Crystal Grid

この惑星の結晶質のグリッドは、現在も補充が続いてます。そのグリッドは人類のため

に平衡を維持しています。もしも皆さんが素晴らしい無限大の象徴∞を望むのであれば
、エーテル界からのエネル ギーを循環させ、皆さんの思いと皆さんが創造した立体映
像のエネルギーを融合させ、この惑星の結晶質のグリッドと結び付けてください。友人

の皆さん、皆さんはこれを思い描くことができますか？　さて、皆さんはまたその極め

て重要なつながりを視覚化できますか？　それは無限の象徴∞の中心の部分です。ここ
がより 高いエネルギーがその真意、その意思、そして人類が創り出した立体映像と接
触する場所になっているからです。その中心部分はすべての物事が一体となって融合し

ている場所です。



意思

Intent

ですから、皆さんの思い、皆さんの意思の瞬間を振り返ってみてく ださい。皆さんの
現在の意思は何でしょうか？　皆さんの意思は皆さんに関するすべてを網羅していま

すか？　皆さんの意思は皆さんのより高い自己から現れていま すか、それともより低
次の利己的な自我から現れていますか？　振り返ってもう一度検討してみてください。

もし必要であれば、調整してください。次に、皆さん の望みを考えてください。皆さ
んは未来に、そして未来の惑星に、何を望んでいますか？

わたしはまた、しばらくの間皆さんがどの場所からその意思を表しているか、よく考え

ることを求めています。それは皆さんの思いやりが備わっているこころからですか、あ

るいは、皆さんの金銭上の関心からですか？　わたしはいつも公正なエネルギーの交換

を提唱してきました。すべては平衡が取れていなければならないものです。だからこそ

、光の活動家の皆さん、皆さんの教え、皆さんの知識、皆さんの時間に対する公正な価

格を求めてください。しかし、過剰な金銭上の報酬を要求するようになるのは、皆さん

の利己的自我のためであることを認識してください。

そのため、皆さんが小休止する時、皆さんがわたしの言葉をじっくりと考える時、皆さ

んの魂に耳を傾けてください。皆さんが現在、皆さんの意思、皆さんの信頼といった皆

さんの生命のいずれの領域においても平衡を失っているかどうか、皆さんはそれを感じ

ることになるでしょう。

平衡

Balance
これから訪れる月日において、皆さんが内面の平衡を維持することが重要な問題になる

でしょう。皆さんの創造の力、そしてこの過程を良く理解してください。惑星の変化

を通して平和と穏やかさを創り出すために、同じ志を持った人々と交わってください。

いつも平衡を維持してください。こうした過渡的な時期を通して、これが皆さんの力に



なるでしょう。

愛と思いやりが皆さんを導くことを許してください。怖れに基づいたどのような想いに

対しても、エネ ルギーを与えないでください。怖れは今、創造された新しい立体映像
に置き換えられなければならないものになっています。皆さんが怖れを経験しているか

どうか、皆さんの想いが怖れに基づいたものかどうか、次に、創造された皆さんの立体

映像が怖れのひとつになっているかどうか、それを理解してください。それで は、皆
さんはこれから何を創り出そうと考えますか？　皆さんが自分に引き寄せようとしてい

るものは何ですか？　言うまでもなく、より多くの怖れや怖れを活性化させるようにな

る数々の状況を、皆さんは今も内面に保有しています。だからこそ、皆さんは堂々巡り

をしながら、怖れの循環を創り出しています。

皆さんの思いは創造された皆さんのすべての立体映像の土台になっていることを忘れな

いでください。

こころ穏やかに

Be at peace

師クートフーミ

Master Kuthumi

Copyright © 2011 Rev, Lynette Leckie-Clark - All rights reserved. You are welcome to share with a
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わたしクートフーミは、この時期に皆さんに話をするために現れています。今は、ひと

つの巨大な回想の時代です。それは、皆さんのこころのさらに高い数々の空間に向けて

濾過するために、変化しているエーテル質の振動エネルギーを通して、皆さんのエーテ

ル質の身体を通して、前面に押し出されている、細胞の回想です。こうした数々のエネ

ルギーが皆さんの細胞構造と混ざり合って、物質的な身体を経由して伝わり、最終的に

同じ高い振動周波数と融合し、魂の星のチャクラを通って王冠のチャクラに入って行き

、松果腺と一体化します。わたしの仲間達、ですから、この2012年という偉大なる出現
の年に、ここで皆さんの心臓のチャクラの統一が起ります。 
 
純粋なエネルギーの吸入

Pure Energy Intake 
したがって、皆さんの前進にとって、皆さんが‘純粋性’を受け入れることが絶対に不可
欠なものになります。皆さんに生命を与えている肺が最適な強度で機能するために、純

粋な大気を呼吸することです。肯定的なおもいやりのある叡智の発話を創り出しながら

胸腺のチャクラを融合して活性化するために、肺を通して濾過されたさらに高い周波数

が取り囲んでいます。キリストつまり創造主とのこころの融和から、叡智が流れ出てい

ます。皆さんが語り、感じ、愛する時にその叡智を結び付けながら、魂の星の光の細胞

を起点として、松果腺を通して、その叡智が活性化されています。 
あらゆる細胞のひとつひとつを磨き直して生成することを目的として物質的な身体に採

り入れる純粋な水が、皆さんの身体の健康を支援します。皆さんの生命力を強化するこ

とが、皆さんに物質的なエネルギーの純粋性をもたらします。皆さんにとって絶対に不

可欠なこの生命力は、皆さんという存在の聖なる核心部分になっています。もしも皆さ



んがこの周波数が変化する年を受け入れようとするなら、皆さんの生命力を正しく育む

ことが必要になります。皆さんのチャクラ系にも栄養を与えているこの聖なる核心を通

して、巨大な光が流れています。創造主に由来する驚くべき数々の細胞が皆さんの身体

に定着し、その中を光が流れます。皆さんがこの惑星地球の上に立つ時、皆さんは実際

にひとつの聖なる器官として存在しています。 
化学製品ではない、純粋な食物もまた必要になります。わたしは以前これについて言及

していますが、しかしこの論点は重要なため、わたしはもう一度皆さんに注意しておき

ます。‘純粋性’に配慮してください。清潔な水、清潔な食品です。皆さんの聖なる器官
、皆さんの物質的な身体、情緒的な身体、そして精神的な身体を上手に育んでください

。 
皆さんはわたしがこの事を伝えている理由を尋ねるかもしれません。それは、わたしの

仲間の皆さんが今一線を超えようとしているからです。その過程は既に、およそ15年前
に始まっています。その通り、2012年は重要な年ですが、しかし一日や一晩で魔法のよ
うにさらに高い光の周波数に変容することは期待しないでください。それは起りません

。それはひとつの過程です。皆さんは今、強力な光の身体が必要な時期に存在してい

ます。皆さんは、現在の進化で、これを緩んだ光の貝殻に例えることができます。皆さ

んの細胞の構造が光を固定して維持するために一線を越えているため、それが皆さんの

低次と高次の物質的、精神的そして情緒的な身体を護っています。最終的には、光にな

ります。 
皆さんは今、一線を超えているところであり、その細胞の変化は段階的なものになって

います。エーテル質の身体が、皆さんの物質的な身体に純粋な光の周波数を取り込んで

います。新しい数々のエネルギーが、特に来年まで、かなり強力になって行くため、現

存する光の身体が強いものになることが必要になっています。 
 
肉体的な症状

Physical Symptoms 
一部の皆さんは、既に一線を超える際の症状を経験しています。明確な症状が無いのに

気分が優れず、頻繁に耳鳴りや耳の痛みを感じ、無気力感、原因不明の動揺、頭痛、

頭が‘鈍く’重い感覚、身体の骨格の痛みを感じています。こうした症状はさらに頻繁に
起こる症状の一部です。そのすべては原因がなく、単純にひとつの感覚か、あるいはあ

る説明できない痛みになっています。ご存知のように、低次の数々の身体が順応してい

るところです。皆さんが地球上の生活を経験している間に、このすべてが起っていると

ころです。皆さんは、“何故だ？　何でわたしは周波数の変化が完了する時に転生する



ことができなかったんだ？　そうすれば心配する必要はなかったのに”、と尋ねるかも
しれません。 
友よ、事業、銀行、政府の中で今行われている物事の方法を再構築するために、あなた

の声が必要になっています。今、こうした物事もまた変化しなければならないため、変

化しているところです。それで皆さんは、あらゆる水準で変容が起っていることを確認

しています。細胞の超越化を通して、皆さんは皆さんの思考、言葉、そして皆さんの優

先事項を変化させることになるでしょう。 
差し当たり、わたしは皆さんひとりひとりが光の身体を育み、強化することを勧めます

。さらに高い体に移行し、さらに光に向かって進むために、この事が必要となっている

ため、それが皆さんの3つの低次の身体の強さを維持します。 
 
こころの統一性

Heart Unity 
皆さんは実際に、ひとりひとりの皆さんに利用できる驚くべきこころの統一性を感じる

ことができます。さらに高いこころを通した融合が、創造主である神のこころに向かい

ます。こころの統一性。融合。真の至福と壮麗さ。わたし達は創り出します。わたし達

は創造主である神に仕えます。皆さんは今、これを理解し始めています。皆さんはそれ

を感じています。 
このメッセージの中で、わたしは実際にお互いと神に仕えています。 
穏やかさと純粋性を皆さんに。 

クートフーミ

Kuthumi 

If you share this channeled transmission, please acknowledge the channel – Lynette from Kuthumi
School of Wisdom. www.kuthumischool.com 
http://lightworkers.org/channeling/151443/2012-heart-unity-kuthumi

http://www.kuthumischool.com/
http://lightworkers.org/channeling/151443/2012-heart-unity-kuthumi


最後の次元上昇の過程

最後の次元上昇の過程
The Final Ascension Process
3 October 2012 - 7:26am
 
リネット・レキー・クラーク

Channeler: Lynette Leckie-Clark
 
Sunday, 23 September, 2012 (posted 2 October, 2012)
 
 
質問：親愛なる師クートフーミ、わたし達はどのようにして、時にわたし達が搾取され

、あるいは消耗させられていると感じる状況に巻き込まれることなく、一貫して無条件

に愛することを目指すことができるのでしょうか？　時には数々の境界線を設けること

が必要なように見えますが、しかしこれは無条件に愛することと両立できるでしょうか

？わたしは非常に難しい問題だと感じます！ゲリー、合衆国。

 
クートフーミの答えは...
 
わたしクートフーミは、この人のためだけではなく、数多くの人々のためにこの質問に

答えようとして現れています。皆さん人間の数々の雛形は変化し続けていて、その状況

が多様な疼きと物質的な身体に対する重苦しい感覚をもたらしています。実際の病気で

はないにもかかわらず、皆さんは皆さんの身体が感じる状況を否定することができま

せん。一部の人々は、頭の周りに軽い目眩を感じ、他の人々は忘れ易さという不快な状

態を認めます。

 
特に今年は、すべての皆さんのために多くの物事が起っています。皆さんは、今まで無

視さしてきた皆さんの人生の中の数々の決断に対処して、最終的に決断を下すことが必

要です。カルマのすべての形、特に以前の数々の障害の間いつも維持されていたカル

マは、皆さんの仲間の人々を含めて、今、解き放たれることが必要になっています。こ

れはそれ自体で、頻繁にひとつの情緒的な過程を進化させます。それは、比較的低い情



緒的な身体を安定させ、克服する、ひとつの本質的な部分であることを、認識してくだ

さい。皆さんはこの過程を回避することはできません。人間は、さらに高い数々の水準

に入るための準備が整っています。従って、低い情緒に起因する数々の問題は、皆さん

を押し留めたままにすることはできません。情緒的な身体の浄化は人間の最も巨大な課

題だと、わたしは今まで何度も皆さんに伝えてきました。数多くの人々が今、この道筋

の旅を続けています。この過程の中で、皆さんはひとりではないことを認識してくだ

さい。もしも皆さんが立ち止まっているなら、皆さんは、皆さんに相応しい行いを、前

進するために皆さんが解き放たなければならないものを、感じるようになるでしょう。

そのため、宇宙の数々のエネルギーが、皆さんと伴に存在します。

 
皆さんは皆さんの理解と自覚の中で、またさらに高く進んでいます。わたしはこの無条

件の愛の問題に関する質問を扱っているため、わたしが皆さんの足取りを少し速めにす

ることを許して下さい。愛、それは本質的なものであり、すべての鍵です。それにもか

かわらず、愛には数多くの形があります。皆さんがさらに高い振動に溶け込んで行くに

つれて、皆さんの愛の感覚は変化し、成長します。そうです。ご存じのように、それほ

ど遠くない昔に誰かが愛について話した時、それは3次元の愛の形そのものでした。ひ
とは人間関係の愛について考えようとします。夫、妻、娘、息子、そして母。その愛の

形は、普通ひとりの個人と結び付けられていて、簡単に理解されます。それは、ひとつ

の柔順な愛の形でした。それは皆さんの人生の役割の一部であり、心地良く感じられま

した。

 
進歩が現れ、人間が4次元に入った時、その愛は他の人々に向かって拡大することが必
要でした。しばらくの間、混乱が起りました。一部の皆さんは、今も依然としてこの混

乱を感じています。ご存じのように、皆さんの愛の把握を拡大する中で、皆さんは快適

な範囲から、皆さんがそれほど楽しんでいた理解の高原状態から、追い出されました。

一部の人々は一歩踏み出すことを、皆さん自身の魂や指導霊達によって勧められた拡大

された視野に目を向けることを、望みませんでした。わたしは皆さんに伝えます。そう

した時期は、広範囲に及ぶ成長がすべての皆さんに利用できる時期です。成長のための

機会を怖れないでください。

 
愛は無限です。皆さんの愛は、地球上のあらゆる生きている存在にまで拡大する能力が

充分にあります。皆さんは今もなお、さらに多くの愛を与えることができます。これは

利己的な愛ではありません、違います。それは実際に、無条件の愛です。皆さんは洪水



または地震の犠牲者達に対して、悲しみを感じます。皆さんはその人々に対する思いや

りを感じます。もしもそういった人々に決して出会っていなかったとしても、それにも

かかわらず、皆さんは思いやりと気遣いの感覚を経験することができます。無条件の愛

です。

 
わたしは生態学上の災害が経験されている惑星の数々の領域の中で、皆さんに伝えます

。大気の中に、巨大な愛のエネルギーがあります。これは、思考形態の中で無条件の愛

を送っている惑星上の他の魂達によって、形成されます。これが、惑星と関連する魂達

のための最初の癒しを提供します。わたしは人間的な要素だけではなく、水の中の生

命体、自然力の王国や鉱物の王国といった、生きているすべての存在達について伝えて

います。蓄積される癒しのエネルギーは、巨大です。数多くの皆さんが、皆さんが創り

出している影響力について考えていなくても、この癒しの過程を経験し、それに参加

します。それは素晴らしいことです。

 
皆さんが進歩するにつれて、皆さんはさらに一層他の人々に対する無条件の愛を感じ、

表現するようになるでしょう。さらに、皆さんが他の人々に対して物質的に行うこと、

あるいは言語化することは、何もないのかもしれません。それはいつも要求されている

訳ではありません。大切なのは、皆さんの意思です。そしてその意思は、皆さんの思考

と思いやりのエネルギーから生まれます。こうした状態が巨大な愛に溢れる意思と、よ

り深い愛のエネルギーを創り出し、それが新しい地球、魂の生き方を発現する上で支援

することになるでしょう。

 
わたしはそれを、さらに深いひとつの愛と呼びます。何故なら、それは単純に、無条件

の愛として存在するものだからです。それは、他の愛の形態よりも大幅に深い水準にま

で広がります。一部の皆さんは、このさらに深い愛の意味全体を混乱しています。皆さ

んは、皆さんがそれを行うことができる方法を不思議に思います。何が起るでしょうか

？より一層多くの皆さんが無条件の愛のさらに高いエネルギーの中で循環するため、わ

たしはただ起るようになることだけを皆さんに伝えますが、皆さんは穏やかに生きるこ

とになるでしょう。皆さんは穏やかさを強く願うようになるでしょう。皆さんは、他の

存在達に、すべての存在達に、皆さんの思考、皆さんの言葉、そして皆さんの行動の

中で、より思いやりのある状態になるでしょう。この時点で、皆さんは神の愛の中での

暮らしを経験することになるでしょう。さらに高くさらに精緻な振動エネルギーの中で

の暮らしです。



 
しかし、皆さんは依然として移行期に耐え続けています。これがわたしをゲリーの素晴

らしい質問に連れ戻します。友よ、あなたはただ数々の状況に巻き込まれることになる

でしょう。その状況に対して、もしもあなたがそれを許せば、あなたはそこで搾取され

ると感じます。あなたが別の人に対して数々の境界性を設けることが必要になる、数多

くの状況が存在します。無条件に生きることは、あなたが酷い扱いを受けることを、あ

るいはこの人はそういいたいのかもしれませんが、玄関のマットのような扱いを受ける

ことを許すことを言い換えている訳ではありません。違います。そのような状況の中で

、あなたは静かに、それにもかかわらず毅然と、その状況は不公平であり、素晴らしい

ものではなく、求められても強く望まれてもいないことを、告げるべきだと思います。

あなたが否定の言葉を口にする必要があり、それが受け入れ難い時はいつも、そして必

要ならば、その場から離れてください。如何なる時でも、皆さんは皆さんを高く評価し

、皆さんの霊的な尊厳を維持することが必要です。

 
この場合の混乱は、無条件の愛の真の意味を理解しない状態で創り出されています。皆

さんはまず、皆さん自身を高く評価します。これは、皆さんに受け入れられることと受

け入れられないことを極めて静かに提示することによって、行われます。皆さんは怒り

を持たずに他の人々に耳を傾けることによって、他の人々を高く評価します。もしもそ

の最終結果が、皆さんが同意しないことを同意するように指示するなら、あるいは立ち

去ることを指示するなら、その時は単純にそうしてください。皆さんは、言動や行動の

同意に影響を受けることはありせん。これを理解して、罪悪感を持たないでください。

それは単純に、それぞれの個人は、別の個人にとって許容できない異なる望みを持つ、

ということだけです。そのためわたしは皆さんに伝えますが、静かに皆さんの真実を

話し、皆さん自身と皆さん自身の真実を高く評価することは、受け入れられることです

。皆さんはこのようにして、無条件の愛を表現します。怒りを持たず、敵意を持たず、

そして恨みも持たないことを通して。皆さんは、他の人々の魂がその人々の生命の道筋

上にあることを認めます。無条件の愛は、何があっても皆さんが別の人に同意しなけれ

ばならないことを意味している訳ではありません。もしも別の魂達が充分に進化してい

れば、その魂達は皆さんの物の見方を受け入れ、おそらく自分達の言動と皆さんの言葉

について考えることになるでしょう。これが、その魂達が皆さんに対して無条件の愛を

表現する方法です。その経験は、もしもその魂達がそれを許すなら、魂の成長と、魂達

に対する新しい理解を提供することになります。もしもその魂達がその成長の準備が整



っていれば、それは態度の変化を伴う可能性があります。もしもその魂達がそうしない

選択をするなら、単純に立ち去ってください。それは、その魂達が学びの道筋の上に存

在している状態だということを、認識し、受け入れてください。

 
皆さんは、惑星上で推移する魂の成長のために、こうした数々の状況に数多く直面する

ことになるでしょう。一部の皆さんは、他の人々よりもさらに進んでいます。それにも

かかわらず、さらに素晴らしい、あるいは皆さんはより優れている、と皆さんは口にし

ないでください。違います。単純に、皆さん自身を受け入れて、皆さんの旅を続けてく

ださい。これはまた、無条件に生きることです。それは許しの中にあります。分かりま

すか? 皆さんは現時点においてすべて多様な段階と次元で成長し、学び続けているこ
とを、別の人が理解することを許すことです。

 
今年の残りの日々が、巨大な挑戦と巨大な成長を提供することになるでしょう。賢明な

る者は、自分達の魂を高く評価し、自分達の魂の叡智に耳を傾けます。皆さんの内面の

叡智が、それぞれの困難な課題の時に、皆さんに光の灯火を提供することになるでし

ょう。皆さんは新年の準備を整えているため、皆さんは新しい自覚的意識の高さを通

して、この状態を確認することになるでしょう。そうです、皆さんの新しい年は、確実

に訪れることになるでしょう。

 
わたしの光の恩恵をひとりひとりの皆さんに捧げます。

 
クートフーミ

Kuthumi
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わたし、クートフーミは、皆さんの次の章のための天界の祝福と伴に皆さんに挨拶を送

ります。それはわたし達がここで皆さんが受け入れる準備が整っていることを希望する

、壮麗な章であり、皆さんのさらに高い精神への開放というこの素晴らしい時代を祝う

ための章です。

 
数多くの人々がより低次の意識の数々の制約を理解することになり、今は実際に、これ

ほど長い間人類を人質にとってきたその制約を、経験し始めています。

 
 
自由になる

BREAKING FREE
 
立ち止まって、これさらに近くで見ることにしましょう。皆さんの意識は、数々の生涯

の間、大部分が自我の深みの中に維持され続けていて、その行動の特徴は、とても親し

http://www.kuthumischool.co/


み深いものです。その親密性のせいで、数多くの人々が、こうした状態から先に進むこ

とが非常に困難で、こうした衰弱させる数々のパターンが皆さんの内部で創り出されて

きて、その数々の限界を受け入れることも困難であることに気付きました。わたしの仲

間達、この状態が、自我の自己が繁栄して、思考と行動を制御することを通して自我が

皆さんを支配することを許してきました。支配は、微妙なものから、これはもしも意識

的に繰り返し実行すれば、別の人間がその個人に対する全体的な支配を得ることになり

ますが、その微妙なものから、より攻撃的な支配方法まで、数多くの形態を取ります。

皆さんは自我の数々の特徴に慣れ親しんでいることを、わたしは確信します。あらゆる

人より先になり、いつも最初になり、最良で最も壮大な物質財を持ち、あらゆる物事や

あらゆる人を支配し、そしてその支配権を持つと見られることに対する必要性です。一

部の人々は、“しかし、それはわたしに他の人々からの尊敬を与えてくれる”、と話すこ
とになるでしょう。

 
わたしは皆さんに、“いえ、そうではありません。真の敬意は、怖れを創り出すことを
通して得られるものではありません。真の敬意は、別の人を助け、皆さん自身の行動を

通して、他の人々に対する皆さん自身の敬意を明らかにすることを通すことで、得られ

ます”、と伝えます。
 
そのため、今は、こうした数々の古い概念から自由になる時です。さらに高いひとつの

水準に向けて、皆さんの意識を広げる時です。これを通して、また皆さんの振動は高

まり、皆さんの生き方の選択は、穏やかで平穏なひとつの選ばれたものに向けて前進す

ることになるでしょう。その時皆さんは、わたしが伝える新しい宇宙の境界を経験する

ことができます。わたしは、皆さんがこれについてじっくりと考えるように促します。

 
 
新しい年

NEW YEAR
 
皆さんは皆さんの世界の新しい年に入る時、それはさらに深い変容の年であることを、

理解してください。皆さんはすべて、一部の人々は深刻に、他の人々はそれほど深刻で

はなく、これを経験しますが、それにもかかわらず、個人と“全体”に対しては依然とし
て非常に深い関わりを持ちます。

 



今は、皆さんの人生の中で、必要な数々の変化を起こす時です。一週間以内、来月、あ

るいは次の季節ではなく、今です！ 皆さんの自我が、皆さんが皆さんのさらに高い進
歩に対する確約を延期するように働きかけることによって、皆さんをさらに束縛しよう

とすることを、理解してください。巨大な移行の時代のすべての間、皆さんの準備の

中に、強さと確信が認められ、維持されることが必要です。

 
また地球も移行の時期にあり、気象パターンが常軌を逸し、極端なものになることは、

事実です。こうした常軌を逸した気象パターンが落ち着き始めるまで、2年ほど必要に
なるでしょう。

 
皆さんが時間を取って、ひとつのデコボコの多い道筋を創り出す古い態度への後退を経

験する場合と同じように、皆さんは地球についても同じことを確認します。そのため、

単純に準備を整えてください。これが、地球の気象に耐えるために皆さんに役立ちます

。また皆さんは、皆さん自身のために準備を整えることを望むかもしれません。瞑想を

実践し、穏やかな状態に留まってください。どのような対立の中でも、どれほど小さい

か挑戦的なものかどうかにかかわらず、立ち止まって、皆さん自身に、“これは彼らの
事柄か、それともわたしの事柄か？”、と尋ねてください。皆さん自身にこの小さな質
問を問い掛けることは、このひとつの宇宙の移行の時期の間には、非常に貴重なこと

です。

 
 
外部

THE OUTER
 
わたしは以前の教えの中で、これについて伝えておきました。皆さんが準備を整えて、

この年を通過するために役立つように、皆さんが繰り返し思い出すことが役立つこと

になるでしょう。政府は外部として分類されます。皆さんの意思決定の外側、皆さんの

個人的な責任の外側にあるものです。数々の政府機関は今年、過剰債務により数々の苦

渋の決断をすることが要求されることになるでしょう。支払済みの給付金を含めた数多

くの人々の特権は、徹底的に減額されることになるでしょう。そのため、わたしはすべ

ての人々が準備を整えるように促します。皆さんができるところで節約してください。

基本に戻って、皆さん自身で野菜を育ててください。

 



このすべては、外部に位置することですが、それにもかかわらず、すべての人々に影響

を与えることになるでしょう。わたしがすべての人々と伝えたのは、大量の欲求不満と

怒りが創り出され、エーテル界の中で延々と続くことになるからです。従ってわたしは

、完了について瞑想するひとりひとりの皆さんが、神聖なる光に属する空色のキリスト

の光線で地球を取り囲んでいる状態を視覚化することを提案したいと思います。これは

、地球のエーテル界の中の否定的な数々のエネルギーを解消して減少させる上で、大い

に役立つことになるでしょう。わたしの兄弟のイエスは、ここで提示された瞑想の中

のキリストの光線で皆さんを指導するために、既に前に進み出ています。

 
 
歓び

JOY
 
歓び、その通り、歓び。移行の時期のための準備を説明することは、必ずしも楽しいこ

とではありませんが、それにもかかわらず、かなり必要なことです。そのため、ここで

内部に目を向けることにしましょう。ひとりひとりの皆さんの内部です。言うまでも

なく、皆さんは、皆さんの司令官です！ 皆さんは唯ひとりで、皆さんが行い、話すす
べての物事に対して、そして皆さん自身の幸せに対して、責任を負います。

 
ここで、一息入れてください。皆さんがこれを読む時は、静かにしてください。皆さん

にとって大切なことを考えてください。皆さんの精神の中で、そのひとつの印象を創り

出してください。皆さんがそれを考えるか理解する時に、それは皆さんを笑顔にするも

のですか？ それがそれです。ここで、わたしは皆さんに、一枚の紙にとても大きな文
字で、心覚えとして、その事を書いてもらいたいと思います。また皆さんの財布か小銭

入れ用として、小さな紙にも同じことを書いてください。わたしは、皆さんが大きな紙

を皆さんの正面の扉に張ることを求めます。小さな方は言うまでもなく、財布に入れて

ください。

 
皆さんが困難な一日を経験した時、皆さんが可能と考えたよりもさらに皆さんのお金を

有効に使う必要が生じる時、事務所の中の誰かが単純に対処できない時、あるいは皆さ

んの無二の親友が皆さんに辛く当たる時、わたしは皆さんがそのメモを、皆さんが皆さ

んのお気に入りの印象を思い出すその言葉を、読むように促します。その時立ち止まり



、中断して、皆さんの精神の目の中の特別な記憶を確認してください、皆さんの個人的

な空間に入っている穏やかさを感じてください。その穏やかな感覚を維持してください

。笑顔になってください。次に、外部の事柄は皆さんのものではないことを、良く理解

してください。それでは、皆さんは何故それが皆さんを包むことを許すのでしょうか？

 
しかしその一方で、この単純な実践が、必要な時期に皆さんを大幅に支援するようにな

ることを、わたしは皆さんに保証することができます。これは、いつでもどこでも、皆

さんが内面の歓びを感じることを許すようになるでしょう。

 
 
雛型の拡大

TEMPLATE EXPANSION
 
これは、2013年における皆さんに対するわたし達のメッセージです。皆さんの思考、皆
さんの情緒、皆さんの行動と選択において、前進してください。

 
2012年の間、新しい数々のエネルギーが皆さんの大気に入ることを支援しながら、数多
くの宇宙の出入り口が開かれました。こうしたものは、今は固定されています。皆さん

はそのエネルギーを毎日呼吸しています。実際に、その通りです。こうした新しい数々

のエネルギーは、皆さんの雛型の拡大を支援します。本当に数多くの光の存在達が支援

をする準備を整えています。友よ、偉大なる白色同胞団や光の評議会に属するわたしの

兄弟姉妹達のように、わたしもその一人です。皆さんの両腕を広げ、皆さんのこころを

開き、皆さんの精神を開いて、前進してください。

 
これはひとつの宗教ではなく、ひとつの信頼、皆さんは人類の進化の過程という道筋の

上を前進しているという、ひとつの認識です。

 
皆さんのDNAは、皆さんの松果腺のさらなる開放を、従って、皆さんのさらに多くの
光を維持する能力の開放を通して、拡大を続けています。またこれは、さらに高いこ

ころ、皆さんの内部の神聖なるダイヤモンドの光の中心部分を拡大します。これは偶然

ではありません。違います。それは皆さんの一部です。皆さんのすべての壮麗さの範囲

内の一部です。

 



そのため、わたしは皆さんに、皆さんのこころの中の歓びと伴に、準備し、理解し、そ

して前進するように伝えます。

 
わたしの最愛なる皆さん、穏やかさを皆さんに。

 
クートフーミ

Kuthumi
 
If you share this channeled transmission, please acknowledge the channel – Lynette and Kuthumi
School of Wisdom and our web address. www.kuthumischool.com
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~ Channeled by Lynette Leckie-Clark
www.kuthumischool.com
Kuthumi School of Wisdom, Integrating the Dimensions

 
 
 
わたしクートフーミは、もう一度話をするために前に進み出ています。数多くの人々が解放の様

々な状況の中にいて、それにもかかわらずそれを理解していないため、わたしの望みは皆さんの

力になることです。この状況は、精神的な身体へのひとつの動揺を創り出します。おそれによっ

て創り出された、ひとつの動揺です。これが転じて数多くの矛盾した情緒を創り出します。それ

で存知のように、動揺とは、取り乱して混乱することです。ひとつの外部の水準では、また太陽

も数多くの強力な太陽フレアを通して、動揺を経験しています。このエネルギーが、この大いな

る解放に遭遇している皆さんの大気に大量に流れ込みます。

 
それは、もはや皆さんに役立たないすべての物事の、ひとつの大いなる解放です。これは些細な

ことのように響くかもそれませんが、しかしその一方でわたしは皆さんに、それはそうではない

ことを保証することができます。数多くの人々が、外的な変化と闘います。しかしその一方でわ

たしが話題に取り上げている解放は、皆さんの内的な身体に関することです。時間は、皆さん

の年、皆さんの人生を熟慮し、見直すために利用されなければならないものです。これは、とて

も必要であるにもかかわらず現時点でほとんど達成されていない、ひとつの課題です。わたしは

、皆さんが利用できる時間を取るために努力することを勧めます。

 
 
その鍵

The Key

 

http://www.kuthumischool.com/


皆さんは、これがその鍵であり、新しい数々のエネルギーと単純に存在するひとつの新しい方法

へ前進するために絶対に不可欠な鍵であることを、理解します。この鍵を利用することがなけ

れば、皆さんは皆さんの前進の中で、そしておそらく皆さんの生命の中でさえ、行き詰りを感じ

ることになるでしょう。さらに伝えると、この感覚は、この見直しが達成され、皆さんがその過

程で数々の段階を踏むまで、皆さんに留まることになるでしょう。

 
数多くの人々が、それはすべて余りにも困難だ、と思い込みます。他の数々の行動を追求し、こ

の過程を受け入れず、無視しようとすることは、遥かに簡単です。わたしは、その人々が今何処

にいるのかということに目を向け、それを尋ねることを皆さんに求めます。その人々は、既に進

歩していますか？最も重要なこととして、その人々は自分自身とその人生に満足し、幸せでしょ

うか？うーん、わたしの友よ、あなたの人生を熟慮し、見直すために利用できる時間を取ること

がどれほど不可欠か、あなたには分かりますか？もはや皆さんに役立たないもの、もはや皆さん

が本当に必要としないものを事実通り理解し、そしてそれを手放す勇気を持つためです。

 
 
より高い道筋

The Higher Path

 
そのため、数多くの皆さんがより多くの物事を探し続けています。達成は皆さんの外部にはない

、と既にわたしが伝えてあるように、この達成感の範囲では、穏やかさと達成感というひとつの

内面の安定を維持するための努力とエネルギーが必要になります。太陽フレアのエネルギーは、

すべての人々が内面に目を向け、ひとつの内面の穏やかさを探し求めて維持するように、その大

幅な後押しを提供し続けています。しかしその一方で、その数々の答えを提供しなければならな

いのは、皆さんです。皆さんは今、答えるように呼び掛けられています。その普遍的な数々のエ

ネルギーもまた、これを働き掛けています。皆さんの魂は、今皆さんが清算するように後押しし

ながら、それを求めています。動揺？その通り、しかし、皆さんが見直し、清算し、そして答え

るように後押しを受けていることは、なんと素晴らしい状況でしょうか。わたしの友よ、あな

たは、さらに高い数々のエネルギーによって与えられたこの動揺を持たなければ、あなたはおそ

らくこの地球上の極めて重要な時代に皆さんの魂の道筋の上をさらに前進できないことを、理解

しませんか？

 
 
導かれて

Guided

 
こうした数々のエネルギーは、皆さんの魂がかなり敏速に反応する宇宙に起因するものです。そ

の時皆さんの魂が皆さんを刺激して後押しをしようとする理由は、皆さんの魂が今は進歩して前



進する時であることを認識するからです。今は、皆さんの魂に答える時です。これはしばしば、

物質的な物事の変化を意味します。古い態度の数々のパターンの変化、もしかすると、仕事の変

化かもしれません。皆さんはただ、皆さんがその呼び掛けに答える時を、皆さんが静かな状態に

なるために時間を取って皆さんの情緒やそういった否定的な考えや皆さんの人生を見直す時を、

認識することになるでしょう。

 
 
自由意志

Free Will

 
皆さんは、今まで沢山の自由意志を経験してきました。実際に、数々の生涯です。皆さんは依然

として自由意志を持ちます。それにもかかわらず、これは問題ではありません。問題となるのは

、皆さんは間違いなく幸せでしょうか？それはひとつの大きな問題であり、沢山の深みが含まれ

ていませんか？皆さんが今後それについて熟慮することをわたしが希望する、ひとつの問題です

。数多くの人々が今、幸せを強く願います。わたしは、皆さんの人生を単純にすることを、今ま

で何度も伝えてきました。これを達成するための数多くの方法があります。幸せを達成するこ

とが、皆さんの第一歩になります。もしも皆さんが支援を必要とするなら、その時は別の人の声

、慰め、そして支援を探し求めてください。皆さんが大切に思い、尊敬する誰かです。皆さんは

、数多くの人々を押し止めるものは怖れという情緒であることを理解します。それにもかかわ

らず、皆さんがまさに怖れるものは何なのか、それを説明することを、わたしは皆さんに求め

ます。皆さんは、事実通り皆さんのこころからわたしに伝えることができますか？わたしは、皆

さんの精神ではなく、皆さんのこころと言いました。

 
もしも皆さんが事実通りこの質問に答えられるなら、その時皆さんは、既に皆さんの前進の第一

歩を踏み出しています。皆さんのこころは今後皆さんをさらに高いひとつの道筋に導き、さらに

大きな人生の光景を探し求めるように皆さんを導くことになるでしょう。これが、皆さんが大気

に溢れているさらに高い数々のエネルギーの前進運動を理解することができるようにすることに

なるでしょう。古いエネルギーは、すべての水準で剥がれ落ちているところです。皆さんは今

まで、おだやかさとさらに大いなる理解に属するさらに高いひとつの道筋を強く願ってきました

。宇宙は、皆さんが別の一歩を前に踏み出して、さらに深く解き放ち、皆さんの振動エネルギー

を新しい数々の水準まで高めるように呼び掛けています。

 
 
クート—フーミの叡智の集団、数々の次元の統合

Kuthumi School of Wisdom, Integrating the Dimensio ns

 
皆さんは今まで、人類と地球の大いなる変容について伝えられてきました。皆さんは今、この交



信者が口にしようとするように、“有言実行”することを求められ続けています。エネルギー、魂
、皆さんの魂についてのより大幅でさらに高度な理解と伴に、歓びと穏やかさの中で生きること

です。さらに高いひとつの道筋を進むことを選択してください。それは、外部の動揺の時代の

中で、皆さんに充分に役立つことになるでしょう。その結果皆さんは、依然として移行の状態に

在りながら良く理解していない他の人々の混乱から超然とすることができます。それは彼らの道

筋であり、彼らが現時点で選択している道筋です。彼らの魂もまた活動していて、彼らは意欲的

に進歩しようとしていないような状況なのかもしれません。従って、単純にそれを認めて、皆さ

ん自身のさらに高い道筋上で前進を続けてください。これが、こうした移行の時期の間の方法

です。

 
穏やかさを皆さんに

クートフーミ

Peace to you
Kuthumi
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2011年、移行、選択、そしてこころの年

2011年、移行、選択、そしてこころの年
‘2011’ a Year of Transition, Choice and Heart
Kuthumi Lal Singh © Ascension Explorers 3/01/11 
7 January 2011 - 9:31am

ルー・ジェイムズ経由

Channeler: Lou James 

ナマステ、わたしの特別な、特別な友人達、ナマステ。

わたしはしばらくの間この方法で皆さんに書き送ることはしていませんでした。しかし

、わたしはおそらくこの日に現れてこの方法で皆さんと分かち合うべきだと少なからず

信じています。何故この日に？　わかりました。数霊術または数秘術に明るい人々にと

って、3という数は直観的、魔法的、そして有利な数であり、先々の汎用性と表現を実

現させます。また3という数は、三位一体、統一性を表しています。聖なる幾何学

では、3つの点は過去、現在、そして未来を表しているため、平衡の中での団結を表し

ています。言い換えると、3という数は今現在の数である、と皆さんは言えることにな

るでしょう。

親愛なる皆さん、わたしは愛の内に皆さんに挨拶を送ります。わたしはクートフーミで

あり、これから経験することになるこの移行の期間のために、去年という直線的な年の

中で準備を整えながら、数多くの‘日’を過ごしてきました。何故わたしが準備をしな

ければならなかったのか、皆さんは尋ねるかもしれません。それは必須の条件ではなく

、選択でした。それによってわたしはより遠くまで拡大すること、そして啓発されたよ

り高い観察者の視点から人類の移行を支援する方法を確認することが許されました。

それは、2011年という時期に、多くの暴露が行われることを認識しているからです。進

んだわたし達が、何故暴露が行われると伝えているのでしょうか？　皆さん人間の精

神は、政府と‘権力に就いている’人々がペテン師として暴露されることになるという



先入観と伴に、自動的に熱狂的な衝動に向かうようになるからです。親愛なる皆さん、

これは皆さんの断定的な判断ではないですか？　この移行の時期において、数多くの皆

さんが選択肢に直面しています。変化、解放、手放すこと、そして透明性という選択肢

です。透明性、その通り、透明性もひとつの選択肢であり、他の数多くの領域において

も同じです。最も深い敬意の中で、しかし自己に対する称賛を込めて、わたしは数多く

の皆さんが、最も‘啓発された’人々でさえ、おそらく犠牲者あるいは告発人の一部に

該当するようになることを理解してください。わたしは今日この日に、三位一体の日に

、平衡の日に、皆さんに注意を促したいと思っています。それによって、皆さんがその

どちらも選択しないことが可能だということを思い出す可能性があるからです。

皆さんの直線的時系列という期間の中で、多くの人々が去来することになるでしょう。

彼らは立ち上がり、強力になり、次に彼らは表面的に風の中の煙のように消え去ること

になるでしょう。彼らに思いやりと愛を送ることを除いて、彼らに断定的な判断を下す

ことは皆さんのためになりません。皆さんは彼らの教え、あるいは彼らが提示する方法

に同意しない可能性があります。それは人類と共有するために彼らに与えられてきたも

のですが、しかしわたしは皆さんに、皆さんのエネルギーを用いて彼らの陰口を叩いた

り彼らを引き摺り降ろしたりすることがないように求めます。その代わりに、愛と光

を送ってください。もしも彼らが正しくなく、あるいは僅かに平衡を失っているとし

ても、彼らは中心と真実に復帰することになるでしょう。皆さんが理解していない重荷

を背負っている数多くの人々が存在し、皆さんは彼らがそうするように要求されてきた

ものの深さを皆さんが理解していないため、皆さんはまるで彼らは‘自分勝手’かある

いは平衡の崩れた存在のように感じます。これは、彼らが苦労の末に彼らに与えられ

たメッセージを社会に最も良く伝えている、ということではありません。社会は、断定

的判断に満ち溢れています。ただ単に表面的に進化した存在、天使に属する存在、古代

の存在等とより多くのつながりを持っている人々が存在しているというだけであって、

‘完全’とはどういうことかにかかわらず、彼らは完全ではないことを理解してくだ

さい。彼らは依然として人間の身体の中のエネルギーです。彼らは平衡を取り自分達の

旅を歩むために、自分達の最善を尽くしています。

それ故に、皆さんが、外見上利己的自我が浮上している人々を確認する時、彼らが共有

している言葉に耳を傾けてください。彼らは、その共有している言葉を無駄に発してい

る訳ではないからです。彼らは、彼らがその地位に就いている ‘時間’の長さの間そ

の立場に存在するために呼ばれていて、それ以上ではありません。彼らは気を逸らすた



めに存在しているのではなく、方向性を示す者、矢印となる指針、皆さんの注意を一定

の場所に運ぶ旗印として存在しています。

わたしの愛する皆さん、こうした人々に対して愛と思いやりを持ってください。彼らは

皆さんのより高い善のために今ここに存在しています。

親愛なる人類の皆さん、わたしの最愛の皆さん、わたしクートフーミは時に沈黙してい

ますが、いつでもここで支援を求めている人々に注目し支援をする準備を整えています

。皆さんが今経験している皆さんのエネルギーの拡大の中で、同じように皆さんがガイ

アと呼んでいるエネルギーの拡大も起っていることを皆さんは気付くことになるでし

ょう。わたしは母と呼んでいます。わたし達はしばしば、皆さんの間で平衡が取れる時

が訪れることになると伝えてきました。あるいは、皆さんが拡大し、その時ガイアも追

随する、またその反対も起り得ますが、しかし皆さんは既に両方伴に拡大の段階に到達

しており、今皆さんはそこで伴に成長しているところです。これは良好で、正しいこと

です。皆さんの素晴らしいガイアはその古い方法を脱ぎ捨てることになり、また幾つか

の陸地は身震いや揺れを経験することになりますが、しかし、これは起らなければなら

ないことなのです。皆さんの拡大は地球を支援し、皆さんがこの惑星の何処に存在して

いようとも、皆さんのエネルギーはガイアとつながっていることを、人類の皆さんは理

解してください。

皆さんの中には、強烈な日々のための基準点として日付を提示してきた人々が存在して

います。エネルギーがガイアやガイアにつながって目覚めている人々に取り込まれるこ

とになる日々のことです。わたしは、皆さんがそのエネルギーに対して怖れで反応する

のではなく、訪れるエネルギーの中で歓びを感じるように求めています。

取り乱さないようにしてください。皆さん自身が、誰が正しいか正しくないかといった

狭量な議論に巻き込まれてしまうことを避けてください。こころと愛の込められた言葉

を伝えられる状態になれば、皆さんは断定的判断を必要としない許容水準に到達するこ

とができるでしょう。

この時期は皆さんが休息を取る時間ではありません。それは移行の時です。移行とは何

でしょうか？　それは、皆さんが変化する時であり、皆さんが最も美しい存在に変成す

ることを許すのであれば、それが可能になる時です。もしも皆さんがこの年の間に解き



放つ選択をすれば、わたし達はそれを毛虫の中の‘さなぎの年’と呼ぶことになりま

すが、その時皆さんは、皆さんに役立つすべてのものを集め、皆さんのエネルギーに由

来しないものを解き放つことになるでしょう。皆さんは、皆さん自身が物事を表面的に

誤解して苦悩する時期に存在していることに気付くでしょう。‘苦悩に突き動かさ

れる’といった方法で反応せず、平和を反響させ、理解というやり方で存在することを

許して下さい。

わたしがこころを込めてのメッセージを伝えていることを認識してください。わたしは

人類の変化を‘肯定的’なものと‘否定的’なもの両方から確認してきて、わたしはす

べての皆さんが移行の年を賢明に選択することを求めているからです。

数多くの皆さんが偉大なる成長を経験することになるでしょう。他の人々は、皆さんが

現状に留まり、意気消沈しているように感じるかもしれません。この一般化はもう止め

にしてください。それぞれの個人は、固有で特殊な美しい方法で自分達のエネルギーを

処理し、変化させているからです。

皆さん自身に真実という知識を許して下さい。その知識は皆さんの中に存在していて、

成長のために‘立ち止まること’が必要な時に皆さんのエネルギー領域すべてに浸透し

ていることを実感します。他の時期、それは継続的な課程になります。

この時期に皆さんの精神的な平衡を試そうとはしないでください。皆さんは発狂しよう

としているのではありません。自己不信が去来しながらも、皆さんに忠実であり続けて

ください。

もしも皆さんが移行期の動揺や変成時の慄きという時を耐えることができるのであれば

、その時皆さんは新しいエネルギーの最も新しいものにとって今までよりも力強くなっ

ているでしょう。わたしクートフーミはこれを約束します。その新しいエネルギーは今

、皆さんの惑星に溢れていて、さらに2012年という時期に向けてこの惑星に満ち溢れる

ようになるでしょう。皆さんが期待している2012年というこれから訪れる年は、一定の

物事が作動する準備を既に整えていますが、しかしこれらもまた皆さんの移行の年の努

力によって変化させることができます。役に立たない情緒、皆さんを後ろに留めてしま

う記憶、皆さんの完全性への移行を妨げる家族、夢の屑でしかない夢を解き放つには‘

痛み’が伴います。皆さん自身がその‘痛み’を経験することを認め、それを許して下



さい。親愛なる皆さん、過去を手放してください。今という瞬間に移行し、この今とい

う瞬間の中で感じ、触り、認識し、味わい、存在することを皆さん自身に許して下さい

。この瞬間という充足を経験してください。皆さんの神性、皆さんの魂の臨在という

意識、そして皆さん中のすべての本質の内部に存在しているとき、皆さんは力強い存在

であることを理解してください。皆さんは愛という普遍的なエネルギーとつながること

、そしてガイアという地に足をつけたエネルギーとつながることを学んでいるため、皆

さんはこの惑星に確立することが必要とされている力強い存在になり、平衡をもたらす

ことになるでしょう。それはもう詠唱や曼荼羅を通してではなく、皆さんを平和な場所

に導くための場所を持っているこうした人々を通して実現されます。しかし彼らに依存

しないでください。何故なら、彼らは古い炭素を基盤とした身体を平衡させる催眠作用

の特徴を持っているからです。皆さんは現在、次第に結晶構造を基盤とした身体になっ

ているからです。

皆さんの内外に存在している光の色調と振動に共鳴することを皆さん自身に許して下

さい。宇宙のエネルギーを感じてください。それは新しい方法で皆さんとつながってい

るからです。根源、神、一体性という愛を感じ、その愛が皆さんとつながることを許し

、次にガイア、根源、創造主の意思を感じ、自由な選択でその愛に参加し、皆さんの割

り当てられた平衡を実現し、それに参加してください。このようにして、皆さんは三位

一体という平衡をその存在の中に実現します。これは3という数が表しているものです

。皆さん、根源、そしてガイアです。

もしも皆さんが皆さんの僅かな違いを超えて理解することを皆さん自身に許すことがで

きるのであれば、誰がこれを所有し、誰があれを所有し、あるいはこの人物は何処に居

住している、何処かの土地を決定するための場所から誰が来ているのかといった問題は

、どうか手放してください。それを超えて理解してください。これやあれで埋め尽くし

、これやあれのために狼煙を上げながらガイア中をとぼとぼと歩いている何千という集

団をガイアは必要としていないことを理解してください。何よりもガイアが必要として

いるものは、こころから参加している統合された地球の人々であり、つながってガイア

が愛の中で平衡を取ることを許すエネルギーです。それを試してください！ 世界中で

集団を組織し、定められた日の定められた時間にガイアに向かって愛を送ってください

。これは習慣的なことにする必要はありませんが、しかし週次、月次、年次を基準とし

て選択してください。皆さんが選択します。皆さん自身で平衡を取り、その後でガイア

とつながってください。



最愛なる人類の皆さん、皆さんはこうした特別に許された時に存在しています。そこで

皆さんはひとつの時代の設定を確認し、別の時代を引き寄せることができます。皆さん

の人間的な違いがこれを楽しむ方法に割り込むことを許さないようにしてください。皆

さん自身のために違う世界を創り出してください。皆さんはそこで変化を受け入れるこ

とができます。単に‘変化する’のではなく、変化を行け入れる、ということです。そ

こでは、皆さんは皆さんの周りの人々に影響を与えます。何故なら、皆さんは自分自身

に対して皆さんの中にエネルギーを招き入れることを許してきたからです。そのエネ

ルギーは、それが誕生した故郷の場所を皆さんが愛するように皆さんを掻き乱すかもし

れないものです。皆さんが抵抗してきたものが存続していることを忘れないでください

。これは生命内部のすべての物事についてのことであり、‘霊的な’あるいは‘エネ

ルギーの’世界だけではなく、同様に皆さんの物質的な世界についても当てはまります

。

皆さんの行政組織は変化するでしょう。物質的な世界の物事が変化するように、それが

証券市場、住宅産業、不動産業界であれ、変わらなければならないということを理解し

てください。‘正常性’が回復するかのように見える可能性があると判断して、それ振

り回されないようにしてください。それは‘あり得ません’。そうです、皆さんの家は

しばらくの間は価値を回復することになり、そうです、証券市場は上昇し、ふたたび人

気になるでしょう。皆さんの金鉱株や他の証券は盛衰を表すことになるでしょう。そう

したものが普通通りに営まれ、表面上はまるですべての物事が東西南北の前面で静穏で

あるかのように見えるかもしれません。しかし、わたしがそれを‘嵐の前の静けさ…’

と言う時は、わたしを信じてください。この嵐がいつ襲いかかることになるかに関し

ては、わたしは‘占い師’ではないので、明確に言及することはないでしょう。しかし

わたしは今後2年間の内に変化を確認するための準備をしています。その変化はわたし

がここで伝えてきたことと対立し、その時皆さんはふたたび崩壊を確認し始めることに

なるでしょう。もしも人類がすでに手にしている教訓から学ばなければ、人類はそれを

繰返すことになるでしょう。皆さんは創造主であり、今はまだ存在していないすべての

物事を変えることができます。ですから、皆さん自身が柔軟に対応することを、愛にお

いてもエネルギーにおいても柔軟に対応することを許してください。

最愛なる皆さん、‘覆いの反対側’のここに座しているわたし達は、あらゆる皆さ

んが‘苦しむ’姿を見たくありません。しかし、これは選択です。皆さんは皆さんのエ



ネルギーの障害として確認できるもの、そしてその範囲内の3つの条件が揃った日より

も良好な時期をも変質させることができます。皆さんの直線的な時系列で言う今年の何

よりも大切なこととして、わたし達は皆さんに、皆さんがわたし達と伴に移行の柔軟性

を許すことを要請したいと思っています。皆さんが行う際に簡単で心地良い年になるよ

うに、皆さん自身で準備を整えてください。今年は素晴らしい年、成長、拡大の年、そ

してより重要なこととして移行の年になるでしょう。皆さんは、古い存在方法から、よ

り多くのエネルギーを備えた新しい存在方法に移行していることを確認しており、し

たがって、その変化の中でより多くのエネルギーを確認し、感じ、そして経験してくだ

さい。

今年は、もしも皆さんが選択すれば、皆さんが本当に変化を起こすことが可能な年です

。断崖絶壁から遠ざかり、飛躍してください。本当の皆さんの本質が前面に浮上するこ

とを許しさえすれば、皆さんはただ以前にこころから夢見たものだけを確認することに

なるでしょう。

こころから他の人々とつながり、こころの声が今年はより多く期待に応えるようにして

ください。こころに身を委ね、皆さんのすべての行いを意識して、意識的な生命を生き

、つまらないものを手放し、皆さんのより高い自己が皆さんと通じ合うことを許してく

ださい。

ガイアは次の24時間から48時間の間‘震撼’するので、ガイアの手を取り、ガイアはた

だ皆さんの怖れを解き放っていることを理解してください。もしも皆さんが耐えること

ができ、ガイアはまた制限を持っていることを理解すれば、人類がこれから訪れる変化

にどのように反応するかは不確定とはいえ、すべては皆さんに関することではなく、人

類と大宇宙のすべてに関する問題であることを皆さんは理解することになるでしょう。

親愛なる皆さん、皆さんの2011年を楽しんでください。もしも皆さんが選択すれば、そ

れは楽しい年になるでしょう。

ナマステ。

Namaste

Please feel free to share this communication. We ask that you insure this information is included.
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Master Kuthumi Shares Knowingness 

27 February 2011 - 3:13pm

Master Kuthumi Presents Our Knowingness

http://lifestationearth.com/knowingness_120.html

The Clarion Light Beings 911 & Beyond

February 21st, 2011

ようこそ、こちらはフレッドです。

今夜、皆さんすべてが911の神殿に参加してくれて、わたし達はとても興奮しています

。仲間は増えていて、とてもこころが踊ります。クリスティン、この仲間を集めてくれ

てありがとう。今とても興奮していて、皆さんは今夜のメッセージをとても喜んでもら

えると思っています。

ナマステ

*********

仲間の皆さん、こんにちは。わたしは大いなる楽しみを抱き、天の位階のために今夜代

弁者になることを受け入れて、皆さんが今まで喜んで協力しながらこの地球の次元領域

に実現してきた数々の要因を皆さんと共有するために、わたしはこの瞬間にここを訪れ

ています。皆さんはまさに光の戦士達です。皆さんは本当にすべての仕事を行ってい

る人々です。わたし達が行っているすべてが、その過程を支援しています。わたしはい

つでも皆さんの求めに応じる師クートフーミです。

http://lifestationearth.com/knowingness_120.html


わたしは多く人々のために伝えます。わたしはこの瞬間に現われていますが、それはま

だわたし自身の存在の本質ではありません。わたしは皆さんひとりひとりにわたしの手

を差し延べるために現われています。もしも皆さんがまだこの手に、愛と叡智に、また

仲間意識や指導力の資質に接していないのであれば、おそらく皆さんはこうした資質に

気付いていないのかもしれません。こうした資質を共有する最も重要な側面は、皆さん

が足を運ぶあらゆる場所で皆さんの統合性と皆さんの内面の真実を明らかにすることで

あり、また皆さん自身の霊の道筋と伴にその承認を生み出して他の人々にそれを届ける

ことです。これはまさしく、この時期に皆さんひとりひとりに起っていることです。

わたし達は別の活性化を経験しているところですが、しかしこの活性化は受け入れられ

ています。この活性化は、人が、“わたしはそれを受け入れたくない”、あるいは

、“わたしはそれを経験している時、わたしに何が起ろうとしているのか良く理解でき

ない”、と語るものですが、しかしまた、皆さん自身がそれを受け入れることを許して

いるものです。皆さん自身に対する皆さんの贈り物です。言葉にすると、“わたしは完

全にわたしの平衡の要因を活性化し、わたしの再生、わたしの魂の神性という本質を許

している。それは、わたしが宿っているこの身体の中で完全に活性化されるため

に‘今’、わたしは存在しているからだ。そしてわたしが今宿っている身体は、わたし

の神性に基づいた実在であり、それぞれの瞬間に成長し続けている”、ということにな

ります。この意識が成長するため、自己実現とは何かを皆さんの内面で認識する過程が

続きます。ですから、今夜、わたし達は実際に皆さんを高揚に導きたいと思っています

。その高揚は、皆さんが皆さんという存在の神性を完全に受け入れることであり、また

その高揚が皆さんの物質的な存在の内部で活性化されることを許すことです。関心を示

すだけでは意味はありません。また皆さん自身に“しかしわたしは理解していない”、

と語っても意味はありません。そのため、今夜わたし達は欠如という感覚すべてを取り

除こうとしています。わたし達は、許されていないという想念をすべて取り除くことに

なります。皆さんが憶えていない、物質的な身体の内部で発生している条件付けの顕在

化を排除しようとしています。何故なら、今夜は回想の夜になるからです。今夜は、皆

さんがそのためにここに存在しているものを皆さんが活性化する夜です。皆さんは惑星

の変化の際に支援するために、カルマの再生の過程を排除するために、また皆さんの魂

の本質の内部の神性を完全に経験するために、そして物質的な身体の内部で皆さんの魂

の本質の最も高い周波数を活性化するために、今ここに存在しています。その活性化と

伴に、わたし達は皆さんに回想を届けます。そしてある人々は、“もしわたしが忘れて



いたら、わたしはどのように思い出せばよいのだろうか”、と言うかもしれません。そ

れはとても興味深いですが、しかし皆さんは忘れていません。皆さんはただ、自分が忘

れたと考えているだけです。健忘症という覆いは既に取り除かれていて、過去の状態よ

りもかなり取り除かれた状態が可能になっています。それは、皆さんの生命の継続性を

完全に活性化する能力です。それは地球の生命ではなく、人間の生命でもなく、物質的

な創造の内部の皆さんの魂という存在です。この人生で、この惑星で、この活性化で、

この瞬間に、皆さんがどのような者として存在してようとも、皆さんが“自分自身”と

呼ぶものです。この瞬間に、皆さんの仲間の起源の系統が何であろうと問題ではありま

せん。それは皆さんが皆さんと言う存在の回想の際に皆さんに役立つものです。そして

皆さんは、皆さんがそう記憶していると考えているような存在ではありません。

皆さん深く呼吸をしましょう。そしてその深呼吸と伴に、わたし達はわたし達を阻止す

る可能性を持つあらゆる思考過程の完全な解放を容認する方向に進むでしょう。わたし

達は男性の特質が完全に自由になることを求めています。皆さんの男性のエネルギーの

特質が思い浮んだ考えを伝えない状態を許してください。そしてわたし達は、女性の特

質がその官能性と完全に順応し、それを許して男性の性的能力と融合することを求めて

います。それは、男性と女性は調和的に協力して、安心のため息を付くようになるから

です。

あーーーーーーー、あーーーーーーー、あーーーーーーー、

AHHHHHHH, AHHHHHHH, AHHHHHHH

この、あーーーーという音響が、皆さんの咽喉からこころの中心に降下して皆さんの胸

腺を通り、皆さんのこころに届き、次に皆さんの太陽神経叢に達することを許してくだ

さい。こうした領域のすべてが、皆さんが経験しなければならないと考えていたあらゆ

る先入観を完全に解き放つようになるために、こうした領域すべてを許してください。

それはまさに今、皆さんが経験しているものです。わたし達がこうした要因をもう一度

一緒に提示しているからです。

あーーーーー、それが皆さんの太陽神経叢に降下して、あーーーーーー、あーーーーー

、皆さんが完全に今起ころうとしているものを受け入れるために、その領域すべての内

部の振動を感じてください。皆さんの咽喉、胸腺、こころ、そして太陽神経叢のすべて

の領域が伴に融合しているため、それが今、皆さんという存在の神性を受け入れるため



に皆さんの内面が活性化されるように、エネルギーの境界線を創り出しています。皆さ

んの腕を外側に向けて充分に拡げてみてください。もしも皆さんが肉体的にそうできな

いのであれば、皆さん自身がそうしている姿を思い描いてください。そうすれば、皆さ

んの両腕は全体的に皆さんの掌と伴に上に向いて開いているはずです。皆さんの足は皆

さんの前で目いっぱい拡げられています。脚部と足は完全に他の機能を失っていますが

、しかし皆さんの魂の本質が、必要となる変化を実現しようとしている能力として存在

しています。皆さんがそうする時、もう一度別の安心のため息を付いてください。エネ

ルギーが皆さんの王冠のチャクラに降下して、第三の目に移動し、次に咽喉とその構造

体の境界の内部に入っていて、そのエネルギーを感じてください。次に、太陽神経叢を

超えて移動し、次が仙骨、根のチャクラ、そして四肢に降下して行きます。螺旋状のエ

ネルギーが皆さんの足や手から放出される時、チャクラの内部と両方の掌の中で振動比

率が増大して行くため、皆さんの足の魂が活性化されて、皆さんの魂の特質の周波数に

向かいます。今皆さんにそれが起っていることを感じてください。

わたし達がこの瞬間に皆さんが実現することを望んでいるものは、皆さんの魂が皆さん

の意識に宿っている状態の意識です。これは皆さんの物質的な身体に属する意識では

なく、発達して皆さんの魂の本質に足を踏み入れている意識です。もしも皆さんが49次

元に存在している神の力を考えているならば、わたしは皆さんひとりひとりが深く呼吸

をして、この瞬間に1から49までのどの次元のエネルギー周波数に皆さんは足を踏み入

れようとしているかを決断することを望んでいます。ここで、皆さんの身体の中に息を

吸い込んでください。これは、皆さんの魂が内面の次元領域の水準に宿っている光の比

率です。皆さん自身が皆さんのこころの中で、皆さんの胸腺の中で、皆さんの太陽神経

叢の中で、そして皆さんの咽喉でそれを感じることを許してください。そのエネルギー

の境界線が皆さんを支援しようとしています。太陽神経叢は皆さんの力であり、こころ

は皆さんの男性と女性のエネルギーの中心性です。胸腺は皆さんの振動の伝達部分で

あり、咽喉は皆さんという存在の伝達部分です。もしもわたし達がこうした部分を一緒

にして、皆さんがこの瞬間に存在している魂の水準の振動比率に融合するのであれば（

それはおそらくかなり高い次元の周波数であるため、皆さんはそれほど長くそのエネ

ルギーを維持し続けることはできません）、ただそれを感じてください。皆さんが瞑想

する時、これは皆さんがより高い水準上で受け取るものです。皆さんが皆さんの睡眠状

態の中でそれを活性化する時、皆さんが受け取っているものがこれになります。次元上

昇の過程で皆さんが今でも受け取っているものは、皆さんの魂の本質の単なる小さな抽

出標本に過ぎません。もしもわたし達が今、自分の身体の内部にその魂の本質を取り入



れるのであれば、物質的な身体がエーテル質の身体と融合することを許してください。

それは、魂の本質が今、青、金、黄色、緑、菫色、銀、白金、黄色と薄紫の色、緑

黄色、灰白色、緑、すべての周波数の鉱物、光の燦きの色になろうとしていて、そのす

べての色がその領域の内部で回転し、皆さんの掌と足のかかとに向っています。

深く呼吸をして、これが皆さんの内部で統合されることを許してください。もう一度、

あーーーー、あーーーーー、という安心のため息だけをしてください。皆さんがこれを

行う時、皆さんは皆さんの魂の本質の抱擁を、皆さんのより高い自己の抱擁を感じ、完

全に皆さんの内部に組み込まれます。男性あるいは女性の存在が、その過程で皆さんを

支援することを許してください。男性あるいは女性の存在は、この瞬間に皆さんのため

のひとつのメッセージを携えています。わたしはただ、皆さんがその中で呼吸をする

こと、そしてその安心のため息を付くことだけを求めています。それは今、皆さんが完

全に身を委ねた状態になっているからです。他に何もすることはありませんが、しかし

ただ皆さんのより高い自己に身を委ねてください。そして皆さんのより高い自己が皆さ

んに伝えなければならないもの、その内容に身を委ねてください。少しの間、静かに

して、この状態が皆さんを通り過ぎることを許してください。

静寂

[Silence]

さて、こうした思いを受け入れてください。その想いを皆さんの意思と力に属する太陽

神経叢に向わせてください。皆さんの精神の中にその思いを留めないでください。皆さ

んの太陽神経叢、胸腺、そして咽喉と伴に、皆さんのこころでその想いを維持してくだ

さい。その本質と美しさを感じてください。それが皆さんです。

わたし達が神殿を見廻す時、わたし達はあらゆる人が以前経験していたよりも充分にこ

の本質を受け取っていることを確認しています。わたし達は数多くの水準で伴に参加し

ている数多くの魂を従えていますが、わたし達がこの瞬間に行っていることは、彼らの

存在性の中でわたし達があらゆる人々の魂を再生させるための要因を実現することです

。それは彼らが肉体を持たない段階であろうと受肉している状態であろうと、関係あり

ません。何故なら、皆さんすべてがこの瞬間に耳を傾けているからです。皆さんひとり

ひとりが皆さん自身の儀式の主導者であり、わたしが今夜を選択したのはこれが理由

になっています。わたしは皆さんに手を差し延べるために、そして2番目の光線の愛と



叡智に属しているわたしの真実と知識に同調している皆さんの真実と知識に手を差し延

べるために、今ここに存在しています。何故なら、わたしはこの惑星のために必要なも

のを皆さんに伝えるために皆さんと協力し合うことを、わたし自信に許しているから

です。その理由は、これから皆さんの支援を必要とする数多くの人々が存在しているか

らです。皆さんは自分がひとりの先導者であると考えないかもしれませんが、しかし皆

さんはひとつの現われとして存在しています。そしてこの瞬間に、その周波数が皆さん

の身体の内部で完全に認識されることを許してください。そこには深い認識が存在して

います。

今は、皆さんが眠りに就いている時、また瞑想状態の時、あるいは目覚めている状態の

時に、わたしは皆さんひとりひとりの内面と皆さんのより高い自己で活性化と同調が起

ることを求めるようとしています。そして翌週には思い出すことができるようになって

いることを求めています。それによって、皆さんはわたしが今伝えているものが皆さん

の内面のほんとうの事実であることが認識できるようになるでしょう。これを、皆さん

の魂の本質を生み出すこの要因を、実践してください。皆さんは皆さんの生命の内部で

その結果を確認することになり、皆さんの生命は大幅に変化することになるでしょう。

皆さん、深呼吸をしましょう。わたし達は一緒に深呼吸をしているのですから、この瞬

間にわたし達すべてが自分のエネルギーで他の人々に手を差し延べることにしましょう

。ガイアとその大地、地表上の人々、国々の領域、都市、町、そして自治体について考

えましょう。山、大河、砂漠や河川、池、湖、平野について考えましょう。皆さんの環

境条件の周辺500マイルの領域に居住しているすべての人々について考えましょう。あ

らゆる生命存在がその眠りの中で、魂の本質を受け入れるように祈りましょう。この瞬

間の地球上のそれぞれの生命存在がこれを受け入れ、その生命を変化させる回想の瞬間

を経験するように命じましょう。わたし達が道を明らかにする者になることを許してく

ださい。

わたし達が他の人々に手を差し延べて、こう伝えることを許してください、“その通り

、皆さんはそれができます。わたしはそれをしてきました。わたしの話を聞いてくだ

さい。皆さんはわたしの話を聞き、必ずわたし達はお互いに助け合うことができるはず

です。” 今、こうした領域すべての周りにそれが浸透していることを感じてください

。わたし達ひとりひとりが環境条件とつながっていて、わたし達はその領域を変化させ

ることができ、またこの地球上のすべての居住者達に望ましい意識を備えているから



ることができ、またこの地球上のすべての居住者達に望ましい意識を備えているから

です。それは地球内部、動物、植物、鳥、魚の王国も同じです。そのためこの地球に属

する知覚を備えたすべての存在達は、その内面の最も高い本質と伴に全盛を極めるよう

になるでしょう。この再生がすべての存在達の再生になることを許してください。回想

の只中に在るわたし達だけではありません。その状態がこの惑星上のすべての生命存在

に起ることを許してください。深く呼吸をして、皆さんはこうした瞬間に道を明らかに

する者になるように、そして他の人々にその方法を教えるために生み出されてきたこと

、それを認識してください。そしてそれは皆さんの声ではなく、言葉でもないかもしれ

ません。それはただ存在することによって教えられるのかもしれません。皆さんひとり

ひとりが皆さんの天稟が何であるかを認識しています。皆さんの魂は、この瞬間のこの

状態について皆さんに伝えています。皆さんが完全にこの回想を定着させるように、そ

の事実が今、皆さんの足と皆さんの足の魂に降下して地球という惑星に入って行くこと

を許してください。再生がこの地球上に起っているところであり、その想いが皆さんに

浸潤することを許してください。

道を明らかにするこれほど多くの人々の中に、そしてこの世界とこの地球先導するこれ

ほど多くの人々の中にいることを、わたしは光栄に感じています。この言葉に耳を傾け

ている人々、この言葉を共有している人々、今あるいは将来この言葉の記録に耳を傾け

ようとしている人々、そうした皆さんにわたしはこの手を差し延べています。それは、

黄金時代のために必要な変化を起こすためにわたし達は地球上で伴に歩んでいるから

です。

わたしは皆さんに仕えている、師クートフーミです。

この瞬間にここに存在することを許されて、わたしは皆さんに感謝し、皆さんを祝福し

ます。わたしは自分の見果てぬ夢さえ超えた状態を、とても光栄に感じています。わた

しは皆さんひとりひとりをこころの底から愛しています。

キリストの名において、わたし達はひとつであり、そうあらしめよ。

*********

わたしはフレッドです。師クートフーミありがとうございました。皆さんと共有するも



のは、ただ愛の他はなにもありません。そしてわたしはこの瞬間に皆さんひとりひとり

にわたしの愛を送ります。

911とそれを超えた明澄な光の存在達の代弁者として、わたしはここに存在しているこ

とを光栄に思います。ナマステ。
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The Ways of the World by Master Kuthumi
Channelled through Natalie Glasson-04/04/11

わたし達はわたし達の一体性となっているエネルギーとつながっているため、皆さん

に向って温かな歓迎の手が差し伸べられています。わたしは皆さんの神聖なる霊性を讃

えているので、わたしのこころはこれほど多くの愛を皆さんと共有しています。わたし

がわたしの魂の深奥から叡智を伝えようとする時、皆さんはそれを耳にするために集ま

っているのですから、わたし達のエネルギーを護り、わたし達の内面の平衡を持続させ

るために、愛という聖なる気泡を集めることにしましょう。わたし達の精神は、この光

の気泡の内部では澄んだものになります。わたし達の想念は創造主という根源から伸

びていますが、その一方で、わたし達はお互いそれぞれと地球に対する愛の両方を保有

しています。創造主のひとつの側面としてすべての存在を愛するというこの過程を通

して、わたし達はまたすべての存在に対する思いやりの発現を発展させています。現在

わたし達はわたし達の真実を共有しているので、この調和の中に存在することにしまし

ょう。

地球はとても聖なる特殊な場所です。何故なら、すべての人々が確認できるたくさん

の美、愛、そして叡智を維持しているからです。地球の現実性は、何か完全に異なるも

のです。その理由は、数多くの人々が地球から経験する現実性が、辛辣で、混沌とし、

混乱を招くものになり得るからです。美と混乱という2つの異なるエネルギーが地球上
でひとつのものとして存在できる姿はひとつの驚異ですが、しかしこれは人類という霊



性が原因となっているからです。

地球の現実性は、人類の精神によって創り出されています。その一方で、地球の存在そ

のものは創造主の振動、意思、そしてエネルギーによって創り出されています。地球の

現実性は、地球上の何千という神々によって創り出されています。地球上の人それぞれ

の個人がひとりの神として、つまり創造主の万能の魂のひとつの側面として存在してい

ます。しかしそのほとんどが、実現されていない神々として存在しています。創造と発

現の力は、地球の現実性を形成しながら、依然としてそれぞれの個人の内面に横たわっ

ています。地球の現実性を創り出すための投影手段として活動しているは人間の精神で

あり、人類は地球の現実性を創り出す存在として機能しています。何故なら、皆さんす

べてが同じ創造の手法を用いているからです。精神はすべての想いや感情を投影して

いて、この投影が次に魔法の杖のようになり、それによって皆さんは皆さんの創造を視

覚化することができるようになります。数多くの人々がこれに気付いていて、人々は人

類の精神を通して、癒しと配慮を必要としているひとつの世界が創り出されているこ

とを自覚しています。非常に多くの人々が、人類の精神の内部に存在している同じエネ

ルギーを原因として、地球上の混沌と混乱が創り出されてきたことを認めています。そ

してそのため、人々は自分自身の精神を振り返り、癒しの過程を始めようとしてい

ます。それぞれの個人が、まさにこの瞬間に対して地球の現実性を創り出すために自分

達の精神を利用してきましたが、しかし現在は、こころが切望している変化を駆り立て

るために、精神の中に変化と癒しの種が蒔かれる必要があります。皆さんは人間の身体

の中に納まっています。ですから、皆さんが保有している膨大な力を取り込むために、

多少の時間を取ってください。皆さんと皆さんの周りのあらゆる人々は、皆さんが確認

し経験する現実性を創り出してきました。しかし皆さんは皆さんが確認しているものが

気に入っているでしょうか？個人ひとりひとりやその精神は、ひとつにつながってい

ます。何故人々が同じ発想を持っているのか、皆さんはその理由について疑問を感じて

きましたか？これは、ひとりの個人の精神が他の人々の精神と分断されていないことが

理由になっているからです。人々はひとつの網状組織のようにつながっていて、そのた

め何も話さなくてもお互いに影響を与えることができるようになっています。皆さんが

別のことを考えている時、今後は人々の精神やエネルギーが皆さんの想いをしばしば確

認できない水準で気付くようになりますが、しかし現在でも人々は時々これを自覚する

ことができるようになっています。

平和に満ちて、平衡が取れた、愛情溢れる調和した精神を維持するという皆さんが担っ



ている責任は、皆さんのためだけではなく、人類すべての平和のために存在しています

。

たとえば皆さんが皆さんの精神とつながっている拡声器を持っていたとして、皆さんの

精神の中に受け入れているひとつひとつの想いがその拡声器を通してすべての人々が聞

こえるように投影されている状態を思い描いてください。それは、皆さんがおそらく皆

さんの想いによってバツの悪い思いを感じるものが、皆さんが一定の型を繰り返すその

方法が、その発想にしがみ付き、記憶の中に戻ってくるからです。わたしは皆さんが四

六時中自分の精神の呟きに耳を傾けることに退屈して、多少の平和を切望するようにな

る様子を思い描いています。これがおそらく皆さんの精神を理解するための素晴らしい

訓練になる一方で、またそれは同じ水準で既に経験されているものです。皆さんのエネ

ルギーと存在のひとつの水準で、皆さんは皆さんが声高で明確に創り出しているそれぞ

れの思いに耳を傾けることができます。同じように、皆さんの自然な絆とエネルギーの

つながりによって世界中の他のあらゆる人々もそうすることができます。皆さんの精神

はより大きなエネルギーを持った根源の一部として存在しており、それはまさに創造

主の側面が地球上の物質的な身体の中に設定されてきたことがその理由になっているか

らです。しかしそれは、今後創造主のエネルギーがずっと分断されるようになることを

意味している訳ではありません。この理解を持つことによって、皆さんの責任の自覚が

明らかになり始めます。

数多くの人々の精神は、いまだに積極的な計画に向っていません。これが個人や人類に

苦痛を引き起こしています。そのため、地球に平和をもたらすためにはその過程の変化

や精神の創造が必要になっています。精神を計画に向わせる方法は、怖れを取り除くた

めに精神の考えを監視することと同時に、知的操作を含んでいる精神の安らぎを育むた

めに創造主の精神とつながることが必要になります。

わたし達が投影の手段として精神を理解する時、わたし達は精神がどれほど力強いもの

かということを自覚します。しかし、精神がまた外部の影響力に対してどれほど影響を

受け安いものであるかということも自覚するようになります。精神は、魂、つまり内面

の本質の思考や創造を投影するように考案されました。もしもこのつながりが強力なも

のでないとすれば、個人の精神は他の人々によって簡単に支配されてしまうことになり

ます。権威を手にしているか、あるいは権威を持つことを望んでいる数多くの人々は

、既にこのことを自覚していて、ひとつの発想をどのように人類に対して表現すること



ができるか、どのようにそれが受入られるか、さらにその発想を地球状の現実性として

創り出すために、人類がそれをどのように投影することになるかを理解しています。こ

れは人類が自覚しない状態でもしばしば起っています。皆さんが皆さんの精神にある思

考や見解を受け入れて、皆さんの現実性を創り出すために皆さん自身の思考としてそれ

を投影してきたかどうか、今思い出してみてください。この単純な実例として、皆さん

が朝目覚めた時に雨が降っていることに気付きますが、しかし皆さんはこれについて意

見を述べない場合を考えてみてください。次に皆さんは誰かと出会い、彼らは皆さんに

、雨が降っているからひどく不快な日だと伝えます。ほんの先程まで皆さんは雨につい

て何も興味を持っていなかったにもかかわらず、皆さんはその時彼らの思考に同意し、

皆さんの精神にそれを受け入れて、雨のせいでひどい一日になる、と考えます。皆さん

はこの人物の考えを皆さん自身のものとして受け入れ、皆さんの現実性に向けてそれを

投影し、おそらくその時皆さんは皆さん自身のために否定的な一日を創り出しました。

何故なら、皆さんは他の人々の地球上の現実性についての物の見方を受け入れたから

です。これはとても一般的な説明ですが、しかし人々はしばしば何を考えるか伝えられ

ているため、影響力はより大規模な形で達成されることがあり得ます。皆さんは、わた

しは今皆さんに何を考えるか伝えていることころだと考えているかもしれません。ある

程度これは真実ですが、しかしわたしは、わたしが話し掛けている人々は自分達のここ

ろや直観とつながりを持っていて、そのためその精神に何を吸収することが適切である

かを感じることができることを認識しています。他の人々が皆さん自身の精神を通して

創造することを許すよりも、むしろ精神を守る必要があります。

皆さんの精神を守るために、皆さんは皆さんの精神と、皆さんが創り出す考えと伴に、

他の人々によって皆さんに与えられた首を傾げたくなる考え方を理解する必要があり

ます。そうした考え方が真実かどうか皆さん自身に尋ねることは、肯定的で愛情溢れる

振動を保有しています。あるいは、それが明らかになり、平和や創造主との深いつなが

りに役立つことになるでしょう。皆さんの精神が自動と手動という2つのスイッチを
持ち、そのスイッチを手動に回して、皆さんの思考を通して皆さん自身がより高い目的

を持っていないもの、つまりまったく目的がないものを捨てる方向に移行できるように

思い描くことが必要になります。皆さんの精神が他の人々の影響を受けないようにする

だけではなく、皆さんは皆さん自身を良く理解して、地球上のより素晴らしい現実性を

創り出す支援を行いながら、皆さん自身を守ることが必要になります。皆さんの精神が

他の人々によって影響を受けていることに気付いた時、その人物を罰したり非難したり



せず、単純に皆さんの思考過程を修正し、皆さんが皆さんの精神の平衡と強さを築き

上げることに取り組むために役だっているこの人物を、好きになることが重要になり

ます。

皆さんは、この過程によって皆さん自身の内的な力を把握することができ、皆さんが信

頼できるエネルギーはわたし達自身や万能の創造主のエネルギーだけであることを自覚

します。何故なら、皆さんの周りのあらゆる人々が、ひとつの類似した成長の過程を達

成していて、困惑を経験している可能性があるからです。

皆さんの直観に従うこと、それは現在、今までよりも特に重要になっています。皆さん

がこのようにして皆さんの力を受け入れる時、皆さんは自分自身の道筋に従い、皆さん

必要とするものを経験し、あるいは引き寄せ始めます。数多くの人々が、他の人々がそ

の精神を通して想いを投影することに慣れていて、自分自信を信頼することが困難にな

ってことに気付いています。集団が従っている道筋よりもむしろ自分達にとって正しい

道筋に従うという想いは、数多くの怖れを惹き起すのかもしれません。皆さんひとりひ

とりが地球上での神聖なる目的を持っていますが、もしも皆さんが他の人々が皆さんに

影響をあたえることを許すのであれば、残念ながら皆さんは本当にその目的を経験する

ことができません。その影響力は皆さんの存在の核心そのものから現れなければならな

いものであり、皆さんはその時、創造主の意志に従っていて、地球上の神として皆さん

自身の要求を達成していることを認識することになるでしょう。

皆さんの現実性と未来は、終わることのない可能性で充たされています。何故なら、皆

さんの精神と魂は、いつでも投影し、創造しているからです。地球のエネルギーは活発

な動きになっていて、またそれは、一定の期間の間、思考が即座に明らかになることを

意味しています。

人類はまた、絶え間なく進化と変化を続けているため、道の前途は可能性に満ち溢れて

います。これまでの間に、皆さんの道筋はとても確かなものになり、また準備を整えて

いる状態になっています。もしも誰かが皆さんのために皆さんの未来に接近してそれを

描写したとすれば、その時、おそらくそれはほぼ確実に正しいものになっているでし

ょう。そしてまた、そのように明らかになっているでしょう。エネルギーの活性化と人

類の成長の加速と伴に、あらゆる物事がいつも変化しています。皆さんの未来の可能

性は、それぞれの瞬間ごとに変化しています。もしも皆さんが、あるいはひとりの人



物が、皆さんの未来に接近してまさにこの瞬間にその未来を皆さんに説明するとすれば

、ひとつの可能性、つまりひとつの進路が描写されているでしょう。もしも翌日に同じ

時間に同じことが起ったとすれば、その説明は完全に異なるものになるかもしれません

。何故なら、皆さんは短期間の内にかなりの成長をしていて、その状態が皆さんに対し

て新たな可能性を開いているからです。これが、今という瞬間に生きること、皆さんの

精神を守ること、そして皆さんのこころと魂の望みが何であるかを認識することが重要

になる理由です。皆さんの現実性のために一定の期待や理解にしがみ付くよりも、むし

ろ単純に、皆さんは皆さんが利用できる無限の可能性を持ち、しかも皆さんは創造主の

意志につながっていることを認識する必要があります。地球上で与えられているそれぞ

れの瞬間に、皆さんは神聖なる完全性を備えた創造主の意志を成立させることになる

でしょう。この理解は、皆さんに対してより多くの可能性を開くことになるからです。

しかしまた、皆さんが皆さんの目的を達成するための明確な前進の道筋やそれ以上のも

のを創り出すことになるでしょう。しかし、皆さんのこころの中で正しいと感じる皆さ

んの道に現れるものは、あらゆる経験に対してこころを開き、それを受け入れる思考過

程です。それが皆さんに、いつでも途方もない自由と意識の集中を提供することになる

でしょう。

皆さんの精神が皆さんのこころと魂にだけ敏感になることを許すこと、それが重要にな

ります。未来に対して皆さんや他の人々が創り出したすべての期待を手放すことは、ぞ

っとする思いに駆られます。しかし、一度達成して実行してしまうと、皆さんは内面の

安らぎや確固たる創造主の導きの手に気付きます。ですから、混乱、不安、そして苦痛

は捨て去られることになるでしょう。

わたしは、わたし達の静かな光の気泡の中で、わたしは皆さんを支援してきたこと、あ

る程度の怖れ、不安、そして心配を解消してきたこと、そして同時に皆さんを奮い立

たせてきたことがあったのでは、と願っています。

いつも純粋な愛と伴に

With pure love always,

わたしは師クートフーミ

I am Master Kuthumi
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わたし達は今、皆さんを温かく歓迎します。わたし達は皆さんに対する一致した伝達と

してわたし達の一体となった意識と意思で交信しているからです。わたし達、師クー

トフーミと師セラピス・ベイは、この瞬間に、内的次元領域上のワールド・ティ

ーチャー・アシュラムの内部で伴に存在しています。それは、地球を支援するために自

分達のエネルギーを捧げている数多くの高位の指導霊達によって招集され支援されてい

る僧院になっています。皆さんにわたし達の愛を届けることがわたし達の目的ですが、

しかしまた、今現在地球上で起っている数々の過程の暗示や、その過程と同調し、皆

さんの次元上昇が簡単かつ完全に続くことを確実なものにするためには皆さんはどのよ

うにその注意を集中させることができるのか、それを皆さんに伝えることもわたし達の

目的です。

わたし達はまず、皆さんは高位の指導霊達の支援を受けていることを皆さんが認識する

ことを望んでいます。わたし達は、皆さんがわたし達を必要としている時に、そしてさ

らに素晴らしい愛、光、あるいは啓発を皆さんという存在、あるいは皆さんの現実性の

中に定着させることにこころを開いている時に、何時でも皆さんのためになるように、

今ここに存在しています。わたし達は、現在地球上で、皆さん自身の存在の内部で、そ

れと同時に全体としての人類にとってエネルギー的に、また物質的に、数多くの変化

が起っていることを理解しています。数々の変化はまた、内面の次元領域上でも起こっ



ています。数多くの高位の霊的指導者達が、内面の次元領域上の宇宙的な存在達に導か

れている集まりに参加することが求められています。その目的は、すべての高位の霊的

指導者達が、そのエネルギー領域や魂において、平衡の取れた安定した状態のままで存

在することを確実にすることです。今、強烈な光の高い振動の波が、内面の次元領域を

貫いて流れています。あるものは地球内に定着し、一方他のものは創造主の宇宙に属す

る次元領域の中に定着しています。わたし達高位の霊的指導者達でさえも、現在起って

いる移行を通過するために支援を必要としています。宇宙の霊的指導者達はわたし達に

変化への対処の仕方を教えていると同時に、わたし達がわたし達のエネルギー振動を引

き上げて、もちろん地球上の人々により素晴らしい支援を行うために、わたし達のエネ

ルギーに新しい叡智と洞察を取り込んでいます。こうした加速された方法でわたし達の

学び、発見、そして創造主との統一を続けることはとても胸を躍らせることです、とわ

たし達は言わざるを得ません。皆さんのように、わたし達は創造主によって導かれてい

る宇宙的な存在達からの情報にさらされています。またわたし達は、今現在起っている

変容を処理し、把握する時間を必要としています。こうした状況が起っているため、皆

さんは、皆さんが自分の高位の霊的指導者の指導を求める時、皆さんは通常経験するよ

りもかなり強烈に彼らのエネルギーを感じる可能性があるような気がするかもしれま

せん。どうかこの事実に驚かないでください。そうではなく、わたし達高位の霊的指導

者達は、皆さんのように、さらに輝きを発している光の灯台に成長しているところです

。

また宇宙的な存在達は、2012年の主要な移行のために、それぞれの高位の霊的指導者と
短期間の目的を共有しています。わたし達ひとりひとりが、わたし達を内面から活性

化し、創造主の宇宙に属する数多くの惑星と同時に地球にも定着させることを目的と

して、推奨されている資質を与えられているため、かなり身震いが伴うものになってい

ます。わたし達は、創造主の宇宙の領域の中に光と特殊な資質を強烈に集中させるよう

に要求されています。ある高位の霊的指導者達は、地球とかなり深く協力するように求

められていて、ひとつの資質を定着させるために既に地球に小さな領域を与えられてい

ます。それはまるで、彼らが割り当てられたこの領域を浄化し、もう一度活性化しな

がら、細かい櫛で調べなければならないようにも見えます。こうした高位の霊的指導者

達は、地球のあらゆるエネルギー水準と協力しています。この2012年まで続けられる過
程は、人類の成長と発達を支援するための浄化の過程を貫くものそのものです。高位の

霊的指導者達は、自分達がエネルギーの平衡を維持することに意識を集中できるように

なるために、僅かに地球の小さな領域を与えられてきただけです。そうでなければ、解



放の過程によって、移行を補償するために自然災害が起ってしまうでしょう。この目的

を持った高位の霊的指導者達は、その領域のエネルギーの平衡を維持しなければならな

い一方で、地球の振動を引き上げるために、母なる地球と密接に協力しています。

わたし達はこの時点で、例え地球の振動が完全に変化して、さらに高い意識を保有した

としても、この事実は人類の次元上昇が自動的に起こることを示すものではないことを

言明しておく必要があります。わたし達は地球の数々の基盤の上で働いていますが、し

かし継続的な次元上昇のために必要な変容の過程が起こるようになるのは、個人的にひ

とりひとりの内部になっています。また人類は全面的に地球と協力する必要が出てくる

でしょう。数多くの人々が、今、地球のためのこの浄化の計画で高位の霊的指導者達と

協力するために呼び出されています。

天使達と協力している他の高位の霊的指導者達は、過去を浄化し解き放つことを目的と

して精力的に取り組むことによって、細胞水準で人類を再符号化することを求められて

います。もしかすると、皆さんは最近皆さんの身体の中に莫大なエネルギーを感じてき

たかもしれませんし、あるいはもしかすると、皆さんの身体は疲労や気だるさを感じて

きたかもしれません。これは、細胞水準で皆さんの物質的な身体と協力している高位の

霊的指導者達や天使達が原因となっている可能性があります。もしも皆さんが、この現

象が起こることを望んでいる一方で皆さんはその過程に気付いているとすれば、皆さん

は瞑想の間に皆さんのエネルギーを広げて人類の細胞水準で愛の力と精力的に協力して

いる高位の霊的指導者達が皆さんを近くに引き寄せることを許すように、皆さんの指導

霊に求めることができます。皆さんは、今後皆さんと協力するようになり、また皆さん

の個人的な指導霊にその過程を監視させることができる、ひとりの霊的指導者や複数の

霊的指導者達を理解することを求めることができます。皆さんは、深い浄化を創り出す

ために、この使命の高位の霊的指導者が愛の力で不必要になった過去のエネルギーを皆

さんの細胞水準から解き放ち始めることに承認を与えるかもしれません。この浄化の過

程の目的は、皆さんの霊的な目覚めと感受性を増大させる一方で、皆さんが創造主と

さらに深い水準で結び付くための準備を整えることです。

わたし達にとって、人類は数多くの服飾品を身に着けているように感じています。それ

はまるで、過去のそれぞれの生涯や経験から、皆さんは服飾品を手に入れ、一度にそろ

ってそれを着用することに集中しているようなものです。そのような訳で、皆さんの真

実が調和と平和の中に浮上してその場に存在することが遮られています。わたし達は、



皆さんが今までに獲得した服装を脱ぎ捨てて、皆さんの真実として自身を持って歩むこ

とを望んでいます。これが唯一の喩えですが、しかし、2012年の準備として、現在ひと
つの深い純化、浄化が起ることが必要になっていることを皆さんが理解できるように、

わたし達は皆さんとこの話を共有します。現在、純化の過程はここ数年の間起こり続け

ていますが、しかしこの過程はひとりひとりが個人的にそのエネルギーと光を強化でき

るように、創造主によってその強さが高められています。この純化の過程は2012年を
過ぎても何年にも亘って続けられることになりますが、しかし皆さんがさらに強く輝く

光とさらに素晴らしい皆さん自身の真実と伴に2012年のエネルギーに入って行くことが
できるように、この瞬間から一段と深化させて行く必要があります。皆さんはいつも皆

さん自身という存在と現実性の浄化および純化に意識を集中しなければならなくなりま

すが、しかし現在これに対するさらに高い意識の集中が、かなり有利な状況になってい

ます。

古いエネルギーは移行させることが必要であり、本質的にひとりひとりの個人が、人類

が全体として地球上の人類の歴史のカルマの浄化を始める前に、自分たち自身の個人的

な古いエネルギーを浄化する必要に迫られています。地球の純化のために働いている高

位の霊的指導者達は、人類が全体として過去に創り出してきたカルマのエネルギーを理

解し、解き放ち、浄化することがより平易なものになるように、実際に地球の準備を整

えています。地球の歴史からすべてのカルマのエネルギーを解き放つように人類を促す

経験と状況が地球上に現われる可能性がありますが、しかしこれはただ定期的に現われ

るだけです。何故なら、人類がこれを達成することができる振動状態になるためには、

まず人類が自分たち自身の存在、自覚、そして意識を浄化し、純化し、そして拡大させ

る必要があるからです。

ですから、この瞬間においてわたし達は、地球上の人々は個人的な純化の主要な過程

に入っていることを皆さんに自覚してもらいたいと思っています。今は、古いエネルギ

ーを解き放つことが必要とされる、強化され、加速された浄化の時期になっています。

皆さんが前もってこうした方法で皆さん自身を純化しておかない限り、解き放たなけれ

ばならない数多くの習慣や信念体系が皆さんの現実性の中に入ってきて、強力に皆さん

を撹乱し、皆さんの配慮を純化しなければならないエネルギーに向けてしまう可能性が

あります。この時期には、古い習慣を自覚してそれを解消すると同時に、皆さんの指導

霊達、魂、そして創造主からの癒しと浄化を求めることに意識を集中させることが重



要になります。数多くの人々は、何代も前の過去の生涯にまで遡る遥か遠い昔に端を発

する自分達の生命、経験、人々、そして学習過程に引き付けられてきたため、今は平衡

が絶対的に不可欠なものになっています。皆さんが人々との古いつながりを維持してい

ることに気付くことは、この時期には正常なことになります。何故なら、それが、皆さ

んがカルマを解消するか、あるいは地球の中に一定のエネルギーを定着させる準備を整

えるかどちらかのために、皆さんが団結してきたことを表しているからです。

わたし達は、地球上では太古の旧い叡智がこれからも常に必要とされることは自覚して

います。しかし人類を過去に縛り付けている古いエネルギーは、一変されなければなら

ないものです。

2012年は、今までいつも新たな始まりになると把握されてきましたが、しかし数多く
の人々がこれを文字通りに、自分達は地球からむしり取られてしまう、あるいはあらゆ

る物事が瞬時に変化するようになる、と受け取ってきました。そのため、ある人々は失

望するかもしれません。新たな始まりは既に始まっていて、これからも続いて行くでし

ょう。2012年は数多くの人々によって予言されてきましたが、彼らはそれが、振動が正
しいものになり、人類が自分自身の内部の移行を創り出す準備を整えるようになるこの

時代であることを理解しています。それが、徐々に地球に影響を及ぼして行くようにな

るでしょう。本質的に、それは古いエネルギーの周期の完了の始まりであり、また、新

しいエネルギーの周期の始まりです。あらゆる意味で、そして数多くの水準で、人々が

皆さんの人生から離れて行き、状況が変わり、孤立が生じることに驚かないようにして

ください。おそらく皆さんは既に現在これを経験していますが、それは、今地球上で起

っている霊感を受ける過程の自然な一部になっています。わたし達は、創造主とさら

に完全に一体となる準備を整えている象徴として、皆さんが単純に皆さん自身、数々の

エネルギー、個性、そして物質的な身体でさえ純化することに意識を集中することを求

めています。皆さんは、皆さんの人生における特定の経験から離れる必要があるとさえ

感じているかもしれませんが、しかしそれは、皆さんがその経験を無視することを意味

しているのではなく、皆さんが単純に愛を送り、皆さんが以前に行っていた可能性があ

る方法でその経験したエネルギーを身に着けないことを意味しています。

皆さんは、現在エネルギーの勢いが着実に増加していること、そして皆さんの霊的な発

達に資するために数多くの手段がこれから皆さんに提供させるようになることに気付く

ようになりますが、しかし、皆さんのためにわたし達がいつもここに存在し、無条件に



皆さんを愛していることを認識してください。

皆さんと打ち解けて話すことができて、喜びを感じています。

It was been a delight to converse with you,

師クートフーミと師セラピス・ベイ

Master Kuthumi and Master Serapis Bey

http://lightworkers.org/channeling/133338/energy-acceleration-master-kuthumi-and-master-serapis-
bey

翻訳： 森のくま (2011-06-09 20:46) 
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わたしは今日、創造主の愛と大きな歓びと伴に皆さんに挨拶を送るために、進み出てい

ます。わたしの愛はいつも皆さんという存在の内部に埋め込まれていて、皆さんの次元

上昇のあらゆる瞬間に、皆さんを支援し、育んでいます。数多くの皆さんのために、皆

さんという存在の内部の次元上昇の最初の活性化以降、わたしは皆さんの側に存在し続

けています。主イエスの横にいるひとりの世界の教師として、地球上の次元上昇に対す

る創造主の意識に応じて、皆さんを支援することがわたしの目的です。皆さんが気付い

ているように、皆さんは最も驚くべき刺激的な時期に存在していて、そこではあらゆる

瞬間に皆さんの現実性と地球の統一した現実性の内部で、数々の移行が起り続けてい

ます。わたし達はすべて絶えずお互いや創造主とひとつに融和した状態に近付いている

ため、こうした移行は、これから訪れる数々の年を通して、ただ進展し、拡大し、加速

して行くだけになるでしょう。この瞬間や地球の未来の中には、皆さんの現実性に現れ

てくるこれほど多くの楽しみ、喜び、そして奇跡的な数々の経験があります。皆さんが

次元的なエネルギーを変えてあたらしい進歩を始めるまで、地球はこうした移行のすべ

てを通して皆さんと伴に留まるようになることを、どうか認識してください。わたし達

が12月を通過して2013年に向かう時に、地球は皆さんを支援することになるでしょう。
皆さんは安全であり、創造主によって保護され愛されていることを、どうか認識してく

ださい。あらゆる物事は地球上のこの瞬間と皆さんの内部で完全であることを、どうか

認識してください。

 

http://omna.org/


これからの数ヶ月間、そして来年の間、皆さんと地球はひとつの落下を、ひとつの損

失を、ほとんど死を、あるいは終りがここにきたという感覚を、経験することになる

でしょう。わたしは皆さんの聖なるエネルギーに怖れを持ち込むためにこれを伝えるの

ではなく、皆さんが認識するように、それは死であり、損失であり、落下または古い数

々のエネルギーまたは現実性の終りであることを、気付かせようとしています。それは

物質的な死というよりも、むしろエネルギー的な死、または損失です。皆さんは今こう

した数々の移行を通過しているところであり、皆さんは皆さんという存在や皆さん自身

を重ね合わせている方法の数多くの部分を失い続けていますが、しかし皆さんは、これ

は皆さんが地球上でさらに大きな至福の状態を達成するために必要であることを、理

解し、承認しています。皆さんが地球上にいるか内部の数々の次元領域にいるかにかか

わらず、数々の執着や不要なエネルギーを手放すという経験は非常に類似していること

を忘れないことが、重要です。わたし達は内部の数々の次元領域で、すべての皆さんが

これほど多くの物事を解き放つことを注目し続けています。またわたし達は、数々の幻

影を解消し、内部の数々の次元領域でさらに結束し続けています。わたし達はひとつの

魂あるいは魂の集団として、自己を解消し、わたし達の存在の分離さえ解消する高度な

過程に取り組んでいます。内部の数々の次元領域では、わたし達の数々の魂の集団に巨

大な意思が働いていて、わたし達はより一層わたし達の魂の集団として存在するように

求められ、そしてわたし達はひとつの巨大な結束の感覚を形成しているところです。あ

らゆる人がこの瞬間に結束を達成し始めていて、創造主は、わたし達の振動が類似した

ものになりさらに急速になるように、わたし達がわたし達のエネルギーを一体にするこ

とを求め続けています。従って、わたし達が創造主から注がれているさらに巨大な愛を

具体化し、それが埋め込まれる過程を通してお互いを支援しながら、創造主はわたし

達を一斉にその光まで引き上げることができます。それは地球上の結婚式に比較するこ

とができ、一組の男女の愛を称えるためにあらゆる人が一緒に集まりますが、しかしわ

たし達にとって、創造主の愛、一組の男女を称えるために宇宙全体が一緒に集まりま

す（最も美しい創造主と一体になる関係で結束しているわたし達すべての相互関係を意

味します）。結婚式はいつもひとつの巨大な祝祭があり、そのためわたし達の祝祭は、

それぞれの個人によってさまざまに経験されている愛、至福、そして穏やかさになる

でしょう。

 
わたしが皆さんと共有したい主要な洞察のひとつは、今回は長い間待ち望まれてきた時

であり、最も美しく壮麗な時期ですが、しかしそれは終わりではなく、また始まりでも

なく、それは単純に皆さんという存在の内部と地球上のひとつの光、意識と振動の移行



である、という事実になります。これからも今回のようなさらに数多くの移行が起るこ

とになり、それは今起っている現在の移行よりもさらに壮麗で巨大なものになり、皆さ

んを前に押し出し、駆り立てることになるでしょう。皆さんは現時点で過去に属するこ

れほど多くの物事を手放すことが求められているため、数々の移行はさらに簡単なもの

になるでしょう。皆さんは将来の移行の中で、もはや過去の物事のなかに存在せず、そ

れにしがみつくこともなくなるでしょう。皆さんはその移行をさらに円滑で困難が少な

い状態にしながら、皆さんの現在の中に存在していることになるでしょう。この2012年
の時機がこれほど期待されている理由は、それが内部の最終的な移行に類似していて、

古い数々のエネルギー、自我、そして思考パターンを維持し続けているからです。それ

はひとつの巨大な過去の解放であり、地球上で今回のように経験されることは、未来に

おいても一切ないでしょう。皆さんは今回の時期を過ぎても古い数々のエネルギーを解

き放ち、手放し続けることになりますが、しかしそれは、今行っているような皆さんと

いう存在における重要性と影響力は持つことはないでしょう。

 
もしも皆さんが現時点で至福を経験し始めているなら、それはただ強化し拡大するよう

になるためそれを楽しみ、もしも皆さんが現時点で数々の困難や解き放つ過程を経験し

ているなら、皆さんが今感じているようにこれほど強くそれを感じることは二度となく

なるため、それを楽しむように、わたしは伝えたいと思います。何故なら、この時点を

過ぎれば皆さんは遥かに集中した状態になり、そのため情緒や考えがもはや皆さんとい

う存在に対して強烈な影響力を持たなくなるからです。皆さんが今皆さんの現実性の中

で経験しているあらゆる物事は、解き放ち手放すひとつの過程であるというのがわたし

の見解です。もしも皆さんが今、痛み、怖れ、怒り、不安感やそういったものを経験し

ているなら、皆さんは皆さん自身を自由にするために、こうした物事を今認識し、解き

放ち続けています。もしも皆さんが今、喜び、豊かさ、至福、そして幸せを経験してい

るなら、皆さんは依然として解き放ち続けています。何故なら皆さんは、皆さん自身の

こうした側面が皆さんという存在から自由に流れて、それによって自由を創り出してい

るからです。今回はもっとも壮麗な時であり、そして、最も素晴らしい経験という贈り

物と伴に今地球上に存在することを選択したことに対して皆さんが感謝できることを、

わたしは希望します。

 
今日皆さんの前に現れたもうひとつの目的は、皆さんが莫大なエネルギー、自由、分離

の解消、さらに強い結束、愛の承認、そして過去の解放を受け入れながら、この成長の

時期のために皆さん自身で準備することについて、数々の発想と、洞察または助言を共



有することでした。それは、しばしば次元上昇と名付けられています。こうした物事は

ただ、現時点で恩恵になるかもしれないとわたしが感じているわたしのこころからの考

えであることを、どうか忘れないでください。

 
1.精神の緩和－精神を和らげるために、さらに多くの時間を取る必要があります。皆さ
んという存在の内部と周りでこれほど数多くの移行が起っているため、今起っているあ

らゆる物事を理解し、解釈しようとして、精神が熱狂する可能性があります。精神は混

乱するか、精神が急速に手放す必要があるものを解き放ち続けている数々のエネルギー

に意識を集中し始めるかもしれません。今は、精神が働くまたは分析する時ではありま

せん。今は、精神がさらに多くの緩和の期間を取って、こころの内部で休む時です。皆

さんは、瞑想を通して、ひとつの光、エネルギーの球体、あるいは溶けて漂流してい

る物体を思い描いて心臓のチャクラの中で休むことによって、これを達成することがで

きます。もしも心臓のチャクラが完全に開かないなら、これは非常にはっきりせずにほ

とんど空虚なように感じるかもしれませんが、しかし心臓のチャクラに対するさらに大

きな意識の集中と伴にさらに至福に溢れた振動が経験されるようになるため、これは素

晴らしいことです。そのため、どうか余りにも多くのことを考えようとしないでくだ

さい。皆さんは、穏やかな時間を許すことによって、皆さんという存在の周りと内部で

今起っていることに対するひとつのさらに巨大な感受性を創り出しています。

 
2.皆さんの結晶質を同調させる－数多くの皆さんが、皆さんの現実性または故郷の中で
結晶質を持ち、皆さんはそれを日常的に使用するかもしれませんし、しないかもしれま

せん。わたしの考えでは、今は皆さんの結晶質を浄化する時であり、皆さんの結晶質を

、創造主の心臓のチャクラから地球上に向けて絶えず流れている光と愛と意識の経路

に同調させるように、大天使メタトロンに求める時です。それぞれの結晶質が振動し、

皆さんという存在と現実性に向けてこうした数々のエネルギーが定着できるように、皆

さんの数々の結晶質が定着して創造主の心臓のチャクラから流れている新しい数々の

エネルギーのすべてを確実に受け取るように、大天使メタトロンに求めてください。こ

れは、皆さんの魂と創造主との同調を通して数々のエネルギーが皆さんという存在に向

けて流れ込んでいるだけではなく、またそのエネルギーが皆さんの結晶質を通したひと

つの拡大として皆さんの現実性に向かって流れ込んでいることを意味します。これは、

創造主の存在感のエネルギーの中で皆さんの聖なる空間を極端に豊かにして、さらに巨

大な数々の移行の経験が現時点で起ることを許します。



 
3.毎日さらに皆さん自身を愛する－皆さんの皆さん自身に対する無条件の愛は、現時点
で最も重要なものです。何故なら、創造主の真実を承認するのは、皆さんの安全性、皆

さんの安全な場所、皆さんの能力だからです。たとえ皆さんが現在皆さん自身のために

皆さんの無条件の愛を感じることも感知することもできないとしても、皆さんの精神の

中で単純に信じ、認めることによって、皆さんが皆さん自身を無条件に愛しているとい

う事実が、皆さんという存在の内部から絶えず流れている皆さんの無条件の愛を活性化

することを許すようになるでしょう。

 
4.自己認識を共有する－わたし達は現在、それがわたし達という存在のそれぞれの部分
の間の統合か、創造主との統合か、あるいは他の存在達や人類との統合かにかかわらず

、分離を解消して統合を受け入れるひとつの過程を通して移動し続けています。わたし

達に数々のエネルギー、光、そして意識を共有してそれを放射することは素晴らしいこ

とですが、またその一方で、わたし達という存在の真実を言葉の上で、そしてエネルギ

ー的にも共有しています。数々の困難と古いエネルギーを解き放つ必要性と伴に、皆さ

んの思考や感覚を別の人や指導霊、そして皆さんが皆さん自身に対して大きな声でそれ

を叫んで皆さん自身とさえ共有することによって、皆さんはさらに速い速度でこの過程

を達成することができます。それはあらゆる人が多様な方法で役に立つことを許すため

これは極端に有益なものである一方で、皆さんが共有しているものを意識することが必

要になります。わたしが伝えようとしていることは、もしも皆さんが苦悩を経験し続け

ていて、皆さんが別の個人と皆さんの苦悩を共有しているなら、皆さんがその共有して

いるものに良く眼を配るようになるということであり、その苦悩は皆さんの自我から現

れていることを自覚することが必要になります。わたしは皆さんが共有することを望ん

でいて、皆さんが共有を制御または制限することは望んでいませんが、しかし、その過

程全体と皆さんが感じているもの、そしてそれが現れてくる場所に関して、注意を怠ら

ないでください。皆さんの共有の中でさえ、それは皆さんの自我が話していることか、

あるいは皆さんの真実が話していることだということを受け入れて、皆さんが感じ経験

しているものが皆さんという存在のどの部分なのかに注意してください。何故なら皆さ

んは、皆さんがそれと距離を置き、さらに巨大な啓発を促進することをこれが許すこと

に気付くようになるからです。

 
5.皆さんの指導霊によって確実に皆さんが支援されるようにする－皆さんの指導霊達は
、現時点の皆さんの次元上昇の中で、ひとつの強力な役割を担っています。指導霊達は



皆さんと共有する多くの物事と、皆さんを支援するための多くのエネルギーを持ち合わ

せています。皆さんが皆さんの次元上昇を日々向上させるために是非とも皆さん自身に

皆さんの指導霊達の支援と神聖なる干渉を求めることを許すように求めない限り、指導

霊達はこのように支援することはないでしょう。

 
6.楽しみ、感謝する－今は、あらゆる瞬間を楽しみ、あらゆる瞬間に感謝を捧げる時で
あり、最も困難な経験でさえ楽しむようにして、皆さんが選択し、創り出し、そして経

験するあらゆる物事に感謝を捧げるために皆さんは今地球上にいることを選択したこ

とを、忘れないでください。人類の意識を、神聖なる感謝の資質と、感謝が皆さんの内

面に向かわせる意識状態に目覚めさせるために、皆さんの感謝を毎日表現してください

。

 
7.皆さんにできるすべてのことを手放す－手放すことは、執着を解消することであり、
これはひとつの対象、友情、または精神状態が破棄される必要があることを意味してい

るのではなく、それがもはや皆さんに対する情緒的または精神的な影響力を持たず、皆

さんはその執着だったものさえも愛することができることを意味します。それは時に、

皆さんはさらに大きな結び付きを感じますか、しかしまた皆さんの間でさらに大きな自

由と皆さんが手放すものを感じることを意味することができます。実際に、皆さんは皆

さん自身を自由にしているところです。単純に深く息を吐き出して、皆さんが意識を集

中させられているあらゆる物事を手放すという意思をはっきりと口にするか維持するこ

とによって、皆さんはさらに巨大な自由を経験することができます。

 
わたしの言葉は皆さんに対する霊的な常識のように見えるかもしれませんが、しかしそ

れは単純にこの最も聖なる時機に皆さんを支援するためのひとつの励ましです。わたし

は皆さんをいつも愛し、支援するためにいつもここにいることを、どうか認識してくだ

さい。

 
わたしは師クートフーミ

I am Master Kuthumi
 
http://lightworkers.org/channeling/170656/preparation-ascension-shifts-master-kuthumi
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わたしの数々のエネルギーは途方もない愛と伴に前方に流れて、皆さんのエネルギーを

出迎え、そのエネルギーと深く結び付きます。わたし達はすべて、ひとつの新しいエネ

ルギー振動、ひとつの新しい次元上昇の局面の中に存在し続けています。地球上の皆

さん、あるいは内部の次元領域の皆さんのどちらであろうとも、皆さんの内部と皆さん

の周りで、既にひとつの移行が起っています。

 
皆さん自身の存在の内部で高まっている次元上昇の次の局面を事実通り経験することを

目的として、皆さんという存在の内部の皆さんの選択によって、振動、意識、そして皆

さんの光の輝きのひとつの移行が、既に明らかにされています。皆さんの現実性に向け

てその移行の数々の結果を意識的に放射する選択をすることは、適切なことです。今は

、皆さんという存在の内部で既に起っている数々の移行を経験する、その選択をする時

です。

 
皆さんの霊的な数々の実践に対する皆さんの情熱、献身のひとつの結果として、そして

皆さんが現時点で行い続けている数々の選択のおかげで、美しい最も壮麗なエネルギー

が今も今までも皆さんの内部から展開されています。皆さんはすべて、既にさらに高い

光と意識の振動を受け入れていて、それが皆さんの喜んでいる身体、意識、そして魂に

栄養を供給します。皆さんが皆さんという存在の内部の変化を感じるかどうかにかかわ

らず、存在し、既に皆さんという存在の内部で明らかにされている、その至福の光を経

http://www.omna.org/


験することを選ぶために時間を取ることは、適切なことです。その光を広げてください

。何故なら皆さんは、数々の境界や限界を超えて皆さんの光を放射し、わたし達すべて

が既に経験しているこの聖なる時を貫いて明らかになっている、その豊かさを経験する

ことを選択しているからです。

 
実際、より巨大な拡大、感受性、豊富な量の愛と叡智、そしてより大きな内部の満足感

を備えたこの新しい次元上昇の局面は、皆さんがその物質的な現実性の中と皆さんとい

う存在の数多くの水準を貫いてこころの底からそれを経験することを選択する時に、唯

一事実通り絡み合いを始めながら、皆さんの現実性の内部で明確になるでしょう。その

結果皆さんは、美しい方法で変化している皆さんの現実性を気付くようになりますが、

しかしこれがそうなるのは、皆さんが既に皆さんの数々のエネルギーが自由に流れるよ

うにすることを選択しているからであり、それが皆さんの現実性の内部で最も美しいエ

ネルギーのパターンを創り出し、その結果、皆さんはこの新しい時代と実際に皆さんが

今まで待ち望んできたすべてを完全に具体化し、経験するようになるからです。皆さん

の選択によって、皆さんは皆さんという存在の内部の愛の豊かさと光の振動を経験する

上で、皆さんを支援する数々の空間、人々、そして数々の環境を、明らかにすることに

なるでしょう。ひとりの光の存在と創造主の振動として皆さんが意識的に広げることが

できる、ひとつの空間です。

 
新しい振動が皆さんという存在の内部から広がるためには、皆さんという存在の内部の

導きと直観への皆さんの信頼と確信を成長させるという、その選択をすることが適切

です。もはや、皆さんが皆さんの精神を考え、より深い理解を獲得するために数々の物

事や状況を考える必要はなく、今は、皆さんのこころと魂が、皆さんを導き、実際に皆

さんのために考えることを許す時です。皆さん自身を完全に広げて2012年12月の強力な
活性化のエネルギーを受け入れたひとりの存在として、また皆さんは、皆さんの魂のひ

とつのさらに巨大な側面を意味しながら、既に皆さん自身を拡大して皆さんの真実とさ

らに充分に結び付いています。皆さんは魂の永遠の存在感を意識するようになる皆さん

自身を許すため、そのすべての美しさの中にある皆さんの魂は、現実性の中で皆さんを

導くために既に一歩進み出ています。皆さんは魂のさらに巨大なひとつの広がりに、従

って創造主であるすべてのさらに巨大な広がりに、結び付けられています。

 
皆さんは、魂と創造主によって意識的に永遠に導かれる能力を備えています。何故なら

、創造主と皆さんの魂は、皆さんという存在から数々の聖なる真実とエネルギーと振動



を表現して、それが地球上のすべての存在達のために展開している、その創造主の魂か

ら立案された大きな計画と連結しているからです。創造主に属するひとつの魂として、

皆さんはこの神聖なる計画の中でひとつの大きな役割を演じ続けています。そのため皆

さんのあらゆる活動は、地球上のあらゆる魂の神聖なる計画に貢献します。この理解

を持って、皆さんのこころと直観の導きに従うことの重要性を自覚することが、現時点

で不可欠のものになっています。もはや皆さんは、本質的に精神で考えることも創り出

すこともできず、そしてもはや皆さんは、支援されない数々の欲求や活動で皆さんの現

実性に影響を与えることはできません。あらゆる物事が皆さんという存在の内部から、

皆さんのこころから、流れることが必要です。

 
実際に、純粋な自由のひとつの呼吸が、この瞬間に皆さんに与えられているところです

。もはや皆さんは、皆さんの現実性を無理やり推し進めて、世界と戦う必要はありま

せん。その代わりに、皆さんは皆さん自身がその現実性と伴に流れることを許します。

何故なら、神聖なる創造主の流れと皆さんの真実の存在は、純粋な数々の意図でそれを

取り囲んでいて、あらゆる物事が、皆さんの前に展開するひとつの美しい結び付き、愛

、そして真実の物語として、途方もなく容易く皆さんのために明らかになることが可能

であり、そしてそのようになるからです。実際には、今わたしが皆さんと話しているこ

とは、抵抗です。もはや皆さんの現実性と皆さん自身に逆らって、抵抗する必要はあり

ません。

 
もしも皆さんが単純にその意図と距離を置き、皆さんが地球上で踏むあらゆる段階で皆

さんを支援するために現れている微かな導きに従いながら、その意図を皆さんという存

在や現実性そして宇宙に入れて、開放性、愛そして穏やかさのあるひとつの空間として

存在するなら、皆さんは抵抗を、過剰に努力すること、何かを過剰に望むこと、皆さん

が今後かなり簡単に明らかになるものを強要しようとしていることとして、説明するこ

とができます。皆さん自身が絶えず流れている河に結び付くことを、許してください。

その河は、皆さんという存在を通して、皆さんから滝のように永遠に流れ続けています

。

 
また皆さんは、皆さんの数々の意図と創造が、この新しいエネルギーの中でより高速に

明らかになることを気付くかもしれません。それによって皆さんは、皆さんが直観に従

う選択をした時と、皆さんが精神または支援されない数々の欲求に従った時を、事実通

り理解することができます。何故なら皆さんは、選択の結果を極端に急速に確認するよ



うになるからです。忍耐力と伴に、皆さんの数々の真実の選択を決断する能力が、今後

皆さん自身や他の人々に役立つことになり、皆さんが創造主の愛に溢れる振動の流れ

に足を踏み入れる時、それはとても明確なものになるでしょう。

 
皆さんが内部と周りにいつも存在し続けてきた美と真実を眺めることを皆さん自身に許

す時、あらゆる物事は途方もなく美しく展開しています。

 
わたし達が地球上または内部の次元領域のどちらに存在するかにかかわらず、わたしは

、愛の振動を生み出す際に支援をするためにわたし達すべての内部で活性化しているキ

リスト意識の存在感を、地球上のひとつの発現として自覚しています。わたし、師クー

トフーミは、今発生し今後訪れる年を貫いて発生し続けるキリストの活性化を支援する

ことを目的にして地球に近付いている、その内部の数々の次元領域上で、キリスト意識

のひとつの強力な存在感を維持している数多くの霊的指導者や魂を非常に意識してい

ます。

 
地球上の数多くの人々を触発する、崇敬や献身または敬意を備えたそういった人物のす

べてが、キリスト意識を維持する状態を完全に具体化された形で実現することが必要で

あり、彼らの地球上の生涯の中で、キリスト意識としてすべの承認と具体化を完了する

ことを目的にして、彼らは人類にキリスト意識の数々の断片を生み出しました。皆さん

のための非常に特殊な貢献と伴に現れているのが、主クリシュナです。

 
主クリシュナは、皆さんが瞑想の中で彼を呼び寄せ、単純に彼の存在感とキリストの

愛に溢れる振動の中で呼吸することを求めます。

 
もしも皆さんの準備が整っているなら、主クリシュナは、皆さんのエネルギー振動を大

幅に強化しながら皆さんの光を純化することを目的にして、皆さんという存在の内部で

維持されている可能性があるすべての苦悩のエネルギーを取り囲み、皆さんを支援する

ことを望みます。単純に、‘創造主の恩恵とわたしの魂の承認で、わたしは主クリシュ
ナに、わたしが今しがみついて、わたしの物質的な身体、振動、そして意識の内部に

留まっている、そのすべての苦悩を解き放ち、愛を込めて追い払うように求めます’、
と口にしてください。

 



単純に、主クリシュナが皆さんのエネルギーと連携して、苦悩の振動の代わりに、皆さ

んが今まで手放さなかった純粋な歓びのエネルギーを定着させることを許して下さい。

 
主クリシュナは、キリスト意識の振動と皆さんという存在の内部から現れる活発なエネ

ルギーを活性化して、それを引き出すことを目的にして、皆さんと伴にこの貢献を達成

します。すべての苦悩を解き放つという影響力で、また皆さんは意識から現れる苦悩の

振動と、人類と地球の振動を浄化し、癒し続けます。それは皆さん自身、すべての人々

、そして創造主に対する、ひとつの美しい貢献です。

 
地球上やそれぞれの存在の間に生じて明らかになっている結束の影響力と伴に、加速さ

れた癒しとすべての人々のためのさらに深い目覚めのための、ひとつのさらに巨大な機

会があります。皆さんが個人的に皆さんの成長と皆さんのこころの拡大等に意識を集中

するように、これも皆さんの現実性から皆さんに反射されて戻ってくることになるでし

ょう。皆さんが皆さんの自然な目覚めの過程の中で達成するものが。地球上の他の人々

と同時に母なる地球の拡大と発達に、今までよりもさらに大幅な影響を与えることにな

るでしょう。例えば、皆さんがその心臓のチャクラを拡大することに意識を集中する

時に、また皆さんは自然に、地球の心臓のチャクラを同時に拡大しています。何故なら

、わたし達はすべてひとつだからです。

 
これはいつも起ってきたことです。何故ならわたし達は、地球と人類がわたし達に同じ

ものを映し返す、その内部の数々の次元領域で成長し、拡大したからです。今、わたし

達は、皆さんの鏡として活動を続けています。それは皆さんが皆さん自身を拡大して、

皆さんの現在の理解よりも大きくなり、創造主の真実の化身になっているからです。

 
それは、皆さんに注がれているキリストの光と振動の恩恵です。

 
師クートフーミ

Master Kuthumi
 
http://lightworkers.org/channeling/174675/master-kuthumi-awareness-current-vibration-nathalie-
glasson
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巨大な愛で、物質的な地球上で皆さんの霊的な実践と経験を支援し、拡大するために、

わたしは進み出ています。皆さんが今地球上に沿って進んでいる道筋に対する巨大な思

いやりの中で、内的な数々の次元領域の数多くの存在達によって、皆さんに対して強烈

で拡大的な愛が表現されています。

 
わたしは、皆さんの前のひとつの拡大的な大地の一片と伴に、田園地方の中に立ってい

るひとりひとりの皆さんをこころに描きます。前年やそれ以前に、皆さんは今までその

大地の土壌を育み、ひとつの甘美な緑の牧草地を創り出すために種を植えてきましたが

、それは今後、高く強く成長することになるでしょう。皆さんがその大地を凝視する時

、皆さんはその土壌から数々の小さな緑色の生命の姿が立ち上がっていて、皆さんの牧

草地は成長を始め、今皆さんは皆さんの牧草地の成長を観察して、その要求に配慮する

時を経験していることに気付きます。時に皆さんは、その牧草地の地域が汚染されて、

新しい種子が植えられる必要があることに気付くかもしれません。別の時に皆さんは、

皆さんの現実性と身体に美味しい数々の果実をもたらすために花開く、豊かさという富

に気付くかもしれません。

 

http://www.omna.org/


皆さんは皆さんという存在を育むために実りあるものを創り出そうと懸命に努力する

ため、その牧草地は、最も美しい成長と美と経験の庭園になる可能性があるか、あるい

は皆さんにとって面倒を見るために非常に骨の折れるひとつの負担になる可能性もあり

ます。わたしの理解するところでは、この新しい次元上昇の局面の中で、もはや皆さん

の現実性がひとつの重荷あるいは葛藤になる必要はありません。皆さんは今まで、愛で

その土壌を配慮し、数々の種を植えてきました。この事実は、霊的な数々の実践と、皆

さんは今回の生涯だけではなく以前の数々の生涯も獲得してきたという理解を象徴し

ます。今は、その努力と皆さんが過去に施した愛に溢れる配慮が、美しさ、実り豊かさ

、そして育成となって明らかになる時です。

 
もしも皆さんがその努力が既に達成されたものであり、そのため皆さんは単純にその数

々の恩恵を刈り取る必要があったなら、その結果皆さんは皆さんの収穫、つまり牧草

地は、荒涼とした不毛の地になる可能性があります。もしも種から何かが成長を続けて

、その生命力のエネルギーを活性化して、どのような姿でも明らかにしているなら、そ

れが神の力で必要とされ、導かれている時には、それは皆さんの注目、愛、そして配慮

を必要とすることになるでしょう。過剰な注目は、皆さんが皆さんの牧草地の成長に多

大な抑制と制限を施すことになるため、皆さんの牧草地が頑なで柔軟性に欠けるものに

なる状態を引き起こす可能性があります。もしも皆さんが愛、数々の意図、そして柔軟

な生命力のエネルギーから、そのエネルギーを用いて育まれるひとつ展望とその牧草地

との結び付きで皆さんの牧草地に育成と滋養を施すなら、その結果皆さんは、大地を創

り出して育む能力を所有し、その牧草地は皆さんのために継続的に実り多いものになる

でしょう。

 
皆さんが願うすべての物事を皆さん自身が経験することを許すようになるのは、皆さん

自身に対する皆さんの配慮、皆さんの数々の創造、皆さんの現実性、そして皆さんの内

面の存在です。今は、愛を込めて皆さん自身に配慮して、皆さん自身と皆さんの数々の

エネルギーに対して穏やかになる時です。何故なら、皆さんはひとつの主要な変容の周

期を自覚していない可能性がありますが、しかし皆さんは既にその周期をまさに完了し

ているからです。皆さんやすべての人類にとって多様な意味と目的を持った、ひとつの

周期です。皆さんという存在の数多くの水準で、皆さんがカルマ、幻影、そして抑圧

の数々の局面に取り組むことを許した、ひとつの周期です。皆さんと人類がまさに達成

してきたものについて熟慮するための空間を実現する、またはさらに維持するために時

間を取ることを、皆さん自身に許してください。皆さん自身が移行してもう一度創造主



と同調するために、皆さんは今まで、皆さんの強さと集中力を大幅に必要とした、その

強力で挑戦的なひとつの周期を進んできました。

 
皆さんは、完了することを長い間待ち望んできたそのひとつの周期を終えたため、ひと

りの戦士が戦いから家に戻っている時に疲れているように、皆さんも疲れているかもし

れません。それはほとんど、まるで創造主に属する宇宙全体が、ここで大きな息をして

、深い溜め息を吐いているようなものです。その溜め息が、基準の再調整とひとつの新

しい存在方法が皆さんという存在の内部から明らかになることを、許し続けています。

それは展開するまでには時間がかかるかもしれませんが、皆さんという存在の内部の神

聖なるひとつの習慣になっています。皆さんは疲れているかもしれないため、皆さん自

身を休ませてください。皆さんは栄養が必要かもしれず、皆さんが必要とするものを

求め、さらなる目覚めのためのひとつの準備として、皆さんの数々のエネルギーと存在

に配慮してください。皆さんの指導霊であるわたし達と皆さんの魂は、現時点で皆さん

に余りにも多くの物事を求めません。わたし達は、皆さんが単純に皆さんという存在の

すべての側面の要求に気付き、愛と思いやりで皆さん自身に積極的に配慮することを求

めます。皆さんの優しい愛と思いやりを通して、皆さんは、皆さんの次元上昇のひとつ

の美しい側面が展開することを許すようになるでしょう。

 
皆さんが今まで進んできた周期は、抑圧、幻影、そしてカルマに属する強力な数々の状

況とエネルギーを維持しました。わたしが信じるところでは、皆さんはこうした3つの
資質を探索し続けることになりますが、しかしそれは、皆さんがそれぞれから簡単に愛

を創り出すことを許す、ひとつの異なる水準の上で行われるでしょう。皆さんは、まる

で皆さんの物質的な人生が抑圧され続けているように感じるかもしれませんが、しかし

皆さんが充分かつ完全な皆さんの真実を受け入れる準備が整うまでは、皆さんの霊的な

存在と叡智もまた、皆さんによって抑圧されます。創造主の真実との完全な結びつきと

その経験を許すものは、ただひとつしか存在せず、そしてそれは、皆さんの霊的な数々

の能力と技術を抑圧し続けてきて、それが数多くの生涯の間でひとつの習慣になって

いた、という認識です。この認識と伴に、皆さんは皆さんのありのままの姿をすべて受

け入れる準備が整っているという、さらに深く純粋な認識が現れます。皆さん自身がし

ばらくの間わたしの言葉をじっくりと考えることを許して、皆さんという存在の内部で

、皆さんが皆さんのありのままの姿のすべてを受け入れる準備が整っているかどうか、

じっくりと考えてください。

 



次に、わたしの伝達の最初の部分、皆さんの過去の数々の行動や配慮のおかげで成長し

て展開している牧草地の前に皆さんが立っている姿を説明した、その言葉を思い出して

ください。皆さんは、既にひとつの基盤を創り出しています。皆さんはそこで、皆さん

という存在の内部で育み、養い、他の人々と共有するものを持っている、と考えます。

この基盤はひとつの信念であり、またもしもそれがひとつの深い認識を伴うものであ

れば、それは皆さんがひとつの実現として解釈できるものです。その大小を問わず、数

々の実現は、自由と内面の自由の経験が発生することを目的として、皆さんが抑圧する

皆さん自身の数々の側面を、皆さんが解き放つことを許します。この地球上で、皆さん

は皆さんの自由に気付き始めています。皆さんは、光に属するひとりの無限な存在で

あり、そのため皆さんの自由は数々の限界と境界を越えますが、それにもかかわらず、

皆さんは時に、皆さんの小さな量の自由を探索することさえ怖れる可能性があります。

 
皆さんは、特に霊的にどれほど皆さん自身を抑圧しているか、それに気付いていますか

？　皆さんは、皆さんの数々の能力、知識、そして内的な力が、皆さんの現実性の中と

数多くの人々の現実性の中で、どれほど抑圧と支配と欠乏に属する全体的な現実性を創

り出しているか、それに気付いていますか？　皆さんが、皆さんという存在のすべての

実現と表現の中で自由を持ったひとりの光の存在として地球上に存在することを皆さん

自身に許す時、皆さんの現実性と世界の内部のあらゆる物事は、皆さんや皆さんが発し

ている振動と同調するために移行し始めることを、皆さんは気付くことになるでしょう

。もうひとつの達成は、地球が絶え間なく皆さんや地球上の創造主の他のすべての側

面と、同調し続けていることです。皆さんは、皆さんという存在の内部から創造し、地

球は、皆さんが提示し皆さん自身を霊的に許す自由の量に応じてそれを明らかにするた

めに、この創造と同調します。今は、皆さん自身に自由を提示する時であり、そしてた

だ皆さんだけが、皆さんの霊的な数々の能力を抑圧して、したがって皆さんの現実性の

中で抑圧と数々の制限を創り出していることを、自覚する時です。今は皆さん自身に愛

に溢れた配慮が必要である、とわたしが提示する時、わたしは、今は皆さんという存在

の内部で既に発見され、実践され、目覚めているものになり、それを観察し、そしてそ

れを育む時であることを指しています。

 
これは、以前よりも多くの感受性、優れた判断力、正確性、そして訓練が必要になり

ます。皆さんはもはや皆さんの牧草地を眺めているのではなく、皆さんは数々の種がそ

こから成長するその土壌になっていることを、ここで思い描いてください。もしも皆さ



んがそれぞれの種が植物に成長し、旅することを意識したとすれば、皆さんはそれぞれ

の創造とそれぞれの創造の過程を同時に気付いているでしょう。数々の小さな創造が

ひとつのさらに大きな状況、目的、そして創造に向かって統合し結び付くという本質的

な目的を保有することを皆さんは自覚し始めるため、それぞれの創造の目的もまた、極

端に重要なものになるでしょう。皆さん自身を配慮することは、皆さんの数々の創造

、意図、叡智、そしてエネルギーが皆さんという存在の内部から発展することに気付く

ことです。皆さん自身を配慮することは、今は、霊的な自由を経験し、したがって物質

的な自由を経験するために、その抑圧を解き放つ時であることを、自覚することです。

 
皆さんの霊性の抑圧を解き放つひとつの手段として、わたしは皆さんとひとつの請願の

祈りを共有したいと思います。この抑圧は、皆さんの防御のために皆さんの指導霊たち

によって引き起こされたものではなく、単に皆さんによって選択されていたものであり

、それは携えることが困難なひとつの重荷になる可能性がありますが、皆さんは創造主

と共同創造を行っていて、皆さんという存在全体に自由をもたらす力を備えているため

、またそれは簡単に変容させることができることを意味します。

 
“最愛なる師クートフーミ、わたしの最愛なる指導霊達、わたしの最愛なる魂と最愛な
る創造主、わたしは、あなたが何時でもわたしの癒しを支援して励ましながら、わたし

の現在の目覚めの過程を観察し、監視することを求めます。”
 
“わたしは今、わたしの霊的な存在、魂、そして真実の抑圧を経験することを選択して
いるわたしという存在と意識のすべての側面を癒し、穏やかさをもたらすために、創造

主の癒しのエネルギーがわたしを取り囲むことを求めます。わたしはまた今、わたしと

いう存在がわたしという存在の奥深くから、地球上のわたしのあり方に対して深い癒し

を表現することを求めます。わたしは、わたしが地球上で経験することを望むものに関

してわたしがその能力と選択肢を持つことをわたしが理解することを許しながら、その

意識的な選択の手段がわたしという存在の内部に現れることを許します。わたしは今、

わたしの物質的な現実性の内部でわたしが今まで選択し創り出してきた、全存在との結

びつきとその経験からわたしを分断し、制限してきたその抑圧を、神聖で聖なる導きの

存在感で癒し、解き放つことを選択します。”
 
“わたしは今、わたしの数々のエネルギーを拡大し、創造主の真実を経験できるように
、わたしの現実性の中で自由を創り出すことを選択します。わたしは今、わたしの経験



とわたしという存在のすべてとの結び付きの中で、自由を創り出すことを選択します。

わたしはもう既に、霊的に、エネルギー的に、そしてまたわたしの内面の力と叡智の観

点から、わたし自身を抑圧する必要はありません。”
 
“わたしという存在の内部で　これがわたしと地球上のすべての人々のためのひとつの
美しく愛に溢れる自由の経験として理解するようになるという認識を創り出し、それを

許すために、わたしが今選択するものは、自由です。”
 
“わたしは今、わたしの霊的な真実、力、叡智、そしてエネルギーの意識的な抑圧と無
意識の抑圧に結び付いている紐を断ち、わたしは創造主の無限の側面であり、わたしは

、ひとつの真実の瞬間であるこの瞬間の中で、わたしとして存在するすべてです。”
 
“真実と愛と伴に、あなたに感謝します。”
 
現時点でそれぞれの存在の内部で素晴らしい目覚めが起り続けています。目覚めと格闘

せず、抵抗もせず、自由が探索されることを皆さん自身に許してください。

 
愛と伴に、

 
師クートフーミ

Master Kuthumi
 
http://lightworkers.org/channeling/175620/master-kuthumi-freedom-suppression-nathalie-glasson
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ナタリー・シアン・グラッソン経由

Channeler: Natalie Sian Glasson

 
THE EXISTENCE OF BEING BY MASTER KUTHUMI

 
~Channelled through Natalie Glasson-
www.omna.org - Sept. 5, 2013

 
 
 
最愛なる皆さん、わたしはキリストの黄金の光を皆さんという存在まで延ばして、皆さんが維持

するその美しさ、愛、そして光度に光を当てます。わたし達はすべてキリストのエネルギーで

あり、わたし達という存在の内部の創造主のキリストの側面を保有します。これは、わたし達は

すべて意識を持つ愛の存在であり、意識的に創造主として存在するすべてと意識的に同調し、連

携していることを象徴します。皆さんはそれぞれの日に、皆さんは目覚めて地球上のひとりの意

識的な愛の存在になり、創造主として存在するすべてと同調し連携するという完全な承認を、皆

さん自身に与えますか？　意識的な愛が要求され、皆さんという存在の内部に存在して経験され

るこのキリストの黄金時代の中で、今は、皆さん自身が、皆さん本来の美しい存在になり、そし

て皆さん自身をそのように経験することを認める時です。

 
そこには意識的な愛があり、これからはいつも、流れ、目的、真実、自覚、明瞭性、癒し、そし

て神聖なる経験が存在することになるでしょう。今は、皆さん自身に、地球上のひとりの意識的

な愛の存在として存在する承認を、意識的に与える時です。愛の数々の活動、反応、複雑な絡み

、そして顕在化を見逃さないでください。これは、すべての高位の霊的指導者に共有されている

ひとつの神の摂理であり、そのためわたし達は、同じものを皆さんと共有して、皆さんに皆さん

の神聖なる権利を気付かせるように働き掛けられています。その権利は、皆さんが皆さんの現在

の物質的な現実性の中で獲得し、受け入れることが不可欠なものです。わたし達は、皆さんがよ

り完全な経験と顕在化のために、皆さん自身の神聖なる自己を受け入れて、意識的な統合に留

まり、皆さんの神聖なる自己と融合することを勧めます。

 
皆さんは、皆さんの霊の旅に向けて目覚めることに関する、皆さんの最初の経験を憶えていま

http://www.omna.org/


すか？　皆さんは、皆さんが作った結び付き、皆さんが受け取った理解、皆さんが解き放った痛

みを憶えていますか？　そうした経験は、皆さんがそれを自覚してもいなくても、皆さんの物質

的な現実性の中で毎日続いています。皆さんが創り出すそれぞれの霊的な経験または自己探索の

経験には、ひとつの目的が存在します。その目的は、皆さんが皆さん自身に、皆さんの神聖なる

自己の中の存在し、その自己として存在するように求めていて、そしてまた、皆さんの意識的な

愛の中とその愛として存在し、そして創造主の中と創造主として存在することを求めています。

皆さんが瞑想する時、皆さんは皆さん自身に求めていることは、皆さんの身体、物性、霊の本質

または魂の自覚と伴に、皆さんという存在の内部のその穏やかさの中に存在し、その穏やかさを

経験することです。皆さんは、皆さんという存在のすべてと、皆さんという存在の内部で起こり

続けているすべてを意識するための時間を皆さんが取れるように、皆さん自身に進む速度を落と

すことを求めています。皆さんの完全なエネルギーは、頻繁にひとつの実存として分類されます

。これは皆さんに対して、皆さんが皆さんのエネルギー全体のさらに巨大な自覚の中にいる時、

皆さんは存在しているという事実を、象徴し、描写しようとしています。皆さんは意識的な意思

疎通をして存在しながら、皆さん自身と同調しています。実存とは、皆さん自身が幸せになり、

光を発すること、あるいは寛ぐことを許している状況になぞらえることができるかもしれません

。皆さんが皆さんの現実性を穏やかに進む時、皆さんはこうしたすべての側面になることができ

ます。

 
皆さんが皆さん自身をひとつの実存として受け入れ始める時、皆さんの目的はまた、実存として

皆さんがその行うことの目的と配慮を消し始めることであり、それは、意識的な状態にならずに

、あるいは皆さんの神聖なる自己や創造主と同調せずに、活動的になることです。皆さんがわた

しの伝達を読む時、皆さんはまるで皆さんが行っているまたは実存しているように感じますか？

皆さんは読むことによってひとつの活動を完了していますか、あるいは皆さんは、その言葉とエ

ネルギーで皆さん自身が意識的な統合の中に存在することを許していますか？　色々な意味で、

それは皆さんの視点であり、その視点は、皆さんが皆さんの現実性を達成してそれを経験する

際に、皆さん自身を把握する方法の中で変えることが必要かもしれません。

 
皆さんが皆さんの現実性のそれぞれの状況と瞬間の中に存在することを許すことによって、皆さ

んは集中し、自覚し、機敏になり、意識的になり、皆さんの内部と周りで起こり続けているすべ

ての物事、実際に創造主として存在するすべての物事と、同調しています。皆さんは、創造主の

神聖なる流れに対してこころを開いています。皆さんは、創造主の神聖なる流を経験し、その流

れになります。実際に皆さんは、創造主の神聖なる流れと伴に存在しています。創造主のエネ

ルギーは、絶えず流れ、進化し続けています。皆さんは創造主のひとつの側面または表現である

ため、皆さんのエネルギーは、同じものです。実存は存在することですが、しかし皆さんがそれ

と伴に、そしてそれとして存在するために選択するものを決定することが、必要になります。数

多くの人々が、自分達の個性の後ろに隠れ、自分達を識別し象徴すると自分達で信じる特性また

は習慣を創り出します。したがって、人々の特性、個性、そして習慣が、その人々の在り方を創



り出し、規定します。皆さんが実存することを皆さん自身に許す時、皆さんはまた、創造主であ

るあらゆる物事そのものとして存在することを皆さん自身に許します。皆さんはそれを、一体性

あるいは統一存在として描写することができます。事実通り皆さんを規定するものは何も存在

せず、そしてそれにもかかわらず、皆さんは皆さん自身が一体性として、一体性と伴に、そして

一体性の中に存在し、あるいは創造主と一緒にいる意識的な自覚的意識として、存在することを

認めます。

 
この存在を受けて、達成されることが必要な目標またはこの世の活動がどのようなものであれ、

もはや皆さんの現実性の中には、行われることが必要になるどのような物事も存在しません。こ

れは、創造主との一体性に属する皆さんの意識的な存在から切り離すことを皆さんに要求するも

のは、何も存在しないことを意味します。しかし皆さんは、皆さんの内部から、創造主がすべて

を達成することを許す経験と活動を通して進むことを、求められます。これが実存することです

。皆さんの現実性の内部のあらゆる状況と経験の中で皆さんの内部の創造主の意識的な自覚と伴

に存在することは、皆さんはいつも創造主の導きと神聖なる意思に従っていることを意味します

。あらゆる物事が動き始め、途方もない易しさで遂行され、達成されます。何故なら皆さんは、

創造主と伴にそして創造主と一体となって、皆さん自身、精神、情緒、そして活動を含めた、皆

さんのすべての経験を調整しているからです。

 
皆さんは、皆さん自身が実存することを許しながら、皆さん自身と自我の特定の側面がありそれ

は今後皆さんが帰順するか手放すかを求められることを自覚するように、働き掛けられています

。何故ならその側面は、皆さんの創造主との在り方、皆さんの創造主とひとつとして在り方と、

対立を引き起こすからです。帰順の過程は、皆さんの内部の皆さんの創造主の自覚を高める一

方で、皆さんが単純に存在し、創造主の神聖なる光を吸い込むための空間を設けます。実存は、

身体または現実性の中の静寂を目的にする訳ではありません。皆さんは、人類から皆さん自身を

隠す必要もありません。それはただ、皆さんが何を経験していようとも、たとえ皆さんが激し

く踊っているとしても、皆さんが皆さんの内面の静寂を放射することを求めます。皆さんの内面

の静寂は、皆さんの内部の創造主の意識的な自覚のひとつの結果であり、皆さんを通して流れ、

皆さんを導き、そして皆さんに対して、そして皆さんを通して、役立ちます。

 
ひとりの行う存在よりもむしろひとつり実存する存在に向けて移行する、数多くの方法があり、

こうした移行のほとんどは、皆さん自身の探索、観想、そして内面の洞察から現れることになる

でしょう。ひとりの個人が実存に意識を集中することは、ひとりの個人が行うことに意識を集中

するよりも遥かに多くの物事を達成することになる可能性が高いことを、良く理解することが重

要になります。何故なら、人々は無意識に宇宙と創造主に対して、人々を通して機能して、人々

を触発して神聖なるタイミングで正しい場所に存在して、最も適切な知識を維持して、必要なす

べての物事を引き寄せるように呼び掛けることになるからです。

 



また、皆さんはどのような物事も見失っていないこと、何も欠けていないこと、あるいは、どの

ような物事に対しても罰せられていないことを自覚することも、重要になります。皆さんが皆さ

んの在り方の中で満足し、しかし神聖なる愛、豊かさ、数々の奇跡と魔法と結び付くことができ

る時、その結果どのような物事も可能になり、そして皆さんは、ひとつの深い圧倒的な満足感を

経験します。皆さんは再び、創造主として存在するすべての物事の自覚と伴に、皆さん自身が創

造主の振動の中に存在することを許しています。

 
皆さんは、皆さんの中心の自覚を通して、実存の過程を獲得して、皆さんの注意を皆さんの中心

に戻すことができます。皆さんの中心は、ひとつの単純な愛の愛または歓びの感覚になることが

でき、そして皆さんは皆さんの周りと内部で起こり続けているものに関係なく、そこに戻ること

ができます。その結果皆さんの中心は拡大して、皆さんのエネルギーのすべての側面に対する

癒し、調整、そして明瞭性に戻ります。皆さんは、一日に5回、愛の感覚を涵養する実践を行うこ
とができ、それは、皆さんが創造主と一体になって存在する経験を把握することを許します。

 
別の実践は、皆さん自身に皆さんの眠りから目覚めて、“わたしは今日何になる必要があるだろ
うか？”あるいは、“わたしは今日、どのようにすれば必ず創造主と一体になって存在することがで
きるだろうか？”と尋ねることです。また皆さんは、皆さんの内部の創造主の意識的な自覚で、こ
れを達成することができます。それは皆さんが、導きまたは支援を求めている皆さんの内部の創

造主のエネルギーとの結び付きを必要としているのかもしれません。

 
また皆さんは、皆さん自身に、決意と歓びで、“わたしは今、わたし自身が創造主との意識的な一
体性の中で存在し、実存することを許します”、と伝えることを望むこともできます。

 
これから訪れる週の間、わたし師クートフーミのエネルギーに呼び掛けて、皆さんの現実性のあ

らゆる瞬間の内部で、創造主として存在するすべてと伴に、存在と一体性の中で一緒に意識的に

実存の過程を観想することにしましょう。わたしは、皆さんを触発し、支援する準備が整ってい

ます。実存することはまた、開放性と容認の中で存在することです。

 
わたしの神聖なる実存から皆さんの神聖なる実存へ、

 
師クートフーミ

Master Kuthumi

 
http://lightworkers.org/channeling/188131/master-kuthumi-existence-being-nathalie-glasson

http://lightworkers.org/channeling/188131/master-kuthumi-existence-being-nathalie-glasson
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最も鮮やかな愛と光と伴に、わたしはわたしのエネルギーを生み出して、今皆さんを取り囲み

ます。わたしは今、ひとりの支えとなる指導霊と友人として、皆さんという存在の内部の神性と

真実を触発してより完全に明らかなものにして、皆さんの現在の視点がそれを認識できるように

するために、ここにいます。創造主の光を、皆さんの上で輝かせてください。そうすればわた

しは、皆さんという存在の奥深くに向かう創造主の光のひとつの手段と経路としての役割を果た

すことになるでしょう。それで皆さんは、既に皆さんの内部に存在する、その光を認識すること

ができるかもしれません。

 
わたしの伝達の中で、わたしはひとつの霊の特質に関する基本的な理解に焦点を合わせたいと思

います。何故なら、こうしたものは、頻繁に見過ごされ、誤解されるからです。もしも皆さんが

、霊の進化の基本的な数々の側面と特定の習慣を達成する理由を充分に理解することができる

なら、その結果皆さんは、特定の習慣の目的に関する皆さんのさらに大いなる自覚を通して、創

造主と完全に統合する可能性がさらに高まります。しばしば指導霊達は、創造主の光と結び付き

、皆さんという存在を通して流れている創造主の光を思い描くか、あるいは皆さんのエネルギー

振動が活発になることを要求するように皆さんに求め、そしてそれを皆さんに思い出させます。

特に創造主として光に意識を集中してそれを認識しながら、創造主と結び付くためにわたし達が

皆さんに勧める数多くの方法があります。皆さんは、わたし達が皆さんにこれを求める理由を理

解するかもしれず、あるいは皆さんは、わたし達の助言に対する理由付けに絶えず不思議に思う

かもしれません。皆さんの基本的な霊の知識を発達させるという目的で、幾らかの啓示を生み出

すことが、わたしの望みです。

 



わたし達が地球上または内部の次元領域にいるかどうかにかかわらず、わたし達にとって創造

主は、説明し、描写し、定義することが非常に困難であり、この状況は、わたし達が創造主を認

識すると考えることを、刺激的なものにします。創造主は、あらゆる物事の内部に存在します。

そのためわたし達が地上の次元領域を超えた視線で、感覚で、またはひとつの偏見のない精神で

目を向ける時、わたし達は、創造主の存在感の数々の結果である特定の兆候に気付くことができ

ます。こうした数々の兆候は、歓び、至福、穏やかさ、自由、または満足という感覚になる可能

性があり、もしかするとその兆候は、色彩を持つか白い光の幻想、数々の奇跡または触発された

理解しているという考えのように感じる共時性になるかもしれません。わたし達は、わたし達と

いう存在の周りと内部でより完全に創造主を理解する数多くの方法、形、そして経験があるこ

とを、自覚し始めます。

 
皆さんの地球上での生存の究極の目標は、与えられた現在の皆さんの現実性のあらゆる瞬間の

中で、創造主を経験することです。皆さんはこれを、愛を放射しているひとりの個人、あるいは

ひとつの光の灯台として存在する個人になることとして、そしてもしかすると、ひとりの賢明な

啓発された存在またはこうしたすべての物事とそれ以上を体現しているひとりの個人になること

として、把握するかもしれません。もしも皆さんの究極の目標が皆さんの現実性の中で創造主を

経験することだとすれば、その時は、皆さんが毎日欠かすことなく持続的な自覚的意識で、皆さ

ん自身、現実性、そして創造主に意識を集中することが必要になります。これは、創造主に取り

付かれた状態になることではなく、創造主の存在感と、それが皆さんの現実性、考え、情緒の内

部で創造的に撚り合わされる姿を、より意識的に楽しむことです。わたし達が皆さんに、創造主

とその光と結び付くこと、あるいは皆さんのエネルギー振動を活性化することを思い出させる

度に、わたし達は、創造主の存在感に接している皆さんという存在に再び焦点を合わせています

。その創造主は、皆さんと伴に、皆さんの内部に存在し、そして皆さんを通して淀みなく流れ、

皆さんが皆さんという存在と現実性の内部で創造主のより大幅なひとつの承認を追求するように

働き掛けています。わたし達は、皆さんの真の存在感と究極の目標に向けて、皆さんに再び焦点

を合わせているところです。

 
皆さんが複合的な瞬間の中で創造主、皆さんの神聖なる自己、そして皆さんの真実を思い出す時

、これが、皆さんが現実性の中で充分に経験することができるひとつの創造主の理解を高めるよ

うに皆さんに働き掛け、このようにして、創造主のさらに多くの経験を促します。地球上に存在

する時、皆さんの習慣は、忘れられ、無視されるか、あるいは皆さん自身の注意を創造主から逸

らす可能性があります。そのため、皆さんが創造主を感じ、認識するあらゆる瞬間は、皆さんを

皆さんの最初の自覚的意識に連れ戻して、皆さんが皆さんの創造主と結び付きと一体性を思い出

すことを許すため、特別なものになります。あらゆる実践、瞑想、手段、そして洞察で、わたし

達はわたし達が皆さんに実際に提示し続けている、融合と回想のひとつの瞬間と同類である創造

主との神聖なる結び付きと結束のひとつの瞬間を、皆さんと共有します。その瞬間が短いまたは

長いかどうかにかかわらず、その経験が取るに足らないまたは影響力を持つかどうかにかかわ



らず、皆さんのエネルギーと創造主のエネルギーとの融合の過程は、皆さんの神聖なる本質を強

化し、皆さんをさらに刺激して、閃きを与えます。皆さんは、一滴の水を、ひとつの広大な流れ

る河に向けて落ちながら、この巨大な広がり、生命力、力強い創造の一部であることを自覚して

いるその一滴の水を、思い描くことができます。その水の小滴は、強化されていると感じるかも

しれません。皆さんは、ひとつの広大な流れる河へと入っている一滴の水に似ています。皆さん

が創造主とのひとつの結び付きを作る度に、あるいはさらに重要なこととして、皆さんはいつも

創造主とひとつとして存在するという視点を受け入れて、たとえただ1秒の間でも事実通りそれを
信じる度に、皆さんは、莫大な記憶の貯蔵庫を利用することを皆さん自身に許します。

 
その光と結び付くことは、本来は等しいものとして互いに融合しながらひとつの統合された螺旋

構造を創り出している、光、エネルギー、あるいは愛の2条の螺旋構造として説明できるかもしれ
ません。ひとつの螺旋構造は創造主であり、他の螺旋構造は皆さんの魂、あるいはもしかすると

まさに皆さんの魂の集団かもしれません。何故なら、両方が等しいものとして融合し、お互いに

複製し合い、同じものになるからです。この螺旋構造は、皆さんという存在の内部に立脚し、さ

らに大いなるひとつの創造主の経験をもたらします。

 
わたし達が皆さんと共有するあらゆる物事は、この融合の瞬間を支援し、促進することを目的に

しています。折に触れて皆さんは、創造主の特定の側面、ひとりの霊的指導者、ひとつの特質ま

たは次元とのひとつの融合を達成することになるでしょう。この理由は、皆さんは時に、皆さん

自身を創造主の巨大な広がりとして把握し、そして皆さん自身を創造主の数々の側面で認識し、

習熟する準備が整っていないためです。分離は存在しないことと認識しながら、皆さんの一体性

と創造主との永遠の結び付きに習熟し、それを認識し、思い出す必要があるその理由を実際に認

識している者は、誰ひとりいません。創造主の宇宙の内部の数々の次元領域上の高位の霊的指導

者としてのわたし達でさえも充分に理解していない、わたし達という存在の数多くの側面があり

ます。その代わりにわたし達が自覚するようになることは、理解する必要がない理由は、皆さん

という存在の内部でしばしば説明されることが不可能なその認識は、どのような説明、描写、ま

たは理解よりも遥かに影響力を持ち、励みになる、ということです。地球はひとつのエネルギー

場と創造主の宇宙のひとつの水準で創り出されましたが、そこでは地球の振動に入ることは皆さ

んが創造主との皆さんの結び付きを忘れる状態を引き起こす可能性が在ることが認識されている

、という事実を、わたし達は皆さんと共有することができます。従ってわたし達は地球を、訪れ

るべきひとつの強力な手段、学校、非難所として承認することができます。そこでは、人は自分

達の自己に挑戦して創造主を再発見し、従って創造主の宇宙の内部での創造主との統合の最も高

く最も大いなる水準で、自分達の創造主との結び付きとその経験を拡大し、強化します。

 
創造主の回想は、創造主を精神的に認識することではなく、創造主が永遠に、純粋で、謙虚で、

創造的で、そして愛に溢れたひとつの表現として、皆さんを通して流れることを許すことです。

それは、皆さんが調和の内に皆さんの周りのすべての人々と伴に進み、そして皆さんという存在



の内部の数々のエネルギーと創造主として存在するすべてと伴に進むことを許す、ひとつの高め

られた創造主の自覚的意識です。皆さんが調和の中で創造主と伴に進む時、皆さんは、すべての

苦悩、痛み、そして混乱を終りにします。

 
わたしの説明は、皆さんが、指導霊達と結び付く、癒しを送る、確言を達成する、皆さん自身を

無条件に愛する、あるいは皆さんの呼吸に意識を集中するといったような実践を達成する時、こ

うしたすべてのことが、皆さんの結束と創造主との統合に皆さんの焦点を戻すことを皆さんに思

い出させると同時に、皆さんが、創造主と深く結び付けられてひとつの自覚的意識を経験してい

る者としての皆さん自身を思い出すことを許します。その意識が、皆さん自身や地球上と内部

の数々の次元領域のすべての存在達と調和の中に、皆さんが存在することを許します。

 
わたし達が達成しなければならないもの、またはわたし達が役立つことができる方法ではなく、

創造主との統合というわたし達の目的により多く役立つものとして、わたし達がわたし達という

存在の目的を認識し始める時、わたし達はその結果、地球上の人生のあらゆる瞬間が聖なるもの

であることを、自覚し始めます。人生それ自体と地球は、貴重で価値ある経験であり、皆さんが

皆さん自身を、皆さんの自覚的意識のあらゆる瞬間に完全な調和と創造主との一体性の中に存在

するという皆さんの真実として認識することを許します。

 
これが私の説明であり、地球上のわたしの数々の生涯の間の次元上昇に関する、わたしの理解の

記憶です。ひとつの魂としてその創造主の究極の自覚、つまり光との結び付きに到達したわたし

の時代の中で、わたし達はわたし達の物質的な身体から解き放たれようとしました。しかし今、

皆さんは、匹敵する自覚の中で移行を経験している皆さんの物質的な身体の内部に留まる機会を

手にしています。

 
わたしは今、ひとりの愛に溢れる友人、指導霊、助言者として、皆さんの最も美しく聖なる探求

の中で皆さんを支援するために、ここにいます。しかしそれでも、わたしの伝達を読みながら、

わたし達、わたし師クートフーミと皆さんの魂は、既にさらに深いひとつの自覚と創造主との統

合を経験しています。皆さんがそれを意識的に気付いているかどうかにかかわらず、これを経験

するために、少し時間を取ってください。何故なら、創造主の光が、皆さんという存在を通して

、そして皆さんという存在から、溢れ出しているからです。

 
無条件の愛と伴に、

師クートフーミ

With unconditional love,
Master Kuthumi

 
http://lightworkers.org/channeling/192252/master-kuthumi-why-do-we-connect-light-nathalie-



glasson
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わたしはいつも愛で、そして愛と伴に皆さんに挨拶を送り、わたし達という存在のそれぞれの内

部の結び付きと真実の歓びを経験しています。

 
愛は、皆さんが認識するように、現実性のあらゆる姿形のための最も大いなる手段であり、皆さ

んが地球の上または内部の次元領域のどちらにいようとも、今後皆さんを支援し、影響を与える

ひとつの手段として活動するようになるものが、愛です。したがって、わたしが現れて愛でそし

て愛として皆さんに挨拶を送ることが重要な理由は、それが皆さんという存在の内部の愛の自覚

と真実のさらに深いひとつの空間を思い出させて、それに目覚めさせるからです。

 
もしも愛が任意の存在を支援し支える最も素晴らしい手段なら、また愛は、皆さんという存在の

内部で生じる、最も大いなる移行になります。

 
従って、愛は経験として存在するひとつのエネルギーというだけではなく、完全に具体化され、

純粋にそして誠実に皆さんの現実性の内部で演じられる、ひとつの資質です。創造主から遠ざか

ることがない理由は、癒えて、一体性に戻り、歓びを経験するためには、愛の容認と、愛が皆さ

んの強力な手段であるという自覚が必要になるからです。創造主の愛はその質問であり、その一

方でまた、すべての経験に対する答えになっています。愛は単純にあらゆる物事の内部にあり、

それにもかかわらず、愛はこれほど神聖で、力と閃きを与えるものです。創造主の愛は、皆さん

の次元上昇のあらゆる瞬間であり、皆さんはひとつの具体的な焦点または道筋を持つかもしれま

せんが、しかし愛は、いつもその焦点と道筋になるでしょう。愛は逃げ回ることはありませんが

、それにもかかわらず、地球上の魂達のように、数多くの人々が、創造主の愛のすべての顕現か

ら隠れ、それを遮ろうとします。これはただ、痛みと苦悩に通じるだけの骨の折れるひとつの過

程です。何故なら、それは皆さんに歓びをもたらして、創造主の愛を認めるからです。それは皆

さんが否定することができない、皆さんの内部のひとつの自然な反応です。あらゆる魂が創造主

からの愛を経験し、その魂の存在から滲み出ていているものが創造主であり、これほど慣れ親し



んでいる未知の力であり、力を与える無条件の愛であり、それは途方もなく癒しになります。

 
特に地球上のあらゆる魂のあらゆる瞬間に、魂達のひとつの側面が、創造主の愛を避けてその裏

をかき、その愛から隠れようとしています。

 
何故皆さんは、創造主の愛を避けることを選択するのでしょうか？　何故皆さんという存在の側

面は、造主の愛の大量の光線の中に立つことを望まないのでしょうか？

 
皆さん自身に尋ねる数々の強力な質問があります。何故なら、皆さんの現実性のすべての領域、

側面、そして姿の中の愛の容認は、歓び、自由、豊かさをもたらすことになるからです。それは

何かが、あるいは誰かが重要視することはなく、またはあらかじめ方向付けることはないもの

です。創造主によって皆さんに与えられ、皆さんという存在から発散する愛は、1日24時、間皆さ
んが経験するために利用できます。皆さんは、余りにも多過ぎる創造主の愛というものを決して

経験することはできず、、それにもかかわらず、その愛から隠れることを望むのは、皆さんとい

う存在の怖れを抱いている何らかの側面であり、それはさらに深い苦悩を引き起こします。

 
ただ皆さんだけが、皆さんが愛を避ける理由の答えを持ちます。そして皆さんの答えは、他の魂

達とは異なるかもしれませんが、しかし今の皆さんのありのままの姿ほどではなくても、ひとつ

の創造主の側面として、皆さんはどれほど壮麗かを自覚する必要があります。

 
普遍的な創造主の規模での皆さんの壮麗さを受け止める過程は、創造主の愛を受け止める過程

です。それはとてつもなく巨大なひとつの仕事のように感じる可能性がありますが、しかしそ

れは、ひとつの漸進的な過程です。

 
たとえそれが別の人に苛立つか失望させられるというような、皆さんの存在の内部のひとつの小

さな姿の中のものであるとしても、皆さんが創造主の愛を避けようとする理由についての質問は

実際に、皆さんの地球上の次元上昇の過程に圧倒的に影響を与え続けているその振動です。皆さ

んは地球上の愛の時代の中に存在します。それは、今まで大量の愛の振動が地球へと定着させら

れてきて、今は人類の一般的な意識の中のひとつの移行と、地球のエネルギーの伝達網、そして

地球の数々のチャクラを創り出している、ひとつの現実性です。地球のあらゆる側面は、愛を創

り出し、経験することに焦点が当てられています。もしもその愛の振動がさらに定着して地球の

内部で具体化されるなら、その結果その愛は、皆さんという存在や皆さんの現実性と、自然に接

触を持つことになるでしょう。皆さんが気付いているように、また皆さんの物質的な身体も今ま

で同じ愛の振動を定着させてきています。その振動は、皆さんの身体が創造し経験される愛に集

中していることを表しています。地球上に存在するさらに多くの愛と伴に、愛のための空間を空

けるために純化が必要になりますが、しかしその愛は愛を受け取ることを望まない皆さんという

存在のあらゆる側面に、何故望まないかを尋ねています。何が皆さんを思いとどまらせているの



かを、訪ねています。基本的に、愛の振動は、もはや必要とされていないすべての物事、皆さん

を愛から逃げさせるあらゆる物事を解き放つことを求め、そして皆さんが永遠に愛の中に留まり

、立ち、存在することを求めています。これが最も美しいひとつの質問である理由は、それは、

宇宙と皆さんの魂が長い間皆さんという存在全体に置くことを望んできたものであり、また宇宙

と皆さんの魂は、皆さんが永遠に愛の中に留まり、立ち、存在することを望んでいるからです。

 
この愛の振動と皆さんという存在全体の間の交流と伴に、ひとつの不安定なエネルギーがあり、

そしてそれが明らかになることがあり得ます。数多くの皆さんが最高の至福に満ちた完全な愛の

瞬間を経験しながら、次に少ししてから、怖れ、限界、そして実際に愛の欠如という最低の状況

を経験しているかもしれません。皆さんは愛から愛の欠如に切り替わり、また元に戻っているか

もしれません。これは自然なことです。それは落ち着いて、地に足を付け、統合するひとつの過

程ですが、しかしまた、宇宙に起因して、創造主は、そして最も重要なこととして皆さんの魂も

、もはや愛の欠如を経験することを望んでいません。愛の振動と定着している現実性が、愛の感

覚を刺激して、皆さんという存在の内部から、実際には創造主の感覚の内部から、花開きます。

その結果、さらに多くの愛が花開くようにするために、愛の欠如の領域が明らかにされます。し

かし皆さんの一部、もしかすると愛から逃げることを望んでいる皆さんの部分は、暴かれる愛の

欠如にしがみ付きます。それは安全で慣れ親しんでいるものであり、そのため皆さんは、それを

徹底的に感じ経験しながら、その中にどっぷりと浸かる可能性があります。愛の欠如に陥るこ

とは、皆さんがその内部に留まることを望むひとつの状態ではなく、そのため時に急速に、時

にゆっくりと、皆さんは皆さん自身を愛の欠如が経験した愛と癒しに引き戻すことを、皆さんは

皆さんの自覚的意識で理解します。その結果愛が皆さんという存在から発散しますが、しかし愛

の存在感は、愛の欠如をその表層まで引き寄せて、それを解き放つことができます。それで皆さ

んは、次元上昇の数々の高さと低さを経験します。それは、愛の中に留まり、立ち、そして存在

するという目標の、自然な過程です。一部の人々はこの過程をひとつの大きな規模で経験するか

もしれず、他の人々はその過程に気付くことさえないかもしれません。何故なら、それは皆さん

の現実性の内部でかなり微細なものになるからです。しかしそれは、まるで皆さんが愛の振動

によって揺れ動いてきたひとつのシーソーのようなものであり、そのシーソーは今後左右に傾

いて、それが愛の中で安定して存在することを止める時になるまで、次第にゆっくりとしたもの

になるでしょう。

 
何故なら、最も愛に溢れて愛に満たされた存在達でさえ、ひとつの深い浄化が引き起こされてい

るからです。その過程に対応する最も素晴らしい方法は、承認を、容認を、そして言うまでもな

く自己愛を、実践することです。愛の欠如を、皆さんに属するもの、あるいは皆さんという存在

の一部になっているものとして、個人的な問題にしないでください。それは、皆さんがしがみつ

くことを選択してきたひとつのエネルギーであり、皆さんという存在と皆さんの現実性の隅々ま

で循環しますが、しかしそれは、皆さんの魂または皆さんではありません。従って、この承認と

伴に、皆さんはさらに簡単にそれから離れて、愛の欠如を無条件に愛することができます。創造



主の愛はしばしばその質問でありその答えでもあることを忘れないことが、重要になります。ま

たそれは、その問題であり、解決策です。もしも愛の欠如がその経験であるなら、その結果自己

の無条件の愛が唯一の答えであり、癒しの特性になります。

 
愛の時代は、絶えずいつも、皆さんが愛の中で、そして愛として留まり、立ち、そして存在する

ことを求めています。創造主と皆さんの魂から提示される他の要求または意思はありません。皆

さんは、愛の欠如の領域が明らかにされる以前は、頻繁に愛の手段を与えられてきました。皆さ

んは今、皆さんの現実性のあらゆる瞬間の中で、いつも支えられ、愛され、支援されます。

 
創造主の愛から、豊かさと皆さんが経験することを望むすべての物事を形成しますが、しかしそ

れは、皆さんが思い描くことができるものよりも遥かに壮麗に行われます。

 
わたしはこの確言を皆さんと共有したいと思います：

 
‘わたしは今、永遠に創造主の愛の中に留まり、立ち、存在して、真実と誠意で創造主の愛に浸り
それを経験することを選択します。わたしは今、愛の欠如のすべてのつながりを手放して、愛の

欠如を愛で見たし、わたしの内部と周りのすべてで受け取られ、活性化され、経験される、ひと

つの永遠の癒しを許すことを選択します。わたしは今、愛の欠如から生まれたすべての経験と反

応を、わたしという存在の愛を受け入れて、わたしの力の中に立つための、ひとつの激励として

認めます。’
 
皆さんは、まるで皆さん自身を愛の時代と愛の振動へ根付かせているように、皆さんの両足を地

球に根付かせている皆さん自身を思い描くことができます。従って皆さんは、皆さん自身、魂、

そして創造主に皆さんの意欲を実証しながら、皆さんの内部あるいは周りで何が起ころうとも、

愛の中で、そして愛として留まることを望みます。それは、皆さん自身を愛の振動に永遠に同調

させる、ひとつの強力な過程です。

 
愛と支援と伴に、

師クートフーミ

With love and support,
Master Kuthumi

 
http://lightworkers.org/channeling/196443/master-kuthumi-highs-and-lows-present-ascension-
nathalie-glasson
 
http://www.omna.org/13-02-14-Kuthumi.htmlhttp://www.omna.org/13-02-14-Kuthumi.html
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地球と人類の次元上昇の中のこの時期に、すべての人々が創造主の真実の愛に向けて進化するこ

とを選択して、愛から生まれたひとつの現実性を形成しているため、皆さんの創造主との関係を

呼び覚まし、刷新し、そして修正するために、数々のエネルギーが前面に現れているところです

。皆さんが集中力と献身で霊的に進化している時、皆さんが今後創造主に求められることは、意

思疎通と交流と新たな愛の認知を促進している創造主との新たな関係を再評価し、理解し、形成

することになるでしょう。創造主が、創造主と結び付き、統合し、融合する新しい方法でそれを

内面から受け止めるようにそれぞれの魂に求めている一方で、また皆さんが創造主のすべての側

面と連絡を取る方法を修正することも求めています。進化して皆さんという存在の内部の個人的

な本質の壮麗な変化と進化を創り出しながら、至福と愛という経験を促進している皆さんの内面

の数々のエネルギーを受けて、創造主は皆さんに、皆さんが皆さん自身との新しい愛に溢れる人

間関係を創り出して、素晴らしいひとつの方法で理解し、把握し、連絡することを求め続けます

。新しい地球と愛に属する現実性が創り出されて、人類の内部の愛の具象化になるだけではなく

、またそのような姿との愛に溢れる霊的な関係の新たな理解になるように創造主が働き掛ける

ため、皆さんが今これを熟達性と進化のひとつの新しい段階に連れて行くことが必要になります

。

 
数多くの皆さんが、創造主から数々のエネルギーと振動を与えられながら、地球上ですべての人

類が利用する愛に溢れる人間関係のひとつの新しい雛型を築きます。一緒に次元上昇する準備

が整っている夫婦や恋人達は今、こうしたエネルギー振動を与えられながら、彼らが地球上の関

係の霊的な経験を向上させることができる方法を探索して、起っている霊的な進化と同調してい

ます。人間関係の他の形は、親と子供、魂の仲間達と友達と同時に外見的に見知らぬ人の間の人

間関係のように、現時点で進化して強化され続けていますが、しかし数多くのカップルが、創造

主とのさらに深い結び付きを他の人々に実証してそれを利用することを目的として、統合された

愛の経験として世俗的な人間関係の修正の役割を引き受けています。もしも皆さんがひとつの人

間関係の中にいて、意思疎通を図って皆さんの魂が地球上の愛に溢れる人間関係の新しいひとつ

の雛形を作るなら、その結果皆さんは、皆さん自身や皆さんが関係を持っているその魂が、怖れ

、苦痛、苦悩、怒り、あるいは分離の高まりの周期を通過していることに気付くかもしれません



。何故なら皆さんは、地球の数々のエネルギーや人類の意識と連携して、過去の数々の人間関係

の内部の経験に由来するすべての否定性を解消するからです。この深い解放の過程は皆さんの人

間関係にひとつの衝撃を与えるかもしれませんが、しかし高まっている情緒からできるだけ距離

を置いて、その情緒が、皆さんの過去や人類の過去に由来する今癒しに気付くことが必要な傷に

なることを自覚することが、重要になります。数多くのこうした傷が、皆さんを通して癒しを見

付け出しているところです。皆さんの数多くの怖れは、ただ皆さんに結び付けられているだけで

はなく、地球とその意識と振動を癒して愛を定着させてその愛を明らかにすることを目的にして

、単純にひとつの解放の手段を捜し求めていることを、皆さんが自覚することが必要になります

。

 
大天使ガブリエルと対応する大天使ホープと同時に、大天使ザドキエルと対応する大天使アメジ

ストは、皆さんが個人的に依頼するために利用することができ、ひとつのカップルとして皆さん

という存在を通して傷付いた情緒の噴出を支援して、癒しと変容をもたらします。

 
‘最愛なる大天使ガブリエルと大天使ホープ、わたし又はわたし達は、あなた方の愛に溢れる支援
と優美な癒しのエネルギーがわたし又はわたし達を完全に包み込むことを求めます。わたし又は

わたし達が、わたし又はわたし達という存在の数々の層を通して、あなた方の愛に溢れる振動を

感じるようにして、わたしの過去と人類の過去に由来する苦痛、苦悩、怒り、分離そして数々の

傷のすべてのエネルギーと情緒に完全に解き放たれ、癒され、変容される状況と、強力で穏やか

なひとつの波動をもたらしてください。’
 
‘最愛なる大天使ザドキエルと大天使アメジスト、わたし又はわたし達は、あなた方の愛に溢れる
支援が、ひとつの肯定的な愛に溢れる本質の変容をもたらし、それが純粋な愛の新しい時代の人

間関係の経験の雛形と顕在化の高まりを駆り立てて、それぞれの人間関係が、物質的な姿の中で

、創造主との神聖にして聖なる統合と創造主の探索になることを許すように求めます。地球上の

魂達がその力を受け止める時、わたし達すべてが同じように、地球上の誠実な承認という創造主

の人間関係を形成する方法を学んで、創造主と創造主のすべての側面とのわたし達の交流と意志

疎通の中のひとつの移行を示します。わたし達はすべてひとつであり、地球上の創造主として存

在するため、わたしはわたしの人間関係のすべての側面が、そしてわたし達はわたし達の人間関

係のすべての側面が、癒され、肯定的に変えられ、愛と次元上昇という新しい時代と調和して、

このようにすべての人々の進化を支援することを求めます。あなた方に感謝します、そしてそう

なりますように。’ 
 
わたし達はいろいろな意味で、今後新しい時代と愛に属する地球の中で、創造主とのさらに深い

魂の統合と融合をしている人間関係と伴に魂達が存在する姿を、事実通り把握することができま

せん。それはひとつの探索であり、数多くの魂が、清純な魂達や地球上の創造主の表現として意

思疎通を図り、交流し、融合する新しい愛に溢れるひとつの方法を創り出すために、現時点でそ



れに着手しています。それは、皆さんの魂が今まで待ち続けてきたものであることを、わたし達

はまさに認識しています。何故ならそれは、創造主の表現の中の究極の表現であり、創造主の鏡

映であり、創造主の容認になるからです。それは、数多くの人々が憧れるひとつの表現であり、

それは創造主と完全にひとつになり、その一方で物質的な姿の中に存在することです。

 
皆さん自身を創造主として、そして強力な光と愛と意識のひとつの源泉として認め続けることは

、現時点で不可欠であると同時に、皆さん自身の自己愛の成長を支援して、皆さんの数々のエネ

ルギーと内面の力と存在感を強化します。また皆さんの心臓のチャクラが開き、苦痛や苦悩、あ

るいは混沌の時期でさえ、愛に溢れるように働き掛けることが、不可欠になります。保護を支援

するために頻繁に心臓のチャクラが閉じることがありますが、しかしこれは単純に創造主からの

分離と断絶を形成するだけであり、従ってその経験の目的または神聖なる解決策は明らかにする

ことができず、苦悩が続く状況を助長するだけです。皆さんは、皆さんの心臓のチャクラが開い

て愛に溢れた状態になる時、たとえこの励ましが思い出す合図としてまず精神から現れることが

必要だとしても、それは皆さんの最も強力な状態になり、創造主と深く結び付けられています。

そのため、皆さんはいつでも愛され、安全で、不安がなく、創造主の愛の中で受け入れられてい

ます。こうした活動に意識を集中することで、皆さんは、皆さんの経験として明らかになってい

る物事に対して皆さん自身を完全に開くために、さらに大いなる勇気を維持することになるでし

ょう。このようにして、自覚と理解と伴に、皆さんは大幅な簡単さと完璧さで、癒しを定着さ

せて、その癒しを達成できるようになるでしょう。

 
新しい時代と愛に属する地球のための新しい人間関係の雛形の形成と伴に、今後最も巨大な変容

を経験することになるのは、実際に情緒の身体です。今まで沢山の焦点が愛、心臓のチャクラ、

そして皆さんという存在と他の人々の存在の内部の創造主の容認に向けられてきました。こうし

た変容を受けて、情緒の身体は心臓のチャクラと新しい数々の振動との同調に向かっているため

、今は情緒の身体の変容の時です。沢山の苦痛、または人間関係のすべての姿の記憶が、情緒的

な身体の内部で維持されますが、その理由は、ひとつの一般的な統合されたエネルギーとして、

皆さんの情緒の身体と同時に母なる地球と人類の情緒の身体の浄化と強化を支援することが必要

になるからです。

 
‘わたしは、大天使ザドキエル、大天使ガブリエル、大天使ラファエル、そしてレディ・ナダに、
わたしの情緒の身体を浄化し、純化し、癒して、わたしの過去と地球と人類の過去の中の何らか

の種類の人間関係から形成された、すべての形の苦痛、苦悩、怒り、そして情緒の傷を解消し、

解き放つように求めます。わたしは、あなた方とわたしの魂が、真実と神聖なる本質とわたしの

魂の愛でわたしの情緒の身体を熱狂させて、わたしの身体を強化し、安定させ、支援しながら、

内面の創造主の本質から交流し、意志疎通し、統合する方法の理解と伴に、情緒の身体が、進化

したひとつの経験、光、愛、そして地球上の人間関係に溢れる創造主の意識という新しい数々の

エネルギーと振動を維持するように促すことを求めます。この癒しが今、始まるようにしてくだ



さい。あなた方に感謝します。’
 
もしも皆さんが、皆さんの光りへの目覚めのせいで皆さんが慣れているものよりも他の人々のエ

ネルギー、意見、そして行動により敏感になっていることに気付くなら、この嘆願がまた皆さん

を支援するかもしれません。わたし達が霊的に目覚める時にしばしばひとつの緩衝材の役割を果

たす防御は、わたし達が霊的に目覚めてわたし達の内面の真実に自由をもたらす時に、消滅し

ます。これは、強烈な愛の取り込みとひとつになって、脆弱で過敏で無防備だという感覚を引き

起こすことがあり得ます。皆さんが現在と愛の力の中でさらに充分に信頼する方法を学ぶ時、こ

れは消滅することになるでしょう。皆さんの感受性は、ひとつの霊的な水準での皆さんの開放性

を象徴しますが、しかしまた、皆さんの霊と魂の力を生み出す必要性も象徴します。皆さんが創

造主の愛に目覚める時、あらゆる人が創造主とひとつに結び付けられているその夜明けが、皆さ

んという存在の内部でひとつの強力な統合と照明を創り出します。しかしそれは皆さんがあらゆ

る物事との個人的な結び付きを持つように感じるため、それは数々の状況と経験の強化に対する

皆さんの個人的な反応を意味することがあり得ます。愛はこれから皆さんの新しい保護と防御と

しての役割を果たすようになるため、皆さんは皆さんの高められた愛への信頼を通して、個人的

な反応を解消することになるでしょう。

 
皆さんはすべて、皆さん自身の固有で美しい方法で、次元上昇に役立つ奉仕の中で活動している

ことを、忘れないでください。皆さん自身を高く評価して、皆さんという存在のすべてのために

皆さん自身に対する感謝を維持してください。

 
愛と穏やかさと伴に

師クート・フーミ

With love and peace,
Master Kuthumi

 
http://www.omna.org/07-05-14-Kuthumi.html
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2 June 2011 - 7:30am

クリス・ウォン経由

Channeler: Kris-Won
Kris Won, May 30, 2011

K U T - H U M I

わたしは師クートフーミです、

I Am Master Kut-Humi (Kuthumi),

わたしの親愛なる子供達、もう一度皆さんと一緒に過ごせて嬉しく思います。わたしは

今回、いかなる交信者達の自我にも寄与しないように、別の経路を通して交信したいと

思います。彼らが、自分が神性を備えたすべての兄弟姉妹達に認識されているわたし

のメッセージを受け取ることができる能力と権威を備えた唯一の存在だ、と考える懼れ

があるからです。

わたしが今回利用しいている交信者は、音楽を演奏していました。それは普段、“自分
自身が交響楽になる”ためにイヤホンで聞く音楽です。しかし、それがとても美しい音
楽だったという事実にかかわらず、わたしは彼にバッハを演奏するように依頼しました

。その理由は、わたしはバッハの音楽がとても大好きだからです！特に、その“トッカ
ータホ短調”という作品（音楽）が大好きです。

わたしの最後の受肉の際にわたしが物質的な身体の中に存在していた時、わたしはわた

しの前に居住していた別の存在、わたしの霊的な兄弟、師モーリヤとチベットの洞穴の

中の隠れ家を共有していました。わたし達二人一緒にわたしのピアノで良く音楽を解釈

していました。そしてその作品は、わたしが何よりも解釈を楽しんだ作品でした。



ヨハン・セバスチャン・バッハは音楽の天才であり、もしも彼が少なくともあと数年生

き続けていてくれたら、彼は幾つかのさらに多くの代表作でわたしを楽しませてくれた

はずなのですが。しかしその当時、人々は若い年齢で死んでいました。

わたしは、皆さんの中の数多くの人々が世界を現状通りに理解し、こうした経済危機の

時代に、そして苦悶する世界が現われる可能性がある中で、どのようにすれば平和、愛

、そして光に属する新しい時代が可能なのか疑問を抱いている、という事実に気付いて

います。

しかし、わたしは皆さんに伝えます。まず北アフリカで起り、次に欧州での全面的な政

治的、社会的、そして経済的な刷新の前奏曲としてスペインがそれに続いたこうした社

会的な運動は、世界を変えることになるでしょう。

こうした運動は、思いがけない（偶然の）ものではありません。これを、憂慮すべき内

政問題を抱えた幾つかの国々における局所的な社会紛争だと考えないようにしてくだ

さい。こうした社会紛争は、世界を変える革命のための前奏曲です。それはフランスや

ロシアの革命のように流血を伴うものではなく、平和的な革命になり、そこでは質素で

、簡素で、そして謙虚な人間が権力を持った人間と顔を合わせ、その権力者が世界を指

揮してきた方法とは異なる世界であることを、その権力者に伝えるようになる革命です

。

人々が、自分達を、権力を持った人々が居た地位に就けることになるでしょう。人々は

その眼で人々を見て、現在の世界のようにほんの一握りの者だけが労働から利益を得て

ほとんどすべての人々が苦悩している世界ではなく、すべての人々にとってより公平な

機会を持った世界を望んでいることを人々に伝えるでしょう。

チュニジアという小さな国が、その無気力から目覚めた最初の国でした。そしてアラブ

世界の中の他の国々を目覚めさせる支援をしました。スペインは現在、皆さんのすべて

の同胞の大胆さと勇気と同じことをしています。特に若い世代の人々は、権力を所有し

ている人々によって踏み付けにされることを許すことはありません。

スペインが、今後欧州内の光明に火を灯すようになる大元の芯に火が灯された国という



点では、一致していませんでした。そうです、それは、例えば残りの欧州諸国のように

他の国々に対する伝染力を備えた実例となる国としては余りに小国過ぎましたが、アイ

スランドにおける臆病な目覚めで始まりました。

わたし達は、幾つかの理由のために、欧州での社会革命を始めるためにスペインを選択

しました。主な理由は、スペインは古い欧州とラテン・アメリカの間の架け橋として戦

略上極めて重要な国になっているからです（すなわち、欧州とアメリカの関係）。同じ

ようにまた、大陸南部の状況を理由として、欧州とアラブ世界の間の興味深いつながり

があります。

もうひとつの理由として、スペインの若者は真の‘戦士’であり、彼らはマハトマ・ガ
ンジーがかつて指導したやり方で、非暴力と、権威ある地位にいて政治的財政的な権力

と持っている人々とは非協力を方針とするという立場を取り、知性と伴に行動すること

を認識しているからです（また、認識するでしょう）。

“わたし達、聖白色同胞団の高位の指導霊達は、わたし達の隠された立場から、しかし
確実な方法で、西洋と東洋のすべての国々に次第に広まって行く変化を支援することに

なるでしょう。”

高位の指導霊達の同胞団に属する聖なる隠れ家から、わたし達は皆さんに挨拶を送り

ます。

愛と叡智が皆さんのすべての歩みを律しますように。

May the Love and the Wisdom govern all your steps.

クリス・ウォン

Channel: Kris-Won

翻訳：グロリアとマカレナ

Translators: Gloria and Macarena

http://lightworkers.org/channeling/133012/master-kuthumi-message-kris-won-may-30

http://lightworkers.org/channeling/133012/master-kuthumi-message-kris-won-may-30
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日々の意志の疎通から獲得される叡智

日々の意志の疎通から獲得される叡智
Wisdom achieved from daily communications with Ascended
Master Kuthumi 
15 July 2011 - 4:53pm 

ジュリー・ミラー経由

Channeler: Julie Miller 
Wisdom achieved from daily communications with Ascended Master Kuthumi
Channeler: Julie Miller
July 15, 2011

親愛なる皆さん、これほど数多くの美しく啓発された魂達に話し掛けることができる

時は、いつも素晴らしい1日になります。親愛なる皆さん、わたしは彼女がわたしの出
現とメッセージを受け入れてくれたことがどれほど素晴らしいことか、その認識を通し

てわたしはこのメッセージを伝えさせて貰いたいと思います。

親愛なる皆さん、今日わたしは日々の意志の伝達や、今現在起っているものの内部に隠

れている叡智から把握できるものについて話したいと思います。親愛なる皆さん、あら

ゆる隅々にまで学ばれるべき叡智が存在しています。

わたしは、今まさに目覚め始めた数多くの新たな人々が存在し、彼らは学習の努力をせ

ずに既にあらゆる物事を習得済みにしたいと思っていることを確認しています。学びと

完全な啓発の状態になることはひとつの継続的な過程であり、急き立てられるべきもの

ではありません。良く学んでいてとても賢明に思われるような人々でさえ、さらに学び

、さらに賢明になることができます。急かす（※要チェック：悟茶註）

皆さんの叡智の多くが、今回の生涯における一定の困難な時期に経験したものから現れ

ています。そして幾つかの皆さんの叡智は、以前の人生から現れています。皆さんの叡



智の別の領域は、他の人々との意思の疎通から現れます。皆 さんの日々の相互関係に
おいて、電話、インターネット、個人として行われる会話等の何れかが、すべて新たな

叡智や学びのための数多くの可能性を持っています。

皆さんは、現在続いている物事のさらに深い意味をいつも探し求める必要はありません

。時には、ひとりの友人との再会が単純にその機会になり、記憶を手直しします。しか

しそのようなひとつの出会いでさえ、共有されている叡智の瞬間を創り出します。皆さ

んは皆さんの話を伝え、彼らは彼らの話を伝えるといった具合です。時にお互いに対す

るさらに深い尊敬が達成されるか、また正反対の結果になります。時にひとりの個人が

今まで達成してきたことについて彼自身を評価することができるようになるのは、こう

した相互関係の中で行われます。誰もが自分自身で直面すべき障害を経験しています。

誰もまったく同じような状況になることはありません。誰もが何時の日か苦悩を経験し

ており、それが共通の基盤になっていて、特別なことではありません。ある男性あるい

は女性が皆さんと同じであることを受け入れることは、大きな前進です。皆さんはその

友人より優れている訳ではなく、またその友人も皆さんより優れ ている訳でもありま
せん。またその違いを創り出しているものは、皆さんのこうした障害に対する対応で

あり、それが皆さんの人生や皆さんの霊的な成長にどれほど有益な効果を及ぼしてい

るか、ということです。

深い霊的な啓発を備えた人々は、何をすべきかを認識するでしょう。彼らは自分達の指

導霊からの助言を求め、瞑想し、内面の働きのために自分自身の時間を見付け、自分達

が経験している感覚を受け入れ、そして自分達の本来の姿のために自分自身 を理解す
ることを認識するようになるでしょう。

親愛なる皆さん、しかし皆さんの中にはこれについて困難な時を経験する人々が存在し

ています。彼らは自分達が行う必要があるものを解明するために他の人々を必要として

います。そして親愛なる皆さん、彼らが求めている人々は、実際には他の人々が 直面
している障害はその人々自身のものであり、ひとりに機能するものは他の人に機能する

とは限らないことを示唆することができるだけです。親愛なる皆さん、皆さんすべてが

これほど固有な存在であり、困難な問題に対処する際に役立つ皆さん自身の方法を手に

しています。



親愛なる皆さん、すべ ての問題において、いつも皆さんのこころの核心部分から努力
してください。厄介な利己的自我が入り込むことを許すことは簡単なことですが、しか

し皆さんの 自我は皆さんの役に立たず、ただ事態を悪化させるだけでしょう。親愛な
る皆さん、皆さんは今まで皆さんの周りに築き上げてきた安全地帯から外に踏み出して

、他の考え方や方法を把握する必要があります。そして皆さんは、皆さんに訴える、あ

るいは皆さんと共鳴する方法をかなり上手に見付け出すことができるか もしれません
。親愛なる子供達、それが、皆さんが成長する時です。そしてわたし達は、この新しい

成長を一緒になって称賛するために拍手を送ります。

皆さんひとりひとりがお互いにとても固有な存在であるため、ひとつの記事あるいは会

話についての皆さんの把握もまたかなり異なる場合があり得ます。神性に属するわたし

達は、それが素晴らしいことに気付いています。ひとりの個人が考えているものは、必

ずしも他の個人が間違っているとするようなものではなく、彼 らが物事を異なる視点
から確認していることを意味しているだけです。親愛なる皆さん、皆さんが皆さんの意

見を、あるいは皆さんがメッセージと考えているものを提示する時、こころから伝える

ことをわたしは勧めます。数多くの親愛なる子供達が自分の利己的な自我から話をして

、その言葉が有害なものになっている状況をわたしは数多く観察してきました。かけが

えのない皆さん、今でもまだ数多くの断定的判断や思い込みがあることもまた、わたし

は目の当たりにしてきました。こころから話す人は断定的判断を下したりや思い込みを

したりすることはありません。そうした人々は最も純粋な意思で話します。そしてわた

しはこれ が時に困難なことを認識しています。皆さんがいとも簡単に傷付いてしまう
ことを皆さんが認識している強力な言葉によって特に皆さんが圧倒されている時、一

歩退いて、起っていることを確認してください。もしも皆さんが彼らと同じ態度にな

れば、皆さんは有害な意見や言葉が皆さんに注がれることを望んでいること になって
しまうため、そのことを良く考えてください。皆さんは気にしないといいますが、しか

し親愛なる皆さん、神性に属するわたし達は違った認識を持って います。

わたしはここ地球上のすべての子供達がお互いを無条件に愛することを望んでいます。

親愛なる皆さん、皆さんが理解していない何か を確認する時、単純にさらに詳しい説
明を求めてください。皆さんの指導霊達の評議を求めれば、彼らはまた皆さんを導き、

支援することになるでしょう。皆さ んが他の人の考えについてまさに強烈に伝えよう
としていることに気付いた時、単純に彼らが分け与えてくれたものに感謝して、その考

えとの関係を断ってくだ さい。さらに高い進路を取ることによって、皆さんはさらに



えとの関係を断ってくだ さい。さらに高い進路を取ることによって、皆さんはさらに
素晴らしい叡智を達成しています。親愛なる皆さん、皆さんはすべて共有する何かを手

にしています。そして特に皆さんがそのこころを充分に開き、皆さんの違いを脇に置い

てしまえば、お互いに数多くの物事を学ぶことができます。

わたしは間もなくこの親切な魂から離れます。親愛なる皆さん、わたしに尋ねることを

躊躇わないでください。わたしの名前はクートフーミと発音します。悲しみと失望が皆

さんという存在に押し寄せる時、わたしを求めてください。わたしはこうした暗い瞬

間を、わたしの無条件の愛に由来する光で、歓びと幸せに満ちた神秘 的な状態に変換
する支援をするでしょう。

親愛なる皆さん、今回皆さんと話しができて、実に楽しかったと思います。彼女を通し

てふたたび話 す時まで、そしてわたしはそうするつもりですが、その時までお互いに
愛し合い、伴に成長し、求められれば他の人々を支援し、内省と霊的成長のために、そ

して皆さん自身のために、時間を取ってください。親愛なる皆さんにはすべきこと、学

ぶべきことが数多くあり、わたし達は皆さんがそのすべてを美事に達成することを待ち

望んでいます。

そしてその通りに、高位の霊的指導者、クートフーミ

And so it is, Ascended Master, Kuthumi

http://lightworkers.org/channeling/136395/wisdom-achieved-daily-communications-ascended-
master-kuthumi

翻訳： 森のくま (2011-07-18 19:07) 

http://lightworkers.org/channeling/136395/wisdom-achieved-daily-communications-ascended-master-kuthumi
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Choice Belongs to You
7 June 2012 - 5:58pm
 
ジュリー・ミラー経由

Channeler: Julie Miller
 
Choice Belongs to You
Message from Ascended Master Kuthumi
Channeled by: Julie Miller June 07, 2012
 
 
わたしが皆さんの神聖なる姉妹を通して伝えようとしているメッセージを聞き、読んで

いるすべての人々に、祝福を送ります。

 
すべての皆さんが、今回の生涯の間にこれほど数多くの困難な課題に立ち向かってきま

したが、それにもかかわらず、まだこれほど数多くの課題が現れています。そしてそれ

ぞれの課題の内部には数々の知恵が存在し、皆さんがちょうどそこにある叡智を獲得で

きるように、真実が表面に達するように促しています。親愛なる皆さん、今起っている

こととして確認されているものは、自我から受け継いでいる怖れであり、そして数多く

の課題が、後の日まで美辞麗句の絨毯の下で取り繕われています。皆さんはそこで、不

愉快で困難だった特定の状況に由来するそういった数々の課題に皆さんが直面しなけれ

ばならないことを皆さんが理解する上で、皆さんはまだ充分に進んでいないことに気付

きます。その瞬間は既に離れてしまっているとはいえ、皆さんが学び、皆さんの中で真

実として気付いているものを成長させるために、その課題は依然としてそこに存在して

います。その真実は永遠に進化し、変化しているところですが、しかし決して変わらな

いものは、それがそこに存在する、ということです。親愛なる皆さん、皆さんがどれほ

ど成長しようとも、あるいは霊的な生き方に良く慣れていようとも、皆さんのこころの

内部で共鳴しているものの真実は、いつもそこに存在しています。

 



自我は、皆さんの本物の自己を数々の言い訳で隠し、あらゆる状況の真実が明らかにさ

れることを遅らせます。最終的に、皆さんは向きを変え、自我を脇に押し遣り、皆さん

は皆さんの立場を堅持し、立ち向かうためにそこにあるものに、立ち向かいます。親愛

なる皆さん、何年もの間、数々の経験を通して数々の選択肢に向かって皆さんが導かれ

てきた今回の生涯を通してだけではなく、皆さんは今まで一定の問題に対処するように

指導されてきました。皆さんの記憶の一部になっているこうした経験という叡智が、皆

さんがそれを必要とする時に、突然よみがえってくるでしょう。それは皆さんが、皆さ

んの最も力強い側面である神秘主義の光に入って行くように創り出されたものであり、

そしてそれが、皆さんの本物の自己です。

 
皆さんの周りの皆さんの仲間達、家族、同僚等々に目を向けて、既に起っている数々の

事実を思い出してください。それは、皆さんが何とかして皆さん自身を地に足を付けた

状態にして、怒りの言葉を抑えることを必要としているものでしたが、しかし一部の人

々はそういった怒りの言葉を解き放ってしまいました。皆さんが今まで経験してきたあ

らゆる相互関係から皆さんが学んできたこと、皆さんが今まで学んできた課題について

、考えてください。皆さんがそういった人々と過してきたすべての経験は、皆さんはそ

の一部をそれほど良く認識していなかったとしても、両方の皆さんの認識を超えた目的

を持って引き起こされています。まさにそのために、皆さんはその洞察を持ち、より賢

明になることができます。そして皆さんがその進路を維持している姿を実証している他

の人々とそれを共有するために、そして皆さんの意見の表明を通して皆さんの叡智、愛

、そして思いやりに光を当てている他の人々とそれを共有するために、こうした数々の

課題から、皆さんは精神の中の理解を創り出すことができます。親愛なる皆さん、この

すべては明確に変化について伝えています。数々の変化や選択肢は、両立します。親愛

なる皆さん、変化は様々な変装をして現れます。皆さんは、かなり多くの変化を引き起

こしてきた現在のあらゆる状況に気付いていますか？　それは意味深いものである必要

はなく、ただ皆さんが気付き、注意を払うことを必要としているだけです。皆さんのこ

ころで聴いてください。それで皆さんは、いつも皆さんの周りにあるすべての真実を確

認することになるでしょう。今回の生涯や他の生涯を通して皆さんが集めてきたすべて

の情報を通して、皆さんが積極的に承認しているもの、皆さんが積極的に自覚して受け

入れているものは、依然として皆さんに委ねられています。そして数々の起り得る状況

をすぐに効率的に対処することを目的として、今現在展開しているその起り得る状況を

自覚することは、皆さんの責任になっています。親愛なる皆さん、それはいつも皆さん

の選択です。皆さんがどのような神聖なる主体に話し掛けて、そこから導きを求めよう



とも、彼らは皆さんにより多くの選択肢を指示することになりますが、しかしその選択

は依然として皆さんに属しています。そのため親愛なる皆さん、わたしが皆さんに求め

ることは、意思決定する機会が皆さんに訪れる時、その時点で最も大きな善になると思

われるものをできる限り賢明に選択することす。そして皆さんが意思決定するものは、

皆さんに数々の課題をもたらし、今後は“わたしは間違えた”は起らないことを、充分に
認識してください。皆さんの旅は、皆さん自身、皆さんの真実、皆さんが愛するもの、

皆さんを幸せにするもの、わたしが具体例として提示したすべてとは正反対のもの、そ

れを発見することを目的にしています。親愛なる皆さん、残念ながら、皆さんが成長し

さらに強くなり、決して現在より弱くならないためには、一部の選択は、皆さんが脆弱

であると感じることを必要とすることになるでしょう。数々の困難な状況を経験してい

ないと、皆さんは皆さんに穏やかさ、調和、幸せ、そして充実感をもたらすもの、皆さ

んのこころ、身体、そして魂を喜ばすものを理解することはできません。

 
親愛なる皆さん、わたしは今日、皆さんのために別の質問を準備しています。皆さん

自身、皆さんの人生、そして皆さんが今現在いる場所に目を向けてください。そしてわ

たしは、わたしの伝達を座って読んだり聞いたりすることを伝えようとしている訳では

ありません。親愛なる皆さん、皆さん自身に答えてください。“皆さんが今現在行って
いることを行っているのは、皆さんがそれを選択したからでしょうか？”　親愛なる皆
さん、自分達の職業について人々がそれを好きではないために数多くの不満を耳にして

いるから、わたしはただそれを尋ねているだけです。人々は、ひとつの理由か別の理由

でその職業に就いています。そして皆さんが存在している時代では、選り好みをするこ

とが次第に困難になっていることは、数多くの人々が気付いています。わたしが確認し

ていることは、数多くの魂達が自分達の両親の役割に従い、あるいは自分達の両親が自

分達のために勧めてきたことに従っている状態であり、そして自分達が従っていて、子

供としてその目的は両親を喜ばせることだという理由からそれに疑問を持たない状態

です。両親は自分達の子供達のために最良のことを望みます。それは普通のことであり

、そして子供達を養育することになると、母親や父親になるための真の手引き書などは

なく、皆さんがそれ沿って行っている皆さんの役割は、時間と伴に変化や発展をしてい

る別の学びの経験になっています。皆さんの子供達がそうなりたりたいと思っている

こと、子供達がこころから引き付けられていることを高く評価することが大切になり

ます。注意深い観察と愛で、皆さんの子供達と伴にその思考の流れに入り、一緒にそ

の数々の可能性を探索し、次に皆さんが今まで子供達に提供してきた丁寧な愛と養育に

由来するその信頼と確信を、子供達に選択させてください。世界は子供達のものであり



、そして皆さんのものです。もしも人があらかじめ考えたすべての発想を捨てて、自分

達のこころを開いて神の愛を受け入れるなら、数多くの物事が利用できます。神の愛は

、人々をまさにそれぞれの個人的な魂のために既に開かれているひとつの道筋に穏やか

に導きながら、輝き続けるでしょう。神性に属するわたし達は、皆さんが起り得るすべ

ての危害から皆さんの子供達を護りたいと思っていることを、認識しています。子供達

を過剰に護ることは、同じように害を及ぼすことを忘れないでください。皆さんが皆さ

んの経験を通して進むべき道を学んできたことを同じように、皆さんの子供達にもそう

させてください。

 
今職に就いている数多くの魂にとって、彼らは決して幸せではなく、真実の浄化が必要

になっているため、彼らは永遠にその職に留まることを望んでいません。皆さんは、厳

粛な質問と伴に皆さん自身で腰を落ち着けて、皆さんが行いたいと思うもの、皆さんの

情熱を刺激して皆さんを幸せにするひとつの職業に向かわせるものを、誠実に探索する

ことが必要です。これは引き受けなければならないひとつの危険性になり得るものです

。その理由は、皆さんがした方が良いと思うものが今までよりも少ない賃金しか稼ぐこ

とができないことに気付く可能性があり、その時皆さんは、皆さんが大好きなものをど

れほど積極的に犠牲にできるかについて考えなければならなくなるからです。親愛なる

皆さん、変化はいつも良いことですが、その当初はすべての変化が巨大で恐ろしいもの

見えてしまいます。変化は皆さんの人生にとって重要な転換点になり、未来は皆さんが

今行う数々の選択に依存しています。そのため、わたしは、皆さんがすべての変化を受

け入れることを勧めます。

 
親愛なる皆さん、皆さん自身を信頼してください。これはすべての変化と関連してい

ます。ひとりひとりの皆さんの内部には、あらゆる発想を実現するために必要となるす

べてがあります。皆さんのこころが歓びで歌い出すものを、皆さん自身が追求すること

を許してください。またわたしは、皆さんは歳を取り過ぎて新しい物事を試みることが

できない、あるいは非現実的な発想にまで手を広げることはできない、と皆さんが言い

訳をしないことを求めています。誰が皆さんは歳を取り過ぎていると言っていますか？

　わたしではありません。もしも皆さんが収入のことを考えて皆さんを不幸にしている

その職業から離れる準備が整っていないのであれば、皆さんは皆さんの出費に配慮する

必要があります。次にわたしは、皆さんを幸せにするものを趣味の世界に求めることを

勧めます。趣味は工芸である必要はありません。趣味が必要としているものは、皆さん



の発想だけです。皆さんのこころの中で創り出されているものが、皆さんの発想です。

 
ひとりひとりの皆さんが、ありとあらゆる皆さんの夢を実現させる能力を備えているこ

とを、わたしは完全に信じています。すべての夢は、必ずひとつの発端と、そのものの

真実と、ひとつの方向性を持っているはずです。親愛なる皆さん、皆さんのこころの中

に入ってください。そこにある光を受け入れてください。この壮麗なる光は、皆さんの

こころの中に宿っている神の光です。親愛なる皆さん、皆さんのこころは皆さんの道に

光を灯し、決して皆さんを道に迷わせることはないでしょう。皆さん自身と神の神聖な

る光に属する愛を信頼してください。その愛は、ひとりひとりの皆さんにいつも授けら

れています。

 
わたしは高位の霊的指導者クートフーミ、ジュリー・ミラー経由

I AM Ascended Master Kuthumi through Julie Miller
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ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Weekly message from the masters July 16, 2011.

わたし達の週次のメッセージへ、ようこそ。今回、わたし達はこの時期に公表されてい

る情報についてわたし達が抱いているいくつかの感覚について皆さんに伝えたいと思っ

ています。

数多くの人々が、数多くの皆さんを誤解させるようにこの世界の情報の集塊を扱ってい

るように思われることが、わたし達を悲しませています。

そのため、わたし達が現時点で認識していることから始めさせて貰います。

地球は現在次元上昇していて、その周波数は今、結晶構造の姿に向けて引き上げられて

います。これは次元上昇の終りではありません。何故なら、地球の周波数はそこからさ

らに高い状態まで引き上げられることになっているからです。

地球内部の周波数が変化しているため、人間としての皆さんは皆さんの物質的な身体の

周波数が変化する一定の位置まで便乗しているところです。

人間としての皆さんを含めて、地球を支援している数多くの存在達がいます。

この時期に意識水準で地球を支援している人類は、自分達の周波数を地球の次元上昇に

ついて認識していない人々よりもさらに高いところまで引き上げています。



人類が今後どこまで自分達の周波数を引き上げることができるかについては、地球を支

援する自分達の働きとは別のところで行っている人類の内面の努力に左右されます。

現在ふたたび結晶質の頭蓋について、そしてその頭蓋が人間としての皆さんの次元上昇

にどのように当てはまっているかについて、数多くの話が伝えられています。

何よりもまず、結晶質の頭蓋は、地球が当初の非物質的な周波数に復帰する支援をする

ためにそこに存在しています。頭蓋には、皆さんの地球が次元上昇するためのポータル

を開く過程の一部が含まれています。

これについてこの世界の言葉そのものを用いることは愚かなことですが、頭蓋にはあら

ゆるものが含まれている訳ではありません。

13番目の頭蓋はエーテル質の頭蓋であり、この頭蓋は地球の次元上層の瞬間に12のこの
世界の頭蓋に復帰して行くことになるでしょう。他のすべての頭蓋には、皆さんの地球

の歴史のそれぞれの断片が含まれています。

もちろん、頭蓋にはまた人間としての皆さんについての情報が含まれています。それは

、皆さんの歴史も 地球の歴史の内部に含まれているからです。

皆さんの地球の内部の結晶構造のグリッドは、依然としてこの過程の一部として存在

しています。その幾つかは未だに消去されないままであり、数多くの部分が歴史全体を

通して切断されていたため、今後消去され、修復される必要があるでしょう。それは、

誤用、あるいはこうしたグリッドを一切望んでいなかった他の勢力による影響のどちら

かのためです。

これはまた、皆さんの地球上の数多くの聖なる場所についても当てはまります。その場

所には地球全体を走り抜けている数多くのレイラインが結び付けられています。これは

原初のグリッドであり、修復が必要になっています。

レイラインのグリッドは非常に重要であり、地球がその次元上昇のために必要としてい

るものであるため、最初の周波数を地球に呼び戻すために今後修復が施される必要が

あるでしょう。



数多くの人々が今までこうしたレイラインに取り組んできた理由は、それが今まで移動

させられ、切断され、時に完全に破壊されてきたからです。

良かれ悪しかれ、以前の時代には数多くの結晶質の貯蔵器が使用されていましたが、そ

の貯蔵器は浄化が必要な状態になっています。何故なら、それは地球の一部であり、地

球が自分の次元上昇に取り組んでいるため、その周波数は極めて重要なものになってい

るからです。

この瞬間に皆さんが経験できるエネルギーは、その最初の周波数が地球内部で活性化し

ていた時とは比較の対象にすらならないものだとわたしが皆さんに伝えたとしても、わ

たしを信じてください。

この時期は数多くの人々が疲労感と浄化を経験しているところです。これは地球を支援

するという皆さんの努力の一部ですが、しかしまた皆さんの内部の過程の一部でもあり

ます。皆さんの物質的な身体の周波数が変化しているからです。

またその一部は、こうした結晶質の貯蔵器、結晶構造のグリッド、そしてレイラインの

内部で起っている浄化の一部から現われています。これらはほんとうに長い間、縦横に

走り抜けてきたかなり否定的なエネルギーをある程度維持した状態が続いてきました。

この時期でさえこうした否定的なエネルギーはかなり突出したものいなっていますが、

それは依然として地球と人類の次元上昇の過程に同意していない地球上の存在達が幅を

利かせているからです。彼らは数多くの皆さんに対して記憶喪失のエネルギーを送り出

すために、今でもこうしたグリッドやラインの一部を使用しています。

この状態を阻むために人間としての皆さんが行うことができることのひとつとして、こ

うしたグリッドやライン、そして結晶質の貯蔵器を遮断することが挙げられます。これ

がここから現われることができる多くの妨害を阻むことになるでしょう。

これはいずれにしてもやがてある時点で行われることになるでしょう。それは、地球は

地球自身のエネルギーだけが地球全体を流れる状態にまで到達する必要があるからです

。



それはこのように考えてみてください。もしも他の人々がそのエネルギーを皆さんに流

すとすれば、皆さんは時にこれがプライバシーの侵害であり攻撃として理解したくなる

はずで、皆さんはそれを好みません。

地球は、地球とつながり、地球を貫いている人類のエネルギーを所有しています。

皆さんは、皆さんの過程において今までも今もいつも地球によって支援されています。

何故なら、それが地球の選択であり、それを行う自由意志だったからです。皆さん自身

のすべてについて皆さんは進歩することができるこの時期は、皆さん自身でそれを行う

時です。

皆さん自身のエネルギーの内部に存在し、ただ地球だけとつながってください。皆さん

は地球を支援し、次にふたたび接続を断つからです。

皆さんはすべて、霊の内部の素晴らしい存在です。そして霊の内部では、支援は必要で

はありません。それは、皆さんはすべて、皆さん自身の存在と根源がつながっているか

らです。

ただ人間としての皆さんだけが、支援を必要としていました。そしてこの時期には、数

多くの皆さんが、人間としてこれ以上この支援を必要としない状態にまで到達してい

ます。

数多くの皆さんが支援を期待していることを、わたし達は理解しています。それは、皆

さんはこの時期に皆さんが選択している道筋が浄化されていないからです。皆さんが必

要としている支援は、皆さん自身の存在の内部で見付け出すことができます。

この時期に皆さんが選択している道筋を歩むために、皆さん自身の存在の内部と結び付

くことが、皆さん自身の道筋、皆さんの未来、皆さんが必要としている支援に対するよ

り明確な理解を見付け出す方法です。

皆さんは、皆さんが今後自分自身を信頼して皆さん自身を信頼するための方法を見付け



出さなければならないという点を除いて、外部の情報源を利用することはできます。

この世界のすべての情報は最小限のものであり、時に、真実でさえない場合があります

。何故なら、その情報が長い間自分自身の外部にその答えを求めてきた人間を通して伝

達されているからです。

彼らは自分達の答えや導きを求めて、それを内面で見付け出すこととは正反対に、高位

の霊的指導者達、天使達、大天使達、そして数多くの光の存在達に目を向けています。

そうです、わたし達の交信者は皆さんにわたし達のメッセージを伝えていますが、しか

し彼女はそれを求めてはいません。彼女は数多くの方法で、既に内的な認識を見つけ出

しています。そしてわたし達の意見を尋ねるかもしれませんが、しかし彼女は自分が行

う必要があるその対象と理由については、つまり行う必要があるものと、どの程度それ

を必要としているかについては、彼女自身で意思決定をするでしょう。

わたし達に、あるいは他の存在に依存してしまうひとりひとりの交信者が、彼ら自身を

信頼するように彼らを諭す導きを求めることが必要になっています。

実際、それはわたし達がこの情報を皆さんに伝える時にわたし達が教えていることです

。

わたし達の主要な目標は、皆さんが皆さん自身を信頼できること、その知識を皆さんの

内部で見付け出すことです。

皆さんはその努力をする必要がある人々であり、そのため、皆さんは地球と皆さん自身

の人類の次元上昇のために必要な情報と知識を必要としている人々です

交信された情報のすべては人類を経由したものであり、その情報は決して完全な情報で

はありません。何故なら、完全な情報はただ皆さん自身の根源となる存在の内部で受け

取ることができるものだからです。

そうです、エネルギーは変化し、新しいエネルギーが流入していること、そして皆さん

がそのエネルギーに対して行えることを時々認識することは、素晴らしいことです。



そういったエネルギーは、皆さんの内面のそうした部分に到達するための支援体制とし

て利用できるものであり、他の誰かが皆さんのために交信を行うことを待っている必要

は無くなります。

皆さんは霊において素晴らしい存在であることは皆さんすべてが認識しています。です

から、皆さんはすべて皆さん自身の方法でここまで辿り着くことができます。

わたし達はすべて、皆さんが必要とする情報を持っている皆さんという存在のそういっ

た部分に到達する上で皆さんを支援するために、ここに存在しています。

そうです、当面の間、皆さんはこうしたメッセージを読むことはできますが、しかし皆

さんの意見は完全にこうしたメッセージすべてを基準として用いることはできません。

それは、皆さんは依然として皆さんが必要としているすべての知識が含まれている皆さ

んのそうした部分に辿り着くことに取り組んでいるからです。

わたし達は今現在起っていることを正確に皆さんに伝えることは大好きですが、しかし

それはわたし達の目的にそぐわないことになります。率直な話、わたし達は今現在起っ

ていること、あるいは今起ろうとしていることを正確に認識していません。それは、未

来は石に刻み込まれているように確定されたものではなく、それぞれの瞬間に変化して

いるからです。

わたし達にできることは、今現在起っている変化と幾つかの影響、そしてこの時期に数

多くの皆さんの目覚めを妨げている幾つかの出来事を、皆さんに対して指摘することだ

けです。

皆さんが読んで理解するものを鵜呑みにしないでください。そして皆さんがさらに知り

たい時は、他のメッセージや皆さんが好きではないメッセージを読み始めてください。

何故なら、その疑問の中で伝えているものがそこにあり、それが皆さんを皆さんの内面

で利用できるものを見付け出す方向に近付けるようになります。

そうです、わたし達は数多くの人々が、素晴らしい存在である皆さんについて愛情の

こもった親切な方法で伝えられたメッセージを読むことが好きなことを認識しています



。その方法は、皆さんにすべての物事は進行中であり、これを見て、気を付けて、皆さ

ん自身を安定させるために時間を取って、皆さんは霊の内部で素晴らしい存在であり、

皆さんを支援するためにわたし達は今ここに存在していることを伝えるために、現在用

いられています。

皆さんに闇の陰謀についての多くの情報や、光の存在達と皆さんの政府や他の世界の指

導者達の間の対話を提供しているメッセージが存在しています。わたし達が以前伝えた

ように、こうした話が好きな人々の多くが、わたし達の情報を受け取る水準にさえ達し

ていません。そしてたとえ彼らがこの水準に存在していたとしても、皆さんは彼らが本

当にわたし達に話し掛けることを望んでいると考えますか？

わたし達は地球上のどのような状況にも干渉するつもりはありません。集団的あるいは

個人的な人類として、皆さんが選択したあらゆる物事に対してわたし達は干渉するつも

りはありません。

これが、自由意志が目的としているものです。

自由意志は、皆さんが意思決定をすることを意味しています。

皆さんはこの時期に地球に存在している人々です。

わたし達は導き、支援するためにここに存在していますが、しかし、わたし達は皆さん

のためにどのような意思決定もするつもりはありません。何故なら、わたし達は一体性

の法則に基づいて自由意志に干渉することができないからです。

これは、わたし達の支援や導きを望んでいる誰もが今後個人的にわたし達に求める必要

があることを意味しています。

その時、わたし達は支援し導くことができますが、しかしわたし達の主要な目的は、今

回の準備を整えるために皆さんが内面の導きを見付け出すことです。

これは特に、この時期にわたし達のメッセージを交信することを望んでいる人々、そし



て既に交信している人々に当てはまります。

ひとりの交信者として自覚を持ち、皆さんが交信しているそれぞれの存在は、内面の目

覚め、意識の拡大、皆さん自身の内面の真実の発見、皆さん自身の根源的な存在と完全

に結び付くこと、皆さんの人間としての表現の範囲内で地球にこの状態を実現すること

に向けて皆さんを導くためにそこに存在しなくてはならないことを認識してください。

皆さん自身の外部で皆さんが用いているありとあらゆる情報源は、皆さんの内面の答え

を見付け出すために用いられなければならないものです。

そういった情報はただ導きとしての情報というだけであり、皆さん自身の真実であるも

のに関しては決してそれに依存しないでください。そして、皆さんが皆さんの外部の導

きと支援を用いている時は、いつでも皆さん自身の真実を見付け出すために開かれた精

神状態でいてください。何故なら、皆さんがさらに深くさらに拡大された意識を皆さん

自身の存在の内部で発見するにつれて、皆さんの真実は今後何度も変化するからです。

そして、皆さんは皆さん自身の自由意志によって今ここに存在していることを忘れない

でください。

皆さんが行う選択は、皆さん自身のものです。

わたしはクートフーミ

I am Kuthumi

Through Petra Margolis
July 16, 2011
www.ascendedmasters.org
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11-11-11のポータルの開放に入る準備はできていますか？

11-11-11のポータルの開放に入る準備はできてい
ますか？
Are you ready to enter the portal opening of 11-11-11
4 November 2011 - 9:02pm

ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Kuthumi, Are You Ready?

Are you ready to enter the portal opening of 11-11-11?

皆さんは、エネルギーを受け取り、皆さんという存在の数多くの部分と接触を持ち、長

い間皆さんから隠されていた知識を受け取る準備ができていますか？

皆さんはがこうした質問を皆さん自身に尋ねる時、その多くは皆さんが今まで皆さんの

周波数を引き上げてきた高さに左右されること、皆さんが今まで皆さんの周波数を引き

上げてそれを物質的な身体の内部に定着させることに苦心してきたかどうかに左右され

ること、わたし達はそれを皆さんに思い出して貰いたいと思っています。

皆さんは、内面でこれから役立つようになるか既に役立っている知識を人間の精神に置

き換えることができる方法で、皆さんという存在のさらに高い部分と交信し、それを理

解することに取り組んできましたか？

わたしたちは、‘なるほどと思う閃きの瞬間’という中間の事例について話しているので
はありません。

わたし達は全時間の理解、物質的な現実性と霊的な現実性の内部で起っていることの1
日24時間について話しています。

エネルギーの身体が物質的な身体につながっていることについて、皆さんはどの程度認



エネルギーの身体が物質的な身体につながっていることについて、皆さんはどの程度認

識していますか？

どれほど多くの皆さんが、皆さん自身のエネルギーの身体を読み取ることができますか

？

こうしたことが理解の基本になります。物質的な身体と結び付けられているエネルギー

の身体は、依然として霊の中に存在しているエネルギーの身体よりも単純です。

皆さんはもう皆さんのすべてのチャクラを綺麗にしましたか？　もしも皆さんのチャク

ラが綺麗にされていないとすれば、皆さんは皆さんのチャクラについて何を認識してい

ますか？　そして、皆さんのチャクラが掃除を必要としていて、その掃除に必要なもの

を見付け出しているかどうか、皆さんはそれを読み取ることができますか？

こうした質問に応えるために、皆さんはここまでで何度、いいえ、と口にし、何度、

はい、と口にしてきましたか？

これはたんなるきっかけに過ぎませんが、しかしこれは既に皆さんが実際に認識してい

るもののひとつの良い事例になっているからであり、わたしは他のすべての質問を尋ね

ようとしている訳ではありません。

皆さんの道筋と選択に左右されますが、皆さんは皆さん自身でこれに取り組むか、他

の人々に支援を求めることができます。

この世界には、皆さんの物質的な身体を綺麗にして、皆さんのチャクラも綺麗にするこ

とができる数多くのエネルギーの実務者達が存在しています。

皆さんのさらに高い部分に関して言えば、皆さんはさらに高い周波数を深く理解してい

るエネルギーの実務者達を必要とするようになります。

もしも皆さんが皆さん自身でこれに取り組もうとしているのであれば、その仕事をする

ことは皆さんに委ねられることになり、もしも皆さがこれについて本気ならば、それは

わたし達が皆さんに求めているものです。



物質的な現実性の内部の数々の変化として皆さんが確認したいものについて、皆さんは

本当に真剣な気持ちになっていますか？

たとえそれがただ物質的な水準のエネルギーを読み取るためのある基本的な理解と能力

から始めるにしても、皆さんは実際にその理解に到達するために、皆さん自身にのすべ

きことに本当に取り組む準備を整えていますか？ 

エネルギーは皆さんのために自動的にそれを行うため、数多くの皆さんはこれを必要の

ないものとして理解しています。

しかし、皆さんはこれが真実であるとどのように認識するのでしょうか？数多くの人々

は自分自身でそれを確認することはできません。もしも皆さが皆さん自身で確認できな

いとすれば、それが実際に行われているかどうか皆さんはどのように認識するのでしょ

うか。

しかし皆さんはずいぶんと気持ちが楽になっていて、皆さんは既に変わり、皆さんはひ

とりの違った存在になっています。

それは怖れをもたらし、数多くの皆さんが今までこの怖れを解き放つために懸命に努力

してきたのですから、その支配体制を忘れないでください。もしもその支配体制が今

皆さんにこのいわゆる心地良い感覚を送っているとすればどうでしょうか？皆さんが皆

さんの中のエネルギーの内部の違いを確認することができないのであれば、皆さんはそ

の違いをどのように認識しようとするのでしょうか？

わたし達は、それは流入しているエネルギーの影響ではないと言っているのではなく、

わたし達は皆さんがより自覚して、この瞬間とこれから訪れようとしているすべての瞬

間に起っていることについてさらに深い理解を見付け出すことを求めています。

今は新しい情報が公表されているところであり、それぞれの個人が自分達の理解の水準

でそれを受け入れていますが、しかしさらに広範な理解の水準を見付け出すことはなお

皆さんに委ねられています。



映画の製作のようにそれを理解して、皆さんがその映画を見に行く時、皆さんはひとり

の監督の下で数多くの人々が協力した最終結果を確認します。ここで、皆さんはその映

画が好きになるかもしれず、あるいは好きなのはその映画の何ヵ所かのシーンだけかも

しれず、あるいはその映画が好きではないかもしれません。

もしも皆さんがその映画の監督だったらどうでしょうか。皆さんは何を変えようとし、

どのように変えようとしますか？　皆さんが見たくなるような映画を創るために、皆さ

んはすべての出演者達をどのように監督しようとするでしょうか？

これが皆さんの物質的な生命と霊的な生命が協力するようになるある種の方法であり、

皆さんは監督であり、出演者達は皆さんの霊的な部分、皆さんのエネルギーの身体と皆

さんの他の数多くの部分です。この映画を人間の現実性にもたらすために、皆さんは皆

さんという存在のこうしたすべての部分を監督する人間が必要になります。

これをするために、皆さんはこうした数々の部分という存在とそれぞれができることに

ついての知識を持ち、そのすべてを同じ考えにまとめ上げて、物質的な現実性の内部で

皆さん自身の映画を創り出すことが必要になります。

いつも最も困難な課題になるものは、皆さんの周りに存在しているあらゆるものの現実

性の内部で皆さん自身の現実性を創り出すことです。

もしも皆さんが支援を必要とするのであれば、それを求めてください。霊的な世界と物

質的な世界の内部には皆さんを支援し導くことができる数多くの存在達がいます。

求め、受け入れることを、怖れないでください。

これが数多くの人々が自分達の内面にあらゆるものごとを見付け出すことができると同

時に、身動きが取れなくなるところになっています。数多くの人々が支援を受けること

は正しくないと考えているため、その支援を受け入れることができません。しかし、皆

さんはいつもそれを受け取っていて、皆さんは新しいエネルギーを受け取り、皆さんは

新しいエネルギーを受け入れ、そのエネルギーは他のあらゆる物事と同じように外部の

原因そのものになっています。



しかし他の人々からの支援ことになると、数多くの人々が躊躇します。

数多くの人々にとって、それは自分自身の力を暴露してしまうように感じます。

ここが、皆さんの力は他者からの支援を受けることに依存していないことを皆さんが理

解しなければならなくなる部分です。皆さんの力はいつもそこに存在し、もしも皆さん

が他の人々からの支援を受け入れていれば、その力は莫大な力を明らかにする可能性が

あります。

力は、わたし達は霊的な世界の内部で力として理解しているものとかなり異なるものを

意味しているため、いろいろな意味で誤解されているものです。

力とは、いつでも皆さん自身として存在し、完全に皆さんの本来の姿になる能力です。

これが真の力です。

霊の内部で、わたし達は支援を受け入れることを力の損失として理解していません。わ

たし達は力の表現としてそれを理解しています。もしもわたし達がそこに存在して学ぶ

べき何かがあれば、わたし達は経験を受け入れることによってわたし達の力を失うでし

ょうか？　わたし達はすべて、たとえ何があろうとも、一体性の一部として存在してい

ます。

他の人々を支援することができる場合、数多くの人々が力強く感じています。他の人々

からの支援を受け入れなければならない時、数多くの人々が力の喪失を感じます。

他の人々を支援できる時、人々は気分が爽快になりますが、しかし支援を受け入れる時

、人々は自分達の価値が無いように感じます

人間のもうひとつの甚だしい誤解です。

皆さんは数多くの霊的な熟達者達の支援を受け入れますが、しかし数多くの人々が物質

的な熟達者達の支援を受け入れません。



もしも皆さんが物質的な世界と霊的な世界に融合することについて本当に真剣になって

いるのであれば、霊の内部で皆さんはすべてひとつであるため、皆さんはそれが問題に

ならないことを自覚する必要があります。

もしもこの支援が費用の有無の問題になるようであれば、わたしは再びこの議論に加わ

ることはないでしょう。

それは皆さんが何とか解決する現実性であり、わたし達はそれに違いはないことを既に

完全に明確にしてきたとわたしは考えています。

その違いは皆さんの精神と信念体系の内部に存在しています。

クートフーミ

Kuthumi

Through Petra Margolis
November 4, 2011
www.ascendedmasters.org
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その時系列の根絶、グリッドの点火の背後の真の意図、そしてそう、それにはわたし達
すべてが含まれている

その時系列の根絶、グリッドの点火の背後の真
の意図、そしてそう、それにはわたし達すべて
が含まれている
ERADICATING the TIMELINE, the REAL INTENT behind FIRE
THE GRID and yes that includes all of us
8 November 2011 - 4:29pm 
ペトラ・マルゴリス経由
Channeler: Petra Margolis 
 
わたしは今日、太陽の子供達から、そして彼らが11-11-11のために計画していることに
ついて、一通のメールを受け取りました。 
_____________________________
グリッド領域の準備を継続する
日々の焦点！！ 
親愛なる太陽の子供達に祝福を！　11-11-11に向けて増大している機運の中で、わたし
達の主要な役割は、そのグリッドの領域を高めてその最高度に増幅している11-11-11の
ための潜在的可能性の点火に向けることだ。わたし達の惑星の奉仕活動は日々行われて
いる。そのポータルのエネルギーが今到着していて、次元的な通貨の大きな窓は11月8
日から14日になっている。 
日々の焦点... 11月6日から10日 
最後の、そして7回目の通過儀礼：集団の化身の身体を活性化している集団意識の儀礼
。アメリカから伝達している日常の惑星の奉仕。 
11月10日の満月... グリッドの点火！ 
惑星のグリッドの移行
同時に、アメリカからの惑星の奉仕の伝送
神聖なる編成の経験と伴に、わたし達は11-11-11の前日11月10日に満月を迎える。わた
し達はひとつのより大きな波動の中で、そのグリッドを点火することになるだろう。 
わたし達の統合された意識の焦点は、人類の神の恩寵の喪失に向けられている。わたし
達は、この時系列の一斉消去と、また地球と地球最愛の子供達の基本計画からの永遠の
消去によるそのエーテル質の記録の完全な変換に意識を集中している。　 
地球規模の今回の浄化の機運は、アメリカに集中している。わたし達は北米、中米、南
米のわたし達の仲間のこころと精神を啓発するために、そのグリッドを通して宇宙の炎
を注ぎ込んでいる。
_____________________________ 



霊的指導者達は今まで時系列について伝えているため、わたしはこれが問題にしている
事について霊的指導者達に尋ねた方が良いと考えました。彼らがわたし達の時系列を消
去することについて伝えているからです。 
 
クートフーミ
Kuthumi 
わたし達は、数多くの人々が現時点で必要とされているものと同調していないことに気
付いています。一部の人々は、もしも自分自身の経験に関して気に入らないものがある
するとすれば、その最良の方法は、他の人々からもその経験を消すことだという結論に
達しているように見えます。 
地球上のひとりひとりのためにこれを行う権利を与えているのは誰でしょうか？ 
皆さんは皆さんのエネルギーをこのような対象に与えるべきだという考え方、このよう
な方法で地球上のありとあらゆる存在を支配する権利、それを誰がすべての皆さんに与
えてきたのというのでしょうか。 
言うまでもなく、母なる地球の詳細な計画から根絶する必要があるすべての物事を決定
するのは皆さんです。 
これはわたし達が繰り返し何度も伝えていることであり、数多くの人々が心得違いをし
ています。これはわたしが光のための活動と呼んでいるものではありません。その通り
、皆さんはわたしの話を正しく聞きました。物質的な水準にこれほど大量の支配が存在
している時にこの集団はここでさらにその一歩を進めようとして、霊的な水準でより多
くの支配を始めているところです。 
以前の生涯で皆さんが体験してきたありとあらゆる経験は、今まで時の中のこの瞬間に
皆さんを運んできました。この経験の一部を取り除いてしまえば、皆さんは皆さん自身
の一部を取り除くことになります。もしも皆さんがそうすることを望むのであれば、そ
れは完全に皆さんの選択になるでしょう。しかしこの時系列の一部に関連しているひと
りひとりの存在それぞれにこれを強要することは、またその経験を持ち自分自身のその
部分を維持したいと思っているひとりひとりの個人にそれを強要することは、皆さんは
、彼らはそれを選択する権利を持っていない、と決断してしまったことになります。 
これは、あらゆる個人が明確に理解できる状態になる必要があるとわたし達が口にする
時に、目的として伝えていることです。何故なら、今回の任務の一部になろうとしてい
る数多くの人々が明確な展望を持たず、ただ少数の人々の展望に従っているからです。
それは結構な話じゃないですか？　ありとあらゆる人間の一部を“根絶”してみましょう
。言うまでもなく、さらに地球から人間を“根絶”することにしましょう。 
神の恩寵の喪失、誰が本当にその時起ったことを認識しているのでしょうか？ 
神の恩寵の喪失について誰が本当に明確な理解を持っているのでしょうか？　これに関
する情報は曖昧であり、時に矛盾したものになっています。 
神の恩寵の喪失は本当に存在したのでしょうか？ 
どの時系列の中に存在して、いつそれは起ったのでしょうか？ 
皆さんはひとつのグリッドを点火し、すべての皆さんがその内部にエネルギーを注ぎ込
んでいるところであり、そしてこれは彼らが皆さんのエネルギーを利用するために意図



しているものです。 
すべての人間の部分を消去してみましょう。そしてもしもこれでも充分でないという
なら、地球の一部も消去してみましょう。 
そして、彼らの意図は、皆さんが今現在存在している時系列を根絶することだ、と口に
することを忘れないようにしましょう。 
その影響はどのようなものになるでしょうか？ 
皆さんがこの時点まで取り組んできたあらゆる物事も一緒に根絶されてしまうでし
ょう。 
神の恩寵の喪失からのこの瞬間までの人間の歴史の内部のあらゆる物事が、根絶されて
しまうでしょう。今、わたし達はそんなことを起こさせないようにしているところです
が、しかしこの手の話は、見当違いの人間達、そしていついかなる時にもひとつの明確
な洞察力がどれほど必要になっているかということについて、そのひとつの良い具体例
になっています。 
何故なら、一部の人々は、自分達は明確な洞察力を持っているが、しかし真偽の確認を
すること、そしてこれが地球や地球上の人類にとって必要なものかどうかを確認するこ
とを自分達の利己的な自我が阻んでいる、と考えているからです。 
これが、わたし達が皆さんの歴史、時系列等々に関するより多くの予備知識を明らかに
することについてこれほどむきになっている理由です。 
数多くの人々が今まで適切な調査の努力を怠っている状態であり、現在は他の存在達に
依存しています。同時に、一部の人々は地球のグリッドとのつながりによって心得違い
をしていて、地球のグリッドは現時点で人類の向上のために用いられていないため、自
分達が心得違いをしてきたことを自覚していません。 
わたしはイシスが彼女の現実性の検査についてのメッセージを送ったばかりであること
を認識しています。そう、今はそれを利用する良い機会です。 
クートフーミ
Kuthumi 
Through Petra Margolis
November 8, 2011
www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/145799/eradicating-timeline-real-intent-behind-fire-grid-and-yes-
includes-all-us
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ひとつのメッセージを理解する

ひとつのメッセージを理解する
Understanding a message
13 November 2011 - 6:25pm 
ペトラ・マルゴリス経由
Channeler: Petra Margolis 
Kuthumi, understanding a message. 
 
これは、わたしが今日という美しい朝に説明し呼びかけたいと思っている話です。 
皆さんが読んでいるあらゆるメッセージは、皆さんという存在にとって普通の部分にな
っています。 
それでは、皆さんは皆さんがそれを読んで理解できなかった時期を覚えていますか？  
皆さんが子供の頃、こうした文章のすべてが皆さんにとって異質なもののように感じら
れました。 
読んで理解できるようになることは、皆さんの世界の内部では非常に重要ですが、地球
の他の場所では、あらゆる物事を記録する必要がないため、決して学ぶことをしない一
部の存在達がいます。 
今、皆さんひとりひとりが読む方法を認識していますが、誰が同じように読んでいる
でしょうか？ 
あらゆる人が彼らが読んでいるものを同じように理解しているでしょうか？ 
皆さんが読み方を学んでいる子供達に眼を向ける時、子供達は、一定の言葉は認識して
いますが、また子供達がまだ知らない幾つかの言葉があります。ひとつの物語を読む時
、子供達は子供達自身のその物語の理解から数々の言葉を補います。 
それぞれの個人は異なる理解と考え方を持っています。 
わたしが“物語”と言う場合、この言葉だけでも数多くの異なる意味を持っています。何
故なら、ひとりの個人によって作られたひとつの物語になる可能性があり、またその個
人が実際に現実として経験し、皆さんにその経験をひとつの物語の形式で伝えている可
能性もあるからです。 
皆さんが読んで理解する時、皆さんはその物語の中の話の筋を追っているため、言葉を
飛ばし読みしていることを皆さんは気付いていましたか？皆さんの精神は起っているこ
とを理解している一定の物語の筋を追っているため、皆さんはそれぞれの言葉ひとつひ
とつを読んでいません。 
言葉は単なるひとつの感覚の表現であり、こうした言葉に結び付けられているエネルギ
ーはその個人が自分自身の方法で表現しているものであるため、決してひとつの完全な
表現になることはあり得ません。 
すべての経験の理解は言うまでもなく、言葉を通した意志の疎通は、自分自身でその言
葉を理解するためにこれほど数多くの異なる方法が存在する可能性があるため、最も困
難な伝達方法のひとつになっています。 



ひとつの具体例を皆さんに提供することにしましょう。 
“読むことができる人々と読むことができない人々が存在します。 
彼らは読む必要がないため、彼らは読みません。” 
さて、これは人々について語っていて、たとえ“彼ら”と語っていても、2番目の文節は
読んで理解しない人々に関連している部分になっていることを、一部の皆さんは理解す
るでしょう。 
他の人々は、“彼らって誰だ”と尋ねることになり、最初の文節と2番目の文節の間のつ
ながり、つまり関連性を理解していません。 
これはただ、あらゆる皆さんが数多くの異なる方法で読んでいるものをあらゆる皆さん
が読んで理解する方法についての、ひとつの単純な説明です。 
さて、数多くの人々が交信されたメッセージを読み、そのメッセージに反応している
ため、わたし達は、ひとりひとりの個人がある異なる意味を取り出すか、あるいはメ
ッセージや反応の内容を理解していることを確認することができます。 
すべての人々が自分自身の理解に左右され、また自分自身の信念体系や執着に左右され
ています。 
言い回しの内部の表現は、また個人ひとりひとりの理解、信念体系や執着に左右されて
います。 
数多くの人々が、全体を任されているひとりの創造主あるいは神の信念体系を持ってい
ます。 
他の人々は、自分自身を、全体を任されている創造主あるいは神として理解する信念体
系を持っています。 
彼らの誰が間違っているのでしょうか？ 
皆さんという存在のそれぞれの部分の内部にもまた異なる理解が存在しているように、
人間の内部にもそれぞれ異なる理解が存在しています。 
ひとりひとりの個人は、さまざまな方法で経験し、理解することになるでしょう。 
皆さんという存在のそれぞれの部分は、さまざまな方法で経験し、理解しています。 
ひとりひとりの皆さんそれぞれが、皆さん自身の経験に基づいた理解を持っていますが
、しかしまた多くの場合、他の人々の経験に基づいた理解を持っています。 
そしてただの経験だけではなく、また他の人々の信念体系と執着も持っています。 
数多くの人々が言葉の背後のエネルギーを感じることができますが、しかし、これはま
た皆さんが皆さんの内面で良く見定めなければならない部分です。数々のエネルギーは
さまざまな方法で経験され、その上多様な方法の範囲内で説明されているからです。 
別の方法で例を挙げると、皆さんひとりひとりがわたしのメッセージを経験し、一部
の人々は、そのメッセージをわたしが取り乱していると理解し、また別の人々はそのメ
ッセージをわたしが明確に理解し、情報発信力が優れている、と理解するかもしれま
せん。 
皆さんはすべて皆さんという存在のひとつの部分に足を踏み入れていて、さまざまな方
法でそのエネルギーを経験し続けています。皆さん自身のエネルギーの経験に応じて、
皆さんはそのエネルギーを翻訳しています。 
皆さんがそのエネルギーだけに基づいて皆さんの内面と外部と意思疎通するようになる



時点が訪れるでしょう。皆さんが完全に物質的な現実性と霊的な現実性の内部で皆さん
という存在全体の表現になる瞬間に、皆さんは最も明確な表現と理解を見付け出すよう
になるでしょう。 

クートフーミ
Kuthumi 
Through Petra Margolis
November 13, 2011
www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/146270/kuthumi-understanding-message
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皆さんの内部と皆さんの外部の両方あるいはどちらかの一体性

皆さんの内部と皆さんの外部の両方あるいはど
ちらかの一体性
The oneness within and/or outside of you
15 November 2011 - 12:22am 
ペトラ・マルゴリス経由
Channeler: Petra Margolis 
Kuthumi, The oneness within and/or outside of you. 
 
一体性が意味している部分を一部の人々が経験し理解するようになったことを確認する
ことは、わたしにとって非常な喜びになります。 
数多くの人々が新しいエネルギーを上手に利用していて、その状態が人々を内面の新し
い水準に引き上げています。 
現時点において、わたしは物質的な身体を持っていないわたし達にとって一体性が何で
あるかを言葉にして説明したい、あるいは説明しようと思っています。 
皆さんは物質的な身体を持ち、わたしは皆さんのように地球上で何度もそれを経験して
いるため、皆さんが感じることができる一体性は決して完全な一体性ではありません。
それは物質的な身体がこの状態を許すことはないからです。 
皆さんは霊的な視点から、一体性を経験することができるようになります。 
皆さんはより多く霊的な現実性と結び付いているため、それは皆さんが人間の精神とこ
ころの内部で経験できるひとつの感覚です。 
さて、わたしは霊の内部に存在しているため、一体性はひとつの完全性といった感覚で
すが、しかしそれはそれ以上のものです。何故なら、わたし達は一体性をひとつの感覚
として経験することはなく、わたし達の外部に存在しているものもまたわたし達の内部
に存在しているため、わたし達はその一体性として存在しているからです。 
わたし達はすべての物事の内部で一体性を経験する選択をすることができます。あるい
はわたし達は最も小さな部分の内部で一体性を経験する選択をすることもできます。す
べては、達成されることが必要なわたし達の意図と働きに左右されています。 
一体性はいつでもあらゆる物事になっていて、あるいはいつもあらゆる物事の一部にな
っています。 
わたし達はすべて結び付いているため、わたしたちはすべてひとつですが、しかしわた
し達はすべてわたし達自身の異なる意識の経験を持ち、わたし達が導かれている場所や
、支援し、学び、経験することを望む場所に応じて、わたし達はわたし達のエネルギー
を私たち自身の存在の内部の空間に移動させます。 
わたし達は、皆さんがひとりの人間として経験している限界を経験することはありま
せん。皆さんは人間として、情緒的な表現を通して経験し、学んでいます 
わたし達はいつもあらゆる情緒的な表現として存在しています。 



しかしわたし達はそれ以上の存在です。何故なら、人間の情緒的な表現は、一体性内部
全体の単なる一部になっているからです。 
人間は霊的な世界のただの小さな部分に過ぎません。 
しかし一方で、それは霊的な部分に対してまさに巨大な学びの経験を与えます。それは
、霊的な部分が現時点で最もゆっくりとした周波数の内部で表現し学ぶことをその小さ
な部分が許しているからです。 
一体性の内部に、経験するためのあらゆる物事、学ぶためのあらゆる物事が存在してい
ます。 
二元性は存在しませんが、これは経験と学びに間違った方法など存在しないことを意味
しています。 
皆さん自身を表現する間違った方法もありません。 
さて、これは言葉によるひとつの説明です。何故なら、一体性の内部には言葉がなく、
わたし達がわたし達自身を学び、表現する時、わたし達はただエネルギー内部の変化を
確認しているからです。 
人間は自分自身を表現するために言葉が必要なため、ここが、人間の世界が霊的な世界
と衝突するところです。 
人間の世界の内部には二元性が存在し、良いまたは悪いがあり、一部の表現は良いまた
は悪いものとして理解されているため、皆さんが皆さん自身を表現する上で限界があり
ます。 
例えば、皆さんの精神を語ることは、もしも皆さんが話していることに他の人々が同意
しているのであれば、良いこととして理解される可能性があります。もしも他の人々が
同意していないとすれば、彼らは皆さんが皆さんの精神を話すことを望みません。 
もしも彼らが皆さんに同意すれば、皆さんは皆さんを気分良くしてくれる美しい反応を
手にすることになるでしょう。もしも皆さんが話していることに彼らが同意しないので
あれば、一部の人々は怒りあるいは動揺で反応し、別の人々は、皆さんは皆さんの精神
を伝えることができる、彼らは何があっても皆さんを愛している、と伝えることによっ
て反応するでしょう。そして一部の人々は本当にそう考えていて、別の人々はこんなこ
とは少しも考えず、その気持ちの裏では、“わたしはこれが正しい対応の仕方であるこ
とは知っているが、しかしこいつが言っていることは気に入らないし、彼らの愛の感覚
は彼らが同意している人々に対して感じている愛の感覚と違う”、と考えています。 
数多くの人々が生命の究極の表現として愛を理解しているため、これがまた二元性が現
れるところです。 
一体性は生命の究極の表現です。もしも皆さんがあらゆる物事とひとつになっていると
すれば、皆さんが同意していないその個人が言ったことも、それは皆さんの一部です。
 
その個人が何を話すとしても、それはその存在の一部になっていることを意味してい
ます。皆さんはすべてひとつとして存在しているからです。 
あらゆる経験、あらゆる考え方、皆さんが学ぶあらゆる物事、それは意識的にせよ無意
識にせよ、地球上のありとあらゆる他の個人によって経験されています。霊の内部では
、皆さんはすべて一体性の内側で存在しています。 



一体性はあらゆる物事の内部の安定に気付いていて、あらゆる物に気付き、あらゆる物
になっています。 
ところで、それは皆さんが人殺しあるいは聖人になることを意味している訳ではありま
せん。 
皆さんが物質的な皆さんの部分の範囲内で表現されている皆さんの霊的な部分の内部に
ある一体性を表わしながら、一体性の中で皆さん自身を表現することを皆さん自身が許
すことを意味しています。 
一体性は、その通りに皆さんが怒ることができ、その通りに皆さんが愛することができ
、そして皆さんは皆さん自身がそのすべてになることを許すことを意味しています。そ
のすべての内部は安定しているため、その一体性、その穏やかさ、それは皆さんの内面
の一体性の内部に見付け出せるものです。 
もしもわたしが一体性を言い表すことができそうなひとつの言葉を見付け出さなければ
ならないとすれば、それは、穏やかな状態、という言葉になるでしょう。一体性の内部
では皆さんが皆さん自身を表現する方法で他の存在達を傷付けることを心配する必要は
ないため、わたし達がわたし達自身を表現する方法についてどのような制限も設ける必
要はありません。一体性の内部には二元性は存在しないため、数々のエネルギーの間に
二元性はなく、あらゆる物事についてただ一体性が存在しているだけです。 
わたし達は既にそのままであらゆる物事として存在しているため、あらゆる存在に対し
て愛情溢れるようになる必要もありません。 
数多くの人々がより完全に一体性を経験する方向に近付いていることをわたしが確認す
ることがこれほど嬉しいのは、これがその理由です。何故なら、その一体性の経験が、
皆さんの未来に存在しているさらに巨大な可能性に向けて皆さんの精神、皆さんのここ
ろを開くからです。 
世界は今変化しているところですが、しかしその変化は皆さんの内部に存在してい
ます。 
何故なら、あらゆる物事が皆さんの内部に存在しているからです。 
皆さんの外部の世界に対する執着を解き放ち、皆さんの内面の世界を探究してくだ
さい。 
皆さんひとりひとりが探求すべき自分自身の世界を持っています。 
わたし達が再び会うまで、そしておそらく次の時までには、わたしがいつでも皆さんと
共有している皆さん自身の世界の中にそれは存在しているでしょう。 

クートフーミ
Kuthumi 
Through Petra Margolis
November 14, 2011

www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/146373/kuthumi-oneness-within-andor-outside-you
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誰に責任があり、責任とは何か

誰に責任があり、責任とは何か
Who is responsible and what is responsibility.
15 November 2011 - 9:03pm 
ペトラ・マルゴリス経由
Channeler: Petra Margolis 
Isis, Who is responsible and what is responsibility. 
 
皆さんが今地球上で起っていることについて責任を問うのであれば、考慮に入れておく
数多くの要因が存在しています。 
皆さんの地球の歴史を何百万年も昔に遡り、そこに存在していた数多くの皆さんが今こ
の瞬間にこの場所に存在しています。 
起ったあらゆる物事に対する責任は誰にあるのかが問題になるでしょうか？ 
皆さんが現在起っている物事に関与し、将来起る物事に関与する可能性があるように、
ひとりひとりの皆さんそれぞれが過去の出来事に関与してきました。 
今ここに存在している数多くの人々が、今まで何度も地球の次元上昇に取り組んできま
した。 
しかも、数多くの人々が次元上昇に反対してきました。 
一部の人々は、自分自身を光の活動家であると考えていながら、現時点でも依然として
次元上昇に反対しています。 
責任、そして皆さんの責任とは何かという問題に関する限り、ひとりひとりの皆さんそ
れぞれが、皆さんは皆さん自身の行動に責任があることを認識しています。 
皆さんは他の人々に対する責任があるでしょうか？ 
人間の視点からすると皆さんはあらゆる意味で責任があり、もしも皆さんが子供を持っ
ていれば、皆さんが子供達のために正しいと感じるように成長するという意味で、皆さ
んは子供達に責任を持とうとするでしょう。 
皆さんが子供達のために正しいと感じているという意味で。 
皆さんはその責任をその状態よりも少し変えていて、ある意味で皆さんが抱いている信
念で子供達を管理する形になっています。それはひとりの人間として、子供達はこうな
らなければならない、という信念です。 
この場合、皆さんはいつでも皆さんの子供達にとって最良のことを望んでいるため、こ
れは相変わらず起り続けていることです。 
わたし達は皆さんの直接的な家族の環境から遠く離れているため、皆さんはわたし達に
対してほとんど責任はありません。しかし、数多くの人々は自分の両親や時に自分の家
族の一員に対して責任を負っています。 
これについて何も悪いことはなく、皆さんが責任を負わなくても何も悪いことはありま
せん。 
さらに話を進めて皆さんの周りの世界に眼を向けると、皆さんはこの世界のありとあら



ゆる個人の行動に責任があるでしょうか。 
皆さん自身の感覚に応じて、皆さんはこの世界の人々の幾つかの集団に対して責任を感
じているかもしれませんが、もう一度繰り返しますが、それについて何も悪いことはあ
りません。 
もしも皆さんが何か悪い可能性があるもの、何か悪くなって行く可能性があるものを感
じたとすれば、皆さんは他の人々に警告する責任はあるでしょうか？例えば、皆さんは
車がやって来て、誰かが通りを横断しようとしているのを確認します。皆さんは警告を
叫ぶことができます。もしもその人が歩き続け、車にはねられたら、皆さんに責任はあ
りますか？ 
皆さんが責任を思い巡らす数多くの方法があり、ひとりひとりの個人が自分自身の責任
の捉え方を持っています。 
皆さんの信念体系に応じて、皆さんはすべて違った角度から責任を理解しています。 
さて、わたし達はさらに進んで伝えると、一部の人々は自分達が正しいあるいは悪い、
真実と虚偽として確認しているものを伝えることが自分達の責任だと理解しています。
 
この場合、皆さんが悪い、正しい、真実、虚偽として理解しているものに関して、皆さ
んが共有している信念の量に見合う責任は持っていません。 
それは皆さんの責任でしょうか？　それは、皆さんが皆さんの責任を考える方法に左右
されます。 
またひとりひとりの個人が自分自身の責任を携えているため、今は、彼らに彼ら自身の
責任を遂行させる時なのかもしれません。 
皆さんの信念を共有することは悪いことでも良いことでもなく、皆さんの信念を唯一の
真実として共有することは、良くも悪くもなる可能性があります。 
他の人々に、彼らは正しいあるいは悪いということは皆さんの責任ではありません。皆
さんが正しいあるいは悪いと理解している方法は、完全に皆さん自身の信念体系に依存
しています。 
皆さんが正しいあるいは悪いものと信じているものを皆さんは共有し、しかし皆さんが
正しいあるいは悪いと考えているものについてある意味で議論しないまま共有すること
はないため、それは素晴らしいことです。 
誰も個人の人生の中のあらゆる物事についてずっと正しい状態でいたことはなく、すべ
ての皆さんが、悪いあるいは正しいものに関して数多くの異なる信念と意見を持ってい
ます。 
そして皆さんは、時間と伴にその価値観は変化していることを認める必要があります。
 
ひとりひとりの個人それぞれが自分自身の方法を見付け出そうとしていて、ひとりひと
りの個人それぞれが自分自身の行動に対する責任を持っています。 
また彼らは、現時点で彼らが存在している現実性と彼らが次の瞬間に存在するようにな
る現実性の内部で、自分自身の方法を見付け出さなければならなくなるでしょう。 
唯一の真実は、皆さんの内部で、皆さんの内部の一体性の中で、見付け出されるように
なるでしょう。 



ここは、地球上の皆さんの物質的で霊的な存在のあらゆる部分を皆さんが完全に表現す
ることができる場所です。 
数多くの人々が霊的な視点よりも物質的な視点から自分達の信念を表現していることを
わたし達は理解しているため、わたし達は皆さんが皆さん自身の行動に責任を持ち、皆
さんがこの外部世界に対して責任を表現する方法に責任を持つことを求めています。他
の人々が自分自身の責任を担い始める機会を提供することは、今起っているすべてのこ
との出発点であり、起る可能性がある真の変化の出発点になります。 
一体性の内部では、それぞれの存在が自分自身の行動に責任を持っています。 
皆さんはすべての一体ですが、しかしそれは皆さんが一体性の内部の皆さん自身の行動
に責任を持つことが免除されている訳ではありません。 
イシス
Isis 
Through Petra Margolis
November 15, 2011
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歴史はそれ自体を繰り返す

クートフーミとサナンダ

Kuthumi and Sananda 

歴史はそれ自体を繰り返す
History repeating itself
14 December 2011 - 2:42am 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Kuthumi and Sananda, History repeating itself. 
 
その多くのものが数多くの人々によって複雑に入り組んだものにされているにもかか

わらず、現時点でさえ皆さんの歴史の内部に存在している手掛りが現れています。 
ある意味で歴史はそれ自体を繰り返していて、人々は自分達の存在の外部世界を超え

て理解することができない上に、自分自身の存在の内部も理解することができない

ため、現時点で利用できる数多くの情報が数多くの人々によって複雑なものにされて

います。 
皆さんは皆さんの内部の豊かな情報を皆さんに対して利用することができます。 
皆さんはまた、外部の豊かな情報も皆さんに対して利用することができます。 
もしも皆さんがその情報を内部から取得して、外部の情報と結び付けて、今現在起っ

ていることの実際の真実に気付くことができれば、真の解釈が始まります。 
現段階の数多くの交信情報が、2012年に皆さんに対して提示される次元上昇に焦点が
合わされるようになるでしょう。数多くの人々が、自分達の外部に存在している数多

くの物事を通して、数々の答えを探し求め、見つけ出すことになるでしょう。 
数多くの人々が物質的な現実性と霊的な現実性の両方を理解する完全な能力にまだ到

達していないため、こうした答えは完全な真実にはならないでしょう。 
皆さんはこころの内面で感じているためさらに高い的確性を備えていますが、しかし

真の的確性とは、こころを通過して霊的な現実性に向かうことによって見つけ出され

るようになるものです。 
霊的な現実性を理解するために、人間の現実性に対する言葉遣いが必要になるため、

この霊的な現実性は、知性の内部で解釈されることが必要になるでしょう。 
皆さんが内面に向かう場合、知的精神とこころが一体になっていることが必要になり



ます。 
今は流動的な時であり、わたし達は現時点において内面に収められている数多くの未

発見の物事を確認しています。人々はその内面で、目覚めたばかりの他の人々を自分

達が支援するために利用できる数々の答えを発見することができるようになるでし

ょう。 
数多くの交信者達を通して整えられた、数多くの水準のさらに多くの理解につながる

ひとつの道筋が存在しています。しかし皆さんは、他の人々や皆さん自身に真実と真

実ではないものを説明することができるより多くの内面の答えを見つけ出すために、

その道筋を利用する必要があります。 
こころを通した道筋は、こころを通した感覚の道筋だけではなく、それがこころの内

部でひとつになる道筋であり、また皆さんがこころの内部でひとつになるすべての道

筋です。これは、精神、さらに高い自己、魂、神性の臨在、そしてそれ以上の多くの

ものを指しています。 
ここは真の変容が始まる場所になるため、それは理解の道筋、それを解釈して皆さん

の人間の部分に対して置き換える道筋です。 
わたし達は、これほど数多くの皆さんひとりひとりが、自由に向かう皆さん自身の道

筋をたどっていることを確認しています。そしてわたし達は、皆さんすべてがこの自

由の発見に成功することを確認したいと思っています。 
自由が皆さんのところに訪れることはなく、皆さんは皆さんの内面でそれを発見する

必要があります。 
ひとりひとりの皆さんが、皆さん自身の方法を見つけ出すことが必要になり、そして

皆さんは皆さん自信の方法で取り組むことが必要になるでしょう。 
変化は、皆さんがそれを起こすまでは起りません。 
今は変化の時であり、そして今は真実のための時です。 
過去に起ったことに気を取られずに、皆さんのために過去を役立ててください。皆さ

んの過去の内部には、未来を変化させるために利用できる数多くの知識が横たわって

います。 
すべての皆さんが、以前はこの場所に存在していました。すべての皆さんが以前に起

ったすべての物事を理解しています。すべては一体となって存在しているため、皆さ

んという存在の内部のこの知識を利用して、皆さんの内部と皆さんの周りの自由に向

かう皆さんの方法を見つけ出してください。 

クートフーミとサナンダ



Kuthumi and Sananda 

Through Petra Margolis

December 13, 2011
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今、一体地球で何が起っているというのか

今、一体地球で何が起っているというのか
Kuthumi, What the F…… is happening on earth
28 February 2012 - 9:16pm
 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis
 
Kuthumi, What the F…… is happening on earth
 
 
すべての皆さんが考え、探索し、異議を唱え、議論し、そしてそのすべてが多くの

怒り、怖れ、憎み、そして愛を明らかにしていることを、わたしは確認しています。

 
皆さんの周りの世界は変化しているところであり、この変化の内部で、皆さんひとりひ

とりが数々の答えを見付け出そうと努力しています。

 
今より昔の数々の良き時代の物語、堕落と不安定な文明の物語についてです。

 
そのすべては、皆さん自身の人間のDNAに刷り込まれている数々の記憶を通したもの
です。

 
皆さんの内部でさらに多くのDNAと光が活性化されているため、さらに多くのパズル
のピースが付け加えられています。そういった数々のピースはひとつの場所よりも多く

の場所に当てはまるように見えるため、時にこれが混乱をもたらしています。

 
そのパズルの最も大きなピースは皆さんの内部深くに隠されていて、そしてそれは、あ

らゆるパズルのピースが所定の場所に収まるようになるピースです。

 
それは、今現在、地球上の、皆さんの宇宙の内部の、別の宇宙や霊の内部の、そのどの

場所にその存在や魂が位置しているとしても、皆さんすべてが同じ場所から現れたこと



を理解し、そしてわたし達すべても同じ場所から現れたことを理解しているということ

です。

 
この自覚は数多くの人々から現れたものですが、しかし数多くの人々が依然として地球

上に存在することは皆さんが少ししか認識せず、少ししか進歩せず、皆さんはわたし達

や外部のすべての存在達とは違うと考えているように見えます。

 
わたし達は、この時期に地球上に現れることは簡単なことではなかったことを、皆さん

が自覚することを願っています。何故なら、今は、皆さんの人間の表現のひとつを使用

することが窮地に陥っている時代だからです。

 
皆さんは、それが光の活動家としての皆さんすべての間で起っていることを確認してい

ます。何故なら、これは今地球上のあらゆる場所で起っていることの、ひとつの小さな

現れに過ぎないからです。

 
皆さんは、地球をその数々の務めから解き放つために現れました。地球の身体はすべて

の怖れ、怒り、そして憎悪のためのひとつの塵捨て場として、数多くの人間の文明によ

って利用されてきました。それが、時間と伴に今まで蓄積されています。

 
これが、皆さんが歩んでいる大地や皆さんが飲む水、そして皆さんが食べる食物を汚染

しているというひとつの実際の物質的な現実性として現実になっていることは、別に不

思議なことではありません。

 
二元性は簡単なものではありません。そして皆さんの深い内面が地球上の非二元性の時

代を記憶しているため、皆さんが存在している二元性は、その中で暮らし、それを理解

することが最も困難なものです。

 
取り乱すことなく、それを個人的なもののように感じないでください。これは、光の活

動家の皆さんの間で展開されているものです。皆さんの逞しさと光は目覚め、既に数々

の変化が始まっているからです。

 
数々のエネルギーが解き放たれていることを皆さんが確認しているため、皆さんはすべ

てお互いを理解し、支援することが必要になります。



 
議論や、あらゆる現実性の探求、すべての皆さんが持っているあらゆる理解を通して、

ひとつのさらに完全な展望が表面に現れてくることを、忘れないでください。

 
皆さんは今起っている虚偽を感じているため、それを隠さないでください。それは、数

多くの皆さんが、依然として皆さんの内部でこれほど多くの憎悪、怒り、そして怖れを

維持いるからです。

 
皆さんが真実だと考えていることの一部が、真実ではない、あるいは真相ではないもの

として表層にもたらされているとしても、不愉快に思わないでください。

 
皆さんが今ここに存在し、人類すべてを支援して、過去を解き放ち、これほど長い間語

られてきた虚偽を解き放っているのは、これがその理由です。

 
今は、皆さんが経験し、皆さんが伝えられているあらゆる物事に対して、そして皆さん

が読むあらゆる物事、あらゆる出来事に対して、疑問を投げ掛ける時です。

 
それはわたしや、他の存在達から現れたひとつひとつのメッセージに対しても疑問を投

げ掛けることであり、それは誰が疑問を投げ掛けられる必要があるかは関係ありません

。

 
今は、二元性を解き放つ時です。二元性は地球上に存在しているだけではなく、また皆

さんが認識している宇宙やそれを超えた宇宙の内部の他の数多くの存在達の現実性の内

部でも存在しています。皆さんは、この事実を理解できるようになるべきです。

 
その変化が、今、地球上で起っているところです。しかしそれは、皆さんの宇宙の内部

のあらゆる集団がその現実性の考え方を変化させているか、その考え方を変えることを

望んでいることを意味している訳ではありません。

 
これが、あらゆる物事を議論し、疑問を投げ掛けることがこれほど重要になる理由です

。

 
一部の人々は既に二元性を解き放っていますが、他の人々はまだ解き放っていません。



 
皆さんが何かのメッセージを受け取る時、数多くの存在達が彼ら自身の現実性である二

元性の内部の場所から現れていて、地球上で今起っていることが彼らの現実性に影響を

与えるために彼らの多くが現時点で不満を抱いていることを、皆さんは良く理解する必

要があります。

 
彼らのすべては皆さんが好む、あるいは皆さんが期待するどのような名前でも使うこと

ができるため、彼らが皆さんにどのような名前を伝えようとも関係ありません。

 
数多くの人々が、人々のところに現れている存在達は実際に、本当に皆さんを支援する

ためにここに現れている、と考え、そしてそう思っているように見えますが、しかし数

多くの存在達は彼ら自身の理由からここに現れているだけです。

 
わたしは二元性が解き放たれるのを確認したいという、まさにわたし自身の理由のため

にわたしがここに存在しているように、他の存在達は皆さんのようには考えず、あるい

はこの宇宙のための他の数々の計画を持っています。

 
過信しないでください。たとえ皆さんが今まで何年もの間交信していたとしても、皆さ

んが真実であると見做しているものに対する皆さん自身の執着や信念体系は、皆さんが

以前に交信していた存在達を踏みにじり、他の存在達が入り込んで皆さんが好きな信念

体系に似たようなメッセージを与えることを許してしまう可能性があることを、良く自

覚してください。

 
二元性を解き放つことは、それぞれの瞬間の内部で皆さん自身に疑問を投げ掛け、そし

て皆さん自身の真実に疑問を投げ掛け続けることになるため、多くの強さと勇気が必要

になります。

 
今は変化の時であり、二元性の現実性の内部に存在しているすべてを解き放つために、

皆さんの周りの世界はいつも前進することが必要になっています。その事実に対する自

覚を通して、皆さんの内部の穏やかさを見付け出すことが必要になっています。

 
皆さんはすべて、この解き放つ過程のすべての部分になっています。何故なら、皆さん



は物質的に地球の表層と結び付いているため、自分自身の物質的な身体を通して多くの

怖れや怒りを変容させるために、数多くの人々がその事実を自分自身で受け止めている

からです。

 
地球は今まで皆さんの自由にさせてきました。そのため、これが皆さんの地球に対する

貢献になります。

 
皆さんが皆さんの周りの世界や皆さんの内部でさえ居心地が悪く感じる時が、これから

数多く訪れることになるでしょう。

 
数多くの人々が数々の問題を拡散して、その問題を解決するために努力するようになる

でしょう。その問題は、皆さんは思いやり深くなり、愛さなければならないという想い

と伴に今現れているものです。

 
その通り、皆さんは皆さん自身や他の人々に貢献することが必要になりますが、しかし

また、皆さん自身や他の人々が怖れと怒りを解き放つことを許すことも必要になります

。

 
その状況を拡散しようとすること、あるいはそれを無視することは、それを解き放つこ

とにはならないでしょう。

 
こうした解き放たれたエネルギーは、ただ皆さんのものだけではなく、地球内部で何百

万年もの間蓄積されていたものであり、また現時点で地球上の他の人々の内部に存在し

ているものです。

 
本当の真実は、怒りや恐れに満ちた表層を超えています。何故なら、今まで皆さんを二

元性という現実性の内部に留めてきたこういったエネルギーの解放は、今も皆さんの内

部の隠された部分を利用できないようにしているエネルギーの解放であり、その隠され

た部分が非二元性の現実性と、皆さんの世界を変化させて非二元性の自由な場所に戻す

ための方法を認識しているからです。

 
皆さんがさらにこの二元性の清算の終わりに近付くほど、その勢いは二元性を解き放っ

ている皆さんにさらに激しく抵抗するようになるでしょう。



 
地球上の数多くの人々は、さらに一段とこうした数々のエネルギーの解放を感じるよう

になるでしょう。そしてこれが、さらなる混乱を引き起こすようになる可能性があり

ます。数多くの皆さんを通したこのエネルギーの解放は、現時点でそれを自覚していな

い人々に鬱屈をもたらしています。

 
今、地球上でさらに数多くの過程が起っていますが、しかし二元性から非二元性に向か

う変化は、現時点で始まっている最も大きな変化のひとつになっています。

 
この過程が何時完了することになるか、どのようにしてこれが解決するようになるのか

、何が起ることになるのか、それはいつ起ることになるのか、皆さんがすべてそれを尋

ねるようになることを、わたしは認識しています。

 
今、数多くの皆さんの内部で最も巨大な移行が起っているところであり、そしてこれは

、皆さんが新しい希望を抱いて向上させた現実性に携えて行くようになるものです。そ

の新しい現実性は、銀河の配列のゼロ・ポイントを、その大宇宙の螺旋を通過した後で

始まることになるでしょう。何故なら、皆さんの現実性の内部のエネルギーが再び引き

上げられ始めるその時期については、数多くの解釈が存在しているからです。

 
今起っている数多くの過程には、皆さんの物質的な身体や他の数多くの過程の内部

で起っている、数々の変化が含まれています。その変化が起っているのは、地球上の一

定のエネルギー体系と皆さんの宇宙の内部を再活性化するためです。何故なら、それは

新しい時系列の一部であり、そしてゼロ・ポイントを超えた、あるはゼロ・ポイントを

通した地球の移行の一部になっているからです。

 
一部の皆さんにとって、その物質的な数々の変化は他の人々よりも巨大なものになる

ため、これがさらに一層皆さんに重くのしかかることを、わたし達は認識しています。

何故なら、皆さんはすべて異なる視点やエネルギーからその新しい世界を経験すること

を選択したからです。そして一部の人々はそれを超えて進み、彼らという存在の非物質

的な部分にまで戻ることを既に選択しています。

 
しかし一方で、数多くの人々が新しい地球の一部になるでしょう。それは、地球上だけ

ではなく皆さんの内部でもさらに多くの変化をもたらす際に、教師達や人々がすべての



皆さんを支援するようになるからです。

 
これは、数多くの皆さんにとって努力を必要とする時期になるでしょう。そして皆さん

の内部や皆さんの周りの数々のエネルギーは、いつも変化し、移動している状態になる

でしょう。

 
皆さんの内部と周りで、多くの努力が必要になります。

 
しかしわたし達は、皆さんが準備を整えていることを認識しています。

 
あらゆる物事を厳粛に受け止めて、しかし今起っているすべての物事を過度に深刻に受

け止めないでください。何故なら、それはすべて皆さんのものではなく、その感覚はす

べて皆さんのものではないことを、皆さんは思い出しているからです。

 
この変化は、それ自体で起っているものではありません。そしてこれが、皆さんがここ

に現れた理由です。

 
依然として皆さんの前途には数多くの仕事が残されています。皆さんはすべて、地球の

ためだけではなく、数多くの他の人々のためにも果敢に闘っているため、わたし達は案

内役になることを願い、また望んでいます。

 
皆さん自身という存在に要求することを忘れないでください。何故なら、皆さんはこれ

を経験し、皆さん自身という存在は、こうした数々の変化を経験する時に皆さんを支援

することができるからです。

 
わたし達はここに存在し、そしていつも準備を整えています。時代が苛酷になってい

る時、わたしを呼んでください。そうすれば、わたしは皆さんを楽しい役割に戻すこ

とになるでしょう。何故なら、この激務の過程と変化の中にも、実際に数々の楽しい

役割があるからです。

 
皆さんの周りで物事が過度に苛酷になるため、笑うことを忘れないでください。

 



皆さんはわたし達の支援を受けますが、しかし最も大切なことは、皆さんが乗り切って

行くために、皆さんは皆さんの内部でも支援を受けているという事実です。

 
クートフーミ

Kuthumi

Through Petra Margolis

February 28, 202
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地球は安定に向かっていて、あらゆる人がそれを感じる

地球は安定に向かっていて、あらゆる人がそれを感じる
The earth is balancing and everyone feels it
4 November 2013 - 11:33pm

 
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis

 
The earth is balancing and everyone feels it.

 
 
 
皆さんの周りの世界が、現状の現実性と創り出されている現実性の内部で、その目的と役割を自

覚する新たなひとつの方法に直面していることを、皆さんは既に気付いているでしょうか？

 
地球上のありとあらゆる個人が、これを感じ続けています。光の活動家達または敏感な人々だけ

ではなく、それぞれの個人が、それを意識しているかどうかにかかわらず、変化している数々の

エネルギーに反応し続けています。

 
これについて説明することにしましょう。ひとりの小さな子供は、誰かが怒るか幸せな時を非常

に良く認識します。実際に、目覚めているか目覚めていない地球上のそれぞれの個人は、他の人

々が考えるか感じるものを何度も直観的に気付いています。人々はこれを意識的に自覚しないか

もしれませんが、しかし何が起ころうとも、人々の行動がそれを明らかにすることになるでし

ょう。

 
皆さんがこの事実を皆さんの安定の方程式に取り入れる時、ある意味で地球の安定が地球上のあ

らゆる個人に対するひとつの影響力を持つことを、皆さんは理解することになるでしょう。

 
数多くの人々が認識せずに行動する時、変化している地球上の数々の周波数は、既に人々が感じ

るものや人々が行動する方法を拡大しています。

 
皆さんが皆さん自身という存在の内部で安定していない時、皆さんはそれぞれの瞬間に、それが

皆さんの外部からまたは内部から現れるかどうかにかかわらず、数多くの物事の影響を受けるこ

とになるでしょう。

 
実際に、数多くの人々がその外部から現れるものとして何度も確認するものは、ただ単にまだ安



定していない皆さんの役割の範囲に起因する、ひとつの反応に過ぎません。

 
人間は、人間が否定的と呼ぶものを避ける傾向があり、人間が否定的と呼ぶものに遭遇する時、

人間が考えることは、他の存在達（人間が否定的なエネルギーと確認する人々）に愛を送ること

によって、あるいは他の存在達（人間が否定的なエネルギーと確認する人々）を避けることによ

って、この把握された否定性を軽減することができる、ということです。

 
しかしその一方で、否定性という感覚は人間の内部にあるものであり、他のエネルギーがただま

だ安定していない人間の内部の何かに触れただけの時に、人間はその否定性または内面の不安定

な感覚を回避しようとしています。

 
人間が内部の真の安定を回避する別の方法は、人間の周りにひとつの遮蔽体を持つことによるも

のです。この遮蔽体は、人間が人間に関連している人間の周波数の内部のものだと考えるエネ

ルギーまたは特定の人々になることがあり得ます。そのためその遮蔽体は、人間がおそらく否定

的なエネルギーだと考えるものを人間に触れさせることはないでしょう。

 
このようにして、繰り返し人間自身の安定を回避しています。

 
また人間は、安定を得るために外部のひとつの形を何度も探します。例えば、人間が肯定的と考

えるものだけを読み、人間が肯定的だと考えるものだけに目を向け、人間が肯定的だと考える個

人達とだけ交わることです。

 
これは時に、ただ人間が人間の気分を高める物事の周りの存在達だけ、人間に対して良い物事

だけ、人間に人間はどれほど勇敢か、人間が行っていることはどれほど素晴らしいか、人間はど

れほど驚くべき存在かを伝える存在達だけを経験する結果に陥ります。そしてこのようにして、

人間は再び人間自身の内面の安定を回避し続けます。人間の周りのすべての人々が安定という感

覚を支えているため、実際に人間の内部で偽の安定という感覚を創り出しています。何故なら、

人間はここではただ、いわゆる肯定的な人間のエネルギーによって影響を受け、支えられている

だけになるからです。

 
人間自身の周りに、いわゆる（人間がそのように確認するもの）否定的な人間が触れることがで

きない、そしていわゆる（人間がそう確認する）肯定的な人間だけが触れることができる、ひと

つの現実性の経験を創り出そうとしています。

 
内部の不安定は創り出された人間の現実性を通してより巨大になってしまっているため、言うま

でもなく、それは何かが擦り抜けて、恐慌状態が入り込むだけのことです。

 



その瞬間、人間は逃げて、人間自身の現実性の内部、人間が内部の安定に気付くために創り出し

た現実性の内部に隠れますが、それにもかかわらず、この現実性はただそれを創り出した創造者

と同じほどの強さしか持ち合わせません。そしてそれは、この現実性の創造者はまだ内部の真の

安定に気付いていないため、強力なものにはならないでしょう。

 
現時点で、他の存在達、指導霊達、人間の周りの人々からの数々の答えが求められています。そ

して何らかの方法で助言が与えられますが、しかし人間は、内部に目を向けて、真の安定を取り

戻し、この不安定が人間自身の存在の内部で現れる場所に気付こうとしないため、その現実性は

ある意味でより一層不安定を強化する方向に進み続けます。

 
不安定は皆さんの外部から現れて、考えるだけでは無効にすることはできないものです。皆さん

の内部の不安定は、いつも既に皆さんの内部にあった何らかの物事の結果であり、そして外部の

環境は、皆さんが確認するようにただ赤裸々にそのものを提示することができるだけです。

 
皆さんはこれをどのように回避しますか？　皆さんは実際にそれを回避することはできず、そし

てそれぞれの皆さんが達することになる結論は、皆さんがどれほど皆さん自身を庇おうとしても

、また皆さんが何度皆さん自身で創り出した現実性の内部に隠れようとも、外部の現実性は時間

の中のそれぞれの瞬間にそこに存在することになる、というものです。

 
過去に言われたように、皆さんはすべて皆さん自身の時系列上にいて、皆さんはその時系列上で

ひとつの異なる現実性の景色を創り出すことができます。しかしまた皆さんは地球の時系列の部

分人間の姿の中に留まり、たとえ皆さんがそれを回避するためにどれほど強硬に奮闘しようとも

、その現実性はいつもそこに存在することになるでしょう。

 
学ぶためのそれぞれの機会を利用することは、その内部の安定に気付くひとつの良い方法ですが

、それは辛いかもしれず、皆さんを気分悪くさせるかもしれず、そして悲しみまたは怒りを感じ

させるかもしれません。

 
しかしそれは、皆さんが何かを回避しようとする度に、皆さんが別の人を皆さんの周波数に属さ

ないと判断する度に、そして皆さんが、皆さんを悩ませ、皆さんを傷付け、皆さんをひとつの否

定的なエネルギーに閉じ込め、あるいは皆さんに影響を与えて皆さんのエネルギーに不安定をも

たらすためにそこに別の人がそこにいると考える度に、安定した状態になって皆さんの精神の奥

深くでこの状態を維持するために必要な、その皆さんの内部のひとつの部分を引き受ける機会

です。

 
人々がその人々から何かを学ぶ皆さんの方法を発信されたこと、そして宇宙も同じように最も自

覚がない人々でさえ導くことを、皆さんは何度も学んできました。



 
多くの宇宙の軽い合図に対してより速く行動することになるのは、何度でも目覚めた人々です。

何故ならその人々は、進む場所と活動する場所に関する皆さんの宇宙からの呼び掛けに答える方

法を、既に学んでいるからです。

 
宇宙それ自体は、皆さんやそれぞれの個人に小さな合図を利用しますが、それにもかかわらず、

それが聞かれない時には、その合図はより騒々しくなり、時にはかなりけたたましくて、皆さん

を怖がらせます。

 
皆さんが内部の真の安定に向かう皆さんの道筋を進み続ける時、皆さんが過去に創り出す支援を

して今も依然としてその一部である地球上の数々の現実性は、依然としてすべての皆さんに対す

る小さな教訓と大きな教訓に満ち溢れていることを、こころの奥深くに留めておいてください。

 
皆さんは今も今までも、数々の答えは内部にあることを認識していますが、しかしもしも皆さん

がひとりの人間としてそれに気付くことができないとすれば、皆さんという存在は、何度も宇宙

に支援をすることを求めることになり、そしてそこに鍵があります。皆さん自身という存在や宇

宙やそれ以上の物事によって提供されたこうした小さなまたは大きな合図を利用して、それが内

部でどれほど大きいかまたは小さいかにかかわらず、その答えに気付いてください。

 
それを探し続けることであり、そして内部で安定するためにそれを利用してください。

 
その瞬間に、皆さんは皆さん自身を頼ることができます。皆さんは、皆さんの外側にあるもの、

外部で皆さんを支えているすべての物事に対する皆さんの執着を解き放ち、支えられた安定では

なく自分自身の安定の内部で生きることができる、自覚したひとりの存在になることができます

。

 
皆さんの内部の不安定な感覚を決して怖れないでください。それは、内部の不安定に気付いてそ

の内部の不安定を癒し、より充分に自覚した内部の根源の存在になるための、皆さんという存在

のひとつの方法であることを、認識してください。

 
外部の現実性から皆さん自身を隔離することは、皆さん自身という存在と同時に宇宙によっても

利用されている、ひとつの巨大な手段を奪い去ります。人間の精神は何度も皆さんを欺くことが

できるように、それはたんなる皆さんや皆さんの幸せ、そして皆さんを“幸せな”状態に維持する方
法に関する考えということだけです。このようにして、精神は、またこころさえ、より多くの物

事を癒し、より多くの物事に気付き、より大いなる幸せな状態にする際に、皆さんが皆さん自身

という存在からの呼び掛けを聞くことを、何度も妨げることになるでしょう。
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皆さんに憎しみと排除という贈り物をもたらしている支配体制

皆さんに憎しみと排除という贈り物をもたらし

ている支配体制
The System of Control that is Bringing To You The Gifts of Hate and
Rejection. March 6, 2012

6 March 2012 - 5:24pm
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
Kuthumi, The System of Control that is Bringing To You The Gifts of Hate and Rejection.
March 6, 2012
 
 
憎しみは、非難し、条件を持つ神経質な神、創造主、根源というひとつの信念または概

念に基づいて、偽りで語られている教えか、あるいは暗黙の教えから生まれています。

 
憎しみは、この核となるエネルギーの、この歪に向かう基本的な反応のエネルギーの経

験の形式に向けた、あるいはむしろ、歪を把握するために反応のエネルギーの経験の形

式に向けた、人間のこの考え方の反映である、とわたし達は伝えています。その時この

エネルギーは、人の学び等々に応じているあらゆる形式として現れ、人は神、創造主、

根源にとって‘不愉快’に感じるものを、個人の内部世界の一部や、自分自身の外部で確
認している外部世界の一部に割り当てることになるでしょう。その世界は、既成の信念

を適用している世界です。人々はこのエネルギーを、内在化するか、あるいは外部の世

界で具体化することになるでしょう。これは彼らや他の人々にとって本当に不健全なも

のであり、そのエネルギーがこの姿で存在する時、それは相対的に虚偽の現実性を周波

数的に言い表しています。

 
その点について、それは基本的にひとつの拒絶という経験のエネルギーであり、時に内

部のわたし達の自己の中に存在し、時に外部の他の人々の中に存在します。



 
これはおそらく、現在のキリスト教徒の聖書が、拒絶の精神に言及し、神、霊、キリ

スト、自己、根源との再統合を進めていることが理由になっているからです。

 
それはすべてとても素晴らしいことであり、そして確かに、それに対する真実の側面が

存在しています。しかし一方で、数多くの皆さんが認識しているように、数多くの人

々は、今までその人々を“拒絶してきた”ものの真の原因を受け入れて、それに同意する
ことはないでしょう。そのため、どのような方法であっても、人々は虚偽の基本的な挿

入だと考えているものを支持することを望んでいません。

 
この状況にもかかわらず、わたし達は、不充分な理解に直面した中で立ち向かわなけれ

ばならない影響力の、その一歩先に進むように伝えます。わたし達は、皆さんのあらゆ

る部分の内部を積極的に調査することを勧めます。それは、今まで除外や部分の拒絶等

の技術を、そして彼ら自身や人生の技術を、教えてきたものです。皆さんは、以下の理

由によって、この題材を皆さんの内部で自覚することになるでしょう。

 
1. それは一部の水準で、最も頻繁に数々の信念に巻き込まれているか、あるいは彼らか
らひとつの延長として現れています。

2. そのエネルギーにはひとつの側面があり、わたし達は “拒絶”という言葉で、それを
最も良く説明することができます。

 
こうしたエネルギーはあらゆる場所に、そしてまた皆さんの内部の数多くの場所にも横

たわっています。それを探し出してください。何故なら、今は皆さんの思考や感情の働

きの内部で、それを識別する最良の時になっているからです。現時点においてわたし

達は、こうした数々の思考、感情、信念、そしてエネルギーを識別することだけを勧め

ます。皆さんはあらゆる物事を変える必要はありません。

 
今のところ、こうした数々のエネルギーに気付き、識別することで充分です。こうし

た数々のエネルギーは、皆さんの考えの内部で、他の経験、感情の核となるエネルギー

と混ざり合う可能性があります。

 
クートフーミ
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2014年4月22日

2014年4月22日
April 22 2014
23 April 2014 - 12:34am
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
 
太陽はいつも輝いています。

 
地球の周りの太陽は、いつも輝いていますが、

 
それにもかかわらず、地球のすべての部分は、いつもそれを受け取る部分になっている訳ではあ

りません。

 
それにもかかわらず、地球上のあらゆる領域は、いつでも因果を超えた光を受け取ります。

 
これはまたシュリヤ、太陽の中の存在と呼ばれます。

 
地上には昼と夜がありますか？... あります。
 
別の光はありますか？... おそらく因果を超えた光であり、それは確かに、地上の日光に関連して
目を向けられるように、決め置くことはありません。

 
 
今、ここにお金があります。

 
ここに、遠い昔の神秘学派の中で利用された、ひとつの真の鍵があります。

 
皆さんの惑星上のあらゆる場所で流れながら、夜と昼の考え方を調整するための、因果を超えた

光にさらに結び付けられた方法で皆さん自身を曝け出す、ひとつの鍵です。

 
太陽は終日輝いていますが、

 
地球の特定の場所はそれを終日受け取ることはありません。



 
これが皆さんの精神とエネルギーパターンの現実性のひとつの移行を創り出して、たえず流れて

いる太陽の光を受け取る準備を整えます。

 
これが皆さんを、個人を、ひとつの立場に置いて、より結び付けられたひとつの方法で、準備さ

れた受容力の状態にして... また絶えず流れているその因果を超えた光を受け取ります。
 
 
それは、皆さんが選択しているある種の旅です。

 
皆さんが楽しい結果を持ち、皆さんがわたしの今晩の提案を試して見る時に進歩することを期待

します。

 
愛の中で、そして皆さんが必要とするあらゆる物事は皆さんの内側に、皆さんの内部にあるとい

う認識の中で... 
 
わたしは今という瞬間にいる

 
クートフーミ
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結晶質、そしてその機能

結晶質、そしてその機能
Crystals and their Functions
29 August 2014 - 9:09am
 
レイ・チャンドラン経由

Channeler: Rae Chandran
 
Kuthumi: Crystals and Their Functions
  
 
こんにちは、最愛なる光の兄弟姉妹達。

 
わたしはクートフーミ。今日、わたしは癒しに用いられている結晶質と石について論じたいと思

います。太古の数々の時代から、人類はいつも石や結晶質に魅了されてきました。レムリアや他

の時代に遡る太古の時代の中で、人類は石や結晶質に魅了されました。現代においてさえ、芸術

の型式に用いられる時、あるいは現代の人々の信念体系に関連したひとつの型式になる時、石は

崇拝されます。世界の数多くの地域が、その神や創造主の認識の美しい心象を彫刻にして、それ

を崇拝します。こうした鉱物の王国の中に、人類のこころに訴える何かがあります。特に結晶

質は、人類のこころの中でひとつの大いなる共鳴を持ちます。何故これはそうなのでしょうか？

　何故なら、最も深い水準で、すべての人類は結晶構造の仕組みで作られていて、結晶構造の仕

組みと外部の物質的な結晶質の両方が、光を放射するからです。治癒者達がその患者達に癒しと

安定をもたらすために結晶質を用いる時、治癒者達が意識しているかどうかにかかわらず、治癒

者達は患者達を目覚めさせて、患者達自身の結晶構造の本質を思い出させています。人類は、結

晶構造の存在になる方向に進化を続けていて、それによって人類は、人類の本質、人類の本性を

把握することができます。

 
皆さんが母なる地球の一部であるように、結晶質や石は母なる地球の一部です。それで両方は同

じ起源から現れているため、人類が結晶質と同じ本質を持つことは、極めて当然のことです。人

類が否定的なエネルギーに晒されることがあるように、また結晶質も否定的なエネルギーに晒さ

れることがあり、そしてまさに自分達が拾うエネルギーによって影響を受ける人類のように、ま

た結晶質もそれが拾うエネルギーを放射します。結晶質が採掘される時、結晶質は、最終的な顧

客の到達する前に、様々な人の手を通過します。そして結晶質は、それが採掘された時から皆さ

んの手に届くまで、こうした結晶質に触れたすべての人々に起因するエネルギーを拾い上げるこ

とになるでしょう。そのため、皆さんが何らかの種類のエネルギーを方向付ける前に、結晶質が

徹底的に清潔にされ、純化されることが重要になります。次に、皆さんがもう一度皆さんの新た



に見付け出した結晶質を方向付けている時は、皆さんがその結晶質を方向付ける努力をしている

エネルギーの中で、皆さんの意識状態が大きな役割を演じています。意図、思考の投影、エネ

ルギーの伝達等によって、皆さんは結晶質を方向付けることができます。その次に皆さんがひと

つの結晶質を方向付ける時、結晶質を方向付ける際にひとつの音、ひとつの言葉、ひとつの象徴

と連携して、次に大天使ミカエルのプラチナの遮蔽体で結晶質を封印してください。このように

して、結晶質はいつも保護されるようになり、ただ皆さんがその中に方向付けたエネルギーだけ

を放射することになるでしょう。

 
結晶質を利用して癒しをもたらす幾つかの方法があります。抑鬱、悲しみ、不安、不安発作、

混乱、または他の何らかの消耗させる人間の情緒を癒すために、結晶質を利用することができ

ます。方向付けられた結晶質に、皆さんのオーラを含めた皆さんのエネルギー場全体からこうし

た消耗させる情緒を吸収するように求めてください。ただ求めることによって、結晶質はその仕

事を行うことになるでしょう。また皆さんは、チャクラと呼ばれる皆さんの身体の内部の人間の

エネルギー系の上に結晶質を置いて、ひとりの人間に特殊な問題を引き起こしている障害物や抵

抗を吸収するように求めることができます。身体の中の痛みの事例の際は、皆さんは身体のその

部分に皆さんの方向付けた結晶質を置き、その痛みを吸収するように求めることができます。結

晶質はただエネルギー場だけと連携し、すべての身体的な疾患は医療専門家によって適切に取り

扱われることが必要になるため、これは当然ながら、常識の範囲で行われるべきことです。結晶

質ができることは、閉塞したエネルギーが人間の身体の中のひとつの病気として現れるようにな

る前に、その閉塞したエネルギーを吸収し、解き放ち、そのようにして、身体を通して自由なエ

ネルギーの流れを許すことです。

 
もしも皆さんが、愛または穏やかさというエネルギーで皆さんの結晶質を方向付けていたとす

れば、皆さんが怖れ、不安、恐怖を感じる時はいつでも、皆さんは皆さんの左手にその方向付け

られた結晶質を持って、その結晶質に3回息を吹き込むことによって、そして結晶質にその方向付
けられたエネルギーを活性化することを求めることによって、このエネルギーで皆さんを包み込

むことは、皆さんに瞬時の安心をもたらすことができます。深刻な事例の場合には、皆さんは、

首飾りか他の形でこうした方向付けられた結晶質を皆さんの首の周りに置くことを望むこともで

きます。このようにして、結晶質は、皆さんという存在に向けて、いつも方向付けられたエネ

ルギーを伝達することになるでしょう。ここでの鍵は、その方向付けられた結晶質に絶えず皆さ

んのエネルギーを送り、こうしてその結晶質を強化することです。また、その結晶質を大天使ミ

カエルのプラチナの遮蔽体で保護することを、忘れないでください。毎月その月の周期の変化の

間に、結晶質を着用するのは（両性にとって）良い事です。こうした時期の間の装着用のために

方向付けられた結晶質は、大地に根差した安定のエネルギーと呼ばれます。

 
また、皆さんは、結晶質を利用という言葉で方向付けることができます。このようにして、創造

的な目的や、また皆さんという存在に向けたさらに高い霊の光の定着のために、皆さんは、ひと



月の中のこうした具体的な時期の間に利用できる高められたエネルギーを強調する方法を利用す

ることができます。また皆さんは、歓びと穏やかさという言葉でひとつの方向付けられた結晶質

を子供の寝室の中に置くことができます。それは、子供が怖れを持たずに簡単に眠りに入る支援

をすることができます。皆さんは、妊娠している母親達が寝ているひとつの部屋の中に、方向付

けられた結晶質を置くことができます。それは、妊娠している母親達に、その内部に身ごもって

いる貴重な存在をより自覚させることになり、内部のその子供だけではなく、子宮もまたその結

晶質からの方向付けられたエネルギーを拾うようになるでしょう。このために方向付けることが

できるエネルギーは、回想と深い歓迎のエネルギーです。方向付けることができるその言葉は、

喜びとこの世界に向かうその子供のこころからの歓迎です。

 
皆さんは、方向付けられた結晶質を学生の勉強部屋に置いて、書籍や提供されている他の研究資

料を通してより多くの人生を探索する知性を刺激することができます。このために方向付けるこ

とができるエネルギーは、発明と自然らしさです。その結晶質に方向付けることができる言葉は

、理解です。養老院、ホスピス、病院等のような高齢者の人々の家の中に方向付けられた結晶質

を置くことは、格別に良いことです。こうした結晶質に方向付けられるエネルギーは、深い穏や

かさ、今までその人々が経験してきた人生に対する感謝であり、方向付けられる言葉は、解放

です。情緒の劇的な状況、怒り、憎悪、怖れの等々の解放です。また皆さんは、自殺または事故

、あるいは他の何らかの方法で魂がこの世を去る状況が起っている部屋または家の中に、方向付

けられた結晶質を置くことができます。その結晶質へと方向付けられるエネルギーは、根源との

融合と、完全な解放です。その結晶質に方向付けられる言葉は、完了です。この特殊な種類の働

きのために、どうかひとつの透明な石英の結晶質を利用してください。

 
また皆さんは、成長と円滑化というエネルギーで方向付けられた結晶質を、皆さんの仕事机の上

に置くことができます。そして皆さんがその結晶質に方向付けることができる言葉は、認識です

。皆さんは、活性化して癒しをもたらすことを望むどのような場所の中にでも、方向付けられた

結晶質を置くことができます。

 
皆さんは大きな公共の場所の中に方向付けられた大型の結晶質を置いて、その場所に入る人々に

調和と博愛をもたらすことができます。これは、人々の大きな集団が毎日異なるエネルギーで通

過する鉄道の駅やバス停等のような慌しい公共輸送機関にとって特に良好です。また皆さんは、

交通事故を減らすために、またその地域を車で通過する運転者に調和の感覚をもたらすために、

混雑した交差点に方向付けられた結晶質を置くことができます。いつでも調和した状態になるよ

うに、慌しいレストランの中に方向付けられた結晶質を置くことは良い事であり、あらゆる物事

が円滑に流れて、そこで食事や飲み物を消費している人々は、寛ぎと助成を感じます。

 
レムリアの人々は、その時代の間に、その家を温めるためのエネルギーの創造から食事の調理や

自分自身を癒すことまで、あらゆる物事に結晶質を利用しました。人類がその驚くべき結晶質を



利用して癒されて、もう一度その暮らしに調和をもたらして、もう一度思い出し始めることがで

きるように、今、この古代の知識が再びもたらされているところです。
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