


ヨシュアとは

ヨシュアは、ユダヤ人の名前。古代ヘブライ語で「ヤハウェは救い」を意味するイェホ

ーシューア（ ַׁע◌ֻשֹוהְי , Yehoshua）が転訛した物である。

1. ナザレのヨシュア。イエス・キリスト参照。一人の人間としては、「ナザレのイ

エス」参照。

2. 中東からヨーロッパの各言語圏で用いられる男子名。

イタリア語ジョスエ

スペイン語ホスエ

フランス語ジョズュエ

英語ジョシュア

ドイツ語ヨーズア

ゲエズ語イヤス

ヨシュアは旧約聖書の民数記やヨシュア記に登場するユダヤ人の指導者。聖書の記述ど

おりならばカナンを侵略しカナーン人の大量虐殺を行った末、カナンを征服してユダヤ

人の領土とした人物となる。

エジプトを出て放浪するユダヤの民。その一だったヌンの子ホシェアはモーセによって

ヨシュアと呼ばれるようになる。彼はカレブたちと共に、モーセに命じられて自分たち

の目指す約束の地であるカナンを 偵察する。ヨシュアとカレブはカナンのすばらしさ

を伝えるが、それ以外の者たちはカナンの地に入ることの困難を強調する。そのため、

民は動揺し、モーセに 向かって不平を言うが、ヨシュアとカレブだけは不平を言わ

なかった。このため、ヨシュアとカレブだけは約束の地に入ることをゆるされるが、他

の成人たちには許されなかった。（民数記）モーセによるヨシュアの任命（民数記　27

章18-23節）

モーセは120歳になると、自分の後継者としてヨシュアをたてて亡くなった。(申命記)

ヨシュアは指導者として約束の地に入るべくヨルダン川を渡ってエリコを攻める。エリ

コの城壁は祭司たちが吹く角笛と民の叫びの前に崩壊した。ヨシュアはエリコの人民を

全て虐殺する。ヨシュアは民を率いてカナンの各地を侵略、抵抗運動を粉砕して全カナ

ーンを制圧した後にレビ族を除くイスラエルの十二族にくじびきによって分配した。

ヨシュアは死の床で民の代表者たちに神への信頼をとき、この世を去った。110歳であ

った。その遺体はティムナト・セラに埋葬された。
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（出典/参照：Wikipedia）
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わたしはヨシュア。わたしは地上の新たなエネルギーの代表者であり、そのエネルギー

はキリストのエネルギーです。それは万物とすべての皆さんがひとつであることを受け

入れる意識、あるいはエネルギーのひとつの種類です。それは結び付きのエネルギーで

あり、地球に一体性を取り戻すものです。わたしの過去と現在の目標は、地球上で生き

ているすべての被造物の一員であるという感覚を回復することであり、その鍵がこころ

です。こころのつながりです。こころは、皆さんが故郷に帰ることができる場所です。

こころが休まるという気持ちは、つながっているということ、皆さんの深い自己とつ

ながっていることと関連しています。 皆さんの最も深い自己は、いつも全体とつなが

っています。

全体とは何かということは、言葉で表現することはできません。皆さんは宇宙、あるい

は大宇宙というような言葉を思い付くことはできますが、しかし、全体は物でも実在で

もありません。全体とは、言葉では表すことができない存在の根源であり、可能性の無

限の領域です。個人ひとりひとりの生命は、全体の内部にそれ自体の特定の場を持って

います。皆さんすべてが無限の巨大な実在の一部であり、それは永遠であり、同時に動

的に変化するものです。生命は、終りのない顕在と潜在、誕生と死、創造と解放という

舞踏の中で、絶えず動いています。ひとりの人間存在として、皆さんはその男性や女性

としての現在の姿の中で、この創造という舞踏に参加しています。同時に、皆さんの内

面には神聖にして破壊することができない核心が存在しており、それは姿態に依存して



いません。

皆さんが、皆さんの現在の身体の中で、理解できないほど巨大な実在とつながっている

と思い描いてください。皆さんの知性の中で、どのように、そして何故皆さんが全体の

一部として存在し、その場所が皆さんに属しているのか、 答えを出すことはできま

せん。しかし一方で、皆さんはこころでそれを感じることができます。皆さんは全体の

中に埋め込まれていて、大宇宙の脈打っているこころとつながっています。そのため、

皆さんは何もする必要はありません。それはひとつの事実です。それは、皆さんが本当

の存在の分離することができない一部になっているからです。

皆さんは全体の中で、ひとつの固有の場所、ひとつの固有の役割を所有しています。皆

さんの場所を見付け出し、皆さんの光を輝かせることは、皆さんに深い充足感を与え

ます。皆さんは幸せと歓びに満たされます。この固有の地点に存在し、皆さんの固有の

役割を満たすことは、皆さんが提供できる皆さんの最高のものを活性化します。これが

今日、わたしが話題にしようとしているものです。皆さんが与えることができる最高の

ものです。

数多くの皆さんが光の根源と同調したいと思っています。それは皆さんの最も深い水準

の願いであり、根源を源として存在し、この世界の中で与え、輝くという願いです。皆

さんのすべての細胞の中を流れているのですから、隅々までその根源を感じてください

。皆さんはそれを見ることはできま せんが、それは皆さんの内面のすべてのものとつ

ながっています。どうか、それを感じてください… 皆さんを運んでいる生きた流れを

感じてください。生命はどの場所が馴染んでいるか、どれが自分の役割かを認識してい

ます。時間と空間に依存しない皆さんの本質的な姿である光の天使として最高のものを

具体化するという、皆さんの望みを感じてください。皆さんは、この身体の中で、一時

的にこの世界に存在しているだけであり、皆さんはこの場所に皆さんの存在の光を運び

込むことができます。地球は皆さんが愛する場所です。それを感じてください。地球の

こころとどれほど深く内面でつながっているか、それを感じてください。

地球上で生きることは何と困難なことか、人間社会の闇の側面に対処することは何と辛

いことかという、その皆さんの考え方を解き放ってください。惑星の本質と伴に、ただ

地球それ自体とつながってください。地上の広範な森、海洋、そして広大な大空につい



て考えてください。動物達、森林、植物や花の豊かさについて考えてください。地球と

つながり…そして大宇宙全体の中に地球がどのように組み込まれているかを感じてくだ

さい。その中で地球は地球自身の道筋を歩んでいます。

いまここ地球上に、皆さんのためのひとつの場所があります。皆さん自身を信じてくだ

さい。皆さんは全体とつながっていて、しかも皆さんをその至高の自己の発現に導くひ

とつの道筋が存在していることを、認識してください。

この道筋はどのようにして見付けるのでしょうか？　そして皆さんがその至高の自己を

発達させ発現しているかどうか、皆さんはどのようにして認識しますか？　皆さんが‘

皆さんの最高のものを与えている’かどうか判断できる3つの側面について、わたしは

伝えようと思います。

皆さんが与えることができる最高のものは固有性

The highest that you can give is unique

最初の側面は、皆さんの最高のもの、地球に与えることができる最高のものは、皆さん

に固有のものです。皆さんの貢献は、それ自体の振動と特色を備えた性格と資質の固有

の組合せです。本質的に、皆さんは皆さん自身を発散しています。皆さんが与えること

ができる最高のものは皆さんです！　皆さんを識別するものは、 ある種の技術や知識

のように、皆さんが他の人々から学んできたものです。皆さんが与えられる最高のも

のは、皆さんの外部から現われることはありません。そうです、皆さんは確固とした絆

で結ばれています。

もちろん、皆さんは他の人々から、書籍や教育を通して知識や情報を獲得してきました

。もちろん、皆さんはその文化や躾によって形成されています。しかし一方で、皆さん

はこうした影響を皆さん自身の方法でその資質の中に統合しています。皆さんの人生、

今回の人生と過去の人生の中で経験してきたすべてのもののおかげで、皆さんは固有の

特殊能力を備えています。皆さんは皆さんのやり方で、皆さんの 生命に灯る光を輝か

せています。人々はこの固有の光に魅了されます。それは皆さんの地上の位置から輝い

ている光です。それは皆さんを輝かせている光です。



皆さんの固有の光は地上と天界の資質の混合です。今回の人生において、皆さんは男性

、あるいは女性として存在し、特定の躾や教育を受けてきました。皆さんは、皆さんが

生活している社会の世界観によって形成されています。これがなるべくしてそうなって

いるのは、この情報が、皆さんが人生の生命を熟知するための支援になるからです。皆

さんはこうした辛い経験をすべてしてきたので、それがどのように感じるか、地球上の

人間存在として皆さんが経験できる感情の起伏 がどんなものかについて、その深い洞

察を獲得してきました。皆さん自身の探求の旅を通して、闇と光を通して、皆さんは固

有の道筋を歩んできました。このようにして、皆さんが他の人々に与えなければならな

いものはまた、資質という固有な混合物になります。

創造性の領域の中で、皆さんの個人的特徴を常に維持しながら、努力して進んでくだ

さい！　皆さんが何を行おうとも、パン職人であれ、芸術家や霊的療法士であれ、皆さ

んの最高のものは、皆さんの個人的特徴の表現やすべての世界でその特徴を共有するこ

とに対応しています。世界は皆さんが存在しなければ完全ではありません。皆さんが誰

か他の人々の貢献から借用してきた複製や再現の代わりに、宇宙は皆さん自身の貢献を

待ち望んでいます。このように、皆さんの最高の自己を具体化することは、皆さん自身

という存在と皆さんの個人的な特徴を表しています。

皆さんの最高のものを与えることは、皆さんのための最高のもの

を受け取ること

To give the highest of you is to receive the highest for

you

2番目の側面は、皆さんの最高のものを与えることは、いつでも皆さんのために用意さ

れている最高のものを受け取るという意味が含まれています。こうしたふたつの流れは

、実際にお互いに切っても切れないほど密接に結び付いています。

皆さんがその固有の光を輝かせ、皆さんのこころを開き、皆さんのこころから与える時

、皆さんは深い充足感と達成感を経験します。皆さんは無条件で皆さんの光を輝かせる



ために、思い切って完全に皆さん自身になっています。同時に皆さんはそうすることが

正しく、自然で、誠実なことだと感じています。皆さんが開放的で自由に皆さん自身を

与える時、同時に皆さんはかなり特殊なある物を受け取ります。皆さんが受け取る最も

素晴らしい贈り物は、皆さんが故郷に帰ることです。その瞬間、皆さんは本当に皆さん

自身として存在し、皆さんは自然により偉大な全体と、神と一体化します。皆さんは同

時に、皆さんと宇宙と伴に故郷に存在します。皆さんあるいは他の人々のどちらか、と

いう判断を下す必要はありません。もはや引き離すような判断はする必要はありません

。皆さんはひとつです。

敢えて皆さん自身に忠実になることによって、そして外部の世界で皆さんの最も高い自

己を表現することによって、皆さんは皆さんの生命に対して良き物事を引き寄せます。

皆さんにとって必要な物質や適切な人々が自動的に現われることになるでしょう。宇宙

が皆さんを支援し、育むでしょう。それが、皆さんの魂のエネルギーを明らかにするた

めの適切な環境を、皆さんに提示するでしょう。このようにして、与える流れは受け取

る流れによって応えられます。それが生命のすべての領域で皆さんを充足させ、強化し

ます。最も深い水準において、皆さんは自分自身の光を輝かせる勇気を持つことによ

って、皆さん 自身にこのすべてを与えます。もしも皆さんが生命に対して無条件で肯

定すると、生命はこころの底から皆さんを肯定するようになるでしょう。

創造の全体は、その内部でわたし達すべてはひとつの役割を担っていますが、巨大なジ

グソーパズルのようなものであり、わたし達ひとりひとりがひとつのピースを表してい

ます。皆さんであるパズルはが正しい位置に納まる瞬間、皆さんはそのパズルに他の誰

も加えることができない何らかの貢献をしています。まさにその瞬間に、皆さんはまた

何かとても貴重なものを受け取ります。皆さんは故郷に帰ります。皆さんは偉大なる統

一体と調和が取れていると感じます。その生命は皆さんを支えていて、皆さんは安全

です。皆さんは本質的な貢献をしていて、統一体によって歓びと感謝を受け取っている

と感じます。皆さんの最高のものを与えることは、ひとつの深遠な方法で皆さん自身に

対してその通りと伝えることであり、皆さんが発展し輝くために必要としているすべて

のものを受け取ることを、皆さん自身に許すことです。

皆さんの最高のものを与えることは、皆さんが今はもう一体性から分断されていないこ

とを意味しています。 皆さんはその瞬間、利己的自我でもなく分断された個人でもあ



りません。‘与えることと受け取ることという2つの流れの平衡を取る方法は？’とい

った疑問は、実際にその存在の状態においては解消されています。平衡は自動的に配慮

されています。それは自然に起ります。皆さんが皆さんの最も誠実な部分から皆さん自

身を表現し、皆さんの光を輝かせる時、皆さんは光であり、同時に光を受け取ります。

これが皆さんすべての切望している一体性の表現です。

今、 皆さんは、わたしはどのようにこれをするのだろうか、と皆さん自身に尋ねてい

るかもしれません。わたしの最高のもの、わたし固有の天稟、わたしの本当の光と、わ

たしはどのようにしたら一致できるのだろうか？　この疑問のために、皆さんの最高の

ものと与えることについて私が伝えたい三番目の側面に移ることにします。

もしも皆さんが最も低いものとつながることができれば皆さんは

最も高いものを与える

You give the highest of you if you are able to connect

with the lowest of you

もしも皆さんがこころを開いて、進んで皆さんの最も低いものとつながるのであれば、

皆さんは皆さんの最も高いものを与えることになります。最も低いものとは、つまり

恐れ、疑い、そして絶望であり、手短に伝えると、解消されていない痛みの経験の結果

として皆さんの魂の中に存在している闇です。

皆さんの最も高い自己は、皆さんがその最も暗い部分を温かく迎え入れた瞬間に、必ず

輝き出すでしょう。皆さんが皆さんの最も低いものを皆さんの自覚的意識に招く時、皆

さんは皆さんの魂のそうした部分の判断をしないで、皆さんの光を輝かせます。これは

、苦悩に満ちた経験のために、皆さんの怒り、悲しみ、苦しみ、そして孤独になってき

た皆さんの一部です。闇の中で生息し、闇からの分離を求めている皆さんのこの部分に

対して、どうか思いやりを持ってください。そ れはしばしば光から遥か遠い処に皆さ

んを連れ去っています。

闇の中で、皆さんは生き残りの機構を発達させます。それは皆さんの内面で実際に継続



しているものを皆さんに感じさせないようにします。怖れ、絶望、抑鬱、そして孤独感

です。皆さんはそれから目を逸らします。実際、皆さんはしばしば 皆さんの周りの世

界から、そうするように教えられます。“否定的な情緒に背を向けろ、積極的になれ、

最善を尽くせ、人様のお役に立て”。この種の警告や訴えは、皆さん自身の闇について

皆さんの内面で怖れを創り出し、その怖れが皆さんの最も深い感情から皆さんを遠ざけ

ます。

皆さんはすべて光 に対する、自由に対する、深い望みを所有しています。それはもと

もと皆さんの本当の存在に身を委ねているものです。もしも皆さんが進んで闇や皆さん

の最も無視されている部分に手を差し延べるのであれば、皆さんは内面の最も偉大な光

を発火させるということを、どうか自覚してください。

わたしは今この瞬間に、皆さんがそうするように勧めます。尽きることなく明らかにな

っていて、皆さんの配慮を必要としている皆さんの内面に存在する否定的な情緒あるい

は思考が存在するかどうか、どうぞ目を向けて確認してください。まず、この暗い情緒

あるいは想念は、人間として存在することの一部であることを自覚してください。皆さ

んの内面のこの闇の領域は、放置されてきた一人の子供だと考えてください。皆さんは

隅に隠れている一人の男と子あるいは女の子を見つけ出すかもしれません。それは男の

子でしょうか、女の子でしょうか？

男の子あるいは女の子を見つけることができるかどうか、皆さんはその子供と接触でき

るかどうか、目で見て、確認してください。目と目を合わせることから始めて、次に注

意深く手を差し延べてください。やさしく子供を見て、彼あ るいは彼女が生き残ろう

としてどれほど辛い思いをしてきたか確認してください。この子供は生命に対する歓び

と情熱に満ち溢れています。しかし一方で、彼あるいは彼女はこれほど我慢しなければ

ならなかったため、その歓びと情熱の力が次第に歪んできました。その子供の元々のエ

ネルギーは、その生命力がそれ自体に反する働きをし始めたために、あらゆる種類の仮

面や生き残りの機構に閉じ込められてきました。しかし今、その子供はほんとうの自分

になることを許されて います。どうぞ皆さんの手を差し延べて、皆さんの光を輝かせ

てください。皆さんの量目で、その子供を迎え入れてください。

彼あるいは彼女自身の歩む速さのまま、その子供を皆さんのところに呼んでください。



根気よく気長に待って、彼あるいは彼女を抱き締めて、皆さんのこころに押し付けて

くだ さい。そのこどもが寛いで回復するために必要としているものは、皆さんに理解

され、安心させてもらうことです。皆さんがこの無力で苦しんでいる子供と接触する時

、皆さんが温かさ、愛、そして理解でどれほど輝いているか、観察してください。皆さ

んの最も暗い部分を招き入れてください。それを歓迎して故郷に連れて行き、皆さんの

最も明るい部分を発揮させてください。皆さんはその子供がどのように感じるかを理解

しています。この理解が癒します。その闇の中にいる子供は、その理由を理解できずに

たくさんの苦悩を抱えてきた皆さんの一部を表しています。この苦悩を理解と思いやり

で取り囲むことによって、皆さんは否定的な情緒や想念の原因となってきた領域で皆さ

んの光を輝かせます。その瞬間、皆さんは皆さんの内面のもがき苦しんでいる子供を抱

き締めまて、人間の天使になります。皆さんは闇の中に光を持ち込みます。それは人類

がまさに今現在必要としているそのものです。

人類は説教壇あるいは台座から教えを垂れる聖人達や教祖達ではなく、自分自身で闇と

光を経験し、断定的な判断を下すことなく両方を抱き締めることができる、誠実な血肉

を持った人々を必要としています。皆さんは敢えて皆さん自身の闇と向かい合いそれを

受け入れる瞬間に、ひとりの人間天使になります。これが皆さんの光を純粋で力強いも

のにするでしょう。生命は必ず皆さんを支援するでしょう。皆さんは、易しい自然な方

法で皆さんの最も高い自己を明らかにできる数々の機会や場所に惹きつけられることに

なるでしょう。皆さんはそのために努力する必要はありません。それは人々にひらめき

と歓びをもたらす皆さん自身の固有の振動やエネルギーなので、皆さんは誰か他の人の

振りをする必要はありません。それが皆さんです！　皆さんは皆さん固有の方法で神の

愛を表しています。何故なら、皆さん自身の闇を直視して理解を持って抱き締めること

に意欲的で、またそれができるからです。人々は皆さんの影響力の中で、皆さんの闇に

耳を傾ける方法の中で、開放性、易しさ、そしてひらめきを経験します。皆さんの地上

での最も高い自己を表現し明らかにする際に皆さんが何を行おうとも、それは人々が自

分たち自身によって輝き、自分達自身の固有の力と才能を信じるように呼び掛けること

になるでしょう。皆さんの最も高いものを与えることは、他の人々が同じことをするよ

うに勇気付けることになります。
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感情への対応
Dealing With Emotions 

30 June 2011 - 11:00am

パメラ・クリベ経由

Channeler: Pamela Kribbe 
Jeshua channeled by Pamela Kribbe

親愛なる仲間の皆さん、わたしはふたたび皆さんに囲まれ、このように皆さんと話をす

ることができて喜んでいます。これはわたしにとってもまた多くの意味があることを伝

えなければならないと思います。わたし自身の現実性の次元領域よりも皆さんに近付く

ことができる、このやり方のこうした出会いを、わたしは大切にしたいと思います。

それにもかかわらず、わたしはいつもみなさんのこころの内部に生きています。そして

皆さんがわたしのエネルギーに対してこころを開き、敏感に反応してくれる皆さんの時

を待っています。わたしのエネルギー、この時期に再生しているキリストのエネルギ

ーは、単にわたしのエネルギーというだけではなく、また単純にひとつの時代に地球上

に生きていたひとりの人物のエネルギーでもありません。それは集合的なエネルギー領

域であり、皆さんが自覚しているよりもさらに深遠な方法で皆さんが参加している領域

です。

かつて皆さんはすべて、誓いを立てました。皆さんはすべて、このエネルギーを地球の

現実性に運び込み、地球の中にそれを定着させるという皆さんの意思を設定しました。

数多くの生涯、数多くの世紀の間、皆さんはこの使命に取り組んできました。皆さんは

すべて、内面のキリストの種子を誕生させる過程の中に存在し、わたしは皆さんを支援



しています。わたしはひとりの先駆者でしたが、それにもかかわらずキリストの種子を

蒔くことは集団的な努力でした。実にわたしの地球への出現が可能になったのは、ただ

皆さんによって織り上げられてこの場に存在していたエネルギー領域のためでした。わ

たし達は一体となって働いていて、そしてわたし達はひとつの統一体です。だからこそ

、すべての皆さんがわたしを利用できます。わたしはその種のひとりの人物だけに排他

的に利用できる存在ではありません。わたしはすべての皆さんに役立ちます。

今日、わたしは皆さんの日々の生活で皆さんに深くそして頻繁に接している問題につい

て話したいと思っています。それは感情に対処することを目的にしています。

わたしは前回、皆さんのエネルギー領域とチャクラを貫いて流れている男性と女性のエ

ネルギーについて伝えました。皆さん自身に対して健全で完全になることの一部として

、わたしは下位3つのチャクラを癒すことの重要性を強調しました。霊性を切に望んで
いる皆さんの中には、皆さん自身で思考と感性両方の中に引き籠って、より高いチャク

ラに向う傾向を持った人々が存在しています。そのため、わたしはこれを強調すること

が重要だと考えました。

心臓、第三の眼、そして王冠の各チャクラは皆さんにとって魅力的です。何故なら、こ

うしたエネルギーの中心は、皆さんにとってこれほど自然なものになっているさらに高

い領域に皆さんを結び付けるからです。しかし、現在において、それよりも低次の水準

、地球に近いより低い水準のチャクラでこそ、実際に精神的な飛躍的進歩が起る必要が

あります。

感情の領域は、皆さんの自由と健全性に向けた成長の過程において、死活的に重要な

領域になっています。皆さんは霊的な存在です。皆さんは、地球の現実性の高密度と粗

雑さを認識していない次元領域の現実性から現れています。これに対処することは今ま

で困難なことでした。

数多くの人生を通して、皆さんはここ地球上で皆さんの宇宙的なエネルギーを表現しよ

うと試みてきました。そしてこの表現の中で、また地球に対する皆さんのエネルギーの

経路の中で、数多くの深い心的外傷が築き上げられてきました。皆さんすべてが所有し

ている感情的な身体は、傷や心的外傷で溢れています。わたしは今日、それについて伝

えたいと思っています。



内面の成長という道筋を歩んでいる人は、誰でも感情の重要性を認識しています。皆さ

んはそれを抑制すべきではなく、何らかの方法で折り合いを付ける必要があり、また最

終的にそれを解き放つ必要があります。しかし、それがすべて実際に機能するかどうか

はいつもそれほど明確という訳ではありません。

わたしは最初に感情と感性との間の区別を付けたいと思います。わたしはここでは特定

の言葉や定義に関心がある訳ではありません。そして皆さんはそれを異なる名前で呼ん

でもかまいませんが、しかしわたしは、本質的に誤解の表現であるエネルギーという意

味の感情と、さらに高い理解のひとつの姿である感性つまりエネルギーとの区別を付け

たいと思います。

感性は皆さんの教師であり、一方感情は皆さんの子供です。

感情、情動は、物質的な身体の中で明確な兆候を見せるエネルギーです。感情は、皆さ

んが本当に理解していない物事に対する反応です。皆さんが発作的激怒に圧倒されてい

る場合に起っていること、それを良く考えてください。例えば、不意に誰かが皆さんの

感情を傷付け、皆さんは皆さん自身が憤っていることを感じます。皆さんは皆さんの身

体の中でこれをとても明確に感じることができます。特定の器官で、皆さんはエネルギ

ーが緊迫していることを感じます。この肉体的な緊張、つまりその後をエネルギーの衝

撃が襲う締め付け感は、皆さんが理解していない何かが存在していることを明らかにし

ています。皆さんに向かって現われる、皆さんが不正だと感じるひとつのエネルギーが

あります。不当に扱われているという感覚、簡単に言うと理解できないという感覚は、

感情を通して発散されます。感情は理解できないという表現であり、ひとつのエネルギ

ーの爆発であり、また解放です。

これが起る時、皆さんは以下のような選択に直面しています：わたしはこの感情に対し

て何をしようとしているのだろうか？わたしはそれに対する自分の実際の態度を基準に

しようとしているのだろうか？わたしはこれを他の人々に対する反応のための燃料とし

て用いようとしているのだろうか、あるいはその感情を何か他の物事におけるわたしの

基準にしようとしているのだろうか？

この質問に答える前に、わたしは感性の特質について説明したいと思います。



感情は本質的に、皆さんが身体の中で明確に把握できる誤解の爆発です。一方、感性は

異なる特質に属していて、それも異なる方法で把握されます。感性は感情よりも物静か

なものです。感性は魂のささやきであり、穏やかな合図、内的な知識性、あるいは後で

とても賢明であったことが明らかになる突然の直感的な行動を通して、皆さんに届けら

れます。

感情はいつも感情に対して強烈で劇的なあるものを持ち合わせています。不安発作、

怖れ、激怒、あるいは深い悲しみを良く考えてください。感情は完全に皆さんを牛耳り

、皆さんを皆さんの霊的な中心から引き離します。その瞬間において皆さんは極めて感

情的であり、皆さんの中心から、皆さんの内面の明晰さから皆さんを引き離すような種

類のエネルギーで溢れています。そういう意味では、感情は太陽の前に浮かんでいる雲

のようなものです。

これによって、わたしは決して感情を不当に扱う何かを伝えようとしている訳ではあり

ません。感情は抑制されるべきではありません。感情は、皆さん自身をより密接に理解

するひとつの手段として、とても貴重なものです。しかし、わたしは感情的なエネルギ

ーの特質が何であるかを明言したいと思います。それは誤解の爆発です。感情は本質的

に皆さんをその中心から連れ去ります。

一方、感性は、さらに深く皆さん自身に、皆さんの中心に皆さんを連れて行きます。感

性は、皆さんが直観と呼ぶものに密接に関連しています。感性はより高い理解、感情と

精神両方を超える一種の理解を表現します。

感性は、身体の外部、ひとつの非物質的な領域から発生しています。それが、感性が明

確に物質的な身体のひとつの場所の内部に位置付けられていない理由です。皆さんがあ

る空気や雰囲気といった何かを感知した時、あるいは皆さんがひとつの状況について虫

の知らせを感じた時を良く考えてください。その時皆さんの内面に一種の勘の良さが

あり、それは外部から現われているように思えますが、それでもそれは外部の何かに対

する皆さんからの反応ではありません。それは“無から” 生じています（皆さんが “思い
がけなく（青い色から）”と美しく呼んでいるように）。そういった瞬間において、皆
さんは皆さんの心臓のチャクラの中で何かが開いているように感じている可能性があり



ます。

こうした内的な勘の良さが皆さんに現われる、数多くの瞬間が存在しています。例えば

、実際に一緒に話しをしていなくても、皆さんは誰かについての何かを“認識”している
可能性があります。皆さんは、後で皆さんの人間関係において重要な役割を演じること

になる皆さん二人についての何かを感知することができます。そういった物事は言葉で

把握することは簡単ではありません。“単純にひとつの感覚”であり、確かに精神の知的
な機能で簡単に理解できるものではありません。（それは、皆さんの精神が懐疑的に

なり、作り話をしているか頭がおかしくなっている、と皆さんに伝えている瞬間です。

）

わたしは感情的な特質よりも“感性の”特質を多く備えているもうひとつのエネルギーに
ついて言及したいと思います。それは、歓びです。歓びは感情的な特質を超えたひとつ

の現象になり得るものです。時に、皆さんは内面で一種の歓びを感じることができます

。それは特別な理由もなく、皆さんを高揚させます。皆さんは皆さんの内部の神性、存

在しているすべてのものとの皆さんの親密な結びつきを感じます。そういった感性は、

皆さんがそれをほとんど期待していない時に皆さんのところに現われる可能性があり

ます。それはまるで何かさらに素晴らしいものが皆さんに触れるようなもの、あるいは

皆さんがまるでさらに素晴らしい現実性に触れているように感じるものです。感性はそ

れほど簡単に呼び起こされるものではなく、“突如として”皆さんの前に現われるように
思われます。感情はほとんどいつも明確な直接的な原因を携えています。“皆さんのボ
タンを押す”外部世界の起爆装置です。

感性は皆さんのさらに高い、あるいはさらに素晴らしい自己の次元が起源になってい

ます。皆さんのこころの中のそうしたささやきを捕まえるためには、皆さんは内面を平

穏にする必要があります。感情はこの内面の静謐と穏やかさを掻き乱すことができます

。その結果、感情的に穏やかになること、そして抑圧された感情を癒し、解き放つこと

が死活的な重要性を持つことになります。唯一、皆さんを皆さんの魂と結び付けている

皆さんの感性だけが、皆さんが平衡の取れた意思決定をすることを許します。

静かで穏やかで過ごすことによって、皆さんは皆さんという存在すべてである瞬間に正

しいものを感じることができます。感情に基づいて意思決定をすることは、非中心的な

位置から意思決定をすることです。また皆さんは、感情を解き放ち、明瞭性が存在する



皆さんの内部の核心部分と接触を持つ必要があります。

さて、わたしは、どのようにすれば皆さんが皆さんの感情を最良に取り扱うことができ

るか、という質問に足を踏み入れたいと思います。

わたしは、“感性は皆さんの教師であり、感情は皆さんの子供である”、と伝えました
。“感情的である”ことと、“子供のようである”こととの間の類似点は、際立っています
。皆さんの“内面の子供”は、皆さんの感情の源です。また、皆さんが皆さん自身の感情
に対処する方法と皆さんが本当の子供達に対処する方法の間には、著しい類似性が存在

しています。

子供達は正直であり、自分達の感情の中ではおおらかであり、そして、大人が子供達に

そうするように促すまでは、子供達は感情を隠したり抑圧したりしません。しかし一

方で、子供達は自発的に自分達の感情を表現するという事実は、子供達が平衡の取れた

方法で自分達の感情を表現していることを意味していません。子供達は自分達の感情（

怒り、怖れ、あるいは悲しみ）によってこころを奪われてしまう場合があること、そし

てしばしば感情に歯止めを掛けることができないことは、誰でも認識しています。その

ような状況において、子供はほとんど自分達の上昇に引き摺られ、それが子供達を不安

定な状況に、すなわち、中心から外れた状態になります。

この際限の無い情動性の理由のひとつとして、子供はつい最近、ひとつのほとんど限界

のない世界を離れたことが挙げられます。エーテル質、あるいはアストラルの次元にお

いて、物質的な領域の中の物質的な身体の内部のような制約や限界はありませんでした

。子供の感情は、しばしばこの物質的な現実性に対する“誤解という反応”になってい
ます。したがって、彼あるいは彼女が成長する時、その子供は自分達の感情に対処する

際に援助や支援を必要としています。これが、地上での“平衡の取れた肉体化”の過程の
一部です。

そうであれば、皆さん自身あるいは皆さんの子供達のどちらで、皆さんはどのように感

情に対処しますか？

感情は断定的に判断されたり抑圧されたりすべきではありません。感情は人間として皆

さんの死活的に重要な部分であり、そのため敬われ受け入れられる必要があります。皆



さんは、皆さんの注目と敬意、そして皆さんの助言を必要としている皆さんの子供達と

して、皆さんの感情を見ることができます。

ひとつの感情は、癒しのために皆さんに現われるエネルギーとしてとして眺めることが

最も妥当になります。したがって、感情によって完全に押し流されるのではなく、中立

的な立場から感情に目を向けられる状態を維持することが重要になります。意識的な状

態を維持することが重要になります。人は、皆さんは感情を抑圧すべきではなく、また

その中に飲み込まれてもいけない、と表現することができるかもしれません。それは、

皆さんが感情に飲み込まれてしまう時、皆さんが感情と完全に一体化する時、皆さんの

中の子供は皆さんを道に迷わせるひとりの暴君になります。

皆さんが感情に対して行うことができる最も重要なことは、皆さんの意識を失うこと

なく、それが皆さんの意識に入り、感情のあらゆる側面を感じることを許すことです。

例えば、怒りを取り上げます。皆さんは、皆さんの身体のいくつかの場所で怒りを経験

しながら、完全にその影響力が発揮されるように怒りを招くことができます。一方で、

皆さんは同時に中立的にそれを観察しています。そういった種類の意識が癒しになり

ます。この例において起っていることが、皆さんが感情を受け入れているということで

あり、それは本質的に理解を伴った誤解のひとつの姿になっています。これが霊的な錬

金術です。

ひとつの具体例の助けを借りて説明させてください。皆さんの子供が自分の膝をテーブ

ルにぶつけてしまい、それは本当に痛くてたまらない状態です。彼女は動揺し、余りに

痛みに泣き叫び、怒りのためにテーブルを蹴り上げます。彼女は、そのテーブルが自分

の痛みの原因であると考えます。

この瞬間での感情についての助言は、まず親が子供を助け、彼女の経験に名前を付ける

ことを意味しています。“あなたは怒っていませんか？　痛い、そう？”それに名前を付
けることが不可欠になります。皆さんはその問題の根をテーブルから子供自身に移し

ます。“それはテーブルのせいじゃなくて、傷つけたのはあなたであり、痛いのもあな
たでしょ。そう、わたしはあなたの感情を理解していますよ！”

その親はその子供の感情を理解と愛情を持って受け入れています。その瞬間、子供は理



解した、実感したと感じ、子供の怒りは次第に消えて行きます。肉体的な痛みは依然と

して存在しているかもしれません。しかし、彼女のその周りの痛みや怒りに対する抵

抗は、解消することができます。その子供はあなたの目の中の思いやりや理解を読み

取り、これが彼女の感情を寛がせ、和らげます。感情の原因だったそのテーブルは、こ

れ以上関係を持つもではなくなります。



感情への対応（下）

理解と思いやりで感情を受け入れる際に、皆さんは子供の注意の焦点を外部から内部に

移し、子供に感情に対する責任を負うように教えています。皆さんは子供に、外部のき

っかけに対する彼女の反応は、与えられたものではなく、選択の問題であることを明ら

かにしています。皆さんは誤解か理解を選択することができます。皆さんは格闘するか

受け入れるかを選択できます。皆さんは選択できます。

これはまた、皆さん自身の感情、皆さん自身の内面の子供との関係にも適用することが

できます。皆さんの感情が発生することを許すこと、それに名前を付けること、そして

それを理解するように努力することは、皆さんが事実通りに皆さんの内面の子供を敬い

、大切にしていることを意味しています。“外部”から“内面”に移行させること、その感
情に対して責任を持つことが、内面の子供を作り出すために役立ちます。それは他の

誰も傷つけることを望まず、また不当に苦しめられていると感じることもありません。

怒り、悲しみ、あるいは怖れといった強力な感情は、いつも無力感の構成要素を備えて

います。すなわち、皆さんは皆さんの外部の何かの犠牲になっている、という感覚です

。皆さんがその外部の環境に意識を集中させず、その代わりに皆さんの反応と皆さんの

痛みに意識を集中させる時に皆さんが行うことは、皆さんがその感情の原因となってい

る外部の世界を“退ける”ことです。皆さんは、感情を引き起こしたものについてそれほ
ど配慮しません。皆さんは完全に内面に転じて、皆さん自身にこう伝えます：わかった

、これはわたしの反応だったものであり、わたしはその理由を理解している。わたしは

自分がそのようなやり方で感じる理由を理解していて、わたしはこれについて自分自身

を後押ししてみよう。

こうした愛情のこもったやり方で皆さんの感情に目を向けることは、解放感をもたらし

ます。自制心といった種類のものを必要としません。“悪の根源”としての外部の現実性
を解き放ち、皆さん自身に完全に責任を持つことは、皆さんが“皆さんは特定の方法で
反応することを選択する”ことを承認していることを意味しています。皆さんは誰が正
しくて誰が間違っているか、誰を何のために非難すべきかについて言い争うことを止め

、単純に自分ではどうすることもできずに起っている出来事のすべての連鎖を解き放ち

ます。“わたしは今、充分に認識した状態でこの感情を経験しているため、わたしはそ
うすることを選択します。”それが責任を負うことです。それが勇気です！



この状態における自制心は、皆さんが正義に与することも、また手の施しようのない犠

牲者になることをも放棄します。皆さんは怒りを感じること、誤解すること、そして他

の被害者意識の表現をすべて放棄しますが、それは時に応じて極めて気分が爽快になり

ます。（実際に、皆さんはしばしば皆さんを最も苛立たせる感情を大切にします）。責

任を負うことは、謙虚さに属する行為です。それは、皆さんが最も苦手な瞬間におい

ても、皆さん自身に正直であることを意味しています。

これが、皆さんに求められている自己訓練です。同時に、この種の内省は、最も深い思

いやりを必要とします。皆さんは感情に対して、皆さん自身の創造として誠実に直視

する準備を整え、また穏やかな理解をもって見るようになります。“あなたは今回怒り
を選択しなかったでしょうか？　”思いやりは皆さんにこう伝えます：“わかりました、
わたしはその理由を理解でき、わたしはあなたを赦します。おそらく、あなたがわたし

の愛を感じ、より明確に支援する時、皆さんは次の時には、そのような反応を取りたい

と思うようなことはないでしょう。”

これは、自己回復作用における意識の真の役割です。これが、霊的な錬金術が意味し

ているものです。意識はどのようなものとも格闘せず、否認しません；それは目覚めで

闇を取り囲みます。それは理解で誤解のエネルギーを包み込み、こうして普通の精神状

態を黄金に変換します。意識と愛は本質的に同じものです。意識している状態は、何か

を存在させていること、皆さんの愛と思いやりでそれを包み込んでいることを意味して

います。

皆さんはしばしば、“意識それだけで”は皆さんの感情的な問題を克服するために充分で
はない、と考えます。皆さんはこう口にします：わたしは感情を抑圧してきたことを認

識していて、わたしはその原因も認識している。わたしは気付いているが、しかしそれ

は消え去らない。

このような場合、皆さんの内部にその感情に対する微かな抵抗が存在しています。皆さ

んは、それによって圧倒されるという怖れから、一定の距離を置いてその感情を持ち続

けています。しかし、皆さんが意識的にそれを許す選択をする時、皆さんは決してひと

つの感情によって圧倒されることはありません。

皆さんが一定の距離を隔ててその感情を維持している限り、皆さんはその感情と敵対関



係にあります。皆さんはその感情を格闘し、感情は幾通りかの方法で皆さんに敵対する

ようになるでしょう。皆さんは結局、その感情を外部に留めておくことはできません。

それは、痛みや緊張として、あるいは　抑鬱した感情として、皆さんの身体の中でそれ

自体を具体化することになるでしょう。頻繁に気分の落ち込み、あるいは精神的な疲労

を経験することは、皆さんが特定の感情を抑圧していることの明確な合図です。

それは、皆さんはその感情が完全に皆さんの意識に入ることを許す必要がある、という

ことを示しています。もしも皆さんが何の感情がそこに存在しているかを確認できない

とすれば、皆さんは皆さんの身体の緊張感を感じることで上手に始めることができます

。これが感情の出入り口になります。それは皆さんの身体の中にすべて蓄積されます。

例えば、もしも皆さんが皆さんの胃の辺りに痛みや緊張を感じるとすれば、皆さんはそ

こに皆さんの意識と伴に向い、何が問題かを尋ねることができます。皆さんの身体の細

胞に皆さんに向って話しをさせてください。あるいは、ちょうどそこに、ひとりの子供

がいることを思い浮かべてください。その子供に向って、何の感情が彼あるいは彼女の

中で支配的になっているかを皆さんに明らかにするように尋ねてください。

皆さんの感情とつながるためには幾つかの方法があります。感情を身動きが取れない状

態にしたエネルギーが動きたいと思っていることを自覚すること、それが極めて重要に

なります。このエネルギーは解き放たれることを望んでいて、そのため、肉体的な不満

として、あるいは緊張や抑鬱という感覚として、皆さんの扉を叩いています。皆さん

にとって、それは実際に感情の開放、そしてその感情を感じる準備を整える、という問

題です。

感情は皆さんの世界の現実性の一部です。しかし、皆さんを支配するものにすべきでは

ありません。感情は太陽に対する雲のようなものです。したがって、皆さんの感情を自

覚して、意識的にそれに対処することがとても重要になります。透明で平衡の取れた感

情的な身体からであれば、皆さんの直観を通して皆さんの魂、つまり内面の核心部分と

接触することがさらにとても簡単になります。

皆さんの社会において、感情についてかなりの混乱が生じています。これは他の物事の

中で、また数多くの議論から明白であり、皆さんの子供達を育てる方法についても混乱

が起っています。子供達は明らかに成人としての皆さんの現状よりも感情的にかなり大

幅におおらかです。これが難しさを創り出しています。皆さんの道徳的な境界線が混乱



したらどうでしょうか？　その状況が手に負えなくなり、混沌状態が発生したらどう

でしょうか？　個人は子供達に対して規律を守らせる必要があるでしょうか、あるいは

子供達に自分自身を自由に表現させますか？　子供達の感情は規制するべきでしょうか

、それともそうすべきではないのでしょうか？

子供の成長において大切なことは、子供達は、自分達が何処から現われたのかを理解し

、感情に責任を取るために、自分達の感情を理解することを学ぶ、ということです。皆

さんの支援を得て、子供は“誤解の爆発”として自分達の感情を学ぶことができます。こ
の理解によって、皆さんの子供は自分達の感情に“溺れる”ことを免れ、手に負えなくな
ることも免れます。理解が解放をもたらし、その感情を抑圧することなく皆さんを皆さ

ん自身の中心に戻します。親は、その生きている具体例になることによって、このよう

な方法で自分達の子供に感情に対処することを教えます。

皆さんの子供を扱うことについて皆さんが持っているすべての疑問もまた、皆さん自身

に当てはまります。皆さんは皆さん自身の感情にどのように立ち向かいますか？　皆さ

んは皆さん自身に対して過酷になりますか？　皆さんがしばらくの間怒りあるいは悲し

みを感じている時、皆さんは、“さあ来なさい、落ち着いて、切り替えられるか”、と口
にして皆さん自身を規律に従わせますか？　皆さんは感情を抑圧しますか？　皆さんは

皆さん自身を罰することは正しくて必要だと感じますか？　誰が皆さんにこれを教えま

したか？　それは親でしたか？

あるいは、皆さんは反対側に向いますか？　皆さんは皆さんの感情を手放すことを望ま

ずに、それに耽溺しますか？　これもまた頻繁に見られる事例です。皆さんは長い間、

皆さんの外部のある状況の犠牲者だったと感じてきた可能性があります。例えば、皆さ

んの幼少期の躾の環境、皆さんのパートナー、あるいは皆さんの仕事の環境などです。

ある瞬間には、皆さんに影響を及ぼしていた否定的な物事について、皆さんの内面で怒

りを身近なものにすることにとても解放的でいたのかもしれません。怒りは、皆さんが

こうした影響力から自由にして、皆さん自身の道を進むようにすることできます。しか

し一方で、皆さんは皆さんの怒りにかなりこころを奪われることになり、その結果皆さ

んはそれ以降、怒りを放棄することを望まなくなります。入り口になる代わりに、それ

はひとつの生き方になります。その時、被害者意識の形成が生じ、それは癒しとは程

遠いものになります。それは皆さんが事実通り皆さん自身の力で立つことを妨げます。



皆さん自身の感情に対して責任を取り、感情を絶対的な真実にしないことはとても大切

なことです。皆さんが感情を“誤解の爆発”と捉えずに真実という地位を与えてしまう時
、皆さんは感情の上に皆さんの行動の基礎を築いてしまいます。そしてそれは中心から

外れた意思決定につながることになるでしょう。

同じことが、過剰に感情的な自由を許されている子供達にも起っています。子供達は暴

力的に振る舞い、手に負えない状態になります。子供達は小さな暴君になってしまい、

もちろんそれは正しいことではありません。感情的な混沌状態は、まさに親と同じよ

うに、子供にとっても不愉快なものです。

簡潔に言うと、皆はさんはその感情に対処する際に、過剰に厳格になるか、過剰に甘や

かすかのどちらかになる可能性があります（そして、喩えとして、皆さんの子供達につ

いても）。わたしは“甘い”方法についてもう少し踏み込んでみたいとおもっています。
何故なら、それは最近ますます問題になっているように見えるからです。60年代以降、
皆さんの感情を抑圧することは好ましくない結果になる、ということは社会的な認識

になってきました。それは、その時皆さんは皆さんのおおらかさや創造性、実際に皆さ

んの魂そのものを窒息させるからです。今後、社会はこころのささやきよりも規律に配

慮する躾の行き届いた従順な子供達を産出するようになるでしょう。そしてそれは、個

人は言うまでもなく、社会にとっても、ひとつの悲劇になります。

しかし、他の極端な状況についてはどうでしょう。感情がその後を引き継ぎ、皆さんの

人生を規定するというような方法で感情を正当化することはどうでしょうか？

誤解の爆発という感情の本当の姿の代わりに、それを真実として考えるというやり方で

皆さんが感情を大切にしているかどうか、皆さんは皆さんの内面をとても良く観察でき

ます。皆さんが今まで一体感を持ってきた感情が存在しています。その逆説は、それに

もかかわらず、余りに頻繁に、皆さんに多くの苦しみを引き起こす感情が存在している

、ということです。無力感（“わたしはそれをどうすることもできない”）、支配（“わ
たしはそれを操作できる”）、怒り（“それは彼らの過失だ”）、あるいは嘆き（“人生は
悲惨だ”）などです。こうしたものはすべて苦痛に満ちた感情です。しかしそれにもか
かわらず、べつの水準の上では、そういった感情は、皆さんが特別にしがみ付く何かを

皆さんに提供しています。



無力感、つまり“犠牲者の感覚”を取り除いてください。こうした感覚は、この感情的な
一定の型に対して有利に働きます。それは皆さんにある安心感を与えます。それは皆さ

んの特定の義務あるいは責任から解き放ちます。“どうしようもないんだけど？”　それ
は皆さんが現在腰掛けている暗い片隅ですが、しかしそれは一見安全な場所のように見

えます。長い間そういった感情的な一定の型を一体視したりあるいは“結合”したりする
危険性は、皆さんが皆さん自身の真の自由、皆さんの最も深い内部の神聖なる核心部分

と乖離してしまう、という事実です。

今まで皆さんの人生の小道には、皆さんの内面で正当に引き起こされた怒りや憤りとい

う現象が入ってきたのかもしれません。これは皆さんの若い時、その後、あるいは過去

の生涯においてさえ起ってきたのかもしれません。皆さんがこうした感情と意識的に接

触を持つこと、そして皆さんが怒り、悲しみ、あるいは皆さんの内面に存在する他のあ

らゆる強烈なエネルギーの蓄積を自覚すること、それがとても大切になります。しかし

ある一定の状況において、皆さんは皆さんの感情に対して責任を負う必要があります。

それは、その感情が外部の出来事に対する皆さんの反応を構成するからです。

落ち着いた状態でいること、明晰な状態や霊的に平衡の取れた状態でいることは、皆さ

んが皆さんの中に存在するすべての感情に対して充分に責任を取っていることを意味し

ています。次に皆さんは、例えば皆さんの内面の怒りという感情を自覚し、同時にこう

口にします：これは一定の出来事に対するわたしの反応だった。わたしは納得してこの

反応を抑え込んでいるが、しかし同時にわたしはそれを解き放ちたいと考えている。

人生は、突き詰めれば正しくあることが目的ではありません。自由で健全になることが

目的です。ひとつの生き方で身に付けてきた古い感情的な反応を解き放つことは、とて

も解放感を感じるものです。

人は、それはすべて感情を抑圧することと感情に溺れることとの間の微妙な中道を目的

にしている、と口にするかもしれません。皆さんは、霊的な錬金術の特質とは一致して

いない両方の立場の私見や理想の中で成長してきました。霊的な成長の本質は、皆さん

は何も抑圧せず、しかし同時に皆さんは完全にそれに対する責任を負うことです。わた

しはこれを感じ、わたしはこの反応を選択し、そのためわたしはそれを癒すことができ

ます。わたしのメッセージが事実の通りに目的にしていることは、皆さんの熟達性を強



く主張することです。

もしかすると、それは実際には中道ではないのかもしれませんが、しかし今までとは異

なる道です。それはすべて霊的な熟達性を目的にしています。皆さんの内面に存在する

すべてを受け入れる中で、皆さんはそれを昇華し、感情の熟達者になります。熟達性は

力強く、また穏やかです。それはとても許容範囲が広いものですが、それにもかかわ

らず、かなりの規律を必要とします。勇気と誠実という規律です。

皆さんの熟達性を強く主張して、さらに皆さんを悩ませ、しばしば皆さんの背後に潜ん

でいる感情的な断片の集積の熟達者になってください。感情の集積と接触を持ち、責任

を負ってください。意識されていない感情的な数々の傷が、皆さんを衝動的行動に駆り

立てることのないようにしてください。それは皆さんを逸脱させ、皆さんの内面の自由

へ向う道を阻みます。皆さんの意識が癒します。他の何物も、皆さんのために皆さん自

身の感情を上回る力を回復させることはできません。こうした感情を取り除く外部の装

置や手段は存在していません。強さと決意を持って感情を自覚することが、感情を光に

向けて解き放つことになります

感情の水準で健全になり自由になることは、霊的な成長の最も重要な側面のひとつにな

っています。わたしは、余り実際よりも難しく考えないでください、と伝えて終えたい

と思います。霊的な道筋は単純な道筋です。皆さん自身に対する愛や、内的な透明性が

目的です。どのような特殊な知識、あるいは特殊な儀式、規律、あるいは方法論も必要

ではありません。皆さんの霊的な成長に必要なものは、すべて皆さんの内面に存在して

います。

穏やかな瞬間に、皆さんの感性の側面に向ってください。この皆さんの感性の側面が、

皆さんの内面に存在する明確にして浄化する必要があるものを皆さんに伝えるように働

きかけてください。それに取り組んでください。皆さん自身の価値を信じてください。

皆さんは皆さんの人生の主人であり、愛と自由につながっている皆さんに固有の道筋の

精通者です。

© Pamela Kribbe 2005
www.jeshua.net
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パメラ・クリベ経由

Channeler: Pamela Kribbe
July 12, 2011

親愛なる仲間の皆さん、

Dear friends,

わたしはヨシュアです。わたしは今日皆さんすべてに挨拶を送ります。わたしはこころ

から皆さんと密接につながっています。わたし達は深く結び付いていて、わたし達が一

体になるひとつの水準が存在しています。その一体性、わたし達をひとつにしている分

割できない意識は、自由、創造性、親切、そして歓びのエネル ギーとして感じること
ができます。これが皆さんの真の起源であり故郷です。皆さんは今、身体という姿で現

象化し、時間と空間の中に位置していますが、しか し皆さんの本当の姿はそれを遥か
に上回ったものです。

わたしは、皆さんがその一部になっているこの壮大で無限の意識を今皆さんが感じるこ

とを求めています。内面の神を感じ、このエネルギーの簡素な姿を感じてください。神

はある位階の頂点で皆さんを見下ろしているような存在ではありません。 神は、あら
ゆる物事を通り抜けているエネルギーの自由な流れです。皆さんの中を通り抜け、地球

上のすべての生命の中を通り抜け、皆さんの物質的な環境の中で無生物のように思われ

ているものの中さえ通り抜けます。

神は姿によって限定されていません。神は純粋であり、創造的な意識であり、無数の方

法で生命を経験するために、時間と空間の中で物質的な姿と結び付いています。今、こ

の素晴らしい神聖なる流れの中で、皆さんという存在を感じてください。生きている意



の素晴らしい神聖なる流れの中で、皆さんという存在を感じてください。生きている意

識という大洋の中のひとつの閃光ですが、しかし全体に対する固有の貢献を提示して

いる、破壊することができない閃光です。皆さんの内面のその破壊できない力を感じて

ください。それは永遠にそこに存在しています。皆さんは神の一部です。

皆さんの意識は神の力で創り出されています。皆さんは皆さんの人生の道筋や経験を選

択します。それはしばしばひとりの人間としての皆さんにとってそのように感じられま

せんが、その内部の深いところには、皆さんの人生のいくつかの極めて重要な出来事を

策定している皆さんの中の創造的な力が存在しており、理解し、成長し、拡大すること

を目的として皆さんが経験することを望んでいる経験を引き寄せています。本質的に、

皆さんは決してこの世界の犠牲者ではありません。皆さんという存在の核心では、皆さ

んは決して偽りなく、無力で打ちのめされるような存在ではありません。何故なら、そ

の確信の中には神の閃光が存在しているからです。その閃光は身体という姿で皆さんが

経験している状況に対して“その通り”と言葉を発し、皆さんの意識がまさにより幅広く
、さらに思いやり深くなれるように、皆さんがそこから学 ぶことができることを認識
しています。

皆さんが今経験している人生を皆さんに引き寄せているこの内面の創造的な力を受け入

れてください。 その浮き沈みのすべてと伴に、皆さんの人生を受け入れてください。
皆さんはそれを良く経験する力を備えています。皆さんが気付くことになる最も偉大な

達成は、地球上の人生の要求や困難な課題に巻き込まれながら、皆さんがその姿のまま

で皆さんの本当の姿を思い出す時です。皆さんの本当の姿を思い出すことは、 その神
聖なる閃光が完全に皆さんの人間の自己と結び付くことを許します。この無限の閃光、

創造的な内部の光は皆さんの人生を変えるようになり、他の人々の人生もまた変えるよ

うになるでしょう。

今これを読んでいる皆さん、そしてキリストのエネルギーに引き寄せられていることを

感じている皆さんは、皆さんの内面の光を世界に向けて輝かせることを待ち望んでい

る人々です。皆さんは光の活動家として現われることを熱望していますが、それは皆さ

んが 光を広め、地球上の意識を引き上げるという望みを感じていることを表してい
ます。皆さんの情熱は純粋で偽りのないものです。それは皆さんの本当の姿の核心部分

から、皆さんの魂から現われています。それは皆さんの内部の神の閃光であり、それが

皆さんをこの望みに導いています。何故なら、皆さんに歓び、光、そして思いやりを分



け与えることは神にとって自然なことだからです。皆さんが実際に皆さんの本当の姿を

表現する際に幸せを感じる時は何時も、また皆さんは神の幸せを感じています。それは

、皆さんと神はこころでひとつになっているからです！

光の働きとはどういうものか、と皆さんはしばしば疑問に感じています。それは光を広

めること、あるいは他の人々に癒しを提示することでしょうか？　これが、わたしが今

日伝えたい質問です。なによりもまず、人が他の人々を助けている時、わたし達は人々

の間の人間関係をさらに詳しく理解する必要があります。皆さんの社会で用いられてい

るように、健康と病気、あるいは健全と衰弱の間を区別することについては何か奇異

な感じが続いていることを、わたしは指摘したいと思います。

医療的な問題で皆さんが医者のところに行く時、皆さんはひとりの“治療を必要として
いる病人”になっています。医者達は皆さんが知らない何かを認識していると思われて
います。彼らは専門家であり、皆さんは簡単に皆さんの健康は彼らの手の中にある、と

感じてしまいます。もしも人々がひとりの療法士、心理学者、治癒者を見れば、彼らは

無言のまま、こうした専門家はある優れた知識か技術を持ち、人々の問題を解決する手

助けができることを前提にされています。まさにその方法によって、患者 と医者、あ
るいは依頼者と療法士との間の人間関係は、そこに含まれている両方の当事者の自己把

握に対して起っている或る何かが明確にされています。

別の側よりも多くの知識と洞察を備えている一方の側の観点からこの人間関係を構成す

ることによって、依頼者は、自分達に足りない、そして自分達には与えることができな

い何かを受け取るために、療法士、治癒者、医者を必要としていると考えられています

。療法士は健全で健康であり、病気か、神経的に衰弱している人に光と癒しを提示し

ていると考えられています。この観点からは、療法士あるいは治癒者は患者より進んで

いて、この知識あるいは能力が欠如している個人に彼らが手渡す何かを所有しているこ

とになります。

霊的な視点からは、この観点は偽りで歪んだものです。それはすぐに皆さんを不都合に

し始めます。しかし一方で、その関係性は物質的な治療と精神的な治療両方で、皆さん

の社会に深く浸透しています。皆さんが精神的あるいは霊的な助言をしている と認識
している個人よりも皆さんが小さく感じることはどれほどかんたんなことか、それに気



付いてください。皆さんは問題を抱えているひとりです。彼らは解 決策を持った存在
です。その状態は、日常的に他の人々を援助し、自分達の介助者の役割と自分をまった

く同一視し、この役割を手放すことができない人々の共 通した落とし穴になってい
ます。彼らは彼ら自身をそれで特徴付け、これが周りの他の方法と同じくらいに、彼ら

を依頼者あるいは患者に依存させています。その依頼者は、彼らも彼らを治療し癒すた

めの介助者が必要であるではないかと感じる可能性がありますが、しかしその介助者も

また、彼らの介助者としていの心 象を維持するためにその依頼者を必要としています
。自分達の世界を、それを必要としている人に意欲的に分け与える博識でより大きな人

物という心象です。ここで不安定な人間関係が持ち上がることは簡単であり、それは力

と依存を軸として展開しています。

光の活動はかなり異なるものです。光の活 動あるいは霊的な癒しが真に目的としてい
るものを理解するために、皆さんは伝統的な“依頼者を助けている療法士”、“患者を治
療している医者”という心象 を手放す必要があります。皆さんは、援助が誰か他の人に
何かを与えている、という発想そのものを手放す必要があります。他の個人が何か欠け

ているという概 念そのものが自分達の癒しの過程に弊害をもたらします。真実は、誰
かを援助する唯一の道は、彼ら自身を癒す彼ら自身の力と能力を彼らに気付かせること

です。教師達は自分自身を大きくではなくむしろ小さくすることが良き教師の基準にな

ります。真の教師達は、皆さんの内的な力を取り戻すことを勧め、皆さんは小さくて貧

しく、誰か他の人に依存しているという示唆を受け入れません。真の教師達は、決して

自分自身が権威者であるとして現れることはありません。それ は愚かな行いです。真
の治癒者の天稟は、他の人々に彼らの内面の権威を気付かせ、彼らは神の閃光であり

、依頼者達が必要とするものと利用できるすべての知識を依頼者達が備えていることを

気付かせます。

癒しはとても単純です。複雑な方法論や知識は必要ありません。わたしはここで魂の

癒しにつ いて語っています。言うまでもなく、肉体的な問題については、かなり専門
的な知識と技術を持っている医療の専門家によって看護される必要があります。しか

し一方で、魂に影響する癒しはとても単純です。もしも皆さんが人々の肉体的な問題と

同時に精神的な問題の根本的な核心部分に向うとすれば、皆さんは何らかの形で自分達

は力がなく、無価値で、愛されず、孤独で、絶望的だという信念に遭遇することになる

でしょう。



その根本的な原因は、人々が自分達の真の存在から、自分達の本当の姿である神聖なる

光の閃光から切断されている、という感覚です。人々に癒しを提示することは、人々の

故郷の記憶を開き、人々の完全な美しさ、強さ、そして純真さを思い出させることです

。

皆さんはどのようにこれを行いますか？何よりもまず、固定的な方法論あるいは医薬は

存在していません。それは多様な方法で発生することがあり得るエネルギー の伝達
です。わたしはこの問題にまた戻るつもりです。2番目として、自分が癒しにこころを
開く決断を下すまで、誰も癒されることはありません。皆さんは誰に対しても癒しを

強要することはできません。それは人々の決断です。実際、真の癒しは奇跡に属するも

のです。魂の中の新しい意識の誕生です。それは人々の創造であり、前もって予言する

ことはできません。

あらゆる人の人生において、皆さんが闇と光の間の選択に直面する瞬間が存在してい

ます。 闇は自己判断、自己憎悪、否定的な考え方、そして怖れに屈することを表して
います。光は、偽りの無い神性の印である親切、赦し、歓び、そして豊かさにこころを

開くことを表しています。その選択は皆さんに委ねられています。たとえ最も美しい天

使が皆さんの姿である光の閃きとふたたび同化することを勧めなが ら、過去を手放し
神の王国に入るように皆さんを招いても、決断を下すことは皆さんに委ねられています

。もしも皆さんが今も皆さん自身や他の人々への否定的 な印象に没頭しているのであ
れば、またもしも皆さんが怖れと怒りに隷属しているのであれば、皆さんは天使にさえ

気付かない可能性があります。実際には、癒しの天使はいつも皆さんの近くに存在して

います。それは皆さんのより高い、真実の自己であり、皆さんの本来の姿を思い出そう

とする皆さんの神聖なる試みです。

時に、皆さんの人生において、皆さんはしばらくの間癒しの役割を演じる人々と出会

います。彼らはそれに気付いてさえいないかもしれませんが、しかし彼らは皆さんに皆

さんの本当の姿を思い出させています。彼らが皆さんに耳を傾けるか皆さんと話しをす

るとう方法で、真の皆さんそのものである閃きが突然皆さんの意識の中に入り、皆さん

は歓びを感じ、その歓びを経験して刺激を受けます。これが刺激となって皆さんは光を

選択し、皆さんの人生において皆さんのさらに高い自己、皆さんの真の情熱と人生に対



する愛に資する意思決定を下すことができる状態になります。天使の出現はひとつの合

図として役立つ可能性があり、皆さんの人生を変える重要な鍵になるかもしれませんが

、しかしその場合であっても、信頼してその信条を飛躍させるのは皆さんの意思決定で

す。ただ皆さんだけが奇跡を起こすことができるのです！

皆さんは今までその人生の中で癒しの天使に出会っているかもしれず、皆さんはたとえ

それを認識していなかったとしても、おそらく他の人々のために何度か癒しの天使にな

っていた可能性があります。わたしのこの説明の要点こそが、光の活動が目的としてい

るものです。それは人々を治療したりあるいは回復させたりすることではなく、また人

々の問題に対する解決策を提示することを目的にしていません。また、人々に一定の

技能、あるいは知識、あるいは倫理的な規則を教えることも目的にしていません。こう

した行いのすべては、人々が何かが欠落してい ることを、小さく無力であることを前
提としています。霊的な癒しはこの状況を逆転します。

もしも皆さんが霊的な癒しを提示するつもりであれば、皆さんが誰か他の人に提示する

ものは実際にひとつの認知の変化です。彼らの数々の問題やその急所、そして彼らの無

力化という感覚に意識を集中するの ではなく、皆さんは彼らの本質、彼らの完全性、
彼らの光り輝く美に意識を集中します。もしもその霊的な癒しによって何か与えるもの

が存在しているのであれば、それは真実の展望という贈り物です。もしも皆さんが誰か

の痛み、怒り、怖れ、そして自己破壊的な振舞いの先に目を向け、彼らの顔の中に光の

天使を確認することができれば、皆さんは彼らに或るとても貴重なものを提示してい

ます。人々の真の本質を確認することによって、皆さんは穏やかにそれを呼び出して、

それが前面に現れるように手招きをしています。他の誰かの真の力と内面の光を認知す

ることは、たとえ人々が表面的にそれを明らかにしていないとしても、あ る人をその
本当の名前で呼んでいるようなものです。皆さんの本当の名前で呼ばれることほど強

力なものは他に存在していません。

わたしがイエスとして、わたしの地球上での人生でいわゆる奇跡的な癒しを実践した時

にわたしが行ったことは、ある人の神聖なる本質と接触することでした。対象となる人

の中に神性の閃光を確認しまた感じることによって、それが目覚めたのであって、その

癒しを実行したのは、わたしではなく、彼らの神聖なる本質でした。彼 らに精神的な
健康の他にさらに肉体的な健康を回復させたものは、彼らの自己回想でした。癒しに



おいていつもこうした満足な結果が得られる訳ではありませ ん。それは、他の個人が
癒しにこころを開く決心をするかどうかにいつも左右されてしまうからです。奇跡は彼

らに委ねられていました。そしてこの事実は、皆さんが霊的な癒しという目的のため

に人々に働きかける時には何時でも忘れてはならない大切なことです。

霊的な癒しのすべては内面から現れます。皆さんは、ひとりの光の活動家として誰かを

癒しているのではありません。皆さんは解放的なひとつの空間を、断定的な判断が存在

していないひとつの空 間を創り出しているのであり、それが、他の人々が解放的に思
いやりをもって自分自身を見るような状況を創り出しています。外部のあらゆる問題を

解決しよう とする代わりに、皆さんは他の人々の魂と結び付いて、信頼という展望
と人々に対する透明性を維持しています。これが光の活動家の方法です。皆さんは、他

の人々の矮小さに意識を集中する代わりに、彼らが彼らの偉大性に戻るように努めます

。

魂の水準で誰かと協力することは、皆さんが彼ら自身の 人生に対する彼らの責任を彼
らに明らかにすることを意味しています。皆さんは愛情を込めて、断定的な判断をする

ことなくこれを行うという理由から、皆さんはこの責任を重荷と感じることはないでし

ょう。責任を負うことは元気が漲り、解放感を感じることになるでしょう。他の人々の

創造的な力の価値を本当に信じることによって、皆さんは皆さんの眼差しと言葉を通

して、彼らに彼ら自身の強さを映し出します。彼らの中の完全性と純粋性に意識を集中

させることによって、皆さんはそれを強化しています。

もしも皆さんがそれを本当に信じるのであれば、皆さんはそうすることができます。も

しも皆さんが人々 はそれができるということをある程度でも疑うのであれば、皆さん
は彼らの強さを呼び覚ます代わりに、彼らの弱さの感覚を支持しています。もしも皆さ

んが完 全に他の人々の問題を解決する能力を信頼し、彼らが皆さんに依存していると
いう概念を手放すのであれば、皆さんはひとりの治癒者として最も強力な存在になり

ます。数多くの皆さんが、このようにして人々に責任を戻すことは人々を見捨てる、あ

るいは彼ら自身でその問題点をすべて解決するように伝えることを意味 していると感
じます。しかし一方で、依存の絆をすべて解き放つことは、皆さんがこれ以上彼らのた

めにそこに存在しないことを意味していません。皆さんは依然としてそこに留まり、彼

らの本当の強さと内面の力に対する皆さんの信念を維持し、彼らが自ら課した限界を超



えて進むように促し、彼らがそうなることができるあらゆるものになるように勇気付け

ています。皆さんが提示する癒しの空間をどのように用いるかは人々の選択になるでし

ょう。

数多くの皆さんが、他の人々が、特にそれが皆さんの愛する人々の場合、その人々が経

験している苦悩に注視するという辛い時を経験していることをわたしは認識してい

ます。“彼らを癒すこと”を止め、放置し、皆さんのエネルギーを他の場所に向けること
は不可能のように思えるかもしれません。しかし、どうか一瞬でも時間 を取って、そ
の状態を維持し続けることによって皆さんが本当に彼らの役に立っているかどうかを良

く考えてみてください。もしも気分が良くなるために彼らが 皆さんの親切や支援のエ
ネルギーに依存しているのであれば、彼らはどのようにして何時も彼ら自身の親切さや

支援の欠如に立ち向うというのでしょうか？　魂の水準から、皆さんは人々の内面の力

に目覚めさせる代わりに、その弱さを強化していることになってしまいます。これは皆

さん双方に否定的に作用します。

ひとりの光の活動家、あるいは霊的な治癒者になることは、皆さんが対象となる人と魂

から魂への結び付きを探し求めることを意味しています。魂の水準の上では、それぞれ

の存在は平等であり、誰も他の誰よりも先んじていることはありません。皆さんはす

べて、皆さんが神と呼んでいる神聖なる存在性の閃光として存在しています。人間の水

準では、それはひとりの人間が他の人々より知識を有し、進歩しているか、賢明である

ことのように思われるかもしれません。しかし一 方で、もしも皆さんがそれを魂の視
点から目を向けるのであれば、この種の判断は陳腐なものになります。すべての魂が無

限の宇宙を貫いて旅をして、経験と成長という多様な周期を経験しています。それは、

彼らの人生の中で彼らが遭遇したかなり困難な状況のために深刻な情緒的な不安定に苦

悩している人々を皆さん が良くなるように支援しているのかもしれません。皆さんは
この時の流れの瞬間で支援を申し出ているひとりになっているのかもしれません。し

かし、後になれ ば、一度その苦悩から人が強さを取り戻してしまえば、今度は彼らが
皆さんの教師になり、皆さんを感動させる叡智と思いやりの深さを皆さんに明らかにし

ます。

霊的な癒しを提示するためには、あるいはひとりの光の活動家になるためには、皆さん

は魂の水準では他の人々と平等であることをいつも忘れないことが大切です。皆さん自



身の人間的な弱さと皆さんが本当に他の人々と同じ小舟の中に存在していることを皆さ

んが自覚することが、絶対に不可欠になります。皆さんは他の人々のためにひとつの光

と思いやりの空間を維持しているのかもしれませんが、しかしそれは、“さらに高い
存在”、あるいは彼らよりも“上位”に在るという意味において、人々と皆さんを区別し
ている訳ではありません。ひとりの光の活動家として存在している状態と皆さん自身を

同一視しないでください。

もしも皆さんが、人々が自分の真の内面の力を発見する支援を行うことに惹かれている

のであれば、皆さんの情熱に従い、皆さんがこころからしたいことは何でもしてくだ

さい。光の仕事はすべての種類の姿を取ることができます。それはもちろん治療を提示

することに限定されていませ ん。ほとんどの場合、もしも皆さんが本当にこころから
やりたいことをするのであれば、皆さんは他の人々が同じことをするように刺激してい

ることを確認する ことになるでしょう。皆さんのこころの中で神の閃光とひとつにな
ることは、自然と皆さんを正しい仕事や人間関係、あるいは生きる場所に導くことにな

るで しょう。

こころから生きることは、本当にとても単純です。それは皆さんのこころの願いと結び

付くことを目的としていて、敢えて大胆にその願いに基づいて行動することです。これ

を行うことが皆さんをひとりの光の活動家にするのであって、必ずしも皆さんが“他
の人々を支援して”いるからではありません。それは皆さんが皆さんの魂に固有の歌を
世界に伝えて、皆さんが他の人々を刺激して彼ら自身がその価値を信じ、彼らの中に存

在する最良のものを実現するように促しているからです。光は必然的に外部に向って放

射されます。皆さんは世界に光を広げる方法についての疑問に意識を集中させる必要は

ありませ ん。正しく役立つようになろうとはしないでください。皆さん自身に固有な
神聖なる資質に従って生きるように努めさえすれば、世界はその働きによってより素

晴らしい場所になるでしょう。

www.jeshua.net
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人生の単純さ

人生の単純さ
The Simplicity of Life
15 March 2012 - 12:14pm
 
パメラ・クレーバ経由

Channeler: Pamela Kribbe
 
Thursday, 15 March, 2012 
 
 
親愛なる仲間達、

Dear friends,
 
わたしはヨシュア。皆さんとここで連絡を取ることは、わたしのこころの大きな歓びに

なります。わたしは皆さんを深く愛し、兄弟のように皆さんと結び付いています。わた

しは今の皆さんのように、人間でした。皆さんがひとりの人間として経験しているすべ

ての苦闘を、わたしは認識しています。わたしは内部から、それを認識しています。わ

たしは聖人ではありませんでした。わたしは人間であり、わたしは光との結び付きを持

っていましたが、しかしわたしはまた、わたしの人生で苦痛と疑いを経験しました。そ

してこれが、わたしが皆さんとこれほど深く結び付くことができる理由です。わたし達

はひとつです。

 
キリストのエネルギーはわたしだけのものではありません。わたしはひとりの使者、こ

のエネルギーの代表者でした。わたしは、内部の光に属するすべての皆さんを忘れない

ために、この地上に現れました。この光は普遍的なものであり、わたし達はそれを共有

しています。そして皆さんがこの光を、内部のキリストのエネルギーを感じる時、あら

ゆる物事がとても単純になります。皆さんは、この瞬間にわたしという存在の単純さを

感じることができますか？　わたしは皆さんを、皆さんという存在として受け入れてい

ます。わたしは、これほど数多くの皆さんがその人生の中で苦闘し、これほど数多くの

皆さんの中で緊張が高まっていることを、確認しています。皆さんは余りにも苦悩して



います。今日、わたしは皆さんが人生の単純さを思い出してくれることを望んでいます

。かつて、皆さんはこの単純さを内面から認識していました。それは、皆さんが子供の

時でした。子供は明日や、あるいは昨日のことは考えません。子供達は現在の中に存在

しています。子供達は、自分の神性や光と簡単に結び付きます。子供達は、自分達の存

在のとおり自分達が素晴らしいことを疑うことはありません。

 
今、わたしがこれを伝えている時、皆さんの意識を皆さんの身体に同調させてください

。皆さんのこころに向かい、皆さんのお腹に入ってください。それが、皆さんが見付け

た内部の子供です。皆さんがその瞬間を楽しむことができるこの内部の場所を忘れない

でください。

 
子供は受け入れることができます。子供の中に断定的な判断はありません。人生をその

通りに理解します。皆さんのお腹の内部のこのエネルギーを感じてください。もう一度

、大胆に人生を受け入れてください。皆さんが子供だった時、皆さんは大胆に大きな夢

を持ちました。今、皆さんは地上で大きな夢を持つことが必要です。時代は変わってい

ます。そしてさらに多くの人々が、何らかの変化が必要になっていることを自覚するよ

うになっています。人々が内面の子供に戻る方法を認識している場合だけ、わたし達は

この世界を変えることができます。それは無条件の愛と歓びの源泉です。

 
皆さんの夢は何ですか？　皆さんの子供としての夢は何でしたか？　皆さんはその感覚

だけでも憶えていますか？　ここで、皆さんの目の前の子供を見てください。皆さんの

子供の頃です。彼女あるいは彼は、一輪の花を携えています。子供達のこころから現れ

た花です。この子供が世界に提示しなければならないものを、皆さんは感じることがで

きますか？それは、こうした特殊で固有なエネルギーです。皆さんはこの子供の無邪気

さと勇気を称賛することができますか？　子供達は、そのこころの中の情熱と伴にこの

繊細な花を携えてながら、それを世界と共有するために、危険と怖れに満ちた場所、地

上に現れました。この内部の子供を優しく撫でてください。皆さんの人生のこの時点で

、その花はどのように見えますか？　それは花開いて、健康的ですか？　あるいは、そ

れは手適切な栄養が欠けている状態ですか？　皆さんは花の周りに緊張、怖れ、苦しみ

を感じていますか？　ここで、この花に向かって皆さんの手を差し延べて、皆さんがこ

う伝えていることを思い描いてください。“あなたはこれほど美しく、これほど大切な
存在です。わたしはあなたにこだわり続けるでしょう。”
 



その花は、皆さんの魂からのメッセージです。その花には、皆さんの魂がこの生涯に地

上で明らかにすることを望んでいるエネルギーが含まれています。この美しい花を理

解し、皆さんの運命について皆さんの内部に苦痛、失望、あるいは怖れがあるかどうか

に気付いてください。こうした数々の感情を、思いやりを持って見てください。皆さん

はこの地上にさえ存在しようとした、とても勇敢な人々です。皆さんは地上に変化と光

をもたらすために今ここに存在していますが、しかしまた皆さんは、人生で歓びを経験

するために、今ここに存在しています。この単純なひとりの子供として存在し、皆さん

の本質に沿って自発的に生きる歓びを忘れないでください。地上に光をもたらすことは

、皆さんをすり減らすように意図されてはいません。皆さんは、同時に地球の子供です

。母なる地球は、皆さんが必要とするあらゆる物事を皆さんに与えることを望んでい

ます。

 
わたしが地上にいた時、わたしはひとつの使命を持っていました。わたしは新しい意識

の種子を植えるためにここに現れました。皆さんは本質的に、わたしが持っていた使命

と同じ使命を持っています。今、この世界は皆さんをとても悲しい気持ちにさせる可能

性があります。皆さんの使命は、同時にここで歓びを経験し、子供のようにそれを受け

入れる皆さんの能力によって決まります。皆さんが落ち込んで悲観している時、皆さん

のお腹の中の内部の子供と結び付くことを忘れないでください。楽しんで、しばらく

の間、物事を軽く受け止めてください。皆さんがどのように感じようとも、この子供は

依然として皆さんの生命のエネルギーを、皆さんの自発性を携えています。

 
皆さん自身を美しい光の天使として見てください。皆さんの膝の上には、皆さんの内部

の子供がいます。皆さんは一緒になって地球上の皆さんの道筋を創り出しているところ

です。その子供は、皆さんの地上の役割を表しています。人間の姿を身に着けたひとり

の宇宙存在として、皆さんはその子供の感情と連携することが必要になっています。そ

の子供が悲しみ、あるいは怒り、あるいは怖れを感じる時は必ず、皆さんはこういっ

た数々のメッセージを真剣に受け止めることが必要になります。ひとりの天使のように

、皆さんはこの子供に付き添うことができます。その子供は地上の楽園の鍵を保有して

います。彼女あるいは彼を優しく配慮してください。そして他の人々に対処する際は

、人々の内部にもひとりの小さな子供がいることを、いつも忘れないでください。

 
This channeling is also available as audio file. The transcript has been slightly edited for purposes
of readability.
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新たな時代に入っている光の活動家達
Lightworkers entering the New Era
23 May 2012 - 10:58am
 
パメラ・クレーバ経由

Channeler: Pamela Kribbe
 
Lightworkers entering the New Era
アウェイクニング・ゾーン・ラジオ・ショーから

Pamela Kribbe channels Jeshua on The Awakening Zone radio show
 
 
親愛なる仲間達、今皆さんと伴にここにいることができてとても喜んでいます。わたし

は皆さんと過すことをとても楽しんでいます。わたしは皆さんすべてを認識しています

。わたし達は以前地球上で、今回のように伴に楽しみながらお互いの存在感を分かち合

った時間を経験しています。皆さんがこの部屋の中にいるか遠くからこの交信を聞いて

いるかそのどちらでも、この雰囲気をわたしと一緒に感じてください。わたし達はここ

ろから結び付いています。時間と空間はこの水準ではそれほど問題ではありません。わ

たし達の一体性を一緒に祝いましょう。

 
わたしはすべての皆さんの中に、地球上でひとつの新しい現実性を生み出すためのひと

つの憧れと閃きを確認しています。皆さんは、この時代の中でキリスト意識の光明を携

えています。そしてわたしはそれに対して、皆さんを祝福します。皆さんは、現時点に

おいて多くの物事が変化していて、実際に今現在世界中で動揺と混乱が起っています。

そして皆さんは、そのこころの奥底にひとつの見通しを携えていることを感じています

。それは、約束の地の見通しであり、心象です。皆さんはこの見通しを、数多くの生涯

の間携えてきました。もしもひとつの魂が数々の遺伝子を持っていたとすれば、皆さん

はひとつの魂として皆さんの遺伝子の中にそれを携えているでしょう。時間と再びこの

見通しが、この閃きが、今まで皆さんを地球に戻るように刺激してきましたが、しかし

約束の地は何を目的にしているのでしょうか？　聖書の中に約束の地の話があり、一部



の人々はその当時それは特殊な物質的な国を目的にしていると考えましたが、しかし、

それはそうではありませんでした。現時点において、皆さんはそれを新しい地球と呼び

ます。皆さんは皆さんの前方に横たわっているひとつの異なる現実性を思い描きますが

、しかしわたしは皆さんに、皆さんが夢見ている新しい地球は、皆さんのこころの内側

に生まれている、と伝えます。皆さんはこの新しい地球の見通しをこれほど長い間大切

にしてきました。そして今は、世界の中でその見通しを外部に向けて表現する時です。

そして今は、同じような霊性を持っている他の人々と結び付く時です。

 
さて、皆さんは歴史を通して、ずっと傷付いてきました。皆さんは何度も繰り返し新し

い意識を生み出そうと努力しましたが、しかしまた皆さんは、地球上で抵抗と攻撃に遭

遇しました。この事実は皆さんを深く傷付け、数多くの皆さんの中には今もなお多くの

怖れが存在しています。それをどのように対処すればいいのでしょうか？　皆さん自身

をどのように癒せば良いのでしょうか？　わたしの今日のメッセージは、皆さん自身を

癒す際に、皆さんが新しい地球、約束の地の現実性に持ち込んでいるものについての話

です。

 
過去において、数多くの皆さんが外部の数々の変化に意識を集中させられていました。

わたしでさえ、わたしの地球上の生涯においてそうでした。わたしは自分の周りで多く

の不正を確認し、そしてわたしはそれに対して怒りを覚える可能性がありました。安定

を保つために、わたしは自分の環境から撤退し、内省するための静かな場所を見付け出

す必要がありました。わたしはわたし自身の数々の感情を安定させ、わたしの魂との結

び付きを回復させる必要がありましたが、それは今の皆さんと同じです。皆さんは、皆

さんの外部の物事を変えることを望んでいます。しかし皆さんの真の使命は内面に向か

うことであり、そしてそこで光が必要としているものを確認し、皆さんの魂との結び付

きを感じることです。そして皆さんは、古い数々の傷から皆さん自身を癒すために、今

回の生涯に入ってきました。そして皆さんはそのようにして、皆さんの意識は変わるこ

とになるでしょう。皆さんは内面に目を向け、皆さん自身の最も深い怖れと痛みを確認

する時、皆さんは皆さん自身に手を差し出すことができますか？皆さんは、皆さんのさ

らに暗い部分に思いやりを持つことができますか？これは現在の皆さんにとって、真の

難題になります。事実通り皆さん自身と一体になることであり、その通りの姿を受け入

れることです。時に、皆さんが新しい地球を考える、あるいは感じる時、皆さんはとて

も興奮し、できるだけ速く前に進むことを望み、そして皆さんが愛する見通しは実際に

正しく、しかしそこには依然として、注意を必要とする、癒すために皆さんの充分な注



意が必要な、皆さんの数々の部分が存在しています。

 
今、ほとんどが癒しを必要としている皆さんのこの部分に結び付くために、ちょっとし

た練習を行いたいと思います。皆さん自身が、ひとつの門の前に立っていることを思い

描いてください。この門の後ろに新しい地球、約束の地があります。この門のエネルギ

ーを感じ、それが今、ゆっくりと開いている様子を確認してください。門を通して光が

輝いていて、皆さんは数歩前に進みます。しかし、皆さんはひとりではありません。皆

さんの隣にはひとりの子供がいます。それは皆さんの子供です。ここで、その門に向か

って前進してください。この新しい現実性から現れている光を経験し、皆さんが反応す

る様子を確認してください。皆さんの最初の反応はなんでしょうか？　そしてここで、

その子供の隣で跪き、子どもに何を望んでいるか尋ねてください。そのこどもは怖れて

いますか？　多少なりともみなさんの支援を必要としていますか？　一方で皆さんの他

の部分が尻込みして躊躇していても、皆さんのその部分ができる限りその門を通過する

ことを望んでいることは充分にあり得ます。皆さんのそういった部分を裁かないでくだ

さい。皆さんに対して、そうした部分が優しさと忍耐を必要としている子供として現れ

ることを許してください。その大量の光をまだ受け取ることができない皆さんのその部

分に配慮することが、皆さんの今回の生涯における使命です。皆さん自身の価値につて

、皆さん自身の有用性と皆さん自身の才能について、皆さんの中にはまだ数々の否定的

な信念があります。ですから、わたしは皆さんに、皆さんができる限り前進する代わ

りに、皆さんの内部のこの大切な子供に対して跪いてください。何故なら、それはま

さに、皆さんそのものであるキリストのエネルギーを維持しているからです。この子

供が、皆さんをひとりの人間天使にします。それには、皆さんの人間性、皆さんの疑い

、皆さんの怖れが含まれていて、わたし達がわたし達自身のこの部分を充分に受け入れ

る時だけ、わたし達は真の思いやりと理解で、他の人々と接触することができます。そ

してこれは事実通り、地球上の新しい時代の中でもたらされるものです。外に向かって

物事を変化させることを望むのではなく、皆さんの内部に向かい、内部の最も暗く最も

絶望的な部分と接触する能力です。これが、皆さんが新しい地球を今という瞬間に近付

ける方法であり、そしてこれが、皆さんが他の人々に対しても行うことができるもの

です。皆さんが人々の苦闘あるいは人々の苦痛を確認する時は必ず、断定的な判断をし

ないようにしてください。人々の美しさと勇気を確認してください。これが人々の重荷

を軽くするものです。

 
こうして皆さんは、わたしのメッセージが実際に単純なことを確認します。それは、皆



さんの人生の中に存在するすべての物事を愛することを目的にしています。新しい地球

の見通しは現実的で価値あることですが、しかし皆さんは時にその大部分を皆さんの理

性で受け取ります。皆さんは、皆さんがそれを起こすようにする方法について考え、心

配し始めます。皆さんは、皆さんが選択することができる具体的な行動のための指針を

持つことを望みます。皆さんの理性は、皆さんの意志力と同様にかなり忙しくなりま

すが、しかし新しい地球の出現は、その方法では起ることはないでしょう。新しい地球

のエネルギーを受け取ることは、期待を持たず、予定を立てず、こころで行うものです

。実際にこの新しい現実性の創造は、その多くは皆さんが馴染んできた男性の側面よ

りも、皆さん自身の女性の側面を通して起ります。両方の側面は同じように重要ですが

、しかし皆さんは男性の側面をより強調し、評価する傾向があります。創造の女性らし

い側面が、皆さんを別の現実性の夢に招き、それについての数々の見通しや幻想を受け

取り、生命の流れを信頼してそれを皆さんにもたらします。そのため、皆さんが信頼す

ることを許している感覚、受け入れようとする状態が、ここで欠くことのできない資質

になります。わたしはすべての皆さんが、皆さんのこころの中のその見通しに忠実に

なり、人生を信頼することを求めます。

 
わたしは、わたしのエネルギーを感じて貰うために、すべての皆さんを招きたいと思っ

ています。わたしはヨシュアです。わたしは皆さんの兄弟であり、友達です。わたしは

人間になることがどのようなものかを認識しています。わたしが皆さんの前に立ってい

るのは、ひとりの教師あるいはひとりの霊的指導者としてではありません。わたしをひ

とりの友人と考えてください。わたしはただ皆さんと一緒にいるのが好きです。言うま

でもなく、皆さんはわたしができる限り多くの情報を与えることを好みますが、しかし

、情報は事実どおり、主要な論点ではありません。皆さんは、皆さん自身という存在の

内部に皆さんが必要とする情報をすべて持っています。皆さんの魂はいつでも皆さんに

話し掛けています。わたしのこの世界での存在感は、皆さんが皆さんの魂を信頼するよ

うに皆さんを勇気付けることが運命付けられています。今日わたしと一緒にいてくれて

、皆さんに感謝します。そしてわたしは皆さんが持っている質問に喜んで答えたいと思

います。

 
質問：夕方、わたしは一匹の明るい青の蝶の幻を経験しました。そして今朝、わたしは

扉に止まっている一匹の蝶を見ました。壁はなくただひとつの扉があるだけであり、わ

たしはその扉の背後にひとつの異なる現実性が存在しているように感じることができま



した。わたしはその扉が表しているものを知りたいと思います。そしてまた、わたしが

その扉の前に立つ時、わたしが多くの歓びと幸せを感じていることを思い出し、そして

わたしはわたし達の過去の姿と過去に行った方法について、微笑み始めます

 
これはあなたが確認したひとつの美しい印象であり、わたしが伝えたように、あなたの

魂はいつでもあなたに話し掛けています。そしてそれによって、そして扉の背後の現実

性によってあなたの心が動かされたという事実は、それが事実通り重要なものでことを

明らかにしています。あなたのこころは、あなたのこの幻を、このエネルギーを信頼す

ることを求めています。そしてあなたがこころを動かされたのは、あなたの一部がその

扉の内側に行くことを非常に望んでいることが理由になっています。ここでおそらく、

あなたはまた、皆さんのある一部がそれほど熱心ではないことに気付くことができます

。これが、わたしが今日伝えている逆説です。あなたのある部分は依然として怖れを維

持していて、その扉の背後の光を受け取るのに苦労しています。そしてこの事実は皆さ

んに、依然として配慮と優しさが必要になっているあなたのこうした部分にあなたが

こだわり続けることを求めています。

 
 
質問：ヨシュア、あなたは来年の人々の次元上昇について何か伝えることができますか

？

 
数多くの人々が、この時期に人々の魂を一体化する強烈な過程を経験しているところ

です。皆さんは、あらゆる生涯が、巨大な太陽からのひとつの光線を表している、と言

うことができると思います。皆さんの本質、つまり皆さんの魂がこの太陽であり、次元

上昇が起る時に発生することは、皆さんがそう呼ぶように、皆さんはその光線を上昇

させ、その光の根源に近付いて行くことです。そして、この過程において、皆さんは

他の数々の光線と結び付き、皆さんが経験した他の数々の生涯を思い出すことが現実に

起り得ます。皆さんの意識が大きく広がり、皆さんはこの血肉で創られた人間の身体を

上回る存在であることを自覚します。人々が自分達の魂を結び付けた場合に起ることは

、ただ社会が皆さんに求めるもの、あるいは皆さんから期待できることに反応するだけ

ではなく、 実際に皆さんの魂を信頼しながら、人々が徹底的に創造を始める、という
ことです。これは今現在も地球上で起っていることですが、しかし幾つかの人々の集団

が存在しています。一部の集団はこの過程を始めたばかりであり、別の集団はかなり先

行していて、それはその通りになっています。わたしはそれについて何も判断しません



。そして、地球上でこれから起ることを予測することは、今回の内面の水準での変容の

せいで、とても難しいものになっています。あらゆる人間が、古いものと新しいもの、

怖れと愛の間の選択に日々直面し、数多くの人々が愛あるいは自分達の魂の閃きを選択

する時、物事は極めて急速に起る可能性があります。しかし、これは予め定められたも

のではありません。これは、皆さん自身の選択する力です。皆さんは、この皆さんの力

を過小評価する傾向があります。皆さんは、例えば2012年という年についてのように、
まるで皆さんの人生の中で起ろうといるものと決定する皆さんの外部の現実性が存在し

ているかのように、時に数々の予測に対して過剰に注意を払いますが、しかし皆さんの

人生の創造者は皆さんであり、皆さんと皆さんの人生に意識を集中し続けることが重要

になります。その時皆さんは、類似した水準で振動し、皆さんに似ている他の人々を引

き寄せるようになるでしょう。

 
 
質問：わたしはひとりの歌手であり、わたしの歌声で人々と触れ合います。わたしはこ

れを専門的な方法で行おうとしていますが、同時に、それに取り掛かる方法について多

くのおそれと多くの疑問を感じています。

 
あなたはとても勇敢であり、あなたのこころの声を聞くことができます。あなたが行っ

てきた選択に対して、あなた自身を高く評価してください。そして言うまでもなく、そ

こにはその怖れがあります。怖れは皆さんの地球の周りのエネルギー場の一種になって

きたことを、あなたは自覚する必要があります。そしてあなたがそこから脱出すること

を望むとすぐに、怖れが多少あなたを悩ませ、あなたを怖れに引き戻そうとします。怖

れはあなたに多くの偽りの物事を伝えています。あなたが望んでいることは不可能だ、

というように。そのため、重要なことは、この怖れという声の本質を良く理解すること

です。もしもあなたがそのエネルギー、その周波数と同調すれば、その怖れから、皆さ

んは瞬時にそれは真実の声ではないことを認識することができます。ひとりの子供の形

式で、その怖れが皆さんにその怖れ自体を明らかにさせることをわたしは勧めます。そ

れは苦闘する敵ではありません。それは皆さんの一部であり、外部の判断に最も傷付き

やすいものです。彼を守ってください。あなたは彼のためにそこにいることを彼に認識

させてください。彼がどれほど美しく勇敢であるか、彼に伝えてください。そしてあな

たが前進するに連れて、あなたはその霧からでることがますます簡単になっていること

を確認するようになるでしょう。あなたを待っている、あなたがあなたの声でもたらす

贈り物を事実通り受け取ることを待っている人々がいます。



 
 
質問：わたしは過去の数々の人生に由来するわたしのすべての感覚をについて何をしな

ければならないでしょうか？　わたしは時々、それがわたしからエネルギーを盗んでい

るように感じしていて、わたしはどのようにしてそれを止めるべきでしょうか？

 
まず、あなたの過去の数々の人生はあなたの一部ですが、しかしそれはあなたではない

ことを自覚してください。依然として癒しが必要になっているあなたの過去の人生に対

する数々の側面があり、そして繰り返しますが、あなたはこうしたあなたの数々の側

面を、指針としてあなたのところに現れている子供達として理解することができます。

子供達は自覚させられるまで立ち去ることはないでしょう。あなたが今時々経験してい

ることは、あなたの過去の数々の人生によって、その中のこころに傷を負ったエネルギ

ーによって支配されているように感じている、ということですが、しかしこれは、あな

たが現在のあなた自身の力を自覚していないことを意味しています。こうした古い数々

の生涯を追い払わないようにしてください。それを招いてあなたのところに連れてきて

ください。しかしその生涯は、指導が必要な子供達として理解してください。しばしば

、そのとても困難なものだった数々の生涯にはまた、皆さんのための贈り物が含まれて

います。過去の人生の個性は、苦痛で苦しんでいましたが、しかしまたそれはあなたが

今利用することができる数々の特殊な才能と贈り物を持っています。過去の辛い数々の

人生に対処する際の鍵は、正しい視線でそれを確認することです。あなたはあなたの過

去の人生の犠牲者ではありません。あなたはあなたの過去の数々の人生の治癒者です。

 
 
質問：昔、わたしはかなりひどい病気でしたが、しかし回復し、ある素晴らしい仕事を

持ちました。わたしはわたし達が今日議論している方法でわたし自身を霊的に発達させ

たため、わたしは再び病気に罹り、そして今、わたしはこれ以上仕事をすることができ

ません。しかしそれでも、わたしはそうすべきではないことを認識していますが、わた

しはわたしが何か悪いことをしたのか疑問に感じています。あなたはこれについて何か

わたしに伝えることができますか？

 
あなたが経験している病気あるいは苦痛について、断定的に判断しないでください。新

しい何かがあなたの目の前に現れることを望んでいます。それは今、依然としていわゆ



る門の後ろに存在しています。そして今、あなたの信仰が試されています。あなたは何

も悪いことはしていません。あなたの人生で起っている物事に対してあなた自身で断定

的に判断する傾向性は、怖れから現れています。たとえそのように見えなくても、あな

たを導いている、あなたの人生の中のひとつの大きな流れが存在していることを、信頼

してください。そしてあなたは今、その病気があなたにとって実際に価値あるものをあ

なたにもたらすかどうか、それを感じようとすることができます。わたしは、あなたは

後退しているのではなく、前進していることを、あなたに強調したいと思います。

 
 
質問：わたしは協力し合うことについて、他の光の活動家達と連携することについて、

ひとつ質問したいと思います。わたしは内的な水準で変わっているため、わたしの他

の人々との接触で余り快くなく、より直接的になっていることに気付いています。そし

てわたしは、わたしのエネルギーやわたしがしなければならない仕事のためには、それ

は良いことだと感じています。それにもかかわらず、その変化がかなり大きいため、わ

たしはわたしが正しい方向に進んでいるかどうか良く分かりません... もしかすると、
わたしはただこれほど強烈に変化していることを怖がっているのかもしれませんが。

 
あなたが今経験していることは、あなたの個性があなたの魂と融合している状態です。

そして時に過去において、あなたはあなたの個性が素晴らしく、攻撃的でも対立的なも

のでもないことを望んでいました。しかし今、あなたの魂の声がより強いものになり、

あなたは時々あなたの周りに確固とした境界線を創り出すことを必要としている、と感

じています。これはその過程の一部であり、あなたが他の人々に働きかける時に重要に

なるものであり、そしてあなたは、あなたのすべてがそのこころから現れていて、また

敬意を抱き、お互いの傷付いた部分を考慮に入れている、と感じています。何故なら、

誰もまだ完全に自分達の魂と融合していないからです。わたし達はすべて、依然として

人間そのものです。過去において、霊的な複数の集団は外的な数々の目標に、世界の中

で変化させなければならなかった物事に、かなり意識を集中する傾向を持っていました

。しかしもしもあなたが事実通りこの時代の中で協力することを望んでいるなら、ただ

一緒にいることから始め、ただお互いに座ってください。人間の水準でお互いを認識す

ることから始めてください。それを、あなたがその理性から達成しなければならないひ

とつの計画として理解せずに、ただ愛と友情を共有してください。そしてそれが、今ま

であなたの理性では決して達成することができなかった数々の奇跡を引き起こすことに

なるでしょう。



 
 
質問：それを消費する前にわたし達の食べ物や水をただ祝福し、わたし達の身体が必要

としているすべての滋養分に満たされているものとしてそれを思い描くだけで、ほんと

うにわたしやわたし達は充分なのでしょうか？　その通りでしょうか？

 
地球は生きている存在であることを、どうか認識してください。地球上で暮らしている

あらゆる存在は、自分自身の意識を持っています。実際に地球上の生命、人間、そして

人間ではない生命のすべての領域の間には、協調が存在しています。地球は、ひとりの

人間としての皆さんを支援することを望んでいます。地球は、人間の意識の開花を支援

することを望んでいます。したがって、あなたが食べる食物あるいはあなたが使う水に

ついて、あなたは罪悪感を覚える必要はありません。もしもあなたがそれを祝福する

なら、それを罪悪感からすではなく、歓びと豊かさの感覚から行ってください。皆さん

がその身体に摂取するあらゆるものが、あなたがそれを取り扱い、あなたがそれについ

て考える方法を受け入れるようになっています。そのため、もしもあなたがそれを敬意

と感謝を持って取り扱えば、このことは意識されています。しかし、それを罪悪感から

行わないでください。それを明るいものに維持してください。

 
 
質問：わたしはもう何年も数々の集団に働き掛けています。わたしは多くのものを与え

ました。結果的にわたしは病気になり、そして今、わたしはもうそれ以上努力していま

せん。そのためわたしの質問はこうです。わたしが数々の集団に働きかけている時、確

実にこれほど多くのエネルギーを失わないようにするためには、わたしは何ができる

でしょうか？

 
あなたが他の人々に対してエネルギーを失っている理由は、あなたがあなた自身に尋ね

ることが必要です。彼らは何故それをあなたから引き出すことができたのでしょうか？

　あなたは他の人々と簡単に、そして与えるやり方で、結び付く傾向があります。おそ

らくあなたは、この事実の背後に何らかの怖れが存在していることに気付くことができ

ます。また、この中に生まれつきの能力がありますが、しかしまた、一種の怖れもあり

ます。わたしが他の人々のすべての要求と期待を取り除いたとすればどうでしょうか？

　わたしがそうすることは許されるでしょうか？　彼らはわたしを永遠に拒絶するよう

になるでしょうか？　あなたはこの怖れを理解することができますか？　あなたの内部



でこの怖れについて解明してください。それはまるで、その周りあらゆる物事から切り

離されることを怖れている、ひとりの子供のようです。そしてこの子供に、ひとりで立

ちあがって、それ自身を楽しんでも大丈夫だということを伝えてください。あなたが他

の人々と伴に過す間、あなた自身のことに意識を集中している状態を維持できることが

重要です。一度あなたがこれを行う方法を認識してしまえば、あなたはもう一度より簡

単に人々に働き掛けることができます。罪悪感を解き放ってください。

 
 
質問：わたし達の内部に、わたし達の人間関係に影響を与える情緒的な傷が依然として

あるとすれば、わたし達はどのようにすれば霊的な水準で協力できるでしょうか？

 
あなたが働き掛けようとしている人々を、ひとつの目標に対する手段として理解しない

でください。今後起ること、物事が進む様子を決定するようになるのは、あなたとの間

の結び付きの質です。そのため、もしもあなたが交流の際に他の人々の中、あるいは皆

さん自身の中の苦痛に気付いたなら、それを断定的に判断せず、そして余りに性急にそ

れを絶ち切ろうとしないようにしてください。皆さんはすべて、これほど数多くの生涯

を通してこれほど遠くまで旅をしてきました。あなたは今、お互いのための思いやりと

真の理解いう贈り物を持っています。ですから、あらゆる物事を変えようと望むこと

なく、そのエネルギーが他の人々やあなた自身に向けて流れ出すようにしてください。

皆さんのための時間を取り、そしてもう一度、あなたの理性では認識することができ

なかったあなたが一緒に達成したいものを選択してください。

 
 
質問：わたしはヨシュアにひとつの質問があります。わたしは何年間も介護の仕事をし

てきました。そしてわたしは、わたし自身がひとりの光の活動家であることを理解しま

した。わたしは今まで決して防御を求めることについて充分な対応をしてきませんで

した。わたしはいつも護られていると感じてきました。わたしが今従事している仕事は

、とても困難な仕事です。薬物常習者の人々に働き掛けていますが、しかし最近、わた

しはおそらく、わたしから離れないエネルギーからの何らかの防御を必要としているこ

とに気付きました。このため、わたしの質問は、こうです。わたしは実際に防御が必要

でしょうか？

 



その通り、あなたには防御が必要です。何故なら、あなたは簡単に他の人々の情緒を拾

い上げるひとつの繊細なエネルギーを持っているからです。しかし、あなたがあなた自

身を護ることができることだけを、あなたはよく理解する必要があります。もしもあな

たが外部の物事が必要であれば、あなたはある意味で、あなたは自分自身でそれを行う

ことができないとあなた自身に伝えています。あなたは、あなた自身の真の強さを良く

理解する必要があります。そしてまた、質問の中にあるように、こうした数々のエネ

ルギーがあなたから離れない理由を自分自身に尋ねてください。何故そのエネルギーは

あなたを悩ませるのでしょうか？　何故あなたはそのエネルギーが入ることを許すの

でしょうか？　それはそれ自体の力だけでそこに存在しているのではなく、あなたが入

ってくることを許しているからです。もしもあなたがそれをしていないなら、義務感あ

るいは罪悪感という感覚があります。あなたや一般的に繊細な人々のためにわたしがお

勧めしたいことは、もしもあなたが怒りの感じたとすれば、怒りの情緒と接触を保つこ

とです。こうした数々の情緒を悪い、あるいは価値がないものとして退けないようにし

てください。何故なら、そうした情緒は、しばしば皆さんに重要な何かを伝えることを

望んでいるからです。怒りは皆さんに、あなたの境界線が侵害されていることを明らか

にしている可能性があり、そしてあなたの魂が、この情緒を通して、あなたに伝えよう

としています。それは、必ずしもいつも比較的高い感覚を通してそれ自体を認識させる

訳ではありません。

 
 
質問：赤ん坊や幼児、あるいは乳幼児達は、両親、介護士、あるいは神父者たちによっ

て虐待されることを選択するでしょうか、そして介護士達もまた、現在も今までも、こ

れを選択するでしょうか？

 
魂が地球上での新しい転生を選択する前、次の生涯の一部として魂は特定の出来事を選

択します。しかしその一方で、何も完全に固定されたり予め定められたりしていること

は何もありません。数々の出来事は、当事者の周りの一種の可能性であり、そしてそれ

が実際に起るようになるかどうかは、いつもその出来事に参加している魂達に左右され

ます。しかし、その虐待されたひとりの子供の魂は、この出来事の可能性について、あ

る程度事前の知識を持っていたのは事実です。しかし、虐待者がひとつの選択をしたと

いう事実を取り消している訳ではなく、誰かを虐待しようと決断している者は誰でも、

ひとつの選択を行ったことを深く認識していて、そのため虐待を行っている個人は、起

っていることに対して完全に責任を課せられたままになっています。わたしは、無垢な



子供がある意味で虐待という特定の経験を選択したことを思い描くことが、かなり困難

であることは認識しています。そしてこの考え方が、起っているこうした物事の正当化

として利用されることは決して許されていません。しかし、あらゆる出来事の背後に、

過去の人生というひとつの宇宙全体が存在し、魂達の間にはとても複雑な完成性が存在

していることは事実です。

 
 
わたしは皆さんすべての参加に感謝しながらこの集いを終わりにして、約束の地の展望

という歓びを思い出したいと思います。皆さんのこころの中でそれを生かし続けてくだ

さい。そして同時に、両足を大地に付けてください。情熱と忍耐をもってください！　

ありがとう。
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キリスト意識の種
THE SEEDS OF CHRIST CONSCIOUSNESS
16 June 2012 - 2:26am
 
パメラ・クレーバ経由

Channeler: Pamela Kribbe
 
THE SEEDS OF CHRIST CONSCIOUSNESS
 
~JESHUA via Pamela Kribbe
 
 
親愛なる仲間達、

Dear friends,
 
ヨシュアです。皆さんに挨拶を送ることは、わたしのこころの中で大きな喜びになり

ます。わたしはすべての皆さんを認識しています。わたしは皆さんの魂を確認し、感じ

ることができます。そして一部の皆さんについては、わたしが2000年以上前にわたしが
地球で暮らしていた生涯から認識しています。わたしは皆さんのような、ひとりの人間

でした。

 
わたしはわたしの魂を、わたしの魂のエネルギーを、利用しました。しかしまたわた

しは、人間の疑い、怖れ、そして怒りと苦闘しました。したがって、わたしは今、皆さ

んにこれほどの親しみを感じています。わたしは、皆さんが今経験していることを認識

しています。皆さんはひとりの天使であり、それは事実ですが、しかしまた皆さんは、

人間の怖れと闇に対処することが必要になっています。

 
それは、皆さんの魂の声に対する皆さんの呼出しを不透明なものにすることができ

ます。この瞬間に、わたしはすべての皆さんと挨拶を交わしながら、幻影という覆いを

突き抜けています。わたしはこころから皆さんと一緒であり、ひとつの新しい時代がま



さに始まろうとしていることを、皆さんに伝えているところです。それは、人間がその

魂のエネルギーをさらに地球に伝えることができるようになる、ひとつの新しい時代

です。

 
皆さんはすべて、皆さんの魂と結び付こうとする、深い望みを持っています。残念なこ

とに、皆さんは社会の中で、これを行う方法を教えられていません。社会の中には、そ

して皆さんが成長する間、依然として怖れと否定性が存在しています。そしてそれが、

皆さんが成長するにつれて、多くの皆さんのその意識が、不透明なものになる理由です

。

 
しばしばひとりの小さな子供として、皆さんは今もなお、皆さんの魂の歓びと創造性と

結び付くことができます。皆さんの周りで、この小さな子供を感じてください。それは

依然として活き活きとしています。皆さんの両腕にそれを呼び寄せてください。それは

、皆さんの魂の一部です。それは、皆さんのところに戻りたがっています。しかしまた

、皆さんが持ち運んでいる怖れと幻影という翳りに気付いてください。皆さんはそれを

、ひとつの鈍色のエネルギーとして心に描いてもかまいません。それに目を向けること

を怖れないでください。それを追い払うのは、皆さんの存在感であり、皆さんの勇気

です。

 
しばしば、人々は自分達の内面の闇を避けようとします。人々は、その外部に何らかの

解決策を探そうとします。人々は、外部の世界の中で、力と承認を期待します。しかし

それは、皆さんが期待しているものを決して皆さんに与えることはないでしょう。皆さ

んは、皆さんの空虚さに、皆さんの怖れに、取り組むことが必要になっています。

 
それを怖れないでください。光の松明を掲げている皆さん自身に注目し、この闇の翳り

の真っただ中に立ってください。もしも皆さんがその内部に立つとすれば、皆さんは泣

き声を聞くことができます。こうした数々の声は、皆さんに属しています。それは、孤

独と寂しさを感じている、皆さんの数々の部分です。

 
皆さんの内面の闇あるいは苦痛を、皆さんの敵として見ないでください。迷子になって

脅えているひとりの子供、あるいは子供達のように、それを見てください。その方に振

り向き、それを直視してください。皆さんの光の松明を掲げてください。もしも皆さん

がこれを行えば、皆さんは瞬時に、皆さん自身の力と皆さんの勢いの増大を感じるでし



ょう。

 
これは、皆さん自身で責任をとることを運命付けられているものです。もしも皆さんが

皆さんの魂と結び付き、そのメッセージを聞くことを望むなら、皆さんはまたこの内面

の闇も直視することが必要になります。しばしば、もしも人々が自分の内面の闇を直視

することを望まないとすれば、その人生の中で、ひとつの危機のように感じる数々の物

事や状況が起ります。

 
事故、病気、愛するものの喪失です。実際に生命は、皆さんが内部の闇に目を向けるこ

とを勧めています。地球上の生命は、いつも皆さんを皆さんの魂の故郷に連れ戻すつも

りでいます。しかしそれは、苦悩あるいは危機的状況を通してそうなる必要はありま

せん。

 
もしも皆さんが皆さんの闇を直視する勇気を持てば、皆さんはそれを行うために外部の

危機を引き寄せる必要はなくなるでしょう。これが、霊的な進路を進み続けることが意

味しているものです。それは、皆さんが内面に目を向け、皆さんの魂の導きを聞くため

に皆さんが準備しているものであり、また皆さんの魂の声を聞くことを妨げているあら

ゆる物事を直視するために、皆さんが準備を整えているものです。

 
今この世界に存在している皆さんは、すべてこの路の上に、この霊的な道筋の上に、存

在しています。わたしは皆さんを兄弟や姉妹として受け入れていて、皆さんの勇気を称

賛しています。皆さん自身に厳しくなり過ぎないようにしてください。この路には、数

々の上り坂や下り坂があります。

 
内面の路はとても険しくて狭い可能性がありますが、数々の歓びと安堵の瞬間も訪れる

ように意図されています。皆さんは皆さんの内面の闇を通り抜けているため、ある時点

で皆さんの魂の光を感知することになるでしょう。これが、地球の領域に属する重苦し

さから皆さんを引き上げることができます。皆さんは、皆さんの人生の中で、歓びと幸

せを受け取るように運命付けられています。

 
今、一瞬の間、皆さんの魂の水準に向かってください。皆さんの事実通りの姿と、皆さ

んが何処からきたのかを思い出してください。一体性という場所であり、無条件の愛と

いう場所です。今ここで、その存在感を感じてください。それを吸い込んでください。



それは皆さんのものです。それを皆さんのこころの中で感じることによって、皆さんは

それを地球上に降ろしています。わたしは皆さんが行っている内面の働きをこれ程高く

評価しています。皆さんは地球上の新しい現実性に向かう入り口を創り出しているとこ

ろです。皆さんはすべてひとつの夢を持ち、新しい地球がどのように見えるかというひ

とつの展望を持っています。

 
ここで、少しの間、わたしと一緒に未来に向かう旅をしてください。新しい地球への旅

です。皆さんは既にそこにいます。魂の水準では、時間はひとつの幻影に過ぎません。

今生まれようとしている新しい地球のエネルギーを感じてください。ここで、もう一歩

前に進んでください。

 
そこでひとつの場所で、ひとつの家で暮らしている皆さん自身を確認してください。皆

さんが暮らしている皆さんの環境と地域社会を確認してください。皆さんの想像力が自

由に流れることをただ許してください。そのエネルギーを感じてください。その詳細は

それほど問題にはなりません。皆さんの家に目を向けてください。

 
その中にいることはどのような気分でしょうか？　それが皆さんのエネルギーを反映し

ていることを確認してください。そしてここで、この皆さんのものである未来の自己を

求めてください。皆さんはこの場所で何をしていますか？　皆さんは日中の間何をした

いですか？　特定の種類の仕事や、あるいは皆さんが引き寄せられる創造性はありま

すか？

 
皆さんに最も大きな歓びを与えているものを感じてください。歓びと閃きのエネルギー

が皆さんを通して簡単に流れている様子を感じてください。そしてまた、この場所の

中で、皆さんが苦悩の代わりに歓びを通して学ぶことができる、その様子を認識してく

ださい。皆さんはこの場所の中で依然として学び、成長していますが、しかしそれは、

さらに一層調和的で愛情溢れる方法になっています。

 
ここで、この新しい地球のエネルギーを招いて、現在のこの場所の皆さんと合流させて

ください。皆さんはそのエネルギーを、皆さんのより身近なところに取り入れていると

ころです。それが可能であることを信じてください。歓びに溢れて、閃きと穏やかさと

伴に生きることは、可能なことです。それは、皆さんが積極的に皆さんの最も深い闇を



直視することが必要になります。しかし、それが皆さんを導く場所を確認し、また皆さ

んの展望の美しさに気付いてください。

 
わたしが地球上に存在した時、わたしはまたひとつの展望を持っていました。今ここ

で座っている皆さんは、わたしが予測した未来の一部になっています。わたしは、キリ

スト意識の数々の種を地球にもたらすためにこの世界に存在していました。そして皆さ

んその種であり、その種が花開き始めています。

 
わたしはそれを皆さんに感謝していて、わたし達はわたし達の使命においてひとつであ

ることを、皆さんに思い出して貰いたいと思っています。ひとりひとりの皆さんが、皆

さん自身で貢献するものを持っています。すべての皆さんが、これほど必要とされ、高

く評価されています。ですから、わたしは皆さんに、皆さんの偉大性を楽しむことを求

めます。皆さんは、事実通り美しい光の存在達です。

 
皆さんは、愛と怖れという両極端を認識しています。そして皆さんは、依然として皆さ

んの光の松明を掲げています。それは皆さんが今ここに存在する理由であり、それは皆

さんがもう一度地球上に転生した理由です。わたし達がすべて、この部屋の中で一緒に

、この光の松明を掲げていることを思い描いてください。

 
その松明がわたし達すべてを啓発している姿を感じてください。ここにもまた存在する

闇の上で、その光を輝かせてください。そして、闇はその上で光が輝くことを望んでい

ることを、いつも忘れないでください。闇は全体の一部になることを、一体性に合流す

ることを、望んでいます。これがキリスト意識の本質であり、皆さんは闇を拒絶せずに

、皆さんの光で闇を受け入れます。
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皆さんの新しい地球への到着
Your arrival on the New Earth
27 June 2012 - 8:08am
 
パメラ・クレーバ経由

Channeler: Pamela Kribbe
 
Wednesday, 27 June, 2012 
 
 
わたしはヨシュア、ここにいます。わたしは皆さんの兄弟です。わたしは今、これほど

皆さんの近くに存在しています。そして‘今’という言葉で、わたしはまさにこの瞬間だ
けを意味しているのではなく、この時期の中、この時間に属する時代の中も意味してい

ます。皆さんはすべて、既にこれほど大きく変わっています。わたしは、数々の時代

を遡った数多くの皆さんを認識しています。わたし達は以前、一緒に存在していました

。わたしが地球上で暮らしていた時代、わたしは数多くの皆さんと出会っています。そ

してわたしが生きていた時代から後の数々の世紀の間、数多くの皆さんが、地球上に転

生するように引き寄せられている、と感じました。皆さんは、人類の集団意識の広がり

を感じました。皆さんは、その広がりに対する貢献を、その意識の目覚めに対する貢

献を、望みました。新しい意識は、その時に種が播かれました。ご存知のように、それ

は多くの抵抗を受けました。皆さんはすべて、皆さん自身の人生の中で、今回の人生で

も過去の生涯でも、この抵抗を経験しています。皆さんは今まで他の人々と違っている

ような感覚を感じていて、そのせいで皆さんは独りきりだと感じていました。皆さんは

先駆者達であり、新しい意識の開拓者です。今回、この時代の世界中で、人間意識の解

放が起ります。わたしは、皆さんと伴にこれを祝うために、今ここに存在しています。

新しい時代が、事実通り、たった今、誕生しようとしています。おそらく皆さんは、い

つもそれをそのように感じていないかもしれません。何故なら、皆さんは時々困難を感

じているからです。しかしわたしは、皆さんの魂の目覚めをとても明確に確認すること

ができます。わたしは皆さんに挨拶を送り、わたしのこころの奥底から皆さんを称える

ために、今ここに存在しています。



 
わたしの親愛なる妹、メリー・マグダレンが今、同じ志を持った他の魂達と伴に、わた

しと一緒にここにいます。

［一部の人々が泣き出す］

皆さんの涙を確認することは素晴らしいことです。それは、わたし達との皆さんの結び

付きのひとつの合図です。わたし達は皆さんと伴に祝うために、今ここにいます。この

時期にわたし達が最もしたいと思っていることは、皆さんの足を洗うこと、皆さんの足

の前に跪いて、皆さんの足を洗うことです。それは、皆さんに対するわたし達の敬意と

称賛を表わす身振りです。わたし達は、皆さんがわたし達を霊的指導者として仰ぎ見る

ことを望んでいません。わたし達は皆さんの友達であり、皆さんの兄弟姉妹です。です

から、わたし達は、わたし達と一緒に幸せになるように、皆さんを招いています。何故

なら、新しい時代が事実通り既に始まっているからです。わたし達は、皆さんが過去と

未来の重荷によって依然として困難を感じていることを、認識しています。しかしわた

し達は、皆さんがそういった重荷をもう一度見直すように勧めます。それは皆さんが今

まで、深い怖れ、悲しみや悲哀を経験してきたからです。そして皆さんがそれを乗り越

えてきたからこそ、今皆さんのこころの中に思いやりのための空間があります。皆さん

自身や他の人々に対する思いやりです。これが、キリスト意識が目的にしているすべて

です。断定的な判断を持たずに、相手が経験していることを事実通り理解することです

。単純に、魂と魂から、他の個人と伴に存在することです。それが、キリストの種とキ

リスト意識が目的にしているものです。皆さんは今、そこにいます。皆さんは、皆さん

自身についてそんなに精一杯努力することも、皆さん自身を向上させなければならない

と考えることも、必要ではありません。わたし達は、皆さんがわたし達の視点からそれ

を確認できるようになることを望んでいます。皆さんは今の皆さんのままで、完璧です

。

 
しかし、皆さんはその日常生活の中で、依然として苦痛に満ちた数々の情緒に苦悶して

いることを、わたし達は良く理解しています。そのため、わたし達は今、ちょっとした

創造力の訓練として、皆さんにわたし達と一緒に旅をして貰いたいと思っています。

皆さんがひとつの入り口の前に立っている状態を思い描いてください。その扉は既に開

いていて、皆さんは新しい地球の敷居の上に立っています。皆さんは既に、この新しい

地球のエネルギーと、その穏やかさと調和を感じることができます。そして皆さんは、

自然の美しさを確認することができます。それは実際に、わたし達が今いる地方に少し

似ているように見えるかもしれません（フランス南部の丘の上）。何故なら、ここの自



然の美しさと荒々しさは、新しい地球のエネルギーに似ているからです。そして、皆さ

んがこの入り口、この扉のすぐ近くに立っている時、皆さんはひとりのこどもの手を握

っています。皆さんは、その子供が興奮している様子に気付いています。それは子供が

、前進して新しい土地に向かうことを望んでいるからです。しかしまた皆さんは、彼あ

るいは彼女の身体の中の怖れを感じることができます。古い地球を後にして新しい地球

に入ることは、大きな一歩になるように見えます。その子供は、両親や社会から伝えら

れてきたすべてによって、依然として脅えています。彼あるいは彼女は、信頼して前に

大きく飛躍することを怖がっています。

 
ここで、皆さんの中の小さな少年あるいは少女の手を感じてください。この子供は、次

の一歩を踏むことを怖れている、皆さんの問題を抱えた部分を反映しています。この状

態は、わたし達が時々皆さんの中で気付く、悲劇です。一方では、皆さんは故郷に帰り

、皆さんが属している穏やかさと調和をもう一度経験することを強く望んでいます。も

う一方では、たとえそれに執着することがかなり苦痛に満ちているとしても、皆さんは

古い物事を手放すことを怖れています。わたし達はここで、皆さんがその子供を抱き締

めて、子供を安心させることを勧めます。皆さんの両腕の中で子供が寛いでいる様子を

感じてください。ここで、子供が数歩前進することを望んでいるかどうか、確認してく

ださい。しかし、もしも子供が依然として脅えているとしても、子供を非難しないでく

ださい。その子供に向かって、皆さんが彼あるいは彼女のためにどのような状況であっ

てもそこにいて、これからも子供達の案内役になることを伝えてください。

 
皆さんが依然として敷居の位置に、ちょうどこの新しい土地の始まりの位置にいるとし

ても、そのエネルギーを吸い込んでください。皆さんは今、事実通り故郷にきています

。そして故郷は、地球上に存在します。皆さんはしばしば、故郷は何処か他の場所に

ある、皆さんがそこから現れた上空の天国の中の何処かにある、と考えてきました。し

かし、数多くの生涯を通した皆さんの長い旅の目的は、天国を地上に降ろすことであり

、皆さんの仲間の人間達とそれを共有することです。皆さんは、天国のエネルギーを地

上に降ろすように運命付けられています。過去において、皆さんはこの望みを持ってい

たため、しばしば隠れることが必要でした。今、隠れる時代は過ぎ去っています。今こ

こで、皆さんという存在が求められています。皆さんは依然として先駆者であり、意識

の開拓者です。そしてわたし達は今、皆さんが皆さんの力の中に立ち、皆さん自身を誇

りに思うことを求めています。これは利己的な自我とは何ら関係ありません。それは、

事実通り皆さんの魂の輝きを表現することを目的にしています。



 
またわたし達は、皆さんが光の活動家として一体となって、皆さんのエネルギーを共有

するように励ましています。今は、とても開放的で柔軟な方法で、一丸となる時です。

お互いにこころを開き合うことによって、皆さんは皆さんの癒しの過程を加速します

。特にこの皆さんの地方の地域の中で、この癒しの過程に対してそのエネルギーがと

てもふさわしいものになっています。わたし達は、皆さんが皆さん自身のためにこれを

感じることを勧めます。地球のエネルギーを感じてください。そのエネルギーは、皆さ

んの足の下の大地から皆さんのところに現れています。そのエネルギーは解放的であり

、皆さんが受け取ることを望んでいます。そのエネルギーは皆さんを支援し、皆さんに

人間として必要とするあらゆるものを提供することを望んでいます。物質的な水準では

、皆さんはそれを新しい地球上で確認することになるでしょう。人々は簡単な手段にさ

らに満足するようになりますが、しかしこれを不足や一種の貧困として経験することは

ないでしょう。人々はお互いにより多くの敬意を払うようになり、より一層自然と調和

した生き方を送るようになるでしょう。物質で自分自身に栄養を与える代わりに、人び

とは霊的な‘食事’で満足するようになるでしょう。人々は、人々と経験する人間関係
によって栄養を与えられていると感じるようになるでしょう。

 
わたし達は、皆さんが皆さん自身の人生の中で、この生き方の模範を示すことを勧め

ます。他の光の活動家達と皆さんのエネルギーを共有するによって、皆さんは勇気付け

られて、皆さんの目標に意識を集中し続けるようになるでしょう。皆さんの新しい地球

への到着を、一緒に祝ってください。これがわたし達の今日のメッセージです。わたし

達は皆さんに対して、希望と歓びに満ち溢れています。
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パメラ・クレーバ経由

Channeler: Pamela Kribbe
 
The New Era has begun
Pamela channels Jeshua
Translation by Maria Baes and Frank Tehan
 
 
親愛なる仲間達、

Dear friends,
 
新しい時代が、既に始まっています。わたしはヨシュア。わたしは歓びの中で皆さんと

伴にここにいます。そしてわたしは、皆さんに伝えています。わたし達がそこにいる新

しい時代が、既に始まっています！　ひとつの新しい世界が、皆さんの中と皆さんの周

りのすべてで展開します。それは既に始まっています。新しい地球が浮上し始めてい

ます。そして古い、その古い地球に属する現実性は、皆さんが確認できるように、砕

け散って崩壊し始めています。皆さんは報道の中で、数々の出来事の中で、これが毎日

起こっていることを確認することができます。それは地球規模で起り、そしてまた小さ

な規模では危機の中にいる皆さんの周りの人々の中で起ります。人々は個人的な災害に

巻き込まれ、金融上の問題に巻き込まれ、人間関係の問題に巻き込まれ、あるいは健康

問題に巻き込まれていますが、外見的にはそれを超えた数々の環境が原因になってい

ます。こうした出来事のすべては、触媒として、目覚めている数々の細胞として働き、

それは皆さんが内奥に向かい、そこに本当に存在するものを探し始めることを強要し

ます。皆さんはそこで何をみつけますか、そして実際に何が皆さん自身の中で皆さんを

安定させ、皆さんはどれほど確固とした自信を持っていますか？　皆さんは唯一皆さん

に属しているその場所で、どのような安全性に気付きますか？　そして皆さんの外部の



世界に起因して皆さんに起っているものから独立しているのは、どちらの方ですか？　

皆さんは内部のその場所でその堅牢な基盤に気付きますか？　あるいは皆さんは、不安

、恐れ、絶望という底知れぬ深さに向かって堕ちているように見えますか？　それこ

そが、ひとつの危機、実際の危機が、人々に対して行っていることです。皆さんはすべ

ての確実性を奪われ、皆さんはその人生の中であらゆる物事が危機に瀕しています。こ

れが、地球規模の政治、経済、そして文化といった巨視的な水準と、個人の中や皆さん

自身の中といった微視的な水準の両方で、この時代の意識の発達が人々に影響を及ぼし

ているものです。何故なら、皆さんはすべて、既に皆さん自身の中でこれを経験し、そ

して一部の皆さんは、皆さんの人生の中であらゆる物事が移行している様子を経験し始

めているからです。今回は強烈な変化の時代であり、そしてその中で新しい物事の到着

が起り、それは既に目に見えるものになっています。

 
わたしが皆さんの中で誕生し始めていることを既に確認しているこの新しさの内部から

、わたしはすべての皆さんに挨拶を送ります。わたしがここで連絡を取り合っているの

は皆さんのその部分であり、依然として古い数々の怖れや疑いや不安で身動きが取れな

くなっている部分ではありません。わたしはその新しい部分に、わたしのエネルギーを

与えます。わたしはわたしの配慮、わたしの注目をそこに集中し、それでわたしはそれ

が花開くようにします。わたしのエネルギーとわたしの存在を感じてください。皆さん

の最もきらびやかで、最も楽観的で、希望に溢れ、力強く、美しい部分にわたしが意識

を集中しながら、皆さんを注視しているその姿を感じてください。そして、その部分が

光を発している姿を感じてください。皆さんが実際に既にあらゆる物事を認識している

姿を感じ、皆さんがその状態になっていることを感じてください。何故なら、皆さんは

そこにいるからです！　皆さんはそこに立ち、皆さんのこの世界の存在の内部に立ち、

そして皆さんは、皆さんの魂の光を携えています。皆さんのこころの中でそれを感じて

ください。皆さんは、ここ地球上に固定された、皆さんの星の光を持っています。内面

の自由と自覚的意識に対する皆さんの望みは今、新しい始まりに向けて置き換えられて

います。そして生命を貫いて、それが皆さんを運んで行くようにしてください。生命を

信頼してください。

 
皆さんは、ひとりでそれをする必要はありません。わたし達がここに一緒にいます。わ

たし達の結び付いたエネルギーの強さを感じてください。行動を起こすのは、ひとつの

勢いでも、まして絶えず慌しいひとつの力でもありません。それはより多く、静かに苦

もなく皆さんを支えて栄養を与える肥沃な土壌の方に似ています。それは、良く似た精



神の個人達の存在感によって生み出された感覚です。皆さんの周りのこうした類似の魂

達や、またさらに広がっている世界に属する仲間の存在達を感じてください。彼らはオ

ランダで、確実に豊かに表現されています。皆さんはもはや、確立された秩序に敵対し

ている、あるいは皆さんが一員ではないために排除される一匹狼ではありません。皆さ

んはもはや、孤独な勝者ではありません。

 
今はまさに、ひとつの変化の時代です。確立された秩序は、終わりを迎えようとしてい

ます。もうこれ以上、古い確実性は何も存在しません。人々のこころの中には、不安な

虚空が存在します。いつも確実なように見えた物事は、そして精神的に強要された、あ

るいは操作された可能性がある物事は今、緩んだ砂のように、皆さんの手から滑り落ち

ます。この時代は、古い物事のより一層の放棄と、皆さんの足元の純粋に新しい基礎を

求めます。皆さんは既にしばらくの間この路の上に存在していますが、それが、皆さん

が他の人々のためのひとつの具体例を設定することができる人々になっている理由です

。それは、行動や慌しい喧騒を通してではなく、皆さんのありのままの姿になる歓びを

通して、そうすることによって、行われています。今、皆さんは、本当に寛ぐことがで

きます。わたし達はそこにいます！　新しい地球が、ゆっくりと拡大し、花開いてい

ます。

 
新しい地球のエネルギーは、最初はこの現実性の周辺で、次にその亀裂と裂け目の中で

休眠中のままであり、そしてそれは決して実際に外にでることはできませんでした。そ

のため、皆さんは光の活動家として、特に以前の数々の人生の中で、あらゆる場所で隠

れなければならない、そして皆さんは明らかにすることができない、あるいはそうする

ことが許されていない、と頻繁に感じました。今、その構造は崩れ去っていて、その光

は自由の身になり、そういった狭い隅から姿を現しています。

 
皆さんは表面に出ることができ、皆さんは歓迎され、そして今、皆さんのエネルギーは

歓迎以上の対象になっています。皆さんにとってそれはきまりが悪いように感じ、そし

てそれが本当に可能かどうか疑問に思うかもしれませんが、わたしは、皆さんが皆さん

の内的な働きを通して広く行き渡らせたものに寛容になることを求めます。それは皆さ

んが収集した叡智であり、皆さんのこころの中の静寂と思いやりです。他の人々を通し

てそれを明らかにして、もう隠すことなく、その光を自由に動かしてください。この地

球上で寛ぎを感じてください。それは皆さんの惑星であり、また皆さんの出生地です。

そうです、わたしは皆さんすべてが、“わたし達はここで歓迎されるだろうか、そして



社会はわたし達のもたらすメッセージによって恩恵を受けるだろうか”、といった疑い
と不安と苦闘する姿を確認します。そしてその答えはこうです。その通り！しかし皆さ

んは社会の構造あるいは運動の観点から考える必要はなく、ただそれを小さな物事にし

ておいてください。皆さんの個人的な人生において、皆さんの光がさらに明確に流れる

ことができる数多くの方法が存在します。

 
今、皆さんがその日常の環境の中で暮らす姿に目を向け、そして皆さんのエネルギーが

そこで流れている姿に目を向けてください。ひとつの特定の状況を選択して、それが自

然発生的に現れてくることを許してください。もしかすると、それは皆さんの家族、ひ

とりの協力者、あるいは仕事の分野の何かと関係があるものを持っているかもしれま

せん。他の人々に、皆さんの実際の姿の是非を確認することを許さないでください。皆

さんは恐れずに皆さんの素顔を、あるいは皆さんの認識、皆さんの叡智、皆さんの偉大

性を明らかにしますか？あるいは、そうしたすべての時代の間の怖れや古い恥辱、そし

て皆さんが影の中に隠れることが必要だった数々の人生のために、尻込みしますか？　

今は、皆さんがこの方向性の転換に慣れる時です。

 
一部の皆さんは、依然として新しい地球の展望を皆さんの前方に投影しています。それ

は依然として訪れようとしているものであり、今ではなく、いつかの未来に横たわって

いる、と考えています。しかしわたしは今、皆さんに伝えています。それは今です！　

その時代は熟し、その変化は今、混乱の只中で発生しています。まさに今、人々のここ

ろの中で開放がおこっています。皆さんの正当な場所を選択し、躊躇わないでください

。そして、皆さんはどうしますか？　皆さんは今、皆さんの世界の中でどのようにして

皆さんの場所を選択しますか？　皆さんは皆さんの最も深い核心である皆さんの魂に基

づいて、どのように話し、どのように行動し、どのように生きますか？　新しい時代、

新しい地球の人生の特徴は、皆さんの魂といつも結び付いた状態になることであり、し

かも皆さんはその流れと一緒に前進します。皆さんのこころに従ってください。何故

なら、その中に、主要な鍵が横たわっているからです。そして、もしも皆さんがその古

い怖れと疑いが皆さんを鷲づかみにしていることに気付けば、皆さんのこころでそれを

受け入れて、しかし断固としてこう断言してください。“それはもはやわたしに属して
いない、それは既にわたしが通過した駅だ、今わたしの路はその門の向こうにつながっ

ている。”
 



皆さんを育んでいるもの、皆さんに新しい地球のエネルギーを与えているものに注意し

てください。皆さんを皆さんの中心に戻し、皆さんが皆さんのありのままの姿を自覚し

古い物事から自由になる支援をする、そういった数々の場所、そういった数々の状況、

あるいはそういった数々の人々を、捜し出してください。今、皆さんは既に皆さん自身

でその路を一掃しているため、それが起ることが可能です。わたしは皆さんに、こう訴

えます。皆さん自身の価値を信じてください！　皆さんは依然として、皆さんの思考の

中で頻繁に皆さん自身を過小評価し過ぎていて、“いや、わたしにはこれはできない、
何故なら、わたしは今までまだこれまたはあれを行ったことはなく、そしてわたし

はXあるいはYを、特にわたしの怖れと疑いを、解き放つことが必要だ”、と考えます。
そしてそれはある意味で真実ですが、しかし皆さんは何に対して皆さんの注意を向けて

いますか、闇ですか？　わたしは皆さんの中の黄金に目を向けています。それは新しい

時代の輝きであり、わたしは、皆さんがわたしと同じことをして、皆さんの前に提示さ

れているすべての美しさに驚き、驚嘆し、輝くことを望むことを勧めます。それは、神

は皆さんの外部の何かではなく、皆さんを通して自由に流れるひとつの力であることを

除外した、この光の中で皆さん自身が確認する自我や愚かな自負心という問題ではあり

ません。それは最終的に、神の光です。それは尽きることなく、燦爛として、創造的な

ものです。皆さん自身の中のこの壮麗で精緻な輝きへ要こそ！

 
そして言うまでもなく、時に怖れと疑いによって、心配事によって、皆さんの人間の自

己が圧倒される時、皆さんはその数々の原因を理解することができます。しかし皆さ

んは、もはやそれによって動揺することはありません。皆さん自身の威厳を感じてくだ

さい。この威厳がそうなる権利をもっていることを感じてください。そして、皆さん自

身の内部と他の人々の内部の両方で、その古い物事を思いやりで処理してください。し

かしもうこれ以上、その古い物事によって気を散らされないようにしてください。皆さ

んはそれを上回っています。

 
そのため、とても単純に伝えると、これが今日のわたしのメッセージです。皆さんがそ

こにいて、わたし達もそこにいる、新しい時代が既に始まっています！　それが皆さん

のすべての細胞を通して躍動することを許し、そしてそれが外部に流れ出すことを許し

てください。今はもう、戦いを仕掛けたり望んだりして、あるいは皆さん自身に対する

圧力を作り出して、不安定な状態に反応しないでください。大らかになってください。

太陽から数々の光線が放射されているように、自然になってください。花が春にその美

しさを誇示するように、自然になってください。皆さんのこころが呼び起こすものと伴



に流れ、数々の異論を引き起こす皆さんの精神によって騙されないことを、皆さんの真

の自己にしてください。言うまでもなく、知性に対して、数々の疑いに対して親切に

なり、しかしそれを笑い飛ばしてください。その新しい時代に向かう歓びに満ちた流れ

に向かって進んでください。何故なら、それがすべての皆さんを待ち受けているから

です。皆さんの意志を通して、新しい地球の卓越性が現れることになるでしょう。

 
ヨシュア

Jeshua
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親愛なる仲間達

Dear friends,
 
わたしはヨシュア、皆さんと一緒にいます。時空の障壁を貫いて、わたしは皆さんの隣

に立っています。皆さんのこころでわたしを感じてください。わたしは、人間として存

在することを、その高さも深さも、かなり熟知しています。わたしは人間の感覚と内面

の極端な世界のすべての領域を探索してきましたが、わたしは最終的にその解決方法に

気付きました。物事を見る異なる方法に向かうひとつの通路であり、それを通して人間

として存在するという経験全体が、それ自体を異なる光で提示します。皆さんのこころ

の中で、静けさと穏やかさを創り出すひとつの方法です。

 
わたしが今日皆さんに伝えたいのは、この出口、この通路についてのことです。数多く

の皆さんが、皆さん自身が板挟みに陥っていることに気付いています。皆さんが皆さん

自身に抱いている葛藤です。皆さんの精神の中で活動しているひとつの発想があり、そ

れは、皆さんはさらに良くならなければならない、今の皆さんという存在とは別のもの

にならなければならない、というものです。さらに高度に発達して、さらに聖なる者に



、特定の規則にさらに良く従うことができるようになり、皆さん自身に対してさらに高

い理想を持たなければならない、というものです。しかし、これは誤った考え方です。

皆さん自身に働きかけているこのすべての発想は、皆さんは皆さんの現状として不十

分だ、何か他のものがある、皆さんは皆さん自身を変える力を持っている、皆さんがひ

とりの人間として存在しているという事実を皆さんが支配する、という考え方に基づい

ています。これは古い考え方であり、皆さんが非常に古い時代に充分に経験してきたも

のです。

 
この発想は、アトランティスの中である程度存在していました。その時代に皆さんは第

三の目を発達させ、皆さんの頭の中の観察の中心として、それを経験しました。皆さん

はその第三の目から把握することができ、またその状態から、皆さんは介在して皆さん

の数々の望みの通りに生命を形作ることを望みました。皆さんの中には、支配に向か

う一種の傾向性がありますが、しかしこの傾向性はまた、真実という皆さんの概念によ

って触発されました。皆さんは、皆さんがさらに高い諸原理に基づいて行動する、とい

う発想を持ちました。そのため、皆さんが行ったことは“善”でした。それでそれは今も
いつも続いています。権力は、いつも正しいと考えられている発想によって覆い隠され

ています。ひとつの観念体系全体がそういった発想の周辺で構築されていて、それを、

正しいもののために努力することのように見える、ひとつの世界観にしています。その

一方で、突き詰めると、皆さんは皆さん自身と他の人々の両方で、生命を支配しようと

しています。

 
権力は腐敗します。それは、あらゆる人間の中に存在する生命の自然な流れから皆さん

を遠ざけます。権力は、皆さんに可鍛性、延性という概念を与えます。それは実際に、

幻影に基づくものです。皆さんが認識しているように、生命はそのようにしなやかなも

のではなく、理性あるいは意志によって、あるいは第三の目から、決まるものではあり

ません。生命は、ひとつの世界観、あるいはひとつの体系に一致せず、そして精神的

な数々の過程に基づいて組織化することもできません。

 
皆さんは長い期間に及ぶ皆さんの人間性との闘いに入りました。人間の条件です。数多

くの霊的な道筋が、皆さんは皆さん自身に取り組まなければならないという発想に基づ

いていますが、それは、皆さんは皆さん自身を引き上げなければならない、皆さんはひ

とつの計画された行動の道筋を皆さん自身に強要しなければならない、そしてそれが皆

さんを理想的な状況に導くようになる、というものです。しかしこの発想は、多くの内



面の葛藤を創り出します。もしも皆さんが必須の理想という発想で始めるとすれば、皆

さんは、皆さんに合致しない、あるいは合致することができないことを皆さんが内面で

よく認識している、その数々の基準を皆さん自身に強要し、そのため、皆さんは最初か

ら失敗します。

 
今、この考え方のエネルギーを感じてください。皆さんが皆さん自身に対して行ってい

るもの、強要する必要があるものから、皆さんを向上させるための探求から、そして

生命、皆さんの情緒、皆さんの思考を組織化する望みから現れている、そのエネルギー

です。物事を支配することを望んでいるエネルギーを感じてください。それは愛に溢れ

たエネルギーでしょうか？　しばしば、そのエネルギーは愛を装い、善と真実を装いま

すが、しかし権力は、人々がより簡単に受け入れるように、いつもこのようにしてそれ

自体を隠します。権力はその顔を率直に明らかにしません。権力は、思考を通して魅惑

します。これが考えない方がより無難な理由ですが、しかし生命を支配することを望む

ものを感じることは、皆さんに影響を与えます。ここで、現在の皆さんの人生における

皆さんの日常の生活の中の皆さん自身に目を向けてください。皆さんはどれほど頻繁に

、依然として皆さん自身と闘い、皆さんの中で湧き上がってくるものを、皆さんの中で

自然に現れて自由に流れることを望むものを非難していますか？　この断定的判断とい

う状態の中に、ひとつの批判のエネルギーが、ひとつの冷やかさが、居座っています。

“これはそうであってはならない、これは間違っている、これは姿を消す必要がある”。
このエネルギーを感じてください。それは皆さんに役立ちますか？

 
わたしは今、皆さん自身を見る別の方法に皆さんを連れて行きたいと思います。変化が

起こり得るひとつの場所ですが、しかし闘うことなく、皆さん自身の手荒な格闘がない

場所です。これを明確にするために、皆さんにひとつの具体例を提供したいと思います

。皆さんがそれをどのように名付けるとしても、皆さんの中で怒りあるいは苛立ちとい

う感覚を呼び起こす何らかの出来事が、皆さんの人生で起ることを思い描いてください

。ここで皆さんは、異なる方法で、その怒りに対応することができます。もしも皆さん

が皆さんの情緒を真剣に考えることに慣れていない状態で、皆さんの反応がとても原始

的なものであれば、そこには怒り以外のものは存在しません。皆さんは怒ります。以上

です。皆さんは怒りの中に呑み込まれ、そして皆さんはその怒りと一体になります。そ

の時、皆さんが皆さんの怒りの原因を皆さん自身の外部に設定する事態が頻繁に起こり

ます。皆さんはその非難を他の誰かに投影します。他の誰かが何か悪いことをしました

。そして皆さんが怒りを感じるのは、彼あるいは彼女の落ち度です。これは、最も原始



的な対応です。皆さんは皆さんの怒りと一体になり、皆さんは怒ります。

 
別の可能性は、わたしが2番目の対応の方法と呼んでいるものです。皆さんは怒り、そ
して瞬時に皆さんの頭の中の声が話します。“これはあってはならない。これは悪いこ
とだ。怒るのは良くない。わたしは怒りを抑えなければならない。”皆さんの怒りを抑
圧することは、皆さんの宗教的な生い立ちを通して、あるいは社会的な視点から、皆さ

んに教えられてきました。例えば、他の人々に皆さんの怒りを明らかにしないことは、

より良く、より素晴らしく、より道徳的に厳格なことです。率直に怒りを表現すること

がそぐわないことは、確かに女性に当てはまります。それは女性らしくないからです。

 
皆さんが今まで説得されてきて、皆さん自身の中で皆さんが怒りを判断する原因になっ

ている、すべての種類の考え方があります。次に、何が起こりますか？　皆さんの中に

怒りがあり、そして瞬時にその怒りを超えてひとつの意見が湧き上がります。“これは
許されない。これは悪いことだ”。次に皆さんの怒りは皆さんの影の部分になります。
何故なら、それは文字通り、光の状態にならないからです。それは皆さんが見てはいけ

ないものになります。もしも怒りがこのようにして抑圧されると、その怒りに何が起る

でしょうか？　怒りは消えず、皆さんの背後に回って、別の方法で皆さんに影響を与え

ます。皆さんに怖れや不安をもたらす可能性があります。皆さんは怒りの中に宿ってい

る力を活用することはできません。何故なら、皆さんは皆さん自身がそれを利用するこ

とを許さないからです。皆さんは皆さんの優しく、素晴らしく、有用な側面を明らかに

するかもしれませんが、しかし情熱的で怒りを持った側面は明らかにしません。皆さん

自身の反抗的な側面です。そのため、その怒りは閉じ込められ、そして皆さんは、皆さ

んがこうした数々の感覚を持っているため他の人々とは違うと考え、皆さん自身を敢え

て他の人々から遠ざけ始める可能性があります。とにかく、こうした状況が、皆さん自

身の内部と、外見上の光の自己と闇の自己という2つの自己の間で、ひとつの苦々しい
葛藤を創り出します。それと同時に、皆さんはこの悲痛なゲームに巻き込まれ、皆さん

は皆さん自身を表現することができないため、それが内面を傷付けます。この判断が、

皆さんを限定します。

 
皆さんは、この対応のために、ほんとうにより良い人柄になりますか？　皆さん自身

の数々の情緒を抑圧することは、皆さんを穏やかで愛情溢れる人間という理想に導こう

としているでしょうか？　もしもわたしがこのすべてを皆さんに説明するとすれば、皆



さんはこの種の対応が機能しないことをかなり明確に理解することができます。それは

、真の穏やかさ、真の内面の安定に結び付きません。それにもかかわらず、皆さんは皆

さん自身に対してこのすべてを行います。皆さんはあまりに頻繁に、皆さんの情緒を沈

黙させます。何故なら、皆さんの情緒は皆さんが抱いている数々の倫理によると、良い

ものではないからです。そして皆さんは、こうした倫理が何処から現れて、誰によって

、何によって皆さんに与えられたのか、良く考えません。そのため、わたしは皆さんに

、これを勧めます。それについて考えるのではなく、それを感じることです。時に外見

的にとても高い動機から現れる、理想になっているものと皆さんが“すべき”ものという
皆さんの発想で、皆さんが皆さん自身に向けて火を付けている数々の判断があります。

その判断の中に宿っている、そのエネルギーを感じてください。それをそのままにして

ください。皆さんは、皆さんの情緒を抑制することによって、また体系的に情緒を抑圧

することによって、啓発を得ることはありません。

 
3番目の方法、皆さん自身の人間的な上昇を表現する第三の方法があります。最初の方
法は、先の具体例の中のように、完全に皆さんの怒りと一体になることでした。2番目
の方法は、怒りを締め出し、怒りを抑圧し、そして怒りを非難することでした。3番目
の方法は、怒りを許すことです。怒りをそのままにして、それを超越することです。そ

れは意識が行うことです。わたしが伝えている意識は、判断を下しません。それはひと

つの存在状態です。それはひとつの観察方法であり、それと同時に創造的なものです。

今、数多くの霊的な伝統が、“皆さん自身を心得ろ、それで充分だ”、と伝えてきました
。皆さんはどうすればそれを行うことができるのでしょうか？　どのようにすれば、単

なるわたし自身という自覚的意識がわたしの情緒の流れの変化を引き起こすことができ

るのでしょうか？　皆さんは、意識とは非常に強力なものであることを良く理解するこ

とが必要です。それは、ひとつの情緒の受動的な位置合せ以上のものです。意識は、あ

る強力な創造的な力を備えています。

 
ここでもう一度、外部世界の何かが皆さんの中で、例えば怒りというひとつの強力な情

緒を呼び起こすことを思い描いてください。皆さんがその怒りを意識的に処理する時、

皆さんは皆さん自身の内部で完全にその怒りを観察します。皆さんはそれについて何も

せず、その一方で同時に皆さんは観察と注目を続けます。皆さんはもはや怒りと一体で

はなく、皆さんの怒りの中で皆さんを失うことはありません。皆さんはただ、その怒り

がそのままで存在することを許します。これはひとつの感情超越の状態ですが、しかし

非常な強さをもった感情超越です。何故なら、皆さんが今まで学んできたあらゆる物



事が、皆さんを皆さんの雰囲気の中に、怒りあるいは怖れという情緒の内部に引き寄せ

られた状態に誘い込むからです。そしてそれをさらに複雑なものにするために、皆さん

はまた、その怒りあるいは怖れについての判断に引き寄せられます。それで皆さんは

、2つの方法で引き寄せられ、意識から、わたしが最初に話題にした出口から、引き離
されます。内面の穏やかさに向かう路になる出口です。情緒に対処する皆さんの普通の

方法が、言ってみればその中心点から、その意識から、皆さんを引き離します。それに

もかかわらず、これが唯一の脱出方法になります。ただ情緒全体を静かに観察すること

によって、皆さんは無意識になることなく、皆さんは完全に現在に留まります。皆さ

んは、情緒によっても、情緒の判断によっても、皆さん自身をその情緒の中に引き寄せ

られることはありません。皆さんは充分に意識して、柔軟な感覚で、その情緒に目を向

けます。これが、わたしの中にある方法です。

 
“わたしはわたしの中で湧き上がる怒りを確認する。わたしは、わたしの身体を駆け巡
る怒りを感じる”。“わたしの胃が、あるいはわたしのこころが反応する。わたしの思考
はわたしの情緒の理由を正当化するために反応している”。“わたしの思考が、正しいの
はわたしで、他の人物ではない、と伝える”。皆さんが皆さん自身を観察する時、皆さ
んはこのすべてが起っていることを確認することができますが、しかし皆さんはその情

緒に足並みを揃えることはありません。皆さんは、情緒の中で溺れ死ぬこともありま

せん。皆さんは、行き詰ることもありません。それが意識であり、これが精神の透明性

です。そしてこのようにして、皆さんは皆さんの生命の中で、怖れ、怒り、不信という

悪魔を眠らせます。皆さんは、その情緒と一体になる時、あるいはもしも皆さんが判断

を用いてその情緒と戦う時、その情緒を強化します。いずれにせよ、皆さんは情緒を助

長します。情緒を超克する唯一の方法は、言ってみれば、皆さんの意識で、情緒から超

然とすることであり、情緒と戦うことではなく、単純に情緒を存在させることです。

 
その時、皆さんに何が起っていますか？　意識は静的なものではありません。物事は、

その姿のまま留まることはありません。もしも皆さんがその情緒のエネルギーを、ある

いは皆さんの情緒についての判断のエネルギーを助長しなければ、情緒は徐々に消えて

ゆくことを、皆さんは気付くようになるでしょう。言い換えれば、皆さんのこころの平

静がさらに強くなるでしょう。皆さん基本的な感覚は、より穏やかで歓びに溢れたもの

になります。何故なら、もしも皆さんのこころの中と皆さんの魂の中にもはや戦いがな

いとすれば、歓びが上に向かって泡立ってくるからです。皆さんは人生を、より温和な

目線で確認します。皆さんは皆さんの身体の中の情緒の動きを確認し、そしてそれを観



察します。皆さんはまた、柔軟で温和な目線で、皆さんの頭を貫いて走り始める思考を

観察します。観察して飲み込まれない能力が、とても力に溢れた強いものであることを

認識してください。それが目的になっているすべてです。これが出口です！

 
わたしは今、この瞬間に、皆さんが皆さん自身の意識の力を経験することを求めたいと

思います。純粋な存在であり、それを経由した解放であり、それによって皆さんは、皆

さん自身の中で変化させる必要があるものは何もないと感じることができます。この意

識の静けさと透明性を感じてください。それは皆さんの本当の姿です。偽りの判断を放

棄してください。その情緒を自由に動かして、それを抑圧しないでください。それは皆

さんの一部であり、その一部はひとつのメッセージを持っています。皆さんが怖れ、皆

さんを悩まし、皆さんが戦うひとつの情緒を皆さんが経験するかどうか、皆さん自身に

尋ねてください。もしかすると、それは皆さんにとって禁忌になってきたものでしょ

うか？今、それがひとりの子供、あるいは動物の姿で進み出て、それ自体を現し、それ

自体を明らかにすることを許してください。その子供は子供自身を完全に表現するかも

しれず、あるいは無作法にさえ振る舞うかもしれません。何が起ろうとも、子供が行い

たいと思うあらゆる物事を行い、子供が感じることを皆さんに伝えることが許されてい

る必要があります。皆さんは見て、このように語る、自覚的意識です。“その通り、わ
たしはあなたを理解したい。わたしはあなたの物語を聞きたい。それを表現して

くれ”。“わたしにあなたの物語を話してくれ、何故ならそれはあなたの真実であり、そ
の真実ではないかもしれないけれど、しかしわたしはあなたの物語が聞きたい”。その
ようにして皆さんの情緒を経験して、その情緒を非難しないでください。情緒が皆さん

と話すために現れるようにしてください。賢明な年配者の温和さで情緒を扱い、その子

供あるいは動物がもたらすものを観察してください。しばしば否定的な情緒の中に隠さ

れていて、現れることを望んでいるひとつの純粋な生命力があります。それは今まで、

断定的な判断のすべての偏見によって窒息死させられてきました。その子供または動物

が皆さんを目指してスキップしながら現れるようにしてください。もしかすると、その

子供は今、その容姿を変えているかもしれません。

 
自覚的意識は変化します。それは変化の主要な手段ですが、それにもかかわらず、同時

にそれは何も変化させないことを望みます。自覚的意識はこう伝えます。“その通り、
そうなっているものはその通り！”　そこに存在しているすべての人々にとってそれは
理解できて受け入れられることであり、これがあらゆる物事を変化させます。何故なら



、それは皆さんを自由にするからです。今、皆さんは自由であり、もはや皆さんの情緒

や皆さんの情緒に対する判断の言いなりではありません。情緒をそのありのままの姿に

することによって、情緒は皆さんに対する支配力を失います。言うまでもなく、皆さん

が皆さんの情緒や皆さんの偏見に圧倒されることは依然として折りに触れて起ります。

これが、人間として存在することです。そこで身動きが取れなくなり、そのために皆さ

ん自身を責めることがないようにしてください。“えっ、わたしは綺麗な意識を実現し
ていなかった。わたしは何かわるいことをしたに違いない。”もしも皆さんがこう考え
始めると、皆さんは再び判断というボールを転がし始めます。皆さんは皆さん自身と戦

わないことによって、いつも出口に帰り、穏やかさに戻ることができます。間違いなく

、そこにあるものを観察してください。引き込まれないことは、大いなる強さです。そ

れが真の霊性の力です。真の霊性は、倫理観ではありません。真の霊性は、ひとつの存

在方法です。
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無謀な女性の復帰
THE RETURN OF THE WILD WOMAN  - Jeshua/Magdala/Mary via Pamela

Kribbe
20 September 2012 - 8:14pm
 
パメラ・クレーバ経由

Channeler: Pamela Kribbe
 
RETURN OF THE WILD WOMAN
a message from Mary Magdalene, Jesus/Jeshua channeled by Pamela Kribbe
Friday, 30 March, 2012
 
 
今日わたし達、ヨショア、マリア、そしてマグダラのマリアの3人すべてがここに現れ
ています。わたし達は皆さんと一緒にいることができて、光栄に思っています。わたし

達は、皆さんをわたし達の兄弟や姉妹として理解しています。わたし達はこころでひと

つであり、そしてわたしヨシュアにとって、わたしの女性の仲間達と並んでここにいる

ことは、特に解放感を感じます。何故なら、わたしは頻繁に、キリストのエネルギーの

代表者のひとりとして理解されているからです。しかしながら、それは完全な真実では

ありません。わたしの人生の中で、わたしの側には、わたしの使命に絶対に不可欠だっ

た女性達がいました。当時、女性達が、わたしが行ったように、公衆の教師になること

は許されていませんでした。しかし、わたしの母とマグダラのマリアは、両方とも霊的

な戦士でした。二人は、わたしがキリスト意識の種を植える支援をしました。

 
今日、わたし達は、男性と女性のエネルギーについて伝えます。わたしの女性の魂の仲

間達とわたしは、ひとつの声で話します。皆さんの歴史の中で、女性のエネルギーは根

底から傷付けられてきました。これは、地球上の女性と男性の両方に重大な意味を持っ

てきました。それは男性の支配に苦しんできた女性だけではなく、男性もまた傷付けら

れてきました。

 



わたし達はまず、女性の傷について議論したいと思います。わたし達は、皆さんがひと

りの情勢の個性を思い浮かべて貰いたいと思います。彼女は女性エネルギー全体を象徴

します。今、その女性のエネルギーが低下させられて、暴力的に扱われています。この

状況が女性に与えた影響は、女性達が女性の力が宿っている身体の比較的低い部分から

手を引いたことです。特に、性的な暴力が起っている場合、情緒的な心的外傷が女性に

女性の身体の比較的低い部分から女性達の意識を退避させることを引き起こします。女

性達が自己を認識して安定することが困難になります。皆さんの内面の目の前で、ひと

りの女性を想像してみてください。それが集団的な女性のエネルギーを表します。この

心象の中で、皆さんは、彼女のお腹の部分にある種の穴があることを確認することがで

きます。彼女はこの部分から彼女の意識を退けてきました。そして彼女は基盤が欠如し

ているため、不安を感じます。彼女の腹部の中で、皆さんは苦悩と痛みの叫びを聞くこ

とができます。そしてわたし達は、男性と女性の両方に対して、この女性に、彼女の腹

部に、光を放射することを勧めます。このようにして、皆さんはまた皆さん自身にその

光を与えて続けています。

 
今、マグダラのマリアが話をしたがっています

 
わたしはマグダラのマリアです。わたしは、皆さんを深く愛しています。わたしはいつ

も皆さんと一緒です。わたしは女性の傷を克服してきました。そして今、わたしはとて

も穏やかに痛みの部分に触れて、女性の癒しを支援したいと思います。わたしはその痛

みを、もう一度歓びと断固とした態度が生み出されて、女性の力が穏やかさに満ちた方

向に戻ることができる様子を、確認したいと思います。わたしは、争うこと、あるいは

格闘することは、望みません。わたしは穏やかに現れ、そして女性に対するある特別な

お願いを持っています。皆さんはすべて、歴史の中で傷付けられてきました。しかしこ

の時期に、皆さんは皆さんの強さを取り戻し始めています。今回は皆さんの時代であり

、皆さんの時間です。わたしは、今男性もまた支援が必要なことを、皆さんに思い出さ

せたいと思っています。女性としての皆さんは、皆さんの腹部の傷、その劣化させられ

ている状態の痛みと心的外傷を熟知しています。しかし、男性には何が起ったのでしょ

うか？

 
過去の支配的な男性のエネルギーと権力と所有のエネルギーのために、男性は自分達の

こころを閉ざすことを強要されました。男性達は、強く厳しくなることが必要でした。

これが男性という存在の、理想的な概念でした。しかしそのような意味で、男性はその



状態から感覚の側面を疎外されるようになりました。数多くの男性が、その頭の中に閉

じ込められました。男性が自分達の情緒と感覚を表現することが困難になりました。皆

さんの感覚の側面、皆さんの女性の側面と結び付くことができない状態は、またひとつ

の傷です。もしも皆さんが皆さんの数々の感覚を利用することができなければ、皆さん

は充分に人生を生きていません。実際に、皆さんは皆さんの魂とのつながりが断ち切ら

れています。数多くの男性の中に、孤独感と疎外感があり、皆さんはそれを、男性のこ

ころの中のひとつの穴として把握することができます。

 
そのため、男性と女性の両方が、過去に傷付けられていることを、皆さんは理解します

。女性の傷は腹部に位置し、男性の傷はそのこころの中のひとつの穴のようなものです

。わたしは今日、女性達にこう伝えたいと思います。皆さんが力を取り戻す時、皆さん

は真の強さを自覚するため、男性に手を差し出してください。男性達は、皆さんの支援

が必要です。男性達は、故郷から遠ざかり、疎外されています。皆さんのこころの中に

優しさを持ち、男性達に思いやりを持ってください。もしも両性の皆さんが仲直りす

れば、新しい地球を生み出すことができます。もしも男性と女性がお互いの傷を理解す

るなら、両方の皆さんが両方の間に橋を架けることができます。

 
皆さんの腹部の穴に光を送る際に、わたしは女性がわたしと一緒になるように求めます

。その光から、ひとつの緒が伸び、まさに地球の中に入って行きます。ひとりの女性と

して、皆さんの母なる地球との結び付きを感じてください。皆さんの女性のエネルギ

ーは、生命に対してこれほど強力で不可欠なものです。皆さんの真の強さを思い出して

ください。皆さんがその自意識が成長することを感じる時、男性達に手を伸ばして、男

性達のこころの穴に光を送ってください。

 
皆さんは、歴史の中の新たな時代の瀬戸際に立っています。皆さんは、男性と女性とし

て一緒になるように運命付けられています。皆さんは人類としてもう一度歓び、笑うよ

うに勧められています。数多くの皆さんの中に、わたしは疲れた戦士達を確認します。

皆さんは今まで何度も苦闘を繰り返し、そして一部の皆さんは、非常に疲れて失望して

います。皆さんの痛みに対する答えは、とても単純な生活の中に横たわっています。そ

う伝えることで、わたしは、もう一度偽りなく地球とつながっていると感じ、人間でい

ることの単純な楽しみを楽しむことを考えています。男性と女性の間の愛を経験する

こと、同じ考えを持つ人々と友情を持つこと、そして皆さんの周りの人々や自然と穏や

かに暮らすことが、新しい地球の約束です。



 
わたしの地球上の人生の中で、わたしは女性の傷を深く経験しました。わたしはヨシュ

アの親しい友でした。わたしはヨシュアの強さと叡智を感じることができましたが、し

かしまた、その数々の苦痛と疑いも、感じることができました。わたし達二人の間には

、親密な理解がありました。彼が地球を離れなければならなくなった時、彼が殺され

た時、わたしは深い嘆きと悲しみを経験しました。しばしば、ヨシュアがわたし達に話

をした時、わたしはわたしの頭の中だけではなく、わたしの身体全体を通して、彼のメ

ッセージを感じることができました。わたしは、彼の男性の弟子達が行ったように、彼

の考えについて、彼のメッセージについて、議論することは好きではありませんでした

。その点に関して、わたしは彼らとは少し異なりました。彼らは時にわたしをあざ笑い

、わたしは時々孤独を感じました。わたしは、ひとりの“無謀な女性”と見做されました
。わたしは型破りでした。現在、世界中で無謀な女性が再び歓迎されていることを確認

して、わたしは本当に歓びに満ち溢れています！ ヨシュアの時代以降、多くの物事は
変化してきました。わたしは皆さんに伝えます。無謀な女性が新しい世界の指導者達に

なるでしょう！ わたしは、すべての皆さんが皆さんの真の力の中で立ち上がることを
勧めます。過去において、女性が“無謀”だった時、それは自立して、型破りで、情熱が
あることを意味していて、そういった女性達はしばしばヒステリー症という烙印を押さ

れました。中世において、彼女達は魔女と呼ばれました。しかし実際にそういった女性

達は、わたしもその内のひとりですが、愛にこころを動かされました。今は、どのよう

な攻撃的な方法でもなく、男性と女性のエネルギーを和解させる方法で、再び女性達が

その真の力を明らかにする時です。

 
今日わたしと一緒に過ごして貰って、皆さんにとても感謝しています！

 
This channeling is also available as audio file. The transcript has been slightly edited for purposes
of readability.
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故郷の抱擁を感じる

故郷の抱擁を感じる
Feel the embrace of Home
21 November 2012 - 11:27am
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親愛なる仲間達、わたしはヨシュア、皆さんの兄弟です。皆さんの真ん中で、わたしを

受け止めてください。わたしは皆さんの仲間であり、皆さんがわたしを皆さんの兄弟、

皆さんに囲まれている人間として認識することを望んでいます。

 
わたしはここで皆さんと一緒にいることができて、とても幸せです。わたしは皆さんの

美しさと皆さんの輝きを確認します。ご存知の通り、わたしは実際に皆さんを指導する

こと、行動の仕方または信じるべきことを伝えることは望んでいません。他の何よりも

まず、わたしは皆さんのありのままの姿を皆さんに思い出して貰いたいと思います。わ

たしは、皆さんが皆さん自身の偉大さを認識することを望んでいます。そのため、わた

しが皆さんの中のその偉大さに触れることを、許して下さい。わたしが皆さんの前に

立ち、皆さんがわたしの目を見ている様子を思い描いてください。皆さんはわたし達の

一体性を感じますか？　皆さんはわたしのエネルギーに感動します。何故なら、皆さん

はそれを故郷のエネルギーとして受け入れるからです。そして皆さんに対するわたし

のメッセージは、皆さんは今、故郷に帰ることができる、というものです。皆さんのた

めの故郷はここにあり、そしてわたしは皆さんを故郷に迎え入れるために、今ここにい

ます。

 
そのため、皆さんが今故郷にいて、そして皆さんが寛ぐことができる様子を、思い描い

てください。皆さんは、完全に皆さんのありのままの姿になることができます。皆さん

は何も隠す必要はありません。皆さんは、皆さんの怖れ、皆さんの疑い、皆さんの不安



を隠す必要はなく、そしてさらに大切なこととして、皆さんは皆さんの偉大さを隠す必

要もありません。

 
皆さんは今まで、宇宙全体を旅してきました。皆さんは永遠の存在です。どのようにす

れば、皆さんが皆さん自身をこれほど小さく考えることができると言うのでしょうか？

　特に地球上のこの時点において、皆さんが皆さんのありのままの姿を思い出すことが

、非常に重要になります。皆さんは次の段階に進んで、過去を手放す準備が整ってい

ます。そうです、すべての皆さんがその内面深くに過去に由来する痛みと傷を持ち歩い

ていているのは事実ですが、しかし皆さんは頻繁に、その痛みによって盲目になります

。皆さんは、その痛みと怖れを越えた皆さんのありのままの姿を、自覚しません。皆さ

んはその痛みと怖れに催眠術にかけられていて、そしてこの状態は頻繁に、皆さんの環

境や社会の中の数々の恐ろしい信念によって強化されます。次に起ることは、皆さんが

低い数々の振動から抜け出せない状態になり、その一方で、皆さんはそのこころと魂の

中で、ひとつの高い水準で振動を続けています。皆さんに対してこの状態が起ってこと

を確認すると、わたしは胸が痛くなります。何故なら、わたしは皆さんの叡智と皆さん

の高い振動を、はっきりと確認するからです。事実通り一生を通じて、数々の疑問は皆

さんの外部の知識または権威によって答えられることはなく、皆さんの叡智が答えを出

すため、わたしは皆さんの前で皆さんに鏡を向けたいと思います。皆さんの真の姿、皆

さんの魂を思い出すことによって、皆さんは皆さんが利用する必要があるすべての知識

を手にします。

 
人々が交信することを願う時、人々がそのこころの中で事実通り望むことは、故郷の、

自分達の真実の存在のエネルギーと結び付くことです。人々はそのエネルギーを慕い、

そしてその憧れを持つことは自然なことです。緊張し、怖れている精神状態で暮らすこ

とは、自然なことではありません。そのためわたしは、皆さんが皆さんの内面にあるこ

の願いに従うことを、強く勧めます。皆さんが事実通り望むことは、地球上で皆さんの

魂を明らかにすることです。皆さんの交信する技能を強化するために、皆さんの日常の

生活に目を向けて、皆さんが寛ぎを感じてその流れと伴に進んでいる時を、そして皆さ

んが穏やかさと触発された状態を感じる時を、観察してください。そういった時には、

皆さんの魂と皆さんの指導霊達は、皆さんに手を差し延べることがより簡単になります

。皆さんにとって困難な課題になる物事は、皆さんが怖れまたは怒りといったより低い

振動に迫られる時に、その穏やかな流れを続けることであり、そしてその高い振動状態

をそのまま維持することです。



 
一部の皆さんは、この低い数々の振動の世界から撤退したい、と感じます。何故なら

次は、おそらく穏やかな振動の中に留まることがさらに簡単になり、皆さんにとってよ

り自然な状態になるからです。そして、わたしは皆さんが抱くこの願いを、理解します

。しかし皆さんが事実通り完全な状態になるためには、皆さんは、皆さんがその世界の

中で確認する低い数々の振動がまた皆さんの内部にも存在することを、良く理解するこ

とが必要です。また皆さんは、怖れ、怒り、そして悲しみを経験します。そのためこの

地球上のひとりの人間として、皆さんにとって真の困難な課題は、皆さんの魂の光でこ

うしたより低い数々の振動を受け入れることです。世界から逃避することは皆さん自身

から逃避することであり、そして現時点の地球上では、その魂と交信する人々がまたま

さに地に足を付けた状態でその世界の中に留まることが、極端に重要になります。わた

し達は、ここにいる皆さんが必要です。

 
わたしが今日皆さんのために手にしている美しいメッセージは、今は地球上で事実通り

の皆さんになることができる、というものです。皆さんは、地球上で事実通りに皆さん

自身を表現することについて、これほど多くの不安と数々の悪い記憶を携えています。

皆さんは頻繁に、皆さんは違う、と感じてきました。皆さんはひとりの異邦人、あるい

はひとりの社会からの部外者と感じました。しかしもしも今、皆さんが地球上の人間社

会に目を向ければ、ひとつの危機が続いています。天使のひとつの水準から確認すると

、地球上には多くの高密度があり、その中には恐ろしい数々のパターンがあります。し

かしこの密度の層の中で、今はいわゆる数々の穴が開いています。通常、人々は何か違

う物事、別の種類の助言に対してこころを開いています。何故なら、人々は自分が何ら

かの外部的な確実性にしがみつくことができないことを自覚しているからです。ひとつ

の全体としての人類は、意識におけるひとつの飛躍的前進を願い、必要としています。

皆さんが、皆さんの場所、この数々のエネルギーの内部の皆さんの自然な場所を認識す

ることが重要です。

 
皆さんが違うことは真実です。皆さんのこころの中で、皆さんはいわゆる、ある異なる

歌を聴き続けています。そして皆さんは、それに忠実であり続けることができます。し

かし、それでもなお、皆さんの場所はこの世界の中にあります。そして特に、皆さんが

皆さんの光で皆さんの最も低い振動を受け入れる時、皆さんは他の人々が今経験してい

ることを事実通り理解することができます。この状態になれば、皆さんはたとえ他の人

々がかなり皆さんと違っていても、皆さんは思いやりをもって他の人々を見ることがで



きます。これは、皆さんが他の人々に苦悩しなければならないことを意味している訳で

はありません。皆さんは新しい地球のひとりの居住者になり、古い数々のエネルギーの

只中で依然として存在する状態に留まることができます。皆さんは、皆さん自身の最も

高い振動に忠実であり続け、それにもかかわらず、より低い数々の振動の間で生きるこ

とができます。これは、ひとつの魂として、真の成熟のひとつの合図です。それは皆さ

んがありのままの皆さんを自覚することであり、皆さんが社会から排除されているとは

感じないことであり、皆さんがひとつの新しい種類の意識をここに持ち込んでいること

を理解していることであり、そして皆さんが地球上でこれほど非常に歓迎されているこ

とです。

 
そのため、わたしの今晩のメッセージは、二つ折になっています。一方において、わた

しは皆さんの美しさをこれほど明確に確認し、そして皆さんが飛躍的な前進を遂げる準

備ができていることを確認しているため、わたしは充分に幸せで祝祭の感覚を覚える状

態です。しかし、過去が依然として皆さんへの影響力を持ち、皆さんが皆さんの怖れや

疑いが皆さんをすり減らすと感じる限りにおいて、わたしは非常に異なることを皆さん

に伝えたいと思います。こうしたより低い数々の振動に押し潰されることは、かなり簡

単なことです。何故なら、地球上には依然として高い密度が存在するからです。しかし

わたしは、特に皆さんがこれほど落ち込んでいるこうした数々の瞬間に、事実通り皆さ

んを目覚めさせたいと思っています。こうした数々の瞬間の中で、皆さんは準備ができ

ていて、皆さんは成熟し、そして皆さんは無傷であることを、忘れないでください。

 
わたしは、皆さんがわたしの目を通して皆さん自身を見るように求めることで、話を終

わりにしたいと思います。わたしは、皆さんの美しさと皆さんの脆弱性を同時に確認し

ます。皆さんのより低い数々の振動、皆さんの怖れという情緒に関するどのようなもの

に対しても、わたしは一切判断を下しません。その承認を感じてください。わたしがす

べての皆さんを受け入れることを感じ、そしてその故郷の抱擁を感じてください。
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世界の中に存在し、しかし世界に属さない

世界の中に存在し、しかし世界に属さない
Being In The World But Not Of It
18 December 2012 - 10:09pm
 
パメラ・クレーバ経由

Channeler: Pamela Kribbe
 
Tuesday, 18 December, 2012
 
 
わたしは再び皆さんと伴にいて、皆さんと伴にいることをとても歓んでいます。わたし

の歓びを感じてください。皆さんはわたしとひとつであり、わたしのこころのこれほど

近くにいるため、ただ皆さんとこの瞬間を共有することがわたしのこころを高めます。

皆さんに、そして皆さんを通して殺到している、その歓びを感じてください。歓びは、

創造の本質です。あらゆる物事、あらゆる創造活動は、歓びで始まります。皆さんの

地球への旅そのものは、かつて歓びの感覚で始まりました。その感覚を思い出してくだ

さい。

 
皆さんはかつて、皆さんのこころの中で美しく安定したひとつの地球の展望を保有しま

した。その展望は依然として生きていて、それが今、日を追う毎にさらに近付いてい

ます。皆さんがこの世界を見回す時、多くの混沌と否定性を確認することを、わたしは

認識しています。しかしその世界の中で物事の発生と変化が続いていても、皆さんはそ

の混沌と否定性の一部になる必要はありません。皆さんのこころの中で、皆さんはエデ

ンの園に、楽園に戻ることができます。皆さんはこころの中でその展望を生かし続け、

それを毎日大切にすることができます。皆さんは、今地球上で生きている間に、楽園の

中にいることができます。そしてそれは、実際に皆さんが地球上に楽園のエネルギーを

もたらす方法です。

 
そのため皆さんは、皆さんの使命はこの世界の一部になり、同時にその一部にならない

ことだということを理解します。そして皆さんはこれをどのように行うでしょうか？皆



さんはこれを、愛のエネルギーによって達成します。もしも皆さんが世界とその中のエ

ネルギーと格闘するなら、皆さんは否定性と混沌に向かって引き寄せられます。しかし

もしも皆さんが、進化のひとつの段階の一部になっている状態としてこうした数々のエ

ネルギーを受け入れるなら、皆さんのこころの中のエネルギーは、より穏やかで、より

柔らかなものになります。

 
時に、皆さんのこころの中でその展望を維持することは、皆さんが少なくともある程度

は世界から撤退しなければならないことを意味します。ここに存在するすべての皆さん

は知覚を備えた存在であり、皆さんの周りのエネルギーに反応し、かなり頻繁に皆さん

自身のエネルギーと接触し、皆さん自身を爽快にするために自然の中で時間を過す必要

があります。皆さんが余りにも長い間世界の数々のエネルギーの中に居住する時、皆さ

んの精神はその中の否定的な思考形態にこころを奪われてしまい、その時、それは皆さ

ん自身に、皆さんの本質に引きこもり、皆さん自身の内部の静寂の中に存在する時です

。ここで、少し静寂な時間を取って、皆さんがその一部になっている、その永遠の根源

を感じることにしましょう。

 
皆さん自身がこのエネルギーに満たされることを許し、そしてそれが皆さんを癒すこと

を許して下さい。故郷のエネルギーを味わい、皆さんは止めどなく愛され、大切にされ

ていることを意識してください。皆さんはひとりの宇宙の子供であり、そしてそのよう

にして、皆さんは可能なすべての方法で、皆さん自身を表現して、生命を探索すること

が許されています。この背後にある歓びのエネルギーを感じてください。皆さんは、歓

びと好奇心という感覚から、生命を探索するように運命付けられています。それは、皆

さんの生得の権利です。

 
過去において、認められるためには皆さんは勤勉でなければならない、皆さんはひとり

の人間として本質的に罪深い、皆さんは規律正しくなる必要がある、そして皆さんは皆

さん自身を向上させるためには苦悩しなければならない、と教えられました。少しの間

、こうした発想の中のその重く密度の高いエネルギーを感じてください。少しの間、こ

のエネルギーがひとつの姿あるいは色彩の形で皆さんに現れる姿を思い描いてください

。おそらく皆さんは、ひとつの重たげなげ茶か灰色のエネルギーを確認します。

 
ここで、皆さんがこのエネルギーから完全に自由になっている姿を思い描いてください

。そして皆さんが自由になる時、皆さんは自発的に皆さんのこころの中で思いやりを感



じます。皆さんはこのエネルギーを哀れに思います。何故なら、それは創造の自然な方

法に属していないからです。そのため皆さんは、その茶色で醜いエネルギーに触れるた

めに皆さんの手を伸ばして、そして皆さんの手は愛と伴にそのエネルギーに触れます。

このエネルギーは皆さんの苦悩と人類の苦悩を象徴し、そして皆さんはその治癒者です

。癒しのエネルギーが皆さんからこのエネルギーに向かって流れることを許して下さい

。それが皆さんの手触りをどれほど渇望しているか、それを感じてください。実際には

、それは家に帰りたがっているひとりの迷子の子供のようなものです。皆さん自身が愛

、思いやり、そして理解で輝いている姿を確認してください。

 
皆さんは証明するものを何も持ち合わせません。何故なら、皆さんは皆さんのあるがま

まの姿であるひとりの宇宙の子供として、完璧だからです。そしてこの皆さん自身の感

覚が、世界に対する皆さんの真の関係性を決定します。皆さんはその治癒者です。皆さ

んがこの事実を自覚する時、皆さんが否定性または濃密なエネルギーに囲まれているこ

ともさらに簡単になり、そして皆さんはそれに圧倒されるように感じることはなくなる

でしょう。そしてたとえ皆さんが、皆さん自身で新鮮になり、皆さんの振動を維持する

ための時間が必要だとしても、また皆さんは世界の中にいる準備が整っていて、また皆

さんはその理由を認識しています。何故なら皆さんは愛に属する生き物だからです。世

界の苦悩を確認することは皆さんに苦痛をもたらし、そして皆さんは人類を癒すことを

望みます。事実通り、皆さんは本質的に天使達であり、それが、皆さんがこの地球上に

存在する理由です。それは、義務感あるいはひとつの強制された使命からのものではあ

りません。それは純粋に、愛からのものであり、それで皆さんはここにいます。その

ため、皆さんがこの現実性に向けて皆さんの魂の光を輝かせるように求める時、わたし

は皆さんが世界と格闘または戦うことを求めている訳ではありません。わたしは、皆さ

んが皆さんの真の本質を自覚して、楽園のエネルギーと愛のエネルギーをこの世界に向

けて降ろすことを求めています。

 
皆さんは、天界のわたし達すべてによって、深く愛されています。わたし達は、皆さん

を敬い、称えます。皆さんはわたし達と対等です。わたし達は憐れみからここに現れて

いるのではなく、皆さんと時間を共有し、兄弟や姉妹達のように皆さんを受け入れるこ

とを光栄に思っているからこそ、わたし達はここにいます。皆さんがここにいてくれた

ことを、とても感謝します。
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親愛なる仲間達、わたしはヨシュア。わたしはキリストのエネルギーを象徴し、それ

が今、皆さんの中で、そして皆さんを通して、地球上に生まれます。わたしは皆さんに

、わたしのエネルギーをひとつの太陽として思い描くように求めます。ただ現実の太陽

について、その光輝く生命と強さの印象について、考えてください。また皆さんはその

太陽を、ひとつの暗喩として、皆さん自身のひとつの印象として、そして皆さん自身と

いう存在と魂に属するものとして、理解することができます。しばらくの間、皆さんの

意識をその太陽の中心に集中してください。そして皆さんの想像力で太陽に入ってくだ

さい。とても静かに、そして急速に、それを行ってください。そのエネルギー領域の計

り知れない力を感じてください。それは太陽であり、その巨大なエネルギーの火山の中

心で、皆さん自身を感じてください。そこの静寂と静けさを、そしてそれ自体で起るこ

の輝きの自発的な特質を、感じてください。太陽はその光を、外部に向けて苦もなく放

射します。

 
その太陽の中で、その光に取り囲まれて休息して、そして皆さんがこの力の源泉によっ

て運ばれていることがどれほど適切で自然なことか、それを感じてください。この光は

皆さんのためにそこにあります。何故なら皆さんは、皆さんの本質のなかで、皆さん自

身がひとつの太陽として存在しているからです。皆さん自身が寛いで、この光の中に沈

むことを許してください。この光が、穏やかさの中で、愛に溢れる方法で、とても淀み

なく、温かく、しかし決して燃え上がることなく、皆さんを包み込むようにしてくだ

さい。この光が皆さんを通して完全に流れ、皆さんに皆さんのありのままの姿を思い出



させることを、許してください。それは皆さんの身体のすべての細胞の中の、ひとつ

の魂、ひとつの太陽、ひとつの星です。皆さんの身体の中のあらゆる細胞にこの皆さん

の魂の太陽の癒しの光が染み込むことを、許してください。

 
皆さんは、この太陽の中心に、皆さんの中心部分の核の中心に、気付くことができます

。皆さんの日々の暮らしの中の何時でも、皆さんの注意を完全に現在に向けることによ

って、皆さんはその今という瞬間に戻ります。もしも皆さんが過去または未来で慌しい

なら、皆さんは皆さんの中心から出てしまい、皆さんを支援する皆さんの光の源泉との

結び付きを失います。しかし、今という瞬間とは実際になんでしょうか？　皆さんは今

の中に、その瞬間の中に、現在の中に存在するように求められますが、しかし現実性の

中のその今という瞬間とは何なのでしょうか？　一度皆さんがそれについて話すと、そ

れは既に過ぎています。その今という瞬間は、1分ではなく、1秒でもありません。皆さ
んは実際にそれをひとつの時間の単位として名付けることはできません。その今という

瞬間は、皆さんがそのありのままの姿を断定しようとすると、皆さんを巧みに回避し

ます。今という瞬間の時間に対する限定的な境界線はありません。今という瞬間は、普

通の考え方を受け付けません。

 
地上の感覚の中で、皆さんは時間を計算し、数えることができます。1日は24時間で
あり、1時間は60分であり、1週間は7日等々です。時間を眺めるそのような方法は、人
間の霊にとって自然なことではありません。今という瞬間には、時間は存在しません。

それはどのような時間の単位を表現することができるのでしょうか？　人間の精神は今

という瞬間を封じ込めること、あるいは理解することができません。何故なら、それは

思考の論理に依存しないからですが、そうはいっても、皆さんの感覚に対しては理解で

きるものになっています。皆さんは、それがどのようなものかを認識して、その瞬間の

中で完全に夢中になります。例えば、楽しみの瞬間の中にいる状態です。今まで皆さん

が何か美しいものを経験して、同時に皆さんがその瞬間がどれほど特別かを自覚した時

があったかもしれません。皆さんは、皆さんの身体、魂、そして数々の感覚を通して共

鳴し、流れたその経験に気付き、完全にこころを開きました。それが起る時、皆さんは

その経験とひとつであり、今という瞬間とひとつです。皆さんがその今という瞬間です

！

 
皆さんが今という瞬間の中にいる時、その時にはまた皆さんは、皆さんの太陽、皆さん

の魂の中心にいて、そし皆さんの内部の中心の核心部分から、変化が起ります。わたし



達は今日、怖れについて、そして皆さんが皆さんの核心部分の外にいて、皆さんの中心

から離れている時に、皆さんが不安を感じる様子について話しました。また怖れは、計

算できる時間の過去と未来の中の考えに結び付けられています。“何が起るのだろう？
　何が悪化するのだろう？”怖れから未来を予測することはとても人間的ですが、しか
し唯一その可能性があるのは、皆さんが皆さんの中心から移動していた時、今という瞬

間から移動していた時になります。今という瞬間に存在することは、皆さんの内面のす

べての強さが一体になり、統合され、そして皆さんの身体、魂、そして数々の感覚の中

に完全に存在することによって、皆さんがこれを行うことを意味します。

 
わたしは時間の概念について、そして時間が皆さんを脅えさせ、怖れさせることができ

る姿について、もう少し話をしたいと思います。過去数十年の間、未来に横たわる特定

の日付について、数多くの予言が存在してきました。その時、時間は、現在から未来へ

走るある種の直線として、その基盤の上に特定の出来事が固定されているものとして、

理解されます。この時間の考え方を受け入れることによって、次に皆さんは訪れる数々

の出来事のために準備を整えることができるかもしれません。そして皆さんは、怖れあ

るいは信頼のどちらかで、それを行う可能性があります。しかしこれは真の姿でしょ

うか？　未来は本当に、物事がその上の所定の位置に固定されている、ひとつの直線

でしょうか？　未来は、皆さんの前方に横たわるこうしたすべての時間、日々、そし

て月々の合計でしょうか？　それともこれは、時間と未来に目を向ける完全に限定的な

ひとつの方法なのでしょうか？

 
ここにいてこれを聞く皆さんは、世界の中には、ただ目に見えるものよりも多くの生命

が存在することを認識します。皆さんは数々の物事の姿を確認します。誰かの身体、樹

木や動物達、あるいは植物や石達でさえも確認しますが、しかし皆さんは、そういった

物事の内部に何かが存在し、それは目や物質的な数々の感覚器官では確認できないこ

とを、直観します。皆さんは、何か神秘的なもの、ひとつの内的な生命がそこにあり、

それがひとつの固有の個性あるいは物を創り出す、と感じます。皆さんは、皆さんが単

なる物事の表面よりもさらに深く見ることが必要なことを、認識します。そしてまた皆

さんは、皆さんがそういった物事の内部の世界を洞察する時、歓びを経験することを目

的とするものを認識します。それはまた、皆さんの内部にも存在します。これが真の生

命です。それは本当にすべての物事に属するものです。外部は、単なる内面の世界に属

するひとつの明示に過ぎません。

 



それでは時間はどうでしょうか？　もしも皆さんが、日、週、月、年といった定量化で

きる単位、あるいは空間に属するひとつの直線として時間に目を向けるとすれば、皆さ

んはただ外側から、皆さんが時計または定規で測定することができる視点から、目を向

けるだけです。しかし、ひとつの経験として内面から確認された時間は、かなり異なる

ものです。その内面の視点は、皆さんが今という瞬間の概念を良く考える時に、明らか

になります。今という瞬間の概念は、時計あるいは歴に基づいたものではあり得ません

。それは皆さんの意識的な存在感に、皆さんの自覚的意識に基づいています。皆さんの

内面の時間の感覚によると、時間は非常に速く進むことも、あるいは非常の遅く進むこ

ともでき、時計が時を刻む様子とは独立しています。皆さんが至福を経験し、無限に広

がる時、そして皆さんが退屈した時、“内面の時間”は静止することがあり得ます。内面
の時間は、皆さんが物事を経験する方法に従って流れます。

 
未来と過去はどうでしょうか？　外面からではなく、内面から理解される時、その現実

性は何でしょうか？　皆さんは皆さんの魂の太陽の核心部分の中にいて、そこはその静

止した中心の中に時間は存在しないことを、しばらくの間、もう一度思い描いてくだ

さい。ただ永遠があるだけです。外部に放射している数々の光線の形で運動は存在する

とはいっても、ひとつの根源的な本質があり、それがいつもまさにそこにあります。も

しも望むなら、皆さんはそれを、神の意識と呼ぶことができますが、しかしそれは永遠

の生命であり、そしてそれはまた、皆さんの内部に、皆さんの中心の奥深くに存在し

ます。

 
ひとつの太陽が数々の光線を放射しながら、皆さんの太陽から苦もなく放射しているそ

の光線の中に皆さんが存在する状態を、思い描いてください。そういった数々の光線を

経由して、皆さんは数多くの人生の中で、皆さん自身を明らかにして、宇宙の中のどの

場所にも存在することができます。それぞれの光線は、時間と空間の中の人生であり、

皆さんは、その中でひとつの特定の姿を見に着けてきた、と言うことができる、ひとつ

の身体です。皆さんは、その身体の中で経験してきました。それはひとつの始まりで

あり、ひとつの終りです。それは誕生し、死にます。それは死を免れないものです。時

間に意識を集中しながらそういったひとつの身体の中で生きるために、皆さんは生物学

的に時間の概念を意識し、その影響を受けます。皆さんはその無限の観点から物事を確

認し始めますが、しかし皆さんの真の中心は皆さんの太陽の中心であり、そして皆さ

んは、この太陽のように、無数の光線を放射し、そしてそれは、未来で起り得る皆さん



の顕在化です。皆さん自身の潜在的な数々の人生と経験です。未来は固定されていま

せん。あらゆる時系列は今という瞬間の中のとても現実的なひとつの可能性とはいっ

ても、皆さんは、そのひとつを活性化して、それを皆さんの世界の中で現実的なものに

することを選択します。

 
しばらくの間、このようにまた過去も理解してください。皆さんは、過去から現在まで

流れているただひとつの時系列だけが存在すると考えますが、しかし皆さんの太陽の中

心点から確認すると、それはそうなっていません。皆さんの背後には、ひとつの全体的

な時系列の領域が横たわっていて、その一部は皆さんと皆さんの数々の選択によって活

性化され続けています。そして他の数多くの時系列がいわゆる休眠して横たわっていま

すが、しかしそれは、依然として皆さんの未来のある時点で活性化される可能性があり

ます。過去は固定された、終わったものではなく、皆さんは皆さんが詰んだ数々の経験

の解釈によって、そして現在から過去と接触を持つことによって、再び創り出すことが

できます。これができる理由は、過去は皆さんの外部のものではなく、またひとつの直

線状の点ではないからです。

 
わたしは、この事柄を明確にするために、ひとつの具体的事例を提示しようと思います

。皆さんが、皆さんの過去の皆さんの母親あるいは父親との人間関係によって影響を受

けたと感じた、と仮定してみましょう。皆さんは皆さんのありのままの姿を認められ

なかったと感じ、その人間関係の中で、怖れと安全の欠如を経験したと仮定しましょう

。皆さんは、皆さんの人生は既に過去によって決定されていると信じ、そして皆さんは

、それを理由とする被害者意識といった感覚を感じます。皆さんは、部分的に皆さんの

両親のせいで、皆さんの成長のひとつの結果として、今の皆さんの状態にさせられた、

と感じます。

 
しかしもしも皆さんが、皆さんの人生の進路の中で、内面の成長の過程を通して皆さん

の意識を掘り下げて考えるようになるとすればどうでしょうか。皆さんは皆さんの魂と

の結び付きを持ち、皆さんの核心部分、皆さんの内部の太陽で、皆さんのありのままの

姿になり始めます。この過程を通して、皆さんは今、遥かに広範な皆さんの人生のひと

つの全体像を形成します。皆さんはここで、両親の過去の文脈の中で、皆さんの両親を

理解します。例えば、皆さんはここで、両親の無力さと、その怖れと否定的な数々の信

念の印象を理解します。皆さんは、皆さんのこころの中で、許しを経験します。

 



このさらに広い視点は、皆さんが徐々に皆さんの両親の犠牲者であるという感覚を少な

くするために役立ちます。なおその上に、皆さんは、皆さんに起ったことによって実際

に決して触れられてこなかった皆さんのひとつの部分があることを、理解し始めます。

健全で無傷のままの部分です。皆さんは、皆さん自身の自主性と独立性をますます感じ

ます。そして皆さんが皆さんの人生の間に皆さんの内部の太陽の中心点とより多く結び

付くほど、皆さんの両親との関係のように、皆さんが過去を手放すことが、より簡単に

なります。皆さんがその人間関係を経験した方法は、ただひとつの光線、ひとつの起り

得る時系列でした。そして皆さんの本当の姿についての皆さんの自覚的意識を変えるこ

とによって、皆さんは別の過去の経験と別の時系列に移行することができます。

 
皆さんはここで、皆さんの母と父との人間関係を、魂の視点から、皆さんが気付かなか

ったひとりの子供としての視点から、目を向けることができます。皆さんはここでさら

に皆さんの中心核の中に存在するため、皆さんは皆さんの両親を、ひとつの異なる光の

中で、より穏やかで寛大な方法で、把握することができます。皆さんは皆さんの内部の

その子供に、特定の苦痛に満ちた経験が皆さんの成長に役立った様子や、皆さんの両親

が押し付けたその苦痛に両親が気付かなかった様子を、説明することができます。皆さ

んの現在の意識は、それによって閉じ込められてしまった皆さんの内部のエネルギーを

自由にすることによって、その過去を再び創り出します。皆さんは文字通り、過去の中

にひとつの新しい時系列を創り出していて、それが現在の皆さんの両親との人間関係に

影響を与えることになるでしょう。両親は皆さんの中にひとつの違いを感じるように

なり、そしてもしも両親がそれに対してこころを開くなら、皆さんの人間関係は好転す

ることになるでしょう。皆さんは、皆さんの新しい把握を通して、既にその過去を広げ

ていて、そしてこのようにして、より多くの理解と愛が存在するひとつの新しい時系列

を創り出しました。これは現実に起り得ることです。

 
皆さんの意識で、皆さんは時間をこじ開けることができます。時間は、固定されて皆さ

んの背後に閉じ込められたものではありません。過去は実際に終わっていません。皆さ

んが経験し終えた時はいつでも、たとえ皆さんの過去に皆さんに深刻な影響を与えた心

的外傷を引き起こす数々の出来事が存在した時でさえ、現在から利用できる数々の開口

部が存在し、その過去の中の皆さん自身に慰め、愛、そして励ましをもたらします。過

去は、皆さんの核心部分から現れるこれほど数多くの太陽光線のようなものであり、も

しも皆さんがその太陽の中心に行けば、皆さんはその過去に対して依然としてひとつの

結び付きを持つことができます。



 
皆さんは、皆さんの過去の姿と皆さんの周りにいた人々に対するより多くの理解を封じ

込めることによって、皆さんの過去を再び創り出し、それを啓発し、光を当てることが

できます。もしも皆さんがこれを行うと、皆さんは過去を再び創り出すだけではなく、

同時にひとつ新しい未来を創り出します。何故なら、過去を明らかにすることや、皆さ

んが過去から引き摺っているエネルギーを変えることは、皆さんのためのひとつの新し

くさらに鮮やかな未来を活性化することになるでしょう。過去と未来のどちらも、固定

していません。皆さんは、今という瞬間から、その両方に影響を与えることができます

。そして皆さんが皆さんの中心にいる時、それは皆さんが皆さんの魂と結び付けられて

いることを意味しますが、皆さんは最も力に溢れた状態で、それを行うことができます

。

 
皆さんが今という瞬間の中で立つ場所は、ひとつの経験、ひとつの生きている創造的な

瞬間であり、そしてひとつの定規の上の点ではなく、またひとつの時系列上の点でもあ

りません。今という瞬間の源泉から、すべての時系列が湧き上がります。今という瞬

間は、皆さんが現在の瞬間に存在する場所であり、皆さんが皆さんの完全な配慮と伴に

存在する場所が、今という瞬間です。皆さんがこの最も啓発された皆さんの現在の部分

、皆さんの核心部分、皆さんの魂、皆さんの意識に配慮すると、その結果皆さんはす

ぐに、この太陽の中心から皆さんの過去と未来の両方に向けて光を放射し、そしてそれ

がすべて一緒に現れます。時間はひとつの直線ではありません。皆さんは時間を、ひと

つの錯綜した、過去と未来の両方のすべての方向に広がっている、3次元の雲の巣とし
て思い描いた方が、より相応しいと思います。

 
そして、皆さんは現時点のこの知識で、皆さんの毎日の生活の中で、何ができますか？

　皆さんは、皆さん自身の強さと潜在的な力を自覚することができます。あらゆる物

事は、過去と未来の両方で、皆さんの力の範囲の中に存在します。力は皆さんの外部に

は存在しません。皆さんの未来を決定する力はなく、または皆さんの過去がそうなって

いるはずだということについて言えば、何も決定されていません。皆さんはいつも、あ

らゆる瞬間に、創造者です。その感覚の中で、皆さんは、皆さん自身の過去と皆さん自

身の未来全体の支配者です。もしも皆さんが皆さん自身の核心部分に留まるなら、皆さ

んはこの意識を、この光の源泉を、持ち続けることができます。この源泉の継続的な実

現の中に、皆さんの自信、安全、そして帰順が横たわっています。もしも皆さんがこの



太陽の中心の中にいれば、皆さんは皆さんがそれに帰順できることを認識します。皆さ

んがそうすることは明らかであり、自然な事です。しかしその一方で、一度皆さんがそ

の中心を離れて、“わたしはわたしの悲惨な過去からどうやって逃げるのか？　わたし
は怖れと脅しにこれほど溢れているこの世界の中で、どうやってひとつの未来を創り出

すのか？”と考え始めると、皆さんは既に皆さんの核心部分から外れています。この変
化させる過程の熟練の技は、皆さんの核心部分、皆さんの中心に戻ることであり、思

考を通して数々の問題を解決することではなく、その核心部分、皆さんの太陽の中心、

今という瞬間の内部から、数々の解決策を探し求めることです。そこは時間が存在しま

せん！　これが故郷であり、そこには皆さんが皆さんのありのままの姿でいられて、皆

さんの運命を決めるものや、あるいは皆さんの外部にその運命から皆さんを遠ざけるこ

とができるものは、何もありません。

 
皆さんがもう一度、皆さんは皆さんというこの輝く光の中心の中に存在することを思い

出すことを、わたしは求めます。皆さんはそこにあるその光と強さとの一体性を感じ、

そしてそれは、皆さんがそうするために努力を必要としません。何故なら、この太陽は

、既に皆さんの内部に存在するからです。そしてここで、その皆さんの内面の太陽から

放射している数々の光線の蜘蛛の巣の中の何処かに、さらに多くその光に向かう必要が

ある過去に由来するひとつの時系列があることを、思い描いてください。皆さんは何か

具体的なものを感じることも、確認することも必要なく、単純に、皆さんの太陽からの

光がその過去に由来する暗い路地を簡単に満たす様子を思い描いてください。それは、

皆さんがそこにあるその光をかなり無理して完全に再点火するのではなく、その光がそ

の過去に由来するその時系列との最初の結び付を既に行っている可能性があり、そのた

め皆さんは、皆さんがそうすることを望む時は何時でも、もう一度そうなることができ

ます。今皆さんの太陽の光に取り囲まれているこうした過去の数々の出来事に、こう伝

えてください。“光を受け取る必要があるあらゆる物事は、わたしからその光を受け取
ります。解消され、解き放たれることが必要な、古い苦痛や心的外傷は、今、わたしの

光に向かって前面に現れます。”こうした過去の数々の出来事に対するすべての執着を
手放してください。それは皆さんのありのままの姿の意味を、明確にしません。皆さ

んは、皆さんがそこで把握したその闇ではありません。皆さんはその光です！　皆さん

の太陽の中心から作動している皆さんは、開放者であり、過去の治癒者であり、そし

てその結果、未来の創造者です。

 
ここで未来に進んでください。未来は、数多くの糸を備えたひとつの巨大な3次元の蜘



蛛の巣として、皆さんの周りに横たわり、そして皆さんはその中心に存在します。未

来は、外部から皆さんのところに現れるものではありません。その蜘蛛の巣の数々の

糸は、皆さんのこころから生じます。その糸は、皆さんが抱く継続的な数々の考えと感

覚によって、努力を必要とせずに紡がれます。皆さんがその間に変動させる内面の状

態が、無数の起り得る数々の時系列を創り出します。皆さんはそれを起こすために、何

も特別なことをする必要はありません。皆さんは外部に向けて放射せずにはいられない

ひとつの太陽として存在するため、それは単純に起ります。ひとりの創造者になるこ

とは、皆さんの本質の中にあります。ここで、未来を求め、その数々の時系列の蜘蛛の

巣に、皆さんにその瞬間に皆さんにとって最も鮮明な糸になっているものを明らかにす

るように、求めてください。“わたしは今、何に意識を集中する必要があるのか？　わ
たしが美しく光り輝く未来に向かって歩くことができるようにするには、わたしは今、

どの方向に従うべきなのか？　わたしはこの瞬間の中の今、何に気付くことが必要な

のか？”、と尋ねてください。皆さんであるこの太陽の中心から、ひとつの促しが現れ
ることになるでしょう。そのため、ただそれに対して、こころを開いてください。皆さ

んの魂は、皆さんという存在の内部で既に休眠状態で横たわっているひとつの強力で美

しい未来と結び付くために、皆さんを安心させ、皆さんを励ますことを望みます。

 
どれほど苦もなくその未来が皆さんのところに現れることになるか、そのことに気付い

てください。皆さんはそのために、苦闘することも努力することも必要ありません。今

という瞬間の留まってください。皆さんのこころの中で、この美しい輝く未来のエネ

ルギーが既にどれほど皆さんの一部になっているかを感じてください。このようにして

、皆さんはさらに簡単に、その未来を皆さん自身に引き寄せることになるでしょう。皆

さんのこころの中のその美しい未来を感じ、単純にその中で喜ぶことによってその未来

に目覚めてください。その愛に溢れる振動に、こころを開いてください。皆さんのここ

ろの中に、そして皆さんの両手の中に、そして皆さんの開かれた両手を通して、その未

来を招いて、その未来が地球に向かって流れ出すようにしてください。それが起るよう

にしてください。それは、自然に根を張ることになるでしょう。皆さんの未来に自信を

持ち、そして皆さんの内部の奥深くにあるその太陽の力を感じてください。皆さんのこ

ころでそれを感じ、皆さんの腹の中でそれを感じ、皆さんの両足でそれを感じてくだ

さい。その太陽の力が、皆さんの両足を通して根付くことを許してください。
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二元性を克服する方法－カルマの周期の完了

HOW TO OVERCOME DUALITY - THE COMPLETION OF THE KARMIC CYCLE
 
皆さんのこの世の人生の周期は、もはや二元性というゲームが皆さんを支配しなくなる

時に終わります。二元性というゲームにとって、皆さんが両極性の運動場の中で皆さん

自身のひとつの特定の立場を明らかにすることが、不可欠になります。皆さんは、貧し

いまたは豊か、有名または身分が低い、男性または女性、英雄または悪人と自称します

。皆さんがどちらの役割を演じているかは、実際には問題ではありません。皆さんがそ

の舞台の役者のひとりであると感じる限り、現実性は依然として皆さんをしっかりと掌

握しています。

 
言うまでもなく、これは間違っていません。ある意味では、そのように運命付けられま

した。皆さんは、皆さんの真の自己を忘れるように運命付けられました。二元性のすべ

ての側面を経験するために、皆さんは、地球の人生の劇の中のひとつの特定の役割に向

けて皆さんの意識を狭めるように意図されました。

 

http://www.jeshua.net/


そして皆さんは、それを上手に演じました。皆さんは皆さんの役割に没頭しました。そ

のため皆さんは、まず最初に、この人生の周期を経験する狙いと目的を完全に忘れま

した。皆さんは自分自身についてこれほど忘れやすい状態だったため、皆さんは二元性

のゲームと劇がそこにある唯一の現実性だと判断しました。結局、これが皆さんを非常

に孤独で怖れに満ちた状態にしましたが、以前の話の中で指摘した通り、二元性とい

うゲームそのものは無知と怖れという要素に基づいているため、それは驚くことではあ

りません。

 
皆さんの日常生活の中の二元性の働きを理解するために、わたし達は二元性のゲームの

典型的な特徴を少し伝えたいと思います。

 
1）皆さんの情緒的な人生は、本質的に不安定。
 
皆さんはいつもひとつの特定の気分の“上”と“下”に揺れるため、情緒的な安定は存在し
ません。皆さんは怒りやすいか寛容であり、偏狭か寛大であり、意気消沈するか熱中し

、嬉しいか悲しいかのどちらかです。皆さんの数々の情緒は両極端の間を絶え間なく振

幅します。皆さんはただ、こうした振幅に対する限定された抑制手段だけしか持ち合わ

せていないように見えます。

 
2）皆さんは外部の世界に強烈に巻き込まれている。
 
皆さんにとって、他の人々が皆さんを判断する内容が非常に重要です。皆さんの自己評

価は、皆さんという存在に関して外部の世界（社会、あるいは皆さんの愛する人々）が

皆さんに映し返すものに依存します。皆さんは人々の善悪の基準に従って行動しようと

しています。皆さんは、まさにその最善を尽しています。

 
3）皆さんは良いものと悪いものについて、強力な意見を持つ。一方的な判断を下すこ
とが、皆さんに安心感を与える。人が行動、思考、人々を善悪に分類する時、人生は非

常に良く組織化される。

 
こうした特徴のすべてに共通していることは、皆さんが行う、あるいは感じるすべての

物事の中で、皆さんは実際にそこに存在していない、ということです。皆さんの意識は

、皆さんという存在の外部の数々の層の中に属し、そこでは皆さんの意識が、怖れに方



向付けられた思考と言動のパターンによって駆り立てられます。

 
ひとつの具体例を挙げてみましょう。

 
もしも皆さんがいつでも親切で愛想が良い状態に慣れているなら、皆さんは皆さんの内

面の存在から湧き出しているものではない、ひとつの態度の定型を誇示しています。皆

さんは実際に、皆さんの内的な部分からの数々の合図を抑圧し続けています。皆さんは

他の誰かの愛、感心、あるいは配慮を失わないように、その人の期待に応えようとして

います。皆さんは、怖れから反応しています。皆さんは皆さんの表現において、皆さん

自身に制限を課しています。しかしながら、表現されない皆さんの部分は、それ自体の

隠された人生を生きて、皆さんという存在の中に不満と疲労感を創り出します。皆さん

の中に、他の誰も気付かない、皆さんでさえ気付かない、怒りと苛立ちが存在するかも

しれません！

 
この自己否定の状態から脱出する方法は、皆さんの内部で抑圧され、隠されている部

分と、接触を持つことです。

 
皆さんの内部で抑圧されて隠されている部分と接触を持つことは、そのためには特定の

技術または知識が必要になるというという意味では、難しいことではありません。“内
面に向かう”ことを、他の人々が皆さんに教えるか皆さんのために行わなければならい
といった、ひとつの難しい過程にしないでください。皆さんは皆さん自身でそれを行う

ことができ、皆さんは皆さん自身でそれを行う方法を見付け出すことになるでしょう。

技術や方法論よりも、動機と意図が遥かに重要になります。もしも皆さんが本当に皆さ

んに自信を認識しようとするなら、そしてもしも皆さんが内面の奥深くまで進み、皆さ

んの幸せと満たされた人生へ向かう皆さんの道を阻む、その怯えた思考や情緒を変える

ことを決意するなら、皆さんは現れる何らかの方法を通してそれを行うことになるでし

ょう。

 
それでもやはり、わたし達は、皆さんが自分の情緒と接触する際に役立つ可能性がある

、ひとつの単純な瞑想を提示したいと思います。

 
少し時間を取って皆さんの肩と首の筋肉を弛緩させて、背筋を伸ばして座り、皆さんの

足を床にぴったりと着けてください。深呼吸をしてください。



 
広い開放的な青空の下で田舎道を歩いている皆さん自身を思い描いてください。皆さん

は自然の音を取り込んで、皆さんの髪の毛を通り過ぎる風を感じます。皆さんは自由で

幸せです。その道をずっと下って行くと、皆さんは突然、皆さんに向かって走ってくる

複数の子供達に気付きます。子供達は皆さんに近付いてきます。皆さんのこころはこの

光景にどのように反応しますか？

 
次に子供達は、皆さんの目の前にいます。子供達は何名いるでしょうか？　子供達はど

のように見えますか？　子供達は男の子でしょうか、女の子でしょうか、両方でしょ

うか？

 
皆さんはすべての子供達に、こんにちは、と伝えます。子供達に会えて皆さんがどれほ

ど幸せかを、子供達に伝えてください。次に皆さんは、皆さんの目を覗き込んでいるひ

とりの子供に特別に接触を持ちます。彼女または彼は、皆さんのためのひとつのメッセ

ージを持っています。それは、その子供の目の中に書かれています。皆さんはそれを読

むことができますか？　それは皆さんに何を伝えることを望んでいますか？　それは、

まさに今皆さんが必要とするエネルギーを皆さんにもたらしています。この内面の子供

が皆さんにもたらすようにしてきたエネルギーに名前を付けてください。そいてそれを

判断しないようにしてください。

 
単純に彼女または彼に感謝をして、その印象を解き放ってください。

 
もう一度皆さんの足の下の地球をしっかりと感じて、しばらくの間深呼吸をしてくだ

さい。皆さんは今まで、まさに皆さん自身の隠された部分と接触していました。

 
皆さんはいつでもこの光景に戻り、そしておそらくそこにいる他の子供達に話し掛ける

こともできます。

 
内面に向かい、隠されて抑圧された皆さん自身の一部と接触を持つことによって、皆さ

んはさらに存在感を持つようになっています。皆さんの意識は、皆さんがこれほど長い

間当たり前だと思ってきた怖れに動機付けられた思考と言動のパターンから超然として

います。その意識は意識自体で責任を取り続けています。その意識は、まるで親がその



子供達を世話するように、悲しみ、怒り、そして内面の傷に対処します。わたし達は、

他の場所でこの過程をさらに詳細に説明することになるでしょう（光の活動家Ⅲを

参照）。

 
 
二元性の解放の特徴

Characteristics of releasing duality
 
1）皆さんは、皆さんの数々の感覚を通して皆さんに話しかける皆さんの魂の声の言語
を聞きます。

 
2）皆さんはこの言語に基づいて行動し、皆さんの魂が皆さんに起こして貰いたい数々
の変化を創り出します。

 
3）皆さんはひとりの静かな時間を高く評価します。何故なら、ただ静寂の中でだけ、
皆さんは皆さんの魂の囁きを聞くことができるからです。

 
4）皆さんは、皆さんの真の閃きと抱負の自由な表現を妨げる思考パターンまたは言動
の規則の根拠に、疑問を感じます。

 
 
二元性を手放す上での転機

THE TURNING POINT IN LETTING GO OF DUALITY
 
皆さんの意識がその手の中ですべての二元性の経験を保有して、その一方で集中した状

態を維持して充分に生きることができる時、皆さんのこの世の人生の周期は、終わりに

近づきます。

二元性の支配力を解き放つことは、時間がかかります。闇（無意識）のすべての階層を

解体することは、ひとつの漸進的な過程です。それにもかかわらず、皆さんが一度内面

の自己に向かうこの路に乗り出してしまえば、皆さんはゆっくりと皆さん自身を二元性

のゲームから距離を置くようになります。皆さんが精神の落ち着きの真の意味を味わ

う時、皆さんは転換点を選択します。皆さんが静寂を感じ、それにもかかわらず単純に



皆さん自身と一緒になるというすべてに広がっている歓びを感じる時、それは皆さんが

初めからずっと探し求めてきたものであることを、皆さんは認識することになるでし

ょう。皆さんは内面の時間に向かい、もう一度この穏やかな内面を経験することになる

でしょう。

 
皆さんは、この世の楽しみに尻込みすることはないでしょう。しかし皆さんは、皆さん

自身の内部のひとつの神性の固定装置を見付け出しているでしょう。そして皆さんは、

その至福の状態から、世界とそのすべての美を経験することになるでしょう。至福は、

そもそも決して物質的な物事の中に宿ることはなかったものです。至福は、皆さんがそ

れを経験する方法の中に宿ります。皆さんのこころの中に穏やかさと歓びがある時、皆

さんが出会う物事や人々が、皆さんに穏やかさと歓びを与えることになるでしょう。

 
現代では、ある特定の魂の集団が、カルマの周期から降りるために自分自身で準備を整

えているところです。わたし達は、次の章でこの集団について掘り下げて伝えることに

なるでしょう。しかしその一方で、それはただ単に、今変革の個人的な周期の終焉に到

達している人間の魂のひとつの集団だけではありません。皆さんが居住する地球そのも

のが、ひとつの深く徹底的な変容を経験し続けています。ひとつの惑星の周期もまた、

終わりを迎えています。

 
この時代がこれほど特別なものになっているのは、こうした2つの周期が一致している
からです。わたし達はここで、惑星の周期について話をしてみたいと思います。

 
© Pamela Kribbe
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THE NEW EARTH II
 
~ Jeshua channeled by Pamela Kribbe
www.jeshua.net
 
 
惑星の周期

THE PLANETARY CYCLE
 
存在するあらゆる物事は、惑星と同時に人間も、数々の周期を形成して進化します。時

の中の一部の時点でカルマの循環から降りることは、個人または個人的な魂にとっても

、例外ではありません。しかしながら、この時代を特殊なものにしているものは、地球

自体がひとつの主要なカルマの循環を完了させている、という事実です。地球は内的な

変容に従事していて、それは結果として、ひとつの惑星としての地球という存在の中で

、新しい種類の意識になるでしょう。個人的な魂達が自分自身の周期の中のどの地点に

存在するかにかかわらず、地球の変容の過程はそれに影響を与えることになるでしょう

。

 
地球は皆さんの家です。その家を皆さんが暮らしている家と比べてください。それが建

て直されている姿を思い描いてください。これは皆さんの日常生活に多大な影響を及ぼ

すことになるでしょう。皆さんの精神状態に左右されますが、皆さんは、ひとつの歓迎

すべき変化として、あるいはひとつの撹乱し動揺する出来事として、それを経験するこ

とになるでしょう。もしも皆さんがとにかく皆さんの家を建て直すことを計画し、それ

http://www.jeshua.net/


を待ち望んでいたとすれば、皆さんはその数々の変化と同調して、皆さんはその流れと

伴に進むことができます。地球の変容の過程は、皆さんの個人的な変容の過程を支え、

拡大します。

 
もしも皆さんが皆さんの家を建て直すことを望まなかったとすれば、皆さんは、皆さん

を取り囲んでいる混乱状態によって、もどかしさを感じることになるでしょう。地球内

部の数々の変化は、皆さんを不安定な状態に投げ込むことになるでしょう。

 
皆さんの惑星地球の内部の数々の変化を歓迎し続けている人々のために、極端に力を与

える時期が訪れることになるでしょう。皆さんは、現在皆さんの宇宙に溢れている光の

波動によって高められることになるでしょう。

 
現時点において、地球はほとんど人類のカルマの重荷の下で裂け続けています。このカ

ルマの重荷から生じる否定性と暴力は、ある種のエネルギーの浪費を形成するため、地

球はそれを処理し、中立化または統合することがほとんどできません。

 
一瞬の間、地球のこころに皆さんの意識を集中してください。寛ぎと集中力... 皆さん
はそこで何かを感じることができますか？　皆さんは、地球がどれほど引き裂かれてい

るか、どれほど数多くの暴力が地球上に存在しているか、それを感じることができま

すか？

 
地球は、同時に無力感と抵抗感を抱き続けます。地球は今にも、地球という存在のため

の新しいひとつの基盤を創り出そうとしています。地球は、内部と外部の数々の水準で

、葛藤、競争、そして劇的状況に属する数々のエネルギーを解き放とうとしています。

地球の内部に引き寄せられているその新しい基盤は、こころのエネルギーであり、安定

と連帯のエネルギーです。生きているキリストのエネルギーです。

 
まさに人類のように、地球はひとつの学びの経験に従事しています。まさに人類のよ

うに、地球の意識はそれ自体を進化させ、変容させ続けています。人類と同じように、

地球の旅は、地球自身の存在に関するある種の無知または無意識から始まりました。

 
かつて地球は、地球を取り囲んでいる数々のエネルギーに吸収され、飲み込まれた、ひ

とつの“暗黒の惑星”でした。地球は地球が遭遇した数々のエネルギーまたは存在を取り



込み、そして地球はそれを完全に吸収しました。地球はそのエネルギーの固有性を取り

除き、ある意味でそれを葬りました。この状況は、拡大の願いから生まれました。地球

は何らかの形で地球内部の欠乏または不適切さを感知して、地球はそれを、他の数々の

エネルギーを克服して吸収する必要がある、と解釈しました。地球がこうした数々のエ

ネルギーに何も戻さなかったため、実際にはそのエネルギーの間にひとつの交流もあり

ませんでした。それは、ひとつの致命的で死のような過程でした。

 
ある特定の時代に、地球はこの過程が地球を満足させないことに気付きました。地球は

地球を養うこの方法の中に何らかの不足を感じました。地球の不適切感は、それによっ

て軽減されることはありませんでした。地球の拡大に向けた衝動は、エネルギーを死ん

だ状態にすることによって満たされることはありませんでした。

 
現時点の地球の意識の内部では、その願いは、活気ある状態、生命のために生み出され

ました。けれども、地球は完全にそれを自覚していませんでした。地球はまさに、地球

が他の何かを、何か新しいものを、地球のエネルギーに対してこうしたエネルギーの縮

小に終わることのないある種の他のエネルギーとの交流を望んだことを、認識しました

。地球の意識の内部に、地球とは異なる何らかの経験のためのひとつの空間が創り出さ

れました。

 
エネルギー的には、これは地球上の生命の開始を意味します。

 
数々の願いを深く感じるすべての存在が、最終的に自分達の実現の手段を創り出すよう

になることは、ひとつの宇宙の法則です。本質的には思考と感覚のひとつの混合物であ

るその数々の願いは、創造的なエネルギーです。このエネルギーが数々の惑星と同時

に人々を維持します。ひとつの惑星としての地球の内部に、ひとつの渇望が高まりま

した。生命を破壊する代わりに、生命を経験し、生命を保存し大切にしようとする渇望

です。

 
そしてそれは、そのように起りました。

 
生命が地球に現れた時、地球それ自体は開花と発展が始まりました。地球は新しい経験

の領域に入り、それは地球を驚きと満足というひとつの感覚で満たしました。地球は、

そういったひとつの単純な渇望、そういったひとつの漠然と感じられた必要性が、そ



ういった壮大で新奇な数々の発展を引き起こすようになることに、驚きました。

 
地球上では、生命体のひとつの壮大な試みが展開しました。数多くの生命体が、地球上

で自分自身を明らかにして、存在する数々のエネルギーを試みるために、引き寄せられ

ました。地球は新奇性のためのひとつの繁殖地になりました。新しい数々の路、新し

い数々の可能性を探索する自由がありました。それは、かつてそして現在も依然として

、すべての創造のために自由意志です。

 
生命の創造で、地球と地球上のすべての生き物達は内面の発達の特定の方法を追求し始

めました。この経験の道筋は、その中心的なひとつの主題として、与えることと受け取

ることの間の釣り合いを経験しました。

 
意識の内部の水準では、地球は悠久の時の間、与えることと受け取ることの間の正しい

釣り合いを見付け出すための懸命な努力が続きました。ひとつの惑星として、地球は生

命を与え、取得しました。地球の“暗黒の時期”の中で、地球がその中で数々のエネルギ
ーを吸収して整理したその段階の中で、強いアクセントは“受け取る”方にありました。
 
現在では、地球は他の極端で清算してきました。地球が与えることができるものに制限

を設けることです。

 
地球は、人類による暴力と開拓に長い間耐えてきました。何故なら、これはある意味で

カルマ的に一致し続けていたからです。地球は反対側の力と抑圧を探索しなければなら

ない状態でした。地球のひとつの違反者としての数々の行動は、ひとつのブーメランの

ように、ひとりの犠牲者になるという正反対の経験に駆り立てました。それが、カルマ

が働く姿です。それは罰の問題ではありません。権力の問題を本当に理解して、それを

受け入れるためには、皆さんはその両方の側面を経験することが必要になります。皆さ

んは両方がひとつであり、ひとつの神聖なるエネルギーの両方の部分であることを皆さ

んが認識するまで、皆さんは犠牲者または違反者として、皆さんが権力に苦悶し、また

は権力を確立することを望む任意の物事に、再び出会うことになるでしょう。

 
その結果、現代における地球に対する無慈悲な開拓は、それが与えることと受け取るこ

との間の釣り合いを充分に理解するひとつの機会を地球に提供してきたため、ある程度



カルマ的に適切なものです。

 
しかしその一方で、軽視と搾取がカルマ的に適切だとすることの数々の限界が、視界

に入っています。地球は既にその釣り合いの理解に到達していて、その意識のカルマの

周期を完了しているところです。地球は今、既に愛と自覚的意識のひとつの水準に到達

していて、もうこれ以上人間の虐待を容認することはないでしょう。この意識の水準は

、地球に同じ考えを持った調和と敬意を満喫する数々のエネルギーを引き付けて、破壊

的な意図を持ったエネルギーを排斥する状態を引き起こすことになるでしょう。

 
与えることと受け取ることの間の新しいひとつの釣り合いのための時が、既に訪れてい

ます。新しい地球上では、惑星地球と、人間、植物、動物といった地球上の生きるすべ

ての存在達との間に、穏やかさと調和が存在するようになるでしょう。すべての存在達

の間の調和とこころからの連帯が、巨大な歓びと創造性のひとつの源泉になるでしょう

。

 
古い地球から新しい地球への推移は、時間や特徴に固定されない、ひとつの過程です。

多くの物事は人間による数々の選択によって、個人としてのすべての皆さんによって今

現在行われる選択によって、左右されます。

 
この推移の時期について、今まで数多くの予言存在し、今でも予言が行われています。

こうした数々の予言を行うことは、いつもひとつの怪しげな事柄です。その要点は、皆

さんの目に見える物質的な現実性は、内面の集合的な意識状態のひとつの顕在化である

、ということです。意識は、わたし達は最初に伝えたように、自由で創造的なものです

。皆さんはどのような時でも、異なるように考え、感じることによって、皆さんの未来

を変える決断をすることができます。皆さんは、皆さんの考えと感覚を支配する力を備

えています。皆さんはどのような時でも、限定的で破壊的な考えまたは感覚を拒否する

ことができます。これは個人としての皆さんにとって価値あることですが、しかしまた

それはさらに大きな人々の集団のためにも役立ちます。

 
ひとつの実在する個人の集団が自己嫌悪と破壊を超えて自由と愛を選択する時、その

結果、それはそれ自体を物質的な現実性の中で明らかにすることになるでしょう。地球

はそれに反応することになるでしょう。地球は人々の内部で起ることに敏感です。地球

は皆さんの内面の運動に反応します。



 
これによってわたし達が指摘したいことは、誰ひとりとして、わたし達の立場の中の者

でさえ、新しい地球が生み出される方法に関して正確な予言を行うことはできない、と

いう事実です。しかしその一方で、魂の集団は今、自分達のカルマの周期がエネルギー

的に新しい地球に緊密に結び付けられていることが、明らかになっています。新しい地

球に具体化されている数々の発想に深く結び付けられていると頻繁に感じるこうした人

々は、惑星の周期と個人的な周期の一致のおかげで、成長し解き放つための数々の美し

い機会を持つことになるでしょう。

 
続きの数々の章で、わたしは特にこの魂の集団について話をすることになるでしょう。

彼らはしばしば光の活動家と呼ばれ、わたしもまたその名前を用いることになるでし

ょう。この移行の時代の間に彼らが転生している理由は、偶然の一致ではありません。

彼らは地球の歴史に深く結び付けられています。わたしは、ほとんどの光の活動家達が

所有しているその数々の心理特性を、説明することになるでしょう。わたしは彼らの

歴史、彼らの銀河のルーツ、そして彼らの地球上での使命について話をすることになる

でしょう。わたしは、カルマの周期から自分自身を解き放つことに関与している、内面

の成長の数々の段階を詳細に議論することになるでしょう。

 
© Pamela Kribbe
www.jeshua.net
 
http://lightworkers.org/channeling/176710/jeshua-new-earth-ii-part-22-pamela-kribbe-correction

http://www.jeshua.net/
http://lightworkers.org/channeling/176710/jeshua-new-ear


恋愛関係

恋愛関係
Love Relationships
 
パメラ・クレーバ経由

Jeshua channeled by Pamela Kribbe
 
Translation by Maria Baes and Frank Tehan
 
 
親愛なる仲間達、

Dear friends,
 
わたしはヨシュア。わたしはすべての皆さんに真心を込めて挨拶を送ります。わたしは

こころから喜んでここにいます。わたしは皆さんと分かち合うことを望んでいます。何

故なら、皆さんはわたしの兄弟姉妹達であり、そしてわたしは皆さんに深い関連性を感

じているからです。わたしは皆さんの以上の者でも皆さんより高い者でもありません。

わたし達はひとつです。

 
わたし達は一緒に、地球上にキリストの種を植える仕事に従事しました。そのひとつの

種は、時間と伴にゆっくりと成長し、花開いて、完全に成熟した一輪の花になろうとし

ています。地球上のこの時代は、その旅の完了の時代になります。それは数多くの苗木

が発達を始める時代であり、色々な意味で、皆さんは発芽した花です。わたし達は一緒

にひとつの構成単位を、ひとつの新しい意識の誕生のために全力を傾けるひとつの魂の

集団を、形成します。そのため、もはやわたしを皆さんの上に立つひとりの霊的指導者

として理解せずに、皆さんと手をつないで、皆さんとその愛を分かち合うことを望む、

ひとりの友人として理解してください。何故なら、わたしは本当に、すべての皆さんを

深く愛しているからです。

 



皆さんは愛に対する激しい願望を持っています。皆さんは他の人々との人間関係の中に

、そしてまた神とのひとつの結び付きを通して、愛を探し求めます。しかしまさに、皆

さんが切に望み続けているものは、皆さん自身の内部に横たわっています。それは皆さ

んの神聖なる特質であり、無条件の愛と歓びとひとつになっている、皆さんの部分です

。皆さんが皆さんのこの部分を経験する時、それは故郷に帰っているように感じます。

皆さんの人生の他のあらゆる物事が、簡単で、明るく、歓びに溢れます。皆さんは、皆

さん自身の内部でひとつになり、そして皆さんは、皆さん自身の外部に、皆さんの気分

を良くするどのような物事も必要としません。皆さんは皆さん自身に対するひとつの構

成単位になります。そしてそれにもかかわらず、皆さんは、深く親密な方法で他のあら

ゆる物事と結び付けられている、と感じます。

 
人間関係について逆説的になっていることは、もしも皆さんが皆さん自身の内部の一体

性を受け入れることができるなら、皆さんは唯一親密に結び付けられることが可能で

ある、という事実です。もしも皆さんが、過去に由来する数々の重荷や皆さんの数々の

長所と欠点と伴に、皆さん自身を受け入れる準備が整っているなら、その彼女または彼

の固有の個性を含めた別の人間のための空間が現れます。その時皆さんは、故郷に帰る

ためにもはや別の個人を利用することはありません。その代わりに、皆さんは、他の個

人の故郷と伴に皆さんがそのこころの内部に携えている、その故郷を共有します。この

種の人間関係は、お互いを称え合う関係、共有する関係になり、そして、それがひとり

の配偶者、ひとりの友人との人間関係か、あるいはひとりの子供との人間関係かにかか

わらず、それは癒しの人間関係です。しかしその一方で、恋愛関係、配偶者との人間

関係は、皆さんの中の最高のものを引き出します。それは皆さんに深い感銘を与え、深

い情緒を掻き立てます。何故なら、それは他の人間関係が行うことがないような、故郷

に帰る約束を維持しているように見えるからです。

 
恋愛関係について話しをする前に、皆さんが切に望み、皆さんがそこでひとつの魂とし

て誕生した最初の単一性である故郷は、遥か遠くにあるものではないことを、わたしは

皆さんに思い出して貰いたいと思います。象徴的な話として、時間に属する領域の中で

皆さんが楽園から立ち去ったのは、極端に遠い昔である、と皆さんは言うことができ

ます。皆さんは、“身体の中のひとつの魂”として皆さん自身の道筋を進み続け、その中
で皆さん自身を明らかにして、数々の経験を積み、宇宙の中の異なる場所を訪れるた

めに、ひとつの特定の姿を選択しました。

 



皆さんはひとつの個別の魂として誕生し、皆さんの旅に着手した時、皆さんはその最初

の単一性を手放しました。皆さんはそれを、皆さんにかなり親しみのある愛と光という

一枚の温かい毛布として思い描くことができます。皆それはさんがいつも父なる母なる

神の確実な存在感を感じた単一性であり、そのため皆さんは、決してひとりになること

や排除されることを怖れることはありませんでした。こうした“否定的な”概念は、皆さ
んの理解の中にさえ存在しませんでした。それにもかかわらず、原型的な力が神の中で

作動して、それがこの父なる母なる神の一体性という発生の場から皆さんを誕生させま

した。

 
その誕生の目的は何だったのでしょうか？　それで皆さんはすべて、自立した神々にな

ることができました！　それで皆さんは、皆さん自身で、そこから無限の存在達が創り

出され現れる、温かさと愛を備えた父なる母なる神の根源の出発点になることができま

した。しかし、皆さんが最初に伝えた告別の言葉が、皆さんにとってひとつの衝撃にな

りました。この一体性からの分離と伴に、事実通り進化の過程を経験するためには、皆

さんは事前に何らかの物事を認識することはできない、という認識が現れたことを、皆

さんは実感しました。皆さんは、ひとつの個別の魂として完全に皆さん自身の方法で進

むことによって、唯一最初の単一性から離れることができたという事実を、自覚しま

した。ひとつの個別の魂は初めて、怖れと孤独感、そして無知と無理解という闇に精通

します。

 
皆さんは依然としてその最初の孤独感と孤立という経験を携えていますが、それは恋愛

関係の中で非常に強く現れる可能性があります。しかしわたしがそういった人間関係に

取り組む前に、皆さんはどのような時でもその最初の結び付きを経験する可能性を持っ

ていることを、わたしは皆さんに思い出して貰いたいと思います。皆さんが夢を見ない

眠りに向かう時、皆さんは皆さんの身体を離れ、皆さんがそこから現れた最も深い根

源と、皆さんがそう呼びたければ神と、あるいは皆さん自身の最も深い確信部分と、結

び付きます。その皆さんの部分は、決して楽園を離れなかった部分であり、今も依然と

してそこにいます。皆さんは数十億年前にそこを離れたとはいえ、その一体性は依然と

して皆さんの内部に存在します。それは皆さんの意識のひとつの不可分な部分です。夜

、もしも皆さんの精神があまり活発ではなく、皆さんが眠りに身を任せて、皆さんが入

る非物質的な領域に帰順しているなら、その時皆さんは皆さんの身体から離れている

ため、皆さんはその根源を取り込み、そしてそのため元気を取り戻します。また皆さん

は皆さんの毎日の生活の中で、この神聖なる霊の領域と結び付きを持つことができます



。皆さんは、その霊の領域の親密な部分になっています。とても穏やかになることによ

って、皆さんは今ここでその存在感を感じることができます。わたしは、わたし達は一

体となって一緒にその神の本来の外観の一部を構成している姿を、皆さんが感じること

を勧めます。

 
皆さんの胸の真ん中に、皆さんの心臓のチャクラの中に、輝く美しいひとつの結晶質が

ある姿を思い描いてください。それがそこにあり、その力を感じている姿を思い描いて

ください。その中のすべての面が同時に皆さんの数多くの経験を映し出している、純粋

で透明なひとつの結晶質です。またこのこころの結晶質は、皆さんの周りのあらゆる物

事に結び付けられています。皆さんは、皆さんが他の人々から受け取る数々の感覚を、

この結晶質で映し出すことができます。そのため、この結晶質を通して他の人々の雰囲

気や情緒を受け取ることによって、皆さんは他の人々を理解するようになります。この

こころの結晶質から、皆さんは他の人々の経験を理解します。人々の苦痛や失望が、皆

さんに明らかになります。

 
このこころの結晶質は、他のすべての生きている存在達のこころと結び付けられてい

ます。何故なら、わたし達はすべて、一体になっているからです。そしてそれにもかか

わらず、また皆さんは、皆さんがその胸の中に携えているこのこころが皆さんに属して

いることを感じることができます。両方の側面が両立している姿を感じてください。皆

さんは、そのこころの水準の上で結び付けられています。皆さんを生きているあらゆる

物事に結び付けるひとつの水平な領域です。そのため、わたし達はすべて一体になって

いるため、分離は存在しません。それにもかかわらず、また皆さんは“個人”であり、皆
さんは皆さんであり、皆さんとまったく同じ個人は他に誰ひとりとして存在しないこと

を意味します。皆さんは個別の存在であり、皆さんを直接皆さんの根源に、神に結び付

けているひとつの垂直な道筋があります。皆さんはこの物質的な身体の中に存在し、そ

れは皆さんのこころ、皆さん自身の神の意識の断片の担い手です。

 
この結晶質の広大さを感じてください。皆さんに属し、それにもかかわらず、それが望

む何処にでも行くことができる、無限の意識です。それはこの身体に束縛されませんが

、しかしそれは今、一時的にこの身体の中にあります。しかしそれはそのようなひとつ

の莫大なエネルギーであるため、最終的には、どのような姿にも縛られることはありま

せん。皆さんは、この意識です。皆さんは、ここ地球で皆さんに加えて、父なる母なる



神の神聖なる基礎構造のひとつの断片をもたらしてきました。皆さんはすべてを含み、

皆さん自身の内部で完璧であり、そして皆さんはこのこころの結晶質の保護者です。わ

たし達がここで恋愛関係という主題に目を向ける間も、その事実を忘れないでください

。

 
皆さんが別の個人と恋に落ちる時、その人間関係の始まりの時にしばしばひとつの強烈

な嬉しさという経験が生じます。それはまるで、皆さんの内部で何かが引き裂かれて大

きく開いたように見えます。長い間隠されてきて、ただ他の人々の視線によってだけ開

くことができるものです。他の人々は皆さんの内部の“何か”を確認するようには見えま
せんが、しかし皆さんの愛する人は、皆さんのありのままの姿の赤裸々な美しさに目覚

めます。皆さんの人生に対する情熱と熱意が戻り、皆さんは理解され、愛されていると

感じ、そして皆さんは皆さん自身の深さを、驚くべき皆さんを、経験することになり

ます。それが、夢中な状態の中で皆さんが経験するものです。そしてそれは、相手を目

的にしているように見えるとはいっても、ほんとうは皆さんを、相手が皆さんの内部で

呼び起すもの、甘美なひとつの奇跡になるものを、目的にしています！　皆さんはただ

その時だけ目覚めて、皆さんがどれ程多く与えなければならないか、皆さんがどれ程

多く愛されることが可能なのか、それを感じるように見えます。

 
その瞬間、人々は普通、自分達が経験するこの夢中な状態の畏怖と驚きに酔いしれます

。そして人々は、その人々の内部のこの感覚を目覚めさせた個人に、盲目的に自分自身

を所属させます。彼女または彼はその手の中に“魔法の杖”を持ち、皆さんは全体的にそ
の相手に意識を集中させられているため、最初にひとつの啓示に導かれたもの、皆さん

自身と同時に他の人々に向けられる愛に溢れたひとつの感覚に導かれたものが、徐々に

皆さん自身からのひとつの飛躍につながって行きます。

 
その時、その相手とのひとつの葛藤が始まります。皆さんは、皆さんをこれほど気持ち

良くする相手の部分を所有することを望むようになります。そして相手はしばしば、皆

さんに同じことをします。そして皆さんは両方で、この主導権争いに著しく当惑します

。このようにして、皆さんがお互いに与えることができる最高のものが、最終的にいわ

ゆる嫉妬、依存、そして勢力争いという最低のものを呼び起します。これは極端に苦痛

に満ちたひとつの落とし穴であり、ほとんどの人がその人生の中で経験してきたこと

です。

 



この落とし穴はどのようにして生じるのでしょうか？　皆さんの内部には2つの部分が
あります。わたしが説明したそのこころの結晶質から、その相手が、その彼または彼女

と同じように皆さんの中にも正確に確認することができ、そしてそこにある美しさを経

験することができる、ひとつの愛があります。皆さんこころのなかのこの空間から、皆

さんは対等で調和の取れたお互いとの結び付きに入ることができ、皆さんはその中でお

互いの神性を認め、そしてまた皆さんはその中で、お互いに人間性を見失うことはあり

ません。皆さんは、相手の苦痛、不信、失望、そして抵抗を聞き入れます。

 
しかし皆さんの腹部から、別のエネルギーが作動しますが、それは夢中な状態の中で、

非常に強力で破壊的な力になる可能性があるものです。わたしはこのエネルギーを、無

視された内面の子供と呼び、その子供はその内部に、父なる母なる神の一体性から離れ

た最初の宇宙の産みの苦しみに遡る、非常に強力で深いひとつの苦痛を携えています。

またこの子供は、皆さんが恋に落ちる時に目覚めます。そしてこの子供は、皆さんのこ

ころを蔽い隠すことができる数多くの情緒を持っています。こうした情緒は、こころの

結晶質を包み込み、皆さんは情熱的な愛の始まりの段階で皆さんが経験した歓びと至福

の源泉である、という事実を、不透明にする可能性があります。そういった数々の感

覚は、皆さんと皆さんが皆さん自身に与えた空間に関連したものであり、それはその相

手によって可能にされたものでしたが、しかしそれは依然として皆さんと関連したもの

でした。

 
しかしその一方で、苦痛を覚え、また配慮と愛、そしてこれほど長い間失敗に終わって

きた承認を求めて泣き叫んでいる皆さん中のその子供は、その相手に対する一種の束縛

を受け入れるように誘惑される可能性があります。その子供は、自分自身のために自分

に欠けているものを手に入れるために、いかなる代償を払ってもそれを持続することを

望みます。このようにして、その子供とこころの結晶質は、最終的に2つの正反対の側
面になる可能性があります。最初は非常に美しく見えたものが、ひとつの破壊的な人間

関係に転じ、皆さんはその状態でお互いに争うようになり、そしてひとつの戦闘状態に

入ります。それは誰も望まないものですが、しかしとにかく起ります。

 
魔法が消え失せる怖れがある時には、皆さんは自暴自棄に陥る可能性があります。どの

ような犠牲を払っても、皆さんは皆さんの相手に執着することを望みます。何故なら皆

さんはかつて、その個人に絶対的な愛というひとつの感覚を感じたからです。そして皆

さんの最も古い数々の痛み、皆さんの怒りの情緒、見捨てられるという怖れ、そして憎



悪でさえ作用し始める可能性があります。その時でさえ、相手の個人を手放すことは非

常に困難になるのはすべてが調和していた時にそれがどれほど素晴らしかったかという

ひとつの認識によって、皆さんが駆り立てられることになるからです。

 
この段階で、皆さんが手放す方法を認識することが、非常に大切になります。皆さんの

人間関係が下降螺旋に入っている、皆さんがお互いを非難し責め立てるようになってい

ると感じる瞬間が、皆さんが身を引く時です。何故なら、皆さんは今までかなり深く接

触し合ってきて、その痛みは癒すことが難しいため、皆さんはかなり不当にお互いを傷

付ける可能性があるからです。

 
そのため、皆さんが制御不能に陥っている、率直なこころで皆さんがその相手に接近す

ることを阻んでいる数々の情緒によって皆さんが吹き飛ばされている、と皆さんが感じ

る時には、敢えて身を引いてください。皆さんは、見捨てられる、あるいはその正反対

の状態になるというひとつの深い怖れを感じるかもしれません。余りにも深く誰かと結

び付いて、皆さんがその中で皆さん自身を見失うという怖れです。怒りまたは嫉妬とい

ったその他の情緒が存在する可能性もありますが、しかし大切なことは、最も強烈な情

緒はその人間関係そのものよりもかなり大幅に皆さんを目的にしているのであり、皆さ

んがその事実に気付くことです。その人間関係が数々の情緒を始動させましたが、しか

し情緒それ自体は、さらに深い数々の原因から生じます。

 
ここで問題になることは、皆さんが傷付いて無視されている内部の子供に向かうこと

です。その子供が、皆さんの情緒不安定の本当の原因です。そうすることは、皆さんの

相手方の責任ではありません。そして皆さんもまた、皆さんの相手方の内面の子供の責

任はありません。皆さんの痛みに対して他の誰かの責任にすることや、他の誰かがそれ

を癒すことを期待することは、人間関係の中の大幅な混乱につながります。

 
そのため、最初は愛に溢れた結び付きだったその人間関係が悪化して行き、不安定にな

って行く時を、皆さんはどのように理解することができますか？　実際に、数々の明確

な合図があり、皆さんが気付くことができる数々の方法のひとつは、皆さんの内面の子

供と象徴的にひとつの訓練を行うことによるものです。

 
この瞬間に、皆さんの相手の反対側に立つことを思い描いてください。あるいはもしも



皆さんに現在相手がいないなら、皆さんにとって非常に大切な誰かを選んでください。

そして皆さんの内面の子供が皆さんの左側に立つことを許してください。単純に皆さん

自身を、何処かの10歳以下のひとりの子供として思い描いてください。そして皆さんの
左側の子供と一緒に、皆さんの相手の反対側に立ってください。ここで、皆さんの最愛

なる人に対して、その子供がどのように反応するか、確認してください。その子供にこ

う尋ねてください。“あなたは彼または彼女何に引き付けられたの？　あなたは何がそ
れほど抑え難いと気付いたの？　何があなたのこころに触れて、何があなたを魅了し

たの？”そして次に、皆さんはこう尋ねます。“今あなたはどう感じているの？”
 
その最初の属性に何かが起ったでしょうか？　その子供は依然としてその愛を感じるこ

とができますか？　癒しの人間関係の中で、その独自の属性は依然として非常に存在感

を持っています。それは依然として皆さんを育み、依然として皆さんを温め、その一方

で同時に、皆さんの相手は、彼女または彼自身の数々の問題や気分の浮き沈みと伴に、

より人間の姿を獲得しています。しかしその一方で、最初の魔法の何かが、依然として

そこにあります。そしてその魔法のおかげで、皆さんは数々の問題を克服することがで

きます。もしも皆さんが、その魔法が無いことに気付くなら、またもしも皆さんの内面

の子供が実際に愛されていない、不当に扱われていると感じるなら、その時は、皆さん

が注意を払う必要があるものに対して、何かが続いていることになります。これを発見

するために、皆さんの内面の子供と一緒に時間を取ってください。

 
その状況を明確にするために、その内面の子供の印象を手放して、そしてここで皆さん

は自分が選んだその相手の前に立ち、皆さんの間に与えて受け取るエネルギーがどのよ

うに流れているかを見てください。最初に、皆さんが相手に与えたものを確認し、それ

を感じてください、そして皆さんがそれを感じる限り、皆さんはそれを言葉で表現する

必要はありません。皆さんから相手に流れているものを見てください。そして、この瞬

間に皆さんがどのように感じるか、それを感じてください。皆さんはこの与える行為の

せいでより元気になりますか、それとも皆さんは虚しさや疲労感を感じますか？　与え

る行為は活気付けますか、それともそれによって皆さんは枯渇したように感じますか？

　その最初の感覚をしっかりつかんで放さないようにしてください。

 
皆さんが相手に与えたものに目を向けた後、反対側の相互関係に目を向けてください。

皆さんはその相手から何を受け取りますか？　ただ皆さんの所に現れる時の皆さんの最

初の感覚だけを信頼してください。皆さんが受け取るものは気分を良く感じますか？　



それは皆さんのこころをより大きく広げますか？　皆さんが受け取るもののひとつの結

果として、皆さんは皆さん自身についてより幸せに感じますか？　癒しの人間関係の本

質は、その相手が皆さんに、皆さんの心の中に歓びを創り出すものを与える関係です。

 
最後に、破壊的な人間関係の別の兆候があります。皆さんの胃の近くの場所にある皆さ

んの太陽神経叢から出て皆さんをその相手に結び付けている、ひとつのエネルギ

ーの“紐”を感じてください。もしも皆さんが敏感なら、皆さんはおそらくその紐を経験
することができます。皆さんが探し続けているものは、皆さんがその相手を所有する必

要があるという感覚です。その相手がもうそこに存在しなくなるという考えで、皆さん

は恐慌状態に陥る、という感覚です。何かがその紐を引っ張っているという感覚です。

もしも皆さんがそれを感じるなら、その時、それは本質的に、皆さんをその相手に結び

付ける、エネルギーの臍帯です。そしてそれは、皆さんに次のような感覚を与えます。

“わたしは相手が必要であり、わたしは相手がいなければ何もできない！”その恐慌状態
の感覚が、皆さんが独立して活動しない状態を明らかにするか、あるいは少なくとも皆

さんは皆さんがその相手がいないと何もすることができないと考えている状態を明らか

にします。そしてそういった依存性は、破壊的な人間関係に結び付く可能性があります

。

 
癒しの人間関係の中では、もしもいろいろな点で皆さんが離ればなれになろうとする

なら、お互いに寂しく感じることは自然なことです。楽しんで、従ってお互いに一緒に

いることを望むことは、自然なことです。皆さんが相手を望むかもしれませんが、しか

し皆さんは、相手が必要という訳ではありません。しかし破壊的な人間関係では、何か

悪性のものが作用します。皆さんが何もすることができないか、あるいは相手がいない

状態になれないという感覚、皆さんは皆さんの幸せのために、もしかすると皆さんの人

生そのもののために、相手に依存しているといった感覚があります。そしてこの状態が

皆さんを実質的に弱体化します。相手によって拒絶される可能性に対する深い怖れが

生じ、その状態が皆さんを小さく委縮した状態にして、人間関係全体が、もはや最初

に持っていた歓びにあふれた広大さや自由を持たない状態になります。

 
こうした物事を、皆さん自身のために、皆さん自身の方法で、穏やかに感じようとして

みてください。そしてその人間関係の中に、皆さんがこの種の物事を感じるための余地

を残すことを怖れないでください。何故なら、一度皆さんがひとつの人間関係の中で否

定的な螺旋状態に陥っていることを皆さん自身で気付いたら、自分達が立っている場所



を自覚するために、しばしばその双方の相手方が、物質的にも情緒的にも、お互いに自

分達から距離を置くことが必要になります。そのような時には、物事を徹底的に話し合

おうとすることは、しばしば役立ちません。皆さんのこころの結晶質の中心に戻るため

の充分が空間を手に入れるためには、まず皆さんのエネルギー領域がお互いから自由に

なることが必要になります。皆さんの本質である美しく透明な結晶質になっている、そ

の皆さんの内面の自覚的意識に従って降りてください。皆さんの内部のものを経験する

ために、相手に依存しないでください。それは、皆さんのためにいつもそこにあります

。それは、皆さんが静寂の中で聴くことができる、神の囁きです。

 
次に、依然として痛みに苦しんでいる皆さんの子供に向かって、この結晶質からの光線

がどれほど輝いているか、それを感じてください。その子供は依然として、外部それ自

体に承認と愛と安全性を探し求めています。皆さんの光線をその子供の上に当てるよう

にしてください。それで皆さんは、皆さんの腹部を通して、そして皆さんの足を通して

地球全体にも向かって、その結晶質の光がより一層深く流れ落ちることによってそれ自

体を固定するように見えることを、文字通り確認することができます。

 
これが皆さんの光であり、皆さんの比類のない魂の光です！　皆さんは、地球上の身体

の中のこの光を経験するために、今ここにいます。皆さんの独特の光は比類のないもの

であり、それは皆さんの天使の光です。そして皆さんが、もしもその光と結び付くなら

、その時皆さんは、皆さんの人生の中に癒しの人間関係を引き付けます。皆さんは、別

の人は“必要”としません。そしてまた皆さんは、別の人を“完璧” なものにする必要もあ
りません。最終的に皆さんの望む視点で皆さんを確認する人であり、他の人々がそうす

ることを皆さんが望む方法で、皆さんを無条件に理解し、受け入れる人です。

 
無条件の承認と愛は、皆さん自身のこころの中だけで見付け出されるようになるもの

です。皆さんによって、そして皆さんのために。その責務を別の人に押し付けないでく

ださい。その絶対的な愛は、皆さんと皆さんの自己の間にあるものです。皆さんはこ

れを、ただ皆さん自身に対して与えることができ、そして皆さんがそれを行う時、皆さ

んは他の人々のためのひとつの愛の泉になります。何故なら、皆さんはその時、皆さん

自身について完全に誠実で正直になるからです。皆さんは、時に苦悶し、苛まれている

、皆さんの中のその子供という闇の部分も含めて、皆さん自身を愛します。

 



皆さんが皆さん自身を愛す時、皆さんがひとつの真の視点で他の個人を理解することは

、さらに簡単になります。皆さんはもはや、時に個人的にそれほど攻撃的になることも

、彼女または彼が話すか行う傷付ける物事を選択することもありません。彼らの数々の

行為や反応は彼らに属し、そしてそれに対して過剰に情緒的に反応しないようにするこ

とは、さらに簡単になります。他の個人は、もはや皆さんの魂の救済に対する責任はあ

りません。責任があるのは皆さんです。皆さんは、皆さんの世界、皆さんの現実性の達

人です。

 
皆さんはすべてこの自己実現の道筋の上にいて、そして皆さんは既に、皆さんのこころ

の結晶質で他の人々に触れ合っています。皆さんは他の人々に愛と希望という閃光を与

え続けています。わたしは、皆さんがこの時代、この変化と移行の期間の地球に現れて

くれたことに対して、皆さんに感謝します。わたしは皆さんと一緒にいて、皆さんをこ

ころから配慮します。皆さんはわたしの兄弟姉妹達であり、わたしは皆さんを愛します

。

 
© Pamela Kribbe
 
www.jeshua.net
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充分な流れ
THE FLOW OF ENOUGH
JESHUA VIA PAMELA KRIBBE
28 March 2013 - 7:58pm
 
パメラ・クレーバ経由

Channeler: Pamela Kribbe
 
JESHUA VIA PAMELA KRIBBE
~From The Jeshua Channelings- excerpt from the chapter "Work, Money and Creativity - The
Flow of Ease and the Flow of Enough"
 
 
充分な流れ＊[＊充分とは、充足感を持つひとりの人間天使になるためにまさに今わた
しが必要になるあらゆる物事が、わたしに利用できることを意味します... また、皆さ
んが持つものに対して皆さんが満足し、感謝することを意味します。皆さんは、物質的

、情緒的、精神的、そして霊的な水準上で皆さんを取り囲むものによって育まれている

、と感じます。]
 
こころのエネルギーは、皆さんの人生の中で真の豊かさの源泉です。豊かさは、物質的

な水準や精神的な水準から、情緒的、社会的、そして霊的な水準まで達する皆さんの人

生のすべての領域と、関係があります。皆さんは皆さん自身を楽しみ、こうしたすべて

の水準で育まれるように意図されています。

 
現時点でわたしは、特に精神的な豊かさの問題に対処したいと思います。何故なら、そ

れは光の活動家達の魂に特別に関連があるからです。

 
光の活動家達の魂と霊的に方向付けられた人々は、一般的にお金を非難する傾向があり

ます。彼らはお金を、罪深いもの、ひとつのより低いエネルギーだ、と考えます。この

非難の理由は、彼らがお金を、他の人々を犠牲にした権力と富と関連付けるようになっ



てきたからです。お金は、実質的に権力と同義語になっています。この関連性は、物質

的な豊かさの流れが、これを読む数多くの皆さんの中で今まで閉塞してきた主要な理由

です。

 
卓越した霊的な熱意を持つ光の活動家達の魂は、お金のことを、皆さんが克服しなけれ

ばならない人生のさもしい些細な物事と関連付けます。ここで数多くの信念が活動し、

物質的な世界からの耐乏と禁欲という過去の数々の人生に遡ります。こうした数々の生

涯は、しばしば孤独の中で唯一霊的な解放だけを目的にしていました。こうした生涯の

エネルギーは、依然として皆さんのエネルギー領域を通して共鳴します。それは結果

的に、皆さんを狭隘にし続ける一種の“厳格さ”に終わります。
 
しかしながら、お金は無邪気なものです。お金はひとつのエネルギーの流れであり、実

際に純粋な潜在的可能性を意味します。お金は数々の機会を提示し、お金は潜在的可能

性であり、そしてそれについて悪いところは何処にもありません。まして、お金を受け

取ることによって、皆さんは他の人々を犠牲にして行動している、ということはありま

せん。

 
皆さんはお金で、他の人々のために美しく素晴らしい物事を創り出すことができます。

お金を歓び一杯に受け取ることによって、皆さんは皆さん自身と他の人々の両方の豊か

さの流れを拡大します。また創造的な連鎖的な循環がいつも受け取る流れを発生し、そ

のため受け取ることと与えることの釣り合いが取れます。これが、こころの道です。し

たがって、お金を受け取ることを怖がらないでください。

 
皆さんが望むものと皆さん自身が必要とするものを求めてそれを世界から受け取ること

に関して、皆さんが事実通り皆さんの最も高い天稟と才能を世界と共有するその方法と

時が、依然として不安視されている姿を観察することは、悲しいことです。数多くの古

い判断が、皆さんが事実通り皆さん自身で立ち上がることや、受け取る部分を楽しむこ

とを、妨げています。しかし、宇宙の秘密は均衡です。皆さんは、すべての水準で維持

されながら、今回の生涯で皆さんの最も高い潜在的可能性を表現することを必要として

いることを、宇宙は認識しています。それに関して、罪深いことは何もありません。

 
皆さんが偽りなくこころから創造的な時、皆さんはひとつの受け取る流れも引き寄せる

ことになるでしょう。そしてただそれが入る流れことを許すことによって、皆さんは創



造性の外部に向かう流れを活動的で活力のある状態に維持することになるでしょう。

 
皆さんは、その人生の中でお金の流れを塞いでいる、あるいはお金に対する潜在的な嫌

悪感を持っているという事実を自覚的に気付いていないのかもしれません。皆さんのお

金に関する最も奥深い考えと情緒を調べるためにある程度時間を取ってください。それ

で皆さんは、皆さんがその人生の中で豊かさの流れを塞いでいる姿を簡単に確認するこ

とができます。

 
皆さんは地球上の人生を楽しむように意図されていることを、どうか自覚してください

。

 
その間隔を抱き締めて閃きでそのこころを満たす美しい物事の中で楽しむことは、自然

なことです。ここは皆さんの故郷であり、かなり長い間皆さんの居住する場所であり、

そのためどうか、思い切って皆さんの物質的な環境を創り出してください。

 
単純に、地球と物質的な現実性を愛することだけでも、豊かさの流れを創り出すことに

なるでしょう。地球は、皆さんが霊的なひとりの存在として成長し進化するためだけで

はなく、また単純にひとりの人間として人生を楽しむために、皆さんが望むあらゆる物

事を提供することを望んでいるため、地球は皆さんに耳を傾けることになるでしょう。

 
http://lightworkers.org/channeling/179440/flow-enough-jeshua-pamela-kribbe

http://lightworkers.org/channeling/179440/flow-enough-jeshua-pamela-kribbe
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皆さんは社会の教師
You Are Society’s Teacher
10 April 2013 - 10:17am
 
パメラ・クレーバ経由

Channeler: Pamela Kribbe
 
Tuesday, 9 April, 2013
 
 
親愛なる仲間達、

Dear friends,
 
わたしはこれほどの歓びと伴にここにます。わたしの歓びを感じてください。わたしは

、みなさんすべてが兄弟姉妹としてここで結束する姿を確認することが、大好きです。

これが、新しい地球が目的にするものです。人々が広いこころでお互いと出会う時、そ

して人々がこのようなひとつのサークルの中に合流する時、新しい何かが、個人の合計

を遥かに上回る何かが、生まれます。そのため、皆さんがこの数日の間に一緒に創り出

してきたそのエネルギーを、感じてください。

 
皆さん自身に誇りを持ってください。皆さんは今日、キリストのエネルギーの担い手で

あり、そしてわたしはその聖火を皆さんに手渡したいと思います。皆さんが皆さんの聖

火を右手に持ちつづけながら、その聖火を皆さんの前に差し出している姿を思い描いて

ください。怯えないでください。ここで、皆さんの周りを見回してください。皆さんが

最初に確認するものはなんですか？　皆さんは、皆さんの周りに他の人々を確認しま

すか？　皆さんの周りには、皆さんの光を楽しみ、それを受け取ることの望む人々がい

ます。何故なら、皆さんの聖火は何にもまして燃え上がっていて、皆さんが比類のない

存在だからです。

 
時に、皆さん自身の聖火、皆さん自身の光を皆さんが隠す姿を確認すると、わたしは悲



しくなります。その光は、地球上でこれほど必要とされています。わたしは今日皆さ

んに、立ち上がって世界に皆さんの光を明らかにするように訴えます。そうすることは

、皆さんを深く満たすことになり、そしてそれが皆さんの使命であり、皆さんの真の道

筋です。

 
今、わたしが皆さんの光を世界に送り出すように話す時、それが一部の皆さんを怖がら

せることをわたしは認識しています。何故なら、皆さんの世界への取り組み方は、今ま

で円滑なものではなかったからです。それは時に、困難で苦痛に満ちたものになってき

ました。一部の皆さんは、むしろおそらく世界から身を引こうとしています。皆さんは

、皆さんがそこに属していないと感じます。皆さんは、そこで寛ぎを感じません。

 
皆さんは、ただ皆さんが社会を投げ捨てることによってだけ皆さん自身になることがで

きると感じますが、しかし、社会は皆さんを待ち続けています。社会を内部から変える

ためには皆さんはその闇に移動する必要があり、そして皆さんは、皆さん自身の内部で

これを行います。わたしは、皆さんが否定性の背後、破壊的な態度の背後に目を向ける

前に、皆さんの内部の怯えた子供を理解することを求めてきました。わたしは今、皆さ

んが社会についても同じことをするように求めます。そこにある数々のエネルギーとの

争いに入らないでください。穏やかなひとつの感覚で、そのエネルギーに入ってくだ

さい。皆さんが社会と争う時、皆さんは依然として二元性の領域に存在します。

 
皆さんは、社会の中に攻撃的な数々の力があり、しかも皆さんはその奴隷かその敵対者

のどちらかだ、と感じます。しかしこうした役割は、二元性の内部のものです。皆さん

は社会の奴隷になることを望まず、幾つかの生涯の間、皆さんは戦士の役割、社会規範

と戦う反逆者の役割に多少愛着を覚えてきました。しかし現在の皆さんの真の役割は

、そのどちらの役割でもありません。皆さんは、社会の奴隷ではありません。皆さんは

社会の敵ではありません。皆さんは社会の教師であり、そして皆さんはこころから教え

ます。これは、皆さんが外見の向こう側を見て、数々の物事、状況、人々の核心に直行

することを意味します。ひとりの教師として、皆さんは、皆さんのエネルギーはいつも

受け入れられ評価されるとは限らないことを認識し、理解して、そして皆さんはそれを

受け入れます。それで皆さんは、社会から拒絶されているとは感じません。皆さんはと

ても自覚的で、愛と思いやりから行動し、そして最も重要なこととして、皆さんは行動

する時と行動しない時を認識します。皆さんは世界を変える必要はありません。物事を

変える必要性は、不満またはまさに断定的判断という場所から現れます。皆さんは事実



通りここにいて、愛の教師になります。わたしは、この聖火を皆さんに手渡していると

ころです。そしてわたしは、皆さんが世界の中にいて世界に属さず、いつも皆さんの内

面の真実に気付き、しかしまたその真実を他の人々と共有することができ、その準備

が整っていることを求めます。

 
わたしは今、皆さんが社会のエネルギーをひとりの子供として理解して、社会にひとり

の子供の顔を与えるように求めます。その瞬間にそういった多くの物事が続いています

。人類の集団エネルギーは、混乱状態になっています。今、それにひとりの子供の顔を

与えてください。依然として機能している古い構造について、考えてください。数々の

階級制、根拠のない権威です。そしてたとえ皆さんがそのすべてがとても醜悪だと考

えるとしても、皆さんがそこでひとりの子供の顔に気付くことができるかどうか、確認

してください。もしも皆さんが深く目を向ければ、皆さんは、伝統的な社会の攻撃的な

男性的な構造の内部に閉じ込められた、ひとりの迷子の子供を確認することができます

。それは実際に、疎外されて自分自身のこころから離れてしまっていた、ひとりの男の

子です。少しの間、この子供の悲しみを感じてください。この男の子は、遠い昔に道に

迷いました。この男の子は自分の母親を、母のエネルギーを待ち焦がれています。そし

てそれと同時に、この男の子はそれに抵抗します。この男の子は主導権を握ることを

望み、その精神で、その自我で、世界を支配することを望みます。しかしその中に存在

することはひとつの悲惨な状態であり、この男の子はまったく幸せではありません。

 
それでは、皆さんはこの子供をどうしようとしますか？まさに今、この男の子は絶望し

、いつでも変わることができる状態です。手を差し出して、この男の子が最も必要とす

るものを確認してください。それは実際に、皆さんです。皆さんがその内部に携えてい

るエネルギーが、この男の子を癒すことになるでしょう。そのため、この男の子に話し

かけて、この男の子と結び付いてください。この男の子は皆さんの一部であり、そして

人類の一部であり、そしてまた皆さんも、人類の一部です。

 
皆さんはすべて、皆さんの地球上の数多くの生涯を貫いて、異なる数々の役割を演じて

きました。皆さんは数々の生涯を経験してきましたが、その中で皆さんは、地球上の攻

撃的な男性エネルギーのひとりの犠牲者でした。しかしまた、皆さんが別の立場にい

た数々の生涯も存在し、その中で皆さんは皆さん自身で、この男性エネルギーの姿を表

現しました。それは皆さんの地球上の旅の一部であり、そのため皆さんは、犠牲者と犯

人の両方です。そして現在、皆さんはひとりの教師であり、そしてこうした古い両方の



役割を置き去りにします。

 
わたし達は今、男性エネルギーを再定義するためにここにいます。それは、人類そして

皆さん自身が必要とするものです。皆さんの間の男性と女性の両方が、男性エネルギー

に関して懸念を感じているという事実にもかかわらず、皆さんは、皆さんの男性エネ

ルギーが世界の中で皆さん自身を表現することを必要としています。男性エネルギーは

、過去が理由となって、自我と攻撃性に後押しされてきました。しかし、それはその本

質ではなく、わたし達は、男性エネルギーについての新しいひとつの定義、新しいひと

つの感覚が必要です。何故なら、それは欠くことのできない創造の一部になるからです

。男性と女性は、補完し合うエネルギーです。

 
そのためわたしは、皆さんが今、皆さん自身の内部の男性エネルギーに目を向けること

を求めます。皆さんが皆さんの内面のひとりの男性の姿を観察することができるかど

うか、それを確認してください。皆さんが男性または女性のどちらであっても、その男

性エネルギーが、皆さんの体の中でそれ自体を表現することを、許してください。男性

エネルギーの自然な強さ、その透明性、その忍耐力、その表現と具象化の力を感じてく

ださい。皆さんは、皆さんの光を世界にもたらすために、このエネルギーが必要です。

男性エネルギーと和解してください。

 
わたしはまさに皆さんに、皆さんは遥か遠い昔に皆さん自身が男性エネルギーを悪用し

た数々の生涯を経験した、と伝えました。その中で、皆さんが支配と権力のエネルギー

を実験した生涯です。ひとつの魂としての皆さんの旅の上で、皆さんはこうした数々の

生涯を深く後悔するようになりました。皆さんはもはや、そのエネルギーを用いて行う

必要があるどのような物事も望みませんでした。それで皆さんは、攻撃と支配の犠牲者

になる生涯の周期に入りました。何故なら、皆さんのこころの内部に、皆さん自身を護

ることに対する抵抗感があったからです。しかし皆さんは、人間のひとつの完全な人生

を経験するためには、両方のエネルギーが必要です。

 
そのため今日、わたしは皆さんが、もはや皆さんの男性エネルギーを利用することを怖

れないことを求めています。明快になり、他の人々の目に止まるようになってください

。大胆に大声で話し、大胆に他の人々から皆さん自身を区別してください。皆さんの霊

の女性エネルギーは、他の人々と結び付くことを目的にします。そして皆さんの男性エ



ネルギーは、必要な時に皆さんを護り、必要な時につながりを断つことを目的にします

。両方を利用してください！

 
わたしはこの辺で、単純にわたしの数々のエネルギーを共有することで、この話を終わ

りにしたいと思います。皆さんのこころの中の穏やかさ、また皆さんの強さ、そしてひ

とりの教師になる皆さんとその教師として存在する皆さんの能力を、感じてください。

今日ここで集まった人々のように、同じ道筋の上にいる他の人々と出会うことが重要

です。わたしは、皆さんが皆さん自身の数々のサークルを創り出して、一緒になってお

互いの交流をただ楽しみ、皆さんの才能を共有し、皆さんの数々の物語を話すように、

皆さんに働きかけたいと思います。これは、皆さんが新しいエネルギーを創り出すた

めに、事実通り役立ちます。それが皆さんを支援することになるでしょう。

 
すべての皆さんに本当に感謝します
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親愛なる仲間達、わたしはヨシュア。わたしは皆さんと一緒に、ここにいます。わたしは皆さん

の物質的な目では見えませんが、その理由は、わたしが皆さんの内面の空間から、直接そのここ

ろから現れているからです。わたしの存在を感じてください。

 
わたしはすべての皆さんに、個人的に挨拶を送ります。この部屋の周りのわたしのエネルギーの

動きを感じてください。わたしが皆さんの抱擁を受けるように、わたしの抱擁を感じてください

。わたし達は仲間です。わたし達は同じ樹の根のようなものです。これから他の人々の避難場所

や木陰を提供することになる一本の美しく強い樹を創り出すことを目的にして、この地球に根を

下ろすことは、わたし達の共通の目標です。

 
わたしは皆さんと一緒に、この日を祝い、そして祝いながら、わたしのこころを歓びで満たし

ます。わたし達は家族、数々の時代を超えた霊の家族であり、そしてそれは、時間と空間に依存

しません。皆さんがそうすることが必要な時、皆さんはいつもわたし達の共通の源泉、わたし達

の共通の根を引き出すことができます。何故ならわたしは、皆さんにとって地球上の人生が孤独

なものになる可能性があることを認識し、理解するからです。しかしわたしはまた皆さんの勇気

も確認し、そしてそのために皆さんを深く愛します。

 
わたしは、ひとりの教師としてではなく、ひとりの友人、ひとりの兄弟としてここにいます。何

故なら、今は皆さんが立ち上がり、皆さん自身のためのひとりの教師になる時だからです。これ

が今回の生涯の中の皆さんの使命です。この使命が時に皆さんに苦痛と孤独をもたらすことをわ

たしは認識していますが、しかし皆さんがそれを達成する時、皆さんがこの新しい時代の中でひ

とりの教師になる時、それは皆さんに、ひとつの深い充足感を与え、そして事実どおり皆さんの

地上の旅を完了させます。皆さんは皆さん自身で、地球に根差して天まで届く、一本の大きな樹

のようになるでしょう。



 
皆さんは、この樹の心象の中で、皆さんがひとりで立ち続けていることに気付くことになるでし

ょう。何故なら、皆さんはそのようなひとつの大きな樹であるため、極めて沢山の空間が必要に

なるからです。これが今回の生涯の中で皆さんが学び、受け入れなければならないものです。皆

さんは、新しいエネルギーを取り込むために、この地上にいます。そしてその理由から、皆さん

は頻繁に社会との行進で歩調が乱れることになるでしょう。皆さんは新しい経路を創り続けて

いて、そのため皆さん自身の樹が成長する空間を創り出すことが必要になります。そしてすべて

の皆さんが、皆さんの使命を達成する中で、軋轢と抵抗に遭遇することになるでしょう。

 
皆さんの子供の頃を振り返ることにしましょう。今回の生涯に参加している皆さんの魂のその美

しさと純粋性を、もう一度感じてください。皆さんの魂は、ひとつの新しい身体と融合しました

。その魂は、暗く未知なる物事へ飛び込みました。皆さんの魂はひとつの完璧で完成した存在で

はないことを、皆さんは自覚する必要があります。ひとつの新しい生涯に飛び込む度に、魂は危

険を冒します。皆さんの魂は、ひとつの開かれた動的な現実性です。魂はそれぞれの生涯の中で

、新たな領域を探索することを望みます。そしたあらゆる新しい子供の誕生は、それ自体を明ら

かにする奇跡です。

 
わたし達がさらに広範囲の表現で話す時、ひとりの子供はいつも人類のための新しいひとつのエ

ネルギーを持ち込みます。それは個人的な魂が新しい領域を探索することを望むだけではなく、

またその魂は人間の社会にその固有なエネルギーをもたらすことを望みます。しかしあらゆる子

供がその内部に新しい何かを保有するため、子供の両親または家族はそれを完全に理解すること

はないでしょう。両親は本能的に、その子供を両親自身の世界観に適応させようとするでしょう

。

 
ひとりの親になることは、皆さんに怖れと心配が混ざり合った責任感を与えます。人々が子供を

持つとき、人々自身の精神的な生き残りの仕組みが頻繁に表面化します。ある意味では、両親の

最も暗い部分、わたしは両親の最も無意識の部分を指していますが、両親が子供達を育てる時に

それが表面化します。両親は、無意識にそれを行います。それは意図的に行われる訳ではありま

せん。

 
両親はその子供達に、両親が正しく安全だと感じるひとつの構造を強要します。そしてその子供

はこの構造の内部で道に迷うことがあり得ます。それにもかかわらず、内面の奥深くのある場

所で、その子供は思い出します。“これはわたしではない”。しかしその子供がこの記憶の完全な重
要性を理解することができる前に、その子供が自分自身を両親の構造から解放するためには、そ

の構造を手放すことが必要になります。そしてその過程の間に、その子供は疎外感、孤独、そし

て絶望という深い感覚を経験することになるでしょう。

 



これはある意味では、ひとりひとりの人間の子供の運命です。従ってわたしは、皆さんの魂が選

択した今回の生涯への飛躍を深く尊重することを、皆さんに求めます。皆さんの魂は関連するそ

の危険性を、情緒的に道に迷い、皆さんの魂から疎遠になる危険性を、自覚していました。皆さ

んがひとりの子供に目を向ける時、皆さんはひとりの無邪気で遊び好きな存在を確認するかもし

れません。しかし、その子供が経験しているその深くしばしば耐え難い旅に、気付いてください

。皆さんは皆さん自身がひとりの子供だったのであり、そしてわたしは今皆さんに、依然として

皆さんの内部で生きているその子供と結び付くことを求めます。

 
わたしは皆さんに、皆さんが12歳だった時の皆さん、そしてひとりの十代の若者としてひとりの
独立した存在になる瀬戸際の皆さん自身と結び付くことを求めます。ちょうど皆さんの内面の子

供の印象が皆さんの所に現れるようにしてください。そして皆さんは、その時に起こっていたこ

とを正確に思い出す必要はありません。皆さんが今感じ、確認しているその子供は、もはや新し

くも無邪気でもありません。それは既に、その家族の情緒と怖れと同時に、その家族の内部の野

心を吸収しています。ここで、これがその子供としての皆さんに影響を与えた姿を感じるか、確

認しようとしてください。象徴的に、皆さんはそれを子供がその背中で運んでいる一種の荷物と

して理解することができます。そのため、この荷物のエネルギーの重さを感じてください。

 
この荷物を手放すためには、ひとりの成長している子供が経験する最も巨大な困難のひとつが、

子供がその両親を愛し、両親に対するひとつの深い忠誠を感じるという事実です。あらゆる子

供が、その両親に対するひとりの治癒者になることを望みます。従って、子供は両親のために、

両親の重荷を運ぶ傾向があります。この子供を抱き締めて、今はこの重荷を、この荷物を手放す

ことができると、その子供に伝えてください。その子供が運んでいる沢山の重いエネルギーは、

子供自身のエネルギーではありません。その荷物は、怖れ、不安、心配、そしてその家族のエネ

ルギーから生じている否定性で溢れています。この子供にとって、そして皆さんにとって最も重

要なことは、その荷物を手放すことによって、皆さんは皆さんの家族または両親のための真の教

師と治癒者になることを、自覚することです。皆さんはその時、依然として両親に対して影響力

を持つ制限的な構造を取り除いています。そのため皆さんは、具体例によって、そういった数々

の構造を解き放つ方法を両親に教えます。

 
これを行うために、皆さんは偽の忠誠と真の忠誠とを区別することが必要になります。偽の忠

誠は、皆さんが罪悪感、羞恥、あるいは怖れから行動する時に生じます。皆さんは、皆さんの家

族は皆さんをその影響力の範囲内に維持することを望むことを忘れないことが必要になります。

そうするひとつの無意識で本能的な必要性があるのは、皆さんが“家族のひとり”になることを皆さ
んの両親が必要とするからです。親であることの中には、しばしば怖れから生み出される一種の

所有欲があり、それが子供の側に偽の忠誠心を引き起こします。皆さんはこの種の忠誠から抜け

出す必要があり、皆さんがそれを行う時、その結果皆さんは、皆さんの両親や家族に対する魂の

水準からの真の忠誠心を発達させることができます。



 
真の忠誠は、皆さんがその家族の考え方の制限的な構造から皆さん自身を自由にすることを意味

します。こうした制限的な構造は、頻繁に数世代遡って存在し、そういった構造を遮断するこ

とは、沢山の勇気と精神の明晰さが必要になります。皆さんが怒り、皆さんの家族を動揺させ

る時、皆さんはその構造を遮断しないことを、どうか注意してください。一時的に怒り、動揺さ

せることは大丈夫ですが、しかし皆さんがそういった感情的な状態になる時、皆さんはまだ皆さ

んの実の家族のエネルギーから自由ではないことを、皆さんは自覚する必要があります。

 
もしも皆さんが皆さん自身をひとりの独立した存在として完全に受け入れて、皆さんの実の家族

を魂の水準から見ることができるなら、皆さんは唯一自由になるでしょう。皆さんが皆さん自身

を魂の水準まで高めて、思いやりの目で理解するなら、皆さんは怒りまたは怖れを手放すことに

なるでしょう。そして皆さんは、皆さんの実の家族から感情的な距離を置くことになるでしょう

。逆説的に、その時広がった空間のおかげで、皆さんはより客観的ながら事実通り忠実なやり

方で、実の家族を愛することができます。

 
魂から愛することは、情緒的な愛ではないことを、わたし達は皆さんに印象付けたいと思います

。皆さんが魂の水準から手を差し伸べる時、皆さんと皆さんの実の家族の間にひとつの距離が

あり、皆さんはそれを簡単に埋めることはできないことを、皆さんは気付くかもしれません。し

かし皆さんは、もうこれ以上それに煩わされることはなく、皆さんはそれを受け入れます。何故

なら、皆さんは事実通り手放しているからです。皆さんは皆さんの生物学的な両親を高く評価し

、尊重することができますが、それにもかかわらず、両親に関してはとても明確な境界線を維持

することができます。これが、光の活動家の皆さんが選択することが必要になる道筋になります

。

 
わたしは、皆さんの内部の12歳の子供がその荷物を解き放つ時、皆さんが今、その子供に目を向
けることを勧めます。その荷物がなくなる時、この若い個性としての皆さんは、どのように感じ

ますか？　皆さんは安心または歓びの感覚を感じますか？　皆さんは皆さん自身をしみじみと感

じます。

 
わたしは、12歳の子供の皆さんが、皆さんに向かって現れるひとりの案内役を確認することを勧
めます。その皆さんに近付いている案内役は今の皆さんよりも年老いていて、皆さんの手を取り

ます。この案内役は、皆さんのひとりの霊の親を表し、そのエネルギーは皆さんの実の家族の制

限的な構造とは非常に異なります。

 
この案内役がどれほど皆さんを歓迎しているかを感じてください。この案内役は、皆さんが地球

にもたらすことを望む、皆さんの内部の新しいエネルギーを認識します。この案内役は、皆さん

の魂のエネルギーを表現することを皆さんに勧めたいと思っています。そのエネルギーとこの案



内役の支援を感じてください。その案内役は皆さんの霊の家族、皆さんの魂の家族の一部です。

この案内役は、皆さんがその人生で何か具体的なことをするように働きかけています。皆さんが

今すぐに表現し経験することを望むものは、何でしょうか？　皆さんの固有の魂のエネルギーが

、ここ地球上で必要とされています。あらゆる新しい世代が、新しい種類の自覚的意識を持ち込

むように運命付けられています。

 
わたしは、今地球上で最も若い世代について少し取り上げて締めくくりたいと思います。皆さん

は今、地球上の新しいこころのエネルギーに深く片足を入れている、ひとつの新しい子供達の世

代を確認し続けています。彼らは頻繁に、意識的で自覚を持った両親から生まれますが、しかし

こうした両親達は、古い数々の構造の名残に収まらないこうした子供達の新しいエネルギーと感

受性を扱う方法を、今もなお認識していません。皆さんはその古い数々の構造を開放して、解体

してきた人々ですが、しかしその新しい子供達はしばしば、完全にこうした構造の外部に存在し

、これが学校や職場のような伝統的な分野の中で数々の問題を創り出します。

 
わたしがこの時代の中で両親達に与えたいと思う最も大切な助言は、皆さんの子供達の魂に耳を

傾けることです。その子供達は奇矯な行動を取るか、高度に構造化された環境の中で上手く適応

しないことを、皆さんは気付くかもしれません。その子供達はしばしば自意識過剰で直観的で

あり、たとえ子供達が言葉でそれを表現することができないとしても、子供達が望むものを認識

しています。その子供達の“奇妙”な態度、または“悪い”態度の先を思い描き、子供達の魂の水準で
子供達と結び付いてください。そこでは皆さんは対等であり、そしてそこでは子供達は皆さんの

生徒の代わりに皆さんの教師かもしれません。子供達の精神とこころの中で、子供達はひとつの

光の光彩を、ひとつの新しい種類のエネルギーを携えています。そして子供達は、子供達のエネ

ルギーを人間社会に向かわせるために、皆さんの支援を必要としています。

 
その子供達は、子供達がその地球上で固有のエネルギーを新しく柔軟な方法で表現し、明らかに

するために、皆さんが子供達を支援することを必要としています。親であることの本当の意味は

、伝統から良好で賢明なものを保護することであり、同時にまったく新しい物事に対して充分に

こころを開いて、その皆さんの子供達の魂の叡智にこころを開いた状態になることです。その子

供達は、霊的に皆さんよりも進んでいるかもしれません。
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親愛なる仲間達、わたしはヨシュア、そしてわたしはわたしのこころから皆さんに挨拶を送り

ます。わたし達は、ここに一緒にいます。そしてその事実によって、わたしは、わたし達がここ

に座る間に起るエネルギーの融合があることを、意味します。皆さんの最も高く最も美しい側

面が、お互いの中でそれ自体を認め、その認識のせいで何倍にも拡大します。皆さんが頻繁に確

認するのは、他の人々の中のその人々の美しさ、その人々の内面の豊かさ、その洗練であり、皆

さんの中のそういった資質を確認するよりも、皆さんは遥かに明確にそして充分に、それを確認

します。観察と他の人々を意識することによって、皆さんはその個人にその個人への確信と信頼

を与えます。

 
今、この認識をお互いに与えてください。それが流れ、それが生じ、それが皆さんの魂に触れる

ようにしてください。皆さんの魂がそれに触れる時は何時も、それはさらに充分に地球へ降下し

ます。皆さんが認識、閃き、そして情緒のひとつの瞬間の中で内的な感銘を受ける時、皆さんの

魂はさらに完全に皆さんの身体に向けて降下します。何故なら、皆さんの魂は、地上でより多く

の歓迎と寛ぎを感じるからです。皆さんと皆さんの魂の間で、ひとつの相互作用が生じます。

 
皆さんの魂と比較すると、その時の“皆さん”何者でしょうか？　わたしがその質問を尋ねる理由は
、普通その関係性は明確に理解されないからです。一部の皆さんは魂を、皆さん自身の外部の

何か、遥か遠くの皆さんを上回るものとして、思い描きます。その時皆さんは、すべての種類の

物事を望む、ひとりの取るに足らない存在であるように感じます。そして皆さんは皆さんの魂を

、皆さんのために場合によっては口を挟むかもしれない、皆さんの外部のひとつの力として経験

します。しかしまた皆さんは、皆さんは多かれ少なかれ皆さんの魂の言いなりだ、と感じます。

http://www.jeshua.net/


 
しかし皆さんは、皆さんの魂の外にいる訳ではなく、皆さんの魂も皆さんの外にいる訳ではあり

ません。その魂、皆さんの魂は、皆さんの内部、この場所のここにいて、それと同時に皆さんが

行くあらゆる場所にいて、そして皆さんは、皆さんの魂の一部です。そして皆さんの魂はまた皆

さんの一部とはいっても、“皆さん”は皆さんの魂全体ではなく、“皆さん”は皆さんの魂と同等では
ありません。皆さんの魂の一部が、皆さんの中に転生しました。それは、皆さんの中で生き、移

動します。しかしまた、いわゆるここで極めて“適応”しない部分が存在します。背後に残っている
ひとつの部分です。あるいは皆さんはその概念を、地球の観点から、余りに巨大で地球の身体と

個性の中に収まりきらないひとつの部分として、表現することができるかもしれません。

 
そのため、皆さんと皆さんの魂との間には、ひとつの相互作用があります。その一方で同時に、

皆さんはひとつであり、同じです。皆さんは同じ本質に属し、お互いから離れていません。皆さ

んと皆さんの魂との間のその相互作用は、皆さんの魂のエネルギーの皆さんの地球上の生活に対

する許容量に関することです。それは時折生じるひとつの啓示の閃光であり、ひとつの拡大され

た意識を味わいではありませんか？　あるいは皆さんは、その魂がより深く完全に浸透して、ひ

とつの過激で瞬時の方法で、皆さんの地上の在り方を明確に表現することを許しますか？

 
それは、皆さんが今その中で皆さん自身に気付く過程であり、皆さんの魂の流れに対する完全な

帰順という方法によって、皆さんは皆さんの魂と融合するこの過程を、今まで以上に深く進んで

います。そして皆さんは、皆さんそのものによって、そうするように強いられることになるでし

ょう。それは、皆さんの魂が皆さんのそうするまたはそうなるように促すものに基づいて皆さん

自身が行動することを許すことを目指して、皆さんが行うひとつの選択です。そして皆さんは、

これを行うことを何時決めますか？皆さんは、そうすることが絶対に必要だと皆さんが自覚する

瞬間に、その決断を行います。これは、皆さんにできる唯一の方法です。普通それには、皆さん

が皆さんの魂の声をほとんど耳にしない時期が先行します。皆さんは、皆さんの頭から、外部

から、外部の圧力と怖れから皆さんの所に現れた支配的な数々の発想から、皆さん自身でそれを

行おうとします。皆さんが皆さんの魂に耳を傾けない理由は数多くあり、それが皆さんにその声

から疎遠になる状態を引き起こしました。そのためそれは、皆さんに対して、ひとりのよそ者に

なりました。

 
これは、ほとんどの皆さんが地球上の人間になることと関連付けるようになっているものであり

、皆さんは、皆さんの根本、皆さんの宇宙の起源、皆さんの魂から、疎遠になっていました。そ

の結果、その転生の過程は、非常に緊張が伴う、苦痛に満ちた過程になります。その結果ひとつ

の身体の中に降下することは、基本的に皆さんの故郷を離れて、皆さんのありのままの姿、皆さ

んの起源に、さよならを伝えることを意味します。それはほとんど不可能に近いひとつの仕事で

あり、そしてその結果、皆さんが故郷を渇望して、皆さんが寛ぎを覚えない世界から離れること

を望むようになることは、極めて当然なことです。



 
地球上には、あらゆる人のためにひとつの固有な道筋がありますが、しかしあらゆる人が、その

魂の声から長い間切り離されている状態を経験することになるでしょう。“わたしはもうこれ以上
、このようなことを続けることはできない。わたしは全体的に行き詰っている。わたしがただわ

たしの頭から、怖れだけから、‘ねばならない’と‘ならなければならない’物事から生きる時、わた
しは内部で死んでいるように感じる”、と皆さんが自覚するまで。唯一皆さんが非常に強烈にこの
板挟みを経験し始める時だけ、皆さんはひとつの異なる声、皆さんの実際の姿のひとつの覚え書

きに対して、こころを開くことになるでしょう。それでその結果、ひとつの特定の水準で、皆さ

んはわたし達の魂の促しを受け入れることが必要になります。

 
これを行う技能は、皆さん自身を新しい物事に対して開き、古い安全性の概念を解き放つことを

目的にしています。そしてそれは、しばしば人間にとって非常に難しいことになります。皆さ

んは、これを行うことを諦めること、万策尽きて崖の縁にいること、そして失望、ほろ苦さ、そ

して絶望と関連付けます。しかしまた皆さんは、そういった究極の絶望の瞬間を、もはや古い方

法で続けることができない瞬間を、まるでひとつの扉がひとつの新しい可能性に対して少し開い

た状態に設定されているように、理解することができます。皆さんは今、別の現実性に向かうそ

の扉を通過するために、そういったひとつの内面の危機を利用することができます。

 
この通過には、内面の強さが必要になります。何故なら、まさに徹底した落胆というこの瞬間に

、皆さんは反転して、皆さんがまだ認識しない新しい何かに、皆さんが依然として一切の知識を

持たない何かに依存するように駆り立てられているからです。それは、皆さんの目の前の床の上

に物が散乱していて、そして皆さんの背後には微かに開いたひとつの扉があり、そこからひとつ

の光線が輝きながら差し込んでいるようなものです。もしも皆さんがその扉に皆さんの背を向け

て座ってその散乱状態を眺めているままなら、それはさらに多くの憂鬱、絶望、そして救いの無

さという感覚を引き起こします。皆さんはその時、この皆さんの後ろの扉が、皆さんに何か異な

る可能性、何か新鮮な物事を与えることができるという、その確実性を手にすることができま

すか？　皆さんが皆さんの魂と結び付きを持つ時、皆さんは、その扉が開くことができるという

、その確実性を感じ始めます。

 
皆さんは、2つの非常に異なる方法で、人生の中の苦痛と絶望を乗り越えることができます。ひと
つの方法は、皆さんが全体としてそれに吸収されることであり、それは皆さんのすべてのエネ

ルギー、皆さんの中で意識するすべての物事が、怖れ、ほろ苦さ、さらには憎悪の波動の上で運

ばれることを意味します。皆さんの考えがそれによって彩色を施されます。それで皆さんの情緒

と皆さんの身体もまた、長い間それによって影響を受けることになるでしょう。しかし別の方法

、ひとつの反対に働く力があります。皆さんはそうした時期に、皆さんの内部で起り続けている

ものを自覚して、その下に向かう流れから引き返すことができます。皆さんの内部に、皆さんの

この世の意志、皆さんのこの世の発想、皆さんの育ち、皆さんの怖れ、そして皆さんが過去から



認識する古いあらゆる物事よりも巨大なひとつの意識から、断定的な判断を持たずに、それを注

意深く観察する何かがあります。その時皆さんの魂が、皆さんのこの世の領域に入ります。露骨

にそれを言葉にする状況が頻繁に起るため、皆さんが別の意識の形に入らなければならないよう

に感じる前に、ひとつの散乱状態が浮上することが必要になります。それは、正確にひとつの危

機の時期の間のことであり、それが皆さんの自覚の移行になる可能性があり、そしてその結果皆

さんは、皆さん自身をより広い視点から見ることができます。

 
その時その皆さんの内部の意識は、非常に寡黙で静かになります。少しの間、その静寂を感じて

ください。皆さんがそれに対する答えを持たない皆さんの人生の中の何かに、皆さんが既に何度

もそれについて感じ、すべての側面からそれに目を向け、頻繁にそれに属するすべての情緒を経

験してきた物事に、目を向けてください。ここで、ひとつの答えを望まずにその状況に目を向け

ている、ひとつの静止点の中の皆さん自身に気付いてください。特定の穏やかさが瞬時に現れる

姿を、感じてください。これが“闘い”を諦めることの意味であり、しかしそれは、あらゆる物事が
同じ状態で何も変化せずに留まることを意味しません。それは、既に認識されているものを通し

た考えや、過去や皆さんの背後にあるものの中に数々の答えや解決策を探し求めることによって

ではなく、皆さんが新しい物事のための空間を創り出すことを、意味します。その未知なる物事

、その新しく新鮮な物事は、ただ未知なる物事の方法による静寂を通して、そしてその静寂に対

する帰順を通して、入ることができるものです。

 
皆さんを取り囲むその静寂が、皆さんの身体を通して流れるようにしてください。このように静

かにしていることによって、皆さんは古い数々の確実性を、物事が皆さんの人生に入らなければ

ならない姿という古い数々の発想を、皆さんが今まで執着してきた数々の信念を、手放します。

秋の一本の樹木から落ちる枯れ葉のように、皆さんの魂のエネルギーが穏やかな一塵の風のよう

に皆さんのオーラを通して吹く間に、そのすべてが消え去ることを許してください。古いあらゆ

る物事、皆さんがもはや必要としないあらゆる物事、今まで乗り越えられ消化されてきたあらゆ

る物事を穏やかに吹き払う姿を、思い描いてください。それはまさに、皆さんがより簡単に手放

すものを、皆さんがもうこれ以上認識しない時です。このようにして、ひとつの新しい強さが、

皆さんの内部に積み重なります。

 
皆さんのエネルギー場が空虚さと整頓をより多く感じるほど、そのエネルギー場はより多く皆さ

んの魂によって満たされます。そしてその静寂から、皆さんの頭からまたは皆さんの意志によっ

て供給されたものではない新しい数々の発想が、湧き出します。その新しい数々の発想は、以前

のように皆さんの外部から現れます。不意に何かが湧き上がり、そしてそれは瞬時に起ることが

必要ではありません。この過程の中で起ることは、数々の閃きと直感が自由にそして自然に浮上

して、皆さんに新しい数々の衝撃を供給することです。

 
この時点でわたしは、皆さんが皆さんの魂を感じ、経験することができる数々の水準についての



ある物事を説明することにしましょう。そしてひとつの水準を上回る水準があり、皆さんはその

水準で、皆さんが皆さんの魂を感じ、皆さんの魂に同調することができます。わたし達は今、静

寂を通して、純粋な自覚を通して、まさに魂が魂自体を明らかにすることができる姿について伝

えました。またその経験は、大地に根差したままの状態を維持する能力に基づいた、完全に現在

の中に存在する状態に基づいた、そして数々の思考や情緒によって引き起こされたすべての種類

の撹乱要因に引き込まれていない状態に基づいた、寛いでいるというひとつの非常に深い感覚

です。それは、その純粋な存在感を感知することによって、皆さんがそこで皆さんの魂とのひと

つの結び付きを持つことができる、その最も深い水準のひとつです。

 
その静寂の状態は、皆さんの身体、皆さんの考え、そして皆さんの情緒に対する、瞬時の、肯定

的な影響力を持ちます。それが、静寂の癒しの力です。皆さんがそこにいる時、魂はもはや皆さ

んの上または皆さんの外部の何かではなく、皆さんの身体の下半身、皆さんの腹部、皆さんの脚

や足の中で、物質的にとても具体的なものになります。皆さんの魂が皆さんと充分に結び付けら

れる時、そして皆さんが皆さんの魂とそこで完全に一緒にいる時、皆さんの身体の中でそれを感

じる姿を、自覚してください。この結び付きの堅実性を、そしてまたその静けさと穏やかさを、

感じてください。この穏やかさと静けさの経験、その深い静寂は、すべての魂の結び付きの基盤

です。もしもその静かな安らぎがそこになければ、皆さんのその魂との結び付きは、完全ではあ

りません。

 
わたしは何故これを伝えるのでしょうか？　何故なら、皆さんがその魂と結び付くことができる

別の水準があり、その水準は皆さんのエネルギー場の中で物質的にさらに高い場所に位置してい

るからです。数多くの皆さんが直感的な才能があり、また透視能力者です。皆さんの第六感から

、皆さんの周りのあらゆる物事を把握する皆さんのエネルギーの能力から、皆さんは他の人々の

雰囲気と考えを拾い上げることができます。これは、第三の目から生じることもあり得ますが、

あるいは皆さんは皆さんこころから、他の人々を感じるかもしれません。

 
既に、わたしがこれについて話し始める時、皆さんはおそらく、皆さんエネルギーが多少落ち着

かずに上の方に昇っている状態になっていることに気付きます。その静けさは消えています。皆

さんが皆さんの周りの数多くのエネルギーを引き出す時、皆さんは皆さんの中心を失う危険があ

ります。またこの状況は、皆さんが皆さんのこころと精神の中で、皆さんが地球をそうなるよう

にしたいという皆さんの数々の発想や、皆さんの未来の見通しと結び付く時に、起ります。それ

は頻繁に、皆さんを皆さん自身の上に引き上げます。その結果、皆さんの魂とのひとつの直観的

な結び付きが存在するように見えますが、しかし同時に、その結び付きは完全に大地に根付いた

ものではなく、そしてわたしが以前に伝えた静寂や静けさに充分に達したものではありません。

皆さんは、新しい時代の展望に、地球上のこころが中心になるエネルギーに捕らわれる可能性が

あります。そしてそれと同時に、非常に失望する可能性もあります。何故なら、それは皆さんが

願う場合と同じような速さで起っていないからであり、そして世界の中のこれほど多くの抵抗と



反対が原因になるからです。このようにして、皆さんは皆さんの周りの社会に違和感を覚え、そ

してそれは、まるで皆さんがこの世界に上手く溶け込んでいないように見えます。

 
皆さんが経験するその願いと感覚、新しい地球の予感は、皆さんの魂との結び付きから生まれる

という事実にもかかわらず、その閃きのエネルギーが完全に皆さんのエネルギー場に、皆さんの

身体に、皆さんの腹部に降りることを許すことが、重要になります。もしも皆さんがその未来の

ために願うことについての多少の発想を持つなら、その時はそういった発想と、皆さんのこころ

の中のその未来のエネルギーを、感じてください。また、皆さんの内部で生きる炎を手探りで

探し、その炎が湧き上がり、皆さんの内部でそのエネルギーをより強固に融合するようにしてく

ださい。次に、その強化された未来のエネルギーが、皆さんが静かで静止した状態になるまで、

皆さんの腹部、皆さんの脚、そして皆さんの脚に向かって降りることを許してください。その瞬

間に、皆さんの魂、そして皆さんがその魂から受け取る数々のメッセージが、大地に触れます。

その時、大地に根差した現実的な流れが始まることができ、そして皆さんは、皆さんのこの世の

現実性と完全に共鳴した状態に留まります。その一方で同時に、また皆さんは、皆さんの魂との

結び付きを維持します。皆さんはその時、既にそのふたつの間に橋を架けています。

 
わたしは、どれほど数多くの光の活動家の皆さんが、折りに触れて別の世界の展望に完全に夢中

になっているかということを、その一方で同時に、皆さんはこの世界、皆さんの外部に在るだけ

ではなくまた皆さんの内部にも存在する今ここの世界との結び付きを失っていることを、理解し

ています。皆さんは分裂状態になり、皆さんの内部と光と闇の間で、そして皆さんと皆さんの外

部の世界の間で、二つに分裂状態が創り出されます。そうした二分状態が、皆さんの内部と外部

の両方で、葛藤と緊張を生み出します。

 
実際に古い物事を諦めて新しい物事を歓迎して、頭、こころ、そして腹部のすべての水準で皆さ

んのこの世の存在の深みに向かうことが、今の皆さんの挑戦です。もしも皆さんがそれを皆さん

という存在に向けて深く降ろして、皆さんを地球と結び付ける腹部と骨盤の水準まで下げること

を許すなら、皆さんの魂はその時だけ地球上に根付くことができます。皆さんが思考（心霊的な

印象でさえ）と情緒を置き去りにする時の、その穏やかさと静寂を感じてください。ただそこに

いて、それにこころを開いてください。そしてその新しい物事は、皆さんがその方法を認識しな

くても、姿を現すことになるでしょう。新しい地球、こころを中心にした地球上の意識は、地に

足を付けて霊的に進化した両方を兼ね備える数多くの人々の存在によって決まります。彼らがそ

の経路です。

 
Translation by Maria Baes and Frank Tehan
© Pamela Kribbe
www.jeshua.net
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親愛なる仲間達、わたしはヨシュア、この午後を皆さんと共有し、単純に愛と統合のエネルギー

の中で一緒にいることが大好きな、ひとりの古い友人です。皆さんは極めて頻繁に地球上の人生

の中で漂って道に迷ったように感じるため、この話しは、皆さんがこれほど強く願うものです。

わたしは今ここにいて、皆さんの内部で、皆さんの魂の中で生きる真実を、皆さんに気付かせ

ます。それは裸眼では観察できず、そして皆さんが多忙で皆さんの数多くの活動や義務や責任に

深入りする時には、皆さんは頻繁にその真実と遊離します。

 
どうか少し時間を取って、静かになり、そういった外部のすべての圧力から離れてください。皆

さんの内部の奥深くの静寂を、感知してください。皆さんのこころの中のその静寂は、ひとつの

虚空ではなく、もしも皆さんが日々の暮らしの喧騒から一歩退くなら皆さんが唯一感知すること

ができる、ひとつの完全な存在感です。わたし達は今日ここにいて、皆さんが皆さんのありのま

まの姿を思い出すように、そして皆さんのこころの中の完全な静寂で皆さん自身を再び活性化す

るように、一歩退きます。これは、皆さんが再び生き始めることを可能にしますが、しかし今は

より簡単で多くの歓びが伴います。

 
人生は、時にひとつの戦いのように見えますが、しかしそれは、そうなるように意図された姿で

はありません。皆さんは本質的に、皆さん自身を経験し、光り輝く光の天使達としての皆さんの

強さと皆さんの美しさを思い出し、そしてその光を他の人々と共有するために、今ここにいます

。それをすることによって、皆さんは地球上で寛ぎを感じることになるでしょう。人生は再び単

純になり、簡単で歓びに溢れるものになるでしょう。

 
そのため、わたしと伴に内面に向かい、皆さんがそこから現れたその根源を思い出してください

。不滅で永遠の光であり、絶えず動き、変化しながら、新しい数々の姿を選び、そして依然とし

ていつも分裂せずにひとつです。皆さんはその流れの一部であり、そして実際に、皆さんに対し



て何も引き起こすことはできません。皆さんは、皆さんの地上の身体の中に宿っている今でさえ

、安全です。皆さんは、葛藤と対立によって支配されているように見えるこの世界の中でさえ、

安全です。

 
わたし達は今日、光と闇について、そして闇に光をもたらすことについて、伝えます。そして闇

とはなんでしょうか？　それは、ひとりの人間としての皆さんの中で、抵抗を誘い出すものです

。誰ひとりとして、闇を経験することは望みません。誰ひとりとして、痛み、悲しみ、あるいは

怖れに苦しむことを望みません。それにもかかわらず、それはわたし達の人生の一部です。それ

では、何故その闇はそこにあるのでしょうか？

 
人々は、この質問を何世紀もの間尋ねてきました。今、まず第一に、多くの物事が、皆さんがそ

の質問を尋ねる姿に依存します。皆さんはひとつの開放的な態度からその質問を尋ねるでしょ

うか？　“何故闇はそこに在り、何故これがわたしに起り、わたしはそれに対して何をしなければ
ならないのか？”　あるいは皆さんは、怖れ、怒り、そして抵抗からその質問を中断しますか
？　“いったい何故その闇はわたしの人生の中に在り、そしてどうすればわたしはその闇を打ち砕
くか回避することができるのか？”　後者の質問が表現する、その絶望と抵抗を感じてください。
そして皆さん自身の内部のそういった情緒を認めてください。何故なら、それは闇と感じるもの

、不健全または困難を感じるものに抵抗する、人間のひとつの反応になるからです。

 
ひとりの人間としての皆さんに対する最も深い難題は、皆さんが最初に受け入れることを拒絶し

たその状況に“その通り”と伝えることです。皆さんがどのような代償を払っても回避することを望
むものに対して、“その通り”、と伝えることです。闇の姿で皆さんの人生に入ってくるものに対
して“その通り”と伝えることは、大いなる内面の強さが必要になります。もしも皆さんが理解する
ことができるその強さに気付くことができず、そして皆さんが“いいえ”と口にするなら、皆さんは
、起ることに反対して、硬直化します。そしてその闇はさらに深くなり、その絶望は高まります

。

 
人生の中には、実際に2つの種類の闇があります。最初の闇は、皆さんの人生の中の道筋の上で皆
さんに起る外部のものです。それは、皆さんが愛する誰かからの離婚、最愛の人の喪失、病気ま

たは事故、皆さんを深く苦しめる何らかの物事になり得ます。ひとつの危機、ひとつの主要な挫

折です。わたしはこれを第一の闇と呼ぶことにします。

 
そして次に、それに対する皆さんの反応、皆さんの情緒的な反応があります。あらゆる人間が、

当初は運命に抵抗し、闇を激しく非難する傾向があります。しかしもしも皆さんが皆さんの抵抗

を維持して閉じこもり、皆さんの人生の中で起り続けているものについて批判することによって“
いいえ”と言い続けるなら、その結果ひとつの追加の闇の階層、二番目の種類の闇が存在します。
わたしはこれを第二の闇と呼ぶことにします。それは、第一の闇を取り囲みます。



 
第一の闇は、皆さんをひとつの強烈な深い情緒の水準に連れて行きます。皆さんの人生の中で、

多くの悲しみ、怖れ、そして痛みをもたらす何かが起ります。そして皆さんがそういった情緒を

経験する時、皆さんは非常に活き活きとします。人生は、雷鳴轟くひとつの波のように、皆さん

を通して流れます。皆さんは、これが起ることを許すことができますか？　深い情緒の負荷が皆

さんを襲います。それは、皆さんを墳慨させます。そしてその結果それは、その経験の中には今

後皆さんを何処かに連れて行くものが存在することを信頼するための強さを皆さんが持つかどう

かという、ひとつの疑問になります。たとえわたし達が人間として頻繁にその意味を理解しない

としても、人生が意味を持つことを皆さんが信頼することです。

 
絶えずさらに強い言葉でそれを口にすること、皆さんの魂がこの経験を積むことを既に選択した

可能性があることを受け入れること、おそらく隠されている何かを表面化すること、癒しが必要

なことを皆さんが認識しなかった何かを癒すことです。皆さんが強い数々の情緒で行く手を阻ま

れる時、次にひとつの選択の瞬間があります。容認と帰順、あるいは抵抗と遮断です。

 
“いいえ”と口にすることを望むのは、最も人間らしいことです。それは間違っているとわたしは言
うことはありませんが、しかしそう口にすることで、皆さんは既に存在するその闇に、余分な闇

の層を置くことになるでしょう。わたしはこの層を“第二の闇”、二番目の種類の闇と呼ぶことにし
ます。この闇は、内部から現れます。それは、第一の闇に対する皆さんの反応です。もしも皆さ

んが“いいえ”と口にすることに固執するなら、皆さんの情緒の流れは停止し、皆さんは行き詰るこ
とになるでしょう。“いいえ、わたしはこれを経験することを望まない。わたしは拒否する。わた
しはそれを受け入れることはできない。”もしも皆さんがそう言い張るなら、皆さんは恨み、怒り
、そして苦汁に溢れることになるでしょう。

 
こうした気持ちは実際に情緒ではなく、それは皆さんの内面の情緒の自然な流れを凍結する判断

です。第二の闇は、生命力が皆さんを通して流れることを妨げます。皆さんは数々の壁や防御を

築き上げます。結局これが、深い絶望、疎外感、そして抑鬱のような、闇の重苦しい姿を皆さん

に引き寄せます。皆さんが鬱状態になっている時、生命力の流れはほとんど停止しています。皆

さんは、内面で死を感じます

 
人生はいつも変化にさらされます。もしも皆さんが基本的な水準で生命を信頼するなら、人生は

新しい誕生のために、本質的に成長と癒しの可能性を維持します。しかしもしも皆さんが“いいえ”
と口にすることに固執するなら、皆さんはその可能性を遮断します。皆さんは、人生はそうなる

べきものとしてあるのではない、と主張し続けます。そして皆さんがこのように人生を判断する

ため、皆さんは皆さん自身を人生から引き離します。このようにして皆さんは、人間が経験する

ことができる最も深い闇に到達します。それは人々の最も深い闇の水準をもたらす第一の闇（外

的な状況）ではなく、第一の闇から現れる数々の情緒を受け入れることの頑固な拒絶です。これ



が第二の闇です。内面の硬直化、皆さんの感覚の特質の遮断です。

 
人はどのようにしてこの種の闇に光を持ち込むのでしょうか？　もしも誰かが最初の種類の闇に

到達して、とても悲しく、不安で、苦しくなるとすれば、皆さんはまだその人々に手を差し出す

ことができます。彼らは依然として生きていて、彼らの身体と精神を走り抜ける情緒と触れ合っ

ています。そして彼らは彼らに起り続けているものの背後の意味を積極的に探し求めます。この

個人は、たとえ彼らが非常に深刻な状況に直面しているとしても、心理学的な観点からすると依

然として健全で健康です。第一の闇に取り組んでいるひとりの個人は、慰めと思いやりが必要で

あり、そして彼らは別の人からの愛に溢れる身振りを受け止め、感謝することができます。彼ら

は依然として非常に活動的です。

 
しかし、自分達の受け入れの拒絶に固執し、“いいえ”と言い続ける人物は、愛を受け取ることから
隔絶する、ひとりの個人です。彼らは、自分達の内面の光に対してだけではなく、他の人々を通

して他の人に現れることを望む外部からの光に対しても、遮断します。それは孤独であり、それ

は道に迷っている状態であり、それは地上の地獄です。そしてひとりひとりの皆さんが、内面か

らこの地獄を認識していることを、わたしは皆さんに伝えます。もしかすると皆さんはそれを余

り自覚していないかもしれませんが、しかしほとんどの人々にとって、ひとつの遮断の過程は既

にその幼児期の間に始まりました。

 
皆さんは、ひとりの子供が世界の中で自発的で抑制されずに立つ姿と、子供達の情緒が簡単に流

れる姿を認識します。こうした情緒は、しばしば急速に子供達の存在を通過します。何故なら、

築かれた障害物や閉ざされた門が存在しないからです。ほとんどの場合、活力がひとりの子供へ

自由に流れ込みます。言うまでもなく例外がありますが、それは一部の子供達が幼児期の初期ま

たは過去の数々の人生からの重荷を携えているからです。しかし皆さんは、わたしが指摘してい

る要点を把握しています。ひとりの子供になることは、比較的開放した状態になることです。ひ

とりの子供が活動的で自発的な理由は、子供はその他の状態になることができないからです。子

供はまだ、大人が行う方法で子供自身を抑制する方法を学んでいません。

 
しかし皆さんが成長するにつれて、皆さんは皆さんが対処する方法を認識しない数々の情緒を経

験し始めます。困難な情緒を敬遠するように、社会が人々を訓練します。このようにして、皆さ

んの周りの大人達は、皆さんがそうした情緒を理解する支援をせず、それに就いて話すことを避

けます。ほとんどの皆さんが、ひとりの子供として困惑します。

 
皆さんは、皆さんが奇妙で普通ではないと考え始めます。もしかすると、ひとりの子供としての

皆さんは、依然として閃き、熱意、愛、数々の夢に溢れていましたが、そうした夢は、苛酷な現

実性に突き当たります。皆さんは、皆さんの家族環境の中や後の学校や皆さんが出会う人々の中

に存在する数々の怖れと偏見を受けて、皆さんの感覚の特質に逆らって数々の障壁を築き始め



ます。数々の扉が閉まります。そしてこれは、頻繁に無意識の内に起ります。しかし一部の皆さ

んは、それをひとつの古い悲しみとして思い出すかもしれません。

 
皆さんが、皆さん自身の内部のその子供、皆さんの自発性の象徴に気付くことができるかどうか

、確認してください。社交的で、遠慮せず、活動的なひとりの子供、経験としてそれ自体として

存在するものに対して“その通り”と口にする者です。皆さんは、歓び、満足、そして楽しみに対
して“その通り”と口にする誰かを確認することができますか？　その内部の子供が皆さんのところ
に現れることを望んでいる姿を、思い描いてください。その子供は、今もそこにいます。空間と

時間は幻影です。内面の現実性の中では、今まで何も失われていません。皆さんの最初の生命力

の流れは保存されていて、今でも皆さんに参加することを望んでいます。

 
少しの間、ひとりの笑顔の子供が開放的な態度で皆さんの所に訪れている姿を、思い描いてくだ

さい。皆さんの想像の中で、その子供がこう話す声を聞いてください。“あなたはわたしが誰か憶
えている？”　その子供に目を向けて、皆さんがその子供のためにできることを尋ねてください。
その子供が成就の確認を望むひとつのこころの望みがあり、それは、皆さんが長い間遠ざけてき

た可能性があるものです。少しの間、その子供に話をさせてください。その子供は皆さんの中の“
その通り”を、生きることを望む皆さんの部分を、表します。そのため、その子供に話をさせてく
ださい。

 
ひとりの子供は、今もなお信頼を保有します。皆さんは今まで、怖れと不信に溢れた数々の発想

を吸収してきました。そしてそれが、人生に対して“いいえ”という発言を提供し、皆さんの中の第
二の闇、二番目の種類の闇に貢献します。皆さんが今皆さんの創造の中で第二の闇に姿を与える

ことができるかどうか、良く考えてください。生命力とは正反対の、皆さんの部分です。それは

もはや痛みを経験することを望むことはなく、実際に今回の人生から逃れることを望みます。皆

さんは、皆さん自身のその内部の硬直化と収縮の要素を、感じることができますか？　皆さんは

、物質的にそれを感じることができますか？　あるいは、もしかするとそれに関連するひとつの

色を確認することができますか？

 
皆さんの中に、とても疲れてもはや生きることを望まない部分があります。何故ならその部分は

、今まで余りにも多くの痛みと葛藤を確認し、経験してきたからです。その部分の重さを感じて

ください。皆さんは、それに対して、“その通り”と言うことができますか？　それを瞬時に変えよ
うとしないでください。それがどのように起ってきたかを、理解しようとしてください。生きる

ことに気が進まないと言う理由によって、誰も故意に自分自身を遮断しません。それは、絶望の

属する行為です。それは、生きるための別の方法があることを認識していない状態であり、皆さ

んに遮断の反射、収縮の反射、“いいえ”という発言の反射を残します。

 
わたしは、皆さんの人生の中の第一の闇に対してただ“その通り”とだけ口にすることを求めている



訳ではありません。困難な数々の出来事、病気、痛み、苦悩、あるいはそういった物事です。ま

たわたしは、第二の闇に対して、悲惨な出来事の結果として人生からそれ自体を遮断してきた皆

さんの内部の闇に対して、もはや人生を経験することを望まず、人生を拒否する闇に対して、皆

さんが“その通り”と伝えることを求めます。そして皆さん自身の内部のその部分に手を差し出すた
めには、皆さんは非常に穏やかになることが必要になります。何故なら、強要と強制はそこでは

機能しないからです。

 
それは、光の本質です。光は、闇に向かって流れることができます。この光は、あらゆる隅々に

到達することができます。何故なら、その光は断定的な判断を携えないからです。その光は、“
嗚呼、これはだめだ、わたし達はこの防御またはその閉塞を破壊しなければならない、何故なら

、生命力がもう一度流れることが必要になるからだ”、と口にすることはありません。その光は、
決してそう口にすることはありません。その光は、単純に、“わたしは理解する”、と口にします。
その光は、こう口にします。“それはあなたにとって非常に困難なものでした。わたしはそれを確
認することができます。わたしは、あなた他が今まで制限してきた姿、あなたが今まで皆さん自

身を遮断してきた姿、その収縮が最終的に皆さんを疲れさせ、空虚にしてきた姿を、理解するこ

とができます”。光は穏やかで、滑らかです。光は、最も深い痛みや苦悩、そして最も硬直化した
人間の魂に浸透することができます。

 
わたしはもう一度、皆さんがその光に対して皆さん自身を開くように求めます。もしも皆さんが

皆さん自身の内部のその意欲に気付くことができなければ、そしてもしも皆さんがその開放性を

感じてその“いいえ”を手放すことをしないなら、その時はそれがそうなることもまた許してくだ
さい。何故なら、その光はいつもそこにあるからです。その光は、絶望がこれほど深くて皆さん

の内部でこれ以上の光は存在しないと皆さんが感じるその瞬間でさえ、皆さんと伴に存在します

。その光は、そういった時期の間、そして皆さんが全体的にその光との接触を失い、決して再び

その光を確認することを期待しないそういった状況の中でさえ、そこに存在します。

 
その光は皆さんの物ではなく、全存在に属することは、事実です。宇宙全体、そしてすべての創

造は、光です。あらゆる物事は、光が染み込んでいます。その光がそこに在ることを認識して、

皆さんの生命力を信頼してください。皆さんが信頼と帰順に対するひとつの小さな開放でも皆さ

んの人生に入ることを許すとすぐに、皆さんはその扉を少し開いています。闇夜の間でさえ、皆

さんの魂は何時も皆さんの近くにあり、光と慰めと伴に皆さんに手を差し出していることを、皆

さんは認識します。その扉はひとつの小さな隙間が空いているだけとはいえ、その光はその隙間

に気付くことになるでしょう。皆さんは、それが起ることを許すことを除いて、何もする必要は

ありません。その光は皆さんと伴に在り、人生は皆さんと伴に在ります。最終的に、人生に対す

る皆さんの“いいえ”は、それ自体を維持することはできません。

 
わたしは、皆さんがその光に帰順することを求めます。そこでは光は、皆さんの人生の中の数々



の困難に対して“その通り”、と口にすることだけではなく、また “その通り”と口にすることにつ
いての皆さんの問題や、皆さんが皆さんに無防備で脆弱だと感じさせる深い数々の情緒に対して

築き上げた抵抗に対しても、“その通り”、と口にすることを意味します。もう一度、ひとりの子供
のようになってください。活き活きとしてください！　あらゆる物事に対して、“その通り”、と口
にしてください。皆さん自身を思いやりと理解で包み込んでください。これを行いながら、皆さ

んは皆さんの人生に流れを運び、そして皆さんはそれを行うことができます！　わたしは、皆さ

んの強さを確認します。ひとりひとりの皆さんの中に、意識のひとつの光彩が、ひとつの輝く光

の光彩があります。わたしは今ここにいて、皆さんにそれを気付かせます。
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親愛なる仲間達、わたしは今日、ここで皆さんを歓迎します。そしてわたしは、わたしのこころ

の底から、すべての皆さんに挨拶を送ります。皆さんと一緒にいることは、わたしの最も大きな

歓びです。わたしは、皆さんの勇気と忍耐に対して、皆さんを称賛します。

 
皆さんは、今回の移行の時期に何らかの貢献することを目的として、地上に現れました。皆さん

はすべて、皆さんの内部にひとつのとても貴重な贈り物を持ち運びます。皆さんという贈り物

です。そして皆さんは、それを地球に与えることを望みます。何故なら、皆さんは地球を愛する

からです。皆さんは、今まで何度も地上に現れています。そして一部の皆さんは、地球に属して

います。

 
皆さんは、光の担い手達です。皆さんは、今まで闇に埋没してきたひとつの現実性に、光を運ぶ

ことを強く願います。そこでは、闇は怖れ、無知、そして権力への欲望を表します。そして皆さ

んは、皆さん自身もまた闇の中で道に迷ってきました。何故なら、皆さんの使命の一部は、皆さ

んが闇に精通することであり、それで皆さんは、内部から強さに気付いて、闇を克服することが

できます。

 
皆さんは、光がどのように見えか、ひとりの光の天使として地上の皆さん自身を再発見すること

はどのように感じるかということを経験するために、皆さん自身を闇に埋没させてきました。そ

の最初の発見が極めて自然に起った理由は、皆さんが光、愛、そして安全な雰囲気の中にいる時

、皆さんと全体との間にはほとんど境界線が存在しないからです。しかし皆さんが今行ったこと

、過去も現在も皆さんの使命になっていることは、この光が、この一体性と完全な安全という感

覚が、地上にもたらされて、それでそれがこの地上の雰囲気の中で具体化できるようになること

です。

 
そうする中で、皆さんがともすれば動揺してしまう理由は、皆さんは時に、皆さんが事実通りこ

のエネルギーの基礎を築くことができるかどうかを疑うからです。数々の疑いと怖れがあります



。そのためわたしは、皆さんが本当の皆さんの姿を思い出すように、皆さんに協力したいと思い

ます。わたしは、皆さんが今そこにいることを想像するように皆さんに求めることによって、皆

さんが最初にそこから現れた光と愛の雰囲気へ、皆さんを連れ戻したいと思います。このように

して、わたしは今ここで、その雰囲気の一部を地上に固定します。その雰囲気は、楽園の雰囲気

であり、つまり皆さんが楽園として思い描くものだと、皆さんは口にすることができると思い

ます。

 
皆さんの楽園の発想を満たす何らかの印象が現れることを、許してください。ひとつの場所が、

皆さんのこころの中に深く隠されて横たわっています。そこでは、その場所に対する、その愛と

光に対する郷愁があります。何か具体的なものを思い描いてください。もしかすると皆さんは、

皆さんの前方に、ひとつの美しい景色を確認することになるでしょう。そこではあらゆる物事が

繁栄し、豊かに成長します。皆さんはそこで、心地良さを感じ、皆さんはそこで、自然や皆さん

の周りの田園地方と結び付けられます。そこで休養を取り、ただその場所の中にいて、自然の音

に耳を傾けてください。

 
皆さんの周りの光を、そして花が咲いている植物や樹木を、確認してください。皆さんという存

在の豊かさを感じてください。何故なら、これが皆さんだからです。この環境は、皆さんの本当

の姿を表しています。その自然の癒しのエネルギーを皆さんに取り込んでください。皆さんの事

実通りの姿の魔法を感じてください。それは、皆さんという存在の底にいる、ひとりの天使です

。神聖なる創造の力は、皆さんの本質に属するものです。皆さんは、皆さんのすべての創造の源

泉です。皆さんは、皆さんの望むどのようなものでも顕在化することができます。もしも皆さん

がこの場所、皆さんの楽園の部分の中にいるなら、その結果、それは簡単であり、そして皆さ

んは、この存在の仕方は皆さんにとって自然であることを理解することになるでしょう。この場

所の穏やかさを、皆さんの身体のすべての細胞の中で、深く感じてください。そしてこの場所か

ら皆さんが何度も地球と同時におそらく地球より密度と物質性が少ない他の数々の領域、あるい

は他の惑星へと旅立った姿を、感じてください。重要な事実は、皆さんは今まで数多くの旅をし

てきたということです。皆さん、その魂、その核心部分、その神聖なる閃きは、皆さんの奥深く

にあります。

 
一瞬の間、皆さんは太陽であり、そして皆さんはひとつの温かい心地良い光で構成されていて、

その光は皆さんを満たし、そしてその太陽の中心から、皆さんはすべての種類の現実性に数々の

光線を送り出していると、思い描いてください。こうした光線のひとつが今、地上に具体化され

、そしてそれが皆さんです。皆さんはここにいて、地上で皆さんの光を確立する数々の機会や方

法を探索します。皆さんの太陽の力をできるだけ沢山放射する方法であり、それでそれは、地球

へ向けて輝くことができます。それにもかかわらず、それは時に、皆さんが道に迷い、行き止ま

りの路地の中で行き詰りを感じ、皆さんは実際に皆さん自身の光を経験することができない状態

になり得ます。わたしは、皆さんがその考えを手放すことを求めます。物事が可能ではない、皆



さんは行き詰っている、皆さんは無力だという発想です。一瞬の間、その収縮した感覚を手放そ

うとしてください。

 
皆さんは実際にその行き止まりの路地から抜け出すことを、まさに思い描いてください。皆さん

という存在であるその太陽の光線を利用することによって、皆さんはその太陽の中心に戻ります

。一瞬の間、皆さんがそのために懸命に努力し、それについて皆さんが思い悩む皆さんの人生の

あらゆる物事を、そして皆さんの精神がこだわるどのような物事も、手放してください。それの

すべてを手放して、そして皆さんという存在である光線を利用して、その光線と伴にその太陽の

中心へと、皆さんという存在の核心部分へと、船出してください。自然の中のその場所に、楽園

に戻る皆さん自身に気付いてください。そこで皆さんは、あらゆることが可能だと感じます。そ

こでは皆さんは、時間によって、また物質的な限界によって縛られることはありません。次に、

その場所の上で、皆さんは皆さんに本当に相応しいひとつの創造的な活動を見付け出すことを、

思い描いてください。皆さんはそこで生きて働き、皆さんが必要とするどのような物事も皆さん

の意のままである状況を、思い描いてください。また、皆さんを支え、皆さんに刺激を与える仲

間達がいます。そして皆さんは愛に溢れる方法で、その仲間達と結び付けられます。皆さんは、

ひとつの地域社会の中のこの楽園の部分の中で生きることを、思い描いてください。そこは皆さ

んが属し、そこで皆さんが行うことが大好きなものを理解します。

 
どのような創造的な仕事が簡単に皆さんのところに現れようとしているのでしょうか？　皆さん

の想像の中で、皆さん自身を制限しないでください。皆さんは何をするのが好きですか？　皆さ

んは自然の中で働くことが好きですか？　皆さんは物事を作るまたは築き上げることを楽しみま

すか？　皆さんは料理を楽しみますか？　皆さんは美術品を創り出しますか？　皆さんは音楽ま

たは踊りと一緒に、何かをしますか？　あるいは、皆さんは何らかの方法で他の人々を支援しま

すか？　そして敢えて伝えますが、制限はなく、豊かさがあります。皆さんの貢献は、高く評価

されます。皆さんが自然に引き寄せられると感じるものを、探してください。そして次に、皆さ

んがこの活動を行う姿を、思い描いてください。そして、その活動をする際に、どの間隔で、ど

れだけ、そしてどれほど頻繁に皆さんが関与したいのかに、目を向けてください。皆さんにと

って、何が心地良く感じるでしょうか？　何が皆さんを幸せにして、何が皆さんを満足させま

すか？　皆さんがその中で皆さんの周りの世界と完全につながっていると感じる瞬間を、そして

その中で皆さんが“これがわたしであり、わたしがわたし自身を表現する方法だ”、と感じる瞬間を
、探求してください。

 
皆さんの周りの人々の温かい容認と、自然が皆さんの貢献に対して皆さんに感謝している姿と皆

さんを高く評価している姿を、感じてください。皆さんは全体を大きくすることになるでしょう

。何故なら、皆さんは他のすべての人々とひとつであり、そしてそれにもかかわらず、皆さんは

全体に対するひとつの固有な貢献を行うからです。皆さんは、それがどれほど簡単に起るかを感

知します。皆さんは、皆さんがこの活動で数々の経験を集めた数多くの転生から、この才能を引



き出すことができます。この創造的な活動は、自発的に、自然に起ります。何故なら、皆さんは

既にそれについて、これほど沢山の物事を認識しているからです。

 
次に、皆さんはこの楽園の創造的な活動を選択して皆さんの現在の転生の光線に向かい、皆さん

がまさに今ここで、皆さんの内面の太陽の自己からのエネルギーをゆっくりと皆さんの身体に入

るようにする姿を、思い描いてください。その印象を、この具体化が起るその簡単さを、その愛

、その温かさを、持ち続けてください。こうした数々の才能が今後簡単に明らかになることを信

頼して、その才能が今ここで皆さんの物質的なこころに入ってくることを、許してください。皆

さんという存在のその魔法を、もう一度感じてください。その光が、今ここで皆さんの脊椎を通

して流れて、遥々皆さんの尾骨、皆さんの脚、そして足元まで下がって行き、そして地球に根を

張るようにしてください。そして、熱狂的に地球が皆さんという存在であるこの黄金の流れに

向かって、“その通り”、と話す様子を感じてください。何故なら地球は皆さんが現れる支援をする
ことを望むからです。

 
この黄金の光の流れから、皆さんの数々の怖れと疑に対して内面に目を向け、無力で皆さんの外

部の環境を変えることができないと感じる皆さんの中のその部分に目を向けてください。皆さん

の一部がいつもひとつの壁にぶつかる、ひとつの行き止まりの路地を思い描いてください。次に

、皆さんの太陽の自己から現れる黄金の光、愛と思いやりに溢れたその光が、完全に受け入れる

ひとつの方法でその路地に流れ込んで、皆さんがその葛藤を手放すことによって外に出るように

働き掛けます。皆さんを待ち受けている数々の機会と可能性があります。物事は、いつもそれが

そうなるように見えるものだとは限りません。そして時に、新しい機会は、皆さんが皆さんの合

理的精神で予測することができないひとつの予期せぬ起源から現れます。ここで、皆さん自身の

周りのその黄金のエネルギーを包み込んでください。もしもそれがそうなることを皆さんが許す

なら、皆さんがそこから現れたその光の雰囲気の安全性と愛もまた今利用できるものであるこ

とを、認識してください。皆さんはただ、“その通り”、と口にして、信頼することが必要なだけ
です。

 
皆さんは頻繁に、皆さん自身と格闘します。皆さんの中に、この黄金の光を地上に下ろし、皆さ

んをその光の中に浸そうとするひとつの認識、ひとつの欲求、ひとつの郷愁があります。そして

それにもかかわらず、同時に皆さんがたじろぐ理由は、皆さんが数々の怖れと疑いに捕らわれる

からです。わたしは皆さんの決断や皆さんの確信に、皆さんは忍耐を維持することができること

を訴えます。何故ならすべての皆さんが、数多くの生涯を通して、数多くの世紀の間、ひとつの

長い旅をしているからです。皆さんは、皆さんの手の中の美しい一輪の花と一緒に現れました。

皆さんがこの地上に植えることを望んだ、一輪の花です。そして、皆さんは地球を超えたところ

からのエネルギーによって、霊の数々のエネルギーによって支援され支えられていることを、認

識してください。

 



それを信頼してください。しかしその一方で、これはゆっくりと起ります。皆さんは、皆さん自

身の核心部分に絶えず近付き続けています。そしてそれを行うことによって、皆さんは皆さんが

意図したものを行っていて、そしてそれは、地上に楽園をもたらすことです。皆さんは地上に皆

さんの光と愛の一部をもたらし、そして天の領域と関連する安全性の感覚をもたらします。そ

れが、新しい時代の到来です。

 
わたしは、わたしのこころからすべての皆さんに挨拶を送り、そして皆さんに励ましと信頼のエ

ネルギーを送ります。皆さんは、何か壮大な物事を行っているところであり、そしてわたしは、

皆さんの道の上で皆さんに自信を与え、皆さんを支えるより他に、何も望みません。
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最愛なる神の業の活動家の皆さん、わたしは皆さんやこのメッセージを読んでいるすべ

ての人々が、統合されたキリストの権限を付与されたポータルであることを認識しな

がら、皆さんを歓迎します。皆さん、愛の中で呼吸をしてください。皆さんの領域で、

皆さんの球状の意識の中に愛を吸い込んでください。生命を吸い込み、平和をもたらし

、真実をもたらしてください。

最愛なる皆さん、こうした資質を皆さんの球状の意識、そしてキリストのエネルギーと

融合させ、光で満たすことがとても重要になります。その光は統合されたキリストの光

であり、その領域を浄化し、皆さん自身の完全性に向けた復帰への入り口を開くために

、皆さんを導いて惑星上に基礎を固めています。

最愛なる皆さん、呼吸をしてください。この光は惑星のグリッド上で基礎を固めている

ため、数多くの変化と移行が惑星水準で速やかに起り、またそうした出来事は、明確に

確認できるように、この惑星上に生きているそれぞれの存在の意識に影響を与えること

になるでしょう。猶予期間は“期限切れ”になりました。今がその機会です。霊の純粋

な領域に前進する時は、今です。

今基礎を固めているエネルギーが巨大な入り口を開き、新しい地球とつながり、オリオ

ン経由で地球に向かって銀河の周波数を伝えています。そしてこれが、皆さんの意識の

熟達性と神聖なる意志との同調に向うように皆さんを呼び戻しています。



融合の感覚が皆さんの存在で溢れ出すようになり、また皆さんが日々求めるようになる

ものは内外の統合になるでしょう。皆さんの間の統合であり、皆さんという存在全体の

一部としての統合です。ですから、最愛なる皆さん、わたしは光に向かう皆さんを支援

するために今ここに存在して、皆さんの質問を受ける準備を整えています。

質問：こうしたすべての変化を受けて、動物の王国はや特に愛玩動物達に何が起ろうと

しているのでしょうか？こうした次元上昇のエネルギーを受けて、もし何があるのであ

れば、動物の王国にどのような影響を及ぼしているのでしょうか？

ヨシュア/サナンダ：最愛なる皆さん、動物や植物は今まで自分達のグリッドを分離さ

せるようなことはなく、どちらも統合を喪失してはいません。今、動植物が経験してい

る変化、エネルギーの変化は、エーテル質の水準でのそのDNAにより吸収されていて、

次に物質的な水準に円滑な方法で基礎固めが行われています。意識それ自体は3次元上

の何かの存在達を維持しようと望んでいませんし、それで充分です。多くの動植物はこ

の瞬間に自分達の移行を達成することを望んでいます。多くの人々がより高い次元から

この過程を支援しているからです。そしてそれで大丈夫です。

動植物を完全に同化するこの過程を支援するために皆さんができることは、アッシジの

聖フランシスのための祈りを復唱することです。わたしは動植物の王国にその符号を伝

えるために、皆さんの意識を充分に援助することになるでしょう。平和の祈りです。何

故なら、動物達はこの時機の地球の自分達のグリッド内部で意識の戦いを経験していて

、そうした状況の中で動物達が必要としているものこそ、移行を行っている人間の王国

からの平和になるからです。惑星が移行しているように、動植物も移行しています。

質問：今週、わたし達は、アメリカ、スエーデン、そしてイタリアのような幾つかの国

々で鳥の大量死を確認しています。正確に、何が起っているのでしょうか？

ヨシュア/サナンダ：最愛なる皆さん、これは地球上の他の場所でも起っています。人

々はそれを耳にしています。鳥達は人類にひとつのメッセージを送っています。地球の

有毒な想念と怖れが高水準に保たれた状態になっているため、それが鳥達や動物達を殺

しています。鳥や動物達はその領域内にこうした有毒な想念を保有していません。鳥や

動物達は、すべての人々がその時は今であることを自覚する機会を提供しています。



平和と統合はそれぞれの個人の意識内の移行であり、この移行が今必要になっています

。平和の時代、統合の時代です。今は以前には決して存在していなかった時です。悪い

考え方が優位を占めることに対する欲求がこの場の状況を創り出してきました。しかし

これは現在変化しているところであり、今まさに変化しようとしています。こうした変

化の期間には常にそこに歌が存在し、一方それが惑星上のすべての場所のすべての物事

に影響を与えています。

そのため、抵抗が減少しています。そして地球はその意識の中により多くの平和と統合

を維持する必要があります。ですから、こうした兆候を受け取っている人々、社会、そ

して国々は速やかに行動に移し、こうした領域の平衡を回復させるために自分自身と自

分達の意識を平和と統合の呼吸で、愛の行いで調和させる必要があります。メッセージ

を伝達して人々のこころの内部に存在する統合の意識に触れる必要があり、これが今起

っています。

質問：この時期情緒と物質的な身体に数多くの振幅と変化が起っています。こうした状

況から抜け出そうとして、新しいエネルギー、新しい視点を吸収するためにわたし達に

何ができるでしょうか？　わたし達が経験している症状の意図はこの変化とこの新しい

エネルギーの降下に起因しているのでしょうか。

ヨシュア/サナンダ：この強力なエネルギーが皆さんの領域に入っている一方で、それ

は皆さんの光の身体だけではなく、皆さんの物質的な身体、情緒的な身体、そして精神

的な身体にも影響を及ぼしています。皆さんは平和と統合のエネルギーで調整される必

要があります。これには数多くの方法が存在しています。こうした方法のひとつは呼吸

を通したものです。呼吸を通して皆さんの意識にこの周波数を運び入れ、隅々まで広め

てください。このエネルギーを吸い込んで、皆さんの物質的な身体の中に広めてくだ

さい。平和と統合です。このエネルギーの中で呼吸をして、それを皆さんの情緒的な身

体に溢れさせてください。このエネルギーを吸い込んで、皆さんの精神的な身体という

庭を花で満たしてください。そしてその瞬間に、皆さんのこころが求めている皆さんの

天の父と大地の母との同調を通して、この素晴らしい虹のエネルギーを皆さんの意識に

溢れさせてください。皆さんと交わされている神の約束は、皆さんの意識の中に存在し

ています。ですから、皆さんは神聖なる意識に移行します。実際的な面では、できるだ



け頻繁に自然と接触を持つという個人的な健康法が役に立つでしょう。何故なら、自然

は平和と統合の状態にあるからです。自然はこの状態と同調しています。

これに抗うすべての物事は、それが完全に崩壊するまで莫大な量のエネルギーを浪費す

ることになるでしょう。皆さんは、皆さんの想念を通して、余りにも頻繁に皆さん自身

あるいは他の人々と争っています。こうした振動を放射している他の人々に耳を傾ける

場合であっても、皆さんは皆さんの体系の中で彼らを受け入れています。それはこうし

た命令を支持しているようなものであり、そのため皆さんの行為は統合と平和と同調し

ていません。ですから、皆さんはその役割を再起動する必要があります。古いファイル

を削除して、新しい状況に移行してください。創造的な愛、平和と通した統合です。

最愛なる皆さん、そのすべての過程の間、新しい意識を備えた存在として最初の一歩を

踏み出せるように、天界の仲間達は皆さんを支援し、皆さんを元気付けるために皆さん

のすぐ隣に存在しています。そしてそれこそが、皆さんが行うことです。

その歩みを自由の方向に進めようとしてわたし達が皆さんのこころ、皆さんの存在の核

心に力を与えている今、わたし達を感じてください。この惑星の東西南北すべての生き

とし生けるものとの融合と、平和の中で生きるために。それを起こすようにしてくだ

さい。必要とされている時を与えてください。そして統合と平和の内部で呼吸をしてく

ださい。

皆さんは既に異なる存在になっています。この瞬間を維持してください。それでそれは

行われるでしょう。キリスト意識と連携しているすべての存在達は、既にこの新しいエ

ネルギーが流入している過程の上に位置しています。その過程はこれからその周期を完

了することになるでしょう。このようにして、皆さんの霊の復活が起り、次に次元上昇

が起こるでしょう。その通りに、そしてこれは変わることはありません。

愛という大宇宙のこころを通して、わたしは皆さんにキリストの光を降り注ぎます。

今は穏やかに、わたしはイエス。

Be calm now, I Am Jesus.

ヨシュア/サナンダ
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最愛なる神の業の活動家の皆さん、皆さんのこころを開いてください。呼吸をしてくだ

さい。神聖なる愛の透明な光が、光の雨のように高所から訪れ、その祝福が皆さんのこ

ころの中に、人類ひとりひとりのこころの中に、降り注ぐことを許してください。

呼吸をして、すべての情緒の重荷を手放してください。それを解き放ってください。何

故なら、わたし達は今、浄化のエネルギーを、覚醒の符号を、世界の光をより身近なも

のにしているからです。それを吸い込んでください。最愛なる皆さん、それを吸入し、

細胞のひとつひとつの中で、皆さんの身体のひとつひとつの原子の中で目覚めている、

このエネルギーを感じてください。

この期間のエネルギーは、皆さんがこの瞬間まで以前には経験してこなかった程、加速

したものになっています。これは、皆さんがまさに経験しようとしている移行、新しい

光の水準での皆さんの意識の内部の移行が原因となって起っています。そして今、それ

が起っています。わたし達はこの呼吸をすることを皆さんに勧めています。そして皆さ

ん自身が、皆さんの意識が、この新しい水準で、穏やかに上に引き上げられるようにな

ることを、皆さんに勧めています。

母なる地球からの愛のエネルギーを感じてください。それはその核心から立ち上がり、

皆さんに翼を与え、皆さんを引き上げる手のように、皆さんを上昇させているからです



。最愛なる皆さん、変容の過程は既に始まっています。そしてこれは、今皆さんが経験

しているものです。それは新たな誕生であり、同時に古い意識の終焉、死を意味してい

ます。ですから、すぐに来てください。この光に、こころの光に、皆さんの中の光に近

付いてください。力を漲らせ、この光から力を吸収し、活力を取り戻してください。

数多くの物事が現れていて、今後数カ月の内に、皆さんは地球の領域で起る数多くの変

化を確認することになるでしょう。地球の電磁的な身体はまさにその位相を変化させよ

うとしていて、そのワット数がこれからすぐに変化します。これは、皆さんの電磁的な

身体、つまり皆さんのマルカバの媒体と直接つながっています。その速度の循環、振

動は、地球領域の加速している光の動きが原因となって、今、変化しています。この加

速を引き起こしているのは、キリストの光の定着です。

キリストの光の加速により、皆さんはこの次の水準へ移行することができるようになる

でしょう。その振動が、皆さんの意識を受け入れています。これが、統合されたキリス

トの振動、移行の媒体、こころの覚醒、頭語された意識を、澄んだものにします。

ですから、皆さん自身が世界のこころになり、すべてのこころがすべて鼓動し、新しい

振動とつながり、キリストの光への目覚めに対してこころを開いています。惑星中の無

数のこころがキリストの振動のグリッド上でつながっている様子を、絵画のように確認

してください。そしてその時、螺旋のように加速が始まり、軌道、進路、方向を変化さ

せながら、上昇して行きます。新しい現実性です。これは地球に戻ってくる統合された

キリストの光を祝うための期間です。今、預言が成就しているところです。

最愛なる皆さん、わたしの霊的な身体は、キリスト意識の新たな黎明の上に固定され、

それが皆さんの惑星のために浮上しています。最愛なる皆さん、これは、皆さんすべて

が宇宙のヨルダン川に霊的に訪れるように呼び出され、覚醒の聖油を受け取るようにな

る瞬間です。

今、皆さんの霊的な身体と伴に皆さんを魂の旅に連れて行くようにしてください。です

から、わたし達はすべて夢中になり、皆さんはわたしに追随します。わたし達は宇宙の

ヨルダン川沿いに存在し、皆さんは皆さん自身が列の中に存在していることを確認して

います。一方、何千何万という人々が皆さんの前と後ろに立っています。皆さんは人々

が河の中に入り、精霊とキリストの光で洗礼を受けていることを確認します。



最愛なる皆さん、今、皆さん自身を確認してください。そして、皆さんの順番が近付き

、皆さんの新しい生命の始まりのように、皆さんの過去のすべての受肉を浄化している

この洗礼を感じてください。過去のすべての残り物を浄化しています。その機会が皆さ

んに与えられています。そして最愛なる皆さん、これが起っている時、わたし達の間で

この過程を確認しているその眼で、わたしを見てください。そして皆さんが新しい生命

に向っている間、皆さんは宇宙のヨルダン川を後にしています。

今、この時、この時代に、すべての人々に対してこれが起っていることを、皆さんのこ

ころの中で受け入れてください。同時に、わたしの霊的な身体は、この惑星の周りと上

に固定されています。皆さんが次元上昇の中核の光の集団の中で活動している間、皆さ

んは日々キリストの光との伝達の過程において、そのひとつひとつの瞬間、一瞬ごとに

導かれていて、これは時を追うごとに強烈なものになって行くでしょう。

今、わたしは皆さんの精神的な身体を砂漠の中に導きます。砂漠のなかには誘惑があり

、現実性を歪める狙いが存在します。キリスト意識に属していないあらゆるものを否定

してください。そして皆さんのこころに歓びと愛が流れ込むようにしてください。その

純潔を取り戻してください。そして皆さんはこの部分を否定したので、そして皆さんが

精霊から香油を受け取ったので、ここでこころの空間に沈み込んでください。こころの

空間の中に入り、皆さんが復活させたこころを通して皆さんという存在すべての中にそ

のメッセージを伝送しながら、地球をその資質で満たしてください。

そして最愛なる皆さん、わたしは皆さんに伝えます。皆さんは数多くの人々が利己的な

魅惑で動き、彼らの眼がそれを確認する方法で正義を強要することを確認することにな

るでしょう。最愛なる皆さん、行動基準に従って公正に留まるように、わたしは皆さん

に伝えます。正義は与えられることになるでしょう。その行動基準が、愛です。

こころの眼が、精神の砂漠が皆さんの意識にもたらすものを確認し、破棄するようにし

てください。皆さんのこころを輝かしてください。それにより、皆さんは一体性という

領域につながるようになるでしょう。わたしの霊的な身体がますます地球の領域に固定

されるようになると、キリスト意識は地球全体のための民主主義になるでしょう。光の

社会は地球すべてのためのものになります。そしてその通りに。



わたしはここに存在し、皆さんの質問に耳を傾け、皆さんのこころの中の一体性の言葉

の本質を皆さんに伝えています。何故なら、その中に、真実が解読されているからで

あり、それが一体性であり、皆さんの存在を満たしているからです。皆さんは怖れる必

要はありません。皆さんは不安に思う必要はありません。物質という次元を超えて、わ

たしの身体から皆さんの霊的な身体に聖餐を授けてください。そして怖れは消滅してい

ます。不安定な状況がその頭を垂れています。恐怖は後退し、誘惑は皆さんの道筋から

消え失せています。

最愛なる皆さん、こころは感じているのですから、心配しないでください。それを表現

するようにして、ただ地球にしたがってください。愛の波が皆さんを運びます。そして

皆さんという存在の小船は、穏やかな水の上を航行しているでしょう。ですから、わた

しは皆さんに、皆さんのこころを表現するように伝えます。地球のために、既にその時

が訪れていて、それが今です。真実が経験されています。皆さんはこれを得ようとせず

、皆さんはそれを経験するだけです。皆さんは真実を経験し、皆さんがその真実に、そ

の方法に、その光になります。皆さんはそのように存在しています。皆さんは皆さんと

いう存在を取り繕いません。皆さんは、皆さんの中にそれを受け入れます。そしてそれ

は皆さんのこころの核心から浮上しているので、その時皆さんは真実として存在してい

ます。何故なら、皆さんはそれを経験しているからです。すべての人々に聴いて貰える

ように、聞いてみたい質問はありますか？

質問：イスラム教徒は、伝えられているエジプトでの挿話のように、キリスト教徒と戦

うこと、キリスト教徒を追い出すこと、そしてキリスト教徒を全滅させることを望んで

いるかどうか尋ねてみたいのですが。

ヨシュア／サナンダ：皆さんは怖れる必要はありません。地球全体は一体性という光の

ために活動しているでしょう。外面的な分裂は止み、同時にわたしが皆さんに伝えたよ

うに、あらゆる人がわたしの霊的な身体がしっかりと固定されていることを確認刷る

でしょう。地球上のキリストの立場は空虚なものではありません。地球上のキリストの

立場は、あらゆる人に明らかになるでしょう。低次の意識ではなく、精霊が支配するよ

うになるでしょう。現在こうした物事は、低次の意識の中心部分によって煽り立てられ

ています。



注意を払わないでください。それが皆さんのエネルギーを奪っています。そうした出来

事は皆さんの核心を破壊し、皆さんをその中に存在する砂漠に導きます。確かに、現実

性を歪める数多くの考えが存在しています。現実性を歪めるこうした考えに皆さんのエ

ネルギーを注ぐ分だけ、皆さんは再臨を遅らせることになり、こうした状況は現在起っ

ていません。わたしは、皆さん自身の霊的な身体の内部の再臨について伝えています。

わたしはこの問題について既に明確にしておいたと考えています。

質問：後ろで佇ませておくために、彼らがわたし達に“浴びせかけて”いる毒や病気はど

のくらいわたし達に影響を及ぼしているか、そしてその身体が重くなる場合、わたしが

感じているわたし達の霊的な進路にとってより困難なものになるのかどうか、わたしは

疑問に思っています。わたしが間違っているか、わたしには分かりません。

ヨシュア／サナンダ：最愛なる皆さん、怖れないでください。わたしは魂と身体の医師

です。神の息子や娘は苦しむことはないでしょう。この過程は、皆さんの心的外傷の解

放です。何故なら、皆さんは何時いかなる場合でも光に抗っていたからです。それは地

球それ自体が経験するひとつの過程であり、皆さんは物質的な水準に存在している間の

皆さん自身の身体の過程でもあります

わたしの霊的な身体が永遠に固定されている間に起ろうとしていることは、皆さんの霊

的な身体がその呼び掛けに応え、ひとつになり、一体性のエネルギーがふたたび自由に

流れるようになることです。それは物質の内部で創り出されるでしょう。こうしたもの

のすべては、今は低次の意識で機能し、極めて多数の人々を支配しようとする一部の者

達の意識の中にだけあるものです。しかしわたしが以前に伝えたように、地球上のキリ

ストの立場は空虚なものではありません。そして自分たち自身で地球規模の統括者と

名乗っている者達は、すぐにその地位を離れようとしています。一方、新しい地球にお

いては、一体性の光が統治しているようになるでしょう。

質問：3次元状の存在としてのわたし達は、わたし達が住んでいる領域内やこのエネ

ルギーを根付かせるためにわたし達が訪れる場所に、この光、つまりキリストの霊的な

身体を固定させる際にどうように役立つことができるでしょうか、

ヨシュア／サナンダ：わたしが最愛なる皆さんに伝えたように、極めて単純なことで、



真実はひとつです。わたしはいつもそのひとつでした。その行動基準に従ってください

。愛という行動基準です。わたしはキリストの自己の本質を受け入れています。その

言葉、その想い、そして皆さんの行動が愛という行動基準と同調するようになるでし

ょう。そして皆さんは、これを行っているでしょう。光の活動家達はその言葉、その

想い、そしてその活動を通して、日々この原動力を築き上げています。彼らが光の活動

家と呼ばれているのは、これがその理由です。彼らはこのエネルギーを構築しています

。最愛なる皆さん、それが方法です。皆さんの中には、そのエネルギーやグリッドと連

携しながら、人々の集団を特定の場所に導いている人々が存在しています。特定の目的

を持ってそこで築き上げること、これは神聖なる仕事であり、今後も発生し続けるでし

ょう。

ですから、わたしはここで、愛と光を抱き締めながら皆さんとお別れします。皆さんは

わたし達の支援と天の保護を受けていることを認識してください。

わたしは事実の通りに伝えました、

I spoke truly,

ヨシュア／サナンダ

Yeshua/Sananda.
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ジュディス・コーツ経由

Channeler: Judith Coates 
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最愛なる皆さん、わたしは今、皆さんが2011年と呼ぶこの年について、皆さんと話し

たいと思っています。そして今年目覚めるようになるキリストについて伝えることにな

るでしょう。何故なら、2011年は偉大なる年になろうとしているからです。皆さんは

感謝に溢れる場所に存在することになるため、多くの歓びを経験しようとしています。

それは皆さんが、すべての創造の神聖さを理解することを受け入れる場所に存在しよう

としているからです。しかもそこには姿を持ったものだけではなく、姿を持たないもの

も含まれています。経験の神聖さとそれぞれの活動の神聖さです。

皆さんの時間において、翌年は数多くの出来事を経験することになっていますが、それ

はひとつの言葉の感覚において異常な年になろうとしています。そしてそれにもかかわ

らず、皆さんは距離を置いて、すべての物事が啓発の場所につながり、また皆さんが軽

快に進むことができる場所につながっている姿を理解するようになるでしょう。

多くの物事が明らかになろうとしています。わたし達は数年前にこれについて伝えてあ

ります。現在すべての物事が明らかになろうとしています。何世代もの間、意図的に隠

されてきた事実が表面に現れるようになっています。何故なら、隠していた覆いが膨れ

上がり、覆いの下に隠しておくには余りにも大きなものになっているからです。そして

そのために、皆さんは人々が充分見詰めることができるほど明らかになってきた多くの

物事を確認してきました。



皆さんは最近ウィキリークスという情報漏洩を経験しています。わたしは誰がこのよう

な名前を作り上げたか認識していませんが、しかしそれは極めて人気を呼びそうな名前

です。皆さんは皆さんに伝えられる情報を所有してきました。皆さんはその情報に疑い

を抱きました。皆さんは伝えられた情報よりも多くの事実が存在していることを認識し

、閉じられた扉の背後でより多くの物事が起っていることを認識していました。

皆さんは、表面的に自分達の一時的な権力を試している人々が存在し、残りの兄弟姉妹

達にどの程度の衝撃を与えることになるか、事前に計画せずに自分達が創り出せるもの

を確認していることを認識していました。わたしは皆さんに、しきりに断定的な判断を

せずに見守る人になるように伝えてきました。何故なら、彼らが歩み、表現し、経験し

、自分達の一時的な権力を実際に行使しているのを皆さんが確認しているように、本当

に兄弟姉妹のひとりひとりの皆さんが、他の生涯で同様に同じことを行ってきたことを

認識しているからです。彼らが現在行っていることを皆さんが自覚しているのは、これ

がその理由になっているからです。

皆さんは“わたしは素晴らしい幸運を蓄えることができる。わたしは僅かな報酬を与え

る約束をして、わたしのために他の人々を働かせることができる。そしてわたしは黄金

の硬貨を蓄えることになるだろう。”と語ってきた人々でした。皆さんは黄金の硬貨を

蓄える場所に向かいますが、皆さんは黄金の硬貨が食べることができないことに気付き

ました。彼らは満足できませんでした。そのため、皆さんは転生し、別のやり方を試し

ました。

祝福として明らかになろうとしているすべての物事に目を向けること、そして本当に皆

さんはかつてそこに存在し、皆さんは他の生涯でそれを行ってきたことを認識すること

を皆さん自身に許して下さい。何故なら、それは皆さんが理解しているように皆さんの

コンピュータの中のプログラムになっているからです。皆さんは既にその場所に存在し

ていました。皆さんは既にそれを行ってきました。しかし皆さんはそれを追い越して、

永遠に続くものは愛であり、理解であり、思いやりであることを皆さんが認識している

場所に辿り着きました。

ですから、皆さんの時間の取り方でこの2年間に起るすべての物事を新しい視点から眺

めてください。皆さんのニュース媒体が皆さんにニュース速報を伝える時に、皆さん自



身に“どうすればこれを違うように理解できるだろうか？どうすれば公共の善に役立つ

ように理解できるだろうか？”、と尋ねてください。始めは、その多くがかなり自分勝

手で、かなり抑制的なものに感じられるでしょう。

光の特質として次第に数多くの皆さんが真実を認識することを求めていて、生命のため

に平等と尊厳を経験することを望んでいます。人間の生命だけではなく、動物の生命に

ついても同じです。そしてこの惑星上の生命だけではなく、皆さんが依然として地球外

生命体と呼んでいる異なる姿態の生命を認識することを望んでいます。彼らは皆さんと

一緒に歩いているのですから、地球外というほどではありません。

人々は、おそらく別の方法が存在するはずだ、と考え始めています。人々は、“これを

別の方法で考えることができないだろうか？　別の方法で生きることができないだろ

うか？　もしかすると、わたしのこころの底から人々に話すことは危険ではなく安全な

ことではないか。もしかすると、この生涯で、もしもわたしが普通の見解、『公式見解

』に足並みを揃えているようには思われない何かを口にすると、おそらく前回とは異な

り今回の生涯では切り離された頭、あるいは切断された舌を差し出すように求められる

ことは無いかもしれない。もしかすると今回の生涯では安全に自分の見解を共有し始め

ることができるかもしれない”、と考え始めています。そしてそれは実際その通りです

。

皆さんは、友人達と一緒に語ることができるように、勇気を持ってひとつの長い道を歩

んできました。そして次に、それは全体に影響を与えるために、ひとりの友人から別の

友人に送られます。それはかなり進行しています。それは今始まっていることではあり

ません。それは皆さんが数世紀の間確認しているもののために起っていた、ひとつの過

程です。皆さんがその歴史に中でルネッサンス、再生、復興と呼んでいるものから始ま

っています。その時代に創造性の巨大な爆発が起り、それが皆さんの現実性に影響を与

えてきました。

皆さんは、ひとつの目的のためにすべての物事を生み出しています。すべての創造の一

体性と、皆さんがどれほど創造性を持つことができるかということを自覚するという目

的です。そして皆さんは、とても創造性が豊かです。今年は歓喜の年、啓発の年、より

多くの皆さんがその両足がしっかりと3次元の現実性に根差していることを認識しなが



ら5次元で多くの時間を過ごす年です。3次元の現実性は、これまでの世界です。し

かし、世界が認識していなかった平和に気付いています。

世界は皆さんにとって苛酷なように思えるため、時に皆さんは、自分は世界から逃れな

ければならない、自分は5次元の平和を見付け出さなければならない、と感じています

。そしてそれは良いことです。皆さんは次元上昇をするために、そして皆さんの感覚の

中で、皆さんの思考の中で、皆さんの理解の中で、そして皆さんが誰でどのような存在

であるかを思い出す上で、より高く到達するように、皆さん自身に対してすべての理由

付けをします。

ですから、皆さんが、“わたしは身を委ねます。3次元の世界は余りに苛酷だ”、と口に

する時が訪れようとしています。そして皆さんは5次元の平和に、拡大された空間に移

行して行きます。そして本当に、それは物質的な水準においてさえ、拡大された空間に

なるでしょう。

エネルギーの治癒者として存在している皆さん、他の人々に身体の平和の感じさせるこ

とを許すために身体と連携している皆さんは、平和の効果と身体上のエネルギーを認識

しています。エネルギーの活動家、エネルギーの治癒者として存在している皆さんが行

っていることは、神の祝福を受けています。何故なら、皆さんの時間で来年までの間に

、平和を認識することを望み、怖れを放棄することを望んでいる皆さんのところに人々

が訪れるようになるからです。そして身体は拡大してその自然な段階に向かい、より多

くの光がその身体の細胞の中に入ることが許されるでしょう。

今年中に、皆さんは5次元の平和と拡大の中でより多くの時間を過ごすことを望んでい

ることを気付くようになるでしょう。皆さんの胸部やまた腹部の領域は呼吸をすること

を許されるようになるでしょう。皆さんは軽快な足取りで前進するようになるでしょう

。皆さんはより多くの平和、より多くの歓びと伴に進むようになるでしょう。何故？　

その理由は、皆さんがそれを選択しているからです。

皆さんが経験しているすべての物事は、皆さんの選択です。現在、世界が皆さんにそれ

を教えていないことをわたしは認識しています。世界は、世界が皆さんのひとつの理由

を提供していること、そして皆さんはその理由に、その行動に、反応しなければならな

いことを伝えています。そして次に、皆さんはその反応に反応するようになるでしょう



。しかし実際には、皆さんは経験し続けている存在です。皆さんは表現し続けている存

在です。そしてそのために、皆さんはより平和な状態の中で生きることを選択するよう

になるでしょう。何故なら、皆さんがそれを求めているからであり、皆さんは現在それ

が可能であることを認識しているからです。つい最近まで、皆さんはそれが可能だった

ことを認識していませんでした。

今年は数多くの大変動と判断できるものが皆さんにもたらされることになるでしょう。

そしてそれは良いことです。何故なら、実際に一人の農夫が作物を植え付けるために働

きに出る時、最初にしなければならないことは、土地を耕すことだからです。ですから

、耕すという数多くの過程が、明らかになる今までより多くの物事が、そしてより多く

の大変動が起ることが、必要になるでしょう。種は準備されていて、皆さんは根を引き

抜かれた一部の土地の中で種を蒔いてきました。皆さんは政治的な風潮の中で、また環

境的な風潮の中で、大変動という幸運を確認することになるでしょう。

現在、環境について、皆さんの自覚的意識に現れる数多くの物事が存在しています。そ

して、気候に目を向けて、それが変化していることを否定する人々は、自分達の目に日

傘をさしている人々であり、彼らは現在起っていることを確認していません。既に北半

球の中で、皆さんは冬が通常よりも早く始まっていることを確認しています。赤道の南

でもまた、気候が変化しています。これは、季節の中でひとつの変化に向かって進んで

行くようになるからです。そして規則正しい状態で季節に依存している在る種の生命

体は、生存に問題を抱えるようになるでしょう。何故なら、その体内時計が、季節的

に起っているものと同期しようとしなくなるからです。

皆さんは神聖な母なる地球上で起っていることを上回る力を備えています。皆さんは、

数名の存在を除いて、皆さんがどれほど力強い存在であるか、今まで決して伝えられて

きませんでした。以下は二千年前の皆さんへ向けたわたしのメッセージです：皆さんは

力に満ち溢れています。皆さんは父、師父、愛情溢れる父に属する存在です。こうした

表現になったのは、わたしは家父長制の社会に対して話しかけていたからです。皆さ

んは、父、母、神、女神、全存在に属している存在です。皆さんは、ひとつの創造的な

根源に由来する存在です。そして皆さんはすべての物事を創り出し、それには気候も含

まれ、来年の大変動も含まれています。皆さんは新しい種のために土壌を耕していると

ころです。皆さんは作物を育てているところです。その作物はすべての生命に敬意を表



すようになる場所で生い茂るようになります。そしてその場所は、“わたしはこの旅を

独りで歩んでいるのではない。共有されている意識が存在し、わたしはそれをわたしの

兄弟や姉妹達と共有していて、その共有されている意識は敬意、理解、そして思いやり

の意識である”、という想いを理解しています。

もしも皆さんがそれを受け入れるのであれば、それは束の間の儚いものかもしれませ

んが、それぞれの人間関係は、ひとつの共有されている意識です。皆さんが皆さんの世

界の食料品店に買い物に行き、食材を購入し、お金を受け取っている人に対して黄金の

硬貨を支払う時、ひとつの共有されている意識が存在しています。もしも皆さんが5次
元の平和と愛という空間の中に存在しているとすれば、その時にはその共有されている

意識の中に入って行くことになり、皆さんのお金を受け取ることによっておそらく皆さ

んに仕えている人は、より気持ちが安らぐようになるでしょう。何故なら、皆さんはそ

の平和の意識を生み出してきて、それを自由に提供してきたからです。

それぞれの草の葉、それぞれの花、それぞれの樹木、それぞれの四本足の動物達が、皆

さんのエネルギーを感じています。彼らは、皆さんが5次元の平和という空間の中に存

在しているのか、あるいは世界は恐ろしい場所であるため皆さんが3次元の怖れという

空間の中に存在しているのか、それを感じています。皆さんが皆さんの兄弟姉妹達に行

っているように、彼らは皆さんのエネルギーを読み取っています。皆さんは他の人物が

素晴らしい空間の中に存在しているかどうか、それを感じることができます。

皆さんは単なる身体という存在ではありません。皆さんの周りには、皆さんより先に進

んでいるエネルギーが存在しています。それが、皆さんが行うすべての物事を引き受け

ています。皆さんの世界の聖書の中で言及されているエネルギーが存在しています。そ

れは、“歪んだ場所を正すために皆さんより先に進んで”います。別の言い方をすると、

それはすべての物事が最良の結果を達成しようとしていることを認識している、皆さん

自身の愛と期待のエネルギーであり、それが皆さんの前を進んでいます。それは皆さん

より先に進んでいる皆さんのエネルギーです。

拡大、信頼という5次元のエネルギーを認識することを、皆さん自身に許して下さい。

それを感じることを皆さん自身に許して下さい。何故なら、本当に時々皆さんは皆さん

が行っていること、皆さんが行おうとしていること、他の人々が話していること、皆さ

んが皆さん自身に平和を感じることを許していないもの、そうしたものに意識を集中す



ることに忙しい状態になっているからです。

平和の中を歩んでください。平和の中を歩むということを実践してください。“しなけ

ればならない”ことは必要のないこと、何もする必要がないことがどのように感じるか

、やってみてください。皆さんはとにかく行われる必要があると考えるものをすべて行

うようになるでしょう。しかし皆さんはそれを行う必要はありません。そしてそれ

が5次元のエネルギーの偉大なる秘密です。それは数々の“ねばならない”を消し去り

ます。それは、皆さんは朝、本当の目覚めを経験するようになり、その日を通して皆さ

んによって世話される必要がある物事を経験することになりますが、しかし“ねばなら

ない”からではなく、皆さんが望むから、皆さんの眼の前に存在しているからであり、

皆さんはそれを行うようになります。それは簡単だからであり、皆さんがしなければな

らないからではありません。

皆さんには世代を貫く教義が教えられてきました。両親は、それがどれ程素晴らしい意

味であったとしても、それは、皆さんがある物事をしなければならない、と皆さんに伝

えてきました。皆さんはある道に存在する必要があり、今のところ、それは良いこと

です。それは皆さんに成長するためのひとつの格子を提供してきました。しかし、ある

時点において、最もすばらしい神性の拡大として、皆さんはその格子より大きくなり、

いわゆる一人前になって行くでしょう。そして皆さんは自由に5次元の平和の中に進ん

で行くことになるでしょう。

ですから、わたしが今皆さんに伝えていることは、皆さんの時間で今年は、思い出すこ

とができるたびに、5次元の平和と拡大の中で皆さんが生活するようにすることであり

、土壌を耕していることとして大変動を考えるようにすることです。その土壌は、新し

い種を蒔くことができ、その領域を耕す存在として皆さんが歩むことができる場所で

あり、神性という平和と歓びを育て養っていることを、皆さん自身が実感できる場所

です。そのため、やがてその作物は、すべての人々がそれに引き付けられる場所になっ

て成長して行くでしょう。何故なら、人々は調和、敬意、そして本当の歓びという愛の

一部になることを望むようになるからです。それはこの世界が伝えているのではなく、

この世界以外のところから伝えられているからです。

今年は皆さんの意識を緊張の少ない生活に、生活の歓びに向けてください。たとえ皆さ



んが最も快適なロッキングチェアに腰かける以上のことを行っているとしても、瞑想す

るために、そして良き想いを送るために、皆さんの歓び、皆さんの認識、どのように幸

せな生活、充実した生活が達成できたかという皆さんの記憶を反映させてください。皆

さんはその共通した意識のために、物質的な眼では決して確認することができない存在

に影響を及ぼしています。

皆さんの意識は皆さんや皆さんが自分の身体として確認しているもの、そして皆さんの

身体の周りのエネルギーだけに限定されている訳ではありません。それは広範囲に及ん

でいるものです。触手を伸ばして生きているすべての存在達に触れています。彼らがそ

れを受け入れるかどうかは彼らの選択です。しかしもしも皆さんが一日中ロッキングチ

ェアの中に座り、平和について瞑想し、歓びの感情を送り、ストレスがない状態でいる

ように指導を受けているのであれば、誰も、何も存在せず、また、そのロッキングチェ

アから立ち上がらなければならない、X、Y、そしてZをしなければならない、と皆さん

に伝えようとする偉大な調停者など存在しません。

ですから、皆さんが今年歩んで行く時、皆さん自身にキリストの中で新しい人格になる

ことを許して下さい。皆さんは既にそのことを耳にしています。それはひとりのキリ

スト、一人のイエス、ひとりのヨシュアとしてのキリストの中の新しい人格ではなく、

それ自体が自由であることを認識し、それ自体が5次元の平和、エネルギー、調和とし

て存在し、軽快な足取りで進むことを認識しているキリスト意識の中の新しい人格です

。

何故なら、今年は啓発の年に、表面的な物事を超えて理解する年に、そして皆さんが本

当に軽快さと光の中で日々過ごすことができることを認識する年になろうとしているか

らです。

これが皆さんに送るわたしのメッセージです。5次元の平和の中で暮らしてください。

大変動に柔軟に対応し、皆さんは土壌を耕し、種を蒔き、既に育ち始めている作物の手

入れをしているという事実を認識することを、皆さん自身に許して下さい。

本当に、いつもいつまでも、時間という限界を超えて、皆さんはこの今という瞬間に存

在するようになるでしょう。皆さんは今年、5次元のエネルギーの中で暮らしている創

造的な人物の神聖なる拡張として存在し、次の年は6次元の平和と調和の中に存在する



ようになるでしょう。何故なら、それは飛躍的な状態になっているからです。

そうあらしめよ。

So be it.

ヨシュア・ベン・ヨセス（イエス）

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
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最愛なる皆さん、皆さんはひとりの幻視者です。皆さんは皆さんの人生のすべての物事

を視覚化し、心に描きます。それは翌月に起ろうとしていること、翌日に起ろうとして

いること、そしておそらく翌年に起ることかもしれません。皆さんは皆さんがそうなる

だろうと考えていることを視覚化し、心に描き、ほとんどの場合、今までに起ってきた

ものを断定してきました。

世代的な教訓が一定の方法で皆さんに影響を与えてきました。そしてそれにもかかわ

らず、皆さんの魂は自由を認識しています。皆さんの魂は、即興を認識しています。皆

さんの魂はいわゆる現実性を認識し、また知覚がいつも世代的な教えに従って認知して

きたような方法で認知する必要はないことも認識しています。皆さんは習慣に従って視

覚化しますが、もしもそれがひとつの習慣であれば、それは変化させることができます

。

もしも皆さんが現在視覚化しているものを変化させることができないとすれば、皆さん

は皆さんという存在になることはないでしょう。しかし皆さんはわたしが即興と呼ぶこ

とを行うための神聖なる力が与えられています。瞬時の対応においてさえ、皆さんは皆

さんの精神を変化させて、何か他のことをしています。皆さんは選択する力を備えてい

ます。皆さんは、今回の生涯や他の生涯を通じて発展させてきたあらゆる習慣を変化さ

せる力を備えています。それは力、神聖なる力であり、その力のおかげで、皆さんは真

実として語ってきたもので身動きが取れない状態に陥ることはありません。その真実は



小文字の真実に過ぎません。皆さんは皆さん自身でそうだと考えてきたもの、あるいは

皆さんが自分自身をそういった存在であると考えてきたもの、あるいは仲間や両親達や

祖父母が皆さんはそうゆう存在だと皆さんに語ってきたもの、それに束縛されることは

ありません。皆さんは変化させる力を備えており、皆さんが今行っているものが、まさ

にそのものです。

皆さんの時間の取り方で言う今年は、強力な変化の年になろうとしています。わたし達

は数年前から変化について言及してきましたが、その理由は、それが今回の生涯以前か

ら始まって続いているひとつの過程になっているからです。本当に、皆さんは今までも

そして皆さんが行き着くところまでは、運命に翻弄され続けます。そして皆さんは現在

次元上昇に向けてやり直すための道そのものに存在しています。またさらに、次元上昇

はひとつの過程でもあります。皆さんは何代もの生涯の前に、運命の底に到達したと宣

言しました。皆さんはその運命の中に、苦闘の中に、試練の中に入って行くことを望ん

だ遥か遠くまで進みました。そして皆さんは、“わたしが経験できるものとは別の何か

が存在するはずだ、わたしが創り出せるものとは別の何かが存在するはずだ”、と確信

しました。そして皆さんはその想い、とても力強い想いですべてを変化させました。そ

してこの直線的な現実性に沿った時間の中のその瞬間から、皆さんは上昇を始めました

。ある時は信念の大幅な飛躍を伴い、またある時は小さな前進でしたが、しかしいつも

変化し向上して行きました。

人が変化を口にするようになる時、多くの場合、分離した自我はこう伝えます。“嗚呼

、違う。変化はおそらくわたしが心地良い気分になることができる何かを意味している

はずだ。”そして怖れが非常に急速に表舞台を席捲します。しかしわたしが伝えている

変化は、次元上昇における変化であり、それは良きものです。その変化はおそらく最初

は分離した自我が少々困難を伴うものとして判断するようなものになりますが、しかし

それはただ一時的なものに過ぎず、その内に皆さんがそれを良きものと理解する場所に

向かって進んで行くようになるでしょう。

分離した自我は怖れの中でその価値を主張しますが、しかし、皆さんは皆さんの根源か

ら分離していませんし、皆さんは皆さんの選択という神聖なる力から離れていません。

また皆さんは皆さんが望む未来、現在、存在する今を視覚化する力と切り離されていま

せん。他ではない皆さんが力を備えています。最終的な意思決定はいつも皆さんのとこ

ろに戻って来ます。それはいつも皆さんの選択です。



皆さんは視覚化する力を備えています。現在、習慣性の視覚化がそれにあたります。そ

れは習慣に基づいたものであり、また外見的には今起っているもの、そして起るように

思われるものという過去の痕跡に基づいたものです。皆さんが今まで出会っている兄弟

姉妹は、起る可能性がある悪いものすべてが起ろうとしていることを認識しながら今回

の生涯を経験していますが、彼らはすべての物事が悪くなることを期待しています。そ

して皆さんが何かを期待している時、何が起こりますか？　皆さんはそれを確認します

。そして彼らもそれを確認し、次に彼らは皆さんにこう伝えます。“そら見たことか、

だから言っただろ。”

一方、皆さんは自分の楽天家を持っています。楽天家は幸せでこう伝えます。“今回は

わたしの人生で最も偉大な日々のひとつになろうとしている。何か良いことが今回起ろ

うとしていることをわたしは知っている。わたしは自分が聞いてみたいことを教えてく

れる誰かに合いに行こう。わたしはそれが誰か、これが正確にどのようになって行くか

は理解していないけど、でも今日その人達に合いに行こう。”そして楽天家は眠りに就

く前でさえ、自分達のエネルギーをその日に向けて集めて、すばらしい空間の中で存在

しようとしている人々を自分達の周りに引き寄せます。皆さんはそれができます。皆さ

んは力を備えています。

皆さんが眼を開こうとしてやはりまだ眠いと感じながら皆さんが床に降りようとする

前に、一瞬の間でもその動きを止めてください。皆さんの意識がその日の内に前進する

ことを許し、こころに思い描いてください。“わたしは今日誰に合いに行こうとしてい

るのだろう？　彼らはわたしに何を話そうとしているのだろう？　それはどうなるんだ

ろう？”そしてもしも、しばしばそのようなりますが、分離している自我がまずそこに

駆け足でやってきたら、分離している自我にこう伝えてください。“いいでしょう、わ

たしはあなたの話は知っています。新しい話が聞きたい。今日わたしはわたしの世界を

明るくする話をしてくれる人に合いに行くつもりだ。それだけではなく、わたしは人々

に合って、わたしはまだ慣れていないけれど、それこそ人々が聞きたいと望んでいる日

常が明るくなるような話をしようと思っている。”

皆さんは皆さんの世界の中で過去数年間、数十年間も人々の間の不和を確認してきま

した。そして皆さんは不和な状態に在って、物事の反対の立場を取ることによって、ま

た反対できると理解しているあらゆる立場を取ることによって、人々がどのような楽し



みを見付け出しているかを確認してきました。自分でその競技の成り行きを確認しな

がら、そこから非常な楽しみを感じてきました。現在、その競技の賭けの対象は、次元

上昇か、あるいは一時的な次元上昇の中断かになっています。

皆さんは極めて重要な、素晴らしい場所に存在しています。何故なら、皆さんは幻視者

として存在しているからです。皆さんはひとつの視点から、あるいは次の瞬間や翌日、

そしてこれから訪れる日々に何が起こるかという別の視点から、幻視を行います。皆さ

んは頻繁にそれを当然のことと判断します。何故ならそれは通常、物事を見る習慣的な

方法になっているからです。しかし皆さんは今、それはそのようにならなければならな

いものではないことを認識しています。

わたしは奇跡に関する課程の中で、“わたしは物事を異なる形で確認することを決意

した”、と示唆しておきました。皆さんはあらためてひとつの新しい思考方法、新しい

生き方を理解することができます。そしてわたしは今現在というこの時代に皆さんに伝

えます。こころで受け止めてください。皆さんは力を、選択する力を備えています。も

しも皆さんが視覚化しているものが好きになれず、また皆さんの周りで“兆候”になるよ

うに思われるものも好きになれないのであれば、皆さんはそれを変えることができます

。

神を探して下さい。皆さんが判断しようとしている人々に許しを与えてください。何故

なら、最終的に彼らは皆さんを許さざるを得ないようになるからです。あるいは、別の

受肉の際に皆さんが行ったあるもののために皆さんを許してきたからです。何故なら、

皆さんは彼らが存在していた場所に存在していて、皆さんは彼らがそう選択しているも

のを行ってきたからです。彼らが行っているものを皆さんが自覚しているのは、それが

理由になっているからです。皆さんのコンピュータの中にはコンピュータのプログラム

があり、そうです、皆さんはかつてその場所に存在し、それを行い、そして皆さんは、

皆さんの兄弟姉妹達のある人々が選択したものとして、これを自覚しています。

ですから、まず、分離した自我が表舞台に駆け寄ってきて、“なんと、それはひどい。

それは起るはずがない。良くなるはずはない”、と伝えている時に、そこから離れるこ

とから始めてください。赦すことから始めてください。その赦しはこう伝えます。“わ
たしがそこにいたことは理解しています。わたしはそこにいました。わたしは認識して



います。”そしてその時、皆さんはその場所から積極的な代替案、皆さんがそうなるこ

とを望んでいるものの肯定的な視覚化に向かいます。

皆さんは何を愛しますか？　わたしは皆さんにひとつの質問としてこれを尋ねます。ひ

とつの物、ひとりの個人、ひとつの存在、それがなんであれ、それについて考えてくだ

さい。皆さんは何を愛しますか？　皆さんは、皆さんが愛する何かについて、考えるこ

とができます。それは皆さんをどのように感じさせますか？　皆さんが呼吸できるよ

うな、おおらかな気分です。ですから、誰かが皆さんが断定的に判断できるよう思える

何かをしている時、急いで皆さんが愛した際にそれについて感じるものと同じものを考

えてください。それは、そしてそのエネルギーとその振動は、何と良い気分になること

でしょう。何故なら、皆さんは物質的な存在であり、皆さんはエネルギーの中で生きて

いるからです。皆さんが物質的に表現するように、それは皆さんという存在になってい

ます。そのエネルギーが外部に向かい、拡大して行きます。そのエネルギーは池の波紋

のように外部に広がって行き、他の人々に触れ、人々が行う選択において違いを生じさ

せる可能性を備えています。

今年の夏、わたし達は1週間伴に過ごす予定です（2011年7月17日から22日、ホイッ

スラー・ロバート、カナダ、ブリティッシュコロンビア州）。わたしは、変化、視覚化

、皆さんの生活の変化について丸一週間皆さんと伴に語ることを望んでいます。わたし

は皆さんとその週を、昼と夜を、皆さんと伴に語り合いながら過ごしたいと思ってい

ます。皆さんを導き、わたしの母とわたしの地球の父ヨセフもまた皆さんと伴に語り合

って新しい存在の空間に皆さんを導くことを許しながら過ごしたいと思っています。そ

して皆さんはその時点でそのための準備を整えていることでしょう。皆さんはその時、

わたしが皆さんと共有したいと思っているものに対して飢え、渇いているでしょう。

わたしは過去数年の間、数々の生涯、わたしの愛、わたしの導き、わたしの真実を共有

してきました。しかし皆さんが夏になって理解する際は、皆さんは移動し、変化するこ

とについて最も受け入れやすい場所に存在することになっています。ですからわたしは

その週を、とても集中した週を、皆さんと伴に過ごし、皆さんが癒すことを許し、皆さ

が変化することを許し、皆さんが愛の空間に移動していつも愛という空間の中に留まる

ことを許すようになることを望んでいます。

皆さんは着実に皆さん自身を導いて新しい空間に向っています。そしてわたしはそれに



ついて皆さんを称賛します。皆さんは、断定的判断になるように思われるもの、辛辣で

残酷なものになるように思われるものに対して、他の人々が問題と向き合い、その問題

と彼ら自身を許すように励ましてきました。皆さんは残虐性を認識してきました。皆さ

んはそれを良く認識しています。皆さんは現在、それを完全に自分のものにできるほど

充分に認識してきました。皆さんは悲しみ、喪失感、そして皆さんの存在の内墺に達す

る自暴自棄を認識してきて、ある場所に辿り着きました。その場所は、もしも皆さんが

その空間と接触することを望むのであれば、そのボタンを簡単に押すことができて、巨

大な悲しみと喪失感という空間の中に逆戻りできる場所です。そしてそれにもかかわ

らず、皆さんはその空間から外部に出て連携して、立派に活動してきました。

しかし一方で、愛という空間の中で生きるためには、この次元上昇という進化の要所に

おいて、皆さんは今回の受肉の中ですべての時間を実感する必要があります。

それは皆さんに割り当てられた仕事であり、皆さんはそれを受け入れることを選択しな

ければなりません。そしてわたしは、わたし達が伴に山の中で過ごすその週に、わたし

の母とわたしの地球の父に従って皆さんを支援するでしょう。わたしは普通の活動から

離れた時に存在することを必要としています。

皆さんの内面の奥深くに向って、こう尋ねてください。“わたしにとって最も重要なこ

とはなんだろう？　わたしは何時この身体を解き放つ場所に着いて、今回の受肉を振り

返るのだろう？　わたしにとって最も重要なものは何になるのだろう？　それはわたし

が蓄えてきた金貨になるのだろうか？　邸宅になるのだろうか？　輸送手段や自動車に

なるのだろうか？　わたしが経験した旅行になるのだろうか？”　今回の受肉から皆さ

んが持って行ける最も重要なものはなんでしょうか？　ひとつの受肉から皆さんは何

を持って行くことができますか？　しばらくそれについて良く考えて見てください。何

故なら、具体的なものがここにとどまっているからです。

皆さんが持って行けるものは、触れることができないものです。怖れという幻影はかな

り強力なように思われるものの、愛、自負心についての認識、ひとつの生涯は本当に愛

という現実性であるという認識です。皆さんが身体を解き放つ時に皆さんが持って行け

るものは、皆さんの無形の側面であり、皆さんの成長という触れることができないもの

です。皆さんが一端身体を解き放つと、皆さんは光と愛に向って拡大して行きます。そ



の愛と光は、あらゆるものは愛らしく、あらゆる人が本当に全体であり、どのような環

境や状況に置かれていてもあらゆる人が既に一体となっていて、そしてその状況ですら

全体であるという認識を備えています。何故なら、それが創造性を生み出しているから

です。

ですから、触れることができない天国と呼ばれている場所に皆さん自身を招いてくだ

さい。愛と拡大の場所であり、自尊心を認識し、本当にすべての物事がそれ自信の神聖

なる秩序の中に存在していることを認識している場所です。そして皆さんがそうする時

、皆さんが身体を解き放つ時に感じる解放感は、皆さんという存在である星や光で構成

される星座の奔流のようになって行きます。皆さんは、皆さんが身体を解き放ち、光の

トンネルを通過することについて、ひとつの概念を所有しています。それは皆さん自身

の光の膨張です。そして皆さんは急速にそのトンネルを通過して光に達する時、皆さん

が今まで蓄えてきたあらゆるものがそこで皆さんを待ち受けています。皆さんがいつも

望んできた愛であり、身体という古い殻を捨ててから皆さんと離れ離れになってしまっ

た皆さんの愛する人々であり、そうした対象が皆さんを待ち受けています。そうした対

象がまさにそこに存在しています。そしてそれは素晴らしい再会であり、一体性、再統

合という記憶です。

皆さんは、男性、女性、人類という集合意識の次元上昇に参加するように謳われている

ひとつの契約を結んできました。皆さんは、そこに行き、自分の光の片鱗を他の人々が

確認できる場所にまで拡大して、その人々が物事を違うように理解して異なる存在にな

ることができるようにするだろう、と言いました。

これが、今年の夏にわたし達が伴に過ごす週にわたしが皆さんに伝えようとしているも

のです。皆さんは、その週を迎える時に皆さんが皆さん自身の存在として把握している

ものから完全に変化した状態で、その週を後にすることになるでしょう。

わたし達は皆さんとういう存在の真実を認識し、主張し、生きることについて、皆さん

を導くことになるでしょう。そして皆さんはその身体を解き放つことはないでしょう。

ですから、皆さんはその週を迎えることを怖れないでください。そして皆さんは“それ

を手にする”ようになり、そしてその時皆さんはその身体を解き放つようになるでし

ょう。何故なら、皆さんは“それを手にした”からです。いいえ、皆さんの契約の中の目

的は世界に戻ることであり、世界が皆さんの変化を終えた聖なる振動を感じることを許



すことです。

幻視者の皆さん、皆さんは今始めることができます。明日について考えてください。皆

さんは明日何を計画していますか？　それはどのように進んで行きますか？　それは困

難が伴うことになりますか、あるいは簡単なものになりますか？　皆さんはあらゆる人

々を友達のように理解することになるでしょうか？　皆さんは天候に感謝さえして一日

を通して物事が円滑に運んで行くようになるでしょうか？　時にそれは少々努力を必要

とすることになるかもしれませんが。

皆さんは雨垂れ、雪の結晶、太陽の光、草の葉、樹木の神性を見詰めようとしていま

すか？　樹木が成長する様子の美しさを見守ろうとするでしょうか？　それは死を見詰

めている訳ではありません。翌月を予期しているのでもありません。それはただ生きて

います。何故皆さんは何か悪いことが起る可能性や皆さんが良く思っていないことが起

る可能性にそれほど心煩わしているのでしょうか？　何故心煩わして皆さん自身で思い

悩んでいるのでしょうか？

肯定的に幻視してください。世界の意識が目覚め、神聖なる覚醒の中で次元上昇してい

る様子を幻視してください。兄弟姉妹のひとりひとりが手を差し延べてお互いに助け合

い自分達はひとつであることを自覚している様子を確認してください。そしてそれにも

かかわらず、ひとりひとりの才能の固有性に感謝している様子を思い描いてください。

皆さんは選択肢を持っています。それぞれの瞬間が皆さんの選択として存在しています

。皆さんが居住しようと思う場所を選択してください。今日、キリストに、皆さんの本

当の自己に仕えることを、皆さんが選択してください。そしてそうする中で、皆さんは

意識においてあらゆる人を引き上げ、人類の次元上昇を促進することになります。

そうあらしめよ。

So be it.

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith

Copyright © 2007 Oakbridge University. Oakbridge material is copyrighted but free to anyone who
wants to use it as long as proper credit is listed, including our website address www.oakbridge.org.
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未来の世界
The World of the Future
7 June 2011 - 8:47a

ジュディス・コーツ経由

Channeler: Judith Coates
Tuesday, 7 June, 2011 

最愛なる皆さん、時に属する世代の皆さんのために、今までは世代的な考え方、古い考

え方が集合意識を引き止めてきました。“これこそわたし達一族がいつも行っていたや
り方だ、これこそわたし達一族がいつも確認してきたものだ。”そしてその結果、矮小
化された者達がその教えと伴に育て上げられてきました。時に、それは明快な教えでし

たが、しかし数多くの時代で、それは識閾下に、潜在意識に訴えるだけの教えでした。

皆さんはまず、古い習慣的な方法で反応します。今、既に皆さんは受け入れるようにな

る可能性を拡大しているため、今現われている問題に対処する別の方法の可能性を持っ

ていて、そのこ とを皆さんは理解し始めます。皆さんは、こう口にします。“もしかす
ると、このすべてから何か素晴らしいもの現われるかもしれない、もしかすると、わた

しは別のやり方でそれを確認できるかもしれない。”

皆さんの世界は、10代に良く似た、認識することにとても飢えている、成長期の苦し
みを 経験しています。“自分は誰なんだ？　自分は何者なんだ？　自分は何処から来た
んだ？　自分は何処へ行こうとしているんだ？　今ここで何が起っているんだ？”何事
に対しても疑問を抱き、何事に対しても反抗しいている10代の若者に良く似て、すべて
の創造を経験する新たな方法を模索しています。

穏やかな世界を、人々が本当にお互いを確認できる世界を思い描くために、毎日僅かな

時間を割くことを許してください。朝、皆さんが服を着る時に、友達のことを思い浮

かべ、友達に愛を送ってください。次に、もしかすると世界の反対側にいる誰かを思い



かべ、友達に愛を送ってください。次に、もしかすると世界の反対側にいる誰かを思い

浮かべて、その人々にその人々が誰かという承認を送ってください。言葉にすると、キ

リストの子供達です。人々は皆さんと同じものを必要とし、また望んできたことを、認

識してください。

皆さんの友人達との相互の交信では、皆さんの話し方はゆっくりとしたものにしてくだ

さい。皆さんはしばしば、何処かに辿り着くために、何かをするために、皆さんが感じ

ているものすべてを表現するために、そして他の個人が何かを伝えて皆さんの話を遮る

前にできればそれを打ち明けようとして、慌てています。その結果、皆さん は本当に
それを早く口にしなければならなくなり、他の人は皆さんの言葉を聞き取ることができ

ません。何故なら、人々はこう考えているからです。“答えよう としても、わたしはど
うしたらこの速さに合わせることができるんだろう？”

しかしながら、もしも皆さんが愛を込めてゆっくりとはっきりと 話すようになれば、
人々は立ち止まって呼吸をする時間が取れるようになるでしょう。そしてその呼吸を

するたびに、奇蹟が起ります。それは、穏やかな空間 を、奇蹟が訪れるための空間を
許します。ですから、皆さんが誰かと話しをする時、皆さん自身に注意を払い、皆さん

自身がゆとりを持つことを許してくださ い。

皆さんは、自分は本当に興味を引き付ける返事を考え出さなければならないなどと、心

配しないでください。また皆さんは、飛び抜けて気 転が利いた警句や冗談を思い付か
なければならないなどと、心配しないでください。ゆっくりと、愛に満ちた今の状態に

集中してください。別の時にわたし達が 伝えたように、人々は立ち止まり、こう口に
するようになるでしょう。“どの頁に彼なり彼女なりが載ってるんだ？これはわたしが
この頁で読んだ記述じゃな い。我々はこの頁のために2秒しか許されていないんだ。そ
れはどの頁に載ってるんだ？”人々はちょっとした呼吸をするための時間を取る必要が
あります。そ して人々がそうする時、皆さんがそれを望むなら、そこには霊的な感応
、ある新たな視点のための空間が存在しています。

さて、人々は最初そ の手掛りをつかむことができないかもしれません。何故なら、お
そらく人々は先頭に立たねばという焦燥感や、命令を下すこと、あらゆる物事を誰か他

の人に委任することに慣れているからです。皆さんが何か異なることをしていることを

他の人々が気付くまでに、もしかすると数日かかるかもしれません。そして人々は こ



う怪しむかもしれません。“もしかすると、彼女は今朝、珈琲を飲んでなかったんじゃ
ないか、彼女はほんとうにゆっくりしてるんだから。”

それは遅くはありません。それは慎重なのであり、他の人に目を向け、人々を理解し、

人々が用いている言葉だけではなく、その言葉の背後にあるものを聴くため の空間を
許します。もしも人々がとても速く話さずに、大声で命令を下さないとすれば、この人

は不充分だと感じるでしょうか？　この人は成長期に人々は何より もまず自分達はそ
うならなければならないと教えられてきたのでしょうか？　そして、もしも何に対して

も大声で叫ばなければ、自分達は消え失せてしまうという不安でも感じているのでしょ

うか？

これが、この話しの冒頭で、識閾下や潜在意識に訴えるだけの教えという言葉でわたし

が伝えたかったことであり、それが起っていることに気付いていない場合でも、皆さん

が両親や仲間達と伴に成長している時に起っていることです。しかし、皆さんはそれを

反転さ せることができます。そして、それはさらに多くの楽しみとより少ない緊張状
態をもたらします。その日の終りを迎える時、皆さんは依然として何回分かの息の 余
力を残していることに気付きます。本当です！　ですから、それを試みて、それがどの

ように感じるか確認してみてください。その反応を確かめてください。

現在わたし達が数ヶ月の間伝え続けている皆さんの世界、その集団意識は進化を続けて

いて、変化を起こし、成長し、また目覚め続けています。そして10代の皆さんの集合意
識は、大規模な水準で、そしてまた個人的な水準においても、多少反抗的になろうとし

ています。

皆さんがそれをそのままの姿で受け入れる時、そして皆さんがそれを許す時、これは大

丈夫です。皆さんは反対の立場を取る必要はありません。皆さんは誰に対しても意見を

述べる必要はありません。皆さんが今まで10代の若者に意見をしようとしたことはあり
ませんか？　それはかなり困難な仕事です。実際のところ、それを行うのは不可能です

。若者は立ち去り、自分たち自身の旅を続け、そこで自分自身に気付くためにための行

動を起こさなければならず、皆さんからすれば回り道に見えるかもしれない特定の道を

試みます。しかし、若者はこう口にします。“嫌だ、自分はこの道を進んで行きたい。
だって、この道の先に何があるか知りたいんだ。”皆さんの世界も、同じようにこれを



経験しているところです。

皆さんは、決して誤った場所にいる訳ではありません。皆さんは 皆さんの魂の契約
に従って、いつも正しい場所に、正しい時に存在しています。ですから、翌日について

こころを煩わさないでください。“若者”がしていることについて心配しないでください
。皆さんは、アドレナリンを急騰させ、さらにそれを循環させる数多くの物語を経験し

ています。しかし、わたしは皆さんにこ う尋ねます。“皆さんがそれを自覚した後にな
っては、それはアドレナリンを急騰させたり、心配したり、断定的な判断を下したりす

るには古い嗜癖です。あるいは皆さんがそれを自覚した後、次に皆さん自身にこう尋ね

てください。‘これはわたしが住みたいと望んだ場所だろうか、ここはわたしのエネ
ルギーを設定し たい場所だろうか？’”

人々は皆さんにメッセージを送ることになるでしょう。そして最近では、以下のような

数多くのメッセージが届いてい ます。“これは起りつつあります、あれも起りつつあり
ます、あなたは食料を蓄えておいた方がいいですよ、あなたは大量の水と毛布を手元に

おいておいた方が いいですよ、あなたは安全な場所に居住した方がいいですよ、等々”
。

既にご存知のように、“彼ら”は生命のすべての組織を覆そうとしている、そして“彼ら”
はあなたを貧しくしようとしている、というメッセージもあります。誰も皆さんを貧し

くすることはできません。それは精神の状態です。皆 さんがその身体を皆さんに役立
たせる必要がある限り、皆さんはいつもその身体を大切にするだけのものは充分に手に

しているでしょう。皆さんはいつも、充分 なものを手にすることになるでしょう。

銀行預金の残高がゼロになったとしても、あるいは借金勘定になっているとしても、皆

さんはそれを切 り抜けることになるでしょう。誰も皆さんに、皆さんの身体を明け渡
せと要求することはなく、あるいは皆さんは銀行口座の結果からすると価値がないと言

うことも無く、あるいは、プラスチックの薄板があなたは残金ゼロか残高不足と言うこ

ともないでしょう。皆さんの自尊心は、既に皆さんが生まれた時に備わってい たもの
であり、それは神聖なものです。皆さんの自尊心は、創造の瞬間からいつも存在してき

たものです。



金貨の操作を支配しているように見 えるすべての者達は、自分達は人並み以上の力
を持っていると考えているのかもしれません。しかし皆さんはご存じでしょうか？　彼

らは気に病んでいて、自分達 が今まで上ってきた梯子の後ろに誰か居はしないかあれ
これ思いを巡らしながら、それに大量のエネルギーを費やしています。あるいは、自分

達がしばらくの間 戸棚に隠してきた秘密を誰かが教えないか、少しでも早く口に出す
か可能性がある誰に対して自分達が用心しなければならないかを考えて、気に病んでい

ます。 皆さんは、皆さんの人生がそうなることを望みますか？　皆さんはそれを経験
することができます。それはひとつの選択です。行き着く先は考え方の選択であり、

皆さんが皆さんの人生をどのように見るか、皆さんは皆さんの人生において何を経験し

たいのか、という問題になります。

さて、自分達は皆さんを支配する力を持っていると考えたがる人々が存在しています。

それは真実ではありません。皆さんは上手に思い描くことができて、それは事実である

ため、 正常に機能します。皆さんは泡の中に皆さん自身を入れることができます。そ
れは本当のことです。何故なら、それはオーラの黄金色に輝く白い光だからです。 皆
さん自身のために、皆さんが泡の中に下も上も周りもすべてを囲まれていること思い描

いてください。その泡の中に入ってくるものは、ただ皆さんが入ってくるように招いた

ものだけです。

そしてもしも皆さんが、否定的なメッセージや不安なメッセージが入ってくるように招

くとすれば、皆さんはしばらくの間それと戯れることができます。そしてその時、皆さ

んはそれを追い払い、こう口にします。“いいえ、もうおしまい。わたしは自分の泡が
もう少し大 きくなって、空っぽになった方がいい。さて、これから幸せな想いを招く
ことにしよう。”いつでも、皆さんのまわりの泡を、皆さんの光を、エネルギーを思い
描いてください。皆さんはそのエネルギーから、物質的な分子を創ります。そのエネ

ルギーは、いかなる時も、皆さんの周りに存在しています。

すべてはエネルギーです。すべてが意識によって、皆さん目覚めによって影響を受けて

います。目覚めてください。皆さんの意識、そして皆さんというエネルギー が、皆さ
んの目の前に現れているものを創り出しています。意識にエネルギーを加えると、具象

化になります。覚えやすいと思います。意識にエネルギーを加えると、物質化現象が起

ります。ですから、皆さんが例えどのようなものでもそれを具象化したければ、意識を



用いてください。皆さんが皆さんの世界がそうなるように望んでいる姿を思い描いてく

ださい。

わたし達の聖なる母地球もまた、いつも目覚め、移行し、動いています。皆さんは最近

、これを確 認しています。皆さんはこれが起ることを確認し続けることになるでし
ょう。地球は今、その通りに多少動きまわって筋肉を緩めていますが、これは続いて行

くでしょう。何故なら、地球は今まで何時もそうしているからです。新しいことではあ

りません。責め立てするものでもありません。

地球温暖化と呼ばれているものの結果がこれからも続いて行きますが、しかしそれは、

おそらく人類の一部を含めた特定の種を強制的に絶滅させようとしている者達が存在

していることが理由になって起っている訳ではありません。一部の悪者のために、今そ

れが起っている訳でもありません。それが起っているのは、わたし達の聖 なる母、地
球が約束を果たしてきて、これから通り抜けようとしている周期があるからです。

現在一見冷たく見える陸地は、直線的な時系列で 計算すると遥か遠い昔の熱帯性の気
候を要因として、その表層の下に石油資源が埋蔵されていることを皆さんは認識してい

ます。地球温暖化は、漸進的に進んで 行くでしょう。それは続いて行くでしょう。そ
してそれは怖れるべきことではありません。それは皆さんが罪の意識を感じることでも

ありません。

そうです、皆さんはそれに皆さんの機械的な手段、皆さんの製造工場のすべてを付け加

えていますが、しかしそれはひとつの大きな計画の一部であり、ひとつの周期性の一部

です。そしてわたし達の聖なる母地球の表層に、皆さんが今から百年、二百年、五百年

後として理解する間、これからも人々は暮らして行くことになるでしょう。その時、気

候は現在とは異なるものになって行くでしょう。種の一部は、しばらくの間は休暇を取

るようになるでしょう。しかしそういった種の神聖なる構想は、決して死ぬことはない

でしょう。その点を忘れないようにしてください。これはとても重要な部分です。

現在自分達の生息環境 を失っていると思われる種のために、皆さんができることをし
てください。何故なら、皆さんは思いやりの深い人々だからです。しかし、それぞれの

種の構想は 決して死ぬことはないことを忘れないでください。そして条件が整った時



、その種はふたたび現れることになるでしょう。皆さんは、その種が今何処から訪れて

いると考えていますか？　それはすべてひとつの周期であり、怖れるべきことではあり

ません。そしてまた、それは嘆き悲しむことでもありません。思いやりが深 くなれる
のが皆さんであり、皆さんができることを行うのも皆さんであり、そしてその後で、な

かなか消えない罪悪感をすべて解き放つのも皆さんです。

さて最愛なる皆さん、最後に、わたしは皆さんの霊的指導者のひとりによって提示され

た簡単な視覚化を皆さんと共有したいと思います。皆さんの未来の世界の知覚と現象化

に型を与えるために考案された瞑想があります。眼を柔和にして、内面の眼で見るよう

にしてください。

最初の視覚化は、関心が持たれているものになっているので、環境に関連するものにな

ります。ある方向に向って水晶のように透明な小川が流れているひとつの美しい牧草地

を思い描いてください。流れている水の側に腰を下ろしてください。その神聖なる発現

の中で、神聖なる時機の中で、あらゆるものが流れていることを認識してください。こ

の認識と伴に訪れる、その穏やかさを感じてください。皆さんは何もする必要はありま

せん。ただ許し、存在してください。皆さんの眼に映るものに感謝してください。太陽

、雲、雨、草原、生きとし生けるものすべてです。神聖なる流れを感じてください。皆

さん自身がその神聖なる流れの中に存在していることを理解してください。続いている

未来の環境の神性を信頼してください。この感覚を20秒、あるいはそれ以上持続させて
ください。

2番目の視覚化は、わたし達の聖なる母、地球上に生きているすべての生命体に関連す
るものになります。わたし達は、未来でその強い存続性を備えたひとつの完全な環境を

所有しています。未来に向かって続いてゆく生命体は、今、進化していて、皆さんがす

べての生命と仲良く一緒に暮らしている姿を思い描くようになるたびに、それは進化の

速度を速めるようになるでしょう。もしもお望みなら、わたし達の聖なる母地球を宇宙

から眺めてみてください。素晴らしい青い惑星を確認してください。そしてその惑星を

蟻塚として思い描いてください。蟻達が一体となって働いている姿を受け入れてくだ

さい。皆さんが蟻塚の蟻を確認している時、手際良く配慮し合いながら調和の取れた惑

星の上に存在している、その生命の姿を思い描いてください。この心象を20秒、あるい
はそれ以上持続させて ください。



3番目の視覚化として、皆さん自身がワシントンD.C.に、この地政学上の集団の本部に
向うことを許してください。もしも皆さんが他の国の人であれば、皆さんの国の主要な

政治的な首都の建物に向ってください。あらゆる調度品を運び出してください。何故

なら、皆さんの地政学上の集団の兄弟姉妹のすべてが、その中に入って行こうとしてい

るからです。必要とされるあらゆる大きさまで、それを広くしてくだい。かなり周辺に

位置する集団の中から現われる、政治的な指導者達、首脳達、軍部、政府、選出された

議員達を確認してください。

より密接に参加してくる2番目の集団の中には、事業家達、銀行家達、会社の所有者達
、そして最高経営責任者達、企業家達、大学教授達、医者達、医療介助者達、科学者達

等がいます。

そ の中心に、すべての国籍、地元の人々、移民達といった地政学的な集団の中で暮ら
しているすべての人々が存在している姿を思い描いてください。あらゆる人が今、お互

いを讃たえ、耳を傾け、理解し、配慮し、そして調和の中に存在するために、他の人々

の必要性や望みに目覚めようとしています。この視覚化で、皆さんは既にお互いにを讃

たえ、お互いに耳を傾けるという意思を言明しました。この視覚化を20秒の間、あるい
はそれ以上の間維持してください。

最愛なる皆さん、こうした視覚化から、そして皆さんが今後付け加える他の構想から、

皆さんの未来の世界が現われることになるでしょう。わたしの父の愛の教えを忘れない

でください。皆さんは、いつも父の永遠の腕の中で抱き締められています。熱心に倦む

ことなく、すべての現われ得る最高の世界をこころに描いてください。皆さんは、そう

なれる、そうなるだろうという皆さんの信念によって、皆さんの世界を創り出してい

ます。新たに思い描く皆さんの意欲によって、最良の世界が皆さんのものになります。

そうあらしめよ。

So be it.

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
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最愛なる皆さん、皆さんの世界の報道機関が皆さんに生々しい災害のニュースを報道す

る時、マスコミはそれが大好きなのですが、皆さん自身がその外見を確認することを許

してください。そうです、外見を否定することなく、もう少し良く見て、こう問い掛け

てみてください。“どのようにすればわたしはこれを違うように見ることができだろ
うか？　現在明らかになっているものを超えたものとは何だろうか？　どうすればこれ

を良い方向に結び付けられるだろうか？”

さて、それは人が自問するにはなかなかの問題であり、その答えは最も状況を明らかに

するものになります。何故なら、その答えは皆さんに、そしてもちろん兄弟姉妹達に、

生命には単なる身体以上に数多くの物事が存在していることを明らかにすることになる

からです。生命には単なる有形財以上のものが数多く存在しています。実際に、もしも

望むなら、皆さんの周りで感じることができる大切な人々のエネルギーが存在してい

ます。皆さんは故人と話をすることができ、また皆さんと伴にいる彼の存在感を認識す

ることができます。皆さんは故人と話をすることができ、また彼女が皆さんと伴にいて

、彼女が本当にとても幸せなことを認識することができます。それは新しい冒険に向う

際の話ですが、しかし皆さんを置き去りにしてその新しい冒険に向う訳ではありません

。何故なら、愛の絆が存在していれば、決してその絆は断ち切られることはないから

です。

ですから、人がその身体を解き放ち、前進を続ける時、愛の絆は依然としてそこに存在



しています。それは皆さんが実際に、愛というエネルギーの中で、生き、動き、皆さん

という存在を経験する場所です。その身体は、草原の中を走り、馬に乗り、山の頂きに

登り、渓谷を見下ろすのに最適です。その身体は人間関係のために最適ですが、しかし

それは生命のすべてではありません。

人生は愛のために存在しています。そして皆さんが愛するすべての人々に対して本当に

抱いている愛と触れ合うことを皆さん自身に許すほど、愛は皆さんが決意した時に皆さ

んが身体を解き放つことになる場所に向って成長します。皆さんが愛の中で生きてい

れば、身体を手放すことはたいしたことではありません。何故なら皆さんは実際に生命

が持続していることを認識しているからです。

皆さんは、その身体が始まりであり終わりではないことを認識しています。一時的に使

用するためのもの、楽しむためのものであり、身体で歓びを経験し、できる限り積極的

になるめのものですが、しかし次に、魂の水準で愛と光と生命それ自体の冒険に対して

より多くのものが存在するという感覚や認識を持った時に、それを手放すためのもので

もあります。

数多くの皆さんが、皆さんが前進を続けることを望む場所に差し掛かっているのかもし

れません。そこで皆さんは、こう認識することを望んでいます。“次の角の辺りには何
があるのだろうか？　今回の人生経験を上回る何を経験することができるだろうか？　

今以上のものが存在するだろうか？”　そしてそのため、皆さんは皆さんの友人達、皆
さんの愛する人々にお別れのさよならを告げて、そして皆さんは彼らと伴に暮らしま

すが、身体ではなく、意識の中で彼らと伴に暮らします。

皆さんは彼らの行いに注目し、彼らに話しかけます、“どうか嘆き悲しまないように。
悲しみに沈まないで、どうかわたし達が一緒に経験した素晴らしい冒険をすべて思い出

して。”

さて、その時分離していた自我がかなり急に彼らの状況に走り寄ってきて、こう告げる

ようになることをわたしは認識しています。“もしもおまえが愛する人と伴に過ごした
すばらしい時間を考えているなら、おまえは罪悪感を持つべきだ。おまえは、少なくと

もある程度の時間の間は、知り合いや、おまえと過ごし、おまえと話した彼らの経験の

喪失を感じるべきだ。”また分離していた自我は、こう伝えるかもしれません。“もしも



おまえが幸せなら、おまえは罪悪感を持つべきだ”

今まで前進を続けてきた故人は、より素晴らしい眺めの場所で暮らしていて、より大き

な光景を確認することができ、皆さんが悲しみを持つこと、自分達のためにこれ以上悲

しみに時を費やすことを望んでいません。分離していた自我は頻繁にこう口にすること

になるでしょう、“おまえがこの人物を本当に、本当に愛していたのなら、おまえは少
なくとも6ヶ月間、1年、6年、10年の間、もしかすると、今回の生涯の間中、この個人
に哀悼の意を示すべきだ”。

しかし、故人は皆さんがそうすることを望んでいません。その故人はこう伝えています

、“ほら、わたしは今でもここにいるよ。わたしはまだ生きている。わたしの声に耳を
傾けて。わたしは今でもあなたと一緒にここにいるんだけど”。それはわたしが毎日い
つも皆さんに送っているメッセージと同じものです：“ご覧なさい、わたしはいつも皆
さんと伴に存在しています”、そしてそれはその故人についても同じです。彼らは永遠
に皆さんと伴に存在します；皆さんはさらに、彼らと伴に他の生涯も旅していました。

ですから、皆さんが世界の活動に目を向けて、皆さんの報道機関がすべての皆さんにも

っともらしい災害を伝えている時、これは世界の活動であり、そうです、しかしさらに

それ以上のものが存在することを確認することを皆さん自身に許してください。それ以

上のものに目を向けてください。それ以上のものを感じてください。言い換えると、既

に身体を解き放った人に、“あなたは何処にいますか？わたしに話しかけてください。
わたしがあなたの存在感を認識することを許してください”、と問い掛けてください。

たとえ皆さんが懐疑的で、皆さんが“さて、それはただの訓練だ、ああ大丈夫、まあや
ってみよう、”と考えているとしても、何か奇跡的なことが、全体的に皆さんにとって
驚くべき何かが起ることになるでしょう。そして皆さんは、“それはわたしの愛した人
に違いない。わたしが愛した人からのものに違いない”、と口にすることになるでし
ょう。そしてその通り、皆さんは彼らが今でも皆さんと一緒に存在することを皆さん自

身のために立証します。

人々は、今までこれほど数多くの嵐、竜巻、暴風雨が発生してきた理由について質問し

ています。牡羊座として認識されている巨大な風が、このすべてを発生させている原因

になっているのでしょうか？　何故今回の洪水、大量の雨、集中豪雨が起っているの



でしょうか？　わたし達は箱舟を造り始める必要があるのでしょうか？　いいえ違い

ます。今現在数多くの嵐が発生している理由は、意識の内部で数々の嵐に注意を向け

ているからであり、その嵐が変化の到来を告げているという感覚が起っているからです

。

そうです、そういった自然現象は確かに変化の到来を予告していますが、しかしその嵐

にエネルギーを運び込んでいる意識が存在しています。皆さんがさらに多くの嵐を経験

する時、そこにはさらに多くの注目が集まり、それはより多くのエネルギーと同じで

あり、またより多くの現象化とも同じです。

ですから、わたしは皆さんに伝えますが、皆さん自身で穏やかな状態を視覚化するよう

、すぐに取り掛かってください。嵐の沈静化を視覚化してください。皆さんのエネルギ

ーを穏やかさや自然と呼ばれている神聖なる正しい秩序に向けてください。皆さんの巨

大な力を、皆さんの神聖なるその力を、嵐になるように思われるあらゆる物事の緩和を

実現させるために用いてください。

そうです、皆さんは穏やかな雨こそを必要としています。そうです、皆さんは大気を清

涼にする風こそを必要としています。皆さんは気象を決定することができます。ある人

々はこれを自分達自身や他の人々に対して証明してきました。そこでは予測されている

嵐の軌道が、皆さんの気象局によって取り除かれ、ある人々は、“いや、それはその強
度までにはならないだろう、この経路を進むことはないだろう”、と口にしていました
。彼らは嵐の沈静化とそのエネルギーの方向転換を視覚化していたため、嵐は従うし

かない状態になっています。

皆さんは熟達者であり、皆さんが経験するあらゆる物事を、その経験がここにあるかど

うか、皆さんの目の前にあるかどうかにかかわらず、あるいは皆さんが皆さんの世界の

報道機関でそれを耳にしているかどうかにかかわらず、その物事を創り出しています。

それが皆さんの意識に現われる限り皆さんはそれを創り出していて、もしも皆さんがそ

れを創り出しているのであれば、皆さんはそれを変化させることがでます。皆さんがど

れほど力強い存在であるか、それが明らかにしています。

今現在、報道機関は皆さんに嵐のニュースを伝えているため、とても幸せです。気象関



係の人々もとても幸せです。何故なら、彼らは注目の的になっていて、誰もが彼らの予

測を必要としているからです。そして皆さんは劇的状況が大好きなため、彼らは無意識

の内に激烈な状況に向けてさらにエネルギーを注ぎ込んでいます。

皆さん自身のニュースを所定の位置に配してください。嵐を鎮めることを皆さん自身

に許してください。人々が皆さんに予測を告げる時、そのすべは可能性です。もしも皆

さんがそれに少しのエネルギーを与えると、それは蓋然性になりますが、しかし、皆さ

んが100分の1匹の猿症候群と呼ぶものが存在するまでは、集団意識内のエネルギーがそ
れを現象化するまでは、それは現象化することはありません。

皆さんがそれに穏やかなエネルギーを注ぐ時、皆さんは劇的状況を生み出している他の

幾つかのエネルギーを中立化していて、それがもう少し混沌とした状況を引き起こす可

能性を持っていたエネルギーを減少させます。皆さんは力強い存在です。皆さんはどこ

でもどのような嵐でも鎮めることができます。それが皆さんの意識に現われる時、その

嵐を鎮めることを皆さん自身に許し、深呼吸をしてこう告げてください。“違う、これ
はそうなる必要はない。この嵐の中に存在しているエネルギーは減少させることができ

る”。そして皆さんは皆さんの穏やかさをその嵐に注ぎ込みます。

それが嵐のエネルギーを変化させ、減少させることになるでしょう。わたしが既に伝え

たように、皆さんはその嵐の方向さえ変化させることができます。これは人々のために

潜在意識上でも行われています。それは最近潜在意識の水準上で人々に起っていて、そ

こでは竜巻が彼らに近付いてくるのを目の当たりにして、次に彼らの頭上を超えて行き

ました。竜巻は進行方向を変えました。竜巻は彼らを襲うことはありませんでしたが、

しかし別の進路を進みました。

ですから、皆さんが嵐について耳にする時、嵐に皆さんの穏やかさを送ってください

。わたし達は以前、皆さんが皆さんのエネルギーを利用して現在起っているあらゆる物

事を穏やかにすることができる方法を伝えました。外見上心的外傷になるような、どう

ような人間関係においても、皆さんはその穏やかさというエネルギーをそれに運び入

れて、それを鎮めることができます。穏やかさ、それを皆さんの試金石に、皆さんのコ

ード名にしてください。

雨を許してください。何故なら、それは必要なものだからです。風を許してください。



何故なら、それは必要なものだからです。河が氾濫することを許してください。何故

なら、それは必要なものですが、しかし現象化する際には穏やかなものにしてください

。それを試みてください。皆さんは既にそれが可能性であることを承認しています。皆

さんは既にそれが蓋然性に、もしかすると確率を備えたものになり得ることを、それが

起るかもしれないことを承認しています。

それを試してください。皆さんは神のように力強い存在であり、皆さんはこうした出来

事を生じさせて皆さんの力を試します。皆さんは犠牲者ではありません。皆さんは皆さ

ん自身に対する絶好の機会を実現しています。

深呼吸をして、こう口にしてください、“なるほど、ヨシュアが言っている、等々”、そ
してそれを試してください。皆さんは、皆さんの人生の中で発生しているあらゆる物事

に影響を及ぼすことができます。それを試してください。嵐で確認してみてください。

嵐は始めるためには良い機会になります。予測されているものに皆さんがどれほど影響

を与えることができるか、確認してください。何故なら、それは単なる‘前もって告げ
られていること’であり、人はこれを予言として用いていますが、しかしそれは、これ
から実現するものを意味している訳ではありません。ですから、皆さんが穏やかに存在

することを皆さん自身に許してください。

さて、皆さんは物語が好きですか？　そうです。わたし達はひとつの物語を経験するこ

とになるでしょう。それは皆さんの世界の聖書に記述されていて、それはその要点を効

果的に伝えるためにわたしが時々物語を使って実際に話したものです。物語とはとても

素晴らしいものです。物語には耳を傾ける楽しさがあり、数多くの水準で要点を強調し

てくれます。

さて、すべての良い物語は“昔々”で始まります。昔々、羊飼いの家族として生まれた赤
ん坊の男の子がいました。その羊飼いとその妻は、この赤ん坊の男の子が大好きでした

。二人は誰か羊の世話を手伝ってくれ、羊を育て、愛し、面倒を見て、自分達が経験し

てきたように生命に対する同じ愛を持っている存在をとても望んでいました。

それでその赤ん坊が生まれた時、とても大きな歓びに包まれました。何故なら、その羊

飼いとその妻は何年もの間子供を持つことを望んでいて、今、二人は最も深い願いを実

現させたからです。そのため、二人の親戚の中では、もちろん叔母達や叔父達もいて、



素晴らしい歓びと大きな愛が湧き起こりました。

叔母のひとりは、この子供は本当に天からの授かり物だと知って、この素晴らしい出来

事に対してお祝いをするために、両親に是非ひとつの贈り物を贈ろうと思いました。そ

れで、叔母は皆さんが毛布とでも呼びたいようなものを、赤ん坊の毛布を縫い合わせ

ました。この時代では頻繁に、人々が生まれた時に特別な赤ん坊の毛布を贈るのが習慣

になっていました。ですから、叔母はその赤ん坊のために毛布を縫い合わせました。

叔母は赤ん坊のミカエルのために、多彩な色を備えた綺麗な毛布になるように、数多く

の異なった材料の切れ端から特別な毛布を作りました。ミカエルはこの毛布が大好き

でした。ひとりの赤ん坊として、ミカエルはその毛布に包まれて、温まりました。

彼が成長する時、彼はいつもその赤ん坊の毛布を使っていました。彼は、彼が何処へ行

くにしてもその毛布を引き摺っていました。何故なら、それは彼のお気に入りの持ち

物だったからです。さて、彼は多くの持ち物を持たず、また多くの持ち物は必要としま

せんでしたが、しかしこの一枚の毛布がとても大切なものであり、そのため彼は何処へ

行くにしても、自分の肩に掛けるか、自分の後ろの埃を拭うようにしてその毛布を引

き摺って行きました。それは彼の最愛のお気に入りでした。

彼が成長して背が少し高くなった時、彼はその毛布をマントとして使いました。彼は風

が吹いて埃が舞い上がっている時、自分の肩の周りにそれを引っ掛けようとしました。

時々、埃が口や目の中に入るのを防ぐために、その毛布で顔の周りを覆いました。夜、

羊と一緒に横になる時には、自分自身をその毛布で包んで暖を取りました。時々、もし

も母親を失くしていたり、病気で苦しんでいたりする赤ん坊の羊がいれば、彼はその赤

ん坊の羊をその毛布で包みました。その毛布の中は多くの愛に満ちていました。

彼がひとりの男性に成長した時、かれは自分のマントとしてその毛布を着用しました。

いつも、皆さんがミカエルを確認する時は必ず、彼は自分と一緒にそのマントを着用し

ていました。彼は多彩な色のマントを着用したミカエルとして認識されていました。何

故なら、彼はいつもそのマントを着用していたからです。

やがて彼の母親と父親が彼に別れを告げ、皆さんがそう呼ぶように、この世を去りま



した。そして彼は羊飼いの首領になりました。彼は結婚し、彼自身の子供達を持ち、同

じように多彩な色をしたマントの中に彼の子供達を包もうとしました。そして時間と

伴に、そのマントは少し使い古しに見えるようになりました。最愛のマントでしたが、

かなり使い古されていました。彼はそれを手に取り、何度も上下にはたき、その埃を

払い、もう一度自分自身をそのマントで包みました。

彼は十代の若者になっていたので、そしてその後になってさえ、彼の友人の何人からは

彼をからかいました。それは優しいからかいでした。何故なら、友人達は、自分達が何

を言ってもミカエルは変わることがなく、彼は今まで通りそれを愛し続け、使い続ける

ことを理解していたからです。彼にとって、その外見がどのように見えたとしても問題

ではありませんでした。

この物語の要点はとても単純なものです。皆さんは外見を観察し、ひとつのことを確認

することができますが、しかしもしも皆さんがもう少し深く見れば、より多くの意味を

理解することができます。皆さんは本当に起こっていることを識別することができます

。外見で判断しないでください。皆さん自身が多彩な色のマントを着用したミカエルを

思い出すことを許してください。

愛に属するものは、決して皆さんを放置することはありません。それは故人にとっても

真実です。もしかすると皆さんが長い間所有してきたかもしれないマントにとっても真

実です。皆さん自身がそのエネルギーを感じることを許してください。

今世界で起っていることの状況に目を向け、次にその状況から一歩離れてください。も

しかすると、象徴的にその情景に多少の振動を与えて、そこからその古い考え方、古い

埃を取り除いて、今世界で起っているものに新たに目を向けているのかもしれません。

外見で判断しないでください。しかし、もしも皆さんが判断を下さなければならないの

であれば、正しい使用法で、言い換えれば、その中に含まれている愛によって、判断し

てください。それを踏まえて、皆さんとわたしは伴に、離れ離れではないのですから、

この時期に地球を歩んでいる愛というマントとして存在していることを認識してくだ

さい。わたし達はわたし達のマントを、わたし達の両腕を、その外見がどのようなもの

であれ、他の人々の周りに広めています。ある人々は明るい色の肌を備え、ある人々は

濃い色の肌を備え、ある人々は赤い色の肌を備え、ある人々は黄色い肌を備えています



。ある人々はその頭の上に多くの髪の毛を持っています。他の人々は頭の毛が少々薄

くなっています。ある人々は背が高く、ある人々は背が低く、ある人々は太っていて、

ある人々は痩せています。

外見で判断するのではなく、キリストの愛によって判断してください。実際にわたし達

の姿である愛というマントとして、わたし達は人々の周りで、精神的に、エネルギー的

にわたし達の両腕を包むことになるでしょう。そして人々にこう伝えます。“皆さんは
非常に愛されています。”

そうあらしめよ。

So be it.

ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

ジュディスを通した表現として

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith

Copyright © 2011 Oakbridge University. Oakbridge material is copyrighted but free to anyone who
wants to use it as long as proper credit is listed, including our website address www.oakbridge.org.
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移行に対する準備（上）

移行に対する準備
Preparation for the Shift 

13 September 2011 - 12:57pm

ジュディス・コーツ経由

Channeler: Judith Coates 
Thursday, 1 September, 2011 (posted 13 September, 2011) 

最愛なる者、あなたは、道を整えるために前もって現れ、集団の意識に巨大な移行が起

ると今まで予言されまた預言されてきたものを今この場に存在させるために、遠い昔に

自ら進んでこの時代に転生することを申し出た人々の中の一人です。その移行はあなた

が祈ってきたものであり、あなたが思い描いてきたものであり、またあなたが仲間達に

、耳を傾けようとしている人々に、語ってきたものです。

あなたは今まで何度も熟達者として存在してきました。村の賢婦人として認められてき

た生涯を何度も経験し、他の次元と接触する方法を認識していた賢い修道僧も経験しま

した。あなたはひとつの新しい意識を誕生させる支援をしていた者として存在してきま

した。物質的な存在だけではなく、新しい意識を誕生させています。ですから、もうい

ちどあなたはこの世界で兄弟姉 妹達を意識の移行のための準備に導くことになります
。

預言されていたように、皆さんの時間の取り方でこれからの15ヶ月間に、多大なる変化
が起ることになり、その多くは皆さんとってかなり異なるものに映るでしょう。皆さん

はこの時期を振り返り、“どうしてこのような変化が起ることができたのか？”、と驚く
でしょう。今、皆さんは過去10年を、過去2年を、そして4、50年前さえ遡って振り返
る時、皆さんは集団意識の考え方が変化したことを確認できます。

皆さんの世界の時間の測り方でこれからの15ヶ月の内に、過去50年間に起った変化と同
じような大幅な変化が起ることになるでしょう。ですから、文字通り、驚きの余り狼狽



じような大幅な変化が起ることになるでしょう。ですから、文字通り、驚きの余り狼狽

しないでください。何故なら、これから日々大幅に飛躍的な理解の向上が起るからです

。人々は自分達の重圧を取り除く準備を整えています。人々は平和のための準備を整え

ています。人々は愛を認識する準備を整え、また引き上げられている関係性を認識する

準備を整えています。彼らは今まで癒しを求めて大きな声で叫んできました。世界が彼

らに示唆した困難、仲間や両親やさらに友人達まで彼らに“人生とはそんなものだ”と伝
えた困難に対して、彼らは、人生はそれほど困難なものではないことを理解するための

答えを求めて、大声で叫んできました。

今、移行のための準備に関して言えば、実際のところ皆さんは既に大幅に準備を整えて

きました。皆さんは朝目覚めて、日中に奇跡を確認することを求めてきました。 皆さ
んは人生の発展的な部分を認識することを求め、皆さんの人生の中に存在しているもの

に対して感謝してきました。すべての自然、すべての仲間達、すべて の書籍、皆さん
が招かれたすべての集い等です。皆さんは今、たとえ最初はそれが少々奇異に思われる

かもしれないとしても、起っているすべての出来事に感謝していることに気付いてい

ます。

しかし皆さんは、あらゆる物事が一体となって働いていることに気付いています。今ま

でわたしが皆さんにほんとうに長い間伝えてきたように、あらゆる物事が一体性の実現

のために一丸となって働いています。何故なら事実通り、ただ一体性だけが存在してい

るからです。皆さんが把握しているあらゆる物事が皆さんです。何故なら、皆さんがそ

れを生み出しているからです。それは何処に存在しているのでしょうか？

皆さん自身に尋ねてください。あらゆる物事は本当にどこに存在していますか？　皆さ

んの知覚で、皆さんの知的な精神作用で、皆さんが確認しているものです。皆さんは、

皆さんが可能であると考えているものを投影しています。皆さんはそれを外部世界に投

影し、その時皆さんはそれを確認しています。何故なら、それは 皆さんのところに戻
ってくる鏡の中に存在しているからです。そして皆さんは、“大丈夫、それは現実に違
いない、何故なら、わたしはそれを確認しているから”、と口にします。しかし、実の
ところ、皆さんはまず考えを抱き、それを外部世界に投影しています。

ですから皆さんが今まで変化してきたように、そして皆さんが今経験しているように、

それは朝、皆さんが最初に目覚めた時、一日を通して、もしかすると皆さんは違う物事



の見方ができるかもしれない、ということを認めるようになるからです。皆さんは皆さ

んの知覚を変化させています。皆さんは今、皆さんの世界を、皆さんの周りの世界を変

化させています。何故なら、皆さんは存在する可能性を持った異なる心象を投影してい

るからです。

朝、自分に合うかどうかそれを試着してみてください。皆さんが最初に目覚めた時、“
わたしは今日、奇跡を確認する。わたしは幸せ、明るさを確認する。わたしは同じ光の

空間に存在することを望んでいる仲間を確認する”、と口にしてください。皆さんは、
皆さんがある種の発想を維持している姿、物事が奇跡的に上手く納まっている姿、物事

がそれ自体で完全な時期に起っている姿に気付くでしょう。そして皆さんは、“ほら、
それは本当にすごい、自分の好みに合っている”、と口にします。余りに頻繁に、皆さ
んが求めていることが皆さんのところに現れるため、注意してください。

日々のちょっとした微妙な差異に注意してください。何故なら、日々奇跡が起っている

からです。皆さんは奇跡を確認することに決めているため、奇跡は起るしかありません

。皆さんが奇跡を期待しているため、奇跡は起るしかありません。 この移行に対する
準備において、期待こそが第一級の構成要素になります。“わたしは今日奇跡を確認す
ることを期待でいる。わたしは今日光を確認することを 期待している。わたしは笑い
声を聞き、歓びを感じることを期待している”。

皆さんの期待を前向きな状態に維持してください。そしてそれが、皆さんがその日に見

つけ出すものになります。期待、見込みです。皆さんがこれから確認するものは、皆さ

んが今期待しているものです。それは皆さんの前に現れようとしています。今、わた

しは、皆さんが長い間泥沼の世界状況に囚われてきたことを認識しています。さらにそ

こで奇跡が起ることを目の当たりにすることを期待してください。他の人々が、本当に

自分達が自分達の人生を変えることができることに気付く姿を目の当たりにすることを

、期待してください。

この世界が数多くの人々が苦悩している場所として語られていることを、わたしは認識

しています。皆さんは今までその姿を投影してきました。何故なら、その姿は、世界は

そうでなければならないと皆さんが教えられてきた、古い世代の考え方になっていたか

らです。その状況が皆さんところに現れる時、そしてそれはそ うなりますが、こう口



にしてください。“違う、それは今わたしが期待しているものではない。それは古い世
代の考え方であり、両親がそう期待したため、わた しが無意識の内に自分で受け入れ
て確認することを期待してきたものだ。”

皆さんと一緒に育ってきた兄弟や姉妹達、皆さんの仲間達にとって、それはまた彼らが

確認することを期待してきたものです。そしてそのため、彼らはそれを確認しています

。しかし、皆さんは新しい空間に移動していて、皆さんと関係を持っている兄弟や姉妹

達もまた新しい空間に移動しています。彼らが新しい空間に移動することを期待してく

ださい。何故なら、彼らは本当に移動しているからです。彼らは変化するために、ちょ

うどその指を鳴らす小さな音の合図を待っているところです。

皆さんは、良い出来事を期待することの力を彼らに伝えることができます。皆さんは、

何十年か前にある諺を持っていました。それは車のバンパーのステッカーにさえなって

いました：奇跡を待ち望む。そして皆さんの座右の銘として、日々その諺を選択してく

ださい。奇跡を待ち望んでください。そしてもしも皆さんが奇跡を望めば、皆さんはそ

れを 詳しく説明することができます。“わたしは金貨の残高とわたしが行っている仕事
の量に関して奇跡を待ち望んでいる”。そして皆さんは、皆さんがそれを確認すること
を求め、そして皆さんの期待によってそれが起ることになるため、それが現れることを

確認するようになるでしょう。

事実通り、ただ 一体性が存在しているだけです。皆さんはそれを見付けています。皆
さんは数多くのものを確認するように教えられていたため、皆さんは兄弟や姉妹達を確

認します。皆さんはこの信念を外部世界に投影します。しかし本当に、皆さんは多数と

して現れている一体性として存在しています。そしてそれ自体の中に、奇跡が存在して

います。それは皆さんが期待できるものであり、皆さんは何百人、何千人、あるいはそ

れ以上の個人を、わたし達の神聖な母なる地球上の数多くの個人 達を、表面的に確認
しています。

しかししばらくの間立ち止まり、皆さん自身に尋ねてください。“その考え方はどこか
ら現れているのか？　なるほど、それは、この世界に居住している数多くの人々が存在

しているというわたしの信念から現れている。もしかするとわたしはこれを違うように

見ることができるかもしれない。もしかすると、ただわたし達という一体性だけが存在



しているのかもしれない。もしかすると、わたしというわたし達だけが存在している

のかもしれない”。わたし達は、わたし達という言葉と連動し始めます。何故なら、皆
さんはすべての人々と結び付けられているからです。それは、皆さんは多数の人々とい

う考え方を信じているため皆さんがまだ会っていない人達です。

ですから、“わたし達”に働きかけてください。わたし達は穏や かさを感じます。わた
し達は幸せを感じます。わたし達は啓発されています。そして皆さんはその時、知的な

精神作用が皆さんに多数という概念を明らかにして いることを皆さんが理解し始める
場所に進みます。何故なら、皆さんは多数の人々が存在していると教えられてきたから

です。しかし、おそらくそれはすべて、 一体性の投影に過ぎないものです。しばらく
その発想と戯れて、皆さんがどれほど力強い存在であるかを確認してください。

皆さんがどれ程力 強い存在であるか、皆さんがどれほど創造的か、皆さんがどのよう
にして皆さんの世界の中に、皆さんの経験の中に存在しているあらゆる物事を創り出し

ている か、わたしはそれについて何年もの間皆さんに伝えてきました。皆さんはあら
ゆる物事を創り出します。そしてもしも皆さんがそれを創り出すのであれば、それは最

初どこから始まっているのでしょうか？　それは皆さんの精神の中で始まっています。

ですから、皆さんは物事が異なるものになって行くことを期待し始めています。物事は

簡単になっています。“わたしはわたしが必要としているあらゆる物事を経験しようと
しています。”

皆さんの本来の姿である、ひとつの創造手的な精神としての皆さんは、いつも皆さんに

配慮しています。たとえ皆さんがわたしに呼び掛けてわたしが皆さんのために奇跡を

起こすこと になるとしても、皆さんはそれに頼ることができます。わたしは奇跡を起
こすことになりますが、しかしそれは事実通りそうさせる皆さんの信念です。しかし、

もしも皆さんが皆さんのためにわたしがちょっとした奇跡を起すことを望んでいるなら

、それもまた大丈夫です。わたしは喜んでそうします。それは簡単なことです。

皆さんの力を理解し始めてください。皆さんがどれほど輝いているか、世界中のあらゆ

る物事、皆さんの世界のあらゆる物事がどれほど 輝いて存在することができるか、理
解することを始めてください。それは皆さんが光を投影しているからであり、皆さんが

光を感じているからです。肉体的な軽快さ、そうです。それ以上の情緒的な軽快さ、



そして、“わたしは兄弟姉妹たちを期待している。多数として現れている一体性を理解
しているため、わたしは兄弟姉妹たちが光に向かって進んでいるのを確認することを待

ち望んでいる。わたしは依然として多数として現れている一体性を確認しているため、

わたしは人々が光に向かって進むことを期待している”、と語る意味を理解してくだ
さい。

皆さんが期待に働きかけるため、皆さんが変化している信念に働きかけるため、それは

力強いものになります。わたしが皆さんにこれからの15ヶ月間の内に皆さんはかなり異
なる場所に存在していると伝えることができるのは、これがその理由です。皆さんは世

界の本来の姿を投影しているという理由から、皆さんはとても異なる次元の中で皆さん

の世界を確認するようになります。

ここで、わたしがちょうど伝えてきたものを受けて、皆さん自身が罪悪感に駆られて、

“他の国々の人々は、彼らが苦悩しているというわたしの信念のために、今苦悩して
いる。わたしは罪を犯した”、と口にしないようにしてください。違います。皆さんは
そうではありません。そして彼らもそうではありません。実際には、彼らは苦悩してい

ません。“大変だ、何ということだ。わたしの国の新しいマスコミが、混乱が起って
いる、暴動が起っている、軍が身の毛のよだつことをしている、と伝えている。どうし

てそれが真実だと言えるんだ？”

実際には、彼らが苦悩していると皆さんが信じる場合を除いて、彼らは苦悩 していま
せん。もしも皆さんが、彼らは平和になろうとしていると信じ、期待したとすればどう

でしょうか。それは起る可能性があります。起る可能性があるというだけではなく、そ

れは起ることになるでしょう。わたし達が何度も繰り返し伝えてきたように、皆さんは

ひとつの創造の原理の延長線上に存在しているため、それは起らなければならないもの

です。皆さんは皆さんの生命の中で、あらゆる物事を創り出しています。これが、皆さ

んがこれほど力強い理由です。

精神はそれを取り込むことができません。精神はそれと協力し、それと戯れ、それを周

りの人々に投げ、それに対するあらゆる異議を見付けることはできます。しかし皆さん

がこころと期待という感覚に働きかける時、次に皆さんは真実に向かいます。日々皆さ

んの経験の中に現れる愛すべきあらゆる物事に働きかけてください。それを愛し、それ



を感謝し、そして事実通り皆さんは贈り物としてそれをその場に置いたことを認識して

ください。

分断された自我が何 度も繰り返し、“ほう、結構な贈り物だ”、と語り、そして驚
いて、“おまえはこの贈り物をどうしようとしてるんだ？”と口にしてきたことをわたし
は認識しています。しかし、あらゆる物事が贈り物です。それは今まで皆さんをこの場

所に導いてきました。そして今、皆さんはその場で、多数として現れているものと

して、依然としてそういった信念が存在しているものとして、事実通りただ一体性だけ

が存在していることを聞くことができる状態になっています。そして皆さ んの移行の
準備の中で皆さんがそれを変化させている姿は、物事が違ったものになって行くことを

期待しながら、また皆さんが皆さんの人生のあらゆる物事を愛するように期待しながら

、期待と愛に溢れています。

何と大量の指令でしょうか。それは大量の指令に見えますが、しかし皆さんは既に、“
わたしはこの事実の中に良き物事を確認したい。わたしは進んでこの事実のなかによき

物事を確認します”、と口にする空間に向けて大きな一歩を踏み出しています。皆さん
は既に大幅な進歩を遂げています。ですから、分断された自我が皆さんに、“それは余
りに困難な指令で、わたしはそんなことはできない、わたしはあらゆる物事を愛するこ

とはできないし、あらゆる物事を祝福と考えることはできない”、と伝えようとする時
、皆さんは分断された自我にただこう言い返してください。“ちょっと、わたしはそれ
をやってきた。あなたは何処へ行っていたんだ？　あなたは気付かなかった。わたしは

既にあらゆる物事に対する莫大な感謝の 空間に移動していて、わたしはわたしが視界
から消えていることは分かっている。”



移行に対する準備（下）

皆 さんが確認しているあらゆる物事を愛しながら、皆さんが確認しているあらゆる人
を愛しながら、働きかけてください。皆さん自身を愛しながら、働きかけ、戯 れて、
経験してください。何故なら、皆さんは創造する者になっているからです。わたし達が

繰り返し何度も伝えてきたように皆さんは熟達者であり、そして皆 さんは今までその
言葉を聞いてきて、皆さんはこう口にしました。“まあともかく、それでいいでしょう
。しかし何故わたしは自分の人生でこのすべての肥しを 経験しなければならない
のか？”　その通り、それは皆さ んが成長を望んでいるからであり、皆さんはそう望み
ました。

皆 さんが皆さんの人生の中で確認しているものに対する感謝に働きかけて、その感謝
を皆さん自身の故郷に、愛情溢れる自分に、連れ戻してください。そしてこう 口にし
てください。“ほら、ご覧の通り、わたしが今回の生涯で実際に良い仕事をしてきた。
わたしは数多くの困難な課題を、世界的な課題をやり遂げた。そし てわたしはその中
に素晴らしいものを確認できた。おそらく直ぐにとはいかな いけど、しかし後でわた
しはその中に存在する良いものを確認することができると思う”。何故なら、皆さんが
その只中に在って皆さんが癒すことができるとは 考えていなかった時に、特に人間関
係において、事実通り皆さんは数多くの領域で癒しを許してきたからです。

で すから、その時皆さんは感謝の場所に生きています。皆さんは、“やった、今まで神
聖なる計画が存在していたに違いない、うーん”、と口にする場所に生きて います。そ
してその時、皆さ んはさらに一歩近付いていて、皆さんは、“今回のことを振り返り、
その中に癒しを確認することができるようになっているわたしの未来の自分について、

わた しはひとつの考えを持っていたはずだ”、と口にします。何故なら、皆さんはあら
ゆる瞬間に、ひとつの概念として、未来の自己を理解する可能性を持ったもの を経験
しているからです。

しばらくの間、その経験と戯れてください。皆さんの未来の自分になって戯れてくだ

さい。“未来の自己って何 だ？”－そしてそれは翌日のようであり、あるいは翌年や10
年後のようなものかもしれません－“わたしの未来の自己は何をしようとしているのか
？　わたしは どこに向かおうとしているのか？　わたしは何をしたいのか？　わたし
は何を創り出すことができるのか？”



そ れは力強いものであり、そしてそれ は皆さんが今もたらしている移行のための準備
の一部になっています。自分を愛すること、皆さんの人生のあらゆる物事に感謝する

こと、あらゆる物事を奇跡と して理解すること、未来の自己を期待できることです。
そして、“自分よ、お前はわたしが今経験していることをどうやって理解するんだ？”、
と口にしてくだ さい。

で きれば12カ月でそれを実現してください。皆さんは12カ月の内に何処まで進もうと
していますか？　分断された自我は、“まあいいや、わたいしは知らな い”、と口にし
ます。その通り、分断された自我は認識していません。しかし皆さんの未来の自分はそ

れを認識し、この神感においてさえ存在し、そして皆さん はそれに接近することを待
ち望むことによってそれに接近することができます。

期 待の理解が皆さんの人生を変容させます。それは預言されてきた移行を速めます。
皆さんは預言を信じ、皆さんは何か大きな出来事が起ころうとしているのを認 識して
います。何故なら、それは今ま で本当に数多くの人々によって預言されてきたらか
です。したがって、それは現実になるはずです。もちろん、本当に数多くの人々は皆さ

んの信念の投影です が、しかしそれはこう伝えている皆さんのひとつの神聖なる根源
から現れています。“今がその時だ。今が、ひとつの自己を、ひとつの創造的なエネ
ルギーを、 そして今まで多数として現れていた‘わたし達のわたし達’という一体となっ
た存在を認識する時だ”。

“わ たし達はほんとうに上手くやって いる。わたし達は奇跡を生み出している。うおー
、ほら、ご覧の通り、ほんとうに素晴らしい。わたしは仲間に自慢できる。知っての

通り、わたし達は本当に変 化を生み出している”、－そして、それは事実です。です
から、皆さんはこれを仲間に伝えることができます。仲間の一部はそれを理解し、それ

を嬉しく思うこ とでしょう。別の人々は、“んー、それはかなり奇妙だ”、と口にし
ます。しかしそれで十分です。皆さんはおそらくちょっとした反響を経験するために

その ような状況を創り出してきました。そして皆さんはやがて皆さんと同じ共鳴の中
に存在している人々だけ生み出して行くことになります。何故なら、皆さんの信 念と
皆さんの投影が皆さんにただ調和だけを明らかにするようになるからです。



皆さんはこころの中でそれを感じることができます。知的な精神作用は時に多少それに

ついて問題を経験しますが、しかしこころは認識しています。こころは愛を、一体性を

感じます。そしてその時、こころは精神に物事をそうではなく理解するように導きます

。

こ のメッセージを呼んでいる皆さんは、皆さんが極めて重要な教師として存在するこ
とを、そして皆さんがその人生のなかで確認しているものを投影していること を認識
している人々になることを求めてきました。皆さんは、皆さんがその力を選択しようと

することに、そして皆さんは多数に見える人々の中の種としてそれ を広めようとする
ことに同意してきた人々として存在しています。そして皆さんは人々を愛そうとしてい

ます。何故なら、皆さんの人生の中に存在している人々 を創り出してきたからです。

皆 さんは、おそらく大声ではなく、“すごい”、と口にしようとしています。“わたしは
あなた達を創り出してきた。わたしはあなた達を生命の延長として理解し ている。わ
たしはあなた達を身体で理解している。わたしはあなた達が人生を経験していることを

理解している。わたしは一瞬毎にあなた達を創り出している。 実施に、分離は存在し
ていない、そしてあなた達が存在していることをわたしが確認し期待していなければ、

あなた達は実際に存在していない。”

そ してその時、それは彼らの価値を無効にしていません。それはただ、そういった信
念体系をその起源に、外部に投影しているひとつの知的な精神作用に戻してい るだけ
です。実際に、皆さんの精神の中に信頼があるため他の人々が存在している場合を除

いて、個人としての皆さんは存在していません。ですから、もしも皆 さんが人々を創
り出しているのであれば、そして皆さんはその通りだとわたしは誠実に皆さんに伝えま

すが、その時、皆さんが人々を存在させようと望んでいる 道にその人々を向かわせて
ください。人々を仲間のような状態にしてください。平和をもたらすために、世界に啓

発をもたらすために、調和の取れた方法で皆さ んと一緒に物事を行うことを望みな
がら、幸せで歓びに溢れた状態にしてください。

皆さんが人々を皆さんの現実性のなかに連れてくる場合を除いて、もしも実際に、他

の人々が存在していないとすれば、それは小文字の現実性ですが、その時は、 事実通
り創造的な原理の延長線上の存在が彼らの本来の姿になるように指示している通りに、



彼らを美しい存在にしてください。その声を良く聞いてください。 戻って、もう一度
読み直してください。それは理解し難いものでしたが、しかしそれは真実です。皆さん

は皆さんが経験しているあらゆる物事を創り出しています。皆さんは以前、既にそれを

聞いています。

皆さんは皆さんの人生の中で、仲間達、そしてそれほど親しくない人々を創り出してい

ます。実 際に、彼らはただ彼らが存在していると皆さんが信じているように存在して
いるだけです。したがって、皆さんは彼らに対して異なる理解を持つことができま す
。皆さんは彼らに対して異なる理解を持つことを期待できます。今、皆さんが実践し、

実践し、また実践するまで、それは多少の戯れを必要としています。

愛 は皆さんの周りにいつも存在しています。愛は皆さんの偽りのない本来の姿です。
愛は表現を伴って具体化します。そして皆さんは皆さん自身についてそれを理 解す
る時、皆さんは皆さん自身について異なる感覚を持ち始めます。皆さんが確認すること

を期待しようとしているものを精神に指示するのは事実通り愛の力で あり、また物事
は急激に変化します。そして皆さんは、この事実を認識し始めます。

これからの12カ月から15ヶ月間に皆さんは大きな変化を目の当たりにしようとしている
、とわたしが予言できるのは、これがその理由です。皆さんは大きな変化を確認しよう

としています。何故なら、皆さんは大き な変化を確認することを待ち望んでいるから
です。それは既に予言されています。既にひとりの熟達者は皆さんに、それは今起ころ

うとしていることを伝えています。そして皆さんはこれから何を確認しますか？　変化

です。皆さんが数多くの生涯の間祈ってきた変化です。

今、 皆さんは既に皆さんが進ん で変化を確認する場所に移動しています。他の生涯で
、皆さんはその困難な課題と伴に人間の人生を経験することを期待していました。何故

なら、皆さんは砂場 で遊ぶことを望んだからです。皆さんはその特別な砂箱がどのよ
うに感じるかを確認することを望みました。その砂は何色でしたか？　それは重苦しい

砂でした か、それは明るい砂でしたか、それは灰色の砂でしたか、それはピンク色の
砂でしたか、それは緑色の砂でしたか？　皆さんがその砂を空に向かって投げた時、

何が起こりましたか？　砂は皆さんの頭の上に戻ってきましたか？　それとも何処かへ

飛んで行ってしまいましたか？　皆さんは異なる砂場を認識することを望 みまし た。



し かし、皆さんの認識の背後で、また皆さんが他の生涯のものとして理解しているも
のの中でさえ、その砂場はただの砂場であり、遊びの場に過ぎないという理解 の状態
に辿り着くことを皆さんが望んだ、ひとつの認識が、希望が、存在していました。それ

は断定的な判断が存在しない、創造的になる場所です。ですから、 皆さんはとても創
造的です。そして今、皆さんは振り返ることができ、そして皆さんはひとつひとつの創

造を祝福することができます。

ひ とつの奇跡を待ち望んでください。皆さんの精神が変化することを期待してくだ
さい。皆さん自身について異なる感覚が持てるように期待してください。皆さん の信
念を変化させる力を身に付けて、次に奇跡を探しください。何故なら、それはすべて、

小さなものでも大きなものでも、皆さんのこれからの世界に存在して いるからです。
そして皆さんが今まで困難だと感じてきた物事は、その答えを明らかにすることが簡単

であることに気付くようになるでしょう。それは淀みなく 進んで行くでしょう。

皆さんの考え方を変えてください。すると皆さんは皆さんの現実性を変えます。それは

そのように簡単なことです。皆さんの期待を変えてください。すると皆さんは皆さんの

現実性を変えます－これは小文字の現実性です。そして皆さんの現実性を変えるための

力は、これも小文字 の現実性ですが、それは大文字の現実性から現れます。何故なら
、皆さんはひとつの創造的な原理の延長として存在しているからです。皆さんはエネ

ルギーです。皆さんは知性です。皆さんは、時間が始まる前から神聖なる存在性の流れ

として存在しています。

皆 さんは時間の創造者です。そして時間 の目的が成就してしまった後、そしてそれは
これからの12カ月から15カ月の間に起こる可能性がありますが、皆さんはいつも今現在
の皆さんの本来の姿にな ろうとしているところです－ひとつの神聖なる自己、ひとつ
の神聖なる根源の延長です。ですから、もしも皆さんがそうであるなら、そしてわたし

は皆さんがそ うであることを保証しますが、何故それが起こらないということがあり
得るのでしょうか？　幸せになることを待ち望んでください。それでみなさんは、幸

せに な るでしょう。

皆さんの創造性の力を理解してください。それを把握することから始めてください。皆



さんの本来の姿であるひとつの精神を理解し始めてください。

罪 悪感を持たないでください。何故なら、断定的判断を下されるもの、つまり裁かれ
るものなど何も存在していないからです。何物も裁かれません。あらゆる物事 は、一
体性の自覚に役立っています。あらゆる物事が、皆さんが今現在存在している場所を、

皆さんが今まで新しい考え方を把握してきた場所を、そして皆さん の力強い姿に対す
るひとつの理解を、皆さんにもたらしています。

わ たしを見ることを期待してください。しばらくの間、その状況と戯れてく ださい。
今、物質的な身体が光を放っているのですから、光の身体でわたしを確認することを期

待してください。わたしを感じてください。わたしは皆さんの手 を取るでしょう。皆
さんの手を握っているわたしの手を感じてください。いますぐに手を伸ばして、皆さん

の手を握っているわたしの手を感じてください。その エネルギーを感じてください。
それはいつもわたしの姿であり、そしてまた皆さんの姿でもあることを認識してくだ

さい。

そうあらしめよ

So be it.

ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
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最愛なる者、あなたがあなたの現実性を創っていると伝えられていることを何度も耳に

してきました。それは小文字の“r（reality）”の現実性であり、あなたはその現実性の範
囲内で生き、あなたの現実性から離れてはいません。わたしはあなたの世界の空想科学

映画のひとつで明らかにされているひとつの具体例を使いたいと思います。“スター
・ウォーズ”として認識されている映画であり、その中で、殺陣の立体映像が映し出さ
れていました。そしてその映画の中の人々が、自分達のすぐ目の前で行われていたその

殺陣をじっと見ていました。

これは事実通り、皆さんが今行っていることのひとつの好例になっています。皆さんは

さらに大きな立体映像を創っているところであり、すべての人々を皆さんの立体映像の

中に招いてお互いに演じさせ、またそうでなくても、皆さんはそこで起こっていること

に注目しています。皆さんは、皆さんが今経験しているものの一部になるように、あら

ゆる人を招いてきました。そしてしばしば、分断された自我が舞台の上に走り寄り、こ

う伝えます。“やれやれ、もしもお前さんがこの立体映像を創り出していて、兄弟と
兄弟、姉妹と姉妹の間で続いているいがみ合いを確認しているなら、お前さんが何か良

くないことをしているはずだ。お前さんが否定性と呼ぶものをその状況の中にもたらし

ているのは、お前さんの罪だ。”

しかし実のところ、皆さんがその状況から身を引いて、客観的な立場になる時、皆さん

は最も表面的な身の毛がよだつ行為でさえ、そういった行為に巻き込まれている人々の

内面に、そしてまた皆さんの報道番組経由でそのテレビの画面上に流れている今現在



起こっていることを注目している人々の内面に、目覚めをもたらしている様子に注目し

ます。時には、そういった役割を演じている人々に対して皆さんのこころが開いている

ことを感じます。

その状況を超えて続いているさらに多くの物事があり、愛と目覚めのための数多くの機

会が存在しています。しばしば、最も身の毛のよだつように思われる経験が、人々を思

いやり、共感、理解を確認し、感じることを許し、そこではこころが開き、ひとつの経

験をしている個人あるいは人々との一体性があります。そのため皆さんは、皆さんが彼

らのサンダルを履いて歩いているように身近に感じます。

本当に、皆さんは彼らのサンダルで歩いてきました。皆さんは武力衝突を、紛争を、そ

して困難な出来事を経験してきました。そうでなければ、皆さんの電算機の中に、登録

して“はい、わたしはこれを確認します”と伝える電算機カードなどなかったでしょう。
皆さんは、今皆さんがそういったひとつの状況の中に存在しているような感じ方を理解

している場所に向かって、その数々の生涯を経験してきました。そして皆さんのこころ

は開き、皆さんは人々を金貨で支援することができる具体的な方法や、あるいは祈りや

瞑想といった無形の贈り物といったこの世界の方法で訴えています。

そのため、その方法は皆さんの中に一体性という認識をもたらしています。わたしが皆

さんに繰り返し伝えているように、あらゆる物事は一体性の自覚に通じています。それ

がどのように見えようとも、あらゆる出来事は、皆さんは他の人々のひとつであるとい

う事実に対する目覚めと自覚の可能性がその中に秘められています。皆さんは感情を理

解しています。皆さんは旅を理解しています。皆さんはお互いを理解しています。何故

なら、個人が今何を経験しているとしても、皆さんがそこに存在してきたからです。そ

して皆さんのこころは、他の人々を支援することを受け入れています。

これは、わたしが二千年前に皆さんに伝えたメッセージであり、事実通り、皆さんは皆

さんの兄弟です。あらゆる物事は皆さんの意識の内部に存在しています。それは、皆さ

んが確認するあらゆる物事、皆さんが経験するあらゆる物事、他の人々が経験している

のを皆さんが確認するあらゆる物事であり、そして皆さんは、皆さんが今経験している

ものは皆さんの意識の内部に存在していることを理解します。

事実通り、その経験をしているわたし達というただひとつのものだけが存在し、そのひ



とつが多くの物事を表現しています。もしも皆さんがこのメッセージから他に何も思い

出すことがないとすれば、皆さんが今経験しているものは皆さんの意識の内部にあり、

皆さんは多くの物事として現れているひとつのものとして存在していることを忘れない

でください。

皆さんが探し求めようとしているものは、皆さんの意識の中で思い描くことができます

。みなさんはそれほど力強い存在です。わたし達は皆さんがどれほど力強く存在か、こ

れほど力強く、どれほど創造的かということについて、何度も繰り返し伝えていきま

した。そして皆さんはその意識の先端を、皆さんがこう語る場所に連れて行くこともで

きてしまいます。“わたしはひとつの身体である。わたしは他の人々から離れた個性と
して存在している。わたしは他の人々とは別の才能を持っている。わたしは他の人々が

運転しているのとは別の車を運転している。わたしは他の人々とは異なる課題を持ち、

異なる家族を持ち、異なる世代的な教えを持っている。”

分断された自我は、この手の台詞を支援することが大好きです。しかしながら、エネ

ルギーとして、一体性の無限のエネルギーとして、皆さんは皆さん自身に小文字の“ｓ”
の分離（separation）を経験することを許していますが、しかし実際は、皆さんはそう
ではありません。

皆さんは人生を生き抜きながらこれを試してきて、皆さんは皆さんが愛する物、皆さん

が愛する人々を見付け出し、そして一方で皆さんはその愛の中で皆さん自身を見失って

います。皆さんは、それが他の人であるかどうか、あるいはそれが愛するペットである

かどうか、あるいはただの職業であるかどうかというだけで、愛する対象を確認してい

るだけであり、皆さんは一瞬かそこらの間でも分離を認めない無条件の拡大する愛を感

じています。

皆さんは同じエネルギーであることを皆さんが認識し、そして皆さんはその対象か、あ

るいは自己の表現をこれほど愛しているため、皆さんは皆さんが今まで皆さん自身だと

考えてきたものの限界を取り除き、皆さんは歓びの中に、神聖なる喜びの中に存在して

います。

さて、もしも皆さんの立体映像の中に皆さんが姿態を移行することを望んでいる物事が

存在しているのであれば、皆さんはそうすることができます。皆さんは皆さんの人生が



どのようなものかを理解し、その時あらゆる物事を良きものとして理解することを許し

ているため、最初は立体映像の中にあるものを見ながら、許しを得て作業します。皆さ

んは皆さんの世界の聖書の中に、神－つまり皆さん－は、万物を作り、七日目に－言い

換えると、最後に終えた日に－皆さんは万物を見て、皆さんはそれを良き物と呼んだ、

という言葉を持っています。皆さんはその部分を忘れてきました。

皆さんは今、物事を見て、それを悪いものと見ることが習慣になっています。しかし、

もしもそれが習慣であれば、それは変えることができます。皆さんは世代的な教えによ

って、悪くできるもの、悪いもの、もう少しで完全になる前の小さな物事を探すように

教えられてきました。それは既に完全なものですが、しかし皆さんは世代的な教えによ

ってそう教えられてきました。両親、祖父母、祖先は、“人生は不完全だ”、と語り、小
さな者である皆さんは、“なるほど、みんな自分よりも長い年月を生きているし、良
く知っているはずだ”、と口にしてきました。そして皆さんは、世代を跨いで彼らに伝
えられてきたメッセージを信じてきました。

別の種は、今回の生涯の前の遥か昔に播かれました。そしてそういった調和を認識し一

体性を認識することを望むその種が、今、成長しています。それは成長している小さな

苗として存在し、さらに強く、皆さんの意識のより大きな部分になり、そして皆さんは

、ある考えが皆さんのところに現れた時、時々この苗に働きかけています。そして皆さ

んは、時々、“その考えは何処から現れたのだろうか？”、と驚きます。そうです、そ
れは、おそらく神聖なる場所に目覚めることを望みながら何回も前の生涯に播いた小さ

な種の苗から現れています。その場所はすべての人々との一体性を認識している場所で

あり、そして皆さんの状態の通り“わたしは大丈夫。そしてわたしはそれを感じたい。
わたしは私自身のためにそれを受け入れることから始めるでしょう” と口にする場所
です。

皆さん自身の外部を分離した個別的なエネルギーとして見ること、そして他の人々から

の評価を尋ねることが、今まで習慣的な訓練となってきました。“もしも他の人々がわ
たしの価値を理解し、彼らがわたしにそれを映し返してきて、彼らがわたしはなんと素

晴らしいのかと伝えるなら、わたしは大丈夫に違いない。でも、もしも彼らがわたしと

いう天使を理解しなかったら、わたしは価値が無いに違いない”。表面的に外部に目を
向けることが、これほど長い間世代的な教えになってきました。それは、皆さんの外部

には、価値評価のために他の人々に目を向ける以外、実際に何も存在していないから



です。

ですから、皆さん自身を評価することから始めてください。まず始めに、皆さんが目覚

めてアクビをする時、皆さんは深い呼吸が身体に活力を吹き込むことを許している驚く

べきひとつの作品として存在していることを認識してください。皆さんが一緒に連れて

いる身体と呼ばれているエネルギーの姿に意識を集中する瞬間に、皆さんが行っている

軌跡を評価してください。それ以前のその瞬間に存在していなかった、その奇跡を評価

してください。皆さんは驚くべき存在であり、皆さんはこの立体映像を一緒にするこ

とも、それを現実と呼ぶこともできます。

さて、皆さんの大文字の“R”の現実性は、皆さんが皆さんの小文字の“r”の現実性を作る
ためにそのエネルギーを使い、その現実性が真実であるように感じることを許している

ものです。

皆さんの世界は、もはやひとつの国と別の国に分離することができない場所になってい

ます。皆さんは地球規模の理解を持っています。皆さんの世界の報道機関がそれを引き

受けています。そして皆さんの世界のインターネット、世界規模の電子網は、物質的な

目で決して確認することができない人々と皆さんとの結び付きを維持することがとても

得意であり、皆さんは今現在人々に起こっていることを認識しています。

あらゆる物事が混沌としているよう見える現時点において、皆さんはひとつの理解を持

っています。その一部は、今現在激変を経験していて、今後もある程度の激変を経験し

続けることになるでしょう。何故なら、皆さんは地球規模の調和を認識することを望ん

できたからです。ですから、それ故に、今皆さんが創っている皆さんの立体映像は、こ

う伝えています。“なるほど、我々はこの変化の中で、ある程度の材料を持たなければ
ならない、もしも今現在は地球規模の調和ではないとしても、”－そして現れている
通り、それは地球規模の調和とは程遠いのですが－“我々は何らかの変化を経験する必
要がある”。

そのため、皆さんが一瞬毎に皆さんの意識で実現している立体映像の中には、激変が

起こっています。しかし、わたし達が何度も繰り返し皆さんに伝えているように、激変

は結構なことです。それは必要なものです。何故なら、皆さんが庭や農作物として何か



を作るための畑を耕そうと出掛ける時、皆さんが最初にすることは、土壌を耕すこと

です。皆さんはそれを経験し、それを波打たせます。皆さんは激変を作り、次に作物を

植えます。

そしてわたしが伝えてきたように、皆さんは作物を植えました。その苗は今成長して

いて、皆さんはそういった苗の良さを認識しているところです。たとえ分断された自

己が“ああ、それにしても、お前さんは以前これを試したし、上手くいかないよ”、と語
るとしても、もう一度皆さんは“見て、わたしはわたしの立体映像が違って見えるのを
見てみたい”、と口にすることで、その希望の種を育てます。そしてそうです、物事
を違った方法で理解するという決意によって、それは起ります。それは起らなければな

らないものです。

皆さんは、表面上は数多くの人々として表現され、一瞬毎に皆さんの意識の中で皆さん

が経験しているものを創り出している、創造的なひとつの存在です。意識の内部でその

事実を深く受け止めてください。いいですか、皆さんは、表面上は数多くの人々として

表現され、一瞬毎に皆さんの意識の中で皆さんが経験しているものを創り出している、

創造的なひとつの存在です。

皆さんは、皆さんが数々の生涯がそうであると理解しているように、ですから分断され

た自我が、“やれやれ、お前さんは、お前さんが事態を好転させようとする度に上手く
いかなくなる証拠を握っている”、と何度も告げる度に、何度も繰り返しこれを行って
きました。しかしその“証拠”は何処にあるのでしょうか？　その“証拠”は記憶の中に、
古い電算機のプログラムの中に棲み付いています。それは、実際には、時代遅れになっ

ています。今後、皆さんの電算機の中ではもはや機能することはないでしょう。

皆さんは、そのように存在している実際の電算機のプログラムを持っています。そのプ

ログラムはしばらくの間は良く皆さんの役に立ちましたが、次に皆さんは新しい電算

機を手に入れるか、あるいはその電算機の性能を高めるかすれば、何が起こりますか？

　古いプログラムは動かないでしょう。いいですか、それが、今皆さんが暮らしている

世界の立体映像で起っていることです。そういった古いプログラムの一部は、もうこれ

以上一切動きません。

今回の生涯のかなり前に、あるいは昨日でも、表面上皆さんに起ったことは、何処に存



在しているのですか？　事実通り、何処にも存在していません。皆さんがそれを持ち出

して、皆さんがそれを思い出そうとしている時、ただ記憶の中に存在しているだけです

。しかしそれは現実ではありません。それはもはや現実ではありません。そして、皆さ

んの本来の姿である創造的な熟達者としての皆さんは、それについて口にすることがで

きます。“消えてしまえ。わたしは記憶としてお前と関わりたくない。お前は役に立た
ない古いプログラムだ。アップグレードしてお前を置き換えることにする。”

皆さんの本来の姿である創造的なひとつの存在として、もしも皆さんがその意志と決断

を持つのであれば、一息付いてこう口にすれば、皆さんは皆さんが暮らしている立体映

像のありとあらゆる物事を変えることができます。“わたしは物事を違うように理解
する。ちょっと、知っての通り、人生は本当に楽しい。わたしは多くの友人を持って

いる。わたしの友人の集まりは、増えて大きくなっている。そしてわたしは本当にそれ

について満足している。もしかするとわたしはひとりかふたりの友達しか持っていない

と考えていたけれど、しかしお前は、わたしが何処に行こうとも、わたしは友達を作っ

たことを知っている。わたしはひとりの友として彼らを確認し、その時彼らはひとりの

友として存在している。わたしは数多くの友人達を持ち、そしてわたしは新しい場所に

行き、別の友人を作ることを怖れない。それはわたしが持っている才能だ。”

皆さんは皆さんの立体映像の中で別の人をひとりの友人であるとして理解するようにな

るでしょう。それが彼らの本来の姿であり、彼らはそうならなければならないものです

。それは、創造的な熟達者として、皆さんがどれほど力強い存在であるかを伝えてい

ます。皆さんは笑います。時に、彼らもすぐに笑い返します。時に彼らは、“どうし
たの？”というように、もの問いたげに皆さんを見詰めますが、しかしそれで大丈夫
です。皆さんは笑っています。皆さんは皆さんの世界の立体映像に光を添えてきました

。

皆さんがそういった数々プログラムを充分に認識しているように、皆さんは、数々の闇

の立体映像の生涯を経験してきました。しかしそれはもはやこれ以上皆さんと伴に存在

しません。そしてそれはこれ以上皆さんの役に立ちません。皆さんはそれを必要として

いません。皆さんは既にアップグレードを終え、皆さんはそれを置き去りにしています

。そのプログラムは、皆さんがそれを新しい現実性の中に持ち込む場合を除いて、もう

既に皆さんのために存在していません。ですから皆さんは、皆さんの立体映像の中の仲

間として、それを維持する必要はありません。



もしも皆さんがこの概念を理解し、実際にそれを心の中で受け入れるとすれば、つまり

精神的にではなく、実際にこころからそのメッセージを受け入れるのであれば、皆さん

が今経験しているものは、皆さんが作った立体映像であり、皆さんは一体性を理解し始

めるでしょう。もしも皆さんがこころからそれを受け入れ、本当にすべての人との一体

性を感じるのであれば、皆さんの立体映像のすべては移行し、変化するでしょう。皆さ

んこそそれを創り出している存在であり、それはそうならなければならないものです。

皆さんはその真ん中で暮らしている存在です。

そしてこれはわたしが経験者として今まで伝えてきたことですが、もしも皆さんが、今

までも今も少しの間立体映像の外に踏み出し、皆さんが創り出している立体映像とひと

りの友人と別の友人と別の友人とまた別の友人がある種の話題をある種の方法で皆さん

と話をしている様子を確認すれば、皆さんは精神的にだけではなく、理解し始めている

でしょう。精神的な理解はそれで良く、それは良い始め方であり、それは最初に精神的

に始める訓練になってきたため、そこから始める必要があります。しかし、次はこころ

でそれを受け入れて、皆さんがあらゆる人と接触を持っている姿や、皆さんは自分が目

を向けているものの一部として存在している姿を感じるようになれば、皆さんは断定的

な判断ではなく、皆さんが今創り出しているものに畏敬の念を抱いているでしょう。そ

れを断定的に判断する状態に陥らないでください。

習慣的な“証拠”を理由として、分断された自我はこう口にしようとするでしょう。“や
れやれ、この立体映像は全然完全じゃない”。繰り返しますが、分断された自我は、皆
さんがこれ以上必要としないプログラムです。皆さんはそれを終えています。皆さんが

今経験している立体映像に目を向け、それを良き物と呼んでください。何故なら、それ

はそのように存在しているからです。

わたしのメッセージをこころで受け止めてください。経験者として、皆さんが皆さんの

小文字の“r”の現実性で表現しているものの立体映像を観察してください。断定的な判
断をせず、皆さんが創り出してきたものに畏敬の念を抱いてください。そこには、生命

の立体映像を創造し、生き、経験ししているわたし達というひとつの存在がいるだけ

です。皆さんが、そのひとつの存在です。



そうあらしめよ

So be it.

ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

ジュディスを通した表現より
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最愛なる人、わたし達は大規模な移行の年、巨大な変化の年になることが預言されて

いる2012年について、そしてそれにまつわる預言について、話を続けたいと思います
。その年の終わり近くには、現実性においても意識においても、集団と個人の移行が

認識されるようになるという話です。それは今までもしばらくの間続いてきたもので

あり、事実通り今現在も進行中です。 
2012年と呼ばれている年の中で、皆さんはかなりの軋轢を確認し続けているでしょう
。どちらの陣営に与したいのか、過去の歴史に基づいた世代的な教えによって彼らが

信じているものか、過去の数々の歴史の完結なのか、人々は自分達の陣営を選択して

いるでしょう。 
そのため、来年に起ることを確認することは興味深い話になると思います。それはま

だ記述されていまません。それは今かなり流動的であり、丸6ヶ月から9ヶ月の期間、
かなり流動的になるでしょう。皆さんは質問を尋ねられ、耳を傾けられて、“どのよ
うにして、これが全体に影響を与えるというのか、この地政学的な配置だけではなく

、世界に対して、地球規模の衝撃になるのだろうか？”、と、疑問に思うでしょう。
何故なら、皆さんは既に、この地政学的な配置が地球規模の問題の顕在化と、こうし

た問題の解決策の一部になっていることを認識しているからです。 
以前に認識されていた孤立感と伴に、皆さんの科学技術と皆さんの移動手段は過去50
年の間に急激に進化しました。以前はそれぞれの国がそれ自体で存在することができ

る可能性がありましが、しかし現在は、もしもひとつの地政学的な国の中で波紋が生

じると、他の国々にも波及して同様のことが起るようになっています。それは皆さん

の一体性の認識の一部であり、現実問題として離別が存在していない姿を表してい

ます。 
しかしその展開の仕方や顕れ方の平均時間はむしろ支離滅裂な状態であり、もしも分



断された自我がそこに辿り着いてひとつのメッセージを伝え始めるとすれば、それは

むしろ不穏なものになってしまいます。このすべてにおける皆さんの仕事は、最高の

展望を維持して、起っているあらゆることに目を向け、“これはどのようにして償い
や和解の実現に役立つのだろうか？”、と尋ねることです。 
他の地政学的な国々の中で数多くの出来事が続いていますが、それがまたこの国の中

で続いていることにも影響を与えています。そのため、皆さんが自分の展望を思い描

く時、皆さんはそこに聖なる母地球とすべての人々を含めようとしています。何故な

ら皆さんは数多くの存在として表現されている一体性として存在し、離別していない

からです。他の地政学的な集団の中で起っていることが皆さんにも影響を与え、皆さ

んが選択するもの、皆さんが視覚化するものが拡散し、さらに他の人々にも届き

ます。 
そのため、皆さんの目的、皆さんの使命は、それを受け入れることを選択しなければ

ならないということです。皆さんの意思で皆さんが既に決断したものは、最高の展望

を維持することであり、また事実通りあらゆる物事が和解の実現のために働きかけて

いるという事実を認識することです。 
ひとつの一体性の認識が現れていて、それは多少肉体の出産に似ています。何か新し

いことを生み出すことに向わなければならない仕事とエネルギーがあり、そして今皆

さんが確認しているものが、その出産の過程です。その一部は苦痛に満ちています。

後でその苦痛に満ちた部分を思い出すことはありませんが、それは肉体の誕生と同じ

です。その時それは余りにも楽しくないものですが、しかし後になればその痛みを思

い出すことはなく、歓びがそこに存在しています。 
それは今後現れるものであり、皆さんがそこに辿り着く方法は、皆さんがこの新しい

誕生と伴に存在するようになることを皆さんが宣言する姿や、皆さんが最良で最高の

ものを期待する姿、そして今起っている物事の理由に委ねられています。ある種の物

事が現れて注目されるようになる、と、そう考えられる理由に目を向けてください。

この過程の中で多くの激変が起ろうとしています。 
そしてそうです、聖なる母地球はその中で支援しようとしています。皆さんは既に訪

れている嵐と、今まで地震が予想されなかった様々な場所でも揺れ動いている地球を

確認しているからです。聖なる母地球はさらにその変化さえも支援しようとしてい

ます。たとえそれが皆さんの玄関前の階段に現れてその階段が無くなっているとし

ても、それをすべて良き事として考慮しています。そのすべてを良きことと見做して

います。何故なら、事実通りその変化は皆さんや兄弟姉妹達に発現しているものや、

あらゆる物事を明らかにしている霊的なエネルギーを理解する場所を与えているから



です。 
皆さんは、皆さんの現実性の内部に存在しているあらゆる物事を明らかにしています

。皆さんの想いに注目してください。その想いの過程に注目してください。もしも皆

さんがある怖しい想いに気付いているとすれば、それは皆さんが諦める可能性がある

ように感じる場所に皆さんを導いているため、皆さんの数々の想いの推移に注目して

、皆さん自身に気付き、新しいことを選択してください。 
皆さんの想いに配慮することがとても重要になります。それは今までいつも事実通り

でしたが、しかしこれからの12ヶ月間はなおさら当てはまり重要なことになります。
ですから、皆さんの言葉はエネルギーを伝えているため、皆さんが語ることに注意し

てください。皆さんの言葉は皆さんが考えていることのエネルギーを伝え、その想い

は力に溢れています。いつも肯定的な方法で話をしてください。たとえあらゆる物事

が混乱状態になろうとしているように見えるとしても、いつも良き物を探してくだ

さい。あらゆる混乱、あらゆる激変、そしてあらゆる対立の内部には目的が、神聖な

る目的があります。 
今回の生涯は、皆さんが今まで経験してきた数多くの他の生涯の中の頂点に位置して

います。今までの生涯で皆さんは、“わたしは誰だ、何故わたしは存在しているのか
、何故特定の物事が起っているのか？”、と尋ねてきました。それで皆さんは今答え
を手にしているところであり、そしてそれは皆さにとって時が経つに連れてさらに次

々と明確なものになって行くでしょう。 
新しい物事が皆さんのところに現れる度に、新しいものを選択してください。災害の

可能性があるように見える場所にいて、おそらく太陽神経叢の中の感覚が余り優れな

い時には、皆さんが愛している人あるいは物事について考えてください。その瞬間は

深呼吸をして、おそらく皆さんが大好きな誰かのことやペットのこと、そしてその愛

のある空間にいることを考えてください。 
すべての皆さんがとても愛している物事や人々を持っています。そして皆さんが情緒

的な水準で選択するようになる時、それは情緒的な水準で力が横たわっている場所に

なりますが、愛情溢れる他の誰かまたはある物事が存在する空間を見付け、感じ、そ

こで生きてください。それで皆さんは、瞬時に外部世界の変化を確認することになる

でしょう。それは皆さんが確認したいような大きな変化ではないかもしれませんが、

しかしあらゆる変化は皆さんが今まで祈ってきたさらに大きな変化に結び付いて行く

ことになるでしょう。 
ですから、皆さん自身が元気になることを許してください。それが最も重要なこと

です。何故なら、数多くの兄弟姉妹達が外見に現われている姿に目を向けていて、自



分達が苛立ち、悲しく、疑いを抱いていることに気付いているからです。皆さんはそ

の状態を皆さん自身で逆転することができ、分断は起っていないため、皆さんは数多

くの人々に対して希望を与えることができます。 
皆さんは生きて呼吸をし、皆さんの愛の象徴にするために皆さんが選んだすべての人

々の愛を感じているため、皆さんは希望の可能性が存在していると考えていない可能

性がある他の人々に対して、希望を差し出すことになります。皆さんはもう少し多く

の光を差し出すことになります。今、皆さんはそれを理解しているかどうかにかかわ

らず、すべて光の存在になっています。そして兄弟や姉妹達もまた、理解していない

とはいえ、光の存在になっています。彼らもまた、それよりも遥かに遠い場所を確認

するためにただ目と鼻の先に意識を集中させられています。それは断定的判断として

伝えているのではありません。何故なら、人間の状況の中には注意を払わなければな

らない数多くの物事があり、そのため人々は、その人生の中で起っていることに左右

されながら、家族や住居や職業または失業に関心を向けることで忙しい思いをしてい

るからです。 
ですから、それは断定的な判断で伝えているのではありませんが、しかし今目覚めて

いる皆さんのために、皆さん自身に愛の中で生きることを許してください。愛を感じ

てください。皆さんは愛の中に存在していることを認識してください。皆さん自身に

対して、敢えて、“わたしは愛の中に存在している。ああ！　へー、それはずっと昔
に起ったできごとだと考えていた、しかしあなたは今、わたしが愛の中に存在してい

ることを知っている”、と伝えてください。そしてそれは本当に心地良いものです。
もしも皆さんが他のことを考えることができないのであれば、そして皆さんは愛の目

的について考えるようになるためそのようなことはないのですが、その場合はわたし

について考えてください。わたしは皆さんと伴に愛の中に存在しています。本当に事

実通り皆さんと伴に愛の中で存在しています。 
2千年前にわたし達が一緒に歩んでいた時、大きな愛、仲間意識がありました。仲間
であること、人間の状況を認識すること、そしてそれにもかかわらずそれ以上のもの

が存在していること、それを認識していました。2千年前、皆さんはわたしと伴に愛
の中に存在していました。皆さんは、わたしが皆さんと共有したいことを聞くために

、最も新しい冗談をまとめて聞くために、何処にでもわたしに従っていました。何故

なら、それを信じようと信じまいと、わたしは面白い話を集めて、数多くの面白い出

来事が起ったからです。 
最愛なる人よ、今、わたしはより広い視点について話をしたいと思っています。わた



し達は今まで地政学的な出来事や不和、そして兄弟や姉妹達が行おうとしている選択

について、そして経済体制は信頼に基づいていながらその信頼が今は既に蝕まれてい

るために崩壊しようとしている様子について、話しをしてきました。 
皆さんは一定の発現の場所にそれをもたらしてきました。そこは皆さんが経済と繁栄

の働きを理解している分野です。それは物質的な繁栄であり、霊的な繁栄ではありま

せん。何故なら、しかし兄弟や姉妹達は大丈夫であり、また皆さん自身の物質的な繁

栄以外はいつも大丈夫な状態になっているからです。ですから皆さんは、おそらく毎

月入ってくる給料がないこと、あるいは給料が減ってきたことをどのように感じるか

、それについて検討し、目を向けるひとつの機会を経験してきました。皆さんがそう

なるとは決して考えなかった人々のひとりになることは、どのような感じでしょ

うか？ 
“わたしは決してわたしが失業するとは考えてもいなかった。わたしはいろいろな可
能性がある。何故わたしは解雇通知を受け取るはめになったのか？　何故わたしの会

社は‘規模の縮小’をしなければならなかったのか？　何故こんな出来事がわたしに起
ったのか？　わたしはいつも最善を尽くしてきた。”それが皆さんに起ったのは、皆
さんが変化を明らかにしているからであり、皆さんは異なる視点からは物事がどのよ

うに見えるかを確認することを求めてきたからです。それを目的にしているすべての

物事は、異なる展望、異なる視点を持つことになり、たとえそれが本当にとても暗い

、これから起ろうとしているについて寝返りを繰り返し、不安になり、驚いているよ

うな数々の夜のように感じるとしても、皆さんはそこから皆さんの道を見付け出すこ

とができるようになるでしょう。 
“わたしはそれをどのように対処できるのか？”　わたしは皆さんに、皆さんが今とい
う瞬間に対処することをお勧めしたいと思います。今この時に皆さんは何処に存在し

ていますか？　皆さんはただここに存在し、わたしの言葉を読んでいます。皆さんは

呼吸をしています。皆さんは何かを食べました。皆さんは着用する衣服を持ってい

ます。それはブランドの服ではないかもしれませんが、しかし皆さんはブランドの服

は実際に必要ではありません。皆さんは必要なものを持ち、実際にそれ以上のものを

所有しています。 
今、わたしは、これから月を追うに従ってさらに意識されるようになるさらに広い展

望について話をしたいと思っています。数多くの存在達が、皆さんスターシードがど

のように連携しているかどうか、それについて注目しています。皆さんが地球外生命

体と呼びたがっている数多くの存在達が、その物質化の有無にかかわらず、皆さんが

進化している様子に注目し、また気付いています。 



今後6ヶ月から9ヶ月の間に、さらに12ヶ月の間に、皆さんは皆さんの現実性の広大さ
をますます意識するようになるでしょう。皆さんの鼻先の出来事だけではなく、犬が

骨を噛むようになるというようなことについて報道機関が皆さんに伝えているもの

をじっくり考えるだけはなく、そして皆さんがその物質的な世界の中で確認してきた

ものだけではなく、皆さんは大宇宙の一部であり、その広大なエネルギーに気付くよ

うになるでしょう。 
皆さんは皆さんを幸せにする愛情溢れるエネルギーに気付くようになるでしょう。こ

れは、今回の種播きが始まってから、ずっと真実でした。そこでは、皆さんである

スターシード、星の種子が神聖なる母地球上に播かれました。皆さんが今後ますます

感じるようになる愛情溢れるエネルギーが存在し、そして皆さんは皆さん自身が霊的

な兄弟や姉妹の人々として存在していることを認識するようになるでしょう。皆さん

の意識は、何世代もの間、物質的なものに注がれていたため、皆さんが彼らに気付い

ていませんでしたが、しかし彼らは既に皆さんを意識していて、皆さんが幾つかのこ

うした激変を経験しているため、そして皆さんが行った幾つかの選択を皆さんが経験

しているため、今も皆さんを意識しています。彼らは皆さんを意識していて、そして

彼らは皆さんの情報伝達に対してかなり耳を傾けています。 
皆さんは新しいエネルギーを、愛情溢れるエネルギーを、協力的なエネルギーを、感

じるようになるでしょう。そのエネルギーは、時々皆さんの時を変化させ、他の人々

の環境を変化させる、小さな奇跡を起こすようになるでしょう。それは、彼らが皆さ

んに不可能な魔法を行っているからではなく、事実通り皆さんがそれを行っているか

らです。しかし皆さんは、さらに拡大的な皆さんを感じるようになるでしょう。 
これは大切なことです。何故なら、皆さんの時間で来年に皆さんが乗ろうとしている

幾つかのジェット・コースターは多少上下の動きが激しいものになり、もしも皆さん

自身が莫大なエネルギーになっていることを確認することができるなら、実際にその

通りですが、そのジェット・コースターの幾つかの衝撃をやり過ごすために役立つよ

うになるでしょう。それが、しっかりつかまって乗り心地を楽しむために役立つこと

になるでしょう。 
ある場合には、皆さんがかなり強烈にそのエネルギーを感じるため、皆さんは実際に

一瞬の間かあるいは実質的にもう少し長い間、ひとつの愛情溢れるエネルギーを確認

するようになるでしょう。それは、皆さんの世界のSF小説や、何か怖しいもののよう
に描写されてきた皆さんの初期のETの物語のようなものではありません。また、皆
さんの政府がある種のETと連携して、実験用として全住民の一部が利用されること
を許してきたというひとつの物語として世間に公表されてきたものでもありません。



 
皆さんの現実性、皆さんの自覚的意識の中に現れているエネルギーは、愛情溢れるエ

ネルギーです。今、皆さんがまだ二元性という現実性の中で暮らしていることをわた

しは認識しています。したがって、二元性について伝えるようとするひとつの声が現

れてくるでしょう。しかし、わたしは皆さんに伝えます。皆さんは、聞きたくない話

を皆さんに伝えていた古い小言屋に耳を傾けたくない場合と同じように、その声に耳

を傾ける必要はありません。 
二元性に対する信念が原因となってこれから不意に現れるようになる怖れを催す数々

の物語は、これからもその場に存在することになりますが、しかしそれは皆さんの現

実性の中の真実ではありません。小文字の“r”の現実性です。それを良く聞き分けて
ください。何故なら、皆さんは選択肢を持っているからです。皆さんは、皆さんを研

究対象とする、皆さんを拉致する、皆さんを何処かに連れて行く等々といったことを

目的として彼らのために皆さんが餌食にされる様子について伝えているすべての種類

の物語を耳にするようになるでしょう。皆さんは既にその手の物語は経験しています

。それは皆さんの現実性になることはないでしょう。 
皆さんがこれから感じようとしているエネルギーは、今まで皆さんがそれを求めてき

たため、皆さんが皆さの広大さを認識することを許す愛情溢れるエネルギーになり

ます。物性に意識を集中したものに結び付けられているだけではなく、良く聞いてく

ださい、それは皆さんが物性に集中した意識に結び付いていない皆さんの広大さを感

じること許す、愛情溢れるエネルギーになるでしょう。ですから、皆さんはひとつの

移行を感じるようになり、そしてそれはある朝、ある午後に、全く予期しない可能性

の時に現れることになり、そして皆さんは何かが違っていると感じるようになるでし

ょう。 
“既に何かが移行していて、わたしはその姿を認識していないが、しかしわたしはも
はや孤独を感じていない”。充分な数の生涯の間、皆さんは皆さん自身が創り出して
いるひとつの現実性の中を歩んできましたが、皆さんはそこで孤独を感じていました

。皆さんは、皆さん自身を、所有物を、家族を、住居を防御しなければならないと感

じていました。そして皆さんは孤独を感じ、皆さんにとって大切なものを皆さんが護

り維持することができるかどうか驚き、疑問に感じました。 
皆さんは充分に長い間孤独という現実性の中を歩んできました。皆さんはもはや、孤

独や脆弱性を感じるその空間の中を歩く必要はありません。皆さんは脆弱ではなく、

皆さんは孤独ではありません。皆さんは、物質的な表現の中に持ち込んだ、莫大な霊



のエネルギーとして存在しています。皆さんは、物質的な世界に持ち込んで物質的な

現実性を明らかにした、莫大な霊のエネルギーとして存在しています。 
ですから、今わたしが皆さんに伝えていることは、わたし達が物質的な物語に意識を

集中していた頃にわたし達が伝えたものを超えて進んでいます。今は、皆さんの自覚

的意識を移行させる時であり、皆さんはそれができる唯一の存在です。しかし、わた

しはかなり強く、皆さんという存在の広大さに意識を集中するように示唆を発してい

ます。それはひとつの磁石として、皆さんに愛情溢れるエネルギーを引き付けるもの

です。別の言葉で伝えると、皆さんはそれを自覚するようになるでしょう。それはい

つもそこにあり、そして皆さんがそれに意識を集中するように、そして皆さんはそれ

を皆さんに引き付ける磁石として存在しているように、皆さんは目覚めるようになり

、皆さんは、“ほら、本当に、わたしは実際にまるでわたしが保護されているように
感じる”、と口にするようになるでしょう。 
そしてそれは本当のことです。皆さんは保護されています。皆さんがその足を上げる

度に、物質的にそして霊的に、皆さんはその足を下ろす場所について皆さんを導いて

いるエネルギーを経験しています。皆さんが一歩前進する度に、皆さんが肉体的に足

を踏み出す度に、皆さんが選択する度に、霊的に前進する度に、皆さんは皆さんの広

大さによって、皆さんという存在の愛情溢れるエネルギーによって、導かれてい

ます。 
皆さんは、その中に多くの怖れを抱えている数々の物語に耳を傾けることができます

。それは耳を傾けるには愉快な話です。それはその戯曲を演じるには楽しい話です。

それは素晴らしい戯曲です。それは素晴らしい映画を作るために役立ちます。人々は

こうした映画を作ります。そしてその物語は上映され、人々は怖れます、“わたしに
起るかもしれないことを見てくれ”。さて、それはひとつの物の見方ですが、しかし
皆さんの現実性の中では、それは事実ではありません。何故なら、皆さんは新しい物

を選択するようになるからです。 
皆さんは選択する力を持っています。皆さんは今までそれを現実性に向かって築き上

げてきて、皆さんは今それに目覚めているところです。皆さんは今までもいつも選択

する力を持っていましたが、そして何度も繰り返し、“わたしは選択する力を持って
いない。そういった物事はすべてわたしに対して起る、そしてわたしはそれに充分に

対処できるほど力強い人間ではない”、と口にしてきました、今、皆さんは、“わたし
はその大宇宙の広大さであり、わたしはわたしという存在の愛情溢れるエネルギーを

わたしに引き寄せることができる”、と口にする選択肢を持っています。 
次に、皆さんは皆さん自身がひとつの新しい空間の中にいることを感じるでしょう。



それは、これから起ろうとしている移行の一部です。それは聖なる母地球上で起るよ

うに見える移行だけの話しではなく、大宇宙にまで波及し、皆さんという存在の愛情

溢れるエネルギーそれ自体を引き寄せ、波動として皆さんのところに戻ってくるひと

つの移行になっています。その波動は後退し、次に岸まで戻り、そしてその波動は皆

さんが既に送り出したものを皆さんに届けます。 
ですから、皆さんの想いに注意してください。皆さんの言葉に注意してください。何

故なら、言葉は皆さんの想いの姿と皆さんの信念の姿を示しているからです。肯定的

に話してください。そうです、皆さんは数々の質問を尋ねることができます。“それ
は本当ですか？”実際に、あらゆる物事を尋ね、皆さんという存在である愛情溢れる
エネルギーとして皆さんと同調するものを確認することはとても素晴らしいこと

です。 
皆さんは今まで、わたしが、皆さんは創造主の愛と表現し経験するためにこの現実性

に現れた聖なる子供である、と伝えるのを聞いてきました。皆さんはその言葉が何を

意味していると考えますか？　それはただの響きの良い空虚な言葉でしょうか？　わ

たしは、真実ではないものを伝えて皆さんの時間を浪費するつもりはありません。わ

たしは、皆さんがそれを充分に理解するために繰り返しが必要なことを認識してい

ます。それは今、2千年前と同じように本当のことです。わたしは2千年前のわたし
のメッセージを何度も繰り返し異なる方法で伝え、そしてまた何度も繰り返しわたし

の父の愛について伝えました。 
今、皆さんはそれを父、母、神、女神、全存在と呼ぶことができますが、ご存知の

通り、それは皆さんが皆さんという存在性についての自覚を拡大してきたからです。

ですからわたしは現れて、皆さんは愛されていて、これほど愛されているため皆さん

は今も愛情溢れるエネルギーの価値を信じていないひとつの転生に現れることを選択

している、という同じ真実を何度も繰り返し皆さんに伝えています。わたしは皆さん

に愛を、笑いを、光をもたらすために、またこの世界で兄弟姉妹に囲まれて存在し、

皆さんが笑い、生命の美点や生命の花蜜に気付き、そしてその空間で生き、皆さんか

らそれが広がることを許すために、ここに現れています。 
皆さんはいつも、選択する力を持っています。もしも何かが現れて“これはもしかす
ると… ああ、大変だ、それは悪いことかもしれない”、と伝えるなら、呼吸をして、
皆さんの想いが皆さんを連れて行こうとしている場所に注意して、新しい物を選択し

てください。その時点で、皆さんがこころから愛している物事かあるいは人々の愛に

拡大することを皆さん自身に許してください。そしてその時、皆さんの周りの愛情溢

れるエネルギーと大宇宙の愛情溢れるエネルギーの広大さを感じてください。何故



なら、皆さんは身体を遥かに超えた存在だからです。皆さんは個性を遥かに超えた存

在です。皆さんは、信じようが信じまいが、皆さんの数々の達成のどのようなものを

も超えた存在です。 
皆さんは大宇宙の広大さであり、皆さんは皆さんという存在の真実を表現するために

もう一度転生することを選択しました。皆さんは愛です。皆さんはキリストの力とし

て存在しています。皆さんは生き方であり、聖なる母地球上に存在するキリストの歩

く本質であり、それ以上の存在です。大宇宙の広大さが皆さんです。 
皆さんの世界の大宇宙と新しい恒星の誕生の数々の写真の幾つかを研究してください

。現象化のエネルギーを感じてください。皆さん自身がそれに夢中になることを許し

、皆さんは生まれつつある新しい恒星の現象化であることを認識してください。そ

れは、皆さんがいなければ起らなかったことです。それは皆さんがいなければ、決し

て起らなかったことです。いつも現象に表わしながら、いつも更新しながら、愛情溢

れるエネルギーという空間の広大さの中で暮らしてください。そうすると、皆さんは

そこでわたしに気付くことになるでしょう。 
そうあらしめよ。

So be it. 
ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith 
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最愛なる者、わたし達が最近伝えておいたように、皆さんはひとつの立体映像として皆

さん自身の小文字の“r”の現実性を創り出しています。わたし達は数ヶ月前に、皆さん
が確認しているあらゆる物事が、皆さんに対する現実性の可能性とその現状について皆

さんが理解する範囲内のものである様子について話しました。わたし達は、皆さんが見

たスター・ウォーズの映画で、一方が光の剣を持っていて、映画の中の別の一方が進行

中の出来事のそのすぐ目の前でそれを見ていながら、その剣の男は見ている者達と一緒

にその部屋の中には存在せず、ただ立体映像の中に存在している、という例を用いま

した。 
皆さんは、それがひとつの立体映像であることを認識せずに、皆さんの立体映像の内部

を歩んでいます。しかし一方で、皆さんは今、その立体映像を創り出していることを理

解し始めています。そして、わたしはこの言葉を使おうと思いますが、それは正真正

銘の“幻影”であることも理解し始めています。皆さんは誰か他の人の文章の中でその記
述を手にしてきたため、世界は、つまり小文字の“r”の現実性は、ひとつの幻影である
ことを理解することができました。 
それは、その現実性が物理的に存在しないことを意味している訳ではありません。それ

は間違いなく存在しています。もしも皆さんが今すぐに壁を通り越して歩こうとしても

、跳ね返されてしまうでしょう。何故なら、皆さんの現実性、皆さんの立体映像、その

世代的な教えは、その壁が皆さんの身体の振動とは異なる比率で振動していることを皆

さんに教えてきたからです。 
皆さんは、わたしがわたしの生涯の中で行ったように、ひとつの場所に向かおうとして

います。皆さんはそこで、皆さんの振動比率を壁として存在しているものに同期させ、

その壁を通り抜けることができます。何故なら、それはすべてエネルギーとして存在し

ているからです。皆さんはエネルギーです。その壁もエネルギーであり、皆さんは皆さ



ん自身をその壁に同調させることができます。 
そのため、皆さんが創り出している小文字の“ｒ”の現実性を否定せず、皆さんはそれを
変化させることができることを理解してください。さて、皆さんの大文字の‘R’の現実
性は、決して変化しません。それは皆さんの神性です。それは皆さんの創造的な原理で

あり、時が始まる前から存在していたものであり、それは時間の目的が成就された後で

も存在することになるでしょう。その大文字の“R”の現実性は、皆さんが数々の小文
字の“r”の現実性を創ることを許し、そして極めて現実的なように見えながら、それに
もかかわらずひとつの立体映像という幻影の中で皆さんが生きることを許すものです

。 
今まで皆さんが一部の文章の中で、皆さんの現実性はひとつの現実性である、という内

容を読んできたことを、わたしは認識しています。そして皆さんは、“どうしてそうな
るんだ？　これは幻影ではない、これは本当のことだ”、と疑問に思いました。そして
それが、小文字“r”の現実です。そして、その良い点は、それが小文字の“r”の現実であ
るため、そしてそれはひとつの幻影であるため、皆さんはそれを変えることができると

いう部分です。真実は変化しませんが、しかし数々の現実性は変えることができ、また

変わります。 
それはひとつの立体映像です。それは皆さんにわたしのひとつの考え方を効果的に伝え

ようとするわたしの手段です。皆さんの立体映像がどれほど貴重なものなのか、そして

それにもかかわらず、それがどれほど変化させることができるものなのか、そしてそれ

が変化させることができるという事実の中に神の恵みを確認するようになることを、皆

さんが理解できるようにするためです。ここで、2人かそれ以上の人々が同じ立体映像
の内部一緒に集まり、同じ物事を望み、お互いに語り合い、その現実性について共鳴を

見付け出す時、急激に増大する力が発生します。 
皆さんは、奮起し始めて、“わたし達は変化を望んでいる”、と口にしている人々に今こ
れが起っていることを確認しているところです。人々が自分自身をそう呼んでいるよ

うに、99％の人々がお互いの立体映像の部分を共有し、人々が立体映像を融合して、共
有された視点で物事を見ているため、その中に莫大な力が現れています。 
今、破壊的ではなく、お互いに協力し合い、一緒に数々の立体映像をもたらしながら、

積極的に自分達の力を表明し始めている人々を、皆さんは経験しています。それを表現

するためには、重ね合わせることがおそらくひとつの良い方法になっています。数々の

立体映像が、完全に重なり合うことができます。一部の立体映像は、これから重なりあ

うでしょう。一部の立体映像は、ただひとつの関心の領域の中だけで重なり合うことに

なるでしょう。それが協力する時、共鳴現象と力が現れます。 



わたしが2千年前に皆さんに話した時、お互いを兄弟、姉妹、ひとりの創造主の延長と
して理解することについてわたしは説明し、またそうなることができました。そしてわ

たしは、皆さんがどれほど愛されていて、皆さんがどれほど皆さん自身を守る必要がな

いかを伝えるように努めました。そして、数多くの皆さんが、積極的にその舞台に上

がり、立体映像を変化させる示威行動を起こそうとして、皆さんが信じていたもののた

めに身体を投げ出しました。 
そして、上の見物席から注目していた人々がいて、注目しながら、“その身体を投げ出
しているのにどうして人々はこれほど歓んでいるのだろうか？　わたしが知らなくて彼

らが知っているのは何なのだろうか？”、と疑問に思いました。それは、皆さんが皆さ
んの立体映像を積極的に変化させ、皆さんが信じていたもののために立ち向かっていた

からです。それでも、皆さんの精神の内部では、分断された自我が叫び声を上げていた

可能性がありますが、しかし皆さんは彼らの立体映像に衝撃を与えました。皆さんは、

新しい立体映像の中で、それほど強力に信じていました。その立体映像は、皆さんに提

示され、皆さんが理解できるものでした。そしてその身体は皆さんの全体では無かった

ため、皆さんは積極的にその身体を投げ出しました。 
その身体は、兄弟姉妹達の間を歩み、異なる立体映像を認識する方法と調和の取れたも

のにすることができる方法を探索するために、皆さんが今まで創り出してきた作品です

。皆さんは2千年前に、身体を上回る何かが存在していることを、皆さん自身がそうで
あると皆さんが考えていた個性を遥かに上回る何かが存在していることを、認識してい

ました。そして皆さんは非常に歓びに溢れて積極的に、“そう、もしもそれがわたしに
必要とされているものなら、わたしは身体を投げ出すだろう”、と語り、皆さんはその
通りにしました。 
皆さんは、注目していた人々の立体映像を変化させました。何故なら、彼らは感動した

からです。これは、生命を見るひとつの新しい方法でした。それは、皆さんは皆さん自

身を、あるいはその身体を守る必要はなかった、身体よりも素晴らしい何かが存在して

いた、ということであり、そして皆さんは彼らに考えるべき新しい何かを与え、彼らが

認識していた世界を変化させました。 
皆さんは、今回の生涯でも同じことをしているところです。皆さんは友人達の間を歩ん

でいます。皆さんは今、人生が目的にしている対象と奮闘する必要がない様子に関して

、今まで以上に数多くの人々が皆さんの考え方を共有していることに、既に気付いてい

ます。それは、恐ろしいものである必要はありません。それは歓びに溢れた状態になる

ことができます。それは、皆さんが称賛することができる良き物事で溢れた状態になる

ことができます。 



日々、皆さん自身で祝うべきものを見付け出してください。分断された自我は、もしか

すると皆さんが健全な精神状態を失ってしまったのかどうか不思議に思うかもしれま

せんが、しかし皆さんは、“大丈夫、もしもわたしが精神の健全性を失っているなら、
わたしは別のものを見付け出すだけだ”、と口にします。皆さんはその時、世界を見る
方法を変え、そして兄弟姉妹達が世界を見る方法を変えるためのひとつの機会を経験し

ています。 
彼らは始めます。何故なら、皆さんは彼らが力を持っていることを理解し始めているか

らです。余りにも長い間、人類は力がないと感じてきました。彼らは今まで、力は指名

された指導者、あるいは王家の血筋の何れかに力が付与されている、と感じていました

。あらゆる血筋にどのような違いもありません。皆さん以上に王家の血筋を持っている

血筋はどこにもありません。しかし、そのように信じられてきました。 
皆さんが柔順になっていた充分に長い時の間、皆さんはその力が外見的に何処か他の場

所に存在することを許してきましたが、しかし皆さんはその事実に目覚めているところ

です。皆さんは力を持っているだけではなく、皆さんが力であり、皆さんは選択する力

であり、そして皆さんはあらゆる声に対する称賛と敬意の均等、調和、そして理解が現

れるまで、その力をますます行使するようになるでしょう。 
今は、皆さんが暮らす時としては素晴らしい時代です。わたしは皆さんの書籍から引用

しますが、それは“最良の時代であり最悪の時代”であり、そしてその通りです。その中
に存在している最良のものを皆さん自身に認めさせることを目的として皆さんが最悪の

時代を経験しているため、今は最良の時代です。 
すべての皆さんが、これほど愛されています。皆さんは今までこれを教えられていま

せん。皆さんはそれが強化され、頻繁に皆さん自身に映し返されていることを理解して

いません。同じ考えを持った人々のひとつの集団と皆さんが懇意になる時、次に皆さん

は映し返された皆さんの価値を理解します。 
しかし皆さんが“世界の外に”存在する時、たまにその価値観を失い、そしてそれにもか
かわらず、世界を構成しているあらゆる部分は神聖なるあらゆる兄弟姉妹であり、そう

でなければ、彼らはそこに存在していないでしょう。そうでなければ、彼らは皆さんの

立体映像の中に存在していないでしょう。そしてもしも彼らが皆さんの立体映像の中に

存在しているのであれば、彼らは愛されるために皆さんの立体映像の中に存在してい

ます。そのことを深くこころに刻んでください。 
分断された自我は、“おいどうしたんだ、もしかすると、わたしは奴らを追い出すこと
ができたかもしれないと思った”、と言うかもしれません。まず彼らを愛し、次に彼ら



を追い出してください。まず彼らを愛し、そして皆さんは彼らを維持することを望むか

もしれません。今は最良の時であり、そして最悪の時のようにも感じることもできま

すが、しかし皆さんは新しい時代を誕生させていることを認識してください。皆さんは

今まで数十年の間新しい時代について聞いてきて、“やれやれ、それはいつ来ることに
なるんだ？　いつここに来るんだ？”と疑問に思ってきました。さて、それは既にここ
に存在しています。皆さんがより多くの光をその中に運んでいるため、それが皆さんの

新しい毎日の立体映像です。皆さんが彼らのところに現れているように、皆さんが他

の人々が光を発しているのを確認しているからです。 
皆さんはその感覚を認識していますか？　皆さんはひとりの友人に歩み寄り、彼らは皆

さんを確認し、彼らは光を発します。彼らは皆さんを確認して本当に嬉しく、皆さんの

間にはひとつの光が存在しています。ひとつの光の承認が存在しています。これが次々

と起っていて、そこでは、あらゆる物事は崩壊して滅びようとしていたと考えていた気

難しい古い人々にさえ、数々の光が灯されているところです。彼らは希望を持ち始めて

います。 
さて、彼らはまだその光を確認していないのかもしれませんが、しかし彼らは、おそら

く物事は時間が経てば良くなって行く潜在的な可能性を持っているかもしれない、とい

う多少の希望は持っています。しかし彼らは、その時は、依然として遥か彼方の何処か

のもののように考えています。しかし、皆さんは皆さんの顔に浮かんだ微笑みと伴に眼

をきらきら輝かせながら彼らのところに現れていて、彼らはこう驚きます。“どうなっ
ているんだ？　どうしたんだ、このすべての混乱とこのすべての奮闘と、そしてこうし

たすべての困難な課題とすべての否定的なニュースの只中で、いったい誰が微笑むこと

ができるんだ？” 
さて、何故駄目なのでしょうか？　渋面よりも気分良く感じます。渋面はただ身体の真

ん中に痛む場所を創るだけです。そして皆さんは、それを良く認識しています。皆さ

んは、これがどのように感じるかを認識しています。ですから、皆さん自身が軽やかに

感じることを許して下さい。たとえ皆さんがその人々のことを知らないとしても、皆さ

ん自身が人々に微笑みかけることを許してください。そして特に、もしも皆さんが人々

を知らなくても、まるで皆さんが彼らを知っているかのように、人々に微笑みかけてく

ださい。それは人々の一日を変えることになるでしょう。それは皆さんの立体映像を

変え、そしてそれは人々の立体映像も変えます。何故なら、皆さんはその微笑みの中で

、その光の中で、一瞬でも重なり合っていたからです。 
そして皆さんがその数々の立体映像を完全に一緒にする時、皆さんが眼と眼で、こころ

とこころで、精神と精神でお互いに確認し合う場所には、巨大な神聖なる力が存在して



います。それは、皆さんが人生のすべての歩みから、物事についてのすべての異なる意

見から、一丸となっている人々と伴に確認しているものです。しかしその人々は、認め

て貰いたいということに対して、自分達が少なくともその立体映像の一部を共有するた

めの平等性を望んでいることに対して、意識を集中しています。 
もしかすると、それは単なる一部分かもしれませんが、しかし皆さんがおそらく単なる

ひとつの小さな重なり合いで始め、しばらくしてから議論し、会話し、協力し、そして

その立体映像を重ね合わせるため、その中には巨大な、本当に巨大な力が存在してい

ます。それはひとつの新しい現実性を創り出します。そして間もなく、わたしの時機の

選択に従って、それはいつものように皆さんの時機の選択ではないですが（微笑み）、

本当に間もなく、皆さんは新しい世界を、新しい時代を経験します。そしてそれは、今

進んでいて、それ自体でとても急速に進化していますが、それが、皆さんが皆さんの時

間でこれからの12ヵ月間についてこれほど数多くの予言を持っている理由になってい
ます。何故なら、光のためにひとつの選択が行われ、それが別の選択の機会に影響を

与え、そして近いうちに、皆さんは2つ以上の立体映像の融合を手にすることになり
ます。 
その新しい現実性は強い伝染性を持ち、成長し、そして皆さんが同じ声で、同じ物の見

方で、同じ立体映像で、変化は起り得る、変化が起るだろうという同じ認識を共有しな

がら、一体になっている2つか3つか4つ5つか6つかそれ以上の立体映像を経験する時、
次に変化は起ります。それが、皆さんが力に溢れている姿です。 
わたしはいつも、皆さんが力に溢れている様子について、そして皆さんの神性について

、皆さんに伝えています。世界は既に力を理解しているのではなく、世界はこれから、

わたしの時機の選択の中で、もしかすると今回の生涯で、もしかすると別の生涯で、神

聖なる力を理解する場所に現れるようになることを伝えています。 
まだすべての兄弟姉妹達が同じ立体映像を望んでいる訳ではありません。わたし達は別

の機会に、彼らがまだ達成していないと感じてきた数々の問題をある程度達成している

ところであることについて伝えてきました。彼らは今まで、過去の数々の罪を償う必要

があると感じていましたが、そのため彼らは今、必死に努力しなければならないと感じ

ています。ですから、しばらくの間、彼らが最終的に必死の努力を取り除き、彼らが一

瞬立ち止まり、聖なる深呼吸を行い、“これを確認する別の方法はないのだろうか？”、
と尋ねるまで、彼らは必死に努力することになるでしょう。そしてその瞬間の中で、神

聖なる閃きが現れます。 
皆さんの時系列でこれからの12ヵ月の間に、皆さんは、同じ共有された立体映像で一体
になり、平等にひとりの創造主の神聖なる延長として認められることを望んでいるさら



に数多くの人々を、確認するようになるでしょう。今、彼らは、そういう言葉によって

それを呼ぶことはなくなるでしょう。彼らは他の言葉を持つようになりますが、しかし

表面的に彼らがしばらくの間棚上げしてきた物を理解し、承認し、そして取り戻すこ

とが、ひとつの望みになるでしょう。それは、彼ら自身の神聖なる力と、大文字の“O”
の一体性の力についての理解を取り戻すことです。何故なら、ご存じのように、調整さ

れてお互いに合意しているすべての立体映像を皆さんが手にする時、ひとつの一体性の

承認が存在するからです。 
そしてその時、誰もそれを詳しく説明する必要がなくなります。何故なら、それは極め

て明確になり、そのため彼らはひとつの声で、ひとつのこころから話すようになるから

です。それは融合された数々の立体映像の力であり、そしてそれが今、現れようとして

います。 
祝福された数々の表現、ひとりの神聖なる創造的な根源の数々の拡大、それが皆さの

本来の姿です。皆さんは皆さんがどれほど愛されているか認識していますか？　一瞬で

もそれを感じてください。深呼吸をして、皆さんの周りに存在して皆さんのこころその

ものに入り、母がその新生児を両腕の中に抱き締めるように皆さんを抱き締めている、

その愛を感じてください。 
皆さんのこころが広がっていることを感じ、そして事実通り皆さんは最も愛されている

ことを認識してください。わたしの最愛なる皆さんです。その通り、すべての霊的指導

者達の、皆さんが依然として皆さん自身から離れていると理解しているすべての存在達

の最愛なる皆さんであり、指導霊達、教師達、そして天使達の最愛なる皆さんです。皆

さんは、皆さんにとって最良の物事だけを望んでいる皆さんの守護天使とひとつの立体

映像を共有しています。皆さんは、皆さんと伴に歩み、確認されそして確認されていな

い数々の霊的指導者達と、その立体映像を共有しています。 
今は、皆さんが怖れや必死の努力や自暴自棄という数々の古い信念を終了させて、皆さ

ん自身が皆さんはこれほど愛されていると感じることを許す時です。それは事実通り、

他の何も問題にはなりません。皆さんはそれほど愛されていて、皆さんはその最愛なる

存在であり、いつでも永遠に時を超えて、最愛なる皆さんです。 
そうあらしめよ。

So be it. 

ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
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最愛なる皆さん、わたし達は何年もかけて数多くの概念を伝えてきました。それは、皆

さんの本来の姿と存在を理解する上で、皆さんが皆さん自身を見付け出す場所に導く、

パン屑になっていると思います。わたし達は皆さんに、皆さんの精神と皆さんの理解を

広げた道の途中の手掛かりや、行うべき考え方についての概念を与えてきました。それ

は皆さんをこれほど長く激しく考えるようにさせる疑問であり、その結果、最終的に皆

さんは考えようとするようになり、皆さんはこころがその答えを認識することを許しま

した。つまり、キリストの穏やかさと歓びを感じることを、許すようになりました。

 
皆さんが皆さんのキリストの力を認める選択をする度に、皆さんは集団意識の振動比率

を変化させ、皆さんはその振動を引き上げることを許します。そして事実通り、ある時

点で集団意識が目覚め、次元上昇を感じようとしています。また身体も時々それを感じ

、肉体的な次元上昇が起るようになりますが、しかしそれは重要な目標ではありません

。それは起り得ることであり、何故なら、皆さんはこれから“なるほど！”という境遇に
なり、その状態ではあらゆる物事が光に変わり、皆さんはもはや身体を必要とすること

も望むこともなくなり、皆さんは皆さんが引き上げた光になっているからです。

 
その目標は、皆さんが神聖なる瞬間を経験する場所に目覚めることであり、皆さんが事

実通り認識しているように、“わたしはわたしとして今存在するものであり、わたしは
今までいつもそうでした。わたしはキリストとして存在し、わたしはわたしのキリスト

を褒め称えます。何故なら、分離は存在せず、わたしはあらゆる人々のキリストと出会



っているからです。”
 
皆さんが出会うあらゆる人々は、皆さんの意識の中で、皆さんの目覚めの中で存在する

ために既に招かれています。皆さんが出会うあらゆる人々は、皆さんのものと同じエネ

ルギーと同じ基礎構造に属する人々です。それを認識しているかどうかにかかわらず、

あらゆる人がキリストです。そして皆さんは、日が経つにつれて、皆さんが笑い掛け歓

迎するようになるまで、皆さんと伴に歩み、交流しているキリストをより一層自覚する

ようになるでしょう。　

 
わたし達は前回まで、今起っている数々の変化と今年予想される数々の変化について伝

えてきました。そして、これからも数々の変化が起ることになるでしょう。それは今、

既に起っています。わたし達は不和について伝えてきました。そこでは、光ではないも

のがそれ自体を明らかにして、その上に輝かせる光を招いています。

 
皆さんはこれから、皆さんがその数々の変化を感じるようになる場所に存在し、その変

化の一部は心地良いものになり、皆さんはそれを理解するようになるでしょう。一部の

変化は、償いに通じる可能性がある姿を、その一瞬の自覚を確認するために、皆さんが

深呼吸して、一瞬か、あるいはそれよりも長い間、見る人の中立的な立場に立つことが

必要になるでしょう。

 
しかし皆さんは時々、一回よりも多くのの深呼吸をすることが必要になるでしょう。そ

のため、今年に残されている日々に、皆さんはできる限り皆さんのキリストの認識を支

援し、皆さんの信念体系を支援し、その信念体系を形作り、方向付け、変化させる同じ

考えを持つ人々を皆さんの周りに集めることを、わたしは皆さんに勧めます。何故なら

、彼らは自分達の信念体系を形作り、移行させ、変化させているからです。

 
できる限り頻繁に、同じ考えを持つ人々を捜し出してください。皆さんが、同じ言語を

使わない、あるいは同じ観点を持たない兄弟姉妹達に囲まれて歩んで行くようになるこ

とを、今、わたしは認識しています。皆さんは彼らを愛するようになり、皆さんは彼ら

と伴に存在するようになりますが、しかしできる限り頻繁に、皆さんは彼らを支援する

ために、皆さんを支援するために、同じ考えを持つようになる人々を捜し出してくだ

さい。

 



皆さんはとても強いため、異なる観点を持つ他の人々と伴に存在することが皆さんを傷

付けることは一切ないでしょう。しかし皆さんは、数多くの生涯で身に着けてきた一部

の防御手段を解くことができる立場に戻ることを、望むようになるでしょう。そして仲

間達は皆さんを愛し、皆さんを理解し、事実通り今起っていることを認識しているため

、皆さんは、まさに仲間達と一緒に存在することができます。それは起っているように

見えるものではなく、事実通り今起っているものです。一部の変化は巨大なものになる

でしょう。それは時に善のように見えないかもしれませんが、それはすべて善のために

なるでしょう。そしてもしも皆さんが仲間たちと一緒にいて、それを確認することがで

きるなら、“これもまた、全体のキリストの自覚に進化するようになり”、その時起って
いるあらゆる物事は、ある場合には、全く文字通り異なる様相を見せるようになるでし

ょう。

 
本当に、怖れるものは何もありません。この事実を良く聞いてください。何故なら、皆

さんが一度その考え方を把握すると、怖れはその力を失うからです。怖れは数多くの生

涯で皆さんの道連れになってきました。そして皆さんは世の中には皆さんよりも強い何

かがあると考えたため、皆さんは皆さん自身を武装する方法を学んできました。

 
何よりもまず、“外部には”何も存在していません。それはすべて、皆さんの意識の内部
に在ります。それに加えて、皆さんは皆さんを傷つけようとするものを何も一切生み出

すことはできません。そしてもしも皆さんがひとつになっていて、皆さんがその考えを

創り出していることをわたしが皆さん保証すれば、怖れは翼が外されて追放され、舞台

裏に退き、もはや必要が無くなり、すると皆さんはすぐにその考えを消し去ることがで

きます。

 
怖れは、真実ではありません。それは小文字の“t”（truth）の真実ですが、大文字の“T”
の真実と同じものではありません。怖れは、皆さんが冒険をして、アドレナリンの殺到

を経験するために創り出したものです。皆さんの外部には何も存在せず、そして皆さん

が皆さん自身を守る必要があるものも、何も存在していません。

 
今年これから起ろうとしている大きな変化のひとつが、怖れを手放すことです。怖れは

既に皆さんを上回る力を持っていません。皆さんが怖れに力を与え、それを事実のよう

に考えているから怖れは力を持っているだけであり、しかし力などありません。

 



皆さんという存在の唯一の真実は、皆さんはエネルギーとして、わたしが愛と呼んでき

たエネルギーとして存在している、ということです。わたしはエネルギーを愛に喩えて

きました。それは、皆さんが愛の中で存在している時、皆さんは開放的な気分になるか

らです。そして皆さんが誰かに想いを寄せている時、皆さんは小さな自己を忘れ、皆さ

んはただ他の人に興味を持つようになります。一瞬か、それよりも長い間、皆さんは皆

さん自身を忘れ、皆さんが必要と考えていた防御手段を忘れていることに気付きます。

そして皆さんは、皆さんの前に立っている個人とひとつになっている皆さん自身に気付

きます。

 
愛はおおらかです。愛はエネルギーであり、そして皆さんはエネルギーです。皆さんは

今までいつもエネルギーとして存在していて、そして皆さんはいつもそのエネルギーを

用いる方法を、それを作り上げて形にする方法を、選択してきました。そしてその時、

皆さんは今まで創り出してきたため、こうした創造を守らなければならないと皆さんが

感じる状態になるまで、皆さんは皆さん自身がその創造に心を奪われていることに気付

きました。皆さんは、おそらく何かが現れて、皆さんの砂の城か皆さんが創り出したあ

らゆるものを蹴り倒すのではないか、と感じました。そのため皆さんは、皆さんが最初

の場所でその創造を創り出したことを忘れてしまうところまで、皆さんの創造と皆さ

んを重ね合わせ始めました。

 
それは、“神の恩寵の喪失”、“わたしは最初の場所でこれを創り出した神聖なる存在で
ある”という記憶の喪失、と呼ばれてきました。それは高密度への降下でした。そして
皆さんは充分に経験を積んだため、今、皆さんはそこから次元上昇をしているところ

です。皆さんは脆弱な存在ではありません。聖なる子供は決して守られることは必要で

はありません。聖なる子供は脆弱ではありません。聖なる子供はエネルギーです。

 
皆さんは今、力を命ずる世界としてではなく、皆さんが皆さんの力を認識する場所に目

覚めながら、皆さんがキリストに目覚めている場所の中にいます。それは二元性の中に

存在しています。皆さんはその世界の中で、外見的には、ある日に力を持ち、翌日には

力を失うこともあり得ます。

 
しかし皆さんの真の力は、皆さんというキリストの自覚の中に横たわっていて、それは

決して失われることはありません。皆さんは今までたくさんの冒険を経験してきまし



たが、しかし皆さんは決して道に迷っていません。その上、皆さんは決して罪を犯して

いません。皆さんは数々の選択を行ってきて、そうした選択の結果と伴に生きてきま

した。そして皆さんは他の数々の選択をし続けていて、しかし実際のところ、本当に、

決して罪を犯していません。皆さんは遊んできました。何故なら、皆さんは小さな子供

達が砂場で遊び、あるいは違う道具で遊んでいる様子に注目するようになるからです。

子供たちは数々の選択をします。おそらく、子供達は雲梯に登り、もしかすると落ちて

しまいます。しかし子供達は起き上がり、自分の身体をはたき、もしかすると少々泣き

叫ぶかもしれません。それは、子供達は自分達の姿と自分達に何かが起ったことを誰か

に認めて貰いたいからです。そしてその時、子供達は何をしますか？　子供達は走り

去り、再び何度もそれを繰り返します。皆さんは数々の生涯で同じことを行ってきま

した。皆さんは数々の冒険を経験してきました。

 
皆さんは単なる身体ではありません。実際に、皆さんは身体を遥かに上回る存在です。

皆さんの世界の科学者達がオーラを測定する余裕ができる時、今彼らはそれを行ってい

るところですが、彼らは皆さんが皮膚だけで終わっていないことを理解します。皮膚は

身体の一部です。身体の組織のひとつです。たまたま外側になっているだけです。し

かし、肉体は皆さんという存在のすべてではありません。そして身体はそれ自体を活性

化している訳ではありません。皆さんが身体を活性化しているのであり、皆さんという

存在の光は広範囲に及んでいます。

 
実際に、皆さんの神聖なるエネルギー、皆さんのキリストは、皆さんが思い描くことが

できるものを遥かに超えて広がっています。皆さんは大宇宙それ自体の一部です。大

宇宙、数々の星座、皆さんの世界の科学者達が今皆さんの意識にもたらしているものは

、ただ皆さんのおかげでそこに存在しています。

 
皆さんは恐れるものは何もないことを皆さんが理解できるようにと思って、わたしは皆

さんのために数々の考え方を伝えています。“怖れそれ自体の他に、怖れるものは何も
無い”。そして一度皆さんが怖れるものは何も無いことを理解するようになれば、そし
て怖れは存在せず、皆さんは自由になります。皆さんは、身体が皆さんを失望させるこ

とを心配する必要はありません。皆さんは、皆さんの仲間達、同僚達、雇い主が皆さん

を失望させることを心配する必要はありません。皆さんは指導者や政府が皆さんを失望

させることを心配する必要はありません。皆さんは彼らを遠ざけて、彼ら自身のゲーム

を演じさせることができます。何故なら、皆さんの信念体系は、皆さんの意識は、皆さ



んが大丈夫であり、これからもいつも大丈夫であることを認識しているからです。

 
皆さんは、職業や、皆さんが金貨を稼ぐことができるように皆さんに命令を与える誰か

を必要としていません。もしも皆さんが職業を持っていないのであれば、皆さんは他の

誰かに奉仕することになるでしょう。何故なら、それが人生の目的になっているから

です。それは愛すること、奉仕すること、そして思い出すことです。そのため、もしも

皆さんが今いるところにいなかったとすれば、皆さんは今他の場所で奉仕し、愛して

いて、そしてエネルギーの交換を行っているでしょう。何故なら、そうなっていなけれ

ばならないからです。いつもエネルギーの交換が起っています。

 
わたしはここで、皆さんがその日の朝か翌日に仕事を始めて、皆さんの雇い主に、“
おい、わたしは確かにこれ以上あなたが必要ではない。ヨシュアはわたしが自由にわた

し自身の選択ができると言っていた。だからわたしはもう出て行く”、と話すように言
っているのではありません。わたしはそんなことを伝えている訳ではありません。わた

しは、皆さんがいる場所を評価して、皆さんが積極的に奉仕することを理解し、認識す

るように伝えています。そしてその通り、エネルギーの交換になっていることが必要に

なります。自然、皆さんの真の存在は、外界からの孤立を許しません。エネルギーの交

換になっていることが必要になります。そのため、皆さんが何処に行こうとも、皆さん

が何処で奉仕しようとも、エネルギーの交換は起ることになるでしょう。それは金貨と

いう姿になるかもしれず、あるいは他の手段になるかもしれませんが、しかしいつも交

換があります。

 
皆さんの責任は、交換が起っていることに気付くことであり、たとえ金貨のように見え

なくでも、交換は起っているでしょう。交換があることが必要になります。孤立した状

態では、いつも何も行われていません。そしてその時、皆さんは理解し始めます。皆さ

んが支払われた数々の手段は、エネルギーの交換は、海岸の砂粒のように多様なものに

なる可能性があります。本当に数多くの異なる手段で、皆さんの所に戻ってくる可能性

があり、そうなるでしょう。

 
皆さんは決して交換が無い状態にはなることはないでしょう。時に、それは少々余裕が

無い状態に見えるかもしれませんが、しかし皆さんは決して交換が無い状態にはなるこ

とはないでしょう。皆さんは気遣われるようになるように定められているため、皆さん

はいつも、気遣われるようになるでしょう。



 
皆さんは決して途方に暮れることはないでしょう。人々は、“わたしは何処へ行くのだ
ろうか?　わたしは依然として意識を持っているのだろうか？　わたしは何処かの虚空
を彷徨いながら、道に迷ってしまうのだろうか？”と疑問に思っているため、身体を犠
牲にすることを怖れています。いいえ、皆さんはいつも意識を持っているでしょう。皆

さんはいつも皆さん自身を認識しているでしょう。それはさらに大きな自己、大文字の

“Self”の自己であり、そして実際に、身体を解き放った後で目覚めた数多くの人々は、
自分達が自由なのでとても喜んでいます。彼らは拡大しています。

 
そのトンネルの終わりの光が皆さん自身の光であり、皆さんはその光に向かって拡大し

ています。この時点で怖れるものは何もなく、わたしは皆さんが間もなく身体を解き放

つからメッセージを伝えているのではありません。実際に、皆さんはしなければならな

い仕事が多くあるという理由から、身体を解き放つことはありません。収穫は巨大なも

のであり、数々の仕事が多く必要になっています。

 
そのため、皆さんは身体を犠牲にするようなことはなく、同時に依然として行うべき仕

事があります。しかし皆さんが今回の転生の終了を認識する境遇になる時、怖れるもの

は何もありません。それはただ、すべて歓び、光、拡大になるだけでしょう。しかしそ

れはまだです。何故なら、わたしは皆さんがわたしの仕事をすることを必要としている

からです。皆さんはわたしの両手であり、わたしの両足であり、わたしの微笑みであり

、わたしを確認することができない人々に対する、そしておそらくまだ自分達はひとり

ではないことを認識することができるようになる信念体系を持っていない人々に対する

、わたしの慰めの言葉です。

 
彼らの一部は、わたしとわたしの母マリアに呼び掛けています。そして彼らは慰めを認

識することを望んでいます。しかしわたしが答え、そしてわたし達はいつも彼らと伴に

、あらゆる皆さんひとりひとりと伴にそこに存在している時、彼らはわたし達の声を聞

くことはありません。何故なら、遠い昔、彼らは一体性を認識する価値がない存在だと

伝えられたからです。彼らは自分の祈りの答えに値しませんでした。もしも彼らが祭司

やラビ達にお金を払わず、聖なる神殿の中で犠牲を払わなければ、その時彼らの祈りは

何にもなりません。皆さんは数多くの生涯でそれを教えられました。

 



そしてそのため、わたし達が答える時、彼らは依然としてわたしが十字架の上にいると

理解しているため、それはあり得ないことだと考えます。わたしは十字架の上にいま

せん。わたしはただ、ほんの数時間そこにいただけです。それは充分に長い時間でした

。次にわたしはそこから降ろされ、身体を蘇らせ、それがエネルギーであることを認

識し、皆さんは生命それ自体であることを証明し、明らかにするために、再び皆さんの

間を歩きました。身体はわたしを消滅させることはできません。わたしはこれからも消

滅させられることはないでしょう。生命は姿を変かえるかもしれませんが、しかし生命

それ自体は滅ぼされることはあり得ません。ですから、怖れるものはなにもありません

。ただ歓びがあるだけです。

 
皆さんは生命です。今までいつも、これからもいつも、ひとつの姿あるいは別の姿の中

で存在することになるでしょう。いつも光に仕えています。何故なら、皆さんは光で

あり、皆さんはその皆さんを受け入れているからです。

 
そして皆さんは、その存在が光であることに目覚め始めている他の人々も受け入れてい

ます。皆さんは彼らと伴に光を称賛しています。これが、同じような考え方の人々を捜

し出して、できる限り彼らと一緒にいるようにわたしが皆さんに伝えている理由です。

何故なら、皆さんと言う存在の真実を皆さんが再確認しているため、光の感覚と皆さん

の神性の目覚めが広がっているからです。

 
わたしはここで否定的な人々という皆さんのひとつの言葉を使用しますが、もしも皆さ

んが否定的な人々の中に身を置くと、皆さんはその状態が皆さんに与える感覚を認識し

ます。それは重く、束縛するように感じます。その種のエネルギーは、まだそこに存在

するすべてのものに目覚めていません。

 
そのため、できる限り、その生命の中にいつでも歓び持ち、無邪気さを認識し、遊び、

笑い、歌い、本当にキリストの誕生を祝うことができる人々を捜し出してください。そ

れが、こうした言葉を読んでいる目覚めたキリストです。皆さんは、直線的な時系列の

中のある時点で、皆さんのキリストを認識するようになることを運命付けられていま

した。そしてその時が、今です。

 
そうあらしめよ。

So be it.



 
- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
 
Copyright © 2011 Oakbridge University. Oakbridge material is copyrighted but free to anyone who
wants to use it as long as proper credit is listed, including our website address www.oakbridge.org.
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最愛なる者、わたし達は再び数々の立体映像について話し、そして皆さんがそこで暮ら

している幻影に属する数々の小文字の“r”の現実性（reality）について話をしたいと思い
ます。そしてわたし達は、断定的な判断からではなく、皆さんの現実性について皆さん

の信念になっているもの、皆さんがその現実性を変化させる方法を識別することによ

って、話すことになるでしょう。わたし達は、皆さんが歓びの中で生きることを、強く

勧めます。それは自由な選択であり、そのため皆さんは幸せになることを選択しても差

し支えありません。

 
例えば、楽しみのためだけに、皆さんの立体映像を拡大し、また皆さんが皆さんの現実

性として理解しているものを拡大してください。それを物性が創り出されたビッグ・バ

ンに戻してください。そして次に、もしも勇気があれば、ビッグ・バンの前を思い描い

てください。その前には何がありましたか？　それはビッグ・バンの前であるため、時

間の外部でした。それがさらに皆さんの立体映像の一部になっていることも許してくだ

さい。

 
皆さんの立体映像を拡大してください。皆さんが思い描くことができるだけ遡ってくだ

さい。皆さん自身のために、そのすべてを取り入れている立体映像を感じ、創り出して

ください。そして皆さんが過去のように見えるものの中でそれを終わらせた時、それを

未来に向けて拡大してください。皆さんはその未来の立体映像の中に何を確認すること

を望みますか？　それがどれほど拡大したものになり得るか、確認してください。そ



れは、皆さんがそうなることを望んだあらゆるものになることができます。

 
これは、わたしがゲッセマネの庭の中にいた晩にわたしが確認したものです。わたしは

十字架があらゆる物事の終わりではないことを理解しました。わたしはそれを、人間の

生命の過程の一部として、そして身体は皆さんの神性、皆さんの神聖なる大文字の“M”
の精神（Mind）のひとつの創造になっていることを明らかにする過程の一部として、
理解しました。わたしは、わたし自身が物質的な分子と伴に上昇し、生きていることを

理解しました。何故なら、その後何年も、わたしは兄弟姉妹達と関係を持ちながら友情

を楽しみ、わたしはその兄弟姉妹達との関係を楽しみました。そして、わたし達

が600年以上と呼ぶ時の間、わたしが創造し、再創造したその身体が皆さんの神性が存
在している光に入るまで、わたしはこれを行いました。

 
しかし、それにもかかわらず、短時間の間、あるいは少し長い間、わたしがひとつの身

体を再創造して皆さんの人生に現れ、皆さんの隣に座り、皆さんに“調子はどうですか
？　あなたは何かと苦闘しているように見える。”と尋ねた時があります。あるいは、
ただ微笑んで、“大丈夫でしょう”と伝えています。わたしは時々皆さんにそうしてきま
した。皆さんが何かを経験していて、誰かが現れた時、それはもしかすると皆さんが知

っている人であり、もしかすると知らない人であり、そしてわたしは彼らを通して伝え

るか、あるいは一時的にひとつの身体を創り出して、皆さんにこう伝えます。“大丈夫
でしょう：先々だけではなく、今も大丈夫です。”
 
そして皆さんが孤独や見捨てられたと感じた時、皆さんは叫び、皆さんはすすり泣き、

そして皆さんは時々天に向かって皆さんの不満を絶叫しました。その見捨てられたとい

う感情の一部は、磔刑それ自体の時に、わたしが皆さんを見捨てたと皆さんが感じた時

に戻っています。しかしわたしは決して皆さんを見捨てることはできません。わたし達

は一体になって神聖なる水準に結び付けられています。皆さんはわたしがいない場所に

存在することはできません。わたしはいつも皆さんと伴に存在しています。

 
皆さんの立体映像を拡大してください。ビッグ・バンの前にまでそれを戻してください

。それはどうなるでしょうか？　皆さんは姿が無い状態を思い浮かべることができま

すか？　精神です。ただ精神だけでしょうか？　ただ存在しているだけでしょうか？　

何故なら、時間の外部には、皆さんがただ存在していると想像した時だけが、存在して

いたからです。



 
それから皆さんの次の質問は、“わたしは何を創り出すことができるだろうか？”、とい
うものでした。皆さんはひとつの創造原理の拡張として存在しているため、言うまでも

なく皆さんは今創造をしているところであり、そして皆さんは今まで最も美しい数々の

姿を創り出してきました。現時点においてさえ、皆さんが自然と呼ばれているものに目

を向けて、その美しい数々の姿を観察し、滝の流れ、岩の形、シダ類、朝露にきらめく

低湿地に注目する時、皆さんは夕日に目を向け、皆さんはそれぞれが以前の日とは異な

っている印象を創り出しています。そしてもしも皆さんに見る目があれば、それは皆さ

んのこころを喜ばせることになるでしょう。

 
皆さん自身がその美しさのすべてを皆さんの立体映像の中に入れることを許し、事実通

り皆さんはひとつの創造として存在していることを認識してください。もしも皆さんが

それを見るためにその場に存在していなかったとすれば、その滝は存在しているでしょ

うか？　良い質問です：その質問と戯れてください。皆さんはその答えを考え出すでし

ょう。その答えは正しいでしょうか？　もちろんそれは正しいものになっているでし

ょう。何故なら、実際には正しいとか間違っているということはないからです。ただそ

の答えがあるだけです。

 
次に、皆さん自身が立体映像を拡大し、それを未来に持ち込んでください。皆さんが生

きている限り、皆さんは皆さんの未来を創りながら、皆さんが個人的な未来と呼ぶもの

に進んで行くでしょう。そして皆さんが身体のための呼吸を止めた後、皆さんは依然と

して存在しているでしょう。皆さんは依然として意識があるでしょう。そして皆さんは

、数多くの人々がそうだったように、驚くことになるでしょう。“わたしはまだ生きて
いる！　わたしはまだ意識を持ち、意識として存在している。”そして皆さんは驚きま
した。“なんていうことだ？　死んだ後、わたしはあらゆる物事が終わり、天国か何処
他のところに行くと思っていた。しかしわたしはまだ生きている。”
 
言うまでもなく、皆さんは依然として生きています。皆さんはいつも存在してきまし

たし、これからもその神性を表現し、その神性を経験して行くでしょう。そのため、皆

さんの立体映像を拡大してください。皆さんが思い描くことができるまでそれが拡大す

ることを許し、次にその翌々日には、再びそれと戯れて、皆さんがそれをさらに深く推

し進めることができるかどうか確認してください。そして皆さんがそれをする時、皆さ

んは、“わたしは拡大している、わたしは創り出している、わたしはわたしの意識の



中に、自覚的意識の中に、わたしという存在と目的をさらに一段と取り入れている。そ

してもしもわたしがそれをしているなら、ほら、わたしはほんのちっぽけな物性の冴え

ないかけらではない。わたしは力強くならなければならない、世界が力を決めるのでは

なく、わたしは神聖なる創造の感覚の中で力強くならなければならない”、と皆さんが
自覚する場所まできていて、そして皆さんはその通りの存在です。

 
拡大された立体映像の中で、皆さんは聖なる母地球のではなかった数々の生涯を思い出

そうとしています。皆さんは、皆さんが他の星座の星や惑星、そして彼らがそう呼ぶよ

うに他の天体の上に存在していた時の生涯を思い出そうとしています。皆さんはそこで

、ひとつの天体として存在していました。皆さんの姿は全く異なったものだったのかも

しれません。実際に、それは皆さんが聖なる母地球の上で進化してきたものとは異なる

ものでした。

 
数々の生涯が存在していました。そしてわたしは、皆さんの創造的な神性が皆さんに今

まで許してきた転生から、その生涯が長くても短くても、あらゆる生涯を呼び出すこと

になるでしょう。皆さんはそこで思考において自由に動いている液晶であり、あるいは

皆さんはそこで山脈としての姿の密度になっていました。皆さんには、とてもとても背

が高く、とても広い肩幅をしてとても大きく、あるいは一部が動物で一部が人間のよう

に見えた生涯があり、皆さんは、現在神話と呼ばれているものの中の数々の伝説を経験

しています。

 
皆さんは今まで、皆さんのすべての伝説的な存在達になってきました。皆さんは人魚と

いう、一部が女性で一部が魚の存在になってきました。皆さんは皆さんの伝説的な数々

の物語の中に存在していたあらゆるものになってきました。そうでなければ、それは皆

さんと共鳴することはなかったでしょう。それは皆さんの知性の回想の中に存在してい

なかったでしょう。

 
皆さんは、皆さんが思い描くことができるあらゆるものでした。皆さんは最も小さな高

山植物の花でした。皆さんは何百年も生きていた巨大なセコイアの樹であり、巨大なア

メリカスギの樹として生き続けていただけなので、小さな人間達が走り回って人間達が

考えたあらゆるものを行っていることがこれほど大切なこととして注目していました。

皆さんは、一日位しか生きていないミバエでした。そしてその日、皆さんはひとつの生



涯全体を生きました。

 
そのため、今回の生涯がこの世界に存在しているすべてではないことを皆さん自身が認

識することを許してください。人間の姿は、皆さんが兄弟姉妹達と話し、彼らが皆さん

を理解し、皆さんと関わりを持つことができるように、この現実性の中で機能してい

ます。皆さんが奇妙に見えているからといって、彼らは怖れません。皆さんは皆さんに

囲まれながら、地球ではない他の星座の星から現れた存在達を経験しています。皆さん

は彼らをET達、地球外生命体と呼んでいます。そして彼らは、たった今も、皆さんに
囲まれながら存在しています。彼らの一部は、皆さんが彼らを排除しようとしないよ

うに、人間の姿をしてきました。皆さんはもしかすると彼らに耳を傾けるようになるか

もしれません。

 
一部の皆さんは、そしてまたこの話を聞いている人々も、実際にETです。わたしは今
、それが精神を吹き飛ばしていることを認識しています。それは良いことです。一部の

皆さんは、実際にこのメッセージを読んでいる大部分の皆さんは、人間の姿をし

たET達です。何故なら、皆さんは兄弟姉妹達を怖れるのではなく、他の天体の生命に
ついて彼らに伝えることができるようになることを望んでいて、そして皆さんは、皆さ

んは何処にでも生命が存在していても大丈夫であると彼らが理解できることを望んでい

るからです。

 
聖なる母地球上だけに生命が存在すると言うことは、馬鹿げた尊大さ、自慢、利己的な

思考です。皆さんは、皆さんのような人間の姿をしている唯一の知的生命体ではありま

せん。本当に、その意見に異議を申し立てようとしている皆さんの世界の四本足の一部

の存在達がいます。彼らはより知的であり、人間の姿をした存在達よりも多く、自由に

与える愛を所有しています。

 
皆さんは、他の数々の天体上で数々の生涯を生きてきたからこそ、そして皆さん

がET達であるからこそ、皆さんは今ここに存在しています。皆さんが皆さんの立体映
像を拡大し、それは皆さんの想像をできる限り進めてそれを取り戻し、皆さんが今回の

生涯で皆さん自身として認識しているもの以上の存在として皆さん自身を受け入れるこ

とであり、わたしがそのことを皆さんに伝えることからこのメッセージを始めたのは、

これがその理由です。

 



どのように感じますか？　“やれやれ、面白い。うーん、わたしはそれについて少し考
えてみる必要があるだろう。わたしは自分がただの人間だと考えていた。わたしはその

話が余りにも奇妙なものだと考えていた。そして今、わたしは自分がそう考えていたも

のよりも多くの部分があると彼は言っているのだろうか？”　その通りです。そのため
、皆さんの間で人々がET達について話している時、皆さんはこの事実を認識してい
ます。皆さんはそれを皆さんという存在の内部の真実として感じることができます。し

かしそれは、皆さんが瞬時に姿を変えて、皆さんのいわゆる小説の中で提示されてきた

ように昆虫の目と長い顔、長い首、痩せた身体等々を持つことを意味している訳ではあ

りません。皆さんは受け入れられている姿を維持することになりますが、しかし皆さん

の皆さん自身についての意識は変化し、拡大しているところです。

 
皆さんは小さな頃から、この聖なる母地球は皆さんの故郷ではないと感じてきて、ここ

が全くしっくりこないとしばしば感じてきた理由を持っていますが、その状態の皆さん

を認識してください。皆さんは他のすべての人々のようになるように最善を尽くそうと

しましたが、しかし皆さん自身について少しだけ違う何かが存在していました。皆さん

はそうであったものを認識せず、そして他の誰もまたそれを認識していませんでした。

何故なら、彼らは充分に賢明ではなかったからです。彼らは自分達の立体映像を拡大し

ていませんでした。

 
しかし皆さんは今、皆さんの立体映像を拡大し、皆さん自身がその考えを受け入れるこ

とを許しているため、おそらく皆さんは今、さらに一段と皆さんがそう思ってきたもの

以上の存在に、両親、祖父母、仲間達が皆さんとして伝えてきたもの以上の存在になっ

ています。何故なら、皆さんはその立体映像が拡大することを許し、皆さんは事実通

りETであるという事実を皆さんの理解の中に採り入れて、皆さんが物事を見るような
方法であらゆる物事が変化しているからです。皆さんは新しい光の中で、拡大された光

の中で、皆さん自身を確認し始めています。そして皆さんは、ET達に皆さんを認識し
てもらうために、他のET達を招き始めています。
 
聖なる母地球は美しい惑星です。わたしは今まで、わたしが聖なる母地球を楽しんで、

わたし達が創り出したあらゆる物事に感謝をした、そういった数多くの生涯を生きてき

ました。実際に、今皆さんが皆さん自身をそう認識しているETとしてわたし達は創造
を行ったため、わたし達は聖なる母地球を形成するために、わたし達は現れて、わたし

達の光を集めました。地球は、本当に遠い昔からわたし達の光から創り上げられている



、ひとつの光の存在です。

 
当初、地球は現在の地球のような姿ではありませんでした。皆さんの世界の科学者達さ

えも今後伝えることになるように、大気と現在大地と呼ばれているものがそれほど確固

としていなかった時代がありました。それはより多くの霞や光、そして皆さんが霧と呼

べるものが存在していました。そしてわたし達が、聖なる母地球をさらに一層高い密度

にしました。わたし達はわたし達の光を、わたし達の創造性を受け取りました。そして

わたし達はそれに形を与え、それがより一層凝固することを許しました。わたし達は

次に、海や大地で歩くことができるようにわたし達の数々の創造物を置きました。

 
当初、わたし達は光の上を歩んでいる光の存在でした。しかし次に、その光をさらに確

固としたものにするために密度を持ち込むという考え方が生まれました。そして振動水

準を変化させました。これは、事実通りわたし達が行ったことです。

 
今、皆さんは数々の振動水準を理解し始めています。皆さんは振動を感じることができ

ます。皆さんはひとつの部屋に向かって歩き、そしてもしもその部屋の中にいる人々が

幸せなら、皆さんはその振動を感じることができます。それは気持ち良く感じます。皆

さんはそこにいることを望みます。あるいは皆さんは、とても鬱屈を感じ、自分自身や

他の人々を裁き、もしかすると喧嘩をしている人々がいた部屋に向かって歩いて行くこ

ともできます。そして皆さんはその振動を感じることができて、機会が訪れた時には、

皆さんはすぐにその部屋を離れます。

 
ですから、皆さんは振動の水準を認識しています。それは単なる知的な言葉ではありま

せん。それは皆さんが感じるものであり、皆さんが腑に落ちて認識しているものです。

そしてそれは変化しているところです。

 
そして振動の変化と伴に、他の生命形態についての数多くの疑問が沸き起こってきま

した。ET達について、そして彼らはかなり奇異な存在であるかもしれないという数多
くの思索が行われていて、彼らは訪れようとしているのか、あるいは既に母なる地球を

訪れていのか、彼らは皆さんにどのような科学技術を伝えることができるのかについて

、そして今後彼らが皆さんを光線で拾い上げて皆さんの故郷の惑星に連れ戻すことにつ

いて、今まで数々の疑問が起っています。さて、わたしは皆さんに伝えます。皆さんは



皆さんの立体映像を、皆さんが皆さんの現実性とその可能性として信じているものを拡

大しているので、皆さんは彼らの故郷の惑星は皆さんの惑星でもあることを理解するこ

とになるでしょう。それは今までもそうであり、再び今もそうなることができます。何

故なら、皆さんが人間の身体として認識している特定の姿を解き放った後、いつも選択

の自由があるからです。

 
選択の自由があるため、皆さんは今でもETの振動エネルギーとの友情を経験すること
ができます。それは、皆さんが他の人々と共鳴状態になる時に行っていることです。皆

さんは“共通した意識を持ち”、こころが休まるひとつの集団に参加しています。それは
、皆さんが他の惑星の身体、他の本拠地にいたことについて認識している人々と一緒に

いるからです。

 
わたしが提示した考えと戯れてください。皆さんの立体映像を皆さんが思い描くことが

できる限り遡って、ビッグ・バンの以前にまで拡大するという、その考えと戯れてくだ

さい。転生の姿を持つ必要ななく、精神だけになることはどのように感じるか、その考

えと戯れてください。苦もなく自由に動けることはどのように感じるでしょうか？　精

神をそのエネルギーの姿まで拡大して、皆さんがエネルギーの姿になっていることはど

のように感じられて、そして皆さんはそのエネルギーをどのように使おうと思いますか

？

 
皆さんがそれを科学技術と呼ぼうと考えている時、一隻の宇宙船を創るためにはどのよ

うな科学技術がひつようなのでしょうか？　数々の宇宙船はエネルギーが合体されたも

のですが、しかし皆さんはそれを既に認識していました。そして皆さんはどのようにし

て既にそれを認識していたのでしょうか？　何故なら、皆さんは数々の宇宙船の上に存

在していたからであり、そしてわたしは皆さんが過去に誘拐されて皆さんの意志に反し

て連れて行かれたという話をしている訳ではありません。わたしは、事実通り、皆さん

は既に宇宙旅行を認識していることを伝えています。もしもそれが事実でなかったとす

れば、その考えはどこからきたのでしょうか？　その感覚をしばらくの間共鳴させてく

ださい。

 
皆さんのすべての空想科学小説は、虚構ではなく、そして厳密に科学的でもありませ

んが、しかしそれは皆さんが既に経験し、創り出した小文字の“t”の真実（truth）のひ
とつの思い出から現れています。皆さんの自己の意識を拡大することと戯れてください



。皆さんの自己を拡大することと戯れて、皆さんが完全に寛ぎを感じない理由は皆さん

が別の世界の存在であるからだということを認識してください。皆さんはETであり、
そして皆さんは他の人々が行くことを夢見ることもない場所に身体を持ったまま行こう

としている人々あり、そしてそれにもかかわらず、大胆に夢を描く人々が増えています

。

 
さて、わたしは皆さんにとても単刀直入に話をしてきました。そして皆さんはそれを聞

く準備が整っています。皆さんはそれを聞くことを求めてきました。皆さんは、“何故
わたしはそりが合わないように感じるのか？　何故わたしは説明できないように感じる

のか？”、と考えるその理由を認識することを求めてきました。それは、皆さんが人間
として認識されているものを超えて進んでいるからです。皆さんはETです。目覚めて
、経験してください。それは、わたしが皆さんに委ねた使命です。そのすべての創造的

な歴史と多様性の中で目覚め、皆さんの神性を経験してください。わたしがわたしの現

実性を認識したように、皆さんがその現実性を認識するまで、皆さんの立体映像を、皆

さんの現実性を、拡大してください。

 
そうあらしめよ。

So be it.
 
ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
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最愛なる皆さん、わたし達は数々の立体映像の話を続けたいと思います。皆さんの現

実性、小文字の“r”の現実性（reality）を説明する別の方法として、わたしはひとつの立
体映像の概念を用いてきました。別の記述の中で書かれているように、皆さんの現実

性は、ひとつの幻影です。固定されているという意味では、それは本物ではありません

。それは変化します。

 
皆さんの大文字の“R”の現実性は、皆さんが皆さんの小文字の“r”の現実性である立体映
像を創り出すことを許す、皆さんのキリストの霊です。皆さんが立体映像の中にいて、

それを熱心に観察している時、皆さんがいつも、それは皆さんが皆さん自身のために創

り出しているひとつの立体映像、ひとつの幻影、ひとつの創造であることを認識してい

る訳ではありません。

 
わたし達がしばらく前に、わたし達が　見る人になり、深呼吸をして今続けているあら

ゆることから一歩離れて見て、“ここでは今、事実通り何が起っているのか？”と尋ね、
皆さんが皆さんの世界の劇場の中で、あるいは大きな銀幕の上で、ひとつの戯曲、ひと

つの劇を見るようにそれに注目することができるようになることの重要性について伝え

たのは、これがその理由です。断定的な判断を持たない立場から、そして中立的な立場

から、ただそれに注目することです。

 
皆さんがそうする時、そして皆さんが見る人についての皆さんの理解を実行する時、皆



さんは今作っている立体映像を確認することができます。繰り返しますが、皆さんはそ

れを断定的に判断することはないでしょう。皆さんはひとつの経験として、ありのまま

のこととして、それを理解するでしょう。皆さんは今までもこれからも、数多くの経験

をし続けるでしょう。皆さんは今とても裕福であり、そして皆さんはその豊かさに、永

遠に変化しているその立体映像の内部のさらに一層多くの経験を、付け加えるようにな

るでしょう。

 
皆さんが今行っていると感じる、あるいは行っていなければならないと感じるあらゆる

物事の只中で、一日に数回、皆さん自身が立ち止まり、深く呼吸をすることを許して下

さい。そして、見る人の立場からその経験を理解しようと努めてください。それをひと

つの劇として注目してください。皆さんの仕事仲間達との交流を、皆さんの友人達との

交流を、皆さんの動物達との交流を、見てください。ひとつの経験になっているものを

、絶えず変化している経験になっているものに対する相互関係を、皆さん自身が理解す

ることを許してください。

 
わたしが絶えず変化するといっている理由は、皆さんがいつも変化しているからです。

皆さんの認知や、皆さんがあらゆる物事を眺める状態からの視点は、瞬時に変化します

。それが皆さんに、ひとつの新しい視点を与えます。皆さんはその現実性という幻想の

立体映像に対する新しい認知を加え、時に飛躍的に、ほとんどの場合変化の小さな一歩

を踏み出すことによってですが、しかしそれが皆さんの信念体系を変えます。それはい

つも変化しています。

 
皆さんはそれから一歩退き、その立体映像の中で、現実性と呼ばれている幻影の中で、

皆さんが生み出しているあらゆる物事がひとつの祝福であることを自覚し始めることよ

うになります。それは神聖なる目的を持っています。その神聖なる目的は、皆さんは創

造を続けている神性として存在し、皆さんがそれを理解する場所に皆さんを連れて行く

ことです。もしも皆さんが皆さん自身で今創り出しているものを好んでいないのなら、

皆さんはそれを変えることができます。皆さんはただ途中で、思考の途中で止めて、こ

う尋ねることができます。“わたしはどのようにすれば違った視点でこれを理解するこ
とができるだろうか？今、本当はここで何が起っているのだろうか？その目的な何だろ

うか？”
 
皆さんは、特定の集団意識の考え方に向かって生まれました。皆さんの両親、皆さんの



文化、皆さんの仲間達が、皆さんの数々の信念を形作ってきました。そして時にこの

造型は正しいと感じ、時にそれは正しくないと感じてきました。次に、皆さんは自立

して、こう伝えました。“それはわたしの心に響かない。わたしが今まで伝えられてき
たことは、正しいと感じない。わたしは違うと信じている。”
 
そのため、皆さんは皆さんが今まで進んできたように、その立体映像の中で皆さん自身

の数々の変化を起こしてきました。その立体映像は静止しているものではなく、同じ状

態に留まることはありません。あらゆる瞬間に、皆さんはそれを変えています。あらゆ

る瞬間に、皆さんは、皆さんという存在と、皆さんという存在の理解と、そして皆さん

にできることに関する自己像を、変えています。

 
今、その立体映像を変えることは、ひとつの漸進的な過程のように思われています。そ

の過程は緩慢なもののように見えます。しかし繰り返しますが、それは今まで皆さんに

与えられてきたひとつの信念です。あらゆる物事はひとつの過程として存在しているこ

とが必要です。事実通り、皆さんは瞬時に変化を起こすことができます。皆さんは、わ

たしとわたしの弟子たちが行った一瞬の癒し、癒しの奇跡について、聖なる記述の中に

その数々の記録を持ち、それは皆さんの記述の中に記録されています。こうした具体的

事例は、あらゆるものごとが冗長な過程になる必要はないことを、皆さんに明らかにし

ています。変化は、極めて一瞬のものになり得ます。その信念体系に変化が生じるため

、それはそのエネルギーをたちどころに変えます。

 
皆さんはエネルギーです。皆さんは特定の方法で皆さんの身体を形作りますが、しかし

もしも次の日に皆さんがある異なる種類の身体を持つことを望むとすれば、その教え

では、それは緩やかなものでなければならないということになっていました。“よし、
もしもわたしが体重を落としたいと思えば、おそらく食事療法を続けることによって今

後6週間かけてそれを行うことができる。もしもわたしがさらに屈強になり、より早く
走れるようになりたければ、毎日訓練して、毎日1マイル程走れば、それを達成するこ
とができる”
 
しかし実際には皆さんは瞬間的な存在であり、ただ一連の過程が存在しなければならな

いという信念だけが、皆さんが瞬時に変化を起こすことを阻んでいます。それが、わた

しがここで皆さんに伝えようとしているものです。最愛なる仲間達、このことは、皆さ

んがわたしをそう呼ぶように、皆さんがわたしをひとりのヨシュアとして認識した時か



ら2千年もの間、わたしが皆さんに示唆してきたことです。
 
わたしの生涯の間、わたしはわたしの立体映像を変えました。わたしは、それが変える

ことができることを認識しました。わたしが他の人々の視界から消えた時がありました

。そしてわたしは、わたしがわたしの現実性を変えることができることを認識すること

によって、これを行いました。そこでは、もはや人々もわたしもひとつの共有された立

体映像の中に存在していませんでした。

 
わたしは、その立体映像を拡大する方法を認識しました。そしてそのエネルギーの感覚

、希望、認識、そして事実通りそれはひとつの認識でしたが、それは伝染力がありま

した。おそらくわたしの衣服の裾をつかみ、わたしが伝えていたことを把握し、そして

物質的に、何度も精神的にまた情緒的に、瞬時に癒された数多くの人々が存在したのは

、これがその理由です。何故なら、人々が経験している立体映像は変化させることが

でき、またそれは絶えず変化していることを人々が理解したからであり、そしてそれは

今も同じです。

 
わたしがちょうど皆さんのような大勢の人々に囲まれて歩いていた時、そしてもしも皆

さんがそれを歓迎するようになるなら、彼らは皆さんでした。皆さんは別の転生を経験

するために、そして別の方法でわたしを思い出すために、戻ってきました。彼らはひと

つの変化を認識していました。彼らは、彼らが身体ではないことを認識した場所に向か

いながら、彼らがライオンと伴に穴に投げ入れられたいわゆるキリスト教の殉教者にな

り得る場所に向かいながら、物事は違うようになり得るというひとつの可能性を理解し

ました。

 
彼らは身体を救う必要はありませんでした。何故なら、彼らは身体ではないことを認

識し、その立体映像は実在ではないことを認識していたからです。ここで、彼らはライ

オンによって身体の痛みを感じたでしょうか？　最初は、その通りです。しかし、彼ら

が怖れていたら感じていたかもしれないような状態にまではなっていません。彼らは怖

れませんでした。彼らは、彼らが経験していることの創造者であることを信じていま

した。そして彼らは、彼らが身体を変え、身体を置き去りにできることを認識しました

。

 



数多くの皆さんが、その当時にわたしのメッセージを理解し、皆さんは外部の数々の環

境によって、そして自分達は皆さんよりも力があると語った他の人々によって支配され

ないことを認識していた、そういった人々のひとりでした。皆さんは皆さんの力を認識

しました。皆さんは、それが小さな自己を超えたところから現れていることを認識しま

した。皆さんは、皆さんの幻影を変えることができることを、認識しました。何故なら

、皆さんは皆さんの現実性と、継続する永遠の現実性と、そして皆さんの神性と、結び

付いていたからです。

 
そのため、わたしは今、皆さんがその立体映像と戯れるように勧めています。何故なら

、皆さんは皆さんの人生経験がまさに今そうなることを理解しているからです。その中

で変化を起こすことと戯れてください。皆さんはそれができるからです。皆さんは、お

そらく皆さんが特定の状況の中で行き詰まり、そして他の人々が皆さんを上回る力を持

っていると考えてきました。しかし皆さんは今ここで、日々皆さんの人生を生きている

同じ棲家に存在し、もうこれ以上小さな行き詰まりを気に病んでいません。

 
皆さんは既に、皆さんの立体映像が幸せなものになり、皆さんが今という瞬間に生きる

ようになることを選択しました。どのような場合でも、他の時を生きることはありま

せん。そして皆さんは明日を心配せず、皆さんは過去になってしまったものに戻ること

もなく、今までそうだったものに対して皆さん自身は他の人々を裁くこともありません

。皆さんは今という瞬間に生きています。そしてその今という瞬間は、いつも変化に対

して開かれています。それは、皆さんが、“わたしは永遠である”、と言うことができる
場所に対して開かれています。何故なら、皆さんはその通りだからです。“わたしは完
全であり、聖なる者です”、何故なら、皆さんはその通りだからです。“わたしはいつも
配慮されている”、何故なら、皆さんはその通りだからです。“わたしはいつも愛を認識
しているだろう”、何故なら、皆さんは愛として存在しているからです。“わたしはいつ
も数々の友人をもつだろう”、何故なら、皆さんは他の人々の友達になっているから
です。“わたしはいつも幸せを認識しているだろう、何故なら、わたしは幸せを認識す
ることを選択したからです。”
 
それは自由な選択です。皆さんはその深みの中に沈み、苦悩することを選択することも

できますが、しかしそれは楽しくありません。そして皆さんは、今起っているあらゆる

物事の明るい面にいつも目を向けようとして、いつも気軽に冗談を言うことを選べます

。そして皆さんは、世界が皆さんに提示するあらゆる物事の中の神聖なる目的を認識す



ることを選択することができます。

 
現在、世界は皆さんが作り上げているものになっています。現在、世界は表面的に混沌

として、数多くの変化を起こしているところです。皆さんが今年のために今までしてき

たことは、数多くの変化が起るだろうという預言になっていたことです。そのため、皆

さんは数多くの変化を確認し、そういった変化のひとつは、皆さんの小文字の“r”の現
実性についての皆さんの理解と、皆さんという存在である皆さんの大文字の“R”の現実
性との結び付きになって行くでしょう。それは永遠であり、継続し、今までもこれから

も永遠に時間の目的を超えて行くでしょう。何故なら、時間は皆さんが創り出したから

です。

 
皆さんの立体映像を拡大してください。見る人になってください。まずそこから一方退

いて、皆さんが行っていることと皆さんがその立体映像のすべての側面と接触を持って

いる姿を明らかにしている、そのまさに皆さんの目の前のこの美しい立体映像に、目を

向けてください。数々の情緒を確認してください。情緒には色があります。皆さんの現

実性という皆さんの目の前の立体映像に皆さんが注目する時、皆さんは怖れの色を、愛

の色を、勇気の色を、そして友情の色を、確認することができます。

 
皆さんは、すべてのさまざまな色がお互いに混ざり合っている様子を確認することがで

きます。そして皆さんは特定の時に支配的になっている色を確認することができます。

そして皆さんは、おそらくこの立体映像は異なるものになり得るという考えを楽しんで

いるため、その数々の色が変化しようとしていることを理解することができます。数々

の情緒は、変化しようとしています。

 
皆さんは数々の時代の間ずっと、現実性はただ皆さんがそれを理解し、触れ、味わい、

感じ、匂いを嗅ぐこと等々ができるなら現実的だ、と教えられてきました。しかし皆さ

んは、その立体映像の数々の限界を設定している者であり、皆さんはそういった限界を

変えることができます。皆さんの傍の床の上にある、ひとつの立体映像を、皆さんの立

体映像を思い描いてください。皆さんは見る者として、“本当に存在していないものに
ついてわたしが心配している姿に目を向けるように”、と口にすることができます。そ
してそれは、皆さんにひとつの新しい視点を与えます。“わたしはそれが存在している
と考えている。その数々色を見てくれ。わあ、その赤を見てくれ。わたしは本当に何か

に怒りを感じている。ああ、それが激怒だと自分が理解したから、それが緑に変わった



。それは別の生涯から現れたやつで、今の立体営巣とは何も関係ない、だから、今それ

が緑になっている。癒されている。”
 
見る者になることと戯れてください。皆さんはこの小文字の“r”の現実性に、最も素晴
らしい想像力という天稟を組み込んできました。床の上の立体映像に注目し、変化する

通りに数々の色を確認し、他の特定の数々の個人が入ってくる様子や彼らが一緒に持っ

てくる色を確認することは、楽しいことです。

 
思い描いてください。子供になってください。その立体映像を見て、次にこう口にする

、見る者としての子供になってください。“ほら、わたしはそれを変えることができる
。何と！　解った、今年は変化の年だ。わたしはこれが外部の変化を意味していると考

えていた。他の人々が変わって行き、世界の数々の出来事が変化して行くと考えていた

。それが実際に、わたしがわたしの立体映像を変えるようになり、わたしがわたしの信

念体系を超えるあらゆる物事に支配されないようになり、それを理解するようになるこ

とを意味しているとは、考えなかった。わたしは、わたしの立体映像を任されている。

わたしはそれを変えることができる。何と！　わたしは本当に金貨の数を心配していた

。何だ！　心配する必要はない。わたしはわたしを支えることを望んでいる緑色の人々

が現れていることを確認している。なるほど。ヨシュアは、わたしはいつも配慮される

だろう、といつも言っていた。” そして皆さんはそうなるでしょう。
 
皆さんはいつも配慮されるようになるでしょう。皆さんはいつも着用する衣服と住む家

を持っているでしょう。そしてそれは、さらに良いものになるでしょう。“何と！　そ
れは素晴らしい考えだ。どんどん良くなる。わたしが今手にしているものは、かなり気

が利いている。たまには、わたしがそれを変えたいと思うことが少しある。”そして皆
さんは、“でもヨシュアは、それはどんどん良くなると言っている”、と口にします。
 
そうです、それはどんどん良くなります。何故なら、皆さんが皆さんの力を理解するよ

うになるからです。皆さんは、今まで皆さんが苦闘してきたその立体映像が、単なるひ

とつの立体映像であり、とても融通が利き、変えることができ、形を与えることも、合

うように整えることも、変えることもできるようになることを、理解するようになる

でしょう。

 



今、皆さんが今後することを望むようになり、さらに深呼吸をして見る者になろうとし

ている物事のひとつは、皆さんの立体映像の中に皆さんが望んでいるものについて、あ

る程度明確に把握することです。皆さんは皆さんの手帳の紙を取り出して、皆さんが皆

さんの立体映像で見たいと思っている姿、皆さんがその立体映像の中で望んでいるもの

に相応しい数々の側面を書き出そうとしています。皆さんはそれができるため、それを

明確にできるようになってください。

 
それを拡大してください。それを、成功という、どれほど強力で皆さんはどれほど愛さ

れているかという肯定的なエネルギーにしてください。

 
そうあらしめよ。

So be it.
 
ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
 
Copyright © 2011 Oakbridge University. Oakbridge material is copyrighted but free to anyone who
wants to use it as long as proper credit is listed, including our website address www.oakbridge.org.
 
Previous speaking of the holograms (april 11th) by jeshua:
lightworkers.org/channeling/156764/jeshua-holograms-realities-and-et-s
 
http://lightworkers.org/channeling/158821/jeshua-ever-changing-hologram

http://www.oakbridge.org/
http://lightworkers.org/channeling/156764/jeshua-holograms-realities-and-et-s
http://lightworkers.org/channeling/158821/jeshua-ever-changing-hologram


光の意識に向かって進む

光の意識に向かって進む
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最愛なる者、わたしは今、光の意識、あなたがあなた自身を明るく受け止める拡大され

た意識に向かって進むことについて、あなたと話をしようと思っています。わたしは皆

さんに尋ねたいと思います。皆さんはその人生を明るく生きたいでしょうか、あるいは

辛く生きたいでしょうか？　人生の大部分で？　多分、皆さんは時にはその人生を明る

く生きていることに気付いています。別の時には、実際に皆さんのところに達する数々

の問題が存在します。世界の声は皆さんに、人生はひとつの闘争だ、と伝えます。困難

な課題に溢れています。そして皆さんが何とかひとつかふたつの課題を乗り越えたとし

ても、皆さんの将来にはいつも別の障害物が現れることになるでしょう。

 
しかしその一方で、皆さんは物事を陽気に見ることを選択しようとして、ちょっとした

訓練を利用するようになります。そのため、あらゆる出来事において光を確認すること

はさらに簡単になっています。そしてその逆も当てはまります。皆さんは人生の中で悪

いものに意識を集中する時、さらに一層悪い出来事が起るように見えます。皆さんは皆

さんの世界の中で、“同病相哀れむ、悲惨は仲間を好む”というひとつの格言を持ってい
ます。悲惨はそれ自体を引き寄せますが、しかし明るさもそれ自体を引き寄せます。

 
実際には、皆さんや兄弟姉妹達、その集団意識は、光の意識に向かって進んでいます。

また、わたし達の聖なる母地球も進化していて、地球の本来の姿である光の存在として

、変化を起こしています。

 



今、わたしは、数多くの兄弟姉妹達にとって、地球の周りで何らかの光を確認すること

が困難になっていることを認識しています。地球は、彼らがその上により多くの道路や

、より多くの居住する場所や数々の構造物を持つことができるように、まさに彼らがそ

の上を歩き、走り、その表面を舗装するものになっています。そして、わたし達の聖な

る母、地球の内部と周りには光が存在することができるということについては、充分に

考えられていません。しかし地球は光であり、意識があり、知性があります。そうでな

ければ、姿を持って現れるために合体することはなかったでしょう。人間の姿をした生

命体が地球の上を歩き、心配せず、大部分が地球について考えないでいられるだけの充

分な密度として一定の姿の密度にまとめ上げるために、知性（Intelligence）によるひと
つの意識的な選択が行われてきました。そしてわたしはその知性に大文字の“I”を用い
ています。

 
しかし、地球はまたひとつの意識であり、また進化して、より一層多くの光が認知され

、皆さんが外部空間と呼ぼうとしている場所に向かってその光が放射されることを許し

ています。わたしはそれを内部空間と呼ぶことになるでしょう。何故なら、それはす

べて、神の精神と一体性という精神の内部に存在しているからです。そして一定の進化

と進化の加速さえ起っていて、その過程は順調に進んでいます。皆さん自身の個人的な

意識の内部でも加速が起っていて、地球の内部と回りでも光の意識の進化の加速が起っ

ています。皆さんは変化した地球と変化している気象パターンを目撃し始めています。

多くの物事が、時に劇的に、移行し始めています。

 
今、聖なる子供のために、継続している進化の過程を皆さんが経験している時は必ず、

そしてそれはいつも続いていますが、創造的なひとつの精神が永遠に続いていて、創

造し、拡大しています。皆さんは、ひとつの創造の進化を経験しています。それ故に、

地球は変化しています。

 
皆さんの砂箱である、この現実性の内部でも、進化が続いています。それは“わたしは
わたしの砂を入れておくために、わたしの砂箱の周りを縁取ってきた”こととして、長
い間伝えられてきました。今、この砂箱の中でさえ、思考と意欲と承認の進化が起って

いて、その可能性や見込み、そしてその境界は以前の時代に考えられていたほど固定し

たものになっていないその現実性を受け入れています。拡張性、流動性、光の新たな見

込みが生じています。そしてわたしが光について話す時、わたしはまさに物質的な感覚

の光を指しています。それでも実際に、皆さんも同じように、それを確認することにな



るでしょう。しかしわたしは、知性としての光について話をします。

 
それで、皆さんは光の意識に向かって進んでいるため、皆さんは皆さんの神聖なる知性

や皆さんの拡大性をより強く自覚する方向に進んで行くでしょう。そしてわたし達の聖

なる母地球もまた、より多くの光の意識に向かうこの移行を行っているところです。

 
今、進化と数々の変化が起っているため、皆さんは古い考えを置き去りにしています。

そしてより多くの光が存在しているため、その光は何よりもまず、光に対するすべての

反抗を明らかにすることになるでしょう。皆さんは今、変化や新しい思考に対するたく

さんの抵抗を確認し始めています。人々は古い思考パターン、古い信念体系を手放さな

いことを望んでいますが、それは彼らがそれに馴染んでいるからです。新しい思考は変

化を引き起こし、それ自体を信じていて根源から分離している自我は、変化を信頼しま

せん。そのため皆さんは兄弟間、姉妹間のたくさんの不和を確認し始めています。古い

信念の方法が挑戦を受けているからです。古い数々の方法は、一方で最良のものとは判

断されていない可能性があるものの、少なくとも良く知られているものです。

 
皆さんはこの事態を、皆さん自身の個人的な人生の中で認識しています。そこでは、古

い考え方がおそらく穏やかな先駆者になっていなかったものの、しかし少なくともそれ

は馴染んだものになっていました。新しい思考の光が、今まで変化する可能性がある領

域を照らし出してきたため、皆さんは今回の生涯の中の幾つかの影を、幾つかの問題を

確認してきました。そして次に、皆さんは皆さん自身の知性の光で、その数々の影や問

題の対処に取り掛かりました。それはひとつの知性と分離したものではなく、そして皆

さんはそうした数々の問題にひとつの変容が起ることを許しました。

 
そのため、皆さんの時間でこれからの6ヶ月の間に、皆さんは個人と集団の両方で、数
々の影と数々の変化を確認することになるでしょう。わたし達の母なる地球の内部と表

層でも、さらに多くの移行が起るでしょう。そして兄弟や姉妹の間のさらに多くの問題

が明らかになるでしょう。

 
皆さんは光の意識になるように求められてきました。光の意識は、すべては和解という

神聖なる秩序の中に存在していることを認識しています。一体になることに対する自覚

です。皆さんは実際には、今回の転生の前に、ある種の貯蔵所、穏やかさの電池として

皆さんが理解しているものになることを志願しました。今、わたしは皆さんが、“なる



ほどヨシュア、わたしは自分がどれほど穏やかさの電池になっているかどうかは分から

ない。何故なら、わたしは人生の中で確かに浮き沈みを経験していて、いつも穏やかさ

を感じている訳ではない”、と話していることを聞いています。しかし、実際には、個
人的な魂としての皆さんは、そしてさらに巨大な魂の集団の一部としての皆さんは、数

々の変化が起っているこの間に、穏やかな存在になることを志願しています。

 
わたしが皆さんにこれを伝えている理由は、皆さんの内部で皆さんが志願したものにつ

いての思い出に目覚めて、皆さんが穏やかさと光と神聖なる知性の流れ、その潮流とし

て存在しているという、そのとても深い水準の意識で皆さんが認識して志願したことを

、皆さんに再確認して貰いたいからです。

 
それは、皆さんはわたし達の聖なる母地球の表層で数々の物質的な変化を確認するよう

になるからであり、またしばらくの間、皆さんが沸点に達している場所に対して兄弟と

兄弟、姉妹と姉妹の間で練られてきた数々の変化が起ることを確認するようになるから

です。欲求不満が高まっているために、今までもこれからも数々の反乱が起るでしょう

。それが同僚としてお互いに一致していない皆さんの分野か、あるいは皆さんが地理的

により遠くの距離で起っている反乱かどうかにかかわらず、こうした数々の反乱に向か

って、穏やかさを吸い込んでください。穏やかさを吸い込んで、そしてあらゆる大災害

やあらゆる表面的な問題の中から、不死鳥として浮上している聖なる子供を事実通り認

識してください。その神性は、回想と再覚醒の場所に現れなければならないものです。

 
皆さんは高密度に降下する前に、降下して徹底的に創造を認識する前に、廃墟から浮上

している皆さんという不死鳥が存在するようになると宣言しました。そしてその通り、

皆さんは廃墟を確認することになるでしょう。廃墟の一部は予想以上に大きなものにな

る可能性がありますが、しかし必ずそうならなければならないものではありません。そ

してそこは、皆さんが再び現れる場所です。

 
皆さんは、この目覚めの時期の間に、穏やかな存在になることを志願した者です。皆さ

んは、“わたしは冒険者だ。わたしは非常に多くの冒険を経験している。そして非常に
多くの冒険を経験しているからこそ、わたし自身が永遠であることを認識している。わ

たしが最終的な勝利者になることを認識している”、と語った者です。皆さんの内部の
奥深くには、光の意識の認識が存在しています。



 
皆さんは、今回の生涯が、皆さんがそうすることを志願した最初の生涯ではないことを

認識しています。しかしその一方で、今回の生涯は他の幾つかの生涯よりも簡単なもの

になろうとしています。何故なら、皆さんはまた、皆さんの個人的な歴史を理解してい

るように、皆さん自身の信念体系の内部の、目覚めが進化する過程を経験してきたから

です。今回の生涯は、皆さんが他の生涯で譲歩してきたものを必要としなくなるでし

ょう。それは、他の数々の生涯で、皆さんは最も犠牲的な時期に身体を解き放ってきた

からです。今回の生涯では皆さんにそれが求められることはないでしょう。しかし皆さ

んは穏やかな存在になることを、光の意識に属する存在になることを志願しました。わ

たしは皆さんにそれを印象付けています。

 
皆さんは、集団的に、一定の時間的な予定を立てました。そして皆さんは今、その後押

しが前面に出る時点にいます。皆さんはこれをどのように後押しするでしょうか？

 
今、このすべてを伝えているのは、怖れを植え付けることではありません。実際のと

ころ、皆さんは、ある一日は別の一日とまったく同じようになることに気付くようにな

るでしょう。何故なら、皆さんは次第に目覚めにつながるようになっているからです。

わたしの皆さんへのメッセージは、皆さんがそうするように志願したことを思い出させ

ています。穏やかな存在になることであり、光の中で暮らし、皆さん自身を、そして他

の人々も、できるだけ何度でも、陽気に考えることです。

 
皆さんは永遠であることを忘れないでください。皆さんが不死鳥は浮上する進化の過程

が存在するようになると宣言したことを、忘れないでください。皆さんはこれほど愛さ

れているため、皆さんは愛の存在になっていることを忘れないでください。

 
ここはわたしがいつも、そして時間の外で、留まっている場所です。何故なら、皆さん

が理解しているように、わたしはわたし自身を陽気に受け止めているからです。皆さん

の世界の中には、わたしを重々しく受け止めている数多くの人々が存在しています。数

多くの人々が、わたしの名前を口にする時、過去の教えのために、過去の重々しさのた

めに、尻込みをします。彼らに別の名前を与えてください。彼らに皆さんの仲間はフレ

ッドか何かだと伝えてください。皆さんが時系列として理解しているものを下るに従

って、わたしについて、そしてわたしが教えたことについて、今まで話を大きくしてき

た特定の信念体系が存在しています。ある深刻さです。そしてそれにもかかわらず、わ



たしのメッセージはいつも単純さ、愛、父との一体性についてのメッセージでした。

 
今、最愛なる者、わたしはあなたが歓ぶことを望んでいます。わたしはあなたが祝い、

自由になることを望んでいます。子供として遊び、子供として進み、子供の無邪気さを

思い出すために。わたしはあなたに、穏やさ、愛、調和、熱狂を望んでいます。わたし

はあなたがすべての質問に対する啓示と答えになることを望んでいます。そしてわた

しは、あなたが光の意識を認識することを望んでいます。

 
わたしはそこであなたを出迎えます。

 
そうあらしめよ。

So be it.
 
ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
 
Copyright © 2011 Oakbridge University. Oakbridge material is copyrighted but free to anyone who
wants to use it as long as proper credit is listed, including our website address www.oakbridge.org.
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最愛なる者、皆さんが現実性と呼んでいる、以前の立体映像の数々の時代でわたし達が

今まで伝えているように、わたし達は皆さんの進行中の劇のひとつから、人々が剣の戦

いを行っていた、その立体映像について伝えました。それは皆さんのスター・ウォーズ

という虚構の真実のひとつでしたが、その視覚的物語の中の人々は、その立体映像と、

そこで彼らと物質的に一緒に存在していない人々の間で続いている活動に注目しました

。

 
それは、皆さんが今回の生涯、この現実性と呼んでいるものの中で皆さんが行っている

ものにとても良く似ていています。それは現実的です。わたし達は以前、小文字の“r”
の現実性で、とても現実的だと伝えました。もしも皆さんが樹に向かって歩くと、そし

て皆さんが何かに向かって乗り物が走ることを許すと、皆さんはそれを認識し、皆さん

はそれを感じますが、しかしそれはひとつの幻影です。それは依然として小文字の“r”
の現実的であり、ひとつの立体映像です。何故なら、皆さんは皆さん自身がさらに高い

場所まで上昇し、わたし達が以前に話したように観察者になることを許すからであり、

皆さんが人生を演じている様子、他の人々が皆さんと交流している様子、そして多様な

活動や情緒や交流が時には簡単にお互いに融合し、時にはそうではないことに注目する

こと許すからであり、またその数々の情緒やその情緒の色彩を皆さんの目の前の立体映

像の中に存在することになるものとして注目することを許すからです。

 
皆さんが日中にかなり頻繁に深呼吸をして皆さん自身が観察者の場所に向かって上昇す



ることを許し、まさに皆さんが行っていること、皆さんが考えていること、皆さんと会

話している他の人々が考えていること、そして人々がどのように感じるか、それを注目

することを、わたし達は強く勧めてきました。

 
それは皆さんに対して最も有益で、多少愉快なものなるでしょう。何故なら、皆さんは

、皆さんが今話していることが最も重要なことだと感じ、そしてそれを他の人に伝えて

いるのかもしれませんが、その他の人は特に皆さんの話を聞いていないからです。彼

らは、皆さんが話を止めて一息入れている時、皆さんに言い返そうとする内容の予行練

習を行っています。

 
そのため、皆さんは立体映像と皆さん自身を、余り深刻に受け止めない方が無難です。

言い換えると、皆さん自身が観察者になり、その立体映像の中の相互関係とその相互関

係が生じている様子に注目することを許し、そして皆さんがそれに対するユーモアの感

覚を持つことを許してください。

 
今、わたしは、今続いているものについて時々皆さんがやや感情的になり、そして皆さ

んが古い思考パターンに足を踏み入れていることを認識しています。皆さんは皆さんが

そう呼んでいるように裁判官の法服を身にまとい、そして皆さんは、少なくとも一瞬

の間、あるいは皆さんが我に帰るまで、判決に夢中になります。そして皆さんは、こう

口にします。 “分かった、わたしはまた裁判官の法服を着用していた。わたしは断定的
な判断をしようとしているが、わたしは実施にはその立体映像前代を認識していない。

わたしは他の個人に今起っていることを認識していない。それでわたしは、彼らのサン

ダルをはいて、彼らのサンダルで歩き、彼らが何処からきたかを認識するまで、実際に

判断を下すことはできない。”
 
しかし、皆さんは皆さん自身が観察者の立場になることを許すため、皆さんは皆さん自

身をより一層理解するようになるでしょう。言い換えると、皆さんの外部には何も存在

しません。皆さんが見るあらゆる物事は、皆さん自身の内部の共鳴する場所から現れて

いています。それはまるで、それは皆さんが今回の生涯から、あるいは過去の生涯から

、あるいは皆さんが今まで積み上げてきた読書から、あるいは皆さんが今手にしている

、皆さんがまさに椅子に座って進行する劇を見ることができる科学技術の一部から、そ

れを理解するようなものです。それは皆さんが、皆さんの世界の映画と呼んでいる2時
間の劇の中の人生を、経験しようとしているようなものです。



 
皆さんはまさにそれに夢中になります。そしてそれは、皆さんが生涯のためにそれをか

なり急速に経験しようとするようなものです。これが、皆さんが進行する数々の劇を生

み出してきた理由です。そのため皆さんは、今まで経験してきた数々の生涯を振り返り

、見直すことができます。時に、皆さんがその進行する劇のひとつに注目している時、

その劇の中で起っているものと関係を持ち、そしてこう口にします。“わたしはそれが
どのように感じるか知っている。彼らはどのようにしてその状況から逃れようとしてい

るのだろうか？”
 
そして皆さんはまさに椅子に座り、あるいはおそらく一度深呼吸をして椅子に深く座り

直し、こう口にするかもしれません。“彼らがこれに取り組もうとしていることは、わ
たしも知っている”。さて、その通り、皆さんは経験します。そのため、皆さんがその
進行する劇に注目する時、皆さんがそういった役割を演じてきたことを皆さん自身が自

覚することを、許して下さい。皆さんは今まで、数々の状況の中で存在してきました。

時にそれはかなり恐ろしいものであり、皆さんはそこから離れることができて、とても

幸せで、安心したような状況です。

 
しかし、それはすべての皆さんの内部に存在します。皆さんの外部には何も存在しま

せん。それに関する素晴らしい知らせは、皆さんという存在と皆さんが思い描くことが

できるものの広大さは、皆さんの内部で関連するひとつの場所を持っている、というも

のです。何故なら、もしも皆さんがそれを思い描くことができれば、皆さんは既にそこ

に存在しているからです。そのため、皆さんが数々の状況を確認し、そして進行中の劇

、あるいは読んでいる本、あるいは仕事仲間が皆さんに伝えているその仕事仲間の劇の

何れかに夢中になる時、皆さん自身が深呼吸をして観察者の立場に向かい、皆さんのま

さに目の前のひとつの立体映像になろうとしているものとしてそれに注目し、その中の

皆さんの立場を確認することを許して下さい。今続いているその交流に、皆さんが影響

を与えている姿を確認してください。皆さんは、刺激を受けている数々の情緒を持ち合

わせていると伴に、その劇の中のそうした数々の瞬間の中に存在しています。皆さ

んは、“ええと、それはただの大きなスクリーン上のことであって、わたしはただ座っ
て見ているだけだ”、と口にするかもしれませんが、しかしすべての情緒とその物語
さえ、どこから現れているのでしょうか？

 
“ああなるほど、誰かがその脚本を書いた、わたしはそれが誰だか知る訳がない。彼ら



の名前は大きなスクリーンの上に出てくる。”その通り、そしてそれは違います。皆さ
んは彼らとその作品の創造を共有しています。何故なら、もしも皆さんがそれを見て

いなかったとすれば、それは起っていないからです。

 
あらゆる物事は皆さんの内部に存在します。これが、わたし達が以前に皆さんの立体映

像を拡大し、皆さんがその現実性がそうなると信じているものを拡大することについて

伝えておいた理由です。それを皆さんの目の前のひとつの立体映像として注目し、次に

さらに多くの物事が存在することを認識するためにそれを拡大して、皆さんが思い描く

ことができることに関する限りその立体映像を、ビッグバンやそれ以前に戻してくだ

さい。

 
皆さんは数々の発想と戯れます。刺激的な発想です。“世界を変えることができると、
それはどう感じるだろうか？　わたしはどこから始めようか？　どうやって？　さて、

わたしはこのわたしの周りの友人達の集団と、おそらくわたし達が変化に影響を与える

ことができるように沢山の金貨をもっている人々を集めることが必要になるだろう。”
 
しかし、あらゆるものが皆さんの内部に存在するとすれば、皆さんは実際に他の誰も必

要ではなくなります。“ああ、しかしその通りだ。わたしはわたし自身でそれをするこ
とはできない。わたしはファラオのところに行って話をしなければならないのか？　わ

たしは何を話したらいいのか知る訳ないじゃないか。”しかし、燃え尽きない柴（※
）は語りました。“行け。ファラオに語れ”。“宜しい”。“そして汝は話すことを伝えら
れるであろう”。
（※悟茶註："聖書の出エジプト記でモーゼのところに現れた神を指して「燃え尽きぬ柴」とモーゼが感じたと記述され

ている有名な話"だそうです）

 
皆さんは次の段階を伝えられることになるでしょう。何故なら、もしも皆さんがその最

初の一歩を踏み出すようになれば、皆さんが考えるあらゆる物事が、皆さんが夢見てそ

うすることを望むあらゆる物事が、可能になるからです。あらゆる物事は、可能になら

なければならないものです。何故なら、皆さんは創造原理の延長であり、そして皆さん

は皆さんの立体映像を、皆さんが従っている小文字の“r”の現実性を、創り出している
からです。

 
わたし達が何度も伝えてきたように、皆さんが自分は無力だと考えることを許している



ものは、皆さんの大文字の“R”の現実性です。“まあ、わたしは良いことはほんの少しし
かできない、そしてもしも誰かがつらい思いをしているなら、その人を元気付ける言葉

を掛けることはできるけど、しかしわたしは実際に世界を変えることはできない。”
 
いいえ、皆さんはできます。皆さんは世界を変えることができます。それは皆さんがど

れほど力強いかということを表しています。皆さんはあらゆる瞬間に、皆さんの世界を

創り出しています。皆さんが皆さんの世界を変える時、立体映像が拡大して、他の物事

を取り込むことを気付くことができます。ここでは実際に、他の人々は存在しません。

ただわたし達という一体性だけが存在します。しかし皆さんは、今まで分離を信じ、身

体を信じ、二元性と善と善では無いものの間の濃淡を信じているひとつの現実性を創り

出してきました。しかし、もしも皆さんがそれを創り出すと、そしてわたしは皆さんが

それを経験することを保証しますが、皆さんはそれを変えることができます。

 
何故そうしないのでしょうか？　たとえ皆さんが身体のオーラを取り入れているとし

ても、皆さん自身にひとつの身体を提供してそれがただここまで広がっていると語る

際に、皆さんは既にひとつの奇跡を行っています。あるいは、もしも皆さんがそうして

いないのであれば、身体はただ皮膚の端まで拡張しているだけです。それはそれ自体で

ひとつの奇跡であり、そして皆さんは刻々とそれを行っているため、それはひとつの連

続体になっているように見えます。

 
体外離脱の経験は、皆さんが遺体にならずに経験することができるものです。皆さんが

瞑想と呼ぶものを少し行ってみることにしましょう。皆さん自身が心地良くなり、少

し視線を和らげるようにしてください。皆さん自身で軽く呼吸をするようにして、身

体が寛いで、皆さんが身体について心配する必要がないことを認識してください。身体

はそれ自体を配慮するようになります。

 
ここで、皆さんの精神の眼で身体を見下ろしている皆さん自身を感じてください。椅子

の上で、それはまさにどのように見えますか？　寛いでいるように見えますか？　もし

も皆さんがつま先を小刻みに動かさなければならない、あるいは少し動き回らなければ

ならないように感じるとすれば、それで大丈夫です。頭頂部はどのように見えますか？

　両肩はどのように見えますか?　どのようなシャツやジャケットを着用していますか
？　それはどのように見えますか？

 



部屋のなかの明るさはどうですか？　明るさを増している光はありますか？　その光の

中で皆さん自身を見下ろすことはどのように感じますか?
 
皆さんに呼び掛けている者がいます。皆さんがとても愛する者であり、彼らは身体の上

で皆さんのすぐ隣に立ち、皆さんと同じようにその身体を見下ろしています。皆さんの

左の肘の近くで笑いながら皆さんのすぐ隣に立っている者がいて、彼らの愛が皆さんを

包み込んでいます。彼らの愛が皆さんに流れ込んで皆さんを通過し、皆さんから彼らに

逆流するお返しの愛があります。そして、穏やかな感覚、安全な感覚があります。

 
彼らに尋ねてください。“あなたはわたしに何を伝えようとしていますか？　わたしが
認識しているもので、今は何が最も大切でしょうか？　わたしは考え続けているのです

が...”それは、皆さんが考え続けているあらゆる物事です。“あなたはわたしに何を伝え
ようとしていますか？　わたしがする必要があるものはありますか？　わたしがちょう

ど手放す必要があるものはありますか？　既に進行中のものはありますか？”
 
そして皆さんはこころが安らぎます。皆さんは身体から運び出されているように感じ

ます。皆さんは依然として身体との結び付きを持っていますが、しかし皆さんは身体と

して存在していません。皆さんの隣に立っている最愛の者は、皆さんが愛であることを

確認することを許し、皆さんは皆さんの愛が拡大していることを感じます。

 
次に皆さんは上の方を見ながら、皆さんの住居の上の星達を確認します。皆さんは燦爛

と輝いている星達の光を持った数々の天界を確認します。とても速く進んでいる星が

あり、そして皆さんは、その星は皆さんが既に認識している兄弟姉妹達と伴に生きてい

ることを認識します。そして皆さんの肘の近くに立つその最愛の者が頷き、“その通り
、彼らは皆さんが既に認識していて、そしてふたたび認識するようになる者達です”、
と伝えます。星達は皆さんの仲間であり、そして皆さんの仲間は星達の中にも存在し

ます。

 
すべてが皆さんです。皆さん自身が拡大し、安全で、浮かび、自由で、生きていて、そ

してそれにもかかわらず心配する必要がないと感じることを許してください。そして皆

さんの肘の近くに立っている最愛の者が、ただ皆さんのためだけのひとつのメッセージ

を皆さんの耳に囁きます。皆さんがこれからいつも感じ、皆さんと一緒に連れて行くよ

うになる、穏やかさと静けさという感覚があります。



 
そして次に、そのメッセージが終わる時、皆さんを愛し皆さんの肘の近くに立っている

者が、今は皆さんが身体の中心に戻る時である、と皆さんに囁きます。しかし彼らはこ

れからもいつも皆さんの肘のところに存在し、そして彼らはいつも皆さんに利用しやす

い存在のままでいるしょう。

 
そしてそのため、一度深呼吸をして、皆さんは注意の中心をもう一度椅子の上に座って

いる身体に戻すことを許します。そしてゆったりとした状態になったら、皆さんはその

両目を開けて、まさに皆さんがいつも存在してきた場所にいる皆さん自身に気付きます

。

 
皆さんは、望む時にいつでもその場所に行くことができます。必要になるのは、皆さん

が一度深呼吸をして、皆さんが身体に課しているとても強力な拘束力、身体との一体感

を解き放つことだけです。身体はいつも皆さんに仕えることになるでしょう。それはい

つも皆さんの奉仕者になるでしょう。しかし、皆さんは皆さんの現実性の理解を拡大し

ているため、皆さんは観察者の立場から見ながら、そして身体に付随していない空間の

中で、そして皆さんの大文字の“R”の現実性である神性の中で、皆さんの自覚的意識に
気付きながら、より一層身体の上の皆さん自身に気付くようになるでしょう。

 
その認識は、わたしが皆さんをこうしたすべての年月に導いてきたものであり、そこで

わたし達は、多様な存在の側面について伝えてきました。過去数カ月間、とても短い期

間ですが、わたし達は小文字の“r”の現実性とその立体映像を伝えてきて、そして皆さ
んは不思議に思いました。“何故彼は依然として立体映像について話しているのだろ
うか？　それは素晴らしい考え方かもしれないが、しかしわたしはそれがわたしの人生

の中で起っていることを確認することができないし、しかも彼がその立体映像に戻り続

けている理由が分からない。”
 
わたしがその話に戻っている理由は、それは皆さんが経験しているものの真実だからで

あり、そしてもしもそれがひとつの立体映像であり、そしてまさに皆さんの目の前で、

そして皆さんの周りで、皆さんがその立体映像を創り出しているとすれば、皆さんはそ

れを変えることができるからです。それがわたしの福音です。それが皆さんに対するわ

たしの良き知らせです。そして近いうちに、それは皆さんがこう口にする場所に向かっ



て浸透して行くことになるでしょう。“ほら、わたしは変化を起こすことができる。わ
たしは変化させることを望むありとあらゆるものを変化させることができる。わたしは

他の誰かの命令の言いなりではない”。何故なら、皆さんと離ればなれに存在している
者は、事実通り誰一人いないからです。

 
“そしてもしもわたしがこうした規則や規制のすべてを作りながら、わたしはどれ程
弱く、こうした数々の制約がどれほどわたしに影響を与えているかを口にするなら、な

るほど、わたしはありのままのわたしだけではなく、わたしという存在についても、わ

たしの本質を思い出す進路からずれてしまっている。”
 
そしてわたしは、皆さんに対してかなり強く伝えますが、今回の生涯の間に、皆さんは

皆さんのありのままの姿と皆さんが誰なのかを認識することになるでしょう。

 
目覚めて、皆さんは皆さん自身の教師であることを認識してください。目覚めて、皆さ

んは皆さん自身のキリストであり、神と結び付いた者であり、あらゆる物事を愛に変化

させる全能の力を備えていることを、認識してください。

 
もしも皆さんが愛を望めば、わたしが皆さんにそれを与えます。それは皆さんのもので

あり、制限はありません。もしも皆さんが健康を望むなら、わたしが皆さんにそれを与

えます。もしも皆さんが今回の生涯を楽しむために多くの歳月を望むなら、わたしが皆

さんにそれを与えます。唯一の小さな問題は、皆さんはそれを受け入れなければならな

いことです。皆さんがより良い世界を望むなら、わたしは皆さんにそれを与えます。何

故なら、分離は存在しないからです。皆さんが皆さんの世界の中で自覚し承認するあら

ゆる物事は、皆さんから現れています。

 
“やれやれ、それは考えられない。あなたは、わたし達の世界の報道媒体でわたしが耳
にしているすべての戦争を、わたしが創り出していると言いたいのですか？　あなたは

わたしがそういったすべての災害を創り出していると言いたいのですか？　あなたはわ

たしが悪党を創り出している者だと言いたいのですか？　何故わたしがそんなことをし

たいと思うのでしょうか？　ヨシュア、わたしはそんなことしたいとは思わない。そん

なことはしたくない。”
 
皆さんはしています。何故なら、皆さんは劇と戯れることが好きだからです。皆さんは



興奮状態が好きです。皆さんは挑戦が好きです。そして皆さんは、分離の中で、ひとつ

の信念を開発しました。それは、皆さんとは違うものが、善とは違うものがあるはずだ

、と伝えます。しかし今、皆さんは泣き叫んでいて、わたしは皆さんの声を聞いていま

すが、文字通り、より良い世界を求めて泣き叫んでいます。

 
皆さん自身が身体の外に出ることを、身体から超然とすることを、そしてそれがより良

い世界になるだろうと思い描くことを、許して下さい。そして、皆さんがその身体に戻

る時、皆さんは変化させられるようになるため世界も変化させられるようになることを

、認識してください。それは、そのように単純なことです。

 
もしも皆さんが古い考え方を維持しているなら、それは分断された自我が、ただ皆さん

を一体性の認識から、全体性から、皆さんのキリスト性の強力さの認識から、遠ざけた

ままにしているだけです。今、その状態がかなり端的に現れています。関心を向けられ

ることを望んでいるのは、ただ分断された自我だけです。

 
皆さん自身が、わたしは自己として存在する、という状態に向かって上昇することを許

して下さい。それは、皆さんを今皆さんの周りで起り続けていることの認識から遠ざけ

ることはないでしょう。皆さんは依然として、世界と皆さんの周りで起り続けているも

のに気付いているでしょう。しかし、皆さんはひとつの異なる視点を、起っているあら

ゆる物事に対する異なる見通し持つようになり、そして皆さんは、皆さんが起っている

と把握してきた物事がそのように把握されてきた理由を理解するようになるでしょう。

 
わたしは皆さんを子供とは呼ぶことは無いでしょう、何故なら、それは分離という意味

を含んでいるからです。旅の一部、ひとつの神聖なる拡張が有する優れた創造性の一

部は、皆さんの巨大な姿を認識することです。それは世界の迎合という感覚で巨大とい

うことではなく、ひとつの創造原理の神聖なる拡張として巨大なものです。それは、皆

さんの巨大さを表しています。ほんとうに長い間、誰も皆さんにそう伝えてきませんで

したが、しかし、わたしは皆さんに本当のことを伝えます。皆さんは力に溢れています

。皆さんはすべてです。皆さんが思い描くあらゆる物事は、皆さんの内部に存在します

。天の王国は皆さんの内部に存在します。そして地獄の王国も同じです。

 
さらには、そこに判断はありません。もしも皆さんが、劇が見える場所、挑戦が見える

場所に留まりたいのなら、皆さんは同じ脚本を繰り返すその生涯の長さと回数に関して



、そこに判断はありません。しかしもしも皆さんが変化を望むなら、そしてわたしは皆

さんが少なくとも多少の変化を求めて叫んでいることを認識していますが、皆さんはそ

れを行うことができます。

 
わたしは皆さんと伴に存在するでしょう。わたしはわたしの力を付け加えるでしょう。

それは皆さんの力と同じであり、皆さんの力に対するものであり、わたし達は一緒で

あり、皆さんはそれでも一部の分離を理解しているため、わたし達は力に溢れています

。そしてその時、皆さんは、わたしは皆さんの外部に存在していないことを認識するよ

うになるでしょう。

 
“ええ、何だって、あなたは、わたし達が崇拝してきて、少なくとも2千年の間何とかし
てわたしに話し掛けてきた存在が、わたしの内部に存在していると、言いたいので

すか？”
 
わたしは存在します。わたしは皆さんの内部に留まっています。皆さんのために愛に溢

れる場所を作ってください。皆さん自身の内部で、皆さんの両腕をわたしの周りに置い

てください。皆さんが結局することになるのは、皆さん自身を抱き締めることです。素

晴らしい、それを続けてください。皆さんの両腕をわたしの周りに置いてください。あ

りがとう。何か良い感じがします。皆さんが抱きしめられたい時はいつでも、皆さんは

わたしを抱きしめることを望んでいます。皆さんはそれができます。そしてもしもみな

さんが腕をもっていないのなら、腕をもたない人々も存在するため、その時はそう思い

描いてください。

 
皆さんがこの現実性に向けて想像力という天稟を高めているのはこれがその理由であり

、それによって皆さんは、時々この現実性の外に出ることができ、また異なる種類の人

生を生きることはどのように感じることになるのかを思い描くことができます。

 
わたしは決してみなさんを置き去りにしません。もしもわたし達が一体なら、そしてわ

たし達は一体であることを皆さんに保証しますが、そしてもしもわたしはいつも皆さん

と一緒なら、わたしは皆さんを見捨てることはできません。もしも皆さんが地獄の深み

に向かって降下するなら、そして皆さんは今までそこに存在し、苦闘し、泣き叫び、悲

鳴を上げ、激しく叩き、まるで地獄にいるように感じてきましたが、わたしは皆さんと



伴にそこに存在します。

 
もしも皆さんが天国に昇り、最終的に皆さんは実際に“納得”したように感じるなら、わ
たしは納得します。わたしは今、それを認識します。わたしはそれを感じます。わたし

はそこで皆さんと伴に存在します。わたしはいつも皆さんと一緒です。皆さんは決して

見捨てられることはありません。

 
ですから、皆さんが世界の一部を、皆さんの現実性の一部を、変化させる準備を整えて

いる時、皆さんがその現実性から追い出すことができる最初の物事は、分離という感覚

、見捨てられているという感覚です。それが戻ってこないように、遠くに蹴飛ばしてく

ださい。わたしには皆さんを見捨てることはできず、しようとも思いません。わたしは

皆さんと離れることはできません。わたし達は同じ要素で、同じ神性で作られています

。ですから、わたしはいつも皆さんと伴に歩んでいます。

 
観察者になることと戯れてください。身体の外に出ている状態を想像することと戯れて

ください。上からそれがどのように見えるか、確認してください。その上にいることが

どのように感じるか、それを感じてください。皆さんは身体を失うことはないでしょう

。皆さんは、こう考えて心配する必要はありません。“さて、もしも遠くまで行き過ぎ
たら、銀の紐が断ち切れてしまい、わたしは身体を失って、誰かがその面倒を見て、何

処かに埋めてしまって、わたしは絶対に再び身体を見付け出すことができなくなってし

まう”
 
違います。それは起ることはありません。皆さん自身がその想像と、身体から出る経験

と戯れることを許し、また皆さんが身体以上の存在であることを認識することを許して

ください。皆さん自身が観察者の力と穏やかさを感じ、わたしがいつも皆さんであるこ

とを認識してください。

 
そうあらしめよ。

So be it.
 
- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
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最愛なる皆さん、今年は変化の年です。今年は、皆さんが変化を起こすことになる年

です。何故なら、皆さん自身の奥深くで、ひとつの魂としての皆さんにとって本当に非

常に重要な物事を望んでいるからです。皆さんは、皆さん自身が夢を見ることを許そう

としています。“どうすればこれを起すことができるのか？　これはどのようにするこ
とができるのか？　どうすればわたしはその夢を、小文字の‘r’（reality）のひとつの現
実性にすることができるのか？　そして、それは本当にわたしの大文字の‘R’
（Reality）の現実性からあらわれているときることを、わたしはどのように認識するこ
とができるのか？”
 
今年はとても強力な年であり、皆さんが一部の振動の変化を感じ始めている年です。皆

さんは、数々の可能性を感じ始めているところです。その上それは、皆さんの把握力を

超えているように見えます。それはまさに、小手先で処理できる範囲を超えています。

しかし、数々の選択肢があります。まさに今、敢えて皆さん自身に尋ねる時間を取って

ください。“わたしの一番根底にある望みとは何だろうか？　わたしは何が明らかにさ
れることを確認したいのだろうか？　できるとすれば、わたしは何を行い、何を経験し

たいのだろうか？”
 
まず、皆さんは数々の考えを持つことになり、そして自我は、“やれやれ、それは単な
るひとつの考え、ひとつの夢だ”、と話すでしょう。しかし、皆さんがそれについてよ
り多く考えるほど、そして皆さんが、これを明らかにするために第一歩になるものに関



して数々の可能性に目を向けるほど、皆さんがそれをひとつの現実性にするために一歩

前進することができます。皆さんは、皆さんという存在の力と結び付くことができます

。それは、皆さんが持つ力ではなく、皆さんという存在の力です。そして皆さんは、と

ても根本的な水準で皆さんが本当に望むものをまとめ上げます。

 
これからの数ヶ月間は、今まで予言されてきた数々の変化のためのひとつの基礎を固め

続けるという意味で、とても活発な状態になろうとしています。皆さんは幾つかの変化

のために、過去数ヶ月間準備を整えてきました。皆さんは疑問を持ってきました。“も
しかするとわたしは今やっていることは、わたしが今いる場所は、もしかするとわたし

が経験したいものではないかもしれない。もしかすると、わたしは幾つかの変化を起こ

して、自由を感じることを望んでいるのかもしれない。わたしは毛虫から蝶になって自

由を感じたいのかもしれない。”
 
皆さんは、これができます。今が、その時です。皆さんはその現実性の中で、進行中の

時間の中で、ひとつの信念を、あらゆる物事はひとつの始まりと、おそらく極めて長い

中間段階と、次にそれがどのようなものであれその目標の達成を持つ、というひとつの

深く根付いた信念を持ちます。さらに多くの段階が存在する可能性があります。何故

なら、その時皆さんは、ひとつの新しい視野を持ち、そしてその時皆さんは、さらに幾

つかの変化を起こすために前進を続けるからです。

 
今まで何事も確定されていません。わたしが今まで何度も皆さんに伝えてきたように、

皆さんが即興で行うものが最も素晴らしいものです。わたしは、皆さんが何かに行き詰

っていると考えているため、皆さんを見守っています。“わたしは本当にこのようにそ
れを行わなければならない。これが、それはそうならなければならないと世界がわたし

に伝えるものだ。”そしてその時、皆さんは何らかの改善を施します。ある意味で、皆
さんは変わります。

 
そしてそれは、皆さんの時系列で今後数ヶ月の間に起ろうとしていることです。皆さ

んは、今は不可能にさえ見える幾つかの変化を、起こし始めています。皆さんは、“し
かし、わたしは、わたしが重要だったと考えてきた一部の物事を置き去りにしなければ

ならない”、と話そうとしています。さて、もしもそれが皆さんにとってそれほど重要
なら、皆さんは皆さんと一緒にそれを新しい現実性に連れて行こうとしています。もし

もそれが皆さんと一緒にその新しい現実性に現れないとすれば、それは決してそれほど



重要ではなかったことになります。それはしばらくの間その場所に保存され、そしてそ

の時皆さんは、新しい個性になっています。

 
分断された自我は、“しかし、わたしは実際に変化を望んでいない、何故なら、少なく
とも、わたしがそうする苦しみをわたしは知っているし、わたしが馴染んでいるものだ

。それは苦しいけれど、しかしわたしはそれを知っている”、と口にするかもしれま
せん。しかしわたしは皆さんに伝えますが、皆さんは制限された皆さんの立体映像を維

持する必要はありません。わたし達が今まで何ヶ月もの間伝えてきた皆さんの現実性と

いうその立体映像は、現実性という幻影は、皆さんが存在するように望むどのようなも

のにもなることができ、そしてそれは、皆さんがそうなることを望めばいつでもそうな

ることができるものです。

 
皆さん自身で、敢えてこの現実性という幻影からすべての限界を取り除いてください。

そして、事実通り皆さんは、何処か分からないように見える場所に向かって歩き出すこ

とができ、そして皆さんは、依然として支援を受けるようになることを、認識してくだ

さい。皆さんが存在しなければならないのは、皆さんはひとつの創造として存在するか

らです。そのため、何処か分からないように見える場所に向かって前進してください。

皆さんが分断された自我の声を聞かないように、耳当てをしてください。その皆さん自

我として存在するものが活躍するままにしておいてください。

 
今がその時です。皆さんは他の時を待つ必要はありません。分断された自我にとっては

、皆さんは大混乱を起こそうとしていて、そして実際にそうなっているように見える

でしょう。そのため、分断された自我が皆さんに語り始め、そして皆さんにはこれはで

きない、と話す時、耳当てを着用してください。敢えて皆さん自身で前に進み、“その
通り、これが、わたしがしたいことだ。これが、わたしが行きたい場所だ。これが、わ

たしがそうするように導かれていることだ。それは道理にかなっているように見えない

かもしれない。それは可能なようにも見えないかもしれない”、と伝えてください。し
かしもしも皆さんが魂の水準で本当に何かを望むのであれば、そしてそれが皆さんにと

って人生そのもののようであれば、その時こそ、その道に沿って前進する時です。今後

今よりも良い時期は決してないでしょう。皆さんの時系列でこれからの数ヶ月間は、と

ても生産的になろうとしています。それは時に、混乱した状態に見えるようになるでし

ょう。それは時に、筋の通らない状態のように見えるでしょう。それは幸せのように見

えるでしょう。それは気が狂ったように見えるでしょう。他の人々は、“しかし、今は



本当に数々の変化を起こそうとするには最適な時だ”、と言うことになるでしょう。
 
もしも今でなければ、何時なのでしょうか？　皆さんは何を待っているのでしょうか？

　もしも皆さんの魂の内部の奥深くにひとつの望みがあるなら、それに耳を傾けてくだ

さい。それに基づいて行動してください。たとえそれが皆さんは本当に大きな変化を起

こさなければならないことを意味しているとしても、それが前面に出ることを許して下

さい。あらゆることが可能です。

 
皆さんがしなければならないことは、何よりもまず、深呼吸をすることだけです。2番
目には、皆さんの魂が本当に待ち焦がれているもの、そしてそのように見えるものにつ

いて明確にして、次に、“最初の一歩は何だ？”、と尋ねることです。皆さんはすべての
段階を認識する必要はありません。そこは、分断された自我が走り込んできて、“しか
しご主人、それは余りに多過ぎる。わたしにはとてもそのすべてを扱うことはでき

ない”、という所かもしれません。言うまでもなく、そうではありません。皆さんは
ただ、最初の段階だけを扱うことが必要なだけであり、そして次に、2番目の段階が皆
さんに明らかにされることになるでしょう。

 
“嗚呼、しかしわたしはそんなことできない”。何故できないのでしょうか？　皆さんは
その人生の中で、たとえ皆さんが起ころうとしていることを認識していなかったとし

ても、皆さんは今まで他の数々の大きな変化を起こしてきました。皆さんが今回の生涯

を振り返る時、皆さんは、皆さんが皆さんのさらに高い自己によって、皆さんの魂によ

って、導かれていたことを理解することができます。皆さんは導かれていました。皆さ

んがそれを認識していなかったかもしれないとしても、皆さんが本当に望んだものを明

らかにしようとするように、魂の水準からの誘因がありました。

 
今年は数々の変化の年です。今年は強力な年です。何故なら、たとえ分断された自

我が、“あなたは何から何まですべての論理的推論を失ってしまった、どうしようも
ない”、と話すとしても、皆さんが変化を選択しようとしているからです。しかし方法
はあります。そして皆さんは、選択によって、変化を起こしています。

 
皆さんは、皆さんの神の自己と結び付いています。そして皆さんの神の自己から、すべ

ての物事が可能です。今、わたしは認識しています... わたしはわたしの生涯の中で、



これほど有名な生涯の中で、物事が極めて不可能に見えた時に直面しました。そしてわ

たしは、疑問を持ちました。そしてそれにもかかわらず、行動に移し、数々の場所に

行き、話しをするように、というひとつの認識がありました。“わたしが認識している
ことを話すわたしは誰だ？わたしはほんの少しの人々にそれを話すだろう。わたしはわ

たしを慕う少数の弟子達を集め、そして小さな集団を教えることになるだろう”と、わ
たしは口にしました。それは、わたしがその中に存在し、そこから学んできた人々、わ

たしが伴に学んだ霊的指導者の教師達のようなものでした。“わたしは人々の小さな集
団を持つだろう。そしてわたしは霊的指導者達がわたしと共有したものを共有するだ

ろう。わたしはひとつの小さな集団と共有することになるだろう。”
 
さて、それは魂の目的、唯一の目的ではありませんでした。そしてわたしは、自分達の

自由、自分達の歓びを認識することに飢えているより一層多くの人々に気付きました。

最初はひとつの精神的な水準で、わたしが認識していたことを知りたがっていましたが

、ご存知のように、それはすべてすぐには分からなかったことでした。試してみる期間

がありました。実に磔刑と復活の時まで、試みて、信頼して、前進する期間がありま

した。

 
わたしはその身体が復活できることを認識していたでしょうか？　頭の中では、わたし

はそれができることを認識していました。しかし、小文字の‘t’（in truth）という意味で
実は、わたしは必ずそうなるとは思っていませんでした。しかし、皆さんが今回の生涯

の中で経験したように、魂からのひとつの指示がありました。そして魂の指示を認識

する、皆さんにそうするように呼び止めるものを認識する最良の方法は、今回の生涯を

振り返り、皆さんが今までどれほど導かれていたかを理解することです。皆さんがひと

つの選択をすることを皆さんが認識さえしていなかった時に、皆さんが数々の選択をし

た方法です。しかし、皆さんは選択をして、そしてそれが、皆さんを現時点のこの場所

に連れてきました。

 
皆さんは魂の水準で、ひとつの深い切なる思いを持っています。そして皆さんが、“こ
れは事実通りわたしの魂からの指示だろうか？”、という疑問を持つようになる時があ
ります。さて、もしもそれが理に適っているように思えないとすれば、それはおそらく

皆さんの魂からのものです。何故なら、分断された自我は理に適うあらゆる物事を好む

からです。そしてもしも理性が浮上して、怖れに基づいた感覚と伴に、“なるほど、あ
なたはその選択をしないほうが身のためだ”と伝えるとすれば、皆さんはそれが、爆発



する充分なエネルギーになるまでのしばらくの間皆さんを拘束してきた、その分断され

た自我から現れたものであることを、認識することになるでしょう。

 
今年は、皆さんの神の自己である皆さんの魂と結び付き、歓びの内に簡単に前進するた

めのエネルギーを、皆さんに与えることになるでしょう。それは難しいものになるはず

がありません。それが難しくなる唯一の時は、皆さん自身に対して、あるいはおそらく

他の人々に対して何かを証明するために、それは難しくなければならないと、皆さんが

考える時です。その時が、それが難しく見える唯一の時です。残りの時は、皆さんが皆

さんに歓びをもたらすと感じるものに従って、皆さんが前に進む時です。

 
皆さんは、しばらくの間皆さん自身と一緒に腰を下ろす必要があり、そして皆さん自身

の内部深くに向かい、皆さんに歓びをもたらすものに気付くことが必要なのかもしれま

せん。一部の皆さんは皆さんに歓びをもたらすことを実践し、それを認識してきまし

たが、しかしさらに深く進み、さらに多くの歓びを感じ、皆さんが事実通りわたし達の

聖なる母地球上に立脚するができる場所に向かうひとつの機会は、いつも存在します。

 
皆さんは、極めて軽い足取りで歩いているでしょう。それは皆さんが何かを証明しなけ

ればならないからではなく、ただ皆さんがすっかり軽く感じるからです。しかし、わた

しはそこへ先に行っています。それは、今年の残りの時期に実現するでしょう。今回の

生涯は、皆さんが目覚め始める生涯です。皆さんは他の生涯で、皆さんがさらに多くの

大文字の“S”の皆さん自身（Self）を認識したい、そして皆さんがあらゆるものが意味
している理由と、皆さんが経験していたことを経験していた理由を認識したい、と祈っ

てきました。そして今回の生涯は、皆さんはひとりの熟達者であることを皆さんが意識

的に認識することができるように、そして皆さんが意識的に創り出すものを皆さんが認

識できるように、実現しました。そして、たとえそれが時に数々の断片が異なる理由で

一緒に現れるように見える可能性があるとしても、もしかすると最高の理由ではない可

能性があるとしても、皆さんがそのすべての断片を一緒にするように、実現しました。

そしてそれにもかかわらず、皆さんが振り返る時、皆さんは数々の選択は最高で最良の

ものであったことを理解することになるでしょう。

 
皆さんが眠っている時に、多くの時間があります。そしてそれは夜間の睡眠状態を指し

ているのではなく、皆さんが世界的な問題や行う必要があることに意識を集中している

、その皆さんの仕事をこなしている多くの時間のことです。皆さんの魂は働いていて、



次の段階を調整し、そして皆さんは気付いていないかもしれませんが... おそらく皆さ
んは続いていることを意識していませんが、しかし皆さんは、皆さんの神の自己、目覚

めることを事実通り望んでいる魂によって指示された、数々の選択を行います。

 
そしてわたし達は他の機会に、皆さんがわたしの磔刑を見た時、そしてわたしが皆さん

と別れた時に、わたしとの結び付きを認識しているすべての皆さんが自暴自棄の可能性

を非常に深刻に強化する経験をしてきたことを伝えてきました。わたしがラザロを死か

ら甦らせたことを皆さんが認識した時、わたしが癒しを促すことができたことを皆さん

が認識した時、わたしがわたし自身を救う力を持っていることを皆さんが認識した時、

わたしは皆さんをかなり気に掛けて、皆さんと一緒にいるためにわたし自信を救おうと

していなかったでしょうか？

 
おそらく皆さんは、皆さん自身に対してこう言いました。“わたしはそれに値しない。
もしかすると、彼はもうこれ以上、わたしと一緒にいたくないのかもしれない。そして

彼はわたしと別れた。そしてわたしは彼がわたしと一緒にいる力を持っていることを知

っていて、もしかするとわたしの経験の中のあらゆる人が、そしてもしかするとわたし

の今回の生涯と他の数々の生涯の経験全体の中のあらゆる人が、わたしにはわたしを助

けるために彼らが周りに留まるだけの価値がないから、わたしを見捨てようとして

いる。”
 
皆さんは、潜在意識の水準で、それを持ち歩いてきました。皆さんは、自暴自棄という

感覚を持ち歩いてきました。そしてそれは、簡単に押されてしまうひとつのボタンで

あり、皆さんは皆さん自身であっという間にとても深い穴を掘り、こう考えます。“
嗚呼、わたしは価値がない。わたしは試してきた。わたしは最善を尽くしてきた。わた

しが苦しんできた姿を理解してくれますか？しかしわたしはその価値がないと思う。わ

たしは彼あるいは彼女が気に掛けないと思う。”そしてそれは、磔刑の時の信念の非常
に深刻な強化に戻ります。

 
以前は、自暴自棄という経験が存在した数々の生涯が存在しましたが、しかしわたしの

近くにいる人々にとって、その生涯は霊魂に向かって非常に深く進みました。そして皆

さんは、それを2千年の間、携えてきました。それでは今、わたしはどこにいるでしょ
うか？　わたしはここに戻って来て、皆さんと一緒にいます。もしかすると、その姿は



ほんの少し異なるかもしれませんが、しかし、わたしがわたし自身の姿を身に着けた別

の時期があり、そしてわたしは現れて、そしてわたしは皆さんの隣に腰を下ろし、そし

て皆さんと一緒に話します。そして皆さんはそれが誰かを明確に確信せず、しかしそれ

はとても親切な誰かであり、彼らはとても愛情深く、賢明なように見えます。

 
わたしは、皆さんという存在を認識しているという理由のため、賢明です。そして皆さ

んは、皆さんがわたしの中の何かを認識しているという理由ため、賢明です。そして皆

さんの内部に留まっているもの、神の自己、皆さんの聖なる魂も、同じです。

 
そうあらしめよ。

So be it.
 
ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
 
Copyright © 2011 Oakbridge University. Oakbridge material is copyrighted but free to anyone who
wants to use it as long as proper credit is listed, including our website address www.oakbridge.org.
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The Role of the Beholder Activist in the Evolution of the Collective
Consciousness
3 October 2012 - 11:33am
 
ジュディス・コーツ経由

Channeler: Judith Coates
 
Tuesday, 2 October, 2012
 
 
最愛なる者、わたし達は今まで、あなた自身が経験するためにあなたが創り出す数々の

現実性について、数々の次元について、数々の立体映像について、話を続けてきました

。わたし達は今まで、あなたがこの現実性の数々の概念と箱、ラベルの付いた箱の中で

、あなた自身のために構築してきた様子について、伝え続けてきました。あなたはそ

こで、ひとつの集団的な意識として、その箱の中にひとつの確実なものが、ひとつの保

証が存在すると感じてきて、そしてそれにもかかわらず、何かそれ以上のものがあるは

ずだと感じて、あなたは同時にその箱の側面を押し広げることを望んできました。

 
あなたは今、最も素晴らしい場所にいて、あなたはそこで3次元の全体像に橋を架け続
けていています。何故なら、あなたは世界の全体像を理解し、兄弟や姉妹達が感じてい

るものを認識しているからです。あなたはかつて其処にいました。あなたはあなた自身

でそれを感じていました。そして今、あなたが天界に向かって叫び、何かが変わってほ

しいと思う時が、何度もあります。その時あなたは深呼吸をして、そしてあなたは、少

しかその程度の間、全体の神聖なる穏やかさに向けて、5次元へ向けて橋を架けます。
 
あなたは、その集団意識の進化に役立つ多くの物事を行っているところです。何故なら

、その集団意識は、ひとつの実体として、ひとつの魂を持っているからです。そしてそ



の魂は、数々の個人が癒しを求めて泣き叫んでいるのと同じように、癒しを求めて泣

き叫んでいます。今、その集団意識は穏やかな状態であり、そこで、ひとつの新しい全

体像を受け入れる準備が整っています。そしてあなたのように古い数々の立体映像を完

了することに意欲的な皆さんは、ひとつの新しい全体像を推進し続けていて、そこでは

集団意識がその声とその癒しに気付き始めています。

 
あなたは、あなたが良く認識している3次元的な思考と5次元の自由の間の架け橋として
留まっているため、あなたはあなた自身がより一層観察者の立場にいることに気付き

ます。そこは、3次元に関するすべてのものをあなたが確認し、理解することができる
場所です。あなたはそれを良く認識しています。あなたは今まで、本当に何度も繰り返

し脚本家の役割を演じてきました。そしてあなたがその脚本を積極的に演じていなかっ

た時、あなたは密かに待機しながら、あなたがその舞台に立つことになる次の機会を待

っていました。そしてあなたは5次元の全体像と希望を認識し、そして聖なる展望を認
識するその空間を、認識しています。そしてあなたは、より大幅な明快さで、これほど

長い間忘れられてきた神性を明らかにするためにあらゆる物事が一体となって働いてい

る姿を、確認します。そしてあなたは観察者の立場にいるため、数々の発想があなたに

現れ、次にあなたはそれを呼び戻して、3次元の全体像の中で行動に移します。何故
なら、あなたはより広いひとつの展望を、物事が組み合わされている姿を、より大幅に

理解しているからです。

 
その時あなたは、観察者の活動家になります。それはひとつの矛盾のように響きます。

そしてそれにもかかわらず、それは矛盾ではありません。何故なら、あなたは観察者の

場所から現れていて、あなたはそこで聖なる展望を求め、そして次にあなたはその場所

からの数々の発想をその場所にもたらし、そして別の人に助言や励ましの言葉を与える

ように、立ち上がってあなたの真実を話すように、それを3次元の中で行動に移します
。

 
来月あたりには、数多くの役者達が、舞台の上で自分の脚本を演じることになるでし

ょう。あなたは5次元の視点から、あなたがそうなる可能性があると認識するものを、
あなたがあなたの真実を話し、そして3次元の中の活動家になり、同じ考えを持つ他
の人々と協力し、そしてあなたが信じ、あなたがそうなる可能性があると認識し、そう

なるだろうと認識するものを話すことを許すようになるものを、想い浮かべることにな

るでしょう。それは、意識の進化が起るようになるからです。それは当然のことです。



そのタイミングは、即興に委ねられていて、その状況で突然に進化におけるひとつの移

行が起ります。何故なら、集団意識が既に充分に目覚めているからです。

 
あなたの5次元からの視点で、聖なる展望から、神聖なる明晰さを認識する場所から、
あなたは3次元の中の仕事に戻ります。それは事実通り、あなたが現時点の転生を選択
した理由です。観察者の活動家になり、進化上の飛躍を求めて叫び続けている場所にひ

とつの新しい全体像をもたらすことです。その収穫は準備が整っています。それは過去

の時点では収穫高は豊富にあるように見えていましたが、しかし収穫する人々はほとん

どいませんでした。しかしあなたは、その収穫を、新しい全体像の中の集団意識の進

化を、手伝う準備を整えているより一層多くの人々と出会い続けています。あなたがも

う一度協力するようになり、あなたがもう一度あなたのウェブ上に記述するようになり

、あなたがあなたのパピルスに、あなたの紙の上に、記述されなければならないことを

記述するようになることを、あなたは同意しました。あなたは電話をかけるようになり

、そしてあなたは一対一で、そして集団の中で、あなたの真実を伝えることになるでし

ょう。

 
何故ならあなたは、5次元に向かう集団意識の進化はそうなろうとしていることを、認
識しているからです。それは起り始めています。あなたはそれで元気を出すことができ

ます。一部の皆さんは今まで希望し、強く望み、祈り、そしてその時同時に、“しかし
それはわたしの生涯の中ではないだろう”、と考えてきました。そしてそれにもかかわ
らず、あなたは本当にとても近付いています。その覆いはその間ずっと薄くなり続けて

いて、そしてあなたのように、最も込み入った立体映像を完了させようとする同じ考え

を持ったより一層多くの人々が存在します。

 
あなたは自分達自身の完了を行う人々を容認しています。あなたはそれを理解します。

しかしそれと同時に、それはあなたを無言にしたままにはしません。あなたは展望を与

えます。あなたはそれを、間違いなく自分達の完了を認識する間際にいて、“わたしは
ここから何処へ行くのだろうか？わたしはいつも認識してきたものに戻るのだろうか、

それともわたしは前進するのだろうか？”と不思議に思っている他の人々の前に差し出
します。そして余りに頻繁に、そういった人々はその疑問を言葉にさえしません。そ

れは、言葉で表現することさえも行われません。

 



その時、あなたは同伴して、こう伝えます。“わたしはこの展望を持っている。わたし
はそれがそうなることを認識している。そこでは人々は調和の中で暮らしていて、お互

いに尊重し合っている。何故なら、わたし達は同じ創造主に、同じ生命の原理に属して

いるからだ。わたし達は生きている。”もしもあなたが他に共通の分母を見付け出すこ
とができないなら、皆さんは生きていることに気付くことができます。そうでしょう？

そしてひとりの観察者として、あなたは3次元の意識に、ひとつの新しい全体像をもた
らします。

 
さて、まさにあなたが他の人々を愛し、それはあなたが行っていることであり、そして

あなたは人々が完了し始めているものを尊重するという理由から、それはあなたが何処

かの修道院に立ち去らなければならないことを意味しません。それは、あなたが以前の

他の生涯の中で行ってきたことであり、あるいはあなた他の生涯で行ったように、あな

た自身を何処かの山奥の中の洞穴に連れ去って神聖なる熟達者達と親しく語り合い、他

の人々が、あなたが伝えなければならないことを聞く“準備が整う”まで待たなければな
らないことも意味してもいません。あなたは今回の生涯で観察者の活動家になり、あな

たの展望を伝えることに同意しました。

 
観察者の活動家になることは、より能力が試される演じるべき役割のひとつです。何故

なら、分断された自我が皆さんに、“あなたはそんなこと言わない方がいい。あなたは
前にそれをしようとしたし、そして何が起ったと思う？あなたは火あぶりの刑に処せら

れた。その前は何が起ったと思う？あなたの首を差し出すように要求された。”、と伝
えようとするからです。時に分断された自我は、舞台の上に立って、こう伝えようとし

ます。“あなたが調和する可能性があるなんで考えを提案しなければならない権利が、
何処にあるんだ？人々は、いつも自分達を護らなければならない集団の中で暮らして

きた。それはいつもそうなっていた。いつも指導者が、我々を導こうとした誰かがいて

、我々に進む場所と信じるものを伝えた。我々が調和して平等に暮らすとすれば、何が

起ると思う？誰がすべきことと信じるものを伝えようとするんだ？わたしの安全は何処

にあるんだ？”
 
分断された自我は、もしもお好みなら、数々の問題、数々の困難、数々の脅威、起り得

る災害の数々の警告についてのひとつの一覧表を、あなたに提示するでしょう。それで

も大丈夫です。あなたはそういった数々の質問や渓谷を5次元の全体像の場所に持って
行き、そして一息いれて、こう伝えます。“そうだったことは、そうだったことだ。し



かしそれは、次の瞬間に進むことを意味している。”あなたはまさに今、過去のすべて
の精神的な重荷から自由です。あなたはまさに今、古い数々の信念体系や自己像から、

そして他の人々の印象や世界がそうならなければならないことから、自由です。最愛な

る者、もしもあなたがその自由をまさに今主張しようとするなら、あなたは自由であり

、完全に自由です。

 
わたし達は今年、数々の移行と変化が起り、その一部は極めて大きく、一部は小さくな

ることを、頻繁に伝えてきました。そのすべてを良きことと見做してください。古い物

事は、皆さんが新しい物事を熟慮することができるようになる前に、消え去らなければ

ならないことを、認識してください。

 
あなた自身が変化を期待することを許してください。あなた自身が変化を歓迎すること

を許してください。任意の新しい物事が皆さんに訪れる時は必ず、あなた自身が瞬時

に5次元の全体像に行く準備が整っている場所の中に存在することを許してください。
深呼吸をして、聖なる展望に属する場所に進んでください。その時、あなたは導かれて

いるため、まだ集団的な信念の特定の枠組みの価値を信じているこの場所に戻り、新し

いひとつの展望を持った活動家になってください。それがあなたに求められていること

です。今がその時です。

 
わたしは今あなたと伴に、ひとつの瞑想を行いたいと思います。わたしは今あなたと

伴に、いわゆる穏やかな場所に行きたいと思います。そのため、あなた自身が深呼吸を

することを許し、そしてその視線を柔らかく穏やかにすることを許してください。皆さ

んが穏やかな状態を感じる時、最近か過去のどちらかに起った物事を思い出してくだ

さい。もしかすると、それはあなたの世界の報道媒体があなたにもたらしてきたものか

もしれず、もしかすると、それはひとりの友人があなたに語ったことかもしれず、もし

かすると、それは身体があなたに伝えたことかもしれません。今までひとつの疑問符だ

ったものを、おそらくあなたが読んで、“これは本当か？そしてもしも本当なら、今何
が起っているんだ？”、と疑問に感じた情報の断片を、あなた自身が思い出すことを許
してください。それを思い出してください。

 
次にもう一度深呼吸をしながら、観察者の場所まで、穏やかで開放的で、積極的に受け

取る準備が整っていて、積極的に拡大された理解を確認する準備が整っている場所まで

、精神を拡大してください。



 
皆さんが今まで熟慮してきたものに目を向け、それに対するエネルギーが存在するかど

うかを確認してください。その周りで踊っている数々の色彩があるかどうかを、確認し

てください。それがひとつの巨大な全体の一部に過ぎないかどうかを、確認してくだ

さい。

 
あなたはひとりの熟達者として、“あなたのメッセージは何か？”と伝えようとしている
ため、その問題と伴に腰を下ろし、そしてそれを尋ねてください。

 
深呼吸をしながら、そして気楽に、その質問が、その問題が、あなたに話し掛けるこ

とを、そして対話を持ち、“何かさらに認識することがあるだろうか？わたしがする必
要何かがあるだろうか？わたしが理解するひつようがあることが何かあるだろうか？”
、と尋ねることを、許して下さい。

 
耳を傾けて、感じてください。

 
その感覚はなんでしょうか？

 
それはあなたに何を明らかにしますか？

 
じっと見て、受け取ってください。

 
あなたが完全だと感じる時、あなたはこれにあなたの時間を割くことが許されていま

すが、深呼吸をして、その身体を再活性化することを、あなた自身に許して下さい。あ

なたがこの現実性に戻る時、とてもゆっくりと、とても穏やかに、その情報を、その感

覚を、その見通しを、あなたに届けてください。その問題、その質問についてあなたが

さらに認識しようとするものがあるなら、あなたはいつでもこの場所に現れて、さらに

尋ねることができます。

 
その時、それはあなたが行動を起こすように、あなたに指示することになるでしょう。

もしもあなたが行動を起こす必要がなければ、その時あなたはしばらくそこに留まり

ます。



 
最愛なる者、とても拡大的な空間を忘れないでください。頻繁にそこに行くことを忘れ

ないでください。何故なら、手元には数々の変化があり、その一部は、あなたがあなた

の世界の報道媒体からいつも聞いているものではない、良い変化です。何故ならその報

道媒体は、最も欲望を掻き立てるように見える数々の劇を重視して、あなたのアドレ

ナリンを掻き立てる可能性がある数々の問題を報道することが大好きだからです。数々

の変化が今現れていて、それがあなたに尋ねることになるでしょう。何故なら、あなた

はあなた自身でそれを尋ねて、観察者の活動家になり、聖なる展望に属する場所に行き

、次にその理解の場所から活動家になり、あなたの新しい展望で集団意識の進化を導く

支援を行うようになるからです。

 
そうあらしめよ。

 
ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

ジュディスと通した表現として

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
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最愛なる者、わたしは皆さんがひとつの質問を抱えて座っていることを確認してきま

した。極めて重いように見えるひとつの問題点であり、前触れもなく、ひとつの発想が

皆さんに現れるようになり、そして皆さんは飛び上がり、その改善を行います。皆さ

んは、おそらくしばらく前にはそこになかった、あるいは存在するようには見えなか

った、3番目の選択と伴に進みます。それは実際にありましたが、しかし皆さんはそれ
を承認しませんでした。そして皆さんは、少し改善を行い、そしてあらゆる物事が変化

します。何故なら、それはそうしなければならないからであり、何故なら、皆さんは創

り出している本人だからです。

 
皆さんは神聖なるひとつの創造的な根源の延長であり、そして皆さんは創造的です。

嗚呼、皆さんは創造的です！　わたしは皆さんの数々の創造と伴に皆さんに注目して

きました。そしてわたしは皆さんが経験した一部の見通しと苦闘している皆さんに、注

目してきました。そして時間と伴に外見的には対立した状態になり、“わたしは忍耐力
を持たなければならなくなるだろう”、と口にします。
 
皆さんは、皆さんがすぐに皆さん自身を余りにも大きなひとつの混乱の中に置かないよ

うにするために、時間をこの現実性の中のひとつの贈り物として考案しました。もしも

皆さんが、皆さん自身のために創り出している現実性の中で瞬時にその選択をして、そ

の選択になるように見えるあらゆるものに向かうことができたなら、皆さんは頻繁に、

フライパンから炎の中に飛び込んでいるでしょう。言い換えると、おそらく皆さんが実



際に存在することを望まない、ひとつの場所に向かっているでしょう。

 
そのため皆さんは、皆さんが熟慮できるように、皆さん自身を、皆さんという創造的な

存在を、時間と言う贈り物を、贈呈してきました。もしかすると、長い間ではないかも

しれません。それは展開される必要はなく、あるいはそうなることもできますが、そし

て皆さんは理解するかもしれません、“やれやれ、もしもわたしがしかじかを行うと、
それはそこから現れるかもしれない何らかの意義があるもののように見える。もしかす

ると、わたしはこれを再考したいのかもしれない。”そして皆さんが瞑想する時、皆さ
んが熟慮する時、皆さんが再考する時、他の数々の発想が現れることになるでしょう。

そして皆さんが改善を施し、皆さんはひとつの新しい現実性を思い付きます。

 
皆さんが皆さんの現実性と呼ぶものの立体映像に目を向ける時、皆さん自身が断定的な

判断を下さない状態になることを許してください。分断された自我は何度も、舞台上を

走り回り、こう口にすることになるでしょう。“やれやれ、この立体映像は、あなたが
あなた自身のために作っているこの現実性は、本当に滅茶苦茶だ。わたしはあなたがそ

ういった混乱に入る方法が分からない。”分断された自我は、自分が自我として存在す
ることを、皆さんの真の存在性を、認めません。それは、皆さんが数多くの生涯を伴に

旅してきた、ひとりの古い友人からの習慣的な反応です。

 
しかし今、皆さんは、皆さんが、“ちょっと待て。わたしは判断する必要はない。もし
かすると、わたしが今まで選択してきたあらゆる物事は、わたしがこれほど強く願って

きた目覚めにわたしを適切に導いているかもしれない”、と口にする場所にやってきて
います。そしてその通り。皆さんが選択するあらゆる物事は、やがて皆さんを時間が存

在しない場所に導くその次の段階に皆さんを導く、次の段階に導きます。

 
このメッセージの後で、わたし達はひとつの瞑想と呼ばれるものを行うことになる

でしょう。それは皆さんが、時間のない場所にやってくることを許すことになりますが

、しかしまさに今、わたしはもう少し長く話をすることになります。こうした言葉を読

んでいるすべての皆さんが、皆さんが直線的な時間を確認しているように、ひとつの歓

びに溢れた未来に向かって歩んでいるところです。何故？わたしが皆さんに伝えるから

ではなく、皆さんが既にそれを宣言したからです。皆さんは、他の誰かが皆さんを思い

のままに支配する可能性があるその苦悩を、心配を、怖れを、皆さんは完了する、と宣

言しました。



 
皆さんがこの言葉を読むこの瞬間でさえ、皆さんは実現性と可能性に属する新しい空間

に向かって進んでいます。“わたしは他の誰かの小文字の‘t’の真実によって限定され
ない。わたしはわたしが理解し始めて、わたしの力を、わたしの神聖なる創造力を取り

戻すひとつの場所にいる”、と話す、希望のあるひとつの場所であり、そこは他の誰か
を思いのままに支配することがない場所です。それは選択に属する、皆さん自身の選択

に属する、ひとつ力です。そして皆さんは、皆さんがそうなることを望む通りに、幸せ

になることができます。

 
“何だ！わたしはそれがそんな風になるとは、決して考えなかった。わたしはわたしが
そう望む通りに幸せになることができるって？ちょっと、もしかするとわたしはそうな

ることを望んでこなかったのかもしれない。”これはその通りです。他の数々の場合に
、皆さんは幸せになることを望んできませんでした。皆さんは苦闘することを望んでき

ました。何故なら、少なくとも皆さんは、何かを行っていたからです。あるいは皆さ

んが“数々の困難な課題”を通して苦闘している時、皆さんの小さな自我が、皆さんは何
かを行っていた、と考えました。

 
そのためわたしは皆さんに、歓びに溢れた未来について話をします。歓びを認識する

こと、世界の断定的な判断から自由になること、小さな自我から自由になること、時間

の外を歩むこと、怖れの外を歩むこと、皆さんが“わたしは自由だ”と話すひとつの場所
に現れることは、皆さんの神聖なる遺産です。何故なら、皆さんという存在の真実が、

皆さんを自由にすることになるからです。

 
皆さんという存在の真実は、皆さんは、皆さんがその中で演じるあらゆる現実性を創り

出している大文字の“S”の聖なる自己である、という事実です。わたしは“演じる”とい
う言葉を伝えましたが、それはひとつの演劇の内部の演劇の内部の演劇になっているか

らです。時に皆さんは、それを複雑なものにしますが、そのため皆さんは、それがひと

つの演劇の中の演劇の中の演劇であることさえ認識しません。

 
わたしは皆さんに、皆さんは決してひとつも悪い選択をしていない、と伝えます。皆さ

んは数々の選択を行い、皆さんはそういった数々の選択の結果を受け入れますが、しか

しその選択はすべて、皆さんの旅の一部です。それは目覚めという神聖なる旅であり、

そして皆さんは決してひとつも悪い選択はしてきていません。あらゆる選択は、皆さん



自身のための皆さんの力を受け入れながら、皆さんをまさに今ここに存在する、ひとつ

の場所に導いてきました。皆さんは、あらゆる瞬間に、皆さんの現実性を作り続けてい

ます。それは皆さんの力強い姿を表します。そして実際に、皆さんは皆さんの力を手放

すことはできません。皆さんは、皆さんが他の誰かに、彼らの信念に、彼らの数々の予

言に、皆さんの現実性を与えることができたように見える、そのひとつの現実性を作る

ことはできますが、しかし実際に、皆さんは皆さんの力を手放すことはできません。何

故なら、それが皆さんだからです。

 
それをしばらくの間、浸透させてください。皆さんの力は、皆さんの神聖なる存在性で

あり、そしてそれは、皆さんを故郷に導きます。皆さんが今までどのような選択を行っ

てきたかにかかわらず、分断された自我がどれほど多く皆さんに、皆さんは悪い選択を

してしまった、と叫んできたかにかかわらず、あらゆる選択は、皆さんを故郷に導き続

けています。そのため、その事実の中で幸せになってください。事実通り、皆さんは故

郷に帰っていることを、認識してください。

 
皆さんは、故郷は他の何処かにあり、それを見付けて、それに気付くだけの価値がある

ようになるために、皆さんはすべての種類の儀式をしなければならないという、小文

字の“r”の現実性と戯れることができます。それは、皆さんの“権威筋”、皆さんの宗教
的指導者達によって、数多くの世代の間ずっと、皆さんに教えられてきました。彼らは

、皆さんは特定の方向に顔を向けなければならない、皆さんは特定の食べ物を食べなけ

ればならない、あるいは特定の食べ物を食べてはいけない、と話してきました。皆さん

は片足で立たなければならない、皆さんはもう一方の足を皆さんの後ろに持ってこなけ

ればならない、皆さんはひとつの小鼻を閉じたままにしておかなければならい、等々の

、皆さんを今後皆さんの聖性を認識するだけの価値あるものにするという、すべての数

々の異なる儀式です。

 
そして皆さんがそのすべてを習得し終えた時、次に彼らはさらにひとつの物事と一緒に

現れます。皆さんは、宗教的で哲学的な組織、あるいは他の何らかの組織に対してひと

つの巨大な寄付を行わなければならない、そうすれば、彼らは皆さんのために祈ること

になるでしょう。皆さんは、皆さんのために祈る他の誰かが必要ではありません。皆さ

んは、皆さん自身のために祈ることが必要です。皆さんは内面の自己を、神聖なる自己

を承認して、その神聖なる自己と頻繁に話しをすることが必要です。



 
これが、祈りというものです。それは、内面の自己と話をすることです。皆さんはそ

れを、皆さんが祈る時の神に対する話し掛けと呼ぶことができますが、しかしその神の

自己は皆さんの内部に存在します。皆さんは、皆さんはわたしに対して祈っている、と

言うこともできますが、しかしわたしは皆さんとひとつであり、そしてわたしは皆さん

の内部に存在し、そのため事実通り、皆さんは皆さんの自己の内部、皆さんの内的な存

在に対して祈っています。そして皆さんは、祈りを明確化のために利用します。

 
皆さんは言葉で、数々の発想で祈ります。そしてその時、皆さんは耳を傾けます。それ

が瞑想です。そのため、数多くの皆さんや兄弟姉妹達は、いつでも多くの言葉で祈り

ます。わたしはそれを聞きます。そしてその時、その答えが皆さんのところに現れる可

能性がある時、皆さんはそれを締め出して、皆さんは何処かへ走り去ります。何故なら

、皆さんは何かをしなければならないからであり、あるいは皆さんは、事実通り皆さん

は内面の自己を認識するための、皆さんという存在の真実を認識するための力を持つこ

とを、自覚しないからです。

 
そのため、皆さんが祈る時、それは祈るためにはとても良いことですが、皆さんは皆さ

ん自身のためにその状況を明確化しています。そして皆さんは、特定の結果のために祈

ることができます。もしも皆さんがその展望を関係するすべての人々のための最高最良

のものから現れるものにするなら、特定の結果、ひとつの展望のために祈ることは何も

悪いことはありません。皆さん自身のため、そして皆さんとその展望の中にいるように

見える他のすべての人々のための、最高最良のものです。

 
そしてその時、皆さんがそれまだに祈ってきた対象を瞑想してください。耳を傾けてく

ださい。静かにして、そして内部の声を聞いてください。急いで出て行うために、過剰

に急がないでください。その行為は、それ自体を配慮することになるでしょう。

 
人生のあらゆる段階が、皆さんに数々の機会を提供します。時にそれは、その機会のよ

うには見えませんが、しかし今、皆さんは皆さんが物事を確認する方法を変化させてい

るところです。もしも皆さんが、ひとつの新しい眼鏡が必要なら、外出して、皆さんが

物事を異なるように確認することができる新しい眼鏡を入手してください。それを試し

てみてください。皆さんは数々の日傘を取り除くことができます。そして皆さんは、皆

さん自身の光によって目が眩むことになるでしょうか？その通り、おそらく、一瞬かそ



こらの間。しかし次に皆さんは、順応します。それは大丈夫でしょう。皆さんが大文

字の“S”の神聖なる自己を承認すること許す、皆さんが思い付くどのような手段とでも
戯れてください。それが皆さんです。

 
皆さんがその内部で戯れる数々の現実性を承認して、そして事実通りそういった数々の

現実性の内部で戯れてください。一部の皆さんは今、既に皆さんが遊ぶことを自由に選

択して、皆さんが世界的な数々の物事の把握と苦闘する必要がないことを承認する場所

にきています。

 
これは、わたしが2千年前に、あなたがわたしの弟子だった時に、あなたに伝えたこと
です。ご存じのように、わたしには12人の弟子がいました。おや、わたしはわたし自身
を限定しようとしているのでしょうか？違います。そして彼らはすべてが男性という訳

ではありません。わたしは現在の現時点のように、沢山の男性の友人を持っていまし

たが、しかしまたわたしは、その当時のその時代に、そして今も、沢山の女性の友人

を持っていました。そして時に、直観的な女性は、AとB、そしてCを一緒に置くための
方法の論理を認識することを望む男性のエネルギーよりも、わたしのメッセージを速く

把握しました。

 
そのため、時に皆さんは、精神的なものを一方に置いて、皆さん自身が女性的な愛の中

に留まり、こう話すことを許してください。“たとえわたしが完璧ではなくても、わた
しはわたし自身を愛します。そしてヨシュアはわたしに、わたしは完璧だと伝えます。

さて、もしかすると彼は正しいのかもしれない。わたしは以前彼の話を聞き、そして時

々彼はただしかった。そしてもしかすると、もしも彼が時々正しかったのなら、彼はた

った1回か2回よりも多く正しい可能性があるのかもしれない。”そしてわたしは皆さん
に保証しますが、わたしが皆さんの神聖なる本質について皆さんに伝えていることは、

正しいことです。

 
わたしは予言しましたか？　いいえ。おそらく、数々の実現性、数々の可能性です。わ

たしは現在の時代で予言するでしょうか？　いいえ。皆さんはわたしが予言しない理由

が分かりますか？　何故ならわたしは、皆さんが次の瞬間に選択することになるものを

、皆さんに伝える力を持っていないからです。わたしは、皆さんの創造的な改善のな

かで、皆さんを確認してきました。わたしは皆さんに、翌週の皆さんの水曜日と呼ばれ

ている週の真ん中の日の午後零時に、稲妻が起るようになることを伝えることはでき



ます。それは形而上のものですが、それが皆さんを、皆さんがひとつの新しい理解を持

つことになる場所で殴り倒すことになるでしょう。もしかすると、これは起るかもしれ

ません。もしかすると、それは起らないかもしれません。もしかすると、それは午

後2時かもしれません。それは、皆さんが宣言する通りになるでしょう。そのため、わ
たしは予言をしません。そしてわたしは、わたしの力を数々の予言に明け渡すことはあ

りません。

 
さて、わたしは皆さんと、瞑想と呼ばれているものを行いたいと思います。視線を和

らげることを許してください。皆さん自身が深呼吸をして、皆さんに内面のひとつの穏

やかな場所をもたらすことを、許してください。世界が認識しないその穏やかな場所に

、皆さんの神聖なる自己が認識しないその穏やかな場所に、皆さん自身が現れることを

許してください。今起っているあらゆる物事から、今まで起ったあらゆる物事から、起

るかもしれないと皆さんが期待してきたあらゆる物事から、皆さんが身を引くことがで

きる、穏やかな場所です。永遠の今という、穏やかな場所です。

 
それが、皆さんが留まる場所です。永遠の今に属するその場所の中で、今という瞬間の

中で永遠に前進します。その今という瞬間に向けて、穏やかさを呼吸してください。皆

さんの今という瞬間に向けて、その穏やかさを呼吸して、そしてその穏やかさを認識し

てください。それは、ひとりの聖なる子供としての、皆さんの神聖なる遺産です。皆さ

んの穏やかさから離れないでください。皆さんという存在のその穏やかさを認識してく

ださい。

 
皆さんは事実通り、決して皆さんを見捨てることがない永遠に続く愛で愛されているこ

とを、認識してください。何故なら皆さんは、決して愛を見捨てることはないからです

。皆さんはいつも、愛の中に留まることになるでしょう。皆さんはいつも、ひとつと

して、ひとつの聖なる今として、留まることになるでしょう。

 
そしてもう一度楽に呼吸をして、皆さんがそれについて考えなければならない、もしか

するとそれについてこだわらなければならないように見える、皆さんの現実性の中に存

在しているものを、思い浮かべてください。皆さんと伴にある今という瞬間の穏やかさ

を維持しながら、それをその穏やかさの中に運んでください。皆さん自身が穏やかさに

留まり、存在するように見えるどのような問題点にも目を向けることを許してください



。

 
手を伸ばして、その問題点を手で選んでください。友人の友人として、その問題点と伴

に歩いてください。皆さんが皆さんの現実性と呼んできたその立体映像のすれすれのと

ころまで、その問題点と歩いてください。手と手を取り合って、すれすれのところまで

その問題点と歩いてください。そしてその端から、皆さんが小文字の“t”の真実でなけ
ればならないと話してきたその現実性を見下ろしてください。見下ろして、下にあるそ

の空間を確認してください。単なる空間であり、開放であり、定義されていないもの

です。向こう側を見て、皆さんの前のその空間を、広がりを、定義されていないものを

、確認してください。上を見て、皆さんの上に広がっているその空間を確認してくだ

さい。愛に満たされた、信頼に満たされた、神聖なる存在性という認識に満たされた、

永遠の空間です。

 
何故なら、皆さんが進む時はいつも、ひとつの問題点となっているように見えるどのよ

うのものとも、手と手を取り合って、皆さんは、まだ定義されていない、皆さんの神聖

なる存在性に向けて歩きます。そしてすべては、皆さんの力の範囲内にあります。その

ため皆さんは、永遠の今という穏やかな空間に向けて歩きます。そしてそれほど脅迫

的で、これほど複雑に見えるその問題点は、何もないようになります。それは、皆さん

の一部になります。皆さんは皆さん自身に向けて、皆さんの今という瞬間の穏やかさの

一部として、既にそれを受け入れています。

 
怖れるものは、何もありません。下に空間はなく、横に空間はなく、上にも恐怖を覚え

させる可能性がある空間はありません。皆さんの周りの空間の中には、穏やかさだけが

留まります。それが鍵であり、皆さんの穏やかさの力です。

 
皆さんはいつも、永遠の今という瞬間に、永遠に穏やかな今という瞬間に留まります。

そして皆さんがその穏やかさの中に入れたどのような問題点も、皆さんの友人のように

なり、皆さんの一部になり、そして溶けて皆さんのこころの愛になるでしょう。どのよ

うな問題点も、それを皆さんのこころに入れて、愛と穏やかさの中で解消しながら、そ

れを愛し、それを感じてください。皆さんを上回る力を持ったどのような物事も、どの

ような人物も、どのような環境も、どのような問題点も、存在しないことを認識してく

ださい。

 



皆さんは、皆さんと伴に歩く何かと皆さんが考えたものを、創り出してきました。そし

て皆さんは、皆さんの手を伸ばして、その問題点を手に取りました。そして皆さんは、

こう話しました。“現実性の端までわたしと一緒に来て、永遠の今という空間を、広が
りを、まだ定義されていないものを、見上げてみよう。”
 
呼吸をしてください。穏やかさを認識してください。呼吸をしてください。皆さんは

、皆さんの現実性の中で、あらゆる物事を創り出していることを、認識してください。

したがって、皆さんはそれを抹消することができます。皆さんはそれを手に取り、そし

てそれを皆さんのこころに導き、それを愛の中で解消することができます。何故ならそ

れは皆さんを圧倒する力を持っていないからです。皆さんがそれを創り出してきました

。そして皆さんは、それを愛の中で抹消することができます。

 
そしてここで、もう一度深呼吸をしてください。意識が身体に戻ることを許してくだ

さい。皆さんが今までそこにいた穏やかさを感じ、それを皆さんに取り戻してください

。どのような問題点もない状態の力を感じてください。何故なら、それはひとりの友人

であり、皆さんはひとりの友人を皆さんの穏やかさに連れて行き、愛の中でそれを解消

することができるからです。その意識をこの部屋に戻してください。その意識意をその

身体に戻してください。

 
皆さんは、皆さんがひとつの定義を選択するまで、皆さんは事実通り永遠の今という、

開かれて、まだ定義されていない穏やかさの中に留まることを、認識してください。そ

れは、皆さんが皆さんの現実性の中に織り込む、ひとつの贈り物です。それを頻繁に承

認してください。何故なら、まだ定義されていない永遠の今という瞬間の穏やかさが、

皆さんという存在の大文字の“T”の真実になるからです。そしてその巨大な穏やかさと
いう空間の中で、わたしは、全存在のひとつの創造的な延長であるその一体性として、

皆さんに加わります。

 
そうらしめよ。

So be it.
 
ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
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最愛なる者、わたしは今、この次元領域上の意識の進化について、あなたと話をしたい

と思います。最初に、あなたは始まりと終わりについて話すことが好きですが、しかし

実際に、その始まりはひとつの始まりではありませんでした。その始まりは、時間の外

部にある、存在性です。しかしこの意識の焦点の内部で、最初は意識、自覚的意識、存

在性が存在しました。ひとつの存在性です。それ自体を認識するためにその存在性を言

葉で表現する必要がなかった、ひとつの存在性です。それは、存在という、拡大という

、ひとつの存在性でした。そしてその拡大が続きます。

皆さんが時間を理解するように、意識はその存在性の実現の中で、過去も今も依然とし

て拡大を続けています。そしてその拡大の中で、存在性は皆さんが思考と呼ぶようにな

るものに触れました。そしてそれは、その拡大の内部で、この意識の焦点の内部で、皆

さんが思い描くことができるものさえ超えて、あらゆる面で存在性それ自体を認識する

ことを強く願いました。それは過去も現在も、パンの中のパン種のように、そうならな

ければならないひとつの表現であり、それは今後も否定されることはないでしょう。

そしてその存在性全体の神聖さの内部で、表現するという強い願いが現れました。そし

てその強い願いが、本当に数多くの領域を、数多くの次元を生み出しました。ひとつの

真の現実性を起源とする、数多くの現実性です。

今、皆さんが現実性と呼ぶ現実性の内部で、最も素晴らしいひとつの意識が、わたし達

が創り出すことができるものを既に理解しています。そして皆さんが悠久の昔として比

較しようとするものの中で、記録されたどのような歴史よりも前に、そしてそれにもか



かわらず人間の精神の奥深くにひとつの記憶があるように、わたし達は神聖なるエネ

ルギー、光から、それを生み出しました。皆さんはそれを理解します。それは、物質的

な領域の内部のひとつの概念です。その神聖なるエネルギーは光りそれ自体を超えた上

にそれ以上のものでもありますが、しかし光は今後、皆さんがこの現実性の内部のその

働きを理解するように、非常に上手にその働きを行うことになるでしょう。

わたし達が物性の範囲で創り出すことを考えた時、わたし達は神聖なるエネルギーの意

識の流れに姿を与えることを考えました。光として存在する最初の姿です。次にわたし

達は、その光に姿を与えることを考えました。その光のエネルギーを、今皆さんがおそ

らく数々の太陽、数々の星、宇宙という巨大な姿として存在することを確認する、そ

の様々な姿に融合させようとしました。そしてわたし達は、ひとりの探究者が今後探索

を行うことになる、数々の物質的な宇宙を生み出しました。わたしは考え、そしてわた

しは思索で生み出します。そしてわたしが“わたし”と話す時、それは単なるひとりの個
人以上を意味します。それは実際に、キリストの精神です。そしてわたし達は、皆さん

が今この領域、この現実性として存在することを理解するものの内部に、そしてこの意

識の焦点の内部でまだ触れられても測定されてもいない他の数々の現実性の内部に、最

も素晴らしい数々の宇宙を生み出しました。それでも皆さんの世界の一部の預言者は、

他の数々の次元、他の数々の現実性を確認していきました。そして彼らは、間違ってい

ません。

皆さんが、日々皆さんの東方から昇り皆さんの西方へ沈むことを確認するひとつの素晴

らし星を生み出してきたと同時に、わたし達は他の数々の姿、数々の光の姿を生み出し

ました。皆さんはそれを、ひとつの荘厳な舞踏、ひとつの素晴らしい引力のエネルギー

の呼応の中で恒星と関連して存在する、惑星と呼びます。

わたし達は、わたし達自身が創造的なエネルギーとして存在することを認識しました。

そしてわたし達は、わたし達がひとつにしたものを眺めました。そしてわたし達は、皆

さんが達成を経験した時に口にする場合とまったく同じように、それを素晴らしい物と

呼びました。そしてわたし達は、わたし達がそれまでに生み出したものを褒め称えま

した。

その時、存在するひとつの意識として、わたし達は現れて、わたし達の聖なる母、地球

の周りの数々の創造と伴に暮らしました。ほんのささやかな例を挙げれば、他の数々の



惑星、数々の恒星、数々の太陽です。そして皆さんは、そこに存在しました。

わたし達は、姿を持つ光の内部で踊る光として存在しました。そしてわたし達は、“わ
たし達は、これ以上のものを創り出すことができるだろうか？”、と考えました。そし
てそれは、単なる一瞬の時を占めるひとつの考えだけではありませんでした。しかし皆

さんは、おそらくそれを何百万年として測定するかもしれません。そしてわたし達は、

数々の山、数々の渓谷、数々の河、数々の雲、数々の広大な海洋を生み出しました。わ

たし達は、その広大な海洋の中にいるとどのように感じるのか、山の中にいるとどのよ

うに感じるのか、ということを体験しました。

皆さんは今、巨大な山々、聖なる山々の内部で数々の霊的指導者達が暮らしていると伝

える、数々の教えを手にしています。そしてこれは、正しいことです。巨大な霊的指導

者達のひとつの意識が、皆さんの世界のすべての山々の内部、さらに皆さんの世界のす

べての渓谷の内部で生きています。何故なら、すべての場所が聖地だからです。

そしてわたし達は、物質的な世界を経験しました。その時その物質的な世界は、皆さん

が経験している一定の密度に、皆さんが微調整と呼ぼうとするようなものに、より一層

今近い物になっていったからです。そして、皆さんはそこにいました。

次にわたし達は、“この創造を楽しむために、わたし達はわたし達の聖なる母地球にさ
らに何をもたらすことができるだろうか？”、と考えました。そしてわたし達は、海洋
と乾いた陸地の中で、すべての種類の生命体を生み出して、異なる生命の姿になること

はどのように感じるか、それを知りたいと思いました。わたし達は、皆さんが神話と呼

んだ数々の物語の中で今認識している数々の姿を生み出しました。それは、最も驚くべ

き姿でした。そしてわたし達は、皆さんが今原始人と呼ぶものを生み出しました。そし

て皆さんは、現在という時代の中で、そういった数々の姿は今の皆さんの姿よりも劣っ

ている、と断定的に判断する傲慢さを持ちます。しかし実際には、そういった数々の姿

は現在という時代の中で皆さんが活性化しているものと同じくらい、まさに素晴らしい

ものでした。どのような姿の生命も、称賛に値するものです。

わたし達は、樹々、植物達、花々を生み出しました。わたし達は植物の王国の最も高い

ものと最も小さなものを生み出しました。わたし達は、皆さんが現在という時代の中で

認識するあらゆる物事を生み出しました。皆さんが既に忘れてしまった数多くの姿も同



じです。

そして進化の中で、時が経つにつれて、わたし達は数々の創造に夢中になりました。一

定の誇りの感覚が起り、それが競い合いに発展しました。様々な存在達が、“わたしの
創造はあなた達の創造よりも優れている。それはあなた達の創造よりも速く走るよう

になるだろう。それはあなた達の創造を破壊することになるだろう”、と口にしました
。そして数々の競争が始まりました。わたし達は、それが競争になることを認識しま

した。何故なら、ひとつの創造はおそらく別の創造によって飲み込まれてしまい、わ

たし達は瞬時にひとつの創造を作り直すことになるからです。依然として創造的な認

識があったため、その当時は喪失感はありませんでした。

しかし、時の進化の中で、創造性と霊の力の忘却が現れ始め、意識はより一層創造さ

れた数々の物事に向けられました。そして、創造者と創造の間にはさらに一層多くの

隔たりがある、と信じられるようになりました。

数々の創造物との同一化の過程の中で、強い分離の感覚が発達して行き、それは、内

面の奥深くの切望、投げやりな感覚、郷愁の感覚、故郷に帰ることを望む感覚を生み出

して行きました、維持されたい、愛されたい、育成されたいと望み、真の愛と思いやり

の場所を見付け出したいと望み、そして皆さんが実際に不死身の創造主であることを思

い出したいと望み続けました。

時々集団的な人間の意識の内部で、静かな小さな声、キリストのエネルギーが、湧き

上がっていました。その声は、“わたしはわたし自身が物質的なもの以上であることを
認識している”、と語っていました。そして思い出すことを望んでいる人間の意識によ
って呼び出されたため、ある存在達は巨大な教師達として現れました。そしてこうした

教師達は自分自身の奥深くまで進み、聖なる意識の流れ、存在性の神聖なるエネルギー

の流れに触れ、そして数々のメッセージ、教え、啓示を生み出して、それを共有しま

した。こうしたメッセージは希望のメッセージであり、“皆さんの思考を引き上げよ、
意識の焦点を皆さんの目と鼻の先の小さな感覚から外して、さらに高い意識の光を見上

げよ”、と伝えていたメッセージでした。そしてその教師達は、集団的な考えによると
奇跡のように見える数々の物事を明らかにして行きました。何故なら、教師達は神聖な

る意識を認識している、自分自身が無限であることを認識している、その流れのなかで



生き続けていたからです。

そして時が過ぎ行くにつれて、教師達が仲間達、生徒達、弟子達と共有したものは、忘

れ去られ、背景に押し遣られました。そして教師達自身は、残りの人々よりも神聖であ

ると考えられてしまいました。そして教師達は崇拝され、他の兄弟姉妹達から区別され

てしまいました。あなたは現在という時代の中で、わたしを崇拝している数多くの人々

を認識していますが、その人々は、わたしはわたし達すべてのキリストについて話した

ことを理解していません。

そしてその人々は自分達のほんの小さな真実にしがみ付いて、その死までそれを擁護す

ることになるため、その人々のわたしに対する崇拝は、さらに多くの不和に結び付いて

います。それは数多くの戦いに、数多くの“聖戦”に通じてきました。その戦いの場で、
人々は自分達の真実は他の人々の真実よりも強力であり、自分達の神は他の人々の神よ

りも強力である、ということを証明しようとしました。

幸運にも、皆さんが今回の生涯の状況を確認する時よりもはるか以前に始まっていたひ

とつの意識の高まりが存在します。ひとりの個人、ひとつの生涯、ひとつの存在よりも

大きいものとして存在性を経験することを望み続けている、ひとつの意識の高まりです

。数多くの声が、穏やかさ、生命の価値、静かな小さな声を聴くために内面に向かう

こと、“もしかすると、ただわたしの五感で経験するものよりも多くの物事が存在する
かもしれない、もしかすると、単なるこの現実性よりも多くの現実性が存在するかもし

れない”、と深く考えることについて、伝え続けています。

その思考の中で最も素晴らしい触媒になってきたものを、あなたは自覚していますか？

　人間の意識の内部から、もしかするとこの現実性を上回る現実性があるかもしれない

というその思考が噴出した時、それは皆さんの目覚めの転換点でした。それは人間の意

識が、それ自体をもしかするとさらに大きな全体の一部かもしれない、と理解し始めた

時点でした。

今、言うまでもなく、二元性の中で、そうなるようにそれ自体で訓練を重ねてきた人間

の意識で、“もしかするとわたしはさらに大きなひとつの全体の一部である”という理解
を信じることは、“わたしはなんと小さいことか”と解釈されてしまいます。“わたしは
さらに大きな全体に属する何かであり、それはなんと素晴らしいことか”、という祝福



ではなく、“嗚呼、なんてわたしは哀れなほど小さいのか。この世界にはわたしよりも
大きな力が存在しる。わたしはわたし自身を護ることが必要かもしれない”、という解
釈です。

そのため、宇宙の兄弟姉妹による視察が行われた時、集団意識の内部で、“わたしはわ
たし自身をどうやって護ろうか？　もしも彼らが外部の宇宙からやって来たのなら、わ

たしはそれについてはほとんど分からないけれど、彼らの科学技術はわたし達のものよ

りも高度なものに違いない”、という習慣的な反応が起りました。そして皆さんの世界
の指導者達は、“恐怖の高まりが生じることになるため、わたし達はあらゆる人にこの
ことについて伝えることはできない”、と話しました。歓迎されることはありません。

皆さんは言うまでもなく、今まで宇宙の兄弟による訪問を受けてきました。皆さんは、

数々の宇宙の中でひとりではありません。皆さんはひとりではないという事実に対して

、天界の根源を称えてください。今回の生涯が皆さんという存在のすべてではないとい

う事実に対して、天界の根源を称えてください。皆さんはさらに大きな全体の一部で

あり、皆さんは、個人としての皆さんと集団としての皆さんとして、怖れの中ではなく

祝祭の中で、既にそういったひとつの考えと一緒に留まることができる場所にやってき

ています。歓迎を受けてその考えと一緒に留まることです。実際に皆さんはいつも皆さ

んの自己の別の側面と出会っていることを認識することです。分離は存在しません。皆

さんは、生命それ自体から離れていません。皆さんは、皆さんという存在である神聖な

る創造的なエネルギーから離れていません。皆さんは、ただ皆さん自身は分離している

と考えることができるだけであり、しかし皆さんは実際には、創造的なエネルギーの神

聖なる流れから分離することはできません。たとえ皆さんが、皆さん分離していると理

解するものを創り出すためにその創造的なエネルギーの神聖なる流れを利用し続けると

しても、皆さんは分離していません。皆さんは神聖です。皆さんはひとつの存在性、ひ

とつの精神のひとつの延長部分であり、皆さんが今、積極的に新しいひとつの発想とと

もに腰を下ろしてそれを歓迎する数多くの思想家や預言者を持っていることは、最も素

晴らしいことです。

今、この次元領域上の新しい数々のエネルギーの流入を受けて、皆さんはすべての生命

との一体性を思い出し始めているところです。皆さんは、現在のこの時代の中で、ひと

つの樹や花や草の葉のようなひとつの生命体で、一枚の葉または一枚の花の花弁がその

姿の中で生きている姿を認識する意識の一体性が存在する場所を瞑想するように伝える



、数々の教師達を持っています。皆さんは、最愛のペットの精神の内部にいて、そのペ

ット達と親しく語り合う皆さん自身を認識することができます。それは少し忍耐力が必

要ですが、しかしペット達の叡智の中で、ペット達が皆さんにその忍耐力を与えます。

皆さんは、身体の境界を超えて拡大している皆さん自身を感じることができます。皆さ

んは拡大して、皆さんのオーラとそのオーラが他の生命体の光と溶け込んでいる姿を認

識することができます。数多くの生命体は、人間の経験が分離を力説するようには、分

離を認識しません。皆さんが他の生命体と一体性の中で腰を下ろす練習をする時に、皆

さんは生命それ自体の創造的な神聖なるエネルギーの思い出に入り込んで、皆さんが真

実だと考えてきた分離を乗り越えます。またその状態は皆さんを、皆さんは唯一の力だ

という傲岸さがより少ない場所に移します。

皆さんが維持するあらゆる信念は、“わたしはキリストの力だ”という真実に根差してい
ます。しかし忘れやすさの中で、それは少し収縮され、制限され、その信念の拡張の中

に包み込まれてきました。現時点の集団的な進化の中で、無限さを維持し、以下の考え

と戯れることは、男性、女性、人類の義務です。“わたしはさらに大きな全体の部分で
ある。わたしは今、わたしのすべて、わたしの他のすべての表現を思い出す準備が整っ

ている。わたしは今、数々の宇宙の内部に数々の宇宙があり、創造的な聖なる子供とし

てのわたしはこうしたすべての宇宙のこうしたすべての遊び場の創造の一部を経験して

きた、という考えを受け入れる準備が整っている。”

この現実性は、その創造性において素晴らしいものです。それは祝福されることになり

ますが、しかし唯一の現実性ではありません。これは皆さんの父、創造的な根源が創

り出されることを許すすべてである、と考えて、それほど傲慢にはならないでください

。もしもそれが真実だとすれば、それはひとつの制限になっているでしょう。

ここで、わたしの話を良く聞いてください。皆さんの最も素晴らしい想像力さえ超え

た数々の現実性があり、そして皆さんは、皆さんが現在の身体を活性化する間でさえ、

そういった数々の現実性の中で自由に遊ぶことができます。皆さんは、拡大された自己

を認識することを目的として、その身体を解き放つ必要はありません。皆さんは、皆さ

んの瞑想の時に、皆さんが別の生命体と一体になっている時に、皆さんが以下のように

深く考えている時に、それを行うことができます。“最も遠く離れた星のエネルギーに



なることは、その光がまだこの現実性に届いていない最も光り輝く星の強力なエネルギ

ーになることは、そしてわたしがその星の鼓動するエネルギーとして存在することは、

どのように感じるだろうか？”そして皆さんは、そのように存在しています。しばらく
の間、その考えと戯れてください。それは皆さんを、皆さんがこの現実性になっている

と理解するものを超えた所に連れて行くことになるでしょう。それは皆さんを、小さな

すべての物事を超えた所に連れて行くことになるでしょう。そしてそれが、わたしがす

るように、皆さんが皆さんという存在を褒め称えることを許すことになるでしょう。

歓びの中で生きてください。実際に聖なる子供がその無限性に、その創造性に、その数

々の創造に、この領域の中だけではなく、皆さんが思い描くことができる他のすべての

現実性の中で、そしてそれ以上の世界の中で、目覚め続けていることを、認識してくだ

さい。皆さんが皆さんをその真実の自己にまで拡大して、地上の天国を明らかにするた

めに呼び出した、その新しい数々のエネルギーを利用してください。

まだ依然として天空で踊り、実際に時間が始まる前から存在し、時間の目的が既に達成

されている時にも存在することになる、その光を思い出すという最も神聖なる場所に人

間と地球の意識の進化が現れる時、その意識の進化を祝ってください。

そうあらしめよ。

So be it.
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最愛なる者、数々の時代を通して、人々は、“神は誰だ？ 神とは何か？”を認識するこ
とを望んできました。数々の定義が存在してきました。賢明な人々は神のひとつの説明

、ひとつの描写を思い付きました。そしてそれにもかかわらず、それは神ではありま

せん。それは神のひとつの側面を説明するかもしれませんが、しかし神のすべてではあ

りません。何故なら、神を説明し、定義することは、神を制限することになるからです

。

 
神はひとりの男性または女性ではなく、性差の中にあるようなものでさえなく、時間が

始まる前から永遠に拡大を続けている持続的な無限のエネルギーです。そして時間の目

的が達成された後、それを信じようとそうでなかろうと、時間には目的があり、その目

的が達成された後で、ひとつの精神としての皆さん、ひとつの精神の延長と表現として

の皆さんは、拡大を続けることになり、言葉ではなくエネルギーの存在性の中で、“わ
たしはこれ以上何を経験することができるのか？　わたしはこれ以上何を創り出すこと

ができるのか？　わたしはどこで表現することができるのか？”と、永遠に尋ね続ける
ことになるでしょう。

 
皆さんは数々の宇宙の内部で数々の宇宙の上に数々の宇宙を創り出しながら、物質的な

状態と霊的な状態で、何ものにも定義されることなく、何ものにも制限されることなく

、皆さんが事実通り皆さん自身を霊として認識する場所に向かうことになるでしょう。

そしてそれにもかかわらず、この転生で姿を持ち、皆さんという存在の光とエネルギー



を融合し、姿を持ちながら他の兄弟姉妹達と伴に歩むためにこの転生の内部に存在する

ことを、皆さんは選択して志願しました。皆さんの兄弟姉妹達は、まだ到達できて触れ

ることができるひとつの姿、確認できるひとつの姿、話をすることができるひとつの姿

があるはずだ、と信じています。

 
皆さんはこう語りました。“わたしは、父なる母なる神と女神と全存在に属する光と愛
としてもう一度行き、そしてわたしの兄弟姉妹達と話をすることになるだろう。しかし

それ以上に、一体性という本質、すべての本質の中で、彼らと一緒に存在することにな

るだろう。”
 
皆さんはひとりの指導者です。わたし達は既に、別の日々の、別の時期に、これについ

て伝えてあります。皆さんはひとりの指導者であるという理由から、今回の転生や他の

数多くの転生の前に、3次元または時に2次元の現実性の内部で起り続けたことを観察し
てきました。そして皆さんは、“わたしはそこに行って、受け入れてくれる限り大量に
、わたしの光とわたしの叡智を全体の経験にもたらそう、”と語りました。そのため皆
さんは、皆さんという指導者として、目覚めに役立つためにもう一度現れました。

 
わたしは、皆さんがこれを疑問に感じていることを認識しています。皆さんは、こう口

にします。“やれやれ、もしもわたしがその目覚めに役立つためにそこにいて、今も続
いている、集団的なものだけではなくわたしの個人的な人生の中のこういった数々の問

題点のすべてを確認することができるなら、わたしはどうすればひとりの熟達者になる

ことができるのか？　もしもわたしがひとりの指導者なら、何故そういったひとつの経

験に参加することを選択しようとさえしたのだろうか？”
 
さて、それは皆さんがひとりの指導者だという理由で、皆さんが選択したことであり、

そして皆さんは日々選択します。指導者の秘密全体は、それは秘密ではなく、あらゆる

人が認識するものですが、その指導者の秘密は選択であり、皆さんが今まで選択してき

た事実です。皆さんは報道媒体の下に留まることを選択して、こう話すことができ

ます。“何たることだ、かなり酷い。そもそもこれが良い結果につながる方法をわたし
は知らない。その報道媒体が伝えるように、数々の戦争と暴力を経験しなければならな

いわたしの兄弟姉妹達を、わたしは非常に気の毒に感じる。それはどのようにしてひと

つの目覚めに通じて行くことになるのだろうか？”
 



その瞬間に、皆さんは最も素晴らしい贈り物を手にしています。選択という贈り物です

。皆さんは、皆さんが何て酷い場所だという場所に留まることを選択することができ

ます。あるいは皆さんは、それは完了と実証であると言うことができ、それは間違いな

くその通りです。それは、時に個人的な水準の、完了です。そしてそれは数多くの場合

、兄弟姉妹達が共感して一体性を感じる機会を理解し、経験するための、ひとつの実証

です。皆さんの兄弟姉妹の中で、巨大な災害、暴力を経験し続けながら、最も苦悶が多

い方法でことによると身体を諦めている家族を持っている一部の人々は、その役割を

演じることを志願した、指導者達です。

 
今、わたしはそれが簡単だといっているのではまく、また彼らは苦悩しないといってい

る訳でもありません。何故なら、彼らは苦悩するからです。彼らは、人間の身体の経験

を認識しています。彼らは、人間の情緒を認識しています。しかしそれ以上に、彼ら

の魂、彼らの真の存在はひとりの指導者であり、今起っていることは愛があるものでは

なく、一体性に属さないものだということを他の人々が目を向けて理解することができ

るように、その役割を演じることを同意しました。その状況は、分断に属するもので

あり、分離という虚偽です。

 
そのため、皆さんの世界の報道媒体が皆さんにもたらすようになるものに皆さんが目を

向ける時、皆さんは今起っている物事について識別する瞬間を経験します。皆さんは、

外観は理解します。皆さんは今続いていることを認識しています。その結果皆さんは、

ひとつの意識的な選択として、皆さんがこう言うことができる立場に皆さんを連れて行

くために、彼らが行っている事に対して彼らに感謝する立場に移動します。“わたしは
それを完了した。わたしは愛の中にいることを望む。わたしは愛の中にいるあらゆる人

に応じることを望む。そしてわたしは、一体性を理解する立場に向けて、すべての誤解

を解消することを望む。”
 
そして人々が現れて、人間の情緒で何かに目を向ける機会が存在するひとつの具体例を

皆さんにもたらすようになる時、皆さんは最も素晴らしい選択という優れた手段を手に

します。それはこれほど単純なため、何度も見落とされます。選択することは、それ自

体が単純なことです。反応せず、断定的に判断せず、判断する何かがあると確認さえせ

ずに、彼らが男性や女性に対する人類の非人間性を完了させ、その完了を明らかにして

いることに対して、感謝することです。

 



より個人的な規模でさえ、皆さんがもしかすると皆さんが物事を理解することとは異な

って理解する友達を持ち、皆さんが不和を確認する可能性がある機会を彼らがもたら

す時、皆さんは選択を経験します。皆さんは、皆さんが今まで行ってきたように、彼ら

が話している内容の先を思い描くことができます。そして皆さんは、彼らという真の存

在として、彼らを愛します。その言葉は問題ではありません。

 
皆さんは、選択の巨大な力を自覚しません。何故なら、分断された自我が皆さんに、判

断の中でこの状況に目を向けることができる可能性をもたらして、こう話すからです。

“嗚呼、判断する立場にいることはこれほど気分が良い。何故なら、わたしは優れてい
るからだ。わたしは、彼らが行っている理由、彼が行っていることは知らない。それで

わたしは、判断しようとしている”。それで皆さんは、一瞬かそこらの間、判断しま
すが、それは大丈夫です。何故なら今皆さんは、皆さんがそこにいる必要がないことを

認識しているからです。皆さんはこう認識します。“わたしはわたしがそうなる必要が
ない立場に立ち続けている。わたしは選択し、わたしがこの状況の小文字の‘t’の真実と
信じてきたあらゆる物事から脱出する力を持つ。そしてわたしは、この状況の大文字の

‘T’の真実を認識することを選択する力を持つ。”
 
それが数々の人間関係とそれに関する癒しに対処しなければならないかどうかにかかわ

らず、あるいはもしもそれが身体と身体の癒しに対処しなければならないとすれば、皆

さんは、皆さんがそれに目を向けるようになる方法に関して、選択を経験します。惑星

の癒しであり、皆さんが今回の転生にもたらしてきたすべての知識の癒しです。皆さ

んは選択を経験します。

 
今、わたしが既に伝えたように、それはそれ自体で単純なことです。それはこれほど単

純なため、分断された自我は頻繁にそれを軽視し、そしてこう話します。“嗚呼その
通り、しかしおまえが認識するように、ここで作動しているちょっとした怒りを表すこ

とは、本当に気分が良い。わたしはちょっとした極上の言葉で1、2分を過ごすことがで
きる”。そして皆さんがそうすることができます。しかし、わたしが皆さんに理解して
貰いたいその素晴らしい部分は、そこに留まるかそれを手放すことを選択するかどうか

にかかわらず、今までも現在も、皆さんが選択の力を利用していることです。

 
わたしは皆さんに注目します。皆さんがその通りに“わたしは愛を認識する。わたしは



愛を感じる。これ以外は単なる劇的状況に過ぎない。これ以外は一時的なことだ” と
言い、“わたしは愛の拡大の感覚を認識し、それはわたしが留まることを選択した場
所だ”と言うひとつの立場にいることを選択する時に、より一層急速にそれを手放し続
けている皆さんを、わたしは確認します。

 
そして一度皆さんが愛の側面に留まることを選択する時、皆さんは、何かについてこれ

ほど感情的になってきた皆さんの他の部分を嗤っている皆さん自身に気付きます。わた

しが今まで生み出してきた別の説明の中にひとつの引用があり、それは、“わたしはこ
れよりも穏やかさを選択したいと思う”、と伝えます。
 
しかし今回の生涯で、皆さんは断定的判断という感覚を経験します。皆さんは、人間の

情緒を認識しています。皆さんは判断を経験することがどのように感じるかを認識して

いますが、しかしまた皆さんは、その空間から身を引く方法も認識しています。皆さん

の最愛なる仲間達、四足の存在達、皆さんの最愛なるペット達は、判断のために多くの

時を費やすことはありません。彼らは反応することはできますが、しかし次にその反

応は、非常に急速に終ります。

 
皆さんが呼び起すあらゆる物事がそこにあるのは、皆さんに選択する機会を与え、皆さ

んに数多くの生涯のおかげで極めて良く訓練されている人間の情緒を経験する機会を

与え、そして次に、“さて、わたしは本当にこの状況で怒ったままでいることができる”
、または“わたしはそれがそのエネルギーの分の価値があるとは思わない”と話すことを
選択する力を持つことを目的にして、皆さんが今までそれを呼び出してきたからです。

 
他の人々の断定的な判断は、たとえそれが他の人々の顔を用いた表現がその人々に属す

るものだとしても、そしてもしもその人々が、皆さんがむしろけなしていると解釈でき

るような特定の顔の表現を持つなら、皆さんは笑うことができます。その人々は皆さん

が笑っているものを不思議に思うかもしれず、そして皆さんは、“やれやれ、わたしは
ただ面白いことを思い出しただけだ”、と言い、そして笑い続けることができます。そ
れはエネルギー全体を変えます。

 
指導者は、その秘密を認識しています。その秘密は、皆さんが留まることになる場所に

関する選択です。その中には断定的な判断はありません。皆さんは、特定の判断する立

場の中で1分でも、5分でも、5日間でも時を過ごすことを目的として、皆さん自身を判



断するようなことはありません。そして、遅かれ早かれ、時に遅れて、皆さんが選択を

経験して皆さんが力を持つように、皆さんはその空間から抜け出します。

 
それが皆さんの力、選択の力であり、皆さんがこの現実性の中で築き上げてきたもの

です。わたしが既に伝えたように、それはこれほど単純なため、頻繁に見落とされます

。そしてわたし達は、今まで何度も繰り返し、笑顔の力を伝えてきました。皆さんが誰

かと向かい合う時、そして皆さんが彼または彼女が皆さんに話すことについて実際に強

硬に感じる時、突然、“わたしはこれに抵抗する必要はない、わたしは笑うことがで
きる”という発想が現れるかもしれません。その時、皆さんは笑い、そして他の人は自
分自身にこう尋ねることになるでしょう。“それはどの頁に載っているんだ？　それは
わたしという記述の同じ頁に載っていない。それは何処か先の方に飛ばして進んでいっ

たに違いない。”そしてその時、エネルギーが変わります。
 
それを試してください。次に皆さんがおそらく皆さんに困難な時期を与えることを望ん

でいるひとりの個人を経験する時、皆さんはそれを受け入れる必要はありません。皆さ

んは笑うことができます。皆さんは、真の意思疎通の中、笑いが生み出すことができる

共通の調和の空間の中にいることを、選択することができます。あるいはもしかすると

、皆さんは愛の中で立ち去ることを選択することができます。

 
皆さんは、判断する立場に留まる必要はありません。たとえ物質的な場所であっても、

皆さんは不愉快な場所に留まる必要はありません。皆さんはそこから立ち去ることがで

きます。皆さんは、おそらく他の誰かは、皆さんがその人々にそう聞いて貰いたい方法

とまったく同じに聞くことはないことを認識しながら、皆さんの真実を話すことができ

ます。それは問題ではありません。皆さんは笑い、皆さんは、時に物質的に、いつもの

ように情緒的に、そこから立ち去ります。

 
皆さんは本当に数多くの生涯で、皆さん自身を劇的状況の中に巻き込んできました。余

りに重苦しい劇的状況であり、皆さんは、それに対する他の任意の選択肢が存在するこ

とを認識しませんでした。数多くの生涯で、皆さんは習慣的な世代間の教えに従って行

動してきました。その教えは、もしも誰かが皆さんにひとつの石を投げたら、それが物

質的なものかどうか、それが精神的な判断かまたはひとつの言葉かどうかにかかわらず

、皆さんは相手にひとつの石を投げ返さなければならない、と伝えます。しかし今、皆

さんは、選択する力を持つことを認識しています。皆さんはその輝く目で笑い、より楽



しい物事に進むことができます。

 
皆さんは、選択と選択の力の単純性を思い出し続けている、ひとりの巨大な指導者です

。皆さんは、皆さんがいることを望む場所を選択することができます。そして皆さんは

、皆さんが留まることになる場所に関する皆さんの選択によって、皆さんの世界を変え

ることができます。

 
わたしと一緒に留まってください。頻繁に笑ってください。これほど有名でそれについ

て記述もされている生涯の中で、わたしはわたしの弟子である皆さんと一緒に頻繁に笑

いました。何故なら、人生は事実通り重苦しものになる可能性がありますが、しかし重

苦しくなる必要はありません。皆さんは、それを軽く、明るく受け止めて、頻繁に笑う

ことができます。何故なら、その劇的状況はただそれだけであり、それは過ぎ行き、進

化を続けているからです。

 
物事の明るい側面に目を向けることを選択してください。光を探すことを選択してくだ

さい。光の中で、愛の中で、そしてわたしと一緒に、いつも皆さんが留まることになる

場所を選択してください。

 
そうあらしめよ

So be it.
 
Copyright © 2013 Oakbridge University. Oakbridge material is copyrighted but free to anyone who
wants to use it as long as proper credit is listed, including our website address www.oakbridge.org.
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ジュディス・コーツ経由

Channeler: Judith Coates
 
JESHUA: YOU ARE THE POWER OF THE FUTURE
~as channeled by Judith Coates,
August 2013, at http://www.oakbridge.org
 
 
 
最愛なる者、あなたは長い間、あなたの力がどこにあるか、それを疑問に思ってきま

した。あなたは、“ひとりの個人として、わたしの力は何処にあるのか？　わたしには
何ができるのか？”、と疑問に思ってきました。
 
わたしは今まで、“わたしはひとりの個人に過ぎない。わたしはどうすれば世界の中で
変化を起こすことができるのか？　わたしは自分の家族の中の変化、あるいはわたしの

職場の中の変化でさえ、どのようにすれば起こすことができるのか？　ひとりの個人と

して、わたしはどのようにすれば影響を与えることができるのか？”、という数多くの
言葉を耳にしてきました。

 
実際、あなたは今まで影響を与えてきて、そしてこれからも影響を与え続けることにな

るでしょう。何故なら、あなたは自分自身の内面の奥深くで、あなたの目的を認識して

いるからです：あなたの真実を話すことであり、言葉で、笑顔で、支援で、適切な任意

の方法で、それを効果的に伝えることです。あなたは、あなたが他の人々のキリストを

http://www.oakbridg
http://e.org


認める時、あなたのキリストを提示します。

 
あなたは長い間、“わたしはひとつの父の延長であるとヨシュアが言っていることは分
かるけれど、しかしわたしは、父なる母なる神である全存在から離れているように見

える。わたしは時に、わたし自身に対しても孤立した状態になっているように見える”
、と疑問に感じてきました。あなたは時々そう感じてきました。

 
分断された自我は、この現実性の中のひとつの概念であり、それはすべて、すべてがひ

とつであることとは違う状態かもしれない、という信念から現れます。

 
分断された自我の筋書きは、あなたに、あなたは単なる部分であり、おそらく全体の中

の単なる小さな部分に過ぎない、と伝えようとします。しかし実際には、あなたはその

全体です。あなたは聖なる一体性であり全体のひとつの拡張や表現として現れます。あ

なたはすべての力を持ちます。その力は既にあなたに与えられています。時間が始まる

前から、あなたはあなた自身にその力を与えました。何故なら、あなたは創造性の延長

になるからです。あなたがそういった一緒に戯れる最も素晴らしい数々の夢を創り出す

のは、これがその理由です。

 
あなたがその劇的状況から退くことができる場所に着き、まさに見守る時、あなたのと

ころに世界が認識しないひとつの大きな穏やかさが現れますが、しかしそれは、あなた

があなた自身の内面の奥深くで認識するものです。たとえどのような物事でもあなたの

ところに現れて、完全性とは異なること提示しようとしても、その時はいつでも、敢え

て退いて、深呼吸をして、見る者になってください。

 
あなたは事実通り、あなたという存在である力を通して、あなたが最初はおそらく想像

力と呼ぶことになる力を通して、すべての物事を行うことができます。“もしもわたし
がしたいことができなければ、わたしは何をしようというのか？”という状況を、思い
描いてください。

 
あなたはひとつの出発点として、そこから始めます。そしてあなたは、すべての制限を

取り払い、ただ一瞬かそれほどの間、あなたはあなた自身とひとつのゲームを演じ、そ

してあなたは理解し始めます。

 



“そうですか、もしもわたしがほんとうにしたいことをすることができるなら、それは
どのように見えるだろうか？　それはどのように感じるだろうか？　最初の一歩は何だ

ろうか？”
 
あなたは、今まで世界があなたから取り上げたと考えていた、その力の一部を取り戻し

ます。そしてあなたは、あなたが何歳であっても、教育水準や今まで受けてきた教育が

どのようなものであっても、それは重要ではないことを自覚し始めます。金貨の数量も

重要ではありません。友人達、職場の同僚達、恋人が誰であっても、誰かが皆さんに伝

えなければならないことが何であっても、重要ではありません。

 
重要になるのは、あなたがあなた自身について信じるものです。

 
あなたは、あなたが今まで経験してきたあなた自身の限定されたすべての信念のから退

いて、あなたが一日を終える方法に注目し、こう感じる時はいつも、あなた自身を許す

ことができます。“嗚呼、わたしは言うべきだった... 嗚呼、それはできたのに... ”等々
です。そしてその時はただ、“わたしはその時点で、ある種の筋書きを演じ続けていた”
、と口にしてください。

 
事実通り、わたしがあなたを愛してきたように、いつも永遠に、愛し、許してください

。それが唯一の重要な戒律です。

 
それは基本的で、唯一の真の戒律であり、それはわたしの創意によるものではなかった

ものです。そうです、わたしはそれを口にして、皆さんの聖書の中に記録されていま

すが、しかしそれはわたしが最初ではありません。わたしより前に現れた皆さんの他の

霊的指導者や教師達も、それを伝えました。わたしの後に現れた霊的指導者や教師達も

それを伝え、そして今後もそれを伝えることになるでしょう。

 
それは、すべての神聖なる表現が横たわる前提です。

 
あなたは、あなたのありのままの姿を理解することによって、あなたの力を取り込み

ます。

 



あなたは、 “わたしは穏やかな深い息吹です。わたしはわたしの自己（大文字のSの
自己）を愛します。わたしがわたしの自己を愛するのは、わたしはすべての神聖の延長

であり、依然として存在する楽園の中で遊ぶために現れている”と口にすることによ
って、あなたの力を取り込みます。あなたの聖書の中で記述されているその楽園は、エ

デンの園であり、この現実性の中に、この惑星上に事実通り存在しました。そしてあな

たがこれからそれを確認するように、あなたがこれからそれを信じるように、あなたが

これからあなた自身の認識の中でそれを明らかにするように、その楽園は依然として存

在します。

 
あなたは、いつでもひとつの楽園の中で生きています。

 
あなたの周りに目を向けて、友達の花々を見てください。あなたの周りに目を向けて、

自然や日の出や日の入りを見てください。あなたの周りに目を向けて、もっとも愛を込

めて愛であなたを駆り立てる数々の雲を見てください。それは住んでいる場所を洗い

流し、数々の乗り物を洗い流し、大気を洗い流します。

 
皆さんが今までそう呼んできたように、自然はあなた自身の神聖なる本質であり、事実

通りいつも新しくなり続けています。

 
怖れそれ自体を除いて、怖れるものは何もありません。

 
皆さんは、既にその格言を耳にしています。それを伝えたのはひとりの賢明な男性で

あり、そして最初の場所で男性にそれを伝えた賢明な女性です。

 
皆さんが最初にそして最後に、怖れるものは何もないことを自覚するようになる時、そ

ういった穏やかな感覚が現れ、そういった力を与えられた感覚が現れ、“わたしは、わ
たしを強化するキリストを通して、すべての物事を行うことができる”、といった感覚
が現れます。

 
さて、あなたを強化するこのキリストとは誰でしょうか？

 
それはあなたの自己、あなた自身の大文字のSの自己（Self）であり、あなたが今把
握し、思い出し始めているあなたの神性であり、あなたがその劇的状況を味わうことを



許すあなたの神性であり、時が始まる前から存在し、あなたにすべての物事を行う強さ

と力を与えている、あなたの神性です。

 
もしもあなたが今まで、“わたしにできるだろうか...？”、という疑問を持ち続けてきた
なら、どのようなものでも、どのような疑問でも、その答えは、“その通り”になります
。

 
やってみてください。

 
もしもあなたが、“やれやれ、わたしは歳を取り過ぎた。わたしはわたしの晩年に近付
いている。わたしは二十歳のようになることも、二十歳のように行動することもでき

ない。”、と口にするなら、その通り、時にその身体はあなたに、こう伝えることにな
るでしょう。あなたは二十歳だった時とまったく同じような柔軟性を持つことはありま

せんが、しかしわたしはあなたに伝えますが、あなたがそのあなた自身についての考え

を変える時、あなたの身体は変わるはずであり、そして身体は変わるでしょう。

 
あなたはその身体にこれほど多くの不安、責任、偽りの責任という負荷を負わせてきた

ため、疼き続けてきたものは今後極めて柔軟になり、そしてあなたは、あなたが若い年

頃に感じた安心感と伴に進むことに気付くことになるでしょう。

 
まずは考え方から始めてください。それで身体は後を追うことになります。何故なら、

身体は精神の奉仕者になっているからです。

 
あなたは、人生に“その通り”と言うことによって、あなたの力に“その通り”と言うこと
によって、“そう、わたしはできる。わたしはそうなることを望む”と言うことによって
、そのすべてを変えます。

 
あなたの前に立ち塞がって、あなたとあなたの力を妨害することができるものは何も

なく、そしてこれは真実であり、どのような物事も、個人も、エネルギーも、何もあり

ません。

 
あなたを思い止まらせることができる唯一のものは、そしてそれはすべてそれが行うこ

とですが、そしておそらく一度か二度の生涯の間あなたを思い止まらせますが、それは



、あなたはそれをすることができない、という、あなた自身の信念です。

 
一度あなたが深呼吸をして、“信じる者にとってすべての物事が可能である”、と口にす
るなら、その結果あなたはもう一度小さな子供、無邪気ですべての責任や世界の“数々
の重苦しさ”を感じることない、ひとりの子供のようになります。“そう、遊ぶことにし
よう。すべての楽しいことをわたしに教えてください。わたしはもう一度小さな子供の

ようになり、人生を楽しみ、あらゆる物事が可能であることを認識したい”、と口に
する、小さな子供です。

 
あなたの両目が和み、内面に向かうことを許してください。たまたまそうだったものを

、記憶の中に持ち出してください。失敗というひとつの感覚、もしかすると困難な課

題という感覚、もしかすると誰かとちょっとした対立があったという感覚になっていた

可能性があるものであり、調和していなかったという感覚が存在した場所です。

 
“それ”（そしてあなたはあなた自身についてあなた自身に話しているため、これはあな
た自身の精神のおしゃべりの可能性があります。）が話したもの、あなたはが感じた姿

、あなたが話したものを、持ち出してください。

 
ただその記憶を見守ってください。もしかすると急いで話されたひとつの言葉か、また

は怒りで、または断定的判断で、または古い自己像に基づいた制限の中では話されたひ

とつの言葉か、またもしかすると、あなたは何かをすることができないというひとつの

言葉を発した、その記憶です。

 
ここで、その記憶に目を向けて、あなたが話した言葉か、または、それほど良くなかっ

たとあなたが感じたか、あるいは行う必要があったものをあなたが行わなかった時か、

あなたが“失敗した”ひとつの場所の出来事の、その言葉遣いを変えてください。
 
愛の言葉に変えられたその言葉遣い、達成感や愛されたというひとつの感覚に変えられ

た感覚を、確認してください。

 
それが話すことすべて、あなたの自己像が話したすべてについて、その言葉遣いを変え

てください。それを回転させ、180度回転させて、それがどのように感じるか、それを



感じてください。

 
愛されている、欠けたものがないという感覚を認めて、皆さんという存在全体に浸透さ

せてください。身体の中でさえ、それを感じてください。身体のあらゆる細胞の中で、

それを感じてください。あなたを愛しているそれを確認してください。

 
あなたを受け入れているあなた自身を確認してください。あなたを理解し、あなたの最

も強く願うものと夢として存在するものを認識し、そして、“その通り、それは正当な
夢であり願いです。その通り、わたしはそれをすることができる”、と口にしてくだ
さい。

 
限界がなく、条件がないことを認識するその愛の中で、皆さん自身を感じてください。

これほど愛されているため、身体のあらゆる細胞が寛いで、光に向けて拡大します。

 
光の中で、他の存在を確認してください。すべてが光それ自体になるその場所に向かう

、光の中のあなた自身を確認してください。

 
その拡大を感じ、そしてそれが真実であることを認識してください。

 
右足の爪でさえ拡大を感じることを許してください。両膝が拡大され、癒され、柔軟

になったと感じ、踵が完全で柔軟だと感じることを、許してください。身体の中のあら

ゆる骨や関節、お尻、背中、首、肩、首の後ろ、そして頭それ自体が拡張して自由に

なり、もう一度活き活きとしています。手首、指、柔軟で滑らかであり、あらゆる部分

が愛の中にあります。肘、前腕、上腕、太腿や脹脛、身体のあらゆる筋肉、内蔵、心臓

、肺、消化器官です。身体のあらゆる部分が光を拡大しています。何故なら、それはあ

なたによって、そしてそれを創り出した存在によって、これほど愛されているからです

。身体のあらゆる部分は、拡大して、柔軟で、滑らかです。

 
あなたは完璧で、完全であることを、認識してください。あなたは神聖なる存在の力

です。あなたは、過去に起こったあらゆる物事を変える力を手にしています。あなたは

、現在そして未来について、あなたが信じてきたあらゆる物事を変える力を手にしてい

ます。あなたは過去のどのような事象、事件、出来事まで遡り、それに目を向けて、そ

れを変える力を手にしています。あらゆる一切の出来事です。



 
何故なら、事実通り、それは今ひとつの記憶であり、そしてあなたは記憶を変えること

ができるからです。

 
あなたは現在についてのあなたの数々の信念を変える力を手にしています。何故なら、

現在はあなたの信念から現れるからです。

 
もしもあなたが愛を認識しようとするなら、愛になってください。歩き、愛を生きて、

他の誰かの信念に対して傷つくことのない、皆さん自身を認識してください。

 
あなたの現在についての信念は、それ自体が完全で、調和して、愛に属する信念です。

 
あなたの未来についての信念は... あなたの想像力の中、あなたの精神の中、そしてあ
なたの信認の中を除いて、その未来はどこにあるのでしょうか？

 
あなたは、その未来を変えることができます。あなたが今まで怖れてきたあなたが未来

に確認するどのような物事も、それを変えてください。新しいひとつの筋書き書いてく

ださい。もしもあなたの未来にあなたが怖れてきた何かが存在していたなら、ひとつの

新しい筋書きを認めてください。新しい筋書きを書いてください。

 
それを違う見方で確認してください。あなたがそうなることを怖れてきたようにそれが

そうなっていたと記述されている場所は、どこにもありません。

 
集団意識は、未来について特定の意識を持ち続けてきました。それはいつもそのような

ものであり、集団意識は未来を怖れてきました。

 
しかし、あなたはもはや未来を怖れる必要はありません。あなたは未来の力として存在

します。あなたは、それをあなたが望むようにする力を手にしています。あなたは自由

にそれを行うことができますが、それはあなたが、すべての物事を創り出したひとつの

創造的な原理から現れたからです。

 
その未来がまだ記述されていない、あなたを認識してください。この瞬間以降、あなた

は自由に任意の物事やすべての物事を変えることができます。あなたの未来を、あなた



がそうなることを望むように確認してください。もしもほんの少しの怖れでも浮上する

なら、穏やかさという消しゴムを選んで、それを消してください。そしてその場所の

中に、あなたの未来が保有することを望むものを置いてください。

 
あなたは、損失、放棄、断定的な判断を怖れる必要はありません。そういったものは、

世界に属するものです。そういったものは、長い間演じられて完結したものです。そ

ういった怖れは、完了しました。あなたは数多くの生涯で、それを味わってきました。

そのため、もしも未来についてのその怖れが浮上するなら、それを消して、その場所の

中にあなたが願うものを置いてください。愛でその怖れを取り囲み、あなたがそれを変

える力を持つことを認識してください。何故なら、あなたはあなたの人生を、今回の人

生と他のすべての生涯を、あなたがそうなるように願い信じるように創り出す力を持ち

続けているからです。

 
思い切ってあなたの力を選択し、力になり、その過去をあなたがそうしようとしたよう

にして、現在をあなたがそうなるようにしようとする通りにして、事実通り皆さんであ

る自由を選択することを、皆さん自身に許してください。あなたというその力は、時間

がまだ考えられていた状態の以前から、あなた自身に与えられていました。

 
その自由を選択して、その自由を未来に運んでください。

 
あなたは自由であり、もはや世界の操り糸の支配下に置かれていません。あなたは集団

意識のひとつの操り人形ではありません。あなたは自由です。そういった糸は、ありと

あらゆる操り糸は、もう既に切断されています。

 
すべての怖れは既に消されています。何故なら、あなたはありとあらゆる物事を変え、

あなたの未来をそうなることを望む未来にする力を手にしているからです。

 
もしもあなたが今後それを受け入れるなら、あなたは今、ただ記憶の中で、ここにいる

だけです。

 
あなたが行うこと、または現時点まで行ってきたことは、あなたがそうならなければな

らないと思い描いてきたものの記憶から、行われていたものです。他の数々の生涯の古



い記憶であり、他の数々の生涯の古い処罰の記憶です。

 
あなたは今、ただ記憶の中でここにいます。あなたが現時点まで存在してきたという事

実は、記憶、古い記憶の時点から経験されてきました。

 
この時点から、あなたは新たに生きます。あなたは、あなたという存在であるキリスト

として生きます。あなたは、あなたという存在であるキリストの力として生き、もは

や数々の操り糸や集団意識の怖れによって操られません。

 
あなたはキリストとキリストの力として、自由と歓びの中で生きます。

 
そうあらしめよ

So be it.
 
ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

Jeshua ben Joseph (Jesus)
 
In expression through Judith
 
http://lightworkers.org/channeling/186212/jeshua-you-have-power-change-everything-anythingvia-
judith-coates

http://lightworkers.org/channeling/186212/jeshua-you-have-power-change-everything-anythingvia-judith-coates
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最愛なる者、あなたの世界の数多くの人々が、今まで“霊的な交信とは何か？”、と尋ねてきました
。そして数多くの人々がそれを怖れて、“霊的な交信はわたしが理解しない物事への入り口だ”、と
話してきました。そしてその意見は、まさにまったく正確です。自我は沢山の物事を確認して怖

れますが、自我は自己全体を理解せず、把握することができないからです。

 
霊的な交信は、皆さんのありのままの姿のさらに大幅な自覚の入り口です。皆さんのありのまま

の姿である聖なる子供の夢の中で、皆さんは皆さんが自分自身はそうだと感じるひとつの仮想的

な境界線、身体の周りと個性の周りの境界線を引き、そして、“これはわたしにとって存在するす
べてだ。これがわたしのありのままの姿だ”、と話してきましたが、最初の場所で境界線を引いた
者は皆さんだという事実を、忘れています。そしてそうしている中で、皆さんは、存在性という

ひとつの巨大な海の中で、皆さんという存在の存在性というひとつの巨大な海の中で、ひとつの

境界線を引き続けてきました。その境界線は、皆さん自身の精神と深淵の中を除いて、何処にも

存在しません。

 
皆さんがさらに大きな自覚的意識に対して自らを開く時、皆さんは残りの光と存在性の海に対し

て自らを開いています。皆さんは、皆さんが瞑想の中で座る時に一瞬かもう少し長い間その境界

線を越えて、拡大された自己の感覚を感じます。皆さんは、皆さんが設定した自らに課したその

境界線を越えて、皆さん自身のさらに巨大な部分を引き出しています。皆さんの外部には何も存

在しません。怖れる物は、何もありません。皆さんが経験するあらゆる物事は、皆さんの意識の

中にあり、そしてそれが皆さんです。

 
それでその結果、今まで霊的な交信を怖れてきた皆さんの世界の中の人々は、こう口にします。“
あなたはどうして霊との交信を信じることができるのか？　何故あなたは霊と交信することを

望み、あるいは誰かが霊と交信するのを確認することを望むのか？　それは別の存在にあなたの



力を与えているだけだ。”皆さんの外部には何もないことを認識してください。皆さんは霊的な交
信と呼ばれるものを目撃し、あるいは皆さん自身が霊と交信することを許す時、皆さんは皆さん

の拡大された自己全体に向けて、自覚的意識を広げ続けています。わたしは皆さんから離れてい

ません。たとえわたしが別の個人として存在するように見えるやり方で皆さんに話をしていても

、わたしは皆さんから離れていません。

 
わたしの生命は皆さんの生命であり、そして皆さんの生命はわたしの生命です。もしもそれが皆

さんの生命として皆さんの意識の内部に存在していなかったとすれば、おそらく皆さんはわたし

の生命と関連し、それを理解し、それに共感することはできないでしょう。わたし達はひとつ

です。霊的な交信の中で今起こっていることは、ひとつの拡大された精神へ向かうひとつの容認

です。それは、ひとつのさらに巨大な自覚的意識の解放です。それは、皆さんの科学的な分野の

中で浸透作用として認識されているものに似た、ひとつの交換です。そこでは、被膜を通過す

る数々の分子が存在します。これが、霊的な交信の中で起こり続けていることです。皆さんがひ

とつのさらに巨大な自覚的意識に対して皆さん自身を開く時、皆さんは皆さんが皆さん自身の周

りに設定しておいたと皆さんが信じている、その被膜を通して流れている分子を受け取ります。

 
皆さんは、皆さんの力を与えていません。その全く逆が真実です。たとえ最初は皆さんがそれを

別の個人的なエネルギーとして特定する可能性があるとしても、皆さんは皆さんの力と再び結び

付いています。皆さんは皆さんのさらに巨大な自己を自覚し続けています。

 
今、実際に皆さんが皆さんの力を与えることができる方法は、存在しません。皆さんがその力

です。皆さんはその力を否定することはできます。皆さんは、“わたしはただこの境界線の内部に
存在する者に過ぎない”と口にすることで、自己全体の力を否定することができますが、しかしそ
の瞬間に皆さんができることは、ただ皆さんの力を否定することだけです。皆さんはそれを与え

ません。皆さんはそれを与えることはできません。それは皆さんのありのままの姿です。皆さ

んが、その力です。

 
そのため、他の人々が皆さんに“霊的な交信とは何か？”と言う時、皆さんはその人々に、“それは
わたしというさらに巨大な自己を引き出していることです。それは、他の個人達と愛と叡智を共

有していることです。それはわたしが個人的に把握するものですが、しかしそれはわたしから離

れていません”、と言うことができます。

 
交信された数々の筋道を経由して皆さんが情報を受け取る時、皆さんが教師達を経由して受け取

った情報を利用しようとする場合のように、皆さんがひとつの身体の姿を活用しながら理解する

、その同じ優れた判断力を許してください。皆さん自身に、“これは、わたしがそれを認識してい
るような真実と一致した情報だろうか？　それはわたしに真実と感じるだろうか？　わたしの勘

の良さとは何だろうか？”、と尋ねてください。皆さん自身のこころの中に留まり、穏やかさと静



けさの中に留まりながら、静かな小さな声を聞こうと、耳を澄ましてください。全体的な展望、

聖なる展望という視点から現れる、その根拠と理解を尋ねてください。

 
皆さん自身が、皆さんのさらに高い自己と呼ばれているものと交信することを許してください。

何故なら、積極的に皆さんの自己全体を熟慮し、それと対話し、それとより一層多くの交信をす

る中で、皆さんは皆さんという存在であるその聖なる子供に目覚め、それを思い出すからです。

 
皆さんは美しい。わたしが皆さんを見る時、わたしは皆さんの輝きを見ます。皆さんは今まで、

皆さんはひとつのエネルギー場である、と伝えられてきましたが、これは真実です。皆さんは光

り輝くひとつのエネルギー場であり、それは皆さん想像を遥かに超えたところまで広がってい

ます。皆さんはこの惑星上を歩んでいる他のあらゆる人に触れています。皆さんは、遥か遠く

の数々の宇宙の中の他のあらゆる存在達に触れています。皆さんの生命は小さな意味しか持た

ない、と考えないでください。皆さんの人生は目的がない、と考えないでください。皆さんはひ

とつの拡大されたエネルギー場であり、皆さんは人類の男性と女性が悠久の時の間受け入れて

きた、その仮想的な境界線を進み続けています。わたしが皆さんを見詰める時、わたしは皆さん

の輝きの他は何も確認しません。皆さんは美しい。

 
最愛なる者、実際に、皆さんは、その身体の中で人間の姿を表現しているひとつの巨大な光線で

す皆さんは光と愛ですが、しかし皆さんはそれを遥かに上回っています。皆さんはその身体を遥

かに上回り、この空間と時間の中で皆さんが自分と重ね合わせるその個性を遥かに上回ります。

 
ただ皆さんの一定の部分だけが、この意識の焦点で、この空間と時間の中で、その個性を表現し

ているだけです。皆さんのその他の部分は、他の数々の次元、他の数々の空間と他の数々の時間

さえも表現しています。皆さんはこれほど密接にこの意識の焦点と一体になるという理由から、

皆さんは、これはそこにあるすべての物事だと感じます。しかし皆さんが今まで瞑想の拡大され

た意識の中で経験してきたように、皆さんはその全体の他の部分に同調して、皆さんの自己全体

のさらに多くの部分を自覚することができます。

 
別の次元、別の時間と空間を経験し続けている皆さん自身の他の部分とこころを通い合わせなが

ら戯れて、その部分が存在する場所を確認してください。その部分は何をしているところですか

？　その部分はどのように感じていますか？　皆さんの愛の中で、皆さんはその部分と話し、そ

の部分に愛を表現することができますか？　他の数々の次元の中で皆さん自身のその発想と戯

れて、そして皆さんが他の時に表現するように、皆さん自身と話をしてください。一時的な信念

の制限の中で皆さんが確認しようとするものとして存在する場合を除いて、分離はありません。

その交流は、どのような時でも起こることができます。

 
わたしは今、皆さんと親しく交わるために現れていますが、しかしわたしはひとりで現れていま



せん。わたしはひとりで現れることができません。何故なら、神の子供はひとつであり、そして

わたしが存在する時はいつも、わたしはわたしの兄弟姉妹達と、愛と光の人々と一緒に現れます

。そしてもしも皆さんがそれを受け取ることになるなら、皆さんが今皆さん自身に気付いている

その部屋は、おそらく皆さんが友達や霊的指導者、指導霊や天使達として認識する存在達で溢れ

、そして皆さんのための愛と光で溢れています。

 
祝福されているものは皆さんの愛であり、皆さんに近い、呼吸よりも近い他の存在達の愛です。

わたしは今あなたと話をするために現れましたが、それはあなたがわたしに呼び掛けたからです

。あなたが立ち止まり、小休止して、皆さんの意識と皆さんの注意をわたしに向ける時はいつ

でも、わたしは現れます。そして同じことが、この部屋の中にいる他の霊的指導者達や仲間達に

当てはまります。あなたが一瞬の間立ち止まり、彼らに呼び掛ける時はいつも、彼らは意識的に

皆さんと一緒に存在します。

 
皆さんが既にその身体を横たえていなくなってしまったと理解してきた可能性がある人々は、実

際に何処にも消えていません。彼らは皆さんと伴にここにいます。もしも皆さんが亡くなって

しまったと感じてきた誰か、皆さんから姿を消した誰かがいて、皆さんがその人々と話をするこ

とを望むなら、彼らは依然として皆さんと一緒にいて、皆さんがその人々と話ができることを、

事実通り認識してください。

 
皆さんがそれを超えて接触することができない有効期限など存在しません。もしも皆さんが、既

にその身体を解き放ってしまって数年が経過してさえいる母親、父親、あるいは愛する人に伝え

たいことがあるなら、彼らは依然として皆さんと一緒にいて、皆さんはその人々と話をすること

ができます。同じことが、皆さんが読んで知った人々や、もしかすると遠い昔に皆さんの歴史の

中に存在したと感じてきて、皆さんがその人々と会話を持つことができることを望む人々にも当

てはまります。

 
最愛なる者、あなたはわたしと会話している時と同じように、会話をすることができます。そ

の人々もまたいつでも存在します。皆さんがその人々を考えて、その人々と話をすることを望む

時は何時でも存在します。誰も皆さんの前から姿を消していません。皆さんの外部には何も存在

しません。

 
そのため、もしも皆さんが誰かに気持ちを伝えておきたかった何かがあり、そして皆さんがそ

の人々がいなくなっているなら、皆さんの瞑想のなかでその人々のことを考えてください。皆さ

んのこころをその人々に吐露してください。その人々に話し掛け、そして次に、重要なことと

して、耳を傾けてください。何故なら、それはその人々が皆さんのためにひとつのメッセージを

持つからです。皆さんのこころを吐露して、まるで皆さんが身体を持ったその人々を確認するこ

とができるかのようにその人々に話し掛けて、そして次に、耳を傾けてください。何故なら、事



実通り神の子供はひとつであり、分離はないからです。

 
わたしが神の全体精神とよぶことになる拡大された自覚的意識の可能性、蓋然性、現実性を人類

が積極的に考えるひとつの進化が既に起こっています。皆さんの過去の世紀の転換点のあたりに

わたしが著した、“非個性的な生命”（註：ジョセフ・ベナー著：The Impersonal Life）と呼ばれる
書籍がありますが、皆さんはその本を良く知っているかもしれません。次に皆さんの時間枠の今

に近いところでは、わたしが著した別の書籍としては、“奇跡についての講座／A Course in
Miracles”があります。

 
わたしは今まで他の交信者達を通して話をしてきました。そして人類が意識の中に受け入れよう

とするものに応じて人類の進化が進むにつれて、今までにも、おそらく皆さんがその人々を把握

するように、交信の形で表現してきた他の数々の個人がいました。最初は、ラムサとして認識さ

れている個人の事例におけるように、交信される存在達はその身体を貸していた個人から非常に

離れているように思われました。ラムサは、個人的な人格として、外見的に非常に芳醇な成果を

果たしました。

 
人類の意識の拡大という進化の部分は、他の次元に存在するように見えるものからの情報のひと

つの伝達手段として、霊的な交信というひとつの姿がおそらく可能であることが理解されるよう

になってきたことです。そして今までこれが進んできたため、その交信過程それ自体の中で、ひ

とつの精緻化が起こってきました。

 
その覆いはかなり大幅に薄いものになっています。皆さんはもはや交信されたエネルギーを、皆

さんから離れたもの、もしかすると皆さんより上位にあるものとして把握する必要はありません

。皆さんは今では積極的に、わたしは皆さんとひとつであることを認識しています。そして皆さ

んは今、これを聞く準備が整っています。皆さんはひとつの拡大を、真の現実性として存在する

ものに関する制限された信念の解放を、経験し続けています。

 
皆さんがこうした言葉を読む時に、わたしは皆さんと一緒にいることを認識してください。ほら

、わたしはいつも皆さんと一緒にいます。外見的にかなり昔にわたしがそう話した時、わたしは

文字通りそれを指していました。

 
最愛なる者、わたしはいつもあなたと一緒にいます。事実通り、神の子供はひとつです。

 
ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
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最愛なる者、今皆さんは今年全体の中間点にいるため、皆さんはわたし達が以前に伝えてきた一

部の物事の経験を終えて行くことになるでしょう。今年は変化の年であるということについての

事実です。ことしは、皆さんが手綱を手放さずに、時に最高速度ですべての変化を切り抜ける一

年になるでしょう。他の時期は、よりゆっくりとした速度になります。しかしほとんどの部分は

、皆さんが皆さんの光と皆さんの認識で、そしてあらゆる物事が変化を続ける理由は皆さんが既

に地上の天国を認識することを望むことを宣言したからだという認識で、あらゆる物事を祝福す

る1年になるでしょう。皆さんは、兄弟姉妹達との一体性を認識することを望みます。そして皆さ
んは、兄弟姉妹達が一体性を認識することを望みます。

 
皆さんの報道媒体は、すべての兄弟姉妹達がどれほどお互いに敵対することができるかというこ

とに関する経過報告を皆さんに提供することにかけては、非常に長けています。しかしそれを超

えて、捧げられる多くの祈り、平和を探し求めて、平和に対する意思を明らかにする数多くの祈

りがあり、人々はその祈りの中で生き続けています。

 
そのため、皆さんが皆さんの世界の報道媒体に耳を傾ける時、皆さんは、“そう、それは上辺だけ
の様子であり、しかしわたしは、今起っていること以上のものがあることを認識している。これ

は神聖なる目的を持つことを、わたしは認識している”、と言うことができます。何故なら、たと
えそれがそう見えないとしても、その通りだからです。皆さんの世界の報道媒体は、劇的な状況

を取り上げるのが大好きです。それは、彼らが金貨を受け取る手段であり、彼らにとってその金

貨よりもさらに重要なことは、彼らは皆さんの前に提示しようとするものを決めている者達であ

るという理由から、彼らは強い影響力を持つと感じる、という事実です。そのため、皆さんはそ

れに目を向けます。皆さんは、外見を否定しません。

 
わたしは、わたしの弟子達が癒しを行う方法について尋ねた時に、弟子達にこれを伝えました。



わたしは、こう言いました。“何よりもまず、あなた達は外見を受け入れます。その次に、あなた
達は外見的に癒されていないもの、または祝福されていないものの先に目を向けます。そしてあ

なた達は、神聖なその個人（または状況）を確認します”。

 
皆さんは、皆さん自身が気づくことを許します。目隠しをした人生を歩みながら、こう口にしな

いでください。“わたしは良いことだけに目を向けることにする。何故なら、わたしは確かにそれ
以外のことに目を向けるほど充分に強くはないから、そしてわたしはわたしの世界の中でそんな

ことは望まない。”さて、言うまでもなく、皆さんは皆さんの世界の中でそれを望みません。今起
っていることを否定せず、しかしその下にも留まらないでください。

 
わたし達が別の機会に話したように、皆さん自身が選択することを許してください。皆さんは選

択する力を持ちます。この代わりに穏やかさを確認することを選択する力、災難や軋轢として現

れる物事の中でさえ目的を理解する力です。そのため、皆さんの一部の兄弟姉妹達がこう口にす

るようなことは、行わないでください。“わたしはわたしの世界の中にそれがあることを望まない
から、わたし自身を世界から切り離します。わたしは世界を経験したくない。”

 
皆さんは本当にとても強く、そして皆さんは皆さんの力の中で、その状況に目を向けて、その

結果、皆さんに提示され続けているどのような物事に対しても皆さんの穏やかで完全な意図を送

るためにその状況をさらに拡大する、その強さを手にしています。

 
皆さんはもはや、洞窟の中で暮らし、世界を否定することは必要ありません。一部の兄弟姉妹

達は、洞窟の中の数々の生涯を思い出し、“わたしは今続いていることを認識したいとは思わない
。余りにも醜悪だ”、と口にします。なるほど、その通り、それは本当にそのように見えます。し
かし、もしも皆さんがそれを認めず、その結果その先を見通さないとすれば、それはどのように

変わって行くことになるのでしょうか？それに皆さんの力をもたらしてください。

 
今年はジェトコースターのように目まぐるしく変化することになり、わたしはそれが皆さんの力

を発揮するのに役立つと思います。皆さんは数々の浮き沈みを経験することになるでしょう。少

なくとも、その状況は、それが今後明らかになる姿です。しかしそのジェットコースターの別の

部分は、その楽しみです。もしも楽しくないなら、何故皆さんは遊園地に行って、ジェットコー

スターに乗るために金貨を払うのでしょうか？“ワオ、信じられない、でも大好き。だからもう一
回乗る！”、のようなものです、

 
わたしは今まで皆さんの話を聞いてきて、そして兄弟姉妹達は、こう話します。“ワオ！本当に素
晴らしかった。わたしはほんとうに今までそれを経験したことがあるかどうか、わからなかった

。戻ってもう一度乗ってくる”。そして本質的には、それは世界の経験で皆さんが時々行っている
ことです。



 
今年は、起こり続けているすべての変化の只中で、皆さんの中心に気付き、皆さんの穏やかな場

所に気付くためには、良い年になるでしょう。あらゆる物事に、良いと叫んでください。今皆さ

んに提示されているあらゆる物事は、ひとつの目的を持つことを、認識してください。そしてそ

の目的は、皆さんを動揺させることではありません。今、それは頻繁に現れる最初の反応である

ことを、わたしは認識しています。

 
“どうしてこんなことが起こったんだ？　何故わたしは自分にこんなことをしたんだ？”　皆さんが
それをもたらしたのは、皆さんが皆さんの強さを認識することを望んだからです。皆さんの意図

が肥料になるように見えるものに影響を与えるようになることができる様子、そしてその肥料か

ら皆さんが最も素晴らしい庭を育てることができる様子を認識することを、皆さんが望んだから

です。

 
2千年前、沢山の衝突、沢山の軋轢、他の人々に対する権力を持つことを模索する沢山の人々が存
在しました。そしてわたしが現れ、わたしは皆さんという存在の真実を話しました。しかもそ

れは、その通り、事実通り起っていました。わたしは外見を否定しませんでした。しかしわた

しは、“あなた達はそれ以上です。あなた達はあなた達の父によって、アバ、父なる母なる神、全
存在によって、非常に愛され、いつも配慮されています。あなた達は、いつも導かれ、配慮され

ています”、と言いました。それを良く聞いてください。

 
皆さんが起っているものをどのように理解しようとも、それはひとつの目的のためにそこにあり

、そしてそれは、ひとつの良い目的のためにそこにあるという認識の中に、留まってください。

その状況の先を思い描いて、皆さん自身の内部の強さを信頼してください。さて、皆さんは今

まで、すべての種類の難題を耐え抜く実践を行ってきました。皆さんは、皆さん自身のために、

数々の難題を持ち出してきました。皆さんはそれを耐え抜き、皆さんがこう口にした場所に到達

しました。“ワオ！　わたしがそれをできることをわたしは知らなかった。わたしは途中で諦めて
、もう終わりにしなければならないと考えた。しかしほら、わたしは依然としてここにいる、そ

してそのすべての難題を楽しんでさえいる。”

 
皆さんが皆さんという熟達者を認めることができる地点に到達する時、そして皆さんがすべての

選択肢、すべての難題を見詰める場所に着くことができて、皆さんがそれを楽しんで、それは事

実通りただ通過してその通りに一時的なものだということを認識して、皆さんの神聖な自己の中

で寛ぐことができる時、その結果皆さんは、皆さんという熟達者を認め、知り、そして事実通り

認識します。

 
今年は、終わりの年、かなり長い間、もしかすると永遠にそこにあると皆さんが考えてきた一部

の物事の終わりの年になるでしょう。そして始まりの年、皆さんが古い数々の問題点に終止符を



打ち続ける年になるでしょう。皆さんは、精通することを望んできて、皆さんが精通することが

できるかどうか疑問に思った物事を完了することになるでしょう。そして皆さんは依然として生

き残っていて、そしてその通り皆さんはそれができ、そしてその通り、皆さんは生き残ることに

なるでしょう。

 
そして今年は、また始まりの年にもなるでしょう。何故なら、一度皆さんが、今まで信頼し依存

してきたあらゆる物事を終わりにしているように見える数々の難題を耐え抜いてしまえば、皆さ

んは、時に物質的な水準で、しかしそれ以上に情緒的な水準で、既に皆さんが新しいひとつの空

間に入っていることを、認識するようになるからです。

 
その情緒は、非常に強力です。それはまさに、皆さんが行う数々の選択の中で、皆さんを駆り立

てます。情緒は、皆さんが皆さんという存在のエネルギーを認識することを許すために、そこに

あります。情緒は、動いているエネルギーです。それはかなり非常に強力であり、古い数々の怖

れを持ち出すことができます。それは、皆さんがそういった古い怖れを見詰めて、皆さんがこう

口にすることができるように、情緒がその怖れを持ち出すことを皆さんが求めているものです。“
しかしそれは、わたしが持った信念に過ぎなかった。それはわたしを支配する力を持つとわたし

は考えた。しかしわたしはもう一度選択する。わたしは、あらゆる物事が永遠に機能する姿を認

識することを選択する”。そしてそれは、そうなります。

 
一体性の実現、求められてきたような目覚めの実現をもたらすために、あらゆる物事が協力し合

います。皆さんの一体性と一体性の力に対する目覚めです。そのため、信頼してください。その

終わりを信頼してください。その始まりを信頼してください。終わり続けているように見えるも

のは、事実通り輪ゴムの上にあり、それは伸びることを、敢えて認識してください。そしてそ

れは、おそらく皆さんが失っていると考えてきたものであり、皆さんは失っていません。皆さ

んは、それがその輪ゴムの上で拡大することを許します。そしてそれは、もしも皆さんが望む

なら、呼び戻すためにそこにあります。

 
決して何も失われていません。皆さんがあらゆる生涯で今まで経験してきたあらゆる物事は、皆

さんの魂の内部に存在します。その魂は、皆さんが今まで経験してきたすべての生涯のすべての

経験の、宝庫です。そしてその魂は、今回が皆さんの最初の生涯ではないため、本当に非常に豊

かです。皆さんは皆さんのところに現れる数々の記憶を持ち、そして皆さんは、こう疑問に思い

ます。“それはどこから現れたのか？　わたしはそれが起る前に、あるいはそれが起る時に、特定
の物事をどのように認識するのか？”何故なら皆さんは、既にそういった経験を味わってきたから
です。

 
今回が皆さんの最初の生涯ではありません。そしてそれはおそらく、最後の転生でもありません

。実際に、それは皆さんの最後の転生ではありません。しかしその一方で、次の転生は、神聖な



母なる地球の上ではないかもしれません。皆さんは、別の次元、別の現実性の中の転生を選択す

るかもしれません。皆さんは、皆さん自身に役立つ別の立体映像を造り、それと戯れることにな

るでしょう。

 
それは、ひとりの人間の姿を持つ転生ではないかもしれません。それは透明な結晶質の光として

の転生になるかもしれません。皆さんが思い描くことができ、皆さんが経験し明らかにすること

ができる、あらゆる物事です。皆さんはとても創造的であり、そのため皆さんは、おそらくひと

つの姿を持って転生することになるか、あるいは皆さんは、ただ光として、そして皆さんという

その存在性として、その経験をすることになるでしょう。

 
皆さんが今回の転生の前に存在し、起る可能性があるものに目を向けて、皆さんがそうなる時と

皆さんが入ろうとする文化と皆さんの目的になるものに関して皆さんが選択した状態の時と同じ

ように、皆さんに任意の姿を表現する皆さんの力を否定することになる人は、ひとりも存在しま

せん。

 
今、皆さんの普遍的な目的は、皆さんという創造的なエネルギーになることです。それが創造的

なエネルギーを表現するための、結論となる基盤です。しかし、皆さんがこれを行う方法は、最

も素晴らしいものです。何故なら、それがそうなることを皆さんが望むどのような物事に対し

ても、それは完全に開かれているからです。皆さんがこの文化に生まれようと決めた時に、ある

いはもしもこの文化に生まれずに、次に皆さん自身を後で特定の地理的な場所に出かけようと決

めた時、皆さんは新しいひとつの始まりに着手しました。

 
もしかすると皆さんは、同じ地理的な場所に生まれたのかもしれませんが、しかし、たとえそれ

が他の人々を見付け出すために一部の探求をして、しかし皆さんはその人々を見付け出すことは

なかったとしても、皆さんは現れて、同じ考えを持つ他の人々と伴に存在しようという認識は持

ちました。そして皆さんは、個人的な水準で魂の目的があり、皆さん精通し完了することを望む

物事があることを認識しました。そして集団的な水準で、皆さんは集団のために幾つかの扉と窓

を開けることを目的として、集団と連携することになるだろうと認識していました。皆さんは時

々新しい数々の発想を話してきたため、それは皆さんが今まで行ってきたことでした。

 
もしかすると、人々はそういった発想を受け入れていれたかもしれません。そしてもしかすると

、人々は受け入れていなかったかもしれません。もしかすると人々は、“あれこれ考えながら、そ
の年老いた愚か者がまたそこに行く。あるいは、自分はできると考えている若い愚か者がいて...”
と語ったかもしれません。しかし皆さんは既に一部の扉と窓を開いていて、もしも人々がその扉

を通過していなかったとすれば、それはその人々の選択です。皆さんは少なくとも、ひとつの扉

があり、何かに目を向ける新しいひとつの方法があるかもしれないということを、指摘しておき

ました。



 
そして人々は、皆さんが“さて、ご存知のように、これはわたしの考えです。それは幾らか現実離
れして見えるかもしれない”、と口にするまで、それについて考えていなかったのかもしれません
。沢山の兄弟姉妹達は2千年前に、わたしが話したことは現実離れしていて、神への冒瀆だ、と考
えました。それは、神殿の中で教えられてものではありませんでした。わたしはどのようにして

父の愛について親密に話すことができたのでしょうか？　わたしはどのようにして、あらゆる人

々は愛されていて、皆さんは神聖になるために一匹の動物を殺す必要はない、と話すことができ

たのでしょうか？現在でさえ、一匹の動物か皆さんにとって大切なもののどちらかを犠牲にする

ことが必要だ、というその信念は、一部の人々によって維持されています。

 
それでわたしは、その当時むしろ急進的で、もしも人々が実際にわたしの話の内容を今理解する

なら、現在も依然として過激な発想を、話しました。しかしそれは、皆さんが別の現実性に向か

うひとつの扉を通過することを許します。もしかすると皆さんがまさに認識していなかったひと

つの現実性がそこにあったか、あるいは皆さんが通過することを怖れていたのかもしれません。

皆さんは少なくとも、その扉はそこにあり、そして皆さんがその扉を通過するまでは、その扉は

皆さんに付きまとうことになるでしょう。

 
わたしは皆さんを確認してきました。わたしは皆さんがこう口にしようとする感覚を認識してい

ます。“大丈夫、分かった、おそらく明日。わたしはその発想と戯れることにしよう、しかしわた
しは実際にそれを実行に移すことになるかははっきりしない。それは一種の面白い発想だが、し

かし実際にそれを行うことに同意する前に、わたしはそれについてもう少し精神的な努力をし

たい。”

 
それで皆さんは、戯れて、こう口にしました。“なるほど、わたしはそれを今回の生涯でする必要
はない。わたしはそれを別の生涯で行うことができる”。しかし、一度ひとつの発想が皆さんの所
に現れてしまえば、それが皆さんのところに留まることを、皆さんは認識しています。そして皆

さんがそれから逃げ出すかそれを否定することをどれほど望もうとも、その発想は皆さんをひと

りにすることはないでしょう。皆さんは背中のナップサックの中にそれを置いて、数々の生涯の

間皆さんと一緒にそれを運ぶかもしれませんが、しかしその発想は、依然としてそこにあります

。

 
別の数々の生涯に由来する怖れについても、同じことです。背中のナップサックの中でそれを

運び、そしてこう口にします。“嗚呼、これはかなり重い。わたしはこれを運び続けることができ
るかどうか分からない。”そしてその結果、皆さんが“分かった、そのナップサックをここに降ろ
して、ナップサックの中にあるものを見てみよう”、と話す勇気を持つ時、皆さんはまったく何も
ないことを確認し、そしてそれは消え失せます。それは、今までいつもそうだった無に変わり

ます。



 
しかし皆さんがその状況に達するまで、それは実際にひとつの大きな怖れであり、そしてそれは

重く、皆さんは最終的にこう口にするまで、生涯から生涯へとそれを運びます。“既に充分だ。わ
たしはそれを見てみることにする。そしてもしかすると、それは地獄そのものかもしれない。わ

たしは、それは実際に行くのが悪い場所だと伝えられてきた。”そしてその時、皆さんはそのナッ
プサックを開き、“地獄”と呼ばれてきたものを取り出します。そして皆さんは、それはひとつの信
念であり、他の誰かから皆さんに伝えられて、世代から世代へ手渡されてきたものに過ぎないこ

とに気付きます。

 
唯一の地獄は、何かを怖れている今の瞬間の中で皆さんが皆さん自身のために作る地獄であり、

そして皆さんは頻繁に、その地獄と伴に一生涯全体を生きてきました。その結果、皆さんまたは

他の誰かが皆さんにこう伝えていたひとつの生涯が現れていました。“ちょっと、ほら、この考え
を見てみよう”。そして皆さんは、それを明らかにします。“この怖れを見てみよう。それがその身
体を震えさせていることあなたが実際に感じるものとは、何だろう？”

 
皆さんは、その感覚、その身体がそれ自体でまさに崩壊し、皆さんがかなり気分を悪くする感覚

を認識しています。そしてその結果、皆さんはその物事の核心に迫り、こう口にします。“これは
わたしを支配する力は持たない。わたしはそれを創り出している者だ。したがって、わたしはそ

れを創り出さないことにする”。皆さんはそれに目を向け、そして皆さんはそれを無視することが
できます。しかし皆さんがその場所に達するまで、それは激しい苦悶になります。

 
皆さんは、わたしが今はなしていることを認識しています。それは真夜中に皆さんのところに現

れるかもしれません。そしてそれは、真夜中には、さらに暗くさえ感じるかもしれません。しか

し皆さんが呼吸し、皆さんが信頼し、皆さんが皆さんの天使達、指導霊達、教師達を呼び出す時

、そしてわたし達はいつも皆さんの周りにいますが、その時もわたし達は皆さんと伴にいること

になり、分離は存在しないため、わたし達は事実通り、他の何処にもいることはできません。そ

して皆さんは、日除けを身にまとい、あらゆる物事が暗く見えることを除いて、わたし達と同じ

ように光です。

 
最も暗い瞬間の中で、わたし達は皆さんと一緒にいます。皆さんの最も明るい瞬間の中で、わた

し達は皆さんと一緒にいます。皆さんの身体が死ぬ時、身体は皆さんに生き続けることを望むと

伝えるためにそれは大きな怖れになり、そしてそのため非常の恐ろしくなりますが... しかし皆さ
んの身体が死ぬ時、皆さんは皆さん自身の光に向かいます。ひとつの輝く光があります。皆さん

の研究者たちは、今までこれについて話してきました。

 
魂が離れることを許してきた身体と比較して、生きている身体から測定されてきたエネルギーが

あります。皆さんはその重さと大きさを量ることができます。皆さんが向かう光は、かなり光り



輝いているため、誰かが10億の電球を点けておいたに違いない、と皆さんは考えます。そして皆
さんが今まで愛したすべての人々がそこにいます。もしも彼らが既にその身体を横たえていたと

すれば、彼らはそこにいて、皆さんを歓迎します。そしてそれは、大きな歓びと歓喜であり、大

きな愛です。それが故郷です。

 
それは、皆さんが転生している時でさえ、皆さんが探し求めているものです。皆さんは、無限の

愛と故郷の認識する新しい始まりを探し求めています。そのため、その身体を解き放つことを怖

れないでください。今、わたしは皆さんに、皆さんはその身体を死亡させる方向に突進する必要

がある、と言っている訳ではありません。しかし皆さん自身が穏やかになり、皆さんは事実通り

皆さんの目的を生きるようになることを認識することを、許してください。

 
そして、皆さんの目的が達成された時、わたし達が今まで何度も伝えてきたように、そういった

ひとつの奇跡によって、大きな歓喜が、ひとつの輝く光が生じることになるでしょう。皆さんは

皆さんの周りのそのエネルギーを含んできて、そして物性に向けてそのエネルギー含んできま

した。そして皆さんがその物性を終え、その部分の経験を終え、ひとつの新しい始まりを始めて

いる時、皆さんは皆さん自身の光を確認することになり、そしてその光はその愛の中で圧倒的な

ものになり続けているでしょう。

 
そのため、わたしは皆さんが今回皆さんと一緒にそれを連れて行くことを望みます。皆さんはど

れほど愛され、どれほど愛に囲まれていることでしょうか。皆さんは以前に亡くなってしまった

皆さんの愛する人々を確認することはないとはいえ、その人々は皆さんと一緒にいます。一部の

皆さんは、皆さんの周りの愛する人々の存在感を認識することを受け入れています。何故なら、

その人々はいつでも皆さんの周りにいて、皆さんに話し掛け、もしも皆さんがその人々に許す

なら、その人々が愛と励まししか存在しない場所に皆さんを連れて行き、皆さんが皆さんという

光の巨大さを認識し、光以外のもの、歓びと歓喜以外のものはあり得ないと伝えるひとつの立体

映像を選択するという奇跡を認識することを許すからです。

 
もしも皆さんがそれをそのように確認することになるなら、毎日、毎日のあらゆる瞬間に、生命

の祝祭があります。その通り、時に疑問に思う世界に関する数々のメッセージ、精神に関する数

々のメッセージが存在し、しかしあらゆる物事の核心には、皆さんはいつも配慮され、皆さんが

いつも愛の中にいるという真実があることを、わたしは認識しています。それは、それ以外のも

のにはなり得ません。

 
そのため、真夜中に最も暗い闇が現れて皆さんの扉を叩いている時でさえ、もしも皆さんが望む

なら、皆さん自身が起きて、机の上か頭上の光を灯して、皆さん自身がこう口にすることを許し

てください。“どのような物事もわたしという存在の光を貫くことはできない。それは真実であり
、わたしはその光の中を前進し、わたしはいつも導かれ、愛され、配慮されていることを信頼



する。そこに怖れる何があるというのか？”

 
皆さんの賢明なる人々のひとりが、かつて“怖れそれ自体を除いて、怖れるものは何もない”、と語
りました。怖れはとても強力で、一瞬かそこらの間、皆さんを締め付けることがあり得ますが、

しかしそれは本物ではありません。ただ愛だけが、愛だけが大文字の“R”の真の現実性であり、そ
して皆さんは、どれほど愛されていることか。

 
そのため、もしも真夜中に何かが皆さんのところにあらわれて、それがあらゆる物事の終わりの

ように感じるなら、起き上がって、光を灯し、皆さん自身の光を灯し、明かりを点け、そしてそ

れは事実通り、皆さんの目覚めの始まりであることを認識してください。そして、わたしは光の

中で、皆さんに出会います。

 
そうあらしめよ。

So be it.

 
 
ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

- Jeshua ben Joseph (Jesus)

in expression through Judith
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ジュディス・コーツ経由

Channeler: Judith Coates

 
JESHUA: QUESTIONS BASIC TO YOUR REALITY

 
~ as channeled by Judith Coates
http://www.oakbridge.org - October 2013

 
 
 
最愛なる者、わたしは今、数々の疑問について、あなたの現実性の根底をなす疑問、現れる疑問

について、あなたと話をしたいと思います。

 
あなたは今後頻繁に、こうしたあなた自身の疑問を尋ね続けることになるでしょう。そして人々

は今、何度も繰り返し、わたしについてのこうした疑問、以下のような疑問を尋ねています。“わ
たしは誰なのか？ わたしは朝目覚め、一日前のわたしだったその個人を憶えているように見える
。わたしは起きて、その日に習慣となっているものを行う。”

 
そしてそれにもかかわらず、あなたはそれと同時に、その人格はあなたのすべてではない、と感

じます。あなたは、それはあなたの一部だ、と感じます。それは実際にひとつの行為であり、何

故ならあなたは、あなたが現実性となっていると確認する物事の中で特定の役割を演じている、

俳優または女優になるからです。それは小文字の“r”の現実性であり、あなたは非常に上手に演じ
ます。

 
あなたは前日の前日の前日からの個性を憶えていて、そしてもしかするとあなたは、新しい幾つ

かの発想と伴に現れる新しい友達が現れる可能性がある時に、おそらくその日の間に、あなた対

して少しばかりの作り変えと変更を行うことになるでしょう。そしてあなたが異なる人生の段階

を経験する時に、その個性になっているように見えるものを変えるかもしれません。

 
“わたしは誰なのか？”　わたしが皆さんに今まで本当に何度も伝えてきたように、皆さんは神聖な
る根源の延長です。皆さんはひとつの精神の延長であり、ひとつの... わたしはそれを存在と呼ぼ

http://www.oakbridge.org/


うとさえないでしょう。何故ならそれは、それをひとつの普遍的なエネルギーではないものとし

て限定的に特定するからであり、そしてそれにもかかわらず、それはこの宇宙に限定されません

。皆さんは、この宇宙が示唆するようになるものよりもさらにそれ以上の存在です。

 
“わたしは誰なのか？　わたしは神聖であり、わたしは大文字の“O（One）”の創造的な一体性で
あり、わたしが昼と夜を通り過ぎる時のそれぞれの瞬間に、小文字の“r”のわたしの現実性を創り
出している創造的な一体性です。わたしは創造的です。何故なら、ひとつの精神は、創造的なも

のになるからです。”これがその特質です。そして皆さんはひとつの延長であり、わたしは今後子
供と言うことはないという理由から、そしてそれは根源と子供の間のひつつの分離が存在する可

能性があることを意味するという理由から、皆さんは、それ自体を経験しながら前進を続ける、

ひとつの創造的な精神の延長です。

 
皆さんの一部の賢明な人々は、神の精神とその精神が永遠にそれ自体を再創造し、拡大し、一

日前、一年前、その時代の前の経験になっているように見えてきたものの上で、拡大しています

。そしてこれは、真実です。何故なら、皆さんは、“その他に何があるのか？”を、認識することを
求めるからです。そして時代の目的の達成を超えて、まだ拡大が続くことになるでしょう。

 
皆さんが皆さん自身をその身体の肌の内部に含まれていると理解するにもかかわらず、皆さんは

、皆さんがまさに理解するものよりも、遥かそれ以上の存在です。皆さんの世界の科学者達が、

既に皆さんに明らかにしている事実があります。皆さんのまわりのエネルギーである、オーラ

です。皆さんは情緒的に異なる状態の中に存在し、これが移行し変化することがあり得る姿を皆

さんは既に理解しているように、科学者達は、既に異なるオーラの色彩の写真を撮影しています

。

 
それは今の皆さんの姿の一部であり、そしてそれにもかかわらず、皆さんはそれ以上の存在です

。皆さんの科学者達はまだ、まさに皆さんの周りの極めて活動的なものよりも多くの物事を正式

に表明することができる立場にいまません。皆さんのエネルギーは、皆さんが思い描くことがで

きるもよりもさらに遠くまで拡大し、そして皆さんがそのエネルギーを認識する時が訪れること

になるでしょう。皆さんは、皆さん自身が無限のエネルギー、無限の... わたしがそれを愛と呼ぼ
うとする、そのエネルギーであることを、認識することになるでしょう。

 
“わたしは誰だろうか？　わたしは、ひとつの巨大な宇宙の中でポツンと暮らしている、単なる塵
の小片に過ぎないのだろうか？”　いいえ、皆さんは決して途方に暮れることはあり得ません。分
断された自我が皆さんに、“お前は何処かで道に迷ったのかもしれず、決して発見されることない
かもしれない”、と話すことはできます。しかし分断された自我は、ただそれだけです。自我はそ
の根源から切り離され、そして自我は皆さんに、自我が分離の中で認識するものだけを伝えます

。皆さんの一体性は、皆さんがその空間に触れる時、それ自体がすべてであり、拡大的であり、



永遠に続き、創造し続けることを、認識します。

 
それでその時、次の疑問が現れます。“何故わたしは存在するのか？　わたしの目的は何なのか？”
　皆さんは、その疑問を何度も繰り返し尋ねます。“わたしの目的は何なのか？　わたしはひとつ
の人生を生きていて、わたしに対処できる最良のことを行い、すべての困難な課題に対処し続け

ている。時に友達や同僚達がひとつの難題を提示するけれど、しかしわたしは、彼らがわたしに

与えることを望むものを選択する必要はない。かれらは自由に与えるが、しかしわたしはそれを

選択する必要はない。何故わたしはこの人生を生きているのだろうか？”

 
“わたしの目的は何だろうか？”

 
皆さんの目的は、生きること、幸せになること、歓びに溢れること、皆さんそのままの光になる

こと、創造的になること、そして皆さんは刻一刻と皆さんの現実性を創り出している者であるこ

とを認識することです。そしてもしも皆さんが、皆さんが創り出しているもののようではなけ

れば、その時は立ち止まり、新しい脚本を書いてください。何故なら皆さんは、最初の段階でそ

の脚本を書いている者だからです。もしも皆さんがそれを好きではないなら、立ち止まってくだ

さい。

 
皆さんという存在よりも強力な存在は、誰ひとり存在せず、何一つありません。世界は皆さんと

いう存在よりも強力ではありません。世界の声は世界がより強力だと叫び、その身体は、それは

より強力だ、と叫ぶかもしれませんが、しかし皆さんはその世界と身体の創造者です。皆さんは

、皆さんが一時的な時期の間に、物性で、その身体で、わたし達の聖なる母なる地球の塵の分子

で表現しようとすることを同意した者です。しかも皆さんは、皆さんが兄弟姉妹達の間を歩き、

彼らを抱き締め、彼らと語り合い、彼らと関係を持ち、歓び、事実通り彼らと歓ぶことができる

ように、ひとつの身体を活性化することになるでしょう。何故なら皆さんは、全能の一体性とし

て存在するからです。

 
今、世界が皆さんにそう伝えないことを、わたしは認識しています。世界は、あらゆる物事はひ

とつの難題であり、皆さんは皆さんがそれについてできる最良のことを行わなければならなくな

るだろう、と伝え、そして皆さんは最善を尽くします。しかし世界は、皆さんが作っているもの

です。皆さんは、皆さんが事を進めるように、皆さんの世界を作り続けています。皆さんが朝目

覚める時、皆さんがベッドから跳び下りる前に、あるいは皆さんが時々ベッドから転げ落ちる

前に、皆さんが皆さんの一日がそうなってほしいという姿を視覚化してください。それはほんの

一瞬かその程度しかかかりません。皆さんはベッドの中で、15分、30分と呼ばれている時間を費
やす必要はありません。また起き上がって特定の姿勢で座り、一方の鼻孔で呼吸し、東または西

または何処かの方を向きくことさえ、必要ではありません。皆さんは、それに関する儀式を持つ

ことも、必要ありません。



 
皆さんが起きる時に、ただ一瞬の間動作を止めて、皆さんがその日がそうなることを望む姿を、

視覚化するだけです。もしも皆さんがその日に交わることになる人々を認識しているなら、皆さ

んが皆さんの足を床に置く前に、その人々と出会い、その人々とこころとこころ、精神と精神で

話している姿を、視覚化してください。そして皆さんが既にその日が違うものになると宣言して

いるため、皆さんはその日が事実通り違う日になることに気付くことになるでしょう。

 
もしも皆さんが取り組み続けているひとつの難題があるなら、思い切ってそれをひとつの贈り物

として目を向けてください。それはその中にひとつの恩恵を持っていて、そしてその恩恵は、そ

の困難を乗り越えて、皆さんがその状況を引き起こしたことを認識することです。そしてもしも

皆さんがそれを引き起こしたのなら、そしてわたしは皆さんが引き起こしたことを保証しますが

、その結果皆さんは、それを再創造して、それを変えることができます。

 
それでわたしは誰でしょうか？　ひとつの創造的な根源、ひとつの精神の拡張です。わたしは何

故存在するのでしょうか？　歓びの中で生きるという目的のためです。

 
皆さんは誰でしょうか？　何故皆さんはわたしの世界の中にいるのでしょうか？　皆さんは、わ

たし達と交流することができるように、わたしの世界の中にいます。わたし達は皆さんを抱き締

めることができ、もしも人が休息するひとつの肩が必要なら、わたし達はその肩を差し出すこと

ができます。皆さんがわたしの生命の中にいる理由は、皆さんがわたしの生命の中に存在するよ

うに、わたしが皆さんを創り出したからです。

 
今、皆さんが小文字の“r”の現実性を理解するように、皆さんがわたしの世界の中にいるというわ
たしの考えに皆さんが支配されないように、皆さんは皆さん自身の個性を持ちます。皆さんは、

わたしの世界の中にいますが、しかしまた皆さんは、わたしの世界の中に存在しないようにする

力を持ちます。ほんの一瞬の間、皆さんは身を引くことができます。もしも皆さんが望むなら、

皆さんは自由に立ち上がり、外を歩くことができます。あるいは皆さんは、その精神から引き下

がることができます。皆さんの身体は依然としてわたしの世界の中にいますが、しかし皆さんそ

こにはいません。

 
それでは皆さんは誰でしょうか？　皆さんは、歓びをもたらすという目的に賛成です。今、皆さ

んが孤立したひとつの人生を生きてきた数々の生涯があり、そして皆さんは、こう口にしてきま

した。“わたしはわたしの人生の中で他に誰も必要ない。わたしはこの洞穴の中でひとりだけで生
きて行こうと思う。わたしはわたしに必要なあらゆるものを手にしている。わたしはそれをわた

し自身のために明らかにする。”そしてそれは、ひとつまたはふたつ、またはみっつまたは20の人
生にとって、問題はありませんでした。しかしその結果、皆さんは既に、こう口にするひとつの

場所に到達しています。“何か他に経験しなければならないものがあるかどうか、わたしは疑問に



思う。わたしのような者が他にいるかどうか、わたしは知りたいと思う。わたしのようでない者

が他にいるかどうか、わたしは知りたいと思う。わたしが知りたいと思うのは...”そしてその小さ
な発想が現れるとすぐに、“わたしが知りたいと思うのは...”あらゆる物事が瞬時に変化し、そして
それは、善のために変わります。

 
ここで、分断された自我が、ふたたびこう口にすることになるでしょう。“ご覧、物事は完全では
ないかもしれないが、しかしわたしは実際に完璧でないこうした物事に満足している。だから、

何も変えないでくれ。だから、そのボートを揺り動かそうとしないでくれ。”

 
しかしわたしは皆さんに伝えますが、前進して、そのボートを揺り動かしてください。そのボー

トが転覆するとすれば、何が起こりますか？　皆さんは、水の上を歩きます。いいでしょう、皆

さんは、その水を創り出している者です。もしも皆さんが望まないとすれば、何が皆さんを水の

上を歩かせないようにしているのでしょうか？皆さんは、皆さんが雨の日と呼ばれるものを経験

する時に、既にこれを行い、そして皆さんは、世の中に幾つかの水溜りを持っています。皆さん

は水の上を歩きます。大したことではありません。まさに皆さんが、もしかするとそれは少し深

いかもしれない、と考えるという理由から、それは大ごとになる可能性もありますが、しかし実

際はそうではありません。その原理は、依然として同じです。

 
皆さんは、水の上を歩くことができます。わたしは水の上を歩きましたが、皆さんも歩きました

。しかし皆さんは、既にこの生涯に現れて、こう話しています。“いいでしょう、今、わたしが新
しい物事を経験することができるように、わたしは他の数々の生涯の中でわたしが行ったことの

ほとんどを忘れたいと思う。”皆さんは小さな幼児として出発するため、人々が口にしてきたこ
とは、ひとつの文字の消された石板です。言い換えると、ひとつの白紙状態です。

 
しかし事実通り、どのような小さな者でも、必ず自分自身の個性の特徴を持って現れます。皆さ

んは同じ家族の中で、実際に皆さんにそこですぐに面と向かう者や、少し臆病でこう口にする別

の者がいるかもしれません。“もしもわたしがそうなら、すべてが上手く行くの...？”家族達は同じ
生物学的な家族の一員ですが、しかし家族達は、皆さんが以前の数々の生涯と呼ぼうとするもの

からの記憶と鋳型を持ちます。

 
わたしは誰でしょうか？　何故わたしはいるのでしょうか？　何故皆さんはいるのでしょうか？

　その理由は、一緒に遊び、一緒に歓び、皆さんは多くの人々として表現しているひとつの存在

であることを理解するためです。事実通り、ただわたし達というひとつの存在があるだけです。

それは、神のひとつの延長です。しかしわたし達は、わたし達がお互いと遊ぶことができるよ

うに、数多くの人々を創り出してきました。

 
わたし達は孤立した状態になろうとしました。それは、ひとりの孤独を好む神としては問題あり



ませんでしたが、しかししばらくすると、わたし達はより多くの物事を認識することを求めま

した。神の自己はいつも、他の数多くの方法で、それ自体を表現し、それ自体を経験することを

求めます。そのためわたしは、この冒険の中で皆さんと一緒にいるように、すべての皆さんを創

り出しました。

 
今、それがわたしをひとつの非常に良い論点に連れて行きます。既に去ってしまった最愛の人々

についてはどうでしょうか？その人々は消えてしまったのでしょうか？言うまでもなく、消えて

いません。わたし達という存在である大文字の“O”の一体性の外部に行こうとしても、その場所は
何処にもありません。そのため、その人々は、まさにここに、いつも皆さんと一緒にいて、人間

の交流が続いていた時にはその人々がそのようには見えなかった方法で、皆さんを愛し、皆さん

を理解します。

 
もしも皆さんが、気が付くともしかして皆さんが愛したひとりの人を思い出すひとつの歌を歌っ

ているなら、“それは彼らのお気に入りだった曲だ。彼らは実際にその歌が好きだった。”さてその
時は、彼らはまさにそこにいて、皆さんの耳に向けてその曲を歌い、“わたしはここにいる”ことを
、皆さんに気付かせています。

 
また皆さんが交友と歓びのために創り出す最愛のペットは、他の数々の次元を理解します。時に

皆さんは、周りを見回している最愛のペットを確認することになるでしょう。そして皆さんは、

こう尋ねます。“やれやれ、お前には何がみえるのか？”　ペット達は皆さんに伝えることはありま
せんが、しかし皆さんは、誰が何を続けているかを、直観することができます。

 
最愛の人々は、決して皆さんから離れません。皆さんがその身体を解き放ち、皆さん自身をこの

交流から不在にすうことを望むことを決断する時、皆さんはいつもわたしと一緒にいることにな

るでしょう。“ほらご覧、世界の終わりに向かっているとしても、わたしはいつもあなたと一緒に
いる。”言い換えれば、分離が存在する可能性があるという信念の終わりに向かっているとしても
、ということです。

 
“ほらご覧、世界の終わりに向かっているとしても、わたしはいつもあなたと一緒にいる”、そして
特に世界の終りの後でも。その時、一体性、歓び、どのような物事も克服する必要ながいという

認識が、現れることになるでしょう。

 
世界は断定的な判断を下すことが大好きであり、そして世界は、結婚、約束、人間関係が、“死が
わたし達を引き離すまで”を意味する、と口にすることが、大好きです。さて、これは、その関係
性が消滅するまでは、本当です。その時皆さんは、先に進みます。その結果皆さんは、ひとつの

新しい現実性、小文字の“r”の現実性に向かいます。

 



ひとりの神はいるのでしょうか？　この現実性の中で、皆さんはひとりの神がいると信じ、そし

て皆さんは、数多くの神の定義を手にしています。皆さんがこれほど数多くの宗教を持ち、権威

ある者が立ち上がり、皆さんに神について皆さんが信じるものを伝える場所に皆さんが集まる

のは、これがその理由です。皆さんは今、一部の破綻を確認しているところですが、不要であり

ながら、しかしそれにもかかわらず、神が誰でどのような役割を果たしているかを皆さんが観察

することができるように、その破綻が起こされています。

 
何よりもまず、ひとりの神は存在するのでしょうか、そしてその答えは、存在します。神は誰な

のか？　それは、神自体を表現し経験するために現れる、神聖なるひとつの精神です。そしてこ

れを行う方法は、非常に多くの多様性を持ったひとつの方法によるものです。数多くの異なる種

類です。そしてそれは、すべてが神です。

 
わたし達は最近、皆さんが皆さん自身のために作るその立体映像について、かなり沢山のことを

伝えてきました。言い換えれば、小文字の“r”の現実性であり、皆さんは、それを皆さん自身のた
めに作ります。そしてそれは、充分にそれをそのように見ることができて、皆さんが敢えてそこ

から退くように、皆さんの目の前で展開しているひとつの立体映像として存在します。それは、

その中で皆さんが機能するひとつの現実性であり、そしてそれは同時に、ひとつの幻影です。

 
わたしが口述した書籍、奇跡の講座は、その幻影について話しています。わたしが今話をする

のは、わたしがそれに対して、皆さんが皆さん自身のために作り続けているその立体映像や、一

瞬の間一体性についてまさに皆さんの目の前で皆さんがその立体映像を確認することができる方

法について、別の言葉を選択することを望むからです。皆さんはそこでその立体映像から退いて

、皆さんはこう口にします。“ほら、わたしは今続いていることを確認することができる...”

 
そしてその感覚、その認識と伴に、皆さんは頻繁にもう一度まさにそこに戻ります。しかし時間

と伴に、皆さんがこの現実性の中で今まで作ってきたひとつの構成概念が再び続き、皆さんが観

察者の場所の中により一層長い間留まるひとつの場所まできて、皆さんはそこで、あらゆる物事

が事実通り、ひとつになること、その神との和解の回想に役立つことを、認識します。罪滅ぼし

ではないのは、皆さんが間違ったことは何も行ったことはないからです。それは、皆さんは何ら

かの形でそのための罪滅ぼしをしなければならない、皆さんは跪いてかなり沢山の儀式を口にし

なければならない等々の、そのような種類の償いではないからです。

 
わたしが話している償い、神との和解は、皆さんが皆さん自身はひとつであり、そしてただその

一体性の延長であり、ただ創造的な原理であることを認識する時の、そのひとつであることの回

想です。今、精神的なこころは、言葉で、概念で、そして皆さんが作る構成概念で遊ぶことが大

好きです。その精神的なこころは、皆さんは制限されていると、皆さんに伝えます。皆さんは、

身体によって、そして身体がそのように感じるものによって、制限されています。皆さんは、皆



さんが今まで規定してきた個性によって、制限されています。皆さんは、時間によって制限され

ています。時間は大きな制限のひとつであり、皆さんがこの現実性に対して組み込んできたもの

です。そして皆さんは何故時間を組み込んだのでしょうか？　皆さんが時間から離れることがで

きて、皆さんが、すべての時間が今だ、と言うことができるためです。

 
数多くの人々が、自分達はひとつの場所からの地理上のマイル数によって制限されている、と考

えます。しかし時が経てば、そして時を超えて、皆さんはありとあらゆる制限を創り出している

者であることを、皆さんは理解するようになるでしょう。これが、わたしが皆さんにこのメッセ

ージから受け取って貰いたい要点です。皆さんは、皆さんの現実性を創造し続けていて、そして

皆さんの数々の疑問が、皆さんが皆さんの現実性を自覚するために役立ちます。

 
もしも皆さんがすべて色の違う百万のビー玉を持っていたとして、そのビー玉がひとつの巨大な

ガラス鉢の中に入っていることを、思い描いてください。それは、皆さんの現実性として存在す

るものの、ひとつの象徴です。皆さんは手を伸ばして、ひとつのビー玉を選びます。もしかす

ると、それは紫色のビー玉で、皆さんは“ワオ！本当に、本当に美しい、でもわたしはまた赤いビ
ー玉も好きだ”、と口にして、赤いビー玉を選びます。そしてその時、“嗚呼、わたしは透明なビー
玉が好きだ”と言い、次に透明のビー玉を選びます。

 
皆さんはすべて、そのガラス鉢から選択されたその中の百万のビー玉であり、そして皆さんはそ

のどれでも、そのすべてを拾い上げることが許されています。制限はありません。

 
あらゆる物事が、皆さんのためにちょうどそこにあります。まさにそれを視覚化してください。

それはその巨大なガラス鉢の中にあり、皆さんの所に現れようとするでしょう。そして次にそれ

が皆さんの所に現れる時、ひとりの小さな子供のように飛び跳ねて、“ワオ！やった。それは本当
に起った！”、と口にします。そして皆さんの中のその歓びは、完全になります。

 
皆さんが今まで望むことができたあらゆる物事が、既に皆さんのためにそこにあります。皆さん

がしなければならないことは、それを受け取ることだけです。そしてわたしは皆さんに伝えま

すが、そのエネルギーを感じることを、皆さん自身に許してください。“ワオ！わたしはそれが起
り得ることだと認識することができなかった。それは、本当にわたしのところに現れた。それは

、わたしのところに現れた！それは、より価値あるかもしれない他の誰かのところには現れなか

った。それは、わたしのところに現れた！ほら、それは本当に現れた！”

 
そのエネルギーを感じてください。そのエネルギーの中で生きてください。何故なら、それは事

実通り、活気付くキリストのエネルギーになるからです。それは事実通り、ありのままの皆さん

です。皆さんは、皆さんが刻一刻と作り続けているひとつの現実性に参加するキリストのエネ

ルギーです。そして皆さんの現実性は、それが止まることを望むと皆さんが口にするまで、決し



て止まることはないでしょう。

 
たとえ皆さんがその身体で死を迎えるとしても、皆さんの現実性は続いて行くことになるでし

ょう。皆さんはいつも存在することになり、そして皆さはいつも、皆さん自身が存在することを

認識することになるでしょう。そして皆さんは、皆さんの歓びが完全になる場所に現れることに

なるでしょう。何故なら、皆さんはこの現実性の中で数多くの皆さんとして表現しているその一

体性であることを、皆さんが認識することになるからです

 
そうあらしめよ。

So be it.

 
 
Jeshua ben Joseph (Jesus)
In Expression through Judith

 
http://lightworkers.org/channeling/189372/jeshua-questions-basic-your-reality-judith-coates
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最愛なる者、皆さんは今、かなり前の時代に、皆さんがその数々の生涯を測定する時に今回の生

涯のさらに以前に始まった進歩の一部の時期に差し掛かっています。拡大を許し、目覚めと光の

感覚とより多くの光を許す、ひとつの進歩です。

 
皆さんが政治の舞台と呼ぶものの中で、そして皆さんが目を向けるすべての領域の中で、皆さん

が基本的な闇を確認しているのは、これがその理由です。その闇が今、すべての劇的状況の中で

表面化しているところであり、皆さんは“嗚呼、より悪い状況になっている”と考えますが、しかし
それはそうではありません。

 
それについて話すこと、またはそれを光に曝すことは安全ではないと考えられたせいで、絨毯の

下に隠してその下で維持してきたすべての物事が今、癒されるために光が当てられるようになっ

ているところです。それはまるで、おそらく皆さんがもしかすると皮膚が剥がれた膝を抱えてい

ようなものです。それは悲惨に見えます。それはすべて皮膚が剥がれて変色して、皆さんは“何が
起こっているのか？　すべてが混乱している”、と考えます。

 
さて、それは、皆さんが世界の中で身を寄せているものです。もしかするとそれは既に削り取ら

れて、多少血を見るようなものになってしまったひとつの場所に向かっているところであり、そ

してそれはかなり凄まじい状態に見えます。しかし今それが行わなければならないことは、癒す

ことです。そしてそれは、もしも皆さんが既に感染症と呼ばれるものや皮膚の下に在り続けてき

た何かを経験していたとすれば、傷口を開いて、次に治療ができる状態にならなければならない

ひとつの場所まできていることになります。そしてそれは、皆さんが今確認し続けているもの

です。今明らかにされている皮膚の下で、完全に少し厄介な状態になっています。そしてそれは

、癒しを始めることができる時です。

 



そのため、皆さんが世界の感染症を耳にする時、癒しが起こり始めることができるように、事実

通りその皮膚は引き戻されている状況を皆さん自身が認識することを、許してください。それは

、皆さんの地政学的な分類の中だけではなく、また他のすべての物事の中で起こり続けています

。そして今、皆さんが一体性の理解のひとつの入り口まできているおかげで、皆さんは他の地政

学的な分類の中のすべての兄弟姉妹達を自覚しています。その兄弟姉妹達は立ち上がり、かなり

の混乱を引き起こしているため、それは酷い状態に見えます。そしてそれにもかかわらず、今起

こり続けていることは、癒しに向けた努力です。

 
さて、わたし達は他の数々の時代の中で、皆さんのタイミングは極めてゆっくりとしたもののよ

うに見える、と伝えてきました。実際に、数多くの変化が毎日起こり、その変化のすべてがま

とまって、集団意識を目覚めとより多くの光の感覚へと運びます。時には、それは人がこう確認

することができるまで、しばらく時間がかかります。“嗚呼、わたし達は今、もしかすると半年前
か2年前よりもさらに遠くまで前進している。認識しているように、既に起こっている一部の進化
が既に存在している。”

 
しかしそれが明らかになるまでには、しばらく時間がかかります。そのため人は、“さて、これは
実際に酷い。わたしが毎日テレビのスイッチを入れる時、わたしはまったく本当に失望させるよ

うなニュースを見ることになる”、と言うことができます。そしてそれにもかかわらず、そのここ
ろはその中にあります。そのこころは、癒しが始まることができるように、それを光のところま

で連れ出すその癒しです。

 
そのため、皆さんが失望を感じる時、皆さんは事実通りそのこころをそこまで戻し続けているこ

とを、認識してください。人々が皆さんに起こったばかりの災害のように響くニュースを与える

ようになる時、それはいつも毎日またはもしかすると数日置きに報道されているものですが、そ

れは事実通り皆さんの注意をそこに引き寄せるためにもたらされていることを、認識してくだ

さい。皆さんは、皆さんがその真実を認識できるように、それを招いて皆さんが注目するように

しています。その明らかなものに意識を集中せずに、暴力が起こり続けていることを、否定しな

いでください。あるいはもしかすると、風の中ですべての所有物を吹き飛ばした人々がいるかも

しれません。そしてそれにもかかわらず、皆さんは今まで、こうした人々が“それはあなた達にと
ってどのように役立つのか？”と尋ねられた時に、彼らは“これを切り抜けることができて、わたし
は幸せ者だ”、と口にする人々を、確認してきました。

 
それで人々は目覚めます。その時人々は、“事実通りわたしの人生を調整するものは、わたしの神
性だ”、というひとつの理解の場所に達します。そしてその“なるほど！”が生じる時、その結果大
きな笑い声が起こります。世界の重苦しさと光の感覚の巨大な解放が起こります。そしてその瞬

間に、オーラは極めて著しく拡大し、人々は、さらに軽く自由なひとつの足取りで進むことがで

きます。



 
わたしは皆さんに、自由の立場から、拡大の立場から、話し掛けます。わたしは皆さんが、拡大

という感覚を把握することを望みます。何故なら、それが皆さんの神聖なる本質になるからです

。宇宙の基本法則は拡大であり、いつも永遠に拡大しています。

 
皆さんの世界の科学者達は、既に認識されている宇宙に目を向ける時、皆さんに対して、宇宙は

外部に向けて拡大している、と伝えてきました。皆さんの内面の特質はいつも拡大を続け、より

一層外部に向かい続けています。皆さんの基本法則は、拡大しようとすることです。

 
皆さんは、エネルギーです。あらゆる物事が、事実通りエネルギーです。それが姿を取ろうがそ

うではなかろうが、それはエネルギーであり、そしてエネルギーの基本法則は、拡大しようとす

ることです。皆さんが皆さん自身のために新しい数々の宇宙、内部の宇宙と皆さんの科学者達

によって確認され測定される宇宙を作り続けているのは、これがその理由です。

 
創造的なエネルギーはいつも拡大と創造を続けています。そして、それが皆さんの姿と役割です

。皆さんは事実上、拡大のひとつの大いなる具体例を手にしています。それは、ホコリタケと呼

ばれている茸であり、それは、ほとんどひとつのバスケットボールの大きさになるまでどんどん

成長を続けます。それは小さな茸、おそらく小さなボタンよりも小さい大きさから出発して、そ

の神聖なる計画の中でその原型に達するまで、成長と拡大を続けます。

 
皆さんの人生の中で、皆さんは根底に横たわる生命エネルギーの流れを感じて、それは霊のエネ

ルギーとしていつも前進と拡大を続けていることを認識することができます。何よりもまず、そ

れは精神に向かって進み、皆さんは精神の中で創造的な流れと戯れます。次に、深呼吸と伴に、

皆さんは生きているエネルギーの流という感覚になることができます。わたした皆さんに深呼吸

をするように伝えるのは、これがその理由です。何故なら、皆さんが深呼吸をする時、皆さんは

千分の一秒の間、皆さん自身があらゆる物事の根底に横たわるその流れに触れることを許すから

です。

 
そのため、皆さんが深呼吸をすることを思い出すときはいつも、皆さん自身が事実通り根底に横

たわる神性が在る場所に向かうことを、いつも皆さんでありこれからも永遠に存在する流れに向

かうことを、許してください。何故なら皆さんは、他の経験になり、他の数々の生涯になり、他

の数々の姿になり、皆さんが実現することを望むあらゆる物事の他の顕在化になると皆さんが理

解するものに向けて、前進するからです。

 
皆さん自身が“わたしは永遠だ”と認識することを、許してください。何故なら皆さんは、その通り
だからです。“わたしは、わたしが確認するあらゆる物事を活性化する霊として存在する。わたし
は神聖であり、創造主だ。わたしがこれほど創造的なのは、これがその理由だ。何ということだ



、わたしは時にこれほど創造的ではなかったことを望む。”しかしその時、皆さんは深呼吸をして
、皆さんは、“さて、わたしが既にそれほど良くないと判断したものを、わたしはより良いものに
した”、と口にします... その時皆さんは、皆さんが“わたしはより良いものにした”と話す立場が、
皆さんは今より良い状態ではなことを皆さんが理解する場所に既に皆さんを連れて行ったことを

、確認します。

 
あらゆる物事は、ひとつの目的で高まります。あらゆる物事は、皆さんを自覚的意識の中で、“わ
たしは大丈夫。もしかするとわたしはより良く行うことができたかもしれなとわたしが考えてき

たあらゆる物事は、その時には実際に完璧だった”という真の自覚的意識を受け入れる場所に連れ
て行くために、高まります。2千年前のヨシュアとしてのわたしでさえ、“嗚呼、わたしはもっと良
くできた。わたしはもっと良くするべきだった。わたしはこう伝えることができた...”、と考えま
した。

 
わたしは、父の力と穏やかさと愛、そしてわたしがそれを人々に与えることを望む強さを認識し

ていました。わたしは、人々がその中で生きるようになることを望みました。わたしは人々が、

人々は事実通りその霊の中で生きているという事実を認識することを望みました。一部の人々は

それを理解しましたが、数多くの人々はそうではありませんでした。人々は、“わたしは明日何を
しなければならないのか？　金貨を手に入れるために、わたしは何処に行こうか？”、という考え
に捕らわれました。

 
そこでわたしは、父に対して祈りました。わたしは、父に祈る以上のことをしました。わたしは

父に大声で叫びました。そしてわたしは、こう口にしました。“何が駄目なのでしょうか？　わた
しがそのメッセージを理解させることができないのは、わたしの何が駄目なのでしょうか？　わ

たしはこうした人々を愛します。わたしはこの人を愛します。わたしはこの人がどれほど愛され

ているかを認識することを望みます。わたしはこの人それを感じて、事実通り彼自身の内部でそ

れを深く感じることを望みます。”

 
そしてわたしが祈りを止め、最後に深呼吸をした時、父がわたしにこう伝えました。“あなたに悪
いところなど何もありません。そしてまさにいまそれを理解しない人々にも悪いところなど何も

ありません。人々はその人々の旅の上の正しい場所にいます。あなたは正しい事を話していて、

やがて人々はそういった言葉を耳にすることになるでしょう。もしかすると2千年という時が経過
しなければならないかもしれませんが、またもしかするとさらに長くなるかもしれません。し

かし、あなたに悪いところは何もありません。”

 
それでわたしは深呼吸をして、その父であるわたしの神聖なる自己と一緒にその自己に対して話

しながら、こう言いました。“そうですか、もしもあなたが伝えることがその通りなら、わたしは
あなたが認識していると考えます、”そこでわたしは前に進んで、父の愛、父の善性、人生を簡単



で幸せに生きることができる方法に関するわたしの真実を話しました。しかしそれでも、ローマ

の人々はその武力と伴に現れて、金貨だけではなく、人々の住居、人々の物質的な身体まで諦め

ることさえを要求しました。彼ら（ローマの人々）は彼らが当時彼らの権力となっていると確認

したものを行使していました。

 
しかしそれはただ過ぎ去った一時的な権力といだけであり、皆さんは今、優位な立場にいます。

皆さんは振り返ることができ、皆さんはこう口にすることができます。“それは歴史の一部です。
わたしは、彼らが勃興してしばらくの間権力に就いたことを確認しますが、しかしそれは過ぎ去

りました。”そして、今まで勃興し過ぎ去った数々の文明が存在してきました。皆さんは皆さんの
神話と呼ばれるものの中で、古代の歴史と呼ぶものの中で、そして記録された歴史以前でさえそ

の一部を手にしていて、そしてそれはすべて事実です。

 
皆さんは、皆さんが深い呼吸の場所に達するまで、何度も発明を繰り返します。皆さんは、こう

口にする場所に達しています。“わたしが成し遂げたものに目を向けてください。わたしが生き
た数々の生涯に目を向けてれ。わたしが今まで行ってきたことに目を向けてくれ。わたしがひと

りの指導者だった、わたしがわたしの展望と時にわたしの身体を与えた、他のすべての生涯に目

を向けてくれ。何故なら、それは必要とされたものだったからだ。わたしは、実際に長い道のり

を歩んできた。それは、永遠に前進を続ける拡大だ。”

 
そして皆さんは、わたしが何度も繰り返し、その時間の目的が成就されるまで前進し、拡大し、

経験し、そして表現することについて話していることを耳にしてきました。何故なら皆さんは、

時間の外に進もうとしているからです。時間は、皆さんがこの現実性のために築き上げてきた、

ひとつの構成概念です。そして皆さんは、それが語呂合わせながら時間から時間へと築き続けて

いることを感じます。皆さんはそれが築き続けていることを感じ、そしてこう口にします。“わた
しは時間の中で行われたあらゆる物事を手にすることができない。わたしは、わたしが時間の中

で進みたいどのような場所にも辿り着くことができない。”

 
この現実性の中ではあらゆる物事が時間の中で測定されますが、しかし皆さんは、皆さんが時間

の外を歩むようになるひとつの場所に到達することになるでしょう。しかし皆さんは、依然とし

ていつも拡大を続け、いつも表現を続け、いつも創造を続けています。何故なら、それが皆さん

の神聖なる本質になるからです。そのため、もしもそれが皆さんの未来なら、そしてわたしは皆

さんにそれがそうだと保証しますが、皆さんはそれについて幸せになって差し支えありません。

それは素晴らしいひとつの未来であり、そして皆さんはその中で、日々あらゆる瞬間に、時間の

外部でさえ、幸せになるでしょう。

 
何故なら、皆さんが事実通りその身体を投げ出す時、皆さんは天国と呼ばれるひとつの経験を持

ちます。しかしそれはただそれだけであり、ひとつの経験です。そして皆さんが完全だと感じる



ひとつの場所に向けてそれを経験し終えた時、皆さんが物質的な表現で完全だと感じる時と同じ

ように、皆さんは天国と呼ばれるものから別の表現へと移動して、絶えず拡大を続けることにな

るでしょう。

 
皆さんは、皆さん自身の中のひとつの銀河です。皆さんは、皆さん自身の内部で、その銀河です

。皆さんは皆さんが特定の人々を皆さんに引き寄せる時に、これを確認することができます。そ

して皆さんはすべて、同じ方向に回転するか、時に皆さんはそうしませんが、その時それは違う

と感じます。皆さんは、皆さん自身に向けたひとつの銀河であり、永遠に拡大し、まさにその経

験のために、まさに皆さんが創造的になることができる姿を認識し、まさに楽しむために、前進

を続けます。

 
何故なら事実通り、皆さんはエネルギーであることを皆さんが理解して受け入れる通りに、皆さ

んは皆さんがエネルギーであることを認識しながら、皆さんは朝目覚めて、時に“嗚呼、わたしは
どのようなエネルギーも持たない”、と口にします。あるいは皆さんは時に、朝目覚めて、皆さん
がその日のためにどのような物事を計画していたとしても、“わあ、わたしは起き上がって出掛け
るのを待つことができない...”、と口にします。そして皆さんは、その小さな具体例の中でさえ、
皆さんはエネルギーであること認識します。皆さんがエネルギーを持っているということでは

なく、皆さんがエネルギーだということです。そしてそれ以上です。そしてそれは、皆さんの単

なるひとつの小さな部分ですが、しかしそれは皆さんにひとつの手掛かりを許します。皆さんは

永遠に前進を続ける創造的で拡大するエネルギーであり、そしてそれはこれからもいつもそうで

あり、時間を超えてさえ、皆さんのありのままの姿と役割になって行くでしょう。

 
“誰が”という言葉を使うことが、表面的にひとつの個性としてそれを制限します。しかし皆さんと
いう“存在”について話すことは、永遠であり、継続していることであり、時間の概念さえも超えた
、拡大するエネルギーです。皆さんはそれを霊と呼んできました。それが皆さんという存在です

。皆さんは異なる生涯の中で、ただそれを楽しむために、ただ試してみて、しれがどのように感

じるかを確認するために、特定の個性と特定の属性を身に付けます。

 
ひとりの人間になり、ひとりの人間の特定の属性を持つことは、どのように感じるでしょうか？

　男性になって、おそらく巨大な雄馬に乗ることができて、その人生の姿で皆さんの一体性を認

識することは、どのように感じるでしょうか？　女性になることは、どのように感じるでしょ

うか？　女性になり、小さな存在達を生むことは、どのように感じるでしょうか？　その男性の

物質的な属性を持ちながら、それにもかかわらず女性の資質を持つことは、どのように感じる

でしょうか、物質的な女性の姿を持ちながら、男性の資質を持つことは、どのように感じるでし

ょうか？

 
蝶になることは、とても小さな蝶になることは、外見的にとても脆弱ながら、それにもかかわら



ず生命それ自体になることは、どのように感じるでしょうか？　巨大なマンモスになることは、

どのように感じるでしょうか？　マンモスは単なる神話の一部ではありません。皆さんの世界の

科学者は今、遠い昔のことのように見えるものの中で皆さんがマンモスを生み出してきたことを

皆さんが認識できるように、その名残の一部を発見し続けています。しかし皆さんは、マンモス

を生み出してきただけではありません。皆さんはかつてマンモスでした。何故なら皆さんは、“こ
れほど大きくなり、姿の中でこれほど多くのエネルギーを表現することは、どのように感じるの

だろうか？”、ということを認識することを望んだからです。

 
一匹の小さな天幕毛虫になり、その姿の生命になり、わたしは食べ続けなければならないという

ただひとつの物事だけを認識することは、どのように感じるでしょうか？　その中に入り込む考

えは存在しないとは言え、それはどのように感じるでしょうか。それはただ、生命を続けるため

の先天的な生命の本能というだけです。

 
その天幕毛虫は、心配しません。その毛虫は葉を食べ続けているため、“わたしに何が起ころうと
しているのか”、あるいはその樹に何が起ろうとしているのかということは心配しません。天幕毛
虫は、ただたえず継続しようとする生命の本能を持つだけです。それが天幕毛虫の目的です。天

幕毛虫は生命です。天幕毛虫はエネルギーです。そしてそのエネルギーはその結果、別の姿に進

むかもしれません。生命は決して消滅させられることはあり得ません。姿は消滅させられること

はあり得ますが、しかし生命はそうではありません。

 
生命は、姿を持つか持たないかの何れにしても、皆さんという存在である創造的なエネルギーの

ひとつの表現です。生命の表現は、いつも拡大し、より一層それ自体を経験することを、永遠に

続けることを、永遠に創造することを、そして永遠に拡大することを、望み続けます。宇宙の基

本法則は、姿を持つものも持たないものも、拡大です。皆さんは、それ自体でその宇宙です。

 
そうあらしめよ。

So be it.

 
 
- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
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最愛なる者、わたしは今、皆さんという存在である愛と、特定の目覚めの時点までそのように存

在してきた皆さんのロボットの自己について、あなたと話をしたいと思います。皆さんは他の数

々の生涯の思い出、他の数々の条件付け、他の数々の訓練、外見的に起ったように見えた他の数

々の出来事と伴に、ひとりの小さな幼児として現れます。

 
そしてその時、皆さんは両親から、その両親が重要で正しいと考えるものを受け取ります。そし

てしばらくの間、皆さんは故郷を思い出しながら、それにもかかわらず、それがたとえ皆さん

がちょうど小学校に通う前のひとりの小さな子供の時のひとつ小さな世界であるとしても、今起

り続けている世界の光景にまったく一致していない物事を確認している、ひとつの中間の状態の

中で暮らします。

 
皆さんがますます世代的な思考に深くかかわる理由は、皆さんがそれに取り囲まれているから

です。しかしその時、皆さんは学校教育と呼ばれるものに投げ込まれ、世代的な教えと世代的な

思考についてり広く理解し、そしてあなたは、無意識にそういった特性の一部を身に着けます。

 
皆さんが“ええと、わたしは誰かを憎む方法を知りたい”と口にする場合は意識的なことではなく、
その学級の中におそらくひとりのより大きないじめっ子がいる可能性があり、その子が皆さんに

辛い時を与え、そして皆さんは、ひとつの怒りや他の個人への憎悪としてとして現れる、力の感

覚を経験します。何故なら、皆さんはその種の注意が好きではなく、そこから逃げ出したいと

思い、そのため皆さんは、一見したところ皆さん自身の外部の数々の状況や行為に反応している

、ちょっとしたロボットになります。

 
そしてそれにもかかわらず、皆さんの意識に現れるあらゆる物事が皆さんの招きによって現れる

理由は、皆さんがそれに対処するほど充分に強く、充分に力に溢れているからです。それは完璧

なタイミングで現れて、皆さんがそのありのままの姿を思い出し、今の皆さんであり今までのい



つもの皆さんでありこれからも何時も皆さんであるその愛を思い出すために役立ちます。

 
時にそれは、今までただ世代的な教えのひとつの要点に反応し、それに基づいて行動してきただ

けのロボットの自己を打ち破るために役立ちます。その結果皆さんは、気が付くと特定の書籍に

興味を持ち始めています。皆さんは、気が付くと特定の教師達、皆さんが尋ねているものと同じ

疑問を尋ね続けている特定の友人達に興味を持ち始めていてそして気が付くと、おそらく皆さん

が以前に属していなかったひとつの新しい集団の中にいて、皆さんは自分のロボットの自己を置

き去りにして、皆さん自身について考え始めています。“もしもそうだとしたら、どうなるのか？
　わたしの両親や仲間達によって今までわたしに教えられてきたものは、そのすべてがその物語

や人生の状況に当てはまるものではなかったとすれば、どうなるのか？もしもそうだとしたら？”

 
そしてその疑問が浮上するとすぐに、皆さんが新しい数々の眺めを確認し、新しい数々の発想や

新しい存在方法を確認する、数々の扉と窓が開くことになるでしょう。そしてその時、ロボット

の自己の条件付けのせいで、時にその数々の扉と窓は再び一時的に閉まることになり、そして皆

さんは気が付くと古い方法で反応していますが、それは大丈夫です。

 
人間の経験は最も簡単な経験という訳ではありません。わたしがそれを認識しているのは、わた

しはそれを試みたからです。そしてわたしは、最後は十字架の上でした。皆さんもまた、時に物

質的に、多くの場合には情報的に、今まで皆さんの数々の十字架の受難を経験してきました。皆

さんはそこで、皆さんはその十字架に釘付けにされていたと感じ、そして皆さんは苦悩し、そし

て皆さんはその状況から逃れる任意の方法があるかどうかを疑問に思いました。

 
その結果皆さんがそこから次元上昇した理由は、皆さんが絶望から、“別の方法があるはずだ。わ
たしはまさに今起り続けていることが好きではない。べつの方法があるに違いない”、と口にした
からです。

 
そしてその瞬間に皆さんは、新しいひとつの発想が、皆さん自身や他の人々について感じる新し

いひとつの方法が、皆さんに訪れることを認めました。それは、あらゆる物事を反転させます。

それは、あらゆる物事を変えます。それは、皆さんが事前にそれを認識できるかどうかにかかわ

らず、そして通常は認識できないものですが、しかしそれを振り返りながら、皆さんはそれを理

解することができます。“その通り、それはわたしにとってひとつの転換点だった。それはひとつ
の十字架の受難だった。わたしの最愛の人がもうこれ以上わたしと一緒に居たくはないと口にし

た時、わたしの息子または娘が‘やれやれ、あなたが信じるものはわたしの信じるものではない’と
口にしてわたしの人生から退場した時、そうした時は十字架の受難という困難な時期でした。”

 
しかしその人々は、皆さん自身が否定することができない、皆さん自身の内部のひとつの強い場

所を、皆さんにもたらしました。皆さんは、こう口にしました。“これがわたしのありのままの



姿だ。これが、わたしが信じるものだ。そして別の個人が何を信じようとも、その人々がどれほ

どわたしと近くにいようとも、その人々がなにを口にして何を行おうとも、それはわたしのあり

のままの姿、わたしが信じるもの、そして故郷と無条件の愛を思い出すためにわたしが努力を続

けているものを、変えることはない。”

 
そのため、皆さんは今までそういった数々の経験を通り過ぎて、その経験に皆さんの神聖なる自

己のさらに多くの“証拠”を付け加えてきた新しい数々の経験を積み重ねてきました。ひとつの小さ
な小石が別の小石に付け加えられ、その小石が別の小石に付け加えられ... しばらく後で、皆さ
んは、少しずつ、小石毎に、小さな変化を積み重ねて、最終的に皆さんが数々の変化を振り返

って“ワオ、今回の生涯の中でわたしが今までしてきたことは、驚くべきことだ”と口にするまで皆
さんが築き上げることができる、極めて山のような小石を手にします。

 
“わたしは、わたしがそのような数々の変化を起こすことができる、わたしはここで今のわたしで
あるその愛を信じることができると、決して考えようとしなかった。そしてわたしは、わたしが

わたし自身の内部の奥深くで許しを事実通り認識しようとするとは、決して考えようとはしなか

った。それは、わたしがそのロボットの自己によってこれほど目が眩んでいた、他のすべての生

涯に対する許しであり、別の個人が自分自身の目覚めに到達することができるように事実通りわ

たしがそう口にするように勧めていた、そのわたしが口にした言葉に対する許しであり、わたし

が後で判断したあらゆる選択に対する許しであり、そして一瞬でもわたしが事実通り存在すると

いう事実を忘れていたことに対する、自己の許しだ。”

 
ありとあらゆる個人は、皆さんがひとりの個人を理解するように、生きて歩んでいる愛です。皆

さんが確認するありとあらゆる個人は、神聖なる愛を実証し、故郷を思い出すために、今ここに

います。それは事実通り、皆さんが探し求めているように、その人々が大丈夫な場所や皆さんが

受け入れられる場所を認識しようと探し求めているものです。皆さんが何をしようとも、今後皆

さんがいつも愛される場所であり、皆さんが何を口にしようとも、今後皆さんがいつも愛される

場所です。

 
皆さんは、その愛です。皆さんは皆さんの内部でその愛を持ち、そして皆さんはその愛を表現し

、そしてしばしばロボットの自己が皆さんに皆さん自身の外部を見ることはより簡単だと伝える

ため、皆さんは今まで、皆さんが皆さん自身に愛または許しを与えることができるよりも簡単に

、他の人々に愛を与え、許しを与えることができました。

 
今皆さんは、皆さん自身と皆さんの隣で腰を下ろしている個人、皆さんからすると部屋の反対側

に腰を下ろしている個人、外見的に皆さんから数マイルはなれて生きている個人の間に、分離は

存在しないということを理解する立場まできているところです。実際には、分離はありません。

 



わたし達は別の機会に、オーラについて、皆さんの世界の科学者達が今計測することができる皆

さんの周りに在る光のエネルギーについて伝えておきました。皆さんの世界の写真家達は、皆さ

んの周りのオーラの数々の画像を撮ることができます。皆さんは既に、皆さんのオーラが拡大

して、皆さんの隣に座っている個人のオーラと、あらゆる場所のあらゆる個人のオーラと、そし

て皆さんが気付いていない個人達のオーラとさえ、混ざり合う姿を理解し始めています。

 
皆さんがその時の経過で次の数カ月を通り過ぎる時、皆さんはより一層多くの他の人々の行動に

現れるロボットの自己を確認することになるでしょう。そして皆さんはその状況を通してその人

々を愛する機会を経験することになるでしょう。皆さんは既に、皆さんの地政学的な数々の集団

の一部の中で沢山の不安を確認してきました。皆さんがこの国でそう呼ぶもののこの地政学的な

集団の中でさえ、沢山の不和と、断定的判断に向かう沢山の個人が存在します。

 
そのため、皆さんの時の経過のこれからの数カ月間の中で、皆さんはさらに多くのその種の態度

を確認することになり、そしてロボットの自己、古い考えで反応する自己、今起り続けているも

のを理解しないかそれに対して理解を与えることを望まない自己から現れる、より一層多くの言

葉を耳にすることになるでしょう。

 
しかし、キリストの自己は否定されることはないでしょう。そのため皆さんは今後、今年の終り

までに、ひとつの変化を確認しているでしょう。今まで皆さんが祈りの対象にして求めてきたひ

とつの変化であり、そしてそれは、時には数々の小さな段階の中で現れることになり、そして時

には目に見えるひとつの変化が起ることになるでしょう。

 
まさに今、それは、ロボットの自己が、建前としては人々の代表として選ばれているその人々を

事実通り導くことなく、その人々と事実通り接触を持とうとしない数多くの皆さんの“指導者達”を
担当しているように感じます。ひとりの代表者として選挙で選ばれたありとあらゆる皆さんの“指
導者達”は、奉仕をすることを誠実に望みながら出発したものの、ひとつのロボットの状況にいる
自分自身に気付いてしまいました。それは、“同窓倶楽部”と呼ばれるように、特定の規律が存在し
、そして皆さんは古い考え、ロボットの考え、今までそうだった考えに従うことが必要になり

ます。

 
しかし、そのパターンを変え続けている人々がいます。事実通りそのパターンを変えることを

望み、今起り続けているものは集団意識の最良の進化のためにはならないことを理解する人々が

います。そして、ロボットの意志決定の先を見ている充分な数の人々がいます。そのため皆さ

んは、まさに皆さんの見通しによって、衝撃を与え、指導者達が代表する人々のための変化を起

こすことを望む人々に影響を与え続けています。

 
まさに今、数多くの人々が自由にそれを行うことはありません。人々はひとつのロボットの状況



に陥っていて... その通り、それは今まで膝蓋腱反射のパターンと呼ばれてきました。何かが起り
、そしてその時瞬時に人々は古い方法で反応することが必要になります。しかし、それは、異な

る反応を示し、新しい選択をする勇気が現れるようになるひとつの環境まで到達しているところ

です。

 
皆さんが皆さんの中に深く染み込んできたロボットの考えに取り囲まれる時、そしてその結果皆

さんがそれに取り囲まれるひとつの状況に陥る時、そして皆さんがそういった古い考えの数々の

規則に同意する時だけ唯一皆さんは受け入れられる時、それは難しいことです。そのため、それ

は大いなる勇気が必要ですが、しかし皆さんは変化を起こすことを望む人々であり、そして皆さ

んは起っている数々の変化を確認するようになる人々です。

 
そのため、皆さんのヘルメットを被り、耐火ジャケットを着用し、そして世界の声を聞きながら

、そしてそれにもかかわらずその声は古い考えであることを認識しながら、次の数カ月間を過ご

してください。愛に向けて、そして兄弟姉妹達に事実通り役立つことができるものに関する新し

い展望に向けて、皆さん自身のエネルギーを提示してください。

 
皆さんが確認してきたように、数多くの兄弟姉妹達が、抵抗するために、彼らの声が聞かれるよ

うにするために、街頭で抗議を続けています。何故なら彼らは、今起り続けていることは正しい

ものではなく、恩恵にならないことを認識しているからです。彼らは勇敢な人々です。皆さんは

座り込みの抵抗をする必要はありませんが、しかし皆さんは皆さん自身の方法で、新しい考えと

皆さんが確認することを望む数々の有益な変化に向けてエネルギーを注ぎ続けています。

 
皆さんは、この地政学的な国の中でひとつの区分を持ちます。他の数多くの地政学的な国々の中

で映し出され、数々の金貨を手放さないことを望みながら数々の金貨を手にする人々という、ひ

とつの区分です。そして数々の金貨を持たない人々は、“これは、実際にそれは存在することがで
きる方法ではない”、と口にしています。わたしは“しなければならない”という言葉を使うことは
ないでしょう。しかしこれは、それがそうなることができる方法ではありません。より有益な共

有が存在することができます。

 
集団意識が変わる時、皆さんは数々の金貨を持つ人々の中の一部の変化を確認することになる

でしょう。そしてもしもその人々が恩恵を施す人々になることを望み、その人々がその事業をす

る方法を変えることを望むなら、皆さんはそれをひとつの奇跡と呼ぶことになるでしょう。

 
それが訪れようとしています。そして皆さんは、それが訪れようとしていることを認識すること

によって、その状況に皆さんのエネルギーを添えることができます。古い考えは、消え去ってい

るところです。古い考えが消え去っている理由は、古い考えはあらゆる人に役立たないことを、

皆さんが既に宣言しているからです。



 
皆さんは今まで数々の文明を認識してきました。そして皆さんは、平等とお互いに対する敬意を

認識した数々の文明の一部として存在してきました。皆さんは皆さんの神性を認識し、そして皆

さんは、皆さんが母なる地球上で、あるいは一部の他の惑星上で、あるいは一部の他の銀河の

中で、楽しんでいたことを認識しました。皆さんはそういった数々の文明の中で、あらゆる人が

神聖なる根源を起源として存在したことを認識しました。

 
分断された自我は、この現実性の中で、何度も繰り返し、皆さんの召使いとして存在してきま

した。それは非常にそう見えたため、それは現実的に感じます。そしてそれは小文字の“r”の現実
的であり、大文字の“R”の真の現実性ではありません。それは、ひとりの召使いとして、ひとりの
同伴者として、あなたと伴に歩むために、そしてあなたの耳に囁くために、あなたが作り上げて

きたひとつの構成概念の一部です。分断された自我は、“古い”すべての質問を尋ねることにまさに
非常に長けています。しかしそれは、自我がそうするように皆さんが今まで条件付けてきたもの

です。それはロボットの自己の一部です。皆さんが平等を認識し、皆さんが神聖なる表現とあら

ゆる人がひとつの根源から姿をあらわすことを認識していた数々の文明についてわたしが伝え

た時、皆さんの内面の奥深くのひとつの認識が、“嗚呼、わたしはそれを切に望む。わたしはそれ
が真実であることを認識し、そしてわたしはそれを切に望む”、と口にしました。

 
そして皆さんの切なる望みは、それを実現することになるでしょう。それは皆さんの内部の非常

に強力なひとつの勢いであり、もう一度故郷を認識し、ただ古い世代的な教えに応じて反応する

ロボットの自己から自由になろうとする、切なる望みです。

 
もしかすると、それはまだここにはないかもしれませんが、しかし皆さんの切なる望みは、それ

を実現されることになるでしょう。何故なら、今皆さんは、思い出し続けているからです。そし

ていちどその扉が開き始めると、たとえ小さなひとつの切望や想起の隙間でも、その扉の中の隙

間を通過している光を止めることができるものは何も存在せず、そしてあなたがそれを認識する

前に、その扉はさらに大きく開きます。

 
そのためわたしは、希望について、皆さんに伝えます。わたしは愛について、皆さんに伝えます

。わたしは皆さんの神聖なる存在性の想起について、皆さんに伝えます。わたしは故郷について

、皆さんに伝えます。そしてわたしは、皆さんが行っていたこと、または皆さんがそれを行って

いた理由、またはその結果がそうなる可能性の程度に関する心配を持たずに皆さんが楽しんでい

た数々の文明を認識するという切なる望みについて、皆さんに伝えます。何故なら、皆さんは今

の皆さんのように光として楽しんでいたことを、皆さんが認識していたからです。そして皆さ

んは、聖なる母なる地球の天界の上で、そして他の数々の銀河の中の他の数々の惑星の天界の

上で、舞踏をしました。そして皆さんが舞踏をしていた理由は、皆さんがそれほど幸せだったか

らです。皆さんはそれを思い出す価値があります。皆さんは、もう一度それを味わう価値があり



ます。

 
皆さんが皆さんの内部でその高まりを感じるその力を許し、その切なる望みを許し、皆さん自身

が神聖だと認識し、皆さんの現実性になるために光として舞踏することだけを認識した、数々の

文明を思い出すことを許してください。その力を思い出して、引き出して、お互いに対する愛と

してその力を表現してください。それで皆さんは、数々の奇跡を生み出すことになるでしょう。

ロボットの自己は、もうこれ以上存在しなくなるでしょう。

 
そうあらしめよ。

So be it.

 
ヨシュア・ベン・ヨセフ（イエス）

- Jeshua ben Joseph (Jesus)
in expression through Judith
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最愛なる者、わたしはあなたと、今起っている非常に興味深く強力なエネルギーの変化について

、話をしたいと思います。それは、これからもしばらくの間続くことになるでしょう。皆さんの

世界の科学者達は、皆さんの銀河、恒星、皆さんが夜の深みと朝に向かっていること皆さんが確

認する天の中の星達、わたし達が2,000年前に注目した星達について研究してきました。
皆さんの世界の科学者達は、太陽系の様々なパターンを理解するために、それを追跡し、注目し

続けてきました。そして皆さんは今、聖なる母地球から銀河の中心に向かう鮮やかな道筋が存在

するひとつの場所にやってきました。皆さんと皆さんが天の川銀河と呼ぶ、皆さんが今その中に

いる銀河の中心との間に、他の太陽系は存在しません。

そして今、それと伴に、聖なる母地球へ、事実通り皆さん自身の太陽へ、そして皆さんの太陽系

へ流れている沢山のエネルギーのための、ひとつの開口部があります。そして聖なる母地球と伴

に皆さんが太陽系の一部であるように、皆さんは今、ひとつの直接経路の中にいて、皆さん自身

の銀河の中心そのものからのエネルギーと接触し、それを感じます。

それは、皆さんがここ何年もの間続けてきた移行が目的にしているものです。それは、皆さんが

測定して利用することができる、ひとつのエネルギーの移行です。皆さんの世界の科学者達は、

今それを行っているところです。

それは、皆さん自身の内部と、皆さんが自然系と呼ぶ自然の中で続いているあらゆる物事の内部

で数々の大いなる変化を起こすために利用することができる、ひとつのエネルギーです。皆さん

の事実通りの今の姿でもあるすべてのエネルギーは、皆さんに開かれています。そしてその利

用は、今信じられているように、全面的に開いています。数年の間、おそらくひとつのエネルギ

ーの移行が起るその時期についての預言が存在してきたのは、これがその理由です。

皆さんは、皆さんの時間の経過のこれからの12カ月の中で、数多くの変化を確認し続け
ることになるでしょう。何故なら皆さんは、その数々の変化を引き出すことになるからです。数

々の変化の進行は、目覚めと関連しています。それは、皆さんの神聖なる力を感じ、認識し、利

用することと関連しています。

さて、これは事実通り、数千年もの間伝えられてきたことです。わたし達は二千年前に皆さんと

話し、その時代と時間の専門用語の中で、天の父、ひとりの愛に溢れる父としてわたしがそう呼

http://www.oakbridge.org


んだアバの愛の利用について、説明しました。何故なら、事実通りその当時の文化の中で、父は

支配的な扶養者であり、扶養し護り続けると理解された者になるからです。しかし現在の時代の

中で、そのエネルギーは、父、母、神、女神、全存在と呼ぶ方がより正確であり、そのためわた

し達は、これからは全存在を使うことにします。そのエネルギーは、これから多様な姿を取り続

けることになるでしょう。その理由は、皆さんが、皆さん自身の個人の人生の中で起ることを確

認することを望むものを運命付けることになるからです。皆さんは数々の考えを、おそらく皆さ

んが他の何かに取り組んでいた時に現れた考えを持ちます。そして皆さんは今まで、“それは素晴
らしいかもしれないが、しかし、X、Y、そしてZだから、わたしはできない”、と話してきました
。

そうです、皆さんは今、できます。何故なら、事実通りすべてのエネルギーが皆さんに開かれて

いるからです。その道筋は広く、そして皆さんが宣言するものは、以前の数々の年の中で、そし

て以前の数々の生涯の中でみなさんが確認してきたものよりも、遥かに急速に顕在化している

でしょう。従ってそのため、おそらく皆さんがノートの一枚を切り取って、皆さんが確認したい

と思うもの、皆さんがそれを確認したい方法、それがどのように感じるようになるかを書き出す

ことは、皆さんの義務になります。何故なら事実通りその感覚の本質から、顕在化が現れるから

です。

思考の本質から、時に混乱と複雑性が現れますが、しかし感覚の本質からは、顕在化が現れます

。そしてその時、皆さんは思考の側面を、“わたしが今事実通り願っているものを、わたしが事実
通りこころ休まるものを、わたしが事実通り興奮を覚えるものを、わたしはどうように顕在化す

るのだろうか？”ということを理解するために利用します。
さて、時に皆さんは、既に数々の選択肢と戯れ始めています。そしてその選択肢が拡大を続ける

理由は、皆さんは積極的に古い考えを諦めて、考える精神が感覚の本質に利用されて、事実通り

調和的なものを、事実通り愛に溢れるものを、事実通り皆さんが皆さん自身と他の人々のために

視覚化できる最高にして最善のものを、顕在化するからです。

古い考え方は、世代的な教えから現れます。それは皆さんが信じるように育てられてきたもの、

そして両親が信じるように育てられたものであり、“それがそうならなければならない姿だ”という
、古い世界の教えです。皆さんは今、その世代的な教えから自由になり続けていて、皆さんの人

生がそうなるように皆さんが望む方法を選択する自由を手にしています。

それが今後現れて、時々皆さんの耳の中で、“あなたは何がしたいのか？　あなたは何を確認した
いのか？　あなたはそれを何時確認したいのか？　何がその邪魔をしているのか、おそらく興奮

した感覚？　あなたはどのようにそれを変えることができるのか？”、と囁くことになるでしょう
。

何故なら皆さんの信念が変わるからであり、そしてそれは、直接的なエネルギー、邪魔されるこ

とながい強力なエネルギーのせいで、来年も変わり続けているでしょう。それは皆さんを圧倒し

、その身体をなくすといっても過言ではありませんが、しかしそれが、皆さ

んがひとつの身体を経験するために持たなければならなかったその古い信念を、捨てることにな

るでしょう。



皆さんは、どのような時でも、どのような場所でも、皆さんがそうなることを望むひとつの身体

を再び現象化することができます。皆さんが今物質的な旅を続ける時、皆さんはそれがそのよう

にならなければならない姿に関する世代的な信念に従います。一世紀前、皆さんは馬と馬車が必

要だと考えました。それ以前になると、皆さんは歩かなければならないと考えたか、あるいはも

しも皆さんが幸運なら、皆さんは一頭のラクダまたは馬等々を持ちました。皆さんは今、乗り物

の外部の代わりに乗り物の内部の馬力に対する信念を顕在化していますが、しかしそれはひとつ

の信念です。分かりますか？　皆さんは既にそれを磨き、皆さんが一世紀前に理解しようとした

ように、過去の状況からそれを変えています。そして今から一世紀後に、皆さんはさらにより一

層多くの変化を確認しているでしょう。

しかし、それは一世紀待つ必要はありません。皆さんの時間の経過の中の今年、皆さんは大いな

る変化を起こしているでしょう。何故なら皆さんは、皆さんの真の力と、その力で皆さんの自由

を認識することを、強く願うからです。

そのため皆さんは、信念がどれ程強力かということを理解します。そしてわたしはこれをひとつ

の具体例として利用することになりますが、もしも皆さんが皆さんの乗り物の中にいて、他の誰

かが運転して、皆さんが何マイルも離れた所にいる可能性がある誰かとその装置で話をしている

とすれば、皆さんはまさにそこでその誰かと一緒にいます。何故なら、彼らは彼らが一晩前に行

ったこととそれがどれほど楽しかったか、あるいはその逆を表現しているからです。皆さんは皆

さんの精神では、正確にはその乗り物の中にいません。皆さんは他の何処かにいます。

そして次に、皆さんは戻ってきて、“嗚呼、わたし達はどこそこの街を通過したか？”と
口にします。そして運転しているその個人は、“その通り、遠い昔に”、と口にします。わたしが話
している内容を皆さんが認識していることを、わたしは認識しています。事実通り皆さんが存在

する場所は、外見的に他の人々が今経験しているものと伴に現在ではありません。何故なら皆さ

んは、皆さんの精神の中で他の何処かにいるからです。

皆さんの時間の経過の来年に、皆さんは、気が付くと前に飛び出して、こう驚いているでし

ょう。“それはどのように起ったのか？　わたしが長い間顕在化することを望んできた物、わたし
は今それを行う方法を理解することができる。もしもそれがわたし自身ですることを望むもの

なら、わたしはそれができる方法を理解しているだろう。もしもそれが、わたしが他の人々と行

ってそれをひとつの‘集団計画’として現象化することを望むと考えるなら、わたしはそれが簡単に
協力していることを確認することになるだろう。”
皆さんが顕在化することを望むものは、難しいものになる必要はありません。ただ信念だけが、

それはひとつの特定の方法になり、特定の時間が必要になり、そこに辿り着くために特定の段階

を踏まなければならない、という考え方の中に皆さんを閉じ込めます。しかしそれは、ただ皆さ

んの考え方の中だけのことです。それは、皆さんの精神と信念体系の外側の何処にも存在しま

せん。

皆さんの時間の経過で次の12ヶ月とそれ以降で皆さんが行っていることは、刺激的なも
のになっているでしょう。何故なら皆さんは、その古い信念体系を背後に置き去りにしているか

らです。皆さんは、皆さんが事実通り今まで強く願ってきたものに向けて、数多くのこの世の箍



や障害物を経験する必要がなく、疾走し、前方への跳躍を続けているでしょう。一部の人々にと

ってその障害物はそこにあるかもしれませんが、しかし皆さんにとって、その障害物がそこにあ

る必要はありません。ただ皆さんがそう信じるように。

たとえ皆さんが、世界は皆さんを支配すると依然として信じるとしても、皆さんはその力が衰え

ていることを確認することになるでしょう。皆さんは、それが霧のようになっていることを確認

することになるでしょう。皆さんは、霧がどのようなものかを認識しています。また皆さんは、

皆さんが霧の真ん中に出て行く時、何もないことを認識します。皆さんは、霧を通り抜けること

ができます。そしてそれにもかかわらず、皆さんが立ち止まり、霧に目を向ける時、霧はひとつ

の障壁になっているように見えることがあり得ます。

しかし次に皆さんが一歩進むなら、皆さんは別の一歩を進むことができ、そして次に皆さんは別

の一歩を繰り返します。そして霧は、皆さんが確認したいものを皆さんが正確に理解しないかそ

れに近い状況を許しますが、しかし霧は皆さんを引き止めません。皆さんがこの次の12ヶ月と呼
ぶ時間の一部、皆さんの次の年は、その霧のようになるでしょう。それはおそらく皆さんに、“
まあ、我々はいつもこのようにそれを行ってきた、そしてそれはいつも数々の経路と手続きを通

過しなければならなかった、そしてあなたはいつもあらゆる人の承認を得なければならなかった”
、と伝えることになるでしょう。しかし皆さんは、“わたしはひとりの独立した熟練者だ。わたし
は霧を通過することができる。その通り、世界がわたしに求めるようになる特定の物事がある。

しかしそれは難しいものにはならないだろう。それは簡単なものになるだろう”、と感じることに
なるでしょう。

皆さんの世界の科学者達は、巨大中心太陽に対する妨害物を持たないひとつの直接的な経路が存

在した最後の時以降、数千年が経過している、と皆さんに告げることになるでしょう。それは、

今までその移行が示してきたものです。

さて、最も重要な移行は、皆さんの内部で起る移行です。皆さんは、この惑星に、この太陽系に

流れ込んでいる物質的なエネルギーを使い続けているでしょう。何故なら、皆さんはそれを利用

することができるという信念があるからです。それは今までも今も測定されていて、そのため論

理的な精神の皆さんは、それを調べることができます。

しかし本質を感じている皆さんは、今までしばらくの間、それを感じてきました。皆さんはこう

感じてきました。“物事は変わり続けている。物事は、かつてそうだったものではない。そしてわ
たしがそうだったと考えた一部の物事は、今はそうではない。そしてわたしがそうはならないだ

ろうと考えた一部の物事は、既にそのようになっている。”
皆さんが信じるように、それは皆さんのところに現れます。

そしてたとえ皆さんがひとつの芥子種の粒ほど小さな信念だけしか持たないとしても、それは拡

大し、成長することになるでしょう。もしも皆さんが芥子種の粒ほど小さな意欲と信念を持つ

なら、それは皆さんが信じるように成長することになるでしょう。その芥子種の粒から、あるい

はどのような種子からも、皆さんが信じるように、ひとつの巨大な植物、ひとつの巨大な樹が現

れることになるでしょう。

皆さんはまさに今、ひとつの苗木、ひとつの最も美しい苗木です。皆さんは太陽に向け



て、物性の中で認識されている巨大中心太陽に向けて、そして皆さん自身という存在の太陽に向

けて、成長を続けています。皆さんは今までしばらくの間その苗木として成長してきましたが、

その理由は、より多く認識し、より多く感じ、自由であると感じ、顕在化することができるよ

うに、皆さんの内部にひとつの神聖なる衝動が存在してきたからです。

巨大中心太陽は、それがエネルギーの“証拠”であるため、役立つことになるでしょう。わたし達は
皆さんというエネルギーについて、今まで何度も話をしてきました。そのため、物質的なひとつ

の水準において、皆さんの世界の科学者達は、今後皆さんというエネルギーを測定し、そして皆

さんにそれに関する評価を与えることになるでしょう。しかし皆さんがそれに向かって成長して

いる太陽は、皆さん自身の目覚めの太陽であり、その苗木がそれを育んできた土壌から現れる、

その皆さんの目覚めの朝の中で起る、太陽の光です。

そのため、皆さんの時間の経過でこの次の年に皆さんが確認するものの中で、皆さんは数多くの

変化が皆さんのために簡単に発生する状況を確認することになるでしょう。皆さんの時間の経過

でこの次の年の中で、皆さんは、変化が簡単に現れるようになると示唆されたこの時期を振り返

ることになるでしょう。そして皆さんは、こう口にすることになるでしょう。“嗚呼！　それは本
当に起った。わたしはその時、それは本当に良さそうに聞こえると考えた。そしてわたしはそれ

に興奮してこう考えた。驚いたことに今、我々は巨大中心太陽から入っているこの追加のエネ

ルギーを持つ。そしてそのような妨害物がない。それは、わたしのすべての妨害物を一掃しよう

としていることを意味するのだろうか？”その答えは、“その通り。”
“それは、わたしが自由になってわたしが望むものを顕在化するようになることを意味す
るのだろうか？”その通り。“それは、わたしがわたしの信念体系を古い世代的な考え方から変える
ようになることを意味するのだろうか？”その通り。それは、皆さんがそれはそうなることができ
ると信じるようなものになるでしょう。それはそのように単純で、強力です。新しい古いエネ

ルギーで、皆さんはその移行を顕在化することになるでしょう。何故ならそれは、事実通り古い

エネルギーになるからです。皆さんの世界の科学者達は、巨大中心太陽から訪れるエネルギーは

、皆さんが数々の年を理解して数々の生涯を計るように、今回の生涯以前の遠い昔に出発した、

と皆さんに伝えることになるでしょう。

さて、それはここにあり、そしてそれは、まだしばらくの間、ここに存在し続けることになる

でしょう。そのため、それを捕らえてください。皆さんが顕在化したいものを、顕在化してくだ

さい。皆さんの数々の夢と、ひとつになってください。夢見ることを、怖れないでください。“や
れやれ、わたしは年を取り過ぎた。わたしはそのための金貨を持ち合わせていない。それはおそ

らく、兄弟姉妹達に受け入れられるようにはならないだろう。彼らはそれをひとつの狂った発想

だと考えるだろう。わたしは、わたし自信でそれを行うことができるとは考えない。”とは言わな
いでください。

大きな夢を夢見てください。何故なら、それは可能だからです。皆さんは今、今まで皆さんの夢

になってきたどのような物事と同時に皆さんを支援している、ひとつの増強されたエネルギーを

持ちます。そしてもしも皆さんがそれについてひとつの明確な夢を持たないなら、腰を下ろして

、すべての限界を取り除き、こう口にしてください。“わたしはそれをどのようにしたのか？　も



しもわたしがそれを手に入れるようになるだけのすべての金貨を手にしていたなら、そしてもし

もわたしがひとつの人々の集団を持っていたとすれば、それはこれについてわたしと連携する小

さな集団かもしれず、また大きな集団である必要もないけれど、わたしは実際にどうしてもひと

つの同じ考えの集団を一緒にしたいと考えるだろう。それでその集団は胸を躍らせて、その結果

、物質的な姿の中でさえ、集団の夢を築き続けることができるだろう。わたしはネパールの中の

その山の頂上へ旅行するのが大好きだ。わたしはそれが起るようにするだろう。わたしはその夢

が実現することを望む。

わたしはその夢を実現することができる。”そして皆さんは、皆さんの夢を実現することになる
でしょう。

ご存じのように、皆さんは自由です。大きな夢を見てください。夢見ることを、怖れないでくだ

さい。もしも皆さんがひとりの連れ合いか何かによって気後れを感じるなら、その連れ合いのた

めに必要なことを行ってください。もしも皆さんにできるなら、彼らを皆さんと一緒に連れて行

ってください。もしも皆さんができないなら、連れ合いのために必要なことを行ってください。

しかしその連れ合いが皆さんを引き止めることがないようにしてください。目標に向かって進ん

でください。皆さんはもう二度と、皆さんの時間の経過で今回の次の12カ月の中のように強力な
機会を持つことはないでしょう。皆さんはもう二度と経験することはないでしょう。そのため、

その手綱をつかんで、そのエネルギーに乗ってください。

大きな夢を見てください。今無料で皆さんのところに訪れている、その銀河のエネルギ

ーを利用してください。それは料金がかかりません。皆さんの世界の中の誰も、それに料金を科

す方法をまだ理解していません。そのため誰かがそれを行うまで、そしてそれは疑わしいことで

すが、それを利用してください。それは無料で手に入ります。

皆さんの信念体系は拡大を続けています。それは、皆さんのところに流れ込んでいるエネルギー

を捕らえ続けています。そして皆さんは、皆さんがそれと伴に進むことを望む限り、それと伴に

進んでいます。大きな夢を見てください。その周りに数々の境界を設けないでください。“ええ、
でも...”、とは口にせず、“ええ、今、わたしはそれをどのように行うのか？”と口にしてください
。

皆さんがそれを行う方法は、それとひとつになり、皆さんは既にそれを手にしていることを認

識し、おそらくその姿とその形を認識し、それがそう見える姿は皆さんが今までそれを視覚化し

てきたものとは少し違うかもしれないことを認識することによるものです。しかもそれは移行し

、変わることになるでしょう。しかしそれは良い事です。何故なら、それはいつもさらに良い物

事のための移行と変化になるからです。新しいひとつの発想が入り込みます。

これは事実通り、皆さんの生命の残りの部分の始まりであることを、認識してください。皆さん

はそれで何をすることになりますか？

そうあらしめよ。

So be it.

 
Jeshua ben Joseph



In expression through Judith
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皆さんは、皆さんがどれほど恵まれているか、認識していますか？

皆さんは、皆さんがどれほど恵まれているか、認識していますか

？
Do You Know How Blessed You are?
4 January 2014 - 9:04am

 
ジュディス・コーツ経由

Channeler: Judith Coates

 
Jeshua: Do You Know How Blessed You Are?, as channeled by Judith Coates, January 2014, at
http://www.oakbridge.org| Thanks to Golden Age of Gaia.

 
 
 
最愛なる者、皆さんが最初に何かを創り出すことを考えた時、皆さんは皆さんの一部を、依然と

して皆さんの中にある皆さんに属するひとつの自覚的意識を置き去りにしました。皆さんはそこ

から離れて、“わたしは創造したい。わたしは何を創り出すことができるのか？”、と口にしました
。そして皆さんは今まで、すべての世界、すべての筋書き、今回の生涯の中で皆さんが思い描く

ことができるあらゆる物事とそれ以上を創り出してきました。何故なら、皆さんは皆さんの創造

性に富んだ能力を認識することを望んだからです。

 
最初に、皆さんの創造は愛からのもの、そして存在しているという存在性からのものでした。

次に、その後で、その創造的なエネルギーは、そこで他に存在し得るもの、愛とは異なることが

できるものを認識することを願いました。そのため皆さんは、ひとつの試みを始めました。皆さ

んは、“完全にわたしの創造に夢中になること、他の誰かの創造によって創造的に挑戦されるこ
とは、どのように感じのだろうか？”、という点を認識することを望みました。

 
皆さんは数々の転生を経験しましたが、そこで皆さんはひとつの姿、そして皆さんが考案したひ

とつの創造から外見的に離れている誰か、現れて皆さんの創造を破壊するか何らかの意味でそれ

に挑戦する誰かを考案しました。皆さんの世界の報道媒体が皆さんに報道するように、これは依

然として起っています。しかしまた皆さんは、既に皆さんが次元上昇をしているひとつの場所に

現れています。

 
今、次元上昇についての沢山の話題、3次元の意識から5次元の意識への移行に関する沢山の話題
が取り上げられていますが、そして事実通り、その数は問題ではありません。人々はかつて、“



さて、4次元はどうなったんだ？わたしは寝ている間にそれを通り越したのだろうか？”、と口にし
ました。さて、皆さんはそう口にすることができます。皆さんがそれを定義してきたように、5次
元は、皆さん自身や他の人々や世界の中で起り続けていることとの穏やかな関係に向けて次元上

昇している皆さん自身に、気付く場所です。

 
皆さんがあらゆる物事が目覚めという壮大な目的のために起ることを認識し、皆さんが深呼吸を

して穏やかさの中に留まるその場所に訪れることができる時、皆さんは、世俗的な霊の中では

なく、皆さん自身の霊の中に留まります。

 
そして、今後皆さんが実践する時、皆さんが今後穏やかさと許しという空間の中に存在すること

を繰り返しながらあらゆる物事の中に祝福を探す時、皆さんは、故郷の場所に戻り、そこにさら

に長く留まることは、さらに簡単であることに気付くようになるでしょう。皆さんはその時、次

元上昇を達成しています。

 
さて、それについて伝えられていて、これほど非常に望まれている次元上昇は、集団意識の次元

上昇になるでしょう。それは、最終的には起るように見えますが、しかしそれは、皆さんが個人

的に確認するように、ひとりの個人によって、そして別の個人によって、その人々自身の選択と

その人自身の魂の時刻表に応じで、行われることになるでしょう。そして最終的に、事実通りた

だわたし達の一体性が存在するという認識が表れる時、その結果集団意識は、“わたしは既に次元
上昇をした。わたしは既にわたしのすべての部分を呼び集めた。そしてわたしは既にわたしの一

体性を思い出した”、と認めることになるでしょう。そしてその時、次元上昇は意識的に認識され
ることになるでしょう。

 
皆さんは、既に次元上昇を認識しています。皆さんはそれを感じることができます。皆さんは、

わたし達がそれについて伝えるように、それを思い描くことができます。しかし、いつでもその

空間で暮らすことは、まだ多少ひとつの難題です。何故なら今後その世界が出現して、こう伝え

ることになるからです。“その通り、しかし皆さんは数々の驚きについてどのように感じるのか？
皆さんは数々の驚きを冷静に受け止めて、それが事実通りひとつの大いなる目的に役立つことを

確認することができるのか？”

 
あるいは、皆さんが気数々の期待を持つことを、そして数々の期待は人間の光景の一部であるこ

とを今までわたしが確認してきたように、そうした期待が正確に現れない時、その結果、断定的

な判断の時が訪れて、皆さんは非常に急速に判断を下そうとします。

 
わたしはその感覚を認識します。ひとりの小さな者として、またわたしも数々の期待を、わたし

の母、わたしの父、村の社会が行おうとしていることに関する数々の期待を持ち、そしてまたわ

たしがするべきことに関する数々の期待を持ちました。しかしわたしは、そういった期待はただ



一時的なものであり、過ぎ去ってゆくものであることに気付きました。そしてわたしは、わたし

がその数々の期待に応えることができたことを、理解しました。もしかすると、もしもその人々

がその方法で満たされなかったとすれば、それがより良い結果が出る方法で、その人々は満たさ

れるようになる、とわたしは考えました。

 
そのためわたしは、数々の期待を持つことを諦めました。それは人間の領域の中で行うことは困

難ですが、しかし皆さんはそうすることができ、そして皆さんは、物事がそうなららなければな

らない姿、または皆さんがそうならなければならない姿、あるいは“人々”はそうならなければなら
ないという大きな期待に関して、期待を持たないことで現れる、その穏やかさを感じることがで

きます。その大きな期待は、最も頻繁に皆さんを躓かせる期待です。

 
その一方で、もしもその期待が満たされない時には皆さんがどれほどすぐにその数々の期待を諦

めるかということに関して、皆さん自身に金星を与えてください。今、皆さんはそれに目を向

けて、そして皆さんはそれについての感覚を持ち、皆さんはそれに関する判断を持ち、そして次

に皆さんは、“やれやれ、わたしが確認するよりもこれに対してさらに多くの物事があるに違い
ない”、と口にします。

 
そして皆さんは、皆さん自身に金星を与えながら、皆さんがどれだけ速くその判断から容認の場

所へ移動することに関して、測定することができます。わたしは今まで、皆さんがこれを行う姿

を確認してきました。そこで皆さんは、何かについての非常に強い情緒を持つことができます。

そしてその結果、しばらく後で、皆さんはこう口にしている皆さん自身に気付くことができ

ます。“やれやれ、それはその時にわたした手にした情報に基づいたわたしの期待だった。”

 
皆さんがそこから離れた場所に立つ時、皆さんはより大きな状況を確認することができます。皆

さんが実践する時、皆さんは、皆さんが皆さん自身に与えているひとつの才能によって祝福され

ている皆さん自身に気付くことになるでしょう。“ほら、これは、それはそうなるだろうとわたし
が考えたものよりもさらに良い”、と口にする、穏やかさという才能、容認という才能、歓びとい
う才能です。

 
その時、あるいは一瞬またはその程度、皆さんは既に故郷に到着しています。それは普通、長い

間続きませんが、しかしそれは、皆さんがそれを測定できるほど充分に長く続き、そして皆さん

は皆さん自身について幸せを感じ、“やれやれ、もしもわたしがかつてそれをしたとすれば、おそ
らくわたしはもう一度それをすることができる”、と口にします。そしてそれは、毎回さらに簡単
に現れます。何故なら皆さんは、既に容認に関する練習と経験を積んでいるからです。

 
もしも皆さんがそれを許すようになるなら、これから訪れる数々の年に、かなりの叡智が現れ

ます。それは、充分なほどの期待が今まで皆さんが満たされるようになると考えた方法で満たさ



れていなかった時、そして実際に今までよりも良くなるように皆さんが何かに対処しなければな

らなかった時に現れる、かなりの叡智です。しかし時に皆さんは、皆さんが後からの判断に足を

踏み入れて、それがすべてお互いに一致する姿を確認するまで、その良さを理解しません。それ

は普通、少しばかり時間がかかり、少しばかり叡智を必要とします。その時皆さんは、容認とい

う空間の中に留まります。

 
たとえそれが最初の場所で肥料のように見えるとしても、皆さんは皆さんが創り出すあらゆる物

事によって、とても祝福されます。たとえその配偶者が皆さんに、“わたしはもうこれ以上あなた
を愛さない。あなた自身で他の誰かを探しに出掛けること”、と伝えることになるとしても、たと
えそれが、異なる地政学的な集団の敵対勢力になって、おそらく皆さんがその一部になるように

求められるかもしれないように見えるとしても、皆さんは一歩退いて、その代わりに穏やかさを

確認することができます。たとえその勤め先が、こう伝えるとしても。“今はひとつの変化の時
代だ。我々はこの集団の構造の中のあらゆる物事を変えているところだ。そして我々はもうこれ

以上あなたを必要とすることはないだろう。我々はあなたを幾つかの科学技術と交換する。それ

はさらに速く考えることができる。それはさらに速く計算することができる。それは、あなたが

行うよりもさらに上手に記録を維持することができる。従って、あなたの地位はもはやこの会社

には必要ではない。”

 
そして皆さんの最初の感覚は、“嗚呼、何ということだ、わたしは今何をすれば良いのか？　わた
しは必要とされることが必要であり、わたしが金貨を必要とするのは、わたしは他の人々に金貨

を払うことを約束してしまっているからだ”、というものです。そのため、一瞬かそこら、普通は
それより長い間、皆さんが非常に創造的になる時、“分かった、わたしは他の何処で必要とされる
のか？”、と理解してください。

 
時に皆さんは、皆さんが必要とされる場所を見付け出す最良の方法は、もしかすると金貨が与え

られないかもしれないひとつの場所で奉仕活動を行うことだということを、既に気付いています

。皆さんはもうかなりの金貨を必要としませんが、しかし皆さんは必要とされることが必要です

。皆さんは役立つことが必要です。そのためわたしは、移行の中にいる可能性がある皆さんに伝

えますが、皆さんが役立つことができるひとつの場所に気付いてください。金貨は後で皆さんの

ところに現れることになるでしょう。しかし皆さんは、役立つ際に、感謝の交換、必要とされる

ことの交換、価値があることと自尊心の交換が、以前の職業から手にしていたすべての金貨より

も価値があることに気付くかもしれません。

 
わたしは、数多くの人々が今、移行を経験していることを認識しています。そこでは、数々の変

化が起り続けています。そしてわたしは、数多くの人々がこう疑問に思っていることを認識して

います。“明日は何が起るのだろうか？”しかしわたしは皆さんに伝えますが、たとえ最初の様子で
はそう見えないとしても、明日は皆さんに最も役立つものをもたらすことになるでしょう。皆さ



んは後で、それを振り返ることができるでしょう。そして皆さんは、その中の祝福を確認するこ

とができるでしょう。

 
しばしば、祝福は極めて明白なものです。祝福は、太陽がこれから皆さんに挨拶をする午前中の

ように、まさに皆さんの前にあります。もしかすると、それは一日中外出しないかもしれませ

んが、しかしおそらくそれは、午前中に皆さんに挨拶を送ることになるでしょう。あるいは、も

しかすると皆さんは、日没の中のその日の終わり近くでそれを確認することになるでしょう。そ

して皆さんは、今は皆さんがそれを確認する目を持つ、その美しい数々の色彩を確認することに

なるでしょう。

 
遠い昔に、皆さんは皆さんが今確認するすべての色彩を確認しなかったことを、皆さんは認識し

ていますか？その具象化の初期の頃、人間の姿は色彩の様々な振動を確認するようには考案され

ていませんでした。そして皆さんの歴史の中で、もしも皆さんが戻ることができて、充分に戻っ

てそれを調査するなら、それは皆さんの科学の中の出来事でさえ、あらゆる物事は、皆さんの創

造の中で、黒か白、そして灰色の濃淡に見えました。その時皆さんの創造力の部分は、“もう少
し違って見えるように、我々はどのようにすれば振動を変えることができるだろうか”、という状
況でした。そしてその結果皆さんは、今後異なる数々の振動の受容体になる目を創り出しました

。

 
同じことが、皆さんの聴覚で起りました。最初、その聴覚は、今のような方法に順応しませんで

した。そして皆さんは、皆さんが今でも皆さんの動物達で観察するように、聴覚が今よりもより

敏感になった時期を経験しました。しかし耳に現れるさらに多くの振動を経験することは、大き

な妨害になるように感じられました。そのため皆さんは、聴覚を少し抑えました。そして皆さ

んは、もしかすると人が数々の年と叡智を獲得するにつれて、時に聴覚もまた、多くは外部では

なく内部で、人が聞くことができる場所を変えることができ、しかしそれでも、彼らはそれにつ

いて完全に幸せではないかもしれず、そしてそれをひとつの祝福として理解しないかもしれない

ことを、気付くようになりました。しかしそれは、ひとつの目的に役立ちます。

 
現在の日々で、皆さんが確認しない多くの物事があります。そしてまたそれは、ひとつの目的に

役立ちます。皆さんが、皆さんの周りのすべてにある数々の振動によって圧倒されないようにす

るためです。皆さんは、皆さんのコンピューターという最も素晴らしい科学技術を持ちます。そ

れは、皆さんを兄弟姉妹達と結び付けます。皆さんはその人々を決して物質的な目で確認しませ

んが、しかし皆さんは、インターネットと呼ばれるもので結び付くことができ、そして皆さんは

、記述されているものによって、その個人と知り合うことができます。

 
無線の振動は、皆さんと伴にまさにここにありますが、しかし皆さんは、皆さんが圧倒されない

ように、排他性の科学技術を考案してきました。その上、皆さんは、皆さんを取り囲む、兄弟姉



妹達からの極めて少数の振動しか経験しません。皆さんはすべて、皆さん自身の振動を生み出し

ています。植物はその生命エネルギーを振動させています。電灯は、振動を生み出しています。

皆さんは数々の振動に囲まれています。

 
皆さんが内面に向かい、内面の穏やかな場所に進む時、皆さんは振動に、その穏やかさの中の皆

さん自身の振動比率に、気付くことになるでしょう。皆さんは、今後音楽に波長を合わせるよ

うに、それに同調することができます。それは、皆さん自身の主題歌になるでしょう。そして皆

さんが皆さん自身の空間であるその空間に向かう時、それは身近に感じることになるでしょう。

皆さんが既に静かな状態になっていいて、既に瞑想状態になっている時、皆さんは既にこれを感

じています。皆さんは既に、皆さん自身の振動、皆さん自身の空間を感じていて、そして皆さん

がそこにいる時、皆さんはそれを認識しています。そして皆さんは、皆さんの内部の故郷である

その場所、皆さんのものであるその穏やかな場所にもう一度現れる方法を、認識しています。

 
皆さんが静寂の中で腰を下ろす時、皆さんは、事実通り振動するひとつの音符に等しいと考える

ことができるひとつの場所に訪れています。ひとりひとりの皆さんが、皆さん自身の音色を持ち

、皆さんがそこにいる時、他には何もありません。皆さんが皆さんの空間、皆さんの音色の中に

いる時、一瞬たりとも他には何もありません。それは、その振動の中のまさにそこで、皆さんが

生き、動き、皆さんという存在を経験する場所です。

 
そして、世界が皆さんの所に現れる時は何時も、皆さんは、皆さんの空間、皆さんだけの空間に

、急速に戻ることができます。今、“皆さんの空間の皆さんだけの空間”と語ったのは、他にその空
間を共有する皆さんと同じ音色の誰かがいるのでしょうか？もしも実際にただわたし達のひとり

しかいないなら、わたしは皆さんに保証しますが、これはその通り真実です。しかし、それはひ

とつの単一の音色だけではありません。一体性として共有されるものは、すべてを含んだ広い振

動の波長分布です。

 
皆さんは、本質的に、ひとつの音色ですが、しかし皆さんが既に組み込んでいるエネルギーと

して、皆さんはひとつの振動比率を持ち、そしてそれは変わります。人々がオーラの写真を撮る

なら、皆さんはこれを確認することができます。皆さんは皆さんの周りの振動比率を確認し、皆

さんの考えでさえそれが変わる様子を確認することができます。そして皆さんの内部の振動も

また、変わります。

 
皆さんはいつも非常に動いています。皆さんが穏やかで非常に静かだと感じる時でさえ、皆さん

は依然として振動を続けています。何故なら、あらゆる物事がエネルギーとして存在するから

です。皆さんは特定の周波数に共鳴しますが、しかし皆さんは、いつもその周波数に留まる訳で

はありません。それは、一瞬毎に変わります。それは、皆さんが誰かと話すように変わります。

皆さんが誰かに気付いて、“わたしは本当に彼女と振動している。わたしは本当に彼女と共鳴して



いる。わたしはこの人を知っている、そしてわたしが彼女といる時、わたし達はまさに同調して

いる”、と感じるかもしれません。皆さんはその通りです。皆さんは同じ振動水準で出会ってい
ます。そして皆さんは、特定の人々と伴にそれを感じます。他の人々については、皆さんがその

共鳴の場所に達するまでしばらく時間がかかりますが、しかし、それは訪れます。

 
皆さんは、この生涯に、微かなものかもしれませんが、皆さんの一体性を認識し、皆さんの一体

性を感じる機会、皆さんが最も美しい夕日に同調することを許す機会を、組み込んでいます。皆

さんは、この時期に、それを考案しました。皆さんは、皆さんが様々な色を確認しなかった別の

時期に、考案しました。そしてわたしは皆さんに伝えます。皆さんがまさに今夢見ることさえで

きない別の色彩を確認するようになる時期が、これから訪れることになるでしょう。皆さんは、

今皆さんが液体の結晶質として認識しようとしているひとつの姿の中で、移動し、流れるように

なるでしょう。流れながら振動する美しい液体の結晶質です。わたしが液体と言う理由は、それ

が流れるからです。

 
皆さんは、炭素基から結晶構造基に変わることになるでしょう。それは既に進行中です。時に、

皆さんが少し奇異に感じる日々が訪れますが、その理由は、物事が変化しているからです。皆さ

んの外部ではなく、皆さんの内部です。

 
それは漸進的なひとつの過程ですが、それでも、時にそれを急がせることを望む人々がいます。

そしてその人々は、自分達を変化した状態に置く様々な物質を利用し、それはちょっとした混乱

を創り出す可能性があります。それは、非常に密度の高い炭素基だったものから、わたし達のよ

うな神聖なる霊として流れるもの変えようとする、その人々の試みです。

 
皆さんは、皆さんが今まで皆さんの周りに置いてきたすべての自然によって、祝福されます。皆

さんは、皆さんの支援が現れるその山に目を向けます。皆さんの支援は、高いところ（より高い

ひとつの意識）から現れ、そしてその山々は、皆さんに対してそれを示します。皆さんが皆さん

の目をその山々の頂に向ける時、それは皆さんが皆さんの意識の中でさらに高く昇ることを許し

、そして皆さんがその山の頂にいることができ、皆さんは山頂の皆さんを見ながら渓谷の中にい

ることもできて、それはすべてひとつであることを認めています。

 
皆さんは、身体と身体の振動を円滑にする流れる水と水の幸福を持ちます。皆さんは流れる水と

、水の中で生きる生き物達、とても美しく泳ぎ飛び跳ねる魚を持ちます。皆さんは、皆さんが呼

吸するために必要な貴重な酸素を皆さんに与える、樹木を持ちます。皆さんは、樹木が花や葉に

なり始める時に樹木に注目し、皆さんは葉の色が変わる時に樹木に注目し、そしてその葉は、穏

やかに舞い散ります。そしてその時皆さんは、次の季節にはそれが戻ってきていることを、認識

しています。新しい葉、新しい生命の拡張です。皆さんは、数々の奇跡に取り囲まれています。

 



皆さんは、付き合うことが最も難しい人を、愛することができます。そしてそうする中で、皆さ

んは、皆さんが持っているとは認識しなかったひとつの能力を認めます。皆さんが好きですらな

いものを愛する能力です。“しかしわたしは、あなたを愛し、あなたを許すことができる。わたし
はあなたを好きになる必要はなく、そしてわたしはあなたのいる所にいる必要はない。しかしわ

たしはやはりあなたの前途を祝福する。わたしはやはりあなたを愛す。”

 
その時皆さんは、“ほら、もしもわたしがその個人を愛することができるなら、わたしは今まで認
識しなかったさらに大きな愛の能力を持つはずだ。もしかすると、結局わたしはそれほど締め付

けられていないかもしれない”、と気付きます。そしてそれと伴に、ひとつの目覚めが現れ、そこ
で皆さんは、“ご存知の通り、もしもわたしがそれを行うことができるなら、他の人々もそれを行
うことができるかもしれない。もしかすると、世界の中に愛があるかもしれない”、と自覚し始め
ます。そして皆さんは、愛があることを認識します。

 
わたしが十字架に釘付けにされた時、わたしは兵士達、百人隊長達がその仕事をするのを確認し

ました。彼らのすべてがそこにいることを望んだ訳ではありません。彼らのほとんどは、起こっ

ていることが好きではありませんでした。しかし、世代的な教えのせいで、彼らは彼らに期待さ

れていることを行いました。彼らの魂の奥深くでは、それは彼らが行うことを望んだものではあ

りませんでした。兄弟姉妹に拷問を加え、怖れを創り出すことです。それはその時、彼らが彼ら

に権力をもたらすと考えたものです。

 
そのため、十字架から、わたしは彼らを愛しました。何故ならわたしは、彼らが認識されていな

い愛であることを確認することができたからです。彼らがまだ表現していない、その認識されて

いない愛です。そして彼らは彼ら自身のために他の生涯を生み出したため、わたしは、今後の転

生の中で、それを皆さんと共有することになるでしょう。彼らはその愛を実現し、彼らの気持ち

を声に出すことができました。彼らがその生涯の中で行う特定の仕事に就いた時、彼らは彼らが

自由に話すか感じることができるとは感じませんでした。

 
皆さんは、皆さんが今まで皆さん自身に提供してきた数々の才能、幸福に取り囲まれています。

皆さんは今まで、“わたしは創造するだろう”、と口にしてきました。そして、愛とは異なるものを
創り出して、それほど心地良くないことを経験してきました。皆さんは、こう口にしてきま

した。“今、わたしは、愛に溢れるもの、胸を躍らせるもの、わたしが拡大してわたしという存在
のすべてを理解し始めることを許すものを創り出すことにしよう”。皆さんは刻一刻と皆さんの現
実性の立体映像を創り出していて、そして皆さんは刻一刻とそれを変えることができます。

 
皆さんは、これほど恵まれています。皆さんが皆さんの数々の可能性と数々の確率と、皆さんが

その科学技術から生み出す数々の現実性を認めるためにそれが利用される時、皆さんは、すべて

の自然に、すべての科学技術に非常に恵まれています。皆さんは、皆さんの自覚的式の中にある



あらゆる物事に恵まれています。皆さんの立体映像を、美しいものにしてください。皆さんの立

体映像を、皆さんのこころと共鳴するものにしてください。

 
皆さんは恵まれています。そうあらしめよ。

Blessed art thou. So be it.

 
Jeshua ben Joseph (Jesus) In Expression through Judith
 
http://lightworkers.org/channeling/194248/do-you-know-how-blessed-you-are-jeshua-judith-coates
 
 
 



皆さんの立体映像と皆さん自身を余りに深刻に受け止めないことが皆さんの責務

皆さんの立体映像と皆さん自身を余りに深刻に受け止めないこと

が皆さんの責務
IT BEHOOVES YOU NOT TO TAKE YOUR HOLOGRAM AND YOURSELF TOO
SERIOUSLY
5 March 2014 - 8:03pm
 
ジュディス・コーツ経由

Channeler: Judith Coates
 
JESHUA:
 
 
 
“日中に、かなり頻繁に深呼吸をして
皆さん自身が注視する者の場所へ上昇することを許し、

皆さんが行っていること

皆さんが考えていること

皆さんと会話している他の人々が考えていること

その人々が感じている様子を、

ただ注目してください。

 
それは皆さんにとって最も有益で、そして多少楽しいものであり、

何故なら皆さんは、皆さんが話している内容が最も重要な物事だと感じている可能性があるから

です。

そして皆さんは、他の人々にそれを提示し、

そしてその人は、特に皆さんに耳を傾けている訳ではありません。

皆さんが一息吐くのをやめた時、他の人々は、あなたに言い返そうとする内容を復唱しています

。

 
そのため、皆さんの立体映像と皆さん自身を余りに深刻に受け止めないことが、皆さんの責務に

なります。

言いかえると、皆さん自身が見る人になることを許すことです。

そして立体映像の中の相互関係の様子、

そしてその相互関係が生じている姿に注目して、



そしてそれについてひとつのユーモアの感覚を持つことです。”

 
~ Jeshua Online
www.Oakbridge. org
 
http://lightworkers.org/channeling/197190/jeshua-it-behooves-you-not-take-your-hologram-and-
yourself-too-seriously



ちょうど今、惑星規模で数多くの皆さんの内面で巨大な揺れが起っている...

ちょうど今、惑星規模で数多くの皆さんの内面

で巨大な揺れが起っている...
There is great quaking occurring within many just now, planet wide...
3 July 2011 - 9:26pm

フェイ・ルーチ経由

Channeler: Faye Rouchi

ちょうど今、惑星規模で数多くの皆さんの内面で巨大な揺れが起っています。そのため

、もしも惑星が存在していなければ、そしてもしもひとつの惑星として変換されている

振動だけであるとすれば、これは実際に何を意味しているのでしょうか？ここですべて

の物語、すべての歴史的な脈絡を排除して、純粋にエネルギーの水準として、わたし達

はこれを検討することができます。しかしまず前置きをさせて貰うと、皆さんが確認し

ているすべての振動の変換はまさに象徴であり、数多くの皆さんが共有している象徴、

さらに数多くの人々の個人的な象徴でもあります。地球は皆さんすべてが共有している

ひとつの象徴です。地球は、エネルギーを定義付けているひとつの象徴、ひとつの存在

に属する意識、そして皆さんの姉妹としての役割を果たしていて、皆さんはそれをガイ

アと呼んでいます。

この地球という身体の上で、数多くの物事が変化しています。それはガイアのエネルギ

ーが変化しているからであり、またその意識も変化しているからです。これがすべての

物事に影響を与え、それが地球のエネルギーに溶け込んでいます。この融合は、立体映

像的なものとして言及することができます。ひとつのものの中の変化がすべてのものの

中の変化になっていることを意味しています。そのため、皆さんひとりひとりが皆さん

のエネルギー、皆さんの振動、皆さんの意識の中で変化しているように、すべての物事

が変化しています。こうした変化が起っているため、気象パターン、地震、太陽フレア

といった皆さんの数々の象徴が変化しています。こうした出来事のすべてが変化の象徴

になっています。ここでその元素、火と水について考えてみると良いと思います。火は



、変容、水は流体の光、光は濃縮されて水の中に入っています。火と水は数多くの属性

を共有していますが、しかしそのひとつの大きな違いが温度であり、その最も極端な効

果として熱いと冷たいがあり、水は冷たく凍り、炎は熱く流動的です。

こうした元素の両方が、空気、大気の内部で融合しています。そこではその2つの元素
は可視的で物質的な姿を失っているように見えるため、人間にとってより捉え難いもの

になっています。風は水と火の躍動から創り出されています。皆さんが気象パターンや

その他のものを観る時に、こうした物事を考え、集団的なものそして個人的なもの両

方で、皆さんのために保有している数々のメッセージを確認してください。皆さんが個

人的に経験しているどのような気象パターンも、それはその時の皆さん自身の個人的な

宇宙の内部で皆さん自身が創り出しているか、あるいは集団的に創り出しているかのど

ちらかです。そこには現在皆さんの内面で起っていることに関して、皆さんのためにひ

とつのメッセージが存在しています。皆さんに対してこれが何度も明らかになりますが

、別の時には曖昧になるでしょう。皆さんのエネルギーの解放と皆さんの拡大している

意識のひとつの指標として、わたしは皆さんが気象と関わり始めるように奨めます。皆

さんが元素と互いに影響し合い、皆さんの元素との創造においてその元素に習熟すると

いう方法で、皆さんは皆さんがお互いに演じているかなり個人的な躍動を認識するよう

になるでしょう。

堅牢性とはひとつの幻影であり、皆さんのために、今まで皆さんの精神がエネルギーを

姿態として置き換えるために用いてきた象徴です。より象徴的な方法で、固体として現

われているものの観察を始めてください。分析する必要はなく、ただ単純に観察してく

ださい。皆さんは魔術師であり、こうした物事の指揮者であることを忘れないでくだ

さい。それを当然のことだと受け取らないでください。象徴的な方法でさらに観察して

ください。皆さんのカンバス上の絵画として世界を確認してください。例えば、今日、

皆さんは青色を選択し、昨日はそれが赤でした。皆さんが世界として認識するようにな

ったものに目を向け、皆さんが特定の画を描くために用いているものに対する認識を始

めてください。その本当の姿に対する皆さんの反映として、それを認識するようにして

ください。皆さんはほとんど笑顔でそれを描きましたか、それとも怒りが皆さんの兄弟

姉妹の顔の上でしかめ面をしていますか？　ただ単純にこれを観察するだけで充分で

すが、しかし一方で、皆さんは芸術家としてその構成要素を変えることができます。こ

れをするためには、単純にそれを意図することです。皆さんの絵画の中により多くの笑

顔を確認することを意図してください。皆さんがその反射光にどれほど影響を与え、そ



の反射光が皆さんにどれほど影響をあたえているか、それを確認してください。皆さん

の地球の現実性の魔術師として、それは皆さんの驚くべき躍動になっています。堂々と

これを思い出し、これを認識することが、皆さんを被害者の状態とは遠く懸け離れた創

造主の状態にします。それはまた、皆さんの自己の視野を引き上げて、皆さんをさらに

宇宙的な視界と同調させます。

皆さんはひとりの芸術家であり、皆さんは皆さんの世界を、皆さんの道を描き、そして

またあらゆる瞬間にそれを行っています。それを行うことを学ぶのは皆さんの役割では

ありません。何故なら、皆さんは既にそれを行っているからですが、しかしまた皆さん

がこれを認め、それを自覚しはじめた方が賢明になるからです。それが‘皆さんの’現実
性であり、皆さんはそれを皆さんがそう望むどのような方法を用いても描くことができ

ます。

わたし達はひとつです。わたしはヨシュア、皆さんにはイエスとして認識されています

。しかし実は、わたしは皆さんです。それは、皆さんはキリストであり、一体性の中で

、わたし達はキリスト意識として存在しているからです。

http://lightworkers.org/channeling/135426/there-great-quaking-occurring-within-many-just-now-
planet-wide
3
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これほどたくさんの良い知らせがある

これほどたくさんの良い知らせがある
There Is SO Much GOOD NEWS!
12 July 2011 - 9:25pm

フェイ・ルーチ経由

Channeler: Faye Rouchi

わたしの最愛なる皆さん、わたしはヨシュアです。そしてわたしがいつも共有したい

と思っていることは、わたし達の一体性、わたし達の同一性です。

これほど数多くのわたし達の兄弟や姉妹の皆さんが、自分たち自身が把握しているもの

、自分たち自身の存在性の内部ではなく、自分達の偽りのない姿に気付くことを許さな

いまま、むしろ自分達を上回る自分達の外部のものとして、他の誰かが持っているもの

として、叡智を理解しています... すべて皆さんが認識しているものです！

これほどたくさんの良い知らせがある

There is so much GOOD NEWS!

皆さんが健全であり、完全であることは、良い知らせではありませんか？皆さんをこの

真実から遠ざけているのは、皆さんの信念、皆さんが同調してきた考え方、不正確な考

え方だけです。その誤解は、それを生み出した無にその誤解を手渡すまで、皆さんを目

隠しされた状態のままにしてしまいます。こうした考え方は、今まで皆さんの精神の内

部にひとつの棲家を造っていて、皆さんのこころを重たいものにしてきました。何故

なら、皆さんのこころは皆さんのさらに素晴らしい真実を認識しているからです。その

真実とは、見案さんは愛であり、皆さんはすべて認識していて、そして皆さんがさらに

高い階層に属するひとりの創造主として存在している、ということです。皆さんは限定

された皆さん自身の側面からでも創造することができ、また分離やそれに伴う苦悩のす



べてを経験することもできます。あるいは、皆さんは、皆さんが健全であり、完全であ

るという良い知らせを受け入れることができます。

わたしはこの瞬間に、皆さんがこの‘わたしは健全であり、わたしは完全である’という
考え方を受け入れるように勧めます。そしてあらゆるすべての感覚に気付くことを、考

え方だけではなく、皆さんのために現われている感覚にも気付くことを勧めます。もし

も皆さんが何かの抵抗に気付いているのであれば、わたしは皆さんがこの抵抗を取り込

んで皆さんのこころの空間に入れ、皆さんの内面の存在の核心の中の輝く光の中に入れ

ることを勧めます。この抵抗に向って、愛と配慮と穏やかさを込めてお帰りなさいと伝

えてください。皆さんはひとりの新生児の想いを察することができるはずです。皆さん

という存在である愛で、この抵抗を受け入れてください。そしてこれがその抵抗を解

消し、皆さんの真実を、皆さんの輝かしい光の中の全体性を、そして皆さんがこの単純

な練習をする前には手にすることができなかった認識を経験することを、皆さんは許す

ことになるでしょう。

頻繁に愛を吸い込み、愛が皆さんのエネルギーを満たしている姿を思い描き、皆さんと

いう存在にさらに明るい光と輝きを実現する

Breathe Love in often and imagine Love filling your energy, bringing a brighter light and
radiance to your be-ing.

最愛なる神の子供達、皆さんの内面を輝かせる道筋を複雑なものにする必要はありま

せん。皆さんが皆さんの知的な精神ではなくそのこころでこれを行う時、それはいつも

単純です。いつも複雑性を楽しみ、追い求めるのは、ただ自己満足に浸ることが好きな

知的心性だけです。皆さんはこの世界に責任を負っています。皆さんは皆さんの精神あ

るいは皆さんのこころと伴に生きることを言明しています！　そして皆さんという存在

の部分でこころの他に何かあるとすれば、思考というよりはむしろ感覚です。誤解しな

いでもらいたいのは、わたしは皆さんに決して考えないようにと言っているのではあり

ません。皆さんの選択は皆さんの考え方、皆さんの精神からではなく、むしろ皆さんの

こころから、皆さんの感覚から行うようにしてもらいたい、と思っています。何故なら

、皆さんのこころは皆さんの真実の自己であり、皆さんの信念体系という厚いかさぶた

ではないからです。



解放は、もはや行う必要がなくなるまで行われるこのひとつの選択に過ぎません。解

放は、皆さんが皆さんのこころに、皆さんを取り囲んでいる皆さんという愛に、意識を

集中させているあらゆる瞬間にこそ実現することが可能なものであり、またその状態で

あれば今後も実現して行くことになるでしょう。皆さんは愛という眼を通して見ること

によって、これを自覚するという選択を行います。

わたしは皆さんに、これを単純に、それでも1日か2日強力な訓練で試して、これをほん
の少しの間ながら頻繁に行うことを勧めます。それは皆さんが把握する時間にしてほん

の短い間であり、そしてそれにもかかわらず、現在も今後も、時間が皆さんに提示して

いる制約から皆さんを自由にすることになるでしょう。皆さんは、まさに呼吸が皆さん

にとって新たな意味を持っていることに気付くかもしれません。皆さんは呼吸をただ皆

さんの生命を維持するだけではなくそれ以上のものとして理解しているかもしれませ

んが、しかし今は皆さんの愛と伴にこの生命を元気付けています。皆さんはそれぞれの

瞬間に息を吸い込んでいます。皆さんの意識をそこに向けてください。それが最も強力

な訓練になります。

皆さんという存在である愛で満たされながら、最もおどろくべき1日を経験してくだ
さい！　皆さんを超えてこの愛を放射状に広げてください。このようにして、皆さん

は‘全存在’とつながります。このようにして、皆さんは宇宙として存在し、さらにず
っと、さらにずっと進んで行きます。

わたしはヨシュア、皆さんの宇宙の友人であり、旅の途上の兄弟であり、光の実現とい

う共通の目的です。皆さんが困難を感じた時には必ずわたしの手を取って、わたしが皆

さんのこころの内面にも存在している永遠の至福を皆さんに向けて流すことを許してく

ださい。その至福こそわたし達すべてであり、わたし達すべてが共有しているものです

。

皆さんの旅が素晴らしいものになりますように、いつものように、わたしは皆さんの内

面に留まり続けます。

Good bidding on your journey, as ALL-ways, I remain within you.

http://lightworkers.org/channeling/136164/message-jeshua-there-so-much-good-news

http://lightworkers.org/channeling/136164/message-jeshua-there-so-much-good-news
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呼吸を通して二元性を変える

呼吸を通して二元性を変える
Transmuting Duality Through Breath
MESSAGE FROM JESHUA
29 November 2011 - 7:30pm 
フェイ・ロウチ経由
Channeler: Faye Rouchi 
 
男性と女性のエネルギーに呼びかけて、精神の中でより正確な発想が形成されるように
するために、こうしたエネルギーの名前を変えることにしましょう。皆さんの内部には
、男性と女性、それぞれの性の位置付け等々に関してこれほど数多くの事前設定が存在
しています。こうしたエネルギーを再調整するために、それを吸気と呼気と呼んでみ
ることにしましょう。 
さて、吸気を流入している愛として、呼気を放射している愛として理解してみましょう
。ほとんどの人間にとって、人間は主に流入に目を向けています。皆さんの現実性全体
が今まで歪んでいたのは、このひとつの後ろ向きの考え方、愛の流入の意識の集中と望
みがほとんどであり、皆さんの意識が愛の流出にほとんど向いていなかったからです。
 
皆さんのすべての板挟み状態の解決策は、ただ単純に皆さの意識の焦点を愛の流入から
愛の放射に反転させることによって見付けられるだけです。単純ながら力強い呼吸の実
践が、皆さんの内面に存在しているこの事前設定の逆転を開始し、その安定化の過程を
始めることを可能にします。単純に、さらにお好みならほんの少しの時間を取り、しか
しこれはより短くさらに頻繁に行うことが最も役立ちますが、皆さんの愛の流れの吸気
を皆さんに向けて、皆さんを清らかにして、すべての灰汁を取り除いてください。灰汁
の他に愛ではないものがあるでしょうか？　この愛の流れには、皆さんがいつも必要と
するすべての答え、すべての解決策、すべての閃きが含まれています。何故なら、これ
が皆さん自身の本質そのものを受け入れているからであり、それは本質的に女性という
古い名札を用いています。 
数多くの人々が呼気を怖れています。ほんの少しの間でも意識的に呼吸をするだけで
、必要となるすべての物事が行われ、安定を回復します。皆さんの意識を完全に流入流
出している愛の周期に集中しながら呼吸して、ここで吸気と同様に呼気にも意識を集
中し、皆さんの本来の姿でありすべてでもある愛という皆さんの存在から息を吸い込み
、また呼気にも同じように集中して、この周期を意識的に完了してください。これ以外
のどのような大げさな振る舞いや行動に対しても、関心を向ける必要はありません。単
純な呼吸の完全な周期に対する意識、そして愛を吸い込み、皆さんの外部の表現に向け
て愛を吐き出すことが、安定を回復させます。 
さて、もしも皆さんが許すのであれば、この実践の中で吸気が、皆さんのエネルギーの
身体を綺麗にして燦然と煌めく光にするために洗い流す必要がある欠乏、必要、判断と



いう考え方のすべてを皆さんに明らかにし、指摘して、この光をどんよりとしたものに
見せてきたすべての信念を皆さんに気付かせることになるでしょう。 
光の曇りが起る時、皆さんの呼吸を用いて、皆さんを通して愛を吸い込み、皆さんの
呼気で愛を吐き出す皆さんの意識が皆さんのすべてのどんよりとしたエネルギーを吹き
払い、そのすべてをその自然な状態の輝かしい光に、あらゆる物事の根源に、変化させ
、変質させるようにしてください。そのため、皆さんは灰汁もまた光であることを理解
できるはずであり、それはただ他のものとして考えている皆さんの信念そのものによっ
て歪められ、捻じ曲げられ、操作されて、不自然な状態になっているだけです。 
皆さんの精神は皆さんに、これは余りにも簡単で単純過ぎて、実際にそれほどの力を維
持することができない、と伝えるかもしれませんが、それにもかかわらず、わたしは皆
さんに、これが神の愛を受ける方法である、と伝えます。これを行うことで、人は安定
を回復します。そしてその状態は、意識を集中させる力が安定それ自体の上に置かれて
いることから生じていることを、感じ始めるでしょう。 
いわゆる不愉快な感覚に対処することついて多くの議論が存在しています。わたしは皆
さんに、こうした不愉快な感覚は、今まで皆さんが不愉快なものだと教えられてきたも
のです。皆さんは、こうした感覚はこういうものだ、と学んできました。むしろ、愛を
吸い込むこと、愛の存在感や愛の意識で不愉快な感覚を洗い流すことは、不愉快な感覚
自体の表現を許し、皆さん自身が不愉快な感覚を奇跡の感覚を意識しながら表現するこ
とを許します。感じることは、歓びに満ちた創造です。皆さんが今まで創り出してあら
ゆる物事に反抗すること、それを否定することは、愛ではなく、また愛情に溢れた状態
ではありません。あらゆる瞬間にたとえ皆さんの精神が他の設営をしようとしても、皆
さんの周りのあらゆる物事を愛することが最も重要になっているのは、これがその理由
です。何故なら、それは事実通り、それはただ皆さんの悪い、望ましくない、苦痛だ、
等々という把握であり、その状態がそれをそうしているからです。精神が皆さんに何か
が悪い、何かが望ましくないと伝えていることを皆さんが気付いた時は、必ず考えるこ
とから離れて、単純に呼吸を許し、皆さんを通して吸気が皆さんに愛を流入し、呼気
が愛を吐き出し、皆さんの外部に現れているものに対して愛を表現し放射することを許
してください。愛は解毒剤です。他の解決策はありません。 
ですから、ひとつの感覚としてではなく、ひとつの行いとしてすべての物事を愛するこ
とは、そして呼気になって活動することは、すべての物事に安定をもたらします。そ
れは、皆さんの意識の焦点が、皆さんのところに訪れる愛に集中しているからであり、
皆さんという存在である愛を皆さんが否定していると、皆さんは内面を除いたあらゆる
場所から愛を嘆願する必要があると皆さんが感じ、信じてしまい、そして内面の愛の存
在感と、皆さんはすべての物事の中の愛として存在していることを認識する皆さんの神
の力を否定していることになります。ここにある言葉のすべてに気付いてください。99
％ではなく、100％... 100％の時間です。何故なら、これは事実通り高められた状態
になっているからです。ただ愛を理解し、ただ愛になることです。これが起るまで、皆
さんの怒りを、皆さんの悲しみを、皆さんの怖れを、愛で洗い流して、皆さんの巨大な
視覚化と真の理解の力で変容させてください。それはただ、誤解に囚われてしまった愛
に過ぎません。皆さんの悲しみ、皆さんの怖れ、皆さんの自己蔑視を洗い流してくだ



さい。 
もしも涙が流れたら、それを許し、皆さんの涙の流れを許してください。何も抵抗しな
いでください。不安定な男性のエネルギーは変化を、制御を探し求めています。愛が浄
化することを許し、そしてこの自覚を誤りや不正確さから、要するに断定的な判断から
移行させ、受け入れ、愛するために、象徴的に言葉の浄化を用いてください。これは必
ずしもひとつの感覚を引き起こすことはありませんが、しかしその可能性もあります。
人は愛という皆さんの力を表現することから歓びを感じるかもしれません。愛は唯一の
真の力です。それを用いてください。繰り返しそれを用いて、いつもそれを用いてくだ
さい。そうすれば、皆さんは時間に対する要求を終らせることになるでしょう。 
愛はすべての疑問に答えてくれます。愛はすべての答えを運んできます。どのような困
惑が持ち上がろうとも、愛の呼吸を実践してください。強力な情緒が皆さんを圧倒して
いる時は必ず、充分にそれを許し、それを感じ、そして愛の呼吸を実践してください。
疑いが皆さんの確実性を上回る時は必ず、愛の呼吸を実践し、皆さんの確実性が、愛と
いう皆さんの本来の姿と状態が戻っていることに注目してください。 
わたしは皆さんの兄弟であり、わたしは皆さんと同じであり、皆さんに宿っているキリ
ストの霊であす。愛として、わたし達は愛に溢れているため、愛の恩寵の中で、この愛
の呼吸が皆さんに愛の影響力を提示し、愛の影響力を皆さんにもたらし、そして皆さん
を元気付けます。
 
キリストの霊の中で、わたしはヨシュア

In Christ'’s Spirit, I Am, Jeshua 

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing
has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is

included.http://www.fayerouchi.com 
Thank you for including the above website link when posting this message. 
http://lightworkers.org/channeling/147486/message-jeshua-transmuting-duality-through-breath

http://www.fayerouchi.com/
http://lightworkers.org/channeling/147486/message-jeshua-transmuting-duality-through-breath


樹の剪定

樹の剪定
Pruning the Tree
MESSAGE FROM JESHUA:
7 December 2011 - 3:53am 
フェイ・ロウチ経由

Channeler: Faye Rouchi 
 
わたしは数週間前に難局を経験し、自分はある種の次元上昇の落ちこぼれ、出来損ない

ではないかというわたしの怖れを和らげるために、このメッセージを受け取りました。

わたし達は、もはや表層上に留まることができないものを震撼させ、混乱させ、ぐらつ

かせ、最終的にわたし達が手放すようになるこの胎動とさらに高い振動の時に入ってい

ます。そのため、わたしはまさにこれは何か同じようなことを経験している他の人々に

も役立つかもしれない、と考えました。留まることができない物事は、ある理由のため

にわたし達の旅のこの終わり近くの章に残されていたものであり、それはわたし達が実

際に手放すことを望んでいない物事でした... そのため、もしもそれが最終的に起らな
ければならない時に抵抗を示すことになれば、それは多少痛みを伴うものになり得るも

のです。ここにそのメッセージを載せておきます... 
わたしの最愛なる皆さん、皆さんは内面で溢れ、泡立ち、揺れ動いている、手放さなけ

ればならない数多くの情緒を持っています。許し、許し、そして許してください。それ

を動かしてください。それが自由に動くようにしてください。皆さんは真実を完全に思

い出す際に役立つ浄化を経験しているところであり、これは皆さんがこれほど長い間

望み、これほど長い間意識を集中してきたものです。ですから、それが今起っていて、

皆さんとこの完全な知識の間に横たわっているあらゆる物事を皆さんに明らかにしてい

ます。ですから、引き返さないでください。何故なら、今は前進し、皆さんが創り出し

た障壁を超えて進み、ひとつの夢を経験する時であり、今、皆さんは既に皆さん自身の

内面に夢の終わりとしてこの夢を呼び出しています。今は目覚めの時であり、皆さんが

望むものは目覚めることだけです。これは皆さんのために、皆さんが皆さんの望みを自

覚するように、皆さんによって完全に明らかにされ、活性化されています。ただひとつ

の道が存在しています。それは通り抜け、皆さんのすべての思い違い、誤解、不完全な

信念を経験するための道です。何故なら、皆さんはそれを一掃することができる唯一の



存在だからです。これは回想の道です。 
これは時機にかなう必要はなく、また苦悩に満ちている必要もありませんが、しかし一

方で苦痛に満ちた信念、概念、考え方は、それなりに認識されていることが必要になり

ます。そういった状態は、皆さんがそれを再評価し、再考察し、次にそれが皆さんの創

造した現実性の一部になり、あるいはそれを解き放ち、残ったものに目を向けて確認し

、その覆いの背後に今までいつも何が存在し、これからいつも何が存在するようになる

のか、それに目を向けることを目的として、そういったものが皆さんの自覚的意識の内

部に生じるようになることを意味しています。 
皆さんが進んで感じ、理解し、手放す限り、経験になって行くものは、皆さんに資する

ものになるでしょう。目から鱗が落ちる容認の経験をするか、あるいは何らかの意味で

それでも価値があるものを維持するために手放すことを拒絶して、必死の努力を経験し

てください。どちらにしても素晴らしいことですが、しかし一方は簡単で早く、胎動を

許しますが、もう一方は苦闘になり、皆さん自身の存在性そのものの内部で葛藤を生じ

ます。今は事実通り、皆さんの内面を理解する時です。頭とこころの両方で。 
皆さんが今まで引き受けてきたこの歩みを高く評価して、それが必要とされる時になる

ことを許してください。何故なら、皆さんの歩みが完了すると同時に、皆さんがこれほ

ど長く切望してきた目的地へ向かう道の間中、それが皆さんを導いてきたことに気付く

ことになるでしょう。それがまっすぐな直行経路であるか、あるいは表面上迂回路に満

ちている曲がりくねった路であるかにかかわらず、これは今皆さんが選択している道

です。それは感じるための苦闘ではありません。それは解き放つための苦闘でもありま

せん。それは真実の実現として皆さんの自覚的意識の内部で生じてきたものにしがみつ

くための苦闘であり、同時に皆さんは変化に対する怖れから、失うことの怖れから、こ

れを認識できなくなっています。皆さんの情緒の剪定が皆さんを剥き出しの状態にする

ため、今、勇気を持ってください。何故なら、皆さんはかつてそこに存在していた混雑

した大枝の代わりに、皆さんの内部の枝にさらに多くの光が届いていることを確認する

ようになるからです。皆さんはさらにより健康な樹になっているところです。 
皆さんの夢は美しく、ほんとうに美しいものです！　皆さんが経験するようになる理解

のためには、著しい内面の変化が必要になります。この変化が起ることを許してくだ

さい。それは皆さんがおそらく考えるほど、長く巻き込まれるようなものではありま

せん。皆さんは樹の剪定と言えるものに近付いています。そしてこれは、直接その根に

関係しているものであり、そこでは、停滞と騒音と混乱と誤解よりもむしろ善良と真実

に合うやり方で皆さんを力付けるために、すべての知識と力が皆さんの内部で立ち上が

ります。あらゆる物事から引き返さないでください。皆さんがすべての複合的な心象を



認識し、解き放つことができるように、自覚的意識ですべての感覚を感じることを許し

てください。 
皆さんはこの愛そのものをこれほど長く感じ、経験しているため、皆さんは計り知れな

いほど愛されています。皆さんはこれほど、皆さん自身を切望しています。これが皆さ

んの最後の目的地であり、皆さんの自己の再発見になるため、それを続けてください。

 
わたしは永遠に皆さんと伴にいるため、皆さんは独りで歩いているのではありません。

 

キリスト意識の中の皆さんの兄弟にして仲間のままでいる、わたしはヨシュア

Your brother and friend in Christ Consciousness, I remain, Jeshua 

Scribe: Faye Rouchi

http://www.fayerouchi.com
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それはすべてとても単純なこと

それはすべてとても単純なこと
It Is All So Simple
MESSAGE FROM JESHUA
24 December 2011 - 8:55am 
フェイ・ロウチ経由

Channeler: Faye Rouchi 
 
皆さんは愛です。ただ愛だけが存在しています。皆さんの誤解こそが、皆さんの自覚的

意識に対してその真実を覆い隠しながら愛を歪めています。この状況は今、変化してい

ます。それは過激に、そして飛躍的に変化しているところです。自覚的意識の光はもう

活気づいています。自覚的意識は今、表面的には数多くの人々として現れている一体性

の中で大きくなっているところです。 
人がその枠組みに意識を集中する時、ひとはその枠組みを理解します。人がひとつの存

在がその枠組みの内部に含まれているものをさらに良く理解する時、そしてわたしはこ

の意味を皆さんの伝えているのですが、どのような枠組みがそれを維持していようとも

、それは同じものであり、そしてそれが、愛です。 
皆さんはその枠組みにこれほど意識を集中してきましたが、今までそこには意味が含ま

れていることを忘れていました。そして皆さんは自覚的意識や焦点をその意味にほとん

ど向けていなかったため、皆さんはその存在を自覚することを止めてしまっています。

皆さんは、違っているものと類似しているものの分類をして、いつも愛として存在して

いるその意味の純粋性を歪めながら、その枠組みやその意味を融合させようとしている

ように見えます。 
ではこれが、皆さんに皆さんの姿であると伝えられている愛なのでしょうか？　皆さん

は愛について語り、記述し、表現する数多くの言葉を持っています。しかし一方で、皆

さんはただその精神の中でその枠組みと意味を融合させることによってその一体性を歪

めてしまったため、皆さんは今まで愛についての真実を歪めてきました。 
ですから、愛はひとつの概念として存在しているのではなく、概念はただ皆さんが議論

して合理的に説明することができるものに過ぎない、というひとつの事を伝えることか

ら始めることにしましょう。愛は認識です。それは事実通り言葉に置き換えることはで

きません。数多くの人々が、これは現実逃避だ、いやその存在は現実に起因している、



と議論するかもしれませんが、しかしわたしは、愛はただ実在するものとして認識され

ているものであり、その認識はいつも皆さんの数多くの言葉の限界を超えていることを

伝えます。 
皆さんは言語を数々の言葉として考えますが、これは皆さんの物質的な世界の内部では

真実です。皆さんは話されている言葉を聞き、記述されている言葉を理解し、皆さんは

言葉の定義を学びます。言葉は強力な手段であり、今は皆さんに叡智と真実を伝達する

ために利用されています。言葉は知的精神に属しているという事実を認識してください

。真の意思伝達とは言葉の限界を超えたものです。真の意思伝達とは認識であり、この

認識は皆さんの人間の経験の中で経験され、感じられるものであり、それは皆さんの限

定された物質的な世界を超えています。真の意思伝達は、精神が静かで思考が停止して

いる時に現れます。真の意思伝達が生じることを可能にするためには精神が静かな状態

になっていることが不可欠になっているのは、これがその理由です。 
真の意思伝達が再確立されると同時に、皆さんは数多くの認識を復旧させることができ

、同時に皆さんの回想が起ります。皆さんがその定義付けに祈りや瞑想と呼んでも構

いませんが、しかし開かれたこころ、あるいはこころに集中した状態が、真の意思伝達

の経路になります。これは言葉を超えているため、実際の説明を与えることはできない

ものであり、この多くの事実が愛の認識にもあてはまり、巨大なものも小さなものもす

べての物事は愛として存在しているため、真の定義付けを行う事ができないものです。

 
次に、愛ではないものを説明することはさらに役立ちます。何故なら、これは皆さんが

真の愛を経験するための準備になるひとつの手段として提供できるものになっているか

らです。真の認識とは、皆さんという存在の本当の姿と皆さんは愛として存在し、それ

がすべてだ、というものであり、その状態を経験することこそが、皆さんを真の認識に

戻すことになるでしょう。その時これとは異なるように見えるすべてのものが、愛では

ないものです。それとは異なる物事は思い描かれたものであり、真実ではなく、皆さん

の人間性の本質とは異なるものです。存在している同一性そのものが愛であり、あらゆ

る場所に存在しているものです。人は、愛は意識として存在していると言うこともでき

ますが、しかしこれは限定された不完全なものであり、しかしそれでも当てはまる部分

はあるでしょう。 
ですから差し当たり、意識はその真実に属するフラクタル構造を生じるため、意識に焦

点を当てることにしましょう。意識すること、あるいは意識しないことは、皆さんすべ

てが現在目の当たりにしている表面的な境界線になっています。意識することは自覚す

ることですが、さらにそれ以上のことを意味しています。意識しないことは自覚しない



ことですが、それにもかかわらずそれは決して事実通り真実になり得ないものであり、

ただ経験されるだけです。皆さんがいつも意識しているという認識に向かうというこ

とは、無意識は経験できる単なるひとつの狂った発想であることを理解しながら、真実

に向かって進むことを意味しています。 
憎しみは誰でも経験できるものであり、皆さんの数多くの愛についての批判と同じよう

なものです。しかしただ愛だけが存在しています。そうでなければ、皆さんは愛を批判

するかもしれません。ですから、次にこれを区別してみましょう。愛とは別のあらゆる

物事を経験することは、愛を裁いていることであり、この状態はその真の意味を歪めて

います。どのようにすればこのような状態なり得るのでしょうか？　皆さんの日常の瞬

間を調べてみてください。あらゆる瞬間に、皆さんは愛と真実を理解する、あるいは怖

れと幻影を理解するための選択肢を持っています。 
今皆さんを煩わしているあらゆる物事、それは皆さんの精神の内部で、皆さんがそうす

ることを選択したものの中で、皆さんによって歪められてきた愛です。数多くの皆さん

が怖れを選択することに対する責任を引き受けることをいまだに拒否しているため、皆

さんは皆さんの自己を受け入れる能力を妨げています。それにもかかわらず、探しても

決して見つからない酷い狂気の競技はひとつの大鉈であり、今はこの競技を終わりにす

る時です。個人の自己は愛として存在していて、すべての苦悩はその個人の自己ではな

いものから現れています。ですから今は、すべての苦悩を終わりにする時です。 
ここで扱った言葉は実際にこれほど単純なため、皆さんはこうした数多くの言葉を引き

受けることができます。皆さんは愛か怖れかのどちらかであり、皆さんは愛として存在

しているため、怖れは真実になることができません。それにもかかわらず、真実のよう

に見えます。皆さんは皆さん自身を脅えさせることを選択しています。皆さんは怖れの

存在を信じることを選択しています。 
この状態はすべて全くの‘誤り’であり、その状態は、怖れの存在が信じられている状態
になっています。皆さんがどのようなものを信じるにせよ、それは認識が信念の後を継

ぐまで続くことになるでしょう。認識は愛に属するものであり、信念は怖れに属するも

のですが、しかし皆さんは、皆さんを正気に戻すために、愛に戻すために、信念を利用

することができます。 
ですから、怖れから生まれ、創り出された信念は、これはさらに単純なことなので、真

実に向かう、愛に向かうひとつの道筋になることができます。ただ愛の歪みが存在して

いるだけです。皆さんは数々の歪みを一掃して、真実に戻ることが、正気に戻ることが

できます。ですから数々の時代を通して、この怖れそのもののために皆さんが手放さず

にきた精神的な数々のパターンを打ち破るために、多くの情報が伝えられ、記述されて



きました。 
それは単純な話であり、皆さんが愛または怖れを選びます。ここでは何も区別は行われ

ません。それは利己的自我の選択か、あるいは自己の選択か、という問題です。それは

皆さんであり、単純なことです。今は、皆さんが皆さんの苦悩のすべてを選択している

ことを認識する時です。皆さんが怖れを選択することを止めて苦悩を終わらせるかどう

かという問題です。皆さんが穏やかさを選択し、怖れを選択するのを止めるかどうかと

いう問題です。これはここで否定的な形で伝えられています。そのため、わたし達はさ

らにそれ以上に単純化することができます。 
愛を選択し、自分自身を選択する。

穏やかさを選択し、自分自身を選択する。

歓びを選択し、自分自身を選択する。

自由を選択し、自分自身を選択する。 
皆さんは何を選択していますか？　皆さんはこの選択の代わりに無意識の現実性を、怖

れを選択していますか？ 
自分自身を選択することは、あらゆる瞬間に怖れに反対する選択をすることです。皆さ

ん自身を欺かないことです。何故ならこれはこれほど単純なことであり、皆さんは、自

分は知らないとは言うことも、自分は把握することができないと言うこともできません

。現時点において、皆さんは何を選択していますか、怖れですか？　それでは、もう一

度選択してください。その代わりとして穏やかさを選択してください。これが償いです

。それは今、ここに存在しています。後でではなく、2012年でもなく、明日でもなく、
来年や再来年でもありません。それはこの今という瞬間であり、皆さんは愛または怖れ

のどちらかを選択します。 
皆さんはいつもそれを経験します。それは今までもいつも皆さんの選択でした。皆さん

を上回る悪魔達など存在していません。悪魔達は存在していません。ただ怖れを経験す

るという皆さんの選択です。この時点で、皆さんは怖れそれ自体を怖れるようにさえな

っています。単純にもう一度選択してください。もしも皆さんがそれぞれの今という瞬

間の中でこれを実践するなら、皆さんは、皆さんがどれほど瞬時に正気に戻ことにな

るか、驚くことになるでしょう。それは確かなことであり、これがすべての怖れを終わ

らせる方法になります。怖れを選択することを止めてください。それが皆さんの責任

です。 
皆さんは愛であり、愛はすべてとして存在しているため、皆さんは望むあらゆる経験を

創り出す力を備えています。ですから、皆さんが本当に望むものに目を向けてください



。もしも皆さんが継続的に怖れを選択しているのであれば、その時点で皆さんは、この

願いは今まで皆さんに無意識なものになっていたという事実を目の当たりにして、それ

を受け入れなければならなくなります。 
今、現時点で皆さんは、その代わりに単純に真実を望んでいることを認識しています。

再び選択することによって、この真実を機能させてください。怖れの代わりに愛を選択

してください。それはこれほど単純なことです。それは今までもいつもそうでした。愛

を選択し、自分自身を選択してください。 
キリスト意識は今、皆さんの経験になっています。皆さんが愛のために、真実のために

、今という瞬間を選択する度に、皆さんは既に一体になっています。 
皆さんが選択をする時、わたしは皆さんを支援するためにいつも存在しています。皆さ

んは独りで歩んでいるのではありません。 
わたしは皆さんの兄弟であり、姉妹であり、母であり、父であり、そしてわたしは皆さ

んであり、そしてわたし達は伴に神のひとり子として存在しています。一体性の中で、

わたし達はキリスト意識を共有しています… それ自体を愛してください。 

ヨシュア

Jeshua 

If reprinted please include scribe and website:

Scribe: Faye Rouchi

www.fayerouchi.com 
http://lightworkers.org/channeling/149232/it-all-so-simple

http://www.fayerouchi.com
http://lightworkers.org/channeling/149232/it-all-so-simple


平和の光になる

平和の光になる
BE THE LIGHT OF PEACE
Message from Yeshua: 11.20.11:
21 November 2011 - 5:16am 
フラン・ゼペダ経由
Channeler: Fran Zepeda 
Message from Yeshua: 11.20.11
Channeler: Fran Zepeda 
BE THE LIGHT OF PEACE 
 
わたしの最愛なる皆さん、わたしは今日、皆さんの平和に対する切なる願いを要請する
ために皆さんの前に現れています。今、皆さんは平和のすべての側面を利用できます。
皆さんすべてが今この瞬間に皆さんのこころの中に平和に対する鍵をもっていることを
、すべての皆さんが気付いていないのかもしれません。数多くの皆さんが地上に平和が
訪れることを待ち望んでいます。皆さんはニュースに注目し、いつになったら平和が訪
れるのかどうか考えています。親愛なる兄弟姉妹達、その時は今です。皆さんがその鍵
を握っています。平和に対する栄えある鍵です。わたしは皆さんのお手本ですが、しか
し最愛なる皆さん、皆さんがその実現者です。どうかそれを忘れないでください。 
歴史を通じて、あらゆる人のこころの中に平和の問題がありました。それは数多くの含
みと特性を持っていました。それはすべての皆さんが今その手にもっている優雅さとい
う特性です。それは皆さん自身や他の人々の寛容を通して成し遂げるものです。数多く
の皆さんが、平和が実際に実現されるかどうかを疑問に感じています。そうです、平
和は、既にひとりひとりの皆さんのこころの中に存在しています。皆さんが行うあらゆ
る選択に対して、より自由に、より奔放により深く関与しながら育まれる余地が残され
ています。わたしの親愛なる皆さん、あらゆる選択に対してです。皆さんはすべて、そ
の力を備えています。皆さんの中に向かって今流れ込んでいるその光が、それを可能に
しています。平和は今、皆さんの手の中にあります。それは、以前は引きこもって離れ
ばなれのように感じていた人々にさえも友情と愛を広げるという、日々皆さんが行う選
択の中にあります。 
この惑星上のあらゆる人々とあらゆる物事に対する愛、そしてこの惑星上には存在しな
いあらゆる存在やあらゆる物事に対する愛、それが平和を実現するものであり、必要不
可欠なものです。それには、皆さんの銀河の仲間達すべてに対する愛と、この地球、皆
さんが今まで自由に愛と光を送ってきたこの最愛の地球の中心部に存在しているすべて
の仲間達に対する愛が含まれています。これは遥か遠い昔から皆さんが夢見てきたもの
であり、その平和が今、訪れようとしています。皆さんが幻影の中で経験しているもの
を手放し、平和を受け入れ、そして平和になってください。大切な最愛なる皆さん、穏
やかになってください。新内なる皆さん、これはすべての皆さんが今ここに現れている



目的になっているものです。どうか、皆さんが3次元の幻影の中で確認していると考え
ているものを忘れて、この平和の夢が皆さんのこころに入って行く状態を維持してくだ
さい。 
皆さんの皆さん自身に対する考えを穏やかなものにしてください。皆さんの他の人々に
対する考えを穏やかなものにしてください。皆さんの行為を穏やかなものにしてくだ
さい。優しさのある穏やかな資質になってください。皆さん自身や他の人々についての
すべての意見や概念や判断にも、身を委ねてください。親愛なる皆さん、皆さんのここ
ろの中にある穏やかな光になってください。皆さんがその鍵を握っていて、その扉は皆
さんの前にあります。皆さんが平和の扉を開くためにしなければならないことは、ただ
あらゆる物事や皆さん自身を含めたあらゆる人々に向けて、無条件の愛の光を輝かせる
ことだけです。 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア！
Your loving brother, Yeshua. 
Thank you, Yeshua.
Fran Zepeda
www.franhealing.com

www.franheal.wordpress.com 
Copyright © 2011-2013 by Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute
this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, credit is given to the
author, is distributed freely, and this copyright notice and links are

included: www.franhealing.com andwww.franheal.wordpress.com 
http://lightworkers.org/channeling/146881/message-yeshua-112011-be-light-peace 
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内面を見ること

内面を見ること
Look Within
Message from Yeshua and the Company of Heaven ~ 1.9.12 ~ Look Within ~
10 January 2012 - 2:35am 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda 
ヨシュアと天の仲間達からのメッセージ

Message from Yeshua and the Company of Heaven ~ 1.9.12 ~ Look Within ~
As Channeled Through Fran Zepeda 
 
親愛なる皆さん、今、思いがけない、それにもかかわらず完全なリズムと前兆の中で、

巨大な前進の時になっています。数々の星を見てください。悠久の昔、ただ潜在的可能

性が一巡して元に戻ることだけを目指して皆さんがこの長い二元性と対立の旅を始め

た時、その時に皆さんが結んだ約束に目を向けてください。すべての皆さんが今、頻度

を高めながらその潜在的な可能性向かって合図を送っています。それはまるで、時に皆

さんが消え去っているかのように感じるかもしれません。最近の古いパターンの永遠の

破棄、怒りと怖れの解放、そして許しと愛の受け入れに成功して、数多くの人々がその

こころの中さらに多くの空間ができたような感覚を持ちました。 
これはすべて次元上昇の一部です。皆さんの身体の内部の結晶構造の変化は根を下ろ

しているところであり、それはまるで新生児や、あるいは間もなく蝶になろうとしてい

るサナギに似ています。それは今後皆さんの立場である程度の配慮と忍耐が、そして

ある程度の継続的な育成と愛情を込めった意識の集中が、必要になるでしょう。親愛な

る皆さん、内面に向かって進んでください。皆さんの考えや他の人々の考えにこころを

掻き乱されないようにしてください。何故なら、絶えず油断しないで、愛の誕生と、皆

さんの過去の限界と能力を超えたより多くの愛という新しい概念を受け入れる時が、皆

さんに訪れているからです。 
わたしの親愛なる仲間達、どうかあらゆる否定的な考え、あるいは一見して矛盾してい

る概念や行動に注意して警戒を怠らないでください。何故なら、物事はいつもそう見え

るようになるとは限らないからです。穏やかになり、あらゆる発想や概念に基づいて行

動を起こす前に、まず皆さんのさらに高い自己に質問してください。多くの事例にお



いて、皆さん自身の指導霊になる時が近付いています。皆さんがそのこころの中で感じ

た真実を考慮して、それを良く調べてください。瞑想や自然の中を散歩して、日々皆さ

んの振動を引き上げてください。疑いを抱いた時、その考えを持ったまま、しばらく

の間、腰を下ろしてください。何よりもまず皆さん自身の評議員になり、次にもしも必

要であれば皆さんの指導霊に依頼してそれを確認し、評価してください。皆さんは今、

皆さん自身の指導霊になるために学んでいるところであり、そして間も無く皆さんは、

もう一度わたし達と並んで歩いているようになるでしょう。 
わたし達は永遠に愛と穏やかさの中で皆さんの誠実な仲間です。

ヨシュアと天の仲間達

We are forever your faithful companions in Love and Peace,
Yeshua and the Company of Heaven 
 
Thank you, Yeshua and the Company of Heaven.

Fran Zepeda

http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html 
Copyright © 2011-2013 by Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute
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愛になれ

愛になれ
Be Love
Message from Yeshua 1.20.12
21 January 2012 - 2:11am 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda  
Message from Yeshua 1.20.12 ~ Be Love ~
As channeled through Fran Zepeda  
 
時の始まりから、愛は存在し続け、それは無条件で永遠の愛であり、そして疑う余地の

ない真実です。わたしの親愛なる仲間達、皆さんは、比較するものがどこにも存在しな

いひとつの時期に近付いているところです。わたしの親愛なる仲間達、皆さんは、数多

くのこころがひとつになり、そういったすべての状況が純粋な意思になる時に、その真

実が純粋な想いの中に含まれている時代に、近付いているところです。現時点の皆さん

の生活に目を向けてください。皆さんのこころの中にあるものを良く考えてください。

皆さんの本当の望みになっているものをじっくりと検討する時間を取ってください。他

の人々が提示して、今現在皆さんのこころの内部に留まっている、皆さんが真実として

把握しているものを忘れてください。親愛なる皆さん、今すぐに内面に向かい、皆さん

のこころの中に留まってください。 
皆さんは、今まで人生の意味について何度も疑問に思ってきました。これほど数多くの

見通しが存在しているため、海の中の水の水滴と同じほどの解釈が存在しています。し

かし一方で、すべてのこうした無数の概念に結び付いているひとつの共通した基準が、

すべてをひとつに結び付けて同じものに意識を集中させ続ける本質になっています。大

衆についてその相違に目を向けることを止め、皆さんの脈打つこころの中の本質に、そ

して皆さんを他のあらゆる人々に結び付けるものに、その意識を集中してください。皆

さんは離ればなれではなく、抑え付けられている訳でもなく、しかしその代わり、ひと

つの脈打つこころがその真実の律動を見付け始めているという認識に、意識を集中して

ください。 
愛に溢れる考え以外のあらゆる考えが解きほどかれて、承認と赦しという燦爛たる白い

光の内部で変質することを許してください。そしてそれによって、皆さんのこころをこ



の律動に同期させてください。数々の考えを観察して、それを手放してください。皆さ

んがそれを近くに保有しない限り、それは皆さんに付着することはできません。愛に基

づいた想い以外のすべての想いを浮かび上がらせて、切り離してください。親愛なる皆

さん、あらゆる時に自分を振り返ってください。わたしは皆さんに請い願い、そしてわ

たしはこうした100％の努力で皆さんを支えます。皆さんは独りで歩んでいるのではあ
りませんが、しかし皆さんがそれを皆さん自身で行うことが必要になります。それは、

これが皆さんの完全性に向かう旅になっているからです。 
矛盾しているように思いますか？ 親愛なる皆さん、ひとりひとりの皆さんの中の神の
閃光が活性化されて、皆さんを歴史の中で類を見ない程の高さと深さと可能性にまで引

き上げるようになることを考える時、それは実際に矛盾していません。皆さんがこれか

ら点火させる神の閃光の量は、皆さんに委ねられています。そしてその時、一体となっ

た光の大きさと、その一体となった統合体を見守ってください。 

皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア

Your loving brother, Yeshua  

Thank you, Yeshua
Fran Zepeda
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http://lightworkers.org/channeling/151071/message-yeshua-12012-be-love 
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皆さんの愛を輝かせる

皆さんの愛を輝かせる
Radiate Your Love
Message from Yeshua 2.8.12
9 February 2012 - 7:02am 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda  
 
すべての存在達、人間、あるいは人間でない者達、感覚がある存在または無い存在達は

、すべて光に属しています。それが彼らの真の本質です。親愛なる皆さん、皆さんはす

べて、皆さん自身の個別の方法で、皆さんの成長に必要な数々の課題を経験しています

。皆さんは、そういった課題を皆さんひとりひとりに最良の方法で学ぶことを目指して

、皆さん自身の中で皆さんが出会う数々の経験を創り出してきました。一連のそれぞれ

の経験は、皆さんの成長のための、そして最終的に皆さんの啓発のための、その完全な

処方箋です。その啓発、つまり次元上昇は、一体性への復帰の中で絶頂に達することに

なるでしょう。 
あらゆる失望、情緒的な動揺、あるいはお互いの不一致は、実際に皆さんのこころをさ

らに多くの光に向けて開くためのひとつの手段であり、機会です。その中の課題は、そ

ういった失望、情緒的な動揺、そして不一致を全体性へ向かう、一体性へ向かう、ひと

つの大通りとして理解することです。世界中で数多くの人々が自分達のこころを拡大

して、より多くの愛と光を取り入れています。その拡大と全体性への復帰を無効にする

ことができる唯一のものが、怖れと断定的な判断です。 
今は、皆さんの勇気を結集して、怖れ、断定的判断を下す性癖と戦う時です。言うまで

もなく、それは人間の性癖になっています。しかし一方で、光と愛に属している皆さん

の本質が、そういった数々の性癖よりも優位に立つことができることもまた真実です。

皆さんの人間の経験と性癖は、まさに皆さんの光の本質が成長し補強するためのひとつ

の手段と機会になっています。皆さんが皆さんの人間の経験を創り出した時、皆さんは

ある深い水準で、皆さんの光と他の人々の光が数々の経験を克服し、それを全体性と一

体性のために必要な素材に変換するようになることを認識していていました。 
皆さんはすべて、この時期にまさにそれを行い、光と愛を吸収してそれを絶えず増大す

る領域の中に広め、ガイアや皆さんの次元上昇のための準備の中ですべての存在達やガ



イアに向けてそれを輝かせるためにこの世界に存在する、という契約に署名しました。

どうかその事実を皆さんのこころの中で維持して、これに意識を集中してください。皆

さんはそのようにして数々の歓びと愛の新しい波を経験し始めるようになるでしょう。

皆さんが今現在それを認識しているように、それは今後強い感染力を持ち、また愛の経

験を深化させるようになるでしょう。皆さんはまさに、必要とするものを、愛の程度の

実際の状態を、協力している皆さんすべてのひとつの結果として、神の閃光を新しい数

々の意識水準へ融合しているひとつの結果として、理解し始めているところです。その

証拠は味わってみないと解らないものであり、人々は、皆さんがその意図に込めたも

のが、皆さんが取り戻すものである、意思がないと取り戻せない、と言います。 
大切な最愛なる皆さん、皆さんはこの壮麗な一体性に次第に近付いているところです。

数多くの意見の不一致が起る時、多くの皆さんがそれを信じながら困難な時期を経験し

ています。しかし皆さんは、あらゆる点でそれをすべて光に転じることができます。ど

うか、希望を失わないでください。繰り返しますが、どうか、皆さんが何年もの間愛情

を込めて育んできたその勢いに拍車をかけてください。皆さんがこの時代を目指して取

り組んできた悠久の時を考えてみれば、世界は、一体性とたった一回の瞬き分の隔たり

しかないところまで近付いています。皆さんはすべてこれほど愛されていて、そして皆

さんはすべてこれほど能力に富んでいます。皆さんの数々の力は、まさにその巨大さに

目覚め始めたばかりです。その巨大さは、皆さんが維持することができるすべての光と

愛に向かって皆さんのこころを開く度に、達成することを運命付けられているものです

。 
どうか、その愛と光が皆さんのところに入ってきた時には、それを外部に向かって、そ

してガイアやすべての天界と銀河の存在達を含めて皆さんの道筋の中のあらゆる人々と

あらゆる物事に向かって、その輝きを発散してください。その愛と光が他の人々の愛と

光と混ざり合って、皆さんの数々の生涯で決して経験したことがない巨大な光と愛の爆

発を引き起こすため、皆さんは、その結果に驚くことになるでしょう。わたし達はさら

に高い数々の領域の中で皆さんを支え、あらゆる皆さんひとりひとりを深く愛してい

ます。親愛なる皆さん、皆さんは前進し、皆さんの仲間の光の活動家達と腕を組んでい

る時、皆さんは成功を約束されていることを認識してください。わたし達は、皆さんの

勇気と皆さんの愛情溢れるこころに対して、敬意を表します。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア

Your loving brother, Yeshua  



Thank you, Yeshua,
As Channeled through Fran Zepeda
http://www.franheal.wordpress.com
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html 
http://lightworkers.org/channeling/152486/message-yeshua-2812-radiate-your-love
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ひとつになれ！

ひとつになれ！
Be One!
Message from Yeshua ~ 2.16.12
17 February 2012 - 3:37am 
フラン・ゼペダ経由
Channeler: Fran Zepeda 
 
時の始まりから、皆さんの魂の中には既に進化は存在していました。どのような時代で
あろうとも、いつも成長は続いてきました。親愛なる皆さん、皆さんが今位置している
時代は、今までと同じものを認識していません。先例がなく、いわゆる比較対象の基準
がありません。皆さんはすべてそう言い放っていて、わたし達もそう伝えるでしょう。
皆さんの物質と光の身体の変容は天の中で創り出された素材で構成されているので、そ
れは適切な言葉です。もうこれ以上、誰も今までと同じ状態にはなりません。数多くの
変化が既に起っています。皆さんはその明るさと、皆さんの魂の高揚を感じることがで
きます。 
今は、皆さんの光の身体の中に入り込んでいる、その光で符号化された情報のあらゆる
粒子のほとんどを創り出すことを目的にして、皆さんが皆さんの意思を集中させること
を望む、その方法に関して、日々皆さんの内部の導きを探し求める時です。わたし達が
伝えているように今取り込んでいるすべての情報を吸収するために、皆さんはさらに多
くの瞑想状態に入ることを望んでいるのかもしれません。皆さんの身体と皆さんの物事
の見方の中の、その微かな数々の変化に気付いてください。皆さんは5次元の中で生き
ることが必然的に伴うことを味わっているところです。 
今は、もはや共鳴しないあらゆる考え方を破棄するときですが、しかし純粋に習慣にな
っているものが存在しています。そういったものに注意を払ってください。新しい考
え方、協働という考え方に、そして地域社会全体や世界全体のために最良になろうとし
ているものの把握に、その習慣が道を譲ることを許してください。皆さんは全宇宙の一
部として、全体の状況の一部として、考え始めています。 
わたしの親愛なる仲間達、皆さんを待ち受けている数多くの物事が存在します。数多く
の皆さんが、既に次元上昇に向かう高速の列車に搭乗しています。皆さんは数々の窓を
通して眺めているので、皆さんの古い人生は急き立てられているように見えます。古い
鞄は、車外に投げ捨てられているところです。汚れのない、澄んだ視点が残っていて、
明るさが古い枠組みからの移行を映し出しています。親愛なる皆さん、皆さんは皆さん
が考えているよりも速く到着しているところです。皆さんの身体の中の、皆さんのここ
ろの中の、そして皆さんの周りのすべての変化を味わい、感謝するために、皆さんの一
日の中で多くの時間を取ってください。 
親愛なる皆さん、皆さんは実際に、全存在といういきいきと呼吸をしている生命体の大
切な一部として存在しています。皆さんは最終的に、この一体性という全体を構成して



いる皆さんの中の神性と、他のあらゆる存在の中の神性を承認しているところです。皆
さんという神聖なる存在達の間の皆さんの正当な立場を主張してください。そして、そ
の愛を喉いっぱいに呑み込み、それを絶え間なく拡大している光線の中で大きく広げて
ください。皆さんがこれを行う時、皆さんのこころの中の穏やかさを感じてください。
そして、皆さんの壮麗な惑星の変容に注目してください！ ひとつになってください！ 

皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア
Your loving brother, Yeshua  

Thank you, Yeshua

Fran Zepeda 
http://www.franheal.wordpress.com
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Copyright © 2011-2013 by Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute
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まさにそうなる！

まさにそうなる！
ヨシュアからのメッセージ、2012年2月24日
Message from Yeshua ~ 2-24-12 ~ Just BE! ~
26 February 2012 - 1:41am 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda 
 
こんにちは、最愛なる皆さん、わたしは皆さんに皆さんの次元上昇の情報をもたらすた

めに、今日皆さんの前に現れています。皆さんの世界全体で、たくさんの移行が起って

います。数多くの人々がそれをエネルギーの低下として感じています。しかし、心配し

ないでください。これは正常なことです。皆さんは、いわゆるインターネットをするた

めに必要な皆さんの新しいアップグレードとダウンロードのための準備をしているとこ

ろです。 
何度でも今という瞬間に集中してください。これによってわたしが伝えたいことは、3
回の深呼吸によって皆さん自身を現在という時間に集中させて、皆さんのすべての感覚

であらゆる物事を感じることです。日中に何度でもこれを行って下さい。親愛なる皆

さん、皆さんがこれを行っている時、皆さんのこころの中で愛と歓びを充分に感じて下

さい。そして、それと伴に腰を下ろしてください。その瞬間のこの状態を除いて、皆さ

んには何も必要としていないことを感じてください。 
皆さんの周りのすべてについて、ひとつの脈動している気泡の中で皆さんの光が外部に

拡大して、それがまた皆さんの周りのオーラの中に入っている様子を感じてください。

そして次に、可能であれば、皆さんの周りのあらゆる人々がそれに浸り、その光が無限

に外部に向かっていることを思い描いてください。これを行っている間、皆さんは皆さ

ん自身が大地にしっかりと立脚することを望んでもかまいません。そしてガイアが皆さ

んを支援している間、皆さんがガイアに良い影響を与えることも忘れないでください。

 
皆さんはすべて素晴らしく進歩しているところです。天界のすべての仲間達や皆さんの

星の兄弟姉妹達が、“間もなく”が今になっているため、皆さんの目覚めを喜んでいます
。驚かないでください！　親愛なる皆さん、その移行は、今起っているところです。 
皆さんの起源を思い出してください。それが明らかにされることを求めてください。皆



さんの周りのあらゆる人々との結び付きを感じ、そして皆さんの世界を貫いて、天界と

銀河のすべての存在達との、そして全存在との結び付きを感じてください。分離は減少

しているところであり、そして今が、それを感じる時です。 
大切な最愛なる皆さん、皆さんはこれほどの進歩を果たしてきました。そして皆さん

は今、今まで匹敵することのないこうした壮麗な時代に足を踏み入れているところです

。光になり、愛になり、歓びになり、一体になってください。今という瞬間にまさにそ

うなってください！　他の人々から分離していない、皆さんの光の自己になってくだ

さい。その移行になってください。 
一体性の光を吸収してください。それが皆さんの細胞を、皆さんの意識の焦点を、そし

て皆さんの自己という感覚を、拡大させていることを感じてください。皆さんは、時々

皆さんが浮き上がってように感じるかもしれません。皆さんは5次元に向けた拡大に順
応しているため、これが正常な状態です。 
皆さんは、皆さんの思考が宇宙に向けて瞬時に送り出され、形になって皆さんに送り返

されていることを、もうそろそろ気付いているかもしれません。こうした思考を継続的

に観察するために配慮し、そして皆さんの力強い数々の創造力を自覚することが必要

になります。世界は皆さんの思いのままです。皆さんは真珠と真珠になろうとしている

ものとを創り出します。そしてこれほど多くの約束と伴に、オパール色をした一体性と

いう真珠を、全存在の真珠を創り出します。 
どうか、この一体性という真珠に皆さんの光と愛を加えるために、その日に数多くの時

間を取ってください。皆さんはすべて協力し、全存在に向かって拡大しているため、そ

の荘厳な雰囲気を感じてください。わたし達の視点からは、なんと素晴らしい光景が確

認されていることでしょうか！　皆さんが今創り出している歓びは、わたし達の気分を

活気付けています。 
どうか、前進し続けてください。どうか、拡大し続けてください。どうか、皆さんすべ

てがどれほど壮麗かを認識し続けてください。その認識になってください！　皆さんは

すべてこれほど大切にされ、愛されています。皆さんは、その愛と光になることによ

って、愛と光に属するひとつの現実性を創り出しているところです。皆さんはわたし達

の不滅の支援と感謝を手にしています。 

皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア

Your loving brother, Yeshua 

Thank you, Yeshua



Fran Zepeda
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生まれ変わる

生まれ変わる
Be Reborn
Message from Archangel Michael and Yeshua ~ 2.28.12
29 February 2012 - 6:01am 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda 
Message from Archangel Michael and Yeshua ~ 2.28.12 ~ Be Reborn ~ As channeled through
Fran Zepeda 
 
最愛なる皆さん、こんにちは。わたし達は今日、愛について伝えるために、皆さんの前

に現れています。わたし達は、最初の時期を除いた時期以降、皆さんが今までこれほど

全力を傾けてきたこの美しい仕事における、皆さんの同志です。 
愛の特質が今、その姿を変えているところです。親愛なる皆さん、皆さんはおそらく既

にそれに気付いています。それは、皆さんが悠久の時を通して確認していなかった、ひ

とつの本質を持つようになっています。その特質を感じるために、少し時間を取ってく

ださい。それに浸り、それを吸収してください。その資質を良く認識してください。皆

さんは今では、異なる光の中で愛を経験しているところです。 
皆さんは今、愛が皆さんの本質になっていて、皆さんの意のままに感じ、あるいは与え

るものだけではないことを認識しています。愛が皆さんの意思決定に影響を与えてい

ます。愛が皆さんの世界を彩色しています。愛が皆さんの世界に存在しています。愛は

皆さんです。もしも皆さんがそのように理解することを選べば、愛は皆さんの周りのあ

らゆる人々です。 
今、その世界に足を踏み入れてください。皆さんが物事に目を向ける方法で、皆さんが

物事に反応する方法で、皆さんが行動を起こす方法で、愛に彩色を施してください。愛

は皆さんの本質です。誰も皆さんに、もうこれ以上他のもので皆さんを納得させること

はできません。 
あらゆる物事が再び同じことにならないように配慮して、すべての皆さんが新しい愛の

概念に向かって拡大していることを、わたし達は理解しています。皆さんは、既に新し

い世界に足を踏み入れています。ようこそ！もしも皆さんがそれを選択するなら、そこ

から出て幻影に向かって出て行くことも選択できますが、しかし何がその真意になって



いるのでしょうか？皆さんは遥々ここまでやってきました。今、その新しい世界の中に

皆さんの根を張り巡らせてください。新しい始まりに向かって、母なる地球と皆さん自

身に栄養を与え、育んでください。 
愛は既に到着し、そして皆さんも到着しています。まるで皆さんが愛に満たされている

ように呼吸を続けてください。そして、まるで他の人々が愛に満たされているように、

彼らを理解してください。古い世界は今、その目的を失った朽ちた細胞のように、崩れ

落ちているところです。新しい愛という特質で、それを洗い流してください。一日24時
間毎日、その中に留まってください。今、その観点から、あらゆる物事を理解してくだ

さい。皆さんは既に到着しています。 
今は、皆さんがそこに持ち込むことを望んでいるすべての側面を使って、皆さんの新し

い愛の故郷に装飾を施す時です。皆さんはそれを何で飾りたいですか？　忍耐でしょ

うか？　承認でしょうか？　皆さんの数々の望みの創造でしょうか？　他の人々との協

調でしょうか？　歓び？　純真さ？　それとも光でしょうか？　皆さんは何を受け入れ

たいですか？　皆さんは他の人々となにを共有したいでしょうか？　それはすべて、皆

さんに委ねられています。 
数多くの皆さんが、皆さんの実際の姿に向かって花開いているところです。それは数ヶ

月前、あるいはほんの昨日までの皆さんの姿とは、あらゆる意味で関係ないものです。

皆さんは変容し、今は皆さんの真の本質に向けた形態の移行が起っているため、これほ

ど多くの流動が、これほど多くの変化が起っています。 
それを解き明かそうとしないでください。ただ、皆さん自身がその真の皆さんに向かっ

て姿を変えることを許してください。それは、新生児のように純粋な皆さんであり、こ

れほど愛と約束に満ち溢れて、誕生したその新しい環境の経験を引き受ける準備を整え

ています。皆さんは新しく生まれ変わっています。 
皆さんの周りを見回してください。皆さんは今、あらゆる物事を新しくすることも、異

なる光の中で見ることもできます。皆さんがそれを許していることを確かめてください

。新しい皆さんと懇意になってください。ひとりの新生児のように、皆さんの周りの新

しい世界を発見してください。それは成長しています。あらゆる物事が可能であり、あ

らゆる物事が新しく、そしてあらゆる物事がその新生児に対して胸を高鳴らせています

。 
それを試してください。まるで皆さんが今誕生したばかりのように、その世界を見てく

ださい。そして皆さんの母親は皆さんのさらに高い自己であり、皆さんに生命と愛と真

実について教え、5次元からそれを確認しています。 
親愛なる皆さん、それをこころで思い描いてください。今は、5次元の中の皆さんのさ



らに高い自己の視点から、あらゆる物事に眼を向ける時です。それはわたし達のような

皆さんの指導霊であり、あるいは、皆さんが皆さんの新しい現実性を確立する際に皆さ

んを支援するように自分で選んだ、5次元またはそれ以上の何らかの霊的な存在です。 
皆さんはこの5次元に向けた変容という仕事を引き受けているため、わたし達はいつも
皆さんと伴に存在しています。わたし達は、穏やかさと愛の中に存在している皆さんの

同志です。 

大天使ミカエルとヨシュア

Archangel Michael and Yeshua. 
 
Thank you, Archangel Michael and Yeshua

Fran Zepeda 
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許す

許す
Allow
As Channeled through Fran Zepeda 3.18.12
19 March 2012 - 5:03am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
 
大切な最愛なる皆さん、こんにちは。今は、身体、精神、そして霊の中の変化した実質

に対して大いに目覚める時です。皆さんはあらゆる側面で完全に変化しているため、時

にそれが抗し難いものであることに気付いています。皆さんは今、頻繁に数々の次元を

超えているところですが、それに気付いていないのかもしれません。慌てることなく、

日々皆さん自身を落ち着かせて、どうか皆さんの瞑想に遅れずに付いて行ってください

。

 
さらに多くの変化に備えてください。皆さんが時に大幅に違いを感じ、めまいを覚える

ほど、皆さんの物質的な身体が、皆さんの結晶構造の仕組みが増大し、発達しています

。大量の水を摂取し、自然の中で運動することが、それに役立つことになるでしょう。

皆さんは静けさと内省にさらに多くの時間を過ごすことを求めているのかもしれません

。親愛なる皆さん、これはすべて次元上昇の過程であり、それは皆さんが次元上昇と格

闘しないことを勧めています。

 
皆さんは、皆さんの自我で突き動かされている精神に基づいた“行動”という考え方から
、皆さんのこころを中心とした本質に基づいた“存在”に移行しているところです。皆さ
んのこころは一体性のこころと結び付けられています。それを活用することが、皆さん

を数々の宇宙の中のすべてのこころと結び付けます。皆さんが瞑想し、まさに皆さんの

日常を過ごしている時に、今までよりもさらに一層その律動と連携してください。皆さ

ん自身の心拍と結び付くことで、皆さんは他の人々の心拍とさらに近付くことになり



ます。その律動は、並行状態で同期が取られています。

 
皆さんの呼吸と皆さんの心拍に意識を集中して、すべての思考が傍らに浮かび上がるこ

とを許して下さい。時間が今までよりもかなり早く加速しているように感じても、心配

しないでください。皆さんは、存在するすべての物事を一掃しているこの巨大な愛の波

動に没頭しているところです。それと一緒に進んでください。その中に足を踏み入れて

ください。それと伴に存在してください。親愛なる皆さん、それを許して下さい。それ

が今日の言葉、許す、です。

 
皆さんは、皆さんが自覚している以上の存在です。それを受け止めてください。それを

一目見てください。それをすべて内部に取り込んでください。すると皆さんは、直ぐに

それに順応するようになるでしょう。進み続けてください。皆さんは以前には到達して

いなかった高さと深みに到達しているところです。それはすべて空前のことです。それ

はすべて新しいことです。それはすべて、今皆さんによって考案されているものです。

ですからそれと伴に進み、そして呼吸し、許し、受け入れてください。

 
皆さんの光の美しさは、わたし達の視点からは息を呑むような驚異的なものです。皆さ

んに送られている数々の愛の波動を感じ、皆さんが皆さんの目的を次元上昇に集中する

以上は、皆さんの次元上昇を確信してください。今皆さんが行っているあらゆる物事が

、以下の質問に対する答えになるはずです。“これは、わたしの次元上昇と他の人々の
次元上昇に貢献し、それを促進しているだろうか？　これはわたし自身と同時に他の人

々の利益になるだろうか？　”皆さんの活動と思考をこうした数々の目的に準拠させる
ことによって、皆さんは皆さんの振動や他の人々の振動と同時に、惑星の振動も引き上

げるようになるでしょう。

 
わたしの大切な仲間達、皆さんは間違いなく、壮麗な進歩を見せています。高いこころ

に基づいた振動に属さない物事からの撹乱や否定的な影響を回避すると同時に、こうし

た数々の目的に皆さんの意識を集中してください。皆さんは絶えず、より低い数々の振

動を維持しようとする誘惑の攻撃にさらされています。その振動は、皆さんの自我に基

づいた古い在り方に属するものです。皆さん自身がそれに気付き、“余計な御世話だ”と
言い、全存在との一体性に向けて前進と上昇を続けることを許して下さい。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア



Your loving brother, Yeshua
Thank you, Yeshua
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手放す

手放す
Let Go
Message from Yeshua ~ Let Go ~ 3.21.12
22 March 2012 - 9:48pm
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
 
親愛なる皆さん、世界の手段は変化しています。驚かないでください。皆さんは、皆さ

んの魂がこの3次元の経験を始めてから、今までの数々の生涯で決して経験していなか
ったことを経験しようとしています。

 
こうした3次元の経験を通して、皆さんが今まで何を学んできたのでしょうか？　これ
は実際に、考えるべき疑問です。何故なら、皆さんが認識するとすぐに、皆さんは自由

に手放すようになり、こうした数々の経験を通して皆さんが獲得してきた豊かさと伴に

生きるようになるからです。その贈り物を受け取って、前進してください。皆さんは学

びと伴に現れた痛みや苦悩を背後に置き去りにして、こうした腕一杯の贈り物を手にし

てこの新しい地球に入る時、なんと壮麗な日が皆さんを待ち受けていることでしょうか

。

 
皆さんが携えているそうした数々の宝石から現れている美しい光、発光している光が、

この新しい時代に向かって進んでいます。親愛なる皆さん、皆さんは数々の経験を、皆

さんの幸せのための素材に変化させてきました。こうした数々の贈り物を維持して、

見守ってください。それは永遠に皆さんのものであり、皆さんは周りに集まって、皆さ

んの愛と知識を待ち続けているあらゆる耳やこころと共有します。そのため、皆さんは

ほんとうに数多くの他の人々と、その贈り物を分かち合うようになるでしょう。

 
親愛なる仲間達、今は気を引き締める時であり、たくさんの愛と、たくさんの許しと、

たくさんの光と、たくさんの思いやりと、たくさんの繁栄と、たくさんの有意義な今と



いう瞬間と伴に、この新しい豊かな土地に足を踏み入れてください。親愛なる皆さん、

受け入れて、楽しんでください！

 
皆さんはすべて、ここまで進歩してきました。皆さんはすべて、5次元に向けた、全存
在の門に向けたこの不安定な通路を横断する際の皆さんの強さと勇気を必ず称賛される

はずです。皆さん自身を褒め称え、前進を続けてください。皆さんの道のりは長く、手

放すものも多くあります。親愛なる皆さん、その日の言葉は、“手放す”になります。手
放してください！

 
皆さんの真の至福を妨げている、残されているあらゆる傷、恨み、後悔、そして苦痛を

手放して下さい。皆さんの人生の中で皆さんが依然として手放す必要があるものを検査

してください。まさにその課題という贈り物を生み出している数々の経験を完結するた

めには、何が必要になっているでしょうか？　皆さんは依然として手放すことが必要

でしょうか？

 
これを良く考えて、この周りに皆さんの壮麗な光を当てることによって、皆さんは清潔

で澄んだ新しい地球と5次元に向けて勝利を浮かび上がらせて、壮麗な拡大と歓びのた
めの準備を整えることになるでしょう。わたし達は皆さんにこれを約束します！

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア

Your loving brother, Yeshua
 
Thank you, Yeshua
 
As channeled through Fran Zepeda
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皆さんという存在である神になれ

皆さんという存在である神になれ
Be The Divine That You Are
Message from Yeshua ~ 4.8.12
9 April 2012 - 1:18am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
 
最愛なる皆さん、こんにちは。この栄えある日の前夜に、この日を、再生の時を、しか

し大部分は皆さんの神聖なる自己を承認するその時を祝うこうしたすべての人々のた

めに、わたしは皆さんの前に現れています。この日は、さらに素晴らしい物事が訪れる

ための準備として歓喜の日であり続けています。愛が溢れています。今日という日の意

義深さは、ひとりの存在の復活だけではなく、すべての人々の新しい始まりを意味して

います。

 
親愛なる皆さん、皆さんの本質を、皆さの真の自己を良く考えるために、少し時間を取

ってください。それが神性というものです。そうです、あらゆる皆さんひとりひとりが

神性として存在しています。一部の皆さんはこの事実を完全に自覚していません。一部

の皆さんはただその自覚的意識が時々皆さんの意識から泡立っていることを許している

だけです。

皆さんがそれに目を向けることを望む可能性があるどのような方法であっても、皆さん

がそれに目を向けることを望む可能性があるどのような視線であっても、それが皆さん

の真の本質です。

 
さらに一段と数多くの皆さんがその完全な重さを把握し始めていて、その天空の歌の完

全な数々の調和に対して踊り始めています。皆さんの魂の歌は今、他の人々の魂の歌と

非常に良く調和しています。そして皆さんはなんと美しい交響曲をつくりだしているこ

とでしょうか。親愛なる皆さん、わたしの穏やかさと愛の仲間達、その数々の響きが皆

さんの外部世界で創り出している数々の驚きに注目してください。何という歓びを皆さ



んは眺めようとしていることでしょうか！

 
皆さんは皆さんが今創り出している現実性に浸っているため、皆さんの数々の深みから

、皆さんの意識からさらに一層泡立っているその歓びを受け入れてください。彼らが言

うように、“驚きの念を禁じえない”状態です。皆さんがそれを許している訳ではありま
せん。皆さんはその翼とその想像の力を試しているところなので、皆さんはさらに一層

多くの奇跡を創り出しているところです。

 
皆さんはさらに数多くの驚きという絶壁の上にいて、すべての人々は多くの時間が過ぎ

去る前にその効果を確認することになるでしょう。そしてご存知のように、時間は相対

的なものです。そのため、それをひとつの既成事実として考えてください。何故なら、

それはその通りであり、皆さんがまさにその真実を暴いた時のその発現のその影響力を

皆さんが明らかにしようとしているからです。

 
親愛なる皆さん、その真実は、皆さんはすべて永遠にいつも神聖なる存在であり、そし

て明らかにすることを待ち望んでいるのは、皆さんが保有している栄光です。親愛なる

皆さん、皆さんは離ればなれで有限であり、皆さんの事実通りの存在よりも劣っている

という考えを否定することによって、皆さんという光の覆いを取ってください。皆さん

が一丸となって一体性に参加する時、皆さんはすべての虹の色の中の神性として存在し

ています。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア

Your loving brother, Yeshua
Thank you, Yeshua
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光の中に存在する

光の中に存在する
Be in the Light
Message from Yeshua 4.20.12
21 April 2012 - 1:42am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Message from Yeshua ~ Be in the Light ~ As Channeled through Fran Zepeda ~
4.20.12
 
 
親愛なる仲間達、こんにちは。ここ最近は、必ず起るべきこととして、その次元上昇に

ついて数多くの話があります。その概念は、一部の人々にとって多少抽象的であり、一

部の人々はそれを理解し、吸収するために今もなお多少の想像力の広がりが必要になっ

ています。しかしご存知のように、それは実際にはひとつの概念ではありません。そ

れは、皆さんの顔を見つめ、皆さんのこころをつかみ、これほど魅力的で、それにもか

かわらず一部の人々にとって多少脅威となるひとつの世界観を明らかにしている、皆さ

んの現実性です。

 
時間が前進し続けているため、皆さんは準備を整えながら、そうした強烈な光と愛で満

たされています。それは、皆さんがその中を進む環境の始まりです。そしてこれは素晴

らしいことです。何故なら、皆さんはいわゆる、手始めにそれを始めているからです。

親愛なる皆さん、その要求水準は引き上げられ、皆さんはそれに乗り気であり、彼らが

伝えるように、その仕事に対応できます。皆さんはこの努力を築き上げました。そして

皆さんは皆さんに自由になる数々の手段を手にしています。皆さんはいつも手にしてい

ます。それは今、わたし達が伝えるように、明らかにされているところです。

 
皆さんの周りのすべてで移行が起っています。それは数多くの人々にとってさらに具体

的に、さらに明白なものになっています。皆さんが同時に幾つかの次元の中に存在しな



がら、その一方で、その瞬間に過剰な可能性を備えた皆さんの今という瞬間に注意を払

う皆さんの物質的な必要性に対して、皆さんが意識を集中し続けていることを皆さんが

自覚している状態が、さらに日常的なものになっています。

 
今、これほど多くの愛と考慮で皆さんに提示されている幾つかの疑問について、それ

をじっくりと考える時間を取ってください。親愛なる皆さん、まさに今この瞬間に、皆

さんはそのこころの中で何を感じていますか？ 皆さんのこころの中に、その奥底には
何がありますか？ 皆さんは愛の柔らかな輝きを感じていますか？ わたし達が伝えてい
るようにそれは高まっていますか？それは皆さんの意識を包み込んでいますか？

 
素晴らしい、わたし達は同じ考えを持っています。わたし達はすべて、一体性が必要と

しているさらに多くのものになっているところです。何故なら、わたし達はいわゆる瓜

二つであり、すべての皆さんとわたし達すべてが、皆さんの銀河の兄弟姉妹達と一緒に

霊の領域に属しています。わたし達は母なる地球と連携し、そして皆さん最愛のガイア

と連携して皆さんを引き上げる支援をし、地球は計画通りにその上昇の準備を整えてい

るため、わたし達はすべて、この中で一緒に存在しています。

 
皆さんは皆さんに提示されている愛と光を皆さんの中に取り入れているため、何として

でも、皆さんの愛と光を、日々刻々と地球のこころに注ぎ込んでください。皆さんは皆

さんが今まで与えられてきた人生に対して、そして数々の成長の機会という形で日々与

えられているすべての贈り物に対して、それを深く感謝しながら存在することができる

ため、今という瞬間の中で地に足を付けてください。

 
それが不愉快なものか、あるいは居心地が悪いもののどちらかであっても、それは皆さ

んの変容のための数々の贈り物です。どうか、それを上手くこなして、皆さんの魂の愛

と光でそれを変えてください。今まで皆さんを抑え込み、思い止まらせてきた数々の妨

害から皆さんは完全に離れているため、その愛と光はさらに大幅に輝きを増しています

。

 
親愛なる皆さん、わたし達は、皆さんの勇気と皆さんの忍耐に対して、皆さんに敬意を

表します。この壮大な時期の間にここに存在することを選択してきた皆さんだけが、行

われる仕事を得るために必要なものを手にします。そして、皆さんは皆さんの周りのさ

らに数多くの人々を集めて、皆さんが引き受けたこの努力の中で、この壮麗な引き上げ



と変容の努力の中で、その人々が目覚めて皆さんと並んで立つ支援をしているため、皆

さんはその仕事に就くことになるでしょう。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア

Your loving brother, Yeshua.
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お互いに調和する

お互いに調和する

Be In Harmony With Each Other
Yeshua and the Company of Heaven ~ 4.23.12
24 April 2012 - 2:44am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
 時の始まりから、混沌は存在しています。それは必ずしも悪いことではありません。混乱状態は、変化に先立
つものです。そして変化は昇華と光をもたらします。それはいつもそのようになっています。そしてそれは、皆

さん自身が今その中で過していることに気付いているこうした急激な変化の時期に、その変化がはるかに劇的で

その光も遥かに輝いていることを除いて、今も違いはありません。

 
これはそうなるように運命付けられていました。そして皆さんはすべて、皆さんがまだ完全に把握していないか

もしれないやり方で、この極めて重要な時期のための準備を整えてきました。この状態から混沌や明瞭性が停止

した時期という感覚がもたらされている可能性があり、それぞれの変化が別の変化の直後に急速に起っています

。しかし親愛なる皆さん、皆さんは変化の泥沼を貫いて皆さんの道を進んでいるため、これは予測通りのこと

です。

 
皆さんの現在の意識の状態の根底や意識を超えた所で起っている変 化の量は莫大なものになっていて、わたし

達は皆さんにそれを伝えるために、今、ここに存在しています。皆さんは完全にその量を明示することができな

い可能性がある一方で、その変化は皆さんという存在のすべてに浸透しているところです。

 
親愛なる仲間達、わたし達は今、皆さんにその表面的に幻影のような変化の発現を準備しています。それは、そ

の状況で炸裂している混沌の期間が続くという変化であり、後になっても絶対に並ぶものがない変化です。今、

この状況で励まされながら、時に巨大な変化を引き起こす、怖れあるいは戦慄の余地を残さないでください。

 
皆さんは、今までこの状況を築き上げてきました。これは皆さんの正当な贈り物であり、この栄えある発展途上

の黄金時代の中に存在するために現れたすべての人々に与えられています。天の集団に属するわたし達は、母な

る地球との次元上昇という峻厳な道筋まで降りて皆さんに付き添うために、全力と全存在を挙げてここに存在し

ています。

 
わたし達は、皆さんが今まで行い、今も行っている巨大な数々の進歩を忘れてしまっている訳ではありません。

またわたし達は、たとえ内部の認識や導きが今までいつも皆さんと伴にあり、今皆さんが次々とそれに目覚めて

いるとしても、皆さんが勇敢な確信に基づいてこうした数々の進歩を起こしていることも完全に気付いています

。

 
皆さんは、皆さんが進むあらゆる段階で故郷に帰る道を進んでいて、同時に皆さんの仲間の人類や皆さんの銀河

の姉妹や兄弟達のために受諾と無条件の愛を携えています。わたし達は、皆さんがそれを認識することを望んで

います。皆さんは一体性という光に向かって故郷へ帰る道を進んでいるところです。すべての存在達のこころに



集中することによって、皆さんは全存在との一体性に戻る道筋を歩んでいることを、皆さんが理解し認識するこ

とを祈っています。

 
皆さんは、わたし達が以前伝えた時にこれについて聞いていますが、しかし皆さんは、本当に他の人々のこころ

を寄せ集めて、お互いのこころのエネルギーと一体になっていると感じるための時間を取ってきたでしょうか？

皆さんは、皆さん自身を失っている状態になっていることを心配する必要はありません。海洋の中の水滴は、そ

れ自身を失うことはありません。お互いの水滴と調和しながら流れている巨大な水の集まりを作り上げるため

には、それぞれの水滴が重要であり、必要であり、それが海洋の姿を作り上げています。数多くの力強い勢いで

構成されているひとつの強力な勢いであり、お互いに安定した調和の取れた状態で満ち引きしています

 
しばらくの間、皆さん自身をこの心象と発想に託してください。それで皆さんは、今起っている二元性の現実性

から、皆さんがその片鱗を手にし始めている5次元の現実性への変容の規模を、把握し始めるでしょう。
 
わたし達は穏やかさと愛の中で、永遠に皆さんの仲間です。

 
ヨシュアと天の集団

Yeshua and the Company of Heaven.

www.franheal.wordpress.com

www.franhealing.com
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完全に光を受け入れる

完全に光を受け入れる
Accept the Light Fully
Yeshua and the Company of Heaven ~ Accept the Light Fully ~ May 3, 2012
4 May 2012 - 5:31am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
 
光に属するすべての皆さん、こんにちは、そしてようこそ。皆さんが皆さん自身をより

一層深く光に向かわせながら、皆さんの本来の姿に対する不朽の約束を行使する時、わ

たし達は永遠の奉仕の中で皆さんの側に留まります。

 
今、数多くの人々が、ひとつのエネルギーの絶頂に到達しています。皆さんが今経験し

ていることの一部は、実際にあらゆる物事が含まれている洗練されたエネルギーの、

ひとつの新たな流入です。それはとても純化され、濃縮されたエネルギーであり、皆さ

んは今、既にそのための準備を整えています。

 
親愛なる皆さん、皆さんは既にひとつの新しい水準に到達しています。一度皆さんが完

全な発現を確認してしまえば、皆さんは決して後戻りすることを望むことはないでし

ょう。皆さんは今、絶えず増え続けている霊的な領域からの支援と伴に、全速力で前進

しているところです。

 
どうか、皆さんの物質的な身体とその中の変化に細心の注意を払いながら、さらに多く

の皆さんの周波数水準の上昇を許して下さい。数多くの皆さんが、さらに深い瞑想やあ

る種の方向感覚の喪失や不快感を経験しているところであり、そのため、今まで皆さん

にとって標準だった通常の活動を継続することが困難になる可能性があります。

 
それと格闘せず、あるいは落胆することのないようにしてください。何故なら、こうし

た数々の変化は、皆さんを今後より強固に新しい数々のエネルギーに連れて行く、まさ



にそのものになっているからです。皆さんの現在のこころに基づいた今という瞬間の中

での考えや感覚に従い、そこから前進してください。これが、新しい思考パターンや存

在方法を拓く道であり、もしも皆さんが皆さんの古い計画や思考パターンの数々に余り

にも厳密に固執し過ぎていたとすれば、これはおそらく今皆さんが利用することができ

なかったものです。

 
親愛なる皆さん、それを上手にこなして、皆さんの新たに発見した存在方法を信頼し、

光に満ち溢れた新たな現実性に向かって前進し続けてください。その新たな現実性は、

皆さんが中心太陽から受け取っている光から、皆さんが呼吸する度に創り出しているも

のです。親愛なる皆さん、それは、“受け取る”、という言葉です。何故なら、今は控え
めになったり躊躇したりする時ではないからです。

 
その光を飲み込み、それを皆さんのすべての細胞に向けて広げて、分子の水準、あるい

はさらに小さな単位の場所に光が入り込むように意図しながら、その間ずっと、皆さん

の中枢に、皆さんのすべての部分にその光が拡大しながら膨張する姿を視覚化し、そし

て感じてください。次に、皆さんの内部で変容が起っていることを、感じてください。

 
エネルギーと光の柔らかな光を感じてください。そして、この白熱している拡大と伴に

生きることに慣れてください。今、眼を閉じて、それを視覚化し、感じてください。数

々の色を確認し、その光を確認してください。それが皆さんの光の存在であり、それは

過去にいつも提示するように意図されていたものを上回るものになっています。もしそ

う見えないとすれば、それはこれほど長い悠久の時の間に基準になっていた減光のせい

です。

 
承認と愛と伴に、新たに発見した皆さんの光の身体を一目見てください。何故なら、皆

さんは既に新しいひとつの周波数水準に到達しているからです。それと伴に、皆さんが

かつて認識していたものから、新しいひとつの視点と世界の展望が現れます。皆さんが

それに対して調整されるまで、長い時間がかかることはないでしょう。すべての皆さん

が既に到達しているものは、小さなものではありません。そしてそれによって、これほ

ど数多くの驚きがもたらされています！

 
わたし達は皆さんの側に、そして皆さんのこころの中に、永遠にいつも留まっています

。



 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア、天の集団の代表として。

 
ヨシュアと天の集団に感謝

Thank you to Yeshua and the Company of Heaven.
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皆さんは愛

皆さんは愛

You Are Love ~ May 22, 2012
23 May 2012 - 1:29am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua:
 
 
地球の魂達、わたしの最愛なる光の活動家達とその創造のすべてに、挨拶を送ります。

 
愛については、語るべきことが数多くあります。愛は、最も高い振動です。愛はあらゆ

る物事を作り上げて、あらゆる物事の中にあり、あらゆる物事に属しています。

 
皆さんはこれを認識していますが、しかし皆さんは皆さんの周りの世界の中で、その愛

に気付くことを止めてしまったのではないでしょうか？愛は皆さんの庭の鳥達の美しい

歌声の中にあり、皆さんが歩きながら母なる地球の美しい提示を楽しむ森林地帯や森の

中にあります。愛は、皆さんが楽しむのが大好きな、香り豊かな花々の繊細な花片の中

にあります。愛は、皆さんのまわりのすべての世界の美しい日没の中にあります。

 
愛はほとんどの皆さんの中にあり、そして愛は皆さんのものであり、そしてそれが皆さ

んです。愛は皆さんです。大切な親愛なる皆さん、それは決して離れたことはありま

せん。皆さんの内部と周りのあらゆる場所で、愛は明らかにされ、気付かれています。

皆さんはこれを認識していますが、しかし皆さんは、皆さんのこころの中で絶えず愛を

感じるための時間を取っているでしょうか？皆さんは愛を吸い込み、炎の中の残り火の

ように愛を掻き立てているでしょうか？ そして、その愛の温かさが皆さんの現実性全
体をどれほど色付けているか、皆さんはそれを確認できますか？　今、愛を吸い込み、

愛を掻き立て、皆さんの中にあるすべての善良さで点火されたかまどのように皆さんの

こころ全体にそれを広げるために、時間を取ってください。

 



わたしの親愛なる仲間達、皆さんは既に、皆さんの世界の中でこれほど数多くの変化を

起こしてきました。皆さんは皆さんのこころと肌身で、それを感じています。そして愛

は皆さんの周りの大気の中に存在し、壮大でそれでも時に繊細な変化の芳香であり、し

かし一部の人々は、数多くの皆さんと同じ寛大さでまだその数々の変化を受け入れてい

ません。わたし達の視点から確認すると、それはなんと素晴らしい壮観でしょうか！

 
それは、数々の光の粒子が、皆さんの周りでより繊細により魅惑的なものになるような

ものではないでしょうか？　ああ、わたしの最愛なる皆さん、皆さんはますます5次元
を味わっています。わたしの大切な仲間達、わたし達の世界へようこそ。それを吸収し

、それに慣れてください。皆さんはほんの今までただ思い描いてきただけの楽園に到着

しようとしています。それを吸収し、その中に存在し、その中で活き活きとしてくだ

さい。

 
親愛なる皆さん、これは皆さんの魂が今まで待ち望んできたことです。そしてそれは

ただ、さらに多くの驚きが現れる発端に過ぎません。皆さんがそれを創り出しているの

であり、皆さんがそれを維持しています。それと伴に進み続けてください。

 
この間の金環蝕の数々のエネルギーは今、既に皆さんの現実性の中に定着しています。

そのエネルギーは皆さんを引き上げたため、今皆さんはさらに高い波に乗っています。

それが皆さんの物事に対する視点を変えていませんか？かつて重要だった物事は、もう

既に差し迫ったものではなくなっています。それはまるで、皆さんが、さらに啓発を促

す数々の発見や真実に満たされた美のポケットに皆さんを導いている、美しいひとつの

森の太陽に照らされた道筋に入ったようなものです。

 
皆さんがその内部と周りで歓迎してきたその美しい光が、皆さんのこころの中でそれを

回避する場所を探し求めることを許してください。その光がまださらに多くの約束と希

望でそれを満たすことを許すために、皆さんのこころの中では依然として何が啓発され

ることが必要になっているのでしょうか？皆さんの絶えず探し求める魂という光に服従

することをまさに待ち望みながら、皆さんのこころの奥深くに依然として何を隠してい

るのでしょうか? それは生き残りを克服することを望み、皆さんの新しい地球の太陽に
浴することを望んでいます。その場所では、あらゆる物事が活き活きとして、光に満た

され、そして桁外れに豊かになります。

 



わたし達は今、皆さんの目覚めによって照らし出されている皆さんの人生の意味を、皆

さんが良く考えることを切に求めています。それはもはや生き残りや正当化、対立を目

的にしていないのではないでしょうか？そうです、皆さんはより大きな展望を受け入れ

始めています。そういった生き残りや対立や苦悩というすべての経験は今まではひとつ

のさらに大きな目的を持っていて、皆さんの真の自己を照らし出し、全体として愛にな

ろうとしているものについて、さらに大きな理解が現れることを、皆さんに許してきま

した。

 
皆さんは今、充分に愛に溢れた状態になることができます。それはありのままの皆さん

になることです。それは皆さんが呼吸するもの、皆さんが考えるもの、皆さんが確認す

るもの、そして皆さんが感じるものです。それが皆さんです。わたしの大切な最愛なる

皆さん、皆さんは愛です。皆さんは愛を痛感しています。わたし達は皆さんに敬意を

表し、そしてわたし達はわたし達の愛で皆さんを受け入れます。皆さんはこれほど長い

道程を歩んできました。そしてそのために、皆さんはこれほど満足しています。その変

容は巨大なものであり、そしてそれはある意味で、皆さんの真の本質である愛を完全に

受け入れることで可能になるその数々の可能性と達成を、まさに皆さんに明らかにし始

めています。

 
天の集団に属するわたし達は、皆さんを深く愛し、承認と愛というわたし達の広範な両

腕の中に皆さんを包み込みます。親愛なる皆さん、歓びになってください。希望になり

、愛になり、そして皆さんの真の本質になってください。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟ヨシュア、そして天の集団。

Your loving brother, Yeshua with the Company of Heaven.
 
 
Thank you to Yeshua and the Company of Heaven.
Copyright © 2012 by Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute
this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and
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皆さんの真実

皆さんの真実
The Truth of You ~ June 14, 2012

15 June 2012 - 5:41am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua:

仲間の光の活動家達、わたしの光の姉妹兄弟達、こんにちは！

 
わたしは真実について話しをするために、今日皆さんの前に現れています。今回は、皆

さんの3次元の世界の中で、数多くの意味と含みを持っています。わたしはそれを超え
たところまで進み、究極の真実について話をしたいと思っています。親愛なる皆さん、

その真実は、ただ神聖なる皆さんの本質だけから現れるものです。

 
親愛なる仲間達、今日は数々の未知の領域に向けてわたしと一緒に旅をしましょう。皆

さんの遥か遠い過去のある瞬間に、皆さんは皆さんという存在だった光を無視し、捨

てて、その当時皆さんとって未知で馴染みのない数々の可能性を探索するために、皆さ

んが進むことができた真実から遥かに離れたひとつの冒険に向けて、ひとつの経験に向

けて、思い切って旅立ちました。

 
皆さんはやる気満々の状態で、皆さんの本来の姿である真実と決別することができま

した。そしてその間いつも、皆さんはある日皆さんの完全な栄光に戻ることになるだろ

うと深く認識していました。何故なら、出発して皆さんの真の自己から離れる時点で皆

さんが網羅していたものは、完全ですべてが含まれた根源との一体性という真実の完全

な認識だったからです。皆さんはその時点で神聖なる全体性に完全に没頭していて、皆

さんはそれをかなり良く認識していました。

 
皆さんは創造の新たな可能性に向けて敢えて本筋から外れたため、皆さんはその真実



から遥か遠くに離れた方向に向きを変え、その覆いが創り出されました。皆さんは、皆

さんの事実通りの姿という真実から離れた幻影という覆いの背後だけで完全に経験する

ことができる、その皆さんの経験を積みました。しかし、ご存じのように、皆さんは決

してその本当の姿の知識を実際に失うことはありませんでした。それは今もなお皆さん

であり、皆さんの真実です。

 
その仕切りが今開き始めていて、これほど皆さんの近くに維持されてきた仮面には、亀

裂が生じています。その仮面の下にあるものを見てください。それを大切にしてくだ

さい。親愛なる皆さん、その光の中で輝いてください。それは、皆さんが皆さんの神性

という真実に対してますます目覚め始めているからです。

 
わたしの親愛なる仲間達、皆さんはこうした二元性という経験の締め付けを削り落し、

解き放っているため、それはただ、皆さんの教化と学びのためにそこにあっただけだと

いうことがさらに明らかになっています。その目的は、すべての善に資する純粋な光と

意思に属することを運命付けられているものを、より一層鮮明に把握することでした。

皆さんは、すべての善のために、それぞれの存在と一斉に完全な同期を取って、皆さん

がかつて皆さんの現実性として楽しみ、選択した一体性に戻ることを目的として、創り

出されました。皆さんは、その真実を把握し始めています。

 
その真実は、決して失われることはありません。それは、皆さんがそうだったように、

ただ眠っていただけです。それは、皆さんがかつて置き忘れた貴重な品物が、その事実

通りの輝きと壮麗な姿で、皆さんのまさに目の前に置かれていることを、皆さんが突然

気付いたようなものです。皆さんは今、それを拾い上げて、皆さんのこころの近くに抱

き締めているところです。そしてそれが無かった時の皆さんの人生経験のおかげで、皆

さんは今、今まで以上にそれを高く評価しています。

 
今、皆さんの全体性、皆さんの神性、そして皆さんの完全で自由な全存在との結び付き

というこの新しい真実を、皆さんのこころに近付けてください。それを皆さんの導きの

光と目的にしてください。それを、皆さんが現実として認識しているすべてにしてくだ

さい。今、それを皆さんの旅にしてください。

 
その知識で、皆さんの真実の自己というその感覚で、穏やかになってください。皆さん

が今まで経験し、皆さん自身について正しいと考えていた他のあらゆる物事は、皆さん



に皆さんの真の自己について教えるための単なる装置でした。それは、ひとつの建物を

取り囲んでいる、ただその建物がそれ自体で建つことができるまで維持されるためだけ

に考案された建築用の足場の目的に、かなり似ています。あるいは、光に向かって剥き

出しにされるまでその創造を定位置に維持するために考案された、彫刻または彫像の金

型か、あるいは蝶の蛹のようなものです。蛹が突き破られて蝶自体の存在を明らかにす

るまでは、その蛹が新しく形成された蝶の身体を育んで護っています。

 
今は、こうしたすべての経験、悲嘆、心的外傷は、今の皆さんという宝石を、そしてい

つもそうだったその宝石を拡大し、鍛造し、輝かせ、磨くための素材を皆さんに与える

ために、単純にそこにあっただけだという事実を、実際に理解する時です。外部の皮が

破けていつもそこにあったものを明らかにしますが、しかし今は、決して断ち切られる

ことがなかった皆さんの根源との結び付きの存在を立証するために経験を積むことが、

より良い選択になっています。それは、皆さんの幻影での実験という瓦礫の中に埋めら

れていました。そして、一体性と根源に属する全体の不可欠な部分になっている、その

皆さんの神聖なる自己、皆さんの壊されることのないあらゆる存在達との結び付きに属

していないあらゆる物事は、幻影です。

 
わたしの親愛なる仲間達、わたしの姉妹や兄弟達、皆さんはこの事実を把握する皆さん

の道を順調に進んでいます。そして、幻影の最後の断片を振り払い、皆さんの真実を明

らかにするその皆さんの勇敢な努力に対して、天の集団に属するわたし達は、大いなる

敬意を抱いています。そして皆さんは実際に、創造の輝く宝石であり、全存在という創

造主によって愛され、大切にされています。

 
わたしはここで、すべての皆さんに対するわたしのこころの深い愛と伴に、皆さんとお

別れします。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア。

 
Thank you to Yeshua.
 
Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material, provided
the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are
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光に従う

光に従う
Abide by the Light ~ June 28, 2012

29 June 2012 - 4:51am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua:
 
 
すべての美しい光の存在達、こんにちは！　わたしは皆さんに、わたしの愛と揺ぎない

防御を送ります。

 
親愛なる皆さん、現在は複雑で繊細な時期であり、意識を集中する先を決定する時です

。光の量と皆さんの内部と外部の光の順守が、皆さんの一体性に向かう旅に対する大き

な転換点になるでしょう。

 
親愛なる皆さん、今は皆さんにふさわしい時期です。皆さんはそれをどのように演じる

でしょうか？　皆さんは、巨大中心太陽からの光を吸収してそれを足場にすることに意

識を集中することを選択し、それを皆さんの世界にするでしょうか？　皆さんはそれを

、皆さんの人生と皆さんの世界の中で皆さんが望む数々の展望と夢に役立つ建築資材と

して利用するでしょうか？　皆さんは皆さん自身を、根源と全存在と同じ一体となった

ものとして理解し始めるでしょうか？

 
意思決定の瞬間が既に訪れていて、皆さんがそれに対処する内容が、皆さんの未来を決

定することになるでしょう。皆さんは、その光と皆さんが光に対処することを望んでい

るものに集中しているでしょうか？　皆さんは、それぞれの瞬間に皆さん自身がさらに

啓発されることを許しながら、皆さんの光の身体を通して絶え間なく光を処理している

でしょうか？

 



今まで以上に、皆さんの思考に注意を払ってください。他の人々の思考と行動によって

振り回されないようにしてください。皆さんのこころに向かい、皆さんのさらに高い自

己や根源が皆さんに伝えていることに熱心に耳を傾けてください。皆さんはすべて能力

を持ち、そしてその能力は、皆さんがさらにそれを利用するほど、大きく発達するでし

ょう。

 
今は、皆さんの天稟を、皆さんの真の自己に耳を傾けて根源に同調し、皆さん自身につ

いての真実になっているものを識別する皆さんの能力を信頼する、その皆さんの天稟を

、利用し始める時です。ただ光と愛と豊かさと自由に属する皆さんの数々の夢と展望で

、皆さんの集団意識を増大させる天稟です。

 
今は、皆さんの二元性の世界の中で続いてきた物事に対する後悔や復讐といったあらゆ

る考えを手放す時です。皆さんは学び成長するために、それを設定したことを忘れない

でください。今その課題を受け止めて、前進してください。

 
皆さんの魂の中の囁きから、新しい世界を創り出してください。その新しい世界は、皆

さんの一体性、愛、光、そして豊かさにという状態の思い出に属し、そして根源の全体

性を育て、そこから浮上し、それを与えているそれぞれの魂との完全な結び付きの思い

出と、根源の全体性と伴に鼓動し、光に闇を追い越させて、それを既に行ったこととし

て確認しているという思い出に属している世界です。

 
親愛なる皆さん、光と愛の世界で暮らしてください。その光と愛の世界を存在させて、

皆さん自身をその中に浸してください。皆さんの勇気を強化して皆さんに寛ぎを与えな

がら、皆さんの傍にいる霊的な領域に属するわたし達を感じてください。何故なら皆さ

んは、歴史に類を見ない新しい地球に対する皆さんの数々の展望と夢と意思を進めてい

るからです。

 
死に瀕している二元性の本質に属するその妨害と干渉を鎮めて、数々の可能性と現実性

を受け入れてください。その可能性と現実性は、皆さんの魂が思い出して再びそれを目

的にして生きることを望むものについての皆さんの粘り強い信奉で、今皆さんが創り出

しているものです。

 
わたしの親愛なる皆さん、皆さんは次元上昇に向かう高速列車に乗り込んでいます。皆



さんに不可欠なものは、皆さんの内部と周りの光を拡大するようになるものだけを皆さ

んが行い、考えることです。皆さんがその瞑想の中で確認し始めている、その光の球

になってください。その上で拡大してください。その光になってください。その光を注

いでください。その光を受け入れてください。

 
その場所から、他の人々に手を差し出してください。その場所から、皆さんの自己に手

を伸ばしてください。今、そして永遠に、一体性という光の球になってください。皆さ

んの二元性の数々の経験がその光に吸収されて、その経験が遠い記憶になって皆さんの

日常を支配しなくなるまで、その経験が光によって変化させられることを許し始めてく

ださい。皆さん自身と他の人々に対する愛が、皆さんの日常を支配するようにしてくだ

さい。皆さんが皆さんの愛で他の人々にどれほど影響を与えることができるかという考

えが、皆さんの日常を支配するようにしてください。その光に吸収されてください。親

愛なる皆さん、その光に従ってください！

 
皆さんが抱え込んでいる皆さんをその目的から逸らすものを、捨ててください。皆さん

の中心に留まり、一息入れてください。光の活動家の皆さん、今、凛として、揺るぎな

く立ち上がってください！　他の人々が皆さんに加わるため、他の人々が従う余地を維

持してください。穏やかになってください。皆さんが確認したい穏やかさになってくだ

さい。その権利を放棄しないでください。

 
わたしの大切な最愛なる皆さん、皆さんはこれほど遠くまでやってきて、天の集団に属

するわたし達は、皆さんが今まで達成して来たすべての物事と同時に、皆さんがそこに

至るまでに経験した数々の苦闘を、一瞬たりとも見逃すことはありません。どうか、前

進を続けてください。皆さんはほとんどそこに辿り着いています。

 
皆さんの目覚めというこの美しい旅の上で、わたしはわたしのすべての愛と支援と伴に

、皆さんと伴に歩みます。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア。

Your loving brother, Yeshua.
 
Thank you to Yeshua.
As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,
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皆さんの光がより明るく輝くように

皆さんの光がより明るく輝くように
May Your Light Shine Brighter ~ July 15, 2012
16 July 2012 - 6:35am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua and the Company of Heaven ~
 
 
こんにちは、光の存在達。わたし達は天の集団から皆さんに挨拶を送ります。

 
この非常に決定的に重要な意味を持つ変容の時期に、多くの物事が発生し続けています

。そのため、多くの光が皆さんという存在と地球に入っていて、ある重要な変化が発生

し続けています。

 
皆さんの世界の周りのすべてで、さらに巨大な目覚めと愛のエネルギーの定着のための

準備が整えられています。それは今、数多くの人々のためのひとつの生き方になり始め

ています。皆さんが今までよりも巨大な量で皆さんに送られている光と愛を受け入れて

いるため、二元性の世界が消え始めています。

 
すべてが順調であり、そしてすべてが狙い通りになっています。自分達の光の身体がさ

らに光で満たされ、そのDNAがさらに光と結び付いているため、数多くの人々が数々
の変化を感じ始めています。もう後戻りすることはありません。皆さんは次元上昇に向

けて、急速な展開の途上にあります。

 
今、皆さんのために多くの支援が行われています。皆さんはただそれについて考え、皆

さんのこころから求めることが必要なだけです。そして皆さんは、それを受け取ること

になるでしょう。親愛なる皆さん、すべては皆さんの次元上昇の道筋のために全速力で

進んでいます。これは、皆さんが今までそのために準備してきたものです。



 
数々の兆候に注意を払ってください。皆さんの魂の囁きに注意を払ってください。親愛

なる皆さん、今皆さんに豊富に与えられている導きに注意を払って下さい。皆さんがそ

れを回避できる唯一の方法があるとすれば、皆さんがそれから目を背ける場合だけです

。しかし何故皆さんは敢えてそうしようとする必要があるのでしょうか？　それは皆さ

んの瞬間であり、その時皆さんはその頂上の頂点に立ち、皆さんが遥か遠くまできた様

子を見渡すことができます。

 
今、皆さんがこれほど遠くまで進んできた姿を良く考えるために、時間を取ってくだ

さい。皆さんの数々の優先順位に目を向けてください。それは既に変わっていますか？

　それは、皆さん自身の発展だけではなく他の人々の発展も気遣っている存在達へ向

けた、皆さんの変容の予定とさらに一致するようになっていますか？　皆さんは、今ま

で支援を求めてきたすべての存在達と手を取り合っていますか？

 
皆さんが支援を求めた時にわたし達が皆さんの手を握ったように、他の人々は、皆さん

がその手を差し出すことを求めています。皆さんの愛に対する受容力は今ではかなり増

大しているため、皆さんはそれに対処することができます。皆さんはそれを感じますか

？　皆さんはそれを受け入れますか？　皆さんは、皆さんがいつもそうだったように、

壮麗な光の存在になり始めていますが、しかし今、皆さんはそれを明らかにして、すべ

ての人々が確認できるように、その光を外部に向かって輝かせています。

 
天の集団に属するわたし達は、今まで皆さんに注目し、皆さんを育んできました。そし

て今、ひとりの嬰児がひとりの子供になるように、あるいはひとりの10代の若者が大人
になるように、皆さんは皆さんのさらなる成長のために、より多くの責任と仕事を引き

受ける準備を整えています。そしてこのようにして、その成長と伴に、驚きと新たな情

報が現れます。それは、さらに巨大な数々の冒険に皆さんを導くために、皆さんが今皆

さんの内面で保有することができるものです。

 
時々皆さんの意識の中に入ってくる皆さんの否定的な考え方に注目することは、依然と

して重要なことになっています。こうした物事は、まさに二元性の中の皆さんの経験の

名残であり、皆さんが新しく見付け出した光で簡単に洗い流すことができます。

 
今、この時期を選んで、すべての人々が乗り出す勇気を充分に持てなかったその旅の上



にいる、皆さん自身を祝福してください。皆さんが旅を始めた時、皆さんはさらに数多

くの能力と勇気を持っていることに気付きました。それが簡単なものではなかったこ

とを、わたし達は同意します。しかし、皆さんという壮麗な神聖なる存在達にとって、

人々が良く言うように、それは“たやすいこと”であったことが判明するでしょう
 
皆さんは、いつもそのように感じる訳ではないかもしれません。しかし、皆さんの巨大

な数々の能力と可能性、そして皆さんの姿である神聖なる本質に目を向けると、皆さ

んは、皆さんがかつてできると考えたよりも簡単に、その変容を達成し始めています。

 
光の中に皆さん自身を絶え間なく包み込むことを忘れず、目覚めているあらゆる瞬間に

、巨大中心太陽との結び付きを確立し、それを維持してください。皆さんの魂の星との

結び付きの力を感じ、皆さんのこころを通して、次にそれを母なる地球に向けて深く降

ろし、そしてそこで皆さんはグリッドを発火させて、その力を再び巨大中心太陽に戻し

、皆さんが進むにつれて、皆さんのすべてのチャクラを発火させます。この光の柱を、

これからの皆さんの基準として感じ、確認し、その中に存在してください。その外部に

存在しないでください。何故なら、それが皆さんを着実に次元上昇への道筋に導くこと

になるからです。

 
大切な最愛なる皆さん、皆さんは感謝の対象となる多くの物事を手にしています。そ

して、皆さんのこころの中で感謝を感じ、それを絶えず表現することが重要になります

。何故なら、これがさらに多くの贈り物を、皆さんや他の人々に、もたらすようになる

からです。

 
わたし達は、皆さんの勇気と皆さんの忍耐に対して、皆さんを称賛します。そしてわた

し達は、あらゆる支援の準備を整えて、皆さんの傍に立っています。皆さんは今、主導

権を握り、そしてわたし達は、まさに彼らが引用するように、皆さんの“編隊僚機”とし
て活動しています。わたし達はこの旅の上で皆さんと伴に歩み、そしてそれは何と華麗

に刺激的な旅でしょうか！

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア、そして天の集団

Your loving brother, Yeshua and the Company of Heaven.
 
As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,



provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and
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http://lightworkers.org/channeling/163478/yeshua-and-company-heaven-may-your-light-shine-
brighter-july-15-2012

http://www.franheal.wordpress.com/
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html
http://lightworkers.org/channeling/163478/yeshua-and-company-heaven-may-your-light-shine-brighter-july-15-2012


皆さんは愛：愛になれ！

皆さんは愛：愛になれ！
You Are Love: Be It! ~ July 25, 2012
26 July 2012 - 6:54am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua:
 
 
わたしの最愛なる皆さん、愛と光の存在である皆さん、こんにちは。わたしは今日、愛

について、その最も高い姿について話をするために現れています。

 
皆さんは今までに、さらに深い愛の姿、愛のすべてを網羅する特質、愛の力強い拡大、

そして愛の浸透する力を経験しています。

 
皆さんは皆さんに対するすべての愛の贈り物の中でその光を取り込んでいるため、愛は

分断されることはないという事実に目覚めます。皆さんは細胞の中に豊富な量の愛を取

り入れて、愛の無条件の特質を感じます。すべてに対して愛を広げることはその一部

になっていますが、それは皆さんが、あらゆる人が皆さんであり、皆さんはあらゆる人

であることに気付いているからです。大切な最愛なる皆さん、皆さんは愛として存在し

ています。

 
愛はいつもそこにありました。愛は決して皆さんから離れませんでした。皆さんはただ

、愛を受け入れ、愛を感じ、そして愛を自由に提示することだけが必要でした。わたし

達は、愛が皆さんの第二の天性になっていることを確認しています。それは霊的な領域

から見ると、美しい姿です。親愛なる皆さん、皆さんは愛を選択していて、その間ずっ

と愛によって拡大され、引き上げられています。

 
皆さんの数々の細胞が、霊的な領域と銀河の領域から、そして皆さんのような他の存在



達から皆さんに提示されている光と愛を受け入れているため、皆さんは愛で充血してい

ます。愛は皆さんの考えや皆さんの行為に特色を与えています。これは実際に、極めて

素晴らしいことです！

 
皆さんはもはや“努力する”必要はありません。親愛なる仲間達、愛は皆さんにとってひ
とつの生き方になり始めています。皆さんは、皆さんの本質を、そして皆さんが二元性

に入る前の皆さんを思い出し始めています。皆さんの本来の姿です。決して離れること

がなかった愛の閃光がいつも存在しましたが、しかしそれが今これほど美しく花開いて

いて、皆さんは皆さんの真の神聖なる自己に目覚め始めています。

 
今、少し時間を取って、内面を見詰めてください。何か愛情のない考えが残っていま

すか？　皆さんは完全に自由奔放に、完全に受け入れて、断定的な判断をせずに、皆さ

ん自身を愛していますか？　皆さんは今、無条件の愛が本当にどのようなものかを認識

していますか？　親愛なる皆さん、それはどのような制限も持たず、どのような境界も

持たず、どのような障壁も持ちません。

 
皆さんはこれほど愛に溢れ、これほど愛に値し、これほど愛の才能に溢れ、これほど愛

に包まれている、完璧な神聖なる存在であることに気付いていますか？　皆さんは愛の

中で生きていますか？

 
皆さんが皆さん自身に対して深く愛を感じる時、愛をあらゆる場所に広げることは簡単

なことではないでしょうか？　それが鍵です。今は、いつでもあらゆる断定的な判断を

、つまり皆さんの完全なる無条件の愛の価値についてのあらゆる“もしも”あるいは“
以外”を、投げ捨てる時です。愛を浴びてください。皆さん自身に愛を降り注いでくだ
さい。皆さんは決して愛を持ち過ぎることはできません。

 
親愛なる仲間達、愛という環境の中で泳いでください。そして皆さんの周りで同じこと

をしている他のすべての人々に挨拶を送ってください。何故なら皆さんはひとつで同じ

であり、愛から生まれ、これほど愛に値するからです。愛に慣れてください。愛になっ

てください。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア。

Your loving brother, Yeshua



 
As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,
provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and
links are included.
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わたし達とひとつになる

わたし達とひとつになる
Be One With Us ~ August 8, 2012

Yeshua and the Company of Heaven
9 August 2012 - 5:15am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua and the Company of Heaven:
 
 
わたしの親愛なる仲間達、こんにちは。わたしは今日、皆さんの進歩におけるひとつの

基準として皆さんにお祝いの言葉を伝えるために、天の集団と伴に皆さんの前に現れて

います。そうです、皆さんは、今まで多くの物事を達成しています。皆さんは光を受け

入れて、その光の内部で花開いています。

 
皆さんがこれから永遠に旅する路は、これほど壮麗な約束に溢れた道です。天の集団に

属するわたし達は、皆さんのより一層の進歩を待ち受けていますが、それは今までのと

ころ、壮麗なものとして理解されています。

 
皆さんは今まで、それが天界の存在であれ、銀河の存在であれ、あるいはそれが人間で

あれ、皆さんの同胞達を、皆さんの仲間の光の活動家達を、皆さんの仲間の存在達を、

皆さんの愛情溢れる光の仲間達を、受け入れてきました。わたし達はすべて同じであり

、そしてわたし達はこうした壮大な目的の中で一体になっています。

 
皆さんがここから永遠に行うことは、皆さんが決めます。皆さんは啓発の路に沿って、

これほど遠くまでやってきました。今は、自分を解き放って、その役割を楽しむ時で

あり、それはさらに壮大なものにさえなるでしょう。

 
数多くの人々にとって、今までその目的は光を維持することであり、数多くの人々にと



って、光を広く伝えることであり、そして数多くの人々にとって、それは光を集めるこ

とであり、その光を変えることでした。皆さんはすべて、皆さんの目的に役立ってい

ます。わたしの親愛なる仲間達、皆さんはすべて、空前の領域に勇敢に立ち向かい、そ

してそれをとても上手にこなしています。

 
皆さんが今まで吸収し、広めてきたこの壮麗な光と愛のすべてと伴に、皆さんが何処に

向かうのかを良く考えるために、今、少し時間を取ってください。皆さんはそれを、皆

さんが望むどのようなものにも形作ることができるひとつの粘土のように見ることがで

きます。それはこれほど簡単なことだと考えてください。親愛なる皆さん、創造は、皆

さんのすぐ手の届くところにあります。どうかそれを信じ続けてください。

 
皆さんは今まで世界中で多くの不安を確認してきましたが、しかし皆さんは同時に、そ

ういった数々の奇跡的な出来事も確認し続けています。それに意識を集中してください

。何故なら、皆さんは今後それ以上の物事を創り出すことができるからです。そのエネ

ルギーが今、その創造を支援します。

 
次元上昇は、皆さんの最優先事項にならなければならないものです。他のあらゆる物

事は、単なるそれに花を添える飾りに過ぎません。あらゆる物事が、そこから現れます

。愛情のないあらゆる考えを、愛の中で皆さんの仲間の存在達と結び付くという皆さん

の目的に矛盾するあらゆる物事を、手放し続けてください。

 
静かにして、皆さんが創り出すことができるもの、皆さんが創り出すことができるも

のに、驚いてください。このエネルギーと、今皆さんの惑星を一掃して皆さんを抱き上

げることを許すこの壮麗なエネルギーと、戯れてください。そのエネルギーで、さらに

心地良くなってください。

 
古いエネルギーに属するすべての物事を、その古い枠組みを、分析してください。皆さ

んはそれを続けたいと思いますか？　あるいは、皆さんはそれを手放す必要がありま

すか？　それを断念することは、まさに皆さんのこころの中に新しい物事をさらに充分

に受け入れる余地を創り出します。その新しい物事とはなんでしょうか？　それは愛と

光と誠実さ、そして皆さん自身に対して忠実になることに属するものです。親愛なる皆

さん、捨て去ることができないあらゆる物事です。その新しい物事のための余地を創り

出してください。



 
数多くの皆さんが、舵のない、ただ方向性を持たずに浮かんでいるだけの小舟になって

いるように感じています。これにはひとつの理由があります。皆さんは今、古い方向性

に属する手段を用いることなく、皆さんの進路をより簡単に計画することができます。

 
あらゆる物事を分析することを皆さんの優先事項にしてください。もしもそれが皆さん

のための愛と他の人々のための愛を支援しないのであれば、それは破棄してください。

古い反応のやり方で新しい数々の刺激に無意識に反応する時は、過ぎ去りました。立ち

止まり、ここから皆さんが進む方法を決めてください。

 
親愛なる皆さん、光を受け入れて、その光で輝いてください。皆さんは、わたし達が伝

えているように、皆さんの目の前で展開しているその新しい地球の中で、何を創り出そ

うと思いますか？

 
天の集団に属するわたし達は、こころから皆さんを愛しています。そして皆さんは皆さ

んの意識を引き上げて皆さんが達成したものを受け入れるため、わたし達は、いつでも

皆さんとより完全に会うことができます。親愛なる仲間達、わたし達はひとつです。

今は、皆さんがそれを受け止め、そしてそれを受け入れる時です。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア、そして天の集団。

Your loving brother, Yeshua with the Company of Heaven.
 
As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,
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links are included.
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皆さんの創造的な力を解き放つ

皆さんの創造的な力を解き放つ
Unleash Your Creative Power ~ September 13, 2012
14 September 2012 - 7:36am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua and the Company of Heaven ~ Unleash Your Creative Power ~ As Channeled
Through Fran Zepeda ~ September 13, 2012
 
 
仲間の光の活動家達、こんにちは。わたしは今日、天の集団と伴に皆さんの賞賛に値す

る進歩を喜ぶために、皆さんの前に現れています。

 
皆さんの世界のいたる所で、大幅な目覚めが、以前には見られなかった割合の開放が、

既に起っています。皆さんは今現在、エネルギーの小休止を感じ始めているかもしれま

せんが、しかしこの状態と伴に、確認されていない多くの物事が発生していることに注

意してください。

 
わたしの親愛なる仲間達、皆さんの世界に対する望みは何でしょうか？　今、それを皆

さんの精神とこころの中の中心に置いてください。その数々のエネルギーと伴に、今、

皆さんは皆さんが好きなどのような物事も形作ることが許されています。従来の思考

パターンの何らかの限界によって、皆さんが引き止められるようなことがないようにし

てください。皆さんは、最近まですべての皆さんが埋没していた古い二元性のエネルギ

ーのすべての解放と伴に、それを置き去りにしているところです。

 
皆さんという存在の軽さに注目してください。皆さんのこころの内部の歓びに注目して

ください。それを手放さず、解き放っている数々のエネルギーと自分を重ね合わせない

でください。それは巨大なものであり、時に皆さんを誤魔化して、これが依然として皆

さんの現実性だ、と信じさせる可能性があります。しかし悲しいかな、それは皆さんの



現実性ではありません。

 
皆さんは、皆さんのこころの中で、この軽さと歓びを感じます。依然としてまとわり付

いている可能性があるなかなか消えない何らかの否定的な考えや行動パターンの代わ

りに、まさにそれに注目してください。今皆さんが皆さん自身を皆さんの本当の姿であ

る高められた存在達と重ね合わせることが、重要になります。親愛なる皆さん、わたし

達が伝えるように、その現実性が築き上げられているところです。

 
わたし達は計り知れないほど皆さんを愛し、そしてわたし達は、これは皆さんが取り掛

かる仕事としては簡単ではなかったことは認識しています。しかし、皆さんはそれを公

然と、意欲的に、そして愛を込めて、皆さんのこころのすべてで行ってきました。皆さ

んはまだ、その衝撃を完全に自覚していないかもしれません。

 
皆さんのこころと、皆さんのこころの望みを中心に置き続けてください。それだけに注

意を払ってください。皆さんが“高められた考え”から外れ始める時、ただこれは単純に
古い物事をより多く手放していることを良く理解して、皆さんの真の存在、皆さんの神

性のすべての愛と光を用いて、皆さんのこころと皆さんのこころの望みに意識を集中し

てください。

 
わたしの最愛なる皆さん、皆さんがどれほど遠くまできて、どれほど遠くの存在になっ

ているかを良く考えるために、今、少し時間を取ってください。皆さんのこころは、数

ヶ月前よりも、もっと言えば数日前よりも、さらに一層広がっています。皆さんの精神

はあらゆる可能性を許すためにさらに拡大されています。皆さんの細胞は、既に変容し

ています。皆さんの結晶構造の身体が現れ始めています。皆さんのDNAは、完全な許
容限度にまで移行し始めています。皆さんの数々のチャクラは開き、拡大し、皆さんの

光の身体の力と壮麗さになり始めています。

 
皆さんは、皆さん自身を決して再び同じように見ることはなくなるでしょう。皆さん

は今、絶えず変化を続け、数々の可能性に満ちた、変容がすぐ手元にある、ひとつの世

界に居住しています。この力を信じてください。皆さんが今という瞬間の中で安定を感

じるあらゆる瞬間に、この数々の奇跡を起こす驚きを信じてください。

 
皆さんはすべてこれほど多くの力を備えた壮麗な存在であることを、皆さんは信じ始め



ています。皆さんは、古い考え方によってこの力を定義することはできません。それは

支配する力ではありません。それは創造する力です。それは創造主に属する、力を与

える感覚であり、皆さんの歴史の中で最上のものです。ひとりひとりの皆さんが、この

力を充分に解き放つことができます。何故なら、それは皆さんが感じ、あらゆるものを

包み込んでいる愛によって、皆さんが高めてあらゆる場所に広めている愛によって、活

気付けられているからです。

 
あらゆる瞬間に皆さんの神性の純粋な本質で、この力を解き放ってください。それと戯

れて、皆さんは一体性の根源、全存在の根源に戻り始めている、神聖なる創造の力で

あることに気付き始めてください。

 
わたし達は、いつも愛に溢れる奉仕の中で、皆さんのすぐ側にいます。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア、そして天の集団。

Your loving brother, Yeshua, with the Company of Heaven
 
As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,
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愛の庭の中で戯れる

愛の庭の中で戯れる
Play in the Garden of Love
October 15, 2012
 
フラン・ゼペダ経由

As Channeled Through Fran Zepeda
 
Yeshua and the Company of Heaven:
 
 
親愛なる仲間達、そして最愛なる皆さん、わたし達は今日、生命の一部の秘密を共有す

るために、わたし達は皆さんの前に現れています。二元性は、皆さんが皆さんの神性と

完全性の認識と真実から独立して知識の探求に乗り出した時に始まりましたが、もしも

皆さんが、その二元性が始まってからずっと皆さんが手放さずにいた真実としてそれに

目を向ければ、それは全く秘密ではありません。

 
皆さんはいつも、皆さんの神性と完全性というこの真の知識の撚り糸を携えていました

。そしてこれが、皆さんが意識に入ることを許す、わたし達が伝える秘密です。

 
皆さんはこころの奥深くに、そういった真実の断片を保有します。そしてそれは、急激

に成長して結実する種子のようなものです。皆さんは頻繁に、愛で思う通りにその種子

が成長するために必要なものを与えますが、しかし皆さんがその種子の育成から距離を

置く時があります。親しい仲間の引きが、皆さんを招き寄せるからです。

 
わたし達は今、皆さんがそういった親しい仲間達に対する引きや引き付ける力に注意を

払い、しばらくの間静かにして、それが新しい地球と伴に皆さん自身の展望から皆さん

を遠ざけるのかどうかを調べるようにすることを求めます。親愛なる皆さん、皆さんは

これほど遠くまでやってきました。それはまさに、その道の途中のどのような落とし穴

も避けながら、皆さんの誠実な配慮をその道筋を進み続けることに向けることになる

でしょう。



 
皆さんが皆さんのこころの中でその願いを維持する限り、皆さんがあらゆる物事を皆さ

んのこころに基づくものにする限り、そして皆さん自身や他の人々に対する皆さんの深

い愛の息の根を止めることを望んでいる皆さんの庭の中のあらゆる日和見的な枝葉を取

り除くことに配慮する限り、皆さんの次元上昇は保証されています。

 
皆さんのこころの庭に意識を集中し続けて、皆さんの固有の神性や、皆さん固有の根源

である創造主との結び付きに関して、断定的な判断または疑いというどのような考えも

注意深く取り除く時が、既に訪れています。

 
今はもうすべての皆さんが、根源と結び付いた状態を維持して、皆さんがこの愛の道筋

を進み続けるために大切な皆さん自身の情報と知識を交信する機会を、経験し始めてい

ます。数々の雑念はいつも現れることになりますが、しかし皆さんは、皆さんにとって

真実であること、皆さんにとって重要なこと、そして純粋に全存在の創造主に属するも

のを識別することについて、上達し続けています。

 
それはまるで、皆さんがひとつの険しい道を登っていて、その途中のすべてで、依然と

して古い思考や行動の方法に凝り固まっているひとりの仲間の旅行者が残していった残

骸に、皆さんが遭遇するようなものです。皆さんは、そういった過去の残滓に目を向け

ることが上手になり、皆さんの意識を、達成するためにすべての皆さんがこれほど懸命

に努力してきた貴重な成果、向上、変容に集中させています。

 
その道筋に留まるために皆さんの数々の選択肢がさらに難しいものになっているため、

わたし達はまさに囁き声が聞こえる距離まで近づいています。皆さんが今まで困難な残

骸の領域を踏破してきたため、今から開かれた領域に向かう前に、皆さんはそれほど長

い間待つ必要はなくなるでしょう。

 
わたし達は今までも今もいつも皆さんの指導霊ですが、しかし皆さんの根源との、創

造主との結び付きは今、より一層強く、確実なものになり始めています。意思疎通の伝

達網もより一層明確になり、そして皆さんはまだそれに慣れていないかもしれませんが

、しかし皆さんは今、同調してより一層正確に受信することができ、そこでは数々の疑

いが蔓延した状態になっていません。

 



それは、皆さんが皆さんの道筋の途中でひとつの美しい牧草地に到達して、その花々、

草、樹木、日光、そして水の鮮やかな色彩を楽しむようになり、これから訪れる日々の

中でより一層堅実に暮らしている姿に慣れるようなものです。それに慣れてください。

親愛なる皆さん、皆さんはただ、皆さんのこころの静寂の中に留まり、それを経験し

続け、そしてその官能的な美を認識し続けることが必要になるだけです。

 
皆さんは皆さん自身のための秘密に気付き始めていて、そしてそれは新しいものではあ

りません。それはただ、皆さんのこころの内部により多くのものを定着させる必要があ

りあます。皆さんは、全存在の根源の神聖なる庭の青々とした景色に囲まれながら、戯

れてはしゃぐことになっていました。それに必要なことは、皆さんが皆さんの深く持続

的な部分としてそれを認めて、そしてそれを受け入れることだけです。

 
わたし達は皆さんと伴に歩み、皆さんをわたし達のこころの内側に運びます。親愛なる

皆さん、皆さんはもうほとんどそこにいます。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア、そして天の集団。

Your loving brother, Yeshua, with the Company of Heaven.
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皆さんの進歩は壮大なもの！

皆さんの進歩は壮大なもの！
Your Progress is Magnificent! ~ November 12, 2012
13 November 2012 - 4:11am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua:
 
 
美しい光の存在達、こんにちは。

Greetings, beautiful Beings of Light.
 
わたしは今日、皆さんにこうした歓びに溢れた知らせを届けるために、皆さんの前に現

れています。今まで皆さんの世界の中で多くの物事が起ってきて、それは眼にははっき

りと見えませんが、しかし数多くの皆さんがそのこころの中でそれを感じ続けています

。

 
天の集団に属するわたし達は、11-11のポータルの開放の間の皆さんの素晴らしい瞑想
に対して、皆さんを称賛します。そしてわたし達は、皆さんがそれに遅れずについて行

くように要請します。これほど多くの物事が発生しているため、皆さんは愕然とするか

もしれません。

 
大切な最愛なる皆さん、皆さんは皆さんの巨大な力を垣間見ているところであり、そし

て皆さんは皆さんの神性の奥底をさらに活用するため、皆さんがこれまで達成すること

ができたものが、日を追う毎に皆さんをさらに遠くまで連れてゆくことになるでしょう

。

 
今は、その勢いを持続させて、皆さんが先例として今まで学んできたことを利用しな

がら、皆さんのエネルギーに意識を集中する時です。数多くの皆さんが、皆さんの意識



の届く範囲を超えて、比較的低い次元に引き摺られることなく、皆さんの仲間の存在達

を含める皆さんの能力に、精通し続けています。皆さんは皆さん自身や他の人々を引き

上げながら、さらに高い次元とさらに高い意識の中にさらに長く留まり続けています。

 
母なる地球は、地球を安全にさらに高い領域に運ぶ皆さんの努力に対して、皆さんに感

謝し、そして皆さんと伴にさらに高い領域に飛躍して、今はさらに高い周波数に定着し

ています。

 
皆さんが強烈な光の流入に順応するように、一部の調整が行われる必要があります。そ

のため皆さんは、皆さん自身が依然として古い数々のパターンや皆さんの二元性の中の

以前の人生の古い痕跡を一掃していることに気付くかもしれません。地球が行い続けて

いるように、それを振るい落としてください。そしてそのさらに大幅な変質のために、

それに新しく発見した光を供給してください。

 
親愛なる皆さん、皆さんは既に巨大な跳躍を行っています。そのためどうか、この道筋

を続けてください。その道筋は、今まで皆さんが高く評価していきて、皆さんは皆さん

が自覚するよりも遥かに大きな力を備えた、壮麗な光の存在であることを認識してい

ます。

 
皆さんは過去数日の間に、その力の一端をさらに多く手にしました。いま、その力をさ

らに遠くまで伸ばしてください。皆さんは大幅な進歩を続けているところです。皆さ

んは、皆さんが皆さんの神性に向けて皆さんをさらに遠くまで導くために今まで皆さん

が発達させてきた新しいすべての技術を採り入れているため、それを拡大し、成長させ

てください。皆さんが皆さんの日常を進む時には、皆さんの神聖なる特質という新しく

発見した皆さんの本質の残り火に息を吹き掛けて、皆さんのこころの中心の光彩を浴

びて、それと一緒になってください。

 
皆さんは、11-11のポータルの開放と伴に入ってきているこのエネルギーを吸収し、統
合し続けています。そしてそのエネルギーの統合は、他の人々や皆さん自身に対する皆

さんの愛の出力を増大するために有効です。皆さんは、皆さんが呼吸をする度に、より

輝きを増す光の球になり続けていて、これを信じ、そしてこの中で歓びを感じて、そし

てこれに感謝の気持ちを持ってください。それが皆さんの世界と皆さんの仲間の存在達

に対する影響力を、さらに大幅に増大することになるでしょう。



 
大いに喜んで、そして真の現実性として存在するものと幻影として存在するものを識別

する皆さんの新しく発見した数々の能力を皆さんが自覚することによって、またさらに

寛いでください。残りの二元性の日々を通して皆さんが確認し経験するものに対するよ

り良い理解のために、その喜びが皆さんのこころの中心を走り抜けるように配慮してく

ださい。親愛なる皆さん、皆さんはとても優雅に不屈の精神で二元性を振い落としてい

ることを認識して、活気を取り戻してください。

 
わたしはいつも皆さんの側にいて、そして皆さんのこころの中でいつも皆さんの求めに

応じます。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、

ヨシュア。

Your loving brother,
Yeshua
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親愛なる旅人の皆さん、幸せな旅を

親愛なる旅人の皆さん、幸せな旅を
Happy Journey, Dear Travelers ~ November 28, 2012

29 November 2012 - 7:02am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua:
 
 
皆さんは次元上昇の道筋に沿って加速し続けていて、そのため数々のエネルギーが絶え

ず皆さんを引き上げています。皆さんはいつも増大するエネルギーの数々の波動に沿っ

て流れることを皆さん自身に許します。そのエネルギーは、皆さんの生得の権利であり

、そしてより低い数々の密度からの皆さんの救済です。

 
皆さんの真の本質は、皆さんに備わっているものです。皆さんは毎日より強固にその中

で暮らし、そして皆さんは、それに感謝する皆さんの持続する愛と忍耐を手にしてい

ます。

 
親愛なる皆さん、思い切ってそれを受け取ってください。皆さんに手渡される、皆さん

が皆さんの新しい故郷にとして慣れ始めているさらに高い数々の領域によって皆さんに

手渡される、その絶えず増大する数々のエネルギーを受け取ってください。わたし達は

皆さんを歓迎します。わたし達は皆さんを待ち構えています。今は、皆さんの道を阻む

ものは何もありません。

 
喜んでください、それが近付いているからです。それは明白です。それは必然であり、

そして親愛なる皆さん、それはその中で生きて楽しむ皆さんのものです。喜んでくだ

さい、もしも皆さんがそれを許すなら、皆さんの光の身体がその最も純粋な姿の中で、

完全に光と愛に溢れすることを止めることができるものは、何もないからです。何故

なら、その時が既に訪れているからです。親愛なる皆さん、皆さんの両腕とこころを開



け放して、思うままにそれを受け入れてください。

 
喜んでください、愛と歓びと豊かさが皆さんの有能な手に委ねられて、まるで織機の上

の絹のように高速に回転しているからです。今、皆さんを止めることは誰にもできま

せん。皆さんの有能な手とこころの中で愛を込めて形作られ、創造された、その皆さ

んの生命の織物と皆さんの新しい創造の色を選び始めてください。

 
もう一度、子供達のようになってください。ちょうどすべての色彩と手触りのものすご

く沢山の粘土を目の前でプレゼントされたばかりで、皆さんが創り出そうと望むあらゆ

るものを純然たる歓びで形作り始めている、その子供達です。それに没頭して、皆さん

が生み出すものに注目してください。

 
皆さんは、この共同創造における熟達者であり、そして皆さんは、これほど簡単にそれ

を行う方法を思い出し始めているところです。皆さんの数々の夢を手本として利用し、

皆さんが強く望むものから彫り刻んでください。不可能なことも、間違えることも、何

もありません。ご存知のように、今皆さんは愛から創り出すため、皆さんが創り出すあ

らゆる物事は、それを経験するすべての人々に美しく、歓びに満ちた、価値あるものに

なります。

 
これが、皆さんがさらに高い数々の領域で経験することになるものであり、ひとりひと

りの皆さんは、皆さんのこころの数々の夢と展望から、すべての人々が楽しむ、持続可

能で美しく機能的なものを創り出しています。ひとりひとりの皆さんが、皆さん自身の

特徴と音色を持ち、そのためあらゆる皆さんの創造の結果が美しい音楽と色彩の交響曲

になり、そして上手に行われたひとつの仕事の中で、すべての人々が制限または自制が

ない状態でそれを楽しみ、経験をして、そういった深い充足感と落ち着きと穏やかさを

生み出することになるでしょう。

 
わたしの親愛なる仲間達、皆さんは選ばれた人々です。皆さんは今まで、次第に強く光

を呼び覚まし、高めてきました。そしてさらに多くの光と愛の流入が起っているため、

皆さんがその光と愛に乗り、その内部で跳びはね、それを包み込み、それを受け入れ、

それを維持し、そしてそれを他の人々に解き放つことがまさに必要になります。

 
数々の移行がさらに明確に感じられるものになるため、皆さんはさらに高い数々の次元



の中のように、これからそれがそうなることを経験し始めているところです。それは今

、皆さんの基準になり始めています。皆さんは気持ちを高めながら、皆さんの次元上昇

への登攀の新たな高度に慣れ始めています。

 
皆さん自身が新しい数々のエネルギーを着実に経験することを、許してください。何故

なら、皆さんの物質的な身体の要求に注意を払っている間にそのエネルギーが入り、い

つも根付き、そしていつも皆さんが維持できる規模までその光を受け入れて、徐々にそ

れが心地良くなっているからです。皆さんは日が経つにつれて、皆さんの許容範囲が増

えることを確認することになるでしょう。そしてこれほど光と愛に溢れるため、皆さん

はかなり変容したことを感じることになるでしょう。

 
皆さんの考えに注意を払ってください。皆さんの感覚に注意を払ってください。それを

そのままにして煮立たせて、そして愛の中に閉じ込めて、純粋な愛の本質に変えてくだ

さい。

 
皆さんは手放して、注がれている数々のエネルギーが皆さんの光のからだと皆さんのこ

ころに向かうことに従うことを皆さん自身に許します。そのため皆さんは、皆さんの経

験に驚愕することになるでしょう。皆さんは光の中に浮かび、光の中に存在し、その光

を維持する皆さんの許容範囲を増やすため、それは“フリーサイズ”のようになるでし
ょう。

 
皆さんのこころに従い、かつては皆さんの世界の一部だった何らかの否定性の痕跡を忘

れ始めてください。経験し、探索し、楽しむものをこれほど多く手にしている、生まれ

たばかりのひとりの嬰児のようになってください。今、皆さんの好奇心と皆さんの無邪

気さを、皆さんの指針にしてください。皆さんは、皆さんの要求は配慮されるという完

全な信頼で、手放す方法を、それを起こす方法を、学び始めています。まるで新生児が

認識し信頼するように、それを皆さんの新しい認識にしてください。

 
皆さん自身を皆さんの核心部分の神聖なる本質まで縮小し、皆さんの古い存在方法に属

するどのような不純物や否定性も取り除きながら、そこから戻って築き上げてください

。

 
親愛なる皆さん、思い切って出発してください。何故なら皆さんは、皆さんの前方にひ



とつの驚くべき旅を手にしているからです。皆さんは今、既にその景色に到達し、皆さ

んが今まで悠久の時の間待ち望んできたものを、明確に確認することができます。それ

と伴に穏やかさの中に存在し、それと伴に愛の中に存在してください。これが皆さんの

新しい人生です。皆さん自身を、降りてくる愛のエネルギーの穏やかな雨の中に浸して

ください。そして親愛なる皆さん、皆さんの新しい存在方法が浮上するため、柔らか

な数々の波動の間を泳いでください。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア

Your loving brother, Yeshua
 
 
As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,
provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and
links are included.
http://www.franheal.wordpress.com (Blog)
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html (Website)
 
http://lightworkers.org/channeling/172083/yeshua-happy-journey-dear-travelers-november-28-2012

http://www.franheal.wordpress.com/
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html
http://lightworkers.org/channeling/172083/yeshua-happy-journey-dear-travelers-november-28-2012


今がその時

今がその時
It Is Time ~ 12.10.12
11 December 2012 - 5:37am
 
フラン·ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua ~ It Is Time ~As Channeled through Fran Zepeda ~ 12.10.12
 
 
親愛なる皆さん、こんにちは。わたしは今日、これから訪れる数多くの日々の中のこの

幸先の良い日に、皆さんの前に現れています。わたしは、皆さんがわたしと伴にいて、

皆さんに可能な創造主の神聖なるすべての愛を集めて、それを吸収し、それを選別し、

そして皆さんのこころを通してそれを広めて、皆さんの仲間の存在達や母なる地球に届

けることを、切に望みます。

 
嗚呼、親愛なる皆さん、これは壮麗な日々であり、皆さんはそこで、皆さんの霊を無数

の高みまで引き上げるひとつの機会を手にします。その数々のエネルギーは高まり、皆

さんに降り注ぎ続けています。立ち止まって、一日の内で何度も静かになる時間を作り

、それを歓迎してください。何故なら、これは変容を完了するための皆さんの機会にな

るからです。そうです、皆さんは今までこれを耳にしてきましたが、しかしわたし達は

、これからの11日間は、皆さんが確実に充分に注意を払うことを望みます。
 
皆さんの12-12-12のための準備において、皆さんの仲間の存在達や地球との統合と結び
付きついてのどのような考えに対しても、確実に注意を払ってください。それをすべて

光の球で包み、それを皆さんのこころの中で維持し、それを拡大してください。経験し

始めているすべての豊かさと歓びと愛を感じて、“何倍もの”度合いでそれを経験するす
べての人々のために祈ってください。さらに大きくなってください。さらに大規模にな

ってください。さらに明るくなってください。さらに輝いてください。皆さんは皆さん

と一緒に、あらゆる人をその道に連れて行きます。



 
皆さんは、わたし達がすべてひとつであることを認識しています。分離や競争というど

のような考えも、皆さんの世界から離れ続けています。毎日24時間、そうなるようにし
てください。あらゆる人を、ガイアでさえ、皆さんの身体のひとつの細胞として考えて

ください。何故なら皆さんは、彼らのひとつの細胞でもあるからです。すべての細胞が

連携して、全体を完成させ、強化し、そして皆さんはあらゆる人がそのように考えてい

る数々の恩恵の巨大さを、推し測り始めています。人々が口にするように、“ひとりは
皆のために、皆がひとりのために”。皆さんは脈動し、振動している有機体であり、そ
れは、全体の穏やかさと豊かさと幸せに対する不可欠で必要になるすべての部分を備

えた、ひとつの脈動し、振動している部分です。

 
この感覚を満喫してください。それは皆さんを活気付けることになるでしょう。それが

さらに世界を永遠に変えることになるでしょう。それに、完全な幸せ、協力、穏やかさ

、豊かさ、自由、そしてすべての人々の幸せのための皆さんの地球規模の瞑想を加え、

新しい地球を築き上げるために一丸となって努力し、すべての人々のためのさらに大き

な善のために努力してください。それで皆さんは、ひとつの強力な組合せを手にします

。皆さんは、これを認識します。今、今後永久に、それを皆さんのあらゆる思考と存在

のすべての本質的な部分にしてください。

 
生命は大切なものです。皆さんの生命は大切です。惑星上とそれ以外のあらゆる存在の

すべての生命が大切です。牧草地の中のあらゆる花がそれを熟視する人に対してその息

を呑む美しさという経験全体を強化し、完成するように、ひとりひとりの皆さんが、振

動と皆さんという存在によって美と価値に貢献します。

 
わたしの大切な光の活動家の皆さん、仲間の光の存在達、新しい時代の担い手の皆さん

、今、皆さんの完全な勢いと栄光を生み出して、皆さんのすべてをそれに捧げてくだ

さい。これは皆さんの瞬間であり、これは皆さんの運命であり、これは皆さんの目的で

あり、これは皆さんの生得の権利です。親愛なる皆さん、今、皆さんの光の完全な勢い

を生み出して、それを共有することは、皆さんが皆さんの身体と精神と最愛なる人々を

育むことになるため、そのすべてがその光を育むことになるでしょう。

 
その数々の断片はすべて、何年もの間戸棚で見捨てられたままになっていたパズルのよ

うに一緒に現れ、そして皆さんは今、ついにそれをひとつにして完成を経験するために



、既にエネルギーの更新を終えました。親愛なる皆さん、皆さんは今、完成を経験して

いるところであり、皆さんは遥か悠久の昔のその最初の段階から、二元性から神聖なる

完全性を取り出しました。それは鍵を回して稼働し始めたひとつの装置のように、完成

に向かい、伴に定着しています。

 
皆さんは、母なる地球のように、ネットワークにつながれ、整列しています。皆さんは

一緒にそれを行っているところであり、そしてあらゆる人の意識が噛み合って整列して

いるため、その数々の閃光は飛躍しようとしています。数々の天界やさらに高い次元の

中のわたし達にとって、それはどれほど素晴らしい光景になることでしょうか。皆さ

んは、わたし達に参加しているところです。皆さんの翼を整えて、皆さんの光背の埃を

払い、さらに高い数々の次元に向かってわたし達と一緒に飛翔してください。今がその

時です。

 
わたしの親愛なる皆さん、皆さんは皆さんが達成し続けているその数々の功績を決して

充分に認識していないかもしれませんが、しかし皆さんは今、ひとつの暗示を手にし始

めていて、そしてそれは、まさに今後永久にさらに良くなって行きます。皆さんの強さ

と皆さんの愛を充分に集めて、全速力で未知なる世界に進んでください。今がその時

です！

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア。

Your loving brother, Yeshua
 
As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,
provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and
links are included.
http://www.franheal.wordpress.com (Blog)
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html (Website)
 
http://lightworkers.org/channeling/172813/yeshua-it-time-121012
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ヨシュアとサナンダからの2重の祝賀メッセージ

ヨシュアとサナンダからの2重の祝賀メッセージ
Double Celebratory Message from Yeshua and Sananda ~ December 12 and

13, 2012
14 December 2012 - 6:10am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
 
フランからの註：以下は、12-12-12の午後遅くにわたしに与えられた、ヨシュアの祝
賀メッセージであり、二重のメッセージの第一部になります。第二部のサナンダのメ

ッセージは、今日、12-13-12に、以下のヨシュアのメッセージに続きます。楽しんでく
ださい！　数多くの祝福を！

 
 
12-12-12のヨシュアからの祝賀メッセージ：光に溢れたひとつの世界
CELEBRATORY MESSAGE FROM YESHUA ON 12-12-12: A LIGHT-FILLED WORLD
 
こんにちは、そしてわたしのすべての最愛なる皆さんに、挨拶を送ります！　親愛なる

皆さん、今日12-12-12は、皆さんの歴史の中の、皆さんの発展の中の、皆さんのこころ
の中の、そしてわたし達のこころの中の、ひとつの壮麗な日を記念しました。皆さんは

これほど沢山の物事を達成してきました。親愛なる皆さん、皆さんのこの次元上昇の旅

の着手は、今順調に進行中です。皆さんは既に、すべての入り口の入り口を、既に通過

しました。その光は絶えずさらに明るく輝いていて、無数の調整が皆さんの光の身体の

中で、ガイアの光の身体の中で、そして聖なる統合意識の中で、行われ続けています。

 
親愛なる皆さん、喜んでください。皆さんは美しく行っているところです。どうかこの

進歩と皆さんの瞑想を持続してください。何故なら、皆さんは巨大な前進を続けている

ところであり、そしてより多くの物事が進行中だからです。親愛なる皆さん、皆さんが

感じ、経験いているその無上の歓びは、まさに拡大し、増幅して行くことになるでし



ょう。皆さんが感じ、経験することができ、これからそのようになる深さには、限界は

ありません。

 
皆さんの光の身体、DNA、そして数々の周波数の中で、既に大幅な拡大が起ってい
ます。皆さんは、今後永久に、巨大なエネルギーの高まりの拡大の先例を作り続け行き

ます。誰ひとりとしてそのまま放置されることはないでしょう。

 
皆さんの瞑想と吸収と、光の拡大とガイアとの結び付きの拡大で、そして皆さんの仲間

の存在達と伴に、今日皆さんが味わった方法を、今後永久に皆さんの新しい生き方に

して、今後永久に皆さんの壮麗な人生にしてください。何故ならそれが、さらに多くの

皆さんがこの聖なる統合意識を、皆さんのさらに高い自己、皆さんという存在の単子と

すべての次元のこの聖なる融合を、そして皆さんの銀河の姉妹や兄弟達、多元宇宙のす

べての存在達を含めて、皆さんの神聖なる母、母なる地球とすべての人類との結び付き

の周りを取り囲んでいることを、証明し続けるからです。

 
皆さんの拡大は、予告され、完璧に考案されました。わたし達が伝えるように、皆さん

のその展開は、皆さんの巨大な勇気と皆さんの巨大なこころの証明です。その輝きは、

わたし達の立場からは息を呑むようなものであり、気持ちを高揚させるものです。それ

はまた、わたし達にとって至福に溢れています。わたし達は、これほど満足し、皆さん

の進歩と巨大な数々の可能性に直面した粘り強さによって、勇気付けられています。

 
大切な最愛なる皆さん、皆さんの次元上昇を伴う旅は、既にあらゆる意味で皆さんを広

げていて、そしてある意味では、それはただの始まりに過ぎません。そういった巨大

な数々の高みに到達することから、そしてすべての銀河のためのひとつの展示場になる

新しい地球を創り出すことから、皆さんを妨げるものは何もありません。

 
皆さんの努力と旅が今、ひとつの新しい方法で始まっているところです。何故なら皆さ

んは、既に皆さんが創り出したものをまた行う能力があるからです。皆さんはそれを築

き上げているところであり、そしてそういった光に溢れたひとつの世界に浸されている

ところです。もしかすると皆さんは、皆さんがここに到着するだろうとは決して考え

なかったかもしれません。しかし親愛なる仲間達、皆さんは今それを行っているところ

であり、そしてそのワット数は、まさに刻一刻と毎日、増大し、増幅し続けています。

何故なら皆さんは、皆さん自身と皆さんの世界を、新しい数々の高みまで引き上げてい



るからです。

 
最愛なる皆さん、ここで止まらないでください。今日からはこのやり方で、皆さんが設

定したこの前例で、続けてください。皆さんは後悔することはなく、そして皆さんは、

わたし達にこう伝えることになるでしょう。“わたしはわたしの勇気とわたしの光を奮
い起こしてさらに高い数々の領域であなたと一緒になってこれほど満足して、そしてそ

れは確認すると壮麗な眺めだ！”
 
ご存知のように、たとえ皆さんがその道の途中で何かを行ったとしても、皆さんがそこ

に到着するようになるとことを、わたし達は決して疑いませんでした。しかし安心して

ください。皆さんは既にその先駆けとなり、ひとつの壮麗な光に溢れた世界のための格

調を高め、最も頑固な魂達でさえさらによいひとつの場所に引き上げることができます

。

 
親愛なる仲間達、それは皆さんが受け入れた使命であり、そして皆さんは、それを上手

に行い続けています。わたし達のこころは、皆さんが今まで達成してきた進歩に対して

歓びの涙を流し、そして皆さんが新しい水準の至福、歓び、調和、そして統合意識を把

握することを確認して、これほど歓びと楽しさを感じます。何故なら皆さんは、皆さん

の仲間の存在達や地球との完全に愛に溢れたつながりをもつひとつの世界の中で生きよ

うとして、皆さん自身を捧げているからです。

 
皆さんは、この努力のために厳選されました。そして皆さんは今、壮大に行っていると

ころです。わたしの親愛なる仲間達、わたしの親愛なる光の姉妹や兄弟達、皆さんは、

かなりすぐに、それを確認することになるでしょう。

 
短い休息を取り、そして次に、今日と同じ調子で皆さんの旅を再開してください。親愛

なる皆さん、非常に多くの歓びが、皆さんを待ち受けています。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア

Your loving brother, Yeshua
 
 
 



サナンダからの祝賀のメッセージ：皆さんは数々の世界を上回るほど壮大　12-13-12
CELEBRATORY MESSAGE FROM SANANDA: YOU ARE MAGNIFICENT BEYOND
WORDS ~ 12-13-12
 
こんにちは、わたしはサナンダ。ここで皆さんを歓迎し、そして成功を収めた12-12-
12の数々のエネルギーの融合に対して、皆さんを称賛します。世界の、また他の宇宙の
周りのすべてで、ひとつの圧倒的な拡大と光の発火が起り、そしてその影響を受けない

場所も個人もありませんでした。

 
大規模で強力な、数々の光の粒子のひとつの加速が起りました。そしてそのため、母な

る地球はその振動を著しく高めてきました。数多くの個人達もまたその振動を著しく高

めたことを認識して、皆さんは幸せになるでしょう。数多くの仲間達の全般的な視点の

中で、完全なひとつの移行が起りました。そのため、皆さんがそう認識した世界は、同

じものではありません。それは大幅に明るいものになり、そして統一意識に向けたひと

つの新しい方向性が含まれています。

 
皆さんは、この変化に対して皆さん自身に感謝することができます。何故なら、数多く

の献身的な個人達がひとつの主要な移行に対する瞑想と貢献を行ったからであり、そ

の効果は短い時間が過ぎた後で、完全に明白で一目瞭然のものになるでしょう。皆さん

の世界のまわりのすべてで、数多くの人々が一斉に調和しながらひとつの大きな伝達網

の部分になり、すべての人々のさらに巨大な善のために豊かで、穏やかで、協調したひ

とつの世界を創り出すという真実に、目覚め続けています。

 
皆さんは言葉で言い表すことができないほど壮大であり、そしてわたしの大切な仲間達

、わたしは上手に行われたひとつの仕事に対して、皆さんに敬意を表します。どうか、

この流れに沿って続けてください。天界と銀河の数々の領域に属するわたし達は、皆さ

んに畏敬の念を抱いています。皆さんは、皆さんが到達できると完全に自覚していなか

った数々の高みに到達し続けています。

 
今、皆さんが既に達成したこの周波数水準を皆さんが維持するために、より一層の働き

が始まります。皆さんはこれから一連の取り込みとエネルギーの更新を受け取り続けな

がら、巨大な規模のひとつの移行の中で、強度と頂点を増大して行くことになるでし



ょう。皆さんが皆さんの霊的な数々の実践を断固として固守すると同時に、皆さんの純

粋な生野菜や果物、植物性たんぱく質、純化された、または蒸留された大量の水、ひと

つの祝福で条件付けられた食事の養生法を固守するために真剣に努力することが、不可

欠です。

 
まさに今次元上昇することを願い、目指している人々は、そのすべてと自分自身の次元

上昇への意識の集中を、ガイアの次元上昇と人類の総合的な次元上昇に捧げるように勧

められています。皆さんは、その目的にもう少しの所まで近付いています。

 
わたしの大切な親愛なる皆さん、皆さんはもう間もなく、今回限りで二元性を皆さんの

背後に置き去りにして、継続する至福、調和というひとつの新しい状態と、無数の可能

性を備えたひとつの新しいを持続的な達成を楽しむところまで近付いています。

 
皆さんすべてが異なり、皆さんにとって最適で、次元上昇の過程の数々の段階にいると

いう事実にもかかわらず、ひとつの集団として、皆さんは既に、啓発され実在する真の

現実性の中で、ひとつの主要な道標に到達しています。その現実性は、全体の幸福と、

皆さんはすべてひとつであるという真実に対する本質的な部分に役立つように、創り出

されているところです。

 
わたしの大切な最愛なる皆さん、真実の探究者達、皆さんは首尾良く皆さんの世界の再

編成を終えて、すべての人々のさらに巨大な善に役立つことに夢中になり、戦争や貧困

または対立のないひとつの政界の創造を目指す者になろうとしています。何という大規

模な事業であり、唯一時間だけが、皆さんの現時点の成功の状態を皆さんに伝えること

になるでしょう。何故なら、わたし達の世界から、わたし達は既に、それが真実である

ことを確認しているからです。わたし達はこの状態の顕在化の中で皆さんを導いていて

いるところであり、そして皆さんは、皆さんの部分のこの巨大な事業に対するわたし達

の莫大な感謝を経験します。

 
すべての皆さんが、これから訪れる日々の中で、高まる歓びと幸せを経験しますように

。親愛なる皆さん、皆さんのこころが、皆さんの生得の権利としてそれを取り入れ、そ

れを受け入れることを、許してください。何故なら、皆さんが皆さんやすべての存在達

のためのこの新しい存在状態を完全に楽しみ、その中に浸る時が、既に訪れているから

です。



 
これを皆さんの継続する誓いと意思にして、皆さんの完全なその価値の知識で、何があ

ってもその充分な承認に向かう道の邪魔をさせないようにしてください。皆さんはこれ

に向かって、非常に長い間努力を続けてきました... 親愛なる皆さん、今は、完全にそ
れを取り入れる時です。皆さんのその光が当てられている部分に帰順してください。そ

れは、完全にそして恥ずかしがらずに表面化することを強く要求し続けていて、そして

皆さんは、皆さんが感じるようになるその高揚感に驚愕することになるでしょう。

 
わたしの光と真実の驚くべき伝達者である皆さん、わたし達は、こうした考えと誠実な

気持ちと伴に、皆さんとお別れします。

 
わたしはサナンダ、いつも皆さんの求めに応じます。

I Am Sananda, always at your service.
 
As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,
provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and
links are included.
http://www.franheal.wordpress.com (Blog)
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html (Website)
 
http://lightworkers.org/channeling/173048/double-celebratory-message-yeshua-and-sananda-
december-12-and-13-2012
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皆さんの新しい人生に向かう皆さんの最初の段階を踏む

皆さんの新しい人生に向かう皆さんの最初の段

階を踏む
Take Your First Steps Into Your New Life
December 15, 2012 in Ascended Masters, Fran's Channeled Messages, Yeshua
 
フラン・ゼペダ経由

As Channeled through Fran Zepeda ~ December 14, 2012
 
Yeshua:
 
 
親愛なる皆さん、こんにちは。わたしは皆さんの次元上昇の過程のためのさらに多くの

考えと支援を携えて、再び現れています。

 
毎日が皆さんの成長のためのひとつの道標であり、愛と明確な意図に基づいた数々の意

思決定が、こういった二元性が終わりに近付いた日々の中で鍵になります。“終わり
の時”について、多くの物事が語られ、また触れられていますが、しかしそれはすべて
、この結論に辿り着きます。皆さんは、自由で、そして思いやりと歓びと愛と調和のす

べてともに暮らしている人生に向けて、皆さんの人生を変える準備が整っていますか？

　もしもその質問に対する答えが、その通り、なら、皆さんはほとんどそこに辿り着い

ています。皆さんは、唯一その周りを取り囲んでいる真の現実性に向けて、滑走する準

備が整っています。

 
わたしは、皆さんがどれほど美しく、愛と約束に満ちているか、それを皆さんに伝える

必要はありません。いえ、わたしはとにかく、それをもう一度伝えることにします。そ

してみなさんは、これほど愛されています。皆さんはひとつの岐路にいることは、まさ

に今、明らかです。皆さんは、この新しい世界に完全に身を任せることができます。あ

るいは、皆さんは、怖れまたは執着に皆さんを引き止めさせることもできます。それは

まさに、皆さんのこころの中のその場所に依然として解き放つものがあることを確認す



るための、その絶え間ない調査が必要になります。そしてわたしの親愛なる仲間達、こ

れほど多くの物事が、既に解き放たれています。それは永遠に続くことはありませんが

、しかし皆さんは何らかの残されているものを掘り下げて根を見付け出すように充分に

助言を受けています。その残されているものが、自由に飛び立つことから、新しい人生

と5次元に向かう方向性を自由に受け入れることから、皆さんを拘束します。
 
その数々の積み木はそこにあり、そして皆さんは、皆さんを含めたすべての人々に無条

件の愛を結び付けてそれを広げるために、皆さんの協調した数々の努力でその積み木を

積み上げてきました。それはまさに今、特に皆さん自身が結び付くものです。まだ今は

、皆さんは余りに多くの愛と光を皆さん自身で維持することはできません。わたしが今

まで話題にしてきたように、どうか皆さんの統合のための瞑想に遅れずに着いて行って

ください。しかしできるだけ多くの皆さん自身のための愛を維持する訓練も、続けてく

ださい。そしてその通り、皆さんを変容させることになるその光の符号を、毎日一日に

何度も取り込んで、皆さんの身体とこころを、受け取ることに広く開かれた状態に維持

してください。親愛なる皆さん、わたしはこれについて充分に伝えることができません

。どのような手を使っても、人々が言うように、全速力で前進してください。

 
わたしの最愛なる皆さん、皆さんは気付いていないかもしれませんが、皆さんは既に以

前にこれを何度も行っています。一部の皆さんは既にこれを思い出していて、一部の人

々はまだそれを思い出していませんが、しかしそれは問題ではなく、わたしを信頼して

ください。皆さんはこれを行う方法を認識しています。それはただ身を任せ、意図し、

完全で徹底的な開放性が必要になるだけです。もう一度新生児の喩えを用いると、自分

が配慮され、計り知れないほど愛されていることを認識している、無邪気に受け入れる

こころを開いた子供のようになってください。それがその行動のすべてを刺激します。

それは未知なる物事に向かうすべての冒険のためのひとつの基盤であり、それは毎日、

一日中行うことが必要です。あらゆる物事はその時点で新しかったものでした。完全に

思う通りに、その子供は無邪気さと好奇心と自信を持って、あらゆる物事を受け入れま

した。その通り、それは今皆さんにとって、ほとんどそのようなものです。皆さんはか

つて、それを行いました。皆さんは今、それを行うことができます。皆さんはその歴史

の中で、ほとんどの皆さんのために、そして確実に皆さん自身の他の数々の次元で、何

度もそれを行いました。

 
皆さんは、皆さんの日中を通して、まるでそれが皆さんの日中の主要な部分であり、確



実にひとつの非常に重要な皆さんの日中の部分であるかのように、浮上することを学び

、導きに耳を傾け、そしてそれに基づいて行動し、その静けさと穏やかさを楽しみ続け

ています。そしてそれは、時が経つに連れて、より一層皆さんの日中に含まれるように

なるでしょう。そして皆さんは、皆さんの神聖なる本質を、皆さんの光を当てられた愛

の本質を受け入れ、大切にして、それに従う方法を学び続けています。そしてすべては

神聖なる秩序にしたがって進行していて、ひとりひとりの皆さんに固有のものであるこ

とを、認識し続けています。そのため、寛いでください... あらゆる物事が神聖なる計
画に従って進んでいて、そしてもしも皆さんがただそれを許せば、皆さんは無限に護

られ、導かれます。

 
わたしの親愛なる仲間達、皆さんは巨大な変化の最先端にいます... 準備はできていま
すか？　完全な熱狂と歓びと伴に、皆さんの新しい人生に向けた最初の数々の段階を踏

んでください。ひとりの子供のように、その新しい世界に向けたその最初の数々の段階

を踏んでください。皆さんは、皆さんがこれを行う必要があるすべてを、それが必要と

するすべてを、手にしています。皆さんはまさに、光から皆さんに手招きする新しいど

のような物事にもこころを開くことが必要です。皆さんは、これを行う方法を認識して

います。もしも皆さんがそれを行うわたし達を必要とするなら、わたし達はそこにいて

、皆さんの手を取ります。

 
わたしの親愛なる愛に溢れる姉妹や兄弟達、皆さんにわたしの言葉を良く考えて貰うた

めに、わたしはここで皆さんとお別れします。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア

Your loving brother, Yeshua
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皆さんの新しい自己で穏やかになる

皆さんの新しい自己で穏やかになる
Be At Peace With Your New Selves ~ December 17, 2012
18 December 2012 - 7:27am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua:
 
 
 
最愛なる皆さん、こんにちは。皆さんが既に達成した進歩を確認すると、それは驚くべ

きものです。わたし達が伝えるように、数多くの人々が気持を高め、そして光を吸収し

ながら次元上昇の波に乗り続けています。皆さんは華麗に次元上昇し続けています。わ

たし達が今まで言い続けているように、皆さんはこの過程の中で、ひとりではありま

せん。

 
ひとりひとりの皆さんが今、愛の過程全体のために皆さんに割り当てられている、天使

達や高位の霊的指導者の両方またはどちらか一方のひとつのチームを持ちます。彼らは

最初からずっとそこに存在し続けていますが、しかし盛大な恍惚となる次元上昇の経験

のために、今、細心の注意と目的が、皆さんという存在と同調しています。親愛なる皆

さん、わたしがそう伝えるのは皆さんに警鐘を鳴らすためではなく、皆さんが今まで思

い描くことができた最も極上の経験のために、皆さんが準備を整えるためです。

 
皆さんがまさに今、皆さんのこころを開いてさらに多くのものを受け取るほど、それは

皆さんにとってさらに完全で完璧なものになるでしょう。そう伝えることでわたしが意

味することは、言うまでもなく次元上昇が確実だと皆さんに伝えようとしていますが、

しかし皆さんのその充分な経験、皆さんのその円滑な経験、そして皆さんのその最も高

い経験は、皆さんが手放して受け取る量に左右されることになる、ということです。わ

たし達は今までもこれを伝え続けてきましたが、しかしわたし達は、皆さんが寛いで、



できるだけその乗り心地を楽しむことを望みます。皆さんの完全な帰順と開放性よりも

重要なものは、他に何もありません。

 
数多くの皆さんが、皆さんの浄化を完了しているところであり、心配しないでください

。皆さんはそのすべてを行う必要はありません。ただ皆さんの最善を尽くしてください

。皆さんの次元上昇を阻むことになる未解決の問題やカルマは一切なく、皆さん自身に

完全で絶対的な愛を与えて、そして創造主やわたし達からその愛を受け取ることで、皆

さんは今、多くのものを浄化することができます。親愛なる皆さん、皆さんは既にそれ

を成し遂げました。皆さんは既に、皆さんの旅の不安定な部分を踏破しています。そし

て今はまさに、皆さんがその最高の栄光を楽しむ時です。

 
皆さんはすべて異なる水準にいますが、しかし本当のことを伝えると、それは問題では

ありません。まさに今、皆さん自身に意識を集中してください。皆さんがその次元上昇

の案内役達から聞いていることに、意識を集中してください。皆さんが今感じているこ

とが、皆さんにとって正しいことです。心配や怖れが皆さんを阻むことを許してしまう

ことを除いて、これを行う間違った方法などはありません。

 
今は、完全に皆さん自身を、皆さんのさらに高い自己を、皆さんの指導霊達や創造主を

、信頼する時です、皆さんの精神に邪魔をさせないでください。依然として二元性に属

する一部の装置が皆さんの気を逸らすことを望むかもしれませんが、しかししれは本物

ではありません。皆さんは、完全にその装置を取り除き始めているところです。そのた

めもしもその装置が、心地良い履き慣れた靴が皆さんを手招きするように皆さんを引き

戻そうとするなら、こう口にしてください。“余計な御世話だ！わたしは今度から、こ
の新しい生き方と存在の仕方を試すことにする。”
 
最愛なる皆さん、皆さんがこれを間違って行うことはあり得ません。皆さんが皆さんの

こころと皆さんの内部の認識に耳を傾ける限り、皆さんは元気で、護られて、そして今

までで最も驚くべき経験に直面することになるでしょう。わたし達は、これについて言

い尽くすことができません。そのため、その予想が皆さんの速度を下げさせないように

してください。あるいはその予想が、まさに今という瞬間の中に存在して皆さんに提示

され続けている大量の歓びと光と愛を保有するための進路から、皆さんを引き離すこと

がないようにしてください。残された物事は難なく対処されるようになることを、わた

し達は皆さんに保証します。それは既に記述されています。それは確定事項です。その



ため、寛いでください！

 
言うまでもなく、今提示されているエネルギーの増大はこれからも高まり続けることに

なりますが、皆さんがする必要があることは、絶えず皆さんのこころの中とガイアに根

を下ろすことだけです。エネルギーの強さのせいで皆さんがこれを行わなければならな

くなることは、まさに今は恒常的な状況です。台風の目を通り抜ける間も、それを乱気

流だと考えてください。皆さんはただ、その中心に留まることが必要であり、それです

べてが順調に進むことになるでしょう。

 
皆さんの周りで起り続けていることについて、心配しないでください。そこで転覆して

いるものは、他の人々が一掃するものかもしれません。皆さんの内面の穏やかさに意識

を集中した状態に留まり、皆さんは正確に皆さんがまさに今いることが必要な場所に存

在していることを、認識してください。皆さんが実際にする必要があるものは何もあり

ませんが、しかし親愛なる皆さん、皆さん自身を高まる数々のエネルギーで包み込み、

そのエネルギーを浸透させて、解き放つことが必要なすべてを皆さんが解き放つ時に、

皆さんは正確に皆さんにとって適切な時期に完了することになるという完全な保証と

伴に、皆さんの周りの事態も収拾させてください。

 
天の集団に属するわたし達は今、皆さんの周りのあらゆる場所にいて、そしてわたし達

は皆さんの旅が完了するまで、その勢いを弱めることはないでしょう。そして皆さんは

これほど近付いています。充分な勢いと優雅さと栄光を携えて浮上している皆さんの新

しい自己と伴に、穏やかでいてください。

 
親愛なる皆さん、わたし達は移行の前に、もう一度話をすることになるでしょう。幸せ

な旅を！

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア

Your loving brother, Yeshua
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皆さんの壮麗で新しく光に溢れた世界に足を踏み入れる

皆さんの壮麗で新しく光に溢れた世界に足を踏

み入れる
Step Into Your Glorious New Light-Filled World
December 19, 2012
 
フラン・ゼペダ経由

As Channeled Through Fran Zepeda
 
Yeshua and the Company of Heaven:
 
 
わたしの仲間の光の活動家達、わたしがこころから愛する人々、わたし達がこころから

愛する人々、すべての皆さん、こんにちは。

 
数多くの人々のために、それは既に起り始めています。そしてわたしが今まで伝えてき

たように、それはひとりひとりの皆さんにとってまさに正しい方法と時間で起ることに

なるでしょう。もしもそれが皆さんの選択肢のままであり、皆さんがこれを読んでいる

なら、わたしはそれをそのまま信頼します。

 
皆さんは、二元性の最後の時間に近付いていて、素晴らしく気分が高揚しています。数

多くの人々がその数々の影響を感じ、自分達のこころと存在をその移行に向けて広げる

状態に慣れ始めています。今後永久にそれは皆さん自身の固有の旅になり、数多くの皆

さんが、新鮮な目と開かれたこころでそれを受け入れ続けていることを、わたし達は確

認します。

 
皆さんは上昇する数々のエネルギーの流れに呑み込まれている皆さん自身を感じるため

、数多くの皆さんが、自分を解き放つことに多少の困難を覚えているところです。皆さ

ん自身を信頼し、そして皆さんのこころを信頼してください。皆さんは安全で護られて

いて、そして皆さんは、皆さんの人生の計画と神聖なる計画に従って、前進を続けてい



ます。

 
自分を解き放つことは、簡単なことではありません。何故なら、皆さんは今まで二元性

の領域に閉じ込められてきたからです。皆さんはそこで、皆さんは自分達の生き残りの

ためにいつも統制を維持しなければならない、と感じました。信頼し服従することは、

特にもしも今、その古い領域が依然としてこうした最後の時間の中で皆さんに認識され

ているその存在感を示しているなら、簡単なことではありません。

 
そのためわたし達は皆さんに、皆さん自身にこう尋ねることを求めます。“わたしは、
最高で充分な結果を得るために、わたしのすべてを今回の次元上昇に委ねることを望ん

でいるのだろうか？”もしも皆さんの答えが、その通り、なら、皆さんはしなければな
らないことを認識しています。

 
皆さんはわたしの平和と愛の戦士であり、わたしの輝く真実のこころです。皆さんは遥

々ここまで辿り着いて、そして皆さんは、皆さんの大変な努力の成就を確認していると

ころです。わたし達がすべての皆さんをどれほど誇りにしているか、わたし達は充分に

伝え尽くすことはできません。皆さんはそれを行っているところであり、そして皆さ

んは、一体性に戻る皆さんの残された幻影的な旅の間中、わたし達の持続的な支援を手

にしています。

 
今は、皆さんがやり残してきた、あるいは違った風に行ってきたかもしれないと感じる

すべての物事に対する引っ掛かりを、皆さん自身で外す時です。何故なら、皆さんの二

元性の中の人生は、皆さんに役立つ数々の課題に対して完璧なものであったからです。

今は、そのすべてを手放して、無数の可能性を備えた、その皆さんの壮麗な新しい光に

溢れた世界に足を踏み入れる時です。

 
わたし達は、非常に困難な数々の環境の中で何度も繰り返した皆さんの数々の達成に、

畏敬の念を抱いています。しかし皆さんは、やり遂げるために毎回必要としたその潜在

的な勇気と愛を引き出し、そして皆さんは、これほど壮麗なひとつの宝石のような輝き

を明らかにしました。そしてそれは、さらに高い数々の領域の中のすべての存在達に、

これほど非常に明らかになっています。

 
わたし達は皆さんに、わたし達の傑出した仲間達に、さらに高い数々の次元に向かうわ



たし達の仲間の旅行者達に、頭を下げます。わたし達は皆さんに感謝し、上手に達成さ

れたひとつの仕事に対して、わたし達の最も深い感謝を伝えます。どうか皆さんが、そ

ういった歓びと驚きを持ったこれから訪れる日々を経験しますように。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア、そして天の集団。

Your loving brother, Yeshua and the Company of Heaven.
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わたし達は皆さんの輝かしい旅の上で皆さんの側に留まる

わたし達は皆さんの輝かしい旅の上で皆さんの

側に留まる　

We Remain By Your Side On Your Illustrious Journey ~ January 4, 2013

5 January 2013 - 8:04am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua and the Company of Heaven:
 
 
わたしの親愛なる仲間達、世界の光、こんにちは。わたし達は今日、さらに高い数々の

領域に向かう皆さんの再開された旅の上で、皆さんにわたし達の愛と励ましを伝えるた

めに、皆さんの前に現れています。

 
皆さんの世界の周りのすべてで目覚めが続いているところであり、そして水面下では依

然として多くの物事が発生し続けています。皆さんは既にその主要な一部になっていて

、しかしすべての皆さんが既に発生しているそのすべてを、水面下やいわゆる電波探知

機の下で泡立っているすべてを、実際に確認も経験もしていないかもしれません。

 
わたし達の皆さんに対する愛は豊かであり、わたし達の皆さんに対する敬意もまた豊か

です。何故なら皆さんは、皆さんの数々のエネルギーを精緻化し続けて、さらに高い数

々の領域に順応しているからです。皆さんが把握するものは、必ずしも本質的で皆さん

の新しい次元性の部分になっているものとは限らないかもしれないことを、忘れないで

ください。皆さんは、着実にそして確実に、前進を続けています。

 
今は今まで以上に、皆さんの考えに注意を払うことが重要です。それは、瞬時の現象

化が、今はさらに一層大きなものになっているからです。わたし達は皆さんを導きま

すが、しかし、皆さんが二元性に属する古い方法に従う考えまたは傾倒を掘り下げて考



えるという、その流れに沿って歩き続けないことが重要です。

 
皆さんの光の身体は既に変容し、皆さんの振動も既に高まり、そして数多くの人々が、

既に5次元と6次元のどちらかあるいは両方に入り込んでいます。他の人々にとって、そ
れはひとつの漸進的な過程ですが、しかしすべての人々が、自分達の契約と人生の計画

と意図と物の見方が許されていた限りで、既に進歩しています。　

 
皆さんの承認と育成を待ちながら、数多くの物事が依然といて水面下で泡立っている可

能性があります。そのため、確固たる意志の強さと決断力が、さらに高い数々の領域に

向かうと同時に壮麗な発達と新しい地球の除幕のための進路に、皆さんを留めることに

なるでしょう。

 
皆さんが皆さんの外部に現れる穏やかさを確認するためには、まず穏やかさが皆さんの

こころの中の定住者になることが必要です。そのため、どうか皆さんの熱心な瞑想と、

愛、穏やかさ、そして調和に溢れたひとつの世界に対する皆さんの切望という援助を続

けてください。

 
ちょうどひとりの農夫の田畑が、地表の下に横たわり、見ることができず、外見的には

発芽できないように見える、その数多くの休眠中の種子を持っているように、正しい育

成と援助で、春が、豊富な真新しい、大多数の人々を育成し養うことを意図した繊細な

植物の芽を生み出すことになるでしょう。

 
この瞬間に皆さんに達することを意図した、かなり大量の愛と光が依然として存在し

ます。それを吸収し続けてください。それによって、もしも皆さんがそれを許すなら、

皆さんに利用できるこの愛と光の増大された強さが生じるようになる時が訪れることに

なるでしょう。もしも皆さんがこころを開いてその受け取りに意識を集中し続けるなら

、啓発とさらに高い数々の次元に向かう皆さんの再開された旅の上で、それが皆さんを

充分に前進させることになるでしょう。

 
わたし達は、この幻影的な皆さんの旅を通して、個人的にそして集団的に、皆さんの忠

実な奉仕者に留まります。皆さんがそう理解することを強く願うものが、適切な育成と

意識の集中で、皆さんの結果と恩恵になるでしょう。親愛なる皆さん、“ボールから目
を離さないでください”、それで皆さんは、皆さんの現実性の構造の中で、ひとつの壮



麗な開放を経験し続けることになるでしょう。

 
皆さんの悠久の間続いた古い現実性の構成概念に従うことなく、さらに高い数々の現実

性の中の皆さんの新しく鮮やかな現実性の煌めきに向けて、皆さんの目を開き始めてく

ださい。わたし達は、皆さんが創造し続けながらまだ太文字で確認していない可能性が

るこの新しい現実性を自覚し、経験する皆さんを確認することを、待ち続けています。

何故なら、しばしば皆さんの真の現実性のこの新しい原稿の完全な実現と発現の鍵と宝

と核心を保有する、その細文字を確認するためには、さらに微細で繊細な凝視が必要に

なるからです。

 
わたし達は、皆さんをこれほど沢山信頼し、たとえそれがまだ依然として一部の皆さん

にしか明確になっていないとしても、皆さんが皆さん自身や他の人々のために創造し続

けている明るくされた世界を明確に確認することができます。

 
皆さんは、より一層多くの美しい神聖なる本質を皆さんが露わにする支援をすることに

なるという、わたし達の誠実な誓約を手にしています。その本質は、既にいつもそこに

あり、より一層多くの皆さんのために浮上しているところです。じっとして待ち、それ

に注目しながら、耳を傾けてください。それはそこで、皆さんの承認と皆さんの献身を

待ち続けています。

 
わたし達は、わたし達の開かれたこころで、皆さんを深く愛します。わたし達の大切な

光の活動家や光の担い手の皆さん、何故ならわたし達は、皆さんが皆さんのこころを開

くように、絶えずその強さを高めながら、合図を送るからです。穏やかさと愛が皆さん

の満足と幸せの持続的な源泉になりますように。

 
わたし達は、わたし達の不滅の忠誠と奉仕と保護というこうした愛に溢れる抱擁と伴に

、差し当たり皆さんとお別れします。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア、そして天の集団

 
Thank you, Yeshua and the Company of Heaven.
 
As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,
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皆さんは皆さんの新しい生命を築き上げている

皆さんは皆さんの新しい生命を築き上げている
You Are Building Your New Life  ~ January 14, 2013

15 January 2013 - 4:18am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua and the Company of Heaven:
 

親愛なる皆さん、こんにちは。最近の皆さんの数々のエネルギーと皆さんの世界の中で

、既に多くの物事が発生しています。どのような再構成の中でも、いつも何も意義深い

ことが起っていないように見えるひとつの和らぐ期間が存在します。そして次に、驚く

なかれ、その新しい数々のエネルギーが何度も繰り返しそれ自体を足場にして、皆さん

がその世界を理解する方法と皆さんが皆さん自身を把握する方法の中に、ひとつの紛れ

もない開口部を作ります。

 
色々な意味で、皆さんはすべて、既にその上に新しい地球を築くひとつの白紙状態、ひ

とつのまっさらなパレットとカンヴァスになっています。皆さんは、皆さんの古い世界

に由来する数多くの物事を、言ってみればかつて皆さんがそれで皆さんの現実性を築い

た数多くの“食料”を、既に処分しました。これは、もはや皆さんの幸せのために良いと
見做されない数多くの物事のためのひとつ食糧庫を、空にすることに良く似ています。

皆さんは今、より健全な生き方のために、新しい食糧を補充する余裕があります。

 
今後より素晴らしい明るい生き方のためのより健康的な“食事”を生み出すことになる、
より健康的で栄養がある品目のための新しい食糧庫を築き上げるためには、時間とエ

ネルギーが必要になります。皆さんは今、その新しい生き方を足場にしているところで

あり、わたし達が伝えるように、それを改善しているところです。皆さんの新しい材料

には、言うまでもなく愛、感謝、希望、調和、純粋性、思いやり、穏やかさ、そして協

調が含まれます。



 
分離、怖れ、対立、そして断定的判断といった古い食糧に手を伸ばさないためには、多

少の再設定が必要です。そういった材料から目を背けることは、今まで皆さんが熱心に

取り組んできたことです。今、その古い物事に背を向け続けて、新しい材料を新しい方

法で混ぜ合わせて皆さんの新しく創り出される人生を生み出すことだけが、皆さんのた

めになります。

 
親愛なる皆さん、新たに方向付けられた人生に対する皆さんの欲求がいつもその鍵にな

っていますが、しかし物事を行う古い方法に結び付けられている状態は、特に皆さんが

好むように急速に移行していないように見える場合には、いつもひとつの誘惑になり

ます。わたしの親愛なる仲間達、進路の上に留まってください。何故なら、皆さんは皆

さん自身の新しい概念に基づいてひとつの世界とひとつの現実性を再創造して、神聖な

る愛に満ちているため、わたし達は、燦然と輝く皆さんの新しい人生と皆さんの新しい

地球の数々の脈略を確認することができるからです。皆さんが取得して何時でも利用で

きる、この創造主からのさらに多くの愛を、皆さん自身が受け取ることを許すように、

決断してください。

 
弱気になるのは人間の性ですが、しかしまた、皆さんの永遠の神聖なる特質になる新し

い脈絡を拾い上げて、それから築き上げることは、皆さんの強さと皆さんの生得の権利

です。

 
わたし達は、皆さんの新しい枠組みのための新しい激励と閃きと支援の中で呼吸しな

がら、絶えず皆さんの周りに存在します。皆さんは、そこから古い枠組みの箱の外側の

新しい数々の可能性を創り出して、新しい枠組みに向かい、その愛と配慮でその構造

を構築します。それは時に目に見えないように思えるかもしれませんが、しかしそれを

続けていれば皆さんに対してとても明らかになることは、疑いはないでしょう。

 
ひとりひとりの皆さんが、この過程の中でこれほど重要になります。それはすべての皆

さんが必要であり、そしてそれは、ひとつの新鮮な全体像と閃きのために深く掘り下げ

ているすべての皆さんが必要になります。もしも皆さんがその進路に留まれば、皆さん

に築き上げることができないものは何もないことを、どうか理解し続けてください。

 
この皆さんの新しい世界の中には、不可能なことは何もありません。皆さんがその数々



の助変数を設定します。皆さんがその枠組みを設定します。皆さんは何を創り出すこと

を望みますか？　皆さんはそれでどの次元を創り出したいですか？　皆さんは、皆さん

の考えを瞬時に明らかにすることができる5次元や、それ以上の次元の枠組みから創り
出すことを選択しますか？　親愛なる皆さん、どのような考えであっても、皆さんがそ

れについて考えること、そして皆さんが世界を眺める方法を、賢明に選択してください

。

 
皆さんは、以前とは異なるものを創り出すために、皆さん自身を信頼しますか？　皆さ

んが創造主に属する数々の創造の能力を持っていることを、皆さんは信頼しますか？

　親愛なる皆さん、信念がその鍵になります。わたしは皆さんにそれを思い出して貰い

たいと思います。新しく発見された皆さんの数々の能力に対する信念であり、皆さんは

創造主に属するひとつの神聖なる閃光である、という信念です。

 
それは、それを築き上げて、それを強くするための新しい筋肉の継続的な使用が必要に

なります。そして親愛なる皆さん、そこはその発達の中で皆さんが存在する場所です。

皆さん自身が新しく発見された皆さんの数々の能力を試してみることを、許して下さい

。数々のエネルギーを明るくすることがそれを可能にし続けています。最初は奇妙で、

何も起っていないように感じるかもしれませんが、しかし、愛、感謝、調和、希望、純

粋性、思いやり、穏やかさ、そして協調というひとつの場所からあらゆる物事を確認し

、行う、そういった新しい筋肉を足場にし続けてください。そしてそれは、皆さんの不

変の思いやりになり、そしてそのようにして、新しい姿と方法の中で、あらゆる物事を

形作ることになるでしょう。

 
親愛なる皆さん、わたし達は、皆さんがこのすべてを認識していることを知っていま

すが、しかし皆さんは、皆さんという存在の全身全霊でそれを感じますか？　こうした

ものは、毎日や瞬間の、皆さんの今という瞬間の、皆さんの構成要素ですか？　5次元
またはそれ以上の中に存在しているという立場から、あらゆる物事を思い描き、行って

ください。それで二元性に属する古い数々の方法は、遥かに急速に剥がれ落ちて、ひと

つのさらに高く、さらに軽く、さらに明るい存在の振動に置き換えられることになる

でしょう。

 
わたし達は、この努力の中で永遠に皆さんの側にいます。

 



皆さんの愛情溢れるヨシュア、そして天の集団。

Your loving brother, Yeshua and the Company of Heaven.
 
As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,
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皆さんは‘愛の運び手’

皆さんは‘愛の運び手’
You Are The ‘Love Carriers’ ~ February 4, 2013

6 February 2013 - 6:09am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua and the Company of Heaven:
 
親愛なる皆さん、こむにちは。今では数多くの皆さんが、宇宙の数多くの不思議が皆さ

んの指先にあり、かつては現実的に見えた幻影が同じ指先を通して粉々に砕け散ってい

るという真実を、朧気ながら把握し続けています。親愛なる皆さん、皆さんが皆さん

の5次元とそれ以上の次元の視点からあらゆる物事を確認し、経験することを選択す
る時、それはそのように簡単なことです。

 
数々の変化に注目してください。皆さんはただ皆さんのこころと最近のエネルギーの流

入によって手にした皆さんの新しい視点だけを通して順応するため、その変化は既に皆

さんの霊魂に巧妙に刻み込まれて、より消えにくいように暗号化された状態になってい

ます。

 
天の集団に属するわたし達は、こうした混乱した時期を通して、そして深い浄化とそれ

に続く新しい透明性と全体像の再構築と確立を通して目的を貫いてきたすべての皆さ

んに、わたし達のこころからの感謝を捧げます。

 
皆さんは皆さんの新たな拡大のひとつの結果として新しい数々の真実と洞察に気付く

ため、今、新しく準備された基準に足を踏み入れることは、数多くの皆さんをとても元

気付けることを証明し続けています。

 
親愛なる皆さん、皆さんの目の前で絶えず変化し絶えず高められている新しい地球に向

けて皆さんの新しい足場を統合し、それに慣れるために、今、ある程度の時間を取って



ください。皆さんは決して皆さんの古い世界を再訪する必要はないため、新しい高さに

慣れて、そこにある皆さんの足場を固めてください。

 
その道筋は今、無限の可能性を明らかにしながら皆さんの前で開き、拡大し続けている

ため、皆さんはこの新しい周波数と振動の中で皆さんという存在を受け入れています。

皆さんがより多くそれを受け入れてそれに抵抗しないほど、皆さんの目覚めの中であら

ゆるものがより明確で結晶構造のように澄んだものになるでしょう。

 
皆さんは先駆者であり、皆さんがより明るい光に順応するほど、皆さんの後ろの人々は

存在の新しい規範として提示されているものにより簡単に順応し、それを受け入れて、

明確に理解することができます。

 
皆さんは過去数ヶ月間数々のエネルギーにさらされたこの新しい道筋を前進するため、

皆さんが過剰ともいえる新しい数々の感覚と視点と洞察に気付いていることは、疑いの

ないことです。皆さんがそう望まない限り、同じ物事は何もありません。親愛なる皆

さん、しかし何故皆さんは同じことを望むのでしょうか？

 
こうした新しい黄金の撚り糸を紡ぎ始めてください。それは、皆さんが価値あると認識

する人生に向けて、そして皆さんの神聖なる特質の基本的な真実を受け入れて定着させ

ることによって皆さんに明らかにされている人生に向けて、最近形成されたものです。

創造主に属し、皆さんの仲間である光の存在達の間に混ざって、皆さんの新しく発見し

た展望を大いに楽しんでください。

 
これからは皆さんのこころの中だけに存在し、皆さんがただそこにいるだけでいつも創

り出すことができる数多くの可能性を探索するという皆さんの決断で、活気を取り戻し

てください。それ以外の他の物事が皆さんに合図を送ることがないようにしてください

。親愛なる皆さん、今は落ち着いて我慢し、皆さんのこころと考えの中で、いつもわた

し達と一緒にいてください。わたし達が、皆さんに皆さんがいつも認識してきたものを

明らかにして、神聖なる愛に属する皆さんのこころと魂の内部に宿っている皆さんの本

質的な真実をさらに多く活用することを、許してください。

 
皆さんは“愛の運び手”であり、存在の純粋性に関するすべてに光を当て、それを創り出
す皆さんの任務において完全で充実した状態です。皆さんは、皆さんが今皆さんの手元



に保有するものを、まさに皆さんが成し遂げた数々の奇跡と驚きとして、そしてただ大

きな拡大的なものとして、表現することができます。

 
そのため、創造主からの無条件の神聖なる愛で皆さん自身をいつも奮い立たせてくだ

さい。そしてそのようにして、その愛が皆さんの建設中の新しい世界のための建設資材

になることを、許してください。自分の立場を貫き、無条件の愛と統合と安定と健全性

という絶えず輝く黄金の色合いで構成される、その皆さんの新しい商売道具に忠実にな

ってください。

 
こうした新しい道具は、創造主の反射の中でその前進の道を見付け出しているところ

です。皆さんはまさに同じ根源の中の皆さんのルーツを明らかにしているため、皆さん

は皆さんの案内役になることをますます許しています。

 
皆さんが皆さんの継続的な旅に乗り出して、さらに高い数々の領域に夢中になりながら

新しい地球にしっかりと根を下ろすために、愛になり、神聖なるものになり、創造主

の柔らかな光になってください。それと伴に現れる穏やかな状態が、皆さんの永遠の拡

大と案内になりますように。そして皆さんが皆さんの道を前進する時には、皆さんの目

的に向かって決してふらつくことなく、それを明確に、決定的に、そして確実に広げて

ください。わたし達はこの努力の中で永遠に皆さんの味方です。

 
わたし達のすべての愛は、皆さんのものです。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア、そして天の集団。

Your loving brother Yeshua, with the Company of Heaven
 
As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,
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皆さんはひとつの全く新しい世界の指導勢力

皆さんはひとつの全く新しい世界の指導勢力
You Are The Guiding Force of A Whole New World

March 12, 2013
フラン・ゼペダ経由

As Channeled Through Fran Zepeda

Yeshua and the Company of Heaven:

今も今までいつも光だった親愛なる光の皆さん、こんにちは。わたし達は今日、少なく

とも数多くの皆さんのために、皆さんの精神と皆さんのこころの中に現れるものにつ

いて、伝えます。ご存知のように、わたし達は皆さんを観察し、そして絶えず皆さんと

一緒にいて、皆さんの進歩を監視しています。そしてわたし達は、皆さんがあらゆる物

事を解明しようとして、そして物事の意味を理解しようとして、もがき続けている姿を

、頻繁に確認しています。

ご存知のように、皆さんはあらゆる物事を解明して、素晴らしい順番に並べることはで

きません。皆さんは瞬間から瞬間に進み、その時皆さんはこれから主流になるものに皆

さんの意識を集中するため、数々の物事は絶えず変化しています。これは単純化したよ

うに響きますが、しかしそれが創造という芸術であり、現象化の規則です。

事後判断それ自体は、その過程に厄介な問題を引き起こし、ひとつの共通した成句を使

用します。それは、その数々の結果を蒔き散らし、変化させ、希薄化します。そして言

うまでもなく、皆さんの怖れに焦点を合わせて、その怖れをその現象化の過程の最前線

まで運びます。

わたし達は、いつでも皆さんの考えに注意を払い、皆さんの怖れを観察し、皆さんの愛

に溢れる光の中でそれを解消することを皆さんに思い出させるために、今ここにいます

。わたしの親愛なる仲間達、何れにしろ、皆さん自身を事後判断することは、何の役に

も立ちません。皆さんの価値と数々の能力に信頼と確信を持って、前進してください。



皆さんが認識するように、わたし達は、皆さんを導くために、いつもここにいます。そ

してわたし達は、本当に皆さんの数々の葛藤と窮状を確認しますが、しかしまたわたし

達は、皆さんのさらに高い自己と創造主に波長を合わせることによってそれを乗り越え

る皆さんの能力に対して、完全な信頼と確信を持っています。そしてさらに皆さんの指

導霊としてのわたし達と伴に、皆さんは、さらに多くの理解と自信を持って、正反対の

部分を明らかにすることになるでしょう。

わたし達は皆さんを愛し、そして皆さんの美しいこころを大切にします。そしてわたし

達は、最近の数々のエネルギーが一部の混乱をもたらし続けていることを認識してい

ます。何故なら皆さんは、皆さんがさらに多くの否定的な考え、経験、古い数々の記憶

を認めてそれを手放すことを要求する数々の状況を提示されているからであり、そして

また皆さんは、他の人々のためにそのエネルギーを濾過するからです。

皆さんは古いすべての残りものと新しい物事の導入によって創り出されたその種の“壁”
に直面していること、しかしその“壁”は貫通できて動かせるものであり、わたし達が伝
えるように移行し続けていることを認識して、元気を取り戻してください。いろいろな

意味で、それはまさに完全な帰順と、また皆さん自身のためにその方法を明確にする皆

さんの能力に関する自信が必要になります。

その通り、皆さんは既にそういったひとつの長い道のりを歩んでいて、そして皆さんが

今経験し続けているものはひとつの頂点であり、そのすべての大変な努力の結果です。

皆さんは恐るべき存在であり、この新しい周波数に対して考案され、その周波数を今皆

さんの手元にある数多くの新しい数々の可能性に向けて解読することができます。

親愛なる皆さん、皆さんの地位を利用するために、まさに今、どうかこの瞬間を選択し

てください。皆さんは希望に溢れていますか、それとも弱気になっていますか？　最近

のエネルギーは、控えめに言っても圧倒されるようなものですが、しかし皆さんは勇気

と希望の生きたひとつの具体例に向けて、そしてこの新しい枠組みの中の完全に新しい

世界の指導勢力になるように運命付けられた、持続できる驚くべきものの一部になるこ

とに向けて、それを変化させるようにされたのであり、そしてその能力を与えられま

した。



皆さんは、その姿を刻み続け、最上の比率の速度で振動している虹の色彩で細部が満た

されています。わたし達は驚きと伴にそのすべてを受け入れていて、皆さんが次に創り

出すことになるものを確認することを、切に望んでいます。それは、大きな割合を占め

ているものであり、皆さんが今まで実現してきた進歩を頼りにしています。

皆さんは、まさに今はそのすべてを明確に確認していないかもしれませんが、しかし、

皆さんが今創り出しているものは巨大で信じ難いものであり、わたし達はいつものよう

にその道のあらゆる段階で皆さんを支援しているため、どうか安心してください。

現れ続けているこうした昼夜平分時のエネルギーを敢然と取り込んでください。それで

皆さんは、この重要な変容の年と通して進み続けるためさらに多くの変化を目撃し続け

ることになるでしょう。それは予め伝えられたことであり、そしてその通りになります

。

皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア、そして天の集団

Your loving brother Yeshua and the Company of Heaven

As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,
provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and
links are included.
http://www.franheal.wordpress.com (Blog)
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html (Website)
http://franheal.wordpress.com/2013/03/12/yeshua-and-the-company-of-heaven-you-are-the-guiding-
force-of-a-whole-new-world-as-channeled-through-fran-zepeda-march-12-2013/



皆さんは、創造に属しているあらゆる物事に恵まれている

皆さんは、創造に属しているあらゆる物事に恵

まれている
You Are Endowed With Everything That Is Of Creator ~ March 17,
2013

18 March 2013 - 5:23am

フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda

Yeshua:

わたしの親愛なる仲間達、光の活動家の仲間達、そして愛の贈り主たち、こんにちは。

わたしは沢山の愛と皆さんが行っているすべてに対する感謝と伴に、皆さんに挨拶を送

ります。皆さんは、簡単で優雅に感謝と伴に皆さんの新しい地球を築き上げるという、

この記念碑的な仕事に取り組み続けています。そしてこの事実に対して、わたしはわた

しの計り知れない感謝の気持ちを皆さんに伝えます。

皆さんは、わたしが“簡単に”と口にする理由を疑問に感じるかもしれません。親愛なる

皆さん、まあ、今回の旅は、皆さんにとって確かに簡単なものではなかったはずであり

、わたしはそれについては皆さんが言うことを認めますが、わたしが話す簡単とは、皆

さんが皆さんの使命と目的に添えた円滑さのことであり、皆さんが皆さんの愛、皆さん

の神聖なる無条件の愛を惜しみなく差し出す、その寛大さのことです。

皆さんがより多くの愛を与えるほど、皆さんは皆さん自身と他の人々のためにより多く

の愛を保有することができることを、皆さんは既に気付いているでしょうか？　皆さん

が愛を分け与えて、愛と創造主によって授けられた数々の贈り物に溢れるひとつの世界

を創り出す仕事に身を委ねる時、皆さんはより多くの底力と能力を取りだすことができ

ることに気付いていますか？



皆さんは、全存在の創造主に属するあらゆる物事に恵まれています。皆さんは、創造主

として存在するあらゆる才能に恵まれています。皆さんは、既に皆さんという存在にな

っているもの、そして今まで皆さんの旅になっていたもの、そのすべてを明らかにし続

けています。

皆さんはほとんど確実に、今後数日のうちに、神聖なる皆さん自身、拡大的な豊かさと

明瞭性を備えた偏らない真の現実性として存在する皆さん自身の部分と結び付くことが

、大幅に簡単になっていることに気付き始めるようになるでしょう。皆さんはこのよう

にして、現象化のきっかけがより一層利用可能なものになることに気付くことになる

でしょう。そしてそれは、皆さんが皆さんという存在に入ることを許しているすべての

光と愛によって照らし出されている、その皆さんの真の本質の解放に起因することにな

るでしょう。

親愛なる皆さん、その通り、皆さんが今までこれほど厳密に参加してきた浄化は、皆さ

んの光の身体の高まる明滅と輝きの中で、明らかになり始めています。皆さんの魂は、

統合され、強化され、そして大幅に拡大されて存在するようになっています。

わたしの親愛なる皆さん、皆さんは、今皆さんが本質的に恵まれていて、今までもいつ

も本質的に恵まれていた、その創造的な数々の力を活性化しているため、皆さんは今、

そういった皆さんが作ったひとつの美しい世界を探索する機会を手にしています。皆さ

んは、今その機会に同意しているところであり、そしてこの同意と開放性のおかげで、

皆さんの進歩の速度は高められることになるでしょう。

皆さんは、その意欲と勇気に対するわたしの完全で熱心な称賛を手にしています。皆さ

んは既に、その意欲と勇気で、もう一度その霊的な恵みに精通するようになるという、

この仕事に乗り出しています。その霊的な恵みは、もしも皆さんが振り返れば、ほんの

少し前までは皆さんがただ漠然と気付いていただけのものであるとしても、皆さんの生

得の権利です。

わたしが皆さんに注目するのは、皆さんは意識的に皆さんのこころと魂の全体を皆さん

の自覚的意識に投げて、いつも皆さんの精神の中の考えで、たとえそれが時に恐ろしい

ものに見える可能性があるとしても、それが皆さん自身のためだけではなく、他の人々



のためにもなることを許しているからです。何故ならこれが、まさにこの地球上のこの

時間と空間に転生する特権を持たなかった他のすべての存在達と比較して、皆さんを際

立たせているからです。

皆さんが既に乗り出している旅は、なんと驚くべきひとつの旅であり、驚きに溢れ、そ

してその通り、時に狼狽し、そしてその通り、時にもがく旅だったことでしょうか。し

かしこうした状況は、皆さんを際立たせる物事そのものであり、何故なら皆さんがもが

く時、また皆さんさらに深いところまで到達して、皆さんの旅と使命を続けるための勇

気とやる気に気付き、それに完全な成功が伴うからです。

そのため、昼夜平分時と並行したさらに高まる活性化の中で、今まで通りこの皆さんの

目覚めと次元上昇の道筋の途中で皆さんが前進する時に、皆さんの聖なる意図の通りに

、新しいひとつの働きを始めて、次々と別の働きを積み重ねてください。何故なら、皆

さんは高められた周波数と次元の大幅な増大という達成の螺旋を昇っていて、そして親

愛なる皆さん、皆さんのこころの中の穏やかさで、それに馴染んでいるからです。それ

は皆さんがひとつの新しい世界全体の“有力者達”であり、皆さんは、壮麗で極めて重要

な結果を確信することができるからです。

皆さんが今経験していることについて、皆さんはいつもわたしの賛意とわたしの愛とわ

たしの理解を手にしますが、しかしその代わりに、皆さんは皆さんの世界と皆さんの生

命の刷新というこの使命の中でひとつの推進力になる特権を持っているという驚きと称

賛に意識を集中してください。限りない感謝を感じてください。この事実は、皆さんの

過程の中で必然的に起るどのような疲労や葛藤というカードよりも勝ります。

皆さんの身体はこの途方もない変容を経験しながら、より一層多くの量の光を取り入れ

ています。そのため、どうかその身体を大切にし続けてください。何故なら皆さんは、

皆さんの運命であり生得の権利である、啓発された、つまり光で照らし出された存在に

なるからです。皆さんはさらに高い数々の領域の壮麗さを経験するため、今、皆さん自

身を創造主に属する究極にして洗練された光の存在に変えるというその目標と伴に、絶

えず光と愛の中で呼吸をしてください。

皆さんは、皆さんの現在の把握力で皆さんが認識できるものを遥かに越えて前進してい



ますが、しかし皆さんはやがて、皆さんが息をする度に、そして積極的に未知なるもの

を目指しながら創り出された皆さんの幻影から離れて、全存在の創造主と一体であると

いう皆さんの真の自己と皆さんの真の本質と存在に向けて前に進む度に、真の現実性に

追い付くことができるようになるでしょう。　

親愛なる皆さん、今、それぞれの呼吸を楽々とこなして、皆さんという存在の真実に帰

順してください。わたしはいつも皆さんの傍にいて、この皆さんの輝かしい目覚めの

中で、皆さんのこころと伴に存在します。

 わたしのすべての愛は皆さんのものです、

皆さんの愛情溢れる兄弟、イエス。

All my Love is yours,
Your loving brother, Yeshua.

As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material,
provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and
links are included.
http://www.franheal.wordpress.com (Blog)
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html (Website)
http://lightworkers.org/channeling/178846/yeshua-you-are-endowed-everything-creator-march-17-
2013



乱気流に囲まれながらも安定を保ち、穏やかと愛の静けさに向けてそれを乗り越える

乱気流に囲まれながらも安定を保ち、穏やかと

愛の静けさに向けてそれを乗り越える
Keep Steady Amongst the Turbulence and Ride It Out Into the Calm of
Peace and Love ~ April 22, 2013

23 April 2013 - 6:59am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua:
 
 
親愛なる皆さん、こんにちは。わたしはまたもう一度、わたしのこころの中のすべての

愛で、皆さんに挨拶を送ります。わたしが今日、皆さんにこのメッセージを提示する

のは、皆さんがさらに深く皆さん自身を明確にして、皆さんが選んだ道筋をさらに遠く

まで進むことができるようにするためです。皆さんは既に、皆さんの次元上昇と創造の

道筋に沿って、深い純化の期間に到達しています。

 
親愛なる皆さん、目的と意図の透明性についての評価が行われなければならない、ひと

つの時期が訪れます。皆さんは、かなり広範な見識から理解し始めています。そのため

、皆さんの人生と皆さんの周りの世界に対する皆さんの影響力を拡大することを目的と

して、いつものように、そして新しい容認で、調整が必要になります。

 
皆さんは、絶えず拡大する皆さんのありのままの姿、皆さんの存在する目的、そして皆

さんの絶えず曲がりくねる次元上昇の螺旋の上で分け与えるものについての自覚に沿

って、前進を続けています。

 
そのため、皆さんの意図と目的を純化して、絶えず拡大するこころと開放性と伴に進む

ことが、いつも必要になります。皆さんが疑いなく発見し続けているものは、数多くの



物事がいつも静かに表面を流れていて、皆さんのこころの中にあるものについてより詳

細な観察と優れた判断力を絶え間なく必要としている状況です。

 
皆さんが皆さんの神聖なる本質を覆い隠している数々の残骸を一掃する時、数々の妨害

と開放を、交互に確認し、感じるかもしれません。それは絶えず皆さんの現実性の把握

の状況を変え、皆さんが繰り返し調整を施し、そして皆さんの拡大のためにその道を開

くことができるものを識別することを求めています。

 
それは皆さんが以前に訪れたものかもしれませんが、しかしひとつの異なる水準にあり

ます。絶望しないでください。その一掃と伴に、以前は決して確認しなかった知覚の大

通りへ進出して行きます。

 
皆さんは、皆さんが分刻みで決して同じ姿にならない、ひとつの多形態の存在のように

感じるかもしれません。それにもかかわらず、皆さんは皆さんの成長パターンと皆さん

の使命を甘受していることに対して、自信を持ってください。そして未知のものとして

提示される可能性がある、どのような怖れも必ず押し退けてください。皆さんがより多

く手放して、みなさんの内部と外部の数々の変化に帰順するほど、皆さんはより明確に

皆さんの道筋を確認することになるでしょう。

 
わたしの最愛なる皆さん、皆さんがまさに今皆さん自身が直面していることに気付く可

能性がある物事のひとつは、かつてないほどさらに深い水準であっても許すことの必要

性です。他の人々だけではなく、皆さん自身も含まれます。そして皆さんが持つあらゆ

る思考や概念を考察する時、特に、皆さんの周りで起り続けているように見えるすべて

の物事が、この世界の中で穏やかさを経験することとはこれほど正反対に感じる時に、

これはどれほどの回数、皆さんのために許しが現れることを必要としているでしょうか

。

 
その通り、それは時にまるで世界が穏やかさから悪い方向を示しているように見えるか

もしれません。しかしこれはまた、皆さんが皆さんの周りの数々の出来事に目を向けて

いる姿を考察することが必要になります。それはまた、皆さんがそのこころの中の穏や

かさと許しに気付くひとつの機会を与える可能性があると思いませんか？

 
皆さんは正しい方向に進み続けているため、安心してください。そして皆さんの周りで



何が起ろうとも光の道筋を続けることによって、それはまさにさらに強固にこの世界の

中の穏やかさのための機会をもたらします。穏やかでないものに意識を向けることは、

ただ持続的な穏やかさに属するすべての可能性から皆さんを引き離す結果をもたらすだ

けです。

 
こうした暴力と不安をもたらす行動を誰がどのように実行しようとも、彼らもまた許し

に値します。何故なら、そうする中で皆さんは、あらゆる場所で憎悪と暴力のすべての

名残を焼き払うことができる、ひとつの思いやりを解き放つからです。その炎の中で、

皆さんの内面やあらゆる人々の内部で渦巻いている、言うまでもなくただ今という瞬間

である過去現在未来の、すべての行いと行動と言葉が捕えられます。

 
皆さんがこの世界の中でもうこれ以上確認したくないものに背を向けることは、まさに

勇気が必要になります。そしてその場所の中で、楽観と希望と愛のレンズでそれを覆っ

てください。その上に皆さんの絵を、ひとつの上敷きのように、これほど多くの愛で満

たされたひとつの世界の絵を描いてください。その愛は、どのような病的な考えと行動

の残り火をも止め、消し、抑え込みます。

 
穏やかさと愛に属するひとつの世界に影響を与えるために、皆さんの目的対して毅然と

構えてください。皆さんのこころの純粋な愛と許しから現れるそれぞれの閃光で、すべ

てを包み込む愛の止めることができない炎の広がりと、皆さんの真の自己に戻るという

真実への献身を、許してください。その結果最終的には、暴力、不安、そして不純物と

いう残りの火花のために残されている酸素はなくなり、穏やかさと愛が世界を満たす方

向に向かいます。

 
愛と思いやりと許しで皆さんのこころを純粋にするという皆さんの目的の中で、警戒を

続けてください。そして、どのような怖れの残り火にも目印をつけて、それを、ただ他

のすべての人々に広がるより他にない、ひとつの深く持続する包容力のある愛と思いや

りで、満たしてください。

 
皆さんの周りで何を確認し、何を耳にしようとも、確固として、皆さんの高まる内面の

光の閃光を育み続けてください。それを皆さんの最優先事項にして、皆さんの慰めに

して、そしてそれと伴に数々の時代の移行が現れるという皆さんの確信にしてください



。皆さんは変化の振動で震えているように感じる可能性があるといっても、皆さんの中

心に留まり、皆さんの目的とより良くさらに明るいひとつの世界へ向けた視野の中で、

皆さん自身が堅実になり、さらに用心深くなることを許してください。

 
皆さんは、乱気流の只中で、皆さんの“飛行機”を充分に安定させています。その乱気流
の間で安定した状態を維持して、穏やかさと愛の静けさに向けてそれを乗り越えてくだ

さい。どれほど近付いているかを自覚しないでください。何故なら、埃が落ちついた時

、皆さんは確認することになるからです。その一方で、毅然と構えて、皆さんが考え、

行動するあらゆる物事の中で、皆さんの生まれながらの神聖なる本質を忠実に涵養して

ください。その他のことは、本当に一切重要ではありません。

 
皆さんは、穏やかさと愛の中の、わたしの仲間です。わたし達は一緒に、皆さん生涯の

中で以前には把握しなかった美しく純粋な大地に向けて前進します。しかし、皆さんが

より多くその一瞥を繰り返す内に、皆さんは実際に以前そこにいたことに気付くことに

なるでしょう。その美しい純粋性に戻って皆さん自身を歓迎してください。そして皆さ

んの目的とそうするという意図の中で、用心を怠らないでください。

 
皆さんのいつも愛に溢れる兄弟であり、奉仕者である、

Your ever-loving brother and servant,
 
ヨシュア

Yeshua.
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皆さんは創造主の力と栄光
You Are the Power and Glory of Creator
30 April 2013 - 6:59am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua and the Company of Heaven~ You Are the Power and Glory of Creator ~ As
Channeled through Fran Zepeda ~ April 29, 2013
 
 
親愛なる皆さん、皆さんの“界隈”では、多くの物事が進行中です。何故なら人々が真剣
に口にするように、多くの物事が旋風のように変化と移行の中にあるからであり、一部

の物事は今、極めて正反対に感じるかもしれません。しかし、さらに巨大な意識に向か

うその移行は、実際に起り続けているため、安心してください。

 
絶えず皆さんの中心に戻るために時間を取って、ただ皆さんのこころの確信の中のその

視点から、数々の状況を査定してください。皆さんが認識しているように、これはひと

つの試金石であり、皆さんの真の現実性のひとつの確認です。

 
親愛なる皆さん、皆さんは、より大きな光景を垣間見て、さらに深い意識のくぼみを詳

しく調べ始めているところです。時に皆さんは、皆さんがひとつの虚空に衝突してしま

ったように感じるかもしれませんが、しかしそれはただ数々のエネルギーの転換に過ぎ

ません。その変化と伴に腰を下ろし、流入している数々のエネルギーで皆さん自身を

覆い、浸して、内部の静かで小さな声にいつも耳を傾けてください。

 
皆さんは、折に触れて頑固に残っている過去の数々の立体映像を解消し始めているとこ

ろですが、しかし皆さんがこうした考え方の解消から経験し続けている自由の一瞥は、

古く馴染んだ昨年の数々のパターンの喪失を十二分に補償することができます。

 



古い数々のパターンを拒絶して、皆さんを待ち受けている新たに気付いた自由を受け入

れることは、皆さんの側の不断の努力と忍耐が必要になるでしょう。その自由は、既に

その皆さんの前にあります。まさに幻影の覆いを脇に置いてください。親愛なる皆さん

、それで皆さんは、それを確認することができます。

 
皆さんや他の人々への愛は、この移行のすべてを通した鍵になります。親愛なる皆さん

、その泡の中に生きる状態に帰り続けてください。皆さんがその管理体制に従う時、怖

れは入り込むことがさらに困難になります。この中で、皆さんは皆さんの力を取り戻し

、皆さんの真の本質に戻り続けます。

 
皆さんが皆さん自身の中で気付く数多くの筋書は、ただ単に古いエネルギーの“展開”に
過ぎません。皆さんはただ、いわゆる“皆さんの手首を軽く動かす”だけで、それを確認
することになるでしょう。皆さんはそれを脇に置いて、まっさらで澄んだ皆さんの生得

のエネルギーを垣間見ることができます。皆さんは、皆さんの周りを和らげているその

エネルギーを感じることができますか？皆さんが自分を解き放ちこの新しいエネルギー

に帰順する時、皆さんはさらに一層持続しているそのエネルギーを感じることができま

すか？

 
皆さんはこの中の先導者達です。皆さんはこの中の先駆者達です。皆さんが維持するも

のが無数の人々に影響を与えます。皆さんはこれを認識しています。

 
皆さんの真の核心に対する愛と献身というこの新しい視点から、物事に目を向け続けて

ください。静寂で柔らかく、そして力に溢れた、皆さんの核心です。皆さんの意識の焦

点を、古く廃れた考え方や物事の見方から逸らしてください。穏やかになって、新しい

ひとつの視点を招いてください。

 
皆さんは皆さんがいつも自覚しているよりも遥かに力に溢れていることを、数多くの皆

さんが学んでいるところです。皆さんに可能な限り、その力の中にいてください。皆さ

んのこころの中のその愛と中心性の力で、これほど多くの物事は築き上げられています

。古い数々のパターンと皆さんの古い現実性の数々の展開は、創造主の力と能力をすべ

て備えた皆さんの神聖なる特質から物事を見るというそれぞれの決断で、さらに一層薄

れ続けています。親愛なる皆さん、今、その認識を持ってください。

 



わたし達の愛と皆さんへの献身は、どのような区別も終りも持ち合わせません。今は皆

さんがそれをさらに感じる時であり、そして皆さんはそのありのままの姿のようにすべ

て精鋭であり完全であるという認識から現れるその強さを呼び起こす時です。それはた

だ単に、皆さんの皆さん自身についての意見に関して分離や断定的な判断を持たずに皆

さんが穏やかで創造主とひとつになる時に、皆さんのこころの中の数々の扉を開くこと

が必要になるだけです。

 
皆さんは創造主の力より劣っている、愛の力よりも劣っているとなど、決して信じない

でください。親愛なる皆さん、永遠にいつでも、皆さんの知識の宝庫の中にそれを維持

してください。わたし達は、その皆さん自身の“認識”の衝撃を皆さんが自覚することを
、待ち続けています。永遠にいつでも創造主と同じように大きくて広大な存在である、

皆さん自身です。

 
これを受け入れて、そしてそれと伴に腰を下ろし、毎日、毎時間、刻々と、それを自覚

してください。その知識の力が皆さんという存在のあらゆる部分に浸透することを、許

してください。その知識を選り分けてコトコト煮込むようにして、皆さんの存在感、皆

さんの皆さん自身についての概念を引き受けてください。それと一緒になり、それと伴

に皆さん自身に没頭してください。それを認識してください。それに馴染んでください

。

 
今、それとは反対のどのような感覚も、中に入れることには注意してください。何故な

ら皆さんは、その反対の“数々の現実性に”遭遇するからです。皆さんがその周りで確認
するものがどのようなものであっても、皆さんの真実についての認識に戻ってください

。実体に属さないものは、そのようにかなり簡単に、瞬時に消えることになるでしょう

。

 
古い数々の考えやパターンを長続きさせないように注意してください。それは今、極め

て簡単で頻繁に皆さんのところに現れ続けていませんか？それが実在するからではなく

、それが離れているからです。言うまでもなく感謝と伴に、それが皆さんの現実性から

消え去ることを許してください。

 
皆さんが今までも今もいつも保有する、その皆さんの知識と神聖なる本質に対する献身

に基づいた皆さんにとって真実であるものについて、絶えず気を緩めないでください。



それがもう一度戻ることを、許してください。それが完全な集中と全開状態に戻り、皆

さんが行い話すあらゆる物事を貫いて皆さんのこころの中に留まることを、許してくだ

さい。

 
親愛なる皆さん、皆さんは創造主の力であり、栄光です。いつでもそれを忘れないでく

ださい。どのような物事もそれに侵入させないでください。皆さんは、創造主とひとつ

です。皆さんは今後確認することになりますが、もしも皆さがただそれを許すようにな

れば、それは皆さんが呼吸する度に明確になり、皆さんの現実性そのものになり続けて

います。

 
皆さんの真の本質に、皆さんの真の特質に戻る皆さんを、歓迎してください。親愛なる

皆さん、皆さんの愛に溢れる手で、こころの奥底で、それを支えてください。それを

信じ、それを満喫し、そしてそうなってください。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟ヨシュア、そして天の集団
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皆さんの真の中心の中に入る
Move Into Your True Center
May 8, 2013 in Ascended Masters, Fran's Channeled Messages, Yeshua
 
フラン・ゼペダ経由

Channeled Through Fran Zepeda
 
Yeshua:
  
親愛なる皆さん、こんにちは。わたしは今日、今ではすべての皆さんにとても近いひと

つの場所から、皆さんに挨拶を送ります。分離など本当になく、皆さんの一体性に戻る

旅のすべての行程で、皆さんはその事実をより一層自覚し続けています。

 
敢えて言うなら、皆さんはすべて白熱の光を放ちながら、皆さんのキリスト意識に向け

て浮上し続けています。皆さんはすべて、救い主です。皆さんはすべて、この一体性に

戻る輝かしい旅の先駆者達であり、そして否定的な自我の雑念の猛攻に対して、今まで

とても上手に耐え抜いてきました。

 
大切な最愛なる皆さん、わたしは今、皆さんの数々の達成の祝祭と承認の中で、皆さん

の隣に立っています。皆さんは、こころの奥底で、わたしのようなものです。皆さんは

、すべての皆さんのために、穏やかさと無条件の愛と繁栄を求めています。皆さんはそ

の意思と目的を携えて、白熱の光を放ち続けています。皆さんは、皆さんの次元上昇と

キリスト意識の体現へ向けた、次の段階の準備が整っています。

 
数多くの皆さんが、物質的な身体と光の身体の深遠な数々の変化に気付きながら、既に

到達しているこの新たな高原状態を心地良く感じ続けています。皆さんのエネルギーを

観察して、極めて頻繁に皆さんの真の中心に引き戻すことは、まさに今不可欠なこと

です。その状態で皆さんは、ただ皆さんのこころの中心から作動しています。

 
皆さんは今、堂々としてこれほど力に溢れています。皆さんはそれをまったく自覚して



いないのかもしれません。親愛なる皆さん、それを受け入れて、自覚してください。皆

さんはこの状況における先頭集団であり、その状況の中で皆さんの周りで何を見て何を

聞こうとも、その環境の中で日々拡大することが必要なことを、どうか認識してくだ

さい。それはまるで、時に皆さんが依然として否定性という海の中の孤島のように感じ

るかもしれませんが、しかし皆さんは、そうではない事を、そしてただ単に“手首を軽
く動かしながら”気高い意思で、皆さんは皆さんの周りで極めて簡単に変容することが
できて、極めて異なる筋書きを極めて急速にもたらしていることを、自覚し続けてい

ます。

 
皆さんがかなり定期的にさらに簡単に根源と結び付く時、皆さんは皆さんの世界を変え

、他の人々が同じことをする準備を整えています。皆さんの周りのすべての人々のため

の黄金の愛の息吹への集中力で、無数の人々に影響を与え続けていることに気付くこ

とは、おそらく皆さんがこれから見付け出すことになる最も驚くべき啓示です。皆さ

んは、これについてこれほど多くの進歩を遂げているところであり、わたしはその範囲

を皆さんに伝え始めることさえできませんが、しかし敢えて言うなら、皆さんは“数々
の山を動かして”いるところです。
 
親愛なる皆さん、近い内に皆さんが乗り越えるべき別のエネルギーの急騰が起ります。

皆さんは実際にその只中に在り、そして皆さんはもうそろそろそれに慣れているはず

です。皆さんは時々、まるで皆さんが突風の中にいて、その只中の一本の竿のように皆

さんの核心にしがみついているように感じるかもしれませんが、皆さんはそれに耐え、

その上それによって力を与えられることができます。その状況からもたらされる穏やか

さと静寂は、皆さんの数々の夢が属する世界を創り出す皆さんの頂点の中の、もうひと

つの結果です。

 
皆さんに対するわたしの愛は、限度や限界など一切なく、そして皆さんは他の人々のた

めに、皆さん自身の自己の内部の同じものに気付き続けています。その愛はこれほど大

規模に溢れ続けているため、皆さんはまるで皆さんが今にも破裂しそうに感じるかもし

れません。この素晴らしい状況に慣れて、それに馴染んでください。何故ならその時初

めて、その愛が、皆さんのこころと他の人々のこころのすべての隅々と隙間に、さらに

深く浸透するからです。

 
今少し時間を取って、皆さんの進歩に思いを巡らせてください。それは巨大なもので



あり、そして皆さんは、皆さんの道の上の数多くの起伏に耐え続けて自由を達成したこ

とに対して、皆さん自身に感謝することができます。親愛なる皆さん、それは今、とて

も近付いています。まさにそれを確認するために、皆さんの目とこころを開いてくだ

さい。

 
皆さんはいつも、わたしの尽きることのない愛と支援を手にしています。

 
 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア。

Your loving brother, Yeshua.
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わたしが皆さんを理解するように皆さん自身を

理解する：神聖なる壮麗な存在達
See Yourselves As I See You: Magnificent Beings of the Divine
13 May 2013 - 4:39am |
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua: See Yourselves As I See You: Magnificent Beings of the Divine ~ Through Fran
Zepeda ~ May 12, 2013
 
 
わたしの光に属する光、わたしの愛に属する愛である親愛なる皆さん、こんにちは。す

べての人々への貢献のために皆さんが引き受けることに同意した、この重要な任務にお

ける皆さんの不屈の忍耐に対する謙虚な畏敬の中で、わたしは今日、皆さんの前に現れ

ています。すべての皆さんに注目することは、天の領域の中のわたし達すべてにとって

、今まで啓発的なものになり続けてきました。皆さんが皆さんの神聖なる翼を広げるこ

とを確認することは、わたし達の耳に対する音楽になり、わたし達の魂に対する慰めに

なります。こころからの誠実さの中で、わたし達はわたし達の前進の旅を一緒に続け

ます。

 
その路は長い道のりでしがが、しかし皆さんの周りを見回してください。それで皆さ

んは、内外の多くの進歩を確認することになるでしょう。皆さんは、皆さんの発達と人

類に対する皆さんの貢献の実行の中で、既にひとつの新しい局面に到達しています。皆

さんのこころの中の最も奥底で、皆さんが長い間維持してきた貢献です。

 
皆さんは、特に最近、数多くの皆さんの中でひとつの巨大な移行が起った時に、数々の

新しい経験の展望と手段を広げました。皆さんは皆さんの目的と使命を確認し始めて、

皆さんの道筋を選択しているところです。皆さんは今では、皆さんはそうする中で多く



の物事を背後に置き去りにしなければならないことを、自覚し続けています。しかし、

皆さんが置き去りにするすべての物事を、皆さんの真の人生の構想に向けてさらに着実

に飛行することを目指して、皆さんが嬉々として外した補助輪と考えてください。

 
皆さんは皆さん自身と皆さんの人生の本質的なより多くの変型に向けて卒業した、と言

えば充分だと思います。何故なら皆さんは今、既に準備が、一度も振り返ることなく未

知の領域に向かって飛翔する準備が、これほど整っているからです。それは、この移行

を続ける新しい地球上の皆さんのすべての仲間の存在達と伴に、皆さんは日々これほど

明確になっている偉大性に向かう運命になっていることを、皆さんが認識しているから

です。

 
わたしの大切な最愛なる皆さん、わたしの親愛なる姉妹や兄弟達、確信と愛と穏やかさ

の中の仲間達、有名なひとつの手首の動きと新しい視点だけでそうなることができるそ

の世界を明らかにしている仲間達、その新しい視点は今、皆さんの中で深く染み込んだ

ものになっています。それは皆さんに親しみのあるものになっていて、皆さんの夢を実

行に移して他の人々の強化との結び付きを作り出しながら皆さんが前進する時、それは

皆さんがそれからより確実に創り出すように、皆さんを強化します。

 
皆さんが今まで創り出してきたものは、子宮からの体液を洗われて、その最初の美しい

呼吸を始めるひとりの新生児か、地面から出て大気に向かい、太陽に目指しながら、そ

の種子を発散させているひとつの苗木に喩えることができます。皆さんはそれを一瞥す

ることができます。そしてそれは紛れもないことですが、しかし依然としてそれが始め

た生命を維持するために、育成と配慮が必要になります。

 
皆さんは、皆さんの目的の中で、そして皆さんの実質の中で、壮麗です。皆さんは皆さ

んの力の高まりを感じることができませんか？　親愛なる皆さん、今、評価するために

少し時間を取ってください。皆さんの光の身体を感じてください。その身体が拡大され

ていることを、認識してください。皆さんの内部で高まる愛を、感じてください。それ

が既に拡大していることを、認識してください。皆さんは既に多くの物事を達成して

いて、これからはそれがさらに急激に高まるようになることを認識して、活気を取り戻

してください。

 
わたしは、こころの底から皆さんを愛します。わたしは、皆さんの痛みと皆さんの不安



、皆さんの疑いと皆さんの怖れを感じています。わたしは求められれば皆さんを導きま

すが、それで皆さんはそれを解き放ち、皆さんの真の力を認識し、皆さんの真の本質を

認識することができます。そうなれば、皆さんがより一掃多くの光と信頼で皆さん自身

を満腹にさせる限り、疑いと怖れの余地はありません。それは、皆さんがそうなる必要

があるものとして、皆さんが正確に継続し続けているものです。

 
その通り、その路の途中には依然として数々の凸凹がありますが、しかし、皆さんはよ

り手軽により簡単にその否定的な路を降りて行くことを皆さん自身で阻んでいることに

、気付いてください。皆さんに対するわたしの称賛は、この新しい皆さんの技術で溢れ

ていて、皆さんの神性についての固有の認識の上に築かれています。そして皆さんは、

皆さんが皆さんの旅に沿って歩む時に、それをより一掃思い出し続けます。どうか、わ

たしが皆さんを理解するように皆さん自身を理解してください。神聖なる壮麗な存在達

です。

 
皆さんは、皆さんの周りでひとつのうなりと振動に気付くかもしれません。それは頻繁

な光の点滅と伴に、以前は皆さんが決して気付かなかったものです。それは、皆さんの

光の身体の内部と皆さんのこころを拡大するための皆さんの貢献の範囲内にある、皆さ

んの進歩のひとつの兆候です。大量の干渉がそれを取り除くことを期待することはでき

ません。これを認識してください。この新しい視点と存在感の内部で、成長し続けてく

ださい。

 
皆さんが、内部に耳を傾け、内部に目を向け、皆さんの力を感じ、そして皆さんの真の

自己を思い出す皆さんの決断の中で確固としている限り、誰も皆さんの力をこれ以上奪

い去ることはできません。どうかこの事実を認識し、皆さんのこころの近くでそれを維

持してください。それは、より多くの啓示と、皆さんの真の自己、皆さんの一体性への

復帰という展開に向かう、皆さんの合鍵です。

 
皆さんは、わたしのこころの中、そしてわたしの視界の中に、いつも留まります。皆さ

んがこの壮麗な旅を続ける時、わたしは皆さんの側にいます。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア。

Your loving brother, Yeshua.
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わたし達はひとつの地上の天国と同時に、ひとつの黄金の足跡を創り出している

わたし達はひとつの地上の天国と同時に、ひと

つの黄金の足跡を創り出している
We Are Creating a Heaven on Earth, One Glowing Step at a Time ~
May 26, 2013
27 May 2013 - 4:33am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua:
 
 
 
永遠の至福に属するわたしの親愛なる皆さん、こんにちは。わたしの親愛なる数々の次

元の旅人にして穏やかさと愛の提供者である皆さん、そうです、皆さんは、今も今ま

でも、そしてこれからも、至福の意味をさらに深く認識します。

 
わたしは今日、切りぬけながらもさらに殺到しているエネルギーの氾濫に対して上手に

行われた仕事に対するわたしの祝辞を伝えるために、現れています。それは皆さんに良

い結果をもたらしていて、従って皆さんはそのエネルギーで他の人々に尽くします。そ

して親愛なる皆さん、皆さん自身を忘れないでください。皆さんのこころを覗き込んで

、かすかながらもそれほど捕えにくくはないさらに深い愛と変容の微妙な差異と証拠を

確認してください。それは単純に、今まで皆さんが揺るぎないエネルギーの集中を受

け取ってきたその開放性で、皆さんが引き寄せたものです。

 
何故なら、皆さんはそのエネルギーを利用して皆さん自身のエネルギーを拡大し、世界

を光で満たし、皆さん自身や他の人々のためのさらに高い振動を支えることに上達し続

けているからです。そこにある最も深い窮状や皆さん自身のこころの中の世界を、さら

に多くの光で満たすためです。皆さんはこれに極めて上達し続けています。そして皆さ



んが過去一年の皆さんのエネルギーを振り返る時、皆さんはそのような周波数と目的の

漸進的な移行と気高さを確認することになるでしょう。

 
皆さんは当然のこととして、人類に尽くし、人類を引き上げて慰めるその核心となる目

的に取り掛かる天界の存在達の位階に参加しています。わたし達は、皆さんがさらに高

くさらに軽々と皆さんの真の自己に戻る道を進む時のその献身と忍耐、そして皆さん

の奇跡的な純能力と柔軟性に対して、感謝します。

 
多くの変化が進行中です。皆さんに必要なことは、ただ皆さんのこころと皆さんのすべ

てを包み込むエネルギーの奥を念入りに調べて、皆さんが着実にここで皆さんの地球上

の使命の完了への道を進んでいることを認識することだけです。皆さんは、これを感じ

ることができるはずです。皆さんの光の身体は、皆さんが今までこころの底から他の人

々を受け入れ、他の人々に提示してきたその光と愛のすべてで変えられて精緻化されて

いて、わたし達がその光の身体の煌めく壮麗さに目を向ける時、わたし達は天界の領域

のここでその姿を確認します。

 
皆さんは、過去においてかなり常習化していた皆さんの古い数々の構造の障害を、解体

し続けています。わたし達は、こうした古い数々の信念や構造を切り離して放棄し始め

ている皆さんを、確認します。一部の人々は嫌々ながら進み、一部の人々は大喜びで

進み、そして一部の人々は執着し続けています。しかし怖れずに、間違わないでくだ

さい。皆さんは、これほど多くの驚きに溢れたかなり軽い在り方に役立つ道を切り開

いています。

 
そしてその通り、一部の皆さんは依然として疑問を持ち、一部の皆さんは依然として

疑い、そして一部の皆さんは依然として古い物事を追悼します。それは大丈夫です。わ

たし達は、皆さんが皆さんをこれほど長い間前進させてきたものをそれほど簡単に放棄

することは期待していません。ちょうど一羽の鳥が美味しくて栄養豊かな種子を拾うた

めにその嘴の中の小石を捨てなければならないように、皆さんは今もこれからも、皆さ

んの古い数々の信念と昨年の習慣を手放して、時に新しく奇異にみえる可能性があるも

のを歓迎し続けることが必要です。しかしその行為が、ただ愛と許し、そしてその通り

少数ではなくすべての皆さんに役立つ一種の豊かさだけに基づいた皆さんの新しい人生

の承認の中で、皆さんが今まで行った最良の物事であることを証明することになるでし

ょう。



 
親愛なる皆さん、そして皆さんは、それを経験することになるでしょう。皆さんはそれ

を創り出しているところであり、そしてわたし達は皆さんの勇気と粘り強さ、そしてそ

の通り、皆さんのこれほど心地良くない時期の承認に対して、皆さんに拍手を送ります

。親愛なる皆さん、何故ならこれは今までひとつの簡単な仕事ではなかったものであり

、それにもかかわらず、皆さんの事業にとって、とても報われて値打ちがあるからです

。

 
わたしは、わたしのこころの中のこれほど多くの愛とこれほど多くの感謝と伴に、皆さ

んの前位に立ちます。それは皆さんが、わたしが遠い昔に行おうとしたことを達成し続

けているからです。皆さんは、わたしの最も深い尊敬と信頼を手にします。わたし達は

一緒に、世界を変え続けています。わたし達は地上の天国と同時に、ひとつの黄金の足

跡を創り出しているところです。

 
これは、皆さんがそれを目指して現れたものです。これが、遥か悠久の昔に集結し、皆

さんの運命を作図し、皆さんの使命を作図し、皆さんのこころの内部で皆さんがかつ

て認識した全体性に戻る約束を維持している理由です。この遠回りながらこれほど充実

した経路によって、皆さんは、皆さんと創造主と一体性がその経験の能力の全体性を認

識することを、皆さん自身で選択してきました。そして皆さんが外見的な感覚では道を

踏み外した物事を創り出したこととまったく同じように、皆さんは、愛と一体性という

ひとつの充実したこころだけに基づいたひとつの黄金時代に向けて、その物事の贈り物

を公開し続けています。

 
わたしの最愛にして親愛なる平和と愛の姉妹と兄弟達、わたしは皆さんに敬意を表し

ます。皆さんは、皆さんが今まで思い描くことができたものよりも遥かに多くの前進を

続けています。今、皆さん自身に断続的な休息を与えて、わたし達が伝えるように形と

なり浮上している皆さんの壮麗な真の現実性に向けて、進み続けてください。わたしは

この極めて重大な努力の中で、いつも皆さんの近くにいます。

 
わたしのすべての愛は、皆さんのものです、

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア。



Your loving brother, Yeshua.
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皆さんの多次元性を受け入れる

皆さんの多次元性を受け入れる
Embrace Your Multidimensionality
June 20, 2013 in Ascended Masters, Fran's Channeled Messages
 
フラン・ゼペダ経由

Channeled by Fran Zepeda
 
Yeshua:
 
 
わたしの親愛なる皆さん、こんにちは。この美しい日に、巨大な愛と約束の数々の便り

を持って、わたしは皆さんのところに現れています。それは、皆さんが既に、本来の皆

さんである天界と銀河の存在達に向けた皆さんの発達と変容のための、さらに別の目印

に到達したからです。

 
親愛なる皆さん、ここで皆さんの実績を評価してください。皆さんは昨日そうだった皆

さんではなく、明日は、皆さんは今日の皆さんの姿ではないでしょう。そして、皆さん

が純然たる開放性と勇気で至点とスーパームーンのエネルギーに挨拶を送り、物事を行

う古い方法を受け入れることなく、今回限りで新しい方法を迎え入れるため、それはそ

のように進みます

 
皆さんは、絶えず変化を続けています。強大な拡大をもたらすその状況の中で、今まで

以上の変化の兆候を見守ってください。そしてそのおかげで皆さんは、まず皆さん自身

に感謝することができます。何故なら、わたしたちは皆さんがいなければ、ここで起り

続けている、そして今、そしていつも、強さと価値と兆候が絶えず増大している、その

巨大な進化について、話を続けようとしないからです。

 
わたしは、皆さんに対するわたしの愛を、適切に説明することができません。そして天

の集団のすべてが、皆さんの存在に、皆さんの勇気に、そして皆さの粘り強さに、大喜

びをしています。何故なら皆さんは、世界の救済者だからです。何故なら皆さんは、先



駆者であり、そして皆さんは、大変革をもたらす人々だからです。

 
皆さんの壮麗さに、目を見張ってください。皆さんの価値に、目を見張ってください。

変容し、皆さん自身のすべての部分の形を同時に変える皆さんの能力に、目を見張って

ください。何故なら親愛なる皆さん、それは皆さんにとってより一層簡単なものになり

続けているからです。

 
数多くの皆さんが、皆さんの瞑想の中で、色彩の爆発を確認しています。それは皆さん

のエネルギーを和らげ、それにもかかわらず拡大し、そしてさらに巨大な拡大を許し

ます。そして皆さんの人生の中で、時間はひとつの異なる質と目的を引き受けています

。時間は、より非直線的なものになり続けています。何故なら、皆さんがさらに多くの

時間を今という瞬間に生き、その知覚の転換の数々の巨大な可能性を確認し続けている

からです。

 
親愛なる皆さん、もはや皆さんは、物事を黒と白で、絶対性で、理解していません。そ

してその代わりに、ひとつの時空連続体の上の無限の比率を備えた果てしない螺旋とし

て理解しています。親愛なる皆さん、この新しい認知と視点に向けて、寛いでください

。遠慮または調査をすることなく、それを全面的に受け入れてください。ただそれを

許し、それと溶け込んでください。それと伴に存在してください。その内部で拡大して

ください。

 
その通り、皆さんは依然として皆さんの個人的な人生と目的に注意を払い続けていま

すが、しかし皆さんのその多次元的な本質と個人的な表現との間の境界線は弱められて

いて、そして皆さんの多次元性は、さらに許容できてさらに明白なものになり続けてい

ます。

 
わたしは、皆さんが思い切って皆さんという存在のこのエーテル質の存在感とこのすべ

てを包み込む同時性の触感と接触を持つことを、切に願います。わたしの最愛なる皆

さん、それ自身を皆さんに認識させている皆さんのその全体とすべての次元の承認と受

け入れが、皆さんの変容の鍵です。

 
この新しい全体性、安定、皆さんのほんとうのありのままの姿に関する拡大された意識

、その感覚に対するどのような抵抗も、振るい落としてください。そして皆さんの自己



の自覚と併せて、それと伴に生きる方法を学んでください。それはさらに緩やかに定義

され、そして皆さん自身の数々部分をさらに包み込み続けています。皆さんはそれを昨

日は気付いていませんでしたが、しかし今日は接触し始めています。親愛なる皆さん、

それに対してこころを開き、そして歓んでください。

 
皆さんという存在のマトリクスがそれぞれの瞬間にその能力を紡ぎ、その能力を拡大す

ることを許し、そしてそれを楽々とこなしてください。それを許し、それを受け入れて

ください。何故なら皆さんは、皆さんの変容の新しい展望に着手しているからです。そ

してより完全にそこに訪れることは、皆さんの完全な帰順と容認が必要になるでしょう

。そしてその通り、皆さんが皆さんをさらに完全に根源に結び付けて元に戻すそういっ

た部分を受け入れる時、わたしはまた小文字の“h”と伴に、大文字の“H”の聖なる
（Holy）状態も指しています。
 
親愛なる皆さん、もしも皆さんが前進することを望むなら、今は、狼狽している時では

ありません。皆さんの魂と皆さんのさらに高い自己に向かうその扉を思い切り開け広

げて、そして広げた両腕とこころで、そこで隠れながら発見されることを待ち続けてい

るものに向けて、その活躍の舞台に足を踏み入れてください。

 
皆さんは既に、皆さんの古い現実性に対するその結び目を緩めています。わたしの親愛

なる兄弟姉妹の皆さん、この新しい展望を、この新しい皆さん自身の知覚を歓迎し続

けて、そしてそれに向けて寛いでください。皆さんのさらに深い目覚めの中で、他の人

々が把握しそのこころに真実と実体として維持する、さらに深い真実が現れます。

 
わたしはいつものように、この旅の中で、皆さんと一緒に歩み続けています。天と銀河

に属する数多くの存在達が皆さんの一緒に歩んでいて、そして彼らの展望と永続的な明

るさに対して皆さんを歓迎し続けていることが、皆さんにとってさらに明白なものにな

り続けています。そして親愛なる皆さん、わたしの勇敢な5次元とそれ以上に向かう旅
人の皆さん、それは、皆さんが今経験し続けているものから、遥か彼方にあるものでは

ありません。

 
 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア。

Your loving brother, Yeshua.
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皆さんは既に皆さんの発達のさらに別の道標に到達している

皆さんは既に皆さんの発達のさらに別の道標に

到達している
You Have Reached Yet Another Marker In Your Development
July 5, 2013 in Ascended Masters, Fran's Channeled Messages, Yeshua
 
フラン・ゼペダ経由

Channeled by Fran Zepeda ~ July 5, 2013
 
Yeshua:
 

わたしの大切な最愛なる皆さん、こんにちは。わたしは皆さんの壮麗さ、皆さんの高ま

る光の輝きと煌く神性を、しげしげと眺めます。わたしは皆さんの力と皆さんの弾力性

、そして皆さんの献身に畏敬の念を抱きます。皆さんが着手することを選択した路は簡

単な路ではありませんでした。そのため、これは称賛され高い評価を受けるべきもの

です。

 
しかしまたその真実の中には驚くべき啓示がありますが、それは皆さんの内部にはこの

使命が結実するようになることを許すために皆さんが必要とするあらゆる物事が存在

する、という事実です。何故なら、その苦闘の中で、さらに多くの強さと援助を集めそ

れを利用するための、強さとひとつの機会が現れるからです。

 
内部の力を利用し、根源と溶け込むことができて、皆さんが意識を集中するあらゆる

物事の中に光と愛が広がることは、創造の神秘です。それは、その神の閃光が意のまま

に成長し姿を変えることを認める意識の中にあります。そしてそれは、今という瞬間の

中で皆さんの本質が成長し、繁栄することを認める意識です。

 
何故なら皆さんは、試みることによってではなく、認めることによって皆さんの本質が

結実するようになることを、気付いているからです。成長して皆さんの愛の光を皆さん



の周りのすべてに広げる皆さんの能力を大いに楽しむことは、皆さんが持ち、そしてそ

れぞれの過ぎ行く日に発見し続けている、ひとつの恩恵と権利です。

 
皆さんは、深い変容の期間、皆さんの大量の光の取り込みの承認によって、皆さんが今

まで展開してきたその基盤に向かって進んでいるところです。そして皆さんは今、その

中で泳ぎ続けていて、それは折に触れて荒れ狂う数々の波濤のように見えるかもしれま

せが、しかし緊張を緩めてそれに身を任せて、それを吸収し、それに吸収されることが

、この期間の中の皆さんの簡単な移行に対する鍵です。

 
この中で皆さんの物質的な身体を断念しないでください。最愛なる皆さん、その身体は

より完璧な方法で現れようとしている皆さんの光を許し、順応することになる乗り物で

あるため、その身体は育まれ、配慮されることを求めます。

 
皆さんの意識の焦点と数々の意思を評価す時は、今です。皆さんの本質がより一層それ

ぞれの息吹で光があてられるように、皆さんはその光の流入に向けて皆さん自身をさら

に深く浸す準備を整え、それに対して意欲的でしょうか？　皆さんは、それが制限を受

けずに自由に混ざり合い、他の人々に広がることを認める準備が整っていますか？

 
今着実な集中砲火で皆さんに現れている皆さんの光と情報の容認で固められ続けている

こうした新しい数々の感覚と方向性で、こころ穏やかになってください。この環境は、

皆さんの定数、皆さんの基準になり続けています。親愛なる皆さん、皆さんは既にそれ

に充分に慣れ始めています。

 
皆さんの振動と自覚的意識の水準におけるこの揺るぎない増大は、神の愛が皆さんの存

在の中に入ることのひとつひとつの容認と、皆さんの神性とさらには他の人々の神性の

皆さんのこころからの承認で、さらに強力なものになり続けています。これが皆さんの

存在状態であり、この渦巻くエネルギーと至福の流れは、刻一刻とそれに帰順すること

から現れます。

 
そして今のところ、皆さんが息をする度に、そして皆さんの神性の真実に対する皆さん

の魂と本質のそれぞれの帰順で、これほど多くの驚きがすぐ近くに存在することを、皆

さんは学び続けています。これは今、皆さんの働きの基盤であり、そしてそれは、皆さ

んの現実性の中でより一層確立されています。



 
皆さんは、既に皆さんの発達のさらに別の道標に到達しています。それは今、まさにそ

の速度と強さを加速し続けていますが、しかし皆さんはそろそろかなり弾力的になって

いて、より一層多くの光を受け入れて、そのすべてによって刺激されている数々の渦巻

く変化の内部で皆さんの愛と恩恵の完全性を維持することができます。

 
皆さんは、まさに皆さんという存在の内部の歓びと愛の本質そのもので、世界の仲裁役

になります。わたしの親愛なる皆さん、皆さんの現実性は皆さんの周りのすべての物事

に影響を与え続けているため、それを維持し続けてください。どうか、この瞬間と伴に

前進を続けてください。皆さんは数々の山を動かしているところです。

 
何よりもまず、皆さんの中心から離れず、今皆さんのところに訪れている新しい情報の

探索に、さらに多くの時間を費やしてください。平穏になって、それを歓迎してくだ

さい。平穏になって、そしてそれと伴に愛の中に存在してください。平穏になって、そ

してわたし達はさらに高い数々の次元に向けた振動の変化の渦に沿って前進するため、

皆さんの物質的な身体と光の身体に対するすべての変化を受け入れてください。これが

皆さんの新しい故郷です。周りを見回して、その中で喜んでください。それは何と壮観

なひとつの光景でしょうか！

 
わたしはここで皆さんと別れて、皆さんの高まる自覚的意識の道筋と光の充血に沿って

進み続けます。皆さんは、あらゆる瞬間に皆さん自身と他の人々のために高まり続けて

いる皆さんのこころの中の甘美な愛に向けて皆さん自身を沈み込ませています。そのた

め皆さんは、より一層順応することができる皆さんを確認することになるでしょう。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア

Your loving brother, Yeshua
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皆さん自身の固有な神性の中で光を放つ

皆さん自身の固有な神性の中で光を放つ
Glow In Your Own Unique Divinity ~ July 12, 2013

13 July 2013 - 6:16am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua and the Company of Heaven:
 

人々が言うように、遠くからこんにちは、しかし少なくとも今の皆さんの考え方の中

では、実際にはそれほど遠くからではありません。何故なら、今までいつもそうだった

ように、天と銀河の数々の領域に属するわたし達は、既に皆さんととても近くに存在し

ているからです。

 
わたし達をとても近付けているのは皆さんの今の考え方であり、そしてわたし達はその

喜びとこの親密さを経験する機会を、そしてわたし達の叡智と働き者の光の活動家のす

べての皆さんに対する支援を授ける機会を、大いに楽しみます。そしてその通り、皆さ

んもまた、天と銀河の存在達です。親愛なる皆さん、皆さんはこの事実を受け入れ、そ

してそれをより一層自覚し始めています。

 
わたしは皆さんに、それを毎日さらに自覚し、それを認識してそれを歓んだ状態になり

、それが皆さんに提供するすべての力と透明性で、皆さん自身を皆さんの神性の内部の

奥深くの皆さんの正当な場所に置くことを切に望みます。皆さんが皆さんの中のこの資

質と固有性をより多く認めるほど、皆さんはより多くの啓示と美しい数々の機会と経験

を持つことになるでしょう。

 
その通り、わたし達はこれについて、今まで本当に何度も繰り返し皆さんに伝えてきま

した。しかし皆さんは、わたし達はいつもより一層それに磨きをかけて、より一層この

理解に皆さんを連れ戻していることを理解します。親愛なる皆さん、皆さんはそれでよ



うやくそれを納得して、その範囲の中で暮らします。

 
それほど遠くない昔、皆さんにとって悠久の時だとしてもしかし実際はただ一瞬の過

去に、皆さんは繁栄し、この神聖なる固有性の環境を大いに楽しみました。皆さんはそ

の内部で遊び、そして皆さんはその内部で成功しました。皆さんはその同じ存在状態と

現実性にもう一度近付いていることを、どうか認識してください。皆さんがより一層自

由になり、その真実に帰順するほど、皆さんはより一層それを楽しみ、それを実感する

ことができます。

 
これは、皆さんに伝えることが困難なひとつの概念です。何故なら皆さんは、皆さんが

皆さん自身で今まで創り出してきた現実性の中で、これほど凝り固まっていたからです

。皆さんは、わたし達が伝えるそのまさに真実の神聖なる存在感から生まれてそこから

創り出されたのであり、皆さんはより一層それに気付き、それを受け入れているところ

です。

 
しかし親愛なる皆さん、わたし達は今、皆さんの中のそういったさらに深いひとつの水

準で、それを受け入れそれを認識するさらに巨大な能力を発見します。そのためわたし

達は、この質問と皆さんの神性という事実を、それがさらに深く染み込み、そういった

皆さんの息吹と存在の一部になるように、何度も繰り返し異なる方法で再検討します。

そして皆さんはやがて、すべての皆さんが最近没頭しているものを、この学びの目的の

ための創造の遊びを，思い出すことさえなくなるでしょう。

 
皆さんは苦悩と試練を通して学んできましたが、今は、ひとりの子供が自分のおもちゃ

をおもちゃ箱に片付けるように、そういった皆さんの動作の仕方としての苦悩と試練

を片付ける時です。今は、皆さんの透明性と皆さんの豊かさと皆さんのすべてを包み込

むこころを中心とした人生を、皆さんの新しい存在方法として、認める時です。

 
それは時に、まるで皆さんが目覚めるためにこれほど遠くまで来たことを皆さんに認識

させる“スイッチの音”のようなものであり、そして今は、皆さんの内部で膨らんでいる
歓びと愛に意識を集中し、昨日の数々の苦悩と心配の古い残骸を手放す時です。皆さん

は前進して、わたし達に囲まれた創造の状態の中で皆さんの新しい人生を際立たせる

ため、その苦悩と心配は一掃され、輝く美しい概念に変えられます。

 



嗚呼、最愛なる皆さん、皆さんの主要な焦点と認識の感覚として、皆さんの神聖なる世

界と愛に溢れる存在性について、そのさらに多くの自覚に皆さんがどれほど近付いてい

るかということを、皆さんは認識さえしていたかどうか。

 
そして皆さんは、皆さんと伴に皆さんの内部のすべての力でそれを前に進め、皆さんの

前進を推進させて、開かれた有能な両腕で皆さんの新しい人生に対する歓迎の挨拶を送

りながら、皆さんの古い人生の数々の名残を取り除いています。

 
そのようなものとして、皆さんは比類なき存在です。皆さんは今、皆さんがそれを行う

ために必要とするすべてを手にしています。何故なら、皆さんは悠久の時の間、これに

働き掛けてきたからです。そして皆さんは、これを全く自覚してこなかったものの同じ

可能性と能力を持った他の人々も、たとえより休眠状態になっているとしても、皆さん

と一緒に連れて行きます。しかし、皆さんは触媒として、皆さん自身の中だけではなく

他の人々の中でも、その思い出す働きを刺激し続けています。そして親愛なる皆さん、

それはまさに加速し続けることになるでしょう。

 
そのため、この新しく気付いた皆さんの壮麗さと完全性の認識を、大いに楽しんでくだ

さい。そして皆さんの使命がそれを前進させて結実することを、ほんの一瞬でも断念し

ないでください。皆さんはそういった戦士達であり、そういった勇敢な魂達です。わた

し達は、わたし達が皆さんに対して抱いている愛と称賛を、これ以上適切に表現するこ

とはできません。

 
親愛なる皆さん、穏やかさの中で進んでください。神と伴に進み、そして皆さん自身の

固有の神性の中で光を放ってください。何故なら、その時間が、皆さんのこの事実の完

全な自覚に向かって、そして皆さんの壮麗な神聖なる本質の全体性とただ根源だけと等

しいその潜在的可能性に向かって、前進を続けているからです。

 
皆さんの内なる神を拝して、

皆さんの愛情溢れるヨシュア、そして天の集団

Namaste,
Your loving brother Yeshua with the Company of Heaven
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皆さんの新たに気付いた自由と幸せの栄光に浴する

皆さんの新たに気付いた自由と幸せの栄光に浴

する
Bask in the Glory of Your Newfound Freedom and Happiness ~ July 27,
2013
28 July 2013 - 1:55am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua and the Company of Heaven ~
 
 
皆さんの天の仲間達からこんにちは！　わたし達は、穏やかさと愛の中で、皆さんのこ

ころに挨拶を送り、そして皆さんはこれからの数日間に吸収できると考えるだけのエネ

ルギーを吸収する、と考えます。何故なら、皆さんが皆さんに提示された美しい数々の

エネルギーを取り込む時、皆さんは拡大した存在、キリスト意識という拡大された存在

、皆さんの本質になり、この幸先の良い獅子座の門の開放とダビデの星の構成の浮上の

間に、今まで以上に啓発された状態になるからです。

 
今は、皆さんの可能性を拡大して、皆さんの中心と、皆さんが皆さん自身と他の人々の

ために手にする愛に意識を集中することによって、こうした数々のエネルギーを吸収す

る時です。親愛なる皆さん、皆さんの心臓の鼓動の数を抑えて、動かずにいてください

。皆さんの黄金の息吹を吸い込んでください。それは、皆さんの正当な栄光の場所と甘

美な神聖なる本質に向けて皆さんをさらに高く引き上げる、これほど多くの可能性を宿

しています。

 
その通り、わたし達は、皆さんがこの機会を失うことがないように懇願します。安全性

、存在、そして古い数々の習慣という皆さんのより低い基本的な意識の焦点に向かうこ

とで皆さんのエネルギーを低下させてしまう、その数々の活動や考えから、皆さん自身



を引き離してください。物事の“方法と理由と目的”に関する皆さんの先入観を解き放ち
、まるで皆さんが太陽からの煌めきで光り輝く穏やかな湖の上に浮かんでいるように、

澄んだ青い静寂の中にいる状態になって、皆さんがその静寂とその穏やかさに帰順する

時に、それが完全に皆さんを支援することを許してください。その静寂に耳を傾け、そ

の静寂を感じ、皆さんがその支援に寛ぐ時に、その水が皆さんに与える完全な支援の信

頼に帰順するという豪華さを感じてください。そして子宮の中に浮かんでいるひとりの

未出生児に余りにも良く似た状態で、皆さんはすべてが皆さんの安全と育成のために利

用できることを信頼し続けています。

 
しかし悲しいことに、皆さんは、黄金の光が皆さんに向かって現れる時に、まさにその

黄金の光に充分に帰順しそれを吸い込むことができない、と感じます。しかし親愛なる

皆さん、今はそれが皆さんの仕事です。皆さんにできる限り多くの光を取り込んで、そ

れが入る時に天の数々のエネルギーの上に浮かんでください。それは、皆さんがまさに

視覚化した爽やかな水域の上に浮かんでいる状態に良く似ています。

 
まさに今、皆さんの承認と帰順と受容する力で、多くの物事が達成されているところ

です。多くの物事がその表面の下に存在します。多くの物事が呼び覚まされています。

すべてが網羅されています。すべてが順調です。すべてが、皆さんが吸い込むそれぞれ

の黄金の息吹で光り輝いています。それに慣れて、それぞれの瞬間に、新しくなり更新

された皆さん自身を取り戻してください。

 
この拡大の中で、皆さんは、皆さんのこころそのものの内部の数多くの世界、そしてさ

らに目覚めて拡大した状態に通じる数多くのポータルを探索する機会を持ちます。そ

れを、皆さんの内部で開いている数多くの蓮の花と考えてください。皆さんが、皆さん

の光の身体の中とそれを超えた部分で拡大された数々のエネルギーと一致する、その自

由に浮かんでいる感覚を経験する時、皆さんの周りのすべての限界を緩めている、その

軽さと自由を感じてください。親愛なる皆さん、それが持つ限界は、ただ皆さんが許す

限界だけです。それを押し遣って拡がってください。

 
皆さんがその数々のエネルギーを包み込み、それが皆さんに浸透することを許す時、そ

の神と結び付けられた皆さんという存在の黄金の本質が拡大する姿を感じてください。

親愛なる皆さん、少しずつ、段々と、継続して絶えず今も無限に向けて拡大している、

あらゆる細胞、あらゆる光の細胞がそのエネルギーと光、黄金の光を歓迎している姿を



感じてください。皆さんの光の身体が、新しいひとつの安定と、確実性という感覚と、

そして完全な統合の中の配置に気付く時、これが皆さんに与えるその安全性の感覚に向

けて、地に足を付けてください。皆さんは拡大と軽さそのものの中で、皆さんの以前の

身体感覚とはかなり異なる新しいひとつの安定感に気付いているところです。皆さんが

こうした数々のエネルギーを通過する時、新たに気付いた皆さんの軽快な鼓動を感じて

ください。

 
わたし達は、手放して、それぞれのポータルの解放と光の流入を感じ、経験している皆

さんに対して、お祝いの言葉を伝えます。今では、皆さんは皆さん自身のポータルを開

く数々の機会を確認し続けていて、そのためそれは、皆さんがこの旅を通して獲得して

いる数々の可能性と自覚的意識に関してひとつの小さな衝撃になります。

 
そのため皆さんは、それぞれの瞬間をその新しい高揚と拡大の感覚に合わせます。そし

て親愛なる皆さん、わたし達は、皆さんを歓迎します。皆さんはこれほど数多くの水準

に存在し、わたし達が行い、わたし達がそのために皆さんを称賛する場合と同じように

、皆さん自身を愛する方法を学び続けています。皆さんは、皆さんを限定された物事の

見方に縛り付けて、ただ皆さんをさらに深く古い数々の現実性に固定する役に立つだ

けだった、そういった昨年の束縛を置き去りにしています。

 
皆さんは自由になる方法を、この旅に乗り出すために皆さんが着手した遥か悠久の昔の

そういった輝く年月以降皆さんが経験してこなかったものを、学び続けています。その

通り、それは時に入り組んだものになりますが、しかし皆さんは、ひとつの深い水域の

深みから着実に泳ぎ上がってこれほど多くの興奮と爽快感でようやくその水面を突破す

る泳ぎ手とまったく同じように、そこから退却しているところです。親愛なる皆さん、

皆さんは今、それを行っているところです。

 
わたし達はわたし達の本質で、創造主が愛するように、これほど深く皆さんを愛します

。皆さんは、わたし達が確認すると、その愛の内部で遥かに心地良くなっているところ

であり、そしてそれが皆さんのためにさらに多くの扉を開くことになるでしょう。

 
皆さんがわたし達の言葉を良く考えて、皆さんの新たに気付いた自由と幸せの栄光に浴

することができるように、わたし達はここで皆さんとお別れします。



 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア、そして天の集団
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その可能性は無限

その可能性は無限
The Sky is the Limit ~ September 23, 2013
24 September 2013 - 12:23am

 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda

 
Yeshua and the Company of Heaven:

 
 
 
わたしの親愛なる傑出した皆さん、こんにちは。皆さんは今まで上手く遣り遂げてきましたが、

それにもかかわらず、次元上昇に向けた別の意義深い次元上昇の目印があり、そしてその数々の

エネルギーは、皆さんの内部と周りに定着して、個人と集団の両方で、皆さんの振動のひとつの

重要な飛躍を明らかにして、それを表現し、その前兆を示します。

 
宇宙は広大です。しかしまた皆さんのエネルギーも広大であり、そして皆さんは、皆さんが皆さ

んのエネルギーの中で宇宙と同じほど、そしてそれを超えて多元宇宙と同じほど、大きくなるこ

とができることを自覚し続けています。まさに今、皆さんのエネルギーの拡大は、これほど巨大

なものです。それが定着し、統合される時、数多くの洞察と新しい生き方への侵入のための準備

を整えてください。

 
皆さんは、二元性の概念のこれほど数多くの側面とこれほど数多くの含みの中で、既に古い物事

を置き去りにしています。皆さんは皆さん自身の意思によって、既に皆さんの二元性の有名な檻

の扉を開くことが許されていて、今は自由に呼吸し、その扉を通って現実性と可能性の数多くの

美しい展望に向けて、そしてその通り、未知なる物事に向けて、飛翔することができます。しか

し親愛なる皆さん、皆さんはその準備が整っています。皆さんは覚悟ができています。

 
皆さんに役立たないすべての物事を処分するために皆さんが今に至るまで行ってきたすべての努

力が、非常に大きな効果を生み続けています... 皆さんは、いわゆる大成功を収めています。何故
なら、皆さんの制限的な概念と信念と怖れに対する執着を手放す際に、皆さんはこれほど数多く

の可能性と新しい経験に対して皆さんのエネルギーを広げてきたからです。そのため、それを分

類し、それを定量化し、そしてそれを評価することは、おそらくしばらく時間がかかります。

 
親愛なる皆さん、これをその数々の門の分割と考えてください。皆さんをひとつの現実性の捕虜



にした、エネルギーの門の分割であり、その現実性は、皆さんの学びと経験のためにだけ築き上

げられたものです。皆さんは、皆さんをその制限の内部に拘束しているすべての立場と組織を投

げ出していて、今は皆さんの前の新しいひとつの展望の新鮮な新しいそよ風を感じることができ

ます。

 
そして、その数々の可能性は無限です。わたし達は以前このことを皆さんに伝えてありますが、

しかし皆さんは、まさにその重大さを受け入れ始めているところです。親愛なる皆さん、その可

能性は無限であり、皆さんが、皆さんの制限の門から光と愛と壮麗な色彩と音響と触感と味わい

を備えた美しいひとつの新しい世界へと流れ込んでいる時、皆さんはここから何処へ行くのでし

ょうか？

 
皆さんは皆さんのいわゆる口直しを終え、まったく新しい強化された次元の世界の中で、洗練さ

れた色彩と形をした華麗で魅惑的な饗宴と皆さんを喜ばすすべての物事の準備を整えています。

皆さんの目を澄んだものにして、皆さんの知覚の中で、そして皆さんの完全に新しい発想と可能

性の容認の中で、皆さんを待ち続けて今皆さんの前にある、ひとつの変化を目撃する準備を整え

てください。

 
親愛なる皆さん、わたし達が今この交信者に明らかにしようとしているものが、多少彼女を圧倒

していて、わたし達が彼女や皆さんと共有しようとしているものを示して明らかにしようとして

、言葉に四苦八苦しています。そのためここで言葉を取り除いて、完全な明るさと鮮やかな色彩

と溢れる歓びと、数々の可能性を拡大しているそういった開放性というひとつの感覚を、ただ

感じ、経験してください。それはまるで、皆さんがまさに今、任意の考え意を現実性に向けて成

型することができるようなものです。もしも皆さんが皆さんのこころの中でそれをそのように深

く感じようとして、そして皆さんのこころの中でそれをそのように深く信じようとするなら、そ

れは皆さんにとってそのように現実的になります。

 
皆さんは既に、皆さんの檻から離れ、皆さんの昨日の二元性の制限からも離れています。今皆さ

んが、新鮮で、澄んで、軽く、色彩豊かな5次元とそれ以上の次元の空気に向けて踏み出して、わ
たし達がそれを確認する視線から物事を確認する時に、皆さんは何を成型し、何を創り出すこと

を望みますか？　それは、多少の実践と承諾と容認が必要になるでしょう。しかし、皆さん自身

を見放さず、その代わりに、皆さん自信がさらに軽い空気を経験することを、許してください。

それは唯一、実現に向かうその道を順調に進む皆さんの光の身体、皆さんの結晶構造の身体に比

例したものです。

 
今、皆さんが皆さんの身体と皆さんの領域に入ることを許してきた、そのすべてのエネルギーを

吸収する時間を皆さん自身に与えて、日を追ってその受け入れと吸収を続けてください。それは

、皆さんの日々の中で皆さんがこれから行うことに関する皆さんの展望を移行することを、皆さ



んに求めるかもしれません。それは、皆さんがその日常で対処するものに関する皆さんの期待を

移行することを、皆さんに求めるかもしれません。それは刻々と皆さんの知覚を移行することを

、皆さんに求めるかもしれません。それは、よりいっそう定期的に今という瞬間の静寂に定着す

ることを、皆さんに求めるかもしれません。そしてそれは、皆さんを親しみのある領域に戻そう

とするどのような支配からも自由になることを、皆さんに求めるかもしれません。

 
しかし、それと伴に進んでください。親愛なる皆さん、皆さんはそのこつが分かるようになる

でしょう。わたし達は、皆さんの新しい現実性のこの新たな環境に順応する皆さんの能力を、完

全に信頼しています。皆さん自身に順応する時間を与えてください。

 
そしてわたし達は、こうした考えとこうした印象が皆さんの次元上昇の道筋に沿って皆さんをさ

らに遠くまで運ぶように、ここで皆さんと別れます。わたし達は皆さんを深く愛していることを

、いつも認識してください。どうか、この事実を深く受け止めてください。何故なら皆さんは、

皆さん自身がそれぞれの過ぎ行く瞬間と伴により深く皆さん自身を愛することを許し、そしてそ

れぞれの過ぎ行く瞬間と伴に、皆さん自身が皆さんの隣人とこの惑星上と宇宙のすべての存在達

を今までよりもさらに深く愛することを、許すからです。

 
そしてわたし達は、皆さんが他の人々の神性を称えるように、皆さん自身を称え、皆さんの壮麗

な神聖なる本質を称えるように励ましながら、ここで皆さんと別れます。

 
皆さんの内なる神を拝して、

Namaste,

 
皆さんの愛情溢れる兄弟ヨシュア、そして天の集団

Your loving brother, Yeshua and the Company of Heaven
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皆さんは強者の中の最高の強者

皆さんは強者の中の最高の強者
You Are The Strongest of the Strong  ~ October 15, 2013

16 October 2013 - 5:36am

 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda

 
Yeshua:

 
 
 
わたしのかけがえのない皆さん、わたしの美しい仲間達、こんにちは。わたしは、わたしのここ

ろの中の皆さんに対するこれほど多くの愛と、わたしのこころの中の皆さんに対するこれほど多

くの希望と伴に、今日皆さんの前に現れています。そしてわたしは、皆さんの中にこれほど沢山

の明るい見通しを確認します。皆さんは数々の星達の精鋭であり、あらゆる皆さんが星の光です

。皆さんの使命は続けることであり、そしてそれは絶えず光が当てられた壮麗さの中で進みます

。

 
皆さんはまさに今、皆さんが皆さんの目的として判断するものの中で、皆さんが皆さんの使命と

して判断するものの中で、そして皆さんが皆さんの道筋として判断するものの中で、ひとつの小

康状態を経験しているのかもしれません。しかし親愛なる皆さん、皆さんは皆さんの努力の中で

いつも堅実であり、皆さんの使命の中でいつも堅実であることを、忘れないでください。

 
皆さんが皆さんのところに訪れる数々のエネルギーを包み込み、展開する時、皆さんは皆さんの

視点の中で、皆さんの身体の感覚の中で、ひとつの違いを感じるかもしれません。皆さんは、そ

れを皆さんが親しんでいる任意の物事に同一視することはできないかもしれません。何故なら、

皆さんはいつも曲がりくねった路の中で旅をしていて、皆さんの目的地としての香り高い花々や

実りの豊かさを備えたいわゆる美しい牧草地が表面化することは、確実なことだからです。

 
皆さんは過去の評価基準や標識に基づいて皆さんの新しい感覚と経験を定量化することができな

いというだけで、それは皆さんが皆さんの目的地として何時も確認してきたものに向けて、皆さ

んの神性の完全な具体化に向けて、そして皆さんの使命の完全な完成に向けて、皆さんが全速力

で前進を続けていないことを意味する訳ではありません。

 
そして親愛なる皆さん、それは現時点では簡単ではありません。何故なら、わたし達が皆さんに



警告しておいたように、あるいはそれを実現するひとつのより良い方法になるようにわたし達が

皆さんに準備を整えさせたように、皆さんには本当に数多くの物事が混沌として説明できない前

提の中に在るように見えます。しかし皆さんが皆さんの内面の一瞥を信頼する時、皆さんは皆さ

ん自身を霧から導きながら澄んだ青空に向かいながら、結晶構造の特質を備えた新しい輝く身体

に溢れた新しい配線を備えています。それが、豊かで愛に溢れた経験という新しい筋書きに向

けて、皆さんが進むことができるようにすることになるでしょう。

 
皆さんに対するわたしの愛は、今まで決して衰えたことはなく、そしてわたしは決して皆さんの

側を離れません。その通り、皆さんはこの旅をひとりで行いますが、しかし皆さんは、天界の純

粋性と希望でいつも皆さんを強化している支援を経験します。何故なら皆さんは、それを採り入

れて、それを皆さんの導きの星になるようにするからです。

 
今、少し時間を取って、皆さんの身体が感じる姿と触れてください。皆さんの生命が感じる姿と

触れてください。それは新しく、ひとつの新しい冒険の気配に溢れていると感じませんか？　不

正な利益というその不純物と外見的に無駄に費やした数々の忠誠を、脇に置いてください。こう

した経験は、皆さんの学びと皆さんの成長のためになったでしょうか？　皆さんはそれをそこに

置き去りにして進み続けて、ただその教訓という贈り物だけを手放さない準備が整っていますか

？

 
そして親愛なる皆さん、わたしは皆さんがいつも皆さんの中心に戻り、皆さんの神聖なる自己と

皆さんのさらに高い自己に触れ、そして創造主と天界の領域と銀河の領域の中のわたし達すべて

との皆さんの結び付きと皆さんのすべての仲間の旅する同僚達との結び付きに触れることを、懇

願します。何故なら、わたし達はすべて、どのような外見的な後退や遅れにも耐えるために、ひ

とつの完全な領域、ひとつの愛の結び付きを形成して、その領域のあらゆる部分をより強くより

弾力に富むものにするからです。

 
何故なら皆さんは、幸運と明るい見通しに溢れていて、そしてそれはまさに皆さんの本質と皆さ

んの真の目的とより良いひとつの世界に対する欲求の絶え間ない再評価を選択するからです。い

つもそれを持ち続け、そして決して手放さないでください。何故なら、皆さんの周りの物事が苦

連れ落ちているように感じる時でさえ、皆さんは毎日それに近付いているからです。そういった

物事は、そうではありません。そういった物事は、新しいひとつの世界に向けて前進を続ける純

粋な穏やかさと愛に属する戦士達としての皆さんの、その究極の成功と壮麗さのための正しい凝

固に向けて、ただ単にそれ自体を補修し続けているだけです。

 
そしてわたし達は、皆さんを忘れたことはありません。わたし達はこれからも決して忘れること

はないでしょう。そしてわたし達は、いつも皆さんと伴にそこにいます。そしてわたし達は、決

して離れません。そして親愛なる皆さん、わたし達は皆さんの助言者であり導き手ですが、しか



し皆さんは内面でそのすべてを保有していて、それが皆さんを皆さんが望む世界に向けて前進さ

せることになるでしょう。

 
そのため、その手綱の取手をつかみ、振り返らないでください。皆さんは、ひとつの美しい世界

に向けて加速しながら前進を続けています。そのため、皆さん自身を見放さないでください。挫

けることなく、また絶望に陥らないでください。何故なら皆さんは、皆さんが以前はそこにはな

いと考えた皆さんの内部の蓄えに、いつも気付き続けているからです。わたし達は、皆さんが疲

れている時、皆さんを元気付け、皆さんを強化し続けています。皆さんは強者の中の最高の強者

であり、そのことを忘れないでください。

 
時間の始まり以降皆さんの特徴になってきたその美しいやり方を皆さんが継続するように、こう

した励ましの言葉を添えて、わたしはここで皆さんと別れます。皆さんは、これほど数多くの悠

久の昔に皆さんが乗り出した、この努力の熟達者達です。その状況はより明確になり続けていて

、皆さんの数々の能力もさらに明確になり続けています。そして皆さんの世界は、皆さんが皆さ

んの生得の権利としていつもその到来を告げてきた数々の可能性に向けてその姿を整えていると

ころです。親愛なる愛と平和と栄光の戦士達、進み続けてください。皆さんの完全な目覚めのた

めの時はすぐ近くです。

 
今、このすべてを取り込んで、そして皆さんの強さを認識してください。皆さんの数々の才能を

認識してください。皆さんの数々の可能性を認識してください。それを実現することとして理解

してください。後退しないでください。

 
わたしは永遠に皆さんに役立ち、皆さんがわたしのこころの中にいるように、わたしは皆さんの

こころの中にいます。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア。

Your loving brother, Yeshua.
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皆さんの美しい愛の展望とこころを中心にした目的を育み続ける

皆さんの美しい愛の展望とこころを中心にした目的を育み続ける
Keep Nourishing Your Beautiful Landscape of Love and Heart-Centered Purpose
 
フラン・ゼペダ経由

Channeled by Fran Zepeda
November 18, 2013

 
Yeshua:

 
 
 
親愛なる皆さん、こんにちは。わたしは今日、完全に異なる視点から、皆さんに挨拶を送ります

。何故なら皆さんは、皆さんのさらに高い自己と皆さんの単一体とのさらに完全な融合に近付い

ているからです。そのため、わたしがそこから連絡するその振動は、さらに高く、そして皆さん

の新たな理解の水準により多く寄与するものになります。

 
そしてその視点は、皆さんが理解できるように、美しいものです。皆さんは既に、ひとつの完全

に新しい競技場に達していて、そのため、その視点は皆さんに、この新しい視点を統合し、それ

に順応するための、ちょっとした調整時間を取らせているところです。そしてそれは、完全に皆

さん自身の行いです。何故なら皆さんの意図が、今までそのほとんどの部分でこうした愛に溢れ

る最近の強烈なエネルギーを受け止めて、そのエネルギーを吸収し、そしてそのエネルギーが皆

さんの光の身体をさらに高めることを許すからです。

 
そして親愛なる皆さん、皆さんは、ひとつの新しいレンズを通して物事を確認せざるを得ません

。数多くの皆さんにとって、ひとつの完全に異なる風景です。もしも皆さんが身体的に多くの違

いを感じるなら、心配しないでください。しかしその一方で、数多くの皆さんが、おそらくその

皆さんが異なって感じ、確認しているものを、否定することが難しい状態です。抵抗と疑いを手

放してください。それで皆さんは、必ずより明確に理解することになるでしょう。

 
そして親愛なる皆さん、そのためわたしは、皆さんが継続的に、皆さんにさらに明白になり続け

ている皆さんのさらに高い視点に手を伸ばすことを、切に望みます。その視点から物事を確認す

ることを、選択してください。皆さんは、かつて皆さんを思い留まらせてきた数々の怖れと制限

を手放すことがさらに簡単になることを、気付くことになるでしょう。何故なら、皆さんの魂は

さらに高く飛翔することを望んでいるからであり、そして皆さんの魂は、否定されることはない

でしょう。穏やかさと承認でこの過程を許し、皆さんは決して何も失っていないことを認識して



ください。それが今後は皆さんの真の活動の仕方になるようにしてください。

 
皆さんの自我と皆さんの古い信念の枠組みに関する皆さんの古い分析方法を放棄して置き去りに

する時が、今ここに訪れています。皆さんのこころで感じ、そしてただ皆さんのこころだけに基

づいた、その皆さんの新しい視点を歓迎してください。何時でもそこからもたらされることが今

、かなり皆さんに利用できるものになっています。最近のこうしたエネルギーが、それを保証し

ます。皆さんはそれと闘うことも、あるいは皆さんの古い視点に応じて何かを呼び出すことも、

必要ありません。何故なら皆さんは、既にひとつの新しい水準へと卒業しているからです。周り

を見回して、親しんでください。

 
今はまず、皆さんのさらに高い自己といつでも結び付く時です。それが皆さんと融合することを

許してください。皆さんの本質のすべての次元分図形が融合することを許してください。皆さん

の単一体つまり魂の家族と融合している皆さん自身を、感じてください。皆さんはひとつである

ということを、冷静に受け止めてください。皆さんに今利用できる情報の数々の断片は、無限

です。それはただ単に、皆さんがそれに対してこころを開き、そしてそれに色を付けることがな

いように、またはそれを皆さんの分断された自己、皆さんの自我で分析しないように配慮するよ

うに求めるだけです。皆さんが皆さんのすべてを、皆さんが今そこへと迎え入れられているこの

さらに高い視点に統合するため、人生に参加するその方法は今、道の傍らを進んでいるところ

です。

 
そのためそれは、その内部の神聖なる光彩が絶えず増大する最高潮に向けて高まっていること、

そしてその光彩がそのすべての側面を引き受けて取り囲んでいることを皆さんが受け止めて認識

しながら、皆さんがいつも称賛と愛で皆さんの新しい自己に挨拶する方向に進みます。何故なら

、皆さんのすべての側面が皆さんの神聖なる中心に深く染み込んでいるからです。

 
いわゆる“皆さん自身になって”いて、皆さんが皆さんのさらに高い自覚的意識の扉を通過する時に
新しく望ましいすべての可能性を本当に差し迫っているものとして気付いている皆さんをわたし

達が確認する時、その過程は、もう既に見ると美しい姿になっています。皆さん自身が、皆さん

を招き寄せているその拡大と全体性になるようにしてください。

 
二元性の古い数々の方法は、まるで皆さんが前進している時にバック・ミラーを通してみている

ように、遠くのものになり続けています。そして今、皆さんは、皆さんの前方にある、愛と優し

さによって考案され、新しさと揺らめきで振動している、ひとつの完全に新しい風景を確認し

ます。過去も今も、皆さんの創造的な能力の無限の栄光の中で皆さんによって考案された、ひと

つの風景です。

 
親愛なる皆さん、そういった考えと昨年の数々の目標が時々手招きするかもしれないことに、気



付いてください。何故なら、ひとつの雑草は、皆さんがそれを引き抜くことを決めた後でも、そ

の大地を押し分け続けているかもしれないからです。しかしその雑草が皆さんの新しく汚れてい

ない風景を引き受けることを皆さんが許すことができるなら、その雑草は引き抜かれる必要はあ

りません。何故なら皆さんは、さらに強くなり、そして愛とこころを中心にした目的という皆さ

んの美しい風景を育み続けるために、皆さんの凝視と意図を回避する能力がさらに高まっている

からです。今、皆さんの新しく目覚めた現実性の中で、断固とした態度を示してください。皆さ

んが皆さんの配慮と皆さんのエネルギーをそれにより多く添えるほど、それはより根付いて明ら

かなものになります。

 
皆さんは、皆さんの新しい人生と皆さんの新しい世界に属する、神聖なる創造者達であり、神聖

なる風景の設計者達です。そして皆さんの使命が何処に通じていようとも、皆さんは、巨大な愛

と鮮やかな色彩を備えた美しい花々で飾られているでしょう。その花々は、皆さんが意識を集中

して愛して、皆さんの新しい人生の中で利用する方法を決めることを、待ち続けています。親愛

なる皆さん、皆さんの庭の中のその“雑草”に、ただ愛だけを送り、それに意識を集中しないでくだ
さい。その代わりに、皆さんが結実させるために育てている巨大な数々の可能性という美しい恵

み深さに、そういった愛と思いやりと繫栄と調和という美しい花々に、意識を集中してください

。

 
親愛なる皆さん、皆さんはこれほど近くにいます。皆さんは、それを行っています。どうか皆さ

んの確信を維持し、そしてどうか、すべての人々が楽しんでその中で繫栄する、より明るくより

鮮やかな世界に役立つ目標から、皆さんの注意を逸らさないでください。それは皆さんの神聖な

る生得権であり、誰もそれを皆さんから奪い去ることはできません。

 
皆さんはすべて、穏やかさと愛の中のわたしの大切な仲間であり、わたしの美しい兄弟姉妹達

です。わたし達は一緒に、一歩ずつ壮麗な段階を踏みながら、ひとつの美しい世界を築いている

ところです。これを認識して、そしてこの認識の中で皆さん自身を育んでください。何故なら、

それは永遠に手にする皆さんの世界になるからです。

 
わたしは永遠に皆さんの愛情溢れる兄弟、

I am forever your loving brother,

 
ヨシュア

Yeshua
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皆さんは、ひとつの深い、深い変容の時期に入り続けている
You Are Entering a Period of Deep, Deep Transformation
On March 2, 2014
 
フラン・ゼペダ経由

Channeled by Fran Zepeda on March 2, 2014
 
March 3, 2014 in Ascended Masters, Fran's Channeled Messages, Yeshua & the Company of Heaven
 
Yeshua and the Company of Heaven (Received March 2, 2014):
 
 
 
仲間の光の旅人達、こんにちは。皆さんはとても壮麗です。わたしはまさに、最初にそれを皆さ

んに伝えたいと思います。この交信者を通して皆さんに挨拶を送って以降しばらく時間が経って

いますが、しかしそれにもかかわらず、わたしはこの重要なメッセージをすべての皆さんに伝え

るために、すべての力と光と愛でここにいます。

 
皆さんは、ひとつの深い、深い変容の時期に入り続けています。このため親愛なる皆さん、わた

しは皆さんに、とても熱心で愛に溢れるやり方で準備を整えるように要請します。皆さんがより

一層多くの光りを皆さんの細胞と存在全体に吸収し、統合する方法を学ぶ時、皆さんは、皆さん

という存在の薫り高く深く完全な拡大を見逃すことを望みません。

 
今では、皆さんは、かなり数多くの能力を備えた、光と壮麗な創造に属する完全な神聖なる存在

としての皆さん自身にほとんど精通しています。それにもかかわらず、一部の人々は依然として

休眠状態です。

 
皆さんは既にこれを何度も聞いているとはいえ、こうした能力は今まで決して現在のように利用

できるものではありませんでした。光の比率が皆さんの吸収し統合する意欲と一致する時、皆さ

んは皆さんを待ち受けている沢山の物事を経験します。

 
わたしの最愛なる皆さん、数多くの皆さんに現れている違いは今、皆さんの神聖なる愛に溢れる

本質の高まる容認であり、そしてその中で、先天的な能力と認知のすべてを自覚して誇示するた

めの、ひとつの触媒です。その能力と認知は、皆さんの自己全体に対する完全な容認と帰順と伴

に現れて、利用可能になっていて皆さんと統合することを望んでいる皆さんのすべての神聖なる



側面で、完成します。

 
親愛なる皆さん、沢山の物事が皆さんを待ち受けています。皆さんは、わたしの言葉の中、そし

てわたしがこの交信者を通して伝えようと試みているわたしの愛に溢れる受け入れの言葉と感覚

の中の、この興奮を感じることができますか？ わたしは皆さんと再び結び付くことができてかな
り嬉しく、またわたしは今まで決して皆さんと離れていなかったことを、伝えたいと思います。

皆さんがキリスト意識の周波数につながる意識の水準に向けて皆さんの振動を高める時、わたし

はすべての皆さんとつながって結び付いています。わたし達は、その環境の中でより一層多くの

時間を皆さんと一緒に過ごします。そしてわたしの親愛なる皆さん、おそらくどのような物事も

これ以上にわたしを喜ばせることはありません。何故ならご存知のように、より一層その振動の

中に留まることを通して、皆さんは沢山の物事を達成し、獲得することができ、それが皆さんの

自然な居住環境になるからです。

 
そのためもしも皆さんが皆さん自身を高く維持して、皆さんがまさに純粋なキリスト意識として

解釈することができる流入する光の容認を続けるなら、わたしは、皆さんのために皆さんが経験

できるものを説明したいと思います。なぜならその光は、既に準備されている皆さんの成長の基

盤とその水準の経験に一致するからです。それで親愛なる皆さん、わたしは皆さんに、皆さん自

身と一緒に混ざり合い、皆さんのさらに多くの意識を活性化してさらに高い経験の数々の領域を

適応させているわたしのこころに起因する、この優しい黄金のエネルギーを感じるように求め

ます。それは美しく気分が高まるのものではありませんか？皆さんの身体と意識を通して輝いて

いる、その温かさと力を感じてください。皆さんを高揚させるその姿を感じてください。皆さん

に宿るその姿を感じてください。皆さんと皆さんの経験になるその姿を感じてください。

 
わたしは、皆さんがこれほど優しくそして確実に魅了されているこうした啓発の旅の中で、皆さ

んの兄弟であり、皆さんの友であり、そして皆さんの仲間です。おそらく今この美しい存在状態

から皆さんを引き摺り出すことはかなり大掛かりになり、そのため皆さんが皆さん自身を怖れま

たは疑いに満ちた存在状態に引き降ろす傾向を回避する限り、皆さんはより定期的にその状況の

中で暮らします。皆さんが永遠に続く愛と思いやりという皆さんの神聖なる本質を拡大し育むこ

の新しいエネルギーの波の上に自由に浮かぶ時、皆さんは、その否定性と接触することがさらに

難しいことに気付くようになるでしょう。

 
わたしは皆さんの具体例ですが、しかしまたこうしたエネルギーの中の皆さんの仕事仲間でもあ

ります。皆さんはここで歓迎されていて、そしてわたし達は、皆さんがそれぞれの皆さんの日々

で極めて長い持続期間にわたってここに留まって、皆さんの人生の中と皆さんの世界のために皆

さんが望む物事の創造のための可能性に溢れた、ひとつの至福の今という瞬間をより一層経験す

ることを期待します。

 



大切な最愛なる皆さん、皆さんが皆さんのこころの中心に向けて刻々と突き進み、そこで生き、3
次元の世界をただひとつの立体映像として、そして他の人々がそれを突破して、こころの考えと

こころの活動とこころの認知のさらに高い領域に向かう支援をする手段として眺める時、皆さ

んは、絶えず高まる能力の中のこの新しい気分に沿って、進歩を続けています。

 
皆さんに対するわたしの愛は今、皆さんの自己に対する皆さん自身の愛と同じです。何故なら皆

さんは、さらに大幅に皆さん自身を受け入れて愛する方法を学び続けて、皆さん自身がこの愛に

溢れる本質を維持して、まさに他のあらゆる人の本質も強化するために皆さんが行う必要がある

ものを認識しているからです。しかし、皆さんはこれを認識しています。しかしわたしは、新し

い水準とさらに継続的な基盤の上で、ただ皆さんの日常の中の一部だけではなく、皆さんの日常

のそれぞれの部分の一部として、皆さんがそれを経験することを求めます。今皆さんは、この新

しい存在方法を、3次元の人生の古い数々の概念や義務の日常的な遵守に対するひとつの分離した
代替手段としてではなく、それぞれの瞬間の中の皆さんの経験全体の本質的な部分として統合す

る方法を、学んでいるところです。

 
このようにして皆さんは、自然にそして嬉々として、皆さんの3次元の人生を、4次元と5次元、そ
してさらに高い数々の次元の人生に向けて変えて、上昇させることができます。皆さんはもはや

、古い人生と共鳴していないのではないでしょうか？皆さんは、慣れるまでに少し時間が掛かる

かもしれない偉大性そして新しい経験に達するまで、高揚しているところです。それにもかかわ

らず、皆さんの正当な存在場所であるさらに高い数々の次元の中で、こうした新たな経験の純粋

さと実在性を受け入れて、味わってください。

 
そして親愛なる皆さん、わたし達は、わたし達が伝えようと努めている周波数の水準を皆さんが

把握できて、皆さんが気付くと準備と意欲が整っていて、積極的にそこに住むことができる状態

になることを希望します。わたし達は皆さんを愛し、そしてわたし達は皆さんを称賛し、そして

わたし達はほんとうに数多くの方法で、皆さんを支援します。それはいつも望むだけであり、そ

していつも囁きが聞こえる範囲にあります。

 
皆さんの愛情溢れる兄弟、ヨシュア、そして天の集団。

Your loving brother, Yeshua, with the Company of Heaven.
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主要な引用4：ヨシュアとメリー・マグダレンの表明
MasterQuote4: Yeshua and Mary Magdalene on Manifestation
 
フラン・ゼペダ経由

Channeled by Fran Zepeda – 4.2.14
 
April 4, 2014
 
 
 
ヨシュアとメリー・マグダレン：“あなたがこの今という瞬間の中で最も大切にしている夢を選
んで、あなたのこころの核心部分で皆さんがさらに深く感じ始めているその愛をまとめ上げて、

そしてその夢がその愛の巣の中で温められて孵化することを許してください。そしてまさにそ

の時、ひとつの鳥籠の扉が開いて一羽の鳥がその鳥籠から飛び立つことを許すように、あなたは

、それが明らかになり現れることを許す時を認識することになるでしょう。それに伴って、明確

な瞬間と目的と実現の洞察力が現れることになるでしょう。それを試してください！”
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永遠に続く愛のメッセージ

永遠に続く愛のメッセージ
A Message of Love Everlasting
11 August 2014 - 8:48pm
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Yeshua and Mary Magdalene: A Message of Love Everlasting
Channeled by Fran Zepeda August 10 2014 –
 
Yeshua and Mary Magdalene:
 
 
大切な最愛なる皆さん、最近のレディ・ナダからのメッセージの中で取り上げられたように、わ

たし達は今日、皆さんを、皆さんのさらに高い存在、皆さんのさらに高い愛の存在、皆さんの“崇
高さ”への旅に連れて行きます。
 
今、わたし達ヨシュアとメリー・マグダレンは、すべての皆さんがその愛の感覚を利用し始めて

いて、そしてすべての皆さんがその愛の感覚をより充分に活用する準備が整っている愛の感覚を

実証し、描写し、そして伝えるために、ひとつの構成単位として現れています。それは、皆さん

の真の存在、皆さんの核心部分、皆さんの根源とそのすべての栄光との混合と結び付けられた、

さらに深い愛の感触です。皆さんが皆さんの振動をさらに高いひとつの水準にまで高めて、この

愛の感覚が最近と今のこうした愛に溢れるエネルギーによってもたらされ、駆り立てられている

ため、この崇高な愛の状態は、皆さんにさらに利用できるものになっています。

 
ああ、最愛なる皆さん、皆さんはただ単に、愛が皆さんにもたらすことができる数々の可能性の

表層と数々の深みを引っ掻いているだけです。愛は皆さんを、皆さんが数々の星と純粋な至福の

間に浮かぶそういったひとつの高い存在状態まで連れて行くことができます。それにもかかわ

らず、皆さんはこの根源からの愛を取り込み、拡大し、共有するこの惑星上の光の活動家である

という理由から、皆さんは必然的にこの数々の星と至福というさらに高い状態を母なる地球と人

類に根付かせることになるでしょう。

 
それが皆さんの目的です。皆さんが皆さんのさらに高い自己や皆さんのすべての側面と融合す

る時、そして皆さんが根源とかみ合って混ざり合い、それを皆さんという存在そのものへもた

らし、皆さんという存在そのものの中でそれを自覚する時、皆さんはただ皆さんの状況を皆さん



の神性の自然な状態に高め、引き上げるだけではなく、また皆さんはその状況を他の人々や優し

いガイアにまでもたらします。

 
そしてわたし達の最愛なる皆さん、わたし達は、それを行う皆さんの潜在能力そのもののひとつ

の具体例として、今ここにいます。皆さんが皆さんという存在の男性と女性の部分融合を一体化

して、混ぜ合わせ、定着させる時、皆さんはすべてを含む状態になり、完全になり、そして永遠

に続く愛の完全な猛襲の内情に通じています。皆さんは、それを地上にもたらします。皆さんは

地上に天国をもたらす一方で、皆さんは、皆さんの神聖なる存在そのものの深みと、地上の天国

が本当に意味するものとその姿の深みを探索しています。

 
永遠に続く愛になり、全存在とひとつになり、ここ地上でもう一度根源の光になってひとつにな

るというこの美しい事業の中で、それは、皆さんの神聖なる数々の資質の融合であり、皆さんの

すべての側面の混合であり、さらに高い数々の領域を支え、地球とすべての銀河と宇宙と多元宇

宙を支えます。

 
そして最愛なる皆さん、これは簡単な仕事ではなく、皆さんはより一層それに熟練し続けてい

ます。わたし達は今、わたし達と密接に連携する皆さんを、わたし達の融合の範囲内で、永遠に

続く愛の旅に連れて行きます。わたし達がこの旅で皆さんを導く時、皆さんがこの瞬間にわたし

達の領域に足を踏み入れる準備が整っている、ひとつの愛の旅です。

 
わたし達の愛を感じ、わたし達の存在感を感じ、わたし達の皆さんへの手招きを感じ、そして皆

さんに気を重くするすべてを手放し、もうこれ以上皆さんに役立たないすべてを手放してくだ

さい。そして今、既に皆さんはさらに高い数々の領域の感触をつかんでいます。そのため皆さん

がさらに高い数々の領域や今わたし達が皆さんに示している純粋な無条件の愛の感覚へ向けて思

い切ってさらに高く飛翔する時、わたし達は、この今という瞬間の中で、そして継続的に、皆さ

んが今わたし達と一緒にその領域に入ることを勧めます。皆さんは、わたし達が純粋な無条件の

崇高な愛のひとつの具体例になることを許しています。それは、わたし達が提示している基本的

な根源の愛であるという意味では、純粋です。それは、全存在の接着剤です。それは、創造の構

成要素です。それは、人類の超越の探求の中のすべての人類の目標です。そして、人生と目的と

使命の意味です。

 
まさに今自分を解き放ち、わたし達が皆さんに示しているこの愛を感じ、その愛を皆さんの神聖

なるこころの中で皆さん自身の深い愛と一致させてください。そして皆さんがひとつの新しい至

福と歓びの感覚に入る限りでは、それはわたし達の愛と一緒に拡大され高められます。親愛なる

皆さん、今、この状態を楽しんでください。皆さんがこの本当に深い愛の状態に入ることができ

ることを、皆さんは今までいつも認めませんでした。わたし達は今、皆さんと一緒にそこに立ち

、皆さんのためにこれに触れ、これを拡大します。今、皆さんのこころへ向けてさらに深く進ん



でください。ただ古い信念や古い物事のやり方に対する皆さんの執着という理由だけで今まで時

に横になって眠っていて利用できなかったその愛を、利用してください。

 
今、自分を解き放ち、皆さんの奥深くのその崇高な至福に満ちた愛の状態を感じてください。そ

してそれは、必ずそれ自体を高めて行くでしょう。わたし達は、依然として皆さんの手を取って

います。わたし達は依然として皆さんの横と皆さんの前と皆さんの内部で立ち続けていますが、

しかしその唯一の目的は、皆さんの本当に深い内面で既に皆さんが手にしていて、明るみに出さ

れることを待っているものを、皆さんに明らかにすることです。親愛なる皆さん、それは、皆さ

んの根源と永遠に続く愛への個人的な接点です。

 
今、それをさらに深く感じてください。その皆さんの内部の永遠に続く愛の目覚めを感じてくだ

さい。皆さん自身を高めて、皆さん自身をその愛の流れに連れて行くようにしてください。その

愛の流れは根源から現れていて、皆さんという存在そのもの、皆さんの神聖なる存在と調和して

います。根源と一緒に、皆さんは、皆さんすべてが定期的にその状態への復帰にこれほど近付い

ている、この自然な存在状態の中で混ざり合い、楽しみます。それは、数々の段階で現れ続けて

います。今根源から皆さんに提示されている愛で皆さんが充血した状態になる時、皆さんは、よ

り一層多くの物事を掘り起こすことができます。わたし達はそれを拡大し、皆さんに届けます。

そして皆さんは、皆さんの内部でさらに深くそれに目覚めて、その結果、それをさらに拡大して

、それを世界に届けます。

 
そのため、皆さんという存在、皆さんの神聖なる存在のひとつの自然で普通の状態になっている

、この永遠に続く愛という美しい感覚に慣れてください。ご存知のように、それは最初からそこ

にありました。皆さんが皆さんの二元性の虚飾を取り除く時、皆さんはさらに深いひとつの水準

でまさにそれを認めて、今その長い悠久の時の“繭”から姿を現してそれ自体をより完全に世界に明
らかにする準備が整っている皆さんの美しい“愛の蝶の状態”を、明らかにしています。
 
そのため最愛なる皆さん、わたし達はもう一度、皆さんをこの永遠に続く愛という至福の状態に

迎え入れます。それは、皆さんが皆さんの故郷と呼ぶようになっているものであり、そして皆さ

んがさらに定期的に他の人々と共有するように促されるようになっているものです。そしてわた

し達は、皆さんの横、皆さんの前、そして皆さんの内部に立ち、神聖なる愛、永遠に続く神聖な

る愛になる皆さんの真の潜在能力を、皆さんに明らかにします。

 
今、わたし達が皆さんを抱き締める時、そして自分自身を解き放ち、愛が“究極の目的”になり、皆
さんの在り方そのものの“すべてになる”ことを皆さんが許しているためにわたし達が皆さんを賞賛
する時、わたし達を感じてください。大切な最愛なる皆さん、穏やかさと永遠に続く愛の親愛な

る戦士達、わたし達は、皆さんの勇気と忍耐に対して皆さんを称え、皆さんに拍手を送ります。

 



わたし達のすべての愛を、

 
皆さんの内なる神を拝して

 
ヨシュアとメリー・マグダレン。

Yeshua and Mary Magdalene.

 
*referring to Lion’s Gate and Super Moon Energies of 2014
 
Copyright © 2011-2014 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and
distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed
freely, and this notice and links are included. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com
www.ouremergingdivinity.com
 
http://lightworkers.org/channeling/203309/yeshua-and-mary-magdalene-message-love-everlasting



ヨシュアからのクリスマス・メッセージ

ヨシュアからのクリスマス・メッセージ
TAUK - A Message from Jeshua, 23 Dec 2011 – Christmas Message
23 December 2011 - 4:39pm 
ローラ・ティコ経由

Channeler: Laura Tyco 
 
親愛なる魂達、惑星地球上の闇の帝国の残党に残されている物は、今、皆さんの目に届

かないところで消え去っているところです。怖がらないでください。何故なら、残って

いるものは、太陽の光の中の花のように、皆さんが成長することを許すものになってい

るからです。 
闇は皆さんの兄弟姉妹の物質的な身体から離れているところであり、彼らもすぐに自分

達の本来の姿に目覚めることになるでしょう。皆さんの兄弟や姉妹もそのこころの内部

に闇を持つことなく残されることになり、闇はまるで新しく生まれた幼子のようになる

でしょう。闇は頭が混乱し、戸惑いを覚え、恐怖を抱き、自分達の過去の行いを恥じる

ことになるでしょう。皆さんの目の前に残されている人々にどのような恨みを抱いても

意味はありません。何故なら、こうした人々はさらに暗い数々のエネルギーによって、

怖れからその魂そのものに暗いエネルギーを入れられて、その怖れの状態のままにさ

れて、今まで傀儡として利用されてききたからです。今まで彼らの身体は、彼らが自分

自身の行動に対する責任を負うには、余りにも強硬に最も暗い勢力に占拠されていま

した。 
こうした新しく清められた魂達は、皆さんの社会の中での愛と育成、そして深い理解が

必要になるでしょう。 
2千年以上前のイエスの誕生はまた、皆さんの世界の継続的な再生を象徴しています。
すべてが絶えず変化していて、継続的にそれ自体を更新しています。ひとりの優れた存

在の誕生を証明するために同じ屋根の下に集まった3人の王達もまた、隠喩として理解
されるべきものです。どうか、皆さんの行動、皆さんの考え、そして皆さんの感情とい

う皆さんの3つの中心と同調しながら良い方向に進んでください。こうした3つの中心が
皆さんの物質的な身体というひとつの屋根の下で協力する時、皆さんの内面で精神的な

誕生が起ります。 
わたしは光の兄弟姉妹の皆さんすべてを祝福します。 



素晴らしいクリスマスを過ごしてください。 

ヨシュア

Jesuah 
Laura Tyco 

Copyright © Laura Tyco. All Rights

Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way and the

content remains complete, credit is given to the author, and you include this copyright notice link:

http://galacticlauratyco.blogspot.com/ 

http://galacticlauratyco.blogspot.com/


キリスト、ヨシュアからの手紙

キリスト、ヨシュアからの手紙
Letter from Joshua the Christ (Jesus)
16 March 2012 - 6:04am
 
T/11 1N経由
Channeler: T/11 1N
February 22, 2011
 
 
わたしの兄弟姉妹の皆さん、

My Brothers and Sisters,
 
この（わたしの）サイトをそれほど良く理解していない皆さんのために、わたしはわた

しの言葉の受信者に、最も意義深く切迫している数々の問題について今まで日付を指定

してきたものから、今、皆さんの日々の暮らしの最優先事項にならなければならない内

容を整理し直すように、求めてきました。何故なら、時間がその本質になっているから

です。

 
皆さんの信条あるいは信念体系にかかわらず、ひとりひとりの皆さんが今、皆さんの内

部の神との結び付きを強化し始めています。皆さんがこれを行う際は、他の人々に目を

向けないでください。皆さんひとりひとりが神との個人的な対話を始めることが必要

になっています。神が皆さんのこころと精神に話し掛けているいまだに小さなその声を

聞くことができるように、他のすべての目移りを止め、皆さんの内面を振り返ってくだ

さい。皆さんが神の声を聞く支援になり、母なる地球の再生という次第に困難と試練が

増大するこうした時期を通してその声が皆さんを導くことができるように、真理の息吹

を求めてください。

 
繰り返しますが、皆さんがわたしの言葉に耳を傾けることが最も大切になります。わた

しが今皆さんに伝えていることについて深く考え、このサイトを先に進む前に、知識と

理解が増えるように祈り求めてください。もしもわたしの言葉が皆さんという存在の内



部で共鳴しないのであれば、その時はより多くの理解と導きのために祈りを捧げてくだ

さい。それは、内部で提供されているそうした数々の言葉、印象、そして音楽を通して

、その数々の領域が、母なる地球上で見る目を持ち、聞く耳を持ち、理解するこころ

を持っているすべての人々に対して、創造主のこころを明らかにしているからです。

 
皆さんが現在目撃している数々の変化やまだ現れていない変化は、地球にとっては新し

いことですが、しかし、創造の中ではすべての宇宙の内部で周期的に起っていること

です。そういった数々の出来事は、すべての文化の内部で数々の時代を通して預言者や

予知能力者によって記述されてきました。そのため、皆さんがその二元性の人生の内部

の数々の変化をさらに自覚するようになるため、どうかできるだけ怖れないように、あ

るいは怖れから行動しないように、努めてください。こうした時期や出来事に対して、

皆さん自身か皆さんの周りのあらゆる人々のどちらかに対して、不幸を願うという反応

を示さないでください。むしろ、時代の兆候を理解し受け入れるという今までよりも多

くの困難を抱えている他のすべての人々を皆さんが支援できるように、まず皆さん自身

を磨いて、次に内面に集中することによって、先を見越した行動をする状態になってく

ださい。わたしは今まで皆さんにその鍵を与えてきました。今、その扉を開くことは皆

さんに委ねられています。

 
皆さんは、神という一体性の子供達です。皆さんは、数々の宇宙や次元を貫いて意志に

より創り出された数えきれない他の存在達に囲まれた、その内部に最初の創造主の閃光

を携えている、ひとつの集団です。固有な魂の振動として、数々の天の領域の内部の皆

さんの振動によって、ひとりひとりの皆さんが認識されています。皆さんの振動を引き

上げて一体性の法則を反映するために、日々真摯に努力してください。そうすることで

皆さんは、新しい時代の夜明けの中で、皆さんの真の遺産である創造主の完全な栄光、

愛、そして光の中で、近くや遠くに存在している皆さんの他の兄弟姉妹達と伴に歩むこ

とになるでしょう。

 
キリスト、ヨシュア（イエス）

Joshua the Christ (Jesus)
 
http://lightworkers.org/channeling/154930/letter-joshua-christ-jesus
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皆さんは、待ち望んできた数々の変化のすべてが急激に増加していることを確認し始め
ている

皆さんは、待ち望んできた数々の変化のすべて

が急激に増加していることを確認し始めている
You will now begin to see a very rapid increase in all of the changes
you have been waiting for
11 April 2012 - 2:41pm
 
ロン・ヘッド経由

Channeler: Ron Head
 
You will now begin to see a very rapid increase in all of the changes you have been waiting
for. – Yeshua and Michael channeled by Ron Head April 11, 2012
 
Yeshua and Michael
 
 
わたし達は今、地球で数々の主要な変化が起っているため、皆さんに話しています。長

期の予測、そして揺るぎない構築の期間の後、こうした数々の圧力が解き放たれている

ところです。皆さんの母なる地球は、可能な限り地球上の生き物たちに害を与えること

を限定しようと努力しているところですが、しかし数々のプレートがそこにあるため、

選択肢は限られたものになっています。

 
本当に数多くの星の兄弟達がその地域にいて、自分達の科学技術を用いてガイアが必要

とすることを行うことを許していて、依然として絶滅につながる出来事は引き起こして

いません。莫大な量の構築の圧力が存在し、地球はそれを解き放つ必要があります。こ

こしばらくの間、世界中で毎日数百の地震が起ってきました。そして皆さんの世界のほ

とんどの火山もまた、数々の圧力を解き放っているところです。こうした出来事は、こ

のような数々の影響を少なくし続けています。

 



数多くの皆さんが、皆さんの母なる地球に毎日皆さんの愛と光を送ってきました。そし

て地球は、皆さんを傷付けないようにその最善を尽くしています。わたし達は地球の支

援の要請に答えているところであり、わたし達は皆さんもまたそうすることを求めてい

ます。今は、地球上の人類が一丸となって活動することを学び続ける時です。皆さん

は今、皆さんが今まで待ち望んできた数々の変化のすべてが急激に増加していることを

確認し始めています。こうした変化は、予測されていなかったものではありません。そ

のため、怖れの扇動者達が皆さんの完全な新しい故郷に対する思いから皆さんの気を逸

らすことを許さないでください。

 
今もなおこうした物事に驚いてしまう数十億の人々が存在していることを、忘れないで

ください。皆さんは、既に皆さんが必要にされている時期に達しています。皆さんの光

の中で、毅然として断固たる態度を示してください。数多くの人々が望む通りに皆さん

に気付くことを許してください。しかしその選択は、人々が行うことを忘れないでくだ

さい。今は、皆さん自身を他の人々に強要することによってさらに多くのカルマを創り

始める時ではありません。

 
皆さんの美しい故郷の惑星を光と愛の領域に置き、地球が皆さんの新しい故郷を生み出

しているため、地球を支えてください。穏やかさと歓びがいつも皆さんに訪れますよ

うに。わたしの親愛なる仲間達、良き一日を。

 
http://oraclesandhealers.wordpress.com/
 
http://lightworkers.org/channeling/156784/you-will-now-begin-see-very-rapid-increase-all-changes-
you-have-been-waiting
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その覆いはさらに大幅に引き上げられている

その覆いはさらに大幅に引き上げられている
The veil has been lifted further
20 April 2012 - 2:32pm
 
ロン・ヘッド経由

Channeler: Ron Head
 
The veil has been lifted further. – Yeshua and Michael channeled by Ron Head April 20,2012
 
Michael and Yeshua
 
 
今朝、わたしはわたし達最愛の主ヨシュアを連れてきています。彼は今日のメッセージ

を伝えることを望んでいます。

 
親愛なる魂達、そして仲間達、おはようございます。この日、皆さんの地球の霊と物質

の間の結び付きが大幅に拡大しています。つまりさらに正確に伝えると、その覆いはさ

らに大幅に取り払われています。こうした物事を理解し、あるいは感じている人々は、

既にその変化に気付いています。この状態が、皆さんがこれほど深く望んでいる皆さん

の生命のさらに大幅な変化を引き起こすことを可能にするようになるでしょう。

 
皆さんはその生命から怖れ、罪悪感、そして怒りを解き放ち、解消し続けているため、

より一層急激な膨大な変化を確認することになるでしょう。わたし達はあらゆる瞬間に

、広大な海洋のような無条件の愛で皆さんを取り囲んでいます。現時点において皆さん

に必要なことは、皆さんという存在の中にこれを取り込んで皆さんを潤して、それを皆

さんの周りのあらゆる物事に分け与えることだけです。わたし達は、皆さんの知性がさ

らに多くの物事を行いたいと考えていることを認識しています。そして行うべきことが

多く存在しています。わたし達は単純に、皆さんが愛を認識し、感じている皆さん自身

の内部のその場所から始めることを望んでいます。

 



時に、ひとつのことがまさに皆さんが期待したように進展しないかもしれませんが、し

かしもしも皆さんがその愛の場所から活動していたとすれば、それはまさに必要とされ

ていたものとして進展するようになるでしょう。皆さんの周りで今起っていること全

体は、皆さんの次元的な精神で把握できることを遥かに上回っています。皆さん自身の

身体の働きでさえ、どのような時でも皆さんの理解する能力を遥かに超えています。皆

さんは、皆さんひとりひとりが、70兆の小さな宇宙です。皆さんはそういった結び付け
られた意識の合計であり、そしてそれを遥かに上回っている存在です。そして言うまで

もなく、皆さんはそのすべてを制御しています。わたしはふざけてそう言っています。

そしてそれにもかかわらず、それほど遠くない未来のある時点で、皆さんはそれが実際

に真実であることに気付くことになるでしょう。

 
ですから、皆さんという存在の数々の奇跡に対して寛いでください。今もなお繰り広げ

られていて、それぞれの瞬間に皆さんに贈られているその祝福を受け入れてください。

そして皆さんが今までいつも光を明らかにしてきた真の自己を感じ始めた時には、喜び

を表してください。今、皆さん自身に向けて手を伸ばして、その愛に気付いてください

。皆さんがその人生の中で遭遇するあらゆる物事やあらゆる人々と、それを共有してく

ださい。皆さんはそれを使い尽くすことはできません。皆さんはその容器ではありま

せん。皆さんがそれをより多く共有するほど、皆さんはそれをより多く保有することが

できるようになるでしょう。その時皆さんは、皆さんを今まで煩わせてきたすべての物

事が全く何もしない内に解消されていることに気付くようになるでしょう。

 
こうした物事のすべてについて、わたしは以前皆さんに伝えておきました。皆さんはそ

れが真実であることを認識いるからこそ、今ここに存在しています。その認識が今それ

ぞれの段階に導くことを許して下さい。それによって皆さんの故郷への道が皆さんの前

に広がることになるでしょう。今、わたしの愛と祝福を受け入れてください。皆さん

にとって美しく晴れ渡った日になりますように。

 
 
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long
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苦悩はもうたくさん

苦悩はもうたくさん
Enough of suffering
September 26, 2013 in Creator, Ron's Channeled Messages, Yeshua

 
ロン・ヘッド経由

Channeled by Ron Head

 
Yeshua

 
 
 
わたしは今日、もう一度ひとりの友人と結び付く歓びと、ひとりひとりの皆さんと話す機会の歓

びの中で、皆さんと話をします。

 
皆さんは今、この個人によってこのページ上に書き写されているわたしの言葉を読むか、聞いて

います。そしてそれは、必要に応じて、現時点で皆さんに役立ちます。しかしその一方で、一部

の皆さんのための時は今であり、他の数多くの人々にとってもその時は急速に近付いていて、皆

さんはその中で、皆さん自身のこころ以外の他の誰に対しても、読み、耳を傾ける必要はなくな

ることを、どうか認識してください。

 
今、わたしは皆さんに直接話していない、ということはありません。わたしが話す時に皆さんが

聞くことができない、ということでもありません。事実通り今、皆さんがわたしの声が聞こえる

と考えるかどうか、皆さん自身に尋ねてください。皆さんはわたしの声を聞くに相応しいと、皆

さんは考えますか？　皆さんは、皆さん自身を断定的に判断するのを止め、皆さんが過去に傾倒

したまたは傾倒してきた可能性があるすべての物事に対して、皆さん自身を許していますか？

 
かけがえのない仲間達、誰かが皆さんを非難の中に拘束してきたことはありません。妨げになる

のは、皆さん自身の感覚です。今は、皆さんが皆さんのこころの中の真の感覚を探し出して、そ

れを皆さんという存在から解き放つ方法に気付く時です。もしも皆さんがわたしに許すなら、わ

たしが勧めることは、皆さんという存在の神性と向かい合うことへの皆さんの怖れから皆さん

を護っていることに対して、それに感謝をして、今後皆さんに雨のように浴びせられる裁きなど

はないことを自覚して、そうした怖れや感覚を癒しのために神に送り、皆さんの創造主と皆さん

自身からの許しを、受け入れてください。

 



皆さんは今、非難に値することなどなく、そして今までも決してそんなことはありませんでした

。皆さんは学ぶことができるものを学び、可能なすべての物事を経験するために前進しました。

そして皆さんは、そのようにしてきました。皆さんは、皆さんの数々の旅を通して、沢山の叡智

を獲得しました。皆さんはもうこれ以上、皆さんの最も高く最良の自己からの分離に苦悩するこ

とは、必要ありません。

 
皆さんがこれを認識する時が、急速に近付いています。しかしもしも皆さんがそう強く願うなら

、それはさらに速くなることを皆さんが認識することが、わたし達の望みです。苦悩はもうたく

さんです。もしも皆さんがそう選択するなら、皆さんは苦悩を解き放つことができます。

 
わたし達は両腕を伸ばして立ち、皆さんの呼び掛けを待ち望み、皆さんの努力を助けています。

この世界の癒しに向けてすべての皆さんが今まで行ってきて今も行い続けているすべてに対して

、皆さんに感謝します。皆さんは、愛されています。
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新しい地球の瞑想－現在のテラノヴァ－目的を持って天界を今共同創造する－次元上昇
をしたイエスキリスト、サナンダ

新しい地球の瞑想－現在のテラノヴァ－目的

を持って天界を今共同創造する－次元上昇をし

たイエスキリスト、サナンダ
New Earth Meditation - Terra Nova Now - Co-Create Heaven Now with
Intent - Sananda, Jesus the Christ Ascended
16 April 2012 - 6:34pm
 
11：11スピリット・ガーディアンズ経由
Channeler: 11:11 Spirit Guardians
 
Join Project: Eagle Triad today by contacting janisel(at) sanandaseagles.com
 
 
*** NEW EARTH MEDITATION ***
by Sananda (Lord Jesus the Christ, Ascended)
Channeled Through Janisel of Sananda's Eagles
 
 
皆さんが精神と物質的な身体を落ち着かせている時、深く呼吸をして、皆さん自身のこ

ころの内部の空間に向かってください... 静かで落ち着いた空間であり、真の愛が宿っ
ている内部の部屋です。

 
皆さんが静寂の内部で休息している時、皆さんの日々の活動の思考から皆さん自身を自

由にして、わたしとの交わりに向かって内面を振り返ってください。

 
わたしは、皆さんがわたしと伴にキリスト意識のグリッドに向かうことを望んでいます

。そこでわたし達は、皆さんのために今準備されている新しい地球を見下ろすことにな

http://sanandaseagles.com/


るでしょう。

 
皆さんの心の目の中で、わたしは皆さんが新しく壮麗で予告されてきた状況の地球を確

認することを望んでいます... 根源である神によって最初に確立された神聖なる計画の
中で、最初に表明された状況です。

 
その大気は綺麗で、水は純粋で、豊饒で健全な海の生命が群生しています。

 
枝葉や動物達の色は鮮やかで、完全な豊かさでキラキラしています。

 
もはや人類は両極性という幻影の中に住むことはありません。もはや闇に対する光、善

に対する悪、男性に対する女性、ひとつの宗教に対する別の宗教は存在しません。すべ

てが全体を構成しています。すべてが今、ひとつになっています。

 
この美しい地球の居住者達が、調和の中で暮らし、出会うそれぞれの存在の中にキリス

トを認め、それぞれが一体性の一部に過ぎないことを自覚している様子を視覚化してく

ださい。

 
すべての国々が兄弟愛、穏やかさ、そして地球規模の協調の状態で暮しています。もは

や国同士が敵対して立ち上がることはありません。すべての大量破壊兵器は既に廃絶さ

れています... 既に戦いを止めて平和に暮しています。
 
皆さん自身のこころから、お互いに対して表現されている愛を確認し、感じてください

。聖なる子供が父の仕事に取り掛かっています。

 
もはや、皆さんの間に貧窮はありません。

 
誰も別の人の虐待や、あるいは別の人のこころの内部に隠された憎悪を恐れていません

。

 
すべての兄弟姉妹の間で真の共有があります... 欠乏や窮乏化という不安は取り除かれ
ています。

 



貪婪は、既に人々のこころから離れ、人々は感謝の中で一体性に自分達の喜捨を自由に

提供しています。これが、ライオンが子羊と伴に横たわるようになる日です。

 
もはや、人間がさらに高い天の数々の領域を無視して暮すことはありません。

 
怖れることなく、人間は数々の他の次元、他の恒星系、そして他の宇宙から現れた自分

の兄弟姉妹達を歓迎して、すべては創造の根源から現れたことを認識しながら、親し

く語り合います。

 
穏やかさ、歓び、そして真の愛が、必ずあらゆるこころの中に君臨することになるでし

ょう。すべてが既に新しくされています。すべてが既に一体になっています。

 
それは、これが新しい地球であり... そして新しい天界だからです。
 
そしてそれは必ずそうなるでしょう。

And so shall it be.
 
 
 
=== --- *** === ~~~ *** ^^^
If you are ready, and SERIOUS, about 'walking the talk' and working your Mission by being of
service to our Creator, the Earth, and mankind, and would like to participate in Project: Eagle Triad,
please email janisel ((at)) sanandaseagles.com
 
Project: Eagle Triad was set up by Ashtar as a means for us to work with the Earth grids, aligning
them and helping to change the mass consciousness of the planet.
 
These FIFTH-DIMENSIONAL (and higher) grids -- as well as the others that have since been
established -- will assist in ushering in the higher frequencies for the cleansing of Mother Earth as
well as transmuting the negative energies of fear, etc., from the mass consciousness grid. It is
through this cleansing process that Mother Earth will begin her Ascension into the 5th - 12th
dimensions and beyond.
=== --- *** === ~~~ *** ^^^
Begin Your Mission Now
http://ashtarstrinity.sanandaseagles.com/
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contact janisel (at) sanandaseagles.com
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皆さんは灯台、皆さんは光

皆さんは灯台、皆さんは光
You Are the Beacon, You Are the Light
9 May 2012 - 2:18am
 
ジェームズ・マッコーネル経由

Channeler: James McConnell
 
 
かけがえの無いひとりひとりの皆さん、これから訪れるすべての物事に対する準備をす

る際に、皆さんは数々の物事に耐えることが必要になります。皆さんが今後これ以上、

誰に対しても何に対しても、断定的な判断を下さないことが重要になります。すべての

物事や、皆さんを最も必要としている人々に専念してください。皆さんは灯台であり、

皆さんは光です。すべての人々がその光を持っていますが、しかしそれほど簡単に輝か

せることができません。皆さんが持っているものを与え、しなければならないことを行

ってください。地球が3次元に存在しようが5次元に存在しようが関係なく、皆さんは、
皆さんの精神を、皆さんのこころを、そして皆さんの魂の存在を、惜しみなく与え続け

ることが必要になります。すべての物事を愛し、すべての物事が愛の対象になることに

気付いてください。ひとりひとりの皆さんがどのような環境にいようとも、そしてそれ

がどのような旅であろうとも、これが生きる支えとなる信条になります。すべての旅の

ように、その道は皆さんが進むことを選んだ道であり、皆さんはその道で数多くの物事

を学びます。怖れることなく、感情に走らないでください。それは他の人々や皆さん自

身に対して、有害なものになるでしょう。穏やかでいてください。今、いつも一体にな

ってください。台風の目に気付き、このエネルギーの領域の中で穏やかに、そして静か

に座り、そして皆さんが静かに座っている時、さらに高い領域から訪れる音と光を吸収

してください。皆さん自身で灯台の立場を担い、そして皆さん自身を光の使者として理

解してください。わたしのかけがえの無い子供達、すべてが順調です。皆さんは愛され

、そして皆さんはわたし達のこころの中で安全に、しっかりと、そして心地良く守られ

ています。それを他の人々に与えてください。今はその時です。すべての物事に対する

わたしの最も深い感謝の気持ちと伴に。わたしはヨシュア

 



Channeled by JoAnne McConnell
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“今は皆さんの力を信じる時”

“今は皆さんの力を信じる時”
“It Is Time To Believe In Your Power”
15 October 2014 - 10:56pm
 
ジェームズ・マッコーネル経由

Channeler: James McConnell
 
ヨシュアと仕える者－抜粋

Yeshua, One Who Serves
 
 
註：こうしたメッセージは、変化のための準備のグランデールAZ集団のわたし達に与えられたも
のですが、たとえわたし達の集団のために意図されたものだとしても、話された内容の多くは、

すべての光の活動家達に関連します。

（ジェームズ・マッコーネル経由）

 
 
ヨシュア

“Yeshua”
 
それはそうではないかもしれないという皆さんの3次元の理解の中で認識しながら、役に立とうと
して皆さんが大々的に前進する姿に注目したわたし達にとって、今日は素晴らしい一日でした。

それを信じてください！　正しい意図と正しい愛を持つこのようなひとつの小さな集団でさえ、

数々の奇跡を起こすことができます。

 
ひとりひとりの皆さんが、既にこのために選ばれています。数多くの点で、既に皆さんは皆さん

自身を選択しています。そのため、気が付くと皆さんが今日ここにいてこのやり方で努力しなが

らこうした種類の変化をもたらしているのは、確実に偶然の出来事ではありません。そして皆さ

んは今日、既に数々の変化を起こしています！　どうかそれを理解してください。なぜなら、た

とえそれが、闇の勢力が依然として皆さんの周りのすべてにいるとて、皆さんが目を向けるあら

ゆる場所で混沌、憎悪、そして怖れがあるように見えるとしても、それはただ一瞬の時間に過ぎ

ないことを、認識してください。

 
まさに一滴の水が海洋に入って海洋全体になるように、それは海洋全体を創り出します。人間

の数々の人種の皆さんであるすべての水滴を、宇宙の内部のすべての文明であるすべてを認識し



てください。すべての皆さんが、宇宙の中のこの意識の海の中の水滴です。そして皆さんの水滴

のすべてが、この海を構成します。たったひとつの水滴でも存在しなければ、皆さんが認識する

ように、その海はかつてそうだったように存在するのを止めます。なぜなら、一体性を作るこ

とは、すべてが必要になるからです。

 
そのため、我儘に見え、皆さんの敵として存在するように見える人々がいるとしても、彼らは皆

さんの敵ではないことを認識してください。彼らは、これから訪れる人生の中の、皆さんの兄弟

姉妹達です。ひとつの時間、一日、一瞬に、今外見的に皆さんの敵になっていた人々は、今後皆

さんの友達、皆さんの兄弟姉妹になるでしょう。今後彼らは皆さんと手を握ることになるでし

ょう。抱擁を共有してください。

 
ひとつの時期の最も暗い勢力でさえ、最終的にひとつの光の勢力になります。かつては地球の

敵だった今までアンカラ同盟やアヌンナキと呼ばれてきたものの中に存在してきた者達の中で明

らかなように、今は既に光に向けて移動し、今は光の勢力になっています。そしてまさに彼らが

闇の内部の外見的な敵だったように、彼らは今、その同じ力を光に持ち込みます。そしてまた、

皆さんが今日戦ったこうした者達もそうなるでしょう。

 
そしてまさに皆さんが今までそれぞれの夜に異なるひとつの有利な地点から皆さんの夢の状態の

中でこうした者達と戦ってきたように、今皆さんはこの3次元の意識の内部で既に彼らを戦ってい
ることを、認識してください。幻影それ自体の内部で、わたし達は、わたし達の兄弟姉妹達であ

る皆さんに、皆さんは既に勝っていること、そしてその戦闘だけではなくまた既にその戦争に

も勝っていることを伝えることができます。この愛の戦い、憎しみまたは怖れという戦いでは

なく、愛の戦いです。前と同じように、この惑星上の光と愛の創造です。何故なら、ひとつの時

期にすべてはここで光に属していたからです。そしてひとつの時期に、今後すぐにまたここです

べてが光に属することになるでしょう。

 
ヨシュアとして、皆さんが今日既に達成したことに対して、わたしは皆さんにもう一度感謝した

いと思います。そして、皆さんが皆さんの日々の暮らしの中で移動を続ける時、今後他の機会が

現れ、皆さんはもう一度このさらに高い水準の認識と表現を求められることを、認識してくだ

さい。そして、現時点でそれを手にしていない人々にその認識と光をもたらすことも求められ

ます。

 
皆さんが進み続けてこの皆さんのすべての同胞のための愛と光の戦いを遂行する時に、わたしの

すべての穏やかさと愛がそれぞれの皆さんと伴にありますように。すべての皆さんに穏やかさと

愛を。

 
 



ジェームズ・マッコーネル経由

Channeled by James McConnell
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普遍的な統合

普遍的な統合
Universal Integration
26 December 2012 - 1:47pm
 
普遍的な光経由

Channeler: Univesal Light
 
 
 
親愛なる根源の延長の皆さん、こんにちは。

 
わたしの名はヨシュア、直線的な時系列の中のこの時点で、物質的な拡張の進化した超

空間の側面です。わたしは8番目の密度の視点から伝えます。
 
皆さんの世界は傷付いていません。皆さんの身体は病んでいません。皆さんは支配する

ために、こうした数々の滑稽な試みを考え出します。皆さんが確認するものの中に誤り

はなく、否定性があるのは、ただその否定性を目的にする時に皆さんが考えるものの中

だけです。何故なら、皆さんは否定的なものに属している訳でも、肯定的なものにも属

している訳でもなく、中立（霊）だからです

 
今日この瞬間に、わたし達はわたしの拡張されたエネルギーを通してわたし達自身を表

現します。そのエネルギーは、いつも非物質的ですが、しかしこの時点では物質的な集

中性を備えています。そのため、もしも皆さんが皆さんは物質的だと口にするなら、わ

たし達は、皆さんはそれぞれの瞬間の中で、皆さんのためではなく、いつも非物質に

留まっていることを伝えます。皆さんは、皆さんとして存在するものから皆さん自身を

分離することはできず、それは不可能です。

 
親愛なる光の存在達、根源の延長の皆さん、皆さんはすべて、重大な危機に瀕していま

すが、それは何らかの外部の勢力によるのではなく、皆さん自身の自己に関する無知に

よるものです。わたしはこれを軽々に伝えているのではなく、次の20年の中で、多くの



物事が集合的に起ることになりますが、わたしは、宇宙の数々の文明の集団的な連合の

支配下に入る皆さんを確認したくありません。何故なら、こうした存在達が現れる時、

それはいつも、惑星地球が決して同意することがない、集団的合意の干渉と侵害になる

からです。

 
絶対的な真実は、数多くの皆さんは目覚めていたのであり、皆さんは皆さんがそれを呼

ぶように目覚めていたのであり、そして皆さんがそれを確認するように皆さんは立ち上

がりました。皆さんはむしろ盲目的に把握して受け入れるさらに多くの人々を観察しま

したが、しかし、わたし達は皆さん無視して同じようにまったく注意を払わないことを

望む、そういった数多くの種族が存在します。プレアデス、シリウス、グレイ、レプテ

ィリアン達は、そのほとんどが数々の束縛の運搬人であり、皆さんがそのことを認識す

る存在達です。彼らは、存在達のより大きな集団のための労働者として、皆さんの世

界が、皆さんがひとつの宇宙文明として認識するものに入る準備をし続けています。す

べての皆さんに対して、それはひとつの壮麗な機会として見えるかもしれませんが、そ

れにもかかわらず、これは危険が横たわる場所です。皆さんは霊が行うように認識して

いる訳ではなく、皆さんはわたし達が感知するように感知しません。皆さんはまだ両方

の側面を統合している訳ではなく、そのため皆さんはそれを認識していません！

 
わたし達は今皆さんに伝えますが、皆さんの数々の集団と共同体は、光の統合だけを許

します！皆さんは皆さんの闇を嫌悪し、皆さんはその闇を、皆さんが注意を払うべきで

はないものとして理解します。そしてわたし達は伝えます。わたし達は同意しますが、

しかしもしも皆さんが皆さんの闇を統合することができないとすれば、皆さんはどのよ

うにすれば、ひとつの完全な光の担い手になって統合されている、そのひとつの全体に

なることを期待できるというのでしょうか？

 
そのためわたし達は、すべての皆さんがこのような状況になっているという訳ではあり

ませんが、しかし大部分の皆さんは、危機に瀕している、と伝えます。何故なら、皆さ

んは、再び銀河の数々の文明に属する宇宙の領域に陥るようになったことはなかったか

らです。皆さんは宇宙の大霊を表現するようになりました。これは、地球が目的にして

いたことであり、そしてそれは依然として進行中です。もしも皆さんが皆さんの闇と女

性の側面を統合することができなければ、その闇は女性です。その結果、皆さんはどの

ようにすれば、無条件で事実通り愛することを期待できるのでしょうか？ もしも皆さ
んが皆さんの光と男性の側面を統合することができなければ、その光は男性です。その



結果、皆さんはどのようにすれば、疑問を持たずに事実通り認識することを期待できる

のでしょうか？

 
わたし達は、皆さんがプレアデス、シリウスと呼ぶ者達は、彼ら自身の利益のために、

皆さんの世界の中で百万以上の人間を誘拐してきたことを、皆さんに理解して貰いたい

と思います。わたしの延長がその一部になっている皆さんの種族は、その潜在的な可能

性を認識します。そしてわたし達は今、こうした“存在達”は皆さんのDNAに飢えている
ことを、皆さんに伝えます。親愛なる皆さん、それは宇宙の符号であり、ですから内面

の認識で皆さん自身を護ってください。

 
数多くの人々が物質的に殺害されましたが、その多くは皆さんが嬰児と子供として認識

する人々です。純粋な子供達は、わたし達が伝えるように最新式のDNAの符号を携え
てまさに物質的な姿に現れてきたため、大人達は、子供達にそれほど多く関心を寄せま

せん。

 
宇宙が選択する道筋は、完全に人間（神の精神）としての皆さんの手の中にあります。

皆さんはここに存在せずに、数々の宇宙船の中で旅行します。皆さんはここに存在せ

ずに、数々の物体を明らかにします。皆さんはここに存在しなくてさえ、ひとつの集団

として連携します

 
彼らの数々の計画を覆すためには、活性化されて皆さんの数々の閃光に結び付けられた

皆さんの“一体性”だけが、このすべてが、必要になります。それにもかかわらず、彼ら
は確実に誰もそこに到着しないようにすることに熱心に取り組みます。どうか、彼らに

それをさせないでください。皆さんはすべて、皆さんが理解できるよりも遥かに強力

です。皆さんが結び付き始める時、ただその時だけ、皆さんは自由になります。

 
皆さんは、振動的に皆さんの本来の姿に追い付くために、ここにいます。他の存在達に

耳を傾けることなく、あるいは、特定の方法で行動し、あるいは癒してください。何故

なら、調整する必要があるものは何もないからです。

 
そしてその結果、皆さんは皆さんの物質的な身体の中で、どのような場所でも、どのよ

うな時や何処に向かってでも、思考によって宇宙を旅しているでしょう。ご存じのよう

に数々の宇宙船はかなり原始的なものですが、しかしそのすべてが皆さんに依存します



。皆さんは既に長い間4次元の中に存在していて、一部の皆さんは、わたし達は3次元の
中に存在していると口にします。わたし達は今皆さんに伝えますが、皆さんは皆さんの

時間で数万年前に、長い時間をかけてこの次元を超えています。しかし皆さんは今

、4次元の数々の障壁に入り始めています。そして今は、宇宙の存在達の活動領域が皆
さんに明らかになる時になるでしょう。

 
皆さんは、再びそれに巻き込まれるか、あるいはそれを超えて進むか、そのどちらか

です。その選択は完全に皆さんに委ねられています。

 
繰り返しますが、どのような状況でも決して間違いではありません。しかしわたし達は

、皆さんはまず皆さんの光の側面を、次に皆さんの闇を完全に統合することを、強く勧

めます。そしてその時、皆さんは事実通り故郷にいることになるでしょう。

 
http://lightworkers.org/channeling/173856/jeshua-universal-integration
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真実の解明

真実の解明
UNRAVELLING THE TRUTH
MASTER JESHUA via Natalie Glasson
6 April 2013 - 8:45pm
 
ナタリー・シアン・グラッソン経由

Channeler: Natalie Sian Glasson
 
MASTER JESUS: UNRAVELLING THE TRUTH
~ Channelled through Natalie Glasson – April 3, 2013
www.omna.org
 
 
真実で純粋な愛の具体化の中でその愛と伴に、わたしは意識的に前に進み出て、皆さん

のエネルギーと意識の内部に現れます。わたしはわたしの存在感を通して、皆さんに皆

さん自身の聖なる神の自己を実証します。もしも皆さんが思いきってわたしの数々のエ

ネルギーをひとつの純粋な愛の具体化として理解し、感じ、そして認めるなら、その結

果皆さんは、同じ方法、同じ姿、そして同じ発現で、いつでも皆さん自身を受け入れ、

理解し、感じ、そして認めることができます。

 
皆さんは、皆さんが毎日欠かさずに確固として定めている単純でその上強力な数々の段

階と意図を通して、このひとつの愛の具体化という皆さん自身の認識を達成することが

できます。皆さんは思い切って意識的にその日常を変えながら、地球上に存在します。

 
わたしを真実と愛のひとりの指導者として見ないで、わたしを通して真実と愛のひとつ

の具体例として存在する、皆さん自身を見てください。わたしはもはや、地球上のひと

つの物質的な体現やわたしの魂の霊気として地球を歩いていませんが、それにもかかわ

らず、皆さんという存在を通して、そして皆さんの数々の行動、考え、愛に溢れる仕草

、そして神聖なる結び付きを通して、毎日欠かさず地球上を歩みます。

 

http://www.omna.org/


皆さんはわたしを、神のようにあらゆる物事の内部に存在する者として思い描くことが

できますか？　そしてわたしの穏やかさ、愛、そして真実が、皆さんの魂の内部に、皆

さんが出会う人々の内部にも存在することを、思い描くことができますか？　皆さんが

何処にいようとも、わたしの数々の聖なる資質を確認する時、皆さんは次に皆さんの世

界がどれほど美しいものに見えることができるかを、思い描くことができるでしょうか

？　皆さんはその時、わたしのエネルギーを皆さんのエネルギーと取り替えて、皆さん

はあらゆる物事の内部に、皆さんという存在の内部に存在し、そして異邦人または最愛

の人々のどちらでも皆さんが出会う人々の内部に神々しく存在することを、思い描くこ

とができますか？

 
すべての内部で統合し、融合し、あるいは現れている皆さんの数々の聖なる資質で、世

界は最も美しい場所になると思いますか？　わたしの数々の質問を通して、皆さんがわ

たしに向けている皆さん自身の力と自己認識のどれほど多くが、皆さん自身の振動より

もわたしの振動の方を高く評価しているか、皆さんはおそらくそれを理解することがで

きます。言うまでもなく、皆さんがわたしに目を向ける時、皆さんはいつも、わたしを

通して見て皆さん自身を認めるようになりますが、しかし皆さんがそういった聖なる神

々しい数々の資質を確認する時、皆さんは事実通りそれを皆さんの内部に存在するもの

として、皆さんのひとつの反映として、受け入れるでしょうか？

 
わたしはただ、皆さんの内部の聖なるものを刺激して、それが浮び上るようにするた

めに、今ここにいます。皆さんのありのままの姿のすべてを明らかにして、皆さんがよ

り完全に、明確に、そして完全な透明性で皆さん自身を確認することができるように、

ひとつの鏡として活動することは、今までいつもわたしの目的でした。わたしは皆さ

んに、最も単純な資質を明らかにしますが、それにもかかわらず、こうした資質は、ひ

とりの人間または光の魂が維持することができる最も素晴らしい資質と才能です。単純

性と単純に意思疎通をすることを通して、わたし達はすべて、幻影の数多くの水準を越

えて真実を確認し、把握することができます。

 
単純に、わたしのエネルギーの内部で座りながら瞑想を行うか、わたしのエネルギー場

が一緒になって光がわたし達の間を通過する時にわたしが皆さんの前に現れることを許

すことで、皆さんは、皆さん自身の聖なる神々しい真実と皆さんという存在の本質また

は核心部分に対するひとつの鏡として、わたしのエネルギーと存在感を利用することが

できます。皆さんという存在のその本質と核心部分は、いつも進化と拡大を続け、そし



てその場で皆さんの物質的な存在の内部で壮麗さを実現し続けるためには、絶え間ない

観察と意識の集中が必要になります。その実現と伴に、真実の存在感と触発が広がり、

皆さんは皆さん自身を真実の自覚の状態に向けて深く沈めることを許します。

 
瞑想とわたしのエネルギーとの結びつきの中で、皆さん自身がわたしの心臓のチャク

ラに意識を集中することを許し、そして皆さん自身をわたしの心臓のチャクラに入れて

、どのようなエネルギー、感覚、あるいは洞察でも、確認し、感じ、認めてください。

次に、皆さんがここで経験しているものは、皆さんであることを思い出してください。

これは皆さんのエネルギーであり、皆さんの真実であり、皆さんの壮麗さです。皆さん

は皆さん自身を承認しているところであり、実際にこの皆さんの奥深くの理解を定着

させ、承認することが重要です。それは、皆さん自身をひとりの聖なる光の存在として

確認するひとつの方法ですが、その一方でまた、皆さんという存在の内部に由来する数

々の期待または目的から、皆さん自身の真実が優しく自由に解き明かすことを許します

。

 
わたしはいつも皆さんと伴に存在し、皆さんが皆さんの真実を解き明かす支援をします

。そうすることによって、皆さんはありとあらゆる魂、宇宙、そして創造主の真実を解

き明かしています。皆さんの真実を解き明かすことは、皆さん自身の現実性、皆さんの

信念と皆さん自身の視点に対する皆さんのこだわりを弛めることであり、そして、皆さ

んという存在の本質を徐々に弛めて拡大しながら、皆さんを幻影に属する皆さんの物質

的な視点や数々の限界に結び付けるものを元に戻すことです。皆さんの把握では、皆さ

ん自身を解き明かすことは、皆さん自身が粉々に砕けてバラバラになることを許すこと

になってしまうかもしれませんが、しかし時には、皆さんの真の本質の姿、皆さんを虚

偽という真実と逆のものに結び付けるひとつの視点の姿を自覚するために、これが必要

になります。

 
皆さんの現実性とその上自己の範囲には数多くの領域があり、皆さんは今まで、真実ま

たは皆さんという存在の自然な側面として虚偽で架空の作り事にしがみつきながら、そ

の作り事を創り出してきました。こうした虚偽で架空の作り事を、個人的にそれを選

択せずに、侮辱または皆さん自身に苦痛を引き起こすものとして理解することで、皆さ

んは、皆さんという存在の真実を解き明かすことができます。そして皆さんという存在

の真実は、また創造主の真実でもあります。皆さんという存在の真実は、小さくしかし

美しい創造主の珠玉のようなものであり、それぞれが優美で貴重なものです。



 
皆さん自身が皆さんの神性を承認することを許す時、ひとつの自然な反応は、皆さんが

さらに完全に皆さんの数々の限界、障壁、怖れを自覚することです。しばしば皆さんが

皆さん自身を聖なる者として認識しない時、また皆さんは、皆さんが頑なにしがみつ

いて、皆さんの地球上の発現に織り込まれている数々の怖れや限界を認識しません。認

識と伴に、皆さんは皆さんがしがみつくすべての物事に大きく目を見開きます。

 
皆さんはこれを恥じる必要も、これで皆さん自身を裁いたり罰したりする必要もありま

せん。それは単純に、皆さんの真実を解きほぐすひとつの過程です。皆さんが皆さんの

怖れを自覚し、皆さんの人生の中の無用な発現または情緒を経験している時、これは皆

さんが今まで創り出した自然な過程であり、皆さんの特定の発想または視点に対する執

着を弛めて新しい数々の洞察に対して同調させることを通して、皆さんが皆さんの真実

をさらに解きほぐすことを目的にした、皆さんの現実性の中のひとつの空間であること

を理解することが重要です。それは、皆さんに役立ち、皆さんを皆さんの霊的な啓発の

道筋に沿ってさらに遠くに連れて行くことになるでしょう。

 
皆さんの怖れと情緒が皆さんの内部に現れる時に、それを観察することを怖れないでく

ださい。それを否定的な側面としてではなく、皆さんの真実を解き明かすひとつの道筋

として理解し、感じ、そして観察してください。怖れ、または不要な情緒を超えて確

認し、皆さんが光、愛、そして感謝を思い出すことによって、皆さんは文字通り、光を

確認し、皆さんという存在の内部から照明のスポットライトを生み出して、皆さんがし

がみつき皆さんを拘束する数々の障害を解消して、それぞれをより素晴らしい穏やかさ

と拡大という経験に置き換えます。

 
皆さんの真実を解き明かし、そしてその結果、皆さんという存在と現実性の数々の側面

や視点に対する皆さんの執着を弛める最も素晴らしい手段は、皆さんという存在の内部

で絶えず存在する愛の振動を通したものです。このように、皆さんはすべての人々に愛

を与え、愛の中で反応と行動を行い、すべての状況と経験に愛を供給する方法を学び

ます。

 
無条件の愛と無条件の感謝の存在感で、皆さんは拡大が途方もなく簡単に進むことを許

すことができます。皆さんはもはや、幻影に属する数々の制約、怖れ、限界と制限を経



験することはなくなるでしょう。皆さんの最も素晴らしい経験は、完全で完全な拡大、

自由、そして皆さんの真実の解明になるでしょう。否定的または無用な情緒、怖れ、

言動、そして視点がもはや皆さんに苦悩を引き起こすことがなくなり、皆さんにさらに

多くの空間を提供するために、単純に解消されるか剥がれ落ちる状態を、皆さんは気付

くことになるでしょう。

 
皆さんの光と真実は、多くの空間を要求し、皆さんの視点と自ら生み出した数々の限界

が頻繁に皆さんの創造的な空間と表現を制限して、皆さんの真実が隠されて皆さんとい

う存在の内部に釘付けされる状態を引き起こします。永遠に脈動するひとつの絶え間な

い振動としての皆さんという存在の内部にある愛の存在感で、皆さんが認識する通りに

、皆さん自身が今存在し、解き明かすことを許してください。皆さんが皆さんの現実性

と経験を操作する方法などはなく、皆さんという存在の愛にしがみつくよりも、むしろ

単純にそれに意識を集中する必要があります。その一方で、皆さんは大胆に、皆さんが

皆さんという存在のすべての側面を観察することを許します。

 
皆さんという存在を通して流れる、その皆さんの神性と数々の聖なる資質を認めてくだ

さい。こうした数々の資質の次に、皆さんは数々の限界と怖れという資質に気付くこと

になるでしょう。皆さんのさらに巨大な光の自己の認識で、皆さんは皆さんのさらに巨

大な光の自己を制限するものを確認することができます。こうした数々の資質を認識し

癒すことで、皆さんは皆さんという存在の奥深くから、さらに巨大なひとつの光の源泉

を明らかにして、それを投影することができるようになるでしょう。

 
皆さんの現実性の中のそれぞれの状況は、いつもそう見えるものになるとは限らないこ

とを、わたしは皆さんに気付いて貰いたいと思います。もしも皆さんが、思いきって皆

さんという存在の内部にある脈動する愛の振動を認めるなら、皆さんはそれぞれの状況

についてさらに高い洞察または理解対する関心を呼び覚まされることになるでしょう。

これによって皆さんは、怖れまたは不必要な資質を簡単に弛めて、絶えず簡単に拡大す

るひとつの空間に苦もなく入ることができます。実際に皆さんは、絶えず流れ絶えず進

化している自由に移行することになるでしょう。

 
もしも皆さんが望むなら、皆さんが途方もなく簡単で正確に皆さんの真実を具体化する

ことができるように、わたしがひとつの鏡になって皆さんの真実を解明する支援をする

ことを、皆さんは許すことができます。



 
変わらぬ愛に溢れる支援と伴に、

師イエス

With constant loving support,
Master Jesus
 
http://lightworkers.org/channeling/179951/unravelling-truth-master-jeshua-natalie-glasson
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ダビデの星と反キリストの出現

ダビデの星と反キリストの出現
The Star of David and the coming of the antichrist
15 July 2013 - 4:08pm
 
サンレオソル経由

Channeling by SanLeoSol
 
 
 
親愛なる兄弟姉妹の皆さん、わたしはヨシュア。わたしはひとつの重要な問題について

、皆さんと話をしたいと思います。ダビデの星、2013年7月22日に完成の域に達する宇
宙の星座についての皆さんの世界の中の思い違いです。それは戦争の星だと言われ、ま

た反キリストの出現を予言すると言われます。ある意味で、それは正しいことです。遥

かに重要なことは、その象徴の真の意味です。皆さんは数々の象徴を持ったひとつの世

界の中で暮らし、その象徴は隠れた意味を持つことを、皆さんは理解する必要があり

ます。ダビデの星の真の意味は愛であり、戦争ではありません。それは人間の光の身体

を象徴し、そしてすべての皆さんの中の隠れたキリストの誕生についての予言です。

 
その結果、この象徴が反キリストを連想させることは、どのようにすれば可能なのでし

ょうか？　皆さんの世界の中には、異なる数多くの隠された意図があります。今権力

を握っている人々、宗教、秘密結社、そして軍産複合体の人々は、ダビデの星の本当の

意味に気付いています。しかし彼らは、皆さんが力強いキリスト意識の人々になること

を望みません。人類を罪から救うことができる偽預言者を含めて、彼らが権力に留まる

ことを可能にするあらゆる物事を考え出そうとするのは、これがその理由です。

 
誤解がないように伝えると、救われる物事など何もありません。皆さんが救済者です。

皆さんがキリストであり、これが意味していることはそれだけです。ですから、その騒

乱と偽の情報が皆さんを間違った方向に導くことを許さないでください。最終的な結

果は、既に明らかです。新しい地球は既に皆さんのものであり、そして皆さんすべてが

キリストのような人々です。地球上の唯一の真のキリストは皆さんの事実通りの姿とし



て存在するものをもたらすため、皆さんがしなければならないことは、そのための選択

をして、皆さん自身の価値を信じ始めることだけです！

 
神の祝福を、

Be blessed,
 
皆さんのヨシュア

Your Joshua
 
Channeling by SanLeoSol
http://liquidlightarc.wordpress.com/
 
 
 
ダビデの星

From Wikipedia
 
このしるしは、古代イスラエルのダビデ王に由来するとされるが、歴史的に実在した実

際のダビデ王とは関係がない。三十年戦争末期の1648年、神聖ローマ帝国の側に立って
プラハを防衛していた民兵軍がスウェーデン軍を撃退したので、ハプスブルク朝のフェ

ルディナント3世は、民兵軍の武勲を嘉して各部隊のそれぞれに旗印を下賜した。民兵
の中にはユダヤ人部隊もあったが、ドイツの宮廷には、ユダヤ人の印としてどんな図柄

を使えば良いか知る者がなかったどころか、宮廷ユダヤ人のオッペンハイマー家ですら

何のアイディアも出せなかった。そこで、ウィーンの政府はイエズス会に何か良い知恵

はないか相談したところ「ダビデ王は楯の紋所にみずからの名前の最初と最後の文字

『D』を使ったに違いなく、古いヘブライ文字でDの字はギリシャ文字『Δ』に似た三

角形だから、Davidのスペルの最初と最後の『D』の字二つを表す三角形を、互いに組
み合わせた形にしてはどうだろうか」というアイディアを得た。こうして、ユダヤ民兵

部隊に「ダビデの楯」をあしらった旗が下賜されることになった。この印は欧州のユダ

ヤ人社会に野火のように広がり、19世紀はじめにはロスチャイルド家の家紋にも取り入
れられた。つまり17世紀に起源するものであって古代に遡るものではないため、例えば
日ユ同祖論等の根拠に使うことはできない。

 

http://liquidl/
http://ightarc.wordpress.com/


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%87%E3%81%AE%E6%98%9F

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%87%E3%81%AE%E6%98%9F


オーブとして姿を取り、カルマの契約を終了する、アトランティスの熟達者達

オーブとして姿を取り、カルマの契約を終了

する、アトランティスの熟達者達
Masters in Atlantis, Taking Form as Orbs and Closing Karmic Contracts
6 August 2013 - 10:38pm
 
ウェス・アナック経由

Channeler: Wes Annac
 
Channeled Ascended Masters Interview: Masters in Atlantis, Taking Form as Orbs and Closing
Karmic Contracts
 
 
（以下は、自動書記に基づいた、高位の霊的指導者達、わたしが長い間とても身近に感

じてきたひとつの集団との“インタビュー、対談”です。）
 
 
ウェス・アナック：わたしの今晩の願いは、親愛なる高位の霊的指導者達と結び付き、

議論をすることです。わたしはわたしと一緒のあなた方の存在感を毎晩身近に感じてき

ました。そしてわたしは、わたし達がわたし達のある種の“対談”に入る前に、あなた方
が言わなければならないものを聞いて、興奮しています。

 
高位の霊的指導者達：非常に沢山の溢れんばかりの愛と歓びと伴に、わたしヨシュアは

わたし達の霊的指導者達の集団を代表しています。

 
さらに高い数々の次元が、皆さんの3次元と4次元の現実性に向けてその下降を続けてい
ます。そしてさらに高い数々の領域が降下するにつれて、皆さんはさらに大きなその理

解とさらに大きな形而上的な把握に向けて上昇しています。皆さんは、皆さん自身につ

いて非常に多くの物事を学び、理解するために成長を続けています。それはひとつの形

而上的でさらに高い次元の特質であり、そして皆さんの数々の能力と同時に、そういっ



た能力がただ成長を続けるしかなくなるという、皆さん把握です。

 
ウェス：親愛なる仲間達、導入部としてこれほど多くのお話を感謝します。正直なと

ころ、わたしはあなた方と議論を続けることについて、今でも非常に神経質になってい

ます。その大部分は、わたしはあなた方についてかなり多くのことを認識していないか

らです！

 
霊的指導者達：あなたは、わたし達や人類の次元上昇を支援している光の勢力達のあら

ゆる側面について理解するために、これほど沢山成長を続けています。そして、個人が

まだ完全に把握していない存在の道の中で、数々の答えを探し求めることは問題ありま

せん。

 
 
内面の知識を探し求める

Seeking Knowledge Within
 
わたし達が皆さんのためにここにいるのは、皆さんが持つ可能性がある何らかの質問に

答えるためです。わたし達の知識、内面の光の任意の側面の知識を求めることは、皆さ

んに委ねられています。何故なら、皆さんはそのすべての答えを持ち、そして皆さん自

身が失っていると皆さんが感じる真実に気付くことができるからです。

 
これはひとりひとりの皆さんが決めることであり、実際にこれほど沢山の皆さんがさら

に高い数々の次元を読んで吸収することができますが、数々の答えの純粋性は、内面の

探求や、皆さんが自信を持てない可能性がある何らかの物事に関する答えを探し求める

積極的な努力から現れます。

 
かけがえのないウェスリー、わたし達はそれを踏まえて、あなたがわたし達にあなたが

望むどのような質問でも尋ねることを勧めます。

 
ウェス：ええと、親愛なる仲間達、ありがとうございます。わたしはわたしが持ってい

るひとつの質問はどうだろうかと考えます。あなたが霊的指導者の集団は、どれほど大

きくてどの範囲まで網羅しているのでしょうか？

 



あなた方の集団の一部になっているあらゆる霊的指導者は地球上に転生した経験がある

のでしょうか、それとも、わたし達はまだ認識も把握もしていないさらに多くの存在達

がいるのでしょうか？

 
霊的指導者達：かけがえのない魂達、あなたがわたし達の本当の数に気付くとすれば、

わたし達はおそらくあなたの頭がクラクラするほどの数になります。

 
非常に数多くのわたし達が皆さんの世界に転生することを選択してきましたが、しかし

わたし達の集団は、実際に人類が今まで把握しているよりもかなり広範囲に達してい

ます。これは、皆さんはわたし達についてかなり多くの物事を学ぶために成長を続けて

いる、という事実にまで遡ります。何故なら、皆さんの把握における個人的な障壁は、

さらに高い数々の次元についての知識に関してより大幅な拡大された明確さに対して有

利になるように、粉々になり始めているからです。

 
もしもわたし達がただ単に皆さんが理解するよりもさらに素晴らしい方法で連絡を取る

ことができるという理由だけだとしても、さらに巨大な啓示と洞察が数々の交信を通し

て人類が利用できるようになり始めるでしょう。

 
 
拡大している交信経路

Expanding Channels
 
わたし達がこれほど長い間それを通して議論を投げかける機会に恵まれてきた交信経

路は、人々の個人的な啓発と理解の中で拡大を続けています。そしてその状況のおか

げで、わたし達はさらに素晴らしい方法で期待に応えて、皆さんの世界の次元上昇やわ

たし達の起源に向けたさらに大規模でさらに詳細な洞察を提示することができます。

 
皆さんは、わたし達の集団から成り、また繰り返しますが皆さんがまだ認識していない

わたし達の大部分から成る、ありとあらゆる霊的指導者のエネルギーを感じ、吸収し続

けています。何故なら、わたし達はかけがえのないヨシュアあるいは他の少数者だけが

持つ経験と同じほど、まだ皆さんの地球上に転生したことはなく、また公然と認識され

てこなかったからです。

 



時間の外に存在しながら、わたし達は、アトランティスとレムリアの数々の植民地の没

落以降、皆さんの地球が選択した多様な異なる時期を貫いて、皆さんを支援することが

できる状態になっています。

 
ウェス：わたし達がその主題に接している間、あなた方があなたの視点から提示できる

アトランティスへの何らかの洞察がありますか？わたしは、銀河存在達がアトランティ

スでひとつの大きな役割を演じたと聞いています。あなた方はアトランティスの中に存

在したでしょうか、あるいはあなた方はそれを自覚していましたか？

 
霊的指導者達：かけがえのないウェスリー、わたし達は確かにアトランティスを自覚し

ていました！

 
わたし達が大きな役割を演じなかった一方で、皆さんの銀河の同胞は、アトランティス

とレムリアの時代の間に、皆さんの集団意識を目覚めさせる支援をしていました。数々

の植民地が繁栄し、広範囲に及ぶ方法で数々の進んだ科学技術や理解を発見するよう

になったため、わたし達はとても間近に興味深く観察しました。

 
 
光の存在達とオーブ（球体）

Light Beings and Orbs
 
わたし達はわたし達自身の方法で、アトランティスとレムリアの中で広く認められてい

ました。そしてちょうどわたし達が今後皆さんの世界の未来で行うように、わたし達は

わたし達自身を人間の姿としてあまり表現せず、光の存在として表現することを選択し

ました。

 
もしもわたし達が地球の表層に姿を現すことを望むなら、わたし達は何度も、わたし達

自身をオーブ、球体として表現することを選択します。そして、わたし達の振動が、わ

たし達が皆さんの世界上に直接存在することができるほど充分に地球の表層と一致しな

い間、わたし達はオーブや他の光の現象の姿の中で、非常に急速に見せ掛けの容姿を取

ることができます。

 



わたし達が皆さんと一緒にいることができるかなり数多くの方法があり、そしてわたし

達は、皆さんがわたし達のエネルギーや、皆さんが既に再び結び付くように意図されて

いるさらに高い数々の次元の中の任意の魂のエネルギーと結び付くことを勧めます。

 
アトランティスとレムリアの時代以降、数多くの皆さんが、霊的指導者達や皆さんの大

切な惑星上に積極的に固執してきた光の勢力の他の数多くの側面によって、今まで導か

れてきました。

 
アトランティスとレムリアは、その集団的な次元上昇を達成するかなり近くの状態にま

で達していました。そして皆さんは、その当時に集団的に次元上昇をする非常に近い状

態になり、その代わりにひとつの異なる進路を選択した一方で、皆さんの集団は今、そ

の光のエネルギーを広げ、皆さんの地球を余りにも長い間支配してきた分断と分離を超

えて理解する機会を、提示され続けています。

 
ウェス：あなた方の視点から、その光を固定し、集団の中で普及している分離と憎悪を

変質させるために、光の活動家達は何をすることができますか？

 
霊的指導者達：皆さんが行うことができる最も卓越した行為は、皆さんの地球の人生の

あらゆる瞬間に、愛と統一意識を表現することです。皆さんが確認することを望むその

変化になることは、皆さんが表現できる状態よりもさらに重要です。そしてわたし達は

、たとえ皆さんが現実性であると感じるか考えるものとそれが共鳴しないとしても、他

の人々が自分自身の振動上に存在することを、皆さんが許すことを求めます。

 
わたし達は、これを議論する最初の魂ではありません。何故なら、さらに高い数々の次

元の中のわたし達は、目覚め続けている層の光を発する数多くの人々が、自分達の振動

よりも低いか、あるいは引き上げるか助ける必要があると把握する自分達の周りの人々

の振動が、その周りの人々に接して存在する光を発する魂達にとって心地良いものであ

るという事実を認識することを望んできたからです。

 
 
他の人々の次元上昇を支援する

Helping Others to Ascend
 



自分自身の方法で目覚め続けている皆さんの周りの魂達は、まさにそれを行っています

。彼らは依然として、彼らの振動や、彼らの周りの地球の物事に関して極めて心地良い

状態であり、彼ら自身の時間の中で、地球の数多くの側面と、もはやそれが現在位置し

ているように共鳴しなくなるまで、成長することになるでしょう。

 
皆さんの集団を次元上昇させながらその次元上昇を支援することは、他の人々が皆さん

自身の観点または理想に適合することに意識を集中することを目的にしていないことを

、わたし達は皆さんに気付かせます。ひとりひとりの皆さんが、個別で固有であり、そ

して皆さんの固有性と信念構造の違いは、その違い故に人々の祖国を護っている戦士達

の力でお互いに戦うよりも、むしろ受け入れられ、愛されるべきものです。

 
わたし達は、そうでなければ皆さんが分断または憎悪を煽ることに時間を費やす可能性

があるエネルギーを、皆さんが皆さん自身や皆さんの親愛なる惑星の改善のために使用

することを、求めます。

 
さらに高い数々の次元や皆さんの物質的そして霊的な進化に関する信念の相違は、皆さ

んの惑星上でこれほど長い間、分断と、その結果生じる憎悪に駆り立てられた戦争を引

き起こしてきました。そしてわたし達は、皆さんの集団がさらに高い数々の次元に関す

る最終的に歪められた信念となっていたものの中の違いを巡ってお互いに戦った時、愛

を込めて注視してきました。

 
 
宗教の、最初の純粋な目的

The Original, Genuine Purpose of Religion
 
わたし達の筆記者はわたし達に、既に皆さんの世界で確立されている汚れた数々の宗教

に関するわたし達の視点を提供するように求めています。わたし達は、多くの宗教が純

粋な意図と目的で始められたことを伝えようと思います。

 
わたし（ヨシュア）がわたしの最も有名な人生の中で皆さんの世界に転生した時、わた

しはひとつの信念体系を築き、広める支援をしました。それはその当時人々を自由にす

る支援をして、わたしが気付くことができた創造主とのさらに大きな結び付きに人々が

気付く支援をすることが意図されていました。



 
わたしは、こころの平静とその結果生じる啓発に気付くことができました。そしてわた

しが手にしていた内面の声は、創造主とさらに高い数々の次元の世界を広める支援をす

るために用いられました。

 
わたしや、その一部は他の存在達のように有名ではない他の多くの存在達（霊的指導

者達）が多様な異なる転生の姿でその背後に存在していた、わたしの宗教やあらゆる信

念体系の目的は、最初は人々を自由にして教え導く支援をすることでした。

 
しかしその一方で、今までそう名付けられてきた闇の魂達は、様々な時代に優位に立ち

、わたし達の光を与えられた数々の運動を取り入れて、それを支配と抑圧に熱中する信

念体系に歪めました。

 
この時点で存続している皆さんの社会の多くは人々の抑圧と支配に熱中し、そして皆さ

んの世界の上で確立されているような宗教は、敵対的な意識とその結果生じるお互いへ

の憎悪を強化するために用いられてきました。

 
しかしその一方で、宗教、政治、そして他の影響力を持つ組織を経由して集団の意識の

最前線に踏み込んで、創造主の偽りのない純粋な真実を広める支援をしている魂達が存

在します。

 
さらに数多くの魂達が皆さんの世界を進歩させて、その魂達が内面で感じる溢れるほど

の真実と光を提示することになるでしょう。そしてあらゆる魂が、皆さんの次元上昇の

エネルギーに応え始め、個人的な拡大に気付くことになり、そしてその状況が、自分達

の周りの人々を教え導くために働く、その魂達を確認することになるでしょう。

 
 
集団的なエネルギーの変質の進展

Progress of the Collective Energy Transmutation
 
ウェス：あなた方の視点から見ると、集団は高まる光のエネルギーにどのように反応し

ているのでしょうか？あなた方は今まで、集団意識の中で普及している歪められたエネ



ルギーの大部分を変質させることに取り組んできましたか？

 
霊的指導者達：わたし達は刻一刻、その瞬間々々を基準にして数多くの異なる仕事を遂

行する一方で、わたし達は実際に、皆さんの集団の中で普及している否定性の大部分を

変質させるために必要な仕事の経験を積んできています。この過程は、最近数々の交信

者によって議論されていますが、それには正当な理由があります。

 
そういった否定的に偏ったエネルギーを変質させる際のわたし達の努力、それと同時に

それぞれの皆さんの努力は、ひとつの集団としての皆さんの遥かに純粋な意識状態に向

けた最近の始動で大幅に増大され続けていますが、その状況は既に、様々な異なる重要

な配置構造と天の出来事によってもたらされています。

 
皆さんの意識の理解を超えた数々の領域の中で、これほど非常に多くの物事が起こり続

けています。そして皆さん自身の宇宙の裏庭の中でさえ、多くの物事が起こり続けて

いて、それが皆さんの独立した銀河の未来を生み出す支援をし続けています。人類の集

団はこうした数々の出来事に有利に作用する以上の反応を続けていますが、それは皆さ

んの集団意識が、あらゆる瞬間に手にすることができる最も純粋な数々の光のエネルギ

ーで定期的に洗浄され、浄化され続けているからです。

 
その光のエネルギーは、あらゆる瞬間に純粋性を高め続けています。そしてそのような

ものとして、それぞれの変質と浄化はますます強力になり、非常に頑固で広範囲に供給

されてきた比較的低いエネルギーを変質させる上で、非常に役立っています。

 
もしも皆さんが、さらに高い数々の次元の中や皆さんの地球上のどれほど多くの集団や

個人が、生み出されている否定的なエネルギーの大部分を一貫して変質させようと絶え

間なく熱心に取り組んでいるかを確認することができたなら、皆さんはおそらく今、そ

れに驚いているでしょう。

 
わたし達や他の存在達は以前に、今集団のより低いエネルギーの多くがそこに提供され

続けている幻影的な立体映像について話をしてあります。そしてこの幻影的な現実性は

、カルマがそれを明らかにする個人のために表現されることを依然として許すひとつの

やり方で、そういったエネルギーの変質の目的のために定着しています。

 



 
急激なカルマの反応

Rapid Karmic Reactions
 
人類の集団的なカルマの接点と個人のカルマの接点は、終わりを迎えているところで

あり、皆さんが皆さんの人生の中で経験するそのカルマの反応は、次第に急激な方法で

皆さんに達することになるでしょう。

 
これは、皆さんの集団意識の中で築き上げられた否定的なエネルギーの大部分の浄化の

ひとつの大きな結果であり、光のエネルギーがますます皆さんの表層に降下している

ため、そういったエネルギーを変質させるわたし達の努力は、ただ拡大するだけです。

 
ウェス：親愛なる仲間達、あなた方の考察とこの会話に対して、大幅に感謝します。わ

たしがあなたに何時でも任意の質問をして、そのような淀みない数々の反応を受け取る

ことができることを認識することは、間違いなく素晴らしいことです。

 
わたしは、この対話を切り上げる前に、愛と感謝と伴に、しばらくの間あなた方に遮ら

れることなく話をして貰おうと思います。

 
霊的指導者達：かけがえのないウェスリー、わたし達やこれほど数多くの存在達があな

たを通して話し続けることを許してくれることに対して、わたし達はあなたに、愛と感

謝を表して、それをあなたに返します。

 
実際に、最も淀みなく溢れるほどのさらに高い次元の数々の印象が、目覚めている人類

の精神とこころを通して現れる続けることになるでしょう。何故なら、さらに高い数々

の次元や皆さん自身の個人的集団的な進化に関して、依然として皆さんが感じ学ぶべき

かなり多くの物事があるからです。

 
皆さんは、皆さんの人生の中で表現される安心と寛大さによって、皆さんが与えられ続

けているますます純粋なエネルギーを操作することができるようになるでしょう。しか

し安定から逸脱することを自分自身に許すことは、個人が著しい葛藤を経験する可能性

があります。皆さんは、これほど長い間大きくなってきたより低い数々の情緒から学び

、そこから徐々に抜け出しているところであり、皆さんがそれを行うにつれて、皆さん



は皆さんの経験で、空前の完全性と幸せに気付くようになります。

 
これは、さらに高い数々の次元の深められたひとつの把握によって促進されます。そし

てわたし達がすべての人々にすぐに理解される時、わたし達の数々の印象の受け手とな

ってそれを伝える際の数多くの受け手の魂達の中の安心が、集団全体によって経験され

ることになるでしょう。

 
皆さんは、皆さんの惑星を支援している光の勢力の様々な面に関して、これから学ぶか

なり多くの物事を持っています、人類が吸収するようになる最も大きな啓示は、皆さん

という存在の様々な異なる側面で今まで皆さんの惑星上で起こってきた、巨大な隠蔽に

関する物事です。

 
 
皆さんが世界を助けるようになる

You’ll help the World
 
人類は今まで、皆さんの知性と形而上的な把握と能力の非常に小さな割合の部分に基づ

いて活動し続けてきました。そしてわたし達は、皆さんが前述した皆さんの個人的な経

験について、その完全性と至福に気付くようになることを目指して、ひとりひとりの皆

さんが、皆さんのさらに高い次元の数々の能力を学び洗練させる支援をするために、

ここにいます。

 
これほど多くの光が皆さんのその吸収を待ち望んでいて、そしてこれほど多くの集団的

否定性が依然として変質を必要としています。その多くは、依然としてあらゆる瞬間に

エネルギーを注ぎ込まれています。

 
光の活動家と先導者の皆さんは、世界の残りの人々が皆さんの次元上昇に打ち解けて、

これほど数多くの皆さんが今まで高めてきたその深い方法でそれを理解する支援をする

ことになるでしょう。そして数多くの皆さんが、自分達がそこに注ぎ込まれている物質

的な表面的人生を超えた他の何事も認識していないひとつの集団によって、飛躍的に注

目されることになるでしょう。

 



皆さんの現在の文化のこれほど数多くの側面が、皆さんを歪められた無自覚な意識状態

に送り込む状態を維持するひとつの努力の中で確立されてきました。そして皆さんの世

界の多くの娯楽産業が、皆さんの世界のあらゆる魂がそこから恩恵を受ける真実と穏や

かさを生み出すために、先行した形で利用されることになるでしょう。

 
この状況は、人々の意志が既に大幅に演じられる状態になり、皆さんの集団的な意志が

皆さんお地球を取り戻し、すべての人々の間のそういった穏やかさと結束が広まるよう

になるという理由から、発生することになるでしょう。

 
 
皆さんの内面の探索を深める

Deepen your Inner-Exploration
 
わたし達はこの会話のためのわたし達の完成された印象を残そうとしているため、わた

し達はひとりひとりの皆さんが皆さんの内面の探索を深め、もしもわたし達のエネルギ

ーに親しみを感じるなら、皆さん自身でわたし達との結び付きを維持しようと努力する

ことを勧めます。

 
皆さんは、さらに高い数々の次元やこうした素晴らしい数々の領域の中のあらゆる魂達

の印象と接触するために必要な、充分な能力を備えています。そしてわたし達は、皆さ

んが可能だと感じるあらゆる瞬間にわたし達の印象を感じ、それを発散する皆さんの能

力を、信頼します。わたし達は、自分自身がその道筋の途中で大いに苦闘していると感

じる皆さんに対して、粘り強くなることを勧めます。何故なら、さらに鮮明な形而上の

景色が皆さんのその把握を待ち望み、さらに巨大な高められた数々の情緒が、皆さんの

その感覚を待ち望んでいるからです。

 
最終的に、皆さんは成長を続け、皆さんの確信を試し、極端な高さを解決するひとつの

経験の途中で学び続けています。皆さんが進み続け、皆さんがその内部に存在するとい

う逆境にもかかわらず空前の強さに気付く時、皆さんは、今まで確認することを望んで

きた数々の奇跡を創り出します。

 
ウェス：ヨシュアと高位の霊的指導者達に感謝します。

Wes: Thank you to Jeshua and the Ascended Masters.



 
 
WesAnnac.com
AquariusParadigm.com
Contributing Editor: The Golden Age of Gaia
 
http://lightworkers.org/channeling/186329/channeled-ascended-masters-interview-masters-atlantis-
taking-form-orbs-and-closing
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Channeler: Linda Dillon
 
Sacred Union: Yeshua asks, “Why should love have to wait any longer?”
 
 
 
こんにちは、わたしはイエスことサナンダ、ヨシュアです。わたしは皆さんの最愛なる兄弟、

ヨシュア。皆さんのこころの兄弟、皆さんの魂の兄弟、思いやりある兄弟、愛の兄弟です。よう

こそ。そして皆さんが今日数多くの物事について話をしてきたことを、わたしは認識しています

。しかしわたしが今現れているのは、聖なる融合について、皆さんの神聖なる自己、皆さんの最

愛なる者、皆さんの聖なる協力者、お互い、そして惑星自体との聖なる融合について皆さんに話

しをするためです。

 
伝えるべきことは沢山あり、そして実際にそれを伝える時間は限定されているため、要点を伝え

させて貰います。わたしは皆さんの兄弟であり、わたし皆さんの一番の友と考えていて、そして

わたしはかつて子供として、青年として、若者として、そして大人として、地球を歩きました。

そしてその時、今そしていつものように、既にわたしは、わたし自身の思いだけではなく、皆さ

んの愛に対する切なる思いも認識していました。

 
この惑星の中で、この宇宙の中で、母なる父なる存在の創造を貫いて、人々が本能または衝動と

呼ぶもの、事実通り唯一のひとつの衝動があり、嗚呼、人間の生命を維持し、食べ、眠ろうとす

る衝動がありますが、しかしそれはわたしが今話しているものではありません。その衝動は、愛

することであり、その切なる思いは愛を経験し、愛を与え、愛を受けることであり、そして皆さ

んは愛されて愛すべき存在であるというだけではなく、皆さんは愛の本質であることを認識する

ことです。そしてわたしの大切な家族の皆さんは今、その認識が皆さんに接している時点にい

ます。

 
そしてその成長の中で、その拡大の中で、その成長の中で、その移行の中で、次元上昇の中で、



皆さんがそれをどう呼ぼうと重要ではなく、その中で今起り続けている物事のひとつは、愛と皆

さんの聖なる自己の愛に対する切なる思いが今まで持続し、一貫し、そして否定できないもの

になっている、という状況です。今までそれがひとつの推進力になっていて、これに対してわた

しは“ハレルヤ”と伝えます。何故なら、わたしの人生が目標にしたものは、人々が癒され、拡大し
、世界を変えることができるように、愛を教えること、人類を愛の真実に目覚めさせようとする

こと、お互いと人類自身を大切にしてこの聖なる自己を穏やかにするではなかったのでしょうか

？まあ、それは上手く行きませんでした。

 
しかしそのメッセージと衝動は決して死んだ訳ではなく、またこの惑星上では今までよりも現時

点の方がそれは遥かに強く明白なものになっています。母なる地球は今、昼も夜もその間も愛の

津波で皆さんを浄化しています。そしてその愛の津波は、皆さんにこの聖なる融合の準備をさせ

ています。色々な意味で、それは婚姻の前の洗礼です。それは、完全な融合の前の浄化です。皆

さんはいつでも皆さんの願いを達成して融合することができますが、しかしまた大人として、人

間として、皆さんは充分に皆さん自身を愛する準備が整っています。

 
皆さんの内部を洗い、皆さんを浄化し、融合し、固定している母なる地球の愛は、何をしている

のでしょうか？ 恐ろしい残骸を洗い流すことは別として、その母の津波の結末はどうなるのでし
ょうか？ 
 
それは、皆さんは充分に準備が整っていて、皆さんは皆さん自身との融合へ入るために穏やかな

状態になっている、ということです。まさに今、来年ではなく、来月ではなく、まさに今、皆さ

んの数々の夢、皆さんの使命と目的、皆さんの望む創造を愛し、大切にし、高く評価し、称賛し

、それに全力を傾けて、そしてそれを達成することです。皆さんは、皆さんの双子の光彩と、皆

さんの周期と、皆さんの評議会と、皆さんの星の兄弟姉妹と、そして人類全体との融合に入る準

備が整っています。

 
今、一部の人々は依然としてその津波によって洗われているのでしょうか？ そうです。そしてわ
たし達は、それが高まり、それで準備が整うことを目的にしていることを伝えます！ しかし皆さ
んは自分の立場を守り続けていますが、皆さんは何をしているのでしょうか？ 皆さんはそれを次
の段階、次の水準に進めているとこです。

 
そしてわたしは、わたしの両腕を目一杯広げてここにいます。わたしの最愛なるマグダレーナも

同じです。今は、皆さん自身との聖なる融合だけではなく、またわたし達との融合の時です。わ

たしは、ただわたし達の年次の集いだけについて言及している訳ではありません。わたしは、

今日、明日、これから訪れる数々の週について言及しています。さあ始めましょう。

 
何故愛はさらに長く待たなければならないのでしょうか？ 何故皆さんはさらに長く待つことを選



択しようとするのでしょうか？ あらゆる物事、皆さんの意図、皆さんのこころ、皆さんの三重の
光彩、皆さんのグリッド、ガイアのグリッド、わたし達のグリッド、そしてわたし達は、調和し

、整列しています。整列の後、その次の段階は何でしょうか？ それがわたしがそれについて話し
ているもの、聖なる融合です。

 
わたしは皆さんを招き、皆さんを歓迎します。さあ、準備は終りました。言い訳を止め、偽りの

グリッドを止め、そして偽りの観念化を止めてください。今まで皆さんがこれほど頻繁に不完全

性と判断してきた物事の中の皆さんの完全性を、受け入れてください。お互いを優美にすること

にしましょう。そしてわたし達のこころにと結び付いてひとつになってください。

 
わたしの愛と一緒に進んでください。それでは。

Go with my love. Farewell.

 
 
Channeled by Linda Dillon 08-02-14
© 2014 Council of Love
 
 
Please join us at http://counciloflove.com/ to see messages on Sacred Union as well as special
information on the topic of Sacred Union, which is the theme of the Council of Love’s Annual Event
at Lake Tahoe in California.
 
Come and be with Linda and the Council of Love in October.
http://counciloflove.com/annual-gathering-at-lake-tahoe/
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Through Salenam2
 
A Message from Your Guides August 9, 2014
 
  
親愛なる皆さん、

Dear Ones,
 
わたし達は、皆さんと連絡を取るひとつの異なる方法に着手したいと思います。今後これは、指

導霊達の集団の不可欠な部分である数多くのわたし達が、わたし達の個人的な声を通して皆さん

に話し掛ける方法になるでしょう。今後わたし達が希望する方法で皆さんに話し掛けることで、

誰が現れているのか疑問を持つか指導霊の集団が誰なのか疑問に思う代わりに、まるで皆さんが

ひとりの個人に耳を傾けていたかのように、皆さんは皆さんが吸収することがさらに簡単になる

ことに気付くことになるでしょう。わたし達は、今から現れる指導霊の一部は、ヨシュア（別名

イエス）、母マリア、そしてメリー・マグダレンになることを前もって皆さんに伝えることから

始めたいと思います。

 
わたし達がこの新しい形式を始める時、わたし達は皆さんの意見を歓迎します。皆さんは単純に

、そのメッセージを良く検討して、皆さんの考えを通してそれが皆さんにどのように‘感じる’かを
わたし達に知らせることができます。あるいは皆さんは、わたし達が今から“皆さんの指導霊から
のひとつのメッセージ”と呼ぶことになるものへの返答として、皆さんの考えをこのメッセージに
書くことができます。わたし達は、皆さんがそれに気付いていてもいなくても、すべての皆さん

を個人的にそして集団的に確実に導きます。わたし達は、この新しい形式が今後それに関する皆

さんの理解と経験を高めることを望みます。

 
わたし達は、皆さんが最初は受け入れることが難しいことに気付くかもしれない幾つかの概念に

ついて、皆さんが親しみを持つようにしたいと思います。皆さんがわたし達の言葉を良く検討す

る時、わたし達は、皆さんが認識していると考えるものを手放して、皆さんがそのこころ、精神

、身体、そして霊の全体で感じるものにこころを開くことを求めます。皆さんが、ただ皆さんの

精神だけではなく皆さんという存在の数多くの側面を通してその情報を処理する時、そして皆さ



んの世界の中で所定の場所にある数多くの体制が、自分達自身の目的のために情報や出来事を操

作している特定の個人達や数々の機関のためにそこにあることを皆さんが敢えて理解する時、皆

さんは、今まで皆さんの現代の文化のこれほど沢山の物事に浸透してきたその偽りの構成概念の

本質を見抜くことを自分に許すことができるかもしれません。

 
わたし達は、ほとんどの皆さんが正しいと考えるものとは異なる見解から始めたいと思います。

今後ほとんど確実に、一部の皆さんからの激怒、そして数多くの皆さんの衝撃、極端な疑い、大

規模な混乱が現れることになるでしょう。逆に言えば、このメッセージを受け取っている皆さ

んは、既にしばらく前にわたし達が伝えていることは正しことを認識していて、これからはかな

り高い確率で、高揚感、皆さんが真実だと考えるようになった物事の確証、そしてわたし達がこ

れほど沢山の皆さんとこのメッセージを共有している時の誠実な歓びを経験することになるでし

ょう。

 
この最初の“皆さんの指導霊からのメッセージ”が皆さんに届く方法に関係なく、わたし達が皆さん
に連絡を取り続けることができる方法でわたし達が進むことを目指してわたし達がみなさんに切

に要請することは、もしもそれが応答における皆さんの最初の願いであるなら、この一覧から配

信停止の手続きをする前に、この情報と次の3回の情報と一緒に腰を下ろしてください。言うまで
もなく、皆さんはいつも好きな方を選択することができます。そしてわたし達がかなり頻繁に皆

さんに気付かせるように、皆さんは皆さん自身で判断を下します。わたし達は単純に、わたし達

が共有する情報を数日または数週の間、反発することなく、皆さんに吸収して貰いたいと思って

います。わたし達は、それがどれほど不可能に見えようとも、わたし達が伝えることが正しい可

能性を皆さんが良く考えることを勧めます。数多くの世紀を通した世界の出来事の観点からす

ると、権力を持つ者達が大衆に信じ込ませることを望んだ物事を反映するために、今まで大部分

の歴史が歪められてきたことを、忘れないでください。

 
皆さんの世界の中では、今までかなり沢山の物事が皆さんから隠されてきました。わたし達はこ

こにいて、すべての皆さんが皆さんの集団意識を通して既に認識している物事を皆さんが思い出

す支援をしています。わたし達の物語がこれから訪れる数々の週や月の間ずっと展開することを

皆さんが許す時、今まで変えられ、消され、粉飾され、あるいは完全に歪曲されたその物語の撚

り糸をわたし達が一緒に紡ぐため、それは皆さんにとって納得が行くものになるでしょう。この

物語は世界中で限定された集団にかなり昔から明らかになっていたため、今は、この物語がすべ

ての皆さんに明らかになる時です。今は、充分な数の人々が自分の自覚的意識の内部でその真実

を維持しています。そのためわたし達は、積極的にその物語を探し求めていない人々ともこの情

報を共有することができます。既にこの情報に気付いている人々は、その真実に対するひとつの

証です。何故ならそれは、ただ単にその人々がそれを真実として受け入れたからだけではなく、

今までその人々は、すべての皆さんが今この情報をいつでも受け取ることができる方法を準備し

てきたからです。



 
始めることにします。わたしはヨシュア、皆さんの聖書がイエスとして言及する者です。わたし

が中東のひとつのユダヤの家族で生まれ育った時に、皆さんがスペイン系のひとつの名前でわた

しを認識するのは、皆さんにとって奇妙に感じないでしょうか？ これは、ただ単純に深く染み付
いてきたという理由だけで何世紀もの間かなり広く受け入れられた、数多くの明らかな矛盾の内

のひとつです。

 
わたしがこれから皆さんに伝える物語は、今まで皆さんが新約聖書の中で読んできたものとは非

常に異なります。その物語の新しさは、教会の神父たちによって起りました。その神父達は、疑

わしいわたしの十字架の上の死の後で彼らが積み重ねた権力を維持するためにその真実を抑圧さ

れたままにして、大きな利益を享受しました。わたしはやはり十字架の上で死に、そして確かに

復活しました。またわたしは次元上昇しましたが、しかしほとんどの皆さんが考えるような天国

にではありませんでした。わたしが次元上昇した場所は、わたしが以前はその時点までできなか

った数多くの物事を行うことができる、さらに高い意識の次元領域でした。その通り、わたしは

わたしに帰属するすべての奇跡を実行することができました。しかしその一方で、わたしが復活

した後は、遥かに多くの物事ができました。わたしは言われている死の後も生き続けて、数多く

の地方のあらゆる場所で働きました。そしてわたしは、わたしの最愛なるミリアム（別名メリー

・マグダレン）と結婚しました。彼女は敬虔で誠実であり、新約聖書が彼女をそう表現するよう

な娼婦や姦通者ではありませんでした。わたしは、かなり基本的で根本的な、わたし達について

の幾つかの事実を皆さんに伝えたいと思います。わたし達は一緒に暮らした3人の子供を持ち、さ
らに2人を養子にしました。またわたし達は、ある期間に他の子供達の面倒も看ました。わたしが
かなりの期間留守にしていた時、そのほとんどの仕事は母マリアとわたし達の家族とエッセネ派

の共同体の責任でした。

 
わたしの最も大きな歓びは、ミリアムとわたし達の子供達と拡大家族のところに帰ることでした

。わたし達は、皆さんの基準に基づくと禁欲的な、しかし楽しい暮らしを送りました。それにも

かかわらずわたし達は、すべての良き物事の豊かさに恵まれました。愛、笑い声、歌、踊り、神

、母なる地球、そして母なる地球に属するすべての存在達に対する深くそして深遠な敬意です。

わたし達は、豊かな暮らしを送るために必要なあらゆる物事を手にしていました。わたし達は卓

越した地球の執事であり、わたし達はわたし達の周りのあらゆる物事やあらゆる人との正しい人

間関係の中で生きたため、地球はいつも充分にその豊かな恵みをわたし達と共有しました。

 
わたし達が神についてのひとつの優れた理解と神との関係を持ったことでわたし達はその仲裁を

する教会は必要ではなかったため、そしてわたしはわたしができる限り学んできた沢山の物事を

他の人々に教え続けたため、教会がわたし達とわたし達の生き方をひとつの脅威として理解し

た時、わたしは絶えず追求されました。この理由のため、わたし達は遊牧的な生き方で暮らし、

最終的にわたし達にとってより安全だった欧州に落ち着きました。わたしは依然として、神の本



当のメッセージをあまねく広めるために旅をしました。ミリアムとわたしは、頻繁に長い期間、

離れて暮らしました。わたしはわたしの妻と子供達を非常に恋しく思いましたが、それにもかか

わらず、子供達が成長した時、わたし達はかなり意識的に、かなり遠くまで出掛けて行って他

の人々に教えること、そしてわたし達を分散したままにしておくことを、子供達に勧めました。

その目的は、もしもわたし達がひとつの場所で虐殺されても、わたし達がいなくても他の家族が

生き残って、その教えを続けることになるからです。

 
わたし達がこの連続した話の1回目をここで終りにしようと考える理由は、既に皆さんが慣れてい
る話の長さを超えているからです。わたし達は、わたし達のさらに多くの物語を皆さんと共有す

ることを期待しています。皆さんは、教会の歴史に関して、皆さんの現在の場所と時間の中で主

流派になってきた意見とは非常に異なる意見を聞くことを期待できます。

 
わたし達は、皆さんを力強く愛しています。皆さんは愛であり、それが皆さんのありのままの姿

であり、皆さんが生まれて存在する理由であることを認識して、自分のものにしてください。

 
そしてその通りに。

And so it is.
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