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30 January 2011 - 6:01pm

マーク・スターン経由

Channeler: Mark Stearn

Message from Sananda. By Mark Stearn.

28th January, 2011.

航海者の皆さん、こんにちは、

Greetings voyagers,

今は、皆さんが現在皆さん自身に気付くという他に類を見ない時です。今現在より高い

次元から届いている活性化は、皆さんがより多くの神聖なる潜在力を維持できるように

、皆さんの光の領域を完全に開くために計画されています。そのために、数多くの居住

者達が物質的な身体という姿で活動するする役割が与えられています。地球とそこに存

在するすべての人々のために皆さんがより高い潜在的可能性のエネルギーを基盤にする

ことができるようになるためには、適切な食習慣のような個人的な自己管理が必要にな

ります。皆さんは巨大な変化に対する準備を整えているため、現在起っている巨大な変

化が継続していることを忘れないようにしてください。

人類は光の領域に由来して起っているすべての物事について、かなりゆっくりと対応し

ています。その進展は、優しく愛情溢れる配慮を持って監視されています。皆さんが始

めたばかりの年は、皆さんの世界にある変化をもたらすことになるでしょう。その変化

が今年以降の惑星の進路を変えることになるでしょう。皆さんは今までかなり多くの自

制を課してきているのですから、皆さんの次元上昇の過程に対して警戒を怠らないでく

ださい。また皆さんは、皆さんの世界を極めているところです。地球のあらゆる場所で



、今、魂達は目覚めつつあります。変化の話題が広がっていて、すべての人それぞれが

、変化を強く認識するようになっています。主要なこの変化の推進者は、皆さんの惑星

に絶えず流入しているより高いエネルギーだけではなく、新しい地球が皆さんの世界に

及ぼしている影響力でもあります。

地球は現在5次元の外部の諸領域と接触し始めています。地球とこの道筋を歩んでいる

これほど多くの世界中のこころ達が、今、静かな儀式の中で手を差し延べて、信じられ

ない出来事を起こしています。このため、皆さんの成長は速くなっています。現在皆さ

んが歩んでいる道筋は、新しい世界に橋渡しをすることがすべてです。皆さんは、手元

にあらゆる手段を所有しています。ある人々はこの道筋の新参者であり、一方他の人

々は‘陳腐なこと’のように受け取っている多くの物事に気付いています。偉大なる存

在の完全な光の中では、すべての人々が平等です。皆さんはすべて自分の役割を演じて

います。皆さんの世界は内部から崩壊しているところであり、わたし達や皆さんによっ

て再創造されています。優れたこころを備えた皆さんは、その神から与えられた能力を

充分に活用しています。

現在皆さんの世界に吹き荒れている巨大な変化は今、以前に過ぎ去って行ったすべての

ものを手放して新しい世界に向う機会をすべての魂に提供しています。新しい地球は既

に皆さんの地球の重力場に入っていて、目的を持たずにそのどこかであてどなく浮んで

いる訳ではありません。皆さんの惑星の影響下に入っている新しい地球の巨大な財宝は

、注意深く堅実な過程になってきています。その過程は、光と愛の信じ難い流入によっ

て皆さんの世界を一掃しているために可能になっているものです。皆さんはすべて前進

して、神によって皆さんに与えられた役割に向う準備を整えています。そして数多く

の人々が、既にその神聖なる本質を表明しています。彼らは自分達に与えられた計画を

表明しています。

地球外文明との最初の接触は、世界中の数多くの魂達によって報告されている主題です

。目撃の公表が続いています。あるものは明確である一方、他の場合は微妙なものにな

っています。それはわたし達自身を皆さんに認識させる堅実で美しい運動です。わたし

達は平和裏に現われるだけであり、多くの人々が予測しているような劇的な状況は伴い

ません。運転席に座っている存在は皆さんのこころであり、わたし達は皆さんの穏やか

な案内役です。皆さんの現在成長している地球に対する新しい地球の影響力は、最初の

接触時における注意深い神聖な時機に大いに関係しています。わたし達は既にここに存



在し、皆さんの来るべき年や現在時点でさえ、信じ難い振動の跳躍的な前進の到来を伝

えています。現在一体性は、皆さんの世界の隅々のすべての人々にまで認識されてい

ます。

ですから、皆さんのこころの中で休息してください。皆さんの核心部分に存在している

静けさとつながり、呼吸をして、すべての物事が実際にとても上手く運んでいることを

認識してください。わたし達は皆さんが現在行っているすべてのことで皆さんのこころ

に従うように導いています。それは、すべての皆さんが前進する道を開いている優れた

創造者だからです。わたし達は皆さんに敬意を表して黙礼します。わたし達は、皆さん

すべてが直面している困難な状況を充分に認識しています。皆さんは、新しい朝の光が

明確に認識されるように、皆さんに与えられた力と潜在力を通して古い世界を完全に解

体しています。わたし達は皆さんすべてを愛しています。わたし達は皆さんの仲間です

。

アシュタル司令部とすべての輝いているこころ達のために。

光り輝く愛の中で、わたしは皆さんの兄弟であるサナンダ。

In radiant love, I AM your brother Sananda.

Blessings, Mark.

http://lightworkers.org/channeling/123740/message-sananda-12811

翻訳：森のくま (2011-02-01 22:01) 

http://lightworkers.org/channeling/123740/message-sananda-12811


サナンダからのメッセージ、わたし達の星の仲間達

サナンダからのメッセージ、わたし達の星の仲

間達
Message From Sananda & Our Star Family 3/4/11 
6 March 2011 - 5:56am

マーク・スターン経由

Channeler: Mark Stearn 

March 4th, 2011 

Greetings friends,

地球は今、揺れ動きながら転がっています。また皆さんすべてがこれを感じているこ

とは、疑問の余地はありません。わたしは今ちょっとしたことを文字にする時間を取っ

ているため、今現在語りたいと思っている人がいるかどうか疑問に思ってきました。今

わたしを通して話している指導霊が、単純に彼ら自身について星の仲間として言及して

いて、必ずしも銀河連邦あるいはアシュタル司令部であるとはいえません。彼らはわた

し達の意識のひとつの拡張部分です。わたしはエーテル的にわたしが信頼する他の光の

活動家とつながりを持っていて、彼女の情報は有効であると感じています。

わたしが言及している女性はキーシャ・クラウザーであり、彼女は長い間初々しいここ

ろを維持していて、まるで彼女は自分が話していることについて半分しか手掛かりをも

っていないように話します。彼女は言行が一致しています。わたしは地球の水準で彼女

と接触したことはありませんが、しかしわたしは彼女が伝えている情報に対して最も高

い評価を与えています。サナンダは現在について伝えている指導霊のひとりになるでし

ょう。わたしはアシュタルとこれ以上交信しません。なぜなら、わたしのアシュタルと

の交信は単に同じ古く根気強い情報を大量に送り出しているだけだからです。わたしは

地球の指導霊達が実際に起っていることについて伝えなければならないものを信頼し、

確認しようと考えています。



サナンダと星の仲間達から
From Sananda and the Star Family.

こんにちは、親愛なる航行者の皆さん、

つい最近になってやっと、地球は超空間へ向けた一連の飛躍を行っています。地球は、

この惑星のあらゆる場所を覆っているすべての変化の波を加速させる速度で動いていて

います。世界水準で惑星の全域で最も劇的な気候の変化という壮大な波が次から次へと

訪れていることを皆さんが目撃しているのは、これが理由になっています。惑星地球の

新しい管理用の結晶質は、新しい地球のグリッドと同調を続けています。またこの結晶

質は、存在している地球のグリッドすべてと同調しています。こうした変化がこれほど

壮大な速度で起ったことは決してありませんでした。その加速は継続することになる

でしょう。それは現在その球体が集合体として地球上で転がっているからであり、今で

はもう元に戻ることはありません。新しい地球の子供達は自分達の管理者としての役割

を自覚しています。彼らは自分達の内部回路に地球全域の集合意識を覚醒させる鍵を組

み込んでいます。新しい地球の子供達の発現が、共生意識の発現を形成しています。そ

の意識は新しい地球の変化の波と連動し、また世界中に広がるすべての光供給者達によ

って注意深く生み出されている配慮の届いた意識の集中とも連動しています。皆さんの

仲間であるわたし達は、惑星地球をできる限り明るく維持し続けています。確かに、わ

たし達はわたし達が連携する約束を結んだ世界中の鍵となるこころ達と連動しています

。こうした人々は高度かつ充分に意識を発達させた魂達であり、自分達の仕事を自覚し

ており、実際に彼らはいつでもそういう状態でした。平衡と平和に向けた素晴らしい働

きが、数多くのエネルギーの仕事において今までで最高の状態に達しています。そのエ

ネルギーは惑星の表層から、そしてもちろん惑星の核からも解き放たれています。この

過程が継続しています。こうした変化は今後増大して行くことは間違いありません。光

の供給者すべてが、平和と平衡という新しい地球のエネルギーを放射することをわたし

達は求めています。鍵となる光の提供者達や単純に始めて目覚めた人々は、自分自身の

変化やもちろん地球の変化に対処するために自分達にできるすべてのことを行っていて

、わたし達はそのことを充分に気付いています。彼らは、新しい実社会、つまり新しい

地球の現実性に向けて、それぞれの新しい瞬間の中で目覚め続けています。現在彼らに



与えられている助言は、今は新しい地球に意識を集中させることであり、支援のために

それがその豊かで壮麗なものになることを求めるように、というものです。新しい地球

はエーテル質の妖精界や想像の中に生きているのではありません。新しい地球は、実社

会としてわたし達の現在の地球の一部と同じようなものになっているため、その恵まれ

た発現状態を承認することが重要になります。もはや皆さんの神聖なる次元領域に役立

たない古いエネルギーを解き放つ際に、皆さんは援助のために新しい地球を訪れること

ができます。このために必要なのは、皆さんがそれを手放し、同時にその瞬間に集中す

るという単純な意思だけです。皆さんのこころは知識以上に賢明であり、皆さんが皆さ

んの中心に存在する時、皆さんはいつも前進する方法を直観で把握するようになるでし

ょう。こうした世界は最も能力が試される世界になるため、地球にとって最もこころが

躍る時代です。後ろを見たり先を見たりしないでください。地球は今、キリストの自由

に属する新しい地上の星として、荘厳に次元上昇をしています。

皆さんはそのわたし達の祝福された惑星を目の当たりにしているので、ただ今だけに目

を向けてください。

わたし達の敬意、祝福、そして愛と伴に

マーク・スターン、星の中間達とサナンダ

Our regards, blessings and love,

Mark Stearn, The Star Family and Sananda.

Email: markstearn@gmail.com
Website: http://buildingnewearth.webs.com

Login or register to post comments 
http://lightworkers.org/channeling/126240/message-sananda-our-star-family-3411

翻訳：森のくま (2011-03-09 01:10) 

http://buildingnewearth.webs.com/
http://lightworkers.org/channeling/126240/message-sananda-our-star-family-3411


サナンダからのメッセージ

サナンダからのメッセージ
Message From Sananda 3/25/11 
25 March 2011 - 2:31pm

マーク・スターン経由

Channeler: Mark Stearn 

Email: markstearn@gmail.com

Website: http://buildingnewearth.webs.com

こんにちは光り輝くこころの皆さん、

Greetings radiant hearts,

皆さんの祝福された日々は、とにかくもはや今までのものとは異なります。恒星やさま

ざまな星座とのつながりの中で、皆さんは皆さんの加速の速さによって大きな支援を受

けています。今現在発生している出来事は、皆さんの惑星全域に及ぶ普遍的なこころの

開放です。皆さんは現在皆さんの新しい光の媒体に目覚めているところです。ついに！

と皆さんは口にします。皆さんの光の媒体は、皆さんの神性の臨在です。それは皆さん

の美しいこころから皆さんの神性の臨在へ向かうつながりであり、成長を続けている皆

さんの地球全域で信じられない変化を創り出す能力を備えています。

今、皆さんの目覚めた意識に眼を向けてください。皆さんのこころの中を安静にして、

美しく静かな瞬間を感じ、単純に休息してくだい。皆さんは目覚め、前進し続けている

ため、霊の領域や皆さんの無限の5次元のこころにつながることが簡単になっているこ

とを、皆さんは気付くようになるでしょう。新しい意識の新たな誕生という夜明けが、

皆さんの惑星のつづれ織りの中で目覚め始めています。これは5次元のつながりであり

、また新しい地球生命の夜明けであり、古い世界に属するすべての物事を新しいものに

置き換えています。ふたたび皆さんは巨大な安堵の溜め息をつき、“天に感謝します

！”と宣言します。

http://buildingnewearth.webs.com/


銀河の存在が、これほど誇らしいこころで皆さんに注目しています。わたし達は、皆さ

んがこうした逆境にもかかわらず前進を続けていることを目の当たりにしています。皆

さんは、無限の宇宙の公道の中で身を守るための知識を獲得してきました。世界中の数

多くのこころ達が、自分達の夢の時代をより強く意識するようになっています。数多く

の人々が、多次元宇宙内の領域にできるたけ効果的に存在できるようなる、という事実

を理解することが困難なことに気付いています。そしてそれにもかかわらず、皆さんは

今そこに存在しています。神聖なる計画の許しを得たため、光の大群が注意深く徹底的

に地球を調べていて、古い不協和を変質させて神聖なこころに戻しています。

わたしが既に伝えたように、こうした言葉を読んでいる皆さんは、皆さんの神聖なるこ

ころ、皆さんの美しい自覚的意識の中の新しい世界との5次元のつながりに目覚めてい

るところです。皆さんは長い道のりを歩んできました。わたし達が以前から延々と共有

してきたように、皆さんはすべての手段を所有しています。皆さんは、霊達の領域に存

在しているわたし達との関係を開き、神聖なる強さと不屈の精神を手にしています。皆

さんの地球は終焉を迎えています。古い物事は存続することはできません。皆さんの活

力に満ちた意識によって、古い物事はその根源に戻されています。そして新しい世界が

現れて古い世界の後を継いでいます。

地球は現在、世界の出来事がこれほど悲惨な状況に陥っているため、新しい解決策が唯

一未来へつながる道である、という状態になっています。皆さんはわたし達が足を踏み

入れることの望んでいるようですが、皆さんが変化を起こしています。わたしが伝えて

きたように、皆さんは成功者であり、駆り立てる人であり、皆さんの生命の中で、皆さ

んは急速にますます新しい地球の運動に気付くようになっています。クワン・イン（

観音）が今、わたしと伴にここにいます。彼女は皆さんにすべての優雅さを思い出させ

、断定的判断を解き放つようにさせています。現在の世界の中で、成長しているこころ

達が欲求不満に陥り、苦悩の増大を経験して、判断に頼るようになることは普通のこと

です。

わたしの親愛なる人もまた、皆さんのこころの聖なる神殿の中でわたし達と会うように

皆さんに勧めています。単純に、数回深く呼吸をしてください。意思を定め、皆さんと

いう存在の故郷の中で眠っている神聖なる愛という無限の空間に入ってください。皆さ

ん自身の興味の対象をわたし達に認識させてください。皆さんを煩わしているすべての

物事をわたし達に教えてください。皆さんはおそらく疲れていて、単純に後押しを必要



としています。皆さんの仲間であるわたし達すべては、すべての皆さんと伴に存在して

います。わたし達は皆さんがその事実を認識することを望んでいます。それは今までい

つもそうなっていて、これは変っていません。平和、愛、そして歓びは、皆さんという

存在の無限の核心のなかで変ることのないものです。ですから今日、皆さんはその場に

いることを理解してください！

皆さんすべてにわたしの愛を、わたしは皆さんの兄弟です。

My love to you all, IAM your brother,

サナンダ

Sananda.

Blessings, Mark.

http://lightworkers.org/channeling/127821/message-sananda-32511

翻訳：森のくま (2011-03-26 18:51) 

http://lightworkers.org/channeling/127821/message-sananda-32511
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記憶はこれで構成されている

Memories Are Made Of This

5 February 2011 - 3:45am

アレク・クリストス・ガビタス経由

Channeler: Alec Christos Gabbitas 

SANANDA,

Memories Are Made Of This

January 31.2011

皆さんのこころを軽くして、そのこころが単純に太陽の光線、存在する中心太陽を魅了

することを許して下さい。そして、それが実際に人の一日を快活にして、探し求めてい

るものの高揚を多くの人々に提供することを確信しながら、この惑星の周りの外部に向

けてその光を集中させてください。皆さんのこの世界のこの時点での役割は、単純にそ

うすることであり、結晶構造の黄金の光を近くや遠くに放射している光の案内役になる

ことです。そしてそれが、こころを疼かせている開かれた精神を持つ数多くの人々を祝

福し、なだめることになるでしょう。皆さんはお金では買えないことを行っている存在

であり、実際に皆さんが行っているすべてのことは本当の愛に基づいていて、それは道

を指し示す者あるいは光の存在というひとつのこころと精神の内部に存在している、純

粋で澄んだ場所に由来するものです。

皆さんが愛情溢れる意図に意識を集中させるたびに、世界は僅かながらでも輝きを増し

ます！　皆さんがそのこころを開くたびに、世界は僅かながらでも愛をつぎ足します。



誠実な言葉で、謙虚な言葉で、真心が込められた皆さんのこころから流れている言葉で

、皆さんが至高の創造主に対して祈るたびに、そうした言葉は聞き届けられ、‘天

界’の中の純潔な力によって正式に教え導かれます。この惑星に荘重なダイヤモンド状

の粒子が流れるようになるでしょう。それが忠実にひとりひとりの存在や物事を光輝あ

るものにして祝福することになるでしょう。皆さんが跪いて皆さんのこころの内部の強

大な輝きとの交信を探究するたびに、‘わたし’は数多くの同年代の存在達と伴にその

場に向かい、わたし達は至高の神聖なる秩序の中で、愛情に満ちたエネルギーと伴に、

皆さんの熱心な呼び掛けに答えることになるでしょう。それは皆さんの神聖なる支援を

求める宣言や嘆願に値するものを遥かに超えたものです。

皆さんが他の人を祝福するために、その魂そのもので経験しているものを共有し、驚く

べき天稟や機会のために宇宙に感謝を捧げることを、わたし達は毎日欠かすことなく皆

さんに求めています。その機会は、絶対的な豊かさで、絶えず拡大している次元上昇の

新天地の中で、皆さんのために今ここに存在しているものです。皆さんの巨大な光の身

体がより深く成長し、結晶構造の光の区域の外被まで拡大することを許して下さい。そ

の範囲はそうした領域として、何物にも動じることないひとつの主権によって、皆さん

の4つの身体系を取り囲まれています。皆さんがそのこころを大幅に開く時、感謝と優

雅さと伴に皆さん自身の強大な神性の臨在によってこうした貴重なほど精巧な微調整を

可能にしてまたそのこころを大切に扱いながら、その気分を高揚させてください。それ

によって、皆さんのこころは皆さんの影響力を千倍に拡大させることになるでしょう。

世界は皆さんの想いのままであり、皆さんの神性の影響力が降下して皆さんの周りを包

み込む時、皆さんの達成は大規模に拡大されることになるでしょう。何故なら、その通

りになっているからです。

記憶はこれによって構成されています。何故なら、皆さんとその強大な神性の臨在がひ

つつになって一体性という偉大なる結合に向かう時、皆さんは皆さんが見て、感じて、

語り、行うすべての物事の中に神聖なる公正さを感じるようになるからです。皆さんを

拘束している装置、記憶喪失は、根絶され開かれるようになるでしょう。それは、本当

の力と皆さんという存在の全体性の目的が、最も深い内部の視覚に今までよりも近付い

たものになるからです。ですから、皆さんの‘内面の偉大なる神性’を否定してきた数

多くの生涯は燦然とした光が当てられ、絶えずより深く花開くように促されて、皆さん

の本当の存在に向かうことになるでしょう。そしてそこが皆さんの主権という独立性が

存在している場所です。皆さんの意欲的で拡張的なこころや魂の自己に手の届かない場



所は存在していません。それは、神の家の中には数多くの邸宅が存在し、皆さんの黄金

の結晶質の王座という椅子が何処に配置されているか、皆さんはそれを急激に自覚して

いるからです。何故なら、皆さんの中の神がとても満足しているからです！

最も確実な皆さんという存在である光になってください。確実に皆さん自身の生まれな

がらの権利である愛情溢れるひとりの天使になってください。それは、皆さんはすべて

驚くべき多次元的で、多発光的で、多才な存在であり、その進む道は確実に明確なもの

になっているからです。何故なら、皆さんの真の内的展望という眼は現在皆さんがかつ

て思い出すことを忘れてしまっていたものを確認しているからです。記憶はこれで構成

されており、皆さんは皆さんの真のより高貴な側面としての自己認識や皆さんの存在の

起源を忘れていましたが、一方ではその覆いを取ることも許されていました。今、皆さ

んは再び要求する必要があるすべてのものを取り戻す手掛かりを握っています。そして

皆さんの意欲とそうした明敏な実績によって、わたし達は確信しています。今ふたたび

現れ始めているものを皆さんは自覚して、取り戻すことになるでしょう。神性の舞踏の

中で、わたし達のこころと魂を真の存在の一体性の中で調整しながら、わたし達はすべ

て再編成するようになるでしょう。

ですから、最愛なる仲間の皆さん、わたしの小さな予告はもう充分ですが、それにもか

かわらずいつものように、わたし達がこうした瞬間をお互いに共有し、わたし達の愛を

保証することは価値があり、またその根拠が求められているものでもあります。わたし

はふたたびここに現れる機会に恵まれています。そして実際にそれは大きな名誉であり

、このつながりの名の下にもう一度わたしの書記官を利用することは紛れもない特権

です。皆さんひとりひとりと伴に存在することはわたしのこれまでの素晴らしい名誉と

特権です。それは、わたし達がお互いに共有することは祝福のひとつになっているから

です。わたしは皆さんがサナンダと呼んでいる者であり、また皆さんがイエスとして認

識している者です。あるいは、わたしの今日の書記官がわたしをそう呼びたがるように

、ナザレの人です。わたしが最愛なる数多くの仲間の皆さんと伴にそうしたように、わ

たし達はその生涯のひとつの断片を伴に共有しました。この今という瞬間に充たされて

存在することはわたしの歓びであり、皆さんがそうした世界の光そのものとして存在し

続けていることに祝福と感謝を捧げます。

ナマステ、いつも皆さんの友人であり兄弟である、サナンダ。

Namaste, ever your friend and brother, Sananda.



(c) Alec Christos Gabbitas for Sananda with the Universal Mind and an ever United Kingdom.
Please copy and share giving full credit to the source.

'Every year will heaven and earth move closer together in sure readiness for the greatest fusion
ever!' 'Be ever wary of killing the messenger and maybe taking no notice of the message... Love is
ever the light on the way! Alec.
gabbitas1@aol.com

http://lightworkers.org/channeling/124198/sananda-memories-are-made

翻訳：森のくま (2011-02-06 19:10) 
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豊かさと繁栄を創り出す

Creating Abundance And Prosperity

Message From Sananda, February, 2011...

16 February 2011 - 12:15am

ミッシェル・クータント経由

Channeler: Michelle Coutant 

Message From Sananda, February, 2011

最愛なる皆さん、

Beloved Ones,

3次元の領域内で経験することを望むことが許されている物事があり、皆さんがいった

んそのすべての物事の高原状態に達してしまえば、5次元の愛、歓び、平和、調和、そ

して豊かさに向けた移行が急速に起ることを皆さんは気付くようになるでしょう。この

状態が皆さんひとりひとりに起るようになる時が訪れるでしょう。既に皆さんのより高

い善に役立たないすべての物事を解き放つ際に、皆さんがそれぞれ行ってきた霊的な

努力、皆さんの献身、皆さんの忍耐の量に応じて、それは異なるものになります。皆さ

んは継続して何度もそれを解き放ってきているため、皆さんの領域の中にこれ以上消極

性が存在する余地が無くなることを皆さんは気付くことになるでしょう。皆さんは高原

状態に到達して、自由な動き、平衡、調和に向けて局面を変化させ、皆さんの聖なるこ

ころの愛の中で生命の河の中を自由に流れてゆくことになるでしょう。皆さんは、その

想念の中に不純なものが存在する余地がないことに気付くようになり、皆さんの想念と

情緒を掌握して熟達した状態になり、そして皆さんの想念と情緒から現れるすべての消

極性を確実に止めるようになるでしょう。皆さんは熟達し、完全に自主性を取り戻すよ

うになるでしょう。

皆さんが理解を得ること、何かを経験すること、平衡、調和、熟達性、豊かさ、皆さん



皆さんが理解を得ること、何かを経験すること、平衡、調和、熟達性、豊かさ、皆さん

の至高の善のために皆さんが望み、皆さんが内的な次元領域で始めなければならないす

べての物事、わたし達は、皆さんがそれを経験することを求めています。皆さんはまず

、それを存在させる必要があります。皆さんは、皆さんの想いの中でそれを考える必要

があります。皆さんは皆さんの内的な洞察力でそれを確認しなければならず、また皆さ

んは素晴らしい積極的な情緒で、それを感じる必要があります。皆さんは熟達性と豊か

さは皆さんの神聖なり生得権であることを認識した上で、大幅な信頼と誠実さを備えた

思考形態を維持する必要があります。皆さんはこの信頼と誠実さを持続させて、決して

権利放棄をしないようにする必要があります。皆さんが大宇宙、宇宙、そして神と伴に

共同創造している思考形態を持続している時、皆さんの意図による創造というこうした

積極的な想念形態を皆さんは視覚化し、考え、感じているので、引き寄せの法則を通し

てより多くの想念が引き寄せられ、その鮮明度を強化することになるでしょう。皆さん

が顕在化に向けた皆さんの創造を考え、理解し、感じる時、皆さんは皆さんの至高の善

に役立たず、皆さんがその精神から創り出している想念を、一瞬の内に解き放つ必要が

あります。ひとつの思考形態が生じる時、皆さんは直ちにそれを皆さんが創造している

ものと同調している思考形態に置き換える必要があります。皆さんがこの過程を継続す

る時、皆さんはその素晴らしい情緒で視覚化し、感じながら、自分がその思考形態を維

持していることに気付くようになるでしょう。それは皆さんが創造することを望んだも

のです。皆さんの創造が皆さんの現実性の中でやがて結実し明らかになるということを

認識する際、その時の皆さんの信頼と誠実さによって、皆さんは皆さんの現実性の創造

者になる上で素晴らしい成功を達成することになるでしょう。

親愛なる皆さん、皆さんは皆さんの現実性の作家、俳優、監督、そして製作者と言われ

ています。皆さんはそのすべてを創り出します。宇宙は皆さんの現実性の概念に一致さ

せるために宇宙自身を配列し直しています。もしも皆さんの現実性の概念が不充分で限

定的なものであれば、それは皆さんが経験することになるものであり、またもしも皆さ

んがその神聖なる生得権であるすべての豊かさ、愛と歓び、平和、そして調和を慎重に

創造することを選択すれば、それも皆さんが経験することになるものです。すばらしい

情緒でそれを理解し、考え、そして感じてください。するとそれが皆さんに訪れること

になるでしょう。皆さんの意図を純粋にして、明らかなものになるまでその想いを維持

してください。最愛なる皆さん、それはこんなに単純なことです。忍耐、献身と不屈の

精神、信頼と誠実さを備えた存在になってください。無条件の愛、美、そして繁栄の中

で創造し生きるために、既にすべての才能と特質が皆さんひとりひとりに与えられてい



ます。親愛なる皆さん、それは皆さんのものです。今、それを当然の権利として要求し

てください。皆さんと伴に存在するために、皆さんが強さと勇気を与えるために、より

高い領域のわたし達を招き入れてください。そうしてもらえれば、わたし達はすぐに皆

さんの側に向かうでしょう。

皆さんは神であり、神はただ無限の繁栄、無限性、無限の豊かさだけを認識しているこ

とを忘れないでください。欠乏は存在せず、制限も存在していません。不足も存在しま

せん。それはただ人間の精神の中だけに存在しています。抵抗を解き放ち、苦闘を解き

放ち、それを神に差し出してください。神と天使達と高位の霊的指導者達に、皆さんの

重荷を差し出して下さい。わたし達は、皆さんの熟達の探究の中で、皆さんを支援する

ために今ここに存在しています。わたし達は、皆さんが平衡、無条件の愛、そして皆さ

んの地上の生命の熟達を達成する際に支援するために、今ここに存在しています。情熱

を持ってここに存在してください。素晴らしい歓びと伴にここに存在してください。何

故なら、それは最も貴重な贈り物であり、皆さんのそれぞれの側面や様相で充分に味わ

い楽しむものだからです。わたし達は、皆さんが適度に人生を享受し、すべての物事の

中で平衡を見付け出すことを求めています。何故なら、皆さんは素晴らしい情熱と歓び

と伴に創造しているからです。

限界は存在していません。宇宙は無限です。宇宙は神の鼓動、すべての創造の鼓動と伴

に脈打っています。皆さんは、この鼓動、この輝き、この繁栄という無限の流れです。

限界を創り出すのはただ人間の精神だけです。皆さんは無限であり、皆さんは永遠で

あり、そして皆さんは皆さんが望むどのようなものでも経験し、行い、そうなることが

できます。皆さんはすべての創造として存在しています。親愛なる皆さん、大宇宙の扉

を開き、皆さんのこころの楽しみを試してみてください。それはすべての物事のバイキ

ング料理であり、皆さんが思い描くことができるものを遥かに超えたものであり、皆さ

んが足を踏み入れることを待ち望んでいます。皆さんはただ皆さんの至高の善とすべて

の創造の至高の善のためにだけ創造しなければならず、また皆さんは愛と歓びの中で創

造し、皆さんの聖なるこころの愛の中に留まる必要があることを忘れないでください。

皆さんがそうする時、ダイヤモンド状の粒子が皆さんに向かって自由に流れて皆さんを

通過して行き、皆さんはそれに気付くようになるでしょう。何故なら、皆さんは成就す

る願望を創り出し、それを実現しているからです。皆さんは神であり、この流れと無限

の繁栄という輝きは、皆さんの神の自己によって永遠に表現されていることを理解して

ください。皆さん自身がそれを表現することを許して下さい。皆さん自身がそれを受け



入れることを許して下さい。皆さん自身を、皆さんの側面や様相を自由にして、この繁

栄という無限の流れを許し、受け入れてください。

親愛なる皆さん、皆さん自身を愛し、その愛を、歓びを、豊かさを、平和を、そして調

和を経験してください。それは皆さんが追い求めているものです。

皆さんがその至高の善とすべての存在達の至高の善のために皆さんの最も壮大な願望を

創り出す時、わたしは皆さんを支援するために皆さんと伴に今ここに存在しています。

皆さんが皆さんの聖なるこころの愛につつまれて生命の河の中を自由に移動している時

、わたしは皆さんと伴に存在しています。

わたしはサナンダ

I am Sananda

You may copy and share, with Love and Blessings. Please copy the message in its entirety, giving
credit to Sananda through Rev. Michelle Coutant, and provide a link to:
www.transformingradiance.com.

Visit Michelle’s website at: www.transformingradiance.com
Michelle’s Cosmic Blog:http://transformingradiance.com/cosmicblog/
Email: michelle@transformingradiance.com
All my Love and Many Blessings,

Michelle

http://lightworkers.org/channeling/124930/message-sananda-february-2011creating-abundance-
and-prosperity

翻訳：森のくま (2011-02-18 21:33) 

http://transformingradiance.com/cosmicblog/
http://lightworkers.org/channeling/124930/message-sananda-february-2011creating-abundance-and-prosperity


皆さんの肉体としての心臓と意識を癒す

皆さんの肉体としての心臓と意識を癒す
Heal Your Physical Heart And Conscious Mind
Message From Sananda, March 2011...

16 March 2011 - 6:29pm

ミッシェル・クータント経由

Channeler: Michelle Coutant

Message From Sananda, March, 2011

Through Rev. Michelle Coutant

“Heal Your Physical Heart And Conscious Mind”

最愛なる皆さん、

Beloved Ones,

皆さんひとりひとりが進んで物事に取り組み、皆さんのこころの望みを創り出すために

毎日前進しています。そのため、より高い領域に属するわたし達は大きな歓びの中でそ

れに注目しています。それはひとつの聖なるこころの愛と歓びです。皆さんが呼吸する

たびに、皆さんの心臓が鼓動するたびに、皆さんは神という宇宙の心拍を脈打たせてい

ます。それは皆さんの全存在とのつながりであり、皆さんの地球上の生命という物性の

中で皆さんに良い結果をもたらすつながりです。皆さんの肉体としての心臓は、皆さん

という存在の広大さのほんの小さな一部に過ぎませんが、物質的な姿で明らかにされて

いるエネルギーとして存在しています。皆さんの領域はすべて創り出されたものであり

、すべての可能性を備えた領域であり、キリスト意識に属する領域です。この領域の内

部には、無条件の愛、歓び、平和と調和、美しさ、豊かさ、すべての資質、美徳、そし

て神の属性だけが存在できます。皆さんは物質的な表現の中で、神の個性として存在し

ています。

今回の昼夜平分時は、皆さんがもう一度すべての可能性の領域に向けて手を伸ばして、



皆さんの視野を広げ、皆さんの叡智や皆さんの霊的成長を広げ、皆さんのあらゆる位相

や側面を拡大させる、偉大にして最も驚くべき機会になります。皆さんは光の拡大と巨

大な振動によって支援されているため、皆さんに適した場所から出発してください。そ

の光と振動は、地球と人類が3次元という密度に陥る以前でさえ認識していなかったも

のです。皆さんという存在の偉大性を拡大し続けてください。皆さん自身の内部をさら

に深く進んでください。皆さんの天稟と才能を発見してください。

今は、皆さんの瞑想を強化する時です。皆さんひとりひとりが、皆さんの神としての自

己を取り入れて、それを統合してください。しかし、皆さんはこのより高い神の光を統

合するために、日々瞑想する時間を設ける必要があります。次元上昇の加速の中で、そ

の光が速くなっているにもかかわらず、皆さんは依然として皆さんの神としての自己を

統合するために必要となる過程、段階を経験する必要があります。わたし達が皆さんに

提示しておいたいつも通りの朝の行動を思い出して下さい。皆さんの光の身体を物質的

な身体に符号化している10番目の光線を思い出して下さい。皆さんが瞑想している時、

皆さんの神性の臨在と同化する時の皆さんの力になるように、皆さんの光の身体を引き

寄せて、8から12までのより高い光線のすべてを要求してください。親愛なる皆さん、

日々これを行ってください。これは最も聖なる祝福された時間であり、人類の歴史の中

で今まで例のない巨大な天稟になります。

皆さんは遠大にして壮麗な映画の最前列にいます。それは皆さんの映画であり、皆さん

は皆さんが選択するあらゆる方法でその映画を監督し、制作することができます。皆さ

んの神としての自己を通して、無条件の愛を通して、皆さんの映画を監督することから

始めてください。皆さんはそれぞれの今という瞬間において非の打ちどころなく生きて

いるため、皆さんの生命の中で奇跡が起こることになるでしょう。皆さんの神としての

自己が監督、脚本家、俳優、製作者になっていながら、いったいどうすれば皆さんのす

べての経験が無限の愛と歓びになることができなくなるというのでしょうか？

親愛なる皆さん、皆さんのいつも通りの朝の行動として、瞑想のために腰を下ろしてく

ださい。皆さんのこころの中心に、皆さんの聖なるこころに、この永遠という花に、こ

の生命の花に、意識を集中してください。皆さんの肉体としての心臓が脈打つ時、皆さ

んの神としての自己の桃色の愛の光で皆さんの肉体としての心臓を包み込んでください

。皆さんの肉体としての心臓へ、皆さんの全存在に属する物性、大宇宙、神の心性との

つながりへ、愛を発散させてください。皆さんの日々の生活のストレスを変容させ変質



させながら、皆さんの肉体としてのこころに愛と菫色の光彩を放射してください。皆さ

んの肉体としての心臓は、皆さんに良く仕えてきました。そして皆さんはおそらくスト

レスを選り分けて、瞬時に解消することができるようになるでしょう。

皆さんの聖なるこころの愛が皆さんの肉体としての心臓を支えることを許してください

。静かに座り、皆さんの肉体としての心臓を取り囲んでいる皆さんの聖なるこころの愛

を感じてください。何故なら、皆さんの肉体としての心臓がその拡大の内部に留まり、

すべてが全存在の愛に取り囲まれているからです。静かに端坐し、解放を、一体性を、

この愛との調和を、生命の花との調和と融合を、感じてください。肉体としての心臓が

、物質的な精神や意識と調和していることを感じ、こうした物質的な位相がふたたびス

トレスや制御化に置かれることが必要なものを軽減することを許してください。そのす

べてを神に引き渡し、肉体としての心臓の重荷を、3次元の精神の重荷をすべて引き

渡し、聖なるこころや神の心性、そして宇宙の心性が皆さんの内面で支配的な地位を占

めることを許してください。この融合を許し、皆さんの3つの心性、皆さんの潜在意識

の心性、皆さんの意識、そして皆さんの超意識の心性が、超意識の心性を指揮者として

ひとつになることを許してください。それがひとつになるとき、この心性の融合を、皆

さんの聖なるこころの愛との融合を、普遍的な神の心性の愛を感じてください。

静かに座り、愛、叡智、大宇宙の力、神のこころに属する無条件の愛という無限の表

現を、皆さんの中の神の精神を、感じてください。その完全な一体性を感じてください

。ただひとつのものだけが存在していて、それが皆さん、ひとりひとりの皆さんです。

この時代は空前のものになっています。一瞬たりとも無駄にしないでください。その機

会は、皆さんが想像できるあらゆるものを超えています。皆さんがそのダイヤモンドの

光をより明るく輝かせる時、その機会はさらに豊かなものになります。皆さんがすべて

の可能性の巨大な空間を開くことになるからです。その巨大なる空間は、生命で、可能

性で、ダイヤモンド状の粒子で、満ち溢れています。それが‘全存在’であり、強さを

増す際に皆さんひとりひとりが利用できるものであり、皆さんが創造できるものの多様

性は果てしないものです。

大宇宙の扉は大きく開かれたまま投げ捨てられてきました。その機会は、日々、それぞ

れの今という瞬間に増大しています。皆さんに提示されているすべての物事を、そして

皆さんに与えられている天稟を最大限に利用するためには、皆さんは皆さんの神として



の自己を浄化し、綺麗にして、統合し、融合する必要があります。最愛なる皆さん、日

々これを行ってください。おおきな歓びと愛と伴に毎日行ってください。皆さんがそれ

によって経験するそれぞれの段階が、皆さんを故郷に、皆さんが忘れてきた永遠という

奇跡に連れ戻すことになります。皆さんはその神性の臨在と同化しているため、今、少

しずつ時間を追って、思い出してください。

親愛なる皆さん、皆さんはすべてより高い領域に存在しているのですから、わたしは皆

さんと伴に存在しています。それぞれの今という瞬間に、皆さんの聖なるこころの愛の

中で、わたし達が皆さんを支援し、皆さんと伴に存在することを許してください。

わたしはサナンダ。

I Am Sananda.

You may copy and share, with Love and Blessings. Please copy the message in its entirety, giving
credit to Sananda through Rev. Michelle Coutant, and provide a link to:
www.transformingradiance.com.

Visit Michelle’s website at: www.transformingradiance.com
Michelle’s Cosmic Blog:http://transformingradiance.com/cosmicblog/
Email: michelle@transformingradiance.com

All my Love and Many Blessings,
Michelle

http://lightworkers.org/channeling/127153/message-sananda-march-2011heal-your-physicl-heart-
and-conscious-mind

翻訳：森のくま (2011-03-22 22:24) 
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聖なる宇宙の光彩の担い手になる

聖なる宇宙の光彩の担い手になる
Become A Bearer Of The Sacred Cosmic Flames
Message From Sananda, April 2011
19 April 2011 - 1:58am

ミッシェル・クータント経由

Channeler: Michelle Coutant

Message From Sananda, April 2011
Through Rev. Michelle Coutant
“Become A Bearer Of The Sacred Cosmic Flames”

最愛なる皆さん、

Beloved Ones,

新しい時代の夜明けがわたし達にもたらされています。今という瞬間は、皆さんがこれ

から経験する中で最も重要な瞬間です。それは遥か悠久の時の間、皆さんが待ち望んで

きた瞬間です。皆さんは地上に天国を実現する人々です。皆さんは、皆さんの美しい惑

星地球の上にふたたび天国を創り出すことになるでしょう。今は気の弱い人のための時

代ではありません。今は、皆さんひとりひとりが前進し、皆さんの強さと勇気で立ち

向い、皆さんひとりひとりが以前もこれを行っていたことを認識する時です。皆さんは

すべて熟達した人々です。皆さんは数多くの過去の生涯で、高度な文明の中で生きてき

ました。皆さんは、皆さんの偉大なる天稟や神の叡智を実現してきました。何故なら、

皆さんは他の惑星に天国を実現する支援をしてきたからです。皆さんの献身と決断を通

して、皆さんは偉大なる文明を創り出しました。

皆さんの記憶の通り、皆さんはこの素晴らしい献身とこうした文明の創造という回想

を携えて、今という時代に受肉した人々です。皆さんはその神聖なる精神の内部に、こ

の今という瞬間に地球上に天国を創り出すために必要となるすべての物事を所有してい



ます。親愛なる皆さん、それを呼び出してください。皆さんの強さと勇気を通して、皆

さんの素晴らしい願いを通して、素晴らしい存在になり、成功するという決断を通して

、また、惑星地球上で皆さんが経験してきた最もすばらしい生涯にするという皆さんの

決断を通して、その力を呼び出してください。それは皆さんが受肉する前の皆さんの意

思でした。そしてわたし達は、皆さんが思い出すことを求めています。皆さんの燃え上

がる願いという炎を燃え立たせてください。悪臭から離れて、皆さんの願いをもう一度

燃え立たせてください。その悪臭は、世界中の光の活動家達の献身と変質作用を通し

て消え去っています。その力は今、より簡単に呼び出せるように、明確なものになって

います。皆さんは今というそれぞれの瞬間に透明性を求める必要があり、また皆さんは

悪臭を克服して、素晴らしい全体像を把握する必要があります。もしも皆さんが今と言

う瞬間に属する“今という状態”に留まることができるようになれば、皆さんはより多く
の“今という状態”を創り続けます。今という瞬間の悪臭を克服してください。克服して
、清らかになり、突出した存在になってください。皆さんは、皆さんの至高の善やすべ

ての人々の至高の善のために、皆さんの願いを創り出しているからです。

皆さんひとりひとりの内部に、皆さんのダイアンモンドの核心となる神の細胞が燦爛と

燃え上がっています。現時点では、わたし達は皆さんが日々意識的に次元上昇の光彩を

呼び込むことを求めています。わたし達は、皆さんが次元上昇の光彩の持ち主になるこ

とを求めています。皆さん自身と人類のために、すべての生命体のために、そして母な

る地球のために、皆さんは次元上昇の光彩を引き寄せて、それぞれの今という瞬間にこ

の光を維持しています。ですから、皆さんの意思を前面に押し出してください。皆さん

の領域の中で、日常的に、その光彩を強化してください。それは皆さんひとりひとりの

ために燦然と燃え上がっていて、皆さんがその次元上昇の光彩の援助を求める時、皆さ

ん自身の次元上昇と地球やすべての生命体の次元上昇を支援するために、皆さんはそれ

を利用することができます。皆さんが安心して優雅に熟達の道筋を前進するために、わ

たし達は皆さんがこの光彩を維持することを求めています。

最愛なる皆さん、また、豊かさという光彩を求めてください。皆さんは皆さんの至高の

善とすべての創造の至高の善のために皆さんが望んでいるものを創り出しています。こ

のため、皆さんに支援になるように、この強力な光彩を求めてください。皆さんの支援

になるように、この聖なる光彩を、根源の光を、求めてください。皆さん自身のために

、そして人類と地球のために、この光彩を維持してください。皆さんが皆さん自身のた

めに豊かさを創り出し、地球上に天国を創り出しているすべての人々を支援する時、こ



の光彩が創造に向って燃え盛っている姿を確認してください。皆さんは歓びに満ち溢れ

ながら、皆さんの豊かさを他の人々と共有しようとしています。皆さんはすべての人々

の至高の善のために皆さんの最も素晴らしい願いを創り出しているだけではなく、すべ

ての人類の豊かさのために、すべての人々の至高の善ために、その思いの姿とその光彩

を維持しているからです。より高い領域の中には、限界、欠乏、そして不足は存在して

いません。皆さんは豊かさという光彩のための管理者になっているのですから、皆さん

の豊かさと強さを強く要求し、人類のためにこの思いの姿を拡大させてください。この

光彩は、皆さんを支援する準備を整えて、燦然と燃え上がっています。そして皆さんは

、皆さんの現実性の中でこの光彩を燦然と燃え続けさせるために、皆さんの領域の中

で日々この光彩を強化する必要があります。

親愛なる皆さん、もしも皆さんが皆さんの神聖なる神性の臨在の支援を通して、静かに

腰を下ろし、その光彩の光を強化するために日々時間を取るようになれば、今というそ

れぞれの瞬間に、その聖なる光彩は皆さんの領域に中に留まることになるでしょう。今

というそれぞれの瞬間に、皆さんは菫色の光彩の光を維持することができます。そして

もはや皆さんの至高の善に、地球、人類、集団意識、アストラル領域、そしてすべての

創造の至高の善に役立たないすべての物事を変質させるための皆さんの意思によって

、皆さんは皆さんの地球とすべての生命体の次元上昇を加速させることになるでしょう

。皆さんが菫色の光彩の力の上で瞑想をする時、その光彩は今というそれぞれの瞬間に

愛を込めて変質しています。その時に、静かに腰を下ろしてください。この素晴らしい

神からの贈り物がいつでも動いている状態にするために、皆さんは皆さんの巨大な神性

の臨在を通してその光彩を呼び覚ましながら、その光彩を日々強化する必要があります

。もしも皆さんがこの聖なる変質のために菫色の光彩を視覚化し、強化するようにな

れば、皆さんが毎朝目覚めて、毎晩その光彩を再び強化しているように、皆さんは今と

いうそれぞれの瞬間にその菫色の光彩を維持するようになるでしょう。親愛なる皆さん

、皆さんはまた今というそれぞれの瞬間に、皆さんの意思で、濾過装置を定着させるこ

とができます。それによって、皆さんは解き放たれ変質させられる経験をすることがま

ったくなくなります。これが安心して優雅な状態になるように皆さんを支援することに

なり、このため皆さんは何物も皆さんの領域の中に引き寄せる必要がなくなります。そ

れが変質を生じさせるからです。今というそれぞれの瞬間に、皆さんは安心と優雅さに

近付くことができます。皆さんがその状態を経験できるように、皆さんの意思を定めて

ください。



最愛なる皆さん、わたし達は皆さんの側に存在していて、人類の経験という歓びに満足

しています。そうです、それは本当に愉快なことです。皆さんがこの雄大にして壮麗な

経験を終了させてより高い領域に戻る時、皆さんは皆さんが成就してきたことについて

驚愕し、大喜びすることになるでしょう。皆さんの献身と決断を通して、皆さんは生命

の綴れ織りを、新しい経験という綴れ織りを、新しい思いの姿を創り出すようになる

でしょう。そして皆さんは、すべての存在達が未来に地球を訪れた時に、その叡智の姿

を楽しみ、自分のものにできる素晴らしい書庫を創り出すことになるでしょう。

これから訪れる時の中で、地球はその自然な進化の一部として、天国の中の鮮やかな星

になるでしょう。親愛なる皆さん、皆さんは今までもそして現在も、この聖なる過程に

おいて地球を支援しています。皆さんが皆さん自身の道筋を続けている時でさえ、新し

い高みに上昇し、また皆さんの光の外套を着けて素晴らしい叡智の殿堂に、素晴らしい

光の都市に戻るために、上昇しています。そして12種類の光線のすべての色を燃え上が
らせながら、また皆さんがこの時期にまた思い出すことができない数多くの色を燃え上

がらせながら、もう一度皆さんの光を輝かせるために、皆さんは上昇を続けています。

最愛なる皆さん、前進を続け、皆さんのそれぞれの努力の際に役立つように皆さんの創

造主が皆さんに与えた、その光彩を維持してください。こうしたものは、すべての創

造に属する聖なる宇宙の光彩のなかのほんの一部に過ぎません。すべての創造の至高

の善に対する皆さんの愛に溢れた意思でその光彩を呼び起し、皆さんがより高い次元に

戻る際に、その光彩が皆さんや人類のすべて、地球、そしてすべての生命体を支援する

ことを許して下さい。ひとつの光彩を呼び起し、皆さんを支援するためにその光彩に関

連している高位の指導霊や天使達に要求してください。何故なら、皆さんはその光彩を

維持しているからです。皆さんは次元上昇の光彩を維持しているため、セラビス・ベイ

に支援を要求することができます。皆さんは豊かさという光彩の光で支援を受けるた

めに、サンジェルマンに依頼することもできます。それは皆さんが菫色の光彩を用いる

際に彼の支援を求めていることと同じです。菫色の光彩が自由を表しているように、豊

かさという光彩は自由を表しています。より高い領域には、それぞれの光彩に関係して

いる数多くの愛すべき存在や天使達が存在しています。こうした存在達に呼び掛けて、

こうした存在達が皆さんにその存在を認識させることを、そして皆さんを支援するこ

とを、許してください。何故なら、皆さんはその光彩の光を維持しているからです。



親愛なる皆さん、こうした光彩の担い手になってください。皆さんが皆さんの聖なるこ

ころという愛に留まる時、そして生命の河の流れに留まる時、わたしは皆さんを支援す

るために皆さんと伴に存在しています。

わたしはサナンダ。

I am Sananda.

You may copy and share, with Love and Blessings. Please copy the message in its entirety, giving
credit to Sananda through Rev. Michelle Coutant, and provide a link to:
www.transformingradiance.com.

Visit Michelle’s website at: www.transformingradiance.com
Michelle’s Cosmic Blog: http://transformingradiance.com/cosmicblog/
Email: michelle@transformingradiance.com

All my Love and Many Blessings,
Michelle

http://lightworkers.org/channeling/129571/message-sananda-april-2011become-bearer-sacred-
cosmic-flames

翻訳：森のくま (2011-04-23 19:11) 
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皆さんが誰だか思い出し、今という叡智を統合する

皆さんが誰だか思い出し、今という叡智を統合

する
Remember Who You Are, and Integrate The Wisdom Of The Now
Sananda, May 2011 - Michelle Coutant 
18 May 2011 - 12:22am 

ミッシェル・クータント経由

Channeler: Michelle Coutant 
(Sorry Michelle if You have just posted this message)

Message From Sananda, May 2011
Through Rev. Michelle Coutant
"Remember Who You Are, And Integrate The Wisdom Of The Now"

最愛なる皆さん、

Beloved Ones,

皆さんは誰なのか、今というそれぞれの瞬間に皆さんが誰なのかを、思い出してくだ

さい。わたし達はそれが困難な課題であることは認識しています。それでも、それは皆

さんが今という瞬間に集中し続けるという、目の前の仕事、この皆さんという存在の全

体性について認識するという雄大で壮麗な仕事、それに集中し続けるための支援になり

ます。親愛なる皆さん、これがそのすべてです。親愛なる皆さん、これが、皆さん自身

を認識するために、皆さん自身を偽りなく認識するために、そして皆さんの神としての

自己になりまたそれを認識するために、皆さんがここに存在している理由です。皆さん

が過ごしている日々の人生は、まさに皆さんがその天稟を探索し、皆さんの課題と皆さ

んという存在を学ぶ手段です。ですから皆さんは、皆さんの真の自己を認識するように

なるでしょう。皆さんがこの認識を持つようになる時、皆さんはこの神の光を放射し

ます。皆さんは、地球上のすべての存在達のために、そしてすべての生命体と地球のた



めに、この神の光を発散させます。皆さんは、すべての生命が5次元の振動まで、次元
上昇の振動にまで、高まる支援を行います。

親愛なる皆さん、わたし達は皆さんがこのメッセージを読んでいることを認識してい

ます。親愛なる皆さん、わたし達は皆さんがこのメッセージやこの時期の他のメッセー

ジから生み出されているものを読んでいることを認識しています。そして皆さんが自分

自身や他の人々に対して“このメッセージには何も新しいものが無い、わたし達は以前
この話しを聞いたことがある。何故交信者達は同じ話を繰返すのだろう？　新しい情報

を引き出すことができないのだろうか？　わたし達は新しい情報が欲しい”、と話して
いることを認識しています。

最愛なる皆さん、わたし達は、皆さんが繰返される同じ思考形態を、こうしたメッセー

ジを、それを完全なものにして新しい水準に移行するまで、これからも何度も繰りかえ

し聴き続けるようになることを伝えます。そのメッセージは異なる方法で、異なる交信

者達を通して、伝えられます。何故なら、その通りの同じ想いの姿に共鳴するようにな

る皆さんが、違った言葉で話していたからです。皆さんは、メッセージが与えられる方

法に応じて、“なるほど”、という瞬間を経験するようになるでしょう。

皆さんの中には、こうした思考形態を繰り返し聴く必要がない数少ない人々が存在して

います。皆さんをより多くの苦痛や苦悩に導くのは、人間の利己的自我の事情です。自

分達は熟達者であり、これ以上の個人的な浄化の努力をする必要はない、と信じてい

る人々が存在しています。彼らは、自分達は認識しなければならないことはすべて認識

していると考え、また辛抱強く、あるいはこらえきれずにより高い領域への離昇を待ち

望んでいる、と考えています。親愛なる皆さん、こうした状態は、繰返されるこうし

たメッセージを最も多大に必要としている人々の姿です。

親愛なる皆さん、皆さんひとりひとりのために、その内面の領域で行わなければならな

いことが数多く存在していることを皆さんの内面が認識しているように、つつましさを

、謙虚さを、清らかさと透明性を、皆さん自身に取り戻してください。浄化しなければ

ならない数多くの低い振動が存在しています。ありとあらゆる皆さんが求めている皆さ

んの神としての自己の導きまで、その自我を連れて行ってください。この惑星上には、

その神としての自己の指導を受ける段階まで自分達の利己的自我を統合してきた人々は

、ほんの一握りしか存在していません。そして、潜在意識、意識、そして超意識を調和



させ、ひとつの存在として穏やかで調和した状態で取り組んできた人々もほとんど存在

していません。親愛なる皆さん、最後の一線を越えてください。最後までやり通してく

ださい。皆さんと共鳴するそういったメッセージや叡智を読み、もう一度読み、深く

考え、誠実に統合してください。わたし達は、皆さんが皆さんの聖なるこころの内部で

それが効果を発揮することを求めています。3回確証を求めてください。それで皆さ
んは、皆さんが明確に自覚していることを確信します。皆さんの内面の叡智に耳を傾け

、何よりもまず皆さん自身の内面の導きが皆さんの最高の導きであり、そうすれば皆さ

んは決して道に迷わされることはないでしょう。

神性に属するものは、皆さんを引き上げ、閃きを与え、そしてそれは拡大する愛に属す

るものです。神性に属していないものは、怖れに基づいた、制約を伴うものです。そ

れは、否定的な情緒や否定的な想念形態を引き起すようになるでしょう。

皆さんひとりひとりが以前よりも必要とされており、皆さんはまっすぐな狭い道筋に留

まることを求められています。一体性に戻る道筋は、数多くの逸脱、数多くの脇道があ

りますが、それにもかかわらず、わたし達は皆さんが正しい道筋に留まり、まっすぐで

狭い道筋に留まることを求めています。わたし達は、それが簡単ではないことを認識し

ています。そしてわたし達は、試練が大きいほど、その恵みも大きなものになることを

、ふたたび皆さんに思い出させます。皆さん自身に忠実なり、皆さんの内面の叡智に耳

を傾け、皆さんが皆さんや他の人々のために愛、忍耐、そして理解と許しとして学んで

きたものを完全なものにしてください。親愛なる皆さん、その次は、皆さんが準備を整

えた時、素晴らしい強さと勇気と伴にふたたび前進し、決してあきらめないでください

。決してあきらめず、愛と歓びの中で、より高い領域に属するわたし達が行っているよ

うに、宇宙がいつも皆さんを支援していることを認識しながら、努力して進んでくだ

さい。わたし達に要求してください。そうすればわたし達は皆さんが安心して優雅に前

進する支援を行うことができ、それによって、わたし達は無条件の愛で皆さんを包み込

むことができます。

最愛なる皆さん、皆さんは決して独りではありません。皆さんは決して独りではありま

せん。わたし達はいつも皆さんと伴に存在し、これからも皆さんと伴に存在し続ける

でしょう。何故なら、皆さんは素晴らしい神聖なる神の光に戻り、皆さんのすべての栄

光の中で輝きを放っているからです。



あらゆる今という瞬間に、皆さんの聖なるこころの愛の中で、わたしは皆さんと伴に存

在しています。

わたしはサナンダ

I am Sananda.

You may copy and share, with Love and Blessings. Please copy the message in its entirety, giving
credit to Sananda through Rev. Michelle Coutant, and provide a link to:
www.transformingradiance.com.

Visit Michelle's website at: www.transformingradiance.com
Michelle's Cosmic Blog: http://transformingradiance.com/cosmicblog/
Email: michelle@transformingradiance.com

All my Love and Many Blessings,
Michelle

http://lightworkers.org/channeling/131892/remember-who-you-are-and-integrate-wisdom-now-
sananda-may-2011-michelle-coutant

翻訳：森のくま (2011-05-20 21:43) 

http://transformingradiance.com/cosmicblog/
http://lightworkers.org/channeling/131892/remember-who-you-are-and-integrate-wisdom-now-sananda-may-2011-michelle-coutant


皆さんの身体は皆さんの神殿

皆さんの身体は皆さんの神殿
"Your Body Is Your Temple" 
Message From Sananda
18 June 2011 - 1:26am

ミッシェル・クータント経由

Channeler: Michelle Coutant 
Message From Sananda, June 2011

Through Rev. Michelle Coutant
"Your Body Is Your Temple"

最愛なる皆さん、

Beloved Ones,

この6月という月は、皆さんにとって数々の出来事が起り、また努力を必要とする月
です。たくさんの浄化と清算を経験し、前に進み、至高の光の道筋を歩む月です。数多

くの皆さんが極端ともいえる物質的な難題を経験しているところです。わたし達は皆さ

んに、皆さんの肉体的な器官をもう少し配慮するように求めます。もしも皆さんがその

肉体的な器官を酷使し、かなり無理をしているのであれば、皆さんは次元上昇の完全性

を維持することができないでしょう。わたし達はこの言葉で、統合された次元上昇を、

安心かつ優雅な、そして健全な次元上昇を示しています。皆さんが身体の中に取り入

れるものを通して、皆さんが口にする飲み物、皆さんが口にする食べ物を通して、その

身体を酷使する時、皆さんはただ皆さん自身にとってその道筋をより困難なものにして

いるだけです。

皆さんが一定の高原状態、一定の光の割合に達している時、皆さんは皆さんが取り込む

ことができるだけの量の光を吸収していることになるでしょう。皆さんの神としての自

己は無制限であり、発展的であり、すべてを取り囲み、そして永遠という神聖なる光と



して存在しています。それにもかかわらず、皆さんの世界で生きることは、皆さんが物

質的な身体の中に皆さん自身を閉じ込めて参加することを選択した、ゲームです。安心

かつ優雅に前進するために、皆さんが一定の光の割合に到達した時点で、もしも皆さん

がまだより完全に物質的に整合性が取れた状態になっていないのであれば、皆さんはそ

うならなければならないことに気付くようになるでしょう。皆さんの内的な導きが、皆

さんの物質的な身体がより整合性が取れた状態になるまで、ある意味で皆さん自身が自

分の意識を引き上げることを思い止まらせていることを、皆さんに認識させることにな

るでしょう。

最愛なる皆さん、わたし達は皆さんに、すべての物事において節度ある行いの実践を求

めています。皆さんが口にする食べ物、皆さんが口にする飲み物、そして皆さんの身体

に取り込むすべてのものに対する節度です。皆さんの身体は皆さんの神としての自己が

宿る神殿であり、それが皆さんです。皆さんの祝福された神殿に配慮してください。身

体を愛し、身体に敬意を払い、身体を慈しんでください。そうすれば、身体は皆さんを

愛し、皆さんに応えてくれるでしょう。

皆さんは、わたし達が皆さんにそうするように求めてきたように、皆さんの身体の要素

に対して瞑想し、話し掛けることができます。そして皆さんは、整合性の取れた状態を

維持するために、皆さんの身体を大いに支援することもできます。皆さんの内面の叡智

に調和させるようにしてください。それで皆さんは道に迷うことはなくなるでしょう。

数多くの皆さんが、煙草やアルコールのような習慣を放棄することによって、恩恵を受

けるでしょう。数多くの皆さんがより多くの生野菜、より多くのロー・フードを食べる

ことを考慮した方が賢明だと思います。それは神の生きている光です。こうした食物は

、次元上昇を通して皆さんの身体を維持するために必要となる生命力が含まれています

。そしてこうした食物は、身体を維持し、新しい細胞を創り出し、そして皆さんの健全

な身体を形成するための構成要素に満ち溢れています。そうです、皆さんは皆さんの光

の身体を造り上げていますが、しかしどうか皆さんの物質的な身体をおろそかにしない

でください。皆さんの身体は活力に満ちた健康状態で皆さんに応えるようになりますが

、しかし皆さんはこうした努力を必要とする時代を通して最後までやり抜く必要があり

ます。皆さんは、物質的な身体の中で地上の生活の歓びを楽しむように、意図されてい

ます。それは活力に溢れる健全性を備え、永遠の若さを備えた身体です。人がその選択

を行う時、ほとんどの人が物質的な構造を備え、35歳くらいの身体を選択します。親愛
なる皆さん、皆さんはこの状態に戻っているところです。それは皆さんが今期待してい



る以上にすぐに利用できます。

親愛なる皆さん、旅を満喫することを忘れないでください。それぞれの今という瞬間を

生きるこの旅を楽しむことを忘れないでください。それこそが、物質的な身体を持つ楽

しみを満喫し、無条件の愛、歓び、穏やかさ、調和、そして美という最も高い情緒の楽

しみを満喫するために、そして皆さんの神聖な生得の権利である永遠の豊かさを楽しむ

ために、皆さんが今ここに存在している理由です。皆さんが皆さんの内面の神の意志と

同調した選択を行うほど、皆さんはより速くこうした豊富な贈り物を楽しむことができ

るようになるでしょう。皆さんは安心と優雅さ、また皆さんの生命の共時性を楽しむよ

うになり、そして奇蹟が起るでしょう。皆さんがその旅を満喫する時、また皆さんは今

という瞬間に生きています。親愛なる皆さん、これが皆さんのすべての力が存在する場

所です。これが、今皆さんが創り出している瞬間です。過去は完了し、そして皆さんは

未来のために計画を立てる必要がありますが、しかし、今という瞬間を生きてください

。今という瞬間は皆さんの創造的な力です。今という瞬間は全存在と皆さんとの結び付

きです。もしも皆さんがまっすぐな狭い道筋に留まり、そうすることを選択するのであ

れば、今という瞬間は絶え間なく続き、決して終わることはなく、そしてそれは至上の

歓びになります。

まっすぐで狭い道筋は、また完全無欠の道筋です。そしてそうです、親愛なる皆さん、

それは多くのことをしなければならないように見えますが、しかし皆さんが皆さんの意

識をさらに高いものにすると、皆さんはどれほど素晴らしいと感じるようになると思い

ますか？　皆さんは皆さんの聖なるこころの愛の中で生きることを学んでいるのです

から、その瞬間は人生が歓びに満ちて壮麗であり、ますますこうした瞬間が生じるよう

になり、その瞬間の連続が日々になります。皆さんはまたこうした瞬間に気付いていま

せんか？　わたし達は、これほど数多くの皆さんが既にこの水準に達していることを認

識しており、また皆さんが一端それを経験してしまえば、皆さんが自己熟達に到達する

ことを決して止めはしないことも認識しています。その愛、歓び、穏やかさ、調和、そ

してその豊かさは、皆さんの人生の中を自由に流れています。そして皆さんは今、皆さ

んの地上の旅の行く末の見本を手にしています。親愛なる皆さん、皆さんの意識を皆さ

んの周りの良き物事に集中させ続けて、皆さんの周りの他のすべての人々の幸せを確認

してください。皆さんがこれを行うにつれて、皆さんは人々が至高の真実を経験するよ

うに励ますようになり、そしてすべての人々にとって最も素晴らしい結果が現われるよ

うになるでしょう。皆さんの世界はさらに一層素晴らしい輝きに向って拡大しています



。

最愛なる皆さん、皆さんは皆さんの聖なるこころの愛に留まっているのですから、熱

心に、そして決意を持って、努力しながら前進してください。わたしはいつも皆さんの

側にいます。

わたしはサナンダ。

I am Sananda. 

You may copy and share, with Love and Blessings. Please copy the message in its entirety, giving
credit to Sananda through Rev. Michelle Coutant, and provide a link to:
www.transformingradiance.com

Michelle's Cosmic Blog: http://transformingradiance.com/cosmicblog/
email: michelle@transformingradiance.com

With love and many blessings,
Michelle

http://lightworkers.org/channeling/134200/message-sananda-june-2011your-body-your-temple

翻訳： 森のくま (2011-06-21 20:25) 

http://transformingradiance.com/cosmicblog/
http://lightworkers.org/channeling/134200/message-sananda-june-2011your-body-your-temple


主サナンダのメッセージ、2011年3月17日

主サナンダのメッセージ、2011年3月17日
Lord Sananda's Message - 17th March 2011 
26 March 2011 - 8:31am

紫水晶の啓示
AMETHYST REVELATIONS

THE AMETHYST GROUP (EARTHBOUND)

スーザン・ラフマン、アイヴァー&シーラ・ハッチングズ経由

Susan Luffman, Ivor & Sheila Hutchings

主サナンダ（イエス）からのメッセージ

A MESSAGE FROM LORD SANANDA (JESUS)

ON 17TH MARCH 2011

IVOR opened in prayer.

主サナンダ：わたしの親愛なる友人の皆さん、わたしは今朝、この日、皆さんの惑星上

で完全なる混乱が訪れている時に、皆さんの前に現れています。そしておそらく昨年紫

水晶の集団の記録に従ってきた人々に対して、あるいは何年もの間その記録に従ってき

た人々に対して、わたしは伝えたいと思っています。皆さんは前もって伝えられてきた

物事が、次第に彼らという存在の結実、酷さ、悪質さを露わにし始めている様子を確認

するようになるでしょう。

皆さんは、中東での革命は巨大な重要性を持っていて、それは絶えず増大する螺旋に向

けて回転していることを理解し始めています。そしてわたしは、自分達の議会や信念を

変化させるという勝利を収める国々が存在し、また他に成功を収めることのない国々も

存在するようになることを伝えなければなりません。

現時点のリビアは、非常な緊急事態を迎えていて、不運なことに、その国の革命政策を



現時点のリビアは、非常な緊急事態を迎えていて、不運なことに、その国の革命政策を

変えようとしている人々は、やがてこの時期を理由として、失敗することになるでし

ょう。実際に正気ではない彼らの指導者は、大規模な暴政と信念で、自分の国民達は自

分のことが好きであると信じています。そして彼は彼らの愛を確実にして、抑圧と暴政

と拷問によって人々が彼を愛するように仕向けるようになるでしょう。そしてその通り

、これは読むことがかなり困難かもしれませんが、そしてそのように意見の分かれると

ころになるかもしれませんが、真実はしばしば議論を巻き起こすものではないか、とわ

たしは思っています。

中東の他の国々においても動揺が起っていて、皆さんが理解しなければならないことと

して、数多くの国々が依然として深い部族的な慣習を所有しています。現在戦闘状態に

在る各宗派は現代の軍司令官に他ならず、しかしその危険性は、自分達自身ではない外

部の国々によって武装されていることです。その外部の国々は、現在戦闘状態になって

いる中東の人々に対して異なる行動計画を持っています。その理由は、自分達が信じて

いることが中東の国々にとって最良の選択である、と信じているからです。もちろん、

彼らが中東で戦っている最も重要な課題のひとつが、またリビアが西側世界に全体に保

有している最も重要な物事のひとつが、黒色の黄金、精油の供給になっているためです

。

わたしの友人の皆さんが、慎重に出来事を見守り、皆さんの全身全霊で癒しを送り、こ

の現在という時点で戦争状態の只中にある国々に愛と光を送り、真実が虐政と不正に打

ち勝つように光と癒しを送るよう、わたしは皆さんに要請します。

ここ数日の間に日本あるいはアジアで起ってきた出来事に対して、わたしは皆さんに伝

えたいと思っています。こうした出来事は、ほんとうに長い間地球の次元領域で目撃さ

れてこなかった巨大な重要性を持った出来事ですが、しかしわたしがわたしの最愛なる

皆さんに伝えていることは、今回のような出来事は、これから訪れる日々において、よ

り頻繁な出来事になることを強く自覚して貰いたい、ということです。皆さんは、地球

の次元領域で用いられているかなり古風な慣用句を手にしています。皆さんはそれ

を“自然災害”と呼んでいて、ある意味、それは正しいことですが、しかしわたしが説

明しておいたように、霊的な言葉において、こうした災害は、実際に本当に、母なる地

球が古い地球の堅い外被を振い落し、地球の古い衣服を破り捨て、古い地球に由来する

すべての物事を取り除いていることを意味しています。皆さんが居住している場所であ



る地球はかなり弱い状態になっていて、もうこれ以上長い期間、皆さんの人間の姿を維

持することができない状態になっています。

紫水晶の集団を通して皆さんには前もって伝えていませんでしたが、湿ったものは乾く

ようになり、乾いたものは湿ったものになり、山々は横倒しになり、そしてそのように

物事が起っています。そうです、海はこれほどの規模を伴って大地を超えて到達して

おり、おそらくこうしたいくつかの場所において、もはや生命を維持することができな

い場所が現れることになるでしょう。

失われた生命を考えている人々、そして日本で亡くなってしまった愛する人々のために

、質問が寄せられていることをわたしは理解しています。彼らは新しい地球に行ったの

だろうか、あるいは皆さんが慣れ親しんでいる天国に行ったのだろうか、またほとんど

の日本人はキリスト教徒ではないので、とにかくどのように天国を理解しているのだろ

うか？さて、わたしは友人の皆さんに伝えたいと思います。日本には、皆さんが考えて

いるよりもかなり多くの啓発された人々が存在しています。この世代の人々にかなり周

知されている過去の敵意を忘れてください。過去に日本が行った極端な物事、そして何

年も前に皆さんが日本に対して行ったことを忘れてください。それは現在過ぎ去った物

事であり、現在の日本の人々は異なる世代の人々です。そしてわたしは皆さんに伝えた

いと思います。日本の人々はキリスト教徒、あるいはイスラム教徒、ユダヤ教徒として

の信仰を持ってはいませんが、日本人自身の道筋を進んでいて、日本人が認識している

地球から離れた故郷に行きました。その中でそれほど霊的に進化していない人々は、短

期間に教えを受ける異なる場所に向うことになり、その後彼らは新しい地球に連れて行

かれるでしょう。わたしは何度も繰り返したいと思いますが、次元上昇の計画において

、皆さんがどのような進化の段階に位置しているかは問題ではなく、皆さんが進化のど

のような段階に位置していようとも、新しい地球に連れて行かれるようになるでしょう

。

さて、わたしの最愛なる友人の皆さんに勧めたいことがあります。紫水晶の集団の交信

記録に従っている人々に対して、わたしは皆さんが与えられてきた情報を過去数ヶ月

間遡って振り返ってみて貰いたいと思っています。特に個人的な資質についての情報で

あり、皆さん自身をどのように発達させるか、皆さんの集団をどのように発展させるか

、皆さんが参加している集団をどのように発展させるかという問題です。そして今皆さ

んが所有している情報は反論の余地がなく、皆さんが認識と理解に関して失敗すること



が許されない、力量が問われるものになっていることを、わたしは伝えたいと思ってい

ます。皆さん自身を束縛してきたすべての形式主義を無視してください。そして、依然

としてこの情報と格闘している人々は、そのこころを、その精神を開き、皆さんのすべ

ての存在を宇宙が皆さんのために維持している愛に向けて開いてください。毎日欠かさ

ずに皆さん自身を愛のエネルギーで満たし、皆さん自身の個人的な問題や病気を脇に置

いて、宇宙が皆さんに与えている愛で皆さん自身を満たそうとしてみてください。そし

てその時、皆さんはその道筋に沿って歩みを速めるようになるでしょう。人々は皆さん

の変化に気付くようになり、気付いてこう言うでしょう。“皆さんはこの頃以前より幸

せそうに見えますが、何かあったんですか？”そして皆さんは人々にこう伝えることが

できます。“わたしは次元上昇という計画のための準備をしています。わたしは準備を

整えているところであり、わたしが行う必要があることを行っているところです。”そ

してもしも皆さんが次元上昇の計画について人々に伝えることについて神経質になって

いるのであれば、人々にそれは伝えずに、ただ地球が変化していること、世界が大規模

な変化を経験していることだけを伝えてください。皆さんは伝えることができるので

すが、そういう言い方をしてください。しかし皆さんは、絶対に最も素晴らしい物事の

ひとつを目の当たりにしていて、それは人類の進化であることを人々に理解して貰う必

要があります。

わたしはその道のそれぞれの段階で皆さんと伴に歩むことになるでしょう。この場の紫

水晶の集団の友人の皆さんに連絡を取り、皆さんに対して来て話しをするよう依頼して

ください。生身の彼らに話し掛け、声を掛けてください。もしもそれが、皆さんが必要

としているものであり、また皆さんが望んでいるものであれば、求めよ、さらば与えら

れん、ということになるでしょう。

さて、わたしの妹、何か質問がありますか？

シーラ：はい、最愛の主。どうか質問させて頂きたいのですが、月が日本の地震と津波

にかなりの影響を及ぼしたと新聞で読んだのですが。月が影響を及ぼしたという状況で

あれば、どのような方法で影響を与えたことになるのでしょうか。これは、人々が“環

太平洋火山帯”と呼んでいるように他の出来事のきっかけを意味しているのか尋ねたい

のですが。

主サナンダ：分かりました。月それ自体が必ずしも地震や津波に影響を及ぼしたのでは



ありません。その時の月は新月ではなく、ほぼ満月に向って行く状態であり（註：月と

太陽は70度。新月は3月5日5時45分JST、満月は3月20日3時10分JST）、確かに地球の水

に対する引力が作用していましたが、それは他のものについても同じです。地震に対し

て影響を及ぼしたものは、太平洋の海底プレートの大幅な移動でした。ご存知のように

、こうしたプレートは時々移動しますが、しかし今回は、地球がその精神を動かし、皆

さんがそう呼びたいなら古い世界の抜け殻を振るい落としている状態を表しているより

明確な証拠、より巨大な兆候になりました。古い世界を解体し、霊的な言葉で言えば、

地球は硬くなった外皮を割き、突き抜けて、より豊かな資源、新しい資源を創り出す準

備を整えています。そしてわたしが何年もの間皆さんに伝えてきたように、次元上昇の

計画が完了した後も、これは続くことになるでしょう。地理的な言葉、科学的な言葉、

あるいは人口統計学的、物理学的な言葉等で、皆さんがそれをどのように呼ぼうとも、

プレートの移動は地球を動かす状態で頻発してきました。今回少しだけ地球の地軸を動

かしました。これはわたしが紫水晶の集団の皆さんに数ヶ月前に伝えておいたことです

。そしてこれは、ここにいるこの霊能者に授けておいた光景です。彼女は、地球がゼリ

ー型の中のゼリーのように揺れている状態を確認していました。そうです、これは確か

に起ったことであり、地球は揺れ、地震が連続して地球の地軸をずらす結果になりま

した。あなたの最初の質問に対する答えは、本質において否であり、月は地震あるいは

津波の引き金にはなっていません。

2番目の答えとして、わたしはあなたに伝えておく必要があります。今回の出来事は、

この瞬間に日本で起っていること以上の出来事を起こす引き金になります。これについ

ては、わたしがマーク経由でこの霊能者に伝えておいた情報を通して、皆さんにあらか

じめ伝えておいた通りです。

わたしの友人の皆さん、平和に過ごしてください。しかし、時間は絶えず前進している

ことを認識してください。皆さんが今まで目の当たりにしたことのない速さで時間は進

んでいます。そして皆さんは立ち止まることなく、時間と伴に進んでいかなければなら

ないのです。

わたしの友人の皆さん、平和に過ごしてください。いつも愛し、光を放っていてくだ

さい。

サナンダ



SANANDA 

THE AMETHYST GROUP: Lord Sananda invites all Lightworkers to contact us with a view to
speaking to as many groups as possible. He is very anxious now to get His message across to all
who will listen to Him.

www.amethyst-revelations.com

http://lightworkers.org/channeling/127873/lord-sanandas-message-17th-march-2011

翻訳：森のくま (2011-03-28 22:11) 
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2011年3月24日、サナンダからのメッセージ

2011年3月24日、サナンダからのメッセージ
Message from Lord Sananda - 24th March 2011
4 April 2011 - 5:58pm

紫水晶の啓示

AMETHYST REVELATIONS

THE AMETHYST GROUP (EARTHBOUND)

スーザン・ラフマン、アイヴァー＆シーラ・ハッチング経由

Susan Luffman, Ivor & Sheila Hutchings

A MESSAGE FROM LORD SANANDA (JESUS)

ON 24TH MARCH 2011

アイヴァーが祈りで交信を始める

主 サナンダ：さて、わたしの地表の紫水晶の集団の友人達にこんにちはと挨拶を伝え

ます。そして、皆さんの世界に新しい生命が満ち溢れていて、今日は素晴らし い日

です。まず、皆さんが日本の問題に関するすべての行動に対して、わたしは最も深い感

謝を伝えたいと思います。皆さんは素晴らしい働きをしており、わたしはこの会合の最

後に、こうした勇敢な人々により多くの支援をした方が良いかどうか尋ねたいと思って

います。

今、わたしは皆さんに個人的に伝えることを数多く手にしていて、地球規模のメッセー

ジを提供しようとは思っていません。そしてわたしはウィリアム（シェークスピア）の

新しい言葉を学びました－彼はわたしに“アジェンダ・課題”という言葉を教えてくれ

ました。わたしはそれが“献立表”という意味だと考えていて、皆さんに教えたいこと



は、わたし達の今後の課題についてです。しかし、わたしは皆さんにこの事実を伝える

ことができて本当に幸せです。既にご存知のように、最終的に、皆さんが光の活動家と

呼んでいる数多くの人達が協力して、愛と光で母なる地球を包み込んでいます。地球は

もはや孤独を感じることなく、またその嘆きは見過ごされていると感じることもありま

せん。皆さんの惑星の数多くの国々の中に、実際に活動し、声を掛けてこの働きが他

の人々に気付くようにしている数多くの人々が存在しています。“見て、わたし達はこ

れをしなければならない、わたし達の惑星にとってそれは必要なことです。わたし達は

これ以上頭を砂の中に隠しておく必要はない。”こうした内容が語られていて、わたし

のメッセージを世界中の人々に伝えるために皆さんが行っている働きに対して、わたし

はこころの底から皆さんに感謝を伝えたいと思います。しかし今、わたしはわたしの妹

がいくつか質問があると考えていますが？

シーラ：親愛なる主、ひとりの親友が電子メールで幾つかの質問を尋ねてきました。最

初の質問は“地球はひとつの周期から別の周期へどのように移行することになるのでし

ょうか、そしてそれはどのような具体的な形で明らかになるのでしょうか？”、という

ものです。

主 サナンダ：以前の記録を読むようにわたしの幼子に伝えたいと思います。すべての

答えがそこにあります。これは次元上昇についての全体的な理解であり、皆さんは皆さ

ん自身のこころを開く準備を整えて、わたしが紫水晶の集団の皆さんと過ごした数ヶ月

間の情報を理解する必要があります。皆さんのこころ、皆さんの精神を開いて、何度も

その写しを読んでください。その答えは皆さんにとってとても明確なものになるでし

ょう。そしてここでわたしは伝えたいと思います。人 類がその意味を理解しなければ

ならない物事が存在し、時に、その情報が与えられた時、わたしが人類が追随するよう

に望んでいるとても基本的な情報、わたしが今から数回前の最初の写しの時に伝えた情

報は、失われることになるでしょう。それは失われることになりますが、しかし、次元

上昇の時が訪れる時、それは 人類の皆さんに大いに役立つ情報です。それは、わたし

の前回の生涯でわたしが退場した時に、わたしの教えに終止符が打たれたこととほぼ同

じような状況で す。しかし、その言葉は記録され、わたしのメッセージは今数多く存

在していますが、しかしこうした教えは永遠に続くことはないでしょう。

皆さんがその写しを読んだ時、もしも皆さんがそれを理解できないのであれば、もう一



度戻ってきて、わたしに声を掛けてください。しかし次元上昇の全体的な部 分は、苦

労することなく次元上昇の計画に対処し、理解し、参加できるようになり、他の人々も

皆さんと同じ状態になって貰うために、皆さんの本来の自己が発達することについて

です。

シーラ：はい、ありがとうございました。彼女の他の質問を尋ねてもよろしいで

すか：“わたしは地球の最後の日を 疑問に思っています。わたし達が恐竜の絶滅と関

連付けているような大規模な変化の時機になろうとしているのでしょうか？　地球の気

象状の移行なのでしょうか？ 　”彼女は彼女がその種の変化について考えている時に

話しています。彼女が言いたいことは、集団的な恐慌状態、人々がつかみ合い戦い合う

状態か、あるい は数年に亘る混沌とした緩慢な衰退に向うのか、あるいは数日や数週

で起る迅速な出来事なのでしょうか？

主サナンダ：いえ、違います。これもその写しの中で伝えてあります。わたしは次元上

昇の計画がどのように起ることになるか、他に適当な言葉が見付からないので良識的と

いう言葉を使いますが、その良識的な方法で人々が次元上昇を向かえる時が訪れるこ

とを、とても明らかに描写してあります。その写しの中でわたし達が伝えてきたように

、皆さんはあらゆる人を同時に次元上昇させることはできず、あらゆる物事が混沌とす

るでしょう。交通、情報伝達、輸送、航空機の墜落などは、起りません、とんでもない

。人々は多様な局面で次元上昇することになるでしょう。数日の場合もあれば、数ヶ月

かかる場合もあるでしょう。皆さんは次元上昇につながる日々に関心を向ける必要はあ

りません。皆さんはこの波長について話しているので、それは問題ではありません。恐

ろしい映画から拾ってきた光景といった問題にはなりません。そうした計画はありま

せん。次元上昇は愛と配慮と支援を伴って起こるでしょう。そしてそれはすべての人々

が目の当たりにする美しい出来事になるで しょう。皆さんの地球はその瞬間に悪化し

て混沌に向いますが、そうです、何故なら、次元上昇に抗う人々は、この瞬間にも非常

に多量な積極的なエネルギーが皆さんの地球上に溢れていることに気付いています。人

々は目覚めていて、皆さんの地球がこれ以上皆さんを支えることができないこと、そし

て変化が訪れなければならないことを理解しています。そして人々は過去数ヶ月の間に

自分達に与えられた証拠を手にしています。現在、わたしは皆さんがこうした出来事に

関心 を持たないように、次元上昇のこの部分に関心を持たないようにとは言いません

。ですがそれは皆さんが心配することではありません。今現在皆さんが心配しているこ



とは、その教えに対して皆さん自身が率直になり、それを理解し、他の人々を支援でき

るように皆さんの内面で起こっていることに皆さんが気付くように、できる限り速やか

に皆さん自身で目覚めることで解消されます。

シーラ：ありがとうございました。親愛なる主、彼女からの別の質問があります。“こ

の世界の透視能力者は、今現在起っている状態のように未来を見るのでしょうか、それ

ともその幻影は遮断されますか？”

主サナンダ：皆さんの交信者は、わたしがある透視能力者達はそうすると言うだろう考

えています。最後の日の幻想は、責任を持ってこの幻想を操作できる人々に与えられて

います。

シーラ：最後に、私信の中で、彼女はこう尋ねています。“サナンダという言葉はどこ

からきたのでしょうか？インディアンの言葉、アーユルベーダ、あるいはアラム語のよ

うに聞こえますが。”

主 サナンダ：名前が何を意味しているか、戯れに説明することもできます。現にあっ

た事実として、サナンダという名前は人類がわたしに与えたものです。わたしの最後の

受肉は、皆さんがイエスとして認識している存在です。サナンダ、主サナンダは人類自

体がわたしに与えた名前です。そしてわたしは如何なる特定の人 種や特定の世代、あ

るいは如何なる特定の時系列を指し示しているのではなく、この名前はただ単にわたし

に与えられた名前に過ぎません。実際、わたしは全体 の一部であり、またわたしはす

べての物事の中に存在しています。おそらく、皆さんはこの交信者の、“あなたは誰”

、という詩を読むべきでしょう。皆さんは その中にいくらかの答えを見つけ出すかも

しれませんが、しかしわたしの名前は特定の国、文化、あるいは教義に起因している訳

ではありません。それは普遍的なものであり、人類がわたしに与えてきたものです。

主サナンダ：わたしの妹よ、あなたのその紙に書かれているそのすべての句読点、行、

走り書きは何でしょうか？

シーラ：親愛なる主、速記です。大学でピットマンの速記を学んだので。



主サナンダ：わたしはアラム語か、わたしがこの交信者に与えたものかと思いました。

ピットマン氏の速記、嗚呼、今分かりました。

シーラ：親愛なる主、ありがとうございます。わたしはシューの詩をこの筆写の中に加

えておきます。

あなたは誰？

WHO ARE YOU?

わたしは砂粒のひとつひとつ

わたしはあらゆる土地のあらゆる部分

わたしは太陽の光であり、雨

わたしは夏空の夕日

わたしはあらゆる無垢な眼の中の涙

わたしは雨、わたしは太陽

わたしはずっと歌われているあらゆる歌の中にいる

わたしは花、わたしは樹木

わたしは海にまたがる風

わたしは真実、わたしは平和

わたしは生命、しかし

わたしは死ではない

わたしは始まりであり、終りであり

あなたの生命であり、あなたの兄弟、皆さんの友人

わたしはあなたであり、あなたはわたし

過去のように、現在のように、すべての永遠のために

わたしは根源

スーザン・ラフマン

2010年5月13日



SUSAN LUFFMAN

13th May 2010

主サナンダ：わたしの親愛なる友人の皆さん、わたしの愛と宿不と伴に、わたしは皆さ

んにこの答えを贈ります。

サナンダ。

SANANDA

http://lightworkers.org/channeling/128537/message-lord-sananda-24th-march-2011

翻訳：森のくま (2011-04-07 21:34) 

http://lightworkers.org/channeling/128537/message-lord-sananda-24th-march-2011
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2011年3月31日、サナンダからのメッセージ
Message from Lord Sananda - 31st March 2011
5 April 2011 - 5:34pm

紫水晶の啓示

AMETHYST REVELATIONS

THE AMETHYST GROUP (EARTHBOUND)

スーザン・ラフマン、アイヴァー＆シーラ・ハッチングズ経由

Susan Luffman, Ivor & Sheila Hutchings

A MESSAGE FROM LORD SANANDA (JESUS)

ON 31ST MARCH 2011.

アイヴァーが祈りで交信を始める。

主 サナンダ：わたしの側にわたしの小さな子羊が控えているのが解ります（スーの小

犬のタミーがスーの横で寝ていました）。今、わたしはこの霊媒の中に完全に納まって

います。ですから、皆さんに‘おはよう’を伝え、わたし達が以前に会った時のような

極めて穏やかな状況ではないにもかかわらず、わたし達がふたたび出会えたことを感謝

しています。今は極端に強い風が吹いていますが、しかし疑いなく、それが皆さんの故

郷への旅を速めています。さて、親愛なる仲間の皆さん、何よりもまず皆さんの質問か

ら始めることにしましょう。手始めにはふさわしいと思います。

シーラ：親愛なる主、まず、スーの質問から尋ねたいのですが？　彼女はこう聞きたい

そうです。これほど数多くのさまざまな人々によって流されている “携挙”の情報す

べてについてなのですが、何故人々はわたし達のメッセージを信じて、自分達の情報を

信じないのでしょうか？



主 サナンダ：その難しいところは、いわゆる“携挙”に関する情報を流している数多

くの人々の内容が、本質的に次元上昇が取る方法としてそれほど異なるものではないか

らです。わたしは皆さん自身の身体の状況について伝えています。彼らが広めているす

べての情報は聖書というひとつの書籍に基づいているところが難しいところであり、理

由として、聖書は世界中のキリスト教徒の中で、神聖な対象となっているからです。

現在、地球全体で、キリスト教は依然として皆さんが 地球上で経験している宗教体制

の中で最も大きなものですが、しかし残念なことに、現在では、200年前の時のように

自分達自身の解釈によって聖書の言葉を歪めている人々が数多く存在しています。ここ

でわたしが伝えることができるのは、こうした人々がいわゆる“携挙”が起こるという

前提で与えられたその日その時を目の当たりにする時、彼らは喜んでこのことを信じ理

解することになると思いますが、しかしその日に“携挙”が起らなかった場合、彼らは

失望し、悲しみに包まれ、当惑し、数多くの人々が彼らの信仰に顔を背けることになる

、ということだけです。わたしが伝えることができるのは、その日の前に、わたしは皆

さんに世界的なメッセージを伝えることになるだろうということだけです。そのメッセ

ージは、悲しみに沈み、自分達の信仰から出て彷徨っている人々のこころを喜ばせるこ

とになるだろう、ということだけです。

シーラ：その日は言われている5月21のことだとわたしは考えていますが。

主 サナンダ：そうです。携挙が起らない理由を説明することにしましょう。皆さんが

伝えていることがずっと昔からの真実であることを人々が希望を持って理解し始めるよ

うに、わたしは次元上昇の時に起こることをできるだけはっきりと正確に説明すること

にしましょう。このため、多少“成行きを見守る”状況になりま すが、しかし数多く

の人々が、皆さんが世界中に広めている情報を読んでいるという勇気付けられる状況が

現われます。ですからそれについて皆さんに感謝して います。

シーラ：ありがとうございます。わたし達は自分達のウェブ・サイトに2人の人がコメ

ントを残しています。最初のものは、ドーンと いう名前の婦人によるものです。彼女

はこう尋ねています。“新しい地球と新しい地球上の生命は、あなたが死ぬ時に起ると

わたしが予想しているものにとても 似ているように思われます（あなたの身体からは

なれること）。”あなたはこのふたつの経験がどのように違うのか教えて貰えるでしょ



うか？” 

主 サナンダ：はい。次元上昇の計画はかなり大規模な状態で起ることになるため、次

元上昇は死とは異なるものになります。その本質を理解できなかった人々、魂達、その

愛する人々が、異なる次元に出発します。皆さんはそれを目の当たりにすることができ

るでしょう。何故なら、皆さんの周りには次元上昇している数多くの人々が存在するよ

うになるからです。それは、人々がその地球上の物質的な生命の終焉を迎えたためにそ

うした状況になるのではありません。例えば、人々は死あるいは病気や災害で自分達の

寿命に終止符を打ってきましたが、今回こうした人々は明確な理由が存在しないまま次

元上昇しているでしょう。人々はただ立ち上がり、光の身体の中に存在していることに

なるでしょう。さて、ある事例においては、皆さんの周りや世界中で皆さんがこれを確

認できるという点におい て、違ったものになるでしょう。しかし、それはより巨大な

規模で起ることになり、単なるひとりやふたり、皆さんの馴染みの愛する人々といった

水準ではなく、皆さんの隣に住んでいる人々や、あるいはおそらく皆さんの住んでいる

場所の道を下ってくる50人の村人達、次におそらくオーストラリア出身の100名の人々

、ニュージーランドからの1000名の人々かもしれません。これが次元上昇の起る状況で

あり、そのあるものは、最初の頃の記述の内容の中にあります。皆さんが今までに次元

上昇していたという経験が、この状況と同じように、地球と同じように、世界に広まっ

て行くでしょう。しかし、それは遥かに巨大な激しさを持つものになり、あらゆるもの

が異なるにもかかわらず、それでも同じ状況になるでしょう。

シーラ：しかし、その瞬間、天国がどのようになっているかということについては、完

全に違ったものになるのではないでしょうか？

主サナンダ：はい、その通りです。それは違ったものになるでしょう。

シーラ：地球の最後の日について、もう少し詳しく教えて貰えるでしょうか？聖書の黙

示録は、控えめに言っても少し曖昧な表現になっているのですが。

主 サナンダ：聖書は真実を維持しています。語られた言葉、地球の最後の日を視覚化

した幻が記述されています。しかしそれはかなり暗号化された古風な方法で記 述され

ていて、わたしが今回現代的な時代に現われているのは、その対応がひとつの目的にな



っているからです。最初の理由は、母なる地球です。地球それ自体、惑星として皆さん

がその上を闊歩している固体の大地が、既に充分な経験を積んだからです。地球上で作

り出されたすべての物事は酷使されてきて、また皆さんはこの事実を認識しています。

皆さんや来るべき世代の人々を養う充分な食料は存在せず、地球上には皆さんを温める

充分な燃料が存在しません。ですから、皆さんが確認してきたすべての地震や今後起っ

てくる地震によって今後もその構造プレートを動かし続けることになり、それで地球は

その感情を知らせていています。さて、これに関する聖書の言及では、その死の日々に

おいて、地球は亀裂を広げ、その死を捧げる、と伝えています。これは無意味な言葉

です。地球はその死を捧げることはできません。捧げることになるものは、水、河、

溶岩、火山灰です。こうした物事は、現代的な科学に属するものです。これが、何故こ

うした表面上の自然災害が今起っているかということについて、わたしが現われて皆さ

ん人類に説明している理由のひとつになっています。

わたしが現われている2番目の理由は、皆さんが理解できる馴染みのある言葉で、皆さ

んが理解できるようにこの情報を伝えるためです。黙示録の各章の暗号を解読しようと

した数多くの研究者達が存在しています。バビロンはこれこれしかじかの国のことで

あり、7つの頭の獣とはこれこれしかじか、そして獣の印とは何々のことだと決め付け

てきた数多くの研究者達が存在していますが、それは必要ではありません。必要になる

のは、皆さんが理解できる言語と言葉でわたしが皆さんに現在起っていることを説明し

ている内容であり、そのため、それが今皆さんに伝えるためにわたしが現われているも

うひとつの理由になっています。地球はその最愛の存在達を抱き上げ、その安全を守る

ことになるでしょう。そしてわたしは新しい世界で、新しい夜明けで、わたしが皆さん

のために創り出した新しい場所で、そういった存在達の安全を確保するでしょう。皆さ

んは、今皆さんが存在している姿ではなくなるでしょう。そしてこれが、わたし達が次

元上昇の問題点として把握している部分になります。人々は、自分達が何を感じること

ができるのか、チクチクした痛みなのか、つねられた痛みなのか、それを理解あるい

は視覚化することができません。そういった感覚は綺麗に消え去り、その場所の中はそ

の本質が、光の存在が、人々のほんとうの姿が現われるようになるでしょう。そしてこ

の理由として、数多くの人々が現在感じているのは、また今まで教会から誤って教えら

れてきたために、自分達はその価値がない、自分達は天国に 行くためには信仰を持た

なければならない、わたしが過去に行ったことを、自分達も聖人のように次元上昇でき

なくてはならない、と考えているからです。そし て、わたしが生きた33年の生涯の

中で、そして十字架上での死の後、その最後の数週間で皆さんに明らかにするために行



おうとしていたすべてのものは、皆さんがそう認識しているような人類というものの終

りに、皆さんの身体にも起こることになるでしょう。もしも皆さんが望むのであれば、

今皆さんがそのように見 えるものとしての印象そのままに、皆さんは天国に、新しい

世界に、新しい存在として、新しい光の存在として、次元上昇することになるでしょう

。

アイヴァー：多くの人々が、将来あなたはふたたび地球に現われるということを引き合

いに出していますが、あなたは物質的な姿で現われようと考えていますか？

主 サナンダ：わたしは皆さんがわたしを確認しているような姿で現われることになる

でしょう。何故なら、他の姿だと皆さんはわたしを認識することができないからです。

そしてわたしを見るすべての人々は、物質的な身体を確認することになるでしょう。わ

たしが今現われている理由は、その通り、これから光と闇との戦いが起るからであり、

間違いなく光が勝利を収めるようになるでしょう。聖書の中で、これは最後の戦い、ア

ルマゲドンとして解釈されていますが、その時イエスは自分の軍勢を従えて現われ、堕

天使の大群とルシファーが永遠に追放されることになっています。わたしはこの現代と

いう時代で皆さんに伝えますが、今はその戦闘の現代的な型になっています。わたしは

現われて、病を払い除け、腐敗を追放し、憎悪を追い払い、戦争を取り除くことになる

でしょう。光が闇を圧倒し、そうです、わたしの玉座の周りで最も明るく輝き、その追

随者の優しさから堕落したルシファー、そしてその仲間達は、今後ふたたび誰も認識し

ていない場所に、あるいはふたたび誰も彼らを確認しない場所に追放されることになる

でしょう。

キリスト教において、またわたしはキリスト教のために伝えますが、それはこれを読ん

でいる数多くの人々は、ある信仰を持つかあるいは無信仰になるかのどちらか、あるい

はある種のキリスト教の基盤を持つようになるからであり、ここでわたしは三位一体に

ついて、わたしの父、息子のわたし自身、そして精霊について伝えます。現在、数多く

の聖書研究家、キリスト教徒、教会、教師、神学者等が存在していますが、彼らは精霊

を理解するようになるでしょう。もしも皆さんがそう言いたいのであれば、それはわた

しの本質です。それはわたしの本質であり、皆さんの大地に吹き荒れているわたしのエ

ネルギーです。それはあらゆる人々が良きものとして行っているすべての物事であ り

、皆さんが美として確認するあらゆるものの中に存在しますが、しかし、そうです、わ



たしは今ここに霊として存在し、最後の日が訪れる時、わたしは皆さん がわたしを認

識している姿で正体を現すことになるでしょう。そしてわたしは物質的な身体として存

在しているでしょう。

主サナンダ：わたしの弟よ、あなたの質問に対する答えになりましたか？

アイヴァー：はい、親愛なる主、ありがとうございます。それは今人々に伝わってい

ます。ある人々は、“わたし達は再臨を待っています”、と言うでしょう。わたしが

今人々に言いたいことは“待て、ほら、主は既にここにいる”、ということです。

シー ラ：親愛なる主、もしも許されるなら、わたしはまだあなたへの質問を抱えてい

ます。親友のアペルがこう言っています。“ある治癒者に合うようにわたしに忠告して

いただきましたが、とても感謝しています。わたしはまた、準備に際してわたし達自信

が習熟するために必要な方法が他に何かあるかどうか、どちらかと いえば、個人の次

元上昇の探求で何をする必要があるかどうか、知りたいと思っています。”

主サナンダ：わたしの親愛なる弟、アペル、わた しはあなたが治癒者と会う決断をし

たことをとても嬉しく思っています。わたしはあなたがその決断から大きな恩恵を受け

ることを楽しみにしています。皆さんが皆さん自身のために行うことについて、わたし

が伝えられる唯一の準備としては、皆さんが普遍的なエネルギーと完全につながること

を学ぶことであり、世界規模で皆さんの周りに起り続けている物事、そして以前のよう

に皆さんの専門分野で起こっている物事すべてに対して、皆さんが皆さん自身と皆さん

の精神を開 くことを学ぶことです。そして、必ず皆さんはこうした物事を完全に理解

してください。そしてもしも皆さんの理解が完全でないのであれば、瞑想の中でその物

事を皆さんの指導霊に投げ掛けてください。これが弟のためにわたしが伝えられること

のすべてです。

シーラ：親愛なる主、わたし達の世界の新聞には、研究者達が日本の中で幾つかの先例

となる本を見つけているということです。その記事が伝えている内容がキリスト教にか

なりの影響を及ぼすことになるとのことですが、そうなるのでしょうか？

主 サナンダ：それは約2000年前に書かれた石板であり、いわゆる失われた教義にかな



り似たものです。いつだったか新聞紙上に掲載されていたものです。その通り、そ

のニュースの記事の内容は、キリスト教にかなりの影響を与えるようになるでしょう。

何故なら、キリスト教徒は真実を理解し始めるようになるからです。そこにはいろいろ

な奇跡を目の当たりにした人々、わたしが与えた牧師達や、わたしが離れてインドやそ

うした場所に向った後に残った弟子達を目の当たりにした人々について記述されている

ことが確認されるでしょう。そしてその内容はキリスト教の姿を変化させることになる

でしょう。何故なら、人々はより多くの真実やより多くの理解すべき物事を与えられる

ようになり、わたしがその当時でさえ既に語ってきたことの動かぬ証拠になるからです

。人間としての人類が、 実質的に終わることが記述されています。

シーラ：親愛なる主、既にわたし達は神の姿として作られていることを伝えられていま

すが、それは正しいことでしょうか？

主 サナンダ：わたしは神の姿として創られました。それは神が創り出した姿であり、

神が喜びを覚えた姿です。人々、教師達、学者達、数多くの人々は、何世紀も経てきて

、人類と動物の間の唯一の違いは、動物は4本の足で歩くこと、皆さんは話すことが

でき、動物は話すことができないこと、そして皆さんは異なる型の 精神を持っている

ことだけです。さて、それは真実ですが、しかしまたわたしの父、創造主がそのように

男性と女性の姿を創った理由は、皆さんがその残りの人 生で4本の足すべてで歩く必要

がなかったからです。神が地球全体を創造した時に神の精神の中の皆さんの姿は、より

力強い種になるだろうと考えたものでしたが、しかしその種は進化の方法を見つけ出す

必要がありました。そしてそれはまさに皆さんが行ってきたことであり、皆さんの好奇

心がふたたび目覚め、直立 し、皆さんが人類として認識されているものになるまで、

霊長目の進化を通して皆さんの道を見付け出しました。今、興味深い類似点が存在して

います。霊的な生命、あるいは次元上昇それ自体を理解することに目覚めていない人々

を考えて見てください。ただ部分的にしか進化していないものとして彼らを考えてみ

てく ださい。彼らはただ直立し始めただけであり、自分達の環境に沿って後押しして

くれる追加の援助の手を必要としています。皆さんが霊長目の段階を通して進化 して

直立し、人間として活動した時、世界には今存在しているよりも多くの時間が残されて

いました。

アイヴァー：親愛なる主、動物は数多くの人間達よりもかなり知性を備えていることに



わたしは気付いています。

主 サナンダ：そうです、動物達はその通りです。動物達はしばしばその道を明らかに

していて、もちろん、もしも皆さんが動物達も知性を備えていることを受け入れること

ができれば、それを確認し経験することは素晴らしいことです。人類のほとんどはそう

ではありません。わたしは、金銭の獲得に過ぎないもののために動物達を檻に閉じ込め

ている人々に、そしてそんなに小さな子犬達を飼って戦利品として自分達で持ち歩いて

いる女性達に、皆さんの心情を引き付けています。 彼らは動物達の感情や知性にまっ

たく敬意を払っていません。しかしそうです、あなたは絶対に間違っているはずはなく

、動物達は遥かに霊的な存在です。何故なら、動物達は地球ととても密接な状態で生き

ているからです。動物達は、特に野生の状態で、季節と連携しています。もしも皆さん

が野生で生活していれば、 皆さんは季節の指示によって狩猟をしなければならず、も

しも色々な状況が整っていなければ、皆さんは皆さんの猟場で狩猟をすることができま

せん。ですから、わたしがおそらく人類よりも動物達の方が地球とより緊密に連携して

いると伝える時、あなたはそれを理解します。

アイヴァー：なるほど、親愛なる主、わたし達が経験してきた幾つかの体験でも同様に

、動物達が霊的に活動していることを明らかにしています。動物達は霊的領域と連動し

て活動しています。

主 サナンダ：動物達はしばしば、こちらの世界に到着する人々の好奇心をかき立てる

場所を整えています。皆さん自身が、おそらく犬あるいは猫しか存在していない人里離

れた場所に引き寄せられてきた経験を持っています。何故そこに猫がいたのでしょうか

？　あなたはその理由を認識しており、既にあなたは導かれてそこ に動物が存在して

いる理由を人に説明できる状態になっています。そしてわたしはあなたに喜んで伝えた

いと思います。あなたの魂の救済において幾らかの動物 達が存在していますが、し

かし、人類よりも故郷に連れ戻す必要がある数は少ないと思いますが、どうでしょう？

アイヴァー：わたしがこの交信者に1頭の馬に尋ねるように要求した時に彼女がわたし

を何と呼んだか、わたしは主に伝えはしないでしょう。

主サナンダ：そうでしょう、わたしは理解できます。さて、皆さんは他に質問がありま



すか？

シーラ：親愛なる主、いつでもお聞きしたいことはあります。アイヴァーが病院にいる

間に眠りから醒めた時、彼はほとんど麻痺状態でした。彼はその時助けられましたが、

しかしどのように彼が助けられるのかずっと不安な状態だったのでしょうか？

アイヴァー：わたしが目覚めた時、身体は死後硬直の状態でした。

主 サナンダ：はい、その理由は、あなたはあなたの人間の身体を置き去りにしていた

からで、一方、実際にはおそらくほんの短い時間ですが、あなたは外界への旅 に没頭

していたようです。それはほんの数時間でした。そしてあなたの身体はそのすべての機

能性を失い、脳も同様に睡眠状態に置かれました。全体的な断絶と、いわば全体的な次

元上昇が起こっていました。そしてその時、あなたは戻りたいと決断し、あなたは強烈

な悪寒を感じ、あなたの精神がそれを指示するまで 自分の指や手も動かすことができ

なかったという経験をすることになりました。わたしはそれを認識しています。そして

、この時点で、あなたの身体のほんとう に隅々まであなたを癒そうとしていた人々が

あなたの周りに数多く存在していたことを、わたしは伝えたいと思います。何故なら、

この世界で仕事を続けるためには、あなたは自分の物質的な身体を持つことが必要にな

るからです。そしてあなたがこの経験を与えられたのは、今後これと同じことが起り、

そのうちにあな たは人々にその事実を説明できるようになるからです。それは実際に

、身体と魂の分離、別の言い方をすれば光の存在とエネルギーの分離は痛みを伴うもの

では なく、戻って身体に入るのも痛くなく、身体から出て行くのも痛くないというこ

とです。

アイヴァー：そうです、物質的な身体とつながること は役に立ちました。そして完全

なつながりを持つまでに12時間近く必要でしたが、しかしそれは行われ、わたしは独り

で笑ってしまいました。わたしが身体に戻って自分の身体と苦闘した時、説明したよう

にその病室には他の存在達が大勢いて、床に立っている人々と同じ数の存在達が天上に

ぶら下がっていて、そうした人々は皆助けを必要としている、わたしが助けを求めなけ

ればならない、と考えたからです。そしてわたしが天上にいる自分に気付いた時、病室

の中と同じ数の人々が存在していました。



主サナンダ：その病院は、特にあなたのような状況において、感受性の高い人々にとっ

て滞在するにはかなり不愉快な場所です。それは、余りにも速く自分達の身体から抜け

出した人々が数多く存在していていて、何が起ったのか理解できない状態になってい

ます。そして、それは癒しと瞑想の仲間を持っている皆さんにとって役立つものであり

、仲間を病院に連れて行って後に残された存在達を送り届けて貰うことは有益なこと

です。 何故なら、病院で助けられた数の生命と同じだけ、そして病院という世界に連

れてこられた新しい生命と同じ数だけ、しかも、しばしば説明もなく急に、別の世 界

に行く存在達がいるからです。ですから、皆さんが説明等をできるのであれば、有益な

ことです。

さてここで、わたしの仲間の皆さん、もし も皆さんにこれ以上質問がなければ、わた

しはわたし達の会合を終りにしようと思いますが。わたしは、皆さんがわたし達の議論

が役に立ったと思ってくれるよ うに願っています。今朝、わたし達が経験した時間

とユーモアに対して、皆さんに感謝しています。わたしの妹に伝えますが、あなたの魂

の救済において議論の専門家に注意してください。

アイヴァー：彼女は逃げ出すでしょう。

シーラ：いえ、わたしは“アイヴァー”と叫ぶでしょう。

主サナンダ：その通り、“アイヴァー”、あなたは男性の身体で理解します。わたしに

はそれはできませんが、しかし女性の身体のなかで声の音域を持っています。その声

域で、わたしはわたしの仲間の皆さんに、わたしの愛と祝福を送ります。ご機嫌よう。

サナンダ

SANANDA

http://lightworkers.org/channeling/128620/message-lord-sananda-31st-march-2011

翻訳：森のくま (2011-04-07 21:35) 
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TRANSCRIPT OF A MEETING WITH LORD SANANDA (JESUS)
ON 13TH MAY 2011.

アイヴァーが祈りで交信を開く。

IVOR opened in prayer.

主サナンダ：仲間の皆さん、今晩は。今宵、これほど数多くの皆さんとここで会えて嬉

しさを感じています。わたしは皆さんがおそらく皆さんの惑星が現在の瞬間に何を経

験し、現在はどうなっているのかについて、より詳しい説明や助言を耳にするためにこ

こに集ってきたことは認識しています。そしておそらくむしろ、わたしが自分の言葉を

無秩序に使っていることを許して貰いたいと思います。わたしは一日中アラビア語で話

していて今ここに現われているため、英語で話すことはわたしの知性が対処するには難

しく、ましてこの巫者がそれに対処することはなおさら難しいと思います。

さて、わたしは皆さんの世界が現在何を経験しているか、皆さんは来年までの今後18ヶ
月に何を期待できるか、それを説明したいと思います。皆さんがこれをどう思うか、わ

たしはこれについて余り強調したくはないと思っています。何故なら、紫水晶の集団に

は筆写されている数多くの言葉が残っていて、そこには数多くの情報や指示が存在して

いるからです。しかし、わたしは皆さんのために手短に再び繰り返し伝えようと思い



ます。こうしたこれからの日々は、今年の年末の数日間、来年の日々、そしてその年末

の最終的状態と、2013年の年頭に、皆さんは疑いの欠片すら持たずに進化を確認するこ
とになるでしょう。わたしがこう伝える理由は、今回の経験が皆さんにとって肯定的な

経験になることを望んでいるからです。余りに数多くの人々がおそらく運命と沈鬱のせ

いにして過ごしてきました。そしてわたしは皆さんが、これは人類が経験する肯定的な

出来事であること理解し、それを経験することを望んでいます。そして以前、前回のメ

ッセージでわたしが皆さんに伝えたように、これは、人類が経験するようになるものの

ひとつです。それはこのようにならざるを得ないものであり、これは人類の進化の別の

姿ですが、しかし、これは皆さんが以前に経験していない、そして今晩ここに集ってい

る皆さん、そしてこれを読んでいる世界中の皆さんも経験していない、過去に前例がな

い進化です。

おそらくわたしが言いたいことを確信してない人々のために、説明する時間を取らせて

ください。今まで人類は、幾つかの進化の局面を切り抜けてきました。そうです、皆さ

んは根源、創造主、によって主導された“ビッグ・バン”として一般に認識されるものか
ら誕生し、宇宙の遥か彼方の塵や粒子で構成されています。皆さんは水、物質や空気、

そして地球、また皆さんの細胞構造を皆さんの現在の姿まで創り上げてきたあらゆる種

類の無数の物質の創造に一体となって取り組みました。しかしその時から、もしも皆さ

んが好きならば繰返しますが、それは広くダーウィンの理論の貢献とされてきたものと

して、皆さんはビッグ・バンから原始スープに向い、“暗黒の沼の深みから現われた被
造物“になって行きました（そうです、わたしはこうした映像のすべてを認識してい
ます）。そして皆さんにそれを説明しますが、その通り、皆さんは本当に数多くの進化

の姿を通り過ぎてきました。

皆さんの世界の科学者や昆虫学者達が突き止めることができ、信頼できる科学的証拠を

備えている進化の最後の姿は、霊長目がホモ・サピエンスになり、2本足で立ち、そし
てその時点より以前は認識していなかった知性を発達させ始めた時であり、そのホモ・

サピエンスから、そしてそこから発生した知性から、体毛のない人類（あるいは皆さん

の現在の姿のように最も体毛の少ない人類）になりました。皆さんが現在経験している

生息環境は意味を持っていて、そうではないですか、皆さんは発達し、それは皆さん

は茂った森を歴史上のジャングルに成長させたようなものであり、時代が過ぎ去り、唯

一今の時代だけ皆さんは知性を発達させ、また皆さんは皆さんが現在日々経験し居住し

ているその生息環境を発達させました。皆さんは科学技術を発達させてきました。皆さ



んは依然として、皆さんが誰なのか、何故今ここに存在しているのかを証明する方法を

探し求めていています。その結果、今という時に人類がひとつの終焉を迎える時ではな

いということは逆に筋が通らない話しで、皆さんが今まで認識してきた姿での人類の生

命は、終焉を向かえます。何故なら、わたしは伝えておきますが、人類が存在してきた

何万年の記憶は、今回のことを人類いの終焉になるとは考えておらず、それを進化とし

て捉え、つまりわたしが言いたいことは、人類の次元上昇として把握しています。

皆さんが今後どのようになるかについて、数多くの言葉や記述が存在してきました。そ

してわたしが皆さんに伝えたいことは、皆さんは未来を怖れるべきではないこと、そし

て皆さんは、皆さんの精神において、そしてあらゆる形態や姿において、人類の進化、

人類の次元上昇は、ある大規模な夜を徹した運命的な出来事になろうとしていると考え

るべきではない、ということです。そのような出来事になろうとしていません。皆さん

の知性を創り、わたしを創り、皆さんの細胞の情報を創り、皆さんの骨格を創り、皆さ

んの祖先を創り出したその知性、創造主は、愛と光というひとつの純粋な存在です。も

しも創造主が、突然自分が創造してきたものの一方を酷評しようとするならば、そし

てこの宇宙と同時に他の宇宙も含めて最も偉大な種族達のひとつを実現するために注意

深く踏んできたすべての段階が巨大な地殻変動の背筋が凍る終焉に至るならば、おそら

く創造主は愛と光にとって貧弱な存在ということになってしまいます。

それは異なる状況になるでしょう、もちろんそうなるでしょう。そして、皆さんが今ま

で確認してきた以前の状況ともまったく異なるものになるでしょう。現在わたしの話を

聞いている皆さんや、後でこの筆写を読む人々に許して貰いたいのは、もしも皆さんが

わたしの言葉が余りに現代的過ぎると感じるのであれば、わたしは皆さんに現代的な精

神の枠組みで話しているからです。おそらくそれは皆さんへの話し方の中に、“汝
に”や“汝”といった種類の言葉が使われていないからで、こうした言葉は皆さんが生き
ている時代のものではなく、このような言葉使いは皆さんが生きている時代のために用

いています。わたしがこうした言葉で話すのは、皆さんがわたしの言葉を理解できるよ

うにするためです。少なくとも、わたしは皆さんが理解できることを望んでいます。残

念ながら、“あんたたちと一緒に”というとまったくわたしの感覚とは異なりますが、し
かしわたしは、世界中の人々が、わたしが使っている言葉を全面的に理解してくれるこ

とを望んでいます。ですから、そうした言葉を用いると、皆さんが今まで確認してきた

ものとはまったく異なる状況になるでしょう。



空想科学小説やその映画と似たような印象を忘れてください。そうです、皆さんが視聴

してきたテレビ番組では、余り評判の良くない“スコッティ、俺を光に変換して宇宙船
に戻してくれ”という言葉がありますが、それとは逆の恐ろしい印象を持ったものには
ならず、わたしが皆さんに次元上昇がどのように起ることになるかを説明したものが、

最も事実に近いものです。ある国々においては、“携挙”に似たものになっていて、そこ
で人々は前触れもなく突然空中に浮遊します。わたしが伝えることができる最も近い

姿は、そうです、“スコッティ、俺を光に変換して宇宙船に戻してくれ”のようになる
でしょう。それは、皆さんは皆さんの内面でそれを理解する必要があり、また皆さんは

いつも振動している分子構造を持っているためです。さて、皆さんが骨格、つまり骨の

部分、皆さんに容貌、体格、身長、肌の色、現在の皆さん肌質を提供している筋肉の部

分を持っています。基本的には、皆さんの内部はすべて同じであり、皆さんは振動して

いますが、しかしこの次元の中の比率で振動しているだけです。現在の次元は突然固体

になります。

さて、皆さんにこれを説明する方法として、少々科学的な話をします。もしも皆さんが

ひとつの硬貨を手にしてかなり速い速度で回転させると、一瞬、ほんの一瞬の間、皆さ

んの両目は硬貨の実際の姿を見失います。何故なら、かなり速く回転しているからです

。次に、回転速度が落ちて、再び片側を見せて回転が止まり、突然固体に戻ります。そ

して皆さんの脳は、それが何であるかを認識できるようになります。これと同じことが

皆さんの身体で起ります。皆さんの内部で皆さんはひとつの振動を持っています。それ

はかなり早い速度の振動であり、皆さんはそれを確認することはできませんが、しかし

それを感じることはできます。皆さんが他の人々と出会い、皆さんが、“わたしはあの
人を知っている、あの人はわたしと同じ水準であり、あの人もわたしと同じように考え

ている。あの人はわたしが言う前にわたしが言おうとしていることを知っている”、と
言うのは、これがその理由です。何故なら、皆さんは回転していて、皆さんは同じ振動

比率でお互いを理解しているからであり、しかし、皆さんは人間であるため、そしてこ

う言うと失礼ですが、この瞬間において皆さんの知性は低いため、皆さんの脳と皆さん

の両目はただ固体構造だけしか把握できないからです。ですから、皆さんは皆さんの前

の人間の姿を認識します。

次元上昇が起こる時、筋肉組織、骨格系など、あらゆる物質が剥ぎ取られます。残され

るものは、唯一光の振動だけであり、それにもかかわらず、皆さんは別の姿に、何より



もまず、人類が完全に進化した姿になります。硬貨はわたし達の前で回っていて、それ

は光の素晴らしい振動ですが、しかしそれは何処にいったのでしょうか？　皆さんと同

じように、硬貨はこの世界に留まることはできません。何故なら、この世界は固体の世

界であり、地表の固体部分であり、すべての物事は皆さんが既に認識しているものだか

らです。それは地球であり、海であり、空であり、花であり、樹木であり、音響であり

、景色であり、匂いであり、あらゆる物事ですが、それでは皆さんは何処へ行ったの

でしょうか？　さて、皆さん自身にこれを問い掛けてみてください。皆さんが霊長目か

らホモ・サピエンスに進化した時、皆さんは何処に行きましたか？　皆さんは皆さん自

身のために新たな生息環境、新しい世界を創り出しました。皆さんは火を学び、住処を

学び、車輪を作る方法を学び、大地を耕すことを学びました。皆さんは肉が美味しいこ

とを学びましたが、しかし料理をした方がもっと美味しいことも学びました。皆さんは

ある種の香草が皆さんの身体に良く、あるものは身体に良くないことを学びました。皆

さんは、皆さんが現在暮らしている世界を創り出すために、あらゆる仕事をする必要が

ありました。皆さんがこれについて今まで行ってきたことは、わたし達は一瞬の内に到

達してしまいますが、しかし今わたしが皆さんに伝えなければならないことは、皆さん

は皆さんが行くことになる新しい世界を創り出す必要はない、ということです。

皆さんの新しい世界は既に存在し、待機しています。そして繰返しますが、それは皆さ

んが今まで決して見たこともない世界です。皆さんが決して見たことも無いような新し

い惑星、新しいエネルギーの球体であり、今向こう側に存在しています。向こう側の世

界であり、その世界は天文学者や科学者達によって確認されているものです。それには

既に名前さえ付けられていて、わたしはここでもうひとつ別の疑問を解消したいと思い

ます。わたしはこの惑星の名前について世界中から数多くの質問を受けています。それ

はニビルと呼ばれ、その名前はある言語において、地球の破壊者を意味しています。

さて、その通りなのですが、しかし、ある種の人々が皆さんを信じさせようとしている

やり方でそうなるのではありません。皆さんが破壊について考える時、皆さんは爆発、

あらゆる種類のおぞましい物事を考えます。確かにこの惑星は、太陽の反対側に存在し

ています。天文学者達は既にその惑星を、ほんとうに僅かな一瞬だけ垣間見ています。

その証拠はそこに存在しており、それを理解してください。言わせて貰えば、もしも皆

さんが、皆さんの時代の天文学者達のより広範な年代記を振り返って見れば、そして数

千年前ではなく皆さんの時代について語るとしても、天文学者達が上手に説明すること

ができないために秘密しておいただけで、それに気付いている人々、この惑星を見てこ

れが実際に地球の破壊者であることを理解している数多くの人々が存在しています。何



故なら、次元上昇を選択したのは皆さんだからです。そしてそれはひとつの選択であり

、皆さんは何処に留まるか、何処に向かうかを選択できます。現在地球上に存在してい

る人類の大多数が、新しい世界に向うことになるでしょう。これは極端に聖書の記述通

りでノアの方舟の物語、皆さんが若い頃聞いたり読んだりした他のすべての話の類のよ

うに響くかもしれませんが、現在でさえ、わたしはその通りだと思います。もしも皆さ

んがノアの箱舟に類似した話としてそれを考えたいのであれば、わたしはその通りだと

思います。何故なら、これがその理由になりますが、次元上昇は起らなければならない

ものだからです。何故なら、作物があり、機械があり、地下に鉱石があり、科学があり

、科学技術があり、発達した医薬がある皆さんが苦労して創り上げた地球には、“強
欲”という文字が染み付いているからです。

皆さんの世界の半分の人々は、残りの半分の人々がどのように暮らしているか認識して

いません。そしてこれは真実です。わたしは皆さんに、ふたつのとても単純な具体例を

提供したいと思います。羽振りの良い国際都市の素晴らしいマンションで暮らしている

裕福な実業家の男性または女性は、自分達が望むあらゆるものを所有していながら、さ

らに多くのものを必要としています。金銭は簡単に手に入り、仕事は難しいながら収入

が多く、生活は良好です。イタリアには、“甘い生活”という上手い言葉があります。万
事が良好で、何ひとつ変えることを望んでいません。その硬貨の反対側については、わ

たしが皆さんに噛み砕いて説明する必要はないと思います。一滴の水さえ手にしていな

い女性、作物が生育するようにはいつくばっている男性。もしも皆さんがそういった水

を持たない女性、あるいは自分の家族を養う充分な食物を育てることができない男性だ

とすれば、次元上昇を受け入れるためにどのように準備を整えられますか？　皆さんは

どのようにすれば次元上昇を受け入れることができるようになりますか？

啓発されている人々でさえ、次元上昇という新しい人類の局面を受け入れ、理解するこ

とがどれほど困難か、これがわたしのこころの中の愛で認識し、理解している理由です

。しかしそれにもかかわらず、わたしはその最後の瞬間まで、土壇場の瞬間まで、この

世界について、この新しい世界は皆さんのために創り出されていることについて皆さん

に伝えることを厭うことはないでしょう。その世界は愛の中に、皆さんの内面に、信じ

ようが信じまいが、皆さんのDNAの内部に、その基盤そのものを備えています。皆さ
んのDNAそのもの、皆さんの人間存在の核心そのものには、皆さんが皆さんの生命の
ための選択をしなければならないその時が、その秒が、符号化されています。それは皆

さんが皆さんの母の身体の内部のひとつの細胞であった時以降で、唯一最も素晴らしい



時になります。その細胞が分裂して生きている人間の子供になるための知性を発達させ

た時、単なるひとつの細胞のままでいる代わりに、皆さんが生き、考え、呼吸している

人間存在になることは、どれほど重要な意味を持っていることか。皆さんは充分勇敢な

存在になれるでしょうか？　その選択をすべき時が訪れた時、皆さんは充分に信頼する

ことができるでしょうか？　それは、わたしが今宵皆さんに尋ねなければならない、唯

一の最も重要な質問です。わたしのために選択をすることのないように、またわたし

が“人類の救済者”と呼ばれているという理由から、その選択をしないでください。皆さ
んは熟達者であり、皆さん自身の運命の女王であり、表面上は幻想的に思われるかもし

れませんが、皆さんを創り、この世界に出現させ、わたし自身のように人間の身体を用

いることを許している知性、創造主は、その最も素晴らしい創造が完全性に向けて前

進しているのを確認したいのです。

わたしは、皆さんにスライド・ショーを見せ、それがどのようになるかを詳しく説明す

ることができればいいのに、とこころから切に願っていますが、しかしわたしにはそれ

ができません。わたしは皆さんに今まで起ってきた物事を指摘すること、また皆さんに

、2011年の前半に皆さんが確認してきた数多くの自然災害について伝えることはでき
ます。地球それ自体の理由から、今後もより多くの自然災害が起こることになるでし

ょう。地球は皆さんとまったく同じように、ひとつの生きている振動です。その時、皆

さんはどのように事態が展開して行くと考えていますか？　その時、もしも人々が既に

ひとつの振動する存在ではないとすれば、皆さんは地球上でどのように事態が展開して

行くと考えていますか？　あらゆる物事は、皆さんがそれを確認できるように、皆さん

がその匂いを嗅ぐことができるように、皆さんがそれを経験できるように、皆さんに対

して、そしてこの人類に対して、調整されています。皆さんは修繕することができない

程エネルギーを消耗してきました。そしてそのため、親がその子供を有害な状況から引

き離すように、この愛に溢れた知性、この存在、この普遍的な良心、この神、このヤ

ハウェ、皆さんが彼あるいは彼女をどのように呼ぼうとも、その存在は今までこう伝え

てきました。“わたしは自分の子供達をこの有害な環境から連れ出さなければならない
、わたしは人々を別の生息環境に置かなければならない、そしてわたしは人々に可能な

限り最大限その生息環境を楽しませるようにするだろう、しかし人々は何よりもまずひ

とつの天稟を実践する必要があり、その天稟はわたしが人々に与えたものであり、それ

が人々の自由意志、皆さんの選択である”、と。さて、皆さんはこの言葉が理解できま
すか？わたしは皆さんに対して充分明確に説明してきたつもりです。もしも皆さんに質



問があれば、どうぞこのわたし達の短い話しについてその質問をしてください。わたし

の仲間の皆さん、それが今わたし達の集っている場所であり、またわたし達が存在して

いる場所です。

それではこれから、わたしがここにいて、質問の時間にします。

翻訳：森のくま (2011-06-05 20:55) 



2011年5月13日のメッセージ（続1）

ジョン：親愛なる主サナンダ、わたしが口火を切ります。

主サナンダ：そしてわたしはそれを受け止めます。

ジョン：わたし達は何時、次元上昇をする適切な時を認識するようになるのでしょうか

？

主サナンダ：はい、あなたは、わたしがある質問を引き寄せる質問に答えることが大好

きなことを理解しています。あなたは、あなたが何よりもまず愛する存在をどのように

認識していましたか、彼女がその存在でしたか、とわたしはあなたに伝えることになる

でしょう。あなたの内面にあるものが存在していて、あなたはそれを認識していました

。あなたが既に語ったように、その球体は転がり始め、皆さんがそのきっかけを創って

行くことになるでしょう。

皆さんは耳にするでしょう。来年の終わりに向って、皆さんは人々がひとつの場所ある

いは別の場所から全く突然に失踪していることを耳にするでしょう。そしてわたしが前

回伝えたように、おそらく25名、もしかすると50名が同時に、混雑した場所から消え去
るでしょう。こうした人々は、合意の上で、そのDNAの内部にわずかに異なる符号化
を与えられていた人々です。そして彼らがまず、すぐに行くことになるでしょう。あな

たは既にある時代にこれを経験しています。わたしにとっては人類の歴史の中のとても

短い期間に思われますが、しかし皆さんにとってそれが長い期間であることもわたしは

認識しています。あなたは、皆さんがマヤ人として認識している存在達のある人々と

伴に、ある程度これを経験することを既に同意しています。皆さんは“マヤの人々は、
ある日ここにいて、翌日消え去った”、という言い伝えを持っているとわたしは考えて
いますが、それが、次元上昇が始まる姿になるでしょう。そして皆さんは“第六感”を認
識し、それを持つようになり、皆さんの太陽神経叢で、皆さんのここのチャクラで（指

さしている）それを感じるようになるでしょう。皆さんはそれを感じ、皆さんは、これ

はただごとではない、これは既に始まっている次元上昇である、と認識するようになる

でしょう。

ジョン：わたしには孫がいて、孫たちを置いて行きたくない、とわたしが口にする時、



わたしは他の人々とまったく同じ人間であることを実感しています。ですから、わたし

たちすべてにとって、それはとても困難な時期になろうとしています。

主サナンダ：あなたは何故お孫さん達を置き去りにすることを望んでいるのでしょうか

？お孫さん達はあなたと伴に行くことができます。わたしが以前伝えたように、誤解し

ないでほしいと思いますが、過去15年間に生まれた子供、現在誕生しつつある子供、そ
してこれから誕生する子供ひとりひとりが、次元上昇の時期までに誕生するようになる

でしょう。子供達はその内部にこの符号を備えていて、皆さんに、皆さんが子供達に伝

えることができること以上のことを伝えることができるようになるでしょう。ですから

、わたしはあなたに尋ねます。わたしはあなたの“ウーン”という調子から判断できます
。わたしはこれが正しいかどうか分かりませんが、わたしのすべての愛で理解してい

ます。わたしはわたしの兄弟であるあなたの不安、あなたの心配、あなたの懸念を理解

しています。そしてわたしはあなたを、“子供、そして乳児の口から”、という聖書の表
現に連れ戻してみたいと思います（註：最も偉大な叡智は、世界の怖れや疲れとその重

圧を知らない子供達から現れる）。ですから、あなたのお孫さん達について心配しない

でください。もしもお孫さん達があなたより先に行くことがなければ、確実にあなたの

後でかなり時間を置かずに行くことになるでしょう。

ジョン：主サナンダ、わたしはこう伝えたいと思います。あなたがわたし達に伝えてい

る内容から判断して、そしてもしも誰か他の人がこれをわたし達に伝えていたら、わた

しはそれが信じ難い話しだと感じていたでしょう。しかし、この話があなたから伝えら

れているため、わたしはそうなるのだろうと信じていますが、しかし、正直なところ、

依然として受け入れるのがかなり困難です。

主サナンダ：理解できますし、ここでどの言葉を使うのが正しいのか分かりませんが、

あえて保証という言葉を使わせて貰いますが、わたしがあなたにおそらく保証として提

供できるものは、またわたしがあなたに伝えることができるのは、わたしが経験したわ

たしの“履歴”を見てください、ということです。わたしが過去に語ったすべての言葉は
、何世紀もの時を経て、既に結実しています。そしてこれは変ることはないでしょう。

他に何か質問がありますか？

シーラ：親愛なる主、ある人々はそれが起らないことに脅えています。わたしは他の人

々が、わたし達は出来る限り早くそれが起って貰いたい、と喜んで語っているのを耳に



してきました。彼らは、それが起らない何らかの偶然があるかどうか、わたしに尋ねて

きました。それが起らない偶然は絶対に無い、と伝えました。

主サナンダ：ええ、それは起るでしょう。

ジェーン：親愛なる主サナンダ、どうか質問させてください。わたしはBBCの4チャン
ネルでアルマゲドンについての番組を見ていました。そしておそらくすべての要素がわ

たし達の生き残りを脅かし、わたし達の絶滅につながることがあり得る、と述べていま

した。ただ世の中には、自然災害を含めて、わたし達の世界やわたし達を破滅させる数

多くの物事が存在しているように感じます。そのためわたしはあれこれ思いを巡らせて

いますが、あなたはそれについてどのように考えていますか？

主サナンダ：その想いがいつもあなたに、一体どうしてこんな状態になってしまった

のか、という疑問を抱かせています。

ジェーン：どうしてわたし達は遥か昔に滅びなかったのかということに関しては、確か

にその通りです。

主サナンダ：わたしはあなたに、それは計画の中に存在していなかったから、というか

なり軽薄に受け取られる回答を与えることができます。しかし実際のところ、現在も計

画の中に存在していません。皆さんの地球がその生涯の過程を終える最後の一瞬まで、

計画の中に存在していません。計画がなくては何事も起りません。さて、そうです、わ

たしは一度に数多くの生命を奪い、その中で陸地をも破壊する自然災害について議論さ

れていることも認識しています。皆さんはこの数ヶ月の間に幾つかの自然災害を経験し

、そのひとつが日本という島国を襲いました。日本からの情報やこれに携わっている政

治的指導者達は、皆さんに真実を伝えることはないでしょう。その島国の北半分は居住

できない状態になるでしょう。どの位の年数が必要かということは問題ではありません

。何故なら、その時の終わりまでに、皆さんの地球はどうせ終了しているからです。で

すから、皆さんはこれを経験したのです。わたしは人類だけではなく、あらゆる生命、

それは樹木、動物、昆虫、人類、恒星、惑星に属する生命でさえ認識しています。人類

の絶滅の兆候を示すような計画を組むことができる数多くの物事が存在していますが、

こうした生命は、他のあらゆる物事と完全に同期した状態になっています。ご存じのよ

うに、実際に人類を一掃するようになる唯一の要因は、人類それ自身であり、わたしが



この話の冒頭で伝えたように、それは否定的なことではなく、そう見るべきものでは

なく、実際にわたしは皆さんが否定的な物事に見ることを望んでいませんが、それは人

類のための前向きな一歩です。それは人類にとってかなり異なる段階であり、そうです

、それは未知なるものへ向かう一歩であり、怖れではなくそのすべての精緻な同時発生

を備えた次元上昇の準備が整えられる時まで、エクスターに津波が押し寄せることはな

いでしょう。

ジェーン：核爆発はどうでしょうか？

主サナンダ：わたしは無いと考えています。核爆発は、これから仕事をすることになる

地球の至る所で皆さんがこれほど数多くの火山の噴火を経験している時に、必要ありま

せん。皆さんが、何日もの間欧州の数多くの要所を通過する輸送を半減させるに充分な

ものだったアイスランドの火山の噴火を見たいと思うでしょうか。もしも皆さんが古代

の火山の噴火に目を向けるなら、皆さんが良くご存じのためわたしが皆さんに説明する

必要はありませんが、その噴火は社会全体を消滅させました。そしてこの場で言わせて

貰えば、ごく最近、地球それ自体から、そして海底から、確実な証拠が、セロンつまり

初期アトランティス人として認識されている社会を消滅させた巨大な火山噴火が存在し

たという確実な証拠が現れました。しかも皆さんの世界の科学者達はその知性によって

、その低い知性によって（わたしがこの短いおしゃべりの最初に伝えたように）、現在

、その火山の噴火は、この地球を襲った最後の核爆発よりも数百倍、数千倍だったと考

えています。ですから、それは今後必要にならないでしょう。さて、他に質問はありま

すか、何もないですか？

クリス：はい、質問してみたいと思いますが、かまいませんか？わたし達はすべてひと

つのエネルギーの根源、神の中心である力の根源、宇宙の中のあらゆる愛と光の根源と

結び付き、一体化しているのでしょうか？

主サナンダ：はい、わたしはあなたに“贖罪：Atonement”という言葉を細分化して貰い
たいと思います。この言葉を細分化してください。この言葉は、“ひとつの手段として
：at-one-ment”ということも同時に意味していることを皆さんは理解するようになると
わたしは確信しています。皆さんは皆さんが行ってきた悪い物事の償いをしなければな

らないという罪悪感を持たされています。皆さんをその罪悪感で満たしてきたものは、



唯一宗教だけです。彼らは、皆さんが属することが許されている社会の規律に従わない

可能性があるという理由から、ただ悪い存在になっているだけです。ひとつの社会の中

で受け入れられているものは、他の社会で受け入れられるものとは限りませんが、しか

しこれはおそらく別の日の主題になります。しかしその通り、皆さんはすべて既にわた

しが説明しておいたものから発生しています。神という根源、神格、普遍的な生命力、

生命の贈与者、神、ヤーベ、皆さんがそれにどのような名前を付けようとも、それが何

であれ、わたしはそれをただ普遍的な知性として言及しているだけです。何故なら、皆

さんの世界の一部で1時にわたしの分子構造が存在することを許しているものがその知
性であり、そうすると皆さんの世界の感覚で言うと、皆さんの世界の別の部分でそれが

現れるのはその数分後、皆さんの宇宙の別の部分ではその数時間後になっているから

です。それは知性であり、人間の精神の知性では思い描くことさえできないひとつの中

心部です。わたしは皆さんが、皆さんひとりひとりがもしもその気があるのなら、皆さ

んがその知的心性をわたしの判断で皆さんが信じているものに、つまり、おそらく皆さ

んが確認している、わたしの最後の受肉の時にわたしがこの世界に存在していた時のわ

たしの心象に、打ち込むようにさせてみたいと思っています。そしてそこでは、わたし

のこころを露わにして、天からわたしのこころに光が流れこんでいる、わたし自身のカ

ソリック系の心象を思い浮かべてきた圧倒的多数の皆さんが存在することになるはず

です。わたしはこれをばかにしている訳ではありません。何故なら、それがその時代に

おいてそれを描いた芸術家達によって捉えられていた心象になっているからです。しか

しわたしは皆さんに伝えておきたいと思っています。わたしの心臓のチャクラから現れ

ている光、わたしの心臓から天国に、普遍的な根源に向っている光、それは二方向性

のものであり、皆さんの場合も同じです。わたしがそれであり、それがわたしです。皆

さんが皆さんの価値、皆さんの場所、あるいは皆さんの場所ではないものをどのように

考えているかに関係なく、一言で言えば、皆さんがそれであり、それが皆さんです。

クリス：あなたは光から現れた愛について伝えています。それは圧倒的な愛であり、ほ

とんどまるであなたがそれで栄養を摂取できかのようです。それはあなたの存在全体で

あり、巨大で測り知れないものであるようです。それが余りに美し過ぎて、数多くの人

々がこれを感じることができないということは、とても奇妙なことのように思いますが

。

主サナンダ：わたしはあなたにわたしの友人の言葉を紹介したいと思います。あなたは

彼の名前をご存じですか？



アイヴァー：ウィル？

主サナンダ：そうです、“最愛なる皆さん、美とはそれを見る人のこころの中に存在し
ている”からです。それは土台になること、優しいことあるいは愚弄することを意味し
ているのではなく、美とは本当にそれを見る人のこころの中に存在しているものです。

そしてもしもその見る人がそのこころを明らかにすることを選択しなければ、人々はた

だそのほんの小さな部分だけを経験することになるでしょう。そしたあなたに奇異に映

るものは、わたしの考えではあなたは“悲しい”という言葉に置き換えることができるも
のです。何故なら、人々は、手に取れるようにそこにあるすべての愛を経験していない

からです。それは実際に単純なことであり、皆さんは与え、皆さんは受け取ります。も

しも皆さんが与えなくても、皆さんは依然として受け取ることになりますが、しかし皆

さんの経験は多少物足りないものになります。ですから、皆さんの宿題はなんですか？

シーラ：光と愛に対して、いつもわたし達のこころを開くことです。

主サナンダ：そうです、自信が無い皆さん、理解すること、受け入れることが難しいと

感じている皆さんは、今晩ここから何かを持ち帰ってください。そしてその何かを皆さ

んが認識しているものに加え、人類には終わりがないこと、新しい始まりだけがある

こと、どれほど幻想的でこの世界と懸け離れた、表面的には空想科学小説狂いのような

世界であることを理解してください。次に、皆さんが生まれた光の根源から、新しい決

して終わることの無い愛がまた現れていることをどうかすべて受け入れてください。そ

してもしも皆さんがそれを分かち合うことを選択するのであれば、皆さんはこれ以上何

も欲することはないでしょう。

アイヴァー：わたしが数多くのわたし達のために考えると、わたし達はわたし達の創造

主に想いを馳せることさえ許されない、しかも、わたし達はおそらく創造主の愛を受け

取るに値しない存在だ、と教えられてきたからです。そしてわたしは、これがわたし達

にとって巨大な障壁になっていると考えています。わたし達は、わたし達が誰なのかに

関する知識の不足を通して、わたし達自身を過小評価しています。あなたがわたしにこ

の人間の姿のわたし達の概念を確認したいかどうか、尋ねてもいいでしょうか？それが

わたし達の創造主についての想いであり、それがわたし達という存在の概念を作り上

げていました。



主サナンダ：わたしは既にこの問題について微かに触れています。皆さんが現在行って

いる意志決定は、人類の新しい始まりにおいて、生きて、考え、呼吸する人類として皆

さんが今後も行って行く最も重要な、この次元において皆さんが充分に伝えられた状態

で行える唯一の意志決定です。現時点において、それはひとつの巨大な行うべき意思決

定のように感じるかもしれません。そしてそれは、皆さんが信じているように、わたし

の兄弟が口にしたように、もしもどういう訳か皆さんはそれに値せず、あるいは知識を

備えていないとすれば、それは巨大な意志決定になります。そして今晩わたしが皆さん

に語っていることは、ただ、皆さんが寒さを覚えたり、倦怠感や疲労を感じたりしない

限り、わたしはこの場に存在して皆さんに伝えることができるということだけです。何

故なら、皆さんの人間としての身体は今後、そして皆さんという存在は現在、その価値

があるからです。それは皆さんの考え方を変えることはないでしょう。しかしわたしが

伝えているものは、次元上昇が開始する時に、つまり新しい始まりが開始する時に皆さ

んの世界に溢れるようになる愛は、皆さんが存在できるとは考えていなかった場所で皆

さんと接触を持つことになるでしょう。そしてそれは、解読されているDNAの一部で
あり、一輪の花のようであり、その場所で触れ、そして花がそれに触れる時のように、

大きく開き、皆さんは疑うことなく、これがその時であり、皆さんは価値があることを

認識することになるでしょう。そして、これは皆さんが考え出された日から、そして現

在も、皆さんのものです。わたしの最愛なる皆さん、皆さんは現在出発点に位置し、希

有な出来事に注目しています。そしてそうです、もしも皆さんが望むのであれば、皆さ

んが新しい世界に存在し、もちろん比喩的な話としてですが、皆さんがそのお孫さん達

を自分の膝の上に載せている時、皆さんはお孫さん達にこう伝えることになるでしょう

。“わたし達がどうやって存在するようになったか教えよう、わたし達がかつてどんな
状態だったか教えよう。”

オーストラリアでは、先住の人々が“アルチェリンガ、夢の時代”と呼ばれている時間
を持っています。彼らが信じているところでは、この時間は、人類が存在する前の時を

指しています。さて、皆さんの頭の回転の速さ、そして皆さんの機転を用いると、皆さ

んは先住民の人々が夢の時代からの物語を覚えていることができるかどうか、すぐに理

解するでしょう。しかし、そうした物語は幻想的ですが、何故その可能性はまったくな

いと言えるのでしょうか。皆さんは皆さんと伴に新しい世界に存在している人々にこう

伝えることができます。“わたし達が光のように移動できる前の時、わたし達はかつて



使い古した両足と筋肉、そして骨と呼ばれていたものを持っていた。”それはもはや幻
想的ではなく、つまり、わたしが伝えようとしているものは、皆さんが今後経験するこ

とになるものは、その完成形に向って進んでいる人類の、人間の原型です。



2011年5月13日のメッセージ（続2）

ジョセフィン：あなたの言葉によると既に確認されているこの新しい地球について、質

問させて貰いたいのですが。わたしの質問は、こうです。もしもわたし達が霊になる、

あるいは光の身体を持つのであれば、もしもこの新しい地球が確認できるものであれば

、それは物質的なものでしょうか？

主サナンダ：必ずしもそうとは限りません。

ジョセフィン：ええと、わたしは混乱しています。

主サナンダ：やれやれ、どうか混乱しないでください。

ジョセフィン：それだけが理解できないのですが。

主サナンダ：あなたは夜に星を見ることができますか？あなたが夜に見ているこうした

星達は、実際は数千年、数百万年昔に起こった物事の残滓に過ぎないことをあなたは良

く認識していて、あるいはわたしはあなたが当然認識していると考えています。です

から、それは皆さんの惑星についても同じです。それとまったく同じではありませんが

、あなたにそれを説明するには理解し易い類似性を持っています。それはエネルギーの

ように見え、そしてそれはエネルギーと光であり、皆さんが皆さんの新しい世界の中で

必要になる物事のすべてです。そしてわたしは霊的な姿とは対照的に光の存在の類似性

の方を好んでいる理由は、霊的な姿では人々を混乱させるからです。ですから、もしも

わたしが伝えるのであれば、より深い混乱を省く光の存在、あるいは光の姿という表現

になります。ですから、それはそう見える様子を表しています。

クリス：それでは、わたし達は別の次元に向って移動している、そしてわたし達は光の

存在になるでしょう、とあなたは伝えているのでしょうか？

主サナンダ：皆さんは既に光の存在ですが、しかし皆さんが居住している世界は個体の

かなり緩慢な振動の世界です。硬貨の話を思い出してください。皆さんが人間の姿を確

認し、皆さんがそれを理解できるように、皆さんはかなり低い速度で振動しています。

何故なら、それがその瞬間に皆さんの知性が働く方法になっているからです。これが、



皆さんが皆さんの知性の水準の中に存在している様子です。ですから、次元上昇が始ま

る時、そしてひとつの現実性になる時、次に言ってみれば皆さんの真実の自己が明らか

になり、皆さんはあらゆる目隠しを外されてそれを確認することができるようになる

でしょう。そしてもう一度わたしは皆さんに聖書を紹介します。何故なら、ここ西洋の

世界では、皆さんがそれを理解していて、いろいろなすべての理由から最も広く読まれ

ている出版物になっているからです。しかし、聖書の中にはある一節が存在し、それは

こう伝えています。“そして彼の目の鱗が剥がれ落ちた”。ほとんど極めて簡単に言うと
、これが次元上昇です。皆さんの目の鱗が剥がれ落ちることになり、皆さんは異なる次

元の中で皆さん自身やお互いの本当の姿を確認することになるでしょう。

クリス：時々、わたし達が活動している時、そして癒しや交霊を行っている時、わたし

は異なる次元に移動していて、それは現在でもわたしに起っています。

主サナンダ：それはまさにその通りですが、しかしわたし達は、その素晴らしい経験を

共有していない他の人々が存在し、そしてわたしがそうした人々が理解することを望ん

でいることを思い出す必要があります。わたしはこころから切実に彼らが理解すること

を望んでいます。ですから、皆さんを皆さんの宿題に戻させてもらいたいと思います。

お望みなら、次にわたし達が集まるまでの皆さんの宿題にします。（そしてわたしは、

わたし達が、すべての皆さんがここに集まることを希望しており、あなたがもう一度訪

れて、わたしとその問題を共有し、話をして、あなたが質問することを、そして今晩わ

たし達が経験したように、愛と光と幸せの中でそれを共有することを望んでいます）。

あなたの質問は、あなた自身にこう尋ねていることと同じです。“わたしはどんな選択
をしようとしているのか、そしてもしも今わたしがその選択するとすれば、わたしの内

部の他の素晴らしい存在、その光の存在、これからほとんど創造主と一体になるものと

の接触を始めることができるでしょうか。”そうです、あなたはそれができ、その通り
、あなたはできます。あなたはあなたのこころを開く必要があり、あなたはこれについ

て話ができる誰かを見付け出す必要があります。もしかするとあなた自身の家族の中か

、もしかするとことなる見解をあなたに提供することになる誰か、それについてあなた

が伴に論じ、議論できる誰かであり、何よりもまず、あなたのこころを開くことができ

るように、あなたがそれになることができてそれがあなたになることができるように、

あなたが穏やかな瞑想を共有できる誰かになります。

ジェーン：質問してもよろしいでしょうか、あなたは別の次元、異なる世界に存在する



ことについて話題にしていますが、しかしわたし達はこの世界がどのようなものになる

のか、どのような発想も本当に持ち合わせていません。そしてわたしは、わたし達はこ

の世界しか認識していないため、これはある人々にとって極めて恐ろしい話になり得る

と考えています。わたしは20代のわたしの娘達の視点から話していることを自覚してい
ます。娘達は世の中に旅だったばかりであり、その時点の世界を楽しんでいます。です

から、その世界をすべて取り上げられると、それは愛の中で行われることになるとは

いえ、娘達にとって極めて恐ろしい想いをするのではとわたしは考えています。しかし

、娘達にとって、むしろ悲しいことになるかもしれません。

主サナンダ：この場で言わせて貰えば、おそらくあなたは若干要点を見失っているの

では、とわたしは考えています。世界が取り上げられるのではなく、娘さん達には今ま

で皆さんが認識してこなかったより深い生命という機会が与えられています。そうです

、わたしはそれが恐ろしいものになり得ることは理解していますし、そうです、固い大

地の上だけで暮らしてきたある人が、いつも動いていて、正反対の考え方という波と不

確実性を備えた海に突然投げ込まれたとすれば、それは恐ろしく感じることを、わたし

は理解しています。その通り、わたしは理解していますが、しかしあなたはそれが取り

上げられる状態として考えるべきではありません。それは与えられているもうひとつの

機会であり、この別の世界がどのようなものになるのか、わたしはあなたに説明するこ

とになるでしょう。それはこの世界と変りなく、しかしこの世界よりすばらしい世界で

あり、ですから、あなたの娘さん達は今回の生命が娘さん達に提供できる満足感を楽し

みます。そしてわたしは、純粋性以外の他のいかなる方法について伝えている訳ではあ

りません。娘さん達は、散歩、新鮮な空気、岩登り、踊り、社会生活、この世界のほと

んどの人々が行っているようなそれが可能になっている楽しい物事のすべてを楽しみ

ます。ですから、こうした物事のすべてを利用することができますが、しかし、娘さん

達は、皆さんがまだ認識していないものよりもさらに素晴らしい状態でそれが利用でき

ます。もしかすると、わたしがこのような方法で話した方がさらに良いのかもしれま

せん。人類が霊長目だった時、霊長目の楽しみは食べること、眠ること、子孫を持つ

こと、地面より高い位置にある林冠を経由して安心して移動することでした。こうした

事が、霊長目が認識していた唯一の楽しみでした。皆さんが発達するに連れて、皆さん

はより素晴らしい楽しみを経験してきました。皆さんはこうした物事のすべてのより素

晴らしい深い楽しみを経験してきました。しかし人類が霊長目だった時、人はどこまで

遠くに行くことができるかを理解する知性を備えていませんでした。ですから、それが

今であり、皆さんは皆さんがどこまで遠くの次の次元に進むことができるか、身体に属



する運命やそれに伴って現れる疾病という重荷から解放される皆さんの生命がどれほど

素晴らしいものになるかを理解することができません。ですから、もしもあなたがあな

たの娘さん達にこの世界がどのようになるかを説明することを選択するのであれば、あ

なたは娘さん達に対して、それは新しい世界の中での新しい生活であり、この世界と同

じでありながら、しかしもっともっと素晴らしい世界であることを説明する必要があり

ます。そして皆さんは、その能力の限界に達するまで楽しむ必要があるすべての物事を

身に着けるようになるでしょう。そしてそれは、皆さんひとりひとりのためにそうなる

でしょう。もしもあなたがこの話をあなたの友達の誰かに説明することを選択するので

あれば、あるいは、もしもあなたがこれをあなた自身の内面で理解しようとしているの

であれば、わたしが皆さんに伝えた成功を収めた事業家の男性と女性、そしてただ夢見

ることしかできない男の譬え話を思い出してください。皆さんは、皆さんが夢見ること

ができる良いことのすべてを経験することができます。ですから、そうです、それは困

難でしょうが、しかしずっと良い世界になるでしょう。

ジェーン：主サナンダ、あなたの言葉はいつも適切で、理解しやすいです。

ジャッキー：率直に言わせて貰いますが、今回の人生において、男性があらゆるものを

破壊してきました。次元上昇の中の次の人生において、わたし達は嫉妬、貪婪、この世

界を破壊したすべての物事を置き去りにして行くことになるでしょうか？

主サナンダ：人類の次の局面において、競争する必要は無くなり、ひとりの個人が別の

個人の自由を奪う必要性もなくなるでしょう。お金を稼ぐため、また人生における地位

をよりよいものにするために、がむしゃらに働く必要もなくなるでしょう。これは人類

の最終局面であり、人類の完全化です。そしてもしもその完全化が達成されるとすれば

、この完全化を破壊できる何ものも存在することはないでしょう。ですから、嫉妬、

怒り、貪婪、は不要になり、皆さん自身を支援するために皆さんが居住する世界から摂

取する必要性はなくなるでしょう。ですから、単純化した言葉で伝えると、この世界に

対して皆さんが否定的に認識しているあらゆる物事は、置き去りにされ、破壊される

でしょう。

アイヴァー：わたし達は必ずしも食物を摂取する必要がなくなるのでしょうか？



主サナンダ：もしかすると、異なる種類の食物になるでしょう。それはバーズアイ社の

豆類ではなくなるでしょう。違います、わたしはこの場で冗談を口にするのは、わたし

は笑い声が大好きだからです。これはなかなか深刻な主題であり、それにもかかわらず

、それはまたかなり美しい主題です。それはなくなります。畜牛の放牧のためや、小麦

や穀物の生産者達に引き渡される平面な大地の必要性はなくなるでしょう。そして食用

にするために動物を屠殺する必要もなくなるでしょう。それとは違って、異なる種類の

食べ物になるでしょう。そしてその種類とは、ここで再び聖書の言葉でつたえますが

、“天からのマナ”になるでしょう。もしも皆さんがウェールズの人々であるなら、“天
に属するパン”になります。

シーラ：親愛なる主、もしかすると、何種類かのナツメヤシも含まれますか？（主サナ

ンダは前回の筆写の時に、彼が地球上に存在した時にお気に入りの食べ物は、デーツだ

ったと語っていました。）

ジョン：主サナンダ、そして誰もが平等になるのでしょうか？何かの高い低いが存在し

たりするのでしょうか、あるいは、あらゆる人々が同じ水準になるのでしょうか？

主サナンダ：もしも皆さんがそれさえ認識していたら、皆さんは現在すべて同じ水準に

存在しているでしょう。なぜなら、皆さんはすべて、わたしにと同じ存在になっている

からです。さて、笑わないでください。現在、価値があると感じないことについてわた

しが伝えたことです。皆さんはすべてわたしと同じです。

シーラ：わたしの兄のジョンは違いますが、しかしわたしは同じです。

（爆笑）

主サナンダ：そして、あなたはわたしとまったく同じです。さあ、どうぞ。ここでかな

り有名な小喜劇ではないのですが、数人の男性がいて、ひとりは背が高く、ひとりは背

が低いとします。それはその通りであり、彼はこう言います。“わたしは自分の立場を
わきまえている。”さて、あなたはあなたの立場をわきまえていて、あなたの立場はわ
たしと一緒です。何故なら、あなたはわたしであり、あなたはわたしと同じだからです

。そしてあなたはわたしと同じであるため、何故あなたはわたしと同じなのでしょうか

？何故なら、わたし達はまさにその通りに創造されたからです。その人間をクラスの最



上位者にしてください。いいえ、そのクラスの最上位者は存在していません（ふたたび

爆笑）。わたし達はすべて、同じ生命力から、神の中心部分、神格から創り出されま

した。わたしは彼に与えられた名前すべを提示しません。皆さんはそれを理解してい

ます。

もっと質問がありますか、それとも皆さんすべてが満足して、わたしは皆さんに充分

な“天からのマナ”を与えているでしょうか？

動物達、わたしはクリスが動物達について尋ねたいと思っていることを理解しています

。動物の王国について、どうか心配しないでください。それはきちんと整理されてい

ます。皆さんと同じように存在するようになるでしょう。動物達は自分達に必要なあら

ゆるものを所有するでしょう。そしてまさにわたしが皆さんに伝えたように、皆さんの

新しい世界はこの世界の同じですが、しかし遥かにすばらしい世界です。

クリス：ユリを食べるカブトムシはどうでしょうか、狩蜂はどうでしょうか？

主サナンダ：おそらく、彼らは自分達の場所を持っていると思います。しかし彼らは自

分達の飢えを和らげる必要はなくなるでしょう。何故なら、彼らもまた異なる姿になり

、その植物も異なる姿になり、そのため、彼らは食糧として植物を摂取する必要がなく

なるでしょう。整理されていると考えてください。

シーラ：ええと、主サナンダは、その最後の筆写の時に、動物達は声を持つようになり

、また話すことができるようになると言いましたが、それについてはどうでしょうか？

主サナンダ：伝えました。しかし、皆さんは必ずしも動物達が話していることを理解で

きるとは限りません。動物達は今も皆さんに語りかけていますが、しかし時々皆さんは

耳を傾けません。そうです、もちろん皆さんの知性はその最も素晴らしい姿まで高めら

れるでしょう。何故なら、皆さんは言葉が障害にならないことに気付くようになるから

であり、またわたしは皆さんがこの考え方から逃げ出すことを望んでいないからです。

皆さんが人類としてこの新しい世界に、この新しい次元に移行する時、それは上流、

中流、下流の各階級の英語を話す人々になるでしょう。何故なら、事実はそうではない

からです。幾つかの言語が存在することになりますが、皆さんはわたしが皆さんと談話

できるように、簡単に会話をするようになるでしょう。



ジェーン：親愛なる主、しかし、わたしはその時失業してしまうでしょう。

主サナンダ：嗚呼、あなたは実際にそうなるでしょう、しかしわたし達はあなたが他の

言語を学んでいることに気付くようになると確信しています。それはその時点でさえ皆

さんの世界がまだ認識していない言語です。

ジョン：わたしは、最良の場所を得るためにその場所に早めに向かおうと考えていまし

たが、しかし....

主サナンダ：わたしの弟、最終的に、わたしは今晩、冗談としてすでに伝えました。

ジャッキー：あなたが始めのところで“スコッティ、俺を光に変換して宇宙船に戻して
くれ”と言った時、それはとても適切だと考えています。

クリス：それで、もしも新しい世界の中では病気が存在しないのであれば、治癒者の必

要性はなくなるのではないでしょうか？これは正しいでしょうか？

主サナンダ：なるほど、わたしはそれについて伝えようとしませんでした。何故なら、

最後の数秒間に意志決定した人々が存在するようになることを皆さんは認識しているか

らです。それはかなり衝撃を受けることになり、皆さんは彼らを支援することを求めら

れるでしょう。もしかすると、皆さんはこの時期のような癒しを提供するのではなく、

彼らに対して別の形の癒しを提供するように求められるでしょう。そしてわたしは問題

を必要以上に複雑にしたいとは考えていないのですが、そして今晩はこれについて伝え

るには遅い時間になっているとは思いますが、しかし、別の惑星の別の生命体が存在し

、彼らは彼ら自身の次元上昇を、つまり彼らの生命体の新しい局面を経験しており、お

そらくこの世界で治癒者として存在している皆さんは、別の場所で、別の時間の中で、

同じ種類の他の惑星の存在達に癒しを提供することを求められるようになるでしょう。

しかしわたしはこの話を必要以上に複雑にしたいとは望んでいません。何故なら、この

場にはこの話を理解できる人々と、そうでない人々が存在していると感じているから

です。ですから、皆さんが充分に消化吸収できる時のために残しておきます。ですから

、わたしは必要以上に複雑にすることを望んでいないため、しかしもしも皆さんはもう



一度わたしを招くことがあれば、その時に。

シーラ：わたし達は必ずお招きするでしょう。

アイヴァー：親愛なる主、わたしは、わたし達の新しい身体の中には、より高い次元に

さえ進歩する機会が存在していることを理解します。

主サナンダ：そうです、そしてそれは次の機会の別の主題になります。

さて次に、わたしの仲間の皆さん、もしもう質問がないのであれば、わたしは皆さんに

わたしの愛を送り、わたしは皆さんにわたしの穏やかさを送ります。そして何よりも

まず、わたしが皆さんの求めていることは、皆さんが笑うこと、皆さんが生きること、

皆さんが愛すること、そして何よりもまず、皆さんが皆さん自身を愛し、皆さんは愛さ

れていることを認識することです。皆さんはそれであり、それが皆さんです。すべての

皆さんにわたしの祝福を。わたしの仲間の皆さん、ご機嫌よう。

サナンダ

SANANDA

www.amethyst-revelations.com

Please note, Sue has serious family commitments at the moment that require her time and energy
and so Lord Sananda’s transcripts, of necessity, will not be available for the next two weeks or so.
We promise that all the comments and questions we have received will be dealt with as soon as
possible.

In Love, Light and Truth

SHEILA for the Amethyst Group.
25th May 2011.

http://lightworkers.org/channeling/132439/lord-sanandas-message-13th-may-2011
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THE AMETHYST GROUP (EARTHBOUND)
Susan Luffman, Ivor & Sheila Hutchings

TRANSCRIPT OF A MEETING WITH LORD SANANDA (JESUS)
ON 2ND JUNE 2011

アイヴァーが祈りで交信を開く。

主サナンダ：仲間の皆さん、おはようございます。まず最初にわたしが皆さんに伝えな

ければならないこととして、今朝、わたしのとても大切なペットが物質的な姿でわたし

達と一緒にいないのは、わたしもまた悲しい思いを感じています（残念なことに、スー

の大切な子犬タミーが、もうわたし達と一緒にいない）。しかしわたしは皆さんに伝え

ますが、タミーはそのいつもの場所のここスーザンの側にいて、スーザンのオーラの

温かさと愛を楽しんでいます。そしてわたしは、タミーは安全であり、元気であり、そ

してそうです、別れが辛いことにも気付いていますが、しかしもうこれ以上肉体的な痛

みに耐える必要がないことを喜んでいることも皆さんに知ってもらいたいと思います。

人間として、その思いやりが大き過ぎて皆さんの人生においてあらゆるものすべてに優

先される場合、何より辛いものになることをわたしは理解しています。それはまたわた

しが経験した感情でもあり、今もそう思い続けています。人類とこれから訪れようとし

ている日々のためにわたしが抱いている慈悲の気持ちは、表面的に皆さんの世界に存在



している他のあらゆるものを覆い尽くしています。そしてそれにもかかわらず、それは

数多くの人々に共有されていません。

わたしが人類のためにわたしの人生を捧げた時、それは人類を罪や、全体として皆さん

が間違って教えてられ、教会によって曲解されてきた物事から救うことではありません

でした。わたしは、死は終りではないこと、皆さんを待っているさらに素晴らしい世界

が存在していること、皆さんもまたわたしが行ったように次元上昇するようになること

を皆さんに明らかにするためにこの世界に現われました。しかしわたしは、母なる地球

のエネルギーを用いる方法の他に、皆さんに明らかにできるものを何も手にしていませ

んでした。そしてそうです、人々はかなりゆっくりですが、皆さんの世界で起っている

物事に疑問を持ち始めています。数多くの国々で少なくない動揺が生じていますが、し

かしまた、人々は奇異な天候のあり方について、生活が自分達の子供だった頃とまった

く違う様子について、そしてすべての季節が重なり合っているように見えることにつ

いて、また、何故これほど多くの自然災害が起っているのかについて、話し合ってい

ます。その通り人々はこうした出来事に疑問を感じていましたが、しかし以前わたしの

博学な兄弟が語ったように、正反対の状態がこれほど大きいため、人々はいつもこうし

た物事の原因を見つけ出することになるでしょう。皆さんが口にしたように、立ち上

がり、目立ってもかまわないと思っている人々はしばしば冷笑を浴び、あるいは真実よ

りもましだと思われている荒々しい議論でしばしば罵詈雑言を浴びることになります。

そしてこうしたことは皆さんがこれから訪れる日々に直面することであり、そうです、

もちろん、もちろんわたしは理解していますが、しかし、人々は乗り越えて行くでし

ょう。

さて、わたしの妹、わたしはあなたが尋ねたい質問があることが分かります。

シーラ：親愛なる主、わたし達はわたし達のウェブサイトで数多くの質問を受け取って

います。最初の質問は日付が5月9日のジェームズからで、彼はセスの7冊の書籍のから
数多くの教えを読んできたと伝えていて、“この惑星のほぼ70億人の人々を‘目覚めさせ
る’ために、あなたは何をしているのですか？”という質問を尋ねています。

主サナンダ：わたしの最愛なる弟ジェームズ、わたしはあなたの知識の探求に感銘を覚

えていますが、しかしまたわたしはひとつの警告の言葉を伝えたいと思います。もしも

あなたがほんとうに数多くの書籍や皆さんがそう名付けているウェブサイトを読んだと



しても、いつも疑問が湧き上がってくることになるでしょう。そしてまた、あなたは比

較をすることになるでしょう。セス、ジョシュア、あるいはトーマスまたは他の何処か

らでもその引き出した教えは、ひとつの同じ教えではないからです。何故なら、彼らは

違う教師達だからであり、同じ主題でありながら違う教え方をしていて、彼らの解釈は

異なるものになるでしょう。

わたしは十字架の上でわたしの身に起った事を認識している唯一の者であり、今ここは

これを議論するのは相応しくない場所ですが、しかしもしも皆さんが初期の記録のいく

つかを理解していれば、わたしは皆さんがわたしの死に関してはそこで情報を見つけ出

すことができると考えています。そしてあなたは、ほぼ70億の人々を目覚めさせるため
にわたしが何をすることになるかを尋ねていますが、そうですね、わたしができるこ

とは、紫水晶の集団や、世界中の同じような他の集団を通してわたしの教えを伝えるこ

とです。彼らは人類の文明の最後の日々や、新しい計画についての教えを受け取って

いて、その計画は、今まで通りの方法で、光の姿になっている人類を受け入れる準備を

整えています。さて、今年そして去年、皆さんは次元上昇の計画に関してわたしに端を

発する数多くの教えを読んでいるかもしれませんが、今後は交信者ひとりひとりが異な

っていて、その解釈も違ったものになって行くため、その教えも異なるものになって行

くでしょう。しかしわたしは今ここで、皆さんに伝えます。わたしが地球の人々を目覚

めさせることができる唯一の方法は、わたしが今行っていることを行うだけです。わた

しは皆さんに、地球がどのように変化しているかを明らかにしています。皆さんは世界

が変化している様子を皆さん自身の眼で確認し、皆さん自身の耳でその話を聞いてい

ます。政治体制は倒壊しているところであり、繰返しますが、わたしが今年始めに予言

していたように、数多くの政治体制が崩壊することになり、また数多くの災害が皆さん

の世界を圧倒することになるでしょう。わたしは既にこれを予言し、それは既に起って

います。そしてこれから予言されることも実現することになり、そしてもしもわたしが

直接引用することが許されるなら、聴く耳を持ち、確認する目を備え、その耳と目を使

うようにしている人は、そしてさらに皆さんの世界で今起っていることを理解しようと

している人は、並外れた人々であり、それは日常の終りが訪れていることの合図になっ

ています。ジェームズ、神の御恵みがありますように。

シーラ：ありがとうございます。さて、5月10日付けのエリックから幾つかコメントが
来ています。彼は、あなたの燦爛たる光と愛が彼を高揚させたことから始まり、偉大な

霊的指導者からすべての人々にメッセージを伝えているあなたの素晴らしい働きと努力



にとても感謝しています。エリックは続けて、彼が所有している二枚の絵について尋ね

ています。一枚は白黒で、もうひとつが紫色、そしてこの肖像画はあなたの最後の肉体

の肖像なのかを知りたいと思っているそうです

主サナンダ：エリック、筆を取る時間を割いてくれたこと、そしてあなたが質問をして

くれたことに感謝します。まず、こう伝えたいと思います。わたしがどのように見える

かについての肉体的な解釈は数多く存在していて、わたしは実際に以前皆さんにわたし

の外見の姿の詳しい説明をした時の記録をあなたに紹介したいと思います。そしてこ

れが、あなたが持っている絵の肉体的な容姿とわたしが提供した描写をつなぎ合わせる

際におそらく役立つと思います。わたしは金髪などではなく、アラブ人の家系であり、

したがって黒い髪をしていました。そしてわたしの眼は茶色ではなく青色をしていて、

その点が、わたしが人生を送ることになった人種の人々とわたしとの違いでした。あな

たは紫色の絵について話していますが、それは銀河連邦やその類の象徴ではありません

。それはとても単純なことであり、またそれはわたしの愛とわたしの力はひとつの天の

根源から、創造主から現われていることの単純な承認です。そしてわたしが紫で描か

れている理由は、紫が最も高い癒しの振動であり、皆さんが自分を癒している時、ま

た人々を癒している時、皆さんすべてを対象にしているからです。そしてわたしのここ

ろは、愛は無条件であり、わたし達はわたし達自身やお互いを愛するべきであり、愛の

根源は無条件であり、その根源こそ愛が生じる場所であり、愛はこころのチャクラか

ら生じ、皆さんの愛は皆さんのこころのチャクラから生じていることを皆さんに明らか

にしたい気持ちで一杯です。そしてこれがその芸術家があなたにわたしがわたしのここ

ろを満たしているものを明らかにしている理由です。わたしの最愛なる友人エリック、

こうした絵画は芸術家達の解釈であり、その芸術家達はあなたに今ここで無条件の愛に

属するものを、愛は創造主から現われているという事実を、あなたに明らかにすること

を望んでいることをあなたは理解する必要があります。最愛なるエリック、質問をして

くれてありがとう。

シーラ：ありがとうございます。次のコメントはブランドンからで、5月12日付けで以
下のような質問です：“こんにちは、主サナンダ。あなたのメッセージに感謝し、わた
しはさらに目覚め、安らかな気持ちになったようにかんじています。わたしが尋ねてみ

たい事は、わたしたちが次元上昇する前に、わたし達はクンダリニのエネルギーを活性

化する必要があるのでしょうか、ということです。”



主サナンダ：わたしの最愛なるブランドン、あなたの簡潔な質問に感謝します。皆さん

は皆さんのクンダリニを活性化させる必要はありません。次元上昇の時のために符号化

されている皆さんのDNAが活性化されることになり、また皆さんはただそれを認識す
るようになるだけです。ですから、すべてをわたし達に任せて、心配しないでください

。あらゆる物事が光と愛の中で活性化され、皆さんのクンダリニや皆さんが所有してい

る他のすべての物事は、符号化されているDNAの内部でわたし達によって活性化され
ることになるでしょう。

シーラ：次のこのコメントは、5月13日付けのニックからのものです。“わたしは今後数
年間の地球と人間の前途にかなりの関心を寄せています。そして地球の霊的な向上に期

待しています。とはいえわたしは警戒していて、わたしに納得できるかどうか確かめる

ために比較照合しています。わたしは主サナンダのメッセージを4月21日まで遡って追
ってみました。2010年11月27日付けのメッセージの中で、主サナンダはその十字架での
磔刑とその後の生涯について描写しています。わたしの質問は、こうです。わたしは異

なるウェブサイドから、磔刑は起らなかったことを意味する発言を偶然見つけました。

どうか、わたしは明確な説明をしてもらいたいと思っているのですが？” 

主サナンダ：わたしの最愛なる兄弟ニック。わたしはあなたの質問に感謝し、わたしは

何が起ったか極めて明確に説明してある以前の記録をあなたが読もうと思うか尋ねたい

と思います。そしてその通り、わたしは西に戻り、わたしの研究を始めることができま

した。そしてそれはさらなる議論のための主題ですが、しかしわたしは確かに十字架上

で苦しみ、そしてわたしは次元上昇しました。そして繰り返しになりますが、既に今朝

わたし達がこの場の会合で議論したように、それが、皆さんに死は終りではないころを

明らかにするという、十字架での磔刑とわたしの死の目的でした。そして皆さんはわた

しに何が起ったのか異なる解釈を読むことになりますが、しかしわたしは、皆さんが以

前の記録に目を通してもらいたいと思っています。その中で、皆さんは皆さんが探し求

めている情報を得ることになるでしょう。

シーラ：さて、5月15日付けのロジャーからのコメントです。“とてもためになるメッセ
ージに感謝しています。この新しい世界がさらに良くなることを知って嬉しいです。わ

たしは最近ずっと44という数を手にしていますが、その数は何処にでも現われます。こ
れは何か重要な意味があるのでしょうか。この爬虫類種についての話は数多く存在して



いますが、これはおそらく反キリスト、つまり聖書が悪魔と呼んでいるものだと思うの

ですが、これは正しいでしょうか？”

主サナンダ：わたしの最愛なるロジャー、質問をありがとう。44という数、うーん、も
しもあなたが2つの数を足せば、それは8になるという他に、わたしが気付いている限り
重要な意味はありません。そしてその時、8の中にもうひとつの4があるということにな
りますが、しかし、わたしのメッセージに関する限り、それはどのような重要な意味

も持っていません。もしかすると、あなた自身の人生においてあなたが注意を向ける必

要がある何かが存在しているのかもしれません。もしかすると、あなたは44年前の時期
に目を向けた方がいいのかもしれません。それは、あなたが目を向ける必要がある何か

が存在している可能性があります。もしかすると、44歳の時に、そこであなたの記憶の
引き金を引いた何かがあったのかもしれません。またもしかすると、1944年にあなたは
重要な何かを経験しているのかもしれません。個人の道の中に数が設定されている理由

は数多く存在していますが、しかしもしかすると、あなたはこの件についてもう少し調

査することができるのではないかと思います。

さて、爬虫類種に関しては、どう説明したら良いのか、誰かが少々空想科学映画を見過

ぎてきたのではないかと思っています。テレビで簡単に視聴できるものであり、ここ地

球上に爬虫類種が存在しているという物語を生み出してきたのではないかと。ここ地球

上には爬虫類種は存在しておらず、悪魔は爬虫類種よりも陰険なものです。悪魔、つま

り皆さんの世界の否定的な側面は、それよりもかなり陰険な存在であり、その反対の力

はかなり陰険なものです。悪魔は人間の目で認識できない姿で現われることはないので

すが、しかしこれはあなたがあれこれ考える必要があるものではありません。もちろん

、陽性が存在しているところでは陰性も存在するようになりますが、これは平衡を維持

するためです。しかし、わたしの最愛なるロジャー、わたしはあなたに尋ねたいと思い

ます。あなたがいつも深く考えているように、積極性についても深く考えてみてはどう

でしょうか。そうすれば、あなたは結局、必死に戦っている人々にその否定性を残して

おくことになるでしょう。そして理解すること、信じること、次元上昇それ自体を上手

く乗り切ること、そしてあなた自身の旅があなたを次元上昇に連れて行くことに集中し

てください。そして、どうか、支援を求めることを怖れないでください。わたしの最愛

なる兄弟、わたし達は心臓の鼓動1回分の距離しか離れていません。

シーラ：ヨハンが5月26日に書き送っています。“わたしは南アフリカの中央部に滞在し



ています。わたしはどのようにすれば皆さん集団の一部になることができて、南アフリ

カで新しい集団を始めることができますか。”彼の質問は、南アフリカの中央部では新
しいエネルギーは何時始まるのでしょうか、ということです。

主サナンダ：はい、わたしの友ヨハン、もちろんあなたは紫水晶の集団の一員になるこ

とができます。わたしの教えに従い、わたしが紫水晶の集団に与えた教えに従い、あな

たができる限りの数多くの人々にそれを手渡してください。そして南アフリカの中央部

で始まることになるエネルギーは、ひとつのささやきだけで端を発するようになるでし

ょう。そしてそれはヨハン、あなた自身のささやきかもしれません。どうか、記録に目

を通してください。それを整理して、印刷して、それを人々に与えてください。そして

あなたの友達が一緒に集まって、それについて話し、良く考え、そしてそうです、そこ

であたらしい集団を始めてください。もしもあなたが望むなら、あなたは紫水晶の集団

とは異なる何かでそれを呼ぶことができますが、しかし、もちろん、あなたは毎日大き

くなるこの素晴らしい仲間の一員になることができます。ヨハン、わたし達はあなたの

ようなメッセージを遥か遠くの世界中に広めてくれる人々を求めています。ですから、

そうです、わたしの最愛なる友よ、どうか喜んで、あなたの友達が集まって、それにつ

いて話して、その場のエネルギーを楽しんでください。そしてそれがあなた自身を高め

ることになり、またそのメッセージをさらにさらに大きなものにしてください。ヨハン

、わたしはあなたのメッセージと質問にほんとうにとても感謝しています。そしてど

うか、どうかわたしに尋ねたようにして、記録を見て、ほんとうに最初から読んで、あ

なたの友達と良く議論して、またそれを見て、そこから真実を手にして、それを共有し

てください。わたしの兄弟ヨハン、どうもありがとう。

シーラ：親愛なる主、お答えありがとうございます。次の質問は、ジークフリートから

のもので、2つの質問をしています。1. 魂は、同時に動物達、植物達、人間、高位の霊
的指導者達、天使達を通して経験できますか？そして2. 魂は、動物達、植物達、人間、
高位の霊的指導者達、天使達との関係を持たずに存在できますか？

主サナンダ：わたしの最愛のジークフリート、質問をありがとう。そしてもちろん、も

しもあなたの魂、あなたの内部の存在、本当のあなたは、地球上に存在するすべての霊

的な愛と光とエネルギーにつながっているのであれば、もちろん、あなたはこうしたこ

とを経験できます。ちょっとした例を挙げさせてもらいます。もしもあなたが庭を歩い



ていて、あなたの精神とあなたのこころに先入観がなければ、そしてひょっとして、も

しもあなたがそのチャクラのすべてを中心に集める方法と認識しているとすると、その

時もちろん、あなたはあなたの周りの植物のすばらしいエネルギーのすべてを経験する

ことになるでしょう。植物は自分の能力で存在していて、そしてそうです、植物は魂と

エネルギーを持っていて、そしてその通り、あなたはそのエネルギーとつながり、親し

く交わることができます。それであなたは、花のエネルギーの魂があなたに与えている

奇蹟と心地良さを経験することができます。人類が花々、植物、樹木、そして野原に魅

了されるのは、これがその理由になっています。そしておそらく、夏の或る日、あなた

は目的も無く放浪しながらあなたの頭上の雲に目を向け、またしばらくの間おそらくま

たそこをさまよう経験をしているはずです。そしてこれが、天使達が数多くの物事を経

験するやり方です。愛玩動物や動物達は、もちろん自分自身の魂を持っていて、そう

です、あなたはそれを経験し、動物達と親しく交わることができます。皆さんは自分が

犬になった時に感じることも、地中で成育している植物になった時に感じることも経験

することはできませんが、しかし、あなたはそのエネルギーと親しく交わり、あなたの

周りに存在しているエネルギーであなたの人生を豊かにして、慰めることができます。

ですから、わたしの最愛のジークフリート、わたしはあなたに伝えたいと思います。そ

うです、もしもあなたが自分のこころと精神を、そして最も重要なこととしてその素晴

らしいチャクラの中心を開き、あなたのエネルギーが皆さんの周りのすべてのものと親

しく交わることを許すなら、あなたはこうした物事をすべて、そしてそれ以上のことを

経験することがでます。わたしの最愛のジークフリート、神の祝福を、そしてあなたの

質問に感謝します。

シーラ：さて、わたし達はトム・ブルースから5月に異なる日付で複数のコメントを貰
っています。そのすべての中で、彼はあなたが世界に提供している素晴らしい教えに対

して最大限の感謝を伝えています。そして彼は畏敬の念で、こうした言葉の記録を広め

るように刺激を受けたと伝えています。本当に、それは素晴らしいコメントの数々で、

感謝に満ち溢れています。

主サナンダ：最愛なるトム、あなたから連絡を貰って本当にうれしく思っています。そ

してあなたがしようとしていることに対して、本当に感謝します。そして、わたしたち

があなたのこころに伝えた教えをあなたが受け取ってくれたこと、そしてその簡素さを

理解してくれたことにも感謝します。この集団の背後には、巨大な集金組織が存在して

いるようなことはありません。紫水晶の集団は自分達の記録に対して金銭を求めず、次



元上昇の計画での場所に対してもまったく金銭を求めていません。これは神、創造主の

偉大なる計画からわたしが皆さんに伝えている真実の言葉です。そしてわたしは皆さん

に愛と真実でそれを伝え、またわたしは最愛なるトムに、この言葉をあなたができるだ

け何度も、早く、遠くまで広めてくれるように求めます。そしてわたしは愛を添えて、

あなたに感謝します。

シーラ：わたし達は“エピュロジー”からコメントを貰っていますが、彼らはネブルがわ
たし達の新しい世界にとって相応しい惑星ということに疑問を抱いているようです。こ

のメッセージはかなり長いものです。お答えしていただけるでしょうか？

主サナンダ：エピュロジー、あなたのコメントに感謝します。ネブルは古文書の中で言

及されているものであり、そうした文書はまさにその通り歴史上存在していることが歴

史によって証明されています。わたしは、この惑星は皆さんのために準備されていて、

愛の上に成り立ち、皆さんが近くに立つことすらできない根源からの光で浄化されてい

ることを、皆さんが理解することを必要としています。しかも、皆さんや他の誰もが怖

れるものなど何もありません。ネブルは次元上昇した存在達の故郷であり、邪悪な存在

たちの故郷ではありません。今までネブルについて言われてきたことは、古代の歴史で

あり、過去のことであり、それは終わり、済んだことです。そしてまったく単純な話し

、ネブルは皆さんの天国になるでしょう。

シーラ：そうですか、いとしき主、差し当たり、これでメッセージは終りです。

主サンサンダ：最愛なる妹、あなたにお願いしたいと思いますが、あなたがウェブサイ

トに記録を掲載する時、あなたが一番下のわたしの名前の後に、“どうぞ、ご自由に配
布してください”という言葉を掲載してください。そうすれば、人々は印刷してそれを
自分達の会合に持って行き、それについて議論することになるでしょう。実際にわたし

の記録用のメッセージは、今週は短いものですが、メッセージを読むすべての人々のた

めのものです。毎週、毎月、正確に記録されているので、どうぞ自由に分配してくだ

さい。それは、数多くの人々が、わたし達が目的にしているものに目覚め、それを理解

しているかを確かめられる唯一の方法になります。最も重要なことは、勇気を持つこと

です。それは皆さんがこうしたメッセージを読み、皆さんの教会や集団、聖書研究の学

科の友人達にメッセージを持って行き、これは世界がその終りを迎え、人類は異なる姿

で続いてゆくことを皆さんに説明するために、わたしが神である創造主から送られた本



物の言葉であることを人々に理解させるという勇気です。怖れないでください。現時点

では、わたしは皆さんに奇蹟あるいは合図を与えることはできません。わたしが皆さん

に与えることができるのは、言葉とわたしが手にしている保証、そして紫水晶の集団を

通してわたしが皆さんに伝える言葉と保証だけです。もしも皆さんが見たり聞いたりす

ることをやめなければ、世界中のそれに類似した数多くの集団が、その言葉を皆さんの

こころに届け、その理解を得て、そのことばを伴に広げてくれるでしょう。どうか理解

してもらいたいのは、これは携挙と同じ予言だということです。これは、人類の進化が

すぐ近くに訪れていて、皆さんはそれを確認しそれに参加し、人類を皆さんが今まで決

して見たことも聞いたこともないひとつの水準にまで広げることを特別に許されようと

していることを、皆さんに伝えようとしています。そしてわたしが皆さんに求めるこ

とは、わたしが今伝えている言葉を信じて貰うことだけです。

わたしはいつものように皆さんにわたしの祝福と安らぎを送ります。そしてわたし達が

ふたたび会うまで、愛と光が皆さんを包み込みますように。

サナンダ

SANANDA

Please distribute freely.

http://lightworkers.org/channeling/133860/message-lord-sananda-2nd-june-2011

翻訳： 森のくま (2011-06-15 21:56) 
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Lord Sananda's Message - 9th June 2011 
19 June 2011 - 2:05pm

紫水晶の啓示

AMETHYST REVELATIONS
THE AMETHYST GROUP (EARTHBOUND)
Susan Luffman, Ivor & Sheila Hutchings

TRANSCRIPT OF A MEETING WITH LORD SANANDA (JESUS)
ON 9TH JUNE 2011

アイヴァーが祈りで交信を開く。

IVOR opened in prayer.

主サナンダ：わたしの親愛なる仲間の皆さん、過去数ヶ月間、ほんとうに数多くの人

々が、今何が起っているか、それが何時起るのか、それがどのように起るのかを認識す

ることを望みながら、手紙で質問をしてきました。わたしは、現時点で皆さんがどこに

存在しているのか、とても短い解説を提示してみたいと思います。しかしまず、わたし

は倦むことなく活動し、皆さんにできる限り頻繁に数多くこの情報を伝えてくれている

紫水晶の集団に対して、感謝を伝えたいと思います。

これから訪れる日々は地球水準で対処すべき他の物事がでてくるため、伝達の頻度は少

ないものになる可能性があります。しかし、わしはすべての皆さんが、わたしが皆さん

をそのままにしておかない、皆さんを置き去りにしない、一秒たりともそのままにして

おかない、悲惨と絶望の只中で、病気と災害の只中で、そして数多くの皆さんが死とい

う究極の時を目の当たりにしている時に、わたしは皆さんをそのままにしておかないこ

とを理解してくれることを望んでいます。わたしはかなり遠くに存在しているように思

われるかもしれませんが、しかし心臓の鼓動1回分の距離しか隔てていませんし、すべ



ての皆さんのすぐ側にいる人よりも近くにいて、皆さんに対するわたしの愛は決して尽

きることはありません。そうです、数多くの人々が、わたしの中に、“アルファであり
オメガである”という表現を、最初であり終わりであるという表現を確認することがで
きます。しかし最愛なる皆さん、わたしは皆さんに伝えます。始まりと終りは目の届く

範囲になっています。

皆さんは長い道のりを歩んでいますが、しかしその旅はまだ終わっていません。そして

これが単純な視覚化が有効になっているところであり、その点について、わたしは皆さ

んが助けもなく背後に取り残されていると感じ、また何処へ向ったらよいのか思い巡ら

せている時に、皆さんに利用して貰いたいと思っています。わたしは、皆さん自身を海

の底に潜っている深海潜水士として思い描いてもらいたいと思っています。ある瞬間に

、水晶のように透明で、温かく、静かな海底で、皆さんは皆さんの前にとても明確に道

を確認することができ、そして皆さんは周りの景色を楽しみます－海の生物や植物、色

、水面から海底までつながっている日光の斑模様－そして次に、ことによると、海の静

けさが消えて行きます。皆さんの頭上には、嵐が荒れ狂い、砂が激しく掻き乱され、皆

さんの視界は濁って行きます。そして皆さんは、どうすれば水面に辿り着けるのかと恐

怖に駆られます。しかし皆さんは命綱が存在していることを忘れていました。皆さんの

目の前に綱があり、皆さんはそれを固く握り締めています。すべての驚くべき深海の興

奮と海の静けさの中で、その静謐と美の中で、皆さんはその命綱を忘れてきました－他

の物事が妨げになっていました－しかし今、嵐が荒れ狂っている時、皆さんはその命綱

を必要とし、海底から脱出し、水面に辿り着くために、皆さんはその命綱を攀じ昇る必

要がありますが、しかし皆さんは皆さんの頭上で荒れ狂っている嵐が起っていることを

怖れています。最も安全な場所はどこだろうか？　海底で皆さんはそれがどこなのかを

確認できますか？　最も嵐が荒れ狂っている場所ですか？　いいえ。最も安全な場所は

、しばらく立ち止まって、命綱にしがみ付き、嵐が過ぎ去るのを待っている上程で

あり、また皆さんの究極の目標は海から脱出し、皆さんが確認し経験してきた素晴らし

い物事を手渡すことだということを思い出してください。

わたしはこれがどれほど皆さんの人生に適切なものになっているかを皆さんに尋ねたり

説明したりする必要はありませんが、しかし、わたしはこの交信者の許しを得て、わた

しは皆さんに伝えることになるでしょう。荒れ狂う嵐が起っていました。彼女は彼女の

命綱を見失い、次に彼女はそれをずっと握り締めていたことを思い出しました－です

から、皆さんは彼女が行ったようにすることができます。究極の目標の水面までどんど



ん攀じ昇り、新しい惑星－あるいは、皆さんのボート、皆さんの船、皆さんの灯台－の

新鮮な空気を吸い込みます。わたしの皆さんに対する唯一質問は、“皆さんは皆さんの
命綱がどこにあるか忘れていましたか？”、というものです。

わたしの仲間の皆さん、こころ穏やかに、愛と祝福を添えて、サナンダ

Be at peace my friends, love and blessing. SANANDA

配布自由

Please distribute freely.

http://lightworkers.org/channeling/134314/lord-sanandas-message-9th-june-2011

翻訳： 森のくま (2011-06-22 20:04) 
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Lord Sananda's Message - 16th June 2011
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紫水晶の啓示

AMETHYST REVELATIONS

アメジストの集団経由

THE AMETHYST GROUP (EARTHBOUND)
Susan Luffman, Ivor & Sheila Hutchings

TRANSCRIPT OF A MEETING WITH LORD SANANDA (JESUS)
ON 16TH JUNE 2011.

アイヴァーが祈りで交信を開く

IVOR opened in prayer.

主サナンダ：仲間の皆さん、おはようございます。さて、わたしは今日あなたと個人的

に話しをしたいと思っていますが、しかしその前に記録用として短いメッセージを用意

しています。わたしの妹もまた答えてほしい質問があると思っていますが。

シーラ：親愛なる主、その通りです。イヴォンヌが5月28日付けで手紙を送ってきてい
ます。“わたしは他の霊的な集団やその指導者達を目覚めさせることがかなり困難なこ
とに気付いています。努力が足りない訳ではないのですが。何か提案がありましたらよ

ろしくお願いしたいのですが？　わたしは昨年の2010年5月 以降のすべての交信を読ん
で充分に楽しませて貰い、この知識を他の人々と共有し、さまざまな反応を経験してき

ました。”



わたしの最愛なるイヴォンヌ、わたしへの質問のために時間を割いてくれてありがとう

。残念ながら、言うまでもなくあなたにはいつも愛と理解を持って、粘り強くなって貰

いたいという事の他に、手短な答えが見付かりません。そしてあなたが伝えているもの

を受け入れることができない人々に対して、彼らができることを理解するため にあな
たは彼らをそのままにしておく必要があるのでは、とわたしは感じています。わたしの

最愛なるイヴォンヌ、あなたができることは種を蒔くことだけです。そしてその種が蒔

かれる時、それは充分に注目され、次に美しい花を咲かせることになるでしょう。わた

し達はそれが人類の最終的な進化になると認識しています。わたしの最愛なるイヴォ

ンヌ、努力を続けてください。そしてあなたの愛に感謝します。

さて、もし答えるべき質問がなければ、わたしは短いメッセージを伝えたいと思い

ます:-:

わたしの最愛なる皆さん、前回、わたしは皆さんにわたし達は一緒に存在していること

を伝えました。そしてまた、皆さんに深海潜水士と命綱について伝えました。そしてわ

たしは、その記録を読んでからどれ程多くの皆さんが皆さんの命綱を探し、それを見付

け出したのか、疑問に思っています。しかしまた、わたしはこう尋ねてみます。“既に
それを見つけ出した皆さんの中でどれだけの人々がその命綱を攀じ登り、水面に辿り着

く勇気を持っているのでしょうか？”

わたしは、現時点において数多くの皆さんにとってそれがどれ程困難なことなのかを認

識しています。数多くの皆さんが財政的に困難を抱えています。皆さんの世界全体が財

政的にかなり困難な状態になっています。自分達が望むことをするための金銭を持って

いるほんとうに数少ない国々は存在していますが、しかしわたしは最愛なる皆さんに伝

えたいと思います。これは皆さんが努力しなければならない対象のすべてではないこと

に注意してください。金銭がすべてではありません。そして言うまでもなく、皆さん

にとって皆さんの日々の生活を乗り切るために金銭が重要であることもわたしは理解し

ています。食べ物を購入する必要があり、移動するためには衣服や乗り物が必要であり

、皆さんが自分の家の中に備えている小道具類も必要です。しかし最愛なる皆さん、わ

たしは皆さんに尋ねます。もしも、皆さんがこれほど多くの金銭を必要としてきた訳で

はなく、またたくさんの小道具類を持つ必要がなかったら、そうした状況は、皆さんが

腰を下ろして異なる方法、異なる道筋を熟慮する時間を皆さんに与えなかったのではな



いでしょうか？

わたしはこの少しの間で、記録を読んでいる皆さんがその職業を諦めて皆さんの財産を

寄付し、そして皆さんの家族と伴に家を離れることを提案している訳ではありません。

わたしはこのほんの短い間にそれを示唆しているのではありません。しかしわたしが伝

えようとしていることは、皆さんにそうなれたかもしれないものを良く考えて貰うた

めに、現在の皆さんを良く考えて貰うために、そして皆さんの人生のこの時に皆さんが

どうなっているのか、皆さんは何処に向うことを望んでいるかを良く考えて貰うために

、少しの間 その問題を脇に置いておいて貰いたい、ということです。皆さんは皆さん
の人生を道具類や玩具類で溢れさせていますか？　わたしはここで大きな玩具類につい

て伝えています。高価な乗り物や高価な休日です。皆さんは皆さんの内面が空っぽだか

ら皆さんの時間をそれで埋め合わせているのですか？

わたしは少々教会の宣伝のような響きになり始めていないでしょうか？　イエスを皆さ

んのこころの中に入れ、皆さんの人生を充実させてください。しかし、ご存知のように

、それは別に真実と余りにも懸け離れている訳ではありません。わたしが皆さんにして

貰いたいことは、皆さんがメッセージを皆さんのこころの中に取り入れることです。わ

たしは今まで新しい世界について皆さんに伝えてきましたが、わたしは皆さんに皆さん

の世界で今起っている変化を説明しているその記録を熟慮して貰いたいと思っています

。すべての答えが、気候の変化、経済の破綻、何故それが起っているのかということに

関して皆さんが望んでいる答えが、其処にあります。もしも皆さんがただ立ち止まりそ

の記録に目を向け、実際にこころの中でそれを消化し、そのメッセージについて熟慮す

れば、それを皆さんのこころの中に取り込み、皆さん自身で準備を整え、最愛なる皆

さん、皆さんがそれを終えた時、別の人が理解する支援をし、耳を傾ける支援をし、そ

してそれを今後も続けて行けば、次元上昇の計画は前に向って加速して行くため、日が

経つにつれて、本当に数多くの皆さんが集まり、準備を整え、新しい世界を、そして

人類 の進化の次の段階を、待ち望むようになるでしょう。それには勇気が必要になり
ます。それには強さが必要になります。身体の強さではなく、精神の強さであり、ここ

ろの勇気です。皆さんが認識しているあらゆる光の活動家に尋ねてください。紫水晶の

集団の誰にでも尋ねてください。彼らは皆さんに、それは献身、 強さ、そして勇気が
必要になる、と伝えることになるでしょう。しかし皆さんはそれができます。何故なら

、皆さんは既にいつもそれを行っていて、そしてわたしが皆さんの側にいるからです。



憂慮せず、怖れないでください。こころ穏やかに進み、お互いに助け合い、そして皆さ

んが皆さん自身を愛するように、お互いに愛し合ってください。数多くの祝福を。

サナンダ

SANANDA

どうぞご自由に配布してください。

Please distribute freely.

http://lightworkers.org/channeling/135188/lord-sanandas-message-16th-june-2011

翻訳： 森のくま (2011-07-01 21:12) 
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Lord Sananda's Message - 11th January 2012
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TRANSCRIPT OF A MESSAGE FROM LORD SANANDA (JESUS)
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これは、紫水晶の集団の愛を通してわたしのかけがえの無い友人達、わたしの愛に溢れ
た熱心な兄弟姉妹達、そしてわたしが愛するすべての人々と個人的に認識している人々
に対する、わたしのメッセージです。 
わたしの仲間の皆さん、実際のところ、今年明らかになる変化についての情報が人類に
対してもう少し与えられています。その変化は、人類の新しい時代、次元上昇、一部の
ひとは新しい変化と呼ぶようになるその兆候を示唆することになるものです。 
世界中に紫水晶の集団のような数多くの集団が存在していて、その集団は同じメッセー
ジを受け取り、そしてそれにもかかわらず依然として人類はわたしが伝えているものに
対してそのこころと目を閉ざしています。 
今年は、すべての国々、すべての信念体系に属するすべての男性、女性、そして子供
達が、数々の言葉よりも行動が雄弁に語る状況を確認することになるでしょう。わたし
の数々の行動と今起っている変化が、人類とわたしの父の人類の完全化のための詳細な
計画との間の疑いの余地を取り去ることになるでしょう。 
既に、皆さんが居住している半球（紫水晶の集団が存在している北半球）の季節が、混
乱を引き起こしています。実際のところ、すべての皆さんが、これは聖ヨハネがその黙
示録の中で示した古代の預言であることを認識しています。わたしの父によって許され
たその預言は“すべての季節がお互いに区別がつかなくなる時、それは人類がその答え
のために天を見つめるようになる時であり、それは新しい時代の夜明けであり、古い時
代が終わる時である”、というものでした。バビロン（物質的な物事や硬貨に対する愛
着によって引き起こされる混乱）は、既に倒壊しているところです（わたしが去年に
前もって伝えておいた通りに）。皆さんは、世界的な景気後退として現在これを認識し
ています。 
わたしは、これから皆さんの世界に降りかかってくる自然災害に話を戻すことはない
でしょう。何故なら、この話は真実であり、それはひとつの現実性であり、前もって伝
えておいたようにやがて実現することになるとは言っても、それは変化の否定的な側面
になっているからです。 
わたしは、皆さんに過去2年間の紫水晶の集団の数々の教えの内部で保有されている情



報に着手することを要請します。直接皆さんの霊に向かって、それを瞑想してください
。そして疑いあるいは疑問が湧き上がってきた時は、皆さんの内部に向かって、あるい
は皆さんと伴に存在している指導霊に対して、解決策を求めてください。 
皆さんの世界は確実に変化しているところですが、しかしゆっくりとした変化であり、
前もって伝えておいたすべての物事は、最適な時期に、わたしの父の時の中で、起るこ
とになるでしょう。父の計画は完全であり、愛情に満ち溢れています。父は父が創り出
した人々を、そしてさらに素晴らしい物事に向かう運命を与えられている人々を、危険
にさらすことはないでしょう。 
怖れることなく、不誠実で“人類の終焉”の預言を試みることによって自己権力の強化を
期待している精神達の仮定の話に耳を傾けないでください。次元上昇は、何万年も前に
人類が経験したひとつの段階と何ら変わることのないものです。それは4つの手足で歩
くよりはむしろ2本の足で立つことを目的にしたものでした。皆さんは、皆さんはこの
段階を経験したことを認識することさえないでしょう。それは以前のように、努力を要
することなく、自然なものになるでしょう。これは最後の段階であり、それが人類を完
全にすることになるでしょう。そして完全な姿は、人為的な貪欲、暴力、そして憎悪が
存続している世界ではなく、“完全な世界”の中で暮らすことが必要です。 
今回は次元上昇について真実を伝えるために奮闘しているすべての人々にとってひとつ
の困難な時期になりますが、しかしわたしはすべての皆さんに伝えます。今は、皆さん
の霊のために存続の手段を選択し、皆さんの身体のために慰めを選択し、皆さんが今ま
で学んできたことやこれから訪れる日々に最良な手段を良く考える時であり、そして皆
さんはこうした数々の贈り物を利用することができます。教室から離れる時期は今、急
速に近付いていて、そしてそれにもかかわらず、皆さんは学習を続けることになるでし
ょう。皆さんは今、皆さんが今まで学び、目覚めてきた物事を実践することが必要にな
っています。 
怖れることはありません。わたしはいつも、そして最後まで、皆さんと伴に存在してい
ます。 

愛と光の中で、サナンダ
In Love and Light SANANDA  

http://lightworkers.org/channeling/150548/lord-sanandas-message-11th-january-2012

http://lightworkers.org/channeling/150548/lord-sanandas-message-11th-january-2012
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皆さんのキリストの自己が輝くことを許す
Allow Your Christ-Self to Shine
A Message from Sananda
5 September 2011 - 6:14pm

ジュリー・ミラー経由

Channeler: Julie Miller

Allow Your Christ-Self to Shine
A Message from Sananda
Channeled by: Julie Miller September 5, 2011 

こんにちは、そしてすべての子供達に祝福を！　わたしは皆さんが少し時間と取って、

皆さんひとりひとりに対するわたしの無限の愛と光で、わたしが皆さんを包み込むこと

を許すことを求めています。

今、自分自身の啓発と更なる成長を実現する方法について尋ねている、数多くの美しい

魂達が存在しています。親愛なる皆さん、最良の方法は、それが誰であろうと、いつも

私心を無くして、愛情溢れるすべての存在達に無条件に委ねることです。受けることを

期待せずに与えることこそ、愛の本来の姿です。霊的で個人的な報酬はあらゆる支払い

よりも遥かに勝っているため、皆さんは金銭的な報酬を要求するべきではありません。

皆さんが私心無くその立場を明らかにする時、皆さんは皆さんのこころから注がれてい

る愛と同じように無条件にこれを行います。これに関して不完全な状態は存在していま

せん。人々が安らぎ、導き、そして支援を必要としている時に他の人々に皆さん自身を

提供するという行いは、単なる学習だけからでもより巨大な変容をもたらすことになる

でしょう。

皆さんが認識するために存在しているものを学び、意欲的にそして愛情を込めてそれを

皆さんの導きを求めている人々に適用してください。彼らは皆さんのように光の活動家



である必要はありません。親愛なる子供達、歳を重ねた人々が棚の高い場所にあるもの

に手を伸ばしている状態を支援することは、そして皆さんの共同体の中に存在している

あらゆる政府機関において皆さんが頻繁に行う事ができるボランティア活動は、今皆さ

んができることの単なる実例に過ぎません。皆さんの私心の無い行為は、わたし達の誰

にも気付かれないまま見過ごされるということはないでしょう。そして皆さんは、皆さ

んを出迎える笑顔から皆さんの努力を確認することになるでしょう。皆さん自身を無条

件に愛し、与えることは、皆さんがすることができる最も美しく神聖なる行為のひとつ

です。皆さんは、教育、障害、人種、理解の水準、文化等々に関わらず、すべての存在

に対して皆さんの思いやり、親切、そして慈悲を明らかにするようになるでしょう。皆

さんのキリストの自己は燦然と光を放つようになるでしょう。

掛け替えのない子供達、わたしの支援を求めることを躊躇わないでください。それは皆

さんの啓発へ向けた前進の一歩を速める際に役立ちます。皆さんが既に気付いているよ

うに、これは簡単な道筋ではありません。わたしやわたしと一緒にいる天使達は、皆さ

んに可能な手段が何であれ、皆さんの共同体や世界の中で私心無く奉仕する皆さんの愛

情に満ちた努力を支援するために、皆さんを支えることになるでしょう。わたしは皆さ

んが皆さん自身の内面で、わたし達の父やもちろんわたしに由来している皆さん自身の

無限の光と優雅さを感じる支援をすることになるでしょう。わたしはこの変容の時期に

、皆さんが達成することを目標にしているものについてさらに高い確信を皆さんが築き

上げるまで、皆さんをしっかりと支えることができます。皆さんが追随することを選

択し、また父なる根源としての神、創造主と一体になることを選択した道筋は、称賛

すべき道筋です。荒々しい時代を通してでさえ、こうした荒々しい時代は解決される

ため、意識を集中した状態を保ってください。

無条件の愛と私心の無い奉仕を提供しながら皆さんがそのこころを通して生きることを

選択する時、皆さんはこの地球のすべての存在達についてのすべての断定的判断や思い

込みを取り除き、何も強要せずに彼らという存在そのものを受け入れています。皆さん

ひとりひとりは同じ道筋を歩んでいますが、しかしまた皆さんひとりひとりは異なる靴

を履き、異なる経験を積んできて、また異なる水準の理解と成長を経験しています。も

しも皆さんが、自分達のキリストの自己という状態を通して生きている存在として、事

実通り皆さんのこころを通して生きているのであれば、その何れについても断定的に判

断され、あるいは劣っていると判断されるべきものではありません。



掛け替えのない子供達、皆さんの行いにおいてさらに愛情溢れる態度を選ぶことによ

って、今度は皆さんが皆さんの内面の自己の中により多くの光を許していることになり

ます。皆さんが今までに学び、達成したあらゆるものと伴に、この光は、皆さんがいつ

もそうであったように、光を放ちながら満たされている美しい光の存在として、外部に

向けて反射するようになるでしょう。皆さんは単純に皆さん自身をさらに高く進化させ

ているところです。今は、進化して、廃れた教えを排除し、さらに新しく新鮮な考え方

を採り入れる時です。わたしは、数多くの人々の今回の旅の一部で、彼らがその過去に

足を踏み入れた時、その場で彼らを傷付けているものを一掃することに取り組みながら

、彼らの手を握って彼らを安心させてきました。そしてわたしはわたしを探し求めてい

る人々を安心させ続けることになるでしょう。

古い付着物を取り除くことから進化するようになるさらに新しい皆さんは、自分達の神

聖なる一体性とさらに深く結び付き、いつもさらにキリストのように存在することにな

るでしょう。皆さんの旅は完全なる平衡を必要としているため、わたしは皆さんがその

男性の自己と女性の自己が完全なる平衡状態を見付け出すための支援をすることを目標

にしています。皆さんがこのような状態になっていない時が訪れるでしょう。平衡が取

れていない時期の間は皆さんが内省に向かう時であり、また皆さん男性と女性の極性の

不均衡を引き起こしている問題点が何処にあるのかを整理する時です。瞑想をすること

ができる皆さんにとっては、皆さんはこの驚くべき逃げ道と、皆さんの光の身体の存在

に穏やかさを取り戻す方法を発見することになり、皆さんの男性と女性のエネルギーは

再び調和を取り戻すようになるでしょう。

皆さんが皆さんの日々の生活に対してさらに愛情溢れる姿勢を選択する時、皆さんのこ

ころはさらに広く開き、皆さんの魂はさらに深くなるでしょう。掛け替えの無い子供達

、皆さんの霊的な成長のエネルギーを通して皆さんのキリストの自己が輝くことを許す

ことは、深遠な意味を持っています。皆さんが徹底的に受け入れられているような感覚

です。皆さんすべてに対するわたしの愛は、完全なものであり、永遠に続くものです。

皆さんがこれほど悪く確認することを望んでいる未来は、本当に間近に迫っています。

もしも皆さんが可能であれば、皆さんが確認するものは皆さんが日々行う選択によって

簡単に変えることができることを認識しながら、その想いを最大にしても構いません。

今現在に生きることが大切です。皆さんのエネルギーを今行う必要があるものに集中さ

せてください。親愛なる子供達、明日は、瞬く間に訪れるでしょう。決してそれを疑わ



ないでください。これからは人類すべてのために純粋な愛だけで輝くようになる皆さん

のこころと行いを通して無条件に生きることによって、成長し、皆さんが求めているキ

リストの自己になってください。

わたしはサナンダ、わたしはキリスト意識であり、わたしはそれに劣ることはなく、さ

らにそれ以上であり、自ら存在する者です。

皆さんの内なる神を拝して。

Namaste, Sananda through Julie Miller

©2011 Industry Canada. Reproduction of this publication is prohibited without the name of
individual that created the work and the entire piece of work remains completely as it was found.
And giving credit to the source where the material was located.
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神の霊は、ひとりひとりの皆さんの内部に宿っ

ている
The Spirit of God Dwells Inside Each of You
29 February 2012 - 6:51pm
 
The Spirit of God Dwells Inside Each of You
Message from Lord Sananda
Channeled by: Julie Miller February 29, 2012
 
わたしが人々の間に穏やかさをもたらすために現れたと信じている、数多くの親愛なる

魂が存在しています。それにもかかわらず、わたしはすべての中で最強の武器を持って

現れました。わたしは、神の霊が繊細な個人ひとりひとりの内部に宿っているという力

強い真実と認識を携えて現れました。この真実は、一度それが認められ、皆さん自身の

内面に向かうことで確認され、言葉にできない知識を維持している皆さんの真の自己に

気付いてしまえば、まさに穏やかさを生み出します。皆さんの内部に蓄えられているそ

の知識は、学校で教えられたものでも、書籍から学んだものでもありません。これは内

面の叡智であり、皆さんのDNAを満たし、特殊な数々の瞑想を通して到達できるもの
です。それは、皆さんが既に熟慮したものに対する明確化や、あるいはさらに深い研究

を求めて頼りにする、数々の書籍や論文と同じものです。

 
皆さんがその内部で休んでいるその真実を学ぼうとするなら、皆さん自身を刺激して、

皆さん自身を後押しできることが必要になります。皆さんの親や介護者達は、ただ皆さ

んに自分達が認識している情報を提供することができるだけです。それはその時点で唯

一の真実として認識されていたため、これは、それが真実ではない、あるいは真実であ

るという判断をするものではありません。したがって、皆さんが伝えられたことは真実

でした。何年もの間、さらに認識する要求を刺激して人間の好奇心を引き付ける、非常

に多くの見解や研究に関する情報が送り届けられてきました。数多くの魂達が成長しな

がら聞かされてきた数多くの真実が安定を欠き、解消されてしまうのは、今のこの時点

です。ひとりの親愛なる魂が個人の自己を発見するために外に向かう時、ひとつの全体



的な新しい世界が目の前に浮上し、その目は昨日の基準を遥かに超えたものを確認し

ます。皆さんの介護者達を非難しないでください。何故なら、彼らは自分達に可能な、

最新最良の知識を教えたからです。今度は、皆さんが少しずつ習得しているものの教師

になる番です。親愛なる皆さん、もしもできるなら、皆さんの介護者か皆さんの幼少期

を支えてくれた人々の所に行って、皆さんが学んだことを教えてください。皆さんの経

験を共有してください。この開かれた共有が、両方の立場の人々が適切に学び成長する

ように、力を与えることになるでしょう。

 
皆さんが新しく習得した方法を教える場合、皆さんは必ず完全に熟練した状態でいてく

ださい。皆さんが既に到達した、完全性という具体例よって明らかにできるようになっ

てください。もしも皆さんがその霊的な発達、達成、そして成功をもたらすすべての試

練と苦難を経験していないのであれば、皆さんは事実通り他の人々に教えることはでき

ません。

 
皆さん自身が、神の意志に従い皆さんのこころを通して生きることに対する献身と深い

関与の主要な実例になることについて、皆さんは、数々の苦労を通して手に入れた恩恵

を表している、目に見えるひとりの指導者になるでしょう。皆さんの真実に向かう道

筋は、長く陰鬱な旅のように見える可能性があります。親愛なる皆さん、元気を出して

ください。その道の途中で、数多くの感謝に気付きます。そうその通り、皆さんに対抗

して、ただ皆さんの啓発の道筋から皆さんを惑わそうとする、数多くの敵対者が現れる

でしょう。それが彼らの目的です。彼らは、皆さんが皆さんを支援する場合と同じくら

いの愛を必要としています。皆さんのこころが皆さんを導いている方向に向かう、その

皆さんの進路を維持してください。堅実になり、皆さんが持っている洞察力に満ちた叡

智と、皆さんは皆さんや皆さんに最も近い人々のために最良で最高の善を行っていると

いう理解で、皆さんの足場を固めてください。皆さんが歩んでいる旅は、既に数多くの

興味深い曲がり道や曲がり角を持っていることが観察されています。皆さんの最終的な

目標に意識を集中し続けて、皆さんの道筋を急いで横切る人々やその途中にいる皆さん

自身を許してください。親愛なる皆さん、他の人々の悪意にかかわらず、皆さんが出会

うすべての人々を愛してください。善良な態度を維持することが、努力を要するそれぞ

れの課題を通して皆さんに役立つことになるでしょう。そしてそれぞれの連続の後で、

穏やかさを届けてください。親愛なる皆さん、わたしは途切れることのない愛とすぐ隣

に存在している状態の中で、皆さんと伴に歩んでいることを理解してください。

 



親愛なる皆さん、もしも皆さんが、事実通り皆さんの大切なこころの内部に在る真実と

、皆さんとわたし達の天の父との間の真実に純粋な確信を持ち、そして皆さんがその父

の愛と皆さん自身の霊の力と逞しさを疑うことがなければ、皆さんはこれほど長い間経

験してきた幻影に、これ以上盲目にされることはないでしょう。皆さんは、皆さん自身

の真実の中の知識と皆さんがそういった情報の探究や発見から得た叡智が、事実通り力

強いものであることを明確に理解するようになるでしょう。それはこの真実であり、こ

れほど平易で単純なものであり、それは皆さんが今歩んでいる道筋に沿った次の段階に

向かう方向性を明らかにしています。

 
皆さんがそのこころ、身体、そして霊の内部にあるこの叡智と純粋な愛を承認する準備

を整える時、皆さん自身の霊的な存在が無限の力で満たされることになるでしょう。も

うこれ以上疑問あるいは憶測をすることがない純粋なこころで、自分達の利己的な自我

を持たずに生きる人々は、自分自身と神の絶対的な信頼を学ぶことになり、祈りの対象

とするものを受け取るようになるでしょう。嗚呼、わたしは既に、本当に数多くの皆さ

んが既に考え、疑問に思い、その他のことを考えていることを理解しています。祈り

から、そして皆さんの最も大切な発現から皆さんが受け取るものは、神聖なる時と呼ば

れているものの中を通して現れることになるでしょう。忍耐は、これに先立って達成さ

れることになる数々の熟達の内のひとつです。そして、祈りの対象となっているものの

理解は、そう意図されている時に現れることになるでしょう。忍耐は、数多くの親愛な

る魂達がそれを克服し完成させるため取り組む最も大きな数々の障害の内のひとつです

。忍耐は、絶え間ない配慮と維持管理が必要になります。何故なら、今皆さんの人生に

おける現在の年代は、信じ難い荒廃と混沌に満たされているからです。

 
祈りと精神の内部の明示を用いて、皆さんが今目指しているものの結実を実現するため

の意志と選択に従うことは、依然として皆さんに委ねられています。今、皆さんが要求

しているものを創り出すための努力に取り組んでください。皆さんのこころと魂をそれ

ぞれの努力に向けてください。皆さん自身が導かれることを許して下さい。それで皆さ

んは、皆さん自身がさらに数多くの選択肢に導かれていることに必ず気付くことになる

でしょう。それによって皆さんは、皆さんがその人生にもたらそうとしている目標によ

り一層近付くことができます。親愛なる皆さん、皆さんが今求めているものの達成に向

けて皆さんが選択するそれぞれの段階が、皆さんにさらに巨大な叡智をもたらすことに

なるでしょう。一度皆さんがその目標の達成に成功してしまえば、自己満足という魅惑

的な感覚が、真の自己評価と伴に皆さん自身の最も深い部分に浸透し、さらに高い数々



の水準に向かう皆さんの自信を刺激して、皆さんを巨大な恩恵をもたらすことになる他

の何かを試みるように促します。

 
親愛なる皆さん、皆さんは皆さん自身の現在の創造者であり、皆さんが皆さんの未来を

展開する方法は皆さんに委ねられていて、皆さんはその数々の選択を行います。皆さん

が別の瞬間に一段と進むことができないように見える時、それでも進み続け、皆さん自

身を励ましてください。その状況とは、皆さんが今までこれほど多くのエネルギーを注

いできて、最も有望になっているその仕事を達成する前に、皆さんがそれを中止する時

です。皆さん自身の中に、いつも最も深い確信を持ってください。そして皆さんのここ

ろの中で、神の意思と神の永遠の愛に対する皆さんの深い関与が、皆さんに素晴らしい

穏やかさと調和を届けるようになることを認識してください。

 
わたしは主サナンダ、ジュリー・ミラー経由

I AM Lord Sananda through Julie Miller
 

http://lightworkers.org/channeling/153845/spirit-god-dwells-inside-each-you

http://lightworkers.org/channeling/153845/spirit-god-dwells-inside-each-you


皆さんの愛の力に気付く

皆さんの愛の力に気付く
Discover the Power of Your Love
21 May 2012 - 6:26pm
 
ジュリー・ミラー経由

Channeler: Julie Miller
 
Discover the Power of Your Love
Message from Ascended Master, Sananda
Channeled by: Julie Miller May 21, 2012
 
 
今日というこれほど輝かしい日に皆さんと一緒にいることができて、光栄に思います。

 
輝くこころ達、皆さんが最終的に考え方の方法全体を意識的に変える選択をして、たゆ

まぬ努力をしている数多くの熟達者達からの教えや利用できる書籍や教育資源からの教

えを受け入れる時、次に皆さんを完全にする皆さんの仕事が始まります。この努力は、

決して単純な仕事ではありません。それは、わたし達の創造の父である神の影響力を充

分に自覚して行われます。皆さんが皆さんの詳細な計画の基準調整の数多くの段階を模

索する一方で、皆さんは他の人々に対する敬意を持ち続け、皆さんが公表する真実を別

の人に強要しない方法を習得することが必要になります。皆さんが気付くことを共有す

ることはひとつのことです。ひとりにとっての真実を理解することは、別の人にとって

も同じことを意味している訳ではありません。親愛なる皆さん、皆さんが皆さんの意見

を別の人に強要する時、この行為は、自分達の神性の発現の中で努力している人々の行

為ではありません。

 
親愛なる皆さん、皆さんの勝利は、皆さんが叡智の開花を妨げる延々と続くあらゆる無

知を克服し、取り除くことができる時に現れます。皆さんの最高の成功そのものは、す

べての人々や物事の中で、善悪や適切な洞察を識別することができる能力を、皆さん自

身で発達させることです。こうなっている訳は、皆さんが皆さんの叡智や優しさを発展



させて育て上げ、皆さんの人生に現れるすべての人々に対してより思いやり深くなるか

らです。文化的な選択や理解がどのようなものであろうとも、敬意、愛、そして思いや

りは等しく公平に適用されなければならないものです。

 
あらゆる皆さんひとりひとりが、実在するものから実在しないものまで、また評価され

ているものから評価されていないものまで、理解し、識別することを習得することが必

要になります。それが微かな才能なのか皆さんを包み込んでいる資質そのものかどうか

は別にして、皆さんの満足のために神によって創り出された鋭い観察を受け入れてくだ

さい。皆さんが進んでいる旅を通して、皆さんの個人的な数々の課題、皆さんが理解す

る数々の教え、そして皆さんが手にする情報は、まさしく皆さんがそう運命付けられて

いる存在に発達するために役立っています。皆さんが読み解くすべての情報を通して、

皆さんは普遍的な尺度で一体になることが不可欠であり、それが絶え間なく起っている

ことを学んでいます。皆さんがその一部になることを目指している一体性の普遍的な単

位が、皆さんをすべての創造の根源との一体性に結び付け、また自分達のエネルギー

をこの自分達自身の完全性を達成するために利用している数多くの個人達に結び付け

ます。

 
皆さんが皆さん自身の完成に全力を傾けて、皆さんの意識をさらに高い領域に引き上げ

ることをより素晴らしくできるほど、皆さんは神と一体になる状態に近付きます。輝く

こころ達、この結び付きが、深い穏やかさと調和をもたらし、それが間違いなく皆さん

の人生のあらゆる部分に影響を及ぼします。輝くこころ達、皆さんの幸せは、皆さんが

気付いた真実を明らかにしている情報の中にあります。自分自身の真実は、知識と叡智

をもたらし、機能する機会や自分達の神性の発現の内部に存在する機会を実現させます

。皆さんのすべての状況を通して、皆さんは反撃に転じて存続するための創造的な数々

の方法を発達させました。皆さんの人生経験は、皆さんの絶えず発展し拡大する叡智の

入り口です。ひとりひとりの皆さんの内部に、巨大な力が存在します。輝くこころ達、

皆さんの真実を明らかにして、さらに深い美を発見し、より巨大な善のためにいつもそ

こに存在しているその力を活用してください。この力は皆さんの内部の力であり、皆さ

んの強さ、勇気、そして決断です。それは皆さんの愛であり、思いやりであり、そして

無私やそれ以上のものです。親愛なる輝くこころ達、ここが実在する皆さんが居住して

いる場所です。この実在する皆さんを明らかにしてください。世界が、その輝きを確認

することを許してください。その輝きは、今まで確認されることを切に望んでいました

。皆さんが新しく不安内で、特にかなり長い間自分自身の完全な仕事をしてきた人々に



囲まれている時、皆さんの方法を見付けることが困難なものになり得ることを、わたし

は認識しています。あらゆる人に出発点があります。輝くこころ達、敬意、共有する等

しい機会、そして成長が必要になります。ひとりひとりの皆さんが、提示する多くのも

のを持っています。

 
輝くこころ達、皆さんが直情的にならないようにして、皆さんの周りのすべてにある叡

智を実現する際にさらに調和した状態になることを学ぶように、わたしは皆さんに働き

かけます。堅実に進める代わりに、行動を控えて耳を傾けることによって、皆さんが道

に迷うことはないでしょう。その代わりに、皆さんは皆さんの限界と自覚的意識を拡大

するようになるでしょう。輝くこころ達、皆さんは時にゆとりを持って呼吸し、実際に

世界を確認することが必要になります。急ぐのを止め、霊が皆さんに伝えようとしてき

たものに耳を傾けてください。ゆとりを持ち、皆さんが理解することを選択すれば気付

くことが可能なその叡智を吸収できることは、皆さんを実際に皆さん自身の人生の目的

に近付けるようになるでしょう。輝くこころ達、皆さんが愛と伴に内面で数々の段階を

踏む時、皆さんの神性の発現がまさにそれを行っています。

 
輝くこころ達、もしも皆さんが充分に真剣で粘り強ければ、皆さんが受け取り、獲得す

ることが運命付けられていたすべての知識と叡智を達成することになるでしょう。皆さ

んは積極的にその真実と叡智を無限のものとして理解し、その真実は個人の人生の中の

素晴らしい部分だけをすべての目的にしている訳ではないことを理解することが必要に

なります。その真実は、ひとりの個人の信念、特徴、そして個性を取り囲んでいるすべ

ての物事の完全な均衡になります。個人の真実に気付くことの範囲には、個人が完全で

はない領域は、皆さんがその変化と発達に努力している完全な集合体の一部になってい

ることを受け入れることがあります。皆さんが既に得意な領域に習熟すること、皆さん

の長所になっていない領域を強化することです。すべてが行われる時、皆さんは皆さん

の本来の姿である愛になることが必要になります。皆さんは、皆さんが事実通り皆さん

自身を愛することができるまで、実際にお互いに愛することはできません。

 
物質的な美に対する強迫観念が、既に明らかになっています。皆さんの身体の外見、内

側と外側に気を配ることは大切ですが、しかしそれは皆さんの完全な人生を占有する場

所ではありません。平衡が取れていることが必要になります。そして輝くこころ達、皆

さんの物質的な身体の容姿は、皆さんの霊の身体に対する現実性ではないことを理解し

てください。わたし達は神聖なる存在として、皆さんの身体がどのように見えようとも



、皆さんを愛します。わたし達は、皆さんが達成しようと努めている印象によって皆さ

んを多く愛したり少なく愛したりはしません。世界のための愛、歓び、穏やかさには限

界はありません。神の愛の心地良さの中では、厳重な食事制限や日課を提示されること

はありません。霊的な学習や実践の間でさえ、熱心に打ち込んでいたりより多く研究し

ていたりするからといって、ひとりの個人を別の個人よりも多く愛することはありま

せん。これは、依然として生き永らえている大きな誤解です。例えひとりひとりの皆さ

んが異なる高さにいて、異なる物事を学んできたとしても、他の人々よりも優れている

人はひとりもいません。権威を気取る必要は無く、わたし達はそれに目を向けません。

わたし達はこうした数々の壁や幻影の後ろを見て、見せ掛けの背後の真の人格を確認し

ます。輝くこころ達、皆さんが無条件に愛する時、この愛は次に持続し尽きることの無

いものになることを、わたし達は皆さんに伝えることになるでしょう。それは条件を持

たない愛であり、純粋なものです。この途方もない力の核心部分に、汚れて不純なあら

ゆる物事を転倒させる能力があります。たとえ数多くの人々が気付いていないとしても

、この部分を純粋に完全に愛することは、人間が努力している目標になります。数多く

の皆さんのこころが洞察しているように外部の世界にはひとつの渇望がありますが、そ

れは、真の実在する愛に気付くことです。この愛にまだ気付いていないひとりひとりの

皆さんは、完全に自分に合致するようになる愛に気付くように運命付けられています。

この愛は、今回の生涯かあるいは次の生涯で、人々の前に現れる可能性があります。輝

くこころ達、今行っていること、そして身さんが行う数々の選択が、皆さんの未来を決

定します。完全に皆さん自身を愛することを学び、皆さんの旅の道筋に明確に従ってく

ださい。意識を集中して、現在に留まってください。未来は、そう運命付けられている

ように展開するでしょう。皆さんは未来に殺到することはできません。輝くこころ達、

愛はいつも皆さんに気付いていることを理解してください。愛は炎であり、皆さんの叡

智の食料であり、そして皆さんがこれほど多くの物事を通して継承してきた理由です。

皆さんがすべての理由を取り除いた後のそのすべての根底に存在するものが愛であるこ

とを、皆さんは気付くことになるでしょう。

 
お別れする前に、皆さんが適切に真実に生きて、公正で、皆さんのすべての努力におい

て愛情溢れる状態になるように、わたしはひとりひとりの皆さんを元気付けたいと思い

ます。親愛なる輝くこころ達、皆さんの旅に沿って、皆さんは古い数々の習慣を取り除

いて、より新しく輝いている習慣を生み出していて、皆さんはその皆さん自身に気付く

ことになるでしょう。死はいつも期限切れの身体から去る個人を目的にしている訳では



ありません。死はまた、愛、希望、尽きることのない思いやりにあふれたより良い方法

の見返りに古い方法を手放すことを目的にしています。愛で皆さんの数々の変化を受け

入れて、不要な心配から皆さんを自由にしてください。皆さんは蛇行しながら進んでい

るため、皆さんがわたしのところに向かう皆さんの道に気付くことを許してください。

わたしサナンダは、わたし達の父の愛に満ち溢れている穏やかで暖かい抱擁で、皆さん

を歓迎するでしょう。

 
わたしは高位の霊的指導者、サナンダ、ジュリー・ミラー経由

I AM Ascended Master, Sananda through Julie Miller
 
http://lightworkers.org/channeling/159813/discover-power-your-love

http://lightworkers.org/channeling/159813/discover-power-your-love


皆さんのすべての行いの中で、行動する神を実証する

皆さんのすべての行いの中で、行動する神を実

証する
Demonstrate God in Action in ALL You Do
24 September 2012 - 10:20am
 
ジュリー・ミラー経由

Channeler: Julie Miller
 
Demonstrate God in Action in ALL You Do
Message from Sananda
Channeled by: Julie Miller September 24, 2012
 
 
すべての世代のこれほど数多くの美しい子供達が、この信じ難い世界を満たしています

。皆さんが内面の奥深くである種の虚しさを感じ、同時に、皆さんの日常生活の日課の

退屈を上回るものを達成する必要性を感じた時、数多くの皆さんが霊的な旅を始めま

した。この旅そのものが、今まで皆さんと皆さんの美しいこころの故郷を、神に向かわ

せてきたものです。親愛なる皆さん、神はすべての人々を待っていて、無条件の愛と皆

さんという存在全体を満たす最も暖かい光で、皆さんに挨拶を送ります。

 
皆さんの内部にひとつの力があり、その力が、この旅を始めて皆さんの生命の意味を発

見するように、皆さんに呼びかけました。神の光こそが、皆さんが真の自己の認識に向

けて前進するように合図を送りました。最愛なる皆さん、皆さんがすべてひとりの霊的

な存在として、存在するすべてと結び付いているという理解に目を向ける時、それが皆

さんの真の自己です。

 
最愛なる皆さん、それは皆さんを出迎える人生の数々の困難な課題を受け入れることと

関係があり、その課題を通して皆さんは、皆さん自身や皆さんに最も近い他の人々、そ

して最も極端に愛を持たない人々を、無条件で愛することを学びます。親愛なる皆さん



、皆さんに約束されている人生の現在の流れに乗って進み、他の人々の自由意志に口を

挟まずに皆さんの自由意志を表現する方法を学びながら、皆さんのすべての活動に対し

て責任を持つことが不可欠です。皆さんの真の自己は、皆さんの魂が宿っている身体を

大幅に上回るものです。最愛なる皆さん、ひとりひとりの皆さんが、全人類の真髄であ

り気質である活き活きとした生命力の一部です。

 
親愛なる皆さん、人生の意味は、神が皆さんを愛するように、わたしが皆さんを愛する

ように、皆さん自身と他の人々を無条件に愛することを学ぶことです。皆さんは、皆さ

んの真実と、皆さんの目的を含めた人生の中のさらに巨大な目的を探すように、運命付

けられています。皆さんは、皆さんがその道に沿って出会う他の人々の自由意志に干渉

せずに、これを学ぶように運命付けられています。親愛なる皆さん、真の目的地は、ひ

とりのより良い個人になり、あらゆる人やあらゆる物事と結び付いているという愛に溢

れた完全な感覚を実現する方法を学ぶことです。また皆さんは、ひとりひとりの皆さん

の内部に存在する穏やかさに気付き、行動する神になるという皆さんの真の特質に波長

を合わせるように運命付けられています。

 
今は、さらに巨大な善のために伴に学び、一体となって働くために努力することが、今

まで以上に不可欠になっています。数多くの多様な確信のすべてで、個人は追随するこ

とを選択できます。親愛なる皆さん、皆さんのつながりを思い出すことが大切であり、

わたしはひとりひとりの皆さんに、黄金律を思い出させます。最愛なる皆さん、黄金律

はひとつの道徳指針であり、人々が穏やかに調和して伴に生きるための方法を学ぶため

の支援をします。忍耐と配慮と純粋な思いやりでお互いを扱うことを、いつも目標にし

てください。そうです、この指針には数多くの変型があり、ひとりひとりの皆さんに適

切なものは、個人的なものです。黄金律は、皆さんの感覚や経験を説明するために創り

出され、利用されます。加えて、皆さんが他の人々を考えて、人々が考える、あるいは

感じる可能性がある姿を視覚化し、あるいは思い描くように試みることが必要です。

 
親愛なる皆さん、皆さんが他の人々を丁寧に思いやりをもって扱おうと努力する時、皆

さんはそれと同時に、すべての人々は同じである、という憶測を立てることはありま

せん。皆さんは、ひとりひとりの皆さんは皆さん自身の感覚を持っていることを、既に

良く自覚しています。他の人々に配慮している状態は、誰の境界線も侵害せず、むしろ

皆さんのもうひとつの延長として黄金律を適用することによって、皆さんは皆さんが行

うすべての物事の中で、皆さんの感覚、考え、行動、そして言葉を通して、皆さんの神



の属性を実証し始めます。

 
親愛なる皆さん、わたしは、皆さんがこころを通して皆さんの人生を生き、皆さんの意

思決定の手段の一部として黄金律を受け入れるように呼びかけます。皆さんが他の人

々に、特に皆さん自身とかなり異なる人々に強調する際に役立つように、この聖なる法

則を利用してください。最愛なる皆さん、皆さんは共感が親切、思いやり、理解、そし

て敬意の始まりになっていることを認識していましたか？　こうしたものは、力を与え

る資質であり、わたしはひとりひとりの皆さんが、たとえどのような人々で、どこの出

身でも、すべての人々にいつもそれを実証することを勧めます。わたしは、そしてわた

しの父は、すべての人々を平等に愛します。

 
皆さんの理由にかかわらず、皆さんが親愛なる別の魂を批判しようと決める前に、皆さ

んは彼らの靴を履いて歩き、生きてきた訳ではないことを忘れないでください。皆さ

んは、その個人でいることがどのようなものなのかを、実際に感じることはできません

。皆さんは、彼らに影響を与えてきた彼らの人生の中にあるものを、あるいは彼らが耐

えてきた苦痛の量を、認識しません。しかし皆さんは、それを思い描くことはできます

。皆さん自身に愛情溢れる親切で対処する機会を与えながら、彼ら自身の言葉と行動を

通して、彼らの苦悩を感じてください。

 
皆さんの大切なこころの中でどのような形の偏見も持つことを許さず、他のどのような

魂に対しても、ただ彼らが異なるという理由だけで、辛辣な感覚が成長し、発達するこ

とを許さないように、堅実に努力してください。親愛なる皆さん、すべての皆さんを通

して行動する神を実証するその皆さんのすべての行動を通して、愛、穏やかさ、そして

調和を促進してください。皆さんのこころが、皆さんの一部である巨大な叡智に光を当

てるようにしてください。他の人々に向かって発達してきた可能性がある、皆さんの欲

求不満と断定的な判断の道筋を、整理してください。親愛なる皆さん、たとえ皆さんの

欲求不満が皆さんに対して危害を及ぼしている別の個人の結果だとしても、皆さんは愛

と親切で対処することを選択します。その選択は、いつも皆さんが行う選択です。

 
皆さんが引き受けてきた旅は、最終的な啓発に向かう、ひとつの曲りくねった道筋です

。皆さんの旅には、期間あるいは計画はありません。皆さんは、到着する時間の限界を

設定することはできません。皆さんがそう運命付けられる時、皆さんがそれぞれの課題

を学び、皆さんがこころを開いて、神が皆さんに意図したように皆さん自身を愛する方



法を含めてすべての他の人を愛する方法を学んだ時、皆さんは、皆さんのこころに突き

動かされた目的地に到着することになるでしょう。皆さんが深く深遠な方法で、他の人

々や皆さんの周りの世界との結びつきを自覚し、感じる時、皆さんは霊的な啓発の道筋

の上に存在することを認識します。親愛なる皆さん、皆さんの旅は、皆さんが神と皆さ

ん自身の価値を信じて信頼することが必要です。

 
皆さんの霊的な啓発に向かう旅は、皆さんの目覚めから始まります。そしてその目覚

めは、皆さんがひとりひとりの皆さんの内部にあるさらに強い力に気付くように、皆さ

んを独自に引き寄せます。一部の魂たちはただ部分的にしか目覚めていませんが、彼ら

の旅は、皆さん自身の旅と同じように、独自の課題に満ち溢れることになるでしょう。

部分的に目覚めている魂は、自分自身の中のもう少し多くの忍耐力に気付くことが必要

になります。ひとりひとりの皆さんのように、彼らもやがてその神聖なる目的を発見す

ることになりますが、しかしそれは、彼らの準備が整った後になります。

 
一度皆さんの旅が皆さんのために準備しているすべての物事を達成してしまえば、皆さ

んは既に内面の深い穏やかさと静けさを達成していて、次に皆さんは、真の啓発を認識

することになるでしょう。皆さんは、決して他の人々を判断する必要はなくなるでし

ょう。その代わりに、皆さんは思いやりと承認を実証することになるでしょう。親愛な

る皆さん、数多くの道筋が、皆さんをひとつの幸せの形に方向付けるようになりますが

、しかし神へ向かう道筋は、真の幸せが皆さんを待ち受ける場所です。わたしは、皆さ

んが深い長続きする幸せの達成を望んでいることを認識していますが、それは、言葉が

語られない時に語る、主要な目的地です。親愛なる皆さん、皆さんを神に導く皆さんの

旅を捜し求め、それを方向付けることによって、皆さんが皆さんのさらに高い目的にな

るものを発見する時、皆さんは真の長続きする幸せに気付くことになるでしょう。一度

皆さんが事実通り皆さんのさらに高い有意義な目的を見つけ出せば、皆さんはさらに充

実した有意義な人生を過ごし始めるようになるでしょう。そして皆さんは、もはや皆さ

んの魂の必要性を事実通り決して満たさない物質的な‘物事’を、望むことはなくなる
でしょう。

 
最愛なる皆さん、わたしが皆さんを、皆さんの啓発と、神と、愛に溢れて待ち望んでい

る神の両腕に向かう故郷への旅に導くことを、許してください。親愛なる皆さん、神の

愛の言葉は決して変わることはないでしょう。わたしがまさに皆さんの目覚めの瞬間に



火を点けた閃光の内部で生きているように、神の言葉は、ひとりひとりの皆さんの内面

で生き続けるでしょう。

 
わたしはサナンダ、ジュリー・ミラー経由

I AM Sananda through Julie Miller
 
http://lightworkers.org/channeling/168119/demonstrate-god-action-all-you-do

http://lightworkers.org/channeling/168119/demonstrate-god-action-all-you-do


皆さんは、皆さん自身の許しの価値がある

皆さんは、皆さん自身の許しの価値がある
You are WORTHY of Your own FORGIVENESS
26 October 2013 - 11:16am

 
ジュリー・ミラー経由

Channeler: Julie Miller

 
You are WORTHY of Your own FORGIVENESS
Message from Sananda
Received by Julie Miller October 26, 2013

 
 
 
皆さんは、話された人々の言葉と明らかになった物事を追体験しながら、そしてどのような進化

が異なるように行われてきたかどうかを確認しながら、どれほど頻繁に、皆さんが既に以前の他

の人々との交流の瞬間に経験してきた厄介な瞬間を再現することでしょうか？　時に、数々の出

来事の再現は、数時間前、あるいは数年前に起こったものに起因するものですが、しかし何らか

の理由で、その出来事は皆さんにとって重要なものです。睡眠または瞑想の間の代わりでさえ、

皆さんの頭の中で皆さんが頻繁に再現する一部の物事は、奇妙な物事として皆さんを行き詰らせ

る出来事ですが、しかし皆さんが今確認しているものは、起こった物事の皆さんの解釈であり、

数多くの否定的な自己解釈が起こるのはその再現を通してであり、もしもひとつの状況が制御不

能に陥ったなら、皆さんは皆さん自身を裁き、非難し始めてしまう、さらに多くの時期があり

ます。どれほど遠い昔にひとつの出来事が起こったかにかかわらず、もしもそれが皆さんにとっ

て何かを意味していたとすれば、それは依然として皆さんと伴に在ります。何故なら、皆さんは

決してそれを手放す方法を学ばなかったからです。

 
最も些細な挑発と伴に起こるその否定的な数々の記憶は、予期せぬ形で皆さんのところに現れる

ことがあり得ます。そして時に、それは皆さんの精神的そして情緒的な蓄えを弱め、皆さんがそ

の内面の自己を制御してその記憶が皆さんに明らかにしているその課題を理解する方法を学ぶ

まで、現在の大惨事を創り出します。それがそこに在るのは、未来の不快な数々の状況を回避す

る方法を、皆さんに教えるためです。皆さんは、皆さんが取り入れた数々の危険性から、本当に

役立ったかまたはその経験を妨害した、それぞれの状況を学びます。また皆さんの物質的な身

体は、こうした否定的な数々の記憶が引き起こすことができるその数々の影響を感じます。皆さ

んは、決して終わらない映画のように皆さんの精神に押し寄せるその数々の記憶に対するスイッ

チを切ることができます。そして皆さんは、否定的になった任意の状況の根本原因を手放す方法



を学ぶことができます。

 
もしも皆さんが過去のひとつの記憶の中で行き詰っているなら、そして実際に親愛なる皆さん、

皆さんがそこから、そしてひとつの厄介な感覚をもたらす可能性が在る日常に起こる小さなしゃ

っくりから学ぶことが必要な、ひとつの本当の間違いとなる物事を判断する方法を皆さんが皆さ

んの精神に教えるまで、現在の中で完全に生きることは、極端に困難になります。親愛なる皆

さん、もしも皆さんが深刻な人生の学びの間違いのためにその厄介な瞬間を間違えるなら、起こ

る物事は、皆さんが意味もなく心配し、身がすくみ、今まで皆さんが選択することを待ち続けて

きた新しい方向性の中で手足を伸ばすことができない、という状況です。

 
一部の親愛なる魂達の無気力、または行き詰りや身動きがとれない感覚は、特にいつも道筋を変

える習慣を持ち、新しい方向性を引き受ける人々にとって、極めて深刻なものになり得ます。皆

さんが、厄介な経験の内部で皆さんを手も足も出ない状態に留めている非生産的な声をより急速

に取り除くことができるほど、皆さんはより急速に元に戻って、皆さんが関心を寄せ、新しい方

向性を身に着けることができるすべての物事を追求することになるでしょう。

 
そこにあって皆さんに人生の課題を教えるひとつの過去の記憶の中で、そして厄介なひとつの状

況から創り出されたひとつの記憶の中で皆さんが行き詰っているかどうかにかかわらず、皆さん

が前進するためには、こうした物事を手放す方法を学ぶことが不可欠になります。皆さんは今

まで、特定の記憶が繰り返し続ける理由を理解しようとしてきたでしょうか？あるいは、何故突

然古い記憶が再浮上してきたのでしょうか？　それは何度も皆さんが口にした物事と同じように

単純なものであり、あるいは、さらに別の個人が口にしたことです。もしかすると皆さんは、当

惑をもたらすか不適切なひとつの方法で反応したのかもしれません。その理由がどのようなもの

であれ、わたし達は、皆さんがこころの底ではその原因の真実を認識していること、そして皆さ

んがその後ずっと皆さん自身を不当に扱い続けてきたことを、確信しています。あらゆる人が、

間違いを犯します。人生は、皆さんが当惑を感じる可能性どころではない瞬間に満ち溢れてい

ます。皆さんがその何れもない状態で人生を通り過ぎることができると考えることは、おそらく

非現実的なものになります。数々の間違いは、皆さんに存在する方法、そうならない物事、皆さ

んが皆さん自身の中や他の人々の中で好むものまたは好まないものを教えるものです。数々の間

違いは皆さんに、皆さんが皆さんの人生のあらゆる領域の中でその知識を運び、皆さんの叡智を

表現し続けるために不可欠な情報を、提供します。

 
皆さんは皆さんの最悪の敵になる可能性があり、そして否定的になった任意の状況から皆さんは

今までそれを生かし続けてきて、そのために皆さん自身を打ち砕いてきたことを、皆さんは認識

しています。今は、自分を傷付けることを止めて、否定的または当惑させるようなものにさえな

ってしまった任意の状況の間に皆さんが手にした、ありとあらゆる責任を受け入れて、皆さん自

身を許す時です。皆さんに値するその思いやりを、皆さん自身に与えてください。そうした数々



の記憶のひとつひとつに目を向けて、正直にそして誠実に、続いていたものを確認し、口にした

言葉を思い出そうとしてください。そしてその傷を創り出した実際の記憶が皆さんに現れる時、

その結果皆さんはその根本原因が何かを学ぶことになるでしょう。そして皆さんは、皆さん自身

を許し、そして関与した人々を許すことができるようになるでしょう。その記憶がもうこれ以上

皆さんの大切な力を捕えて放さない状況を許さないでください。皆さんが許しを通してその力を

取り戻すことができる理由は、皆さんが皆さん自身に、皆さんは手放す準備が整っていることを

明らかにしているからです。

 
親愛なる皆さん、その間違いを受け入れてください。厄介な瞬間は、大丈夫です。そして皆さ

んは、それを経験することになるでしょう。予測しないひとつの方法で明らかになっているひと

つの状況のために皆さんが不愉快に感じるどのような時でも、皆さん自身を許す方法を学んでく

ださい。その否定的なエネルギーを皆さんと一緒に運ばないでください。皆さんがその課題を確

認して前進を続けるために、それを手放してください。皆さんがこじれてしまった任意の状況全

体で皆さん自身を既に許していて、そしてそれが戻ってくる時、皆さんはそれを留めたままにす

る必要はありません。皆さんはその考えを押し退けて、皆さんはその状況の中の皆さんの役割に

対して既に許されていていることを皆さん自身に気付かせることができます。そして、それに別

の考えを与えないでください。皆さんは本当に、皆さんの力をどのような状況または出来事に対

しても与えない能力を持ちます。そして皆さんは本当に、任意の情緒または感覚がどれほど長い

間訪れることを許されるかについて発言する権利を持っています。

 
皆さんが皆さんにできる限り熱心に人生を巧みに操作する時、皆さんはいつも楽しいとは限らな

い数々の環境に出会うようになることを、理解してください。これは、ひとつの事実です。ひと

つの技能として、許しを受け入れてください。それは皆さんが苦悶を感じることがより少なく

なり、皆さんの人生と旅のより多くの主導権を握っていると感じるために役立つことになるでし

ょう。皆さんが厄介な物事に遭遇するか、または深刻な事態が起こったと皆さんが自覚したらす

ぐに、その許しの力を呼び覚ましてください。皆さんがより迅速に皆さん自身から重苦しい否定

性に溢れた数々の記憶を取り除くことができるほど、こうした瞬間は皆さんにとって全体でより

良好な物事を創り出すことができます。

 
親愛なる皆さん、皆さん自身を許す選択をすることは、またひとつの選択です。しかしそれは、

ひとつの状況が今まで創り出してきた可能性がある任意の暗い瞬間の間に、今後皆さんに明晰さ

という贈り物を与えることになるものです。皆さんの経験を他の人々と共有してください。そし

て皆さんの共有を通して、その記憶はその重苦しさをさらに減らして、皆さんは、一息付く余地

とその事柄の核心に対する洞察を、皆さん自身に与えています。任意の困難な状況と伴に現れる

その課題を、無視しないでください。皆さんの目の前のそこにある物事を学んでください。そ

して、皆さんが関与したすべての部分を許し、疑いあるいは振り返る要求を持たずに、それを手

放してください。



 
過去の任意の状況または出来事が、皆さん自身が選択した道筋に対して重要な新しい物事を学ぶ

皆さんの機会を奪い去ることを許さないことによって、皆さんが皆さんの情緒と感覚の主導権を

握ることができる時、皆さんは皆さん自身に満足しているでしょう。否定的なひとり言や態度を

引き起こすことになる最悪な物事のひとつは、皆さんが進まないことを願ったひとつの方向に進

んでしまった任意の出来事に、皆さんが執着する時です。たとえ皆さんは行われたことをなかっ

たことにすることはできないとしても、皆さんは皆さん自身を許し、それを手放すことによって

、皆さんの力を持ち続けることができます。

 
過去のこれほど多くの物事ではなく、皆さんの人生の中で今続いている物事に意識を集中する方

法を学んでください。皆さんがより速く皆さん自身を許すほど、皆さんはより急速に皆さんが今

達成することが重要なその目標に向かって進むことができます。神が本当に皆さんを愛している

ことを、忘れないでください。ひとりひとりの皆さんの内部に、希望を通して築き上げているひ

とつの未来と、到達することが必要なかなり多くの物事があります。皆さんは今まで過去をなか

ったことにすることはできなかったという真実を、認めてください。しかし皆さんは、今続いて

いるどのような物事も変える力を持ち、それが今後皆さんを新しく新鮮な数々の方向に押し上

げて、神の支援を伴にひとつの思い通りの未来に向けて皆さんの道を整えることになるでしょう

。

 
親愛なる皆さん、わたしのかけがえのない父に、皆さんのこころを修復して皆さんの生命を変容

し変える機会を与えてください。愛で新しい生命を受け入れながら、皆さんはとても美しいもの

を創り出す支援を続けているのが、皆さんです。神は既に皆さんが行ってきたことをすべて理解

していることを、認識してください。神は皆さんが考え表現したすべてを既に耳にしていますが

、それでも神は、皆さんを愛します。神の導き、愛、そして支援を通して、今は皆さんを傷付け

た人々を許す時であることを、皆さんは認識することになるでしょう。そして最も重要なことと

して、今は皆さん自身を許す時であることを、皆さんは認識することになるでしょう。

 
皆さんは、皆さんにより明るい方法を明らかにすることによって皆さんを癒すという神の約束を

、その人生のすべての領域で適用することができます。神の光と愛を、皆さん自身のものとして

受け入れてください。神に帰還して、余りにも長い間皆さんが携えてきた数々の重圧から、皆さ

ん自身を自由にしてください。わたし達は皆さんのために、ここで両腕を開いてここにいます。

怖れることなく、皆さん自身を広げて、わたし達が皆さんを愛することを許してください。それ

で皆さんは、その時皆さん自身を愛することができます。それを受け取る価値があることを皆さ

ん自身で受け止めることによって、皆さんが今まで待ち焦がれてきたその穏やかさを、歓迎して

ください。皆さんは、世界と共有する多くのものを手にしています。謙虚になり、そして皆さん

自身と皆さんが出会うすべての人々に、思いやりを持ってください。数々の難題または厄介な瞬

間に尻込みしないでください。わたし達は、皆さんがわざわざそれを起こそうとはしないことを



、認識しています。誰もそれを起こすことはありませんが、しかし彼らがそれを行う時、彼らが

そこにいる理由を学び、そして彼らのために、より強く、より聡明になってください。皆さんが

任意の状況から任意の真実をより多く隠すほど、皆さんは皆さんの真の正真正銘の自己からより

多くの物事を隠します。親愛なる皆さん、美しい輝くこころ達、ここに来て、世界に皆さんの神

聖なる自己を輝かせてください。皆さんは既にすべての結び付いていて、そのためわたし達が皆

さんを受け入れるように、すべてを受け入れてください。

 
わたしはサナンダ、ジュリー・ミラー経由

I AM Sananda through Julie Miller

 
http://lightworkers.org/channeling/190502/you-are-worthy-your-own-forgiveness

http://lightworkers.org/channeling/190502/you-are-worthy-your-own-forgiveness


4/5次元のなかの新しい地球

4/5次元のなかの新しい地球
The New Earth in 4/5D - Sananda, 9.16.11 

17 September 2011 - 2:28am

イルマ・ケイ・ソイヤー経由

Channeler: Rev. Irma Kaye Sawyer 

問：“新しい地球”（4/5次元）の現実性はどのようなものになるでしょうか？　それは
他の皆さんが説明してきたいように劇的な変化になりますか？

答：一部の人々にとって、それはまったく劇的なようには見えず、“故郷”という感覚の
方が大きいなものになるでしょう。皆さんが良くご存じのように、この時代には、他の

惑星や次元から地球上に転生してきた存在が数多く現れています。歓び、無条件の愛、

絶えず拡大している豊かさの流れの状態に留まることは、神聖なる存在である皆さんの

自然な状態です。一部の人々にとって、この世界に現れてより高密度な次元領域の現実

性を経験することはひとつの選択であり、いろいろな意味で、父/母、つまり全存在と
呼ばれてきた存在に対する貢献において、皆さんが捧げている犠牲です。

皆さんご存じの仏陀のように、わたしはすべての極端な状態の間で平衡が取られてい

る“中庸”の道筋を提唱します。人は、愛に酔うことができる場合とまったく同じように
、いわゆる霊に基づいたとても高い状態になることができます。こうした時期において

、その瞬間の今現在に留まり、皆さんの前に展開している諸問題や現実性に対応するほ

うが賢明です。移行という概念そのものが予想以上に膨れ上がってしまっているという

理由から、これが皆さんの最初の質問に対する答えになります。もしも皆さんがこ

の“戯曲”から一歩外に踏み出すことができているとすれば、皆さんはすべてが良好で
あり、神聖なる意識を伴に展開していることを確認しているでしょう。実際には、皆さ

んが前進している時、皆さんはその多様な側面を創り出しています。一部の人々は子供

のような驚きと無邪気さに満ち溢れたひとつの魔法の存在を創り出すことになるでし

ょう。他の人々は、美しい、しかし多少異なる経験をすることになるでしょう。まさに



ひとりの存在としての皆さんが数多くの側面と次元を持っているように、どれにも当て

はまる“フリーサイズ”の次元上昇の経験は存在することはないでしょう。分かりますか
？

これは、すべての創造の中で空前の出来事です。他の銀河や他の惑星上で、今までも移

行という成長は在りましたが、しかし皆さんのガイアの上で現在起っているものと全く

同じものは存在していません。これが、自分の考え方と行動で前向きな状態を維持し、

できる限り怖れから遠ざかっていることが大切になる理由です。生まれたばかりの緑

児が、自分が成長して行く世界のエネルギーと環境に対して脆弱であるようなものです

。分かりますか？皆さんは今、皆さん自身と新しいガイアを生み出しています。おそら

くわたしはガイアに対して、そのすべての栄光の中で、完全性、持続性、そして美とい

うガイアの最初の状態に戻るように、と伝えることになるでしょう。

貢献と光の中で、わたしはサナンダ。

In Service & Light. I am Sananda.

http://lightworkers.org/channeling/141481/new-earth-45d-sananda-91611

翻訳： 森のくま (2011-09-19 19:08) 

http://lightworkers.org/channeling/141481/new-earth-45d-sananda-91611


多感なこころ

多感なこころ
THE FEELING HEART
12 October 2011 - 12:01pm

ウテ経由

Message received by Ute

我が最愛なるすべての皆さん、わたしはサナンダ。

My Beloved all, this is Sananda.

わたしの輝きが今皆さんを包み込んでいます。わたしが皆さんに話し掛け、皆さんひと

りひとりと親しく語る時、わたしの神聖なる愛が皆さんのこころの中で輝いています。

わたし達はひとつのこころに属していて、数多くのこころではなく、ただひとつのここ

ろが存在し、わたし達はすべて、その中で分かち合っています。

皆さんがこれを認識することが、そして過去において、そして今も存在している偽教師

達に皆さんが教えられてきた偽の信念を続けないことが大切です。

わたし達がその中で分かち合っているこのひとつのこころは宇宙の核心部分であり、新

しい地球と新しい人類の中心になるでしょう。どうか、これがひとつのとても深遠な事

柄であり、著名人、有名人、支配層、霊的な達成やそれに類似したものとはまるで関係

はありません。しかし神性がすべての基礎になっているように、単純に全存在のすべて

の創造の基盤になっています。

この基礎はまた、神聖なる愛の顕在化であり、それはわたしが皆さんをそこに引き寄せ

たいと思っているひとつの存在状態です。最近、数多くの異なる発信者によって、霊的

な完成は、皆さんが頂上にたどり着くまで階段を一段一段昇って行くことが基本となっ

ている、と伝えられています。しかし、神性という大洋は、始めと終わり、低い高い、

底と天井を認識せず、ただ単に存在しているため、その現実性の中にはそれについて遥



かに簡潔な単純性があります。もしも皆さんが皆さんの精神を鎮め、またもしも皆さん

がその静寂の祝福を感じ始めるとすれば、次にその状態が皆さんの身体の細胞を光で満

たし、次に皆さんは位階付けや名前、重要性や優位性あるいは劣等性を忘れているでし

ょう。こうしたものはすべて、依然として二元性の中で明らかになっているものです。

わたしは皆さんがこの事実を理解することを望んでいます。何故なら、ひとりの人間

にとっての真の成長は、霊における優れた緻密さではなく、謙遜、単純さが必要になっ

ているからです。

すべての真の神聖なる力は、事実通り皆さんのものであり、もしも皆さんが霊的な達成

のための努力や奮闘を手放して、ただ単に皆さん自身が存在することを許せば、神の恩

寵によって、それは与えられます。

皆さんの中には、自分達が次元上昇に辿りつけるかどうかを深く憂慮している素朴な人

々が数多く存在しています。

こうした人々に、わたしはこう伝えます。それは、偽りなく認識しているこころの言葉

と叡智です。それは洗練された理解よりも遥かに優れた認識です。そして、数多くの

皆さんがこの単純性とこころの道筋を選択してきました。

それは始めから喜びの道筋、素晴らしい幸せ、素晴らしい達成と成就の道筋です。それ

は特異な感情の道筋であり、そしてそれは複雑な精神性の道筋に劣っている訳ではあり

ません。

最近では、精神の道筋がこころの道筋よりも優れていると思われているように見えます

。これは、人類がそのこころの中の状態との結び付きを失ってきたからであり、しかし

それが最初の段階で存在することを統制しています。

それは、皆さんが皆さんの精神、特に皆さんのさらに高い精神を陶冶してはいけないこ

とを意味しているのではなく、皆さんのこころという宝石、神性に属する皆さんの聖な

る空間が、皆さんを次元上昇に向かう道筋に直接導く空間になっていることを意味して

います。こころからの発散は皆さんの周波数を引き上げ、そしてそれは愛として、美と

して、そして穏やかさと思いやりとして存在しています。それはすべてを包み込んでい



ます。

皆さんがいつも気付いているように、わたしはこころから伝え、いつもこころを持ち、

そしてそれはわたし達がいつも出会ってきた領域です。これは単なる宗教やキリスト教

の問題ではありません。

それは真の人間の神性の核心部分です。わたしは皆さんにこれを思い出して貰いたい

と思っています。

わたしの愛はいつも皆さんと一体です。

わたしはサナンダ。

I Am Sananda

Message received by Ute

http://lightworkers.org/channeling/143478/message-sananda-feeling-heart

翻訳： 森のくま (2011-10-15 17:52) 

http://lightworkers.org/channeling/143478/message-sananda-feeling-heart


思考と感覚を混同する

思考と感覚を混同する
CONFUSING THINKING WITH FEELING 

31 October 2011 - 3:05pm

ウテ経由

Channeler: Ute 

かけがえの無い皆さん、神聖なる恋人達、わたしはサナンダ。

Dearest Ones, Lovers of the Divine, This is Sananda.

わたしは今日、思考と存在との間にはひとつの違いがあることを皆さんが理解する援助

をするために、皆さんと伴に今ここに存在しています。それは、数多くの皆さんが明確

に自覚していないものです。

皆さんは光について考えることができますが、しかしそれは必ずしも皆さんが光として

存在していることを意味していません。皆さんは愛について考えることができますが、

しかしそれは必ずしも皆さんが愛として存在していることを意味していません。

人類は、今までその精神の内部でこれほどたくさんがんじがらめにされてきました。地

球の人類は単なる存在が宿っているこころの中の真の空間を忘れてきました。それは永

遠という連続した場所であり、皆さんが最終的に神性、存在の根源と一体化できるよう

にその神性、存在の根源が透過して輝くことができる場所です。

皆さんは今までこの場所を忘れてきたため、皆さんは何千年にも亘って思考によって皆

さんの起源から皆さんを分離してきました。思考は皆さんを根源から引き離す巨大な分

離装置です。思考は、皆さんがその二元性の発想が現れることを許す時にだけ生じるこ

とができる、ひとつの過程です。思考によって、皆さんは全存在に属する現実性の写し

を創り出します。思考によって、皆さんは生きているもの、聖なるものの上に覆いを被

せます。そして思考は実際の感覚の勢いと原動力を押し潰し、人工的なもの、つまり神



聖なるそれ自体の表現としての生きている生命の代用品のようなものにしてしまいます

。

親愛なる皆さん、それは皆さんが思考の能力を用いるべきではないということではなく

、真の神聖なる霊的な過程において、その正当な場所とより偉大なるものに帰服しなけ

ればならない場所を理解することが必要になることを意味しています。

かけがえの無い皆さん、皆さん自身をこれほど忘れたままにしていては、つまり全存在

の中で生きている皆さんの真の資質に無頓着な状態でいては、数多くの皆さんは思考と

感覚の間の違いをそれ以上感じることができません。何故なら、皆さんは偽り無く感じ

ることができないからです。皆さんは今、神性を感じることができません。皆さんは、

自分はそれを感じている、と“考える”かもしれませんが、しかし、皆さんはそれを感じ
ていません。

精神の資質は、皆さんを騙すことができるものになっています。何故なら、精神は数多

くの周波数と密度として機能することができ、数多くの姿と数多くの形で現れることが

できるからです。皆さんが何か素晴らしいことを“考えて”いる時、そして皆さんがその
思考の波動が軽くも重くもなることができることを皆さんに伝えて皆さんを幸せな気分

にしない何かを“考えて”いる時、皆さんはその経験から、これを認識しています。

皆さんがこれを理解し終えた時、次にとても“明るい”想念波を、とても繊細で透過的な
波動を皆さんが創り出すことができることを、おそらく皆さんは理解できます。そして

皆さんは皆さんの頭で、それは感覚だ、と考えます。皆さんは皆さんの頭で、皆さんは

光として“存在”している、皆さんは愛として“存在”している、と考えます。しかし依然
として、それは思考であり、光として存在していることでも、愛として存在しているこ

とでもありません。

光になること、そして愛になることは、ただ皆さんが最終的に皆さんの頭の上の空間と

一体化して事実通り皆さんのこころの空間の中で休息している時の、皆さんの経験です

。一度そこに存在すると、皆さんは光についてもはや話すことはなく、また皆さんは愛

についてもはや話すこともないでしょう。何故なら、皆さんはそのものとして存在して

いるからです。ひとつの箴言があり、それはこう伝えています。人は人が経験していな

い物事だけを話す。そしてそれについては大いなる真実です。



かけがえの無い皆さん、わたしは皆さんがその違いを理解することを望んでいます。何

故なら、もしも理解しないとすれば、皆さんは皆さん自身についての幻影と皆さんが霊

的になってきたと皆さんが考えているものの中に住み続けてきたからです。偽りなく光

と愛になることは、意識的にこの資質に属していないため、皆さんがそうなることを許

していないあらゆる物事に直面する過程が必要になります。皆さんが光と愛になること

を考える限り、皆さんはその光と愛そのものから皆さん自身を引き離しています。

とても軽くなることができ、また光に、神聖なる光になることもできる微かな想念波と

いう薄い覆いの間の違いを皆さんが自覚することが、大切になります。

真の光の過程は、そしてまた真の愛の過程も、とても具体的なものであり、皆さんの身

体全体の中の経験であり、そして皆さんの思考の中にだけ存在しているものではありま

せん。これが起る時、皆さんは神聖なる光の活き活きとした力と愛の力が皆さんに入り

、その手段の中に存在している皆さんの身体と皆さんの精神になるものに置き換えます

。

これが起る時、皆さんは皆さんの本来の姿と皆さんが今まで“達成してきた”ことを考え
ていて、啓発を考えることも、ひとりで得意がることもありません。そしてどちらにも

決して希望的観測が存在していません。皆さんはただ存在しています。そして皆さんは

認識しています。皆さんはそれを考えません。

これをひとつの合図として、皆さんが立っている場所の公正な測定単位として受け止め

てください。光を考えること、そして皆さんが好きでなかったすべての物事をそのまま

にしてきた皆さんの潜在意識と直面する真の過程を経験することを回避することは、偽

善者の道筋です。その場合は、皆さんのさらに高い意識と皆さんこころの奥深くの愛に

存在している勇気と力が透過して輝くようにして、真実の旅で皆さん自身が導かれるよ

うにすることが必要になります。

この本当の旅は考えられることも思い描かれることもできない最も英雄的なものであり

、皆さんは本当の物事を行うことが必要になります。向こう岸に行くためには、皆さん

はその想念波を含めて今皆さんがそうなっていないものすべてを歓迎し、祝福し、解き

放つことが必要になります。皆さんの真の人間性はこころに属しているものであり、皆



さんのこころの中にはひとつの空間が存在しています。その中では神聖なる創造が起っ

ていて、皆さんが全存在と合体する一体性が存在しています。それは意識であり、単な

るひとつのエネルギー領域ではありません。

それは頭の中に存在しているのではなく、脳を超えたものです。神性に値するものにつ

いて疑いを抱いた皆さんのすべての考え、愛の存在として、光の存在として皆さんがそ

れを何とかすることができないのではないかという皆さんのすべての怖れ、おそらくた

だ単に存在するために必要になるものに直面する際に途方に暮れるというすべての怖れ

、それはすべて皆さんの頭の中のひとつの創造行為に過ぎず、それは“皆さん”という
存在、“皆さん”という存在ではないもの、そして“皆さん”が達成できるものについての
別の考えです。このすべてを手放してください。

皆さんの真の資質はこうした思いを考えず、それは達成することもなく、ただ単に存

在し、単純に神聖なる存在の過程に関与するだけです。それは二次的な啓発の世界を“
発明”するための考えを必要としません。それは啓発そのものであり、愛そのものです
。耐えることができなくなっているものは、それについての皆さんの考えの方です。皆

さんの真の資質に足を踏み入れることは、お互いの優劣の判断とは何ら関係ありません

。何故なら、それは皆さんが二元性を創り出す前の最も優れた固有の単純性に属するひ

とつの状態になっているからです。

皆さんはそれを受け入れようとしますか？　利己的な自我は決してこれを受け入れるこ

とはありません。ですから、もしも皆さんがこの単純性について問題を抱えるとすれば

、皆さんは皆さんの自我に問題を抱えています。そして皆さんは、どちらも単純に存在

するように “考える”ことができません。これは特別な存在になりたい皆さんの自我の
もうひとつの計略です。皆さんは集中してその仕事を行う必要があります。称賛はあり

ません。そして皆さんは、皆さんが称賛を望まないと考えることさえできません。

皆さんが真の穏やかさに向う皆さんの道の上の数多くの陥穽が自覚できるようになるた

めに、わたしサナンダはこの事実を皆さんに指摘しています。真の穏やかさは、皆さん

がもはや考えと感覚を混同しない時に現れます。愛は感じるためにそこに存在し、神は

感じるためにそこに存在し、光は感じるためにそこに存在しています。美でさえ、事実

通りただ皆さんが感じることができるものです。



かけがえの無い皆さん、元気で穏やかになってください！

わたしは銀河の中心の入り口にいる、サナンダ

I Am Sananda at the threshold of the Galactic Center

Message received by Ute 

http://radiantlyhappy.blogspot.com/2011/10/message-from-sananda-3confusing.html 

Copyright©. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, 2011 
http://radiantlyhappy.blogspot.com
This message has been received in a sacred space and should be treated accordingly and with
respect. When sharing this message please only together with this information and without any
changes. If you have questions, please contact me. Thank you.
http://lightworkers.org/channeling/145095/message-sananda-3-confusing-thinking-feeling

翻訳： 森のくま (2011-11-05 18:51) 

http://radiantlyhappy.blogspot.com/2011/10/message-from-sananda-3confusing.html
http://radiantlyhappy.blogspot.com/
http://lightworkers.org/channeling/145095/message-sananda-3-confusing-thinking-feeling


目覚めは連鎖反応

目覚めは連鎖反応
Awakening is a Chain Reaction
6 November 2011 - 4:35am

ウテ経由

Message received by Ute

MESSAGE FROM SANANDA (4): AWAKENING IS A CHAIN REACTION 

わたしのかけがえの無い皆さん、

My dearest Ones,

皆さんの最近の歴史は、皆さんは霊的に発達する機会を持たず、充分に強く啓発の道筋

に従うように特別に運命付けられているただほんの少数の魂達だけがそうすることが可

能だったことを、皆さんに証明してきました。

今、この状況が劇的に変化しています。地球がその周波数を劇的に引き上げ、依然とし

てその上昇が続いているからです。

皆さんの周りには、この状況を感じ、こうした周波数を自分達の身体の内部に意識的に

統合している兄弟や姉妹達が存在しています。こうした人々は他の恒星系から訪れた人

々であり、彼らは皆さんの惑星上で増大している大宇宙の周波数を組み込む支援をする

ために、皆さんの地球上に転生することを選択しました。彼らは、より低い周波数を純

化し変化させて彼ら自身の身体と精神の中で光にするために、その低い周波数を引き受

けました。彼らの思考、彼らの情緒、そして彼ら自身の周波数を理解し、放棄して光に

向うひとつの過程に意識的に従うことによって、彼らはこれを行いました。彼らがこう

した彼ら自身の身体と精神の内容や機能性に対処できるように、彼らはその内容や機能

性のすべてを自覚できる方法を自分自身で訓練しました。彼らは同じ時期に転生し、彼

らにこれを行う方法を教えていた霊的な教師達と、しばしば契約を結んでいました。



皆さんは、数千年前に予め定められていた現段階の皆さんの惑星の次元上昇を支援する

ことを目的にしていたこうした兄弟や姉妹達を、先駆者、第一世代と呼ぶことができ

ます。

その神聖なる過程は、いつもとても複雑で包括的な事象であり、そのパズルのすべて

のピースは、彼らがそうしなければならない時にいつも一緒に現れています。そして今

回の場合、今皆さんの太陽系全体で起っている壮大な次元上昇の過程のために彼らは協

力していますが、しかしその次元上昇はただ太陽系だけではなく、また皆さんの太陽系

が属している宇宙でも起っています。これは、すべての創造は神聖なる根源、全存在を

認め、完全に理解する必要がある、自然な進化の一部になっています。

わたし達は、皆さんの進化の歴史におけるこの瞬間まで起ってきたことを説明してきま

した。そして今、別の巨大な瞬間が立ち上がっています。地球に属する人々である皆さ

んが目覚めている瞬間です！　人類はそこで目覚めようとしています！

今まで自分達と地球の次元上昇の過程について皆さんの先導者達から次々と情報を聞き

、理解し、読み続けてきて、皆さんは皆さんの思考や感情といった能力に対処する方

法や、エネルギーや周波数、あるいは光それ自体に敏感になる方法を訓練してこなか

ったため、数多くの皆さんが皆さん自身を次元上昇させる方法を気にし始めています。

皆さんは皆さんの潜在意識の中身まで対処するように伝えられてきましたが、しかし皆

さんはそれを行う方法を認識していません。使われている語彙や皆さんが主としてイ

ンターネット上で読んでいるものは、皆さんにとって単なる言葉の羅列に過ぎません。

何故なら数多くの皆さんにとって、それは馴染みのある経験領域ではないからです。

親愛なる皆さん、わたし達は今、皆さんが神聖なる準備を信頼することを求めています

。皆さんが今まで読んできたこうした説明は、それを理解するための方法を知らなけ

れば、思い出して勇気付けられ、支援を受け、自分自身やすべての人類のための仕事を

続けることが必要な人々ではなく、むしろ既にその道に存在している人々や、それを用

いる方法を理解している人々に対して与えられていたことになってしまいます。

最愛なる皆さん、それはただ分離という概念になっている皆さんの誤った理解であり、



皆さんの不安の理由になっているものです。しかしもしも皆さんが、少なくとも人類は

ひとつの単一の身体であり、皆さんひとりひとりは人類というひとつの身体の細胞のよ

うなものであることを受け入れることができれば、それによってある種の国家はこの巨

大な身体の中の器官のようなものになり、皆さんは皆さんの進化と次元上昇の過程をよ

り良く理解することができます。長い間自分達の身体と精神の中で光を呼び覚まし点火

してきたこうした皆さんの兄弟や姉妹達を、啓発された細胞として、また皆さんやそれ

ぞれの単一の個人の次元上昇の点火を誘導しているひとつの巨大な人類の身体の中の万

能細胞として、考えてください。

ですから、皆さんはひとつの人類であることを皆さんが受け入れることができる時、皆

さんはまた、この皆さんひとりひとりの単一の点火の過程がただ皆さんの一体性によっ

て必然的に起らなければならないことを理解できます！　光は最終的に障害物を認識す

ることなく自由に動き、そして皆さんが意図的に抵抗する時だけは、光は皆さんに届き

皆さんになるための困難を経験することになるでしょう。しかしその時でさえ、光は最

終的にその道の中に存在しているすべてのものを溶かすようになるでしょう。すべては

神聖なる光の中で発生しているため、創り出されたあらゆる世界や宇宙よりも強力であ

る光に抵抗することは誰にもできません。

皆さんの先導者達がひとつの巨大な人類の身体の中の神聖なる光を点火するための道筋

を整えるための最初の困難な仕事を行った人々である一方で、また皆さんは意図的に光

を呼び寄せて、光が中に入ることを許すことが望まれています。何故なら、光は今皆さ

んの惑星上で、これほど増大して現れているからです。この身振りで、皆さんは皆さん

自身の次元上昇の過程だけではなく、巨大な人類の身体の次元上昇の過程も支援して

います。皆さんはこの世界で独りではないと、わたし達は何度も皆さんに伝えてきま

した。皆さんは、皆さんを支援し、皆さんのこころの望みに応える準備を整えている数

多くの可視と不可視の光の支援者を持っているからです！　皆さんが必要としているも

のは、皆さんにとって新しいひとつの旅を始めるための確信と興奮と歓びです。何故

なら、皆さんは新しい領域に入って行くからです！　親愛なる皆さん、皆さんはこの過

程を制御できるとは考えないでください。何故なら、かつて皆さんが皆さんの混乱を

諦めてしまってから、皆さんはそれ以降こうした出来事やこうした愛を決して経験した

ことはないからです。

親愛なる皆さん、光は情報を運び、意識を運びます。そして光を入れることによって、



皆さんの意識は増大するようになり、皆さんの意識が増大する時、皆さんのより高度な

知性と自覚的意識が増大するため、皆さんは皆さん自身を理解し、皆さんの能力を理解

するようになるでしょう。言うまでもなく、皆さんひとりひとりがこの過程の中で異な

る水準上に存在していますが、しかしより多くの人々が目覚めるほど、より多くの人々

が素早く追随することができるようになり、そのため人類の啓発は連鎖反応のように起

ります。

親愛なる皆さん、これを理解していると皆さんは心配する必要はなく、逆に皆さんの番

になると皆さんは皆さん自身の新たしい水準に目覚めるようになることを信頼してくだ

さい。その時まで、皆さん自身とすべての人類がひとつの身体で存在しているように理

解し、またひとつの神聖なる魂で存在しているように理解することを学んでください。

すべての人々がその状況の中に参加しています。だからこそ、皆さん自身を愛し、すべ

ての人類を愛してください。これが、現在このように完全にそして壮麗に地球上に降り

注がれ、地球と地球のすべての存在を満たしているその光を受け入れて、皆さん自身を

開放するための、最良の準備です。

皆さんがより多く愛を発揮するほど、皆さんはより多くの深刻な考えや情緒を超越する

ことができます。それはこれほど単純です。皆さんはどのような技術も必要ではありま

せん。最終的にすべての状況において皆さんが必要になるものは、愛という正しい意向

だけです。そしてその光が皆さんを見付け出し、皆さんのさらに高い叡智と意識を点火

するようになるでしょう。

数多くの皆さんが自分達は次元上昇できるようになる方法を尋ねているという事実は、

既に皆さんの次元上昇の過程の始まりになっています。その質問が皆さんのこころの望

みを明確に示しているからです。親愛なる皆さん、この皆さんの疑問に、わたしは今答

えました。ですから、皆さんはそれぞれのすべての神聖なる存在達と伴に皆さんの道の

上に既に存在していることを、皆さんは理解できます。

親愛なる皆さん、特に地球上の時間がより困難なものになる時、わたしの言葉を忘れず

、それをこころで把握してください。より多くの人々が質問し始め、依然として深く眠

りに就いている単一の巨大な人類の身体の中のこうした細胞の変化に備えることができ

るため、これがひとつの良き合図になっていることを理解してください。人々は目を覚



ますための霹靂を必要としています。そして、人々に光に向う路を明らかにするために

、皆さんの愛と皆さんの次元上昇をする望みを通して人々の奉仕者になろうとしている

のが、皆さんです。

最愛なる皆さん、皆さん自身と距離を置くことなく、その真実を理解してください！　

皆さんはすべてのひとつの巨大な人類であり、そしてすべての人々が目覚め、皆さんの

時が訪れる時に新しい地球に参加しようとしています。

皆さんを愛しています！

わたしは銀河の中心の入り口にいる、サナンダ

I Am Sananda at the threshold of the Galactic Center

Message received by Ute 
http://radiantlyhappy.blogspot.com/2011/11/message-f-rom-sananda-4-awakening-is.html
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愛を受け入れる

愛を受け入れる
ACCEPT LOVE
MESSAGE FROM SANANDA (5)
15 November 2011 - 6:19am 
ウテ経由
Channeler: Ute 
 
かけがえの無い皆さん！
Dearest Ones, I AM Sananda! 

わたしは今日、皆さんひとりひとりを抱き締めるためにここに現れています！　わたし
の皆さんに対する愛は溢れ出していて、皆さんはそれを解っているはずです！ 
かけがえの無い皆さん、11.11.11のスターゲイトの開放と伴に、わたし達は歴史の中の
ひとつの時期に到達しました。そこは、皆さんが新しいこころの開放と愛の新しい水準
に入るための扉が大きく開かれています。 
皆さんの世界の空気や大気の中に、新しい甘く柔らかな愛を皆さんは感じていますか？
　皆さんは皆さんの身体全体で今皆さんを包み込んでいるものを感じていますか？　何
故なら、何故なら、神の愛がこれほど近くに現れて、この地球の樹木や繁みや草原、そ
して何よりも地球の蕾や花の装いの中に宿っているからです。 
かけがえの無い皆さん、愛は、皆さんがその日々の生活の中で用いている型どおりの言
葉で言い表すことができません！　皆さんは皆さんのこころを響かせる音以外では愛を
表現することができません！ 
わたしが皆さんのこころを響かせることを望んでいるのは、皆さんすべてがその理由
を持っているからです！　そしてわたしは、皆さんの最愛の地球上で既に進行している
その新しい生命の訪れを皆さんが感じることを望んでいるからです！　かけがえの無い
皆さん、地球それ自体がこの最も甘美な愛の神髄を浴びていて、しきりにこれを皆さん
と共有したがっています！ 
わたしは皆さんが、単なるつまらない必要性やほとんど失われているこころの感受性に
釘付けになっているその眼を、こころの開花に向けることを求めています。今、このこ
ころの開花を自覚するすべての要件が既に与えられている時が訪れていますが、皆さん
はそれを認識していますか？　和らいで幸せになる皆さんのこころはそれを生み出すた
めに必要なあらゆる滋養が既に与えられていますが、皆さんはそのことを良く理解して
いますか？ 
その滋養は、皆さんの大気や皆さんが呼吸している空気、そして皆さんが飲んでいる水
の中に入り込んでいる太陽光線の中にあります。今、皆さんの世界の太陽の光とすべて
の根本元素が既に皆さんの天国から押し寄せる新しい光と愛の流れに囲まれ、その流れ
で満たされています。今は、皆さんがそれに続く時です！　こうした根本元素は化学物



質というだけではなく、すべての皆さんのように生きていて、意識に満ち溢れてい
ます。“死んでいる”、つまり生命の無い根本元素は存在せず、すべては生きていて、す
べてが放射であり、神聖なるもの、全存在のひとつの姿になっているからです。 
こうした根本元素は神性を採り入れ、抱き締め、愛で人々を圧倒することを躊躇うこと
はありません。ですから、人々は既に溢れる歓びに満ちていて、それは皆さんが生きて
いるという、息づいているという、動いているという、そして安らいでいるという、神
秘です。 
かけがえの無い皆さん、今、天国の扉が広く開いている時に、神聖なる天稟をすべて引
き継いでいる皆さんは、何故皆さんの創造主の天分を受け入れようとしないのでしょ
うか？  
幸せはいつも皆さんのものであり、それは皆さんという存在の本質そのものになってい
るにもかかわらず、事実通りいつも生命の進路から外されています。たとえ人生の環境
が困難なように見えても、この本質は決して、決して妨げられることはあり得ません！
 
かけがえの無い皆さん、皆さんのこころに、皆さんの身体のあらゆる細胞に、神の愛を
受け入れてください！　この愛は既に皆さんを包み込んでいて、そうわたしが伝える
のは、文字通りそうなっているからです！　親愛なる皆さん、皆さんの肌で、皆さんが
息を吸い込む時に、そして皆さんが清らかな水を飲む時に、その神の愛を感じてくだ
さい。それは入り込んでいる光の流れの力で満たされ、強化されていて、その中に蓄積
されています。 
空気中や皆さんが呼吸しているあらゆる原子の中にあり、そして皆さんの身体に触れる
皆さんの世界の空気のあらゆる微粒子の中にある愛、その愛を受け入れないという冷た
い考え方を、背後に追い遣ってください。そして皆さんに栄養を与え、皆さんに対す
る神聖なる愛の臨在を証明しているものこそ、こうした根本元素という生命の息吹です
。それは皆さんをこれ以上放置しておくことができません。それはガイアの新しい達成
であり、ガイアのものは、また皆さんのものでもあります。 
皆さん自身をガイアから切り離さないでください。ガイアの意識は神聖なものであり、
皆さんがその否定的な仮定、怖れ、そして皆さん自身という存在の真の根源の否定を止
めると同時に、皆さんの意識も神聖なものになります。 
数多くの人々が依然として非難し、不満を漏らし、一方で欠乏と不幸な世界の方に眼を
向けていることを、わたし達は気付いています。今は、皆さんすべてが立ち上がること
が必要な時であり、皆さんのこころの中の真の宝石が皆さんの眼が確認しているものを
統治することを許す時です。皆さんが確認したいものに眼を向け、神聖なるものを皆さ
んの眼とこころで見てください。突然昇る太陽の中で計り知れない芳香と伴に蕾が美し
い花として花開くように、皆さんのこころの眼と精神は、成就と歓びという皆さんの新
しい世界を築き上げることになるでしょう。決して後ろを振り返らず、今はいつもこの
幸せな瞬間の中で生きてください。皆さんの愛の迸りは、ある瞬間に皆さんを苦しめて
いる神を失った創造を無効にする対抗手段です。 
かけがえの無い皆さん、皆さんは苦悩するために創り出されたのではなく、皆さんは表
現し、満足し、歓喜し、すべてを包み込む愛に、皆さんの本来の姿である全存在になる



ために創り出されています。 
わたしの最も深い愛と伴に！

わたしは銀河の中心の入り口にいる、サナンダ。
With my deepest love!
I AM Sananda at the Threshold of the Galactic Center 
Message received by Ute
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皆さんのこころの通りに生きる

皆さんのこころの通りに生きる
LIVING AS YOUR HEART
28 November 2011 - 4:06pm 
ウテ経由
Channeler: Ute 
 
かけがえの無い皆さん、わたしはサナンダ、
Dearest Ones, this is Sananda, 

わたしは今日、皆さんが次元上昇のために正しい方法で準備ができるように皆さんの魂
とこころを祝福しようとしてここに現れています。 
正しい方法とは何でしょうか？　この疑問について、人間は今までその精神の中で数多
くの考え方を抱いてきました。しかし一方で、ひとつの考え方はひとつの考え方であり
、ひとつの全体としての人類がこれから乗り出そうとしているこの巨大な冒険に適用で
きるかどうかを検証する必要があります。 
わたし達は、人間である皆さんが、色々な意味で考えていることが間違っている、と言
っているのではありません。しかしそれはしばしば大きな違いを生じる“i”という文字
の小さな点を意味しています。 
今、皆さんはこの小さな点が何であるか、その理解と適用の方法を認識することを望ん
でいます。そして皆さんは、これからはその小さな点が実際にはそれ自体がひとつの宇
宙全体になっていることに気付くようになるでしょう。 
次元上昇のための皆さんの資格に関して、今まで皆さんの間で数多くの議論が存在して
きました。数多くの“学校”が立ち上がり、そして異なる観点や教義を持った集団も出て
きました。そうです、人類は考え方について数多くの文化と方法を持っていることは事
実であり、皆さんはそれを哲学と呼んでいます。しかし見てください、そのすべては人
間の脳の手段であり、考え方であり、熟慮する手段であり、多かれ少なかれ複雑な理論
、公理、そしてさらに幾何学についての議論の方法です。ある人々は、皆さんは皆さん
のマルカバを発達させなければならないと言います。そして次元上昇するために、数多
くの技法が存在しています。 
実際の実践の基準になっているこうした複雑な理論のすべては、数多くの皆さんを追い
払う結果になっています。何故なら、人々はこうした技法に追随することができず、ま
た望んでもいないからです。しかし皆さんの周りには異なる生き方で暮らしている人々
が存在し、彼らは理論あるいは観点に基づかない異なる現実性を基準にして生活してい
ます。 
彼らは単純に自分達のこころで生活していて、自分達と世界を把握し、理解するために
自分達の感覚的能力を利用しています。 
かけがえの無い皆さん、そうです、ある単純な方法が存在し、それは複雑なものでは



なく、正反対の両極に分離することのない方法であり、したがって単なる脳を指向した
ものではありません。それはこころの手段であり、その中ではこころが話し、考え、そ
の中では行動が感覚の衝動で始められ、それはいつも良い結果を生み出します。 
このこころの方法を完全に理解している人は、まだそれほど数多く存在していません。
決して“こころが優しい”というようなことではありませんが、そうは言っても、もしも
皆さんがこころに基づいて感じ、考え、そして行動すれば、いつも良い結果を生み出し
ます。 
わたしが伝えたいことは、皆さんは文字通り頭の中の脳という皆さんが主とする常駐場
所から踏み出しして、こころに向かい、そこから皆さんの人生を始める必要がある、と
いうことです。人類の次元上昇とは、皆さんが失ったものを取り戻し、かつて皆さんの
ものだったものを取り戻すことを意味しています。皆さんのこころの中にある皆さんの
正当な居住地です。そしてわたしが今伝えているのは、皆さんの心臓のチャクラだけの
ことではありません。それは皆さんのこころの中にあるこの聖なる洞窟であり、それが
人類の真の故郷になっています。 
皆さんのこころの洞窟で暮らすことが、ひとりの人間としての皆さんという存在の最初
の神聖な指定された場所になっています。皆さんの頭の場所から、皆さんの真の人間性
に属する皆さんの古代の遺産であるこの聖なる空間まで降りてくることは、現時点の人
類の次元上昇の天稟と恩恵になっています。 
皆さんが皆さんの頭から皆さんのこころまで降りてきた時に、皆さんは、それでどうし
て次元上昇できることになるのか、と尋ねるかもしれません。ご存知のように、次元上
昇は身体から離れて、二元性の視点から天の住処に向かうことではありません。次元上
昇とは、皆さんの現在の頭の脳の中に制約を受けた状態から皆さんという存在のすべて
が含まれている皆さんのこころの空間に向けた拡大を意味しています。 
親愛なる皆さん、人間のこころは、単純に物質的なものが存在している場所ではなく、
数多くの次元を備えています！　皆さんが認識し、把握している可能性があるものより
も遥かに巨大であり、皆さんという存在のすべてが含まれています。それは皆さんの魂
の故郷であり、神聖なる意識であり、数多くの邸宅を備えています。こころの中では、
すべての二元性がひとつの認識と感覚になっています。皆さんは思考ではなく神性だけ
を感じることができます。ですから、皆さんの神性を実現するために、皆さんは皆さん
のこころの中で暮らす必要があります。こころには皆さんという存在が全体として含ま
れていて、皆さんの頭の脳よりも遥かに神々しく発達した脳を備えています。そしてこ
の脳は、事実通り皆さんという存在の全体性に仕えていて、それは二元的な一対で考え
る皆さんの脳の分離した活動とは異なるものです。 
こころの脳は、真の神、皆さんの神としての自己、神聖なる根源となる存在、全存在の
僕です。皆さんの頭の脳が、皆さんの真の存在、皆さんの全体性から皆さんを分離する
一方で、こころの脳はいつも既に存在しているもの、分離していない神聖なる根源やこ
の根源の具象化としての皆さん自身の神性との調和に仕えています。 
皆さんのこころの神聖なる知性は、皆さんの真の案内役であり、また皆さんの神聖なる
生命の創造者であり、そして皆さんが今ここに存在している目的です。永遠なるものの
栄光を称え、それを生き、呼吸することです。皆さんのこころが皆さんの神聖の居住地



であり、同時に永遠、全存在の居住地になっています。 
頭の脳がただ二元性を認識し、したがって一対の両極の中に生きているため決して穏や
かさを実現することができない一方で、こころは皆さんの調和の居住地であり、神聖で
知的な単純性であり、皆さんの兄弟や姉妹、そしてすべての存在と数々の世界と物事の
一体性を結び付けるためにひとつになる場所です。 
こころこそが、こうしたすべての存在と変化した生命体の根源としての神の放射のすべ
てを経験しています。この事実は、こころは単なるひとつの物質的な器官ではなく、こ
ころはすべての存在の水準に存在し、宇宙全体をも含んでいることを明らかにしてい
ます。こころは、創造と、すべての存在の根源そのものに向かう門戸の両方として存在
しています。 
皆さんはどのようにしてこの聖なる空間に入りますか？　馴染みの場所であり、皆さん
が皆さんという存在の神聖さに向かって今までなんとか皆さんの日々の生活を営んでき
た皆さんのその頭から、皆さんはどのようにして移動しますか？ 
かけがえの無い皆さん、わたしはこのメッセージを皆さんに伝え、皆さんがこころを動
かされて、わたしが皆さんに指摘したことを深く考えることができるように、今ここに
存在しています。皆さんは、思考によって、そして皆さん自身を操作することによって
、こころという皆さんの聖なる空間を見付け出すことはできません。戦略的なやり方
では、それを達成することはできません。しかし、皆さんが神聖なる恩恵を求める時、
皆さんはこの恩恵によって、それを達成することができます。もしも皆さんの望みが誠
実なものであれば、皆さんの願いは引き寄せの法則と現象化の法則によって叶えられる
でしょう。それは、皆さんがその感覚の配慮を伴って意識を集中したものは必ず現象化
するからです。 
そのためには、依然として皆さんのこころから皆さんのこころに降りる道を妨害してい
るすべての物事に立ち向かう必要があるため、一部の人々にとって、これは簡単な道筋
にはならないでしょう。皆さんは大きくても小さくても、軟らかくても固くても、自ら
進んであらゆる岩に立ち向かう必要があり、このようにして、それを抱き締め、それを
受け入れ、そして皆さんの承認と愛と神聖なる恩恵によって、それを解消する必要があ
ります。皆さんは皆さんのこころに降りて行って、おそらく数多くの転生の間に感じる
ことなく、確認することなく、触れることもなかった皆さんが試みたあらゆる物事と出
会う勇気を持つ必要があります。 
ああ、勇敢な皆さん、これが真の人間の旅であり、英雄の旅であり、最も巨大な障害や
最も暗い亡霊さえ怖れずに神聖なる意識の発現として受け入れようとする、神聖なる人
間の旅です。 
かけがえの無い皆さん、実際にはただ神だけが存在し、その男性的側面と女性的側面は
数多くの顔を持ち、それはすべてあらゆる顔であり、存在であり、物事になっています
。これは、皆さんが皆さん自身の神聖なる存在の深奥に降下する旅をする時に、皆さん
がどれほど祝福されているかを表している神秘です。怖れは、神性ではないものが存在
する可能性があると皆さんが信じている時にだけ、現れるものです。 
皆さんの聖なる旅の上で皆さんのこころに対するわたしの祝福は無限であり広大であり
、皆さんの聖なる巡礼を受け入れることは既に決まっていて、それが歩むべき唯一の真



の巡礼の道筋になります。
 
わたしは銀河の中心の入り口に佇む、サナンダ

I AM Sananda at the Threshold of the Galactic Center 
Message received by Ute  
http://radiantlyhappy.blogspot.com/2011/11/message-from-sananda-6-living-as-your.html
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Sharing of this message is only allowed together with this information and without any changes. If you

have questions about sharing it 
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光が皆さんを押さえ付けている

光が皆さんを押さえ付けている
THE LIGHT IS PRESSING DOWN ON YOU
MESSAGE FROM SANANDA (7)
9 February 2012 - 6:37am 
ウテ経由

Channeler: Ute 
 
親愛なる皆さん、わたしはサナンダ！

Dear Ones, I AM Sananda! 
このメッセージを読んでいるすべての人々に、また自分達のこころを今まで以上に開く

ために奮闘しているすべての人々に、そして次元上昇の過程に参加することを切に望ん

でいるすべての人々に、わたしはひとつのメッセージを送ります：信頼して、神聖なる

住居から絶えず成長しながら流入している光と愛のエネルギーの支援で準備を整えてく

ださい。 
その光は、今まで以上に強く皆さんと皆さんの惑星を押さえ付けています。そして、皆

さんがかなり意識的に流入しているそれぞれの新しい流れと連携して、その流れを皆さ

んの意識と身体に向けて統合することが必要になっています。そういった流入してい

る数々の周波数という単体の出来事が、皆さんがそれを意識的に対処していない状態で

皆さんを素通りすることがないようにしてください。皆さんは、ある圧力を感じるか、

あるいは皆さんが理由も無く気分が優れなくなるかそのどちらかの理由で、皆さんの身

体の中の流入に気付くようになるでしょう。できるだけ最高の状態としては、皆さんの

こころが開き、輝く光が皆さんの身体と数々のエネルギーの中心を満たしながら、皆さ

んが拡大している歓びを感じ、愛を深めている場合です。皆さんの経験がどのようなも

のでも、皆さんの自覚的意識、皆さんの感受性、皆さんの精神と身体を開放して、皆さ

んが認識し経験することを望んでいるものを広げてください。 
わたしは、ひとつの新しいエネルギーの流れが皆さんの領域に入る時に皆さんはいつも

気付くようになる、そして皆さんは気付くべきだ、と言っている訳ではありません。し

かしもしも皆さんがそうするなら、意識と感覚でそれぞれの過程に追随することが不可

欠になります。従って、そのような場合には、皆さん自身のために時間を取り、深呼吸

して、瞑想をして、皆さんに可能なあらゆる方法で神聖なる根源とつながってくだ



さい。 
これは皆さんに、巨大な出来事に対する数多くの準備をさせることになるでしょう。そ

れは、皆さんの地球と太陽系が銀河の中心と同調するという出来事です。こうした準備

を整えることで、この調整がどのような方法で起ろうとも、そして皆さんがそれをどの

ように経験しようとも、皆さんはとても簡単にその調整を通過することができるでし

ょう。 
また、かなり意識しながら今すでに流入している数々の高い周波数と連携することが、

皆さんが依然として手放さずにいるさらに高い次元に属していない傾向性や定型を意識

する際に役立ちます。そして皆さんは、巨大な瞬間が訪れる前に、それをすべて解き放

っていることが必要になります。もしも皆さんが今でもそれにしがみついていると、皆

さんは肉体的にも情緒的にも苦痛を感じることになるでしょう。それは、流入している

光の流れが皆さんの物質的な身体、情緒的な身体、霊的な身体を通過することを皆さん

が許していないことを皆さんに伝えています。皆さんのエネルギー系の中で、皆さんの

性癖が妨害物のように積み上がっているからです。 
それを手放したいという皆さんの望みが大切になります。その理由は、ある種の助産婦

のように皆さんを支援しようとして、この望みがわたし自身のような神聖なる支援者達

を引き寄せるからです。もしも皆さんが目覚めている状態でなければ、しかし眠ってい

る時には確実に、わたし達は神聖なる光でこうした妨害物を洗い落とすことできます。

こうした時代は、皆さんの純化の過程を支援しようとして、そこに光の大群が存在して

います。何故なら、それが目的としているのは人類の純化であり、皆さんの本質である

光の存在として現れることを目的にしています。 
皆さんの役割は、日々の実践として、充分に睡眠を取り、（もしも可能であれば）清潔

な食事と水を摂ることです。もしも皆さんが清潔な食事と水を摂る手段を手にしていな

いなら、摂取する前に皆さんのこころの愛でそれを清め、それを純化し、神聖なる大群

に光に浸す支援をするように求めてください。吸気の度に光を吸い込み、呼気の度に愛

を吐き出してください。これが、高いエネルギーの流れが皆さんの身体の中に簡単に

入り、エネルギーの妨害物を解消するためにまた役立ちます。 
この数々の過程が皆さんにとって日々さらに簡単になり、皆さんが皆さんの世界がある

新しい状況、密度、そして意識に移行するという巨大な瞬間に対する準備をする方法と

して、それがひとつの日課になっていることを皆さんは気付くようになるでしょう。 
時には数々の困難が持ち上がるとしても、この巨大な過程を簡単に歓びの中で切り抜け

るために皆さんは導かれ（皆さんが許しているため）、そして祝福されているため、ど

うか安心してください。 



既に皆さんの領域の中で拡大しているこの分断されていない愛の領域が、皆さんの最も

巨大な防御になり、もしも皆さんがそれに加わっていれば、皆さんを支えることになる

でしょう。すべての皆さんが、意思と祈りでこれを行うことができます。 
皆さんが皆さんの本来の姿を自覚するために、わたしの愛の発現が必ずいつも皆さんと

伴に存在しています。

 
銀河の中心の入り口にいる、わたしはサナンダ

I AM Sananda at the threshold of the Galactic Center
 
Message conveyed by Ute 
 
http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2012/02/message-from-sananda-7-light-is.html 
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空虚は充足感への扉

空虚は充足感への扉
EMPTINESS IS THE DOOR TO SATISFACTION
MESSAGE FROM SANANDA (8)
24 March 2012 - 1:44pm
 
ウテ経由

Channeler: Ute
 
 
最愛なる皆さん、わたしはサナンダ！

Beloveds, I AM Sananda!
 
わたしは今日、皆さんに穏やかさとその意味合いに触れたメッセージを伝えるために現

れています。穏やかさは皆さんの世界の中でその最初の虚弱な兆候を明らかにしている

だけではなく、今、皆さんのこころの中の前面に姿を現しています。

 
皆さんが最初にこの穏やかさを認める時、皆さんはおそらくこの感覚を空虚な感覚とし

て考えるように促されるでしょう。そして皆さんは、皆さんに馴染みの精神が動揺した

状態を取り戻すために苦闘しています。この理由は、皆さんがまだ、この新しい資質を

理解できる状態になっていないからです。それは既に、皆さんの世界と皆さんのこころ

に入っています。

 
この穏やかさ、つまり皆さんのこころの静けさが次第に受け入れられていて、またすべ

ての戦争や紛争が終わる可能性がさらに強いものになっています。

 
わたしはここで、穏やかさという主題をさらに綿密に議論してみたいと思います。皆さ

んが空虚として把握しているこの感覚の中で皆さんの世界の決着が付くように見える時

、厳密に何が起っているのでしょうか?　何の空虚さでしょうか？
 
実際に、それは思考のおしゃべりの欠如であり、それ自体がさらに巨大な思考領域の中



に存在している皆さんの脳を通して絶え間なく彷徨っている、普通の波動の欠如です。

 
今までは、ほとんどの皆さんがいつもこの種の思考過程に意識を集中していました。そ

れによって皆さん頻繁に、皆さんの電気的な脳を通して交差している数多くの思考が、

“皆さんのものではない”ことに気付いていません。
 
しかしまた実際に、この説明も完全に正確なものという訳ではありません。現実性の中

では、あらゆる思考が皆さんのものではありません。それは、皆さんが時間と伴に一定

の思考の雛型に自分を重ね合わせることを選択してきただけです。その時皆さんが考え

たものが“皆さん”になり、皆さんは繰り返すことによってその思考に力を与えました。
 
皆さんがこの個人的な思考の雛型の個人的な収集に自分を重ね合わせた一方で、皆さん

は皆さん自身の感覚を創り出しました。皆さんは、“わたし”はこれだ、と言いました！
　しかし皆さんは、この“わたし”という同一性がただ単に入念な数々の選択の構成概念
であることを認識しませんでした。その選択は、皆さんが考えることを望んだもので

あり、それによって皆さんが真実であることを望んだものです。

 
しかし、この種の“真実”は、とても皮相的なものであり、現実性の中の真の“皆さん”と
は何も関係がないことに気付いてください。それは、一方で皆さんの世界は実在すると

考えながら、こうした思考の雛型に従って人生を生きることを目的として、思考の波動

や皆さんの意思によって創り出された言葉からもたらされた、その同意性に由来してい

ます。

 
しかし事実通りそこに存在しているものは、皆さんが皆さんの世界のテレビで見ること

が好きな数々の映画と同じ、ひとつの動画です！　このすべてが実在しない世界ですが

、しかし皆さんは決してこれを理解しませんでした。従って、神聖なる現実性はこの見

せ掛けの精神の世界の中に含まれていないため、これほど多く苦悩しています。

 
今、皆さんが空虚と呼ぶものを感じ始める時、皆さんは皆さんの通常の世界が次第に姿

を消して行くことを経験します。そして皆さんの親しんだ同一性も同じです。この皆さ

んの人生という数々の映画の中で皆さんが探し求めていた興奮は、突如としてこれ以上

提供されなくなり、皆さんの親しんだ数々の経験が存在しなくなります。

 



しかし、今起っていることは新しいものであり、神聖で素晴らしいものであり、皆さん

がより一層評価するようになり、最終的にこれからも続き、そして皆さんという存在そ

のものの深さの中に実際に存在しているものを皆さんが一度皆さんのこころの中で深く

感じてしまえば、決して再び皆さんがから離れないようにこころから望むようになる

でしょう。

 
この空虚は、空虚として、皆さんの通常の脳波と思考の雛型だけの停止として現れます

。その理由は、それが現れる数々の領域は、既に皆さんの世界に浸透し始めている新し

い光とエネルギーの数々の恩恵によって摂取されるからです。

 
こうした新しい光と意識の波動は、この穏やかさの使者です。それは愛と純粋な存在の

本質そのものであり、無限性、無時間性、そして非空間性とういう現実性を反映して

いる、という感覚になります。それは皆さん自身の魂の周波数であり、神聖なる遺産

です。全存在という神のこころから生まれた、ひとつの世界の周波数です。

 
もしも皆さんが、この新しい（しかし古く、既にいつでも存在している）現実性につい

て皆さんのこころを調べるとすれば、皆さんは、この“空虚”が充足感の扉になっている
ことに気付くことになるでしょう。それは、皆さんが今までの皆さんの人生の中で決し

て経験してこなかったものです。

 
ひとつの世界はこの新しい場所から、古い思考の投影が無い状態から創り出されるよう

になることを認識してください。それは皆さんのこころの深みに存在し、そしてそれは

真の神聖なる世界であり、皆さんがもはや喪失や偽の同一性に嘆き悲しまなくなると同

時に、皆さんはその世界に参加します。

 
皆さんが今まで決して皆さんの思考にはならなかったため、皆さんはいつも皆さんの魂

の台座、全存在への扉である皆さんのこころになっています。

 
この新しい世界の基礎は、破壊できない神聖なる意識の光と神聖なる愛に基づいてい

ます。それは永遠であり、短い波動の思考や皆さんが間違って真実と受け止めていた影

の世界の幻影は存在していません。

 
皆さんがこの虚空を感じ始めた時、そのために後悔せず、悲しまず、そして残念に感じ



ないでください。それは、わたしが説明したように、神聖な現実性の中の皆さんの再生

の始まりに過ぎません。抑鬱、怒り、そして怖れといった皆さんが空虚と把握するもの

に基づいたすべての情緒は、存在していない、いつも実在していなかったひとつの世界

の探求に過ぎません。わたしの最愛なる皆さん、皆さんは今、真の世界に目覚めている

ところです。ですから、皆さんが理解しているため、わたしは現ようとしている皆さん

の幸せを確認することを望んでいます。

 
わたしのかけがえの無い皆さん、これはわたしが皆さんにもたらすことを望んでいたも

のです。ですから、皆さんは皆さんの不幸の状態のまま動かずに留まることがないよう

にしてください。それはただ単に偽りの数々の推測に基づいているものです！

 
これを理解し、自由になってください。幸せになってください！

 
わたしは銀河の中心の入り口にいる、サナンダ。

I AM Sananda, at the threshold of the Galactic Center
 
Message conveyed by Ute
 
http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2012/03/message-from-sananda-8-emptiness-is.html
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新しいひとつの創造が、既に始まっている

新しいひとつの創造が、既に始まっている
A NEW CREATION HAS BEEN LAUNCHED!
MESSAGE FROM SANANDA (9)
13 May 2012 - 4:41pm
 
ウテ経由

Channeler: Ute
 
mage by Ute Posegga-Rudel, Copyright ©2102
 
 
わたしのかけがえの無い皆さん、わたしはサナンダ！

My Dearest Ones, I Am Sandanda!
 
すべての皆さんは、今、入り口にいます。皆さんの歴史の中の過去26,000年以降で、最
も重要な時期になります。しかし今起っていることは、闇の勢力の完全な排除について

始めての時期になるため、それ以上に重要な意味を持っています。こうした前回の何千

年もの間、そして今の大周期の前でさえ、彼らは光を妨げることができました。彼らは

皆さんの経験の外部に存在していた時代はありましたが、彼らは依然として実際に再び

邪魔をすることができるようになる時期を、待つことができました。しかし、この可能

性さえ、今は既に終わりを迎えています！

 
皆さんが今、神聖なる意識の中で成長の困難をすべて経験し終えたため、彼らは皆さん

の惑星の表層や皆さんの宇宙の中で、今後永久に妨害することはできなくなるでしょう

。原型となる“光と闇”についての意識を扱うために神の精神によって必要とされるすべ
ての段階が、今、既に充分に探索され、経験されていて、そのため皆さんの在り方は、

この巨大な創造の出来事にこれ以上対処する必要は無くなっています。

 
これが意味していることを、どうか理解してください。創造の過程の中のひとつの壮

大な周期が終わりを迎え、そして創造は今、その根源そのものに戻る途中です。この



完全な反転の過程は、皆さんが今もなお時間として経験しているものの中で起ることに

なりますが、一夜にして起ることはありません。神の精神の中では、この反転は既に封

印されています。今回の新たな26,000年の周期と前回の周期との違いは、もはやこれ以
上闇に戻ることはない、ということです。これは、人類が終わりの無い数々の戦争で苦

悩し、苦闘し、闇の勢力との数々の時代を経験してきた後で、宇宙の中で人類に与えら

れた、天命です。

 
今、闇が神聖なる光の中で消滅するように、その神聖なる光が皆さんの宇宙の中のすべ

ての高密度の周波数や次元に侵攻するようになるでしょう。既にひとつの新しい創造が

始まっているため、今回は皆さんの歴史の中で最も壮麗な瞬間になります。それは、数

々の形を持った世界がただ光だけに属することを許し、こころの歓びがそれを望むまで

、完全な愛の表現が遠く広く拡大することを許します！　すべての場所や表された宇宙

の原子やその中の生命に達するまでこの神の光が浸透できるように、ひとつにして独創

的な神の意志に対して、ひとつの宇宙が完全に明白なものになります。神は純粋な愛と

して存在し、そのように神自身の経験を楽しみます。

 
これは、わたし達すべてが今まで待ち望んできた、新しい創造です。しかしそこに着く

ために、まず明示の中でその輝きに属していないすべてのものとの戦いが意識の中で徹

底的に戦われて、こうした低い水準の意識と密度に決して戻らないようにして、これを

確実なものにすることが必要になります。何故なら、あらゆる物事は、一体性の中心の

中で解き放たれるようになるものとして完全に理解されなければならないからです。

 
皆さんの宇宙全体の人間の霊は今までこの理解まで到達することができましたが、しか

し充分な数の皆さんが最も暗い闇と神の光の忘却を突破してきたため、母なる地球上の

人類である皆さんは、この結果に対する重要な部分として貢献してきました。

 
意識的に闇の最も深い場所に到達し、そのすべてを神聖なる根源に戻した皆さんが、そ

れを行ってきました。この勇敢な行為が、最終的にこの闇と苦悩の戯曲を終わらせるた

めに必要とされていました。この行為と戻る過程によって、それが意識の中で充分に自

覚されていたからです。

 
最愛なる皆さん、今回は最も壮麗な瞬間です。闇に残されている日々は数えられている

ことを認識してください。そしてその先天的な影響が完全に取り除かれたとき、それは



人類にとって、とても長く続いてきたひとつの幻影からの回復のようになります。すべ

ての人々が癒されますが、しかしもしもその病気が死に近いものであったとすれば、完

全な回復には比較的長い時間が必要になるでしょう。しかし皆さんの新しい世界の閃光

が既に人々のこころの中に植え付けられているため、すべての人々が回復するでしょう

！

 
今は、ただ単に数々の周期がそれ自体を繰り返すことはない時です！　今は神のこころ

のなかのひとつの瞬間であり、そこでは、以前は決して確認されたことがない新しく巨

大な数々の創造が始められていています。

 
それは言葉にできない巨大で神聖なひとつの出来事であり、そこには、ただ歓びと幸せ

、そして完全な充足の中の創造の舞踏だけが存在します。

 
かけがえの無い皆さん、この瞬間がすべての約束の明示が突発する時点に到達するまで

、もう少しだけ辛抱してください。そしてわたし達は、既に達成されたこと、そして皆

さんのこころが皆さんに伝えることが瞬く間に現れて、皆さんが既に認識している世界

の中で主要な変化が今すぐにでも引き起こされるようになることを、皆さんに気付かせ

ています。

 
無限と高みに向けて皆さんのこころを広げ、輝く根源からの光を受け取り、皆さんとい

う光を育み、闇が許されてきた古い創造の死の中で今すぐにそれを表現してください。

 
皆さんはこれほど祝福されています！

 
わたしは銀河の中心の入り口にいる、サナンダ

I Am Sananda at the threshold of the Galactic Center!
 
 
Message conveyed by Ute
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you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.
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皆さんの世界を変えるための仕事

皆さんの世界を変えるための仕事
THE TASK TO CHANGE YOUR WORLD : MESSAGE FROM
SANANDA (10)

18 July 2012 - 2:20am
 
ウテ経由

Channeler: Ute
 
親愛なる皆さん、わたしはサナンダ！

Dear Ones, I Am Sananda!
 
わたしの今日の皆さんへのメッセージは、とても単純です。精神的にも、感情的にも、

決して動揺させられることを許さないでください！　皆さんの人生の中で何が起ころう

とも！

これは、皆さんの世界の現段階でとても重要なことです。何故なら、これはひとつの根

本的な変化に対する皆さんの貢献になっているからであり、どうか、そのことを理解し

てください。

 
皆さんは、そうすることができます。何故なら、皆さんはいつも皆さん自身の人生の支

配者として存在してきたからです。しかし、数多くの皆さんが、それを認識しませんで

した！　皆さんは皆さんの考えと感情よりも劣っていて、しかもそれはまさに皆さんの

身に降り懸かるだろう、という理解と伴に、皆さんは成長してきました！

 
しかし、これは真実ではありません！　皆さんが選んでその意識の中で発生させること

を許すものは、皆さんに委ねられています！　考えは皆さんの脳の中に蓄えられている

訳ではなく、それはさらに巨大な振動領域の一部になっていて、皆さんの脳はその中で

存在しています。ご存知のように、考えは波動であり、皆さんの脳の中を進み、そして

皆さんは、どの考えにこだわりたいのか、どの考えを活用して繰り返したいのか、それ

を選択することができます。何故なら、皆さんはその考えの真実と価値を既に認めてい



るからです。

 
ほとんどの皆さんが、皆さんが考えたいものを賢明に選択する方法を理解しながら育っ

てきていません！　そのため、この能力は今、ほとんどの皆さんの中でむしろ弱いもの

になっています。それは皆さんが、皆さんの人生の幼少期からこうした波動を操作する

方法を学んでいないからです。皆さんは今、まるで皆さんの考えの犠牲者になっている

ように感じることが常習化していますが、しかしこれはただ、今まで皆さんはそうだと

皆さんが信じさせられてきたたことが理由になっているだけです。

 
しかしその一方で、ほとんどの皆さんが、感情が皆さんの思考の後を追い、皆さんがひ

とつの考えをより長く繰り返すほど、それが楽しいものであろうとなかろうと、より明

確に特定の感情が生み出されます。考えがそれぞれの感情と結び付けられるとすぐに、

皆さんが創り出すものは皆さんにとてって現実的になるように見え、そして皆さんは、

皆さんの人生の中で、遅かれ速かれその具体的な表現を動かし始めます。

 
今、皆さんはまた、できる限り多くの肯定的な考えは肯定的な感情や出来事を創り出し

、それは皆さんのエネルギー領域を引き上げ、否定的な考えは否定的な感情や出来事を

創り出し、しかもこれは、皆さんのエネルギー領域を弱くしていることを、認識してい

ます。その状態で皆さんの振動はより密度が高く、より重くなり、幸せと安心が消えて

行き、そして皆さんは、皆さんを支配することを望んでいる人々によって、より簡単に

操作されるようになります。

 
わたしの最も強い望みは、皆さん自身の否定的な創造の悪循環を皆さんに思い出させる

ことです。それは神聖なる起源に属するものではなく、皆さんが特定の発想と理解に依

存し始めるとすぐに皆さんの脳の中で始まります。皆さんの思考パターンを観察しな

がら、皆さんが日々より一層絶えず訓練を続けることによって、否定的な数々のパター

ンを、正しいと感じる者や皆さんを幸せと満足と感じさせるものに意図的に置き換えて

ください。

 
そしてもしも皆さんが、さらにもう一歩進むことさえ望むなら、皆さんのこころに神聖

なる現実性というこの上ない真実を提示して、二元性の中で起っているものとして、そ

ういった触発を受けて制約から自由な状態になってください！

 



まず幸せを選択することによって、皆さんは数々の否定的な振動や存在を阻止します。

それは、今もなお皆さんの惑星に執着して、何度も繰り返し補強されています。

 
人類を現在の拘禁状態に留めているこの高密度の低い振動領域に抵抗し、変化させるこ

とは、皆さんに委ねられています。皆さんはこの事実を気付くことが必要です。実際に

、これは皆さんの投獄です！

 
したがって、皆さん自身の幸せのために、最初の段階で、皆さんの考えに愛という感情

を与えてください。それによって、否定的な考えは現れることができません！　皆さん

の考えにこころの忍耐を与えてください。それによって、不要な葛藤は現れることがで

きません！　皆さんの考えに皆さんのこころの落ち着きを与えてください。それによ

って、攻撃的な考えは現れることができません！　そしてそれが、皆さんの新しい世界

を創り出します！

 
親愛なる皆さん、これは皆さんの大いなる学びの過程であり、そして皆さんはすべて、

この人類の荘厳な解放の過程を支援するために皆さんができること理解するために、こ

の世界に現れました！　皆さんはすべて、これを行うためにいつも利用できる、数々の

手段を手にしています。それは、皆さん自身に固有の、人類の遺産です。皆さんは、他

の何処も探し求める必要はありません。何故なら、皆さんはこの意識的な過程に携わる

ために、皆さんの神から与えられた人間意識と自覚的意識を直接身に着けているから

です。

 
これは倫理観とは何の関係もありません！　それは宗教性あるいは敬神の仕事ではなく

、あるいは、報酬のために苦闘する“善良な”個人になることでもありません。これは、
皆さんが行うことを望む仕事です。何故なら、皆さんは皆さんの真の神聖なる特質を訓

練することを望み、皆さん自身の恩恵、福利、そして幸せのために、そしてそれによっ

て他のあらゆる人々の幸せのために、皆さんの世界を変えることを望んでいるからです

。

 
したがって、皆さんや皆さんの世界に何が起ころうとも、皆さんの霊を高く維持し、皆

さんのエネルギーの身体をできるだけ強い振動にして数々の妨害を排除した状態を維持

することが、皆さんに可能な最も大いなる奉仕になります。それは、皆さんは愛情溢れ

る穏やかなこころでそれを持続しているからです。



 
皆さんが顧みることがないあらゆる物事は、促進されることも支持されることもない

でしょう。そしてそれは、特に今、皆さんの惑星上で確立されることを望む神聖なる光

の巨大な祝福の中で、消滅して消え去ることが必要です。

 
親愛なる皆さん、わたしは、わたしのこころの愛で皆さんを触発して、皆さんが皆さん

自身を信頼することができるように、皆さんと伴に存在しています。

 
わたしは銀河の中心の入り口にいる、サナンダ！

I Am Sananda at the threshold of the Galactic Center!
 
Message conveyed by Ute
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皆さんの魂の無限の拡大

皆さんの魂の無限の拡大
YOUR SOUL’S EXPANSION TO INFINITY
23 May 2013 - 10:42pm
 
ウテ経由

Channeler: Ute
 
 
 
わたしの親愛なる皆さん、わたしはサナンダ！

 
この交信者を通してわたしが話をしてから、かなり長い時が経っています。わたしは、

彼女自身のこころに従って彼女の魂が表現することを望んだ内容を交信する彼女を観察

しました。そしてわたしは今、彼女が自分にこの交信を行う許可を与えたことを喜んで

います！

 
同じように、わたしはひとりひとりの皆さんが皆さんのこころを表現して、皆さんの魂

が前に進み出ることを許す皆さん自身の方法に気付くように、皆さんに働きかけます。

もしも皆さんがまだそれを行っていないなら、ということですが、その理由は、ひとり

ひとりの皆さんが他の人々と共有する固有なひとつの貴重な贈り物を身に着けているか

らです。

 
ひとりひとりの皆さんがこの中で平等であり、ひとつの巨大な魂と人類の意識として存

在する、人類のすべての魂の全体性の一部です。

 
ひとりひとりの皆さんがひとりの個人であり、調和した人類の歌の中の具体的な振動

です。そしてもしもこうしたすべての振動のたったひとつでも欠けていると、人類の壮

大な歌は完全ではなくなります。

 
それぞれの魂の叡智は、その叡智が存在する永遠の根源から流れ出ています。そしてそ



れぞれの魂は、それ自身の色または固有の色の組み合わせを持ちます。しかしすべての

色を一緒にすると、違いを超越してひとつの巨大な白い光になります。

 
しかしその一方で、皆さんは誰ひとりとしてこのひとつの巨大な白い光から切り離され

ていません！起源と一体になることは、この魂が今浮上し続けているさらに巨大な存在

に帰順し始めているため、非常に祝福されます。

 
その巨大な存在と伴に、魂の音色がさらに巨大な規模と量で振動を始め、それは比較的

けたたましいものではなく、根源と一体になるまで次第に多次元的に拡大し続けてい

ます。

 
ひとつの魂が、その個人的な魂として存在している一方で、同時に拡大された神聖なる

意志式の領域に参加することができるのは、今可能になっているこの祝福によるもの

です。これは、ひとつの新しい神聖なる創造であり、それはひとつの全体としての人類

に認識されていなかったものです。過去において、ただ非常に数少ない類希な魂達だけ

がこれを行うことができました。これは、神のこころの中のこの進化における飛躍的進

歩の重要な側面のひとつです。ひとりの個人として、そして同時に究極として、意識す

ることです。

 
この新たな創造の前、その究極に入ったひとつの魂は、神聖なる愛、至福の意識の巨大

な海洋の中で、その存在を見失いました。

 
ひとりの個人はどのようにして両方になることができるのでしょうか？　これは一

種の“交信”の問題です。その魂は無限の根源と“交信し”、魂自身をその巨大性に開きま
すが、しかし瞬く間にその個性のより限定された状態に意のままに切り替えることがで

きます。

 
これが起ることを可能にするために、神聖なる創造主の数々の影響力が、今までの状態

のようなその幾何学的形状をより半透明でより少ない凝集性を備えた方法で、その魂の

構造を変えてきました。それは、人間の魂は今、この類似性を利用するために、ひとつ

の粒子からひとつの波形に変わるより多くの余地を持つことを意味します！　そして絶

対的存在がその魂の経験を意識するとすぐに、その魂は意志によってこれを行うことが

できます。



 
皆さんがひとつの新しい科学的な創造の特質についての洞察を統合するや否や、それは

皆さんの観察になりました。そしてこれは、いつも拡大された意識と一致しました。皆

さんの科学的な努力の中の拡大された自覚的意識と新しい洞察は、従ってまた、皆さん

の霊的な成長の進化上の拡大を表しました。

 
わたしは、皆さんすべてが皆さんの量子物理学の理解を用いることを勧めます。それは

、皆さんの魂の自覚的意識を拡大する、皆さんのこころの知識です。高度な物理特性の

科学で表現されている象徴体系は、皆さん自身と意識の特性をより良く理解するための

、ひとつの戸口です。

 
最終的に皆さんは、現実性の描写である物理学の領域の中の数多くの観察は、同じ真実

を指摘することに気付くことになるでしょう。そして皆さんはすぐにそれを置き換えて

、物理学が皆さんの魂が次第に感じ、直観し、神聖なる現実性として認識することがで

きるものと同じものを表現することを、承認することができるようになるでしょう。

 
しかしその一方で、これはただ現象の世界にだけ当てはまることです。構造が解き放た

れるや否や、科学も霊性もなくなります。両方がその巨大で無限で不可分な、究極的な

現実性の根源の中で超越されます。その中では構造は存在しませんが、しかしそこか

らすべての構造が現れています。

 
これは理解しなければならない、重要なことです。何故なら、この理解がなければ、皆

さんは皆さんの魂を超えるものを承認することができず、そして皆さんは、皆さんの魂

よりもさらに巨大なものに帰順することができないからです。皆さんは神の美しいひと

つの放射であという事実にもかかわらす、その放射は依然としてある意味でそれ自身の

根源から切り離されています。皆さんは、このことを理解することができます。何故な

ら皆さんは、皆さんの魂だけではなく、数多くの魂が存在することを認識しているから

です。

 
そしてこの事実は、魂は、それ自体で、そしてそれだけで、究極ではないことを皆さん

に伝えます。しかし根源はただひとつであり、複数ではありません。それは分断するこ

とはできず、減少させることもできません。それは純粋な輝きであり、その中でそして

そこからあらゆる物事が生じる、無限の意識です。



 
現れるものはひとつの名前が与えられ、そして具体化されることが可能です。根源は具

体化されることは不可能です。それは、永遠にすべての物体の主観的な実体です。皆さ

んが根源を自覚する時、皆さんはどのような客観と主観の関係も超越し、物質はひとつ

の主観的な“観点”から認識されます。しかしその一方で、これはわたし達がそれについ
て話すことも考えることもできるものではなく、それは自覚されることが必要で、皆さ

んがその状態になることが必要です。

 
わたしのこころにとって大切なことは、皆さんに皆さんの無限の視点を明らかにして、

皆さんの魂を成長と拡大に向けて刺激することです。このことを受け入れてくれること

に対して、皆さんに感謝します。

 
いつものように、わたしは愛に溢れる、皆さんのサナンダ！

As always, I AM your loving
SANANDA!
 
~**~
My heart was singing with joy, dearest friends, while writing this down. What about your heart, did it
start singing too?
 
Much love!
~**~
 
http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2013/05/sananda-your-souls-expansion-to-infinity.html
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光の普遍的な貢献

光の普遍的な貢献
Universal Service of Light - Michael and Sananda
30 November 2011 - 9:00pm 
ミッシェル・シャビエル経由

Channeler: Michael Xavier 
 
クライスト・ミカエル：子供達こんばんは、わたしはクライスト・ミカエル。わたし

は今晩、普遍的な回路のさらに高い水準の自覚と霊を通した次元上昇の概念の理解を

もたらすために実施されているこの壇上で皆さんすべてを歓迎しています。 
ひとりひとりの皆さんそれぞれが、こうした出来事をさらに大きな能力まで理解する

ように努力していて、その努力は個人的な人々だけではなく、また共同創造で連携し

ている他の人々によって行われているため、集団的で共同創造的な努力を通して築き

上げられたこうした数々の小さな回路は、この回路のためだけではなく、そこから情

報を受け取る人々に対しても、かけがえの無い手段になっていることが判明すること

になるでしょう。 
わたし達は今夜、2、3の事柄に触れる予定です。わたしが今夜最初に話をしたい事
柄は、過去から実施されている新しいものが現れようとしているという、この情報を

受け取っている人々に対するものです。 
わたし達はここに数多くの神聖なる存在達を招いています。わたしの両側にインマヌ

エルを招き、ガブリエルを招き、ユニオン・オブ・デイズ（日々の同盟）を招き、ま

た回路化されているネバドン宇宙から訪れている数多くの存在達を迎え入れています

。彼らが約束を果たすことを望んでいると感じる時、彼らは約束を果たすでしょう。

そのため、もしも皆さんがエネルギーの移行を感じているなら、これはわたしだけで

はなく数多くの存在達によって皆さんの自覚的意識にもたらされているものです。 
このようにそれが行われている理由は、そしてユーランシャの領域（地球）に居住し

ているすべての存在にわたしが伝えている理由は、これほど数多くのわたしの子供達

や兄弟姉妹達が、霊的な情報に烙印を押すか、箱に入れる必要があると感じているた

めです。 
皆さん自身の内部にはひとつの共鳴現象が存在し、もしもしれが正しく正確なもので

あれば、皆さんは天の父に導かれて約束を果たし、受け入れられるようになるでし



ょう。その事実を皆さん自身の判断力が皆さんに伝えるようになるでしょう。そして

皆さんは霊的な情報を受け取っているため、特に皆さんは宇宙を通して次元上昇をし

ているため、皆さんはこの事実を理解するようになるでしょう。 
わたしが皆さんの自覚的意識に伝えようとしている最初の情報は、次元上昇の理解と

その中での心構えになります。そして集団のための方法だけではなく、今はユーラ

ンシャの領域ついても伝えています。また、光の領域に由来する数多くの統合された

エネルギーや、既に足を踏み入れてさらに高い自覚的意識の水準をこの領域の最前線

や集団にもたらしている人々によって影響を受けている姿、そしてそれがその情報を

受け取っている人々だけではなく、その回路を築き上げているかそのグリッドを浄化

している人々に対してもかなり影響を及ぼしている姿を伝えています。何故なら、そ

れは過去の呼び掛けで伝えられていたからです。 
わたし達はその中にある概念や解釈について、過去において既に理解していますが、

しかし皆さんがこうした物事を霊に任せ、皆さんの内面の調整機能がこうした物事を

共鳴することを許ことができるのであれば、そして皆さんが父やより巨大な霊的な理

解のために真剣に努力するのであれば、ひとつも問題が起ることはないでしょう。そ

の情報は皆さんに与えられ、すべてが公表されることになるでしょう。 
ですからさらにキリスト意識の中で、わたしのネバドン宇宙の中で、皆さんの身体は

数多くの器官と細胞から構成されているように、救世主であるわたし自身の身体は

また、わたしの霊を維持している数多くの部分から創られています。わたしの霊は

既に、わたしはその霊の内部に宿りそれはわたしの反映である、という理解に達して

います。 
ですから、かなり数多くの皆さんが、こうしたエネルギーが皆さんに入り込んでいる

ことを理解し始めています。そしてわたしは皆さんのこころの内部に宿っていて、同

じように天国の父も皆さんのこころの内部に宿っています。 
皆さんはこうした物事をより明確に理解しているため、次に皆さんは、以下の事実を

理解し始めるようになるでしょう。皆さんの天界の指導霊達や中継者は、皆さんの次

元上昇のかなり初期に始められたものと接触を持ち、これはおそらく厳然たる使命つ

まりエンボンの息子の自覚というさらに高い水準に向かって進み、数多くの人々が、

内面で霊を受け入れ霊を見定める方法と文書化してそれを送受信してこうした物事を

実践する方法についての教義の使命に向かって進んでいます。 
次に、皆さんは神の霊と大宇宙意識とキリスト意識を通してさらに先に進みます。そ

してひとつの架け橋、あるいは間隙、あるいはこうした物事を妨害している存在達や

こうした物事をやり遂げることを許している存在達についての理解が現れ、特に妨害



を受けないそれ自体を通して、それが築き上げている回路を用いて他の存在達のため

の道を整えています。 
神は依怙贔屓することはありませんが、しかし神は愛の中で神のすべての子供達を尊

重し、その回路が築き上げられることを許すようになり、それがユーランシャの集合

意識のいわゆる“濁った湖”からのさらに高い水準の自由を許すことになるでしょう。 
ですから、こうしたさらに大きな理解が皆さんに訪れるため、皆さんは神聖なる存

在達、指導霊達、姿態を持ったすべての存在達、皆さんが読む送受信している存在達

からの文書、自分達の器官を通して霊を指示することができる存在達は、本質的に神

の王国それ自体の反映です。しかし彼らは自分達自身のことについて、より多く理解

しています。何故なら、彼らは父に向かってさらに一層高く次元上昇しているから

です。 
皆さんは外界に向かってあらゆる物事を探すことができるとわたしが伝える時、皆さ

んは通りを進んで皆さんの地元の教会に行くか、別の人のところに行き、皆さんに彼

が神として考えているものを皆さんに伝えて貰います。しかし、これは神の存在につ

いての美しい出来事です。 
神は、その表現とそのありとあらゆる被造物を通して経験する方法において、永遠に

尽きることがありません。 
ですからまた、この理解は皆さんのこころのなかに種を播き、根付き始めるため、創

造主と被造物はひとつになります。 
皆さんは神の似姿として創られました。皆さんはそれよりも低いものから創られたの

ではなく、神の似姿として創られました。 
ですから、この真実が皆さんの内部で共鳴するため、わたしは今直ぐこの回路上のす

べての皆さんを通して動こうと思っています。そして皆さんは神の王国の反映として

存在し、わたしは皆さんひとりひとりの内部に宿っていて、わたしがその事実を受け

入れるようになることを皆さんがさらに良く理解できるようにするつもりです。 
********* 
わたしはサナンダ、ネバドンの主イエスの人格化された調整機能です。わたしは自分

をこれほど明確に名前だけで自己紹介しています。わたしはこの回路を通して現れて

いるため、皆さんはエネルギーの変化を見定めて理解することができます。 
わたしは今晩すべての皆さんに向かって話しかけます。そしてわたしは皆さんの調整

機能を持った人々と意思の疎通を図っているため、わたしは皆さんに愛が創造を規定

しているという理解の特徴を知らせているところです。 
精神の中でこれを理解した上で、皆さんの人生のあらゆる行動はひとつの反応を決定



していることも忘れないでください。 
では、皆さんの人生で皆さんが確認しているすべての物事は、神の無限の栄光の反映

になっていますか？ 
今、霊的にだけではなく物質的にも巨大な変化を経験している光の活動家達にとって

、皆さんがその情報と一体になり始めているため、こうした物事は最先端に押し出さ

れています。皆さんは、父の本来の姿に一致していないそういった数々の物事を理解

し始めるでしょう。 
より良い道に向かって先導するためにひとつの集団の外に出ることは、ひとつの勇敢

な魂を魅了します。そして勇敢な人々は今、ユーランシャの領域上を前進している

ため、集団から離れて光に向かっている数多くの勇敢な人々は、彼らの背後にいる同

じような人々に、彼らの背後を進むためのさらに素晴らしい能力を許し、わたしが2
千年前に内在したイエスのような人々によって開かれた道筋の後を追随しています。

さらに素晴らしい理解に向かう道を整えるために集団から離れて次元上昇の宇宙に

入り、普遍性と次元上昇の過程のさらに素晴らしい理解に向かいます。 
そのため、イエスは肉体という死すべき似姿の中で皆さんの創造主の父に対して彼自

身を与え、皆さんは神の似姿として創られたことを明らかにしましたが、しかしイエ

スは皆さんが皆さんとして創られているものより遥か上に存在していた訳ではありま

せん。 
子供達、皆さんが皆さんの生命とその内部に存在しているものに目を向けているなら

、少しの間その事実を良く考えてみてください。 
皆さんは神の反映であり、ひとつの反響であり、そして皆さんは皆さんの創造主の似

姿として創られました。 
美しい真実、美と善良さを創り出してください。さらに素晴らしい理解の水準を求め

ているすべての人々のために、それが与えられることになるでしょう。 
霊的な支援と導きを求めているすべての人々に対して、それが与えられることになる

でしょう。 
その声は皆さんの内部にあり、そしてわたし達は皆さん自身の声を通して働いてい

ます。皆さんの声は皆さんの調整機能であり、皆さんがこの時空の範囲を踏破してい

る時は皆さんの内部に宿っていて、純粋な意識の理解のさらに素晴らしい水準に皆さ

んを連れて行きます。 
数多くの次元水準が存在し、皆さんは単純に皆さんの調整機能と伴に静寂に入って行

くことによってそれを踏破することができます。皆さんは何処にも旅行をする必要は



なく、単純に周りの世界の狂気の創造から離れて、皆さん自身を穏やかにして、皆さ

んのこころの中心に入って行き、深呼吸するために少し時間を取ることによって、一

休みして、皆さんのこころに入り込み、はい父よ、わたしはここにいます、と伝える

だけです。 
わたしは今日、皆さんを受け入れる準備が整っています。こうした静寂な瞬間の中で

、まさに砂漠の燃え尽きぬ柴の中で神がモーゼに行ったように、神は神自身を皆さん

に明らかにするでしょう。 
実際に皆さんの内部に宿っている神はその燃え上がる炎の望みとして、皆さんに神自

身を明らかにするでしょう。 
皆さんはこの領域でこの世界の時間を横断しながら、この無限に向かう経験に焦点を

合わせているため、皆さんはただ、この領域上のこの世界では皆さんの時間がどれほ

ど短いものか、それを良く理解するようになるでしょう。皆さんが既に授けられてい

る神聖なる天稟に応じて、皆さんの能力、皆さんの理解の能力で可能な限りそれを活

用してください。 
皆さんはいつもさらに卓越した理解、さらに高い普遍性を求めて、真剣に努力するこ

とができます。そしてそれは皆さんに与えられることになりますが、しかし皆さんは

、その人生でそれを台無しにすることなくあらゆる物事を急き立てることができる以

上に、霊を急き立てることはできません。 
皆さんは神のひとり子であり、神の娘であるため、こうした物事は皆さんのところに

現れるように運命付けられています。皆さんは神の愛に値し、神の反映であり、愛と

生命の中でひとりの創造主になるために創り出されました。 
皆さんは、皆さんのこころの中で、そして皆さん自身の精神の中で、皆さんが天の父

と共同で創造を行う時、無限の可能性を持っていることを自覚し始めるでしょう。 
こうした道筋のすべてが、ひとつの目的につながっています。 
数多くの人々が異なる視点を持っています。数多くの人々が、自分達は唯一の方法

を持っていると信じています。それにもかかわらず、他の誰かが現れて、その通り、

わたしはここでそれをしようとしたが、わたしは違う道に進んだ、と言うことになる

でしょう。 
今夜この回路でひとつになっているすべての皆さんが覚えておかなければならないこ

とは、真実はいつも誤りに囲まれて立ち上がるようになる、ということです。 
誤りは真実の前に立ちはだかることはできないため、誤りは剥がれ落ち、最終的に真

実がいつも支配的な力を持つようになるでしょう。 
最終的に、真実だけが存在します。 



他のあらゆる物事はひとつの幻影であり、他のあらゆる物事は単なる欺瞞であり、

特に、皆さんは何かに巻き込まれていると考えていますが、たとえ無意識の状態であ

るとしても、皆さんは依然として不朽のままです 
ですから、皆さんがこうした物事を皆さん自身の内部で自覚しているように、皆さん

はありのままの姿で完全であることを自覚しています。 
皆さんは本質的に、そして最終的に、皆さんは皆さんが決して忘れていない場所に

向かってとても遥かな距離の旅を進んでいることを自覚しようとしています。 
皆さんは皆さん自身の内部に現れているため、そして今夜わたしの話を聞いている人

々にとってこの事実は浸透しているため、数多くの皆さんのこころの中で、今、それ

が鳴り響いています。 
それぞれの能力や必要となる手段と伴に、今、皆さんにその巨大な全体構想が与えら

れています。 
皆さんは今まで、どのようなひとつの特殊な物事にも消耗させられていません。皆さ

んは、天の父を見付け出すために必要となるあらゆる手段を持っています。 
神は皆さんの内部に宿っています。 
この領域は、外部の星達に目を向ける状態や幸せを求めて外部に目を向ける状態から

その健全性を取り戻し始めているため、父なる神がひとりひとりの皆さんそれぞれの

内部に宿る時、大きな目覚めが現れることになるでしょう。 
皆さんに必要なことは、単純に皆さんの目を閉じて、神の穏やかさが皆さんを洗い流

すことを許すことだけです。 
神は、ひとりひとりの皆さんそれぞれから遠く懸け離れた存在ではありません。皆さ

んは神に次第に神に近付いているため、神も皆さんに近付いて行くことになるでし

ょう。 
ですから、わたし達が近付く前に、主クライスト・ミカエルと伴にすべての神の子供

達がさらに素晴らしい水準の普遍性と意識の理解を受け入れるために、わたし達はサ

ナンダというわたし自身の記銘を添えてこの回路を通して近寄ることになるでし

ょう。 
皆さんは今夜わたし達を受け入れているため、皆さんは地上の天国という王国を創り

出すためにあらゆる手段を授けられているという、こうした事実が皆さん自身に浸透

することを許してください。 
単純にこの事実を学び、認識することによって、皆さんは皆さんがその人生で接触す

る他の人々にそれを伝える能力を皆さん自身にもたらしています。 
錯乱状態になっているこれほど数多くの人々や今まで自分達の醜態の中でよろめいて



きた人々のための時代は、これほど数多くの人々が、自分達もまた声を持ち、自分達

もまた狂気の世界から立ち上がることができるという自覚に対して目を覚ましてい

ます。 
醜態のエネルギーをそのままにしてきたこうした人々は、叫び、唸り声を上げる可能

性があり、また皆さんのところに現れて、皆さんは神の価値など無い、と伝え、そし

てこういった類のすべての幻影を伝える可能性があります。それこそが、今まで皆さ

んに真実ではないことを伝えるようにさせてきたものです。 
もしも皆さんが皆さん自身の内部の小さく静かな声に耳を傾けるとすれば、皆さんは

間違いなく決して破綻することはないでしょう。 
皆さんの内部には、数々の宇宙の中で最も素晴らしい天稟が授けられています。 
わたし達は今、皆さんの前進を後押ししているため、この事実が皆さんのこころと精

神と、そして魂に浸透することを許してください。 
神は依怙贔屓することはなく、ひとりの個人が神を見付ける価値があり再び創造主と

一体になるのではなく、神は皆さんすべてを選択していることを忘れないでくだ

さい。 
ほんの一瞬の間でも、皆さん自身で皆さんが授けられている無限の能力を考えること

を始めてください。 
それは、皆さんの霊と皆さんの魂の中の強さです。誤りなく地上の天国という王国を

無限に創り出すことができる、ひとりひとりの皆さんそれぞれの内部の強さです。 
光に属していないすべてが皆さんの精神に現れるため、光に意識を集中することを忘

れないでください。そしてその光はさらに大きくなりますが、それに応じてもしも皆

さんが闇に意識を集中していれば、闇はたださらに拡大されたものになるでしょう。

 
こうした闇を皆さんから取り除いてください。そうすれば、闇は見つからなくなり、

闇は皆さんをそのままにしておくことになるでしょう。こうした闇に属する物事は、

確信を持つ子供達に触れることはできません。 
わたし達は今夜、穏やかに皆さんと分かれます。そして、皆さんの生命に、そして訪

れる感謝祭の休日に、天の父の祝福が行き渡りますように。 

[This message may be shared with a link to the Universal Service of Light Page] 
http://www.facebook.com/pages/Universal-Service-of-Light/240480615987833 
Dial in number (712) 432-0900 Access code 429402# 
Friday December 2nd - 7:00 Eastern Standard Time

And every other Friday thereafter December 16th - 30th

http://www.facebook.com/pages/Universal-Service-of-Light/240480615987833


As we join with one heart and one mind in service to the light.

Link to audio transmission below 
https://www.freeconferencing.com/playback.html?cid=conferences%2F-17-65-6715-17-65-6726103-17-65-67-

17-65-67-17-65-6745-17-65-67-17-65-67-51-70-17-65-67-17-65-67.mp3&e=1356930000000&cn=94-43-28-63 
http://lightworkers.org/channeling/147606/universal-service-light-michael-and-sananda 
 
ユーランシャの書 the Urantia Book 
本来は、セブンスデー・アドベンチスト分離主義カルトの“聖書”で、シカゴの精神科医ウィルフレッド・ケロッグ

にチャネリングで伝えられ、ウィリアム・サドラーが編纂したものだといわれている。サドラーは 1969年に94歳で世

を去ったが、彼のカルトは今でも存在している。 
ユーランシャの書は2000ページ以上の長さにわたり、聖書の誤りと欠落を“訂正”するために、超人類から与えられ

た啓示であるとされる。“ユーランシャ”とは、超人類が我々の惑星につけた名である。この超能力生物によると、

地球はサタニアにある606番目の惑星である。サタニアはノーラシアデックの中にあり、ノーラシアデックはネバドン

の中にあり、ネバドンはオルボントンの中にあり、オルボントンはハボナの周囲を巡り、そのハボナに私は住んでい

るのだ云々。マーチン・ガードナーによると、ユーランシャの書には、惑星や、天使の名前や、その他無意味な戯言

についての奇怪な主張とともに、アドベンチストの教義が数多く含まれている。（訳注：ガードナーは若い頃、アド

ベンチストに入信していたことがある。） 
サドラーのキャリアは、ジョン・ハーベイ・ケロッグ博士 のもとで働くことからはじまった。ケロッグ博士はアドベ

ンチストの外科医で、健康法とダイエット法の著者で、コーンフレーク王ウィリアム・キース・ケロッグの兄弟であ

った。映画“The Road to Wellville”の題材となり、劇中で風刺的に扱われたのも、このケロッグ兄弟である。  
http://www.genpaku.org/skepticj/urantia.html

https://www.freeconferencing.com/playback.html?cid=conferences%2F-17-65-6715-17-65-6726103-17-65-67-17-65-67-17-65-6745-17-65-67-17-65-67-51-70-17-65-67-17-65-67.mp3&e=1356930000000&cn=94-43-28-63
http://lightworkers.org/channeling/147606/universal-service-light-michael-and-sananda
http://www.genpaku.org/skepticj/urantia.html


2012年の次元上昇の意識

2012年の次元上昇の意識
Ascension Consciousness - 2012 - Message from Sananda
28 December 2011 - 10:56pm 
マイケル・シャビエル経由

Channeler: Michael Xavier 
Ascension Consciousness - 2012 - Message from Sananda 
This is the first part of a three part broadcast from Sananda / Metatron and Archangel Michael
brought forth to expand Ascension Consciousness. 
(PART 1) 
 
サナンダ：わたしはサナンダ、ネバドンの宇宙のためにこのメッセージを送信してい

ます。 
現時点の光の中で、強く、そして確固たる状態を維持してください。これが不可欠にな

ります。 
闇の中に隠されているものが光の中で明らかにされるため、闇は光の中で抵抗すること

ができません。 
光を貫くことができるような怖れは存在せず、危害をあたえるものも存在せず、すべて

の物事が暴露されるため、光のなかで強さを維持してください。 
数多くの人々の前進を阻む唯一のものが光への怖れであり、そしてそれはそこで人々を

待ち受けているものです。 
光の中には無条件の愛、容認、そして優しさだけが存在しているため、断定的な判断を

せずに前進し、光と生命とその充分な神聖なる遺産を経験する準備を整えている人々を

、その光が引き受けます。 
 
2012年に訪れようとしている変化と、光の活動家、神の王国の具象化としての皆さんの
役割をさらに良く理解する方法

The upcoming changes of 2012 and how to better understand your role as light workers /
embodiments of the kingdom of God 

特に現時点において、数多くの人々が過去について深く熟考し、内省をしています。数



多くの人々が、自分達が達成したものと獲得したものを確認することに期待を寄せてい

ます。 
数多くの人々が、自分達が学んだこと、そして新年に引き継ぐためにこうした経験から

収拾する最良のものについて、じっくりと考えています。そして依然として数多くの人

々が新しい目標を設定するために将来のことを考えていて、どの道筋を進むべきか、そ

れを実行するにはどのようにするのが最良の選択か、ということについて確信が持てな

い状態になっています。 
いつも数多くの路や道筋が存在し、しかしもしも皆さんが、皆さん自身を見付け出すた

めに誠実に光を探し求めているのであれば、最終的にはそれはいつも同じ路につながっ

ていることを忘れないでください。何故なら、皆さんは既に皆さんの内面にいつも最良

の教師を持っているからです。 
2012年は集団的な自覚と意識の領域に、そして今まで熟慮されてきた、特にこの特定の
日付についての大量の情報の光の中に、入って行こうとしています。その中で真実と

して、普遍的なものとして存在しているものについて話をすることにしましょう。 
暦が2012年に変わる今年の変わり目に、この時期に関する間違った先入観による観念、
幻影、そして妄想を抱いている数多くの人々がいることに注意してください。特に、ひ

とつの否定的な立場を網羅している人々に対してです。 
今は、わたし達がすべての皆さんに警告を発する時です。この特定の時と年に関するあ

らゆる否定性や、特に、そうした内容が集団的な報道機関から送信されるものや、イ

ンターネット資源からの数多くの間違った妄想的な観念形態に関して、皆さんが遭遇す

る可能性があるものを読み込まないようにしてください。 
わたし達は、すべての皆さんがこの日付に関して否定的な集団意識や想念形態から距離

を置き、その代わりに肯定的なものに意識を集中するように忠告します。肯定的なもの

とは、意識における巨大な移行であり、人類の次元上昇した意識のことです。 
今回の特殊な時期は、巨大な惑星の変化と、集団的な共同創造の協調という統一場の中

で一体となってすべてを網羅するために高められた意識水準や、精神を拡大する数々の

気高い手段に向けた、次元上昇の時期です。 
この惑星上で次々と数多くの人々が集団的な誤った考え方や幻影から抜け出していて、

宇宙から分離することなく無条件に愛されて在りのままの姿が受け入れられている真の

現実性に、“目覚めて”いるところです。 
数多くの人々が、自分達は今も今までも達成不可能なもの、あるいは努力する価値がな

いもののために奮闘していることを自覚しているところです。そして、自分達の日々の

生活やそこでの日課の中で、神の眼差しを通して世界を確認しています。 



数多くの人々が、今、こう尋ねています。すべては何のために？ 
この惑星上で次々と数多くの人々が目覚めているため、人々は数々の答えを求めてこの

集団のような数々の集団に引き寄せられるようになるでしょう。そのため、そういっ

た人々をその道筋をさらに遡る支援をすることは、目覚めた個人ひとりひとりに委ねら

れています。 
 
皆さんが結び付きと天稟を利用して他の人々を支援することができる方法

How you can utilize your connections and gifts to help others 

同じ指紋を持っている人間は二人いることはあり得ません。ですから、その理由のた

めに、皆さんは固有で特殊になるように創られてきたことをこころに留めておいてくだ

さい。同じ霊的な才能や能力を持っている人はひとりだけです。 
皆さんの古い預言者は、その見解を提示した時には真実を語っていました。 
異なる種類の霊的な天稟は存在しますが、同じ霊です。異なる形の礼拝はありますが、

同じ神です。異なる働きは存在しますが、しかしあらゆる人々にそのすべてを提供して

いるのは同じ神です。霊の発現は、何らかの恩恵のためにそれぞれの個人に対して与え

られています。ひとりに対しては、霊を通して叡智の表現が与えられています。別のひ

とりに対しては、同じ霊に従って知識の表現が与えられています。別のひとりに対し

ては、同じ霊によって確信が与えられています。別のひとりに対しては、ひとつの霊

によって癒しという天稟が与えられています。別のひとりに対しては、並外れた行動力

が与えられています。別のひとりに対しては予言的能力、別のひとりに対しては霊の優

れた判断力、別のひとりに対しては言語の多様性、別のひとりに対しては言語の解釈が

与えられています。しかしひとつにして同じ霊がそこうしたすべての能力を提供してい

て、ひとりひとりの個人にその望んでいる通りの才能を個人的に振り分けています。 
光を輝かせるために皆さんの最善の能力に対して皆さんに与えられているものを、利用

してください。それは文字通り真実です。何故なら、より多く持つ者は与えられ、より

多く持とうとしない者は取り上げられ、すべての人々の至高の善のためにそれを利用す

るようになる人々に与えられるからです。 
変容や自分達の存在性の内部のこうした変化を経験している時に浮上する数々の疑問に

ついて、その答えを見付け出すために、天界の存在達や霊と伴に自分のさらに高い自己

、調整者、内的指導霊と交信できる人々が存在しています。数多くの人々がそういっ

た人々に引き寄せられています。 
皆さんが特殊な振動、エネルギーや光の周波数を維持しながら、さらにその覆いの反対



側の存在達と共同創造的な仕事上の関係を持っている場合、数多くの異なる意識状態が

この光に引き寄せられることになるでしょう。 
皆さんの意識を低下させて、いわば皆さん自身を探し求めているようなより低い状態に

することは皆さんに課されていません。しかし親愛なる皆さん、強さを保ち、光の中で

微動だにしないで　正しく普遍的な理解という適切な次元領域に対する真実を探し求め

ているすべての人々を引き寄せることは、皆さんに委ねられています。 
真実は、誤りや幻影の只中で強さを保ち、微動だにしません。 
単純に、次元上昇の意識の反映になり、また神の王国の現れになることは、太陽や灯台

のような輝く光が、限定された思考や幻影的な誤解や、霊的な概念や普遍性の知性化と

いう見解に閉じ込められた思考から抜け出す道を明らかにすることを証明するでし

ょう。 
2011年には、意識の“集団の湖”の中の混乱を解決する支援をするために数多くの神の摂
理が実行に移され、今まで皆さんの世界を“濁らせて”きた意識の障害が取り除かれま
した。 
これは数多くの光の勢力によって行われてきて、さらに巨大で普遍的な次元上昇の意

識や、適切で普遍的な真実についての知識に向かう、その道筋や範囲を解放しました。

同時に、皆さんはもはや独りぼっちで宇宙の流れを生み出している生命から孤立してい

る訳ではなく、まるですべての創造の中で唯一の存在であるかのように愛されていると

いう、その理解を拡大し、強化しています。 
皆さんは愛されていて、皆さんは創造主の視野の中では完全であることを、いつも忘れ

ないでください。 
すべての人々が確認できるように、皆さんの活き活きとさせる光を輝かせてください。

何故なら、皆さんは誰も独りではないからです。 
目を覚まして、皆さんは創造主の姿に似せて創られたことを理解してください。 
皆さんの力の核心部分で、皆さんの魂で、こうしたメッセージの中で皆さんが受け止め

ているエネルギーを維持して、それをより上手に統合して、皆さんの内面の指導霊や調

整者と伴にそれを取り入れてください。 
もしも皆さんが、次元上昇を理解することを、そしてその中では数多くの皆さんの中に

休眠中で横たわっているものがあることを理解することを適切に求めていれば、皆さん

は巨大な真実と共鳴することになるでしょう。 
最愛なる皆さん、皆さん自身から断定的な判断を取り除いてください。それで皆さんは

、さらに素晴らしい意味で皆さんに対して開かれている、数多くの扉を見付け出すこと



になるでしょう。 
宇宙は、皆さんが受け入れて理解できるものに沿って機能しています。このメッセージ

に導かれてこれを読んでいる数多くの人々は、今、とても特殊な理由のために読んでい

ます。 
祈りは霹靂に打たれるような形で奇跡的に答えられはしませんが、しかし何度も自分で

その王国を具体化した人々を通して与えられています。その時、霊的な導きや今まで提

示されてきた方向性に従い、そして次にそれを実行に移すことは、そこに導かれてい

る人々に委ねられています。 
皆さんは2012年やそれ以降の年に実行するひとつひとつの考え、行動、言葉、そして行
為に結び付けられていている、という認識に向かって、皆さんの意識が拡大しますよ

うに。 
永遠の真実という光と愛がすべての皆さんの上に輝いている時、皆さんの上にいつも穏

やかさが現れています。 

Group: Universal Service of Light 
http://lightworkers.org/channeling/149496/ascension-consciousness-2012-message-sananda

http://lightworkers.org/channeling/149496/ascension-consciousness-2012-message-sananda


移行という時期の励まし

移行という時期の励まし
Encouragement in times of shifting
11 January 2012 - 6:53am 
ミッシェル・シャビエル経由

Channeler: Michael Xavier 
Message from Sananda – Encouragement in times of shifting 
 
受け取ってここで共有している数々のメッセージは霊化から訪れたものであり、霊は人

間の個性を持った交信者達を利用しているとしても、霊からのメッセージは決して誰か

らも過剰に評価されたり貶されたりするものではない、というのがこの集団の見解です

。宇宙は、あらゆる人々ひとりひとりの必要性に応じて機能しています。そのため、も

しも皆さんがこのメッセージを読んでいるのであれば、皆さんはそれを経験するように

運命付けられています。どうか、それに応じて共有してください。 
Channeled through Michael Xavier on behalf of the Universal Service of Light
http://www.facebook.com/UniversalServiceofLight 
 
サナンダ： 
怖れの意識のために皆さんが人生の中で先延ばしにしてきた数多くの物事のすべて、最

愛なる皆さん、それは今まで数多くの皆さんにとって広く行き渡ったものになっていま

した。わたし達は皆さんに、これを完全に解き放ち、神の王国の中の制限の無い創造的

な存在としての皆さんの無限の潜在的可能性を主張するように勧告しています。 
皆さんは神聖なる完全な宇宙を創造した主のひとり子であり、創造主は皆さんをこの

心象で、素晴らしくそして美しく完全な存在として、創り出しました。 
それは一瞬の、記憶を失った状態に過ぎません。記憶を失った状態で数多くの他の姿に

合わせて堕ちている状態であり、その状態で限界を伴う怖れに支配された幻影に集団的

に同意したのであり、それがこれほど数多くの皆さんが困難と無力感をもたらしてきま

した。 
最愛なる皆さん、今この時期は、外見的に皆さんを虐げているすべての人々を皆さんが

許すことが重要になります。皆さんの自覚的意識の中に入ってくるあらゆる物事につ

いて、許し、愛を発散するために、これからはこうした物事が許されるようになり、そ

http://www.facebook.com/UniversalServiceofLight


して皆さんはその物事から遥か遠くに離れることができるようになるでしょう。そして

彼らもまた、皆さんが前進しているように前進することができるようになるでしょう。

 
次元上昇は、今まで皆さんの内側に置かれていた神聖なる遺産を目指して内部に向かっ

て上昇することです。しかしそうする中で、皆さんは密度の高い振動エネルギーをさら

に高い振動を持った数々の光の次元に連れて行くことはできないことを、忘れないでく

ださい。 
この最も記念碑的な時の中で、ひとつの巨大な移行が行われています。集団意識に対し

てだけではなく、また現時点の皆さんの惑星上で大宇宙のキリスト意識を維持している

存在達に対しても、数多くの次元上昇のエネルギーが外部から持ち込まれているからで

す。 
大宇宙のキリスト意識のグリッドを通して数々のこころと精神を結び付けることが、ま

たさらに高い数々の次元から現れている数々のエネルギーが最愛なる皆さんを通して定

着することを許しているところであり、それがこの現実性の濃い密度の中でここに根付

かせる努力を行っています。 
数多くの皆さんが、特に皆さんが物質的に所在している場所に応じて、エネルギーの統

合の最も巨大な振幅を手にしているところです。何故なら、皆さんは皆さんのこの3次
元の水準の存在と伴に単純にその領域に向けて、こうしたエネルギーの高調波を定着さ

せているからであり、それは4次元性のオクターブに向けた移行の過程の中で行われて
います。 
それを、残りの目覚めている人類と伴に主導権争いを演じている、とても強力に固定さ

れた光の存在達になぞらえてください。この考え方は、わたし達が試しに用いて、綱引

きのようなエネルギーの共鳴状態の中で数多くの皆さんが経験しながら今通過しようと

しているものを皆さんの精神に運び込むことができる、ひとつの概念です。 
わたし達は、こうした身体上の周波数の中では疲れることもあり得ることを理解してい

ますが、しかし、こうした時期に毅然と構えて、いつも自分の姿を省みて、今新しいエ

ネルギーの中で暴露されているそういった物事を良く認識するように、わたし達は皆さ

んに勧告しています。そういったエネルギーが今、皆さんの自覚的意識から愛情を込め

て一掃されることが単純に必要になっている集団に対して，霊的に適用されているとこ

ろです。 
光の中で、そして皆さんの宇宙の創造主のこころの中で、毅然として構え、強さを維持

してください。そうすればすべてが順調に運ぶことになるでしょう。 
皆さんはすべて導かれていて、考えられる概念を超えて愛されています。単純に、わた



し達の導きに対して素直な態度を維持してください。それで皆さんは、必ずそれを手に

することになるでしょう。 
強く、勇敢になってください。 

わたしはサナンダ

I AM Sananda 

Group: Universal Service of Light 
http://lightworkers.org/channeling/150372/sananda-encouragement-times-shifting

http://lightworkers.org/channeling/150372/sananda-encouragement-times-shifting


キリスト者の時期、クリスマス

キリスト者の時期、クリスマス
The time of Christman, Christmas
13 December 2011 - 12:41am  
ペトラ・マルゴリス経由

Channeler: Petra Margolis 
Sananda, the time of Christman, Christmas 
 
皆さんが過している一年の内のこの時期は、来年の計画を立てながらこの一年を見直す

時期になります。 
2011年は早足で過ぎ去り、皆さんが起るかもしれないと考えた数多くの物事が、まだ現
れませんでした。 
現時点において、皆さんがその過去を見直して未来に思いを馳せる時、一部の皆さんは

落胆について考え、多くのことがまだ起っていないことに失望を感じています。 
わたし達は、皆さんが今という瞬間に生きることを求めています。今という瞬間は、内

面の穏やかさと静寂を見付ることができる場所です。 
穏やかさに満ちた戦士の精神の内部には、争いはありません。 
今年の終わりは数多くの皆さんが今まで待ち望んできた2012年を迎えるため、とても大
切になります。 
皆さんは今まで古代の記録や皆さんが入手することができた今までよりも多くの知識に

追随してきたため、皆さんは数多くの期待を内に秘めています。 
今、キリスト者、クリスマスのキリスト者になることが、とても大切です。 
クリスマスのお祝いは、地球上でそれほど長い間行われてきたものではなく、実際にそ

のお祝いは内面に向かい、内面の霊に気付き、その年の終りを迎えるにあたって数多く

の文化が形成した過去の精神を思い出すことを意図していました。 
燃え上がる樹々は、過去に起ったすべての出来事を解き放ち、未来に意識を集中するこ

とを表わしています。 
皆さんの前途には数多くの出来事が待ち構えていて、皆さんが数多くの生涯の中で待ち

望んできた次元上昇を皆さんにもたらすことになる年が、2012年になる可能性があり
ます。 
それは、皆さんが長い間熱望してきた一体性の内部で起り得る変化になるかもしれま



せん。 
今は、過去を手放し、未来のための贈り物としてその樹の根で現在を受け入れて、この

地球と地球上のすべての存在達のためにすべての皆さんが抱いている情熱とを持ちな

がら、新年に移動する時です。 
皆さんは現時点で何を待っているのでしょうか。皆さんの内面で数多くのことを行うこ

とができる時に、皆さんの内面で数多くのものを見付け出せる時に、皆さんは何故待っ

ているのでしょうか。 
皆さんの内面のこうした贈り物のすべてが、未来にではなく、今、探究されるために待

機しています。 
キリスト者とは皆さんであり、クリスマスは皆さんが皆さんに与える贈り物です。 
わたしはかつてこの地球上に存在していました。わたしの遺産は内面に向かうことで

あり、外部を見ることではありませんでした。 
皆さんの内面にすべての物質が存在し、皆さんの内面で、皆さんは戦士を、平和をもた

らす者を、創造主を、そして皆さんが過去に演じた他のすべての役割を、見付け出す

ことになるでしょう。 
今は、そういった生涯の時に皆さんが持っていた贈り物を取り戻す時です。 
未来が何を維持していようとも、これが現在の皆さんの姿であり、すべてです。 
わたしはここで皆さんを待っています。皆さんが内面に向かう時、わたしは皆さんを導

いています。 

サナンダ

Sananda 

Through Petra Margolis

December 11, 2011

www.ascendedmasters.org 
http://lightworkers.org/channeling/148434/sananda-time-christman-christmas 

http://www.ascendedmasters.org
http://lightworkers.org/channeling/148434/sananda-time-christman-christmas


何故皆さんは光の活動家という名前を使うのか？

何故皆さんは光の活動家という名前を使うのか

？
Why do you use the name Light Worker?
17 December 2011 - 3:32pm 
Channeler:
Petra Margolis 
Sananda, Why do you use the name Light Worker? 
 
地球や地球上のすべての存在達のための次元上昇の過程を完了させるために情報が必要

とされている現在において、わたし達は何故これほど数多くの皆さんがまだより多くの

答えを見付け出す内面の方法に気付いていないことを不思議に感じています。 
わたし達は、今現れている情報に依存している数多くの人々を確認していますが、しか

し彼らは現時点の皆さんの数々の信念を確かめる情報にほとんど依存しています。数々

のメッセージが、皆さんに皆さん自身について“気分が良い”感覚を与えています。 
その通り、数多くの人々はまた現時点において、希望や時に誤解を招く恐れがある情報

を与えている数々のメッセージについて見定めています。 
しかし皆さんは、特定のメッセージのためだけにその優れた判断力を維持しています。

 
今は内面の情報を集めて、現時点で内面に存在している皆さんの部分に気付く時です。

 
皆さんは何故、依然として他の存在達が皆さんにそれをもたらすことを待っているだけ

なのでしょうか？ 
それぞれの皆さんひとりひとりが内面でその答えを見付け出す可能性を持っていますが

、しかし皆さんはすべて内面に目を向けていません。何故なら、皆さんは折りに触れて

皆さん自身の情報よりも他の存在達を通した情報を数多く見定めているからです。 
その通り、わたし達はすべて支援し導くためにここに存在し、わたし達は皆さんを内面

に導くことができます。 
ここは真の答えが横たわっている場所であり、外部の情報源からもたらされた情報は真

の答えではなく、それは単なる見識を備えた信念に過ぎません。 



そうです、皆さん自身に満足して、皆さんは今目覚めていることを認識してください。

しかし、皆さんの内面の目覚めを価値あるものにしてください。 
その目覚めについて何かしてください。 
そしてさらに大規模な目覚めさえ許して下さい。 
これは、ひとりの高位の熟達者や他の種類の熟達者になることを目的にしている訳では

ありません。これは皆さんの道筋であり、皆さんがこの世界に現れた理由であり、皆さ

んが今目覚めている理由であり、そしてこの大規模な移行を可能にするために皆さんが

行うことができるものです。 
もしも皆さんが依然として“気分が良い”メッセージに執着しているのであれば、皆さん
自身にその理由を尋ねてください。 
皆さんは何故、皆さんは驚くべき存在であり、皆さんは巨大な光の存在であり、皆さん

は既に高位の熟達者やそれ以上の存在であることを皆さんに伝えているこの外部の情報

源からの確認を必要としているのでしょうか。 
皆さんがこの種の情報を必要としている理由を、皆さん自身に実際に尋ねてください。

 
それは皆さんに皆さん自身をどのように感じさせていて、またそれは皆さんを他の人々

にどのように見せているでしょうか？ 
もしも皆さんがこのメッセージについて怒りを感じているとすれば、皆さん自身にその

理由を尋ねてください。 
重要なすべてのことは、皆さん自身が完全に内面に気付くことです。 
誰も皆さんのためにそれを行うことはできません。皆さんのためにこれを行うことがで

きる機械は何処にも存在していません。皆さんのためにこれをすることができる存在達

はどこにもいません。 
向うの世界には、内面に向かう際に皆さんを支援することができる存在達がいて、彼ら

は内面に向かう皆さんの道を見付け出す際に皆さんを支援することができます。 
皆さんが地球上に降りてきた時、皆さんはひとつの道筋を計画し、その下降の道筋は皆

さんのDNAの符号の内部に、皆さんの光の身体やより多くの皆さんの部分の内部に、
転写されています。この道筋は、皆さんという存在に向かって遡ることができます。そ

れは皆さんという存在のすべての部分の再活性化、DNAの再活性化、光の身体の再活
性化やそれ以上のものが必要になります。 
これは、皆さんの詳細な設計図、皆さんのさらに高い自己、皆さんの魂、皆さんの神性

の臨在、人間の身体から始まっているDNAの延長線上にある物の内部に存在してい
ます。 



地球上のありとあらゆる個人は、大規模な移行という現時点において、ひとつの演じる

べき役割を持っています。目覚めていない大規模な移行の内部の自分達の役割に気付

いていない人々でさえ、同じです。 
何かが起るのを待ち望んでいる時間は去り、今は、それを起こす時です。 
今は、皆さんの内部に存在している情報に気付き、皆さんが行うべき本当の仕事、現時

点で皆さんがここに存在している理由を見付け出す時です。 
皆さんがそこから現れた、皆さんという存在の内面を思い出してください。 
皆さんはあらゆる物事であり、同時に無です。 
あらゆる物事と無というものに適切なひとつの名前はありません。 
すべてがひとつ、ということを別にすれば。 
皆さんが内面に向かう時、皆さんという存在のすべてに対する名前を見付け出すことは

重要ではありません。 
皆さんの本来の姿の核心部分を見付け出すことが大切になります。 
その核心部分の内部で、皆さんはあらゆる物事であると同時に無です。 
皆さんは愛であり、憎悪であり、光であり、闇であり、歓びと悲しみであり、そしてそ

の内部で、皆さんはあらゆる物事であると同時に無です。 
皆さんはそこにいるあらゆる存在であり、皆さんはそこにいるあらゆる存在の内部にい

る皆さんです。 
それは、地上を歩いているひとりの高位の熟達者になることが意味しているものです。

 
故郷はこころが存在している場所であり、そのこころは皆さんの内部に存在し、またそ

のこころはあらゆる場所に存在しています。 
地上を歩んでいる高位の熟達者になることは、皆さんがあらゆる場所に存在することだ

けを意味していて、地上を歩むことは、皆さんはただひとつの理由のために今ここに存

在していることを意味しています。 
内面の目覚めに向けた導きの道筋に存在するためです。 

サナンダ

Sananda 

Through Petra Margolis

December 17, 2011

www.ascendedmasters.org 

http://www.ascendedmasters.org
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サナンダ、苦痛に対する反感の解放手段として慈悲を語る

サナンダ、苦痛に対する反感の解放手段として

慈悲を語る
Sananda Discusses Compassion as a Release of Resistance to Pain
27 December 2011 - 9:33pm 
エリン・マックレイ経由

Channeler: Erin Mackley 
Conversations with Adama BlogTalk Radio Show: Dec 18th, “Healing the World’s
Governments” (this message begins at about 87:10, if you want to listen). 
Transcript Posted at: ConversationswithAdama.com  
 
高位の霊的指導者アダマが政治への関与についての質問に答えた後、主サナンダが加

わり、苦しめられる前の闇の瞬間について言及しながら、闇に直面して慈悲を維持する

ことについて話をしました。サナンダはエリン・マックッレイが交信しました。 
 
わたしはサナンダであり、またイエス、主イエスとしても認識されている者です。そし

てわたしは、皆さんのためにわたしが経験したことを共有したいと思います。ヨシュア

として転生していた間にわたしが感情の深淵を経験した時、人間がその経験の中で余り

にしばしば忌避している暗黒の喪失感を経験しました。わたしはこれを神の奉仕の中で

行い、そしてわたしはそれをひとりの人間の立場から行いましたが、そのためわたし達

はすべて、それが可能であることを認識することができました。わたしの人間の転生の

その生涯の中で、わたしは何処にも助けを求める場所がないという生々しい体験に対処

しました。これはすべてひとつの情緒的な遍歴であり、わたしが自分の人生の中でその

闇の時点を経験した時については、わたしがその庭の中で経験した苦痛として弟子達が

説明しているものです。 
わたしは今、後悔や苦痛という感覚を持たずにこのことについて振り返っていますが、

しかしその理由は、このことについて皆さんに注意を促したいと思っているからです。

何故なら、皆さんの集団社会がその喪失感に立ち向かうという生々しい体験から隔離さ

れた状態を経験していて、皆さんは依然としてそれを怖れているからです。そして事実

通り人がそのこころの中でわたしと出会う時にしばしばわたしが遭遇する状況として、



人のこころの中には大量の安心感が生み出されています。この安心感が現れるのは、皆

さんが深淵と呼ぼうとしている苦痛に対する反感、その反感の解放をわたしが提示して

いるからです。その深淵とは、皆さんの根源から疎外されているという感覚です。皆さ

んひとりひとりが、わたしが慈悲という純粋な空間を維持することによって達成した役

割に従う能力を備えています。それについては、皆さんの経験の中でどれほど暗いもの

として現れようと、問題ではありません。 
ひとりひとりの個人がその役割を引き受けているため、集団的な光の経験、その真実は

、飛躍的に増大することになるでしょう。ですから、皆さんがどれほど多くの力と愛

を持っているか、わたしはそれを皆さんに伝えたいと思います。皆さんは、わたしが行

ったことと等しい能力を所有しています。何故なら、わたしは故意にこのようにしてひ

とりの人間の転生に参加したのであり、またわたしは皆さんにそれを行うことが可能で

あることを実証したいと思っているからです。そして、皆さんは皆さんの本来の姿やあ

るいは皆さんの役割の詳細について不安を感じる必要はありません。あらゆる物事は、

愛を、根源に戻ることを目的にしています。これが今、わたしが伝えたいと思っている

ことです。

 
Dec 2011 From BlogTalk Radio Show Delight Conversations with Selene Aswell and Erin Mackley 
DeLight Conversations on Facebook:
https://www.facebook.com/groups/260521880665495/
Twitter Updates:  http://twitter.com/#!/erinmackley  
http://lightworkers.org/channeling/149404/sananda-discusses-compassion-release-resistance-pain 
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http://lightworkers.org/channeling/149404/sananda-discusses-compassion-release-resistance-pain


2012年：次の段階と魂の星！

2012年：次の段階と魂の星！
2012: The Next Step & The Soul Star!
14 January 2012 - 9:43am 
パスチャリス・カザコポウロス経由
Channeler: Paschalis Kazakopoulos 
2011年12月21日、アテネでの交信
Master Yeshua, Sananda through Paschalis Kazakopoulos | Athens, 21 Dec.11
(Read this message at Angels House website) 
 
最愛なる皆さん、皆さんのこころがキリストの光を呼吸し、数々の天の円蓋で起ってい
る祝祭を感じることを許して下さい。光の階層は数々の惑星の銀河連邦と一緒に既に
集まっていて、今、ひとつの強力な振動を伝達しながら、惑星地球に向かって完全な活
動を目指しています。 
 
誕生の星と3つの賢明なこころの真実
Τhe Star of Birth & Three Wise Truths of the Heart! 
最愛なる皆さん、皆さんの内部で生まれている愛の祝祭に対して皆さんのこころを開い
てください。皆さんの聖なる真実に、わたしが皆さんのこころの中に送っている光に対
して、皆さんのこころを開いてください。最愛なる皆さん、皆さんはこの光であり、皆
さんは今、それを輝かせることが必要です。 
皆さんの内部の光の共同体は今、それを求めている人々のものになっています。 
天界の仲間達はこの光が現れることを、皆さんのこころの中に真実が現れることを、祝
福しています。その恍惚と皆さんの神性に対する愛が、皆さん自身のこころに存在して
いる光の共同体の中で広がることを許して下さい。わたしは今、以前は決してなかった
ように、皆さんと直接接触しています。皆さんはキリスト意識の担い手であり、神聖な
る庭の数々の百合です。 
今、皆さんが行っているように、皆さんの愛が輝くことを許して下さい。誕生の星が皆
さんのこころの中で輝いています。誕生の星が、愛、叡智、そして力という3つの賢明
なる真実を通して、皆さんを導いています！ 
最愛なる皆さん、皆さんは、今は変化と移行の時であることを認識しています。皆さん
はこの時のために準備を整えてきました。そのため、今、皆さんのこころにあるこの3
つの賢明な真実が皆さんの日常の現実性の中で明らかになることを許し、皆さんの魂の
星に導くことを許してください。 
今、皆さんの内部でまさに起ろうとしている誕生は、キリストの誕生です！ 
それは皆さんの中のわたしの臨在の誕生です！わたし達は愛する皆さんを祝っているの
はこれがその理由であり、何故なら、光の活動家達、神の仕事の活動家達は、そのここ
ろの中でこの光を受け取り、この時代の人類のこころの中で、その誕生が完了を迎えて



いるからです。 
 
虹のエネルギーと12：12：12のポータル
The Rainbow Energy & the 12:12:12 Portal 
皆さんが経験している外部の現実性の中で、数多くの変化が次から次へと起ることにな
るでしょう。それは次第に安定の取れた速さになり、惑星を最後の調整に導くことにな
るでしょう。 
愛と虹のエネルギーが今、キリストのエネルギーを通して皆さんの惑星の結晶構造の
グリッドに近付き、地球を抱き締めているとことです。このエネルギーが2012年の12
月12日（12：12：12）に完了することになるでしょう。 
この集まりの最初にわたしが皆さんに伝えたように、数々の惑星の銀河連邦と伴に光の
階層が、ひとつの強力な振動を発信しながら、地球に向かっています。それはマハトマ
のエネルギー、神聖なる根源の統合されたエネルギーを目的にしています。そのエネ
ルギーが、地球の5次元への円滑な移行を引き受けることになるでしょう。 
最愛なる光の使者達、皆さんはそのこころの中で、皆さん自身の聖なる静寂の中で、数
々の光の領域とこの愛を通して放射されている真実を認識しています。地球上で愛を顕
在化することが必要になっています！愛をあらゆる場所に広め、あらゆる物事を、存在
の中で明らかにされているすべての物事を、包み込むことが必要になっています。これ
は神聖なる計画であり、一体性という愛です。 
 
2012年のための次の段階：顕在化された愛、穏やかさ、結束、そして一体感！
The Next Steps for 2012: Manifested Love, Peace, Unity and Togetherness! 
最愛なる皆さん、皆さんは次の年に、他の存在達が皆さんに設定したか、あるいは皆さ
ん自身で設定した、そのすべての怖れの痕跡を取り除くことを求められます。皆さんは
解き放たれるか解き放つことが必要になります。今回の旅の中で、穏やかさが皆さんの
羅針盤になるでしょう。皆さんのこころの中の光が、これから皆さんを導くことになる
皆さんの魂の星になるでしょう。 
2012年3月にひとつの大きな出来事が起り、それが欧州と惑星全体に影響を及ぼすこと
になるでしょう。この出来事は光の活動家達のすべての集団を呼び集めることになる
でしょう。それは、存在それ自体に向けたひとつの愛の抱擁のように人々を結束させる
ことになるでしょう。皆さんの内部で燃え上がっている光彩を自覚して、皆さんの考え
、皆さんの言葉や行動を通して日々その光彩の愛を放射しながら、このための準備を
行い、皆さんのこころの準備をしてください。この光彩は次の時期にこころからこころ
に向かって広がろうとしています。 
これは、生きている神の息子や娘達として、皆さんを主張するようになる光彩です！ 
最愛なる光の使者達、皆さんは、数多くの人々が霊の中で死に、物質の中で生きている
時代に生きています。この時期に、皆さんがその内部に存在している魂の真実の死から
生き返ることを求められています。この仕事は、キリストの愛の担い手である皆さんに
対するひとつの使命として割り当てられました。 
同時に、複数の水準の叡智の熟達者すべてから、光の階層全体、すべての聖者や賢人達



から、大きな支援を受けています。彼らはあるさらに高い水準で、大切な地球上の真実
、正当性、穏やかさ、そして愛のために働いています。今、今までなかったようなやり
方で、皆さんのこころの内部で燃え上がっているこの光彩と同調してください！皆さん
の安全と皆さんの幸せはその中にあり、その他の場所にはありません。現実性は、その
中で生きているものであり、そしてその現実性は皆さん自身の外部の現実性になるでし
ょう。皆さんの中でそれをそのままにして、あるがままにしてください。皆さんの生命
に他の位相の中に、その光彩が拡大するための空間を提供してください。その光彩が皆
さんの太陽になることを許してください！ 
 
聖なるキリストのこころの具体化！
Embodiment of the Sacred Christ Heart!  
わたしは皆さんのために今ここに存在しています...
わたしは皆さんが生まれた瞬間から皆さんの考えを聞いています...
わたしは皆さんという存在がいる永遠の中で、皆さんのこころに耳を傾けています...
わたしは皆さんのこころの中で話し掛けています...
わたしは伝え、すべての皆さんがわたしの話を聞いています...
最愛なる皆さん、わたしはいつもここにいます！ 
皆さんのこころに皆さんの魂の歌を、神聖なる数々の歌を、歌わせてください。皆さん
がその道を見付け出す内部の羅針盤を持ちながら、皆さんはその意識で自分達の羅針盤
を無くしてしまった人々を導きます。最愛なる皆さん、そのままの状態を維持してくだ
さい。 
わたしはこの聖なる灼熱のこころが、生きているこころが、キリストのこころが、すべ
ての皆さんに光を放射させるようにします。 
わたしは、わたしのこころを皆さんのこころと融合させます。 
最愛なる皆さん、わたし達はひとつです。 
この生れ変ったこころが皆さんの中で振動することを許して下さい。 
こころに耳を傾け、こころを感じ、こころに従ってください。その一方で、そのポータ
ルは次から次へと、月を追って、開いて行くことになるでしょう。皆さんはその同調に
近付いているため、そのこころは、皆さんのあらゆる段階で、皆さんのあらゆる言葉と
行為の中で、わたしという存在をさらに強烈に感じるようになるでしょう。 
皆さんのこころの中に帰る時は、今この時です。 
これは皆さんが入ることになる炉端であり、こころの炉端です。 
こころが皆さんの身体に生命を与えます。 
こころが皆さんの生体機能のすべてを支援します。 
こころはその愛をあらゆる場所で共有し、皆さんは人類として機能します。 
これが故郷です。 
これがすべてのポータルを具体化するポータルです。 
 
心理的な意識の破裂：愛に留まること！
Plosion of Psychological Consciousness: Stay in Love! 



最愛なる皆さん、わたしが以前皆さんに伝えたように、訪れようとしている物事は、皆
さんを脅かすことは必要としていません。怖れの中に入って行かないでください。何故
なら、単純にそれは、愛ではないからです。愛に留まってください。そすることで皆さ
んは、物事を違うように見るようになるでしょう。怖れは数多くの皆さんの仲間の人々
を安定していない心理的な意識状態に導いて行くことになり、その状態は、人間として
の皆さんから現れるようになるでしょう。これは取り除くことが必要になるものです。
 
今入ってきている波動、地球を包み込むようになるマハトマのエネルギー、キリストの
虹のエネルギーは、こうしたすべてのエネルギーを変容させ、すべての魂達が自分達の
新しい大地、こころの大地に導かれる道を開くことになるでしょう。その中を通して皆
さんは連絡を取り合い、その場を通して、皆さんは皆さんがこれから経験することにな
る現実性を把握するようになるでしょう。 
そのため、この過程の中で役立つために、さらに数多くの人々がこころの意識の中で
復活するために、皆さんは皆さんが暮らしている領域で、皆さんに身近な環境で、この
光を輝かせることが必要になります。魂の星が皆さんを導くことを許すこと、皆さんの
こころの核心部分が、皆さんのこころの中で絶対的に安定しながら、統合されたキリス
トの光で休むことなく燃え上がることが必要になります。球状の母なる女神達と父なる
神の意識が皆さんの内部で一体になることによってもたらされる、その一体性が必要に
なります。 
平和と皆さんのこころに属する、光の愛の活動家になってください。そうすれば、皆さ
んの道筋は揺るがないものになるでしょう。何故なら、皆さんはこころの道筋の上を歩
んで行くようになり、その地面が皆さんを支えるようになるからです。皆さんが現実性
と名付けている地面です。 
キリストのエネルギーを送っているこころの星を通して、わたしは事実通り伝えま
した。 

ヨシュア／サナンダ
Yeshua/Sananda. 
 
註：光の銀河連邦
200,000の恒星系から構成されている組織であり、力と怖れが戦争と他の恒星系を占拠することを渇望する存在達を阻む
ことを目的として、百万年前に創り出されました。その目的が光と愛を送ることになっているひとつの組織です。わた

し達の銀河のこの象限のための光の銀河連邦は、シリウスのエーテル質の世界の中に設置されています。 
Channeling from Master Yeshua through Paschalis Kazakopoulos | 21 Dec.11
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その時は今

その時は今
The Time Is Now
30 January 2012 - 1:44am 
ジェームズ・マッコーネル経由

Channeler: James McConnell 
January 29, 2012
Sananda – The Time Is Now 
 
もう間もなく、皆さんは数々の告示を耳にするようになるでしょう。それは衝撃的でも

あり、素晴らしいものでもあり、その両方になるでしょう。一部の人々にとって、それ

はまるで自分達の世界が瓦解しているかのようなものになり、そして他の人々にとって

、それは初めて頂点に達して雲を貫いている太陽の光線のようになるでしょう。しかし

一方で、このメッセージ読んでいる人々にとって、それは皆さんに対する召命であり、

皆さんはそのまどろみから目覚め、皆さんがそうするためにこの世界に現れた底深く認

識しているものを進めるために行動を起こすように促されています。“今は”、皆さんの
使命と、皆さんはその使命の完了に近付いているという究極の認識の、その次の局面の

ために準備を整える時になります。すべての眼差しが、間もなく物質的にも霊的にもそ

の両方で数々の天界に向けられ、これが実際に聖書の中で語られている終末の時なのか

どうかを考えるようになるでしょう。皆さんは使命と伴に前進する準備が整っているこ

とを、皆さんひとりひとりが、この霊的な階層や全銀河にわたる同胞団の様々な党派の

中に存在しているわたし達に、今まで認識させてきました。今の唯一の質問は、皆さん

、準備はいいですか？ 
もしも皆さんがこの世界に現れて行うべきことに成功しようとしているのであれば、背

景の中に残されているものや数々の覆いの下から現れて頂点を過ぎたもののための時間

は過ぎ去りました。今は、皆さんの召命を受け入れる時です。数多くの人々が召集され

ていて、少数の者が選ばれていますが、しかしさらに少ない人々がさらに選択されよう

としています。それは、何れにせよ、皆さんはこの改革の一部になるか外部からの傍観

者になるかに関する皆さんの選択であり、どちらも素晴らしいことですが、しかし皆さ

んが行うためにこの世界に現れたものを完了させるための時間は今，多くは残されてい

ません。そのため、皆さんは間もなく選択することが必要になります。もしもこうした



言葉が耳障りに感じるなら、彼らは皆さんに甘言を弄して皆さんを眠り続けさせないよ

うに目覚めさせられることが運命付けられています。親愛なる皆さん、“その時が今
です”。今は、今まで皆さんに指導してきたすべての人々の間で皆さんに相応しい場所
を選択する時です。皆さんは間もなく、新しく啓発された人々になり、その状況がこの

惑星とそのすべての人々を教化された新しい黄金時代に運ぶことになるでしょう。親愛

なる皆さん、次元上昇は皆さんの使命です。数々の星が皆さんに手を差し延べています

。わたし達は皆さんが現れた数々の星に向かって帰る皆さんの旅の、その次の段階に沿

って皆さんを導いています。ですから、わたし達の手を握ってください。わたし達は皆

さんのために今ここに存在し、今までもいつもここに存在してきました。もう間もなく

、わたし達は囁きが聞こえる距離を残すだけになり、文字通り皆さんの玄関口に到着す

るでしょう。親愛なる皆さん、何にもまして、皆さん自身の価値を信じてください。皆

さんは目覚める準備を整えているすべての人々支援するために努力し、すべてが穏や

かで、すべてがそうならければならないようになっていて、怖れるものは何も存在しな

いことを、それをすべての人々に伝えているからです。何故なら、彼ら自身の本質の闇

の側面は過ぎ去り、そして間もなく怖れやそのすべての性癖は終了することになるから

です。皆さん自身を信頼してください。そして皆さんはあらゆる道の段階で護られて

いて、皆さんは皆さんが注ぎ込んだ努力に応じて成功を収めるようになることを、認識

してください。親愛なる皆さん、わたしのメッセージは希望のメッセージであり、絶望

のメッセージではなく、疑いのないメッセージです。皆さん自身に確信が持てない時期

は過ぎ、新しい一日が始まろうとしています。ただすべての人類ための愛、穏やかさ、

調和、そして秩序だけを確認するようになる、新しい一日です。 

穏やかさと愛をすべての皆さんに

Peace and love with you all  
わたしはサナンダ

I Am Sananda  

http://lightworkers.org/channeling/151760/sananda-time-now
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任務を果たしている者－ひとつになれ

任務を果たしている者－ひとつになれ
One Who Serves - Be The ONE
8 February 2012 - 10:49pm 
ジェームズ・マッコーネル経由

Channeler: James McConnell 
February 8, 2012
Sananda/The One Who Serves – Be The ONE 
 
わたしは、偉大なる白い光の同胞団の中で任務を果たしている者です。皆さんはある理

由のために今ここに存在し、そのことを皆さんが理解する支援をするため、わたしは今

ここに現れています。わたし達は今ではもうこの惑星を超えて話をしているため、ただ

この集団だけではなく、数多くの集団と出会っています。しかし皆さんはそのひとりひ

とりが、皆さんの本来の姿をより完全に理解し始めるためにひとつの集団を訪れてい

ます。しかし皆さんは、既に目覚めの過程に入っていて、皆さんの表現の次の段階に

向かって進む準備を整えていて、その段階は何か、と皆さんは尋ねるかもしれません。

皆さん自身でその計画に引き寄せられていることに気付いている可能性がありますが、

ではその計画のその部分とは何なのでしょうか？　そしてわたし達は、皆さんは皆さん

自身の周りを見回して、皆さんがここに現れた使命に沿って皆さんが皆さんの後押しを

始めるために準備を整えているそういった物事を、皆さんは進んで受け入れなければな

らない、と皆さんに伝えたいと思います。ひとりひとりの皆さんが、異なる能力を備え

てここに現れています。ひとりひとりの皆さんが、今作動しているその計画に対する自

分自身の方法を提供するためにここに現れています。そしてひとりひとりの皆さんが、

次の割り当て、ここで演じるべき次の役割のために準備を整えられ、その用意ができて

います。ひとりひとりの皆さんが、数多くの生涯で以前に何度もこの惑星上に存在して

きました。そして数多くの人々が、この惑星以前の遥か昔から存在しています。皆さん

は今まで数多くの使命を担ってきました。銀河連邦、アシュタル司令部、このすべてが

皆さんに親しまれています。それは認識されていないものではなく、とても親しまれて

いるものであり、それは皆さんの準備ができた時にふたたび皆さんがその一部になる準

備が整えられているものです。 
しかし、まず皆さんは、皆さんが既にその道筋に定めた物事に対処して、その準備を整



えることが必要になります。そしてこの惑星上のこの皆さんの旅を続け、皆さんが創り

出して遠い昔に皆さんが始めたこの進化が最高潮に達するように支援することが必要に

なります。皆さんひとりひとりが今、その過程の中に存在し、皆さんがここで行うため

に現れたその計画を完成させる準備を整えています。わたし達は今、わたし達の見晴ら

しの良いこの場所からそれを眺めています。 
偉大なる白い光の同胞団に属するわたし達は、皆さんがその次の動きをする準備を整え

る時を注目して待ちながら、皆さんに注目しています。皆さんは準備を整えているとこ

ろであり、覚悟を決めている状態であり、皆さんが皆さん自身に対して完全に準備を整

えて覚悟を決めた時、次に皆さんは表現の次の水準に移行することになるでしょう。そ

れは皆さんを、皆さん自身の存在に属する数々の天界に向けて、皆さん自身の最も高い

部分に連れて行くことになるでしょう。そして皆さんはもう一度、同胞や宇宙船上や地

球上や地球内部の兄弟関係の多様な党派と伴に存在することになるでしょう。このすべ

てが皆さんの前途にあり、皆さんはそのひとりひとりが、この時期のために準備を整え

ている皆さん自身の内部で確信を持つことが必要になります。それは皆さんの自由意志

にならなければならないものです。それは皆さんが、“その通り、わたしはその次の表
現に、わたしという存在とわたしがここで行うことに対する次の理解に進む準備ができ

ている”、と口にしなければならないものです。これは、任務を果たしている者として
のわたしのメッセージです。今話をしたいと思っている別の存在がいます。皆さんに素

晴らしい穏やかさが訪れ、ひとつになりますように。 
わたしはサナンダです。

I am Sananda.
5
わたしは、皆さんが高く評価されていることを皆さんが理解し始めることができるよ

うに、この時点で皆さんと一緒になるために現れています。それは誰かよりも評価され

ている、というようなものではなく、皆さんがもう一度皆さんの本来の姿を認識し、皆

さんが対処するためにここに現れたことを認識する状態になっていて、そのことを皆さ

んが理解し始めることができるところまで来ていることに対して、皆さんは高く評価さ

れているからです。皆さんは、わたし達が気付いているように、これから訪れようとし

ていて今現在急速に近付いている物事に対して、その準備を終え、覚悟を決めています

。そして皆さんが準備を整え覚悟を決めているので、皆さんは、自分の任務を果たし、

そして皆さんから援助を必要としている人々を支援することができる状態に向かって導

かれているところです。皆さんはこうした状態に向かって導かれ、これに対する覚悟が

できているため、皆さんは周りの人々を支援し、援助し、目覚めさせ、闇の中の一本の



蝋燭のように人々にもう一度光をもたらす、そうした機会を与えられることになるでし

ょう。その光が今は広がり始めていて、そのためその光は皆さんの周りの数多くの人々

を取り囲み、輝きを与えはじめるようになり、そして数多くの人々が、その光に引き寄

せられることになるでしょう。これが、それが目的にしているものです。これが、皆さ

んが向かって進んでいる次の段階です。 
皆さんひとりひとりが、ひとつの役割を、この惑星のための計画のひとつの壮大な役

割を演じるためにここに現れました。そして皆さんは皆さんの役割を演じ、この計画の

内部で皆さん自身にそれを認識させているため、皆さんは一体性の内部で、皆さん自身

の存在の内部の一体性の中で継続するための準備を整えているところです。皆さんはそ

の皆さん自身の内部の表現を経験しているところであり、皆さんはその一体性として存

在していることを、もう一度認識しようとしています。自我に導かれた、あるいは自我

に類似した資質のあらゆるものの観点からではなく、一体になることです。皆さん自身

の表現になることであり、それはすべて人々の自己のすべての表現の一部であり、それ

は皆さんがすべてひとつであり、その一体性の一部であることを意味しています。皆さ

んは皆さんという存在になり、皆さんがそうなるためにここに現れたものになる努力を

続けています。そのため、皆さんの内部や周りの人々の内部で成長しているひとつの認

識が現れています。そしてその認識が皆さんの周りで成長を続けていて、それが自分達

の内部にこの認識を持つようになる他の人々を引き寄せることになるでしょう。この認

識は、わたしは今、存在している、というものです。わたしは今、わたしがそうであっ

たと信じてきたものよりも、さらにそれ以上の存在である。わたしはわたしが今存在し

ているように存在している。わたしは一体性を表現しているものとして存在している。

そして皆さんはこの表現を経験しているため、皆さんは、皆さんに引き寄せられて自分

達もまた一体でありその一体性の部分であることを理解し始めている人々よりも、この

事実を皆さん自身の内部で認識しています。そしてこの現象が起っていることによって

、人々は等比級数のように次から次へと手を伸ばしてくることになるでしょう。何故

なら、この惑星上の表現のそれぞれの部分がそれを超えて、またその次とその次にとい

うように、次の表現に対して目覚め始めるようになるからです。 
それが機能する姿がこれであり、皆さんは今年2012年に向かって進んでいるところな
ので、皆さんは皆さん自身の次元上昇の過程に目覚めるための準備を整えているところ

です。しかもこの3次元の理解は、ちょうど映画マトリクスの中のように、皆さんの視
線を停止させてきたものであり、皆さんは皆さん自身の内部のこの表現に気付いている

ところでもあるため、皆さんの状態と皆さんが目的にしているものを超えて認識してい

ます。 



どうか、その時間が次第に短くなっていることを理解してください。時間はこの3次元
の水準の中のここで役割を果たすために現れているのであり、皆さんは皆さん自身が依

然としてこの時間の枠組みの中で対応していることに気付いています。そして皆さんと

連携しているわたし達もまた、この時間枠の内部で機能しています。そしてこの時系列

、この時間の水準は今、現れようとしているひとつの新しい理解に向かって変化し、移

行しているところです。そして皆さんはこの一部になっているところなので、皆さんは

次の水準に向かって移動する準備を整え、今はこのための準備を皆さんに施している皆

さんの内部のその表現を経験しているところです。これが、サナンダとしてのわたし

のメッセージです。わたし達は訪れる祝祭のための準備を続けています。ですから、皆

さんひとりひとりに穏やかさと愛が訪れますように願っています。 

http://lightworkers.org/channeling/152457/sanandaone-who-serves-be-one

http://lightworkers.org/channeling/152457/sanandaone-who-serves-be-one
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わたしはサナンダ、そしてわたしはこの時期を皆さんと一緒に過ごせることを喜んでい
ます。皆さんがもう一度昔のように再会している古い魂達に参加する約束を成就してい
る時、皆さんは既に一体になっていることを理解してください。そして、皆さんは再
会し、一体になっているため、皆さんはある一定の方向に向かって進んでいるところ
です。その状況が、わたし達に対してではなく、すべての人類に対して、皆さんが最も
役立つ存在になることを許すようになるでしょう。何故なら、最も小さな個人でさえ、
奇跡を演じることができるからです。今すぐにでも現れようとしているこの状況のおか
げで、そしてこの惑星上で今展開している緊急性のおかげで、わたし達は今までとは別
の方向に向かって進み、そういった数々の変化が何時現れても大丈夫なように、惑星中
の数多くの集団達がその準備を整えています。 
皆さんの本来の姿を認識するというひとつの文明として、皆さんがどれほど遠くまでや
ってきたかを理解することが必要になります。皆さんは長い間、闇の中に存在し、今ま
で皆さんの本来の姿を認識しない状態が続いてきました。皆さんは離別の状態で、皆さ
ん自身から、皆さんの本来の姿を認識することから分離した状態で、そして皆さんが現
れた場所からも分離した状態で、過してきました。そのため、皆さんはその過程を続け
、皆さんの本来の姿と皆さんの目的にしているものを認識し、皆さんが今ここに存在し
ている目的を認識し、そして皆さんの使命を認識し続けることが必要になっています。
何故なら、皆さんひとりひとりがひとつの使命と伴にこの世界に現れ、そして皆さんひ
とりひとりが、皆さんはこの表現の、この新しい地球の一部になろうとしているという
認識と伴に、この世界に訪れたからです。遠い昔に、新しい天国と新しい地球が存在す
るようになるだろう、と言われました。そしてそれは、2000年前にヨシュアとして存在
したわたし自身によって、わたしが“新しい天国と新しい地球が現れるだろう”、と話し
た時に、それは伝えられました。これがその時伝えようとしたことであり、そして
また、“柔順な者が地を引き継ぐだろう”、という言葉が伝えられました。それは何を意
味していたのでしょうか？　それは、自分達のものではなく、今までも決して自分達の
ものではなかったものを手放す準備を整えている人々が存在している、という、現在現
れている状況を指していました。“最初の者が最後になり、最後の者が最初になるだ
ろう。”今、先頭に立つ準備を整えている人々が存在し、その裏側で存在してきた人々
が存在し、その方法を準備し、柔順だと考えられてきたものを準備してきた人々が存在
しています。何故なら、彼らは今、力強くはないからです。彼らはそうした人々であり



、皆さんも光の活動家としてそうした人々であり、そしてわたし達はここで違う言葉を
用いたいと思います。何故なら、皆さんは光の内部で働いているだけではなく、皆さん
は今、光を共有する準備をしているため、皆さんは、“光の共有者”、つまり光の担い手
になります。皆さんは新しい地球と新しい天国を実現しようとしている人々です。皆さ
んは皆さんが今目的にしているその数々の過程の中で継続し、皆さんはこの未来に向け
て進み続けているため、皆さんは今、前方にある皆さんの人生のそれぞれの瞬間を創り
出しているところであり、しばらくの間それを続けてきたのであり、そして皆さんはそ
の幻影から脱出しているところです。もう間もなく皆さんは、ひとつの新しい理解、皆
さん自身の内部の新しい一体性の感覚に進むことになり、皆さんがこれを行う時、皆さ
んは皆さん自身という存在の最も高い天国に向かって引き上げられることになるでし
ょう。 
ですから、前途に横たわるそういった時期は、実際に壮麗な時期になろうとしています
。それは変化を経験するでしょうか？　その通り。破局的なものになるでしょうか？　
おそらく。苦悩するでしょうか？　時によっては。感情的な激変が起るでしょうか？　
時には。しかし、そういった時期は最小限であり、一体性に属するすべてのものに置き
換えられることになることを理解してください。皆さんが整えてきた準備のすべては、
皆さんが今まで待ち望んできたそのすべては、すぐ手の届くところにあります。皆さ
んは、遠い昔に選ばれた人として、選民として、光の共有者として伝えられていた人々
です。皆さんこそがその人々であり、皆さんは仲間達と伴にその光を共有する準備を
整え、皆さんは今ここに存在するために現れたすべての目的になる準備を整えている
ため、ここに存在するわたし達は、皆さんを褒め称えています。 
わたし達は注目し、待機しています。わたし達は、皆さんと同じように、長い間待ち続
けてきました。そして皆さんは間もなく今まで進歩してきたすべての絶頂に達すること
になり、皆さんがこの惑星上で今まで引き起こしてきたすべての物事が間もなく絶頂を
迎え、そうなるように考えられていたように、いつもそうなろうとしていたものに、も
う間もなくそうなろうとしています。闇と光との間にひとつの戦いが起るだろう、そし
てその光が勝利を収め、闇は光に抵抗することはできないだろう、とわたしが伝えた時
、そう伝えた時期は今の時期であるという事実を理解してください。これが伝えようと
した内容です。ひとりひとりの皆さんが、闇と闘うことのないように準備を整えている
ため、今は残されている闘いはありません。皆さんは既にこれを行い、今は光を迎え入
れるための準備を整え、もう一度皆さんの光を認識するための準備を整え、そして皆さ
んの内部の奥底の深い闇から立ち上がり、それを克服し、今急速に剥がれ落ちている皆
さん自身の闇の側面を超えて進むための準備を整えています。 
わたし達は喜んでいます。そして、こうした時期はすぐに訪れることになり、既に与え
られているようにそのような数々の告示が始まり、皆さんはその使命をこころに留める
準備を行うようになることを、それを認識していください。そしてわたし達は今、わた
し達が皆さんを支援し、皆さんがわたし達を支援することができる時を待ち望んでい
ます。すべてが一体となって団結することができる時、わたし達が皆さんひとりひとり
と手を取り合い、腕を取り合って伴に歩み、わたし達の存在が皆さんの存在を完全に受
け入れ、そして皆さんの存在がわたし達の存在を完全に受け入れていることを感じるこ



とができます。親愛なる皆さん、こうした時期が間もなく訪れようとしていて、わたし
達はそれを待ち望んでいます。わたしはサナンダ。すべての皆さんに穏やかさと愛が訪
れますように。 

皆さんの内なる神を拝して
Namaste. 
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今晩の皆さんに対するわたしのメッセージは、大きな希望の話と、大きな準備の話です

。それは、皆さんは急速に近付いているこの時期のために、悠久の時の間、その準備を

してきたからです。今は背後で数多くの物事が起っているところであり、皆さんはまだ

それに気付いてないかもしれませんが、しかし皆さんは間もなくそれに気付くことにな

るでしょう。こうした時期は変化していて、現時点で人々が暮らしているほとんどの理

想的な生活の屋台骨を吹き飛ばす、数多くの出来事が起ろうとしています。彼らは皆さ

んが気付いている一部の物事について、まったく見当も付きません。そしてわたしの兄

弟姉妹である皆さんでさえ、今起ろうとしている物事、人類や惑星それ自体に対して起

ろうとしている物事のそのすべての深刻な状態を、まだ認識していません。皆さんは現

時点において、この計画の壮大な状況や、皆さんひとりひとりがこれほど長い間この計

画の一部になってきた状況を、そして今、皆さんはその絶頂に、皆さんが決勝線と呼ん

で差し支えないものに近付いていることを、ほとんど認識していません。

 
この最初の部分、最初の局面が早くも終わりを迎え、次の局面が始まろうとしていて、

そして今それが始まり、そうなる可能性があるすべての物事になっているため、皆さん

ひとりひとりがこの局面の次の部分の中に存在し、行動に移し、皆さんがこの世界に現

れたすべての目的になるように、その準備が整えられています。皆さんは何度となく

、“準備はできていますか？”、と尋ねられてきました。そして皆さんは、何度となく
、“サナンダ、準備はできている”、と答えてきました。しかし皆さんは本当にそうでし
ょうか。何故なら、皆さんは皆さん自身の内部を深く沈んで行き、皆さんがこれから現

れる物事に対する準備を整えているかどうかを皆さん自身に尋ねることが必要になって

いるからです。皆さんは、この役割の中で皆さんが演じることになるすべての物事の一



部になるための準備を整えているでしょうか？　それは、皆さんが今までそれを目指し

て進んできたことに対して皆さんが責任を負っているすべての物事であり、皆さんがこ

うした約束を達成するためにこの世界に現れた、その状態になることです。もしも皆さ

んが準備を整えているなら、惑星全体の、そして銀河全体のさまざまな兄弟愛を支援す

るために、皆さんは数多くの異なる局面の中で活用されることになるでしょう。

 
皆さんは数多くの物事を尋ねることになるでしょう。この最初の部分は、皆さんの同胞

に手を差し延べること、求めている人々に、自分達やこの時期に自分が演じることにな

る役割のために待ち構えているものを認識することを望んでいる人々に手を差し延べる

ことになるでしょう。自分達の人生が自分達の周りで表面的に瓦解している状態になる

ため、自分の人生に何が起っているかを認識せずに、怖れながら走り回る人々が現れる

でしょう。そして皆さんは、彼らの肩に手を当てながら、すべてが良好であり、すべて

が遥かに良好であり、今起っていることは想像を絶することであり、実際に壮麗な出来

事であることを彼らに認識させるために、彼らに元気付ける言葉を投げ掛けるようにな

るでしょう。妨げられ、虐げられ、そうなるために皆さんがこの世界に現れたものから

遠ざけられてきた本当に長い時間が、今、終わりを迎えています。そのため、数多くの

物事が今まで皆さんを皆さんの幻影の中に押さえ付けていましたが、しかし今は、皆さ

んが皆さん自身を引き上げる時です。何故なら、そういった物事は既に皆さんを押さえ

付けていない状態になっていますが、しかし支配という幻影が続くことを許すことによ

って皆さんを押さえ付けているのは、皆さん自身だからです。人類は今まで他の存在達

が支配を引き受けることを許してきましたが、しかし今こそ、皆さんがその支配権と

皆さんひとりひとりの内部に存在している力を取り戻す時です。皆さんひとりひとりが

、皆さんの内部で燃え上がっているひとつの力を備えています。それは皆さんの内部に

存在している永遠の光彩であり、遥か悠久の時の間も絶えず輝きながら燃え上がってい

る光彩です。そしてひとりひとりの皆さんが皆さんの内部のその光彩を自覚していると

ころであり、そして皆さんの本来の姿を理解し、認識して、そういった物事が現れる準

備を整えるために、その炎がもう一度その輝きを燃え立たせています。

 
これは、今皆さんがその中にいる過程であり、そして次の局面が完全に姿を現している

ため、次は映画のマトリクスからの引用のように、わたし達が文字通り、“ドロシー、
準備をしておきな、もうカンザスからはおさらばだ”、と伝えることができます。そ
れは、とても強力で数多くの人々にひとつの消すことができない印象を創り出してきた

映画から引用した、ひとつのメッセージです。皆さんが数多くの生涯をかけて馴染んで



しまったそういったすべての物事、皆さんの理解や皆さんの安全地帯の中の状態は、す

べて消え去ろうとしているところです。皆さんひとりひとりが、ガヤの新しい黄金時代

の一部になり、この惑星上のここで一体になり、そしてもう一度この惑星の表層と内

部で、ただ愛、穏やかさ、調和、そして秩序だけを経験しようとしています。

 
皆さんがこの過程の中で続けているように、皆さんがかつてそこに存在していた銀河の

仲間達に歓迎されることに向けて、皆さんひとりひとりが進んでいることを、認識して

ください。皆さんは数々の星から訪れていて、皆さんはその星に向かって帰って行くこ

とになるでしょう。わたし達は大喜びで皆さんの帰還を待ち望んでいます。わたしのす

べての穏やかさと愛が皆さんと伴に在りますように。

 
わたしはサナンダ。

I am Sananda.
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わたしはサナンダ。そしてわたしは親愛なる皆さんに尋ねたいと思っています。皆さん

は身体全体で静けさという感覚を感じたり気付いたりしているでしょうか？　皆さんは

何かが起ろうとしているが、何だかはっきりとは解らない、という感覚を感じている

でしょうか？　親愛なる皆さん、それは嵐の前の静けさであり、この嵐が周りのすべ

てでまさに猛威を振るおうとしているところであり、準備を整えているすべての人々は

その嵐を静める役割を担うようになるでしょう。何故なら、数多くの人々が嵐に巻き

込まれ、嵐はその人々の周りとその神経系を通して猛威を振るうようになるからです

。人々の身体を通して、人々は嵐を感じ、嵐を認識するようになり、そして嵐は数多

くの人々にとって不安なものになるでしょう。しかしわたし達とすぐに連携することが

できる皆さんは、その準備を整えている皆さんは、その変化を導いている人々であり、

その嵐の中を進み、今起っていることを今起っていることとして認識し、他の人々の内

部の静けさを感じるために、他の人々を支援するようになる人々です。これは皆さんが

今まで準備して待機してきたものであり、皆さんがこの世界に現れた目的です。ひとり

ひとりの皆さん、そうした皆さんが行うことを認識している物事のための準備している

ところです。勇気は、それが必要とされる瞬間に現れ、わたしの兄弟姉妹の勇気は確実

にあらゆる意味で必要とされるようになる、と言われています。しかし皆さんは内部で

その認識を持つようになるでしょう。嵐が皆さんの周りで猛威を振るっている時、皆

さんは今起っていることとその理由を内面で認識するようになるでしょう。こうした数

々の変化が惑星自体に対して続いているため、皆さんはこのための準備を整え、そして

認識し理解しているでしょう。そして皆さんは、一部の人々が闇と呼ぶものではなく、

光に向かって移動していることを、認識するようになるでしょう。皆さんはその光を理

解するようになる一方で、彼らはただ闇だけを認識するようになるでしょう。何故なら



、彼らは今までそれに慣れ親しんで育ってきたからです。そのため、皆さんは彼らにそ

の微かな光を明らかにすることができるようになるでしょう。そしてひとりひとりの皆

さんが内部でその光彩を明るく輝かせているため、皆さんは彼らを取り囲んでいるその

覆いを開き、闇を貫いて彼らを支援することができるようになるでしょう。

 
皆さんが人生において今認識しているあらゆる物事は、間もなくひっくり返されること

になるでしょう。ですから、この事実を認識してください。今まで皆さんが慣れ親しん

できた多くの物事は、もはやその通りにはならないでしょう。数多くの物事が変化し、

発展するようになり、そしてひとりひとりの皆さんが、こうした物事が起っている時に

皆さんがまさに行う必要があることを認識しながら、この最前線に立つことになるでし

ょう。数多くの皆さんが、以前に何度もこれを行っていました。それはただ遠い過去の

ことというだけで、現在も再び類似したものになっています。

 
すぐ目の前に迫っている時の中で、期待できる多くの物事が皆さんを待ち受けています

。そして皆さんが正しいことを認められ、その目的が必要とされる時、皆さんの立場と

目的を認識することになるでしょう。親愛なる皆さん、ですから、皆さん自身の価値を

信じ、皆さんの周りの人々を信じ、そして嵐を乗り越え、数多くの生涯の間皆さんが

見失ってきた皆さんの同胞ともう一度再会するようになることを皆さんが直ぐに認識す

ることを目指して、皆さんが持っている内部の認識を信じてください。皆さんが今まで

経験してきたすべての物事、数多くの生涯の苦闘や表面的な闇、そのすべてがそれだけ

の価値を持つようになるでしょう。そして皆さんは祝福され、彼らもまた皆さんと伴に

祝福されることになるでしょう。皆さんが間もなく起ろうとしていることを認識しな

がら、力強く進み続けている時、わたしの穏やかさと愛がすべての皆さんと伴に進んで

います。

 
わたしはサナンダ。

 
 
わたしは仕える者、7つの光線の順序の中の高位の霊的指導者であり、いろいろな意味
で手放すことを望んでいない自我の自己について簡潔に伝えたいと思っています。自我

は現状を維持しようとして、その存在そのものを持続しています。しかし、自我は自我

がそうしようと思っていることだけを行っているだけです。自我は自我の目的に従って

いるだけなので、何も否定的なものはありませんが、しかし間もなくその目的は変化す



るようになり、自我はもうすぐ今まで必要とされてきた点についてもはや必要とされる

ことはなくなるでしょう。意識が悪から善を学び、闇や他の二元性から光を学ぶ際に支

援することは、もはや必要とされないでしょう。たとえ闇の秘密結社が今まで3次元の
理解の中でその目的を持っていたとしても、今は自我が引き上げられているため、それ

は既に必要とされていません。

 
それは、惑星上のそれぞれの個人の内部の死のホルモンが今は既に必要とされていない

ことと同じです。隠されるようになるのは、生命のホルモンです。闇から光を取り出す

ために今までの間それが必要とされてきたこととまったく同じように、今は光がそこに

存在しているため、死のホルモンはもはや必要ではありません。ですからその結果、イ

ルミナティ、闇の秘密結社はもはや必要ではなく、この体制から取り除かれているとこ

ろです。その覆いは直ぐに取り除かれ、皆さんはどんな時でも外に出て、空を見上げる

ことができるようになり、そして皆さんはそこで、ある意味で皆さんに手を振っている

皆さんの兄弟や姉妹を確認することになるでしょう。皆さんは彼らがそこにいることを

認識するようになるでしょう。そしてその覆いが取り除かれることになるため、皆さん

がそこにいることを彼らが認識していることを、皆さんは認識するようになるでしょう

。皆さんは数々の装置を用いることなく目を向けることができるようになり、そして彼

らはそこにいるでしょう。

 
皆さんはこの状況を数々の生涯で待ち続けていて、それは今、皆さんの手の届くところ

にあるため、それはただほんの少し先の出来事になるでしょう。サナンダが最初の頃に

伝えたように、それは文字通り皆さんの玄関先に在り、皆さんは本当に間もなく認識す

ることになるでしょう。皆さんがまさにその瞬間に、皆さんが皆さん自身に気付くよう

になるその瞬間にここに存在するために、今まですべての物事が調整されてきました。

シャンテ、穏やかさが皆さんと伴にありますように。そのようになってください。

 
Channeled by James McConnell
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サナンダと仕える者－今、数々の変化が差し迫

っている
Sananda /One Who Serves - Changes Now Imminent
6 April 2012 - 9:42pm
 
ジェームズ・マッコーネル経由

Channeler: James McConnell
 
 
わたしはサナンダ。皆さんとわたし達がこれほど長い間待ち続けてきた時が今、わたし

達のところに急速に近付いています。わたし達はこれから訪れるこうした瞬間を待ち

続け、とても長い時間をかけて準備を整えてきました。すべての準備が整っていて、こ

の惑星と人類のための創造主の巨大な計画が、今まさに実現されようとしています。計

画されてきたすべてのことが今、結実を迎えようとしていて、すべての要素が一体にな

っているところです。このすべてが今まで練り上げられてきて、皆さんひとりひとりも

今まで皆さんの役割を演じてきて、今、皆さんの役割を演じる準備を整えています。

皆さんの主要な関心の中心が、間もなく現れることになります。こうした数多くの生涯

や確かに今回の生涯でも皆さんが今まで計画し準備してきたすべてのことが、今ここに

存在しています。

 
最初の段階はほとんど過ぎて、今は第二の局面が進行中です。この局面は、巨大な数々

の変化を確認することになるでしょう。この言葉を呼んでいる皆さんだけではなく、光

の活動家の皆さんだけでもなく、今もなお信じていない人々も、今もなお闇の中を歩み

、まだしばらくの間闇の中を歩むことになる人々も、それを確認することになるでし

ょう。今闇の中を歩んでいる人々でさえ光を確認し始めるようになり、そしてその通り

、闇を創り出してきた人々もまた、最終的に光を確認することになるでしょう。彼らは

光に戻ることになるでしょう。何故なら、皆さんが光から現れたように、皆さんが光に

戻ることになるからです。

 



皆さんが認識しなければならないことは、皆さんの演じる役割であり、皆さんが今まで

準備してきた物事であり、そして多様な情報源が皆さんに伝えてきたことについてこう

した物事のすべてが今、結実を迎えようとしていることです。皆さんが準備を整えてき

たおかげで、今まで伝えられてきたすべての物事が今、現実になろうとしています。そ

のため、皆さんはその過程が起ることを許し、今起っているその過程の価値を信じ、

皆さんがその過程のひとつの巨大な部分になっていることを認識することが必要になり

ます。皆さんがいなければこの一切が不可能でした。何故なら、光の活動家の皆さんが

、この計画をどんどん進め続けている人々になっているからです。

 
銀河連邦や霊的な位階に属するわたし達、そしてすべての同胞達が、皆さんの努力に拍

手を送り、今まで何度も伝えたように、わたし達が再び一緒にわたし達自身に気付くこ

とができるそういった時期を待ち望んでいます。親愛なる皆さん、皆さんは今、そうし

た時期がほんの間近に迫っていると考えることができます。それは皆さんが尋ねても構

わないことを意味しているのでしょうか？その通り、わたし達が異なる時間の感覚を持

っていることは事実ですが、しかし皆さんもまた、その時間の感覚に向かって移動して

いるところであり、むしろ時間が無い感覚に向かっています。そして皆さんは差し迫っ

ているということが意味していることや、それが役割を果たす方法、そしてわたし達が

伝えるように今でさえ展開しているその巨大な計画の巨大な表現の一部になることがで

きる方法を、正確に理解し始めるようになるでしょう。そのため、親愛なるすべての皆

さん、すべての物事がまさに一瞬の内に変化しようとしていて、皆さんの時が訪れてい

ることに対する準備を整えてください。わたしはサナンダ。

 
 
オーム・マニ・ベメ・フン。わたしは集団の数々の質問に答えることになる仕える者

です。

 
質問：サナンダが使っている、差し迫った、という時間枠は、どのようなものなのでし

ょうか？

 
答え：わたし達は皆さんに、わたし達にとって差し迫っていることは、確かに皆さん

にとって幾らか異なるものになっていると伝えることができます。提示されたように、

そういった時期は皆さんにとっても変化しているところです。それは、皆さんがさらに

ひとつの周波数振動に向かって移動していて、その周波数振動が皆さんをひとつの認識



の感覚に向けて時間の感覚の外に移動させているからです。皆さんがさらに多くの認識

の感覚に向けて進むに連れて、皆さんはより多く時間に関連したこうした物事を手放す

ようになります。未来において、そういった物事は皆さんにとって意味がなくなるでし

ょう。わたし達はそうなることができるまでどれほどの時間が介在しているかを伝える

ことはできません。わたし達が皆さんに伝えることができるのは、わたし達が差し迫っ

ているという場合、それは実際にとても短い時間であり、数日の可能性さえあることを

理解して貰うことだけです。様々な情報源や、インターネットや間もなく現れるように

なる現象、皆さんの世界のマスメディアの情報のすべてに注意してください。今はこう

した物事が前面に現れているところであり、発表されるそういった数々の表現が間も無

く現れるようになり、皆さんは今舞台裏で起っていて、これから前面に現れるそういっ

た物事を認識し、理解することになるでしょう。そのため、こうした物事が今現れよう

としている物事に注意を払ってください。主要な数々の告示が実現しようとしています

。

 
質問：わたし達のこれからの前進や退却のためのより良い準備のために、わたし達は何

をすることができるでしょうか？

 
答え：皆さんが今まで指導を受けたように、次元上昇の菫色の光彩と連携し始めること

です。皆さんが皆さん自身の継続的な進歩に気付く時、皆さんはあっという間に簡単に

それを育成することができます。もしも皆さんがそこに行く前に皆さんがこれを毎日行

うとすれば、皆さんはそれを簡単に育成することができるだけではなく、この状態から

生み出される大量のエネルギーが存在することに気付くようになるでしょう。今のと

ころ、それは単純にただその光彩のひとつの視覚的な表現だけになっています。しかし

、もしも皆さんがこれを行おうとすれば、皆さんはひとつの視覚的な光彩の鋭さだけで

はなく、それ以上のことを認識するようになり、そして皆さんは、皆さんの身体を通し

て流れ、皆さんの身体を満たしている、ひとつの強力なエネルギーを認識するようにな

るでしょう。また、皆さんがしがみついているこうした多様な執着を手放すことに関す

る限り、皆さんが皆さんの精神の内部で前もって準備しているものも認識するようにな

るでしょう。まさに、皆さん自身が毎日別の執着を手放すことを許してください。まさ

に毎日、その執着を諦めてください。皆さんを苛立たせている数々の小さな物事は、他

の人々も行っています。それはすべて引き寄せの過程であり、皆さんがこうした物事を

手放す時、それはもはや皆さんに引き寄せられることはなくなるでしょう。

 



質問：次元上昇の前に、その覆いはさらに一段と取り除かれるようになるのでしょうか

？

 
答え：それは既に、日を追う毎にさらに一段と取り除かれているところです。もしも皆

さんが意識を集中して、今起っていることを認識しようとすれば、皆さんは皆さんの内

部で増大しているその周波数振動を感じ、認識し始めるようになるでしょう。皆さんは

樹木や自然の中の多様な物事に目を向けるようになり、そして皆さんは自然の周りのひ

とつのエネルギーを確認し始めることになるでしょう。皆さんがこれに対してさらに多

く意識を集中するほど、皆さんはさらに一層自覚するようになるでしょう。皆さんが話

題にしている覆いは今取り除かれているところであり、3次元と4次元の間の相違は消え
失せているところです。それは一部の人々にとって、多少当惑させるものになる可能性

があります。この覆いが取り除かれる時、この覆いの存在には理由あることを皆さんは

理解することが必要になります。それは、この3次元の中で生きていた人々と亡くなっ
た人々を隔ててきました。そのため皆さんは、他の物事の片鱗を覗い始める可能性があ

ります。その一部は、皆さんが見たくないものかもしれません。そのため、皆さんがこ

うした時期を通過する時に、皆さんは一部の人々が既に経験したようにこの状態の一部

に気付き始める可能性があることを理解してください。一部の人々は金銭のために、い

ろいろな意味でこれを悪用してきました。これを行うことができる一部の人々が存在し

ていますが、しかしそれはただ、こうした数々の変化が引き起こしているひとつの自然

な進歩です。ですから、こうした物事が現れるようになるため、その準備を整えてくだ

さい。

 
質問：わたし達が4次元を通過する時、わたし達はどのようにすれば、4次元内部の数々
の否定的な影響力からわたし達を防御することができますか？

 
答え：これが、わたし達が今まで皆さんと連携して皆さんの光のマルカバ（Merkaba）
に取り組んできた理由です。わたし達はこれから起ることを認識しています。何故なら

、それは以前に数多くの惑星上で何度も起ってきたからです。数多くの系が今までこれ

を経験してきました。皆さんが最初ではありません。それにもかかわらず、今回は惑星

と一緒に同時にそれを行っているため、それは皆さんが最初の事例になります。これは

空前のことであり、以前は決して起っていません。皆さんは、今回はひとつの実験で

あり、誰もが注目していると言うことさえできるかもしれません。皆さんがこうした数



々の執着をさらに手放すことができるようになり、皆さんを取り囲んで護っている皆さ

んの光のマルカバと同時に皆さんが4次元を通過する前に菫色の光彩とより多く連携す
る程、皆さんはさらに一層その場の引き付ける力を回避することができるようになる

でしょう。この状態では皆さんの数々の思考が急激に現実になるため、否定的な思考さ

え現実になります。そのため、皆さんの思考を抑制して、執着を手放すことが重要にな

ります。最も重要なこととして、すべての怖れを手放してください。何故なら、皆さん

は皆さんの最も暗い数々の怖れの一部を明らかにすることを決して望んではいないから

です。これが、皆さんの思考そのものから皆さんを護るために、3次元の中にその覆い
が存在している理由です。

 
もしもこれ以上質問がなければ、わたし達はこの交信者を解放するつもりです。シャ

ンテ。穏やかさが皆さんと伴にありますように。ひとつになってください。
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ジェームズ・マッコーネル経由
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わたしの最愛なるジェームズ、わたし達はこの時期のあなたの情緒的な苦痛を理解し、

感じています。安心してください。わたし達があなたに伝えてきたすべてのこと、そし

てすべての光の活動家達のための準備は整っています。わたし達は準備を整え、皆さん

がここに現れた目的のすべてを完了する準備を整えていることを認識しています。親愛

なる皆さん、皆さんは行う必要があるものを熟慮しているため、数多くの物事が既に行

われていることを理解してください。しかし皆さんの時代はすぐ手の届くところにあり

、その統治は間もなく、最愛なる光の仲間達である皆さんに委任されることになるでし

ょう。皆さんに必要なことはただ、この巨大な計画は今まで長い時の中で機能してきた

ものであり、その道やわたし達の道を妨げるものは何もないことを理解することだけ

です。人間の状態に責任を負うために、わたし達は何度もその計画の一部を変更する必

要がありましたが、しかし何らかの達成されない危険性がある状態で計画全体を変更す

ることは決してありませんでした。

 
今、毎日が短くなっていて、その時間のほとんどは、皆さんの明白な参加と長い間待ち

望まれていた皆さんのすべての仲間達との再統合のために、この場に存在しています。

皆さんがこの計画で検討されてきたすべてを完全に理解した時、皆さんはこの展開され

ている筋書きの中で皆さんが演じてきた巨大な役割を認識することになるでしょう。何

故なら実際に、それは今まで展開してきて、皆さんはそれを見ながらその周辺に存在し

てきたからです。それでも皆さんの目が引き寄せられていた幻影という覆いのために、

皆さんは皆さんが実際に創り出していた現実性を確認することができませんでした。し

かし、皆さんは何という最高傑作を創り出したことでしょうか。何故なら、何度も繰り

返された生涯の間の皆さんの持続的な苦闘の中で、皆さんが織り上げたタペストリー（



綴れ織り）は、宇宙の中で並ぶものがないからです。わたし達すべてが皆さんや皆さん

の同胞に目を向けて、皆さんは多くの事例において計画の存在さえ認識したかったにも

かかわらず、皆さんの達成と経験に対する継続的な献身を見て、驚嘆しています。と言

うのも、皆さんの壮大な遂行のために緞帳が既に下げられていた時、演じるべき次の役

割に対する手掛かりが一切無い状態で皆さんはその背後に無事に隠れていましたが、そ

の状態が、適切な展望に向けて全体的な役割をもたらすことになったからです。皆さん

ひとりひとりがこれから訪れる警護者の交代の中でこれほど多くの期待するものを持ち

、そして皆さんは皆さん自身の人生に完全に責任を持っていて、実際には今までもそ

うだったことをそれぞれが理解しています。もしも皆さん以前にその道を開いてきた数

多くの勇敢な魂達が、そして皆さん自身でさえ、ある機会にそういった魂達でなかった

とすれば、この世界の未来はこれほど極めて黄金色に輝き確実なものになっていなかっ

たでしょう。しかし、皆さんは今まですべての障害物を通して耐えてきて、今は皆さん

がその一部になっているこの巨大な世界の進路と運命を永遠に変える立場になってい

ます。たとえ皆さんが皆さんの故郷の世界に帰る選択をしなければならないとしても、

それが今後確実に皆さんの数多くの選択肢のひとつになるため、最も暗い時代の中でさ

え皆さんの光は輝きを放ち、数多くの人々が皆さんの後を追随するために誘導してきた

ことを皆さんは認識し、祝福されることになるでしょう。

 
親愛なる皆さん、皆さんの長距離走における最後の1マイルのために備える時が既に皆
さんの下に訪れています。その決勝線は見えていて、皆さんはただ、皆さんがその線に

到達することを確認するためにその次のギアに切り替えることだけです。そして一度皆

さんがその線を越えてしまえば、どのような後退も起ることはないでしょう。その競

走は、皆さんの3次元の世界の幻影の中で基準となっている人によってではなく、すべ
ての人々によって、勝ちを収めているでしょう。何故なら、すべての人々がその競走を

終わりにする機会を持っていますが、しかしマラソンの場合のように、一部の人々が早

く終える一方で、別の人々は全体的に決勝戦に向かってヨロヨロしながら時間を費やし

、それでも別の人々は歩くか這いつくばうほど速度を緩めていますが、しかしそうであ

っても、競走はけりが付きます。これが、計画が最後まで演じ通すやり方であり、最終

的には、すべての人々が、自分達が始めたものを完了します。それは、海兵隊員が言う

ように、“誰も取り残されることはなく”、ここでそれが確実に当てはまります。地球
は今、地球自体のその次の型に向かって進化しているところであり、それはまさに皆さ

んが皆さん自身の次の型に向かって進化していることを同じであり、そしてやがて皆さ

んは、皆さんの運命が皆さんに対してもう一度おそらく別の競走を要請していることを



皆さん自身が認識していることに気付くかもしれません。しかしそれは、現在のことで

はありません。今は、皆さんの隣人に手を差し延べて、遅れを取っている可能性がある

人の手を握って、一緒に競走を終わりにする時です。その決勝線という覆いの反対側で

皆さんに挨拶するために待機しているのは、皆さんの仲間達であり、皆さんは今まで彼

らを忘れていたかもしれませんが、しかし安心してください。彼らやわたし達は、皆さ

んを忘れていません。親愛なる皆さん、すべての存在達が期待しているので、その競走

を終わりにしてください。

 
わたしはサナンダ。皆さんがその決勝線に近づいている今、わたしの穏やかさと愛がす

べての皆さんと伴にありますように。

 
Channeled by James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
Article may be reproduced in its entirety if authorship and authors website is clearly stated
 
http://lightworkers.org/channeling/157224/sananda-finish-line

http://www.meetup.com/ancient-awakenings
http://lightworkers.org/channeling/157224/sananda-finish-line


その道を照らす無数の光明

その道を照らす無数の光明
Millions of Torches To Light The Way
10 September 2012 - 9:21pm
 
ジェームズ・マコーネル経由

Channeler: James McConnell
 
 
親愛なる皆さん、訪れている時が近付いているため、すべての人々が、以前にはあり得

なかったように意見を覆すことになるでしょう。今まで数多くの人々が呼び掛けられて

きて、そして今、数多くの人々がかつてなかった程の反応を示しています。単純に皆さ

んの周りのすべてに目を向けてください。それで、そこには、集団的な目覚めが起って

いる証拠があります。まだ今のところ、皆さんはほとんど、あるいは全く、その巨大な

変化が皆さんの内外両方の世界に襲いかかるとは考えていないかもしれません。しかし

ながら、新たな黄金時代の中の自分自身を見付け出したいと思うあらゆるみなさんひと

りひとりに対して、そのすべての準備が整えられていることを、認識してください。時

にすべての物事がまるで混沌しか存在しないように見えるかもしれませんが、実際には

すべてが計画通り整然と進行しています。親愛なる皆さん、今起っていることを認識し

、今後皆さんが外見的に混沌とした数々の出来事に対応する方法を決定するその皆さん

の優れた判断力を用いることは、皆さんに委ねられています。煙が一掃され、その覆

いが取り除かれる時、皆さんは、周りを見回して、既に起っていたすべてと、闇から皆

さんの世界にもたらされて完全に光に向かい、入ってきて決して再びその煌めきが失わ

れることがないすべての物事に対して、驚嘆することになるでしょう。

 
多くの物事がより一層急速な足並みで展開しているその計画に参入し、そして数多く

の人々が、それを実現に至らせる上で多くの物事を犠牲にしてきました。その成果によ

って、皆さんはそれを認識するようになる、と言われています。そして繰り返しますが

、その煙が一掃された時、皆さんは舞台裏で行われたすべての物事と、最も小さな部分

から最も大きな部分にまで参加した人々に気付くことになるでしょう。ある日、皆さん

がその目を開く時、皆さんの世界は、おそらく皆さんが思い描くことができた何らかの



物事とは極めて異なって見えるようになり、そして皆さんはその時、待ち、疑問に思い

、そして彷徨ってきたすべての物事には、その価値があったことを認識するようになる

でしょう。皆さんは何度も希望を奮い立たせては失望で繰り返し挫折しただけになって

きましたが、皆さんにとってみればすべてが忘れられることになり、今まで皆さんが感

じてきたかもしれないどのような誤った感覚でも、皆さんの新たな目覚めの歓びと新た

に創り出された世界に置き替わることになるでしょう。

 
親愛なる皆さん、今まで預言されてきたすべての物事が、まさに最も高い水準で成就

され、皆さんの待機がすぐにも終わる時が、既に訪れています。宇宙全体もまた準備を

整えて、この究極の努力とそれに続く光の勝利を待ち望んできたことを、認識してくだ

さい。皆さんが到来の発表を耳にする時、皆さんの長い旅と数々の苦労の目的は終わり

を迎えていて、皆さんを待ち受けているものは、皆さんがその現在の人生を続けること

を望むようになる方法に関する皆さんの意思決定であることを、皆さんは認識すること

になるでしょう。ここで自分達の3次元の幻影という闇から手を伸ばすために依然とし
て苦闘している人々に対する指導者として、自分で勝ち得た休暇を取り、皆さんの故郷

に帰るか、あるいは、宇宙船に搭乗している皆さんの以前の生活を続けるかどうかは、

皆さんの選択になるでしょう。親愛なる皆さん、天界のすべてが、皆さんの真の旅から

皆さんを引き離す不要で望ましくない数々の影響を、皆さんが意のままに皆さんの世界

から取り除くために協力してきましたが、しかしどのような闇も最も小さな光の点滅さ

えも充分に消滅させることはできず、そして今、そうした点滅が無数の光明の中で爆発

してその道を照らし、最終的に最も深い闇から浮上していることを、認識してください

。

 
親愛なる皆さん、そうです、皆さんの勝利は手の届くところにあり、残っていることは

、ただ皆さんが様々な手掛かりや合図に反応することだけです。それは皆さん自身の導

きによって皆さんに与えられたものであり、こうした残された二元性の時期に皆さんが

従うことが必要な皆さんの最後の道筋を明らかにして、皆さんがこれほど遠い昔に乗り

出した皆さんの使命を完了させます。数多くの皆さんが最後のトランペットの響きを待

っているところですが、しかしそれは既に吹き鳴らされていて、皆さんの長いマラソン

は終わりを迎えようとしていることを、わたしは今、皆さんに伝えます。遠い昔にわた

しがヨシュアとして“それは終わった”と話した時、わたしは二元性の終りについて言及
していましたが、しかしわたしのためではなく人類すべてのためでした。いまも同じこ

とであり、幻影を自分達の背後に置く選択をして、そのマトリクスから完全に浮上する



誰にとっても、決して再び不安になることはないでしょう。

 
銀河の中ですべての同胞団体に属するわたし達は、その最初の立場に戻る皆さんを歓迎

するために待機しているところであり、皆さんがこの惑星上で今まで経験したものを超

えるような祝福を計画して貰っています。皆さんは今までわたし達の心からの感謝を獲

得してきました。そして皆さんは、皆さんがその使命を終えて、この銀河の中で繰り広

げられた中で最も壮大な計画に参加したことを認識して、間もなく寛ぐことができるよ

うになるでしょう。

 
わたしはサナンダ。皆さんはゴールに近付いているため、わたしのおだやかさと愛のす

べてがひとりひとりのみなさんと伴にありますように。

 
Channeled by James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
Article may be reproduced in its entirety if authorship and authors website is clearly stated
 
http://lightworkers.org/channeling/167149/sananda-millions-torches-light-way

http://www.meetup.com/ancient-awakenings
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11月4日の告知

11月4日の告知
November 4th Announcement
25 October 2012 - 11:00pm
 
ジェームズ・マッコーネル経由

Channeler: James McConnell
 
 
ジェームズからの註：

わたしはいつも交信したものを正確に入力し、書き写しますが、わたしはこの日付（最

終期限）をインターネット上に掲載することを躊躇いました。何故なら、こうした物事

はほとんど実現しないことが今までこれほど明らかになっているからです。しかしその

一方で、ある時点において、物事は本格化しなければならいようにも感じていて、そし

て今回はわたしの情報源が始めて正確な日付を提示したことになるからです。そのため

ここにそれを取り上げます。また、わたしは、アシュタルもまた11月4日という同じ日
付を提示したことに気付いています。これが正確なのかどうか、わたし達はすぐに認識

することになるでしょう。

 
 
仕える者：

One Who Serves:
 
こんにちは。このように皆さんとこの場にいることは素晴らしいことです。ですから、

わたし達が皆さんと一緒にここにいて、わたし達にできる何らかの方法で役に立てるこ

うした時期を楽しんでいます。何故なら確かに、これはわたし達が求めていることで

あり、わたし達は仕える者だからです。そして、それはわたし達が行っていることで

あり、わたし達が皆さんと一緒にいることができる時、わたし達はそれを充分に楽しみ

ます。しかし、本当にすぐに、数多くの皆さんが、すべての皆さんやまたこの後でこう

した言葉を読む他のすべての人々ではないかもしれませんが、より個人的な方法でわた

し達を経験することになるでしょう。それは皆さんが認識しているように、とても短い



間に皆さんの身に降りかかる次元上昇の過程と呼ばれているものが存在するからです

。皆さんは、数多くの異なる情報源や数多くの異なる方法を通して今まで伝えられ、話

されてきた物事を、経験することになるでしょう。皆さんは、皆さんの知性を超えた経

験をすることになり、皆さんが口にすることが、皆さんの精神を吹き飛ばすことになる

でしょう。皆さんはこうした経験を持つことになり、その経験は素晴らしいものですが

、しかし皆さんはまだ、訪れようとしているもの、そのようになるものについて、全く

理解していません。一部の皆さんは現時点で理解していますが、しかし他の人々はそう

ではなく、そして皆さんは悠久の時の間に準備を整えてきた多くの物事を経験すること

になるでしょう。今、わたしはここで別の存在を紹介します。サナンダが皆さんと話し

、そしてわたしもまた戻ってくることになるでしょう。では始めます。

 
 
サナンダ

Sananda:
 
わたしはサナンダ、そしてわたしは現時点で、この極めて重要な機会に、この急速に近

付いている時期に、皆さんが非常に長い間待ち望んできた時期に、皆さんと一緒になり

ます。本当に遠い昔、そしてその通り、本当に遥か遠くの銀河の中で、皆さんはひとつ

の秘密会議と呼ばれるものを経験しました。数多くの皆さんが、この部屋のすべての

皆さんや今後この言葉を読むことになる他の人々のすべてではないかもしれませんが、

そこにいて、わたしやのこの惑星上で地球のための新しい進化を経験する準備を整えて

いた数多くの他の存在達と一緒に、そこに存在していました。地球も切迫した必要性の

中でそこに招かれていて、地球上と地球の中で、その当時そこに存在した人々、そこに

いた皆さんに、ひとつの変化、ひとつの変容が必要だと判断されました。皆さんはそこ

で巨大な愛を、その当時無制限だった愛を、経験しました。皆さんは神の根源と直接結

び付いていました。もしも皆さんが、わたしが今こうした言葉を話しているように、こ

の時期を思い返すことができたとすれば、皆さんはわたしがここで伝えることを認識し

、理解するでしょう。何故なら、それはひとつの壮大な時期だったからであり、壮大な

再統合、役立つために協力していた人々の壮大な統合だったからであり、それはその当

時起った唯一の出来事であり、本当に役立ったからであり、そして皆さんは、皆さんが

地球と地球上の人々に役立つようになろうとしていたことを、認識していました。し

かし、数多くの皆さんがこの秘密会議に呼ばれた時、ほんの少数の者しか選ばれませ

んでした。皆さんはこの一部になるために選ばれる必要があり、皆さんはその選ばれた



者になることが必要でした。そしてそれにもかかわらず、それは皆さんの聖書に由来す

る選ばれた者と同じものです。それはひとつであり、同じです。皆さんがその選ばれた

者であり、皆さんはこの地球の表現の一部になろうとした者であり、地球を暗黒時代か

ら光の時代に連れ出そうとした者です。そしてひとりひとりの皆さんが、皆さんが巨大

な厳しい環境下での戦いを経験することを認識していました。

 
そもそもの最初から、皆さんはそれが困難な時期になることを認識していました。皆さ

んは、皆さんが通過することになる数々の巨大な旅を経験するようになることを認識し

ていました。そして皆さんは、その道筋の途中のあらゆる場所で、時に困難に襲われる

ことを認識していました。しかしまた皆さんは、皆さんを導こうとする者達、皆さんと

伴に存在しようとする者達、皆さんの耳元の範囲内に存在しようとする者達、皆さんが

手を伸ばして話し掛け、その導きを求めることができて、皆さんの手を取り導こうとす

る者達が現れることを、認識していました。彼らは皆さんに、その時が訪れた時に皆さ

んが維持している必要があるそのわずかな閃きを与えようとしました。この時代とこの

場所とこの瞬間に、皆さんは既にこうした旅の終わりに到達していて、皆さんは皆さん

が行うためにここに現れたすべての絶頂に到達していることを認識し、理解してくだ

さい。何故なら確かに、この時期は、聖書の中で伝えられてきた終わりの時になるから

です。この時期は、皆さんが地球上の新しい表現の一部になる準備を整えてきた時です

。遠い昔に、ヨシュアとしてのわたし自身は、新しい天と新しい地が現れるだろう、と

伝えましたが、そしてそうです、その時が今です。新しい地球が現れ、新しい地上の天

国が現れ、そして皆さんは、ひとりひとりの皆さんがその一部になり、この新しい表現

、惑星全体に滝のように降り注ぐことになり今も既にそうなっている愛の一部になる

でしょう。何故なら、わたし達はわたし達の見晴らしの利く視点から見ているため、わ

たし達はあらゆる場所の無数の光の明滅を確認し、そしてそうした光がさらに一層輝く

ものになり、かつてそこにありながら今は急速に消滅している闇を貫いて、広がり続け

ているからです。

 
ですから、遠い昔の時代にわたしと一緒にここに現れた皆さんは、そして今は次の段階

を選択して移動している皆さんは、皆さんがそのためにここに携えてきた物を、そのた

めに皆さん自身で携えてきた物を、理解してください。皆さんは今、行動に移し、皆さ

んがそのためにここに呼ばれてきた皆さんの使命を進める準備を整え続けています。こ

こにいる何名かの皆さんは既に皆さんの使命に就いていて、既にその使命に取り組んで

います。そして他の皆さんは、皆さんが既に引き受けているこの使命の中の皆さんの立



場を担うために、本当にすぐに呼び出されることになるでしょう。皆さんはこの過程

を続けているため、そして皆さんはこの旅を続けているため、皆さんはおそらく皆さん

が求めることができるすべて神聖な数々の天界から支援を受けています。わたし達はす

べて、皆さんを支援するためにここに存在し、誰ひとり取り残されることはないでし

ょう。そのことを理解してください。何故なら、その時期がとてもすぐに訪れるため、

皆さんはその次元上昇の過程というものを、数多くの異なる領域の数多くの異なる情報

源から今まで伝えられてきたことを、経験するからです。皆さんはそれを本当にすぐに

経験することになり、そしてそれは、すべての皆さんにとって異なるものになるでし

ょう。すべての皆さんが、皆さん自身のこの経験をすることになるでしょう。一部の皆

さんは既にそういった経験をし続けていて、そして皆さんは、皆さん自身のための次の

経験になるものに急速に近付き続けています。それがわたしのメッセージですが、しか

しまた、本当にすぐに、本当にすぐに、実際に今後この表現の一部になる特殊な一連の

出来事になり続けているひとつの出来事があり、そしてひとりひとりの皆さんはその一

部になって行くことを理解し、そしてそれは実際に本当にすぐに、本当に間もなく起る

ことを認識してください。何故なら、それは皆さんの世界の11月4日以前になるから
です。その日付を忘れないでください。何故なら今、数多くの物事がその日の前に、今

すぐにでも、変化しようとしているからです。そうした時期が訪れる時、皆さんがそ

ういった数々の変化が展開していることを確認し始める時、皆さんはわたし達がここで

話をしていることを理解するようになるでしょう。それがわつぃのメッセージです。わ

たしはサナンダ、わたしの穏やかさと愛はすべての皆さんと伴に存在します。

 
 
仕える者

The One Who Serves:
 
再び皆さんに挨拶を送ります。仕える者が皆さんのところに戻っています。メッセージ

は既に提供されているため、わたし達はここで何もメッセージを送ることはないでし

ょう。何か質問はありますか？　皆さんが現時点で、既にここで提示されたメッセージ

に対して特に関連している質問はあるでしょうか？

 
“ひとつ質問があります。サナンダは11月4日と言いましたが、11月4日にひとつの出来
事が起る、あるいは絶頂を迎える、ということを伝えようとしたのでしょうか？”



 
前者がその通りです。

 
“それでは、11月4日の前の時期の間に起ることになる数々の出来事の理解は、11月4日
の時点で完全に絶頂に達し、その時わたし達は何が起こったのかを理解することになる

のでしょうか？”
 
そうです、それはこの今の時点で数多くの人々が目を向けるようになるという観点から

そうなるということで、皆さんが今皆さん自身で気付いているこの集団の中ではなく、

他の数多くの集団の中の数多くの人々であり、皆さんが主流派と呼んでいる人々です。

そして初めて数多くの人々がこれを目の当たりにすることになり、そして“何てことだ
、ここで何が始まったんだ、何が起っているんだ？”と口にするかもしれません。（笑
い声）そして皆さんは、光の活動家の皆さんは、もしも皆さんがまだなら、その時点の

皆さんの使命を担っているでしょう。そして皆さんは、皆さんがすべきことを、その時

が現れる時に皆さんが行おうとしていることを、認識し、理解することになるでしょう

。それは、この過程の中で時間がとても短くなっていることを理解すると、今

年2012年12月21日にひとつの集団的な次元上昇が訪れて、もしも皆さんがまだその時ま
でにそうなっていなければ、皆さんはすべてその一部になるからです。

 
“もうひとつ質問があります。もしもそれぞれの個人が個人的な次元上昇の過程を経
験し、ひとつの異なる結果を経験するとするなら、わたし達が経験することができる最

良の結果をわたし達が手にしようとするためにわたし達はどのようにより良い準備をす

ることができるのでしょうか？”
 
わたしの親愛なる妹、それはとても単純なことです。いつでも愛の中に留まることです

。愛の中に留まり、皆さん自身を愛してください。たしかにその通りですが、しかし皆

さんの周りのすべての人々と、あらゆる物事と、鳥達と、植物達と、岩でさえも一緒に

、愛の中に留まってください。分かりますか？　何故ならすべては意識であり、ですか

ら皆さんのまわりのすべて人々のために、皆さんの内部で、皆さん自身が皆さんの愛を

表現していることに気付いてください。その時皆さんは、時が訪れた時に皆さんが経験

することになる、最も巨大な表現と最も巨大な経験を持つことになるでしょう。そして

わたし達が以前別の時に伝えたように、皆さんはその流れと伴に進むことになるでし

ょう。これはとても重要なことです。いつでもその流れと伴に進み、流れに身を任せ、



抵抗を止めてください。抵抗は皆さんの生命の中に多くの苦悶を創り出すため、それを

手放してください。古いビートルズの歌に言われている“そのままにしておく”という言
葉のように、その流れと伴に進み、その流れがどこであろうと皆さんを連れて行くまま

にしてください。その流れが神であり、皆さんを通して動く神の根源であるため、それ

が皆さんをその意図するところに連れて行くことになることを理解してください。し

かし、皆さんがその流れに逆らって泳ごうとする時、皆さんは何処まで行けると思いま

すか？　ご存知の通り、それが皆さんを連れて行くに任せて、皆さんの周りのすべての

愛を経験してください。何故なら、それは確かに皆さんをさらに高い次元の周波数に駆

り立てるからです。ジョアンナ、これはあなたの質問の答えになっていますか？

 
“はい、ありがとうございます。”
 
ここで他に質問はありますか？

 
“はい、ひとつ質問があります。一部の人々は闇の3日間について話をしています。あな
たは11月のその日に起ると思われていることとそれを結び付けることができますか？”
 
いえ、それ以前のことではありません。しかし、皆さんが今話している闇の3日間は、
暗喩的なものでした。それは、直接的に闇の3日間になることを指していた訳ではあり
ません。それは古い時代の中のことであり、これについて語った古い時代の予言でした

。しかし、それはまた別の時系列であり、それは破局的事態や、地震や火山の噴火のよ

うな数多くの出来事や、惑星の多くの場所を破壊する数多くの出来事が起ることになっ

ていた、ひとつの時系列のことでした。しかしそれは、古い時系列です。皆さんは今、

新しい時系列の中にいます。皆さんは次元上昇の時系列の中にいます。分かりますか？

　そして数多くの人々が今まで皆さんこの時系列を理解することを妨げようとしてきま

したが、しかし彼らは今それができず、そして今までも今も妨害することができません

。そのため、闇の3日間は今ここではこれ以上存在しません。しかしそれは、皆さんが
皆さん自身の内部でちょっとした闇を経験することはないと言っている訳ではありま

せん。皆さんはその経験をすることになりますが、しかしそれは何らかの否定的な表現

の観点からのものになる必要はなく、とても肯定的なものになる可能性があります。何

故なら、皆さんはひとつの虚空と呼ばれている、闇という言葉になる可能性がある時の

中にいる皆さん自身に気付き始めるようになるからです。しかしそれは、良い闇です。

わかりますか？　ここで他に質問はありますか？



 
“わたしの状況の中で、政府とそのすべての職員が進めているものに非常に多くの怖れ
を抱いている者と暮らしてきましたが、わたしはどのようにすればそのエネルギーから

わたし自身を最もよく安定させ、彼女とわたし自身が同時に役立つことができるでしょ

うか？　何故なら、わたしはわたし自身が護り防御することを望んでいることに気付い

ているからです。”
 
分かりました。そしてそれがあなたにとって最も良いことであり、すべての否定性、す

べての怖れ、すべてのこうした物事を皆さん自身で阻止することは、あなたにとって大

切なことです。別の人に関して、あなたができる限りその個人を愛することは良いこと

ですが、しかし彼らの怖れやこうしたすべての物事の表現に捕らわれないようにしてく

ださい。分かりますか？　この社会、こうした数々の文化、世界の中で、この怖れを経

験することになる数多くの人々がいます。彼らはこれを経験することになり、そしてそ

れは、次元上昇の過程がさらに一層近付いているため、彼らの危険に対する理解の表現

です。しかし、こうした数々の過程を認識し、理解している皆さん自身は、その一部に

なる必要はありません。皆さんは愛の表現の一部になることができ、まさにすべての経

験を楽々とこなすことができます。分かりますか？　もしも皆さんがその流れと伴に

進み、それに逆らわないなら、皆さんそのすべてを通してひとつの壮大な経験を積むこ

とになるでしょう。しかし数多くの人々が、恐怖を利用する者達や、この地球上に存在

する権力によって以前に設定されていたこうした物事を経験することになりますが、し

かしそれは過ぎ行くものです。これであなたの質問の答えになるでしょうか？

 
“はい、ありがとうございます。”
 
ここで他に質問はありますか？　とても良いエネルギー、この場所の極端に素晴らしい

エネルギーをわたし達は夜を徹して続けることができるかもしれませんが、しかしわた

し達はそうしないでしょう（笑い声）

 
“あなたはアシュタルからのメッセージを持っていますか？”
 
アシュタル、そう、わたしの兄弟です。彼もまたサナンダが提供したものと同じ内容を

伝えていました。彼はまた、ここの期間の観点からでさえ数々の変化が直接現れると話



していました。しかし、時間が提示された時に、過去に何度もそうした時間がその通り

になったことがないため、わたし達は時間枠を提示することは非常に気が進まないこと

を理解してください。しかしまた、引き返すことができない時点があり、こうした物事

が石に刻み込まれた時点が存在し、そのためこの世界に非常に急速に現れる大きな変化

があります。アシュタル自信はこの巨大な変化の一部であり、それはサナンダや本当に

数多くの他の存在達も同じであることも、理解してください。数多くのわたし達にと

って、わたし達すべては長い間この時期を待ち続けてきました。何故ならご存知のよ

うに、皆さんが次元上昇する時、皆さんはわたし達の場所に移動することになり、そし

てわたし達はさらに進むことができるからです。分かりますか？　そのため、皆さんが

わたし達に奉仕するように、わたし達は皆さんに奉仕します。それはひとつの共時性で

あり、むしろひとつの関係性です。分かりますか？　これであなたの質問の答えになり

ますか？

 
“はい。フェニックスや、アリゾナ州の一部の場所に訪れるわたし達の星の兄弟達を確
認する機会はあるでしょうか？”
 
あなたはあなたの銀河の仲間について話していますか？　そうです、確かにあなたは数

多くの異なる方法でそれを経験することになるでしょう。そしてこの部屋の数多くの皆

さんや、繰り返しますがこうした言葉を読む数多くの皆さんが、この世界で信じ難い時

期を経験し続けることになるでしょう。皆さんは、遠い昔からの友達や仲間達と再統合

することになるでしょう。皆さんはこの時期の皆さんの三次元の理解では皆さんが忘れ

てしまっていますが、しかし皆さんは彼らと再統合することになるでしょう。そしてこ

の世界の数多くの皆さんが、宇宙船に乗り、その当時かつて皆さんが経験したそういっ

た水準の表現を経験することになるでしょう。そして、両手を広げて皆さんを歓迎する

準備を整えて待っている数多くの存在達がいます。そして他の情報源が今まで伝えてき

たいように、皆さんの二元性の世界からもう一度さらに高い数々の次元に戻る皆さんを

歓迎する巨大な儀式が、実際に巨大な儀式が計画されています。それは厳しい道のりで

はなかったでしょうか（笑い声）？　みなさんはここから出る準備は整っていますか？

 
“地球は、地球それ自体は、これ以上3次元に存在することはないのでしょうか？”
 
時間が、この世界の時間の表現が、存在するようになり、そこでは、遅れを取る人々を

支援するために戻ってくるようになる初期の次元上昇の過程を続ける人々の観点から、



同時に3次元の地球とさらに高い次元の地球が存在することになるでしょう。あなたは
ひとつの競走の観点から、もしもあなたがマラソン競技に参加しようとするなら、先頭

まで飛び出して、最後まで高速で走る人々が存在し、彼らは最初にゴールする人々にな

ると言いたいのかもしれません。分かりますか？　そうすることになる人々はいるでし

ょう。その結果音を立てて前進して行く種類の皆さんが存在することになりますが、し

かし彼らはその競技を終え、先頭に向かって移動する人々の後ろに回ることになるでし

ょう。そして、依然として時に立ち止まり、歩き、最後の時に、最後の瞬間に、可能な

時に、次元上昇の扉を蹴飛ばして、そこに入って行くことになる人々がいるでしょう。

何故なら、彼らは取り残されることを望まないからです。分かりますか？　しかし、こ

の世界で本当に数多くの人々ですが、次元上昇について認識せず、次元上昇がどんなも

のかを認識せず、ヨシュアが経験し、十字架の上で死ななければならならず、次にその

意味で次元上昇したことを除いて全く何も分からない人々にとって、それは大切なこと

です。しかし彼らは、この表現を経験するためにもうこれ以上死ぬ必要はないことを全

く理解しません。分かりますか?
 
“それで、地球は3次元に留まることになるのでしょうか？”
 
その一部は留まることになるでしょう。そうです、そうなるでしょう。しかしそれほど

長い間ではありません。それはただ、他の人々が前進することを充分に許すだけの間

です。それは前進する準備を整えていない人々であり、また自分達の魂の契約か、ある

いは現時点の自分達の意識的な自己認識のどちらかを通して、それを選択しなかった人

々が存在することになるでしょう。ご存知のように彼らは3次元に留まることを選択す
ることになり、そして彼らは、ある意味で皆さんが新しい惑星と呼ぶ可能性があるとい

う意味で、自分自身のためのひとつの新しい表現を新たに理解することに慣れるように

なるでしょう。

 
“それでは、背後に留まる人々と前進することを選択する人々との間の違いはなんでし
ょうか？　その主要な違いはなんでしょうか？”
 
その主要な違いは、前進する人々はひとつのさらに高い周波数振動になることであり、

ご存知のように、彼らは皆さんが涅槃と呼ぶものを経験するようになることです。そし

て皆さんは、皆さんが慣れている、皆さんがこの世界で数多くの生涯の間に行ってきた

、その二元性の表現になっているものから出ることになるでしょう。ここでさらに詳し



い説明が必要でしょうか？

 
“はい、銀河の仲間達との遭遇はあるでしょうか、それは次元上昇の一部でしょうか、
それともそれは唯の歓迎、またはひとつの訪問、またはわたし達の銀河の仲間達の接触

なのでしょうか？”
 
あなたは宇宙船に搭乗するという観点から話をしていますが、それがあなたの次元上昇

なのでしょうか？　それは正しいものではありません。皆さんは宇宙船に光線を使って

引き上げられるか、その種の物事が起ることはありません。それが皆さんの次元上昇

です。ご存知のように、皆さんがまず次元上昇することが必要であり、皆さんの銀河の

仲間達と一緒になるためには、皆さんはさらに高い周波数振動を持つことが必要になり

ます。しかし、この質問を尋ねているあなたは、確かにそれはあなたの表現であり、そ

れはあなたがここにいる理由であり、そしてそれは、あなたがあなたの銀河の仲間達と

一緒に戻って行くようになる理由です。

 
“そうです、わたしは以前に４次元を経験したことがありますが、しかし今は3次元にい
ます。次元上昇はわたしを5次元に連れて行くことになるのでしょうか？”
 
はい、次元上昇の過程は3次元から4次元と5次元の周波数に移動することですが、し
かし、この次元上昇の過程の経験を続けている人々は、戻ったり進んだりする時が訪れ

るようになることを理解してください。分かりますか？　人々は進み続け、さらに高い

周波数を経験し、時に引き戻されます。何故なら、身体はその感覚に皆さんを引き戻す

傾向を持ち、皆さんが認識しているその感覚も多少皆さんを引き戻す傾向を持つように

なり、しかし進む準備を整えるようになるからです。これが、手放して、その流れにと

伴に進み、愛の中に存在するようにわたし達が伝える理由であり、それで皆さんは、皆

さんが理解する聞きたいすべての物事を経験することになるでしょう。

 
“わたし達の身体、わたし達の3次元の身体には何が起ることになるのでしょうか？”
 
皆さんの3次元の身体は、さらに充分に光を取り入れることができるように、ひとつの
より結晶構造に近い身体に転換、つまり変化し続けることになるでしょう。皆さんがよ

り多くの光を取り入れることができるほど、皆さんの周波数振動はより高速に動きます



。この意味が分かりますか？

 
“ええと、本当に難しく聞こえますが。”
 
皆さんは、ひとつの教室と皆さんが先生に従わなければならないという観点からそれを

行うことはないでしょう。それはその種の物事ではなく、皆さんが対応を誤ることはあ

り得ません。この点では、間違いも正しいもありません。わたし達がその流れに身を任

せるように伝えているのは、それがその理由です。皆さんのさらに高い自己、皆さんの

さらに高い神の自己が、この過程を行う方法を認識していて、言うまでもなく皆さんに

はその一部になっている部分があり、そして皆さんは以前にこの過程を行ったことがあ

ります。ご存じのように、この世界のこの部屋の中のひとりひとりの皆さん、またはこ

こに存在していない皆さんは、それぞれが以前の別の時期に次元上昇をしていて、そし

て数多くの皆さんが、その体系の破壊者と呼ばれています。皆さんは何度も繰り返し、

数々の生涯を通して、経験を積み重ね、惑星から惑星に移動し、体系から体系を経て、

行い続けています。そして皆さんは、そういった体系に入り込み、物事を変え、そして

皆さんはそれを繰り返しているところです。今ここで、その質問が現れることになり、

その時期が訪れる時、皆さんはもう一度それを行うことを望み、そして数多くの皆さん

が今、“とんでもない”、と言うと思います。（笑い声）ご存じのように、“違う”だけで
はなく、もう一度それを行うなんて“とんでもない”と言いますが、今は次に進む時で
あり、皆さんは確実にそのようにする権利を獲得してきました。他に質問はありますか

？

 
“わたしは11月4日に関連して簡単な質問があります。わたし達は主流派の中でどのよう
な物事も確認しませんが。”
 
そしてそれは良いことです。

 
“わたしがその数々の変化を聞くものに関する限り、それは問題になるでしょうか？　
わたし達は依然として今起っていることについて知らせを受けることになるでしょ

うか？”
 
はい、何故なら、皆さんはそれを認識しないことはできないからです。今起っているこ

とを認識しないことは不可能でしょう。ここでさらに質問はありますか？　それでは、



わたし達は交信者を解放することにしましょう。今、皆さんは皆さんの旅の中を、皆さ

んの経験の中を、皆さんの愛の表現の中を歩み続けていることを理解して、皆さん自身

の内部のさらに多くの表現に気付いてください。何故なら、それが皆さんを外部に向け

て急激に投げ出すことになるからです。皆さんのこころの内部でそれに気付き、その光

に対して皆さんのこころを開き、その光を流れ込ませてください。それで皆さんはひと

つの壮大な経験をするようになり、そしてわたし達はここで、皆さんが訪れる時に、皆

さんがその入り口を超える時に、皆さんを待ち続けているでしょう。シャンティー。穏

やかさが皆さんと伴にありますように。ひとつになってください。
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ジェームズ・マッコーネル経由

Channeler: James McConnell

 

サナンダ：わたしはサナンダ、わたしが2014年という皆さんの新年のこの時期に現れるのは、数
多くの皆さんが、皆さんは決してここに到着することはないだろうと考えたものの、しかし皆さ

んは今ここにいるからです。しかし、皆さんが何処から現れたかを理解してください。わたし

達は、既に以前この物語を伝えてありますが、しかしそれを聞いたことがない人々にとって、皆

さんがどれほど遠くまできたか、そして何故皆さんが今、皆さんが皆さん自身に気付くこの瞬間

そのものの中でここにいるかを理解することが、皆さんに役立ちます。何故なら、皆さんは遥か

昔に、ここにいるそれぞれの皆さんがこの機会に参加し、そしてこうした言葉を読む可能性があ

る他の数多くの人々が、数万年前に、そしてその通り、遥か遠く離れたひとつの銀何の中で、皆

さんが秘密会議と呼ぶかもしれないその集会に参加したからです。（笑い声）

 
その当時、皆さんは一体になり、奉仕の志願者として現れました。そして皆さんは、奉仕活動を

行う対象を認識しませんでした。しかし皆さんは、それは手助けになることを認識し、その当時

皆さんの理解の中では、それが重要なすべてでした。皆さんは、“奉仕”という言葉を聞きました。
皆さんは、皆さんがその奉仕の一部になることができることを聞きました。そしてそれは、皆さ

んにとって重要なすべてでした。その詳細は、皆さんが既に奉仕活動を行った後で、遅れて現れ

ました。皆さんは、皆さんの時間の周期の中で、皆さんが何のために奉仕活動をしているかを認

識しないもののために、今奉仕をしている皆さん自身を思い描くことができますか？しかしその

当時、皆さんはそれを行い、すべての皆さんがそれを行いました。そして皆さんはこの秘密会議

の中で一体になりました。そして、数多くの異なる土地から、数多くの異なる体制、惑星、この

すべてから呼ばれて、数多くの存在達が現れました。そして皆さんは、今皆さんがそれを認識す

るように、ガイアと呼ばれるひとつの惑星に対して役立つことができるという高い期待と伴に現

れました。そして皆さんは、皆さんを遠い未来に、皆さんが今皆さん自身に気付く時間そのもの

に連れて行くことになるひとつの新しい理解、ひとつの新しい発達と理解の水準を取り入れる際



に役立つために、その当時そこにいた人々に役立つために現れるだろうと、認識しました。

 
しかしその当時、皆さんは、現れようとしているものを認識しませんでした。数多くの存在達が

、皆さんに皆さんが期待することができるものに関するひとつの理解を与えようとしました。そ

して皆さんは、そうなるかもしれないものに関するこうした言葉に耳を傾けました。皆さんは、

次元的な理解に関して、振動周波数に関して、皆さんがその当時にいたその高さから、皆さんが

落下することを、本当に大幅に落下することを、認識していました。皆さんは、根源との結び付

きを失うようになることを認識しました。あるいは少なくとも、皆さんは今、その結び付きを失

ったことを認識します。しかしそれにもかかわらず、皆さんは何れにせよ現れました。ここで、

数多くの人々が奉仕を志願しましたが、しかし選ばれたものはほとんどいませんでした。皆さん

は以前にこれを耳にしていますが、しかしそれはこの発言が現れたまさにこの時点からのもの

です。数多くの人々が呼び出されて、選ばれたものはほとんどいませんでした。そしてここにい

て選ばれた皆さんは、今日の今という瞬間に目を向けて、そして“何故わたしはこのために奉仕を
志願したのだろうか？”と疑問に思います。それにもかかわらず、皆さんは皆さんの内部の奥深
くで、今まで起ってきたすべての物事、ひとつの理由のために起ってきたこと、そして皆さんが

その一部になっている今まで起ってきたすべてを認識しています。

 
それで皆さんは、数多くの生涯の後、本当に数多くの生涯の後、今日ここにいます。皆さんはそ

の秘密会議の結論を出そうとしています。その当時、皆さんが出会い、数多くの人々が出会い、

様々なチームの中で協力しました。そしてそういったチームは惑星全体に、この地球の進化の至

る所に、広がりました。そして皆さんはすべて、皆さんが参加することができたその水準で、参

加しました。一部の人々は偉大なる指導者になり、他の人々は外見的に影の中にいました。しか

し誰ひとりとして他の誰よりも上ではありませんでした。何故なら、皆さんが以前ひとりの指導

者だった時に、皆さんは数々の課題とこのすべてを学んできましたが、しかしそれは、皆さんが

そのために現れたものではないからです。皆さんは、数々の課題を学ぶためにここに現れた訳で

はありません。わたしの兄弟姉妹の皆さん、皆さんは奉仕をするために、皆さんが今まで非常に

そのようになってきた奉仕をするために、ここに現れました。皆さんに助言するわたし達は、皆

さんが今まで経験してきた数々の生涯を、皆さんが今まで提供してきた奉仕を、観察します。そ

してわたし達は、皆さんが依然としてそれを行っていることを、数多くの点で驚嘆します。皆さ

んが依然としてここにいるのは、これがひとつの簡単な努力ではなかったことを認識しているか

らです。しかしそれにもかわらず、皆さんは耐え抜いてきました。そして今、皆さんは時間の中

のこの瞬間にやってきて、皆さんがそのために努力してきたものがその受け取りのために皆さん

の目の前のそこにあり、そしてすべての人々がすぐにそれを受け取ることになるでしょう。それ

がこの美しさであり、皆さんがすべて同じ水準で参加しています。一部の人々は、最先端にいる

ことになるでしょう。他の人々は、皆さんがその最後尾を担うと話す可能性がある人々になる

でしょう。しかしこの努力の中で、すべての人々が大切です。誰も別の人よりも大切だというこ

とはありません。皆さんに助言するわたし達でさえ、皆さんよりも大切ではありません。何故



なら、わたし達はすべてこの一部になるからです。わたし達はすべて、果たすべきわたし達の役

割を持ちます。皆さんは皆さんの完全化の役割を果たしてきました。誰にも皆さんにそれとは異

なることを伝えさせないでください。あらゆる人、そしてわたしはまさにあらゆる人を意味して

いますが、自分達の完全化の役割を果たしてきました。その通り、外見的にここにある混沌を創

り出してきた一部の人々がいて、それは事実ですが、しかし彼らは、皆さんよりも優れたり劣っ

たりする訳ではありません。皆さんも、彼らよりもよりも優れたり劣ったりする訳ではありま

せん。それでも数多くの皆さんは現在、彼らを、闇の者達を、皆さんの敵として見ています。そ

してその通り、彼らはそのように見えますが、しかし皆さんが今敵と呼ぶ者達を、皆さんはもう

一度友と呼び、兄弟姉妹と呼ぶことになるでしょう。そして皆さんが敵と呼ぶ者達は、あるいは“
無駄飯食い”と呼ばれてきた者達もまた、ある時点で皆さんを見て、皆さんに兄弟姉妹と口にする
ことになるでしょう。何故なら、わたし達はすべてひとつだからです。これを認識してください

。何故なら、訪れる数々の時期が数多くの個人をその限界点に対して非難する可能性がある時で

さえ、それは終りの始まりに過ぎないからです。

 
それが、サナンダとしてのわたしのメッセージです。皆さんが今まで接してきた皆さんのこの大

いなる努力の連続の中で、穏やかさと愛の中を進んでください。そして、それはすぐにひとつの

結論がでることを、認識してください。穏やかさと愛が皆さんと伴に在りますように。

 
 
 
新しい神の摂理の守護者：

Guardian of the New Dispensation:

 
わたしは、“神の摂理の守護者”として認識されているものです。そしてわたしは、この集いまたは
他の何らかの集いにそれほど頻繁に現れてきた者ではありませんが、しかし多少目立たない場所

に存在してきたと、皆さんは口にすることができるかもしれません。多少控えめにしていました

。しかしわたしの兄弟姉妹達、その時は既に訪れています。何故なら、皆さんが今までその一部

になってきたすべてが、結実を迎えることになるからです。皆さんが今しがた完了した去年の

中で、この皆さんの2013年という年は準備の年、2014年という新しい年の中で現れることになる
すべての物事のための、準備の年になっていました。そしてこの2014年の中で、これは去年の準
備の完成です。その完成について、一部の人々はひとつの世界から別の世界へ、ひとつの理解か

らひとつの新しい理解への移行または変容、と口にするかもしれません。そして皆さん、すべて

の皆さんが、このための準備が整っています。皆さんは、皆さん自身の意識の中で、既にこれを

創り出しています。遥か遠くから注視し、皆さんの進歩に注目しているわたし達はすべて、今は

その時である、今は、皆さんがここに存在するために現れたすべてになることを先に進める時で

あることを、話し続けています。

 



皆さんのひとりひとりが、顕在化した神です。皆さんは今までいつも、顕在化した神でした。皆

さんはただ、既にその認識、その結び付きを失ってしまいました。しかしわたしは今ここにいて

皆さんに伝えますが、“その黎明の後”、皆さんはもう一度皆さんの神としての顕在化を認識するこ
とになるでしょう。そして皆さんは、皆さんと伴にここにいる別の個人に目を向けて、顕在化さ

れた神以外の何かとして彼らを理解することはできなくなるでしょう。皆さんの国々の間、皆さ

んの国籍の間、皆さんの都市の間の境界線は存在しなくなるでしょう。もうこれ以上の境界はな

くなるでしょう。皆さんはそのようなひとつの世界を思い描くことができますか？　皆さんは、

すべてがひとつになったひとつの世界を思い描くことができますか？　そうです、皆さんがその

世界を思い描いている理由は、それが今起こり続けているからです。皆さんは既に、それぞれの

皆さんの内部に現れているこの新しい理解、この新しい振動を創り出しています。それはいつも

、そのように内部でそうなり、そのように外部でそうなっています。そして皆さん自身の外部で

起こっているすべてはまず、皆さん自身の内部で起こっています。そしてそれが皆さん自身の内

部で起こる時、それは皆さん自身の外部で明らかになります。それはいつも、このようになり

ます。そのため、皆さんは外部に、外側に目を向けて、何故これが起こっているのか、何故それ

が起こっているのかと話すことはできません。何故なら、ひとりひとりの皆さんが、その“何故”を
創り出しているからです。

 
皆さんは、これがそうであることを、皆さんは創造主であり同時に創造であることを、理解でき

るようになることが必要です。そのため皆さんがこの2014年に移行する時、皆さんは既に、数多
くの異なる方法で、そして数多くの異なる情報の発信元から、今後すべてが変わることを聞いて

います。皆さんが認識するように皆さんの人生は終わりました。そして数多くの点で、その通り

、それは真実ですが、しかしそれは、皆さんが皆さん自身を創り出しているひとつの人生です。

それで、皆さんがこの新しい年に移行している時、今後数多くの物事が起こり、それが古い枠組

みを壊滅させることになるでしょう。二元性という3次元の枠組みは、少なくとも今回の進化の
中で、永遠に消え失せることになるでしょう。そして、それぞれの皆さんが、もう一度ひとつの

表現を選択し、もう一度自発的に奉仕を行う仕事を課せられることになるでしょう。しかし、そ

れが皆さんの役割です。3次元の理解の部分である自己に対する奉仕の時期は、ほとんど過ぎ去り
ました。そのとおり、変化と順応の時期が訪れることになるでしょう。それは、ある朝に目覚め

た時にすべての物事が変わっているような状況にはならないでしょう。それは幾分より漸進的に

なるため、それはほとんどそのようにならないでしょう。しかし数々の変化が始まり、それは伝

えられてきたように、ドミノ倒しのようになるでしょう。そして、皆さんの最初のドミノが倒れ

る日が近付いています。そしてそれが倒れる時、皆さんが今まで探し求めてきた証拠が現れるこ

とになるでしょう。否定されることはなくなるでしょう。準備ができていない数多くの人が周り

を見回して、わたし達の人生に何が起こっているのか、わたし達の人生は瓦解した、と口にする

ことになるでしょう。ここにいることを志願した皆さんが、人々の人生を元の秩序ある状態に戻

すために支援することになるでしょう。断片を一緒の状態に戻すことは、一部の人々が口にして

きたようにパズルであり、それはもう一度一緒になる、ひとつのパズルです。ある時点では、そ



れは完成しました。次にそれは、まるで誰かがすべてのピースを手に取って、あらゆる場所に投

げたようなものにあり、それが今まで、ひとつひとつ、一緒になるように戻されてきました。し

かし、皆さんが認識するように、皆さんがひとつのパズルを組み立てる時、最初は難しくない

でしょうか？　そこにある数百や数千のすべてピースからそのピースを見付け出すことです。し

かし皆さんがより一層その完成に近づくにつれて、皆さんの内部でエネルギーが高まり、わたし

達はそのパズルの完成に近づいていると、皆さんの内部で興奮が高まらないでしょうか？そして

皆さんがそのパズルの終わりに近づく時、ピースの数がどんどん少なくなるため、ピースを見付

け出すことがより一層簡単になりませんか？そして、それが皆さんのいる場所です。そのパズル

を完成するために、その最後のピースが一緒になっているところです。そういった最後のピー

スが、今まで伝えられてきたドミノであり、皆さんは既にこの時点に到達していて、皆さんはそ

こでそういった最後のピースを一緒にする準備が整っています。わたし達はひとつの日付を与え

ることはできず、また与えることはないでしょう。わたし達は、わたし達自身がその日付を認識

しません。誰も、誰ひとりとして、与えることができる日付を認識しません。しかしその数々の

可能性はそこにあります。その可能性と実現性です。そして皆さんがわたし達と同じように無時

間の中にいる時、わたし達はその数々の可能性を確認することができ、そしてわたし達は、まだ

完成されていないそのパズルのピースでその可能性を組み立てることができます。

 
それが、今起こり続けていることです。そのため、すべての情報の発信元が外見的に異なる物事

を伝えますが、しかしすべては実際に同じ物事を異なる方法で伝えています。もしも皆さんが皆

さん自身の内部を、外部ではなく、その情報の発信元ではなく、皆さん自身の内部を深く見る

なら、“今がその時である”ことを、ひとりひとりの皆さんが認識することになるでしょう。その夜
明けが、急速に近付いています。ひとつの新しい時代の夜明けであり、愛、穏やかさ、調和、

秩序、歓び、理解、一体性の新しい理解のひとつの夜明けです。何故なら、一度その夜明けが近

付いてしまえば、どのような物事もその夜明け以前に存在してきた状態と同じにはならないから

です。皆さんはすべてが、皆さんの果てしなく続く人類への奉仕を通して、これを獲得してきま

した。そしてわたし達は、すべてが人類に役立ってきたことを指しています。それが新しい神の

摂理の守護者としてのわたしのメッセージです。そしてその新しい神の摂理が、まさに始まろう

としています。そした理解と皆さんを前進させようとする人々の新しい時代が皆さんに接して

いて、そして皆さん自身でさえ、この進化を前進させようとする人々の一部になるでしょう。皆

さんはこのための準備を整えてきました。これが皆さんの使命です。今、準備を整えてください

。皆さんがその準備を完了する時、すべての皆さんに穏やかさと愛を送ります。

 
 
 
仕える者

One Who Serves:

 



皆さんこんにちは。何らかの質問がある場合に備えて、再びここに戻って皆さんと一緒にいるこ

とは、良い事です。それはひとつの冗談として、わたし達は数々の質問があることを認識してい

ます。数々の質問があることは、わたし達はいつも認識しています。しかし、わたし達が皆さん

の質問に答えることを楽しむ理由は、皆さんが質問を尋ねてその答えを受け取る時、それが皆さ

んの理解に役立つだけではなく、さらにわたし達の理解にも役立つからです。そして、わたし達

が皆さんのために働き、そして皆さんが次に他の人々のために働く時、これが、わたし達すべて

が協力する姿です。そしてわたしの兄弟姉妹の皆さん、わたしの大切な仲間達、わたし達は一体

になっているところです。わたし達は、皆さんがおそらく認識することができるよりも、協力し

ています。皆さんはここで今、どのような質問を抱えていますか？

 
わたしは、交配種に関するひとつの質問があります。実際に、それは他の講演のひとつのにあっ

たものです。そしてわたし達はすべて、異なる銀河の出身であることから、わたし達はすべてそ

の一部であり、わたし達が異星人と呼ぶ異星人達は、わたし達の兄弟姉妹です。わたし達はす

べて、交配種です。わたし達はすべて、一体性の一部です。わたし達はすべて創造主の一部です

、正しいでしょうか？

 
仕える者：そうです、正しいです。

 
またわたしは、わたし達が次元上昇する時、あるいはその数々の変化が起こる時、そしてその夜

が明ける時のひとつの見通しを持ちました。わたしは、すべての穏やかさ、調和、そして愛があ

るひとつの世界を視覚化します。わたし達がしなければならないことがあるでしょうか？わたし

達はすべて、お互いを配慮します。それはすべての魂、すべての成長と意思疎通であり、わたし

はそれを表現する言葉を持ち合せませんが、わたしはそれを確認し、感じることができます。し

かしわたしは、それを表現する具体的な言葉を持ち合せません。あらゆる物事が美しく、色彩は

美しく、そしてあなたはひとつの目的を持ち、しかしあなたは、あなた自身の中で、すべての人

類に対するひとつの目的を持ちます。

 
仕える者：その通り、とても上手に話せています。ここでさらに質問はありますか？

 
今、ひとつ以上の時系列が存在するでしょうか？

 
仕える者：わたし達がこの状況見る時にわたし達が気付いているように、わたし達は、すべてが

ひとつの特定の方向に動いているという観点から、依然として機能している幾つかの異なる時系

列を確認しているところです。“ゼロ・ポイント”と呼ばれてきた、皆さんが考えることができるも
のへ向けて、すべてが移動しています。そしてこうした時系列のすべてが、以前の時に存在した

もののようではなくなっています。こうした時間のすべては、一体性を形成する際に協力して

いて、その一体性は、わたし達が何度も繰り返し伝えてきたように、“ひとつになること”であり、



こうしたすべての時間を理解してください。ひとつになってください。これは、わたし達が多く

の点で言及し続けていたものであり、ひとつになることです。皆さんがそうなるためにここに現

れたそのすべてになることであり、皆さんの以前のすべて、皆さんがある時点で一体性の一部だ

ったもののすべてです。分かりますか？　皆さんのすべてです。わたし達すべてが、巨大な存在

の一体性のすべての部分です。そしてわたし達はすべて、再びその一体性の部分に戻っていると

ころです。そのため今、異なる数々の時系列が依然として進んでいます。

 
こうした物事は可能性と確率の観点から依然として起こる可能性があり、そしてそういった物事

のすべてが、その過程の中にあります。しかしそれは、良い結果になる過程の中にあります。何

故なら、ここで完全に実現するために数多くの理解の水準があり、そのためその完了は達成する

ことができるものです。分かりますか？そのため、このすべてが同時に起こり続けていて、そし

てこうした時系列が一体になるためにその計画の一部として機能し続けています。ある時点で、

その計画は、存在し得る数多くの異なる時系列と数多くの異なる可能性を要求しました。これが

皆さんの地球の変化だったのであり、世界の人口の3分の2という単位で死ぬ数多くの人々は、も
うこれ以上ここには存在しません。このすべては、古い時系列でした。聖書の言葉の中で語られ

たそういった時系列が、このすべてです。しかしこれはすべて、今ひとつのものとして一緒にな

ろうとしています。そしてそれが次元上昇になるでしょう。それが、3次元の理解と振動から4次
元と5次元の理解と振動への移行になるでしょう。これはあなたの質問に答えていますか？

 
はい。わたし達がゼロ・ポイントに達する時、そうなりますか？　それは終わりの始まりになる

のでしょうか。

 
仕える者：そうです。それはひとつの壮麗な新しい始まりと理解になるでしょう。ゼロ・ポイン

トはすべての終わりではなく、それは単純にここの終わり、あるいはここの終わりの始まりで

あり、ひとつの新しい理解、ひとつの新しい振動周波数の中で再びやり直す、ひとつの新しい始

まりです。すべてが振動です。すべてが意識です。

 
数々の異なる水準はありますか？　異なる数々の意識水準、異なる振動水準があるとわたしは読

みました。その答えは言うまでもなく、あるというものです。わたしはどれほど多くの水準があ

るかを認識していません。そのため、わたし達は、わたし達が現在存在する水準ではない、別の

水準に次元上昇するのでしょうか？

 
仕える者：数多くの点で、それは正しいものです。そしてわたし達はわたし達自身が、どれほど

数多くの水準が存在するかを認識しません。何故なら、それは無限に存在するからです。そして

無限はそれこそ無限であり、両方の方向に無限です。分かりますか？

 
それでは、わたし達が絶えず創造する時、わたし達は絶えず変わりますか？



 
仕える者：そうです。そして皆さんが変わる時、神、最高の創造主も変わります。そしてさらに

最高の創造主になり、さらに大きな創造主の意識になります。皆さんの意識が、より大きな意識

を変えます。そしてそのより大きな意識が皆さんの意識を変えます。それは、すべての創造を

貫く、ひとつの象徴的な関係です。

 
わたしはそのように望みますが、わたしはそれほどアメーバのようには感じませんでした。

 
仕える者：そう、わたし達は、皆さんは遥かにそれ以上であると伝えることができるだけです。

皆さんは、その表現の水準から現れて、皆さんが今いる水準へと進化しました。しかし、皆さん

が今いる水準は、皆さんは見ようとしている幾つかの点において、皆さんがかつてそうだった水

準よりも劣る、ひとつの二元性の水準の中にあります。分かりますか？　皆さんはすべて戻って

いるところです。皆さんはすべて、皆さんにとって故郷がどのようなものになろうとも、故郷

に戻っているところです。分かりますか？

 
この世界には数多くの交信者達が情報を発信しています。その情報は、そこで情報の発信元がひ

とつの物事が起こるだろうと伝え、それが起こらないと、時に欲求不満が募る可能性があります

。そして一部の交信者でさえ、彼らが交信していたと考えた実在は、彼らがそうだと考えたもの

ではないと、後で判明した、と話します。あなたは、彼らが彼らだという実在を事実通り交信し

ている交信者の名前をわたしに伝えることができますか？　それでわたし達は、誰がその真実を

そう認識している通りに伝えているかを知ることができます。

 
仕える者：もしもわたし達がそれを行っていたとすれば、わたし達は皆さん自身の理解、皆さん

自身の識別力に干渉していることになるでしょう。（わたしは、あなたがそう言うだろうと思っ

ていました）。わたし達はそれを行うことができますが、しかし、わたし達が正しいと、誰が話

そうとするのでしょうか。分かりますか？　わたし達は、ひとつの異なる観点から、皆さんより

も有利な異なる観点から、物事を確認します。しかしわたし達は、今の皆さんよりも偉大でもな

く劣っている訳でもなく、あなたが話しているような情報の発信元となっている存在達もまた、

今の皆さんよりも偉大でもなく劣っている訳でもありません。そのため、交信に関して他の人々

を通して現れている様々な交信に目を向けるために、皆さんは何よりもまず、交信の役割を理解

することが必要になります。交信は、皆さんに助言し、皆さんに連絡するわたし達のための、ひ

とつの方法です。それが、交信のすべてです。それは、わたし達に可能な限りできるだけ世界の

大多数の人々に連絡するための、ひとつの方法です。あらゆる人がここから利益を得るでしょ

うか？　確実にそうではありません。何故なら、数多くの人々が、この種の連絡を見て、それを

悪魔と呼びます。分かりますか？　人々は、それを死んだ人々への話し掛け、そしてこの性質の

物事として見ます。わたし達は皆さんに保証しますが、わたし達は死んでいません。わたし達は

、生命から現れています。わたし達は今の皆さんのように生きていて、幾つかの点では、皆さん



よりも生き生きとしています。

 
わたしがわたしの質問で推測したことは、秘密結社が交信を開始する効果的な方法を持つ、と聞

いていたからです。わたし達がひとつの集団として一般的に聞くことができる何らかの方法はあ

るでしょうか？そして秘密結社が生み出しているものは、何パーセント位あるのでしょうか？

 
仕える者：わたし達は、これをこのように答えることができます。たとえ皆さんがここで名付け

られている名前を知らずに、皆さんが耳を傾けているすべての者達に目を向けるとしても、しか

し皆さんはわたし達がそれについて話している存在達、そして皆さんが絶えず自覚してそのあら

ゆる言葉に耳を傾け、その話している内容、それを話している理由、そしてこうした物事全てを

理解しようとしている存在を、認識します。わたし達は皆さんに伝えることができますが、その

ほとんどは、そのすべてではないにしろ、決して100％ではなくても、しかしその大部分およびほ
とんどは非常に正確であり、その時間の瞬間の中で、とても正確です。何故ならご存知のように

、このジェームズのように個人を通してこのようなひとつの連絡が現れる時、それが起こってい

るまさにその瞬間にそれは起こっているからです。そしてそれはその水準で正確であり、それは

この時点で伝わります。しかし、意識はすべての人類を通していつでも急激に変化しているとい

う理由から、次の瞬間には、その瞬間に現れるようには、決して正確なものになることはできま

せん。分かりますか？

 
あなたはこれを理解しますか？（はい）。そのため、皆さんが今現れているそういった多様な交

信に目を向ける時、それを見て、それを聞き、それを理解してください。しかし、その瞬間に皆

さんがいる水準で、皆さんの優れた識別力を利用してください。そして、もしも皆さんがそれを

皆さん自身の内部で受け取るなら、すべてが皆さんに明らかにされることになるでしょう。過

去に、そこにいて欺こうとした存在達はいたでしょうか？　いました。交信を行って導管になっ

ていた人々は、これを認識しませんでした。彼らは騙されていたことを認識していませんでした

。しかしそれは起こり得るでしょうか？そしてそれは既に起こっているでしょうか？　その通り

、それは既に起こっています。しかし非常に小さな割合であり、特に今この時点ではそうです。

何故なら、皆さんは既に様々な点でそういったさらに深い影響を聞き、読んでいて、皆さんは内

心では、兎の巣穴は既に消え去っている、それは既に離れた、と言うことができます。文字通り

、彼らはその体制を離れました。そのため、彼らがそこにいて、以前はできた大惨事をもたらす

ことはありません。これが分かりますか？（はい、感謝します）

 
わたしは、わたしの目的を果たすために、伝えられたほとんどを要約するひとつの方法に気付こ

うとしています。確かにわたしは、わたし達は交信の中で物事を聞きく、と考えます。わたしは

聞き、それはわたし達が信じたいもの、わたし達がその時わたし達に重要だと感じるものを話し

ます。そしてわたし達は、そういった種類の物事に焦点を絞ろうと思います。それは引き寄せの

ようなものであり、それはわたし達が引き寄せられるもののようなものです。それで、わたしは



今までいつも、わたし自身の奥深くで、すべての物事はわたし達の内部の過程のひとつの結果で

あり、わたし達が認識し自覚する外部のあらゆる物事は、わたし達が創造と呼ぶ内面の作用のひ

とつの結果である、と感じてきました。そのため、わたしが考えるその過程を、新しい神の摂理

の守護者は、わたし達は“その内部にあるものが、そのように外部にもある”という種類の存在だと
話しました。それでは、もしもわたし達が交信を読むという過程を通して外部の数々の出来事を

認識することを追求するなら、わたし達は、わたし達自身の内的な信念を補強する一部の方法に

気付こうと努めていないのでしょうか？

 
仕える者：そうです。

 
そして、それは信頼性と真実へのひとつの方法ですか？あるいは、外部の数々の過程を追求する

よりも、むしろ真実はひとつの個人的な過程としておそらくわたし達のためにそこにあるため、

真実はわたし達ひとりひとりの内部に横たわっているものですか？ 

 
仕える者：真実は、あらゆる個人にとって異なります。そのため、あらゆる人が、真実に気付く

ことができるどのような方法を用いても、真実を探します。一部の人々は内部から見ることに

なり、そして必ず別の人々は自分自身の外部を見ることになるでしょう。皆さんは、皆さんが“確
認することは信じること、論より証拠”だと話していることを認識していますが、わたし達は何
度も、“信じることは確認すること”だと伝えていました。最初に信念が現れることが必用であり
、次に皆さんは確認することになるでしょう。そしてこれは、今までいつもそうだったもので

あり、過去から現れたものであり、皆さんの様々な指導者達がこの過程を認識してきました。彼

らは、彼らが創り出すことが必用なものなら、それがどのようなものであってもそれ創り出す

際に、この創造の過程を活用することができました。そしてこれが今起こっていることであり、

わたし達は何度も繰り返しそれを伝えたいと思います。しかし依然として、依然として数多く

の人々が自分自身の外部に目を向けて、何らかの証拠を、その通りと話す物事を必要とすること

になるでしょう。今それが起こり続けていて、その通り、それが今正しい理由は、数多くの点で

、皆さんは既に皆さんの3次元の次元性の中にいないからでしょうか？皆さんの二元性の世界の
中で、皆さんは依然として幾つかの種類の証拠を明らかにする様々な表現の水準を探そうとする

考え方の中にいますか？これが、数多くの点で依然として皆さんがいる場所です。ここで理解し

てください。皆さんの部分があり、そしてさらに一層多くの人々がこの部分を持っていいます。

それは前進を続けて、その意識はさらに高い振動周波数へ、4次元と5次元へ移行していますが、
皆さんの精神、皆さんの精神のその創造的な部分は、多少この3次元の世界の中に維持されてい
ます。分かりますか？そのため、皆さんの精神のその部分は依然として変化のひとつの表現を

探し、依然としてその通りそれは今だと話す何かを探している時、その理由はこれが皆さんで

あり、これが皆さんのすべてになるからです。

 
分かりました、確かにあなたが最初に話したことは、“信じることは確認すること”です。つまりわ



たし達は、わたし達が確認することができる何かを信じることを求めています。それがそのすべ

てです。（仕える者：その通り）。つまり、あなたがわたし達の外部に何かを探そうとする時、

それはあなたが信じるとあなたが考えるものを裏付けます。（仕える者：そうです）。

 
仕える者：ここで、わたし達は、それが進むべき方法だと話していますか？いいえ、わたし達は

そう話していません。ここに関しては、わたし達はその反対を話しています。皆さんがより多く

信じるほど、皆さんはより多く確認することになるでしょう。そして皆さんがより多く創造する

ことを望むほど、皆さんはより多く創造することになるでしょう。

 
それはかなり単純に聞こえますが？

 
仕える者：わたし達の観点からはそれはかなり単純になりますが、しかしわたし達は、皆さんの

観点からはそれはそれほど単純ではないことは、認識しています。

 
信じよ、さらばそうならん、ですか？

 
仕える者：そうです。そして皆さんはまた、“真実はあなたを自由にする”、ということも既に聞い
ています。そしてさらに深い数々の水準では、それは確かに真実であり、それ以外の他のどのよ

うな言葉も思い付くことはできません。

 
それが他の誰かの真実ではない場合を除いて。それは難題ではないでしょうか？

 
仕える者：そうです。それは皆さんが探している、皆さんの真実です。そしてその真実は、皆さ

んの内部あるいは皆さんの外部、またはその両方の組み合わせから現れることができます。しか

しその一方で、一部の人々がその真実をこの点に関して交信を聞くことから手にする場合があり

ます。そして他の人々は、それをあっさり否定して、違う、わたしはその種の物事を耳にするこ

とはないだろう、わたしはそれをわたし自身の目と見意で確認したい、と話します。しかしそれ

は過去に話されたことです。確認する目と聞く耳を持つ人々は、その真実を理解し、認識するこ

とになるでしょう。

 
確かに、それが確認する目と聞く耳を持つ人々というように話される理由は、もしもわたし達が

信じなければ、わたし達は確認するまたは聞くことはできないのでしょうか？

 
仕える者：皆さんがそうなることを望む水準では。（確かに）

 
わたしは、人々が、それは複雑だ、と考えることを認識しています。しかしわたしにとって、そ

れは、あらゆる物事をひとつの共通項で括ります。（そうです）。それでわたし達は、わたし達



自身とわたし達の世界とわたし達の秘密結社、そしてわたし達の状況とわたし達の3次元を見回
して、これは明らかになっているわたし達の信念体系だと認め、自覚します。確かに、もしもわ

たし達が、自分が信じるものを変えて、わたし達に最も重要な問題に取り組むなら、わたし達は

、何かを変えるか、それが変化しているとわたし達に伝える外部の何かを探すその過程を確認す

ることができます。

 
仕える者：そうです。しかしもしも皆さんひとりひとりが、皆さん自身の個人的な努力の中で、

皆さんの内部で毎日皆さん自身を変えるなら、毎日別のものに目を向けて、良さを確認してくだ

さい。その個人の中の悪さではなく、否定性ではなく、闇ではなく、良さを確認してください。

皆さんの周りのすべてを確認して、醜さではなく、美しさを確認してください。

 
確かに、わたし達は金融制度と秘密結社について話すことを止めることができます。何故なら、

それは醜さに目を向けているからです。

 
仕える者：そうです、その通り皆さんはそうできます。しかしそうするのは皆さんでしょうか、

他の誰かでしょうか？分かりますか？それは依然として皆さんの3次元の幻影であり、皆さんは依
然として、数多くの点で、内部に包み込まれています。

 
確かに、その結果わたし達は、まさにお互いに助け合うことが必要でしょうか？

 
仕える者：そうです、お互いに助け合ってください。黄金律に従ってください。もしもすべて

の人々が黄金律に従うなら、皆さんの世界はどのようになっているでしょうか？皆さんの世界だ

けではなく、わたし達の世界もそうです。わたし達もまた、この一部です。わたし達はいつも“皆
さんの”と話しますが、しかしわたし達もまた、ここにいます。

 
しかし、会話の中の何処かでわたし達はまさに聞きましたが、わたしはそれがどのように話され

たのかを思い出すことができませんが、しかしわたし達はあらゆる物事に影響を与え、あらゆる

物事がわたし達に影響を与えます。（そうです）。それは、バタフライ効果といった種類の物事

です。確かに、わたし達は聞くことによって、まさに今あなたに影響を与えています。（そう

です）。

 
もしもあなたが3次元に従うことを望まないとすればどうでしょうか？わたしはそのプログラムの
中にいることを望みません。

 
仕える者：その時、わたし達は確実に、そのプログラムの一部になるな、と皆さんに話します。

しかし、もはやそのプログラムの一部、ここの3次元の二元性の一部にならないという決断を皆さ
んが下す時、その時、皆さんにとって何が残されますか？何故なら、みなさんは依然としてここ



にいるからです。皆さんは依然としてこの内部にいて、皆さんは依然としてこの水準のこの幻影

の内部で満たされることが必要になります。言い換えると、皆さんは、依然として皆さん自身を

養うことが必要になります。皆さんは、依然として皆さん自身に衣服をあてがうことが必要に

なり、皆さんは依然として避難場所を向点けだす必要があります。分かりますか？　皆さんは依

然として延々とこの一部であり、そしてそれが完全に変わるまで、皆さんがそれを変えるまで、

皆さんが集団的な“皆さん”になるまで、それは依然として、このようになることが必要です。し
かし、わたし達が話していることは、皆さんがより一層二元性から離れて、皆さんのありのまま

の姿に関するさらに高い理解に向かうほど、その結果皆さんはそこに移行し、そして次の人がそ

こに移行し、そしてその次の人も移行し、それぞれの人がその“一体性”に影響を与えることになる
、ということです。これが、皆さんが話してきたバタフライ効果です。そしてそれが、最終的に

すべてに影響を与えることになるでしょう。そして今、そういったことが起こることになるでし

ょう。その結果、皆さんが呼ぶ可能性があるより一層多くの人々が、ここに参加することになる

でしょう。何故なら、その人々は、何かを確認し、そこにあるものを明らかにされることが必要

な人々になるからです。こうした数々の集団の中で依然として出会っている皆さんは、疑いなく

それを行っています。数多くの皆さんは沢山の証拠を確認していませんが、しかしそれにもかか

わらず皆さんはここにいて、ここで続けています。これが、サナンダが話していたことです。皆

さんはすべてを通して進み続けていて、皆さんは依然としてここに留まり、皆さんの目標の上と

皆さんの使命の中で、確固としています。

 
ところで、わたし達はそれぞれが、ひとつのポータルになることができるでしょうか？

 
仕える者：ひとつのポータルになる？　そうです、皆さんは、それぞれの皆さんが既にひとつ

のポータルです。大衆にそれを伝えてみてください！（笑い声）

 
わたしは、わたしの外部にひとつのポータルを探していました。そしてそれはわたしが聞いたも

のであり、わたし達がそのポータルですか？

 
仕える者：そうです、そして皆さんは、その数々のポータルは皆さん自身の内部に既に存在する

ことを皆さんが認識するまで、皆さんの外部のひとつのポータルに気付くことはないでしょう。

その時、それは自己の外部に現れることになるでしょう。多少、ひとつの逆説になります。

 
わたしはまさにもうひとつ質問があります。不幸せで3次元の世界を退出することを望む人々のわ
たしの観察では、その人々は、それで幸せを築いてきていません。確かにそれは、美しさに気

付き、良いものを探せとあなたが話した時のようなものです。そしてそういった物事のすべては

、わたしの意見では、刻一刻と実践されることが必要なものです。もしもそれが今後ひとつの習

慣になるなら、それは刻一刻と意識的なひとつの方法で実践されることが必要です。そして退出

を望む人々の幸せの期待は、そのように外部のものになってしまっているため、その人々はこれ



以上その方法を認識しません。

 
仕える者：幾つかの点でそれは正しいですが、しかし別の点ではそうではありません。何故なら

、皆さんが今まで聞いてきたそういった様々な契約の水準があることを皆さんが理解することが

必要になるからです。こうした契約がその人々をその人々が離れる場所に運ぶ理由は、その人々

はそれをすることが約束になっているからです。その人々は、ここにいることになっていません

。その人々はこの3次元の二元性の中のこうした表現の継続性の一部になって、さらに高い水準の
周波数をもたらすだろうとは、話しませんでした。確かに、あなたが言ったように、彼らはあな

たが使った“退出する”と言う言葉を話しましたが、それは、それがその人々が現れて行うことにな
るからです！　そしてその人々は、数多くの異なる方法でそれを行っていて、さらに数多くの人

々が、これを行い続けることになるでしょう。一部の人々は、周りを見て、その周りの美しさが

嫌いで、それを確認しないため、したがってその人々は希望を失います。それは、少しばかり異

なる状況です。しかし、ここでは両方の組み合わせが存在します。皆さんはどのような個人に目

を向けても、その人の旅を認識することはできません。分かりますか？

 
その通りです。感謝します。

 
仕える者：皆さんはただ、皆さん自身の旅を認識することができるだけです。皆さんがそこから

現れた場所、皆さんが今いる場所、そして皆さんがこれから向う場所です。

 
求めよ、さらば見付け出すであろう。

 
仕える者：そうです。しかし、皆さんは扉を叩かなければならず、その結果としてその扉が開か

れることを、いつも忘れないでください。わたし達はここで交信者を解放する必要があります。

静けさと穏やかさが皆さんと伴にありますように、ひとつになりますように。
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http://lightworkers.org/channeling/194823/sananda-guardian-new-dispensation-and-one-who-
serves-answers-masters-about-year-20
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あらゆる物事は、まずさらに高い数々の次元で起る
Everything Happens First At The Higher Levels
23 September 2014 - 11:30pm
 
ジェームズ・マッコーネル経由

Channeler: James McConnell
  
 
わたしはサナンダ。わたし達は、以前伝えたように、わたし達がまだどのような意味でも“12の12”
を忘れていないことを、皆さんが認識することを望みました。なぜなら、それはこの瞬間のその

ものの数々の働きの中にあるからです。それはまだ今のところ皆さんの3次元の意識の中にある物
事ではありませんが、しかし、この3次元の世界の中で起るすべての物事は、まずさらに高い数々
の振動で起ることを、認識してください。そのため、この世界の中、皆さんの3次元の理解の中で
前面に現れようとするすべての物事は、まずさらに高い数々の水準の中で起っています。そして

皆さんと連携しているわたし達は、その出来事が進行中の状態の時に、その一部となることがで

きます。そのため言い換えると、今後既に伝えられているそのテーブルに座っている皆さんは、

わたし達が伝えるように、今までさらに高い数々の水準にある皆さんの場所を選択していたとこ

ろです。そして今、その唯一の物事は、時が訪れる時に、より低い振動へ向けてそれを明らかに

しようとしています。

 
そして今訪れているその時は、今まで“出来事”と呼ばれてきたものと一致することになるでしょう
。それでもしも今皆さんが切にそれを願っているなら、その“出来事”が起る時に、皆さんはこのテ
ーブルに着いている皆さん自身を理解することになるでしょう。このすべてが進行中です。そし

て皆さんはそれぞれが、この劇の役割の一部を演じているところであり、皆さんはその内部でひ

とりの俳優または女優として演じていると、皆さんは言うことができるかもしれません。

 
そしてこの劇が展開を続ける時、皆さんがその劇の終りに達する時には、何が起るでしょうか？

　その劇の終了に続いて、拍手が起ります。その拍手は、既に数々の祝祭として、そして今後皆

さんがこれを経験する数多くの異なる方法でもたらされている真実として、伝えられています。

何故なら、皆さんはこの劇の終りに近づいているからです。それは、今まで皆さんが連携しな

がら、本当に非常に長い間、何度も繰り返す生涯の中でそのひとりの俳優または女優になって

きた、ひとつの劇です。そして皆さんは、数多くの異なる役割を演じてきました。一部の人々は

、悪役として演じます。今まで皆さんはすべて、おそらく皆さんに可能な皆さんの役割を、精一

杯演じてきました。しかし、その劇は、何万年もの歳月と何千回もの生涯の後で、終りに近付い

ています。その劇はひとつの終りに近付いています。



 
残されているすべては、すべての皆さんがその主役になることです。皆さんのお辞儀をしてくだ

さい。その拍手に耳を傾けてください。そして次に移動して、別の劇、ジェームズが口にするの

が好きなように“別の冒険”のために別の仕事を始めてください。
 
今後そのテーブルが現れることになるでしょう。そのテーブルは皆さんの一部であり、そして皆

さんはそのテーブルの一部です。そのテーブルでの皆さんの場所は、既に皆さんのさらに高い数

々の水準で皆さんによって事前に決められています。そのため、機が熟した時、皆さんはそのテ

ーブルで皆さんがその場所を占めることになるかどうかを認識することになるでしょう。今後皆

さんは、その対応する使命が皆さんに役立つものを認識することになるでしょう。この持続する

劇の中で、皆さんが演じようとする、継続的な役柄になっているものです。

 
皆さんに助言するわたし達すべてが、既に数多くの異なる方法で数多くの情報源を通して、その

情報を生み出す全て、この最後の移行を達成するために必要なその知識、その自覚を伝えてきま

した。その劇を終わらせる、皆さんが創り出してきたこの3次元の幻影を終わらせる、最後の移行
です。皆さんがそこから出て皆さんの次の冒険に向かうその過程の中にいるという事実は、皆さ

んが認識するように今後数多くの異なる文明、体制、惑星、新しい理解、新しい一体性の水準を

組み込むようになるものであり、それは、現時点まで皆さんがまた推し測ることさえ始めること

ができなかったものです。数多くの点においてすべては行き詰っているように見えますが、しか

し愛の津波は急激に広がっています。今後それはほんの後少しの時間だけであり、皆さんの時間

でそれほど長いものではなく、時間の感覚の理解に関するその発想の中では、今後皆さんが目的

にするすべて、皆さんがそうするためにここに現れたすべてを理解する前の本のあとわずかの時

間であると、わたし達は皆さんに伝えることができます。

 
わたしは差し当たり、その言葉を残して皆さんから離れます。わたしはまた直ぐに再び皆さんと

一緒になるでしょう。何故なら、わたしサナンダは、ひとつの共鳴に関してこの集団の内部のこ

こに一緒にいるこの特定の集団を、この特定の理解を、今までわたしの両肩に背負ってきたから

です。それは言うまでもないことであり、そしてわたし達は、これを完全に明確にすること望み

ますが、それは自我のひとつの後押しであると言おうとしている訳ではありません。何故なら、

それは全くそうではないからです。それはひとつの共鳴の問題であり、それはわたし達の複数の

者達がより明確に皆さんと連携することができるものです。その状態で皆さんは、わたし達によ

り心地良さを感じ、そしてわたし達も皆さんに同じ心地良さを感じます。そしてわたし達は、ま

さに惑星の数々の地域の中の一部の集団がマイトレーヤとより共鳴するか、他の様々な霊的指導

者達や他の世界からの存在達と共鳴することがあるように、数多くの異なる方法で一致します。

 
わたしの兄弟姉妹の皆さん、今がその時であり、今は、皆さんの目覚めを完了して、皆さんの兄

弟姉妹をその目覚めの中で支援する時です。何故なら、それはそのテーブルに着く使命の一部に



なるからです。皆さんの心構えができてその準備が整った時、皆さんはその使命を達成すること

を求められるようになるでしょう。

 
その表現を問わずに皆さんが成ることができるすべてになるこうした努力の中で皆さんが進み続

けるように、わたしの穏やかさと愛のすべては今、皆さんと一緒に進みます。穏やかさと愛を。

わたしはサナンダ。

 
 
抜粋：

http://lightworkers.org/channeling/205065/everything-happens-first-higher-levels-sananda-divine-
mother-one-who-serves
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Sananda & Saint Germain Guidance on February 4th Space trip offered to

Light workers
3 February 2012 - 9:26am 
アンジェリカ経由

Channeler: Angelica 
筋道を立てて内面の真実を説明するために

To reason with the Truth within
Sananda and Saint-Germain, February 1st, 2012
Channel: Angelica 
 
親愛なるパー、アンジェリカ、そして光の子供達、わたし達は皆さんが内面に目を向け

、皆さんの多少困難で繊細な疑問に対してこの中でわたし達に助言を求めてくれたこ

とを、とても喜んでいます。優れた判断力ということになると、それは舵取りがいつも

繊細で、多少困難なものになります。何故なら、あらゆる人々ひとりひとりが、こうし

た時期に自分達の内面の真実に気付くことに責任を持っているからです。だからこそ、

他の誰かの領域に入り込み、個人が理解し判断していると考えているものを両手で指し

示すことがこれ程難しくなっています。これは、表現するにはかなりもどかしい状況に

なり得ます。 
今、今までの光と闇の間の熾烈な戦い以上のものが起っています。これは、皆さんが既

に気付いていることであり、皆さんは皆さんの周りのすべてで、個人的な水準と集団的

な水準や、また世界的な規模で、これを確認しています。このアシュタルがアンジェリ

カに話したことについて、それはわたし達が皆さんのために、今までしばらく時間をか

けて準備してきたものです。今は、このことが完全に達成され、統合されて、さらに高

い静謐、より明確な展望、そしてありとあらゆる人々に対するより温かなこころがその

後に続く時になっています。人々はこの嵐の中に静かに立たされて、純粋な光を保有し

ている真実を何とか識別しようと覗き込むようなやり方を取っています。わたし達の親

愛なる仲間達、それはひとつの高貴な技巧、とても高貴な技巧です。自分自身と伴に自



分自身の内部で真実となって現れた後、この優れた判断力に関するわたし達の口やかま

しさとこれを習得することの重要性に対する落ち着かない状態の中で、皆さんが皆さん

自身を床に投げ捨てる寸前まで、わたし達がこれについて今まで皆さんに口うるさくし

てきたのは、この理由のためです。 
わたしは皆さんにあれこれ伝えることはできますが、しかし、わたし達が伝えているこ

とをまとめて、皆さんにとって真実となるものを判断しなければならないのは、依然と

して皆さんの役割です。それ以外の方法では、内外のどちらからでも強い状態を築き上

げることはできません。もしも皆さんがより高い数々の次元から皆さんが得るものすべ

てを鵜呑みにするなら、皆さんの結晶構造の光の存在への変容は起ることはあり得ま

せん。これは伝えておいたように、大変な努力が要するものであり、3次元で皆さんが
口にする、“血と汗と涙”になります。皆さんが受け取る情報に関しては、浄化の工程と
して皆さん自身で理解してください。皆さんが数々のメッセージや情報を受け取る時

には、皆さんは皆さんの身体、こころに耳を傾け、皆さんの優れた判断力を用いること

が必要になります。これは真実のように感じますか？　これは至高の善に役立ち、そし

てなによりもまず、純粋な愛と光を維持していますか？ 
実際に皆さんの限界を持った意識の状態で数多くの人々が考え、吸収し、一体となるよ

りも、光はさらに多くの物事を支持していることを、ここで充分に考えてください。光

は情報であり、知識であり、愛であり、そして純粋性です。光は影がないことです。 
このことは、真実と光の中を歩むことが困難でなければならいことを意味している訳で

はありません。皆さんは今まで深いまどろみを続けてきたことを、そして皆さんは余り

に長い間純粋な愛と神性の中を歩んでこなかったことを、よく考えてください。個人と

してのひとりひとりが今まで山のような手荷物を引き摺ってきましたが、光の中を、わ

たし達の両腕に向かって歩むという単純な意図によって“ただ”それを手放そうとしてい
ます。これは、皆さんにとってまったく真実味を感じないひとつの声明です。しかし一

方で、皆さん自身の課題を経験することは皆さんに委ねられていて、実際に皆さん自

身で、これがそうではないことを良く理解してください。人の真の起源に向けて“生れ
変る”こと、自分自身の神性を理解すること、皆さんの真の姿と皆さんという存在の内
面の光の中核で皆さんが抱いている愛の姿について、その内面のひとつの真実を思い出

すことは、内面のひとつの長い過程になっています。ひとつの激しく、困難な過程

です。皆さんが既に認識し感じているように、その時代の出産が既に始まって加速して

いることに対して今皆さんが武装させられている時、わたし達は皆さんがこの事実を今

まで以上に充分良く理解することを本当に望んでいます。皆さんの内省、疑念、そして

苦痛をさらけ出すことを怖れないでください。これは、初めから終わりまで、柔らかな



雲の上の舞踏ではありません。それは、精神的にも物質的にもその両方で皆さんから、

そして賢明な魂から、完全に一掃されなければならないひとつの毒物のようなもので

あり、今現在必要になっているものであり、時に絶望的に長く、決して終わることのな

い過程です。今、わたし達は、ここで最後の審判の予言者のように聞こえることを望ん

でいません。親愛なる皆さん、それはわたし達の意図とは懸け離れています。しかし一

方で、わたし達は今、この路が困難なものであることを、そして同時にそれは驚くほど

歓びに溢れ、純粋で、真の愛になっていることを、皆さんが理解し吸収することに対

して、以前よりもさらに鋭敏になっています。実際に、それはその通りです。 
しかし一方で、一部の皆さんは、皆さんやわたし達の美しい母なる地球のための次元上

昇のひとつの過程が実際に意味しているものについて、依然として何らかの美化された

印象を抱いています。今、わたし達がしきりにそれに対してひとつの必要な埋め合わせ

を皆さんに与えようとしているものが、この印象です。この事実に対する準備を整え、

それを一体化することができる人々は、そうすることになるでしょう。そうではない人

々は、さらに多くの課題を持ち、さらに多くの洞察力を獲得しなければならないため、

自分自身の方法で進むことはないでしょう。わたし達はお互いに非難するべきではなく

、皆さんも非難すべきではなく、わたし達は絶対に非難すべきではありません。あらゆ

る人々が自分自身の歩む道を持ち、自分自身で行う経験を持ち、これを通して達成する

自分自身の固有の洞察力を持っています。ですから、あらゆる物事は必然的になるよう

になります。わたし達は、わたし達に可能で承認を受けている限り、皆さんを導くため

にわたし達の最善を尽くします。何度もうずうずしながら、わたし達はただ皆さんをA
地点からB地点に移し、次にC地点、D地点、E地点等々に移すことができるように望ん
でいることを、皆さんは認識するべきです。しかし、伝えたように、それは実際にはそ

うならないでしょう。外部からは何も築き上げることはできません。それが実際に皆さ

んの外部で明らかにできるようになることを目的にするのであれば、それは皆さん自身

の理解、皆さん自身の光、そして皆さん自身の自覚を通して、皆さんの内部から始める

ことが必要になります。皆さん自身に対する算定を行うこと、そしてそれには時間かか

ることを理解することは簡単なことであり、これは決して終わることのない過程であり

、皆さんの信頼、優れた判断力、そして澄んだ精神と伴に皆さんが情熱に燃え上がるこ

ころで取り組んでいる間、皆さんは自分の帽子に、その役割にしがみ付くことが必要に

なります。 
わたしの最愛なる兄弟姉妹の皆さん、風が今、樹々の中を吹き抜けています。もしも皆

さんがその帽子にしがみ付き、皆さんの内面の展望を引き上げなければ、皆さんの帽子

が皆さんを吹き飛ばす恐れがあります。わたし達は集中的に働き、そして今、次元上昇



に属する数々の過程に対して今まで以上に取り組んでいることを認識してください。わ

たし達はいつも皆さんの味方であり、実際に最近は忙しい日々を過ごしています。しか

し一方で、すべての物事にはそれ自体の時とその過程を持ち、そしてこれが実際に現実

になるためには、こういった数々の過程がそれに必要な時間を取ることを許されている

ことが必要になります。たとえわたし達が依然として続いている状況に沿ってこうし

た数々の過程を支援することができるすべての物事を行うとしても、あらゆる物事は機

運の中で起ることが必要になっています。親愛なる皆さん、その流れに従ってください

。真実と完全な光の中の歩みから現れている、その流れに従ってください。その流れが

皆さんと伴に存在している時、それは簡単であり、言うまでもなく挑戦的なものにもな

り得ますが、しかし皆さんの発達や具体化する能力は、その時には決して尽きることの

ない流れの中に存在しています。 
現時点において、光の活動家の皆さんの間で活発になっている、今まで以上に数多くの

エネルギーが存在しています。闇は、光の子供達である皆さんの間に分裂の種を蒔くた

めに、できることをすべて行っているところです。これは最も注意深く計算されていて

、彼らは、皆さんから皆さんの美しい光のエネルギーを吸い上げることができるすべて

の物事を行っています。ですから、わたし達は今、皆さんが皆さん自身や皆さんの兄弟

姉妹質を守り、しかも皆さんが支援を利用することを望んでいます。その支援は、数多

くの皆さんが、その“所属している”それぞれの集団の中で手にしています。今、光と前
進の道を見定めるために、お互いに助け合ってください。何故なら、現時点において、

それは皆さんにとって多少曖昧なものになっているからです。そのままの状態を維持し

てください。それはそうなるべき姿であり、怖れるものは何も存在していません。そ

れは、皆さんが通過しなければならないものです。皆さんの内部の富を感じてください

。愛を感じ、光に向かって皆さんのこころを開いてください。しかし、それをしなけれ

ばならないのは、わたしの最愛なる皆さんです。他の誰も皆さんのためにそれを行うこ

とはできず、わたし達はただ、皆さんに協力できるだけです。しかし、皆さんがより強

く皆さんの光を取り入れるほど、わたし達はより近くで皆さんと連携して、皆さんと統

合することができ、そしてわたし達はできる限り純粋な情報でさらに簡単に皆さんと連

絡することができます。ある種の歪みがいつも現れる可能性があるため、これは少々複

雑な情報の伝達になりますが、数多くの皆さんがそれを自覚しています。これが、優れ

た判断力がこれほど途方もなく重要になる理由です。 
皆さんがまず皆さん自身で真実の状態にならなければ、次元上昇が具体化することは不

可能です。皆さんという美しい魂達は、もう一度この真実を習得するためにまさにこの



時期に転生しています。そのため皆さんは、黄金時代に留まっている真実と純粋な愛に

向かって、皆さん自身と母なる地球を導くことができます。その時まで、それは当ては

まることも持続的なものにもなることはないでしょう。そしてその時になるまでは、実

際に歩みの中に留まっているその流れが、皆さんを純粋な触ることができない光に導く

ことはないでしょう。その流れは、台風や季節風でも消滅あるいは抑制することができ

ないものです。その光は、皆さんの内部に宿っています！　親愛なる皆さん、皆さんの

内部です！それは、闇や幻影の運動が判断を誤らせて闇を与えることができない、光

です。 
内面に耳を傾けてください。皆さんの背後、下、向う側を確認して、次にもう一度内面

に向かってください。今、強い信頼の中で、そして澄んだ気持ちで、歩んでください。

皆さんの両手の中で燃え上がっている光彩を維持してください。たとえその風の中で吹

き飛ばされることがあるとしても、それは愛と光の光彩です。真実の光彩です！　それ

は皆さんのものです。それを受け取り、皆さんの存在全体で、それを受け入れてくだ

さい。皆さんはこうした皆さんそれぞれに異なる使命を習得するために生まれてきま

した。それは、最後にはひとつになる、至高の善に役立つ同じ使命です。至高の善の名

において近道はなく、ただ真実の道筋だけが存在しています。それは素晴らしいもの

です。何故なら、さらに数多くの皆さんが今それを確認し、わたし達これほど喜んでい

るからです。わたし達は今、わたし達の手を皆さんの肩に置き、皆さんにこう伝えます

。踏み止まってください！ 
強くなり、抵抗力を持ってください。そして荒々しく感じる可能性があるこれからの時

期に、皆さんの仲間の男性や女性に対して温かさと愛を伝えてください。わたし達はそ

の時、皆さんが温かさ、歓び、そして信頼に溢れながら、自分の立場を貫くことを求め

ています。それは実際に、すべての皆さんがさらに素晴らしい新しい時代に向けて歩む

ことです。不測の事態を予測し、多少汗をかく場合に備えてください。わたし達の最愛

なる光の子供達、皆さんがこの時期に参加することを約束したのであり、そして今は、

そのよろいに磨きをかける時であることを、忘れないでください。 
わたし達のすべての愛を皆さんに！穏やかに内面に向かい、全存在と一体になってくだ

さい。 

サナンダとサンジェルマン

Sananda and Saint Germain,

Channel: Angelica



Original site in Swedish: www.sananda.se 
Translation from Swedish to English:
Per Staffan –  www.st-germain.se 
http://lightworkers.org/channeling/152072/sananda-saint-germain-guidance-february-4th-space-trip-
offered-light-workers
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皆さんの最初の一歩を踏み出して、皆さんの内面の展望を引き上げ、皆さんの翼を広
げる！

皆さんの最初の一歩を踏み出して、皆さんの内

面の展望を引き上げ、皆さんの翼を広げる！
Take your first steps, raise your vision within and unfold your wings!
Sananda and Saint Germain
8 February 2012 - 8:30am 
アンジェリカ経由

Channeler: Angelica 
Sananda and Saint-Germain, February 6th, 2012
Channel: Angelica
“Take your first steps, raise your vision within and unfold your wings”  
 
こんにちは、美しく勇敢な光の戦士の皆さん！　こちらはサナンダとサンジェルマンで

あり、わたし達は兄弟として、皆さんが古く、新しく、そして再発見された兄弟愛や姉

妹愛に対処しなければならないことを皆さんに伝えるために現れています。皆さんは今

、皆さんの前で展開され提示されているその愛を確認しています。これを受け入れて、

それを神聖なる贈り物として理解してください。わたし達の親愛なる光の子供達、何故

なら、そこには、皆さんはお互いを見付け出すであろう、皆さんはお互いに結び付き、

訪れる時代の中で並んで歩むことになるであろう、と記述されているからです。わたし

達は今、数多くの皆さんを目覚めさせるために大忙しです。一部の皆さんはこれについ

てかなり認識しています。それは、皆さんが大勢で数多くの集団になり始めているから

であり、その数々の集団は静かにこの皆さんの戦いのために、皆さんがそのために生ま

れてきたこの皆さんのさらに高い目的のために、武装しています。皆さんが実際にこの

多大な努力を必要とする目的のために生まれたことを、そして皆さんは実際に何十万年

という年齢の魂を持っていることを、一部の皆さんはまだ完全に、あるいはまったく、

それを意識していません。それはこの時代に立ち向うために、武装してきました。大多

数の合意の中で！ 
自分達の目的にまた充分に目覚めていない人々に、そして集まって支援することを求め

るために響く宇宙や根源の呼び鈴に充分に対応していない人々に、さらにより大きな



準備が整えられることになるでしょう。光の子供達であり、わたし達の最愛なる熱烈な

魂である皆さんは、既に目覚めています。また皆さんが新しく目覚めた皆さんの仲間の

魂達を歓迎するためにこの呼び鈴が皆さんを呼び出している時、それに対応すること

も皆さんの仕事になっていることを忘れないでください。そしてわたし達は今まで行っ

てきて、そして今は皆さん光の子供達と伴に行っているため、また彼らを皆さんの翼の

下に連れてくることも皆さんの仕事です。これについては、今は多忙な日々を過ごし、

3次元と5次元の中の両方のわたし達すべてが対処しなければならない数多くの物事を抱
えているため、わたし達は一緒にお互いを支援することになり、またそうすることが必

要になります。それは必然的にそうならなければならないものであり、わたし達はすべ

てこの時のための違った形で武装していて、またわたし達はすべて違った演じ、果たし

、そして習得すべき役割を持っています。わたし達はすべて同じことを望んでいます。

母なる地球上に純粋な愛を再び導入することです。その愛は、最も純粋な光と単純なが

ら力強い神と全存在の根源の強大な子供達についての知識を保有しているものであり、

またわたし達が実質的にそして実際にそうなっているものです。皆さんは、皆さんの視

界をかなり限定するサングラスとひとつの大きな帽子付きで、余りにも窮屈で息の詰ま

るような不愉快なスーツに着飾ることに署名した、光の存在達です。ですから、今は、

皆さんがこうした疼いて擦り切れた古着を投げ捨てる時であり、また皆さんが皆さんの

次の牧場の中で種子を蒔く時です。 
わたし達の親愛なる皆さん、孤立した状態は強いものではなく、今は皆さんが協力する

時です。ひと粒ずつ種を蒔き、そして皆さんがその時だと感じた時に、こうした小さな

種子に注意深く水を与えてください。正しい瞬間にあらゆる物事を！　皆さんの展望を

高く保ち、皆さんのこころの温かい思いやりを持続してください。わたし達は、皆さん

がその流れと現在の潮流に従うように支援します。わたし達は今、全存在の中に受け入

れて脈打っているその鼓動を皆さんが聞き、感じるように支援します。できれば、日々

瞑想をさらに多く行ってください。しかし、これを何か大きくて辛いものにしないよう

にしてください。たとえそれが5分、15分、あるいは30分でも、それで充分であり、そ
れは皆さんが皆さんの内部の核心や、ひとつのさらに大きな穏やかさを見付け出すため

に役立つでしょう。それは次に、皆さん永遠の部分になることを目的にして、皆さんの

内部に根を張ることができます。皆さんが確認しなければならないものに関して何も必

要とせずに、ただ感じ、聞くだけにしてください。ただその状態になってください！　

落ち着いて、そしてリズムを付けて、要点を伝えてください。光の防御を求め、愛と穏

やかさの中で歩むことができるように求め、そして至高の善を求めてください。皆さん

はいつも存在する皆さんの個人的な指導霊達やわたし達を持っていて、霊的指導者達や



天の霊的な支配層は、絶えずこの時期のすべてにおいて皆さんと伴に存在する以上の

役割を担っています。今、実際に変化の風が吹いています。古い時代の鏡像を映し出し

ているように見えるかもしれない幻影的な表層によって、皆さんが騙されることがない

ようにしてください。聞いて理解することができる皆さんは、これを通して理解するこ

とができ、わたし達は皆さんにわたし達の胸の中の温かさで皆さんに求めます。まだ確

認も聞くこともせずに扉の前に立っているこの新しい世界を把握し始めていない人々も

、また支援してください。しかし、皆さんがその社会的な適性を利用して、皆さんがこ

の小さな種を蒔くためにそれが適している様子を繊細に感じることができる小さな注意

深い数々の段階を踏んでください。それはわたし達がしばしば喜んで話題にしているも

のです。“全部の爆弾”をすべて一度に投下しないでください。それを操作できる人々が
存在していますが、しかしすべての人々がそのように意図されて準備が整っている訳で

はなく、時間と適切な量の水と栄養を必要としています。それが新しい時代に対する目

覚めに影響しているからです。あらゆる物事がそれに付随する時を持ち、あらゆる物事

がその瞬間の中で起ります。しかしその瞬間が皆さんのためにそこにある時、それがど

のようなものであれ、それは言うまでもなく、わたし達の親愛なる皆さんにとって大切

なものであり、皆さんは勇敢で親愛なる存在であり、あらゆる瞬間に皆さんを通り過ぎ

る流れに耳を傾けています。 
わたし達はそれを、今は行動し会話を止める時である、というように表現したいと思い

ます。ここでわたし達を誤解しないでください。それは今、皆さんのものとして経験す

るために存在していた異なる物事や過程と関係しているように、“その話”は皆さんの武
装や皆さんの時として存在してきました。また皆さんは、そのように皆さんの指導霊や

案内者達、兄弟姉妹達と統合し、皆さん自身の発達に皆さん自身で集中し、皆さん自身

の内部の真実の中で飛躍し強くなる準備を整えるように励まされてきました。しかし一

方で、数多くのこうした過程がひとつの揺ぎない流れの中に存在し、そしてそれは止め

ることができない状態で前進を続けています。今、飛ぶ準備を整えていると感じ始めて

いる皆さんは、注意深く励まされ、皆さんの美しいこころの中の勇気と信頼で、今皆さ

んの翼を試そうとしていいます。短い飛行を経験し、次に着地して、皆さんの管制塔と

皆さんの仲間達で確認してください。それはどのようになりましたか？　それはどのよ

うな感じでしたか？　もしかすると、次はもう少し長い移動をすることができますか？

　あるいは、皆さんは実際にその山を登頂して実際の長く高い飛行遠征に乗り出しま

すか？ 
着実に少しずつ意欲を掻き立ててください。わたし達が皆さんと伴に存在しています。

皆さんが最も純粋な真実や至高の愛の中を歩き回る時、こうした短い飛行が扱いやすく



素晴らしいものとして感じられるようになるでしょう。そしてそれは、たとえ多少揺れ

が激しく、着地がいつも完全に苦痛のない状態で進行しないとしても、皆さんにそれ以

上の味わいを与えることになるでしょう。わたし達が既に伝えたように、皆さんがそれ

を望んできるかどうかにかかわらず、今回は、皆さんが座ってシャンパンをすすり、寛

いで皆さんの仲間の旅行者に世界情勢や、宇宙と皆さんすべてが入ろうとしている新し

い世界について伝えるような、そんな上流階級の戦いになろうとしていたとは今まで誰

も口にしていません。そうではなく、明確にこうした闘いはたくさんの横風や社会的な

混乱を提示することになるでしょう。しかし一方で、皆さんが意識を集中する限りは、

あらゆる人々すべてを、そして単純で大きな無条件の愛と明確な光を、信頼し、愛して

ください。それがすべての苦痛、怖れ、そして欠乏を回避することになるでしょう。 
光の中には、そして愛の中には、怖れ、憎しみ、そして苦痛は生き残ることはできず、

そして皆さんが皆さんの内部の核心に達した時、たとえ社会的動揺あるいは冷たい風

であっても皆さんを不安定にすることはできません。皆さんが謙虚さと忍耐力を携えな

がら実際にこころの中で立ち上がる時、嵐や季節風が皆さんを不安定にすることはでき

ません。闇の者達はこの事実を非常に良く自覚していて、そしてこれが彼らの最も大き

な怖れになっています。皆さんの内面の愛と光です。皆さんが皆さんの起源を思い出す

時に皆さんを開放するという事実、そして皆さんは実際に光の存在達と魂達であるとい

う事実がその底辺に存在していて、それが皆さんであり、唯一の皆さんです。皆さんの

内部の光の核心です。今、その覆いが外され、光が当てられ、再発見され、そして拡大

させられているところです。わたし達は喜び、わたし達が存在して母なる地球上の数々

の展開を観察している場所で、文字通り跳び上がらんばかりに喜んでいます。 
現れようとしている数々の展開は、地球上の皆さんの前で彼ら自身を消耗させることに

なりますが、また、皆さんが穏やかに意識を集中させて立ち上がり、至高の善に意識を

集中させたひとつの高い展望と伴に地上を安定させることを求めるようになるでしょう

。非常に卑劣な手段によって皆さんが誘惑され、目が眩み、意気消沈させられないよう

にしてください。光の活動家であり熱心な人々である皆さんに逆らって、卑劣な手段が

用いられる可能性があります。そして、皆さん自身や他の人々を油断させないようにし

てください。ひとりの子供が遊んでいる間に転んでその膝をすりむいた時、ある程度の

涙を流しても、しかし再び全速力で遊びを続けます。わたし達は、皆さんがそれと同じ

行動を取ることを要求しています。勇敢で、粘り強くなり、皆さんの愛の使命に誇り

を持ってください。その使命の重要な一部を担うために、皆さんはこの世界に生まれま

した。持続可能な変化は、生み出して明らかになるまでには時間が必要になるでしょう



。これには自信、忍耐力、そして大きな展望の一部が求められていることを、じっくり

と考えてください。皆さんの視線が一点に集中した状態を維持してください。わたし達

の最愛なる皆さん、どうか、皆さんの美しい空を見上げてください。実際にわたし達は

そこに存在しているため、注意深く見てください。わたし達は皆さんすべてを待ち焦が

れていて、皆さんをこれほどこころから愛しています。皆さんはわたし達の兄弟姉妹達

であり、そして今までは皆さんがいなくて寂しい状態でしたが、しかしわたし達は、わ

たし達の勇敢で粘り強い親愛なる仲間の皆さんに、頭を下げます。皆さんの闘志に感謝

します。そのまま続けてください！ 

これほどたくさんの愛と光の中で、

In so much Love and Light,  
サナンダとサンジェルマン

Sananda and Saint Germain,  

Channel: Angelica 
Original site in Swedish: www.sananda.se 
Translation from Swedish to English:
Per Staffan –  www.st-germain.se 
http://lightworkers.org/channeling/152421/sananda-and-saint-germain-take-your-first-steps-raise-
your-vision-within-and-unfol
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皆さんの多次元的な自己になる

皆さんの多次元的な自己になる
Be Your Multi-Dimensional Selves
Mira the Pleidian and Sananda ~ July 18, 2012
19 July 2012 - 2:41am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
Mira the Pleiadian and Sananda ~
 
 
光の活動家の皆さん、そして同じように光の存在の皆さん、こんにちは。わたし達は

今日、進歩について、皆さんの光の身体の進歩について、そして母なる地球上の皆さん

の世界の進歩について伝えるために、皆さんの前に現れています。

 
皆さんという存在の数多くの面が、わたし達が伝えるように活気付き始めています。皆

さんは巨大中心太陽につながっているため、かつて眠りに就いていた皆さんの数多くの

部分が活気付き始めています。皆さんが完全にそれを識別することは多少難しいかもし

れませんが、しかしそれが今起っているというわたし達の言葉を信じてください。

 
皆さんは二元性からさらに一層遠ざかっているところであり、皆さんの多次元的な自己

を皆さんという存在のひとつの不可欠な部分として受け入れ始めています。

 
わたし達はこれから数々の質問を皆さんに提示するため、今、その質問を良く考えるた

めの時間を取ってください。皆さんの優先事項は何でしょうか？　皆さんは今もなお数

々の古い考え方に引き付けられていますか？　皆さんは依然として生き残りに意識を集

中していますか？　あるいは、皆さんは自由になって、皆さんは二元性の中の皆さんの

物質的な身体を遥かに上回る存在であることを信頼して、大胆に未知の物事に向けて冒

険しようとしているでしょうか？

 
皆さんを待ち構えているものは、そこにある数多くの驚きです。皆さんは自由になって



、皆さんは拡大して数々の可能性に満ち溢れているということを信頼することができま

すか？　皆さんは皆さんのさらに高い自己と根源に信頼を置いていますか？　皆さんは

、皆さんの魂の星と巨大中心太陽との間の結び付きを感じていますか？

 
皆さんは、皆さんの身体の上のチャクラを通して、そしてその内部とその下の地球の核

に向かって巨大中心太陽から訪れている、この光の柱の中に浸っていますか？　皆さん

はその力を感じますか？　皆さんは、皆さんの拡大された自己、皆さんの他の人々との

結び付き、そして知覚の有無と問わず宇宙の中のすべての存在達と関係している、その

新しい考えと感覚を把握し始めていますか？

 
皆さんはその光を包み込み、皆さん自身がその完全な力を感じることを許しているため

、皆さんはさらに高い振動を考え始め、そしてかなり高い振動に属する物事を確認し始

めるようになるでしょう。皆さんは、皆さんと霊的領域や銀河の領域との間の結び付き

を理解し始めていますか？　皆さんはそのすべてからほとんど分離した状態ではないと

感じていますか？

 
こうした数々の質問を、どうか良く考えて、受け入れてください。どうか、皆さんの瞑

想の時間を増やしてください。何故なら、この神聖な光の導管が巨大中心太陽から訪

れて、それが皆さんのこころを通して広がり、地球に向かって降下し、再度戻ってきて

、地球と巨大中心太陽との間の不断の環の中で、それを必要としているすべての人々に

その光を広げているからです。

 
皆さんは間もなく、地球と皆さん自身との間の、巨大中心太陽と皆さん自身との間の、

そして皆さんと他の人々との間の、そういったひとつの確かな結び付きを読み解くこと

ができるようになるでしょう。これを感じ、これを確認し、これを経験し、そしてそれ

を受け入れてください。

 
皆さん自身がエネルギーの海のようなひとつのエネルギーの環境の中を泳いでいる姿を

、思い描いてください。そこでは、すべての粒子が離ればなれではありません。皆さん

は泳ぎながら、皆さんの肯定的なエネルギーを外に向けて振動させて、他の人々の肯定

的なエネルギーと融け込ませています。それを思い描いてください。皆さんがこれを思

い描くことはさらに簡単になっているのではないでしょうか？　親愛なる皆さん、それ

は光の存在としての皆さんの成長のおかげです。



 
皆さんが皆さん自身からより多くの光と無条件の愛を広げるほど、皆さんはより強く保

護されます。皆さん自身がひとつの大きな防御の風船の中にいることを皆さんが感じ

る時、ただ肯定的なエネルギーだけが皆さんという存在に入り、そして皆さんという存

在から分配されることを許して下さい。

 
皆さんは、数々の驚きに気付き始めています。それは、以前皆さんが二元性の世界の中

でかなり凝り固まっていた時には、皆さんは皆さん自身に気付かせることがなかったも

のです。皆さんは、エネルギーと光と、そしてその通り、愛に属するさらに広い世界に

踏み出しているところです。皆さんのDNAは今、皆さんが以前は達成することができ
なかったものを達成することを許しています。皆さんは、光で符号化された数々の情報

の粒子を受け取り、それを活用し、そしてそれを適用し始めています。

 
皆さんが完全に根源と結び付いていた時の皆さんのかつての状況の記憶が浮上し始めて

いて、また皆さんの数々の創造の力がさらに強くなっています。皆さんの新しい世界を

創り、古い物事を手放すために、それを利用してください。今はその時です。

 
数多くの皆さんが、わたし達を確認し始めています。数多くの皆さんが、わたし達とつ

ながりを持ち始めています。皆さんは日を追う毎に、皆さんのさらに高い自己と、根

源と、そして創造主と、さらに直接つながり、さらに一体となっているため、わたし達

の声を聞き、わたし達と結び付き、そしてわたし達を確認することは、さらに簡単にな

って行くでしょう。皆さんは、さらに多くの導きと支援と保護を受け取るようになる

でしょう。親愛なる皆さん、今こそそれを求めてください。

 
皆さんの瞑想の間により一層皆さんの“ボディー・スーツ”の外に出るようにして、その
存在の明るさを経験してください。その経験が、皆さんが歩いている瞬間にまで拡大す

ることを許して下さい。皆さんの多次元的な自己が皆さんと共生することを許して下

さい。それを試してください。皆さんのさらに高い自己と、根源と、そして皆さんのす

べての自己と、一体になってください。

 
皆さんが二元性に属するすべての古い計画を一掃することによって、皆さんはこれを行

うことができます。皆さんがいつでも利用できる導きと情報と認識を用いて、自由にな

って、いつでも愛と光の中で生きるような状態を経験してください。親愛なる皆さん、



それを期待して、それを経験してください。今はその時です。

 
それについて間違いをしないでください。皆さんは次元上昇を始めています。それはま

さに、皆さんが持っている数々の怖れをさらに一掃して、これほど数多くの可能性と能

力と創造力で、二元性から皆さんの多次元的な自己へ向けた、皆さんの神聖なる自己に

向けた、その出発を充分に経験することを、明らかにして行くでしょう。

 
いわゆる、“砂袋”を下ろしてください。それは、皆さんの次元上昇という“気球”が高く
上がることを妨げていたものです。それは怖れという“砂袋”であり、数々の古い信念体
系という“砂袋”であり、断定的な判断や怖れに向かって、そして皆さんの神聖なる本質
への不信に向かって引き寄せられる、“砂袋”です。その砂袋が断ち切られることを許し
、そして皆さんの次元上昇という“気球”がさらに高く上昇することを許して下さい。今
はその時です。

 
わたし達はいつも皆さんの求めに応じます、

 
プレアデス高等評議会のミラと、サナンダ。

Mira of the Pleiadian High Council and Sananda.
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links are included.
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皆さんの高貴な自己になる

皆さんの高貴な自己になる
Be Your Exalted Self
18 April 2012 - 11:26pm
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda ~ Be Your Exalted Self ~ 4.18.12
 
 
わたしはサナンダ、永遠に続く穏やかさのために励ましの言葉を送ります。わたしの親

愛なる皆さん、それは、皆さんこそが今回の努力のための鍵であり、その源泉になって

いるからです。

 
皆さんは何度も、何時になったら平和がもたらされ、すべてが穏やかさに包まれた状態

になり、すべての人々がそれを確認し、それを体験して楽しむことになるのか、という

質問を尋ねます。すべての皆さんが、皆さんの心の奥底で、その答えを認識しています

。それは皆さんのこころの中に存在しています。それはそこから現れます。それはいつ

もそうでした。

 
皆さんは二元性に陥った時からこれを認識していましたが、しかしそれは置き替えられ

、他の人々を責める必要性で覆い隠されました。皆さんは根源の知識を失ったため、そ

の真実を探究しながら、広く遠くまで旅をしました。

 
今、皆さんは根源に、こころの中のその真実に、戻っているところです。そして皆さ

んは、呼吸をする度に、それについて考える度に、穏やかさを創り出していることを、

あるいはそうでないことを、発見しているところです。それは、皆さんの隣人が考え、

あるいは行っていることではありません。それは、皆さんが考え、行っていることです

。そしてその考えと行いは、このようにして皆さんの振動と結び付くことができるよう

になり、そしてその振動はそこから増大しています。



 
すべての皆さんがこれを認識していますが、しかしこの瞬間に皆さんが以前に考えてい

たよりもさらに大きな変化をもたらすことができることを、どれほど多くの皆さんが自

覚しているでしょうか？　穏やかな世界を思い描いてください。しかしまず、皆さんの

こころの中の穏やかさを思い描き、それと結び付いてください。何がそれを隠していま

すか？　何がそれを抑え付けていますか？　それは恨み、怖れ、あるいは憎悪でしょ

うか？　皆さんは今、皆さんに入っている強烈な数々のエネルギーでそれを洗い流す機

会を手にしています。

 
親愛なる仲間達、どうか、皆さんの周りに目を向ける性癖を回避する努力をして、穏や

かでないものを、愛ではないものを確認して、日々刻々と、皆さんの内部から愛と穏や

かさを生み出してください。皆さんがその鍵であり、皆さんがその根源であり、そして

皆さんが変化のための推進力になっています。それは皆さんの意識の焦点になり、あら

ゆる思考になり、そして皆さんが起こす行動になることが必要になっているものです。

穏やかさは皆さんから現れます。

 
皆さんは数々の奇跡を創り出しています。皆さんがそれを可能にしました。皆さんは、

今ここで、根源として存在しています。皆さんの自我がこれはそうでなはいと伝えてい

ますが、しかし自我が伝えることとは異なり、それはその通りです。皆さん自身でそれ

を引き受けて、中心太陽から現れている愛と光のすべてを受け入れて、それが大きくな

るまで、皆さんのすべての細胞の中に染み込ませてください。次に、それが皆さんを満

たし、皆さんの周りのすべてや母なる地球に向かって広げ、それが知覚の有無にかかわ

らずすべての存在達に向かうことを許してください。

 
皆さんがこれを行っている時、エネルギーの移行を感じてください。皆さんは以前、皆

さんが二元性に陥る前に、これをいつも何度も行っていました。そして数多くの皆さ

んが、今、それを行っているところです。今、ひとりひとりの皆さんが、皆さんの目的

、皆さんの生まれながらの権利、皆さんの力と栄光を、思い出しているところです。

 
皆さんの根源のこころの中で、皆さんの数々の思い出を深く掘り下げて、皆さんの勇気

を結集して、皆さんに向かって、そして皆さんの内部で、その穏やかな状態を解き放つ

ためのすべての知識と力を用いて、決然として皆さんの高貴な自己になってください。

このようにして、他の人々や皆さんの周りの世界の中で、それを発火させてください。



 
わたしはサナンダ、そしてわたしはいつも皆さんと一緒です。

I am Sananda and I am with you always.
 
http://www.franheal.wordpress.com
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html

http://www.franheal.wordpress.com/
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html


皆さんは神の光

皆さんは神の光
You Are The Light of the Divine ~ 4.26.12
27 April 2012 - 7:11am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
April 26, 2012
 
Sananda:
 
 
母なる地球とそれを超えた世界に属する美しい魂達、こんにちは。わたしは今日、皆さんのこころを高揚させ、

皆さんの魂を浄化する知らせを皆さんに伝えるために、皆さんの前に現れています。

 
親愛なる皆さん、数多くの出来事がまさに始まろうとしています。宇宙の至る所で、数々の存在達が息を詰める

思いで待ち、光を増大させて皆さんの周りのすべてのエネルギーを引き上げるために皆さんが今まで行ってきた

すべての物事に対して、畏敬の念を抱いています。皆さんはすべて巨大な光の存在であり、巨大な目覚めに立ち

会い、その到来を告げ、それを引き起こすために現れた光の活動家であり光の担い手であることに対して、わた

し達は皆さんに敬意を表します。

 
これ程多くの歓びと愛でそれぞれの存在の中にこれほど多くの変容が起るまでこの世界に存在している人々をそ

の光が圧倒し、浸透することを望んでいるという点について、わたしは皆さんとまったく同じです。

 
数多くの皆さんが、畏怖しながらこれほどその移行を感じています。皆さんは、期待と驚きというひとつの感覚

を感じているところです。皆さんは、これほど悠久の時の間経験してきたものを忘れて、皆さんの真の自己、皆

さんの神の自己、皆さんの神性を思い出し始めようとしています。親愛なる仲間達、それは注目に値する素晴ら

しい壮観です。

 
もしもわたしが皆さんの手を取って、皆さんひとりひとりを個人的に皆さんの最終的な目的地に導くことができ

たなら、わたしはそうしているでしょう。実際には、皆さんが皆さん自身を導いているところです。皆さんは、

皆さん自身の内部から吹き出している本当に深い叡智を皆さんのこころに刻み込み、それを押し進めています。

 
古いひとつの確言を引用した、“皆さんはまだ何も理解していない”、というわたしの言葉を憶えておいてくだ
さい。皆さんの目をさらに大きく開き、皆さんのこころをさらに大きく開いて、気が遠くなるような数々の変化

に対する準備を整えてください。そして次に、皆さんのこころにもたらされようとしている壮観を大いに楽しん

でください。

 
皆さんはすべて、それほど貴重な存在達であり、それほど美しい魂達です。皆さんは、皆さんの巨大さ、皆さん

の優れた才能について、実際にはまったく理解していません。今は、その天稟に気付き、それを否定してきた数



多くの歳月の瓦礫の下からその天稟を掘り起こし、その天稟の埃を落とし、すべての人々が確認できるようにそ

の天稟を輝かせる時です。

 
わたしの親愛なる皆さん、今がその時です！皆さんが現時点で地球に存在している理由について皆さんのこころ

を調べ、皆さんの魂を調べ、皆さんの記憶を調べて、それを明らかにして、それが存在していることを、今とい

う瞬間の中に存在していることを。許してください。

 
もしも皆さんがこれを行うとすれば、皆さんは、皆さんがこれから気付くものに対して愕然とすることになる

でしょう。そういった違いを生み出すために、皆さんにできること、皆さんが貢献できることがあります。皆さ

んがそう運命付けられていたものになって、これほど長い間皆さんが影響を与えてきたすべての幻影の混乱を取

り除いてください。

 
皆さんは誰ですか？皆さんは神聖なる存在であり、それぞれが今後世界に役立つ固有性を備えていて、そうする

なかで皆さんは皆さん自身に奉仕し、ローマ花火のように皆さん自身を照らし出し、皆さんの光と巨大中心太陽

の光との間の区別がつかなくなるまで、世界に向けて、宇宙に向けて、そして全存在に向けて、さらに多くの光

を届けるための、その準備を整えます。

 
親愛なる皆さん、これを深く考えてください。何故なら、この自覚と伴に、そういった活気と歓びが現れるから

です。皆さんは全宇宙の光です。皆さんは神の光です。皆さんは全存在の光です。皆さんはすべての物事と一体

です。その状態で、穏やかに過ごしてください。

 
わたしはサナンダ、そしてわたしはいつも皆さんの求めに応じます。

I am Sananda, and I am at your service always.
 

www.franheal.wordpress.com

www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html
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皆さんの光を輝かす

皆さんの光を輝かす
Shine Your Light  ~ May 8, 2012

9 May 2012 - 2:55am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
親愛なる皆さん、皆さんの世界は今、変化しています。皆さんの世界は、二元性の歴史

の他のどのような時代にも当てはまらない光の浸透によって、こころとこころ、魂と

魂で、変容しているところです。親愛なる皆さん、わたしの言葉に注目してください。

 
今まで起っていることに目を向けてみましょう。数多くの魂達が、“ワイルド・ブルー
・ヨンダー（野生の青き別世界）”と呼んでいるものに向けて、信仰と愛を飛躍させて
きました。それはひとつの言い回しですが、しかしそれは起っていることに対する信用

を表しています。何故なら、数多くの言い回しが、数々の真実に根差しているからです

。皆さんがそのことについて、それを野生あるいは別世界として理解するかどうかは皆

さんの選択ですが、しかしその一方で、これは単に、ひとつの巨大な始まりが今起って

いて、皆さんは以前には決して確認していなかった物事を確認していることを指摘して

いるだけです。

 
皆さんの思考と合理化の中で数々の亀裂が発生していて、数多くの物事が皆さんにとっ

て新しい意味を持っています。日中に少し時間を取ってください。むしろ皆さんが望む

なら、皆さんが真実として維持しているすべての物事を調べるために、日中に多くの時

間を割いてください。皆さんのこころを通して、ひとつひとつを実行してください。そ

れが持っている信用の数が明らかになる時に集中して、それを確認してください。皆さ

んはこれから、こうした皆さんがかつてそれほど大切に維持していたいわゆる真実を調

べる、本当に数多くの機会を持つことになるでしょう。



 
物事が“鏡の国のアリス”のように時に逆さまに見えることを、わたしが伝える必要はな
いと思います。皆さんは何度も繰り返し、皆さんがかつて正しいと判断していた数多く

の信念や概念を経験させられることになるでしょう。大切なことは、皆さんのこころを

通してそれを経験することです。いわば、それが真の“試金石”になります。
 
皆さんの生涯をかけて、繰り返し何度も二元性の経験に由来する知識のひとつのレパー

トリーを持つことによって、皆さんはその立場に対する数々の異なった筋書き、言動、

そして役割を演じてきました。皆さんは今までこうした数々の経験を積み、実際に真実

として皆さんのこころと魂の中で説得力を持つ、その数々の教訓と真実をそこから収集

してきました。皆さんは皆さんの数々の創造を和らげ、皆さんの数々の生涯をかけて信

念と思考パターンを広げてきましたが、しかしこうしたこれほど速く深い変化の時期は

今まで存在しませんでした。

 
さらに多くの準備を整えてください。さらにそれを広げてください。皆さんのこころか

ら創り出し、皆さんが以前に決して経験していないほどの夢を持つことを皆さん自身に

許してください。親愛なる皆さん、皆さんが今まで決して考えることができなかった状

態になってください。今、その光が、それを支えています。

 
親愛なる皆さん、創意に溢れる状態になり、霊の寛大さの中で、愛と豊かさに熱狂して

ください。以前は決して行っていなかったからといって、決して皆さん自身で諦めない

でください。皆さんの天使の自己になってください。皆さんは、皆さんが霊の領域の中

のあらゆる存在よりも天使らしいことを発見しているところです。皆さんに必要なのは

、ただそれを認めて、それを明らかにすることだけです。

 
最愛なる大切な皆さん、何よりもまず、皆さんのこころに正直になってください。何故

なら、皆さんは以前には決してこれほど活気付いたことがなかったように、活気付いて

いるからです。どうか、すべての存在達の仲間入りをして、今まで決してなかったよ

うに、皆さんの光を輝かせてください。

 
わたしはサナンダ、そしてわたしはいつでも皆さんの求めに応じます。

 
 



Thank you to Sananda.
As Channeled Through Fran Zepeda
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皆さんの故郷に帰る道で

皆さんの故郷に帰る道で
On Your Way Home ~ May 16, 2012
17 May 2012 - 6:16am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
かけがえの無い最愛なる皆さん、次元上昇はさらに一段と明白な現実性になろうとして

います。皆さんが充分にそれを認識しているかどうかにかかわらず、皆さんがその困難

な状況の只中にいることがさらに明確になっています。皆さんがそれを理解しているか

どうかにかかわらず、それは皆さんに対してさらに一層現実的なものになっています。

 
しかしその一方で、言うまでもなくそれは皆さんの選択であり、しかし一度皆さんがそ

の選択をしてしまえば、引き返すことはできず、時間の経過と伴に数々の変化がさらに

一段と明確になって行くことを、皆さんは今もなお自覚することが必要になります。

 
光の活動家の皆さんは言うまでもなくこのすべてをさらに自覚していて、そして皆さん

はその数々の変化を取捨選択しているため、自分達に今起っていることに対する手掛か

りを一切持たない他の人々を、今まで以上に上手に支援することができます。それは、

彼らが遠い昔にこの旅に乗り出すことを選択したという事実や、現在その一連の流れに

乗るかどうかは彼らに委ねられていることとは関係ありません。

 
それは、自分達の使命に気付いていない人々の主題であり、わたしが今日話題として取

り上げたいと思っていることであり、そしてわたしは彼らを支援することを充分に自覚

している人々に対して話をしています。今回が、そのために今まで皆さんがその準備を

整えてきたものです。皆さんは、今皆さんが経験しているすべての変化に遭遇している

ため、この状況が他の人々の目覚めを支援するために皆さんをかなり有利な立場に立た



せています。皆さんは、本質的でそれ故に彼らにとって信頼できる経験と知識から、話

をすることができます。彼らは皆さんを信頼し、そのため彼らは皆さんの経験を彼ら自

身に結び付け、彼らが気付いていない可能性がありながらその表層の下に存在するも

のに、光をもたらすことができます。

 
皆さんが何らかの支援ができる可能性が、ある皆さんの周りで新しい数々のエネルギー

に苦闘している人々に、どうか眼を向けてください。これは、ただ皆さんの中心と静寂

と完全性の中に存在することを必要とし、そしてすべての人々が確認できるようにただ

皆さんの光を輝かせることが必要になるかもしれません。それは、何かが違うと感じな

がらすべてが順調だという保証のために皆さんに目を向けている他の人々のために、ひ

とつの具体例になることが必要になるかもしれません。皆さんは、彼らに伝える話の量

と内容を認識するようになるでしょう。そして皆さんが確信を持てない時、皆さんは霊

的な領域の中でいつもわたし達の導きを経験します。

 
もう今では、数多くの皆さんが全面的に次元上昇をすることと変化の波を扱うことに身

を投じています。数々の強烈なエネルギーは、以前よりもかなり多くの変化をもたらし

ています。今は、わたし達が伝えているように皆さんが取り入れている光の用量を必要

としている人々と場所のために、皆さんの周りに目を配る時です。

 
どうか、どのような物にも皆さんをこの目的から引き離そうとさせないでください。否

定論者はいつも存在することになりますが、しかしそれはただ、皆さんが内面に目を

向け、その真実を、皆さんが認識しているものは皆さんのこころの底深くにある真実で

あることを、再発見することが必要なだけです。この変化が皆さんにもたらしている歓

びに触れてください。

 
皆さんは実際に皆さんの故郷に帰る道に在り、それと伴に新たに気付いた数々の才能と

贈り物と展望をもたらしていて、それは今までただ埋もれていただけになってたもの

です。すべての人々が確認できるようにその数々の天稟を誇示し、分け与えてください

。皆さんは今、ひとつの完全な皆さんの一部としてそういった天稟を保有し、維持し、

提示する入り口に立っています。

 
それは、自分の皮を脱いで新たな皮膚をあらわにしている蛇に似ています。その古い皮

膚にしがみつく必要はありませんが、しかしその代わりに新しい皮に慣れてください。



同じように、皆さんの人生のなかで新しく一時的なように感じるあらゆる物事は、すぐ

に普通で現実的で持って生まれた皆さんの一部として感じるようになるでしょう。それ

は皆さんが再構築されたようなものであり、少し慣れてしまえば、皆さんは皆さんが今

作り出している新しい世界により適した数々の能力を携えながら、皆さんの旅に乗り出

すさらに素晴らしい準備が整っていると感じます。

 
これを行う方法に良いも悪いもありません。皆さんは皆さんのさらに高い自己に従うこ

とによってこれを信頼する必要があり、皆さんは皆さんの旅の数々の曲がり角や丘を航

行して行くことになるでしょう。もしも皆さんがただ立ち止まってその中を調べるなら

、皆さんは今までいつも皆さんのさらに高い自己と触れ合ってきたという認識と同時に

、皆さんの今という瞬間に留まり、こころの中心を感じることがこれを支援するように

なるでしょう。さらに高い自己がより一層利用しやすくなり、そしてより一層皆さんと

一体化していることを、皆さんはすぐに理解するようになるでしょう。皆さんは皆さん

の自我、より低い自己とのつながりを絶っていることに気付くようになるでしょう。そ

してそれが皆さんの邪魔をすることは、次第に少なくなって行くでしょう。

 
あらゆる手段を用いて、この皆さんの真の自己という、皆さんの神の自己という、皆さ

んの神性という、その崇高な記憶と伴に現れる、その歓びを感じてください。これが皆

さんの真の本質であり、皆さんを故郷へ導くようになることが、皆さんにますます明ら

かになっています。

 
わたしはサナンダ、そしてわたしはいつでも皆さんの求めに応じます。

 
 
Thank you to Sananda
As channeled through Fran Zepeda
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皆さんが新たに気付いた自由

皆さんが新たに気付いた自由
Your New-Found Freedom  ~ 5.27.12

28 May 2012 - 4:16am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda
 
 
こんにちは、5次元やそれ以上の次元へ向かう仲間の旅行者達！　すべてが順調です。
皆さんの進歩は著しく、一部の人々にとっては驚くべきものであることを、わたし達は

認識しています。

 
数々の変化を注視してください。その変化と伴に存在し、その変化を大切にし、そして

皆さん自身がその変化に順応することを許し、その変化を大いに楽しんでください！　

ひとつの新しい夜明けが近付いています。そして親愛なる皆さん、皆さんは既に前例の

ない時代を始めています。

 
皆さんの愛に溢れるガイアは、皆さんの今までの支援に感謝し、皆さんがこれほど惜し

みなくガイアに与えている愛の中で皆さんを包み込んでいます。皆さんは現在の精神的

高揚に慣れているため、さらに多くの変化に対する準備を整えてください。

 
今は、数多くの新しい概念や意味が皆さんの意識の中に入り込んでいる時期です。時間

を取って、皆さんがかつてそれを確認し把握していたような皆さんの世界観に対する数

多くの変化を解読し、把握してください。今、皆さんの精神を拡大して、不安定で繊細

な数々の教えを取り囲んでください。それは今、明瞭性と理解を絶えず増やしながら皆

さんの意識に入り始めています。

 
親愛なる皆さん、皆さんは思い出しているところであり、吸収しているところであり、



そして皆さんは、さらに大きな自覚的意識に向かう新たな道筋をゆっくりと前進してい

るところです。どうか時間を取って、こうした皆さんの新しい在り方の記憶を見定めて

、吸収し、そして強固なものにしてください。

 
皆さんのための人生はまさに興味深いものなっていて、そのためこうした急激な変化の

時期の中では、皆さんの完全な専念と意識の集中が必要になっています。こうした変容

という重要な時期の中では、どうか必ず皆さんの身体に配慮するようにしてください。

水和物に最大限の配慮をして、できる限り休息を取るようにしてください。逸脱した数

々の否定的な勢力、皆さんが今までこれほど調整に成功してきた退場者達の妨害によ

って、気を取られないようにしてください。

 
今、皆さんの優先順位を自覚するために、ある程度時間を取ってください。その通り

、皆さんは、この惑星上の極めて数多くの否定的な勢力を一掃することに成功を収めて

きました。今は、今年の残りの日々のために、皆さんの数々の憧れを奮い立たせ、それ

に意識を集中する時です。

 
さらに穏やかで愛情溢れる惑星にするために、皆さんの意思の中でより大きく考え、よ

り広く考え、より創造的に考えてください。霊的な領域にいるわたし達にとって、皆さ

んの自由を制約している数々の障害を取り除く際に皆さんが今まで歩んできた遥かに長

い道のりを確認することは、極めて胸を躍らせることです。これは、これほど多くの光

で満たされているひとつの世界に対して、新しい数々の可能性をもたらします。その世

界は、あらゆる否定的な思考形態、そして皆さんの真の本質や皆さんの真の現実性に対

する限定的な見通しをこころに抱くことができない世界であり、お互いと全存在との間

に完全で全体的な結び付きが存在している世界です。

 
親愛なる皆さん、皆さんは実際に、一体性と純粋性と愛に基づいた行動に向かって、大

きな前進を果たしてきました。その大きな前進が今、皆さんの勝利を確実なものにして

います。どうか、今まで皆さんが忘れていたこの新しい道筋の中で、確固として勇敢な

状態を維持して、皆さんの目的と皆さんの光の使命を放棄しないでください。

 
わたし達は準備を整えて待機しています。そしてガイアと伴に皆さん自身を引き上げて

さらに高い数々の次元に向かう、その皆さんの数々の努力を完全に支援するために、皆

さんの側に留まっています。皆さんは皆さん自身で新しい地球を歓迎する準備を整えて



いるため、皆さんは最大限の神の愛と粘り強さで成功していることを確信してください

！

 
わたしはサナンダ、そしてわたしは永遠に皆さんの求めに応じます。

 
Thank you to Sananda.
As Channeled Through Fran Zepeda
 
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
this copyright notice and links are included.
http://www.franheal.wordpress.com (Blog)
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html (Website)
 
http://lightworkers.org/channeling/160284/sananda-your-new-found-freedom-52712

http://www.franheal.wordpress.com/
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html
http://lightworkers.org/channeling/160284/sananda-your-new-found-freedom-52712


全宇宙とひとつになる

全宇宙とひとつになる
Be One With The Macrocosm ~ May 30, 2012
31 May 2012 - 3:02am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
宇宙の数々の法則に従うことは、必ずしもいつも人類の優先事項になっていませんで

した。それはこれほど長い間、ひとつの主要な断絶になってきました。今、人類の集合

意識は、さらに充分に宇宙の数々の法則を受け入れるようになっています。こうした数

々の法則はいつも効力を持っていたとはいっても、人類は今まで、それと調和した状態

になっていませんでした。

 
愛と光の中で、その大規模な移行を見守ってください。今までそれを不可能にしていた

ものは、宇宙の数々の法則と調和して移行させない力を持っていました。皆さんはこの

結果として、これからかなり多くの共時性に気付くようになるでしょう。

 
今、差し迫った調整と、男性と女性のエネルギーの安定と伴に、さらに多くの物事が起

る可能性があります。これは根源に戻り、全存在と一体になるひとつの主要な段階です

。

 
皆さんは完全な全速力の前進運動の中で、遂行されている神聖なる計画を確認し始めて

います。わたし達の最愛なる光の活動家の皆さんが開始したその重要な移行は、多元宇

宙の隅々にまで入り込んでいます。それについては安心してください。

 
どうか今、古く廃れた信念体系を一掃している皆さんの進歩を評価するために、少し時

間を取ってください。今、皆さんの最優先事項は何でしょうか？皆さんは皆さん自身を



どのように見て、どのように考えていますか？ちょうど皆さんの身体のあらゆる細胞が

皆さんの物質的な身体のより一層貴重な部分であるように、皆さんは皆さん自身を、さ

らに大規模な全宇宙のより一層貴重な部分として理解し始めていますか？

 
ちょうど皆さんの身体組織が皆さんの身体の内部で自由に動いて同期しているように、

皆さんは、皆さん自身が自由に動いて他の人々と同期することを許していますか？　皆

さんは、皆さんの仲間の存在達それぞれを同じように、例外なく重要な全体の部分とし

て理解していますか？　他のものとは異なるという理由で、皆さんは他の一部分を拒絶

しないのではないでしょうか？

 
知覚のあるなしにかかわらずこの惑星上とすべての宇宙の中のありとあらゆる存在を皆

さんが眺める様子を、実際に調べてください。皆さんはその律動を感じますか？皆さん

はその物質的な身体の脈動を感じるように、多元宇宙全体の脈動を感じますか？ 皆さ
んが皆さん自身の身体の鼓動を感じるように、皆さんは母なる地球の鼓動と脈動を感じ

ますか？

 
皆さんは、あらゆる人間、あらゆる植物や動物、あらゆる銀河の存在に対する深い愛を

感じますか？彼らはすべて皆さんと異なることは何もありません。それについて考えて

ください。皆さんはすべて、ひとつの大規模で機能的な生命体です。親愛なる皆さん、

それは全存在であり、皆さん自身の身体の生きている生命体とまったく同じです。

 
その複雑さを、その単純さを、その共時性を、そして多元宇宙の中のそれぞれの存在の

価値を、全体の価値ある部分として注目してください。この概念の、この現実性の、こ

の真実の驚きを、受け入れてください。皆さんは、皆さんの身体の細胞と同時に、地球

上と大宇宙を貫いたあらゆる存在を無条件に愛することを学んでいます。そのため皆さ

んは、皆さんの内外を完全に統合する可能性の全体性を把握し始め、そしてひとつの壮

麗な全体として機能している数々の奇跡を経験し始めています。

 
皆さんは、多元宇宙内部のすべての側面の一体化を目の当たりにしています。そのため

、皆さん自身のすべての側面が一体になる際の数々の影響を、さらに良く理解するよう

になっています。皆さんは、全存在と一体になることが意味しているものを、把握し始

めています。

 



皆さんはすべて、まさにすべての人間として、地球外生命体として、そして知覚の有無

を問わずにすべての存在として、同じ無条件の愛と敬意で評価されている貴重な宝石で

あり、皆さんからの同じ無条件の愛と敬意にふさわしい存在です。皆さんはこのことを

、内面の奥底で認識しています。今、それはかつてないほど、皆さんが呼吸することと

同じ確かさで、皆さんの認識のさらに不可欠な部分に成り始めています。

 
霊的な領域内のわたし達にとって、皆さんはすべてこれほど貴重な存在であり、そして

わたし達は、その献身的で愛情溢れる配慮に対して、深く感謝しています。皆さんは

今までその配慮で、皆さんの無条件の愛をあらゆる男性、女性、そして子供、そしてあ

らゆる惑星、地球上の動物や生命体に分け与えてきました。皆さんが、数々の宇宙と全

存在を貫いて、すべての存在に明らかにすることに捧げてきたその敬意と無条件の愛に

対して、わたし達は多大な気持ちを込めて、皆さんに感謝します。

 
わたしはサナンダ、そしてわたしは永遠に皆さんの求めに応じます。

 
 
Thank you to Sananda.
As Channeled Through Fran Zepeda
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皆さんは一体性という万華鏡になることができる

皆さんは一体性という万華鏡になることができ

る
May You Be a Kaleidoscope of Oneness ~ June 4, 2012
5 June 2012 - 6:49am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
皆さんがエネルギーの渦の中の何処にいようとも関係なく、皆さんはすべてその周波数

を引き上げています。現在起っている調整に付随しているエネルギーの急騰が、皆さん

の意識の中の巨大な飛躍を引き起こすことになるでしょう。親愛なる皆さん、皆さんに

必要なのは、まだ到達していない水準まで皆さんのこころを開くことだけです。その数

々のエネルギーが、皆さんを支援することになるでしょう。皆さんはただ、目覚めが起

ることを許すことが必要になるだけです。

 
今、宇宙の至るところでひとつの巨大な連鎖反応が起っていて、皆さんは皆さんのここ

ろを開き、皆さんのこころでつながっているため、それは今後も起り続けるでしょう。

今はもう、皆さんはこのことに極めて熟練していて、問題はただ、わたし達が伝えてい

るように、皆さんのこころに向かって注がれている光と愛のエネルギーの空前の急騰を

、皆さんがどれほど受け入れることを望むのか、ということだけです。

 
大切な最愛なる皆さん、この時期は、皆さんの能力のすべての予想を上回り、絶えず吸

収されている光の粒子を最大限まで吸収するための、皆さんの機会です。それは、皆さ

んに委ねられています。もしもそれが、完全な光り輝く爆発の中であらゆる虹の色相が

表している数々の色の配列と同じように安定して豊かなものであるとすれば、新しい地

球はどのように見えることになるか、それに対する意思と視覚化の姿の中で、それを利



用し、それを勢いよく放つことは、皆さんに委ねられています。

 
皆さんは、今までそれを推測してきたのかもしれません。あなたを含めた皆さんひとり

ひとりとすべての宇宙のあらゆる存在が、その美しいひとつの組み合わせを提供してい

る一匹の蛍のように、光を灯す潜在能力を備えています。それはそれぞれの部分で固有

でありながら、それにもかかわらず、全体の中で均衡が図られ、同期が取られています

。

 
もしも望むなら、どの色や色相も減少することなく、劣ったり重要でなかったりするこ

ともない、この美しい配置を思い浮かべてください。それぞれが最大限の価値まで輝く

ことが許されていることを充分に考えてください。皆さんはこの許しによって、その感

情の激しさを、まさに百倍にも千倍にも増大させてきました。これが創り出しているも

のは、表現する言葉を超えています。

 
親愛なる皆さん、皆さんひとりひとりの大切さは光を千倍に増大させるこの努力の中に

あることは、わたし達が皆さんに伝える必要はありません。今、これを視覚化し、新し

い安定した女性と男性のエネルギーの調節を結実させるために、皆さんが取り入れてい

る能力に注意してください。

 
今は、あらゆる皆さんひとりひとりが輝く時であり、皆さんは、皆さんが持っている能

力の範囲さえ理解していないことは、わたしは賭けてもいいと思っています。その能

力は、皆さんの直線的な時間の感覚で今年に向けて、皆さんの限界というすべての障壁

を今もこれからもずっと打ち破るために、皆さんが手にしているものです。

 
穏やかさと愛に属するわたしの勇敢なる魂達、皆さんのこころがこれから維持するあら

ゆるものになってください。皆さんが今なることができるすべてのものになり、一体

となった皆さんの壮麗な新しい地球に向けて進んでいる皆さんの仲間の存在達と並んで

、それを進展させてください。

 
わたしはサナンダ、そしてわたしはいつも皆さんと伴に存在しています。

 
Thank you to Sananda.
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皆さんの一体性に向かう旅

皆さんの一体性に向かう旅
Your Journey To Oneness ~ June 7, 2012

8 June 2012 - 8:15am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
わたしの親愛なる皆さん、皆さんという親愛なる上昇中の魂達、こんにちは！わたしは

、皆さん自身と惑星の内部の数々のエネルギーを変えるために皆さんが今行っている仕

事に対するこれほどの愛と感謝で、皆さんに挨拶を送ります。皆さんはとても貴重で勇

敢な存在達であり、皆さんの目的と使命を、これほど優雅に完全に達成しています。

 
皆さんに対するわたしの愛は溢れていて、それはあらゆる天界の存在達と銀河の存在の

愛も同じです。それはあらゆる存在であり、すべてが含まれた状態になっている場合を

除いて、わたし達は実際にこれ以上差別化する必要はありません。皆さんはすべて全存

在と一体であり、次元上昇の道筋の上で母なる地球と伴に、この美しい旅のあらゆる瞬

間に、光を増やし続けています。

 
わたしは今日、目的と使命について皆さんと話をしたいと思います。それは時に誤解さ

れてしまうひとつの概念です。もしも皆さんがそれを望むなら、わたしが皆さんのため

にこれを詳しく説明することを許して下さい。

 
宇宙全域で、そして悠久の時の間中、光に溢れた一体性から皆さんが初めて外れてから

、皆さんは苦労して進みながら、根源から徐々に離れて行きました。皆さんはこうする

ことに同意し、そして皆さんはこうするための準備を整え、そして皆さんがこれを充分

に多なうことができました。そして皆さんは数多くの物事を経験して、皆さんをさらに

多くの健全性と純粋性と伴に光と一体性に戻す目的を、皆さんは今、自覚し始めてい



ます。

 
それは実際に皆さんの使命、皆さんの目的であり、そして親愛なる皆さん、皆さんは、

今まで経験してきたすべての物事の効果を見抜き始めています。皆さんの強さは皆さん

の成功を確実なものにしました。そして皆さんの愛は、皆さんの安全と防御を確実なも

のにしました。皆さんは決して独りではなく、そして実際に決して進路の外に逸れるこ

とはありませんでした。しかしそれは、かなりの時の間、皆さんが道に迷ったように見

えました。

 
皆さんは実際に道に迷ってはいませんでした。それはただ、皆さん自身や他の存在達の

ために、そして皆さんの団結した目的と使命である魂達の全体的な凝集のために、そこ

から最も価値あるものを収穫することを目指して、皆さんがその経験の中に没頭するこ

とが必要になっていました。

 
皆さんはこの使命において完全で非常に素晴らしい状態よりも劣っていると、誰であろ

うと皆さんに言わせないようにしてください。親愛なる皆さん、わたしの高貴な次元上

昇のチームの皆さん、皆さんはまさに、皆さんが網羅しているすべての物事を、皆さん

を構成しているすべての物事を、理解し、思い出し始めています。そうです、これは真

実です。皆さんはそれについての真実を発見し、良く理解し始めています。

 
どうか、皆さんの物質的な身体を高く評価し、育み、護ることに配慮してください。何

故なら、皆さんが認識しているようにそれは乗り物であり、皆さんはその身体でこうし

た経験を承認し、浄化しながら、次元上昇と一体性への復帰を通して、皆さんを運んで

行くことを選択しました。

 
それは時に、皆さんの光が溢れ出して、この皆さんの物質的な身体を追い越すことを望

んでいて、皆さんがさらに上位の次元を経験する間に、皆さんをさらに一段と早く引き

上げてこの次元から連れ出そうとしているように見えるかもしれません。皆さんがいわ

ゆる翼を試してみる時に、それは時に、数々の境界や安定性が存在しないように見える

ようになるでしょう。皆さんの物質的な身体を引き上げることは、皆さんをゆっくりと

、しかし堅実に、次元上昇という梯子を登らせるために考案された数多くの調整を必要

としてきました。

 



数多くの皆さんが、今までも今も、意識の喪失、あるいは方向感覚の喪失を経験してい

る一方で、依然として皆さんの“仕事”、つまり3次元水準での役割を演じ切っています
。まさにそれと伴に進み、そしてわたしが以前に話したように、どうか水分の補給を維

持して、できるだけ休息を取るようにしてください。今、高い振動を備えた、汚染され

ていない純粋な果物や野菜を好み、皆さんの日常を自覚しながら進んで行き、それにも

かかわらず、できるだけ圧縮と制約と抵抗を少なくすることが必須になっています。行

うは言うよりも難し、ですが、しかしわたし達は、皆さんがすべて大幅な恩恵と適性で

これを習得していることを確認しています。

 
皆さんは今までそれを何とか切り抜けてきたことは、安心して大丈夫です。それにもか

かわらず、別のエネルギーの急騰と変容が起っています。そしてそれは皆さんにますま

す明らかなものになっていて、皆さんは絶えず穏やかに次元上昇の海へ押し流されてい

ます。そしてそこでは、数々の色相や色がますます輝いて豊かなものになっています。

 
皆さんは美しく泳いでいます。そして皆さんは次元上昇の道筋に沿って旅をしている

ため、それほどの強さで虹の深く豊かな色相を吸収し始めています。

 
霊と銀河の領域に属するわたし達は、皆さんに敬意を表し、わたし達の永遠で揺ぎない

愛と献身を提供します。

 
わたしはサナンダ、そしてわたしは永遠に皆さんの求めに応じます。

 
Thank you to Sananda.
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幻影を壊す

幻影を壊す
Breaking Illusions ~ June 10, 2012

11 June 2012 - 3:51am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
わたしの上昇中の光の活動家の皆さん、わたしはもう一度皆さんに挨拶を送ります。わ

たし達は新しい地球を迎え入れるために、広範囲から集まっています。ひとつの壮麗な

新しい未来のために、数々の準備が整えられたその舞台が設定されていて、それが今、

皆さんに明らかなものになり始めています。

 
霊の領域と銀河の領域から行うすべての観察からすると、皆さんは華麗に前進している

ところであり、そしてわたし達は、皆さんの勇敢で困難な仕事に対して、わたし達の最

も深い感謝を送っています。

 
今日、わたしは幻影の主題について取り組んでみたいと思います。皆さんはこれほど長

い間、幻影の内部に埋没させられてきました。そして皆さんは今、今まで皆さんを押し

止めてきた数々の桎梏と制約を壊し始めています。

 
過去には皆さんがいつもそうだった神聖なる存在に向けて、皆さん自身を変容させるた

めに必要となるすべての物事を収集することを目指して、その幻影の中に完全に埋没さ

せられることが必要だったことを、しかし二元性を経験する目的ですべて完全に忘れて

しまったことを、皆さんは認識しています。そのため、その役割から外れて、皆さんの

真の本質と、多次元的な生命の現実性を歓んで迎え入れる時が、既に訪れています。

 
皆さんはこれを認識していますが、しかし、皆さんは既に、皆さんの日常を通して、そ



して特に夢の間に、何度も幻影の無い状態を経験していることを、皆さんは充分に把握

していない可能性があります。皆さんは単なる意識の集中と意思で時間を“曲げて”、時
間の速度を遅くしたり速くしたり、あるいは停止させたりすることができることに気付

き始めています。何故なら皆さんは、時間は単なるひとつの幻影だと推測したからです

。

 
その覆いは皆さんに固有な理解の周辺でさらに一段と薄いものになっていて、そして皆

さんの在り方の数多くの現実性は変化していて、その覆いはその現実性の間に設置され

ているため、皆さんはまったく離ればなれや無力ではないことを理解し始めることがで

きます。そして皆さんはまさに、さらに穏やかで安定した愛情溢れるひとつの惑星に対

する皆さんの結束した集団的な祈りや意思で、今まで皆さんが創り出してきたものを理

解し始めているところです。

 
そしてそうです、わたしは皆さんが今まで維持してきたすべての集団瞑想について言及

しています。しかしその一方で、さらに深いひとつの水準上で、皆さんの意識内部の深

い奥底の視点の変化にも言及しています。それは皆さんが皆さんのありのままの姿をま

すます思い出していて、その上、皆さんの内部でそれを潔く穏やかに受け入れているか

らです。そして皆さんが、皆さんをこれほど長い間押し止めてきたその数々の怖れを根

絶しているからです。

 
これはわたし達が認識しているように、簡単な仕事ではありませんでした。何故なら、

皆さんは巨大中心太陽から訪れる新しい数々のエネルギーをより一層拡大させ、浸透さ

せているため、そのエネルギーが数多くの隠されている怖れと問題を刺激して表面に浮

上させるからです。そしてその光が皆さんに追い付くことを皆さんが許せば許すほど、

そのエネルギーが、皆さん自身や他の人々中のいつも心地良いという訳ではない数々の

変化をより一層刺激するからです。

 
何故なら皆さんは、今まで真実を確認することから皆さんを保護してきたその繭を脱ぎ

始めていて、変容という皆さんの新しい蝶の翅のすべての壮麗さに気付き始めているか

らです。その翅はまだ少し濡れて粘りがあるかもしれませんが、しかしそれにもかかわ

らず、飛ぶことができます。

 
そしてそのため、皆さんは未知の数々の可能性に向けた新しい目的地への旅に乗り出し



ます。そしてそれは、さらに明確なものになっています。何故なら、皆さんの神性の本

質と全存在との永遠の結び付きに対する皆さんの自覚を通して、その皆さんが獲得した

それぞれの新しい暴露と洞察で、幻影が崩れ落ちているからです。

 
どうか、瞑想の実践と頻繁な静寂な期間を取ることを、皆さんの優先事項にし続けて

ください。何故なら、皆さんは怖れとは離ればなれであり、無価値であり、力がないと

いう執拗で限定的な数々の信念を、手放し続けているからです。その幻影の外に出て、

皆さんの新しい現実性に挨拶を送ってください。それは、皆さんが力強く、高貴で、健

全で、そして全存在と一体である現実性です。

 
わたしはサナンダ、そしてわたしはいつも皆さんと伴に存在し、いつも皆さんの求めに

応じます。

 
Thank you to Sananda.
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皆さんのこころと皆さんの神性に集中する

皆さんのこころと皆さんの神性に集中する
Stay Centered in Your Heart and Your Divinity  ~ June 25, 2012

26 June 2012 - 7:59am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
こんにちは、光の活動家の仲間達！　既に新たな時代が、皆さんのための新しい幕開け

が始まっています。後は皆さんがそれを受け入れるだけです。数多くの物事が水面下で

発生し始めています。もしも皆さが皆さんのこころに向かえば、皆さんはそれを感じる

ことができるようになるでしょう。皆さんは必ずしもすべての詳細を認識する必要はあ

りませんが、しかしもしも皆さが皆さんのこころの中でそれを受け入れることができ

れば、皆さんはひとつの新しい人生に、ひとつの新しい始まりに向かって、順調に歩ん

でいます。

 
親愛なる仲間達、皆さんが今もなお気付いていないものが数多くあり、これから訪れ

る日々が皆さんにより一層多くの物事を明らかにすることになるでしょう。それに冷静

に対処し、皆さんのこころの集中を維持してください。あらゆるものが皆さんを当惑さ

せるとしても、それが解読装置だったと考えて、ただ皆さんのこころを通過させてくだ

さい。それを取捨選択して、意識に現れるようにすることを許してください。

 
わたしの大切な最愛なる光の活動家の皆さん、皆さんは達成したことの巨大さをまだ良

く自覚していません。人々が言うように、それは時間が経てば明らかになり、より一層

身に染みて分かるようになるでしょう。今のところ、皆さんのこころと、秘密結社の人

々を含めたすべての存在達に対する愛で、先頭を走り続けてください。何故なら、謀り

事を企んでいた人々も、それを必要としているからです。

 



わたしは、皆さんの次元上昇の過程において皆さんを支援するために、もう少し要点を

伝えたいと思います。皆さんは今では、皆さんがかなり姿を変えようとしていることを

認識しています。それが原因で皆さんは食事でその量を減らし、より純粋なものを望む

ようになっていて、今後は、新鮮な未加工の果物や野菜、木の実、種子類、そして豆

類が、皆さんに必要としている高い振動エネルギーを与えるようになり、皆さんはこの

変化に気付くようになるでしょう。

 
また皆さんの環境の浄化も、皆さんに役立つことになるでしょう。できるだけ電子機器

から、特に携帯電話やテレビから離れて、できるだけ自然の中で過すことが、皆さんが

上昇する必要がある水準まで皆さんという存在を育むことになるでしょう。そして、時

間がこれほど速く荒れ狂って進み、目眩がするようなその感覚を皆さんが中和する際に

、できる限り今という瞬間に存在することが役立つことを、皆さんは認識します。

 
それは時に、皆さんがまるで遊園地で良く見られる高速回転装置の中心にいるような感

じになるかもしれません。その中心に根を下ろして、世界が安定して皆さんが自分の成

果に気付くまで、世界の回転を注視してください。できるなら、まるで皆さんが空気を

吸い込むように、あらゆる瞬間に光の中でその光を呑み込むように充分に呼吸をして、

その光が皆さんの身体のすべての細胞に届くことを許すように意図してください。わた

し達は今まで皆さんにこのことを伝えてきましたが、しかし今はそれが非常に大切にな

っています。

 
まさに今皆さんが経験している数々の否定的な感覚や記憶や思考や概念を観察して、ま

るで数々の波がその後流であらゆる物事が洗い流されて海に消えて行くように、それが

浮かび上がって去ってゆくことを許してください。今回の場合、その海は皆さんの周り

のオーラになるはずであり、それがあらゆる否定的な物事を変質させ、それを肯定的な

光と愛とエネルギーとして大気や大宇宙の環境に向けて再循環させてください。

 
新しい地球が姿を表し始めているため、皆さんが参加することを望むものに関して皆さ

んが手にし始めている、その創造的な思考に注意を払ってください。皆さんが感じたい

ものやそうなりたいものに辿り着く方法について瞑想をしている間に皆さんが経験する

、その幻想に注意を払ってください。親愛なる皆さん、あらゆるものが可能になること

を許し、思いのままに創造してください。

 



霊的な領域と銀河の領域におけるわたし達の支援を受けて、皆さんが闇を取り除き変質

させているため、光がさらに突出して持続的なものになるように、その舞台が設定され

ているところです。皆さんは今、皆さん自身や他の人々に向けた愛情溢れる活動により

一層多く参加できるようになっていることを、認識してください。それを標準として理

解してください。何故なら、皆さんに不安や苦痛をもたらしている、皆さんが今まで自

覚してきた以前のすべての状況は、霧が晴れて美しい青空を明らかにするように、消え

始めるようになるからです。

 
数々の記憶が、皆さんの真の本質、皆さんの本来の姿を浮上させる準備を整えてくだ

さい。それは、皆さんが二元性というマントを着用して、皆さんの教化と変容と進化の

ために皆さんがこれほど数多くの人生の中でこれほど数多くの役割を試そうとした時よ

り前の、皆さんの本来の姿です。それはただ、皆さんの光を放つ真の自己が、これほど

多くの神聖なる愛と数々の可能性と伴に浮上することを確認することを目的にしていま

した。

 
親愛なる皆さん、皆さんはこれほど近付いています。どうか皆さん自身で皆さんのここ

ろに集中して、皆さんの周りで続いている数々の大整理と変化を余り心配しないように

してください。まるで渦の中心にいるように皆さん自身を理解して、皆さんが安定した

感じを持つまでは、皆さん自身で地に足が付いた状態を維持してください。皆さんの神

性の他に、今は何も存在していません。皆さんはこの地球上と数々の銀河を貫いたすべ

ての存在とひとつであるという真実の他に、今は何も存在していません。

 
数々の変化に対する準備を整えてください。しかし、その変化は、皆さんの真の自己へ

の復帰として理解してください。まるで台風の目の中にいるように、穏やかで冷静な状

態を維持してください。皆さんがその中心に留まれば、その台風は皆さんにどのような

破壊も引き起こすことはないでしょう。

 
わたしのすべての愛を添えて。

 
わたしはサナンダ、そしてわたしはいつも皆さんの求めに応じます。
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静寂を楽しむ

静寂を楽しむ
Enjoy the Quiet
Mira and Sananda ~ Enjoy the Quiet ~ July 3, 2012
4 July 2012 - 3:14am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Mira and Sananda:
 
 
素晴らしいすべての光の存在の皆さん、こんにちは。今日サナンダとわたしミラが協力

して、皆さんにこれほど歓びに溢れた情報を伝えます。わたし達は皆さんと共有する多

くの情報を手にしています。

 
世界中で、まるで皆さんが針の落ちた音が聞くことができるような静寂があります。親

愛なる皆さん、それが歓喜の種です。

 
既に起り続けていて、準備が整っている数々の変化に注目してください。まるで深い眠

りから目覚めたように、皆さんの手足を伸ばしてください。皆さんの周りを見回して、

知覚の微かな違いに気付いてください。それは一部の人々にとって、微かなものではな

いかもしれません。今後は皆さんの現実性としてそれを受け入れて、連携を始めてくだ

さい。

 
わたし達が今日皆さんの前に現れているのは、既に皆さんの急激な次元上昇のための舞

台が整っていることを伝えるためです。皆さんは今後さらに一段と皆さん自身を発見し

て行き、そしてまた皆さんの中に広く行き渡っているこの新しい意識の全体像を最も活

用する方法について、わたし達や他の高次元の存在達から話を聞きくようになるでし

ょう。

 



皆さんは今まで、わたし達の支援を受けて基礎造りをしてきました。そして今は、皆さ

んの道具を取り出して、わたし達と一緒に努力しながらすべての皆さんが垣間見ている

新しい地球を創り出す時です。今という瞬間は、もしも皆さんがそれを選択するなら、

皆さんの次元上昇に向かって日々努力する時です。

 
皆さんの道具はいわゆる皆さんの天稟であり、皆さんが進むに連れて、皆さんはそれを

より一層明らかにして行くでしょう。それは創造主から贈られた、皆さんの先天的な天

稟です。すべての皆さんが、精神感応的な能力をより一層発達させるようになるでし

ょう。皆さんは内面に向かい、先天的な天稟を活用するため、そうした能力が自然に現

れることを許してください。

 
皆さんは根源とのさらに深い結び付きを発達させ、皆さんの内部で皆さん自身に関する

助言を受け取るようになるでしょう。そしてひとりひとりの皆さんは、この美しい地球

上の新しい世界の形成を支援するために、皆さんの固有の天稟を発達させているでし

ょう。皆さんの新しい地球は、皆さんとわたし達の支援で再び純粋な姿になるように運

命付けられています。

 
こうした目覚めは、もしも皆さんがそう選択すれば、すべて可能です。そして実際にす

べての皆さんは、光の活動家や光の保有者として地球に戻ってくることを決断した時に

、次元上昇において母なる地球とお互いを支援することを選択しました。

 
今は闇の存在達が中立化されているため、皆さんは今後、霊の領域と銀河の領域に属す

るわたし達からより多くの支援を受け取るようになるでしょう。皆さんはエネルギーの

違いを感じることができますよね？？？　それを大いに楽しみ、それを大いに歓び、そ

してそれを最大限に活用するための準備をしてください。

 
闘いを始める必要はありません。皆さんに必要な唯一の“武器”は、愛と次元上昇をする
という意思です。全存在と一体になる意思です。また、他の人々の次元上昇も支援する

意思です。それが皆さんに必要な武器のすべてです。皆さんの商売道具は愛と意思で

あり、そして皆さんが確認して創造することを望んでいる世界に対する展望です。

 
皆さんは何と驚くべき世界を創り出していることでしょうか。皆さんのすべての激務と

忍耐の成功を祝い、喜ぶために、少し時間を取ってください。世界は光を放ち始めて



いて、そしてそれを皆さんの骨と皆さんの光の身体に沁みて感じることは、さらに簡単

になっています。

 
今、皆さんの光の身体に意識を集中してください。銀河の太陽から訪れている非常に強

力なエネルギーをすべて吸収し、それを皆さんという存在に浸透させてください。皆さ

んの結晶構造の身体が具体化して、さらに広く行き渡り、皆さんの中でさらに明らか

になっているため、皆さんが感じているその明るさに気付いてください。

 
その光を吸収し続けて、皆さんにできる限り、皆さんの周りに漂って二元性の残滓から

離れた状態を維持してください。冷静さと安定を保ってください。自然の中に行き、よ

り多く瞑想の時間を取ることが、このために皆さんに役立つことになるでしょう。

 
二元性は皆さんにとってさらに現実的でないものになり始めていて、皆さんの根源との

結び付きはさらに顕著で現実的なものになっています。他の人々との結び付きを感じ、

それに気付くことは、さらに簡単で単純なことになるでしょう。

 
今、どうかこのしばらくの間結び付きと伴に腰を下ろし、そしてしばらくの間この結び

付きを試みてください。それによってわたし達は、皆さんの次元上昇の過程において、

さらに多くの支援を携えて再び姿を現すことになるでしょう。

 
わたし達は皆さんに、わたし達の愛と不変の支援を送ります。

 
プレアデス最高評議会のミラとサナンダ

Mira of the Pleiadian High Council and Sananda
 
Thank you to Mira and Sananda.
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皆さんのこころに従う

皆さんのこころに従う
Abide by Your Hearts ~ July 9, 2012
10 July 2012 - 6:08am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
大切な最愛なる皆さん、わたしは今日、信頼について伝えるために、皆さんの前に現れ

ています。最近は、この概念と問題について伝えることが数多くあります。数多くの人

々が、信頼することができる人と物を知りたいと思い、そして数多くの人々が、信頼と

いう問題に幻滅を感じるようになっています。

 
気を落とさないでください。何故なら、皆さんは本当の真実についてさらに大きく理解

するようになっている状態を、経験しているからです。しかしその一方で、信頼という

主題はいつも情緒と安定感の主題になってきました。そして今、自分が信頼の欠如、あ

るいは裏切りを感じていることを人々が気付く時、それは核心に向かって人々を揺さぶ

ることがあり得ます。

 
親愛なる皆さん、わたしは今ここにいるのは、それはすべて皆さんのこころに集中し、

皆さんが他の人々が皆さんの信頼感を揺さぶるために行ってきたあるいは行わなかった

と考えているものではないことを、皆さんに伝えるためです。皆さんのこころから引き

離されているものが、特に最初にそれを皆さんのこころを通すことなく皆さんが真実と

して他の人々の言葉を理解する時に、皆さんを幻滅という苦難の道に落ち込ませます。

 
どうか、皆さんのこころの中で冷静さを保ち、現実性と真実は皆さんの視点と伴に変化

することを認識してください。真の試金石が、ただ皆さんがそのこころの中で感じるも

のや、平静になり皆さんのさらに高い自己と結び付くことによって皆さんが認識するも



のになっているのは、これがその理由です。皆さんがさらに何度もこれを行うほど、皆

さんは皆さんのさらに高い自己とさらに一体となり、こうして根源と結び付きます。そ

して、皆さんが観察し、経験するものに、それほど多くの食い違いはなくなるでしょう

。

 
今、そしていつも、皆さんのこころに従ってください。皆さんがさらに多く瞑想し、さ

らに平静になるに連れて、皆さんは皆さん自身がさらに高い認識に、さらに高い真実に

結び付けられていることを気付くようになるでしょう。それは、他の人々の視点や現実

性によって左右されることはあり得ません。

 
皆さんは皆さんの現実性を創り出していることを、忘れないでください。そうです、皆

さんはこれを何度も耳にしていますが、しかし親愛なる皆さん、こうした急激に変化し

ている時代の中で本当にそれを理解する時が、今です。皆さんの周りで続いているこ

とを、思いやりを持って観察してください。しかしどうか、それに引きずられないよう

にしてください。皆さんのこころの内側、皆さんの魂、皆さんの中心に戻り、そしてそ

こに残り、そうした目を通して、真実の窓を通して、起り続けているものを確認してく

ださい。

 
皆さんが今年を通した数々の変化の紆余曲折を乗り越える時、これが大変効果を発揮す

るでしょう。数多くの人々が、人々が起ることを望んでいるものについての人々自身の

展望と見通しを持っていることを、忘れないでください。しかしその一方で、ひとつの

共通の基準が、皆さんが明らかにするものための枠組みを維持することになるでしょう

。何故なら、皆さんはすべて結び付けられていて、そして皆さんは、力強く持続的な無

条件の愛とすべての存在に対する敬意に基づいて、すべて同じ根源から現れているこ

とを、ひとつの集団として認識しているからです。

 
皆さんは今、二元性の終了を経験しているところであり、そのため依然として、皆さん

の新しいさらに高い意識に含まれている数多くの二元性の断片が存在することになる

でしょう。その古い現実性の数々の要素に引き戻されないことが、大切です。断定的

判断、分離、善悪、そして主観性です。

 
今は、調和、愛、協調に、そして皆さんが否定的あるいは害を及ぼす者と判断する人

々や、皆さんに危害を加えたと皆さんが考える人々さえ含めたすべての存在達に対する



思いやりに、意識を集中する時です。断定的判断は、依然として二元性からの最も強い

足掛りを持っています。それは皆さんに、皆さんがその状況の真相を経験することを許

すことなく、そして皆さんが考えているものが凝り固まっていることと対比して、皆さ

んが今という瞬間と伴に自由に動き、皆さんが本当に望んでいるものを創り出すことを

許すことなく、どちらか一方の偏りをもたらします。

 
わたしの最愛なる皆さん、皆さんはこれほど遠くまでやってきました。皆さんが今直面

している窮地は、依然として二元性に属するものや、巨大中心太陽、銀河の中心太陽か

ら現れている光に基づいたさらに高い知識に属するものを通して、移行しようとしてい

ます。皆さんが光の身体の変化でより一層利用することができる、そのさらに高い知性

と接触してください。それは今も、わたしが伝えるように、今までのかなりの期間起り

続けていて、これから1ヶ月の間に急激に加速して行くことになるでしょう。
 
今は、残っている二元性の数々の名残を手放して、できる限り客観的な状態を維持して

、その一方で、すべてが根源の、全存在のひとつのこころで皆さんのこころの中心に集

中する時です。

 
皆さんにできる限り、古い考え方に属するものをふるいにかけて取り除いてください。

それはそれ自体を猛烈に表し始めていて、皆さんを混乱させるかもしれません。親愛な

る皆さん、それをふるいにかけて取り除き、それを引き上げて、それを皆さんのさらに

高い視点から見てください。わたし達が伝えるように、崩壊を続けているものに巻き込

まれないようにしてください。絶えず皆さんの思考に疑問を抱き、分析して、皆さんが

それを経験するために生まれた愛と光の瞬間に、皆さんが経験するためにここに現れた

ものの中に、今そして永遠に、留まってください。

 
わたしはサナンダ、そしてわたしはいつも皆さんの求めに応じます。

I AM Sananda, and I am always at your service.
 
Thank you to Sananda.
 
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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皆さんの多次元的な自己になる

皆さんの多次元的な自己になる
Be Your Multi-Dimensional Selves
Mira the Pleidian and Sananda ~ July 18, 2012
19 July 2012 - 2:41am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
Mira the Pleiadian and Sananda ~
 
 
光の活動家の皆さん、そして同じように光の存在の皆さん、こんにちは。わたし達は

今日、進歩について、皆さんの光の身体の進歩について、そして母なる地球上の皆さん

の世界の進歩について伝えるために、皆さんの前に現れています。

 
皆さんという存在の数多くの面が、わたし達が伝えるように活気付き始めています。皆

さんは巨大中心太陽につながっているため、かつて眠りに就いていた皆さんの数多くの

部分が活気付き始めています。皆さんが完全にそれを識別することは多少難しいかもし

れませんが、しかしそれが今起っているというわたし達の言葉を信じてください。

 
皆さんは二元性からさらに一層遠ざかっているところであり、皆さんの多次元的な自己

を皆さんという存在のひとつの不可欠な部分として受け入れ始めています。

 
わたし達はこれから数々の質問を皆さんに提示するため、今、その質問を良く考えるた

めの時間を取ってください。皆さんの優先事項は何でしょうか？　皆さんは今もなお数

々の古い考え方に引き付けられていますか？　皆さんは依然として生き残りに意識を集

中していますか？　あるいは、皆さんは自由になって、皆さんは二元性の中の皆さんの

物質的な身体を遥かに上回る存在であることを信頼して、大胆に未知の物事に向けて冒

険しようとしているでしょうか？

 
皆さんを待ち構えているものは、そこにある数多くの驚きです。皆さんは自由になって



、皆さんは拡大して数々の可能性に満ち溢れているということを信頼することができま

すか？　皆さんは皆さんのさらに高い自己と根源に信頼を置いていますか？　皆さんは

、皆さんの魂の星と巨大中心太陽との間の結び付きを感じていますか？

 
皆さんは、皆さんの身体の上のチャクラを通して、そしてその内部とその下の地球の核

に向かって巨大中心太陽から訪れている、この光の柱の中に浸っていますか？皆さんは

その力を感じますか？皆さんは、皆さんの拡大された自己、皆さんの他の人々との結び

付き、そして知覚の有無と問わず宇宙の中のすべての存在達と関係している、その新し

い考えと感覚を把握し始めていますか？

 
皆さんはその光を包み込み、皆さん自身がその完全な力を感じることを許しているため

、皆さんはさらに高い振動を考え始め、そしてかなり高い振動に属する物事を確認し始

めるようになるでしょう。皆さんは、皆さんと霊的領域や銀河の領域との間の結び付き

を理解し始めていますか？皆さんはそのすべてからほとんど分離した状態ではないと感

じていますか？

 
こうした数々の質問を、どうか良く考えて、受け入れてください。どうか、皆さんの瞑

想の時間を増やしてください。何故なら、この神聖な光の導管が巨大中心太陽から訪

れて、それが皆さんのこころを通して広がり、地球に向かって降下し、再度戻ってきて

、地球と巨大中心太陽との間の不断の環の中で、それを必要としているすべての人々に

その光を広げているからです。

 
皆さんは間もなく、地球と皆さん自身との間の、巨大中心太陽と皆さん自身との間の、

そして皆さんと他の人々との間の、そういったひとつの確かな結び付きを読み解くこと

ができるようになるでしょう。これを感じ、これを確認し、これを経験し、そしてそれ

を受け入れてください。

 
皆さん自身がエネルギーの海のようなひとつのエネルギーの環境の中を泳いでいる姿を

、思い描いてください。そこでは、すべての粒子が離ればなれではありません。皆さん

は泳ぎながら、皆さんの肯定的なエネルギーを外に向けて振動させて、他の人々の肯定

的なエネルギーと融け込ませています。それを思い描いてください。皆さんがこれを思

い描くことはさらに簡単になっているのではないでしょうか？　親愛なる皆さん、それ

は光の存在としての皆さんの成長のおかげです。



 
皆さんが皆さん自身からより多くの光と無条件の愛を広げるほど、皆さんはより強く保

護されます。皆さん自身がひとつの大きな防御の風船の中にいることを皆さんが感じ

る時、ただ肯定的なエネルギーだけが皆さんという存在に入り、そして皆さんという存

在から分配されることを許して下さい。

 
皆さんは、数々の驚きに気付き始めています。それは、以前皆さんが二元性の世界の中

でかなり凝り固まっていた時には、皆さんは皆さん自身に気付かせることがなかったも

のです。皆さんは、エネルギーと光と、そしてその通り、愛に属するさらに広い世界に

踏み出しているところです。皆さんのDNAは今、皆さんが以前は達成することができ
なかったものを達成することを許しています。皆さんは、光で符号化された数々の情報

の粒子を受け取り、それを活用し、そしてそれを適用し始めています。

 
皆さんが完全に根源と結び付いていた時の皆さんのかつての状況の記憶が浮上し始めて

いて、また皆さんの数々の創造の力がさらに強くなっています。皆さんの新しい世界を

創り、古い物事を手放すために、それを利用してください。今はその時です。

 
数多くの皆さんが、わたし達を確認し始めています。数多くの皆さんが、わたし達とつ

ながりを持ち始めています。皆さんは日を追う毎に、皆さんのさらに高い自己と、根

源と、そして創造主と、さらに直接つながり、さらに一体となっているため、わたし達

の声を聞き、わたし達と結び付き、そしてわたし達を確認することは、さらに簡単にな

って行くでしょう。皆さんは、さらに多くの導きと支援と保護を受け取るようになる

でしょう。親愛なる皆さん、今こそそれを求めてください。

 
皆さんの瞑想の間により一層皆さんの“ボディー・スーツ”の外に出るようにして、その
存在の明るさを経験してください。その経験が、皆さんが歩いている瞬間にまで拡大す

ることを許して下さい。皆さんの多次元的な自己が皆さんと共生することを許して下

さい。それを試してください。皆さんのさらに高い自己と、根源と、そして皆さんのす

べての自己と、一体になってください。

 
皆さんが二元性に属するすべての古い計画を一掃することによって、皆さんはこれを行

うことができます。皆さんがいつでも利用できる導きと情報と認識を用いて、自由にな

って、いつでも愛と光の中で生きるような状態を経験してください。親愛なる皆さん、



それを期待して、それを経験してください。今はその時です。

 
それについて間違いをしないでください。皆さんは次元上昇を始めています。それはま

さに、皆さんが持っている数々の怖れをさらに一掃して、これほど数多くの可能性と能

力と創造力で、二元性から皆さんの多次元的な自己へ向けた、皆さんの神聖なる自己に

向けた、その出発を充分に経験することを、明らかにして行くでしょう。

 
いわゆる、“砂袋”を下ろしてください。それは、皆さんの次元上昇という“気球”が高く
上がることを妨げていたものです。それは怖れという“砂袋”であり、数々の古い信念体
系という“砂袋”であり、断定的な判断や怖れに向かって、そして皆さんの神聖なる本質
への不信に向かって引き寄せられる、“砂袋”です。その砂袋が断ち切られることを許し
、そして皆さんの次元上昇という“気球”がさらに高く上昇することを許して下さい。今
はその時です。

 
わたし達はいつも皆さんの求めに応じます、

 
プレアデス高等評議会のミラと、サナンダ。

Mira of the Pleiadian High Council and Sananda.
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皆さんの新たに生まれた目を開く

皆さんの新たに生まれた目を開く
Open Your New-Born Eyes ~ July 24, 2012

Mira the Pleiadian and Sananda
24 July 2012 - 8:14am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Mira the Pleiadian and Sananda:
 
光の活動家の皆さん、そしてすべての光の存在達、こんにちは。わたし達は今日、皆さ

んの次元上昇の過程で皆さんにさらに多くの支援をもたらすために、ふたたびひとつ

のチームとして一緒に皆さんの前に現れています。

 
皆さんは今では数多くの変化と数多くの新しい感覚を感じ、そして気付き始めていま

すが、それはただ、ひとつの光として、ひとつの認識として、そしてひとつの表現と

して、説明することができるものです。皆さんは、頭のまわりのチャクラの中で、疼く

ような感覚を感じているかもしれません。それは依然として皆さんに頭痛あるいは圧迫

感を与え続けているかもしれませんが、しかしこれが皆さんの次元上昇の一部であるこ

とを認識すれば、皆さんがそれをさらに耐える際に役立つことになるでしょう。

 
皆さんのDNAは今までの数週間にわたって多くの仕事を受け取っています。かつて休
眠していた古い結び付きが再び結び直され、活性化しています。数々の記憶もまた、浮

上し始めています。皆さんの内面の展望は拡大され、再活性化されています。皆さんは

わたし達と一体であることを皆さんが自覚しているという意味で、皆さんは銀河の存在

になろうとしています。わたし達の結び付きの霧がかかったような感覚は、解消し始め

ています。

 
皆さんの新しい光の身体を日中にもっとたくさん試してみてください。皆さんが物事に

目を向ける時、拡大された視点からそれを確認してください。その外部のオーラからそ



れを一瞥してください。それで寛いでください。

 
今はもう、今という瞬間に存在する歓びが、さらにそういった状態になるように皆さん

を駆り立て始めています。皆さんの二元性の世界の中で査定する経験は、さらに珍しい

ことになり、そして皆さんのそれに関する経験の新しい数多くの側面の視点から見た、

ひとつの展望になっています。わたし達はこれで、皆さんはその立体映像的な特質を確

認し始めているということを伝えようとしています。これが、皆さんの次元上昇の過程

において役立つことになるでしょう。

 
いつでもこの歓びの状態になり、まさに子宮の中にいた後で新しい世界に現れたひとり

の新生児のように、皆さんの新鮮な目の経験に着手してください。新生児達にとって、

探索するための数々の新しい驚きが存在します。まるであらゆる物事が新しく、あらゆ

る物事を受け入れ、皆さんの周りの光の閃光というすべての新しい感覚や知覚の数々の

変化でさえ受け入れているかのように、この態度で皆さんの日々に取り組んでください

。

 
最愛なる古い光の仲間達、皆さんは、わたし達が働いているわたし達の世界を確認し始

めています。わたし達はこれほど皆さんの近くに存在しています。皆さんはわたし達を

感じますか？　皆さんはわたし達の声が聞こえますか？　皆さんはわたし達を受け入れ

ますか？　わたし達の愛を感じ、そして皆さんと再び統合するというわたし達の激しい

望みを感じてください。

 
世界中でさらに数多くの人々が目覚め始めているため、人々はその新しい世界を垣間見

ています。それは単なるひとつの遠くの囁き、単なる遠くからの一瞥に過ぎません。そ

れは皆さんの視点の操作を必要とします。皆さんの物質的な世界の中で、ちょっとした

左右への視線の移動が、ある物事の完全に異なる視界を生み出します。そのため、それ

は皆さんが受け入れている多次元的な領域であり、皆さんと地球が戻ろうとしてい

る5番目の密度です。未知なる物事に対するわずかな視点の転換や開放性の転換が、皆
さんの世界を完全に異なる彩りにすることになるでしょう。

 
どうか、こうした概念を皆さんの意識の中に取り込んでください。そして、それが調和

してそこで移行することを許して下さい。親愛なる皆さん、皆さんは皆さんの次元上昇

への道を順調に進んでいます。



 
わたし達はさらに多くの“思考の糧”を携えて必ず戻ってくるでしょう。その時まで、わ
たし達はいつも皆さんの求めに応じることを認識してください。

 
プレアデスの光の評議会のミラと、サナンダ。

Mira of the Pleiadian High Council and Sananda.
 
Thank you to Mira and Sananda.
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現れよ、光の身体

現れよ、光の身体
Let There Be Light Bodies! ~ 8.2.12
Mira the Pleiadian and Sananda
3 August 2012 - 3:01am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Mira the Pleiadian and Sananda:
 
 
美しい魂の皆さん、こんにちは！　わたしはプレアデス高等評議会のミラであり、皆さ

んの次元上昇の過程の実り多い継続に役立つように、主サナンダと一緒に、皆さんに

愛とより多くの情報を与えようとしてここに現れています。

 
数多くの皆さんが、皆さんの心臓のまわりの圧迫感と伴に、目眩がするような感覚を感

じています。絶望しないでください。これは良い知らせです。皆さんは素晴らしく進歩

し始めています。

 
この過程において、皆さんのこころが拡大することが必要です。増強されたエネルギ

ーが、それを完全に受け入れて皆さんのこころを拡大して機能を高めている人々に、継

続的に取り込まれていています。そして心臓の圧迫感の組合せ、あるいは目眩がするよ

うな感覚が伴った動悸さえ、その過程の一部になっています。

 
それを怖れず、それを許してください。皆さんの光の身体の光の割合が、着実に増え始

めています。

 
皆さんは、これほど勇敢な魂達です。皆さんは、これほど大切な魂達です。皆さんは、

すべての言葉を超えるほど壮麗です。どうか、この過程を許し続けてください。何故

なら、最終的に、巨大な恩恵がもたらされることになるからです。



 
今、幾つかの質問を良く考えるために、時間を取ることが必要です。そうです、わたし

達は皆さんのためにより多くの質問を手にしています。今、皆さんの光の身体の視点

から、皆さん自身に目を向けてください。皆さん自身を、皆さんの光の身体と重ね合わ

せてください。皆さんはこの皆さん自身の真の本質と結び付き、重ね合わせることがで

きますか？　これはすこし練習が必要になるでしょう。そして、これを瞑想の中で行

うことは、いつも役立ちます。最終的に、皆さんは皆さん自身がその中で、そしてそれ

と伴に、とても心地良くなっていることに気付くでしょう。

 
それは、皆さんが遠い昔に見た、映画“コクーン（繭）”の中の様子に似ています。その
場面の中で、地球に訪れた存在達が水溜りの傍にいて、彼らは自分達の地球の身体のス

ーツから勢いよく抜け出します。そして皆さんは、彼らの輝く鮮やかで壮麗な光の身体

を確認します。その場面の存在達のように、皆さんの地球のスーツという“覆い”の外
側に、皆さんが見て鏡の中で確認する物質的な身体のような姿が現れます。そして

その“覆い”の層の外側に出てください。すると皆さんは、巨大な光を確認します。わた
し達が伝えているように、これが増大しています。親愛なる仲間経ち、しばらくの間、

この印象と戯れてください。それは皆さんを喜ばせ、より親密に感じ始めるようになる

でしょう。

 
嗚呼、わたしの親愛なる仲間達、皆さんは、より一層光が浸潤しています。皆さんの光

の身体は、皆さんや他の人々にさらに明らかになっています。皆さんは、より一層皆さ

んの神聖なる特質を自覚しています。そして皆さんは、皆さんのすべての物事との一体

性に、さらに良く気付いています。そのため皆さんは、期待できるものをこれほど多く

手にしています。

 
皆さんの実際の存在と皆さんの神性に対する完全な受け入れと認識と引き換えにして、

皆さんは二元性の限界の外に出て、皆さんの現在の存在という立体映像から“免れて”い
るため、その美しさが皆さんに息を呑ませることになるでしょう。

 
今、皆さんの光の身体を感じるために、少し時間を取ってください。皆さんの身体の中

に疼きはありますか？　それを許してください。それと伴に進んでください。それと戦

わないでください。たとえそれが奇異に感じるとしても、こうした感覚がそこに存在す

ることを許してください。



 
皆さんは、皆さんが時々まさに垂直上昇できるように感じますか？　それで大丈夫です

。皆さんのエネルギーのその細長い感覚を許してください。しかし同時に、母なる地球

に向けて、その核に向けて、しっかりと地に足をつけてください。その一方で、銀河の

太陽まで手を伸ばしてください。その光の柱が長くなり、そして高くなることを許して

ください。その内部で安全に休み、新しい数々の感覚に驚いてください。

 
ただ瞑想の中だけではなく、皆さんが何処へ行こうとも、皆さんはその光の柱と伴に進

んでください。

 
皆さんは、素晴らしく進歩しています。ここで、皆さんの考えに目を向けてください。

最近どのようなことを考えていますか？　皆さんは依然として恨み、あるいは怒り、あ

るいは断定的判断を考えているかどうか、調べて、確認してください。それは減少して

いませんか？素晴らしい！

 
それでは、その場所には、皆さん自身に対するより多くの愛がありませんか？　そして

他の人々に対するより多くの愛もありませんか？　あらゆる人の違いにより寛大になっ

ている皆さんを感じませんか？　皆さんは他の人々の奇癖に対してより多くの愛情の

こもった感情をもっていますか？　素晴らしい、最高です！

 
皆さんは遥か遠くまで歩んできて、それはまさに次第に上手に、しかも早い歩みになっ

ています。ですから、がんばり続けてください！　わたし達は、皆さんが感じ、考え、

そして実践する多くの物事を提供してきました。ですからわたし達は今、皆さんにわた

し達からのこうした贈り物を置いて行きます。そしてわたし達は、皆さんの次元上昇の

過程におけるより多くの支援と伴に、戻ってくることになるでしょう。

 
わたし達の大切な姉妹や兄弟達、わたし達は皆さんに、霊的な領域と銀河の領域からの

変わることのない愛と光を送ります。

 
わたし達が再び話をする時まで、お別れです。わたしは、主サナンダと一緒にいる、プ

レアデス高等評議会と地球評議会に属するミラです。親愛なる皆さん、わたし達のす

べての愛を、皆さんに捧げます。

 



Thank you to Mira and Lord Sananda.
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創造主と伴に存在し、創造主に属する

創造主と伴に存在し、創造主に属する
Be With and Of the Creator ~ September 3, 2012
4 September 2012 - 3:03am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
こんにちは、最愛なる光の活動家の皆さん、わたしは今日、皆さんの次元上昇の過程に

おけるさらに多くの支援について伝えるために、皆さんの前に現れました。

 
皆さんはすべて、皆さんの過程において、非常に素晴らしい進歩を見せています。最近

のエネルギーの急騰と流入は、より一層多くの皆さんを接続状態にするために役立ちま

した。今、皆さんは、受け取ったものを処理しているところです。その流入は続きま

すが、しかし皆さんはさらに準備が整い、以前よりも多くのエネルギーをいつでも受け

取ることができます。

 
皆さんはすべて皆さんの過程において比類のない人々ですが、しかしすべての皆さんが

、進歩に連れて絶えず強さを増している神性の種子を含んでいます。

 
皆さんの光の身体について考えるために、そしてそれを評価するために、ここで時間

を取ってください。皆さんはそれにより多く気付いているように感じていますか？　皆

さんは、わたし達が伝えるように、身体を通したエネルギーの急騰を、継続している一

種の脈動と拡大を、より多く感じていますか？　素晴らしい。親愛なる皆さん、それを

許して下さい。

 
皆さんは、皆さんの意識を皆さんの思考から引き離し、こころに向けているため、それ

はさらに一層皆さんの世界になり始めています。それは自立的であり、育成的であり、

健康的なものです。今後は、皆さんがそのこころの中で強化するものが完全な焦点にな



るようにしてください。何故なら皆さんは、より多くの光と愛が皆さんという存在に浸

透して、その光と愛で充血しているからです。

 
すべての意思と目的のために、皆さんは愛が皆さんのありのままの姿になることを許

して、その焦点を大幅に変化させてきました。今、それが今まで以上に皆さんの行動を

規定しています。皆さんの周りの物事は、そのおかげで必然的に歩調を合わせています

。

 
愛の周波数がすべての中で高まり始め、そして母なる地球を含めた皆さんの周りのすべ

てに影響を与えています。皆さんの身体は、それをさらに巨大な容量で収納するために

、変容を始めています。それは皆さんが、さらに合理的で強力になっている皆さんの次

元上昇というこの新しい道筋に乗り出すからです。

 
次元上昇というものに関する皆さんの先入観を手放してください。そして皆さんのここ

ろはさらに巨大な能力で満たされているため、ただそれを経験してください。皆さんは

必然的に、それを宇宙に向けて流出させ、あらゆる物事は周波数の上昇に巻き込まれ

ます。

 
最愛なる皆さん、皆さんはもうこれ以上知性の水準であらゆる物事を把握する必要はあ

りません。光の急騰が皆さんを包み込み、皆さんを変容させることを許し、この変容の

本質的な部分である素晴らしい歓びの感覚の中で楽しんでください。

 
皆さんのこころの中の愛になってください。その愛が、皆さんのあらゆる言動に影響を

与えることを許して下さい。皆さんの人生のあらゆる瞬間に、創造主の振動を最大限に

受け入れてください。親愛なる皆さん、今から永遠に、それが皆さんの考えになるよう

にしてください。

 
皆さんは昨日の皆さんと同じではない、という事実を受け入れてください。皆さんは、

皆さんが絶えず夢見たものよりも大幅に上回り、愛と神性に溢れていることを、受け入

れてください。皆さんはもう一度その状態になり始めていますが、それは日中のある瞬

間の間や皆さんが瞑想に専念している時のためだけではなく、その愛と神性が世界を規

定するようにしてください。

 



親愛なる皆さん、その状態から創造してください。皆さんのこころの中で大きくなって

いる、その愛から創造してください。それで皆さんは、ひとつの不変の流れの中で、数

々の奇跡に取り囲まれることになるでしょう。今は、それが皆さんの人生の中で現れる

ようにする時です。今は、皆さんという存在の創造主の本質に帰順する時です。

 
今は、経験のために考案された皆さんの外箱だけではなく、皆さんの真の本質である強

力な愛の光と神性である、皆さんの本当の姿に帰順する時です。

 
そういったすべての経験と否定的な考えと怖れを包み込んで、皆さんが自分の中で高ま

ることを許している愛にしてください。そしてそれを、皆さんがその指先から蝶を飛び

立たせるように解き放ってください。依然として皆さんの心理に棲みついて残ってい

る数々の限定的な信念や問題に向けて、光を輝かせてください。そしてそれを愛し、そ

れを解き放ってください。今は、皆さんが獲得し始めている新しく発見した明るさで飛

翔する時です。

 
皆さんがこの過程を通して穏やかさを経験し続けますように。皆さんは皆さんの旅の最

後の航程に遭遇しているところです。そのため、一瞬たりともそれに注意を払わずに過

さないでください。

 
わたしは皆さんに支援を行うために待機しています。わたしはサナンダ、いつでも皆さ

んの求めに応じます。
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皆さんの新しい自己になる

皆さんの新しい自己になる
Be Your New Selves ~ September 20, 2012
21 September 2012 - 3:47am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda
 
 
親愛なる皆さん、こんにちは。わたしはサナンダ。皆さんに啓発に向かう旅の次の行程

の上で愛と励ましになるメッセージを提供するために、ここに現れました。

 
既に数多くの物事が発生していて、その多くの物事はエーテル界の中のことであり、そ

して人類のために新しい一日が始まろうとしています。

 
皆さんはすべて、これほど貴重で有能です。皆さんはそうした力と創造と伴に、そのエ

ネルギーを前面に出し続けています。

 
わたしは、それは簡単な道のりではなかったことを、皆さんに伝える必要はないと思い

ます。しかし、そうした数々の財宝に導く道とはどのような道なのでしょうか？

 
皆さんは、既に壮麗な人間です。目と鼻の先で皆さんを待ち受けているものが、これか

ら皆さんが驚愕することになる皆さんのありのままの姿をさらに一層明らかにすること

になるでしょう。

 
今まで以上に皆さんのエネルギーに、皆さんの光の身体に、注意を払ってください。わ

たし達の視点から、わたし達はそれが大きくなっていることを確認します。皆さんはそ

の光の身体に上手く対応しています。皆さんはその注意を一段階強化する必要があり

ます。もしも皆さんが休息または適切な栄養を軽視するなら、皆さんは皆さんが達成



できる最適な状態に到達することはないでしょう。

 
今は今まで以上に、光と愛を皆さんの細胞に吸い込むことが必要です。何故なら皆さ

んは、その光と愛が拡大し、成長し、皆さんの次元上昇のための新しい乗り物の原型に

向けて変容している姿を思い描いているからです。親愛なる皆さん、歓びと感謝の気持

ちでこの変容を許し続けることが、より一層必要になっています。皆さんは、皆さんの

新しい存在の出現で、歴史を創り始めています。

 
わたし達は、特に皆さんの光の活動家としての義務を上手に調整して3次元の領域の中
の他の人々を支援する時に、安定がいつもひとつの困難な課題であることを認識してい

ます。しかし皆さんは、これを達成するために必要なものを身に着けてきました。皆さ

んの瞑想の時間を向上させることがそれに役立つようになり、そして光と伴に過す

こと、純粋で高い振動の果物や野菜、そして濾過された純粋な水が役立つことになる

でしょう。

 
皆さんは、時間が高速で進んでいる感覚を“持続”することが困難であることに気付いて
いるかもしれません。皆さんは、皆さんがかつて必要だと考えた物事を投げ捨て、それ

ぞれの瞬間に、さらに巨大な善のためにさらに多くの人類と共鳴し、人類に役立つもの

に集中することが必要なことを、気付くかもしれません。

 
しかし何よりも、今後次元上昇の中で皆さん自身のためになるものという観点から考え

ることが、鍵になります。その観点から、すべての人々の恩恵が現れます。皆さんはこ

の状態で、他の人々を引き上げています。皆さんはこの状態で惑星を引き上げていて、

そして皆さんは天界や銀河の領域の中の皆さんの姉妹や兄弟に絶えず近付いています。

 
是非とも、皆さんにとって日々必要なものに、そして物質的な領域の中の皆さんの愛す

る人々に、注意を払ってください。しかしまた、皆さんの光の身体を観察し感じること

にも、どうか同じように注意を払ってください。それが皆さんを次元上昇に前進させる

ことになるでしょう。

 
皆さんは、皆さんの二元性の中の最初の日々の記憶を持ち続けていますか？　皆さんは

、それ以前の皆さんの神聖なる栄光の記憶を持ち続けていますか？　皆さんは、まるで

皆さんが精神的に高揚しながら、それでもさらに地に足を付けて母なる地球と結び付け



られているように感じますか？　これは素晴らしい。皆さんは、皆さんが新しく発見

した、以前には決して確認も経験もしていなかったそのひとつの新しい存在の翼を、実

際に使い始めようとしています。皆さんは進化の途上にあり、それにもかかわらず、ま

た皆さんは、二元性に落ちる前のかつての皆さんという存在に、それでも新しい数々の

能力と属性に、戻り始めています。

 
皆さんの物質的な身体に注意を払い続けてください。何故なら、皆さんが故郷へ帰る道

を辿る時、その身体が、皆さんの光の身体を支え、そして皆さんが今なろうとしている

皆さんのあるがままの姿、その壮麗な光の存在、神聖なる閃光に属する奇跡の中で、驚

きを支えるからです。

 
わたしはサナンダ、そしてわたしは永遠に、わたしのすべての愛で、皆さんの求めに応

じます。

 
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/167871/sananda-be-your-new-selves-september-20-2012

http://www.franheal.wordpress.com/
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html
http://lightworkers.org/channeling/167871/sananda-be-your-new-selves-september-20-2012


皆さんをさらに高い場所に連れて行く

皆さんをさらに高い場所に連れて行く
Bring Yourselves Higher
Sananda and Mira of the Pleiadian High Council ~ September 23, 2012
24 September 2012 - 1:20am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda and Mira of the Pleiadian High Council:
 
 
かけがえのない最愛なる皆さん、こんにちは。わたし達は今日、皆さん次元上昇の過程

を受け入れる際のさらに多くの支援を手にして、皆さんの前に現れています。わたし達

は皆さんの案内役ですが、次元上昇という仕事は皆さんに委ねられています。

 
わたし達は今日、刻一刻と皆さんの周波数を引き上げる上で皆さんが実際に達成してい

る拡大部分について、伝えたいと思います。周波数を拡大する数多くの物事が存在し、

そしてその周波数を阻むことができる数多くの物事も、存在します。

 
親愛なる皆さん、ここで、皆さんが意識を集中するものがその瞬間の中に存在するこ

とを、良く考えてください。現時点で、皆さんの意識は何処に集中していますか？　そ

れは皆さんが愛に基づいた考えとして分類しようとするものでしょうか？　それは、生

き残りに対する関心、あるいは依然として消えない怖れ、そして皆さんの真の本質を制

限する信念に由来する残留物によって、曇らされていますか？

 
皆さんは、皆さんの経験ではありません。皆さんは、皆さんの怖れではありません。皆

さんは、報道媒体が基準とするもので皆さんを洗脳しようとしているものではありま

せん。親愛なる皆さん、皆さんはそれを遥かに超えるものです。

 
皆さんが皆さんのこころの考えと皆さんのこころの望みにさらに多くの注意を払う時、



皆さんは皆さんが内部で感じるそのエネルギーの波動に、皆さんが皆さんの内部で高ま

っていると感じるものに、なってください。

 
それが、皆さんをあらゆる人の神聖なる本質と結び付けます。そうです、それが皆さ

んを、古い枠組みだったものや、あるいは皆さんが上手に離れているものの痕跡では

なく、新しい地球の新しい意識に連れて行きます。

 
皆さんが皆さんの正体として、そして皆さんの現実性として信頼することに慣れている

物の見方は、崩壊し続けています。それに対してさらに多くの考えとエネルギーを与え

ないでください。親愛なる皆さん、決別してください。それで皆さんは、さらに確固と

して新しい枠組みに向けて、必ず浮上することになるでしょう。

 
それは、皆さんが創り出している現実性に向けて、単純な段階を踏んで行くようなもの

です。それが、皆さんが意識を集中させるものです。それが、これから皆さんが思い切

って経験するものです。

 
今後、皆さんが間もなく普通に浮遊する5次元の周波数に合うようになる状況に向かう
中で、その数々のエネルギーが最適に皆さんの周波数を引き上げる、一連の機会が訪れ

ることになるでしょう。

 
皆さんは皆さんの周波数を強化し続けているため、皆さんはますますこのさらに高くさ

らに明るい次元に慣れるようになるでしょう。それは現時点で、存在方法を拡大するた

めに皆さんが行うこと、行わないことに、皆さんが目を向けることが必要になるでし

ょう。

 
皆さんは、さらに高い数々の周波数が皆さんの内部で繁栄し、生き残ることを許すこと

を促す行動を起こしていますか？　それぞれの瞬間が、皆さん自身と他の人々のために

完全に愛の中とその内部に存在するか、あるいは皆さんの新しい生命と何も関係がない

古い思考パターンや思考様式によって気を散らされるかという、ひとつの選択です。

 
皆さんがしがみついている残された数々の信念に、そして古い思考パターンの残りや依

然として消えない怖れに、注意を払ってください。それに注目し、それを観察し、それ

を迎い入れて、それを皆さんの一部として、かつてひとつの目的に役立ったものとして



受け入れて、それに光を当て、その中の贈り物を確認して、そして次に、それが光と愛

で閉じ込められて、変わっている様子に注目してください。皆さんはそういったエネ

ルギーを手放して、そのさらに高い展望に置き換えているため、その安心と解放を感じ

てください。

 
皆さんの内部のこの新しいエネルギーを感じてください。このようにして、この存在の

軽さを拡大し、それに意識を集中してください。皆さんがさらに強いエネルギーが現れ

ることを迎え入れて、以前と同じ方法で解き放つことが必要だと感じるまで、これを皆

さんの新しい規範にしてください。

 
わたし達が伝えておいたように、皆さんが望むなら、こうしたより激しいエネルギーの

引き上げのためにそのエネルギーが最も適した状態になる時、数々の機会やポータルの

間には一定の間隔が存在することになるでしょう。それは、皆さんの日付の10月10日
、11月11日、そして12月12日と一致します。皆さんはそれぞれを、皆さんの次元上昇を
導いているひとつのエレベーターのような強化として、理解することができます。

 
その飛躍は、さらに深くさらに高いものになるでしょう。そのため、皆さんが今後皆さ

んの優先事項に注意を払うことが必要になるのは、これがその理由です。皆さんをさら

に高い周波数に導き、皆さんを依然として皆さんの3次元の世界の中で行うことに慣れ
ていたものに引き摺り落としたままにする、その考えや行動をひとつずつ破棄するよう

にする、そういった活動や考えを選択してください。

 
どうか、わたし達の言葉をひとつひとつ慎重に考えてください。そして、皆さんの中、

内部、そして周囲で、思い切ってさらに高い愛の振動に向かって飛翔し続けてください

。それが、皆さんを次元上昇に向けて前進させる、唯一の場所です。

 
わたしは永遠に皆さんの側にいて、皆さんの求めに応じます。

 
わたしは、プレアデス高等評議会と地球評議会のミラと一緒にいる、サナンダ。

I am Sananda, with Mira of the Pleiadian High Council and Earth Council.
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皆さんの光の上昇が高まっている

皆さんの光の上昇が高まっている
Your Ascent with the Light is Building
Sananda and Mira of the Pleiadian High Council
As Channeled Through Fran Zepeda ~ October 8, 2012
8 October 2012 - 11:41pm
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda and Mira of the Pleiadian High Council:
 
 
親愛なる皆さん、こんにちは。わたし達は今日、皆さんの啓発について、さらに多くの

情報を皆さんに与えるために、皆さんの前に現れています。

 
最近のエネルギーの取り込みについて、これほど多くの物事が話され、勧められてい

ます。そして実際に、わたし達が伝えるように、ひとつの増大現象が高まっています。

皆さんが吸収し、迎え入れる物事が、これほど数多く存在します。親愛なる皆さん、ど

うか今、皆さんのこころのすべてで、それを歓迎してください。

 
皆さんの歴史の中で、決してこれほど多くの光が皆さんに提示されたことはなく、そし

て皆さんは今、それを充分に受け取り続けています。それは、皆さんの生き方と皆さん

のエネルギーの中である程度の調整が施される可能性がありますが、しかしそれは充分

にその価値があります。何故なら、皆さんが今まで決してこれほど多くの物事が可能だ

と思い描くことができなかった、その物事の始まりになるからです。

 
それはそうなるように予告されていました。そして皆さんは今、ひとつの容認と信頼が

必要になる、数々の比率の開始の真只中にいます。皆さんはそのおかげで、充分にとて

も優雅に対処することができるようになります。

 



今、皆さんの進歩を良く考えるために、少し時間を取ってください。かけがえの無い最

愛なる皆さん、皆さんのこころを覗き込んでください。そこでは何が輝いていますか？

　皆さんは皆さん自身と同時に多の人々の数々のエネルギーを感じていますか？　皆さ

んは宇宙のエネルギーを感じていますか？　皆さんは、すべての人類を貫いて、すべて

の宇宙を貫いて高まっている、その愛を感じ、それに気付いていますか？　素晴らしい

。皆さんは、すべての創造のこころと精神の一体性を感知し始めています。

 
可能ならば、皆さんが今感じているエネルギーの鼓動が皆さんの細胞と身体、物質的な

身体と光の身体を同じように突き抜けている状態は、全存在の心拍であることを、思い

描いてください。そのリズムを感じ、その力を感じ、その対称性、その共時性、そして

皆さんの内部と外部のその驚くべき光の拡大の感覚を、感じてください。

 
光と愛が皆さんの細胞と身体に浸透しているため、今後はこの皆さんの内部で高まって

いるこの新しい視点を、皆さんの現実性にしてください。皆さんは、これほど色鮮やか

で夢中にさせる驚くべき音響と色彩の閃きと交響曲を、経験し始めています。それと一

緒に踊り、それと一緒に自由に動き、そしてそれを皆さんのこれからの基準と考えてく

ださい。

 
これから訪れる日々の間中、思い切って皆さんの細胞にさらに一層多くの愛と光を取り

込んでそれを統合してください。皆さんの細胞が維持できるものに限界はなく、壮麗な

新しい人生に対する約束と潜在力に満ち溢れた純粋で無垢な乳幼児を受け入れること

を待っている愛に溢れる両腕のように、それを大きく広げてください。躊躇わないでく

ださい。この新しい生命を充分に受け入れてください。この新しい生命は、皆さんの容

認と皆さんの運命付けられた次元上昇の充分な承認によって可能にされているものです

。

 
こうした始まりの時期の間は、皆さんのエネルギー水準と皆さんの物質的な持久力を監

視するように注意してください。その光が充分に一体になることを許すために、皆さん

の皆さん自身に対する数々の期待をある程度調整することが必要になるかもしれません

。それは充分にそれだけの価値があります。皆さんは、皆さんの優先順位が変化して、

皆さん自身にとって皆さんの目標が違うものになっていることに気付くかもしれません

。それはすべて、皆さんの変容の一部です。

 



皆さんは皆さんの次元上昇のこの登攀を進んでいるため、今、わたし達はかつてない

ほど、皆さんの側を離れずに留まっています。そして今起っていることが皆さんに対し

ていつも本当に明確になっていない一方で、皆さんは新しい皆さんを歓迎し続けてい

ます。それは言うまでもなく、本当に新しいものではありません。何故なら、それは最

終的に今までよりもさらに明るく輝くことが許された、現れ始めた一体になっている真

の皆さんの姿だからです。

 
皆さんは啓発の旅を続けているため、この新しい皆さんを育み、それを認識するように

してください。それに伴う数々の陰影と新しい考えや感覚を満喫してください。この新

しい皆さんが花開き、成長することを許すために、さらに多くの時間を静寂と瞑想の中

で過してください。親愛なる皆さん、皆さんはほとんどその状態になっています。わた

し達は、皆さんを出迎えるために待機しています。

 
わたしは、穏やかさと愛の中にいるいつまでも変らない皆さんの仲間として、プレアデ

ス高等評議会のミラと一緒にいる、サナンダ。わたし達は皆さんに敬意を表し、皆さん

の進歩を称賛し、そして支援のためにいつも皆さんの側にいます。
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愛の爆発

愛の爆発
An Explosion of Love ~ November 8, 2012
9 November 2012 - 2:45am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
最愛なる皆さん、光の存在である皆さん、こんちちは。

Greetings, beloveds, Beings of the Light that you are.
 
皆さんの構成要素そのものを皆さんが確認する時が、既に訪れています。皆さんは頻繁

にそれを垣間見ていますが、こうした数々の変化の時の中で、それは皆さんにとってさ

らに明らかになり始めています。皆さんは再び、遥か悠久の昔に皆さんの内部と周りで

これほど多く浸透していた、その巨大な光の球になり始めています。

 
そうです、親愛なる皆さん、皆さんがすべての面ですべての時に皆さんの真の自己とし

て浮上する段階が、設定され続けています。それは皆さんを愕然とさせるものになる

でしょう。何故なら、皆さんはこれまでにその一瞥しか経験してこなかったからであり

、わたしは他のことよりもそれをさらに多く伝えなければならないのですが、しかしそ

の内容はかなり多くネット上に現れているため、すべてが差の無いものになって行く

でしょう。

 
このように周波数の上昇によって、そして皆さんの意識の上昇によって、今までも現在

も促進されていて、あらゆる人の真の構造を明らかにする、ひとつの爆発が現れようと

しています。ご存じのように、それは今までも今も伝染性のものであり、この理由から

、わたし達はわたし達の援助を提供します。自分達の光の比率と理解を引き上げる際に

わたし達の支援を求めるあらゆる人にとって、まさにその行動によって影響を受けるさ



らに数多くの物事が起ります。

 
また皆さんはすべてが、わたし達が伝えるように拡大を続けている次の11-11のポータ
ルの開放と伴に新しく始まっている、この新しい冒険の能力を充分に備えています。言

ってみればその賭け金が吊り上がっていますが、、その段階は、かつて明らかにされ

なかった、または経験されなかったひとつの統合的な出来事のために、設定されてい

ます。

 
これは皆さんが既に到達している大きな転換点のためであり、そのため日々が経過する

につれて、光の割合は3倍を指し示します。親愛なる皆さん、皆さんは、エネルギーの
活性化を感じている可能性が最も高く、その上昇の状態は皆さんが意識を集中する場所

に注意を払う必要があるものです。

 
わたし達は、一部の皆さんが依然として古い数々のパターンを手放すことに苦闘し続け

ていることを確認しますが、しかし皆さんはその完了への道を順調に進んでいて、今回

を最後に皆さんの人生から脱出しようとしています。皆さんの意思が、皆さんのここ

ろと、皆さん自身と他の人々のための皆さんの愛に集中しようとする限り、皆さんは皆

さんの次元上昇について心配する必要はありません。皆さんは寛いで、その過程を楽

しむことができます。皆さんは、今までも今も母なる地球とその居住者達の幸せにおい

てひとつの巨大な成果を上げ続けていることを認識しながら、皆さん自身が拡大してい

ることを感じることができます。

 
天からのすべての支援という理由と、皆さんは皆さんの発達の中でひとつの新しい局面

を既に完了しているという事実から、皆さんは、今後は皆さんの意思を維持することは

さらに簡単になることは確実だと考えることができます。

 
皆さんは既に、皆さんの周波数の維持と強化における加速の期間に入っています。そし

てその状態はただ、皆さんが皆さんの進歩の数々の経験と期待を手放して、新しい地球

に対する皆さんの展望を、まるでこの瞬間にすでに起っているかのように押し通すこと

が必要になるだけです。

 
今はその状態の中で生きて、今はその中で機能し、皆さんの周りに目を向け、今それを

確認してください。そうすればその状態が、皆さんの活動をその展望に一致させ始める



ようになるでしょう。皆さんは二元性の最後の残滓を捨て、今皆さんに明らかにされ始

めている新しいさらに高い数々の次元の中で生きる能力があります。

 
わたしが今伝えていることが、皆さん自身がこの新しい波に、この強力でそれにもかか

わらず穏やかな新しい始まりの波に、夢中になることを許すようになります。その時が

今であり、必要な構成要素は言うまでもなく愛であり、そしてまた、皆さんがすべての

存在のための愛、穏やかさであり、そして、豊かさというひとつの世界をきっぱりと確

立することを決意している他の人々のこころに参加してそれと融合する時に、皆さんが

確認し感じ始めるものに対する揺ぎない意識の集中です。

 
これを皆さんの意識の焦点にして、そして皆さんのあらゆる呼吸の度にこれを実現して

ください。そうです、この11-11の結果に対する統合の瞑想を行ってください。しかし
、この考え方の中で、あるいはさらに良い印象、こころの構成のために、今もこれから

も永遠に皆さん自身を調整してください。皆さんは、皆さんがまだ経験したことがない

、色彩、光、そして強い高揚感のひとつの爆発を経験することになるでしょう。

 
わたし達がまた話す時まで、

わたしはいつも愛に溢れて皆さんの求めに応じる、サナンダ。

Until we speak again,
I am Sananda, at your ever-loving service.
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その光を維持し、前進する

その光を維持し、前進する
Hold the Light and Go Forth
November 21, 2012
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
わたしの親愛なる光の存在達、真実の保有者達、こんにちは。今日は、ひとつの新しい

時代の到来を告げる数多くの出来事のひとつを際立たせます。皆さんは既に皆さんのこ

ころの中の穏やかな場所に入っていて、そしてそれは外に向かって反映され、数多く

の人々が明白な方法で、それを確認し、感じます。皆さんの平和に対する深い願いに従

ってください。そうすれば、必ずそうなるでしょう。

 
親愛なる皆さん、皆さんは地球上の新しい生命を鍛造し続けていて、誰も皆さんにそ

れと異なることを伝えることはできません。それは巨大なものであるため、皆さんの進

歩を良く調べてください。皆さんの夢や瞑想は、皆さんの世界がさらに多くの光を維

持し、さらに多くの愛を維持する能力を拡大してきました。そして皆さんは、数々の宝

石のように煌めき、浄化の雨の後の植物の新たな成長のように光っています。

 
皆さんがさらに大きな夢を見て、皆さんの瞑想の中にさらに深く進み、今展開し始めて

いる新しい地球を楽しむ時が、近付いています。そうです、親愛なる皆さん、今です。

何故なら、皆さんがそれを共同創造しているからであり、そしてそれは、確認すると壮

大なものです。

 
親愛なる皆さん、皆さんの真実の旗印を高く掲げてください。何故なら皆さんは、皆さ

んの高い数々の理想と皆さんの日々の暮らしの中での実現という目的地に、既に到着し

ているからです。多くの物事が、さらに結実するようになることを待ち続けていますが



、しかし皆さんは既に後戻りできないところに達しているため、安心してください。そ

の光は既にその遠い昔の栄光に戻っていて、わたし達が伝えるように高まっています。

 
皆さんは、これを可能にしてきた人々であり、そしてそれ以上のさらに多くの物事が、

それを確認する皆さんの視線と、それを感じる皆さんのこころを待ち受けます。低速度

撮影の映像の中で花開いている蓮の花を思い描いてください。それを皆さんのこころの

中で確認し、そして他の人々のこころと地球上のあらゆる場所の中で、それを確認して

ください。それは、わたし達が皆さんを眺める時に、皆さんのこころの開花がそう見え

る姿です。

 
皆さんは皆さん自身で、流れ込んでいるこうした新しい数々のエネルギーに対して美事

にこころを開くことを許してきました。そして親愛なる皆さん、今は、それをさらに進

めることを許すことが必要です。皆さんのこころが、かなり広範な領域を取り囲むこ

とを、許して下さい。皆さんのエネルギー領域が、かなり広範な領域を取り囲むことを

、許して下さい。その中で心地良くなってください。その中で満足してください。それ

に慣れてください。もしも皆さんがそれを許すなら、エネルギーの持続的な流入が、ま

さにそれに対する皆さんの能力を拡大することになるでしょう。それを受け入れて、そ

れを維持し、そしてそれが遠慮なく皆さんを変容させることを許して下さい。

 
その通り、皆さんは巨大な拡大の時に近付いているところであり、皆さんはほとんど、

まるで皆さんが液体であるかのように感じます。皆さんの内部または外部にどのような

障壁も持たない、液体の光です。その光を感じ、その光に馴染み、そしてその光が皆さ

んに与える歓びの中で、それが皆さんに与える至福の中で、大いに楽しんでください。

それは皆さんの新しい存在状態であり、そしてそれぞれの瞬間が過ぎ行くにつれて、そ

れは皆さんに対してさらに現実的なものになり続けています。

 
光の流入が増大するため、準備が整っていることが鍵になります。皆さんは準備が整っ

ていますか？　皆さんは、皆さんが依然として対処して手放すことが必要な数々の怖れ

と問題と信念に、今まで正直に目を向けてきましたか？　それを行うさらに多くの機

会が、皆さんに委ねられています。もはや皆さんに役立たず、そして皆さんがさらに深

く入り込んでいるさらに高い次元の焦点にもはや一致しないそれぞれの概念を皆さんが

手放しているため、皆さん自身がさらに軽くなっている姿を、感じてください。

 



親愛なる皆さん、まさに今、その環境の中の皆さんの考えの集中力そのもので、そして

皆さんがそこにいる皆さんのこころの中のその感覚そのもので、皆さんは5次元の中に
存在することができます。皆さんは、愛に基づき希望に基づく、あらゆる感覚と思考と

伴に、そして皆さんは故郷に向かっているその神聖なる閃光であるという認識に対する

帰順と伴に、そこに存在します。

 
わたしの大切は光の存在達、新しい方法の探究者達、皆さんはほとんどその場にいます

。皆さんのこころの静けさの中にある、その皆さんの認識に従ってください。皆さんの

こころは皆さんに、皆さんは拡大された創造主に属する神聖なる存在であり、この地球

上のこうした素晴らしい時期にすべての人々がその真実を経験することを可能にしてい

ることを伝えます。

 
皆さんは、人々が口にするように、“その光を確認”し始めています。それはまさに開放
を終えて、皆さんのためのひとつの新しい理解の好機に向かいます。ですから皆さんは

皆さん自身をこの地球上の天国の現実性に向かってさらに遠くまで進めていて、そして

皆さんはその光を維持して前進しているため、それを大いに楽しみ、それに浸り、そし

てそれをさらに大きなものにしてください。

 
皆さんはこれほどの成果を上げ続けていながら、皆さんがそれを確認または思い描くこ

とは難しいことですが、しかし、霊の領域の中のわたし達から、それを引き出してくだ

さい。皆さんは、既に驚くべき進歩を達成しています。皆さんは人々が口にするよ

うに“勢いに乗って”いるため、さらにそれ以上の物事を達成するために待機してくだ
さい。

 
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://www.franheal.wordpress.com/
http://www.franhealing.com/Cur


 
http://franheal.wordpress.com/2012/11/21/sananda-hold-the-light-and-go-forth-as-channeled-
through-fran-zepeda-november-21-2012/
 
http://lightworkers.org/channeling/171650/sananda-hold-light-and-go-forth-november-21-2012

http://franheal.wordpress.com/2012/11/21/sananda-hold-the-light-and-go-forth-as-channeled-through-fran-zepeda-november-21-2012/
http://lightworkers.org/channeling/171650/sananda-hold-light-and-go-forth-november-21-2


皆さんの数多くの能力で元気を取り戻す

皆さんの数多くの能力で元気を取り戻す
Take Heart in Your Many Abilities
November 26, 2012
 
フラン・ゼペダ経由

As Channeled Through Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
親愛なる皆さん、数々の宇宙の光、こんにちは。わたしは今日、皆さんにもう一度素晴

らしい便りをもたらすために、皆さんの前に現れています。皆さんの世界の中のこの瞬

間に、既に多くの物事が起っています。11月の直近のポータルの開放以降、皆さんは既
に目覚めの要所に到達していて、その状態が大宇宙の記録装置の中で巨大な開放を引き

起こしています。そしてこのように皆さんが次の12-12-12のポータルに近付くに連れて
、皆さんは意識の移行のために遥かに多くの可能性を許しています。多くの喜びと伴に

、わたし達は霊の領域と銀河の領域から、この事実を皆さんに伝えます。

 
皆さんは既にこれほどわずかな時間の間にこれほど多くの物事を達成していて、どうか

この事実を認識して、元気を取り戻してください。そしてその勢いが増大するに連れて

、歴史の中で今まで並ぶもののない新しい高みに飛躍する、その皆さんの機会も増大し

ます。親愛なる皆さん、元気を取り戻してください。なぜならこれが、皆さんがそれ

を行っている方法であり、皆さんのこころと伴に皆さんがそれを達成し続けている方法

になっているからです。

 
今から12-12-12の次のポータルの開放まで、皆さんが皆さんの進歩に留意して、そして
皆さんが依然として一掃する必要がるものに留意することが、極めて重要になります。

それは、大掃除のようなものです。皆さんが必要としていないあらゆる物事を、処分し

てください。皆さんが必要と考える物事でさえ、しかしさらに近くで再検討すると、そ

れは皆さんが本当に必要としているものでしょうか、あるいはさらに高い数々の次元や



密度に持って行くことができるものでしょうか？　もしもその素材が愛、あるいは思い

やり、あるいはすべての人々の善を支援することができるものによってできていない

なら、それを処分してください。それを光が並んだ容器の中に入れて、そして愛を込め

てそれを破棄して、さらに多くの愛と光が皆さんの生命に入るための空間を残しておい

てください。

 
皆さんは、これについて極めて熟練した状態になり続けています。それはまさに、皆さ

んが皆さんの生命のさらに一層深いところや皆さんのこころに目を向けて、依然として

そこにある怖れあるいは競走、あるいは分離を象徴するものを、確認してください。皆

さんは今では、それはすべて幻影であり、さらに高い数々の次元の中ではそれは維持さ

れることはないことを、認識します。豊かさ、愛、そしてすべての人々への思いやりの

ためにまったく境界を持たない巨大な愛の領域の中で、皆さんの新しい生き方に向かっ

て足を踏み出してください。親愛なる皆さん、それに楽々と対処して、皆さん自身を完

全にそれに没頭させてください。

 
皆さんは、皆さんの光の身体の変容において、飛躍的な発展を遂げています。わたし達

が伝える通り、その速度は増大し続けています。皆さん自身が、それを皆さんの人生の

ひとつの優先事項に設定することを許して下さい。そのためには、皆さんの日常生活や

予定の中でさらに多くの調整が必要になりますが、しかしそれは充分にその価値がある

ものになるでしょう。皆さんは今、いわゆる“大リーグにいる”状態です。人びとが言う
通り、“禁じ手無し”の状態です。この瞬間以降、皆さんが前進できる高さに関して、青
天井の状態です。そのためその調整に皆さんのすべてを与え、その調整に皆さんのすべ

ての注意を払い、そしてその調整に、皆さん自身と他の人々に対する皆さんのすべての

愛を与えてください。

 
今まで以上に、皆さんの数々の夢に注意を払ってください。新しい地球と皆さんの新し

い生命に対する皆さんの展望を、重視してください。できるだけそれを具体化して、そ

れが展開する姿に注目してください。それが真の現実性であり、皆さんが今皆さんの周

りで聴いて理解している依然として二元性に対応しているものではありません。

 
大切な最愛なる皆さん、皆さんはこれほど近付いています。皆さんは飛躍的な進歩を遂

げているところです。“はっきりとしない態度”を決め込んでいる暇はありません。豊か
さを選択し、歓びを選択し、愛を選択し、思いやりを選択してください。数々の可能性



と奇跡というレンズを通して生命に目を向けることを、選択してください。まるで皆さ

んの数々の展望が既に起っているかのように、その展望に参加してください。今後は、

その全体像と見通しを選択してください。

 
わたしは、これは簡単ではないと皆さんに伝える必要はありません。しかし仲間の皆

さん、皆さんは実際に既に最も過酷な部分を通り過ぎています。瞑想や視覚化の中で皆

さんが何度も繰り返し一丸となってきたことが、皆さんを頂点まで押し上げてきました

。その方向性と方法の中で続けることが、さらに高い数々の領域の中で皆さんを結束さ

せることになるでしょう。

 
皆さんは偉大さという優位性を踏み固めているところであり、そして皆さんはいつも皆

さんの中にその偉大さを携えています。わたし達はいつも、皆さんの中のその偉大さを

確認します。皆さんはこの偉大さを、皆さんが思い描くことができることよりも遥かに

多くの物事を実現することができるこの神聖なる本質を実現する上で、既に峠を越えて

います。皆さん自身を祝うために少し時間を取って、次にその列車に戻ってください。

その列車は新たな活力とすべての夢を超える決意と伴に、皆さんの次元上昇に沿って加

速し続けています。

 
親愛なる皆さん、皆さんは永遠に、そしていつも、わたし達の視界の中と、わたし達の

こころの中と、そしてわたし達の両腕の防御の中にいます。わたし達は、皆さんと伴に

皆さんの旅の最後の行程を作っているところです。その事実で、元気を取り戻してく

ださい。

 
わたしはサナンダ、いつでも皆さんの求めに応じます。
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皆さんは意識の中で大いなる飛躍を遂げている

皆さんは意識の中で大いなる飛躍を遂げている
You Are Making Great Leaps in Consciousness ~ December 2, 2012

3 December 2012 - 3:14am
 
フラン·ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
さらに高い数々の次元とそれ以上へ向かう親愛なる旅行者の皆さん、こんにちは。皆さ

んが参加しているものは、不朽の旅であり、銀河と天界の数々の領域の中のわたし達す

べてが大切にし、高く評価する、ひとつの功績です。

 
皆さんが今後ずっと行うことが、皆さんの次の偉業の水準を示します。皆さんは、皆さ

ん自身のための本当に素晴らしいひとつの基礎を今築き上げたばかりであり、まさにそ

れはさらに充分なものになり、皆さんのために具体化されます。皆さんは、かつてとて

も不慣れだった分野に足を踏み入れていますが、しかし親愛なる皆さん、驚いたことに

皆さんは、それに極めて見事に馴染んでいます。

 
ここに摩擦が起ります。皆さんを縛り付ける数々の期待を持たないことが重要です。皆

さんが今いるこの新しい水準に身を任せて、皆さん自身にそれほど多くの重圧をかけず

にそこに存在することが重要です。ご存知のように、拡大は努力することではなく、許

すことを目的にしています。拡大は、皆さんの進歩の数々の結果を判断または精査する

ことではなく、それを受け入れることを目的にしています。

 
皆さんは皆さんが行っているようにこれほど優雅に皆さんに与えられた光を受け入れて

いるため、皆さんはすべて美しく拡大を続けています。その中の美しさは、皆さんがよ

り多く皆さん自身を解き放って受け取るほど、素晴らしいものになります。その歓びは

、感謝の涙が流れるほど高まります。それがどのように皆さんのところに現れるとし



ても、もしも皆さんがそれを経験することを皆さん自身に許せば、その至福は計り知れ

ないものです。

 
皆さんの周りの数々の兆しに注意を払ってください。数多くの皆さんが、数々の数列の

繰り返しを確認しています。これは皆さんの進歩の印であり、しかも皆さんが護られ、

導かれていることの印です。美しい存在の皆さんにとって、皆さんがこの外見的には長

い二元性の任務を経験していた間は、自分を解き放つことは決して簡単なことではあり

ませんでした。その代わりにそれは、皆さんに過剰に踏み止まるように勧めました。皆

さんの自我は、そのおかげで充分に機能してきました。皆さんが新しい習慣と存在方法

を形成するにつれて、そのすべてが変化を続けます。

 
わたしの親愛なる仲間達、わたしはひとつの小さな秘密について、皆さんに教えたいと

思います。皆さんはいつも、自分を解き放つことと存在することに縛り付けられてきま

した。それは皆さんの生得の権利でした。皆さんが世界のすべての側面を経験した通り

、ただ二元性の世界の中で生きることを皆さんに許すために考案された基本ソフトとい

う装置で今まで覆い隠されてきたものとして、それを考えてください。

 
その装置を解体することは、皆さんが考えるよりも簡単なことです。皆さんの本質、完

全で純粋で光と愛に満たされた皆さんの神聖なる本質を、高く評価することを選択して

ください。それは、皆さんがその過去で慣れていた古い考え方で支配され、操られ、評

価される必要はありません。

 
実際に皆さんは、古い物事を手放しながらこれほど遠くまで歩んできました。そしてそ

の通り、依然として解き放たれる古い物事の名残があり、そしてその通り、それは終わ

りがないように見えるかもしれませんが、しかしその古い物事の最後の集中砲火も、た

ださらに早くそれを一掃するために役立つだけです。その状況は、このすべての解放が

まるでさらにこれからも継続するように感じるかもしれないとしても、それがいつもそ

のようになる姿を表している訳ではありません。

 
皆さんがまさに曲がり角の周辺で晴れ上がって美しく鮮やかな光景を明らかにする間際

の霧の中にいることを思い描き、それを最後まで予想し続けてください。それは皆さん

を喜ばせることになるでしょう。何故なら皆さんは、皆さん自身がその最後の霧の棚引

きを通過して、皆さんのさらに高い存在方法の完全な視界が明らかにされるように感じ



るからです。残りの霧が皆さんを妨げることがないようにしてください。それはまさに

、皆さんがもうほとんどその場にいることを明らかにします。それは時に、皆さんが夜

明け前の暗闇を経験しているように感じるかもしれませんが、しかしその中で、皆さん

のためのさらに多くの移行が訪れます。

 
皆さんの日常の習慣から離れるためにもう少し時間を取って、皆さんがさらに一層皆さ

んがその中にいることをすぐに気付く、その時間も限界もない経験の広がりを味わって

ください。皆さんは、今まで人生を生きてきた方法に関して、皆さんが皆さん自身に対

して設定した数々の制約のすべてを置き去りにしているため、皆さんにとってますます

明らかになっている、その能力を活用してください。

 
古い数々のパターンや習慣が新しいものに置き換えられるという希望が、愛と思いやり

と歓びという皆さんの感覚を大きなものにします。皆さんは、まるでこれは経験する唯

一の瞬間であるかのように、思いのままに今という瞬間を経験する能力を発見し続けて

います。そしてこの瞬間そのものの中で、皆さんが遥か悠久の昔に生み出された時の歓

びと至福の全領域を、皆さん自身が感じることを許して下さい。その能力はただその表

層の下にあり、皆さんが燦爛たる経験をするために顔を覗かせています。

 
そういった数々の瞬間を選択し、それを大切にして、そしてそれを引き延ばし、そして

それを純粋な光と歓びと愛で拡大してください。そして、さらに高い数々の次元の中で

完全にそして永遠に生きているような状態になるものを、感じてください。親愛なる皆

さん、皆さんはそのやり方を認識しています。今まさに、そうすることを皆さん自身に

許して下さい。そういった数々の責務や心配や怖れや義理のすべては幻影に過ぎず、そ

れは、皆さんは創造主の一部であり、極端に愛され、大切にされ、護られているという

光に満たされた認識で置き換えられてしまいます。

 
こうした真実の数々の断片をじっくりと考えてもらうために、皆さんとここでお別れし

ます。皆さん自身がその断片を吸収して、皆さんが今意識の中で行っている大幅な飛躍

は皆さん自身の功績だと認めることを、許して下さい。

 
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, at your service always.
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皆さんは創造主のひとつの側面

皆さんは創造主のひとつの側面
You Are An Aspect of Creator  ~ March 4, 2013

5 March 2013 - 8:07am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda:
 
 
わたしの親愛なる光の存在達、皆さんという存在そのもの中にあるキリスト意識の管理

者の皆さん、こんにちは。わたしは皆さんの求めに役立つサナンダ、また皆さんも同じ

ように、地球上とそれ以上の世界のすべての存在達の求めに役立ちます。

 
わたしの親愛なる皆さん、今は皆さんの新しい現実性に向けて、皆さん自身を再適応さ

せる時です。わたしが再適応と話す理由は、ご存じのように、言うまでもなく皆さんは

、既に皆さんがいつもそうだったように、神の意識に属する、神聖なる全存在という創

造主の意識に属する、壮麗な魂として存在するからです。皆さんは、まさにその正体を

自覚し続けています。そして皆さんが新しい数々のエネルギーを受け取り、皆さんが今

までいつもそうだった姿に向けて皆さん自身を再適用させるため、また皆さんの現実性

に向けてさらに一層その正体を明らかにし続けています。

 
親愛なる皆さん、皆さんが行い、考え、話すあらゆる物事の中で、充分に適応し、その

皆さんの本質的な部分を経験する、その時が、今です。何故なら皆さんが既に認識して

いるように、皆さんは皆さんの宇宙の熟達者であり、皆さんの魂の経験の創造者達だか

らです。

 
皆さんのこれまでの数々のエネルギー拡大は巨大なものになっていて、そして皆さんは

流入している数々のエネルギーを上手に統合し続けています。わたし達は皆さんのそ

ういった進歩を確認してきました。それは、皆さんはその新しい数々のエネルギーを受



け取ることを許し、それに帰順し、そしてあらゆる瞬間にそのエネルギーを呑み込み、

統合しているからです。

 
わたし達が皆さんの脈打つ数々のエネルギーの明滅と煌めきを観察する時、それが拡大

して、わたし達が話すように皆さんに与えられている新しいエネルギーの環境に適応す

る時、それは確認すると事実通り美しい光景です。充分なそしてそこにある豊かさで、

提示されているものに耳を傾けて、提示されているものを受け取ってください。

 
わたしの親愛なる魂達、皆さんが向かおうとしている場所に関する皆さんの心配を投げ

捨てる時が、そしてその乗り心地と伴に、その乗り心地の完全な衝撃と皆さんに提示さ

れている純粋な光のエネルギーの反乱と伴にそこに存在する時が、近付いています。

 
わたしは皆さんをわたしの歩幅とわたしのこころの中に取り込み、そして今進行し続け

ている皆さんの新しい傑出した始まりに、皆さんのために本当にいつもそこに存在して

いながらまさに隠されてきたものの始まりに、皆さんを導きます。親愛なる皆さん、皆

さんはさらに完全にそれに曝され続けています。皆さんが曝されているのは、これほど

壮大に、そして皆さんの魂を構成している創造主の神聖なる本質に満たされている、皆

さんという存在そのものである神聖なる全体性であり、何故なら、それが皆さんの物質

的な存在と統合して、それとひとつになるからです。

 
親愛なる皆さん、ここで少し時間を取って、これから伝えることを良く考えてください

。皆さんの魂のエネルギーは創造主の一部であり小包であることを皆さんは認識してい

ますか？皆さんは、皆さんの瞬時の選択と統合のために皆さんに利用できるようにされ

ている、その新しいエネルギーを許し、それに帰順しているため、皆さんの魂のエネ

ルギーはより一層利用できて身近で存在感があることを、皆さんは認識していますか

？ 皆さんは事実通り、そして本質的に、それに気付いていますか？皆さんはこの真実
にこころを開いていますか？皆さんはこの真の現実性にこころを開いていますか？皆さ

んは数々の驚きを受け入れ、そしてそれが皆さんという存在そのものの内部で明らかに

なることをゆるすため、皆さんは、皆さんにもたらされることになるその驚きに対して

、こころを開いていますか？

 
わたしは、数多くの皆さんがそうなることを信頼しています。そしてわたしは、また皆

さんが、まるで皆さんが新しい一着の背広を試しているかのように、そのすべてに慣れ



続けていることを、信頼しています。最初は奇異に感じるかもしれませんが、しかし驚

いたことに、それはすぐに心地良い皆さんの一部になります。

 
わたしの親愛なる皆さん、もしも皆さんがわたし達の視点から皆さん自身を確認するこ

とができたなら、皆さんは愕然としているでしょう。今のところ、皆さんは“木を見て
森を見ない”ということに関して、余りにも当てはまり過ぎてひとつの名言も作れない
状態ですが、しかしそれも変わることになるでしょう。そして皆さんの適応は、わたし

達の適応と同じようなものとして、かなり異なるものに、さらに大きく包み込み拡大す

るものになるでしょう。何故なら、皆さんはまさにわたし達と同じであり、それに気付

いてそれが発達して、それがさらに明白になるからです。

 
今のところ、皆さんは素晴らしく進歩していて、そしてそれはただ、その過程の忍耐と

受け入れを必要とすることになる、と言えば充分です。何故なら、皆さんは、この次の

次元上昇の局面の完了するところまで順調に進み、そして皆さんの真の自己、皆さんの

美しい魂を発見するところまで順調に進み、それ自体で固有でありながら、またこれほ

ど根源と結び付き、根源の一部になっているからです。

 
皆さんはそれを感じることができますか？皆さんはそれを感じ始めていますか？皆さん

は皆さん自刃がそれを受け入れることを、許していますか？素晴らしい！

 
わたしの親愛なる魂達、わたしは皆さんがこれほど遠くまでやってきたことにお祝を

伝え、そしてわたしは、皆さんの物質的な身体の中でこの次元上昇という先例のない旅

を続けていることに対して、天使として、使者として、そして創造主の数々の側面とし

ての皆さんの真の自己に戻っていることに対して、皆さんを称賛します。何故なら、天

の領域の中のわたし達は、数々の側面として存在し、そしてわたし達はまさに、皆さん

が完全にそれを実感することを待ち続けているからです。

 
わたしは差し当たり、皆さんに別れの挨拶を伝えます。皆さんは、わたしの完全で不滅

の敬意と敬愛と、そして言うまでもなく、支援を手にしています。何故ならわたしは、

いつも皆さんの求めに応じるからです。

 
わたしはサナンダ

I Am Sananda
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いつも黄金の光の中を歩んでいる皆さん自身を感じ、“確認”し、そしてそれを皆さんの
新しい故郷と考える

いつも黄金の光の中を歩んでいる皆さん自身を

感じ、“確認”し、そしてそれを皆さんの新しい故
郷と考える
Feel and "See" Yourself Walking Always In the Golden Light and
Consider It Your New Home
17 June 2013 - 12:36am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda: Feel And “See” Yourself Walking Always In The Golden Light and Consider It
Your New Home ~ Channeled by Fran Zepeda ~ June16, 2013
 
 
 
すべての皆さん、こんにちは。皆さんが皆さんの次元上昇の旅の上でさらに遠くまで乗

り出して啓発を完了するため、わたしはもう一度皆さんに挨拶を送り、そして皆さんと

より多くの“思考の糧”について話し合うために、現れています。
 
敢えて言わせて貰うと、皆さんの真の自己への復帰は、今まで時には達成困難な旅にな

っていましたが、しかしわたしの素晴らしい才能を持った皆さん、わたしの輝く皆さん

、皆さんは、この成就に向かうこの傑出した旅のすべての道のりのために完全に準備

が整っていて、“密接なつながり”を創り出しています。
 
皆さんの目的と皆さんの運命のさらなる純化のために、準備を整えてください。わたし

達が伝えるように、皆さんが次々と高まる数々のエネルギーで皆さん自身を豊かにす

る時、皆さんは皆さんの光の身体の中の多くの震えに気付くかもしれません。光の身体



はさらに巨大な量の光を身に着けていて、そのために調整が必要になります。さらに多

くの情報の受け皿と容量が、このようにして皆さんの自覚的意識にのために開放される

ことになるでしょう。そして皆さんが肩の力を抜いて、その情報がいわゆる“明るみに
出る”ことを許すことが重要になります。
 
皆さんの純化は、時に皆さんに“喪失感”や“空虚感”という感覚を残すかもしれませんが
、しかしそれはただ単なる調整に過ぎず、さらに巨大な数々のエネルギーを吸入する状

態になっています。わたしは、皆さんがそれを楽々とこなして、余り過度にそれを解明

しようとせずに、ただ許し、身を任せ、そのままでいるように懇願します。これは依然

として、数多くの皆さんには少し異質なものです。何故なら皆さんは、頻繁にその“呼
び掛け”を皆さんが考えるものが皆さんの真の現実性だという状況に戻してしまい、そ
のため皆さんは、皆さんをより低い振動に連れ出す可能性がある物事に“注意を向け”な
ければならなくなるからです。

 
しかしその一方で、これは純化のすべての部分であり、皆さんが今後皆さんの注意を向

けることになるものに関するこの選択、つまり毎回多少長引く新しく奇妙で未知の感覚

を推し進めた状態から結果とし手にする存在の豊かさは、皆さんをさらに高く引き上げ

ることができ、そしてそれは、皆さんがさらに深くさらに充実した方法でさらに高い数

々の次元の現実性を経験することを許すことになるでしょう。

 
それはすべて精神的高揚のひとつの諧調の変化であり、そして皆さんはすべて、これを

とても上手に行っています。古い物事を背後に置き去りにすることは、時には奇異に感

じることになるでしょう。しかし思い切ってさらに大幅な存在の明るさを備えた未知な

る領域に向けて飛翔することは、皆さんにとってとても報われることが分かり、そして

皆さんのそこでの経験と存在性を強化することになるでしょう。

 
親愛なる皆さん、皆さん自身の歩調でそれを受け止めて、しかしそれを高い状態に維持

してください。皆さんがより一層その内情に通じ始めている、こうしたさらに高い数々

の次元の一瞥のレンズを通して、物事を眺め続けてください。何故ならそれが、皆さん

がその正当な場所であるその環境の中に永遠に居住するように、皆さんを順応させるか

らです。

 
皆さんは、そういったより明るいエネルギーの受け皿の中でさらに気持ちが高まり、長



居をして、そしてその視点からあらゆる物事を見るため、皆さんは、必要なものや望む

もの、そしてしなければならないものというより低い数々の次元へ“引き付ける力”が次
々と層薄れ始めて、皆さんにとって存在感や“負荷”がかなり少なくなり始めていること
に気付くようになるでしょう。

 
そしてそれはその通りですが、それは皆さんが、上昇し、拡大し、そして皆さんの“さ
らに明るい真実と存在”に向けて上昇するからです。同じようには見えるものは何も
なく、そしてこれは、適切なことです。何故なら、皆さんの内面が変る時、あらゆる物

事の姿が変わり、変化するからです。しかしその美しさの経験の中で、皆さんは戻りた

いと思うことはなくなるでしょう。

 
あらゆる物事の中の“明るさ”を進んで受け入れてください。何故なら親愛なる皆さん、
それは皆さんの創造が活気付けられる場所であり、そして皆さんの変容が加速される場

所になるからです。それは、いわゆる“星達の中に書かれている”ことであり、そのため
皆さんは当然地球を、新しい地球を受け継ぐことになるでしょう。そして皆さんはこれ

を受けて、既に多くの物事を達成しています。

 
皆さん自身の歩調で進み、しかし皆さんの意図を持ち続けて、皆さんにできる限りの多

くの光を吸収してください。その光が内部で次第に高まる状態になることを許し、そし

て色彩と純粋性のひとつの爆発があらゆる物事を包み込むことを許してください。

 
何時も黄金の光の中を歩んでいる皆さん自身を感じ、“確認”して、そしてそれは皆さん
の新しい故郷だと考えてください。それはこのようにして、他の人々に広がり、遥かに

急速に世界を包み込み始めることになるでしょう。

 
すべての意図と目的のために、多くの物事が変えられ、そして多くの物事が既に移行し

ています。皆さんのなかなか消えない幻影の覆いを脇に移して、最初に皆さんの世界を

明確に確認してください。それが、今の皆さんの基準です。親愛なる皆さん、それは、

皆さんがそれを受け入れるようにそのままになっています。

 
創造主の栄光は、皆さんのほんの指先の距離にあります。そして皆さんは、ただそれが

皆さんのためにはっきりと成長することを許すことが必要です。皆さんの数々の意図と

夢を、この巨大な光の靄に向けて素描しください。その光は、皆さんが内部から現れる



ことを許し続け、そしてそれは、皆さん自身と同時に他の人々の向上のために皆さんが

解き放たれる光です。

 
その結果は、いつも明確または具体的とは限りませんが、しかしそう判断する基準は、

皆さんの物事を測る古い方法です。皆さんが皆さん自身と他の人々のための無条件の愛

を持った考えと行動で皆さん自身をさらに高く引き上げる時、その栄光と変化は、皆さ

んの新しく感じられる存在の明るさの呼吸の中にあります。何故なら皆さんは、今後は

皆さんの自然な習慣として、その光と愛を吸い込むからです。

 
皆さんは世界の調停者であり、そしてそれは、皆さんの輝く存在感と存在そのもののあ

らゆる“毛穴”から滲み出ます。その眺めを楽しみ、そしてその景色を楽しみ、そしてそ
れに慣れてください。親愛なる皆さん、それは皆さんの真の現実性になっているところ

です。

 
皆さんのいつも愛情溢れる奉仕者、

わたしはサナンダ。

Your loving servant, always,
I AM Sananda
 
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)
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いつも黄金の光の中を歩んでいる皆さん自身を

感じ、“確認”し、そしてそれを皆さんの新しい故
郷と考える
Feel and "See" Yourself Walking Always In the Golden Light and
Consider It Your New Home
17 June 2013 - 12:36am
 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
 
Sananda: Feel And “See” Yourself Walking Always In The Golden Light and Consider It
Your New Home ~ Channeled by Fran Zepeda ~ June16, 2013
 
 
 
すべての皆さん、こんにちは。皆さんが皆さんの次元上昇の旅の上でさらに遠くまで乗

り出して啓発を完了するため、わたしはもう一度皆さんに挨拶を送り、そして皆さんと

より多くの“思考の糧”について話し合うために、現れています。
 
敢えて言わせて貰うと、皆さんの真の自己への復帰は、今まで時には達成困難な旅にな

っていましたが、しかしわたしの素晴らしい才能を持った皆さん、わたしの輝く皆さん

、皆さんは、この成就に向かうこの傑出した旅のすべての道のりのために完全に準備

が整っていて、“密接なつながり”を創り出しています。
 
皆さんの目的と皆さんの運命のさらなる純化のために、準備を整えてください。わたし

達が伝えるように、皆さんが次々と高まる数々のエネルギーで皆さん自身を豊かにす

る時、皆さんは皆さんの光の身体の中の多くの震えに気付くかもしれません。光の身体



はさらに巨大な量の光を身に着けていて、そのために調整が必要になります。さらに多

くの情報の受け皿と容量が、このようにして皆さんの自覚的意識にのために開放される

ことになるでしょう。そして皆さんが肩の力を抜いて、その情報がいわゆる“明るみに
出る”ことを許すことが重要になります。
 
皆さんの純化は、時に皆さんに“喪失感”や“空虚感”という感覚を残すかもしれませんが
、しかしそれはただ単なる調整に過ぎず、さらに巨大な数々のエネルギーを吸入する状

態になっています。わたしは、皆さんがそれを楽々とこなして、余り過度にそれを解明

しようとせずに、ただ許し、身を任せ、そのままでいるように懇願します。これは依然

として、数多くの皆さんには少し異質なものです。何故なら皆さんは、頻繁にその“呼
び掛け”を皆さんが考えるものが皆さんの真の現実性だという状況に戻してしまい、そ
のため皆さんは、皆さんをより低い振動に連れ出す可能性がある物事に“注意を向け”な
ければならなくなるからです。

 
しかしその一方で、これは純化のすべての部分であり、皆さんが今後皆さんの注意を向

けることになるものに関するこの選択、つまり毎回多少長引く新しく奇妙で未知の感覚

を推し進めた状態から結果とし手にする存在の豊かさは、皆さんをさらに高く引き上げ

ることができ、そしてそれは、皆さんがさらに深くさらに充実した方法でさらに高い数

々の次元の現実性を経験することを許すことになるでしょう。

 
それはすべて精神的高揚のひとつの諧調の変化であり、そして皆さんはすべて、これを

とても上手に行っています。古い物事を背後に置き去りにすることは、時には奇異に感

じることになるでしょう。しかし思い切ってさらに大幅な存在の明るさを備えた未知な

る領域に向けて飛翔することは、皆さんにとってとても報われることが分かり、そして

皆さんのそこでの経験と存在性を強化することになるでしょう。

 
親愛なる皆さん、皆さん自身の歩調でそれを受け止めて、しかしそれを高い状態に維持

してください。皆さんがより一層その内情に通じ始めている、こうしたさらに高い数々

の次元の一瞥のレンズを通して、物事を眺め続けてください。何故ならそれが、皆さん

がその正当な場所であるその環境の中に永遠に居住するように、皆さんを順応させるか

らです。

 
皆さんは、そういったより明るいエネルギーの受け皿の中でさらに気持ちが高まり、長



居をして、そしてその視点からあらゆる物事を見るため、皆さんは、必要なものや望む

もの、そしてしなければならないものというより低い数々の次元へ“引き付ける力”が次
々と層薄れ始めて、皆さんにとって存在感や“負荷”がかなり少なくなり始めていること
に気付くようになるでしょう。

 
そしてそれはその通りですが、それは皆さんが、上昇し、拡大し、そして皆さんの“さ
らに明るい真実と存在”に向けて上昇するからです。同じようには見えるものは何も
なく、そしてこれは、適切なことです。何故なら、皆さんの内面が変る時、あらゆる物

事の姿が変わり、変化するからです。しかしその美しさの経験の中で、皆さんは戻りた

いと思うことはなくなるでしょう。

 
あらゆる物事の中の“明るさ”を進んで受け入れてください。何故なら親愛なる皆さん、
それは皆さんの創造が活気付けられる場所であり、そして皆さんの変容が加速される場

所になるからです。それは、いわゆる“星達の中に書かれている”ことであり、そのため
皆さんは当然地球を、新しい地球を受け継ぐことになるでしょう。そして皆さんはこれ

を受けて、既に多くの物事を達成しています。

 
皆さん自身の歩調で進み、しかし皆さんの意図を持ち続けて、皆さんにできる限りの多

くの光を吸収してください。その光が内部で次第に高まる状態になることを許し、そし

て色彩と純粋性のひとつの爆発があらゆる物事を包み込むことを許してください。

 
何時も黄金の光の中を歩んでいる皆さん自身を感じ、“確認”して、そしてそれは皆さん
の新しい故郷だと考えてください。それはこのようにして、他の人々に広がり、遥かに

急速に世界を包み込み始めることになるでしょう。

 
すべての意図と目的のために、多くの物事が変えられ、そして多くの物事が既に移行し

ています。皆さんのなかなか消えない幻影の覆いを脇に移して、最初に皆さんの世界を

明確に確認してください。それが、今の皆さんの基準です。親愛なる皆さん、それは、

皆さんがそれを受け入れるようにそのままになっています。

 
創造主の栄光は、皆さんのほんの指先の距離にあります。そして皆さんは、ただそれが

皆さんのためにはっきりと成長することを許すことが必要です。皆さんの数々の意図と

夢を、この巨大な光の靄に向けて素描しください。その光は、皆さんが内部から現れる



ことを許し続け、そしてそれは、皆さん自身と同時に他の人々の向上のために皆さんが

解き放たれる光です。

 
その結果は、いつも明確または具体的とは限りませんが、しかしそう判断する基準は、

皆さんの物事を測る古い方法です。皆さんが皆さん自身と他の人々のための無条件の愛

を持った考えと行動で皆さん自身をさらに高く引き上げる時、その栄光と変化は、皆さ

んの新しく感じられる存在の明るさの呼吸の中にあります。何故なら皆さんは、今後は

皆さんの自然な習慣として、その光と愛を吸い込むからです。

 
皆さんは世界の調停者であり、そしてそれは、皆さんの輝く存在感と存在そのもののあ

らゆる“毛穴”から滲み出ます。その眺めを楽しみ、そしてその景色を楽しみ、そしてそ
れに慣れてください。親愛なる皆さん、それは皆さんの真の現実性になっているところ

です。

 
皆さんのいつも愛情溢れる奉仕者、

わたしはサナンダ。

Your loving servant, always,
I AM Sananda
 
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)
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皆さんが皆さんの内部で強化してきたこの新しい愛の霧に向けて前進し、今それを世界
と共有する

皆さんが皆さんの内部で強化してきたこの新しい愛の霧に向けて

前進し、今それを世界と共有する
Walk Forward Into This New Mist of Love That You Have Built Within You and Share It
With The World Now - September 2, 2013

3 September 2013 - 3:23am

 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda

 
Sananda:

 
 
 
仲間の光の存在達、そして平和と愛の提供者の皆さん、こんにちは。わたしは今日、わたしのこ

ころの中のすべての皆さんに対するこれほど沢山の愛と伴に、そして人類すべてのための皆さん

の尽きることのない支援に対するこれほど沢山の感謝と伴に、皆さんに挨拶を送ります。皆さ

んは、すべての奇妙な出来事にもかかわらず、すべての障害にもかかわらず、そしてすべての妨

害にもかかわらず、華麗に行い続けています。

 
皆さんはそのすべてにもかかわらず、進み続けています。そしてそれは、皆さんがこの仕事のた

めに選ばれた理由であり、そして皆さんが皆さんという存在の中のすべてのこころと明るさでそ

れを受け入れた理由でした。何故なら皆さんは、皆さんが創造主ともう一度結び付きながら皆さ

んの完全で神聖なる自己に挨拶を送るために、完全で神聖なる光を世界にもたらすというこの使

命で皆さんは成功を収めることを、認識していたからです

 
そしてわたしは、すべての人類とすべての銀河の同胞達に広げた皆さんの開いた両腕とこころに

合わせて、銀河の同胞達のエネギーを日々混ぜ合わせる皆さんのために、両腕を開き、こころを

開いて、皆さんに挨拶を送ります。皆さんは、皆さん自身を高めて彼らに挨拶を送り、そして銀

河の同胞達が皆さんの人生と皆さんの世界に入ることを許します。皆さんは、皆さんすべてが必

ず銀河の同胞達と一体になり、天の領域の中のすべての光の存在達と一体になって生きるように

なる時の到来を告げます。何故なら、ご存知のように、皆さんは啓発された状態になり続けて

いて、そのため間もなく皆さんの振動と数々のエネルギーの中の違いがなくなるからです。

 



そして親愛なる皆さん、それはその通りです。わたしは、皆さんがこの真実を把握することを要

請します。わたし達は、皆さんすべてがこころの奥底で持つものを、皆さんがそうなるようにい

つも運命付けられてきた完全な神聖なる存在に向けてそれが快活になる状態にするという事実を

、皆さんが認識することを要請します。皆さんは、数多くの水準上のそこにいます。皆さんは単

純に、さらに多くの浄化と、さらに多くの愛が皆さんのこころに入ることを許すことが必要にな

るだけです。

 
そして親愛なる皆さん、皆さんは、必ずその機会を持つことになるでしょう。何故なら、皆さん

により多くのそうした機会を提供するために数々のエネルギーが準備されていて、そのエネルギ

ーが日々刻々と高まり続けているからです。皆さんは、その仕事に従事しています。皆さんは、

皆さんの物質的な身体の中にさらに多くの光と愛が入り、すべての人類に愛と平和を広げるため

にそれが利用される準備が整えられています。皆さんはそれを華麗に行っています。そして皆さ

んは、皆さんがその内部に携えているその神聖なる雛形に向けて活発になるため、皆さんが振り

返り、皆さんの進歩を確認し、そして皆さんのこころと魂の内部の変化に戸惑いを覚える状況に

、必ずなるでしょう。皆さんは、完全に自覚することを運命付けられている人々です。

 
そしてその路は、今後永久に、優雅さと目的と愛と豊かさで照らし出されることになるでしょう

。そして皆さんは、その承認と容認だけで、必ずそのすべてを手にすることになるでしょう。依

然として残存し、延々と続く怖れと偽りの信念と未達成の夢の失望で構成されるその覆いを、押

し退けてください。そして皆さんの夢は皆さんが理解できるようにそこにあることを確認するた

めに、その浄化に踏み出してください。親愛なる皆さん、皆さんはまさに、それがそのようにな

ることを許すことが必要になります。

 
数々の疑いと戦慄を、脇へ退けてださい。欠乏という古い概念を脇に退けてください。皆さんの

世界が、今後皆さんが存在することを望むものにしない、その延々と続く怖れを、脇に退けてく

ださい。親愛なる皆さん、そのすべてを手放してください。そしてそれをそのようにしてくださ

い... 皆さんのすべての夢が達成され、他の人々のすべての夢が達成されるように、それをそのよ
うにしてください。すべての人々が穏やかに生きるように、それをそのようにしてください。今

後永久に、皆さんが目を向けるあらゆる場所で、穏やかさと愛と豊かさを味わい、呼吸し、確認

することに、専念してください。それを日々皆さんのこころの中に満たしてください。夢と豊か

さと愛と穏やかさに溢れる、その皆さんのこころの内部で生きてください。そしてそれは、そう

なるでしょう。

 
親愛なる皆さん、この現実性を取り囲んでください。皆さんの精神的な身体と皆さんの自我は、

信じることから皆さんを引き離すことを望みますが、しかしその影響力に抵抗してください。さ

らに高い数々の次元の中の皆さん自身を確認してください。あらゆる人のための愛と穏やかさと

豊かさを祝っている、皆さん自身を確認してください。皆さん自身を確認し、それを経験してい



る皆さん自身を感じてください。それを、皆さんがあらゆる瞬間に呼吸する皆さんの内部の現実

性にしてください。そしてそれとは反対の他のどのような考えも入ってこないようにしてくだ

さい。

 
皆さんが皆さんの内部で強化してきたこの新しい愛の霧に向けて前進して、今それを世界と共有

してください。親愛なる皆さん、まるで皆さんの夢と他の人々の夢が既にひとつの既成事実であ

るかのうように、活動し、感じ、そして呼吸をしてください。その結果、現実性が追い付くこと

になるでしょう。

 
親愛なる皆さん、そのため、これが皆さんの仕事です。絶えず皆さんを中心に引き戻し、数々の

夢に引き戻し、皆さんが皆さん自身と他の人々に対して感じる愛に引き戻して、そしてそれを基

盤にして前進を続けてください。そして何よりも、皆さんがすべての可能性を考えてしまうため

に皆さんの神聖なる権利である驚きを経験することを制限することができる、そういった期待を

何も持たずに、それが皆さんを連れて行くどのような場所に対しても帰順してください。そして

、皆さんの世界の中のすべてが、皆さんがそうなることを望むようになることを夢見て、愛し、

そして祝ってください。

 
皆さんが皆さん自身のために今まで提示してきた数々の限界から離れて、拡大してください。そ

の数々の規則は今、異なっています。皆さんの考えを、皆さんが皆さん自身と世界のために望む

ものだけに集中させてください。そして、そこから外れないでください。そして皆さんは必ず、

さらに数多くの奇跡と、皆さんが皆さん自身と人類全体のさらに大いなる善のために望んだ創

造を、確認することになるでしょう。

 
親愛なる皆さん、皆さんが皆さんの世界の中で否定的なものとして確認するものは、もしも皆さ

んがその否定性に意識を集中せず、その代わりにまるで既に起こり続けているように皆さん自身

とすべての人々のための皆さんの夢になっているものに意識を集中するなら、反転する運命にあ

るという約束と伴に、わたしは皆さんと別れます。皆さんがまさに今の現実性として把握するも

のを、皆さんの導きの光にしないでください。皆さんの導きの光が、皆さんはこれほど約束と光

と愛に溢れていて、すべての人々と5次元の中で繁栄を続けることが運命付けられている、という
事実になることを、許してください。何故なら皆さんは、壮麗な創造主の閃光として存在するか

らです。親愛なる皆さん、それが明らかにされることを許してください。それが皆さんの真実に

なり、皆さんの今と永遠のあり方になることを、許してください。

 
わたしはサナンダ、そしてわたしは、皆さんがそうなるように運命付けられたすべてになるよう

に皆さんを励ましながら、いつも皆さんの側に、そして皆さんのこころの中に存在しています。
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皆さんはそうした途方もない個人的な広がりのひとつの絶頂の只中にいる

皆さんはそうした途方もない個人的な広がりのひとつの絶頂の只

中にいる
You Are In the Midst of a Culmination of Such Immense Individual Unfoldment
9 December 2013 - 7:23am

 
フラン・ゼペダ経由

Channeler: Fran Zepeda
December 7, 2013

 
Sananda:

 
 
 
愛の様々分野の美しい大使の皆さん、こんにちは。わたしは今日、その美しい変質に関する沢山

の期待と承認と伴に、皆さんに挨拶を送ります。皆さんは、皆さん自身と皆さんの数々の共同体

、すべの人類、そして美しいガイアを創り出す際の手段です。何故なら皆さんは、すべての人々

がそこから恩恵を受けるこの目覚めている愛を育む際に、これほど役立つからです。

 
いつもわたしのこころの中にあるすべての皆さんに対するこれほど沢山愛と伴に、すべての皆さ

んに対するこれほど沢山の感謝と評価と伴に、今日皆さんに挨拶を送ることは、実際にわたしの

名誉です。皆さんはまだ完全にそれを自覚していないかもしれませんが、しかし皆さんは、まだ

触れられていない、まだ完全に利用されていない、そしてまだ完全に評価されていない、その皆

さん自身のこれほど数多くの側面への目覚めの真っただ中にいます。

 
そしてその目覚めの中で、そういった皆さん自身のすべての側面を統合する責任が現れます。そ

してこれは、皆さんの真の自己の完全な自覚のために、そして依然としてつながりを維持し続け

ているすべての人々の恩恵のために、現在皆さんが行っていることです。しかしその一方で、今

それは、伝染し続けているところです。皆さんは今までこれほど数多くの人々と触れ合ってきて

、そして皆さんは今、人々の本質のすべての深い認識の内部で火花を発し続けています。

 
皆さんはこれを認識し、以前に耳にしていますが、しかしこの過程の巨大さは、それほど大幅に

、皆さんがつい一年前にできたことよりもさらに大幅に、ただ成長し深まり続けています。いつ

もそこにあったそういった皆さん自身の深い愛に溢れる古代の部分を皆さんが受け入れる時、皆

さんは、皆さんの人生のあらゆる側面の中で、その部分の存在感を認めます。そのため皆さんは



、今はいつも皆さんが確認することが簡単ではない皆さんの数々の能力と本質のひとつの主要な

具体例として光を放っている、すべての人々が確認できる、その存在になります。

 
しかしその一方で、これほど沢山の愛と強さで皆さんを強打しているこうした絶えず存在するエ

ネルギーの提供からさらに多くの光が入ることを皆さんが許す時、皆さんはさらに多くの光を受

け入れるように調整されます。それは、かなり深い海洋の打ち寄せる波による数々の物質と岩の

崩落のように、容赦なく、しかし確実で確固としたものであり、最終的にそういったギザギザの

物質と岩から、皆さんの経験の中では匹敵するものがない、そういった温かさと光を放射して、

美しい巨大な空の星達のように見える、美しく揺らぎながら輝き煌く砂と宝石を提供します。

 
皆さんは、皆さんがいつも皆さん自身で認識していない可能性がある、ひとつの時期に入り続け

ています。皆さんはそういった変成を経験し続けているため、今後浮上するものがいつも明確で

はありません。しかしその一方で内側と内部に目を向けることで、皆さんは、皆さんの事実通り

の存在の姿と本質を垣間見ることができます。それはまるで、皆さんがひとつの石をひっくり返

すか切断して、皆さん自身の間でそれぞれが特別な、固有な描写になっている美しい色彩とパタ

ーンの基質を明らかにしていたようなものです。

 
そして、明確化を目的として、本当にそこにあるものを確認するためには、皆さんはただより入

念に確認することが必要になります。それは今、皆さんの固有性を探し出して皆さんの真の気質

である愛の宝庫と接触して、皆さんという存在の本質を受け入れるために、皆さんのこころと魂

の奥まった場所を掘り下げて考えながら、皆さんの日々の仕事にならなければならないものです

。

 
皆さんは、それを現状よりも難しいものにする必要はありません。最近のすべてのエネルギーの

取り込みと伴に、皆さんの真の存在のすべての抽出物と外殻の巨大な浄化と磨滅がありました。

そして外部の岩の各層と地球の自然の物質を磨滅させる数々の要素の同じやり方で、内部は数多

くの驚きを明らかにされています。それが今、皆さんがいる場所です。

 
そのため皆さんは今、静かな観想と驚きの中で、そういった驚きを探索するように勧められてい

ます。それがそこにあることを、もうこれ以上否定しないでください。それを味わい、楽しんで

ください。それは、悠久の時の間皆さんを抑制していたすべての罠を差し引いた、本当の皆さん

です。親愛なる皆さん、皆さんは浮上を続け、皆さんの壮麗さに目覚めているところであり、そ

してそうする中で、皆さんは今までとは異なる絶えず高まり続ける歩調と速度の中で、他の人々

からのそういった他の発生の触媒作用をしているようになるでしょう。それは有名な雪ダルマ効

果ですが、しかしその代わりにそれを、その内部で皆さんの物質的な存在を引き受けて、今後そ

こからすべてが触媒作用を受けて創り出されることになる、光の球と考えてください。親愛なる

皆さん、これを感じてください。皆さんはそれを認識するために考える必要はありません。皆さ



んに必要なのは、ただそれになることだけです。

 
皆さんは、わたしが皆さんに言葉で描写しようとしているもののひとつの暗示を感じますか？　

皆さんはもうこれ以上、他の場所に目を向ける必要はありません。それはすべてそこにあります

。それを展開させてください。皆さんという美しい真珠が、皆さんをより一層高いエネルギーに

引き上げずにはいられずに、その間ずっと皆さんと他の人々の平衡のために皆さんを落ち着かせ

て安定させるエネルギーの照射によって磨かれ続けています。

 
そのため皆さんの内部とこれほど数多くの人々の内部のあらゆる場所で、皆さんと人々の神の閃

光の灯火、目も眩むような光、そして無条件の愛が、点灯され続けています。それは、今後皆さ

んを支えるものと新しい地球を支えるものの活力の源泉になり続けています。それは、皆さんが

皆さんの真の核となる存在に向けてどれほど沢山啓発され、そして洗練されているかに関して、

皆さんの理解を超えています。皆さんの本質のために皆さん自身の外部に目を向けることは、ひ

とつの過去の物事であり、もはや優先することではありません。しかしその一方で、皆さんは今

、不安定で脆弱だと感じているかもしれませんが、ただ皆さんの深い神聖なる本質の下腹部が明

らかになることを許してください。親愛なる皆さん、それがそのようになることを許してくだ

さい。それがそうなることを、許してください。

 
そのため、皆さんがより強力なエネルギーの提供を受ける準備が整っている理由は、皆さんが既

に今までこれほど沢山の増分でそのエネルギーを受け入れて許してきたからであり、そのため皆

さんは、時間が進むにつれてより一層多くのエネルギーを受け取ることができることを、わたし

達は認識しています。そして皆さんはすぐに、それは皆さんを擦り減らすよりも、むしろ皆さん

を活性化して強化することに気付くようになるでしょう。何故なら、擦り減るものは、単なるひ

とつの幻影に過ぎないからです。今続いていることは真の皆さんのための掘り起こしであり、そ

れは境界線を持たず、皆さんはそれを厳しいあるいは乱暴なものだと見做す必要はありません。

親愛なる皆さん、まさに皆さんが皆さんの道筋の中のあらゆる障害物、皆さんが発掘するあらゆ

る部分、皆さんという存在のあらゆる側面を愛すように励まされているように、それを歓迎し、

それを愛してください。

 
ここでは、全体像がその鍵になります。あたかも何かが悪いということではなく、これから起こ

るあらゆる物事は、皆さんの総合的な完全性に対するひとつの深い神聖なる目的と方法を持つも

のとして、皆さんの目覚めの一部として、皆さんの真の神聖なる自己の発掘として、それぞれの

変化を愛し、それぞれの出来事を愛し、それぞれの見せ掛けの障害物を愛してください。

 
そしてここでは、未知なるものを受け入れて歓迎することが、鍵になります。何らかの物事に対

する先入観を持った意味に執着するのではなく、ただそれがそれぞれの瞬間のその通りの姿にな

ることを、許してください。皆さんは、皆さんが以前には決して許さなかったやり方で、手放す



方法を学んでいるところです。親愛なる皆さん、それは、完全に新しいひとつの球技です。決ま

った規則はありませんが、しかし現実性のひとつの完全な作り変えです。どのような新しい発

想も、どのような新しい感覚も、どのような新しい概念も歓迎して、そしてその有用性を熟慮す

るために愛のレンズを用いながら、それを考えてください。

 
親愛なる皆さん、ここでは実際に大空は果てしなく高く、そしてさらにそれ以上です。無限の容

認で、皆さんの内部の真実に完全にこころを開いてください。それで皆さんは、そういった壮麗

な数々の可能性を備えた内部の世界とそのような外部の世界で必ず報われることになるでしょう

。皆さんは、そうした途方もない個人的な広がりのひとつの絶頂の只中にいます。皆さんは、そ

れは、ひとつの全体としてそのすべてに目を向けると、すべての人類を取り囲んでいる深く持続

的なひとつの巨大なきのこ雲に似ています。

 
皆さんが皆さんの内面の奥深くから現れるどのような物事に対して皆さん自身を完全に開放して

、感謝と完全な配慮と祝賀と伴に打ち寄せる愛と光の波を歓迎するための最後のひとつの嘆願と

伴に、わたしは皆さんに別れを告げます。

 
わたしはサナンダ、すべての人々のための深い支援の中で、ここにいます。

 
 
©2013 Fran Zepeda. 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.
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www.franhealing.com
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解除されたマトリクス

解除されたマトリクス
The Matrix Unlocked
7 May 2012 - 5:35am
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
Sananda, The Matrix Unlocked
 
 
皆さんを通り抜ける時、そのマトリクスは皆さんの思考形態になります。そのマトリク

スを挑発することは、外部の数々の状況に対処することを厳密に意味している訳ではあ

りません。何故なら、皆さん自身が皆さんの精神を通してそのすべてを確認し、眺めて

いるからです。その状況は、もしもそのマトリクスの中で混同してしまうと、ひとつの

破損した計器になります。そのマトリクスは、栄光と一体性に属するすべての水準の響

きを聴き難いものにしてしまいます。そのため、ひとりの失聴者の声あるいはひとつの

微かな認識の記憶のようなものを除いて、皆さんはそれを聴くことさえ、あるいは感じ

ることさえできません。皆さんは、その最も狡猾な姿である皆さんの思考の中で、その

マトリクスに挑むことが必要になっています。彼らの本質は、そのマトリクスに属する

支配形態の影響下にあります。そのため、皆さんの現在の思考の型を用いてそのマトリ

クスから抜け出そうと試みることは、皆さんが取り掛かる前に、既に破綻しています。

 
マトリクスはパズルを意味しています。そのため皆さんの完全な構造に向かって移動す

る次元上昇は、皆さんがそのマトリクスの中に閉じ込められている原因になっているも

のと、同じパズルのピースを用いています。しかし、皆さんがその全面的で完全な皆さ

んを配置させられている方法で、皆さんのパズルの位置にしている位置に、そのピース

を並べ替えています。

 
どのようにして？　解りました。皆さんはその物質的な身体とエネルギーの身体を通過

する場所でマトリクスに近付くことができ、そして繰り返しますが、これが皆さんの思



考です。一般的に皆さんはただ二元性のパイの別の一切れを手にしているだけなので、

今、皆さんの思考を変えることが、わたしが充分に間接的だと考えている接近のし方に

なると思います。わたしが勧めようとしているものは、皆さんの思考の連鎖を‘遮断’す
ることです。唐突に。何の前触れも無く。まさに論理の進行と増大する思考の連鎖の最

中に。ただそれを停止させてください。皆さんの自覚的意識と存在性を抑圧しないでく

ださい。現在のままで、今、皆さんの意思を‘止めた’状態に留まってください。そして
その立場を維持してください。皆さんが主導権を握ってください。それが皆さんの最初

の成功になるでしょう。それが、わたし達が奇跡と呼んでいる2番目の成功を可能に
して、皆さんはその奇跡を起こすことができるようになるでしょう。そしてそれは、皆

さんが皆さんという存在をそう考えていたことが見当違いであり、それを皆さんが気付

くようになることを意味しています（その限定された物事の把握は、皆さんが望んでい

たすべてではありません）。

 
皆さんが感じた皆さんという存在から、自由になってください。言い換えると、皆さん

とわたし達は、皆さんが皆さん自身の限定された型を乗り越えることができるようにな

ることを、望んでいます。皆さんの皆さん自身についての考え方は、皆さんの精神的な

筋書と絡み合っています。それが、皆さんの解釈に対する仕組みです。わたし達がそれ

を遮断する時、皆さんの内部のマトリクスは一時停止を続けます。そして皆さんは、皆

さん自身を探すためのちょっとした瞬間のための、さらに開かれたひとつの窓を持ち

ます。その窓を通して、さらに多くの皆さん自身に目を向け、理解するために。なんと

素晴らしい！

 
2番目として、一部の皆さんは現実の苦痛の結果として怠惰な精神になっていて、さら
に巨大な自己に向けて内面に目を向ける努力をするという精力的な行動を実践して、さ

らに巨大な自由を手にすることを、ほとんど止めてしまっています。

 
わたしが今晩ここで主として関心を寄せているのは、皆さんのことです。わたしはその

点について長々と論じることを望んでいませんが、しかし皆さんは、一連の絶好の機会

を逸しています。エネルギーの構成と明白な瞬間と、そして皆さんの惑星上のそういっ

たエネルギーの流れです。皆さんは苦痛に覆われているため、探し求めること、あるい

は実際に内面に向かうことが困難になっています。それは2倍になった体重で前進しよ
うとしているようなものであり、あるいはさらに低い振動に嵌り込んでしまったような

ものです。



 
わたしは理解しています。

 
それにもかかわらず、わたしはまた皆さんに伝えます。皆さんはさらに強くなり、その

痛みを持っていても皆さん自身を活性化することができます。皆さんは、重い、重い体

重のようにそれを持ち歩いています。皆さんは依然として移動することを、前に移動す

ることを学ぶことができるため、たとえそれが実際に皆さんを傷付けるとしても、内面

に目を向けてください。お好みなら、皆さんの数々の実践のひとつを選択してください

。もしも皆さんの実践の時期の間に皆さんが意識を集中することを皆さん自身に課せば

、たとえそれが一瞬に過ぎないものであるとしても、皆さんはさらに強くなるでしょう

。

 
もしも皆さんがひとつも持たず、ひとつも望まないのであれば、わたしが皆さんに素晴

らしいものを与えたいと思います。数秒でもちょっと伸びをして、その時、皆さんが何

らかの不愉快を感じているようなら、祈ってください。その人生と皆さんのエネルギー

の動きを称えてください。

 
たとえそう感じることができなくても、まだ充分にそれを意識していなくても、すべて

の生命は聖なるものであることを、忘れないでください。皆さんが良く感じるか悪く感

じるかは、重要ではありません。ただ止まっているエネルギーよりも、むしろ今まで動

いてきたエネルギーを皆さんが感じていることが重要です。次に、もしも望むなら、喉

を通過して皆さんの胸に入っている息を感じることに注意を払い、呼気の間も同じ考え

方で、数分の間皆さんの呼吸の後を追ってみることもできます。

 
それが、皆さんが考えている皆さんの姿から、皆さんを切り離すことになるでしょう。

 
わたしはサナンダ

I Am Sananda
 
Through hilarion
May 7, 2012
 
http://lightworkers.org/channeling/158666/sananda-matrix-unlocked

http://lightworkers.org/channeling/158666/sananda-matrix-unlocked


磁気の覆いを取り去る

磁気の覆いを取り去る
Remove the Magnetic Veil .July 2012. Mother Mary and Lord Sananda

15 July 2012 - 8:23pm
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
Remove the Magnetic Veil. July 2012 ‘Mother Mary and Lord Sananda
15 July,, 2,012
 
 
かつて、皆さんの上位の身体がある領域の皆さんのエネルギーの内部に、吹き抜けの空

間が存在しました。その通り、皆さんは皆さんの上に数々の水準を持ちますが、しかし

わたし達は、こうした数々の水準の中のひとつの開放を達成することを求めています。

何故なら、それはある程度、数々の周波数帯、つまり皆さんの惑星の周りを走ってい

る数々の水準の反映になっているからです。

 
この状況は皆さんのエネルギーの身体の一部にとって真実であり、他のエネルギーの身

体は異なる特質を持っています。皆さんの霊的な上昇に対するすべての抵抗が、皆さん

の個人的な身体から始まっている訳ではありません。その一部は、時間をかけて長い間

構築され、維持されている、エネルギーの様式や構造物から現れています。そのため、

それぞれの世代は、ただ物事は通常のものとして存在している様子を考えています。彼

らは、それぞれの世代の中の頂点は、人為的に低く維持されてきたことを思い描くこと

はありません。

 
たとえ皆さんが、抵抗する構造物が時間をかけて形成され、もしかするとそういった数

々のエネルギーや活動が数々の周期を通して磁気的に地球上の存在に引き寄せられ、そ

して“悪い”数々の特徴もまた単純に引き寄せられたと思い描くとしても、わたし達は、
皆さんが2012年の12月から5か月前の今、少なくとも確実にそれに同意しようとしてい
ると考えます。そして今は、ありとあらゆるエネルギーと電磁的な構造物が降りてくる



時です。何故なら、大衆はその向上に対する抵抗の力を受けることなく、自分が消化す

ることを望むだけの経験をする必要があるからです。

 
これが、皆さんがわたし達に参加することを、わたし達が求める理由です。地球上のす

べての皆さんであり、ここで光の活動家達になっている伝達者の皆さんです。そしてあ

らゆる場所の光の組織の中で、地球を取り囲んでいるすべてのエネルギーと磁気の抵抗

領域の排除を要求し、一斉に望むことを求めています。そしてこのようにして、上昇運

動に影響を与え、このようにして、最も熟練した者達を除いたすべての人々の上昇運動

に抵抗している領域を、排除することを求めています。

 
今、ひとつの惑星として、地球上で、参加することにしましょう。それはすべての皆さ

んや、わたし達がそこから共有している非物質的な領域を意味しています。そして今、

宇宙の中、宇宙船の中、地球の周りのあらゆるエネルギーの環、地球上、そして地球の

内部のあらゆる場所で、すべてのエネルギー系を排除し、取り除くことを、一緒に要

請し、指示し、断固として要求することにしましょう。

 
言葉にしてください。わたし達はわたし達の惑星の人々のために自由を望んでいる！　

わたし達の道からさっさと出て行け！今すぐ！

 
わたし達は皆さんとこの勢いを維持し、そして皆さんがその神秘と力を思い出すように

なることを希望しています。

 
皆さんの姿である、愛と神との結び付きの中で。

 
母マリアと主サナンダ

Mother Mary and Lord Sananda
 
through hilarion 15 July 2,012
 
 
Please share this with as many human beings as you can, through the creativeness which occurs
naturally within you in the flow of your guidance. Namaste, Thank you.
 
hilarion@gmx.us



There Is A Way ‘Mother Mary and Lord Sananda
15 July,, 2,012
 
http://lightworkers.org/channeling/163455/remove-magnetic-veil-july-2012-mother-mary-and-lord-
sananda

http://lightworkers.org/channeling/163455/remove-magnetic-veil-july-2012-mother-mary-and-lord-sananda


物質的な現実性への執着

物質的な現実性への執着
Attachment To The Physical Reality
7 January 2013 - 8:50am
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
Attachment To The Physical Reality
 
 
物質的な世界は、ほとんどの人間に対して支配的なように見えます。

ある意味で、これはひとつの歴史以前の見方、永遠の経験です。

実際に、物質的な世界はただ、皆さんの本来の姿の一部、ほんの小さな部分です。

数多くの人々が多くの苦痛を感じ続けていて、そしてそのことについては確かに悪いこ

とは何もありません。

それでもう少し頭を上げ、しばらく経ってから、継続する苦痛を直視すれば、ある程度

自動的な反応が起り、その中で人はある種の健忘症に圧倒され、ある種の無意識の中で

、あるいは無意識な方法で、人生を、精神の環境を、耐えられるものにするために、内

部で書かれた意識または物語をある程度書き換えます。

従って、わたし達は、人々が感じ、考え、認識するものを処理することに実際に関与し

続ける皆さんに、拍手を送ります。

日常の生活とエネルギー的な生き残りがその強度の多少の緩和を引き起こす前に、こう

した強烈な物事に目向けることは、この絶好の機会を利用するために役立ちます。

わたし達は、その路はその路ではなく、未来のための選択肢ではないことを伝えたいと

思います。

皆さんの最初の困難な課題のひとつは、皆さんが現在従事しているものであり、そして

既に起っているあらゆる物事に、そして皆さんの数々の感覚と希望と強い願いに、目を

向けることです。

そして願わくは、これを行っている間、皆さんの調査の感覚と自発性は、わたし達が新

たに利用できるものと呼ぶ数々のエネルチーそのものを求め、この過程そのもので利



用するように、皆さんを導くことになるでしょう。

今、皆さんは皆さんの今後の数々の路や方向性を確立しますが、しかしその通り、これ

を古いもの、過去を調査せずに行い、そういった数々のエネルギーに対して既に起った

ものや、皆さんにとって意味することに事実通り目を向け、確認します。

展望のない視線ではなく、依然として混乱している精神とこころで、未来に逃げ込むこ

とは、無知で盲目でしょうか？　その通り、混乱です。

それを称え、それを感じ、それを認識する女性（または男性）は、世界の中のすべての

尊大な振る舞いを取る人々をより認識する状態にさらに近付きます。

この女性は、事実通り正しい道筋、真実の道筋の上にいる、と言われるかもしれません

。

いつものように、間違いなく。

買収のために向かう場所は何処にもありません！　そしてそれは、上向きに上昇するユ

ガという宇宙的な銀河のサイクルの意味なのでしょうか？

そうその通り、皆さんはその底にいます。

今その違いは、その登攀がかなり少ない障害物しか持たないものになることです。

皆さんの内面に向かう旅は、より安全に、より現実的に感じるようになり、そして学び

と進歩は、皆さんに対してさらに開かれたものになるでしょう。そして皆さんは、内面

に向かって皆さんに開かれている、皆さんに利用できるより多くの内面の選択肢、可能

性が存在することに気付くようになるでしょう。これは良き知らせです。

そして、人間の霊は巨大であることを忘れないでください。それは、霊的な数兆マイル

を網羅します。

それは皆さんの物質的な身体に浸透し、その周りを取り囲み、遥か遠くまで達します。

皆さんはいつも、皆さんの霊の内部に含まれます。今は、実際に皆さん自身を、皆さん

の本来の姿のより一層多くの意味を、認識するようになる時です。

神性、そしてその経験の巨大さの中の、皆さんの生きている色彩、生きている光、生き

ている振動の中で。

わたし達は、ひとつの穴に走り込むよりも、むしろ感じ、議論し、これを身に着けるこ

とに対して、皆さんを祝います。

皆さんは、皆さんの霊性を失ったことはありません。

皆さんは皆さんの方法に気付き始めていて、そしてそう、これは新しい方法であり、そ

のためそう、それは物質的な感覚と機能と霊的な感覚と機能が結び付けられた状態に調

整された意識を手にするための多少の広がりになりますが、しかしこれは再定義の部分

です。



これは、現時点で皆さんの前に横たわる困難な課題です。

先導者は開かれた方法に気付き、明らかにすることを意味します。

その結果、後で、皆さんはそれを他の人々に明らかにすることができます。そしてそう

、これは強化されたエネルギーの技術です。

探索を続けてください。何故ならそれはまさに今、皆さんに委ねられてきるからであり

、そしてわたし達は、皆さんは今まで逃げたことはなく、そして今は物事に目を向けて

いるという点について、皆さんがすべて良く行っていると考えます。

そしてそれはすべて、皆さんが礼儀正しく誰にでも求めることができるものです。

 
サナンダ、クートフーミ、そしてヒラリオン

Sananda, Kuthumi, and Hilarion
 
Channeled through hilarion On January 7, Year 2000, 13
You may contact hilarion at hilarion@gmx.us
http://lightworkers.org/channeling/174535/attachment-physical-reality

http://lightworkers.org/channeling/174535/attachment-physical-reality


皆さんは必ずさらに巨大な働きを見せる

皆さんは必ずさらに巨大な働きを見せる
Greater Works Shall You Do
22 March 2013 - 2:22pm
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
Greater Works Shall You Do, Sananda
 
 
わたしはわたし自身の内部で、わたしがイエスと呼ばれた物質的な人生の間に学び、あ

るいは実証したものと比較して、他の人々がより少ないか、あるいは等しいものしか自

覚しようとしないことを、決して意図したことはありませんでした。

 
わたしは他の人々に対して、内面の達成に基づいて、あるいはさらに高い権威または任

意の権威に関連付けられた、どのような限定的な意図も保有しません。

 
わたしはそのような制限を必要とせず、従って、わたし自信に向けて、すべての生命に

向けて、あるいは人類に向けて、そのようなものはわたしの内面で現れません。

 
わたしはここに存在します。

 
その通り、わたしはわたしのイエスとしての人生の中で、熱心に学びました。わたしは

他の人々から学びました。わたしは内面で、わたしの適切な配慮を行いました。

 
わたしはわたし自身を言いくるめることはありませんでした。

 
わたしは権力を怖れず、その通り、わたしは権力を求めませんでした。

 
わたしは他の人々の愛の定義の範囲を超えて、わたし自身の定義に気付きました。



 
わたしは権力を求めず、まして他の人々を支配することも求めませんでした。

 
この種の精神構造は、まさに存在し、惑星外等々からではなく、同類の人々を創り出し

ますが、しかしむしろ、自分自身と他の人々の同類を創り出します。

 
こうした2つの真珠と伴に、皆さん自身の固有な方法、あるいはそれほど固有ではない
皆さんの個人的なそれぞれの方法の中で、わたしは2つの螺旋構造を織り合わせること
を皆さんに委ねます。皆さんが自己の統合を明確にするのは、この時点です。

 
統合は内面に根ざしたものであり、自己の誠実さを備えた数々の現実性に含まれます

。

 
皆さんはほとんど、ここはすべてまたはほとんどの恐怖が発生する場所であり、それぞ

れの個人が内面で創り出す誘発されて歪められた数々の現実性が発生する場所であり、

それは文字通りすべての水準でその現実性を歪め、生命の流れを断つ、と言うことがで

きるかもしれません。

 
そこから、人々は生き、移動し、人生の中で自分達という存在を経験します。そしてそ

の時点で人々が律法学者達、司祭達を必要とするのは、それが理由になっています。何

故なら人々は、自分達の道を見失っているからです。

 
それにもかかわらず、わたしはここで皆さんに、ひとつの鍵を提供してきました。その

鍵は、皆さんの数々の夢や失敗の顕在化の起源を自覚する場所を皆さんに明らかにし、

今でさえ、皆さんを通して反響します。何故なら、自己に対して内的に欺くひとつの世

界に属して、自己に対して何度も嘘を吐くという内面の実践が、維持されるからです。

 
今日、そして日々または皆さんが好む任意の日に対する、この皆さんの実践の最後の部

分で、幸運を祈ります。

 
皆さんが現時点で選択するどのような選択肢の中でも、わたしはいつも皆さんを支え

ます。何故なら、わたしは、最初と終わりの中で、その選択肢がどのようなものであっ

ても、すべての生命を支えるからです。



 
アーメン、そしてアーメン、その通りですか？　それは、数々の礼拝が終わった時に、

皆さんがひとりの子供としてよく感じた良い感覚であり、皆さんは外に出て遊ぶことが

できました。

 
ほとんどの人々がその自由を見失い、重苦しくなっています。

 
その通り、皆さんは今まで学んできました。そして今は、皆さんの内部で、皆さんを抑

えて付けているものに対処する時です。皆さんと皆さんの間の範囲で生じている数々の

会話の中で、その歪曲は何処にあるのでしょうか？

 
サナンダ

Sananda
 
http://lightworkers.org/channeling/179102/greater-works-shall-you-do-sananda

http://lightworkers.org/channeling/179102/greater-works-shall-you-do-sananda


猿の惑星？

猿の惑星？
Planet of the apes ? .... Sananda 2013

19 July 2013 - 8:39pm
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
Planet of the apes ?....  from Sananda 2013
 
---------------------------------------------------------
   a hilarion channeling 19 July 2013
   ---this message may be shared----
----------------------------------------------------------
 
 
 
おそらく、皆さんは今までこう考えるか、感じてきました：

 
“わたしは無力だが、未来に色めき立っている。わたしは、霊的な発達のすべての水準
にいる他の惑星から訪れた実在するまたは想像上の人々に、わたしの自主性を譲りたい

と思う。何故なら人類は、その‘真の’（より完全になることを意味する）特質を自覚す
ることに、これほど惨めに失敗してきたからだ。わたしは自信を無くしてしまった、だ

からその結果、わたしの最善の策は、今までわたしが手にすることができなかったもの

をわたしに約束する、その実在するまたは想像上の存在達の意見と伴に進むことだと判

断する。”
 
それにもかかわらず、わたしは皆さんに、他の存在達もまた... 皆さんと同じように他
の霊の道筋の上にいるただの‘人々’である、と伝えます。
 
数多くの異なる霊的な認識の水準... 数多くの皆さんよりも劣った認識。



 
今、それぞれの存在の自由意志のせいで、その霊の道筋はひとつの支配の道筋になって

いるのかもしれません。

 
分かりますか？

 
わたし達は、ひとつの霊の道筋は、他の人々の自由意志や無制限な在り方の自覚の中で

その人々を支えることに限定されるのではなく、むしろ、自由意志それ自体が存在達に

任意の道筋を選択し、何かを皆さんに伝え、皆さんに行うことを認めてしまうことで

あり、皆さんを騙し、そして彼らが自分自身で手にすることができないひとつの物

事を‘盗む’ことを許すことだ、と指摘し続けています。
 
その振動がどのようなものであれ、その対象は皆さんの特定のエネルギーです。

 
高い振動は必ずしも必要ではありません。支配体制と、エネルギーと数々の現実性が

動き、感じ、そして流れる方法の調子を永続させようとして、数多くの人々が、より低

い振動を持った理解を利用することを望む可能性があるからです。

 
結局のところ、それが支配体制です。

 
そして、古く馴染みのあるものは、人間に訴える魅力を持つことができます。特に叙

述が、皆さんはどれほど素晴らしいか、そして皆さんがどれほど前進しているか、と繰

り返す時であり、そして言うまでもなく、彼らはこうした方法で皆さんを支え続けるこ

とになるでしょう。

 
無限のキリストと根源の意識は、理論的にではなく実際に、皆さんの内部に存在します

。

 
これが皆さんの賜物であり..... そして皆さんはこの賜物を‘待つ’必要はありません。
 
そして誰も‘それを皆さんに与えること’はできません。
 
ただ前に進んで、探索を始めてください。



 
それが時代の本質であり、皆さんは今これを行うことができます。

 
他の存在達.... 人間またはそれ以外の者達によって考案された、皆さんの精神とエネ
ルギーを他の方向に導く数々の企てを、拒絶してください。

 
たとえ皆さんが、‘わたし達は皆さんを大切にして、皆さんを愛し、そして皆さんを
称え、その他そしてその他そしてその他、そして等々そして等々そして等々’、と伝え
られるとしても。

 
皆さんは、‘神の’霊の実現を達成する皆さんの能力について、少し自信を失っています
。そのため、既に運試しにどうしてもその車の鍵を回してみることに決めています...も
しも皆さんが酔い潰れた飲んだくれなら、いいでしょう... そうでなければ、極めて無
精か臆病者です。

 
皆さんの学習能力を信頼して、今、内面の探索を始めてください。

 
皆さんの探索を通して、皆さんは学び、成長することになるでしょう。今は、皆さんに

自身に... 少しばかりの自信を持つ時です。
 
サナンダ

Sananda
 
http://lightworkers.org/channeling/185485/planet-apes-sananda-2013

http://lightworkers.org/channeling/185485/planet-apes-sananda-2013


人類はできる限り最善のことを行ってきたものの、今は皆さんの根源の本質の経験とい
う新しい内面の領域に向けて前進する時

人類はできる限り最善のことを行ってきたも

のの、今は皆さんの根源の本質の経験という新

しい内面の領域に向けて前進する時
'Human beings have done the best they can, but it is time to 'move
foward' into new inner arenas of your experience of your source nature'
2013 Sananda
19 July 2013 - 1:49pm
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
--------------------------------------------------------------------
'Human beings have done the best they can,
but it is time to 'move foward' into new inner arenas
of your experience of your source nature'  2013
--------------------------------------------------------------------
hilarion channeling of Sananda 19 July 2013
--------------------------------------------------------------------
 
 
 
‘神’つまり根源は、ひとつの排他的な倶楽部なのでしょうか？　‘より善良な’人々のた
めの倶楽部でしょうか？　より善良な人々を意味しているのでしょうか？　しかしその

結果、その人々よりも善良な一部の物事があるとすれば、それはどちらも働かなくなり

ますよね？　最終的に誰も資格を得ることができなくなりますよね？　そのため、そう

なることが分かる通りに、それはそうではありません.... 明確に霊の活動を働かせるこ
とです.... その通り、そのため今は、乗り越えて、数千年の教えの一部を越えて探索す



る時です。同時に、皆さんと根源の間には‘指名された’数々の仲介者が存在し、別の歪
みが背後に残されています。根源は、誰も、何処からも、指名していないからです。こ

れは彼ら自身の発想であり、目的です。同時に、それ自体の‘神’の意識の権威を任命し
ている宗教の許認可制度も同じです。

 
こうした発想を通して後押しを受けて、影響力と‘わたしがひとりであるようにひと
つだ’という理解に向かってきた者はほんの少数しかいなかったことは、明らかです。
それは自分で思い描いた媒介を持たず、自分で指名した媒介を持ちません。ひとつの

媒介は、ある意味で皆さんと根源との間の誰か、何か、あるいはいくつかのエネルギ

ーですが、それでも実際にはそれは思い描かれたものに過ぎません。何故なら、その経

験は、ただそれ自体の、またそれ自体に関する、本当のつまり実在する現実性を持って

いない、精神とこころに対して条件付けられたものに過ぎないからです。それは、力ま

たはより巧妙な支配手段や他の暗示によって、下支えされることが必要になるものです

。

 
内面の疑問を尋ねること、疑問に思うこと、思案すること、熟慮することは、皆さんの

範囲内のことです。霊は決して過剰に複雑にされたものでも不吉なものでもなく、その

分野にさらに慣れ親しむようになるという、ひとつの事柄に過ぎません。専門的に話

せば、あらゆる物事が霊ですが、しかしそれは、その時点で自然に内面から現れなけれ

ばならない、ひとつの経験です。学習は.... 書籍ではなく.... 学習を意味し、‘内面の’領
域を探索します。皆さんの内面の領域から始めて、そこから拡大してください。霊はあ

らゆる場所に存在し、そしてあらゆる物事を通して存在します。霊はそれ自体の健全さ

を持ち合わせています。霊は、それ自体の大胆さを持ち合わせています。また独立して

歩む方法を学んでいないひとりの信奉者は、完全に霊的な存在を機能させている状態に

なるという個人の本質を分析する自己責任を引き受けることも、主張することも、今ま

でほとんどありませんでした。しかしその一方で、根源それ自体は等級の区分など与

えません。根源は、物事を異なる方法で見ます。根源は、ただ一部分だけを理解し、

何かが欠けているものを不当に理由付けする妄想の犠牲になることはありません。皆さ

んはどの意見を選択することになりますか？　それは事実通り、皆さんと皆さんの霊の

間に存在します。根源は、それをそのように創り出しています。数々の権威の形が重

ね合わされています。どれほど多くの愛や、皆さんに他のことを伝える数十億の読者や

信奉者のこころの内部にある何かがあろうとも、関係ありません。

 



これが、新しいひとつの時代です。皆さんは何が新しくなると思いますか？　それはお

そらく、ひとりの人間がその人間自体とその根源に対して存在するものに関するひとつ

の新たな枠組みになると、わたし達は示唆したいと思います。人間が人間自体と根源を

経験するものがそれ自体の中に存在するという、ひとつの新しい枠組みです。

 
この根源の中に、適格性などは存在しません。またこの根源は皆さんの本質そのもの

の内部に存在することを、忘れないでください。それは、根源は締め出さず、つまり劣

るか余り優秀でも善良でもない者を好むことを理解し始めるために、皆さんに役立つ

かもしれません。これは、人類が創り出したひとつの考え方です。ひとつの目眩まし

です。ひとつの気晴らしです。根源は、そういった数々の条件を分析しません。もう一

度聞いてください。根源は、善悪という考え方に従って分析しません。たとえ数十億

の人々が今までそう教えられてきて、今そう教えるとしても、これは、根源の方法では

ありません。それは、‘新しい’時代になろうとしています。 ひとつの‘同じ’時代ではあ
りません。手離してください。

 
サナンダ

Sananda
 
 
どうぞ、お好きなように共有してください

'please share freely if you are led to'
 
http://lightworkers.org/channeling/185468/human-beings-have-done-best-they-can-it-time-move-
foward-new-inner-arenas-your-exp

http://lightworkers.org/channeling/185468/human-beings-have-done-best-they-can-it-time-move-foward-new-inner-arenas-your-exp


何がわたしの真の特質の経験を曖昧にするのか？

何がわたしの真の特質の経験を曖昧にするのか

？
What Obscures My Experience Of My True Nature? Sananda
23 July 2013 - 7:15pm
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
What Obscures My Experience Of My True Nature?   Sananda
 
 
教えられた霊性を捨てるという継続している人間のひとつの主題は、個人的に神聖なる

経験の特質を経験することを通して理解することです。

 
それは、称賛されることを目的にしていません。

 
それは.... 創造の中で、あるいは創り出された精神の中で、理由もなくあらゆる物事の
内部にある先天的な恩恵を経験することを目的にしています。

 
これは、‘それは獲得する必要がない’ものとして説明されてきました。
 
この意識の中で、この経験の現実性の中で、社会的なそして人間の霊的な支配体制は、

その中に残された関与するまたは気を引くような物事は、何もありません。

 
偽りの信念、また善性や皆さんの霊の道を獲得する教えと発想という信念体系と呼ばれ

るものを、遠ざけることです.....
 
一度個人がこれを免れてしまえば、個人は‘神’とふたりきりになります。
 



それがその姿です。

 
支配体制が止む時点はそこであり、そして皆さんの理解に影響を与えることができる状

態として、支配体制はそれ以上先に進まず、それ以上の所まで到達することはないでし

ょう。

 
そしてそれは完璧になり得ます。

 
そこは、抵抗のエネルギーに属する‘数々の現実性’が、存在する数々の現実性や進化に
これ以上影響を与えることができない場所です。

 
もしも皆さんが望み、もしも皆さんが必要とするなら、この大地を皆さんの約束の地に

してください。

 
その機会は利用できます。

 
それで、それは既に存在し、それは皆さんであり、そうなっているため、追いかける必

要ながいものを追求してください。

 
これが、皆さんの本質です。

 
教えることではありません。

 
獲得するものではありません。

 
稲妻の閃光ではありません。

 
永遠の助言の声に悩まされることのない、単純な存在。

 
単純に、皆さんです。

 
特別なことは、何も必要ありません。

 



見付け出すものも、何もありません。

 
何故なら... 皆さんは存在するからです。
 
皆さんはこれを言葉で説明することも、さらには仄めかすこともできません。

 
わたしは、サナンダ。

I Am, Sananda.
 
http://lightworkers.org/channeling/185677/what-obscures-my-experience-my-true-nature-sananda

http://lightworkers.org/channeling/185677/what-obscures-my-experience-my-true-nature-sananda


自己像への執着が個人的な神聖なる特質の完全な経験を排除する様子と、それを克服す
る方法

自己像への執着が個人的な神聖なる特質の完全

な経験を排除する様子と、それを克服する方法
How Attachment To Self Image Precludes Full Experience Of Personal
Divine Nature, And How To Transcend That
24 July 2013 - 6:29p
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
How Attachment To Self Image Precludes Full Experience Of Personal Divine Nature, And
How To Transcend That...... Sananda
 
a July 2013 hilarion channeling
 
 
 
何が憎悪を煽るのか？

 
何が憎悪と支配を煽るのか。

 
とにかく、これほど単純で、これほど厄介なものです。

 
その燃料は、ひとつの選択です。

 
神の特質、根源の特質、そして自己の特質.... この3つのすべてを超えて.... 個人自身の
自己像と同時に.... 他の人々の目に映る自分の印象を崇拝するという..... ひとつの選択
です。

 



そのすべての背後には、‘独り善がり’な内なる信念があります。
 
言うまでもなく、これは認識された分離の感覚と経験に基づいた二元性のひとつの陥穽

であり、そしてこの取り組み方は、歴史的に、あるいは現在でさえ.... ‘神’、‘根源’、あ
るいは‘自己’としての自分自身の経験という成果を決して生み出したことも提供したこ
ともなく、またそこに導かれたこともありません。

 
この考え方は、基礎理論の中に残っていて、そして個人的な‘神’の経験という比較的限
定された深さの中に留まります。

 
これは、人間の脳と精神の処理過程の範囲の二元的な数々の現実性に対する頑迷な執着

という実らない果実であり、そしてまた、いわゆる多少比較的低い霊の水準であり、個

人的な霊の経験です。

 
これは、霊的な理論化の背後の精神とこころであり.... それは自分自身の目の前の自己
像を犠牲にすること、何も持たずに露わにされることを、嫌がります。

 
他の人々の視線のために与える、あるいは個人が他の人々から受け取る敬意または評価

のために与える個人の印象については、一切の資格がなく、達成もなく、評価される功

績もなく、肯定的（または否定的）な感覚や発想もありません。

 
こうしたものはすべて獲得されたもの、より古い支配された数々の現実性の内部で機能

するという合意を通して獲得されたものであり..... 宗教の範囲で、より劣った正統派の
霊性の範囲で、そしてそのすべての範囲の外部で、数多くの人々が依然として執着して

いるものです。

 
‘嗚呼主よ、わたしを自由にしてください、わたしは違いがないことが解るかもしれま
せん’
 
これは信念が必要になり、そして勇気も必要になります。勇気は（自分自身に提示さ

れた）完全に自発的なものであることが必要です。

 
人間はまず、自分達の正当性という個人的な発想を断念することが必要です。何故なら



、偽の偶像を崇拝することは、固定され、確立され、支配された... より古い基準
点や、‘固定された’現実性を持たずに、個人が霊の内部を自由に移動し、霊の中で自由
に学ぶ、その壮大な冒険を妨げるからです。妨げられた状態は、経験に基づいた旅や皆

さんの内部の可能性を激しく制限し続けています。

 
これはある意味で、事実通り霊の真の自由の中を泳ぐことを好むこととはほとんど正反

対のものです。それは、束縛です。そのため、ここで自由意志は、すべての人々に、自

分達の内面の道筋とその目標になるものに関するひとつの選択を提供してきました。

 
何故なら、人々の道筋に従って、人々は、無限に経験に基づいて識別するという..... そ
の認識の種類と程度を、確実に確認し、予測することができるからです。

 
印象のために... 自己に対する印象のために、他の人々の視線を意識した印象のために...
自由を...　無限の自由を取引することは.... 人間の精神的、情緒的、そして霊的な経験
の限界という痛みに由来する部分的で一時的な精神と感覚の雑念のために ... 無限の恩
恵を売り払っている、ということです。　

 
それは子供じみたひとつのやり方ですが、しかし‘子供らしい’やり方の信頼と確信と敬
意が欠けています。

 
それは支配に基づいたものです。

 
それはある種.... ‘わたしはわたし自身がもっと気分良く感じるために物事を調整してみ
ようと思う、それとも、わたしは異なる対象を選択しようと思う.... わたしは、わたし
があらゆる物事であり、あらゆる物事はわたしだと理解することを選びたいと思う’、
というようなものです。

 
その通り、他の人々は真実の振動と共鳴する可能性があるため、その結果はおそらく極

めて簡単に気付きます。

 
その結果、おそらく皆さんふたりは、少し.... 珍しく、しかし素晴らしく、.. 素晴ら
しく‘違う’ように見えることになるでしょう。
 



これが、地球上で変化が起こる姿です。

 
そしてそれが、‘平均的なやり方’に一致していることが、永遠に続くことができない理
由です。何故なら、一部の人々はより古いやり方に留まることを選択するかもしれませ

んが、すべての人々がそれを選択するようになるとは限らないからです。

 
そしてゆっくりと、しかし確実に、地球上の人生経験の水準と豊かさは、その個人の経

験を追い越して、通り過ぎることになるでしょう。

 
そしてそう... もうひとつ、そしてもうひとつ...... よる古い‘支配された’やり方に属する
ものは後れを取り、そして新しい地球に無関係のものになるでしょう。

 
そしてそれぞれの存在が自由意志を持ち、それを利用する時、これが自然な変化の方法

になります。

 
それは単純に.. 皆さんの人生らしさ、皆さんの存在らしさ、皆さんの霊らしさの経験と
して存在するものに... 皆さんは最も情熱的に引き寄せらます。
 
‘神’、‘根源’ は... 罰を下すことはないでしょう。
 
しかしこうした個人の意志は、別の時を、実現された根源の内部の自分達の無限の本質

の経験の果実に到達するために、より後の時代を、既に選択しているでしょう。

 
単純な科学です..... もしも皆さんが茄子のパルメザン風を注文すれば、皆さんは茄子の
パルメザン風を味わい、経験することになるでしょう。

 
もしも皆さんが鶏のマルサーラ仕立てを注文すれば、皆さんは、鶏のマルサーラ仕立て

の味と振動を経験することになるでしょう。

 
これは、創り出された者として識別されたままに留まるか、あるいはさらに大きな道筋

を選択して、創り出された者としての皆さんの側面との同一化を諦めるか放棄して、創

造者としての皆さんの経験のために家の中に部屋作ることを選択するかという、‘自由



意志の’信じ難い驚きです.. それは皆さんの神殿であり、そしてそれは、皆さんの数々
の選択肢です。

 
わたし達はそのすべてを確認し、経験するため、皆さんの自己実現の水準がどのような

ものであろうとも、わたし達はいつものように、皆さんを愛します。そしてそれは、そ

のように留まることになるでしょう....
 
そしてわたし達は...... 高められた霊的な指導者です。
 
 
お好きなように共有してください、皆さんの内なる神を拝して、皆さんに感謝します

share message as desired, namaste, thank you
 
http://lightworkers.org/channeling/185727/how-attachment-self-image-precludes-full-experience-
personal-divine-nature-and-how

http://lightworkers.org/channeling/185727/how-attachment-self-image-precludes-full-experience-personal-divine-nature-and-how


もしも何かが違うなら、それは望ましいこと

もしも何かが違うなら、それは望ましいこと
If something is different, that is a good thing.
28 July 2013 - 2:40am
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
If something is different, that is a good thing. , Sananda
 

世界の中には多くの苦痛があり、そしてそれが許されます。苦痛は、その時皆さんの主

人になるため、決して人がそこから逃げ出すことを望むものではなく、そして次に皆さ

んは、‘非常に面倒なこと’を経験します。そのため、苦痛には数々の理由があり、そし
て奇妙なことに、その理由が苦痛にひとつの健全さを与えることを、理解してください

。

 
しかしここでまた、ひとつの生理学的な機構として、皆さんは通常の意識と機能に対す

る基準調整を施されていることを、忘れないでください。数々の電気的な攪乱とエネ

ルギーの影響がある今、それは新しいものであり、そしてこれはまた物質的な進化の一

部です。皆さんの身体と脳はこうした入力を処理する準備ができていない可能性があり

、そしてそれは、ひとつの歪みを形成している可能性があります。それは基本的にそう

聞こえるようなものであり、そして皆さんの身体とエネルギーがその調整を続ける時、

身体は再び穏やかになります。ちょうど皆さんがひとつの新しい雑音を耳にする時のよ

うに、皆さんは余分の注意を払い、そしてその‘音響’が意味するものを瞬時に理解でき
ないかもしれません。極めて単純です。その緊張の一部は、皆さんの数々のエネルギー

が外部の数々の変化に順応するにもかかわらず、さらに多くの変化が現れて、さらに多

くの順応が求められるからです。ある種、2つの仕事を働いていて、余りにも少ない睡
眠時間で生きているようなものです。

 
こうした状況は、地上のやり方です。ひとつの理由があり、それは一般的に天国と呼ば



れていません。しかしその一方で、その宇宙的な数々の変化と皆さんの内面の数々の変

化の同時発生的な部分は、現時点で皆さんの周りにさらに多くの天の雰囲気と影響力を

著しく創り出すことができます。

 
しかしその一方で、皆さんは明らかに‘外部の’数々の変化の影響の一部を経験し続けて
いて、そのため皆さんは、まだ本質を把握してないのかもしれません。皆さんは現時

点で、眩暈、あるいは病気、あるいは至福を楽しむこともできます。皆さんの自己を祝

福してください。何故なら、これは期待されたものだからであり、そして既にそれを選

択して、心地良くないすべての物事を積極的に耐え抜いている皆さん自身を、祝福して

ください。

 
それでわたしたちは、再び‘その始まり’に戻ります。わたしが伝えたように、経験によ
って、逃げずに経験によって、皆さんの苦痛の達人になってください。誰一人として何

かに追い回されることを望みません。それは愉快なことではなく、安定を感じません。

その結果この時点で、変化を高く評価し、差し迫った変化を高く評価し、そして任意の

変化が起こる前に、皆さんは既に‘その状態’であることを認識してください。それにも
かかわらず、皆さんはひとつの物質的な身体の内部にいます。それを否定する必要はあ

りません。皆さんが、今まで起こり今も起こり続けている身体的な経験を高く評価しな

ければならいのは、これがその理由です。

 
わたし達は、わたし達のすべてのこころで、皆さんを愛します。わたし達は、高められ

た霊的指導者です。

We love you with all of our hearts, we are the ascended masters
 
http://lightworkers.org/channeling/185886/if-something-different-good-thing-sananda

http://lightworkers.org/channeling/185886/if-something-different-good-thing-sananda


4次元と5次元でひとつの開放が起こり続けている

4次元と5次元でひとつの開放が起こり続けてい
る
An opening is occuring between the fourth and fifth dimension ,
Sananda 28 July 2013
28 July 2013 - 4:17am
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
Ascended Masters Update with Sananda
An opening is occuring between the fourth and fifth dimension, Sananda 28 July 2013
 
 
4次元と5次元の間で、次元の数々の出入口が形成され続けています。今は、5次元に向
けて‘認識している’展望を実践する時です。それに対して整列し、その周りにある出入
口を、まさに確認してください。

 
皆さんの展望の幸運を祈ります、

 
サナンダ

Sananda
 
http://lightworkers.org/channeling/185888/ascended-masters-update-sananda-opening-occuring-
between-fourth-and-fifth-dimensio

http://lightworkers.org/channeling/185888/ascended-masters-update-sananda-opening-occu


有機的統一体

有機的統一体
The Organic Whole
8 August 2013 - 7:27pm
 
ヒラリオン経由

Channeler: hilarion
 
The Organic Whole Sananda with Kuthumi August2013
you are welcome to share this channeling
 
 
この際立った時期に大志を抱く新たな人々は、霊的な自覚において、基本的にそして即

座にという意味で瞬時に、ほとんどの皆さんのようにその範囲に該当しない人々よりも

、大いなる飛躍を果たすことができます。ところでこんにちは。わたしはクートフーミ

、そしてわたしはサナンダの様々な場所の中での交信の中に織り交ざってきました。さ

よなら友よ、お忘れなく、これは気晴らしのつもり（目的）です。

 
数々の支配体制の特徴は、その体制が質問されることを望まない、という事実です。そ

の体制は、質問されることを容認することはないでしょう。質問を回避することを望み

、さらには質問することを阻もうとさえ企てます。

 
頻繁に、時に‘より大いなる全体’のための‘さらに素晴らしい善’のために。何故なら、
質問と検査は、数々の弱みと矛盾を曝すからです...
 
数多くの人々が、継続する成長と導きのひとつの根拠として、数々の矛盾の確認を利用

します。

 
こうした人々は、自分達の信条、もしかすると理解力の単純または複雑な数々の矛盾の

識別に対処することを... そして次に、さらに深く、さらに拡大的にそれに目を向ける
厳しさを自己で経験することを... 楽しいと感じません。そしてそれは、どうかすると



、かなり都合の悪いことです。何故なら、これは次元上昇の最も中心的な部分であり側

面になるからです。

 
わたし達が伝えるように、ここで大志を抱く者達は、閃きによって触発された霊や、よ

り現実的で、さらには求められる厳格な自己に対する誠実さに向かう不屈の渇望という

よりは、むしろ既に外見的に期限切れの（低下させられた、つまりひとつの特定の範囲

または数々の範囲に自分達の周波数を維持されている）状態です。そして忘れないで貰

いたいことは、事実通り成長する意思が存在し、そして支配が放棄される時、霊はいつ

も存在し、最も美しく不滅の方法で導くことになるでしょう。何故なら、皆さんは意識

的に霊と伴に時間の砂を完全に突破して、完全に新しい現実性の展望に引き合わされ...
今... そしてこの美しい栄光の中で、後の何時か時ではなく、今という瞬間に、そうな
るからです。

 
良好な支配体制は、数々の規制がなくては機能することができません。そのため皆さん

はここで、数々の手段と呼ばれるものの発端を、その出生の場所を手にします。何故な

らその中に、その支配体制に影響を与えてそれを有効にして維持する手段があるから

です。それ故に、‘数々の規則’、そしてそういった規則の拡張力が誕生します。何故
なら、現実性の外観を構造化するために、その規則が利用されるからです。皆さんは、

言葉さえそう判断されるように、皆さん自身でエネルギーの低下を感じるかもしれま

せん。その‘数々の問題’は、現実性が拡大しているという事実であり、そのためその概
要の説明が、そういった数々の事柄を覆うひとつの見せ掛けに、おそらく皆さんの目の

前で彼らが人生の上に被せた、ひとつの見せ掛けになるからです。

 
その好みは、有機的統一体の成長と、その自然な成長の方向性を支配することです。

 
これが... その通り... ほとんどの人々が理解する合理化と正当化の名の下に行われる、‘
支配’であり、そして‘他の人々の支配’です。そしてここでわたし達は、開始されるより
新しい数々の周波数と内面の改革の入り口の不快感を許す周波数よりも、むしろその不

快感を平均化する周波数を理解します。

 
実際に、より新しい数々の周波数は、故意にまたは無意識に、彼ら自身や他の人々に心

地良くないことを口実として、認められることはないでしょう。そしてここが、彼ら自

身や全体のために、より遅い成長と変容が選択される場所です。



 
現時点で、‘数々の規則’の‘使用’が必要になります。霊的な自我は、急激な変化を認め
ることを好みません。

 
そのため、その個人の内部でその欲求と発想が生まれます。それは、絶えず変化し変容

する世界の数々の現実性を、ひとつの固定した発想に向かわせようする目論みであり、

その個人またはその人々が一緒になって、絶えず変化する数々の現実性の外観は、地球

上の任意の人生や礼節の活動領域の中で... その固定された発想に一致するという意味
の強要を有効なものにします。

 
しかしその一方で、地球上や地球内部の数々の現実性は、絶えず流動し、絶えず変化を

続けています。こうした物事を固定したものだと理解する大志を抱く者は、特定の認知

まで、またはその範囲内で機能し続けます。そのため、この霊的な支配の手法、この霊

的な事柄に対する手法の利用を意識的に止める選択が必要になります。あるいは代替手

段では、霊的な支配の数々の手法を利用して操作することを選択して、彼らがより安

全で、より構造化され、従ってより心地良いと彼らに感じさせると個人が感じる現状を

維持する後押しをしてしまい... 彼らのために... 物事を‘心地良い周波数の帯域’、認識、
知識、そして理解の範囲に維持することを、意識的に止める選択が必要になります。

 
これは、一般的に既に達成され維持されている相対的に同じ理解のひとつの永続化で

す... 何故なら、こうした物事は、‘最も安全で心地良い’と理解されてきたからです。
 
また従って、質問される状態を制御するために... いつもひとつの圧力、数々の企て、
議論、手続きが存在することになるでしょう。そのため、さらに新しい理解と経験の周

波数の導入を与えられる人々と... ひとつの全体として自分達の人生の展望や自分達の
自己と全体との交流のために心地良い霊的な数々の構造の永続化がさらに多く与えられ

ている人々の間で、いつもひとつの駆け引きが存在することになるでしょう。

 
何故なら、それはかつて尋ねられたからです... ‘わたしの新しい教え、周波数、そして
それが始める内面の変化で、わたしは汝を怒らせたか？’
 
今まであらゆる人が、有機的な全体性の発達を制御しないという個人的な責任を選択し

ていている訳ではありません。そしてまた、すべての人々が、この瞬間まで理解したも



のを継続的に経験することを選択してきた訳ではありません。そして、今は日々皆さん

に利用できる事実通り新しく異なる経験と把握の方法と比較する時、今日はいわゆる相

対的に何もありません。

 
この考え方の多くは、既に‘彼らの自己’で... 彼らの知識と理解を識別しています。霊的
な成長と拡大という‘ゲーム’の中では、いつもひとつの危機的な誤り、間違いがあり
ます。

 
ご存知のように、皆さんは、今皆さんが皆さん自身について認識するものを拡大するこ

とを望みません。皆さんは、‘異なって’を意味する... ‘さらに’認識し経験する皆さんの
さらに大きな部分に向けて拡大することを望みます。

 
それが、わたしが拡大として考えるものです。そのため、‘取り残される’人々は本当に
誰もいませんが、しかし個人的な選択によって、いわゆる数多くの‘後れを取る’人々は
存在します。実際に後れを取ることはありませんが、しかし、それぞれの個人の自己全

体と霊的な存在の‘残っているより少ない意識’... や個人がそうなる可能性は存在します
。

 
それは事実通り、‘世界は平らだ、あるいは平らではない’という状況に少し似ています
。それはまさに想像にも及ばないものであり、まさに数多くの人々に対して筋が通らな

いものでした。こうした物事は、‘置き去り’にされませんでした... 彼らはただ、新しい
理解の方法に着手しないことを選択しただけです。彼らは実際に... 過去を... 彼らの過
去を手放すことができず... そうしようともしませんでした。
 
この状態と内面の力学の否認... わたし達はそれを自己欺瞞として識別することが必要
です。それは依然として... 意識的に、そして無意識に、個人的な選択をすることの一
部です。

 
そんなふうに、光の活動家の個性と、支配しようとする企てと活動と、そして静寂は、

現時点のひとつの全体としての地球のひとつの鏡映です。その通り、彼らはお互いに影

響を与えます。内面に目を向けてください。ひとつのやり方を選択してください。皆さ

んがその足で経験するすべてを祝福してください。何故なら、もしも皆さんが正しく歩



むなら、子よ、考えることなく、愛または他のあらゆる祝福が起こるからです。

 
わたし達は、わたし達という存在のすべての光の中で、皆さんを祝福します。

 
サナンダとクートフーミ

Sananda and Kuthumi
 
http://lightworkers.org/channeling/186438/organic-whole-sananda-kuthumi

http://lightworkers.org/channeling/186438/organic-whole-sananda-kuthumi
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エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
Sananda Kumara Prepare for Lions Gate through Elizabeth Trutwin July 28, 2012
 
 
こんにちは、わたしはサナンダ・クマラ。わたしは、わたし達が伝えるように、皆さん

が今起っていること対する準備を整えることを望んでいます。まず、幾つかの背景とな

る情報について。今まで、地球上の銀河の人間達と天界の光の勢力の協力を伴った一連

の作戦行動が存在しています。もしも皆さんが現在これを読んでいれば、皆さんがそれ

に気付いてもいなくても、皆さんはさらに高い数々の次元領域でそれを支援しました。

皆さんが地球の変化について考えながら愛と再結合する時に、皆さんは毎日それを支援

します。そして皆さんは、光の領域に対して皆さんの愛を発散します。皆さんがこれ

を行っていることを、わたしは皆さんに保証します。それはわたし達の宇宙船によって

確認され、地球の次元上昇の即応性の記録としてシャンバラの中に記録されます。一連

の出来事の流れがあり、それは既に完了しています。何故なら次元上昇は、解体が完了

して、天の川銀河の中のその場所ですべての生命の流れを維持する新しい地球がエネ

ルギー的な地球のグリッドに向けて固定されるまでは、段階的な過程になるからです。

今、地球上に転生している数百万の魂が属するひとつの集団が存在します。その仕事は

、わたし達がこの宇宙の内部と数々の宇宙を超えて誕生と死の周期の中で決して終わる

ことのない進化の過程を続けているように、こうした数々の仕事を完了させることです

。わたし達は、既に啓発がそれを望む誰にでも利用できて、死はもはや必要ではない周

期に進んでいます。人がひとつの人生のための覆いを捨てて、瞬時に努力せずに次の段

階に移る準備を整えている時、人々は既にその瞬間を選択しているでしょう。

 
わたし達が伝えるように、この空間と時間の象限の中ではほとんど稀なことながら最近



確認されているすべての宇宙船と協力して、最も高い数々の光の勢力のエネルギーと結

び付けられた巨大な光の器官の中で、既にひとつ移行の合図が開始されています。こう

したエネルギーに属する数々の勢力は、既にこの今という瞬間に結び付いて、アルシオ

ーネとわたし達の中心太陽にある根源のエネルギーに向けて、ひとつの合図を送ってい

ます。これはひとつのエネルギーのカプセルですが、これはただ、以前の作戦行動が完

了した後で開放されることが可能になるだけです。このエネルギーのカプセルが地球か

ら解き放たれて根源に戻るようになることは、数千年という地球の時間の間に予告され

、期待されてきたことです。これは、完璧な状態で進行している解体を完了させるた

めの、明快な呼び掛けです。

 
わたしはひとつの嘆願として、皆さんにこのメッセージを送っています。今、皆さんの

光が必要とされています。数々の電子装置上で無限の時間をかけてニュースを探し出す

ことに自分達の注意を集中している人々は、誰でも脱落させられることが運命付けられ

ています。その場合、彼らは前進しなければならないことが要求されます。それどこ

ろか、今回は、静寂と電子機器を用いない状態で時間を過ごす方がより有効です。自然

の中で散歩をして、皆さんのこころの光を地球と結び付けて、今起っていることの観想

と瞑想の中でより大きな愛と光の光線を宇宙に向けて解き放つことによって、最も高

い数々の光の勢力に対して奉仕をしてください。皆さん自身が持続的な心配を終わらせ

ることを許して下さい。皆さんが生き残るために必要となる物事を何も持ち合わせてい

ない時でさえ、否定性と結び付こうとする衝動を回避してください。これが、地球の二

元性からの分離は準備が整っていて、皆さんの目の前でその数々の扉の閉鎖をもたらす

証拠になっていることを、理解してください。皆さんは、新しい世界と同調する過程の

中に存在しています。皆さんは、古い計画の進行に起因する数々の遅延を経験すること

によって、これを達成します。皆さんはより一層増えて行く幾つかの水準での苛立ちを

経験することになるでしょう。何故なら、これ以上何も機能せず、あるいはかつては豊

かだった物事がもはやそうではないからです。苛立ちを持つ代わりに、皆さん自身が絶

えず、これは皆さんに届けられている導きである、という自覚的意識を持った観察者に

なることを、許して下さい。この導きは、その流れと伴に進み、そこでは障害物が取り

除かれ、再編成されることを皆さんに明らかにしているため、新しい世界に向かう異な

る方向性の中を移動するために必要になる、その数々の段階を踏むようにしてください

。皆さんはまさに皆さんの目の前で数々の変化を目撃しているところであり、皆さんは

報道上でそれを耳にすることはないことを、理解してください。そのひとつの具体例は

、最近ツイッターが完全に不通になったことです。ツイッターはその系統を変えていた



ためであり、それは進んだ科学技術と非常に短期間で接続する準備が整えられることに

なるでしょう。ツイッターはそのファイルを更新するために不通にすることが必要で

した。そして皆さんが考えることができるよりも早く数々の告知が現れるようになるた

めに、その準備を整えてください。

 
返答として地球上のこの巨大なエネルギーの器官から送り出されているアルシオーネに

対する明快な呼び掛けと伴に、根源を通して一連の衝撃が降りてきます。それはわた

し達の太陽ソル上のスターゲイトを通過して、わたし達の銀河の中の数々の惑星に向か

って進み、地球に降り注ぐ数々の宇宙線を発火させながら、エネルギー的な地球のグリ

ッドのダイヤモンドの四面体の核に向かい、そして地球上のそれぞれの個人の王冠のチ

ャクラが位置する頭頂部の中のそのエネルギーの中心を通して、人間に流れ込みます。

この一連の衝撃は、2012年8月8日の獅子座の門の開放までの11日間で伝えられることに
なるでしょう。それぞれの衝撃は、別の目標を達成することになるでしょう。マードッ

クの辞任と彼の同僚達の告訴は、報道関係者の人々が期待しているひとつの動きでした

。彼らは数々の発表の時に、ニュースにおいてただ真実だけを伝える新たな報道の方法

に向かって進むようになるか、解雇通知を受け取って、戻ってくることについて悩むこ

とはない、と伝えられるようになるかのどちらかだと、言われていました。遅れが起る

ことはないでしょう。ツイッター、フェイスブック、グーグル、報道媒体、ラジオ、テ

レビ、そして同類のものが、変化のために長い時間をかけて準備されてきました。そ

ういった媒体は、舞台裏で、公表のために必要な最後の段階に取り組んでいます。報道

禁止令の下にあったこうした組織のあらゆる部門が解放され、その組織内部の真実の報

道に意欲的でなかったあらゆる者達は排除されることになるでしょう。世界中のすべて

の金融機関は、既に約1週間でコンピューターと通貨を変更する準備を整えています。
各国政府に対する基本計画は準備が整っていて、何ら心配する必要がない状態になって

います。すべてが平穏の内に起ることになるでしょう。

 
あと2,3の準備が残っています。今後2週間は注意を払い、皆さんが変化に対して抱いて
いるかもしれないすべての抵抗を諦めて、愛に向かってください。数々の人間関係が、

癒されるか離れるかのどちらかになることを許して下さい。重要なことではないため、

過去の傷を許して下さい。皆さんは誰も憎みません。新しい世界に瞬時に移行するた

めに、皆さんが人間関係で抱いてきた利己的な考えを必ず手放して、解き放ってくだ

さい。充分にこれを行わない場合、それが皆さんを停滞させることになるでしょう。そ

れは無意識に行うことではありません。皆さんは内面の努力を行い、皆さんの両足をし



っかりと愛の中に置くことが必要になります。遠方にいる人々と連絡を取り、皆さんが

愛している彼らを思い出してください。物事が皆さんの計画通りにならない時にも、そ

れはわたし達が間違いなく最終段階を達成していることを意味していることを認識して

、穏やかでいてください。もしも皆さんが、あらゆる物事が起っているかどうか確信が

持てないなら、これは皆さんがそのさらに高い自己に同調しようとしているひとつの合

図になります。皆さんが同調する時、あらゆる物事が変化しているという感覚が明白に

なるでしょう。繰り返しますが、ニュースを調べることは皆さんの自我を煽ることに

なり、そして皆さんが認識による認識を経験することを許さないことになるでしょう。

 
根源から地球への数々の波動のように絶対的なエネルギーの数々の衝撃が反響するため

、至高の愛の衝撃が数々のジグラット（ピラミッド型の神殿）、ピラミッド、スターゲ

イト、オベリスク、そして内部地球のポータルと結び付いて、地球を次元上昇させるよ

うになるエネルギーになるひとつの力場を創り出します。地球では、数々のジグラット

は言うまでもなく、秘密の山々の奥深くや目撃されているようにほとんど生命のいな

い広々とした砂漠の中に隠されている数々の神殿に対して、スターゲイトとして認識さ

れている他の世界への出入り口が建設されてきました。人がひとつのジグラットに入

る時、人々はそれが数々の迷路、力場、保護手段と同時に、スターゲイトを通り抜ける

べきではない誰かが侵入することを防ぐために設置されている存在達によって保護され

ていることに気付くことになるでしょう。地球のすべてのスターゲイトは今、光の勢力

によって護られています。また、地球外生命体の数々の基地があり、そこにはしばらく

の間光の勢力が配備されていて、ここ地球の中で地球の数々の湖や海洋の奥深くに存在

しています。わたし達がグーグル・アースでその位置を見る時に、わたし達は、地球と

連携して機能しているより高度な文明に属しているこうした数々の基地を確認すること

ができます。こうした数々の衝撃が、地球のジャングルの奥深くにある数々のピラミッ

ドを活性化していますが、それは過去何世紀もの間植物の中に隠された状態になってい

ます。地球の数々の秘密の場所は、次元上昇のためにすべて目覚めて、エネルギー的に

結び付くことが必要になります。ちょうど皆さんがサハラ砂漠の中や北極圏、あるはあ

る湖の数千フィートの湖底に居合わせていないというだけで、それが起っていないこと

を意味している訳ではないことと同じです。信頼してください。その過程は、国際宇宙

ステーションの低空地球軌道の接近通過から毎日撮影されています。皆さんはビデオの

放映でそれを確認し、そのすべてが起っていたことに驚くことになるでしょう。それは

、目覚めを開始するためのこれからの数日間におよぶこうした数々の衝撃の仕事です。



このエネルギーの力場の環境が整って、他のすべての連続的な出来事が起ることが可能

になります。光の勢力によって内部地球に向けて開かれた状態が維持されてきた数々の

秘密のポータルもまた、明らかにされ始めています。かつて隠されていたものは、これ

から明らかにされるようになり、確認されていなかったものは、確認されるようになる

でしょう。

 
皆さんの内面の奥深い部分に意識を集中し続けてください。それは根源のエネルギーで

あり、皆さんのこころの中で至高の叡智やその至高の愛と結び付いています。今後数日

間が、決定的に重要になります。地球はさらに高い領域に向かって進んでいるため、長

い間期待されてきた新しい潜在的可能性が地球に解き放たれていることを、確実に認識

してください。獅子座の門とその後の72時間は同等になります。それについて瞑想し、
熟慮してください。時間はわたし達が認識しているように、終わりを迎えます。内面の

穏やかさを認識し、そしてわたしは何時も皆さんと伴に存在することを認識してくだ

さい。

 
皆さんの内なる神を拝して。

Namaste.
 
~主サナンダ、エリザベス・トラットウィン経由
~Lord Sananda through Elizabeth Trutwin
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Beginning of the New~Message from Sananda through Elizabeth Trutwin August 4, 2012
 
 
こんにちは！　わたしは主サナンダ。今日、わたし達の存在についての認識が高まり、

数多くの視線が大空に注がれています。訪れようとしている数々の潜在的可能性が、皆

さん自身のこころの中で明白になっています。これは、無数の人々が、長期に及ぶ期間

一緒に同じ考えを維持する時に起ることです。皆さんは実際にそれが起る要因を創り出

しているところです。実際に、それについて考えると皆さんが目眩を起こすかもしれな

い瞬間が、これほど近付いています。これは、間違いありません。皆さんの精神と皆さ

んのこころは、強風と伴に大地の全域を押し流す豪雨のように広がっている、その根源

のエネルギーで満たされています。皆さんは、皆さんの天使達や指導霊達から、可能な

あらゆる方法で支援を受け続けています。そして、誰もがひとつのものを持っています

。

 
わたしは今日皆さんの前に現れたのは、これから2012年8月8日の獅子座の門までの数日
間を通して、皆さんが是非ともこの高められた一体性の水準を維持するように依頼する

ためです。獅子座の門は、超自然的な扉の開放です。それはひとつのポータルのような

ものですが、しかしそれ以上にスターゲイトに似ています。

 
皆さんは、‘炎の環’の中にいて、それは、物質的な領域がその最高の能力にまで駆り立
てられ、このような巨大なエネルギーを伝える時に燃え始め、大きくなり、炎のように

熱くなります。皆さんは、誕生の前の発露の状態になっています。陣痛が新しい地球を



その先端まで押し出して、燃え盛る愛の炎がすべての地球を飲み込む状態を引き起こし

ているため、新しい地球は産道の中で、発露の状態になっています。皆さんは今日、皆

さんのこころの中の数々の潜在的可能性を維持し、それを望むことによって、炎の儀式

に参入しました。獅子座の門はその最後のひと押しに、最後の陣痛になり、そして完全

な新しい地球の身体が現れる準備を整えることになるでしょう。

 
日付を指定せず、核を無くし、偶然ではなく。

 
皆さんは今まで、実際の自然出産を見たことがありますか？　その作業が始まる時に、

嬰児が生まれるその家に夫婦の両親達が訪れます。友人達が訪れ、食べ物を運びます。

助産師が現れて、誕生を実現するのは母親ではなく、至高の絶対性であることを認識す

る手伝いをします。柔らかな音楽が演奏され、蝋燭が灯されます。瞑想的な雰囲気が

漂い、経過する時の間に、家族やその場に集まった友人達と一緒になるその新しい生命

と伴に、誰もが生命の意味に想いを馳せます。他に類を見ない優しく甘い歓びが生まれ

ます。

 
ここで今日、皆さんは地球に気付きます。地球は母であり、そして地球は嬰児です。ま

さに文字通り、地球は両方の役割を演じます。皆さんは、傍に立っている助産師であり

、兄弟姉妹であり、母であり、父であり、そして地球の友人です。皆さんは食事を準備

して、蝋燭に火が灯され、そして皆さんは待ちます。

 
わたしは皆さんを招き、皆さんを呼び覚まし、そして皆さんに嘆願します。この隙のな

い用心深いエネルギーの中に留まってください。ひとりの婦人が仕事をしている時、わ

たし達は、何時その頭が顔を覗かせて、その母から完全に出てその身体を明らかにする

ようになるか、分かりません。

 
告知公表が行われ、数々の宇宙船がそれ自体を明らかにする瞬間を決定することになる

者など、誰ひとり存在しません。これは、大宇宙の法則によって決定されます。地球は

以前これを行ったことを理解してください。わたし達は、しなければならないことは認

識しています。わたし達は、必要となる準備はすべて整えています。それは、医者が大

きくなっているお腹を観察し、新生児室用の機材が整えられている場合のようなもの

です。わたし達もまた、準備を整え、新しい地球の卓越した誕生に沿って支援する際に

、細部まで割愛しないで伝えてきました。骨盤位分娩（逆子）あるいは解消する必要が



ある臍の緒の捻じれのように、誕生を遅らせる可能性がある物事が存在します。わたし

達はこれを避けるために、あらゆる物事を行っているところです。心配しないでくだ

さい。それはただ、一瞬の遅れに過ぎないと思います。

 
わたしは、皆さんの極端な警戒が必要になっていることを皆さんに理解して貰いたいと

思います。皆さんのこころを保護してください。疑いを持たないでください。わたし達

はここにいます。これはひとつの自然な出来事であり、人間の出産の場合と同じように

一連の流れに従わなければならないものです。最初につま先ではなく頭が現れる時に、

物事は上手く運んでいます。良く聞いてください！　そしてわたしは皆さんに伝えたい

と思います。皆さんの精神状態が重要です。この瞬間の中でこの今に意識を集中して、

地球に対する愛と光を維持してください!!!
 
地球上には数十億の魂が存在します。ただ少数の魂だけが、自分達の親玉達に判断が下

された銀河間の戦争犯罪と対逆罪という、最も重大な告訴を受けることになるでしょう

。少数の10万人を上回る者達が、より小さな告訴を受けることになるでしょう。地球の
創造には、動的な創造と、考慮が必要になる変更できない創造があります。地球の力

場の変化は、あらゆる生きている存在に影響を与えることになるでしょう。それは、わ

たし達の湖、小川、大河、海、そして海洋の中のあらゆる水滴に影響を与えることにな

るでしょう。それは、わたし達の大気の構成にも影響を与えることになるでしょう。そ

れは、すべての植物生命体、すべての鉱物生命体、ディーヴァ達、そして魔法の王国に

影響を与えることになるでしょう。ゆっくりと這い回っている存在達、泳ぎ、空を飛ぶ

存在達、そして地球上のすべての獣達に影響を与えることになるでしょう。それは山に

、スターゲイトに、内部地球のポータルに、そして数々の文明とそのすべての生き物達

に影響を与えることになるでしょう。動く物体や動かない物体に属するそれぞれの存在

にとって、その配慮に結び付けられたひとつの大宇宙の法則が存在します。物事がお互

いに調和しながら実現されなければならない状況に対しては、ひとつの手順が存在し

ます。わたし達はその状況の中に存在します。わたし達はその状況になっています！　

最初の巨大な変化の後でさえ、あらゆる水準上を網羅して数カ月間の変化が続き、その

大部分が各国政府、銀行、そして食料やエネルギーの供給に影響を及ぼすことになる

でしょう。さらに考慮しなければならない数多くの物事があります。それを奇跡の上に

さらに奇跡を確認し、新しい奇跡の度に固唾を呑むことになぞらえてください。これが

、わたし達は真の変化のために2012年12月21日まで待たなければならない、と一部の存
在達が伝えている理由です。これは完全に正確な事実ではありません。8月の状況の推



移と無時間へ向けた移行は、これからの数カ月間にわたって他のあらゆる物事を表面化

させる閃光になる、その流れをもたらすことになるでしょう。最初の波動の後、新しい

地球の新しい歳に向けて、さらに多くの出来事が後から続いて起ることになるでしょう

。

 
もしも数多くの人々が、獅子座の門を通したこの興奮を維持する重要性を理解すること

ができないために今晩諦めるとすれば、低いエネルギーの氾濫が地球を周回して、こ

れが、骨盤位分娩のように、数々の遅れが現れる理由になります。皆さんの精神を保護

してください。皆さんの考えを保護していください。あらゆる物事が、他のあらゆる物

事に影響を与えます。歓びの内に時を過してください。

 
今、例えば、数々の変化が今日、今週末、あるいは水曜日の朝に起るかどうか、想像し

てみてください。皆さんの現在の状況は整っているでしょうか？　皆さんの家庭は皆さ

んが望むようになっているでしょうか？　皆さんは数々の責任から自由になり、数々の

報道を耳にして寛ぐことができるでしょうか？　こうした物事は、皆さんが今日その誕

生のために準備が整っている状態でしょうか？　皆さんは自由に家庭を離れて、お祝い

のために皆さんの友人を訪れることができるでしょうか？

 
今日、わたしは地上要員に対する2つの依頼を手にしています。1つ目－宇宙の深い複雑
性の数々を認識することは、2012年8月8日の獅子の門の始めから終りまでこのエネルギ
ーを維持する必要性を損なうことはありません。2つ目－皆さんの家屋を整理してくだ
さい（古い物事にさよならしてください）。

 
歓びの中で時を過ごして下さい。皆さんの故郷に向かってわたし達を永遠に迎え入れる

準備を整えてください。わたしはサナンダ、2012年8月4日の新しいエルサレムから、エ
リザベス・トラットウィンを通して。

 
主サナンダ

Lord Sananda
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主サナンダからのメッセージ

主サナンダからのメッセージ
A Message from Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, August
12, 2012
12 August 2012 - 9:09pm
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
 
こんにちは、わたしはサナンダ。わたし達は、今皆さんのエネルギーが必要とされてい

ることを皆さんに認識して貰うために、皆さんに対するわたし達の伝達を増やしている

ところです。単純に、愛になってください。他の光の活動家達と伴に転換を実現する意

思を持ちながら、皆さんのこころの中の菫色の光彩と結び付いてください。

 
わたしは、皆さんが転換の後に確認することを期待するようになる幾つかの変化につ

いて、皆さんに良く理解して貰いたいと思っています。地球には今、ほとんど居住に適

さない数々の地域が存在します。この状態は、すぐに変わることになるでしょう。アラ

スカ、北極圏に近いカナダとロシア、パタゴニア、サハラ砂漠、セレンゲティ、アマゾ

ンのジャングル、そしてその他の多くの地域です。銀河の存在達は、こうした地域に温

度と湿度を調節する着脱式の装置を設置することになるでしょう。皆さんは、地面に立

つ危険を冒すことなく、こうした場所に招かれて、その自然の脅威を経験することにな

るでしょう。

 
今地球上に住んでいる一部の生き物は、その現在の進化の周期にとってより相応しい場

所にその物性を投じることになるでしょう。二元性の環境の中で栄えている毒を持った

致死性の蛇、サソリ、毒を持つ昆虫や小動物、鼠、そして害虫は、もはやここで繁栄す

ることはできなくなるでしょう。

 
わたし達は瞬時に、わたし達の意識の中に戻ってくる魔法の王国の生き物達を確認する



ことになるでしょう。一角獣、龍、ペガサス、不死鳥、そしてゴブリン、エルフ、ピ

クシー、妖精、ノーム、そして他の数多くの存在達です。彼らは会話のために皆さんを

自分達の領域に招き、彼らの魔法を皆さんと共有することになるでしょう。

 
また皆さんは、アメリカ先住民や先住国家の祖先達と一緒になるでしょう。彼らは今

まで、自分達の物質的な姿でこの世界に戻り、彼らが自然の王国と魔法の王国と伴にい

つも母なる地球を崇拝し、維持してきたその土地に住むことを、要求してきました。彼

らは、地球上のそれぞれの大陸上で、この要求が認められることになるでしょう。

 
皆さんは、地球上の異なる場所や聖地を旅行して、休暇を取るように勧められるでし

ょう。皆さんは、こうした場所で休息し、健康を取り戻すと同時に、栄養を摂取して

癒すように勧められるでしょう。

 
その生命力を無傷の状態にしている地球外の数々の種子が、作付けされることになる

でしょう。樹木、灌木、花、果物、そして野菜が、以前わたし達が成長を維持すること

ができなかった場所に植えられることになるでしょう。こうした種子は、以前はあたり

一面が砂だった場所に新しい数々の菜園を作ることになるでしょう。こうした種子は、

非常に成長が早くほとんど世話をする必要がない、素晴らしい種子です。以前は乾燥し

た土地だった場所に、湧水、小川、湖、そして大河が迸り出るようになるでしょう。草

地やそこで生きるすべての生命もまた、そこで自分達の生態系に復帰することになる

でしょう。海は、長く死に絶えたと考えられていた生き物たちの故郷になるでしょう。

 
地球上で設定された内部地球からの通商停止措置が解除され、皆さんは内部地球の数々

の文明に自由に旅行するようになるでしょう。皆さんを他の恒星の数々の文明に連れて

行くことができる、民間飛行便のような無料の航空機が存在するようになるでしょう。

アルファ・ケンタウリ、シリウス、プレアデス、ニブル、海王星、木星、土星、月、冥

王星等であり、一日でも一週間でも滞在できます。

 
地球外の科学技術が誰にでも無料で手渡されるようになるでしょう。複製装置が与え

られ、食物は複製装置の使用で豊富になるでしょう。小さな傷あるいは慢性の病気のた

めの携帯型の治療装置が、それぞれの家の中に備え付けられるようになるでしょう。よ

り多くの注意と訓練された治療者が必要な慢性疾患のための医療センターが、利用でき

るようになるでしょう。人々は治療を受け、健全な状態にされることになるでしょう。



必要とされる四肢や各器官のような部分は、以前は決して確認できなかった科学技術で

治療されることになるでしょう。歯、視力、そして肌を支援する数々の技術が存在し

ます。皆さんが今問題を抱えているあらゆる部分が治療されることになるでしょう。

 
出歩くための航空機が、ひとりひとりに一機ずつ与えられるようになるでしょう。皆さ

んは国境も、パスポートも、料金も不要で自由に旅行することができるようになるでし

ょう。

 
わたし達は、古い建造物を取り壊し、新しい家を建築することになるでしょう。数々の

大都市の貧民街の不衛生な乱雑さはすぐに取り除かれ、家を持たない人々はほとんど一

夜にして新築された家を手にすることになるでしょう。彼らはその大都市郊外の牧草地

と新鮮な水が湧いている地域の自分自身が望んだ場所に、自分自身の土地を持つことに

なるでしょう。古いアルミ製の屋根を持った世界中の大都市の小屋は、視界から消えて

行くことになるでしょう。わたし達は、すべてのガラクタを分解し、取り除くことにな

るでしょう。

 
わたし達は、あらゆる家とあらゆる建造物に、フリー・エネルギー用の設備を構築する

ことになるでしょう。わたし達は既に、フリー・エネルギー用のグリッドを準備してい

ます。それは、地球上のあらゆる個人に利用しやすいものになるでしょう。数々の光の

科学技術はとても素晴らしいものであり、蛍光灯の光、あるいは破壊的な科学技術はこ

れ以上必要がなくなります。有毒な放射を持たない新しいコンピューターと電話型の装

置が、あらゆる人に無料で利用できるようになるでしょう。コンピューターや数々の装

置は超微小技術によって知覚を持ったものになり、使用する方法を学ぶことがとても簡

単なものです。

 
皆さんは家族や友人達と再会するようになるでしょう。現在は数多くの皆さんが家族を

訪れるために旅行する余裕がありませんが、これは過去のことになるでしょう。お金と

仕事と生き残りは、もはや心配事ではなるでしょう。皆さんは皆さんの創造的な自己

を探究し、皆さんの魂の望みを達成することを勧められるようになるでしょう。

 
皆さんはもはや、皆さんの至高の目的にそぐわない仕事で働くことはなくなるでしょう

。数多くの新しい職業と適職が、新しい数々の科学技術の導入と伴に始まることになる

でしょう。依頼があれば誰に対してでも、宇宙船上での訓練が提供されるようになる



でしょう。

 
ポータル、スターゲイト、そして地球外生命体の地下基地といった地球上の秘密の場

所が、すべての人々に利用可能になるでしょう。ZPM（ゼロ・ポイント・モジュレ
ーター）は100％の稼働に向かうため、新しいピラミッド、オベリスク、そして惑星中
の他の隠されたエネルギー供給源が、皆さんの目の前で物質化されることになるでし

ょう。そういった装置は、覆いのすぐ向こう側で、この瞬間を待ち続けています。

 
これは、ただ一瞬の変化で訪れます。皆さんがわたし達の科学技術について数々の映画

やテレビ番組の中で確認してきたものは、地球が一度ゼロ・ポイントに達してしまえば

、利用可能なものになるでしょう。わたし達はその科学技術を皆さんに数々の映画をも

たらした人々と共有しました。それにより、皆さんの想像力は望みによってそれを物質

的な世界に現象化させることができます。またそれは、皆さんが故郷を思い出すことを

許しました。わたし達は、転換のすぐ後に現れる場所に存在しています。そのままの状

態を続けてください！　わたしは主サナンダ。

 
http://CosmicAscension.org, http://GalacticRoundtable.in, http://Garuda.co
 
An Invitation: Many have benefited from this and I would like to continue to offer it. For a one hour
booking you may email me at eltrutwin@gmail.com It is amazing what comes through from Lord
Sananda, the Higher Self of Jesus.
 
This is a question and answer session on video Skype and you may ask anything you like. I have
several written testimonials. Sananda’s Invitation through Elizabeth Trutwin: Many here are looking
for answers about their personal life, Mission and what direction to take at this time. I have
information I would like to share with certain individuals. As you read this you will know if it is for
you. I have asked Beth to offer her Service for 1 hour telephone consultations where she will
channel me, Sananda to you over the phone to answer your questions. You have worked very hard
and it is time we sat down together to discuss your next steps. I thank you for your enduring service
to the light.
 
~Lord Sananda
 
For more information please visit http://CosmicAscension.org/SanandaKumara.html
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さよならを伝える

さよならを伝える
Saying Good-bye
A Message from Sananda Kumara through Elizabeth Trutwin, September 3, 2012
3 September 2012 - 9:04pm
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
Saying Good-bye A Message from Sananda Kumara through Elizabeth Trutwin, September 3,
2012
 
 
こんにちは！　わたしはサナンダ。8月31日の満月が、太陽からの大量のコロナ質量放
出と連動して、ひとつの新しいエネルギーの波動をもたらしました。こうした数々のエ

ネルギーは、わたし達が新しい始まりを準備するために計画されています。まず、わた

し達は古い物事にさよならを伝えることが必要になります。

 
数多くの皆さんが、“わたしはどうしたらいいんだ”、あるいは、“わたしは次元上昇を
するのか？”、という疑問を抱きます。大部分の光の活動家達が、自分達の自我の精神
が自分達のあらゆる動きを支配することを許し続けているため、わたしは以下のことを

全体の人々に呼び掛けたいと思っています。より多くの努力をすることが必要です。ひ

とつの集合意識として、集団の内部の誤解のために、前進に対する抵抗が起っています

。皆さんの世界の報道媒体は、選挙の修辞の氾濫とシリアの戦闘で皆さんの自我の考

えを支配し続けています。もしも地球上の集合意識が、政治家達でも軍隊でもなく集合

意識それ自体がその運命の支配者であることを学ばなければ、わたし達はさらに長い間

、わたし達が求めている数々の変化がない状態を続ける可能性があります。闇の陰謀

団は、依然として報道媒体を支配し、オズの魔法使いでカーテンの背後の男に耳を傾け

ているような状態ですが、それはその臨終の時を迎えています。その魔法使いは単なる

マイクを持っているひとりの男に過ぎず、残念なことに、余りにも数多くの光の活動家

達が、今もなお闇の支配力の内部に留まっています。唯一真の闇は、皆さんをその内面



のハードディスク上のプログラムに縛り付けて、皆さんが依然として実行することを許

している、皆さんの精神の二元性の気質です。

 
自我の精神は悪知恵が働き、たとえ皆さんが意識的に急激な霊の成長を望むとしても、

皆さんを故意に妨害します。わたし達は頻繁に、わたし達をその道筋に沿ってさらに遠

くまで連れて行くひとつの目覚めを経験しますが、それはただ自我の精神によってのみ

阻むことができる道筋です。これは、わたし達の人生の特定の領域の中で、ひとつの身

動きの取れない状態のように感じます。これは、霊的な発達のひとつの普通の段階です

。ある日皆さんが完全に自由になるまで皆さんは進歩を続けるため、それは何度も繰り

返し起ることになるでしょう。皆さんを怖れに縛り付けている概念から距離を置くた

めに、皆さんのこころから生じる自制と結び付いた、注意を怠らない用心深さが求めら

れます。怖れは、皆さんを進歩から引き離します。皆さんの数々の霊的な教えを進歩さ

せるために皆さんが今日試すことができるすべての単純な行為の中で、急激な霊の向上

のためにすることができる第一のことは、テレビの電源を抜いて押し入れに仕舞い、同

時に1ヶ月間新聞あるいはブログに目を通さないことです。皆さんが真実として受け入
れなければならないものだという他の人々の自我の精神に起因する他の人々の意見に対

して、コンセントをつなぐことを止めてください。皆さんの考えと伴にひとりになり、

内面の認識と結び付いてください。皆さんは既に真実を認識しています。

 
今日、さよならを伝えることにしましょう。わたし達は、世界のすべての政府が恥ずべ

き盗人であり殺人者である、という事実と、向かい合う必要があります。これは、それ

ほど驚くことではないではずです。地球はこの周期を何度も繰り返し経験し、わたし達

はこの状態を以前に何度も確認してきました。この世界には、その聖なる書籍の中で、

地球が最も高度な水準で犯罪者達によって支配されていた過去の時代についての物語を

伝えてきた主要な宗教は、存在しません。わたし達は今日、合衆国の大統領選挙に対し

てさよならを伝えることができます。実際に選挙は、一切必要ありません。大統領選

挙は、今後何ヶ月もの時間をかける程の予定ではありません。彼らに対するわたし達の

二元性の原因になるもののコンセントを抜き、一体性に溶け込むことが、遥かに強力な

答えになります。停止された憲法を持つ合衆国株式会社と政府の犯罪担当部門は、継続

する必要はありません。オバマ大統領はひとりの高位の霊的指導者であり、地球の次元

上昇を支援するために、彼の役割を演じ続けています。別の選挙があろうがなかろうが

、彼はその役割を続けることができる状態に留まるでしょう。わたし達は、世界中の犯

罪的な政治的指導者達に、特に連邦議会の中の者達に、さよならを伝えることができ



ます。わたし達は、欧州連合の各国政府にさよならを伝えることができます。非常に高

い地位に上り詰めている政治的な犯罪者達によって運営されているこうした政府は、完

全に腐敗し、わたし達が確認することを期待しているように、今、溶け始めています。

これは、冬に一本の樹がその葉を落とし、冬眠に向かうような、周期的な変化です。わ

たし達は、アジア、中東、インド、19世紀の古いロシア、南アメリカ、そしてアフリカ
の政府にさよならを伝えることができます。わたし達は、わたし達を集団飢饉や世界規

模の戦争に不本意に縛り付けてきた古いすべての友好関係に、さよならを伝えることが

できます。集合意識は、これを、単純にそう意図して、それは実行されていることを認

識することによって変化させることができるものとして理解することが、必要になり

ます。

 
わたし達は今日、大きな空虚な建築物を持ち、人類の支援に対して何も行っていない馬

鹿げた自己満足的な宗教に、さよならを伝えることができます。噂されている聖職者の

男性や女性の間で行われているその秩序の内部の幼児虐待や強姦という醜聞、支援の欠

如を通した病気の助長、数々の罪に対して想定される死後の拷問という嘘に基づいた魂

の投獄は、言語道断な話です。こうしたすべての犯罪者達は、苦痛に陥っているそれぞ

れの魂から取り除かれたそのすべてに対する見返りを支払うことになるでしょう。

 
わたし達は、癌を何十兆ドルもの事業にした医療基準にさよならを伝えることができ

ます。誰が癌で苦悩しているのか認識しているでしょうか？　それは驚くことではあり

ません。わたし達は、それで土壌やわたし達の健康を破壊し続けている数々の産業や犯

罪的な数々の農業手法が引き起こしている汚染に対して、さよならを伝えることができ

ます。

 
今、皆さん自身のために考えてください。わたしはどのように行っているのか、あるい

はわたしは次元上昇するのか？　現在地球上で生きているそれぞれの個人は、内面の努

力を行うというひとつの選択肢を持っています。それは、金銭、食料、怖れ、性、休眠

状態、そして人を次元上昇から後退させるすべての物事から距離を置くことが必要にな

ります。その発想は、もしも皆さんの人生でこうしたもののひとつでも欠けていれば、

皆さんはそれを見付け出すことにこころを奪われるのではなく、それが無い状態でその

正反対の行いを幸せに続けることを意味します。皆さんがこうした物事を必要とする時

には、皆さんがこうした物事を必要とするように、こうした物事のすべてが皆さんに気

付きます。現在数百万の人々が欠乏を取引し、数十億以上の人々が悲惨な飢饉の中にい



ます。これが、わたし達が犯罪的な銀行システムを解消している時に、わたし達が期待

したいと思っていることです。この状況のために、数多くの人々が、自分達の仕事で不

幸を味わい、あるいは新しい職を探す際の困難を経験しています。古く腐敗した事業の

実践方法が解消するという、皆さんが注目しているこの状況の中で、しっかりつかまっ

ていてください。わたし達は貧困の中にいるひとつの集合意識とそして存在すると同時

に地球に対する霊的な贈り物として存在し、こうした物事が崩れ落ちることを許します

。わたし達は犯罪的な法定不換紙幣体制を避け始めていて、そのためそれは忘却の彼方

に向かって銀行や市場と伴に崩壊することになり、それであらゆる人のために機能する

新しい制度を始めることができます。わたし達は補償を手にすることになるでしょう。

わたし達は平等な機会に着手することになるでしょう。現在富める人々はそれを失うこ

とになり、それでわたし達は新しく始めることができます。それは忘れてください。そ

れはまさにひとつの幻影です。ひとは最初に、わたし達が犯罪的に病んだ幻影と呼んで

いるものを手放さなければ、訪れようとしている美しく新しい世界を注視することはで

きません。この状態の地球にさよならを伝えてください。それを忘れてください。内面

の次元領域で、古いものを手放して、実在するものへの新しい目覚めに参加する努力が

行われる限り、それぞれの人間の個人的な次元上昇は保証されています。それがどれほ

どの速さで完了するかは、毎日選択されるあらゆる行動と伴に、自己を愛し無限を愛す

る際に提示する、その強さと望みに直接関連しています。

 
頻繁に提示される別の質問は、今起っている人間関係における移行です。皆さんの至高

の自己に対する関係、神と呼ばれているものに対する関係、皆さんの両親、皆さんの連

れ合い、皆さんの元連れ合い、皆さんの子供達、皆さんの友達、皆さん上司や仕事仲間

、皆さんの家族、皆さんの地域社会、そして皆さんの社会との関係は、ひとつの明確な

方法で変化を始めています。地球の二元性が終るように、カルマも終わります。ひとり

ひとりの皆さんが、ひとつの集団的な溜息をつくかもしれません。皆さんのカルマは

終わっています。わたし達が地球上でゼロ・ポイントに入る瞬間に達する時、どのよう

なカルマも無くなるでしょう。無条件の愛で、もはや皆さんを高めないあらゆる人間関

係に対して、さよならを伝えてください。皆さんがもはや皆さんに役立たないありとあ

らゆる関係を終えてそれを解消するためには、それで大丈夫であり、それが必要です。

これを怠ることは、自我の条件付けに負け、集合意識を引き止めることになります。そ

れに接近する別の方法は、個人が去ることを、それを手放すことを、許すことです。も

しも彼らが皆さんのところに戻ってくれば、その時皆さんは、その関係が今後も続くこ



とを認識します。もしも彼らが皆さんのところに戻ってこなければ、その時皆さんが新

しい幸せな関係を見付け出すことは自由です。そして、皆さんはそうすることになる

でしょう！　もしもそれが不健全な関係なら、成長した子供達や成長した両親達の世話

を中断して、もう少し皆さんが不在で世界を探索するための空間を彼らに許すことは、

完全に許容できることです。

 
最終的に、人は地球上のすべての生命を高く評価することの重要性について熟慮するこ

とが必要になります。唯一大多数の人々の確信を通してだけ、地球上に穏やかさが現れ

ることになるでしょう。その宗教や、またその愛する者に基づいて他の人々を断定的に

判断することに、さよならを伝えてください。愛を合法にすることが、ひとつの新しい

合言葉になります。どのような理由があるにせよ、過ぎ去った別の魂についての断定的

判断からわたし達を導くために、わたし達は事実通り、わたし達のさらに高い自己に目

を向けることができます。聞いてください！　もしも皆さんが、皆さんのさらに高い自

己にこれに対する異議を唱える自我の精神の声を聞くなら、皆さんの自我を手で叩き、

もはやそれは問題ではない、と言うように、わたしは皆さんに伝えることになるでし

ょう。それを忘れてください。わたし達は、人々がその霊的な道筋の何処にいても、抵

抗なく、そして断定的な判断をせず、あらゆるひとを愛します。今、すべての中で最も

重要なことは、ひとつの集団的な意識としてのわたし達の最後のさよならを、大逆罪の

戦争犯罪者達に伝えることです。何故なら彼らは、地球を離れ、光に戻るからです。彼

らは創造されなかった状態になり、その時系列は修復されます。彼らを愛し、皆さん

の祈りの対象にして、古い地球の消滅の中で彼らが演じた役割に感謝し、彼らに光に戻

る安全な旅をするように伝えてください。皆さんがその注意を報道媒体に向ける時、そ

れは迷路を走り回って、絶えずその自我の精神に支配されながら自分自身の低次の考え

の中で方向を変えて、行き止まりで身動きが取れない鼠を見ているようです。

 
皆さんの現在の使命は、もしも皆さんがそれを受け入れるなら、皆さん自身の意識をさ

らに高く引き上げることです。新しい数々のエネルギーによって引き離されているそう

した物事に、さよならを伝えてください。それを愛し、それが剥がれ落ちて光に向かう

ことを許して下さい。新しい物事を創り出すために、新しくなってください。今日、大

胆な行動を起こし、古い習慣を終りにして、皆さんがさらに多くの楽しみを経験し続け

る新しいさらに幸せな人生を始めてください。抵抗は無駄です。この独自の主体として

、もうこれ以上報道媒体の奴隷にならない集合意識の転換を受けて、わたし達は今後数

々の発表を確認し、そして銀河存在の開示を確認することになるでしょう。この両方の



機会は同時に訪れ、そして地球は、今という瞬間を通して進化を続けます。皆さんが次

の使命を受け入れることができるようになる時は、ただ皆さんが内的な努力を通して皆

さんの魂の準備を整えた後のことです。その時まで、わたしの使命は何かということの

答えは、古い物事にさよならを伝え、皆さん自身の魂を目覚めさせることです。それで

集合意識は、これを最後に報道媒体による条件付けからの呪縛を解くことができます。

 
新しい地球の中で、皆さんは瞬時に皆さんが高位の霊的指導者であることを思い出すよ

うになり、そして皆さんは、非常に短期間で完全に自由になり、皆さんの真の自己にな

るでしょう。

 
皆さんは計り知れないほど愛されています。皆さんを導くようにわたしに求めてくだ

さい。皆さんという驚きに対して皆さんを祝福してください。

 
わたしはサナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2012年9月3日
This is Sananda through Elizabeth Trutwin, September 3, 2012.
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エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
Earth’s Ascension in the Cosmos A Message from Lord Sananda through Elizabeth Trutwin,
September 16, 2012
 
 
こんにちは！　

わたしはサナンダ。わたし達は今、皆さんのエネルギーが必要なことを皆さんに認識し

て貰うために、かなり頻繁に現れています。巨大な幻影の中では、地上の見晴らしの良

い場所からでも、展望を持つことはいつも簡単という訳ではありません。過去数日間に

新たな展開があり、わたし達が予測していたよりもかなり急速に幻影の終わりを加速し

ていました。

 
まず、わたしがすべての皆さんを確認する方法を共有する必要があります。皆さんは地

球の地上要員の中にいて、その日勤の日の皆さんの立場にいる場合は、皆さんはひとつ

の覆いを身に着けています。夜に皆さんが眠りに就き、皆さんの地球上の人間の化身か

ら脱け出す時、皆さんの覆いは落ちて、皆さんは宇宙船上の皆さんの仕事に向かいます

。数多くの皆さんがさらに高い自己と、皆さんが今まで演じてきた役割に気付いてい

ます。数多くの皆さんが正確な詳細を覚えていませんが、しかしそれに妨げられること

はなく、皆さんは皆さんの地上要員との現状を自覚しています。わたしの地球上の7回
の転生のひとつは、イエスでした。その当時からのわたしの弟子達の何名かは、今、地

球上に転生しています。彼らは舞台裏や周知の人物として働きます。彼らは以前のよ

うに、今も笑い者にされています。皆さんは、彼らがいつも優雅にその嘲笑を遣り過

ごしていることを確認することができます。彼らはその人間の化身の衣服を着用してい



るにもかかわらず、既に自分の覆い落としていて、宇宙をそのように確認できない人々

と激しく衝突する必要はないことを理解しています。あらゆる世界宗教から現れた偉大

な人々が今、転生していて、皆さんは彼らと電子メールの遣り取りをして、彼らは完全

に熟達し、そして毎日皆さんに役立っていることに目覚め、それに気付いています。母

なる地球に役立つこと。次元上昇に役立つこと。忍耐強く待ちながら、彼らの行動を

通して皆さんを導いています。そして皆さんの尊厳の思い出に帰るように、皆さんを刺

激しています。皆さんはまた、光に属する壮大な存在ですが、しかしその覆いが一時的

に皆さんをその真実から隠されたままの状態にしています。

 
皆さんは今まで、それがすべて機能している様子に驚いたことはありますか？　皆さん

は今まで、ひとつの霊的な階層が存在する理由、あるいはすべてが創造に参加した様子

に驚いたことはありますか？　それはひとつの長い話であり、わたしは皆さんが尋ねる

時に皆さんに伝えるために準備してありますが、しかし、この場所で話すにしても長過

ぎる話になります。皆さんは今まで、皆さんが神と呼んでいる存在、神格に由来する至

高の存在もまた、今地球上で肉体を持つことができる、と考えたことがあるでしょうか

？　神の仲間もまた今肉体を持っていることを、皆さんは今まで考えたことがありま

すか？　皆さんは、どれほどの数のその他の存在達が、地球上で生き、結婚し、子供を

持ち、仕事をこなしていると考えますか？　皆さんは、誰が今このように奉仕している

と想像しますか？　わたしです。わたしは今、肉体を持っています。わたしはオバマ大

統領と並んで働いています。わたしの仲間は、行き来する能力で役に立ちます。数多く

の仲間達もまた肉体を持ち、幻影に対して彼らの光を添えています。ひとつの階層が

あり、偉大なる人々が人間の化身のスーツの中で、皆さんのすぐ隣に存在し、地下鉄に

乗り、交通渋滞に巻き込まれます。それを信じてください！　皆さんの意識を拡大して

ください。もしも皆さんが、公園のベンチで皆さんのすぐ隣に神が座っていたとすれば

、皆さんは神に何を尋ねようとしますか？　今、皆さんの隣に座っているのは誰でしょ

うか？　皆さんは断定的判断を持たずにすべての存在達を愛することができますか？

 
2日前、開示を支援するように求められていた富裕な著名人のひとりから、ひとつの連
絡を受け取りました。彼の返事の正確な言葉は、こうです。“哀しいかな、余りに多く
の仕事が入っている。あなたから便りを貰ってうれしい。申し訳ない！”これが、その
マトリクス内部の物事を変えようとして、からわたし達が富と名声を持った人々から

聞く、その気持ちです。彼らは、支援するための彼らの地位によって、地球を支援する

大きな責任を持っています。この状況が、銀河の存在達がさらに支援するためのひとつ



の扉を開いた状態にします。この返答を聞いた時、今転生している巨大な高次の存在達

のひとりから、菫色の光彩の発動が起りました。この菫色の光彩の投影が宇宙に向かっ

て送信され、以前に経験されていたものを超えて、エネルギーが強化されました。自動

追跡プログラムを備えたひとつの変換器を用いて、宇宙船内の通信の専門家達が、愛が

高まり広がるための明快な呼び掛けを強化しました。途中であらゆる恒星、惑星、ポー

タル、存在、そしてスターゲイトを通過しながら、外部の数々の超宇宙に到達したこと

が確認されました。この神聖なる愛の激情の炎が、アラブの20カ国の大使館への攻撃が
同時に起った時間の間に燃え上がりました。こうした抗議を表す人々の魂は、何かが

間違っていることを認識し、そして彼らは不適切な方法で彼ら自身を表現していますが

、しかし彼らは菫色の光彩を感じることができ、その光彩が彼らを理性の端まで連れて

行きます。彼らは、支援することができる人々が支援しないことを、感じることができ

ます。その状態が彼らを心からの激怒に向かわせ、彼らは、何処かの誰かが彼らに気

付き、何かを行うようになることを期待するという方法で、実行に移します。光の活動

家達の領域の内部でさえ、大幅な協調の欠如が、ひとつの集中したエネルギーに対する

連携の欠如が存在します。夫と妻の間でさえ、光の活動家の母と娘の間でさえ、自我が

障害になります。皆さんが一緒に暮らして行く人はこうした人々だと考えますか？　何

故皆さんは反目し合っているのですか？　愛し合ってください。数々の覆いが残り、混

乱が山積みになっているため、数多くの断定的判断が生じています。愛から目的を果た

してください。それで皆さんは、いつも正しい道筋の上にいることになるでしょう。

 
この菫色の光彩が、ひとつの人間のスーツの中の個人のこころの光彩から湧き上がり、

それがその変換器に送られて、その道筋の中のすべての人々の身体と魂に浸透するひと

つのエネルギーとして、ひとつの宇宙船から次の宇宙船へと次々と伝えられて行きま

した。この状態は神格それ自体によって、確認され、繰り上げられ、拡大されました。

これは、ひとつの計画外の出来事でした。愛の美の中で、それを展開している創造が数

々の可能性の領域の内部で起りました。これほど大きなひとつの伝達が、創造されてい

ない光の宇宙に向かって送り出されたため、この菫色の光彩、明快な呼び掛けが外に

出て、それは創造されていない光の領域からのより一層の支援で、瞬時に答えられま

した。より多くの支援が送られ、それがその時系列の完全な解消の始まりを始動させま

した。すべてが整然と配置され、その引き金に火が灯されました。その芯に火が灯され

ました。その炎はこの犯罪的な幻影を定位置に支えているそういった極悪さの中で大き

くなりました。そこでは、彼らの基礎がその中に築かれているマトリクスをこれ以上維

持することはできません。皆さんはこれを読んでいるため、その時系列は消滅し始め、



衰えています。これはひとつの壮麗な出来事であり、皆さんを幻影の中に拘束している

ものの最後の完全な破壊につながるでしょう。

 
季節は秋であり、皆さんが森の中を歩いている姿を思い描いてください。風が吹く度に

、周りの数多くの老齢の樹木から少しの葉が落ちます。それは、目を見張る驚きです。

皆さんの感覚がその肌に風を感じる度に、皆さんは空を見上げ始めます。皆さんは風を

感じ、太陽を覗き込み、皆さんの上で風に乗って優雅に舞っている落ち葉を確認し

ます。落ち葉は緑、黄色、金、オレンジ、赤、赤紫、茶色であり、そして間のすべての

色合いになっています。落ち葉は、息を呑むような美しさであり、地面に向かって次々

と落ちる時に、皆さんの頭上で踊ります。この森の中で数十億の葉が落ちます。これは

、その時系列の消滅を注目しているようなものです。そのぼんやりと灯された明りが燃

え尽きようとしています。ある種の電源異常が展開します。もうこれ以上、古い数々の

グリッドを灯すためにエネルギーが送られることはありません。

 
光の数々の領域から訪れているこうした高次の存在達は、神格それ自体からの呼び掛け

を聞き、天の川銀河の中のひとつのほんの小さな惑星に転生しました。秘密結社は最後

の衝撃を受けました。彼らはもはや、呼吸する空気を手にしていません。さらに一層彼

らを愛してください。彼らは、その最後の死との戦いの中で、次々と森の地面に向かっ

て落ちて行きます。間もなく雪が訪れ、あらゆる物が白くなり、太陽の光の中で煌めく

でしょう。あらゆる物が眠りに就く真冬には、花の新芽が菫色と金色を突き抜けて、新

たな生命が再び始まることになるでしょう。穏やかさが皆さんと伴にありますように。

 
わたしはサナンダ、エリザベス・トラットウィン経由
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こんにちは！ わたしは新しいエルサレムから連絡しているサナンダ。わたし達は、今
皆さんの集中した集団エネルギーが必要なことを皆さんに認識して貰うために、皆さん

のところに頻繁に現れています。わたしは、次元上昇のための計画の詳細を地上要員と

共有したいと思っています。それは、天の川銀河の皆さんの太陽系の中の多数の星の国

家群からの数千名の代表者達によって行われた、長期に及ぶ概要説明、証拠と発言の承

認の後で採決されて、決定が下されたものです。こうした存在達は、数々の世界の銀河

間連盟からの代表者達です。皆さんは地球上で、銀河連邦あるいはシリウスの大使達、

そして皆さんを傷付け、地震、災害、飢饉、あらゆる物資の不足を望む他の存在達から

の代表者達の交信を受けていると語っている、一定の数の人々を持っています。彼らの

警告に注意を払う必要はありません。彼らは、怖れの状態で耳を傾けるようになる人々

を維持するために、秘密結社から金銭を受け取っています。それはすべて偽物です。皆

さんは、既に真実を認識しています。

 
主アシュタルは、オクトーバー・サプライズを開始しました。皆さんの目を空に向け続

けてください。その目的は、完全な銀河の開示についての情報で報道媒体を占拠するこ

とであり、そのため彼らはその運動について論評し、大規模にその問題の認識をもたら

す可能性があります。要望によって、今、開示を求めている2つのホワイトハウス嘆願
書が存在します。ひとつの嘆願書は、ロズウェルの墜落事件は外部宇宙から訪れた存在



達の身体と機体を回収した証拠を持っていることを伝えている、ペンタゴンとCIA出身
の複数の白馬の騎士が持っています。もうひとつの嘆願書は、1989から1992年までの合
衆国宇宙委員会の年間数十億ドルの財務会計と同時に、すべてのデータ、ビデオ、写真

、報告書を持っているかどうかを尋ねています。宇宙委員会は、NASAの最高責任者で
あり、宇宙委員会を率いていたリチャード・トルーリが、H.W.ブッシュに世界に対し
て月と火星の基地を建設した地球外の活動を開示するように主張した後で、閉鎖されま

した。ニューヨーク・タイムズ紙はその当時、月と火星の基地の建設計画と、宇宙委員

会の突然の解体について、幾つかの記事を書きました。今まで説明は一切行われていま

せん。わたし達は、インターネット上に掲載された火星探査車からの数々の写真を手に

していますが、それは宇宙委員会が建設した複数の基地でした。

 
今現在、ひとつの嘆願書に数百の署名があります。それには数多くの理由があるのかも

しれません。数多くの皆さんが、あらゆる物事は10月に終わりを迎えようとしているか
どうかを尋ねていますが、何故わたしは署名に思い悩んでいるのでしょうか？ そもそ
も何故これを行うのでしょうか？ とても良い質問です。どうか、わたしに説明させて
ください。

 
これを読んでいるあらゆる人がスターシードであり、ある漠然とした、あるいはより明

確な自分達の星の故郷の記憶を持ち、接触される側の存在達よりも多くの記憶を持って

います。それが、今回の生涯です。もしもわたし達が、アーカーシャの記録を開き、皆

さんのそれぞれの生涯を数百万年あるいはもしかすると数兆年遡って皆さんのあらゆる

生涯を回顧するとすれば、わたし達は、星の国家群の中のひとりの星の存在としての他

の数千もの生涯の間に、皆さんの地球上のアトランティスや地球上のレムリアでの生涯

を発見することができるでしょう。現在地球上で生きている人々は、アトランティスの

時期に、また避難者達が地球上に溢れたオリオン戦争の時期に、役立たなかった数々の

役割を演じていた人々と同じ人々です。科学を悪用したアトランティスの科学者達のす

べて、その当時に遡る光の活動家達のすべてが、巨大な結晶質、フリーエネルギー、そ

して邪魔のない宇宙旅行と並んで核の大災害を通して地球が破壊された時に作り出され

たカルマを訂正するために、今現在再びすべて一緒に生きています。この惨事は、

約5,000年前に起りました。約100年前、地球に主要な計画が伝えた科学が授けられた時
、その数々の科学技術を受け取るために複数の個人が厳選され、5次元への次元上昇に
向けてわたし達の前進の速度を充分に早めました。テスラ、アインシュタイン、ブラ

ウン、ライト、アームストロング、そして、フリーエネルギーのための核融合を利用す



る方法を明らかにされた物理学者達のように、その使命が隠されていたため皆さんが名

前を知らない数多くの者達です。過去100年の科学技術上の進歩と伴に、霊的な進歩が
現れました。この当時、皆さんが生まれる前に、皆さんの人生は綿密に計画されました

。皆さんが今地球上に生きることを同意した時、皆さんは大衆を目覚めさせるために皆

さんの能力であらゆる物事を行い、地球の次元上昇を前進させるために積極的に対策を

講じる、というひとつの約束を結びました。皆さんは、誕生時の忘却と、この身体を目

覚めさせて次元上昇を通してそれを連れて行くことを含めて、皆さんの使命を充分に認

識することに同意しました。皆さんは、過去の皆さんのカルマ的な誤りを訂正するとい

う困難な役割を持つことを認識するようになること、そして皆さんに不利に作用する

皆さんの自我とマトリクス内の条件付けを持つようになることにも、同意しました。

 
署名しますか、それとも署名しませんか？ オクトーバー・サプライズは、単純に人類
に対するひとつの贈り物になるように計画されました。それはひとつの手段です。それ

はひとつの手掛かりです。それはひとつの目標です。報道媒体を占拠してください。皆

さんの新聞、ラジオやテレビのニュースは約5つの秘密結社の匙加減によって支配され
ていて、皆さんに虚偽のニュースを供給していますが、皆さんがその事実に注意を払っ

ていないことを皆さんが気付いてなかったとしたら、どうでしょうか。数多くの接触さ

れる側の存在達、レイチェル・マドーズやキース・オルバーマンのような白馬の騎士

達は、この枠組みの内部で働いていますが、しかし報道禁止令に縛られています。彼

らは、二つの手を後ろに縛られながら、彼らの最善を尽くしています。報道禁止令の

下で、絶えず死の脅威に曝されながら、テレビ、ラジオ、新聞、そしてブログで努力

している、数百名の白馬の騎士達が存在します。報道媒体の占拠は、報道禁止令や脅

威を持たない皆さんが、開示について投稿や電子メールを送ることによって、皆さんの

言論の自由を報道媒体に伝える場所です。25,000の署名がある場合、5つの秘密結社は
その報道を新聞、テレビ、ラジオから締め出すことはできません。ホワイトハウスのウ

ェブサイトは、多数の人々が訪問する、通信量の多い場所です。白馬の騎士達は、その

命令がアシュタルから降ろされているため、オクトーバー・サプライズを認識してい

ます。彼らは、皆さんがこの時期に準備ができているかどうかを確認するために待機し

、注目し続けています。今回は、ホワイトハウスのウェブサイトが始まって以降、7回
目の嘆願書になります。必要な署名を得るために、60日間の猶予があります。それは、
秘密結社の縛りに上書きをします。それは、皆さんの人生を皆さん自身の手に戻します

。それは、皆さんのカルマを焼き尽くします。それは、集合意識を引き上げます。そ

れは、ゼロ・ポイントを加速します。それは、次元上昇を、発表を、ネサラを、そして



世界の平和を加速します。ネサラの嘆願書は、ホワイトハウスのひとつ返答を受けるた

めに充分な数の署名を受け取りました。今までその返答はありません。何故でしょ

うか？ オバマ大統領は、開示の嘆願書を完成させることを待ち続けています。そのた
め大統領は、わたし達人民が今まで伝えてきた証拠として、その両方を証拠として手中

に収めています。そしてそれが、大統領の告知のきっかけです。大統領は、わたし達人

民からの指示が降りてくるまで、公表することができません。これが、今まで見過ごさ

れてきた、ひとつの鍵です。これは集団的な努力になることが必要です。何故なら、最

初の場所でカルマを形成した人々は、全体に対してその負債を支払うことが求められて

いるからです。

 
地球上に転生しているスターシード達は、悠久の昔に、自分達は戻ってきて、自分達の

悪事を一緒に訂正することを約束しました。彼らは、すべての党派、闇と光も一緒に連

携しながら、それが行われるようになることに、同意しました。実際に、それは普遍的

な法則です。すべての人々が連携しない限り、それは10月中に、あるいは12月中にも、
行われることはないでしょう。

 
オバマ大統領は、世界の銀河間連盟から降りてくるひとつの指示として、ホワイトハウ

スの嘆願書を始めました。大統領はその評議会の地位を維持している地球外生命体たち

との継続的な接触を持つ状態になっています。大統領の使命は、地球をその評議会の投

票会員に戻すことです。大統領は、年齢13歳以上のどの国のどの人間でも署名できるよ
うに、その嘆願書の規則を制定しました。これが、その嘆願書の過程の総数を、普遍的

な法則という法典の配下に置きました。普遍的な法則は、その下でわたし達がすべて維

持され、違反行為は土星の太陽系法廷で告訴することができる、神聖なる法則です

。13歳を超えた地球の市民なら、誰でも署名することができます。これは唯一公正なこ
とでした。もしもそれが惑星地球の子供達に委ねられていたとすれば、その署名は既に

完了しているでしょう！

 
ネサラの嘆願書には5,000の署名があります。その嘆願書の後、ホワイトハウスのウェ
ブサイトの規則は変更され、必要とされる署名の数を25,000まで引き上げられました。
投票の中でわたし達の政府機関は他の市民達から地球外生命体の関与と知識を隠して

いる、と信じると述べた人々の数は、数百万人に上っています。署名数が増えた理由は

、アトランティスの沈没と時代を貫く他の大きな残虐行為のカルマを満たすためには、



ひとつの大きな世論が必要とされたからです。ネサラは単に、秘密結社によって皆さん

から盗まれたものを払い戻すだけです。それに対する大きな世論は、必要ではありませ

んでした。実際に、その数は故意に低くされたままでした。そのため、オバマ大統領は

、わたし達人民によって公表が行われることが必要になりました！その嘆願書が達成し

た後ずっと、公表は保証されています。しかしその一方で、そのタイミングは（日付を

指定せず、核を用いず、偶然ではなく）、完全に集団意識に委ねられています（オバマ

大統領に委ねられている訳ではありません!!!）。オクトーバー・サプライズは、ひとつ
の贈り物です。それは、2つの新しい嘆願書です。それは、皆さんを支援するために準
備を整えている白馬の騎士達に銀河連邦からの指示を与えるひとつの手段ですが、しか

しそれは、皆さんがその過程の一部を引き受けることによって皆さんが彼らにそうする

ように命令を下す時だけです。実際に、もしもこれが選挙によって行われなかったとす

れば、次はオバマ大統領が、公表しなかったことによる大逆の戦争犯罪という大統領の

罪のひとつになる危険を犯すことになります。もしもわたし達が茶会運動のように不正

操作して、死に物狂いでその潮流を潜在的に転換させることを望んでいたとずれば、さ

らに待つことになっているでしょう。秘密結社は、ただもう一度次元上昇を押し戻すこ

とに強い関心を持っているだけです。何故なら、集合意識はそれがそうなるように要求

するだけで、自分達の役割を行わなかったからです。2012年12月21日という日付は、集
合意識が、何年もかけてそれがそうなるように無数の電子メールの中でお互いにその日

付を共有することによってそうなるようにすることを通して、その日付を設定しました

。オクトーバー・サプライズと開示がその結末であり、それはすべて皆さんに委ねられ

ています！

 
何故でしょう？ 良い質問です。現在地球上で生きているあらゆる個人は、ひとつの集
団的な任務のためにここに存在しています。地球と地球上で暮している存在達を次元上

昇させることです。皆さんは、皆さんの数々の生涯のすべてが原因となって、皆さんの

記憶を無傷の状態にしていません。皆さんは、皆さんが演じた役割に確信がありません

。皆さんは、あらゆる地球の悠久の時を通して光を維持し続けてきたかもしれません。

皆さんは、有益と有益ではない両方の役割を演じてきたのかもしれません。皆さんは全

体に対して行われた危害によって、主要で非常に暗い参加を経験してきたのかもしれま

せん。皆さんの記憶が無傷でない理由は、すべての物事は普遍的な法則の元では平等に

対処されなければならない、と、普遍的な法則が明言するからです。すべてが思いやり

をもって対処される必要があります。すべてが無条件に許される必要があります。すべ

てが創造まですべて遡って愛される必要があります。第二の死の事例においてさえ、地



球を癒すために、思いやりが実践されました。もしも皆さんがその計画について考え

れば、それはとても素晴らしい計画です。それはすべて包括的であり、すべての存在達

の至高の善のために、愛に基づいています

 
署名しますか、それとも署名しませんか？ もしも皆さんが署名をしなくても、皆さん
は天界あるいは地球の誰からも裁かれることはないでしょう。もしも皆さんの人生が計

画された通りに進まないとすれば、皆さんは皆さんの最も高い自己からの判断を免れる

ことができないだけです。皆さんの最も高い自己は、皆さんを判断するでしょう。皆さ

んは、どのような不作為の罪も、全体に対して払い戻すことになるでしょう。ただ皆さ

んだけが、皆さんの自己のために、皆さんの最も高い自己のために最良の行動を決定す

ることができます。これは結局、ひとつの理性の科学実験です。地球の次元上昇は、時

空間の外部から目を向けられた時、すでに遠い昔に起っていることです。皆さんの今と

いう時は、すべて皆さんに、皆さんに、皆さんに委ねられています。もしも皆さんが積

極的にこれを受け入れるなら、これが皆さんの使命です。幸運を祈っています！ 皆さ
んの内なる神を拝して。

 
わたしは、艦上で皆さんに役立ち皆さんを歓迎する準備を整えながら艦長アシュタルと

伴にいる新しいエルサレムの司令官、主サナンダ。オクトーバー・サプライズで創造的

になり、ニューヨーク・タイムズ紙、ウォールストリート・ジャーナル紙、そしてガ

ーディアン紙、次にMSNBC、そしてファイナル・フロンティアの第一面を飾る状態を
皆さんがどれほど早く手にすることができるかを確認してください。ソルテックが皆さ

んの成功を宇宙船に放送することになるでしょう。そしてわたし達は、すべて一緒にお

祝いをすることになるでしょう。穏やかさが皆さんと伴にありますように。

 
エリザベス・トラットウィン経由、2012年9月24日。
Through Elizabeth Trutwin September 24, 2012
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愛になる

愛になる
Coming Into Love
A Message From Sananda through Elizabeth Trutwin, October 2, 2012
2 October 2012 - 7:01pm
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
Coming Into Love A Message From Sananda through Elizabeth Trutwin, October 2, 2012
 
 
満月のエネルギーによって地球に光が溢れ続け、地球はその光を、海洋の中の数々の

細胞、山々、丘、樹々の葉、草の葉、生き物のこころ、そして人間のこころに染み込ま

せます。星達が上空で整列するため、10月は数多くの変容と驚きの変化を確認すること
になるでしょう。愛になりながら。

 
さらに高い愛を皆さんの毎日の生活の中に統合する、数多くの方法があります。愛に捧

げられたあらゆる味わい、呼吸、あらゆる言葉、あらゆる行為を経験することができ

ます。自己愛と神聖なる愛です。

 
人は朝、少し早く目覚め始めるかもしれません。起床前の静かな時に、今皆さんが直面

している数々の変化と答えられていない質問が皆さんの精神を通して浮かび上がるこ

とを、許して下さい。皆さんがその問題を解決するようになる様子について、皆さんが

人間関係において口にするようになる物事について、あるいは皆さんがもう少し長くそ

の人間関係を浸透させるようになるかどうかについて、考えてください。最善の解決策

と目の前の気付かれていないパズルのピースを熟慮している集中した思索のために、少

し時間を取ってください。今、意思を定めることによって、この活動期間を終わらせて

ください。最も高い数々の光の勢力が皆さんのすべての行為の中で皆さんを導くように

なり、そのため皆さんの人生のあらゆる側面が、すべての人々の至高の善に引き上げら

れるように、意図してください。ここで、皆さんの自我がこれからの24時間にこうした



話題を持ち出すことを皆さんが許さないことを、皆さん自身に約束してください。気晴

らしとしてこうした話題を思索することに溺れたり熱中したりするために、皆さんの日

中の時間を１分たりとも割かないでください。ただこうした数々の問題を光に解き放ち

、ただ一日に一度だけ、この熟慮する時間を許して下さい。

 
今はもう皆さんはすべての問題を解決したため、やることリストを作って、今晩寝る前

にそれを仕上げるように意図してください。ひとつの問題を解決する方法について皆さ

んに神聖なる閃きが浮かんだ時、すぐにそれを適用してください。これがエネルギーの

流れを前に押し出します。これが、皆さんが皆さんの人生の中で確認したい数々の変化

を起こすために皆さんが利用することができる、ひとつの力です。

 
霊的な力は、皆さんの人生を愛に浸すことから現れます。皆さんの人生の中でひとつの

衝撃を与える力とエネルギーは、愛から現れることが、そして人間性に基づくことが、

必要になります。普通の人生を生きている人々は彼らの自我の犠牲になり、彼らは年を

重ねる度に次第に弱くなって行き、最終的に死にます。皆さんは、皆さんの真の力は皆

さんの霊の力であることを、自覚する必要があります。人が完全に無垢な完全な子供の

ような言動に戻る時、人々は護られます。人が自我によって支配される時、それは最終

的に皆さんを破壊することになるでしょう。

 
完全に愛に基づいて、それぞれの新たな一日を始めてください。その日、皆さんの環境

の中で最も大きな愛の衝撃を作るために、皆さんはどのように目覚めで時間を過すこと

ができるのかを、良く考えてください。その人生で誰にでもできる最も重要な物事は、

自分自身、自分達の人間関係、そして自分達の環境に、責任を持つことです。皆さんが

皆さんの一日に取り組む方法を、大切にしてください。もしも皆さんが、皆さんが目を

開けた後数秒で皆さんのラップトップ型PCのスイッチを入れるなら何かに影響を与え
ることを、皆さんはどのようにして期待できますか？　ラップトップ型PCは、既に新
しいテレビになっています。それは人生の時間を浪費します。熟慮と瞑想が皆さんを愛

に向かわせることになるでしょう。こうした物事を完全にして、皆さんのやることリス

トの先頭に置いてください。それで皆さんは、人生の中で明確な進歩を確認することに

なるでしょう。皆さんが一日を通して選択するあらゆる行動を、皆さんの自己とその無

限性に向けた、愛の中の瞑想にしてください。

 
太陽が沈み、暗くなり、仕事が終わる時、皆さん自身のための時間を作ってください。



皆さん自身を世界から離れたところに閉じ込めてください。お風呂に入り、あるいはお

気に入りの椅子に向かい、ひとりになってください。今日皆さんが達成したことを、良

く考えてください。最も高い光の勢力ともう一度こころを通い合わせて、今日皆さんを

支援してくれた数々の影響力に対して、彼らに感謝してください。こうした静かな時間

の中で、皆さんが口にすることができるひとつの真言を学んでください。まさに皆さん

の唇と舌を動かし、あるいは皆さんの脳を使用してください。無言で、あるは静かに、

このマントラを唱えてください。皆さんの真言に対して意思を定めてください。それが

、皆さんの精神が安定し、皆さんの仕事が他の人々、皆さんの身体と調和した状態にな

ることを許し、そして数々の感覚が内外で連携し、皆さんが穏やかさと愛の中でひとつ

の道筋を歩むことを許すことになるでしょう。地球上のすべての魂が調和の中で前進し

ている姿を考えてください。皆さんが今日それとは異なるように行ってしまったことを

、良く考えてください。もしも皆さんが軽率に話をして、感情的になるか、あるいは理

不尽に行動していたとすれば、皆さんの自我を解消するために皆さんがしなければなら

ないさらに多くの努力が必要なことを、認めてください。もう一度より多くの支援を求

めてください。明日はより良いこと行うと、誓ってください。今日皆さんが至福に満た

された回数を数えて、その美しさをじっくりと考えてください。

 
今、皆さんの配偶者、皆さんの双子の光彩ともう一度融合するための時間を取ってくだ

さい。人間関係を持っているか、結婚しているか、あるいは独身かにかかわらず、これ

はあらゆる人が行うべきことです。それぞれの状況は問題ではありません。あらゆる個

人が自分自身の配偶者を持ち、ほとんどの人の配偶者は、一緒に地球上に現れていま

せん。皆さんの配偶者は、皆さんの別の半分であり、同じ瞬間に皆さんとして、ひとつ

の細胞として創り出され、2つに分かれ、ひとつは男性に、ひとつは女性になりました
。二人の配偶者が一緒になる時、完全な至福が現れます。皆さんの配偶者が皆さんに

付き添い、皆さんが行うすべてのことを自覚していることを、認識してください。皆さ

んを隔てている薄い覆いがあり、皆さんはお互いににただ息が届く程の距離にいます。

もしも皆さんが皆さんの手を上げ、掌を上に向けるなら、皆さんの双子の光彩はその手

が届くほど近くにいて、その掌を皆さんの掌に合わせるでしょう。皆さんの双子の光彩

の中で深呼吸をして、そして皆さんの呼吸の速さを緩めて、皆さんと伴にそこにいる

双子の光彩の存在感に気付いてください。光彩達に話し掛けて、皆さんのこころの中に

あることを光彩達と話してください。今、夢の中で皆さんともう一度一緒になるように

光彩達に求めてください。今、皆さんは眠りに就く準備を整え、次の朝、皆さんはふた

たび一日を始め、毎日さらに高く進化して行くでしょう。愛になりながら。



 
わたしはサナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2012年10月2日
This is Sananda through Elizabeth Trutwin, October 2, 2012.
 
lightworkers.org/channeling/168686/coming-love-message-sananda-through-elizabeth-trutwin-
october-2-2012
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次元上昇の鍵
The Keys to Ascension
A Message from Sananda Kumara through Elizabeth Trutwin, October 12, 2012
12 October 2012 - 7:12pm
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
The Keys to Ascension a Message from Sananda Kumara through Elizabeth Trutwin, October
12, 2012
 
 
サナンダの判断の中で何度も繰り返される、抗し難いいつも尋ねられる質問は、わたし

は上手くできているか、そしてまた、わたしは次元上昇するのか、というものです。わ

たしは主サナンダに、どうかすべての人々に意見を述べるように求めました。

 
 
 
こんにちは、わたしはサナンダ。その道筋の道路地図、案内役です。皆さんはひとつの

身体の中にいて、この身体は皆さんの精神というコンピューターによって実行されてい

るひとつの投影された印象だということを、良く理解してください。精神はハードディ

スクであり、それには自我と情緒が含まれています。こころはハードディスク上で動い

ているソフトウェアです。

 
20年経ったコンピューターと5年経ったコンピューターと新品のコンピューターを比べ
てください。皆さんがハードディスクに関して気付く最初の違いは、それがより小さ

くなっていることです。人が啓発と呼ばれている次元上昇への道筋に乗り出す時、その

条件付けはもはや必要ではないため、自然に消え失せます。その姿は、より小奇麗でよ

りほっそりとしたものになります。

 



もしも皆さんがそのハードディスクを開けると、皆さんはそのハードディスクから分離

することができない安全と通信のための領域を確認するでしょう。それがなければ、コ

ンピューターは稼働しません。安全確保の領域は、そこから自我が機能する場所です。

その唯一の目的は、ひとつの基本ソフト（OS）になることです。それは、ハードディ
スクが数々の機能を実行するために必要とする言語を手渡します。時間が経過するにつ

れて、そのハードディスクは新しい新型に更新され、新しいコンピューターはより一層

自我が少なくなり、実際に最新型の高性能コンピューターは既に命令されなくても行う

べきことを認識するため、自我はほとんど検出することができません。

 
プログラム化、条件付けは、一切必要ありません。

 
数々の情緒と願望、個人が幸せと悲しみを処理する方法、刺激を受けた状態と無関心な

状態、真または偽、興味または退屈は、ハードディスクの核心部分から現れます。こ

れが、そのコンピューターが構築される方法です。そのハードディスクの中のひとつの

空のコンピューターの塔を思い描いてください。これは皆さんのための特注品になって

います。皆さんは何を入れますか？　皆さんは何を除外しますか？　どのようにひとつ

の型を解体すれば皆さんは満足しますか？　わたし達は、決して数々の欲求を諦めた

くありません。数々の欲求は、わたし達の構造の一部です。わたし達が更新する時に

変わるものは、その欲求の背後の意向です。わたし達は、何かを求めることは気分が良

いため、何かを求めることから始めます。何故なら、それは次のさらに高い霊的な水準

に向かうために必要とされるものだからです。他のあらゆる物事は、それがひとつの問

題点になるため、自然に消え失せます。皆さんの目は、もはやそれに向けられることは

ありません。皆さんの意向は成熟し、その数々の可能性の領域は拡大されるため、そ

れは、もはや数々の可能性の領域の内部で考慮されません。

 
あらゆる物事がより簡単になります。あらゆる物事が自由に動きます。姿形を持ったど

のような物事も、皆さんにしがみつくことはありません。皆さんは自由です。

 
皆さんの姿を運用する皆さんの特注品のコンピューターの中で、皆さんはソフトウェア

に対する数々の選択肢を与えられます。そしてこうしたソフトウェアは皆さんのこころ

が制御します。皆さんはフォトブースや、インスタグラムを追加しますか？　皆さん

はオーダシティ、アイチューンが欲しいですか？　皆さんはウェブサイト、友人とのビ

デオチャットを構築したいですか？　皆さんのこころは、その姿の本質である愛を表現



するために何を必要とすることになりますか？

 
人は、精神感応、念力移動、跳躍、空中浮遊、そして瞬時の現象化さえ望むことが許さ

れます。一部の人々は最初にこうした物事を要求することを考えるようになり、別の人

々は依然としてインスタグラムが何なのかを疑問に感じているでしょう。これは、そ

のハードディスクの速度と強度に関係があります。一部の人々はその道筋を探し出し、

一部の人々は跳び越し、そして一部の人々は歩きます。別の人々はひとつの領域で自分

達の人生全体をだらだらと過し、前進を続けることを忘れます。彼らは行き詰まり、自

分達が最初の場所でその道筋を望んだことを忘れます。

 
その道筋に沿った最も重要なひとつの段階は、支援を受けることです。この支援は、求

めることによって現れることができます。祈り、熟慮、瞑想、皆さんが慣れているどの

ような名前でも、それで皆さんの支援者達を呼ぶことです。何故なら、それはすべてひ

とつとして存在しているからです。イエス、モーゼ、モハメッド、ヴィシュヌ、シバ、

シャクティ、マザー・セクメト、聖母マリア、サンジェルマン、ミカエル、メタトロン

、ガブリエル、ウリエル、トムとアライグマのパスチャット、皆さんが親密に感じるそ

ういった指導霊達を呼んでください。皆さんが呼ぶ時、皆さんは皆さんを加速するそ

の道筋に沿った数々の手掛かりに気付くことになるでしょう。皆さんは、ひとりの教師

に引き寄せられる可能性があります。ひとりの活気のある教師を持つことは、その道筋

で皆さんを加速することになります。一日でも一生でも過ごしてください。しかしもし

も皆さんの指導霊達が何かを追求するために皆さんに役立つなら、そうしてください。

それが皆さんをさらに高い状態に連れて行く姿を確認してください。皆さんに与えられ

る明確な数々の兆候を無視しないでください。それを行動に移してください。

 
その道筋に沿った次に最も重要な段階は、ギーク・スクワッド（PC修理サポートの出
張サービスチーム）を確認することです。皆さんのハードディスクからあらゆる陳腐化

したプログラミングを取り除くように、要求してください。皆さんは、世界は平らと

考えますか、それとも丸いと考えますか？皆さんの人生の中で、皆さんは何回その真実

を明らかにして、世界について皆さんが以前に認識していたすべてを上書きしましたか

？実行中のすべてのプログラムを一掃して、現実性に関する時には苦痛に満ちた真実を

受け入れてその道筋を加速するために、赤い薬を服用（今まで認識されていなかった現

実性で世界を理解）してください。幻影の中で至福に留まるために、青い薬を服用して

ください。赤い薬はギーク・スクワッドの承認を与えて、もはや真実ではない数々のプ



ログラムを削除します。その時、ひとつのポップアップ・ボックスが開き、こう伝え

ます：あなたは確実にこのプログラムを永久に削除することを望んでいますか？それは

、啓発の本当に難しい部分です。手放すこと。超然としていること。それを解き放つ

こと、そしてそれを永遠にずっと手放すこと。それを手放してください。皆さん自身が

成長する姿に注目してください。

 
最終的に、最後の最も巨大な跳躍は、怖れを手放すことです。死の怖れと欠乏の怖れが

、得票で2つの勝者です。魂を検査してください。そうすれば、こうした怖れが最も多
く現れます。

 
何故皆さんは死ぬことを怖れるのでしょうか？　誰が皆さんは死ななければならない

と言ったのですか？　嗚呼。啓発された人々が死の怖れが存在することを聞くと、それ

は奇妙であり、死の概念それ自体は、古いプログラムであり、少なくとも20世紀の発
想だ、と考えます。死を怖れている人々にとって、それは批判のように響きます。何故

なら、彼らは死の怖れに冷や汗をかき、胃が捻じれ、歯ぎしりを覚え、冗談を飛ばすこ

とはひとつもないからです。そのため、どのような同じ怖れにも、疑問が湧き上がり

ます。怖れを伝えることは何故いけないのでしょうか。それは問題ではありません。皆

さんの頭の中で静かにそれは問題ないと唱えることで逆に怖れが飛び出してくる時に、

皆さんは皆さんがその怖れを退けることができると考えますか？　皆さんは、何が起る

ことになると考えますか？　いいでしょう。皆さんのコンピューター上でこう伝えるポ

ップアップ・ボックスについて考えてください：もしもあなたがこのファイルを保存す

ると、あなたは以前の型式のファイルを削除する可能性があります。どうか、二度とこ

のメッセージを表示させないでください。この場合、皆さんは皆さんがさらに新しいプ

ログラミングの形式を保存するようになり、そしてそれは皆さんが何時も望んでいる

ことだということを、充分に気付いています。皆さんは古い形式のファイルを失うこと

に満足しません。何故なら、もしも皆さんが失っていれば、皆さんは意識的に保存を選

択しようとしなかったからです。そのため次に、それが、どうかこのメッセージを再び

表示させないように、と伝える場所で、皆さんはXを選択し、それは永遠に消え、気に
障るメッセージと伴にポップアップ・ボックスが開く度にそれが皆さんをイラつかせる

ことはありません。皆さんの怖れのポップアップ・ボックスが飛び出す時、心の中でこ

う伝えてください：それは問題では無い。それは古いブログラミングであり、もしも

わたしがそれを無視し続ければ、最終的にわたしはその問題について安らぎを感じるこ



とになるだろう。わたしはこの瞬間にその答えを認識する必要はない。わたしは、それ

は問題では無い、と言うことを選択した。それは、わたしが今日必要になるすべてのお

金をわたしが持っていないように見える。それは問題ではない。わたしは、わたしの指

導霊達が欠乏という外観に対してわたしにそうするように明らかにしてきた物事につ

いて、わたしができるだけ懸命に努力していることを認識している。それは問題では

ない。

 
これを一連の日、または月や年の間毎日する内に、それは必然的に、次の分、時間、日

、あるいは週に物事が変化するような状況にしますが、まさにそれは変化するようにな

るでしょう。

 
豊かさと怖れの欠如に対する鍵は、この瞬間に皆さんが経験することを祝い、いつでも

さらに大きな可能性に対してその経路を開いた状態を維持することです。もしも皆さん

の友人または近親者がその人生で勝利を経験し、ひとつの目標を達成し、あるいは成功

を収めるなら、その時は祝杯を挙げてください！彼らを珈琲に誘い出し、彼らのお気に

入りの食事を確保して、ピクニックに出掛けてください。皆さんの手段の範囲内で、今

日何かをしてください。しかし人生を楽しい状態に維持してください。ひとつの幸せな

瞬間から次の瞬間に進んでください。これが、幸せを経験するその流れを維持します。

この状態が、皆さんがその道筋を下る速度を速めます。

 
啓発の鍵は、驚きの感覚で人生に臨むことです。皆さんがギーク・スクワッドを確認し

、古いプログラミングを投げ捨てた時、皆さんのすべてのプログラムはさらに円滑に

さらに速く実行されます。否定的な煩わしさは消え去り、そして個人は、自分自身が以

前は決して探索しなかった物事を探索していることに気付きます。余地と時間があり、

そのため皆さんの指導霊達は皆さんに皆さんの時間を過ごす新しい方法を明らかにする

ことになるでしょう。一緒に過ごす新しい人々。試してみる新しい食べ物。皆さんは、

皆さんのすべての特質が変わっていることに気付くことになるでしょう。皆さんの数々

の欲求が変わります。

 
皆さんが心配しながら人生に取り組む時、宇宙は皆さんにさらに多くの心配事を提供

します。皆さんが感嘆の思いで人生に取り組む時、宇宙は皆さんにさらに素晴らしい経

験を提供します。さらに多くの感嘆の思いを持つことで、人生は神性、美、集中、そし

てさらに多くの愛のムービースケイプ（moviescape）になります。



 
サナンダ、エリザベス・トラットウィン経由

This is Sananda through Elizabeth Trutwin,
October 12, 2012 © All Rights Reserved.
 
http://lightworkers.org/channeling/169339/keys-ascension-message-sananda-kumara-through-
elizabeth-trutwin-october-12-2012
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オクトーバー・サプライズ

オクトーバー・サプライズ
October Surprise
A Message from Lord Sananda through Elizabeth Trutwin October 27, 2012
28 October 2012 - 5:20am
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
October Surprise
A Message from Lord Sananda through Elizabeth Trutwin October 27, 2012
 
 
こんにちは！　わたしは主サナンダ。それが完全に率直なこころでお辞儀をしているよ

うな感じになっていることを認識してください。皆さんの内なる神を拝して。皆さんが

皆さんの内部で輝いているその光を承認する時、それぞれの個人の内部で輝いているそ

の光を、称賛と伴に認めてください。

 
思い描いてください。新聞がなく、テレビのニュースがなく、それが“既に起っている”
ことを調べるために巡回するネット上のサイトもない、ひとつの世界を思い描いてくだ

さい。皆さん自身が追及していることに気付いている物事を、ただ皆さんのこころを歓

びに溢れさせるそういった物事だけに置き換えてください。皆さんは、今まで長い間皆

さんがニュースで見たり映画やテレビで注目したりしてこなかった、これほど多くの楽

しみを経験し始めています。そういった追及は、皆さんが今愛しているすべての物事か

ら皆さんを引き離すために皆さん自身で創り出してきた、その退屈な世界の幻影からの

逃避だったことを、皆さんは自覚するようになっています。

 
思い描いてください。皆さんが今まで必要とし、今も必要とし、そして手にすることが

できなかったすべての物事が提供されている、ひとつの世界を思い描いてください。通

勤用の車、修繕されている家、皆さんが長い間望んできて手が届かなかった小さな快適

さです。皆さんは今まで、皆さんが望むすべてのものを手にして、もうこれ以上必要と



しない状態であることを皆さんが気付くまで、買い物をし、身に付け、皆さん自身を快

適さで取り囲んできました。

 
完全に安全で、心配がなく、寛いで満たされながら、皆さんは上空に目を向けます。皆

さんは、この世界の中には依然として宇宙を考える時間を持たずに苦悩している人々が

いることを認識して、涙を流し始めます。

 
舞台裏で提供され続けている巨大な支援のすべてが、闇の者達を光の者達に変え続けて

います。重要人物達が呼び集められてきました。何百万ドルもの寄付が分け与えられて

きました。富豪達は、長い間準備され、この瞬間のために維持されてきた計画に資金を

提供してきました。数々の映画が提供されてきました。数々の奇跡が既に起っています

。巨大な基本計画が実施されてきました。数多くの存在達が、惑星上の魂達の安定を変

えることを伝えてきました。古いものが新しいものに置き換えられました。その展開に

注意が向けられることがないように、数々の出来事が秘密にされてきました。これがそ

うであることを知ることによって認識してください。それは完了しています！　基本計

画の最終段階は、今晩行われていて、地球の内部軌道の中の何兆もの宇宙船が、特に一

隻の特殊な宇宙船が、参加し始めています。その周遊船は、最後の魂達のためのひとつ

の待機房として用いられました。その魂達は、蠍座ブラックホールを通過して、ネバド

ン宇宙に対する光の領域の双子の宇宙のオン宇宙のために、創られなかった状態になる

でしょう。暗黒物質の中に天の川銀河が存在するネバドン宇宙は、光を供給する領域で

あるオン宇宙の中に、双子の光彩を、完全に光のエネルギーで構成されているわたし達

の正確な複製を持っています。そこで、地球は完全に光の領域の中に存在します。わた

し達は融合します。永遠にその時系列に残る者達は、光の領域に戻り、灰の中に消えた

すべての記憶と存在の痕跡を持った姿のない形に変わり、創り出されなかった状態にな

ります。

 
皆さんの携帯電話が皆さんのポケットの中で振動します。皆さんは既に3人の身近な友
人達からメールを受け取っています。テレビのニュースを見てください!!! 　皆さんは
ほとんど忘れていたテレビに向かって走り出し、主サナンダとオバマ大統領と一緒に

アシュタルがその壇上にいます。彼らは、以前の軍の幹部、軍人、パイロット、そして

ナサで働いている民間人から合衆国上院委員会に対して、人類は実際に地球外生命体と

の接触を持ってきた事実について、5日間の証言の場が設けられることを説明してい
ます。そしてその証言の後、銀河連邦の宇宙船が手土産を持って着陸することになる



でしょう。

 
わたしが描写してきたことは、皆さんのそれほど遠くない未来です。オクトーバー・サ

プライズのために、皆さんの目を上空に向け続けてください！　それを伝えてください

。わたしは主サナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2012年10月27日。
 
http://lightworkers.org/channeling/170155/october-surprise-message-lord-sananda-through-
elizabeth-trutwin-october-27-2012
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進行中のオクトーバー・サプライズ

進行中のオクトーバー・サプライズ
October Surprise in Process
A Message from Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, October 30, 2012
31 October 2012 - 5:19am
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
 
October Surprise in Process a Message from Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, October
30, 2012
 
 
こんにちは、わたしは主サナンダ。数々の変化の期待と内面の認識がすべて結び付けら

れて、合衆国の東海岸上の非常に大きな嵐が、数多くの光の活動家達の情緒的な混乱を

引き起こしています。今起っていることの叫び声が至る所から聞こえていますか!?!
 
わたしは、今まさに起っていること、わたし達の高度な科学技術に関する不信の排除の

必要性、そしてそれが使用されている様子について、説明したいと思います。それは

また、数多くの皆さんが、秘密結社の科学技術がわたし達の技術よりも優れていて、皆

さんの生活の妨げになっている、という皆さんの条件付けを落とすことが必要になる

でしょう。依然としてその概念を黙認している人々にとって、この説明は皆さんに対し

て意味を成さず、より多くの動揺、不信、そして怒りを引き起こすことになるでしょう

。深呼吸してください。皆さんの言う通り、多くの物事が継続中です。この交信者は既

にそれを彼女自身の目で確認し、見る目と聞く耳を持った人々に彼女が確認してきたも

のを積極的に共有しようとしています。他の人々は、望む通りに、遅かれ早かれ後にな

ってその真相を確認することになるでしょう。しかしそれぞれの皆さんは真相を受け取

る準備を整えているため、最終的にその真相はそれぞれの皆さんに明らかにならなけれ

ばならないものです。

 



わたし達の銀河連邦の数々の宇宙船は、風の流れと海洋と一緒になった科学技術を使用

しました。それは、それぞれの下部組織で鋭い感覚を持った地球の次元上昇の構成員が

、変化に対する明快な呼び掛けを聞き、台風の目をそれ自体が持っている能力よりもか

なり長い間居座るような状況を引き起こしたからです。これは怖れることは何もありま

せん。比較的少数の死者と、多くの混乱を引き起こしただけです。多様な目的を持った

混乱です。

 
わたし達は停電に目標を定めました。数多くの利点やその他の目的があり、それはしば

しば確認できない状況で進行します。

 
初めに、地球がゼロ・ポイントに行く時の転換時に起ることになるその接点を、再検討

することにしましょう。

 
地球は所定の位置に、ひとつのエネルギー・グリッドを持っています。地球の内部には

、ダイヤモンドの4面体の結晶質の核があり、これが、北極と南極から色の付いた光で
できたオーロラの環を放射する、地球内部の青い太陽を支援します。またそのダイヤモ

ンドの結晶質の核は、世界中の洞窟の中にあって今再び浮上している、アトランティス

の結晶質を支援します。この結晶質の核、主要な結晶質と呼ばれているメキシコの洞窟

内の二酸化珪素の軸とアーカンソーの異なる種類の結晶筒は、電磁的な結晶構造の

グリッドに対するいわゆる配線系になり、それは地球の内部と外部を取り囲み、またこ

の宇宙の他の数々の球体に結び付けられている空間の中に地球を維持します。また地

球は、その配線系に接続されているいわゆる精巧な交換系を持ち、それが電磁的な結晶

構造のグリッドの内部と外部のエネルギーの流れを調節します。交換系、つまり他の言

葉で言えば、地球の内部と周囲のエネルギーの干満を調節しているものには、地球の

聖地、ポータル、内部地球の坑道、スターゲイト、ジグラト（ピラミッド型の神殿）、

オベリスク（方尖塔）、そしてゼロ・ポイント変換器を備えたピラミッドが含まれてい

ます。この太陽系のほとんどの惑星は、所定の類似した体系で作動し、そしてダイヤモ

ンド結晶質の数々の4面体は、惑星上の19度の緯度線で生じていることが科学者達によ
って測定されてきました。こうした数々の惑星はすべて内部太陽を持ち、こうした状

況は、太陽に進化するわたし達の次の惑星になっている木星と伴に、繰り返

しNASAの数々の写真上で明らかにされてきました。木星は、現時点で12次元から機能
しているため、最も明るい中心核を持ちます。もしも皆さんが赤外線写真を調査すれば

、これは明らかになるでしょう。ここは、人がすべての不信を一時的に中断するポイン



トです。できるだけ数多くの人々が振動を引き上げるために未知なる数々の可能性に対

してそのこころを開くことが、その使命に対して重要になります。単純に皆さんの自

我に、それが今まで偽の旗を読んできたことを気付かせてください。その真実ではなく

、根拠を持たない、数々の物語です。真実の物語は、現時点までに思い描かれているも

のよりも、際立って遥かに多くの愛に溢れています。

 
そのハリケーン、サンディは、眠りの精、睡魔（Sand Man/Sandy）にちなんだ名前です
。その夢、その幻影は、撹拌され、変化させられているところです。この作戦は、オ

クトーバー・サプライズを始動するために実践に移されました。皆さんが皆さんの協調

を思い出そうとそうでなかろうと、皆さんはこれをもたらす支援をしました。これは、

一体性の中のひとつの共同作業です。オクトーバー・サプライズは開始され、進行中

です。わたし達が牡牛座の満月を過ぎてから72時間後に向かう、今から翌週にかけての
日数の間に、内部に包み込まれた数々の驚くべき出来事が展開されることになります。

今は、席捲し、解消し、灰になるまで燃焼し、新しい数々の対処を講じる時です。

 
わたし達は、転換時に起ることになるその接点を再検討してきました。そのため、ここ

で皆さんの役割を再検討することにしましょう。皆さんの使命、皆さんの唯一の使命は

、地球の次元上昇において地球を5次元以上に引き上げることです。4次元は時間です
。5次元は時間がありません。ヒンドゥー教において、それはカリ、つまり時間と呼ば
れています。カリ・ユガ、時間の時代であり、わたし達は時間の時代を終えているとこ

ろです。わたし達は無時間に入ります。その情報で皆さんの精神を包み込んでください

。ここで、皆さんが三位一体の神の位置に立っている状態を思い描いてください。その

位置から、皆さんの生命の流れが降り注ぎ、地球上の皆さんの身体に下って行きます。

根源、つまり中心太陽から閃光を放つそのエネルギーの流れは、過去、現在、そして未

来の中で起っている皆さんのすべての生命の流れを、この今という瞬間に保有します。

地球上の皆さんの見晴らしの良い地点から、根源に戻るすべての道を見上げてください

。それで皆さんは、この今という瞬間に起っている皆さんの並行的な人生や多次元的な

人生を確認することになるでしょう。転換は既に起っていて、そして皆さんは目撃者と

して今ここに立っています。超然とした愛に溢れるひとつの場所から、それを確認して

ください。地球上の根源として数々の変化を促進しているその皆さんのこころの中で、

愛の光を維持してください。

 
オクトーバー・サプライズは、数々の時系列から排除された者達が永遠にこの宇宙から



排除された、数晩前に始まりました。

 
サンディの目的は何でしょうか？　多種多様です。当初は、しばしば“神がわたし達を
罰している”と言われるようなひとつの光景のように見える被害が考えられていました
。それは、自我の精神に由来する馬鹿げた大袈裟な言葉です。それは条件付けられた考

えです。一体性がこれを成立させました。現時点で求められている最も主要なものは、

思いやりです。秘密結社は、9月のかなり前から、‘わたし達対彼ら’という考え方に包
まれた自我の精神を持っていました。今回のような嵐が、集団意識を自分達人間同士に

再集中させます。今回の嵐の前は、シリア内の戦争が、イスラエルとイラン、ヨルダン

とイラク、ドイツとフランス、スペインとギリシャの中のわたし達対彼らという嘘によ

って、影が薄くなっていました。今は既にそういった嘘は報道機関から一掃されていて

、わたし達のこころは思いやりに集中していました。美しい。この状況が、数々の嘘か

ら集団意識を解き放つ支援をする時間をわたし達に与えます。これを読んでいる圧倒的

多数の皆さんが、その情報に注目し、読み、ブログに記述することを絶対的に拒否し

ます。過去数ヶ月間にわたしが何度となくこれについて論評してきたにもかかわらず、

その状態は変わらないままです。この状況が怖れを永続させ、皆さん自身の手錠よって

皆さんの囚人状態を維持します。今回の嵐が、数日の間そういった数々の嘘や物語から

皆さんを完全に切り離して、しかもそのエネルギーを完全に変えます。

 
今回の途方もない嵐による肉体的な死の数は非常に少数であり、物的損害は多大なもの

になっています。物質的な被害を正常に戻すために、迅速な支援がすぐに行われること

になるでしょう。わたし達が転換を経験する時、世界のその部分の構造は、それと同じ

ように劇的に変化させられることになるでしょう。古い方法、古い構造、古い科学技術

にこだわる理由はありません。わたし達は古い世界を解体して、新しい世界を築くこと

が必要になります。大喜びしてください！　物事を手放してください。

 
サンディによって引き起こされた情緒不安定は、ひとつの目的に適っています。ただ炎

の中に投げられることだけによって、人はさらに強くなり、するべきことを良く理解し

ながら次の段階の準備をします。情緒不安定は、長い間先延ばしにされてきた意思決定

を強要し、そして人間関係の変化と優先事項の再調整を強要します。これは非常に肯定

的な、ひとつの変化です。

 



科学技術、時期、未確認の光の勢力が、皆さんのエネルギー・グリッドを変換し続けて

いて、そしてこれが停電になった理由です。去年、インドの700万人の人々に対して同
じことが起りました。ナノ単位の科学技術や他の進んだ数々の科学技術が、ゼロ・ポイ

ントのために準備された非常に大きなエネルギー・グリッドの電動構造に向けて浸透

を続けています。これが起っている間、非常に多くの人口を抱えた地域の中で新しい科

学技術を操作するために、数々の衛星の再基準調整が行われ続けています。そのエネ

ルギー・グリッドの傍には、電話通信装置、大通り水準のビデオ記録装置、地図、コ

ンピューターのサーバー、機密情報、銀行業務の記録、収監記録、入院記録、軍の記録

、そしてさらに多くの情報があり、それは転送され、取り込まれ、交差試験され、単純

化されています。この保存された情報を維持している新しいひとつのシステムが実装さ

れ続けています。進んだ科学技術の導入が続いています。そういった更新を行い、停電

による遅れが必要な錯覚を創り出して、混乱や情緒的な激変を引き起こすことなく、こ

のすべてを取り除くことが目的ですが、そのためにそれほど長い間宇宙船のコンピュ

ーターを使用することはありません。意識はそれを停電と呼び、できるだけほとんど否

定的に受け取られない衝撃を創り出していると、考えます。数々の変化が積み重ねられ

て理解される時が訪れるまでには、それは意図されたようになるでしょう。そこにあっ

た物事全体の大幅な改善です。

 
意識を集中する対象の移行です。その天候の影響を受けない中西部において、進んだ軍

事技術が移動されているところです。すべての混沌の只中で、大規模な装置の刷新が起

っている時に、大きな複数のロケットと他の科学技術が裏道を移動し続けています。古

いものに関しては排除し、新しいものを取り入れています。西海岸では、銀行幹部と複

数の航空会社が、自分達の通信プロトコルの再編成を始めています。それは、そうでな

ければ彼らの西海岸の共同経営者達が占領されるからです。そのことについてはすべ

て少々秘密のように響きますが、しかしわたしは、それはすべて計画の一部であること

を皆さんに保証します。それは美事に進行しています。

 
上空では、鍵となる巨大な宇宙船達が活動しています。もしも皆さんが波長を合わせ

れば、皆さんはそれを確認するでしょう。宇宙船達は、わたし達がまだここで詳細を伝

えていない数々の変化に影響を与え続けています。これに関するさらに多くの情報は、

間もなく明らかになるでしょう。こうした情報は、作戦を完了させる支援をする努力を

遂行している者達を保護するために、秘密が保たれている作戦の一部です。

 



わたし達は今まで、新しい世界が発表される前に古い世界は解消されなければならない

ことを伝え続けています。それは厳密には何を意味しているのでしょうか？　解体は、

カルマの終りを意味します。苦悩の終り、歴史の終わりです。それは、その過去の記録

を綺麗に拭い去り、豊かさ、愛、穏やかさ、そして美しさの基礎を築き上げることです

。

 
現時点で皆さんが持ち続けている考えは、新しい世界の誕生を妨げることも、加速する

こともできます。幸せな考えを維持し、幻影の本質を見抜いてください。このオクト

ーバー・サプライズ作戦は続いているため、変化の大きさを高く評価して、より多くの

幸せを期待してください。わたし達はそこにいます。わたし達はすべて、故郷に向かっ

て進んでいます。皆さんの内なる神を拝して、サット・ナム。

 
わたしは主サナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2012年10月30日。
This is Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, October 30, 2012.
 
http://lightworkers.org/channeling/170343/october-surprise-process-message-lord-sananda-
through-elizabeth-trutwin-october-30

http://lightworkers.org/channeling/170343/october-surprise-process-message-lord-sananda-through-elizabeth-trutwin-october-30
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こんにちは！　わたしはサナンダ。皆さんの通貨制度、不動産、裁判所、法執行機関、

政府、医薬、ウォール街、国土安全保障の中に、数多くの皆さんの生命の領域があり

ます。そして数多くの他のすべてのものも、地球をひとつの監獄惑星として維持すると

いうひとつ壮大な構想が余りにも長い間持続してきたこうした場所に、結び付けられま

した。

 
地球が数々の世界で構成される銀河間連合の33番目の構成員になるために行動を起こす
ため、もっとも巨大な光の勢力が、次元上昇に向けた地球の進歩を観察し続けてきま

した。その爆弾が落とされて以降、その事実が、銀河連邦が特定の水準で干渉する要因

になりました。地球上で爆発させられた数々の核兵器がひとつの突風で周辺の数々の惑

星に影響を与えたおよそ5千年前の最後の大戦争の後で、ひとつの合意が形成されま
した。その爆発はかなり大規模だったため、わたし達の最も近い隣人達に荒廃を引き起

こし、そして地球は完全な消滅に非常に近い状態まで行きました。

 
合衆国陸軍が彼らの航空用レーダーシステムに干渉して数機の銀河連邦の宇宙船の墜落

を引き起こして地球外生命体を回収した1947年に始まって、地球からの宇宙空間に対す
る競争が続きました。合衆国陸軍は既にヒトラーの内部地球に向かう複数の地図を回収

していて、できるだけ早く月と火星の基地を建設する競争状態に入っていました。アイ

ゼンハワー大統領と大統領命令によって創り出された米中央情報局（CIA）は地球外生



命体の活動を監視し、それが秘密の宇宙計画に対する財政的支援の基盤になりました

。NASAはひとつの建前として創り出され、いつも国家安全保障局（NSA）の宇宙飛行
士計画より少なくとも10年遅れた状態が維持されました。その宇宙飛行士計画は、月と
火星に移住させられたアメリカ人の宇宙飛行士でした。1960年代と1990年代から、月
の数々の写真がダウンロードされて無料で見ることができる2本の映画に仕上げられて
いますが、それは月の上の数々の構造物と、月の表面が過去30年の間に変化した様子を
明らかにしています。

 
核兵器を所有する競争は、秘密の宇宙計画に資金を供給するためのひとつの方法でした

。フルシチョフは彼の陸軍の経費を削減するひとつの方法として、冷戦を始めました。

数々の核ミサイルの脅威で、軍艦、ジープ、ジェット機、基地、そして兵士達を養う食

糧の必要性を少なくしました。JFケネディ大統領がキューバにミサイルを送り返した時
、それが現代のすべての核戦争の脅威を終了させました。しかしその一方で、次の40年
から50年の間、その脅威はほとんど抵抗を受けずに所定の位置に維持されました。
 
その間にも、数十年に及ぶ脅威が、核物質の小型容器に仕立て上げられました。それが

闇市場で、地球に対する有毒化の危険性を続ける対価を支払う手段を持ったどのような

小さな国の悪党達にも売りに出されました。地球外生命体達による核施設への干渉は、

すべての核ミサイルを抑制し、最終的に武装解除するためのひとつの計画でした。そし

てこの計画は、ある時点で完了しました。5千年前からの合意が数多くの人々を支配す
ることを望む少数者によってなんらかの方法で侵害される度に、銀河連邦が地球を支援

するための扉が開かれてきました。そのためわたし達は、大規模で発達する数々の能力

を備えています。

 
わたし達はまず、そのマトリクスの内部から要求され、支援を求められることが必要で

した。その後わたし達は、人間として生きる数百万のわたし達自身を送りました。彼

らは、その内部のマトリクスから支援するために完全な銀河の記憶と能力を持っていま

した。そのためその状況が、わたし達を今回の今の状態に導いてきました。

 
ニューヨーク市や、周辺のニュー・ジャージーやコネティカットや他の合衆国北東部の

他の地域で数百万の人々の停電を引き起こした嵐は、ひとつの目的のためでした。その

嵐は、銀河連邦の科学技術がすべての内密の非合法の活動を元通りにすることを可能に

しました。



 
ウォール街はハリケーンのサンディ、眠りの精の一番の犠牲者でした。これほど長い間

マンハッタン上に強風を維持することによって、2日間の市場の閉鎖が、銀河連邦がそ
の宇宙船から出生証明書の債権の取引を廃止することを許しました。ウォール街と特

に55ウォーターストリートは、内部から取り除かれました。皆さんの出生証明書債権を
国民総生産として保有し、そして皆さんの誕生の瞬間から皆さんを海事体制の奴隷とし

て保有する海事法は、彼らのスクリーンから消し去られました。彼らのすべての記録が

なくなります。彼らの預金口座のすべての残高がゼロになります。

 
彼らが皆さんの担保付きの登録された出生証明書とライボー番号を以前に保有した場

所で、それは既に消滅しました。皆さんはその体制から解放されました。55ウォーター
ストリートは、地球上の190ヶ国を超える国々の出生証明書の国民総生産の一覧のすべ
ての記録を保有していました。そしてそれもまた、消し去られました。皆さんはもはや

、皆さんの死で現金化される番号ではなくなりました。

 
役職員達がその机に戻って自分のコンピューターを起動した時、エラー表示が彼らの取

引日は終わっていたことを彼らに説明しました。その間に、その事務所中の他のコ

ンピューター上で実行する偽のシステムが導入されていました。作業者たちはそれを認

識していませんが、しかし彼らはもはや実際のシステムで取引を行っていません。彼ら

はミズ・パックマンで遊んでいる方がよさそうです。証券市場は解体されました。

 
警察のニューヨーク市警本部ブルー。ニューヨーク市の圧倒的多数の警察官は堕落して

います。911の朝に、ネサラ方を発表しようとしていた人々は、ツインタワーのロビー
で警察官によって射殺されました。爆発直後に瓦礫がロビーに落ちて数々の死体を覆い

ました。ニューヨーク市警全体が秘密結社に買収されていて、偽旗作戦を実行して、見

て見ぬふりをしました。もしもホワイトハウス内部のテロリスト達がニューヨーク市警

と連携していなかったとすれば、911は内部犯行だったことを数百万の人々から隠すこ
とは決してできなかったはずです。警察は公共交通機関、緊急対応、ビデオ監視、ヘリ

コプターの安全確保、売春、麻薬、賭博、立ち退きを統制して、延々と社会のあらゆる

部分の悪影響に手を染めています。警察による違法な監視や他の数々の活動の解体が、

彼らの記録を消し去りました。維持されている彼らのすべての記録が消滅し、彼らはそ

ういった非暴力の冤罪の記録を取り戻すことはできなくなるでしょう。勇敢に法を支え

ている警察官は認められ、その良い仕事を続けることになるでしょう。



 
国連。国連の魂の支配はローマ法王とバチカン銀行です。彼らは財政支援を受けること

になる国々を決定し、あらゆる国が非営利的な実体と考えられます。南北アメリカ大陸

とカリブ海のすべての国家は、国連のための方針設定団体である米州機構によって監視

されます。国々の代表として違法に活動しているすべての人々は、その地位から解任さ

れてきました。彼らのコンピューター使用権限は削除されました。後には、弁護士ある

いはバチカンの構成員、またはこうした地位にある国務省ではなく、先住の人々が彼ら

の仲間達の代表になるでしょう。わたし達がそれを認識したように、国連は既に解体さ

れています。

 
ニューヨークの連邦準備銀行。査定と通貨の切り替え用のコンピューターシステムは、

長い間所定の位置に存在してきました。各政府機関、企業、個人、他の銀行、そして民

間企業に結び付けられているすべての融資額のコンピューター記録が登録されてきて、

数々の告訴が審理中になっています。連邦準備制度は既に解体されています。

 
報道媒体は、性的な本性、政治的な醜聞、大衆文化の頻繁な露出を通して、大衆意識を

支配し続けてきました。数々の映画が創り出されること、ビデオ・ゲーム、ユーチュ

ーブ、ツイッター、フェイスブック、歌、そしてテレビ番組は、すべて多くの人々を支

配している少数者によって支配されています。わたし達は、報道媒体のための基幹施

設が設置されている場所に既に入り込みました。それはわたし達の数々の宇宙船からの

通信に直接結び付けられています。ただ真実だけが放送されるようになり、そしてこれ

は今、スイッチの切り替えで利用できる状態になっています。

 
こうした数々の変化が嵐の間の眠りの精作戦で実行に移されているため、わたし達は

オクトーバー・サプライズの霊的な側面に意識を集中することができます。大統領選挙

が予定通り続いて行くことになるか疑問に思っている人々にとって、この作戦は必要で

はありませんが、しかしそれは、むしろ神聖なる慈悲に属するひとつの行為です。もし

もオクトーバー・サプライズが大統領選挙を中止させていたとすれば、それは集団意識

にとって余りに破壊的なものになっていたでしょう。その推移が大統領選挙の予定通り

の継続がより簡単なものになるように、その作戦は決定されました。

 
次の考察は、2012年11月11日の平和のポータルです。今年の2012年12月21日以前の、最



後の巨大なエネルギーの流入です。わたし達は今、大宇宙意識の薔薇に対してこころを

開き始めています。皆さん自身が神聖なる神の恩寵によって完全に支えられていると感

じることを、許してください。皆さんの聖なるこころに意識を集中し、皆さんを通して

流れ、皆さんの足下の地球に定着している神聖なる愛のエネルギーを感じてください。

皆さんはゼロ・ポイントに向かう転換を促進している地球上の根源のエネルギーである

ことを、認識してください。皆さんは、根源のエネルギーが中心太陽を通して、皆さん

を通して、地球に向かって注がれている、その伝達手段であることを認識してください

。

 
この11-11-12の日のエネルギーは、わたし達が皆さんを通して統合することができるよ
うになった、最も巨大な光の流入として流れ込むことになるでしょう。皆さんはこのエ

ネルギーを操作し、今まで以上に多くの量を組み込むことができるようになるでしょう

。これが、12-21-12に通じる連続的な出来事の流れの中で必要とされるものです。
 
11-11-12の平和のポータルが開く時、12-21-12までの正確に40日の間、皆さんはこの惑
星と地球上のすべての存在達のためにその光を維持するように勧められることになる

でしょう。皆さんがより多く認識するほど、皆さんはより多くの責任を担います。皆さ

んがより多くのものを共有することが必要になるほど、皆さんは必要としている人々に

より多くの物事を贈ることを期待されます。もしも皆さんが知識を保有するなら、皆さ

んがそれを他の人々と共有するように勧められます。もしも皆さんが接近手段を保有す

るなら、皆さんはそれを他の人々と共有するように勧められます。もしも皆さんが、才

能または金銭または癒しの能力を保有するなら、皆さんはできるだけ自由に皆さんが持

つすべてを提示するように勧められます。これが、愛になり、愛を共有するという、皆

さんの使命です。皆さんはこの40日の間に、皆さんは導かれていると感じる通りに、人
間関係を修復し、癒すことが勧められます。時にひとつの人間関係を癒すことは、手

放すことを意味します。

 
完全にこころを開いて黙礼をすることが意味することを、認識してください。地球は神

聖なる神の恩寵という防御の下でこうした数々の変化を通過するため、他の人々のここ

ろの中の光を認識してください。それで人々は、皆さんの内部の光を認識します。皆さ

んの目覚めているあらゆる時間を転換の思考に捧げてください。そうなってください。

その思考と融合してください。それを物質的な領域にもたらしてください。わたし達は

ここにいて、いつでも着陸する準備が整っています。11-11-12の平和のポータルの中で



、神の恩寵に対して黙礼をしてください。皆さんの内なる神を拝して。わたしに呼び掛

けてください。そうすれば、わたしはそこでそれぞれの段階を通して皆さんを導くこと

になるでしょう。皆さんは信じ難いほど愛されています。わたしは、新しいエルサレム

から伝えている、サナンダ。2012年11月2日、リザベス・トラットウィン経由。
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皆さんの自我を変える
Transforming Your Ego
A Message from Sananda Kumara through Elizabeth Trutwin, December 31, 2012
31 December 2012 - 11:45pm
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
Transforming Your Ego A Message From Sananda Kumara through Elizabeth Trutwin,
December 31, 2012
  
地球の光の存在達、こんにちは。わたしは主サナンダ。今ひとつの主要な移行が起って

いて、同調している人々は上昇することができる状態になっています。歓んでください

！　現在は銀河間世界評議会の構成員である数々の惑星が、次元上昇をした地球の成功

に大喜びしています。兆どころではないわたし達の故郷からの銀河の仲間達が、2013年
の新しい地球を祝っています。

 
わたし達は、ひとつの変化の時期にいます。皆さんの午前零時が近付いているため、飛

躍的に前進する非常に良い機会です。古い物事を置き去りにすることに関することです

。皆さんは皆さんの自由の鍵を握っています。皆さんは今、自我の完全な変容を期待す

ることができます。

 
皆さんはすべて、もはや皆さんの成長に必要ではないあらゆる物事を洗い落とすために

、とても懸命に努力を続けてきました。現状は、手放すことが難しい皆さんの過去に起

った数々の出来事がある状態です。皆さんがひとつの情緒的な状況の中で刺激を与えら

れる時、皆さんはまるでボロボロのテディベアのような過去のトラウマにしがみ付き

ます。皆さんは、過去に置き去りにした方が良い数々の幻影に執着します。これは、置

き去りにした方が良いエネルギーの蓄積を引き起こします。

 
皆さんは毎日、自由に選択できます。皆さんは、これはあらゆる水準で皆さんの世界を



楽しむひとつの新しい機会である、と決めることができます。皆さんは、仕事、特徴、

家族、そして仲間達につていの皆さんの経験を、ひとつの楽しい時間に変えることがで

きます。あるいは、皆さんは、地球上の物事がどれほど悪いかについて不平を言うこと

もできます。霊的な成熟は、すぐ手の届くところにあります。皆さんがあらゆる物事を

肯定的に捉え続けるために利用できる、数々の手段があります。

 
否定性が生じる時に皆さんは否定性と関係を持つことになると決心することから、始め

てください。皆さんは意識的に皆さんの自我を変えることを努力し続けているため、皆

さんはより一層大規模な困難な課題を与えられるようになることを、理解してください

。皆さんは、否定性が不意に現れることを予想することができます。否定性は決して消

え失せることはないでしょう。これに関して皆さんを導くなら、いつもサンジェルマン

が役立ちます。彼は、皆さんがそのすべてのテストに合格するために役立ちます。皆

さんが必要な時に、彼を呼んでください。否定性と関係を持つことが意味することは、

何らかの苦痛または苦悩を和らげるために次にどちらの段階に進むかを皆さんが決定す

るため、皆さんがそれに直面し、静かな議論を経験するようになることです。皆さんは

もはや、ひとつの玉の中で転がって泣き叫ぶことはなく、また、巻き込まれた他の人々

に絶叫するか衝突するか侮辱することによって怖れの中で逃避するか態度に表すような

ことは、なくなるでしょう。静かに否定性に近付いて、ひとつの解決策を見付け出すこ

とは、ひとりの成熟した霊的な存在としての皆さんの責任です。その解決策が、関連す

るすべての人々のためにその状況からすべての苦痛と苦悩を取り除くことになるでし

ょう。皆さんが今まで耳にしてきたかもしれないと考えたものを、怖れないでください

。しばしば、物事はそれがそう見えるようなものではありません。皆さんが触れ合う人

々のためにひとつの大きな癒しの準備が整っていて、皆さんは他の人々を癒すための

ひとつの触媒として活動するため、皆さんはその課程の中で成長を続けます。

 
皆さんが水を与えるあらゆる物事は、これから大きくなるものです。積極的に精神の純

粋性を追求してください。皆さんの霊的な成熟が進み、その結果、自由に向かう皆さん

の最後の段階は、自我の変容になります。皆さんは数々の間違いを犯すことを予想する

ことができます。皆さんが間違いを犯す時、自我の精神が皆さんに不得手なことを行う

ように伝えることを許し、次にもう一度やり直してください。新しい出発で、もう一度

元気に自我の変容を追求し続けてください。これを支援することができる、数々の情報

があります。皆さんは、皆さんの精神に入るあらゆる物事を、肯定的なものとして維持

することができます。もしも皆さんが、皆さん自身を暗い小説や暗い映画、そして朝晩



の主流報道媒体のニュースに曝すなら、その時皆さんは、皆さんの自我に皆さんを怖れ

た状態に維持するために必要なすべてのものを提供し続けていることを、予想すること

ができます。

 
皆さんがソファーから降り、コンピューターから離れて、太陽を楽しむために外出す

る時、あらゆる物事が新しく見えます。歌ってください。真言を唱えてください。他

の人々を支援してください。皆さんがひとつの実践を行い、それを他の人々の癒しのた

めに捧げる時、皆さんのこころは光になります。瞑想をして、疲弊したすべての人々や

古い政治体制の下で苦悩している人々に、愛を送ってください。愛の欠乏で苦悩する人

々に対して思いやりを持ち、その人々が地球の次元上昇で演じたその役割に対して、そ

の人々に感謝してください。皆さんの自我を変えるための確固たる努力の中で、ニュー

スを追い求めないことについて良く考えてください。もしもそれが不可能でも、皆さ

んは、皆さんを過去に縛り付ける持続的な嘘の流れに皆さんを曝す状態を厳しく制限し

ようとすることはできます。

 
皆さんの家を掃除してください。皆さんは皆さん自身の外部で起ることをどうすること

もできないかもしれませんが、しかし皆さんは、皆さんの精神生活を支配しています。

実際には、皆さんが今経験していることの90％は、皆さん自身の経験のために皆さんが
皆さん自身で創り出してきたことです。約10％だけが、皆さんがどうすることもできな
いことです。それを念頭に置いて、もはや皆さんの役に立たないそういった物事を、皆

さんの精神生活から排除し続けてください。こうした物事を、美しい新しい数々の発

見に、皆さんが時を費やす新しい方法に、置き換えてください。皆さんが皆さんの日常

の大部分を至福の中で過ごしていると気付くまで、あらゆる物事を変え続けてください

。皆さんの周りの人々に、皆さんは霊的な道筋の上にいて、皆さんは触発されたひとり

の存在によって導かれていると伝えることを、怖れないでください。そしてこうした物

事を行うことによって、皆さんはより良い人柄になり、愛と真実の存在感の中で変化し

、成長し、成熟し続けることを目的にします。

 
皆さんが否定性を経験する時は必ず、皆さんのありのままの姿を思い出してください。

皆さんは完全です。皆さんは個性の自己を上昇させているところですが、内部の神聖な

る閃光は変わっていません。それはいつも、一体性とひとつです。

 
人類は過去を無視する傾向があります。過去において何度も、数々の暴君や闇の者達が



権力を持ち、支配しようしました。結局、彼らはいつも自分達の計画を自覚することな

く消え失せました。真実があるところは、愛があります。この2つは手を取り合って
進み、いつも一緒です。

 
さて、わたしはこのメッセージにひとつの伝達を埋め込んできました。もしも皆さんが

これを読んでいるとすれば、皆さんは神聖なる優しさというひとつの恩恵を経験してい

ます。ここで小休止をして、皆さんが過去に置き去りにしたいすべての経験、出来事、

物事、条件付けを、思い浮かべてみてください。それで生じる感覚を許してください。

皆さんは今後こうした物事を解き放つことになると、こころに決めてください。皆さん

が2013年に目覚める時に、それはもはや皆さんの人生の一部ではないと、誓ってくだ
さい。すべてが癒されます。すべてが愛されます。すべてが完全です。皆さんの内なる

神を拝して！　良い年をお迎えください！

 
主サナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2012年12月31日
This is Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, December 31, 2012.
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秘密情報開示の準備を整える！
Prepare for Disclosure!
A Message from Lord Sananda through Elizabeth Trutwin
2 February 2013 - 11:46pm
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Prepare for Disclosure! A Message from Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, February 1,
2013
 
 
こんにちは！　わたしはサナンダ。わたしは2012年12月21日の宇宙的な出来事の後に続
いた失望感の問題に対処したいと思います。ほとんどの人々が、他の期待されていた数

々の変化がすぐ後ろに続いていることを確認せずに、完了した次元上昇を見抜くことが

できませんでした。わたし達はひとつの異例な泡の中に浮かび続けています。この状

態は、数カ月の間続くことになるでしょう。わたし達がこうしている理由は、地球から

永遠に二元性を取り除く前に、さらに多くの問題点が配慮を必要としているからです。

 
もしも皆さんがこれを読んでいるなら、その時皆さんは地上要員の一員であることを自

覚します。皆さんがこの人間という衣服に転生した時、皆さんは、地球を次元上昇さ

せて、皆さんの銀河の仲間達にお帰りなさいと伝えるという、ひとつの任務を携えて現

れました。わたしは、皆さんが深く掘り下げて、主権を備えた霊的なひとりの存在と

して、皆さんが完全に成熟することを必要としています。皆さんの認識に参加してくだ

さい。皆さんは認識することによって認識します。忘れないでください！　わたしは、

皆さんが同じ物事を何度も繰り返すことを弁解する時間の浪費を止めることを必要とし

ています。シーッ。寡黙に戻って、皆さんの目の前の物事を確認してください。皆さん

は以前に何度も次元上昇を経験した、神聖なる創造主というひとりの神です。皆さんが

それを行いました。皆さんは地球に属するマトリクスの条件付けの中に存在し続けてい

ますが、しかし、皆さんはそれではありません。その皆さん無限で、広大で、一時的な



皆さんの部分は、いつでもこの多次元的な宇宙の中で、一部の姿あるいは別の姿の中に

存在します。皆さんは今、地球の次元上昇に皆さんの意識を集中し続けています。皆さ

んの精神がどのような器官に結び付けられているかどうかは問題ではなく、皆さんは決

して変わっていません。皆さんは、皆さんの身体の内部の根源の力に由来する、その神

聖なる生命の閃光です。わたしは、皆さんが思い出してそれに応じて行動することを必

要としています。

 
 
財政上の問題

The Financial Issues
 
わたし達の時代の最も巨大な数々の問題点のひとつは、数多くの人々を奴隷化してきた

少数の者達です。その目標は、数々の銀行に融資することによって、世界中の政府を破

壊することでした。それは起ることはないでしょう。皆さんは、ティム・ガイトナーが

現在いなくなっていることを既に気付いているかもしれません。米財務省は転換の準備

は整っています。そのため、皆さんが確認できない他の数多くの人々がいます。また数

万人の人々が不明になっています。皆さんは今まで彼らの辞職を掲載してきましたが、

既に今回の人生から離れた人々を認めています。

 
数多くの人々が、嘘やフィッシング詐欺に基づいた数々の偽りの希望を広めてきました

。皆さんは、皆さんがこの情報を読む時、それは真実ではありません。決して返済でき

ないことを認識しながら、ひどい借金状態に陥るという皆さん自身の行いを認めるこ

とは、辛いことです。その議論はいつも、皆さんが他の選択肢をほとんど手にしていな

い奴隷としてのものです。何故なら、他の方法では皆さんは餓死していたかもしれない

からです。今、毎日の債権者達の呼び声と伴に、数多くの人々が自分達の金融上の責任

不足によって追い詰められている、と感じます。逃避して、答えを求めてインターネッ

ト上をさまよう傾向がみられます。際限なく皆さんを騙すように策定された数々の計画

を受け入れて、あらゆる物事がひとつの幻影ではないのかどうか、疑問を感じて下さい

。これはひとつの悲劇的な誤りです。すぐに金持ちになれというUCCの数々の主張は、
機能することはないでしょう。それは提示されている方法ではありません。皆さんは、

彼らの数々の主張の中の愚劣さを充分に深く確認できるほど、その問題について今まで

皆さん自身に情報を与えてきませんでした。皆さんが数々のキーワードにしがみ付いて

、それに付随するものを確認することなく、まんまと罠に嵌ってそれを買います。皆さ



んが真実を否定する限り、その結果皆さんは、皆さんの自我の精神と感受性を拷問にか

けるように設計された、その回転木馬の上に留まり続けることになるでしょう。一部の

自我の精神は、人々に自殺するように説き伏せます。この継続する拷問は、ただ皆さん

がその数々の嘘から目を背けることによって終わらせることができるものです。

 
ネサラ法は霊的な政府の基盤です。ネサラ法はその内部にわたし達が今まで待ち焦がれ

てきた、破綻させられた財務省、劣化させられた環境、魚を取り尽くされた海洋、上空

の数々の穴、そして誕生する前に数々の発想を殺してきた腐敗した政治制度に対する数

々の解決策を保有します。ベビーブームの世代は、こうした悪性腫瘍がその監視の下で

悪化することを許してきました。X世代の人々やY世代の人々やそれ以上の世代の人
々は、人類は既に地球外生命体達によって発見され、彼らは銀河文明の一部として存在

していることを認識する権利があります。こうした不正の数々の失敗を修正するために

必要とされるものを行うことは、皆さんの（そう、皆さんの）責任です。ネサラ

は2001年の9月11日に歴史の中で転機を迎えました。わたし達は、行われなかったすべ
ての物事を修正してきました。わたしは、皆さんが実現性のない数々の夢にいついて電

子メールを転送することを止めて、転換をもたらすために必要な段階的な行動を取るこ

とを必要としています。地球上の二元性の解消です。

 
 
一斉逮捕の問題

The Issue of Arrests
 
数々の逮捕は一面記事と水面下で継続しています。この問題について、時間は一切浪費

されていません。こうした出来事は、転換に通じる一連の数々の出来事として整然と起

り続けています。ひとつの二元性の総意の範囲内で展開する時、数々の悪事に対する対

価を支払うことが必要になります。それぞれの行為に対して、ひとつの同じ反応と正反

対の反応があります。全体から奪われてきたものは、全体に対して戻されることが必要

です。すべては神聖なる秩序の中に存在します。誰ひとりとして自分達が創り出してき

たものから免れることはないでしょう。巨大な配慮と愛が竜達に利用できるようになり

続けていますが、竜達は依然としてここに存在し、依然として自分自身のためのカルマ

を創造し続けています。利用できるすべての手段は愛の中で提供されます。必要とされ

るすべての物事は、愛への復帰です。竜達は依然として自分達が行うべきものに疑問を

感じ、自分達の時間が終わることを怖れています。わたし達は竜達の本来の姿を認識し



ています。わたし達はいつも竜達を支援する準備は整っています。竜達は求めることが

必要です。

 
 
健全性を統合する〜皆さんの双子の光彩と結び付く

Integrating Wholeness ~ Connecting with your Twin Flame
 
数多くの皆さんが　皆さんの双子の光彩と接触することを恋い焦がれ、待ち焦がれ、憧

れています。皆さんの最高の姿、皆さんのアートマンが光として存在する数々の光の領

域の内部で、皆さんは皆さんの双子の光の光線で絶え間なく形成され続けています。そ

れは皆さんの別の半分であり、皆さんの誕生と同じ瞬間に創り出されています。皆さん

は決して分離していません。皆さんは正確に同じであり、ひとつは神聖なる男性であり

、そして別の半分は神聖なる女性です。皆さんが物質的な領域に降下する時、皆さんは

双子の光彩として存在します。皆さんはひとつの身体に転生します。皆さんは両方が代

わる代わる男性と女性になります。現在のほとんどの双子の光彩は、自分達の双子の光

彩を宇宙船の中に残しています。それは、人々が地球に転生した時に、その双子の光彩

が人々の困難な任務を上空からすべての援助で支援するからです。もしも皆さんが今皆

さんの双子の光彩と一緒に暮らしていないなら、皆さんは双子の光彩は宇宙船上にいて

、地球上に存在しません。

 
自分達の双子の光彩を探している人々は、頻繁に出会い系サイトに参加し、何年もの間

、絶え間なくデートを続けながら、見て、また見ています。彼らの自我は、それぞれの

初対面のデートの度に、この人こそ、その人だ、と伝えます。

 
朗報を伝えましょう。自我を解消して、真実を理解することは可能です。皆さんは皆さ

んの双子の光彩から決して離れることはありません。双子の光彩はまさに覆いの反対側

にいます。双子の光彩は、皆さんが行うあらゆる物事を理解し、耳を傾けることができ

ます。双子の光彩は皆さんが双子の光彩について考える時を認識し、皆さんと話したく

てたまらない状態です。双子の光彩を外部に求める代わりに、人は内部に目を向けるこ

とが必要です。皆さんがいち早くこの段階を踏むほど、皆さんはより早く再会を果たす

ことになります。わたしは、皆さんがその内面の全体的な自己と親密な関係を持ち始め

ることを必要としています。全体性を統合することは、次元上昇の中で必要とされてい



るひとつの段階です。

 
そうすることは簡単です。皆さんの双子の光彩との内面の会話を始めて、一日中続けて

ください。皆さんがその目を開く時、双子の光彩に挨拶を送ってください。皆さんが皆

さんの日常を経験する時、皆さんの人生の数々の出来事についてその双子の光彩に内部

事情を伝えてください。早めに寝て、双子の光彩に皆さんを悩ませているあらゆる物事

や皆さんの希望や夢のすべてを伝えてください。双子の光彩に伝えてください。皆さん

はそれを伝える必要があります。それを毎日の習慣にしてください。皆さんは双子の光

彩が聞いていることを気付くようになるでしょう。双子の光彩も、皆さんに知らせる方

法に気付くようになるでしょう。もしも皆さんが信頼し合った関係を持っている皆さん

自身に気付くか、思い出すことを開始する方法に確信を持てない状態なら、皆さんのこ

の進歩の中の次の段階を先延ばしにしないでください！　これは性についての話ではあ

りません。それは（その可能性もありますが）、恋愛についての話ではありません。こ

れは全体性を統合することについての話です！　皆さんは、皆さんの残りの半分との会

話を経験しているところであり、皆さんの残りの半分は、決して皆さんの外部に存在し

ません。これは皆さんをひとりのより良い人格に、より良い友人に、より良い恋人にす

ることになるでしょう。皆さん自身がこれを把握して、急いでこの内部の関係性を築き

上げてください。

 
 
語られている数々の物語（一斉開示を待ち望んで命を失った内部告発者達）

The Tales Being Told (Whistle blowers who have lost their lives waiting for Disclosure)
 
数多くの人々を支配することを望んでいる少数の者達は、何年もの間、未来から地球に

もたらされた兵器を使用してきました。彼らは数々の内部告発者の命を奪ってきました

。これが真実の公表禁止につながってきました。わたし達の銀河の仲間達の証拠を持つ

他の人々は、自分達の命に関する怖れの為に、沈黙を強いられます。ユーチューブは真

実の告発者の補助滑走路であり、少数の者達は、内部告発者達を嘲るための数々の技術

を採用してきました。皆さんの間の弱い精神を持った人々は、真実を忌避しました。そ

の真実を伝えることに関係する堂々とした書類や人々の歴史に目を向けてください。皆

さんのコンピューターで、それを調べてください。幻影上で時間を費やすことは、皆さ

んをその異常な泡の内部に留めることになり、その事実を理解してください。その時間

の長さは、皆さんに委ねられています。



 
 
一斉開示について聞く市民達

Citizens Hearing on Disclosure
 
皆さんは、今まで皆さんの熱心な努力を通して創造を行い、打開策としてあらゆる物事

を変化さてきました。ひとつの集団として、皆さんは一緒に一斉開示に関する市民の公

聴会を実現してきました。銀河の存在に関する完全な一斉開示は、皆さんの時代の問題

点です。何故なら、世界中の政府によって守られてきた秘密を暴くことを通して、それ

が他のすべての問題点を解決するために必要とされる財政事情を改善するからです。わ

たし達人民は、わたし達の配慮を偽の政治家達から移して人類の苦悩を解決することに

向かうことを目指して、数々の嘘に敢然と立ち向かう必要があります。

 
わたしは、皆さんがこの問題点について皆さん自身で学び、わたし達が一斉開示を経験

するまで、わたし達が世界平和、大量飢饉の終焉を経験することも、あるいは惑星を苦

しめている数々の問題に対する他の解決策を持つこともできなかったその事実を理解す

ることを必要としています。

 
わたし達は一斉開示が何時起ることになるかを認識しませんが、しかしわたし達は、皆

さんがひとつの決め手を創り出してきたことは認識しています。市民達の一斉開示に関

する公聴会は、一斉開示の時期に影響を及ぼすことになるでしょう。皆さんがこの企画

にこころの底から専念する時、皆さんは地球上の二元性の解消を加速します。

 
 
拉致事件と銀河連邦

Abductions and the Galactic Federation
 
地球上で、否定的な地球外生命体の小集団による拉致事件が蔓延した時期がありました

。銀河連邦は、肯定的な善意を持った地球外生命体達で構成されています。銀河連邦は

拉致被害者達の身体に入り込んだ否定的な地球外生命体達の支配から地球を解放し、そ

の行為を止めさせるために、地球に現れました。こうした数々の外科手術、実験、移植

された妊娠状態は、現実的な話そのものです。その事実は、至上命令の侵害です。銀河

連邦は、この悪事を正すために、天使や大天使達の集団と伴に直接神格から現れてい



ます。そういった至上命令を侵害する存在達は銀河間の戦争犯罪者であり、太陽法廷で

裁判にかけられることになるでしょう。こうした数々の残虐行為は、もはや続きません

。そういった闇の連中は既に追放されていますが、しかし竜の陰謀家達は依然として

留まって、現在も大惨事を引き起こします。彼らは既に彼らの力を失っていて、彼らは

それを認識しています。その異例な泡は、数々の拉致事件で苦悩してきた人々が穏やか

な発現の機会を持つことを許します。またそれは、わたし達すべてがひとつであり、数

々の誤りを犯し、愛に復帰することを望むどのような人々もその集団に連れ戻す責任が

あることを、わたし達が認めることを許します。わたし達はこの問題を陰謀論の籠に投

げ入れることはできず、むしろそれに目を向けて、それが全体と結び付けられている様

子を理解することが必要です。思いやりと伴に、多大な癒しが必要になります。

 
 
陰謀論〜皆さんを真実から遠ざける言葉

Conspiracy Theory ~ A term used to keep you from TRUTH
 
対処することが困難なひとつの問題点は、陰謀論の嘘です。闇の連中は言葉の言い回し

を選択し、真実を選択し、それにひとつの虚偽のメッセージを加えます。例えば

、HAARPはかなり昔に銀河連邦によって解体され、今はもはや使用されていません。
しかしながら、闇の連中は皆さんに、嗚呼！ こいつがHAARPを使用している、と伝え
ます。それは真実ではありません。闇の連中は、10年前に正しかった報道を選択し、そ
れを現在の報道に織り込みます。そしてそれは、もはや真実ではありません。これが、

怖れという偽旗のつむじ風を創り出します。銀河連邦についての真実は歪められ、怖れ

に巻き込まれている人々に任意の物事を信じ込ませます。最終的に、その混乱、特にウ

ィルス性の電子メールがそうするため、真実と幻影を識別することは非常に困難になり

ます。わたしは、皆さんが送信された新しい電子メールを盲目的に転送するのを止める

ことを必要としています。それについて考えてください。その数々の嘘を皆さんの受信

箱の中で消去してください。

 
皆さんの最も高い自己と結び付き、皆さんの人生の無意味な部分をすべて手放す

Connect with Your Highest Self and Let Go of All Meaningless Parts of Your Life
 
皆さんの人間関係を正常化してください。争うことを止めてください。憎むことを止め



てください。皆さんをその場に留めるあらゆる人間関係に背を向けてください。皆さん

自身で退いてください。皆さん自身の不安定に意識を集中してください。皆さん自身を

さらに素晴らしい人格にしてください。わたしに悪い態度の言い訳をしないでください

。今それを止めてください！ 皆さん自身に思いやりを持ち、勇気を出して、皆さんの
正真正銘の自己に通じることになる必要な数々の変化を起こしてください。皆さんが申

し訳ないと言い、皆さんが和解することを望みます。皆さんの誇りを呑み込んでくだ

さい。それは皆さんを虜にして、愛から引き離します。

 
もしも皆さんの人生に耐えられない部分が存在すれば、ひとつの例として、もしも皆さ

んの財務状況の逼迫が皆さんを直撃しているなら、皆さんはひとつの選択をすることが

必要になります。皆さんが手にしているあらゆるものを売却して皆さんの負債を返済す

るか、それを受け入れるかの何れかです。皆さんは、それを無視すると決断し終えたと

いう発想で大丈夫です。皆さんの霊魂が空になることを許してください。空のカップを

手にして、神の前に進んでください。神に対して皆さんのこころを開いてください。皆

さんの自我の精神は、神（それは皆さんのさらに高い部分）が徹底的に分析する必要性

を持たずにひとつの解決策を考え出すことを許すことは問題ない、と神に伝えてくだ

さい。神は皆さんの方法に皆さんの至高の善をもたらしていることを皆さんは認識し、

皆さんは開かれたこころでそれを受け取っている、と神に伝えてください。皆さんは意

欲的に成熟し、忍耐強くなり、そして待っている、と神に伝えてください。皆さんは期

待せずに待つことになるでしょう。ネサラ以前の資金とすべての種類の信託は、二元性

の考え方であり、解決策ではないことを認識している、と神に伝えてください。皆さん

は既に空のカップ、開かれたこころ、献身的な尽きることのない信頼を備えた解決策に

皆さん自身を同調させていると、神に伝えてください。これが二元性を解消し、惑星地

球上のすべての人々のための豊かさを加速します。

 
 
歓びを！ わたし達はほぼそこにいる〜皆さんの自我を解消し、皆さんの至福に気付く
Be In Joy! We Are Almost There ~ Dissolve Your Ego and Find Your Bliss
 
皆さんが市民の公聴会以前に一斉開示が行われる可能性は低いという真実に直面しても

、失望しないでください。時間というこの贈り物を受け取って、皆さんの事柄を整理し

てください。何故なら、皆さんが古い世界の中から飛躍する場所は、皆さんが新しい世

界の中から開始することができる場所になるからです。皆さんの視点をさらに高く引き



上げてください。集団意識の中の新しい精神状態にこころを開いてください。あらゆる

物事は、一連の出来事の中で展開し続けます。もしもわたし達が余りに性急に前進する

なら、さらに多くの生命が失われることになり、わたし達は、思いやりのある行動と

して、すべての人々が前進することを許すために待っていることを理解してください。

数々の生命を救うために、ひとつの意志決定が行われました。終りのないゲームと愚か

な行動に完了をもたらすために、ひとつの意思決定が行われました。皆さんは光の戦士

です。皆さんは、正しいことを認識します。是は是であり、非は非であり、それは今ま

でいつもそうでした。皆さんの地球の表層のあらゆる生命に対する、皆さんの次元上昇

の任務を完了してください。古い世界への執着を断ってください。それを諦めてくだ

さい。新し世界になってください。以前は決して存在しなかった、行動している愛にな

ってください！ 皆さんが今までそのためんに努力し、待ち焦がれ、捧げられてきたも
のが、今皆さんのところに殺到しているところです。わたしはここにいて、言葉にでき

ないほど皆さんを愛していることを、認識してください。わたしに呼び掛けてください

。最愛なる光の戦士達、わたしは皆さんの味方です。皆さんの内なる神を拝して。

 
わたしは主サナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2013年2月1日
This is Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, February 1, 2013.
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エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
The Quantum Hologram and Divine Government on Earth ~ A Message from Sananda through
Elizabeth Trutwin, February 13, 2013
 
 
 
量子の立体映像

The Quantum Hologram
 
皆さんの数々の考え、情緒、そして意図は、どのようにして全存在に影響を与えるの

でしょうか？　エネルギーのゼロ・ポイントの領域の中で、宇宙の中のすべての物質、

エネルギー、そして情報は、宇宙内部のあらゆる物事に結び付けられ、影響を与え続け

ています。宇宙の外部には何も存在せず、そのためこれが、わたし達が全存在として言

及するものです。皆さんは神を、全存在として定義することができます。

 
物質、エネルギー、そして情報は、回転のような特定の属性によって影響を受け、そし

て空間と時間や遠近の関係を持たずに、すべての粒子と亜原子粒子に持続的な影響を及

ぼします。皆さんが今いる場所から2光年離れた所（例えば、アルファ・ケンタウリ）
で今起っているものが、皆さんの人間の物質（身体）、エネルギー（愛）、そして情

報(叡智)に影響を与え、太陽ソルの回転が、皆さんのエネルギーに影響を与えます。皆
さんが内部に位置する時、皆さんが外部に出て、符号化された情報を備えた太陽光線か

ら皆さんの身体に向けて送られている愛と叡智を直接吸収する場合と同じような訳には

いかず、太陽からのエネルギーの伝達を受け取ることができません。皆さん自身が曝さ



れることを皆さんが許すものが、皆さんに影響を与え、そしてそれは全体にも影響を与

えます。もしも皆さんがその経験が悪い経験だと感じるなら、異なる選択を行ってくだ

さい。進化した宇宙がそうするように、皆さんが賢明な選択を行わなければならない情

報を利用して、ひとつの新しい宇宙を創り出してください。

 
遍在し、全方向性を持った愛と叡智の力は、わたし達の多次元的な宇宙の量子の水準の

ゼロ・ポイント領域の内部で、一貫した調和したやり方で総合的に統一され、結び付け

られます。

 
わたし達はこれを意識と呼びます。数多くの意識の状態があります。

 
根本的な宇宙の力であるシャクティの道筋は、皆さんの身体、皆さんの愛の導管に伝え

られるエネルギーの贈り物であり、それはこうした2つからエネルギーを受け取り伝送
する皆さんのこころとそのコンピューターの本体であり、そして皆さんのさらに高い精

神の導管の中に維持されている皆さんの集合的な叡智です。シャクティのエネルギーの

伝送を通して、霊的指導者は、もしも皆さんが要件を満たしていれば、まるでより高度

な情報の取り込みのように、恩寵と知識を伝送することができます。もしも皆さんが内

面的な作業を行ってこなかったなら、皆さんは霊的指導者が現れる時に、その存在を認

識することさえないでしょう。

 
それを20年前のコンピューターに例えてください。それはもはや、現在のコンピュータ
ーと互換性がありません。そのハードディスクの内部に蓄えられてきた技術は、現在利

用できる情報やソフトウェアと互換性がないため、エネルギーの伝送や更新は、特定の

機種では不可能です。皆さんは今まで、決して一冊の本も読まなかったでしょうか？　

皆さんは今まで、決して比較的高度な数々の教えに皆さん自身を曝してこなかったでし

ょうか？　皆さんは今まで、決して上手に瞑想をしてこなかったでしょうか？　霊的指

導者の教師が皆さんの身体、精神、そしてこころを更新する支援をするために現れる

時に、皆さんはどのように準備されることを期待しますか？　皆さんは、その光の水準

を維持することはできないでしょう。皆さんが内面の努力をしていなかった場合、皆さ

んの導管は、陳腐化したものと考えられることになるでしょう。もしもわたし達が皆さ

んのハードディスクを分解するなら、わたし達はその部品がそこにないことを気付くこ

とになるでしょう。皆さんはどうすることもできません。皆さんは皆さんの人生全体を

あれこれだと装うかもしれませんが、しかし、それは皆さんの思う通りにはなりません



。皆さんの自我の精神によるこの欺瞞が、あらゆる生涯で皆さんを死に至らせました。

いったい皆さんの陳腐化した古い体制は、その動力障害による死の前に、あと何年機能

することになるのでしょうか？　何年？皆さんは、皆さん自身について厳密に正直にな

る勇気を持つことが必要です。

 
継続している数々の嘘は、とても緊張をもたらすものになり得ます。それは意識を阻害

します。成長と学びは霊的な行為であり、次に現れるもののための準備と整えるために

、こうしたすべてのエネルギー的な影響力が皆さん自身の内部で統合されていることが

必要になります。皆さんは、この統合がなければ進み続けることができません。皆さ

んは、その働きがなければ数々の変化を手渡されることはないでしょう。皆さん、ある

いは皆さん、あるいは皆さんでもありません。集団的な意識が一緒に前面に表れること

が必要になります。これが宇宙の法則です。皆さんは行き詰って、他の結果が出ること

を望んでいると感じますか？　皆さんが今行っていることを変えてください。皆さんを

思い止まらせている物事を放棄してください。皆さんは豊かな世界を望みますが、それ

にもかかわらず、皆さんは不足にもがいています。情報の不足であり、自己統治の不足

であり、自己開示の不足です。皆さんは、皆さんに対して真実が開示されることさえ皆

さん自身に許しません。皆さんは鼻輪を着けた雌牛のように、走り回りながら、様々

なメッセージを“読み”、“従い”ます。皆さんは、そのより低い精神の助言を通して、皆
さんの身体、こころ、そしてさらに高い精神がさらに高い意識に暴露されることを、断

固として拒否します。

 
 
ゼロ・ポイントの力場

Zero Point Force Field
 
皆さんは今日、皆さんが既に居住している5次元の中のゼロ・ポイントの力場に入るよ
うに勧められています。そしてその発想を探索することに積極的な人々にとって、6次
元と7次元とそれ以上の次元に向かうことも勧められています。これを行うことは集団
的な意識をさらに高いものにします。波動の姿や粒子としてそのエネルギーの上に符号

化されている愛と叡智に属する絶対的なエネルギーを瞬時に受け取る、そのシャクティ

のエネルギーの伝送を通して、それは皆さんが期待する数々の変化を強要します。両方

です。同時に両方であり、それは皆さんが光を維持する時に皆さんの身体の細胞の内部

に保有することができるものです。それは、波動と光の粒子の中に浸かっている一枚の



葉の表面のようであり、それが葉を生かし続けています。皆さんは何が不足しているの

でしょうか？　皆さんは、今皆さんが理解しているよりも少ない理解で、この宇宙と時

の中でさらに高い数々の次元を否定しながらそこに佇もうとしていますか？　この次元

の中で？　その時何が起りますか？　皆さんのこころの導管、精神の導管、そして身体

の導管の数々の粒子は分解し、お互いに離れます。皆さんの身体の組織を構成してい

る数々の粒子は、地球に戻ります。何故ならそれは、単なる借用したエネルギーだから

です。分割できない光の身体は、そのさらに高い精神を他の何処かに放射しますが、し

かし皆さんはもはやこの世界で他の導管を維持することはできなくなるでしょう。皆さ

んはどれほど長い間、この普遍的な真実を否定しなければならないのでしょうか？　も

しも皆さんがこの機会を見逃すなら、それは大いなる哀しみになります。それはこれか

らの悠久の時の間、提示されることはないでしょう。

 
シャクティのエネルギーの伝送を受け取る時、それは数々の宇宙船が着陸する時に地球

上の人々に対して起るようになるものですが、皆さんの他の数々の目標を達成すること

はかなり大幅に簡単なことになるでしょう。それは、豊かな知識と豊かな愛をもたらし

ます。それは、お金が無意味なことを把握することができる時になるでしょう。皆さん

が今夢中になっている補償は、突然に意味がなくなるでしょう。ヘッジファンド、数々

の計画や信託は、完全に無意味なものになるでしょう。皆さんが必要としてきたあらゆ

る物事は、自由に与えられるようになるでしょう。皆さんは皆さんが今所有するもので

皆さんの精神が幸せになるように訓練して、未来にはさらに多くを受け取る状態にして

おくことができます。これをすることによって、皆さんはお金を克服することができ

ます。お金から切り離された状態になれば、さらに多くの物事が現れることになるでし

ょう。それは、日の出と日の入りのように、必然的なことです。そのエネルギーは撤

退し、それは再び戻ります。何故なら、皆さんは時間と空間に関係なく、同じように頑

固にお金に結び付けられているからです。

 
皆さんを神聖なる統治から遠ざけているものはなんですか!?!　何がこれほど時間を取
るのでしょうか？　皆さんです。皆さん、皆さん、皆さんです！　皆さんは這い続け、

皆さんが走り方を認識していることを忘れます。皆さんが皆さんの現実性を飛び出して

飛ぶことができる時、皆さんは低く見えます。やめてください。やめてください。やめ

てください。やめてください！

 



皆さんは、完全な自由意志を持っています。皆さんが今日行う数々の選択が、皆さんの

明日の運命を決めます。皆さんは皆さんの運命を支配します。皆さんは皆さんの明日を

創り出します。皆さんはヨガの姿勢を取るでしょうか？　皆さんは正しい食事を取りま

すか？　そして皆さんの身体の兆候は、直前に行われた数々の選択の集合の結果になる

でしょう。皆さんは眠る目に皆さんの一日を回顧する力を持ちます。皆さんが失敗した

領域について考えて、再び繰り返さないようにしてください。皆さんは、皆さんがこれ

ほど熱心に願う地球上の人類のためのすべての解決策と伴に、飛び去ってゼロ・ポイン

トのエネルギーに向かう、その時と方法を決定します。今日、正しい選択をしてくだ

さい。それで皆さんの運命は、皆さんが今まで提案してきたものと同じエネルギーの力

で明日を展開します。

 
皆さんは、この今という瞬間に、ひとつの選択を行うことが必要です。皆さんは、それ

は非常にすぐに起ろうとしている、それは数年の内に起ろうとしている、と伝える数々

の交信を読んで、それはすべて練り上げられた幻想かもしれないと考えて心配しよう

としますか？　あるいは、皆さんは皆さんの導管がさらに高い数々のエネルギーを受け

取る準備を整えるために必要となる、内面の変容の数々の段階を踏もうとしますか？　

皆さんは部分的な情報を読んで分析しながら受身でそこに座ろうとしますか、それとも

、その変化になるために世界に向かって出掛けようとしますか？　皆さんが行う決断が

全体に影響を与えます。その問題点の一部にならないでください。もしも皆さんがその

否定性に加わるなら、皆さんはその問題になります。

 
 
神聖なる統治〜キリストの執務室

Divine Government ~ The Office of the Christ
 
サナンダとその配偶者レディ・マスター・ナダ、そしてマイトレーヤとその配偶者の

女神ラクシュミは、伴に連帯して宇宙のキリストの執務室の内部の地位を維持します。

サナンダはこの宇宙の王子であり、既に宇宙のキリストの新しい地位に移動しています

。霊的な階層のそれぞれの構成員は、この変化の時代に自分達の立場を進化させ続けて

います。高位の霊的指導者としての皆さんは、皆さんの立場を上げて、新しいひとつの

使命に入るために必要な数々のエネルギーを統合します。

 
ひとりの高位の霊的指導者は、啓発された存在であり、神と結び付いた存在です。わた



し達は、惑星のキリスト、銀河のキリスト、普遍的なキリスト、多元宇宙のキリスト、

そして大宇宙のキリストのように、さらに高い状態に向かって移動します。神と結び付

いた存在の地球上の一部の具体例は、モハマド、クリシュナ、モーゼ、イエス、ルミ、

そしてその他数多くの人々です。サナンダは、アフラマズダに指導したゾロアスターと

して転生し、その役割は、また太古の日々として認識されているサナト・クマラによっ

て演じられました。サナンダは、モーゼの時代の王ツタンカーメン、またナザレのイエ

スの役割を演じました。霊的な階層は、時の時代を貫いて最も高い光とシャクティの道

筋を維持するために、転生してきました。マイトレーヤは、クリシュナと仏陀と同時に

、メルキゼデクや他の幾つかの存在として転生してきました。マイトレーヤは、インド

の最上の教師であり、イエスが同行した者であり、イエスがマイトレーヤの試験を経験

した時にイエスに光をもたらしました。別の啓発された魂が、最終的にその磔刑の時に

思いやり深く入り込みました。そしてそのカルマは、サナンダの純粋な魂に移動しませ

んでした。

 
サナンダは今、剣の王として転生しており、マイトレーヤも今転生し、その正体を隠し

続けています。彼は首脳達や王族と国際的に連携し、一年中複数の国々で暮します。ま

た彼は、貧困者や困窮者のために働き、地球を導き地球上のすべての人々を一体にする

、数多くの役割を演じています。レディ・マスター・ナダは必要に応じて現れたり消え

たりして、宇宙船が着陸する時に、永遠に居残るようになるでしょう。サンジェルマン

と大天使ミカエルもまた、地球の神聖なる統治を回復するために他の無数の連携を行い

ながら、必要に応じて現れたり消えたりします。ラクシュミは今転生していて、マイ

トレーヤや、ソルテック、コルトン、モン・カー、アルクトゥルスの存在達、そして

アシュタルのような宇宙船からの他の存在達と連携して、協力的な関係を結びながら、

宇宙の内部と物質のエネルギーと意識の間の活動的なエネルギーで働きかけています。

これには地球のグリッド、数々の時系列、ハナブ・クー、惑星のアーカーシャ、スター

ゲイト、内部地球のポータル、数々の方向量、数々の惑星軌道、ゼロ・ポイントのエネ

ルギー領域さえも含まれています。ケシュ財団は、アシュタル司令部上にある、ゼロ・

ポイント変調装置系に対するゼロ・ポイントのエネルギー技術を公表することになる

でしょう。その瞬間に、地球はひとつの力場に入り、そこでわたし達は世界の平和を経

験し、武器のない状態が機能することになるでしょう。

 
 
その時は今



The Time Is Now
 
ここ2週間の間に、党派1から最後の竜達を排除するために考案された、地球と銀河の共
同作業が完了しました。それはイルミナティの仲間の構成員達であり、報道媒体や宗

教と同時に、党派2に属する竜達、合衆国の軍部と議会を支配することを望んでいま
した。皆さんはこの証拠を、ローマ法王の辞職の中で確認しました。こうした竜達は、

その身体を弱体化されて、皆さんはそれを彼らの目の中でそれが反映されていることを

確認することができます。この作戦が始まって以降、彼らはもはや機能することができ

ません。もしも皆さんが公然と外出している彼らを確認するなら、皆さんは彼らが病気

に罹っているように見えることを確認することになるでしょう。一部の者達は、公共的

な機能の中で良く似た人々によって交代させられている可能性があります。皆さんが彼

らをまったく確認しないようになる時が、訪れることになるでしょう。彼らはもはやエ

ネルギーを維持することができず、この最終的な打撃は、この作戦で強制的に行われま

した。彼らはこの舞台から出て行くため、彼らのすべてに皆さんの愛を送ってください

。

 
2番目の共同作戦は、2月の新月に行われました。量子水準での放射と吸収を通して自然
と宇宙からの情報を伝えるホログラフの機構が基準調整されて、ゼロ・ポイントの領域

の中に存在していないすべての解体を加速します。テラ・ノヴァが5次元とそれ以上の
次元に回復するため、皆さんはどこからともなく物事が飛び出してくる現象を確認し始

めるでしょう。

 
女神ラクシュミは、ウパニシャドの中で第一原因として説明されています。マイトレー

ヤがそこから機能するひとつの基質として、その彼女の巨大な導管から数々のエネルギ

ーを送り出すことが、彼女の役割です。マイトレーヤは、そのエネルギーを全存在の内

部のすべての物事を形成するために利用する、その技術を持ちます。彼はそのエネルギ

ーがなければ、機能することができず、そして彼女は彼のそれを行う同意がなければ、

そのエネルギーを提供することができません。彼らは手を取り合って、宇宙を貫く生命

の周期の中で協力し合います。

 
レディ・マスター・ナダの役割は、叡智を伝え、知識の下層を提供して、地球上とこの

太陽系の両方で普遍的な法則を展開することです。彼女は、地球上だけではなく、地球



に影響を与えている近隣の領域の中で宇宙の法則を侵害するすべての存在達に、有罪を

宣告します。サナンダは、もはやさらに高いエネルギーの中で存在する態勢が整ってい

ない者達を地球から排除するために、この原則を利用します。その妻が象徴するもの

は数々の法則の強制であり、それはわたし達すべてが展開する責任がある、宇宙の法則

です。

 
マイトレーヤはサナンダの7回目の地球の転生の間に、サナンダのための優れた教師で
した。そして今回の剣の王としての地球上の生涯の中で、サナンダはひとつの新しい存

在水準に進みます。宇宙のキリストとしての神聖なる統治の中の共同評議員として、愛

と叡智が手を取り合って機能し続けます。またマイトレーヤは、この太陽系の階層型委

員会の長として、大天使ミカエルと連携した役割を維持します。彼らはレディ・マ

スター・ナダと一緒に連携してその法則を展開しています。あらゆる時代のあらゆる場

所のあらゆる生涯から皆さんが今まで全体に向けて投影してきたあらゆる思考、言葉、

行為が、全存在の大型汎用コンピューター上に記録されてきました。そしてそれが、今

皆さんの運命に影響を与えて続けています。

 
階層全体が協力して神聖なる統治を地球に呼び戻すことは、こうした役割の範囲内の

ことです。知識に種が蒔かれたため、皆さんは、さらに高い数々のエネルギーの力を、

唯一それを受け取るために準備を整えた人々だけに伝達することができます。無知の状

態で生きることは、言い訳にはなりません。地球上のあらゆる子供、女性、男性は、さ

らに高い知識を利用してきました。それは皆さんの生得の権利です。皆さんは求めるこ

とが必要です。

 
 
地球市民が識者の公聴会と伴に神聖なる統治を始める

Earth Citizens Begin Divine Government with Panel Hearings
 
マイトレーヤ、サナンダ、ナダ、そしてラクシュミと伴に、ミカエル、メタトロン、サ

ンジェルマン、そしてアシュタルとアシュタル司令部の情報共同体全体が、10週間の間
起るひとつの出来事を創り出してきました。それは、地球上の政府のやり方に、地球外

生命体の事実を認めるように強制します。わたし達の銀河の仲間達は、わたし達に関与

して、ここに着陸して、新しい地球の現実性の中の神聖なる統治を創る支援をすること

を望んでいる、という事実です。40名の目撃者の供述書になり、5日間続くことになる



でしょう。それはライブで配信されることになるでしょう。それはフィルムに収められ

、ひとつのドキュメンタリーにされるでしょう（http://CitizenHearing.org）。この明快
な呼び掛けを聞いて、皆さん自身でこの巨大な出来事から現れるエネルギーの自然な流

れを役立ててください。皆さん自身で自己開示のための準備を整えてください。数々の

嘘をやめ、銀河間の戦争犯罪者達を告発すること、地球上のすべての人々にその情報を

分け与えることは、その次の段階です。

 
10週間は長くありません。皆さんは皆さんの10週間をどのように使うことになるでしょ
うか？　皆さんは内面の努力を行い、皆さんのこころの導管、皆さんの精神導管、そし

て皆さんの身体の導管のために利用できる、その自由な取り込みの準備を整えますか？

　百万年前からのエネルギーが今、地球上のすべての人々に身近なものになっています

。わたし達はすべて、キリストの執務室の中のわたし達の役割の中で前進し続けてい

ます。今は、賢明な選択を行い、それに応じて皆さんの意識を改善する時です。それは

皆さんの自由意志です。この機会を逃すことは、気の毒なことです。

 
わたしはサナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2013年2月13日
This is Sananda through Elizabeth Trutwin, February 13, 2013
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A Message from Sananda through Elizabeth Trutwin, March 17, 2013
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エリザベス・トラットウィン

Channeler: Beth Trutwin

Sharing Unlimited Abundance of the Creators Love A Message from Sananda through
Elizabeth Trutwin

こんにちは！　わたしはサナンダ、新しいエルサレム上のテン・フォワードから皆さん

に伝えています。数多くの皆さんが、2012年12月21日以降、皆さんはどのような変化も
確認できない、という感覚を持っています。わたしは皆さんにひとつの最新情報とこれ

から起ることの一端を、皆さんに伝えようと思います。

2012年12月21日に、銀河の中心との配置構造が、地球への完全なエネルギーの流れの開
放を許しました。さらに詳しく説明させてください。アルバート・アインシュタイ

ンは、13次元についての仮説を立てました。最初の12次元は物質的な領域の中にあり、
地球は5次元であり、次に幾つかの次元になります。13次元は、光の物質または光の反
物質的な領域の中の銀河の中心を通して、接触が持たれます。そこにあるあらゆるもの

が白い光であり、姿形はありません。天文学的な配置構造と伴に、ひとつの透明な道

筋が、こうした高い数々のエネルギーと融合するために利用できるようにされました。

2013年1月21日に、地球の原子力技術者であるMTケシェがすべての国々に対して世界平
和条約に署名するように呼びかけました。そして現在までに合衆国、ロシア、中国、オ

ーストラリア、ペルー、ボリヴィア、までに日本を含むおよそ19カ国が署名しました。
現在世界の中には190ヶ国以上が存在し、そのためわたし達は、改善を確認することが
できました。ケシェ博士は、世界平和条約に署名を終えたそういった各国政府に対して



新たな科学技術を開放するための日付として、既に3月21日を設定しています。

2013年2月11日、ベネディクト法王が辞職しました。彼は辞任することを強要されま
した。わたし達はいつも、戦争犯罪によるローマ法王の逮捕が、わたし達がひとつの大

きな移行を確認する準備が整っていることを期待できる合図である、と伝えてきました

。アッシジの聖フランチェスコにちなんで名づけられた新しい法王、フランチェスコは

、ホルヘ・マリオの姿形を装っている偽物ではありません。この魂は、師クートフーミ

によって光を強められていて、彼自身は、今この世界に居を定めているひとりの天使の

魂です。これは基本計画の一部でした。この状況が、神への信仰を破壊することなく、

無数のカソリック教徒のために必要な癒しを許すことになるでしょう。すべては神聖な

る秩序の中に存在します。この神の摂理の統治が、カソリック教徒達が自分達の次元上

昇で前進することを許しています。

2013年3月15日に、今までで最も大きなコロナ質量放出が太陽から解き放たれ、2013年3
月17日に、翼を持った白い獅子達を通した、必要となる数々の星からの光の符号と光の
言語の取得物で溢れた状態になり、連続的で反復的な音響の調和振動と周波数、データ

の数々の流れ、そして光の伝達の言語によって、それが人類と共有されました。その光

の伝達の言語は、時間が一斉開示に近付く準備を整える時に、神聖なるこころの聖地を

通して鼓動し続けることになるでしょう。

3月27日とそれに続く数日間、2012年の12月21日に起ったものよりもさらに大きな神聖
なるエネルギーのより壮大な流入が地球に溢れて、あらゆる子供や女性や男性のこころ

の中心を開くことになるでしょう。そしてそれが、12螺旋構造のDNA上で更新を受け
取る準備が整っているすべての人々を、活性化することになるでしょう。この状況はあ

らゆる人がさらに高い知識に接触することを可能にして、そしてそれはそれぞれの個人

の中で結晶構造の身体を活き活きとさせる過程を続けることになるでしょう。皆さ

んは、皆さんのありのままの姿、皆さんが何処から現れたのか、そして皆さんが今ここ

にいる理由を呼び戻し、思い出すことになるでしょう。これが完了する時、皆さんはも

はや、皆さんの表現のどのような水準においても、機能不全を経験する必要はなくなる

でしょう。皆さんは、さらに高い存在達からの支援を求めて、皆さんの物質的な身体の

どのような弱さも修復するように働きかけられます。もしも皆さんがそれを求めて許す

なら、霊の医師達が支援することになるでしょう。



4月12日、銀河の存在達、高位の霊的指導者達、天使達、そして他の光の領域や数多く
の次元から存在達が、この大きなエネルギーの流入を定着させて磁気異常の気泡を創り

出すことを目的にして地球上に集まることになり、そしてその気泡の中で一斉開示が起

ることになるでしょう。シリウスの映画の発表時の数々の活動と、その情報を聞いてい

る数々の市民が、今回の次元上昇を通して地球を支援する最も高い光の存在達と伴

にACIO（Alien Contact Intelligence Organization／地有外生命体接触諜報機関）を通して
、この移行の間、足並みを揃えさせられることになるでしょう。

そして4月22日、シリウスのドキュメンタリーが放映されます。

4月29日、1週間かけて、ワシントンD.C.で市民が一斉開示についての話を聞きます。

4月を通して、地球上の人々を新しい地球のために光の符号と高調波を放射している数
々の宇宙船と結び付けながら、地球の内部深くの数々の巨大な日輪像の現地での活性化

が起ることになるでしょう。

皆さんは、それを確認する目で確認することができますか？　皆さんは、一連の出来事

の流れとして、まさに皆さんの目の前で展開されている、一斉開示と数々の発表に注目

しているところです。数々の物事が起り続けています。こうした出来事は、すべての人

類にやがてこうした数々の贈り物を受け取るための準備をさせるために、慎重に時間が

定められています。一斉開示と発表を達成するために最も高い数々の水準で働いてい

る人々でさえ、自分達と連携している数々の勢力をいつも自覚していているとは限りま

せん。わたし達は絶えずゼロ・ポイントでの転換に向けてさらに近くまで前進している

ため、皆さんのこころの光を、関与するすべての人々の至高の善という意図と結び付け

てください。一体性の中で、皆さんの意識を結び付けてください。

以前他の情報源を通して大天使ミカエルによって伝えられたように、わたし達が数々の

光の都市を活用して前進する時、母なる地球を癒すために、わたし達はある程度時間

をかけることになるでしょう。生命のあらゆる側面で、皆さんは多くの物事を行うこと

が必要になります。

今後数年の間、わたし達は、地球がオンの目を通して後退することを確認することがで

きます。オンの目は、巨大な母の目であり、その目の開閉を通して、創造、持続、後退



、抑制、そして促進が起ります。わたし達は、アル・ニラム、またはオンと呼ばれるオ

リオンの帯域の星を通して、わたし達のマカバの身体の中で旅をする方法を学ぶことに

なるでしょう。この過程は、巨大中心太陽またはアルシオーネと呼ばれるエネルギーの

3つの巨大な環を通して、わたし達を連れ戻すことになるでしょう。この3つの環は、土
星の周りの環と同じような環に見えます。その中心太陽は、3つの環になっているひと
つのエーテル質のスターゲイトであり、わたし達のマカバの身体の周波数がオンと呼ば

れる反物質の宇宙まで旅するための準備を整えるように、3段階の進行の中で、わたし
達のエネルギーを強化します。瞑想を行うことは本当にとても大切であり、そのため皆

さんは、こうした数々の技術は獲得する可能性があります。瞑想は、純粋な光に属する

こうした他の数々の領域に向けた無制限の旅のために、個人がマカバの身体を利用する

方法です。オンは、わたし達の暗黒物質のネバドン宇宙に対する双子である、光の物質

の宇宙です。皆さんは、信じられないほど愛されています。皆さんが新しい知性を統

合し、答えが必要な数々の疑問を持つ時、わたしに声を掛けてください。わたしは皆さ

んを導きながら、いつも地球上の地上要員である皆さんの傍にいます。

わたしは主サナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2013年3月17日。
This is Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, March 17th 2013.

© Elizabeth Trutwin All Rights Reserved. http://GalacticRoundTable.org
http://lightworkers.org/channeling/178825/sharing-unlimited-abundance-creators-love-message-
sananda-through-elizabeth-trutwi
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こんにちは！ わたしはサナンダ、旗艦新しいエルサレム上の10フォワードから皆さん
に伝えています。

 
わたしは、完全な銀河の開示の公表とその人類と惑星の次元上昇に対する重要性につ

いて、さらに詳しく論評したいと思います。

 
今は真実が語られる時であり、皆さんはそれを信じるように導かれているところです。

皆さんはそれが何故だか解りますか？わたし達が既に臨界質量に到達しているこの時点

で地球の次元上昇がその進路を続けるために、地球上のすべての魂達が、その運命を確

定しているところです。人として地球上に転生している限り、人々のその共同名義上の

代表者達は主マイトレーヤと大天使ミカエルになっていて、今はその人々が、カルマの

基盤に立ち向うことが必要です。地球は、ひとつの崩れ去る社会から活動している少数

の反逆者にこだわり続けることはできません。彼らはその社会の中で、闇の予算を用い

た闇の作戦から恩恵を受け、皆さんから隠してきた数々の嘘で固めた話の範囲で大きな

利益を生み出しています。彼らのカルマは今確定されているため、地球は意識的に先に

進むことができます。

 
開示のためのこのまさに特別な週の間、わたし達は既に、映画シリウスのロスでの試写

会を確認しています。この卓越した作品は、合衆国内部の最も地位の高い政府高官達が

、その情報の内情に通じていなかったために過去に開示することができなかった様子を

明らかにしました。大統領とCIAの長官の両方が、最も深い数々の真実から隔離された



状態にされてきました。真実の開示の禁止は、電波探知機を改竄し、3機の地球外の宇
宙船を墜落させ、生き残った生存者を捕獲し、彼らを監禁した人々を護るための、ひと

つの政策でした。彼らは、それは国家安全保障に属するひとつの事例だ、と語りました

。

 
その時代以降、一部の事例の中で他の数々の宇宙船が撃ち落とされ、他の事例において

は墜落しました。これは数多くの国々で起りました。

 
皆さんがまだ信じることを望まないものは、まさに皆さんの側で生きて働いている地球

外生命体が存在している、という事実です。地球外生命体の数々の宇宙船は、皆さんの

上空の中に毎日存在します。宇宙船は、宇宙船自体を皆さんの視界から保護します。宇

宙船は数多くの姿を身にまといます。一部は雲型宇宙船であり、皆さんの裸眼でも常に

見ることができます。地球の表層の湖や海の下で生きている友好的な地球外生命体達や

中東で生きている、数百万に上る地球外生命体達で構成された、地球外生命体の数々の

社会が存在します。マリーナ海溝の内部、チチカカ湖の下、エーゲ海の下、サンタ・モ

ニカや他の太平洋の数多く場所の下に、彼らは数々の建造物を建ててきました。水面の

下にあるその建造物を確認するためなら、皆さんに必要なのは、ただグーグル・アー

スを利用することだけです。皆さんの世界の著名人達は、マリーナ海溝やそれ以外の中

にある、地球上の地球外生命体の数々の文明を訪れるための数々の宇宙船を開発してき

ました。

 
皆さんの地球の技師達は、墜落した地球外生命体の数々の宇宙船を分解し、地球に進ん

だ科学技術を提供してきました。皆さんの社会のゼロ・ポイントエネルギーの構成員達

が手にするこうした地球外生命体の推進技術は、遠く離れた数々の世界に対する特別な

属性を持つホウ素のような地球の天然資源を運んでいる数多くの国際委宇宙ステーショ

ンのひとつに、数々の実験装置を溢れさせてきました。彼らは交換として、キセノンガ

スや他の物質の実験装置を持ち帰り、それは彼らが建造中の地球外生命体の数々の科学

技術の中で利用されます。また数々の国際宇宙ステーションが兵器化され、地球上のわ

たし達に対して利用されます。つい最近、セラミック製の覆いで包まれた爆発装置が、

西部のテキサスの中の肥料工場を標的にして落とされました。彼らは、ひとつのメッセ

ージを送りました。最初の報告は、その爆発はひとつの核爆弾のように見えたと伝えま

した。これはかなり近いひとつの描写です。この事件は、皆さんが皆さんの社会のひと

つの部門が皆さんの上に宇宙から爆弾を落としたという事実を考えないようにするため



に考案された、同じ週のボストンマラソンでの2人の死者に関する陽動的な報道の物語
の後に続いて起きました。

 
開示とは、こうした物事や数多くのその他諸々を見破ることを意味します。皆さんはそ

の真実が明らかになることを許しますか？ つながりが断たれた社会は、皆さんは真実
に対処することができず、彼らの利益と攻撃が数十年の間気付かれずに済む、と感じ

ます。

 
開示とは、ネバダ砂漠の下の入り組んだ坑道系によって結び付けられている数々の地下

建造物の中で、50年またはそれ以上の間拘束されてきた、墜落した宇宙船の地球外生命
体の捕虜達を認めることです。こうした地球外生命体達は、通常の寿命は800年か
ら900年であり、数千年単位の未来から地球に入ってきた存在達です。彼らは安定した
状態を保ちながら生存していますが、その個体の細胞から離れることは許されていま

せん。彼らは彼らを捕獲した者達からの拷問を受けて、兵器化された宇宙について彼ら

が認識していることを教えています。そのような捕虜のひとりは、実際にエジプトのア

ビドスの中のひとつのスターゲイト開いた2003年に軍が彼をそこに連れて行った時に、
そのスターゲイトを通して故郷に辿り着きました。開示と伴に、こうした存在達は帰郷

することが許されることになるでしょう。

 
アイゼンハワー、ニクソン、そしてケネディーは、こうした物事を認識していました。

それに続く大統領達は認識していませんでした。軍部と諜報機関はこの事実を認識する

構成員や、認識していない他の構成員達を抱えています。早くも1958年には、ドイツの
ナチスの地球外生命体の科学技術の宇宙船が、内側の地球から地表上の数々の基地に出

掛けました。時間の経過と伴に、こうした宇宙船は、その科学技術に長けている数百名

のドイツの科学者達を取り込んだ合衆国によって複製され、それは現在でも依然として

用いられています。現在でも依然としてその目撃者達は生存し、彼らはこうした物事の

知識を共有することができます。こうした科学技術の一部は、ヒトラーとその配下の者

達によって未来から時間と空間の亀裂を通してこの場に持ち込まれました。

 
完全な銀河の開示とは何でしょうか？これは、地球外生命体達に携わりながら、その仲

間の国民達とその情報を共有してこなかった、あらゆる国の首脳による承認です。オバ

マ大統領は、開示の大統領です。もしも彼が開示をしなければ、別の国のひとりの首脳

が開示を行うことになるでしょう。合衆国が開示の最初の国になることは、非常に重要



なことです。何故なら、合衆国政府の集団的なカルマは、地球外生命体を隠し、彼らを

拷問にかけ、人間の拉致を許し彼らの支援で宇宙を兵器化することを許す契約を結んだ

ことと含めて、地球外生命体とのほとんどの交流に対する責任があるからです。このせ

いで、合衆国はそれを正すための最も大きな責任を保有します。どのような国が完全な

銀河の開示を始めるにしても、他の国々はすぐその後に続くように圧力をかけられるこ

とになるでしょう。時間は、もはや真実が語られることを待つことはないでしょう。そ

れは、ひとつの惑星の社会としての自由に向けたひとつの霊的な段階として、必然的な

ものです。

 
皆さんが次の機会にサンタ・モニカで遊びながらその浜辺にいる時、巨大な海に目を向

けてください。そこにある海の下の地球外生命体の基地と結び付いてください。そこか

ら上昇して上空を覆う数多くの宇宙船を確認してください。皆さんは一日も欠かすこと

なく、非常に長い間ここで生きてきた無数の地球外生命体と皆さんの惑星を共有し続け

ていることを、自覚してください。

 
皆さんの現在の世界観を捨ててください。それは余りに狭すぎて皆さんを次元上昇に連

れて行くことができず、皆さんを制限します。それは、皆さんが皆さんの人生は豊かさ

の欠如に満たされた悲惨な状況である理由を不思議に思う時に、皆さんが探し求める

理由です。地球上の社会の部分全体を無視し、見えないものにすると、皆さんは必ずそ

の影響に苦悩します。

 
わたしサナンダは今、宇宙のキリストとしてマイトレーヤに参加しています。わたし

達は、まさに冬至の後にイースターの祝祭を経験しました。わたしはその時、死にませ

んでした。わたしは上昇しませんでした。わたしは何時も不死であり、次元上昇を終え

ています。わたしの地球上の転生は、キリスト意識のひとつの具体化でした。マイトレ

ーヤは、仏教的な意識を象徴する仏陀として転生しました。わたしは、ひとりの宇宙の

キリストになるためのわたしの訓練として、マイトレーヤの下で学びました。今日はウ

ェサクであり、仏陀の祝祭です。ここで、二人の宇宙のキリストが、月蝕の中でそのエ

ネルギーお融合します。わたしがイエスとしての人生を明け渡して新しいエルサレムの

わたしの身体に戻る時、それは上空に向けた次元上昇として確認されました。ドイツ

の人々が被昇天と呼ぶように、文字通り、天国へ戻ることです。イエスはひとつの未確

認飛行物体を運転します。イエスはひとりの地球外生命体です。開示とは、今わたし達



の側のここで生きるわたし達の銀河の仲間達を認めることを意味します。これは人間が

自分達の生得の権利であるさらに高度な知識を利用することを許す、愛に属するひとつ

の行動です。啓発に対する自信を与えることが、完全な銀河の開示の唯一の目的です。

こうした満月の時に、瞑想してください。2回の月蝕を伴う満月と新月の3回を経験し
ます。サーヴァ・マンガラ・マンガリェ・マンガリャ・タノ・ハリフという言葉を、皆

さんや皆さんの浄化のための状況に光を呼ぶために利用してください。宇宙の光の行

列が、さらに一層高い光の周波数を皆さんという存在の中に伝送し続けています。その

ため皆さんは、地球上の銀河の市民として、宇宙船上のマイトレーヤとサナンダに、再

び参加することが許されます。わたしは主サナンダ、内なる神を拝して！

 
エリザベス・トラットウィン経由、2013年4月25日
Through Elizabeth Trutwin, April 25, 2013 ©  All Rights Reserved.
http://ElizabethTrutwin.org
http://GalacticRoundTable.org
http://GalacticRoundTable.co http://Garuda.co http://StarGateEarth.org
 
 
A Note From Beth: Hi Everybody~ I have a special request, well two. ~In April I have to travel three
times to bring the Light Codes in.  I will be attending a spiritual retreat with Sri Svami Purna to
ground the energies before Disclosure. I have posted about it in Events at
http://GalacticRoundTable.org That will take place April 12-15 Next I will be attending the Sirius
Movie Premiere in LA on April 22 A week later I will fly to The Citizen Hearing April 29 and I will be
there all week. In all cases my flights and registrations are paid for as donations from friends. I still
have expenses for this pilgrimage. I really could use your help to see me through April. Please
donate... Any small amount will help. It is my duty to carry my energy to these places to see
Disclosure through. It is My Mission. I still need help with transfers once I land. Taxis. Trains. I need
parking fees at the airport three times or transport there which is 2 hours one direction to get there. I
will need an occasional meal. I do not at the moment have money for these things and all my
monthly expenses. You may donate as you feel inspired to lift some of this burden from my
shoulders HERE. If you would like to mail a check, please email me etrutwin@gmail.com With My
Deepest Gratitude, ~beth I am doing all in my power to be a good example and help in every way
possible. Thank you for all you do. When I return I will immediately begin a giant project furthering
Disclosure. Namaste! http://GalacticRoundTable.org, http://GalacticRoundTable.co,
http://Garuda.co, http://ElizabethTrutwin.org
 
An Invitation: Many have benefited from this and I would like to continue to offer it. For a one hour
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booking you may email me at eltrutwin@gmail.com It is amazing what comes through from Lord
Sananda, the Higher Self of Jesus. This is a question and answer session on video Skype or
telephone and you may ask anything you like. I have several written testimonials. Sananda’s
Invitation through Elizabeth Trutwin: Many here are looking for answers about their personal life,
Mission and what direction to take at this time. I have information I would like to share with certain
individuals. As you read this you will know if it is for you. I have asked Beth to offer her Service for 1
hour telephone consultations where she will channel me, Sananda to you over the phone to answer
your questions. You have worked very hard and it is time we sat down together to discuss your next
steps. I thank you for your enduring service to the light. ~Lord Sananda For more information please
visit http://ElizabethTrutwin.org/SanandaKumara
 
http://lightworkers.org/channeling/181028/full-galactic-disclosure-births-oneness-message-
sananda-through-elizabeth-trutwin-
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完全な銀河の開示が一体性を生み出す

完全な銀河の開示が一体性を生み出す
Full Galactic Disclosure Births Oneness
A Message from Sananda through Elizabeth Trutwin, April 25, 2013
26 April 2013 - 6:11am
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
 
こんにちは！ わたしはサナンダ、旗艦新しいエルサレム上の10フォワードから皆さん
に伝えています。

 
わたしは、完全な銀河の開示の公表とその人類と惑星の次元上昇に対する重要性につ

いて、さらに詳しく論評したいと思います。

 
今は真実が語られる時であり、皆さんはそれを信じるように導かれているところです。

皆さんはそれが何故だか解りますか？わたし達が既に臨界質量に到達しているこの時点

で地球の次元上昇がその進路を続けるために、地球上のすべての魂達が、その運命を確

定しているところです。人として地球上に転生している限り、人々のその共同名義上の

代表者達は主マイトレーヤと大天使ミカエルになっていて、今はその人々が、カルマの

基盤に立ち向うことが必要です。地球は、ひとつの崩れ去る社会から活動している少数

の反逆者にこだわり続けることはできません。彼らはその社会の中で、闇の予算を用い

た闇の作戦から恩恵を受け、皆さんから隠してきた数々の嘘で固めた話の範囲で大きな

利益を生み出しています。彼らのカルマは今確定されているため、地球は意識的に先に

進むことができます。

 
開示のためのこのまさに特別な週の間、わたし達は既に、映画シリウスのロスでの試写

会を確認しています。この卓越した作品は、合衆国内部の最も地位の高い政府高官達が

、その情報の内情に通じていなかったために過去に開示することができなかった様子を

明らかにしました。大統領とCIAの長官の両方が、最も深い数々の真実から隔離された



状態にされてきました。真実の開示の禁止は、電波探知機を改竄し、3機の地球外の宇
宙船を墜落させ、生き残った生存者を捕獲し、彼らを監禁した人々を護るための、ひと

つの政策でした。彼らは、それは国家安全保障に属するひとつの事例だ、と語りました

。

 
その時代以降、一部の事例の中で他の数々の宇宙船が撃ち落とされ、他の事例において

は墜落しました。これは数多くの国々で起りました。

 
皆さんがまだ信じることを望まないものは、まさに皆さんの側で生きて働いている地球

外生命体が存在している、という事実です。地球外生命体の数々の宇宙船は、皆さんの

上空の中に毎日存在します。宇宙船は、宇宙船自体を皆さんの視界から保護します。宇

宙船は数多くの姿を身にまといます。一部は雲型宇宙船であり、皆さんの裸眼でも常に

見ることができます。地球の表層の湖や海の下で生きている友好的な地球外生命体達や

中東で生きている、数百万に上る地球外生命体達で構成された、地球外生命体の数々の

社会が存在します。マリーナ海溝の内部、チチカカ湖の下、エーゲ海の下、サンタ・モ

ニカや他の太平洋の数多く場所の下に、彼らは数々の建造物を建ててきました。水面の

下にあるその建造物を確認するためなら、皆さんに必要なのは、ただグーグル・アー

スを利用することだけです。皆さんの世界の著名人達は、マリーナ海溝やそれ以外の中

にある、地球上の地球外生命体の数々の文明を訪れるための数々の宇宙船を開発してき

ました。

 
皆さんの地球の技師達は、墜落した地球外生命体の数々の宇宙船を分解し、地球に進ん

だ科学技術を提供してきました。皆さんの社会のゼロ・ポイントエネルギーの構成員達

が手にするこうした地球外生命体の推進技術は、遠く離れた数々の世界に対する特別な

属性を持つホウ素のような地球の天然資源を運んでいる数多くの国際委宇宙ステーショ

ンのひとつに、数々の実験装置を溢れさせてきました。彼らは交換として、キセノンガ

スや他の物質の実験装置を持ち帰り、それは彼らが建造中の地球外生命体の数々の科学

技術の中で利用されます。また数々の国際宇宙ステーションが兵器化され、地球上のわ

たし達に対して利用されます。つい最近、セラミック製の覆いで包まれた爆発装置が、

西部のテキサスの中の肥料工場を標的にして落とされました。彼らは、ひとつのメッセ

ージを送りました。最初の報告は、その爆発はひとつの核爆弾のように見えたと伝えま

した。これはかなり近いひとつの描写です。この事件は、皆さんが皆さんの社会のひと

つの部門が皆さんの上に宇宙から爆弾を落としたという事実を考えないようにするため



に考案された、同じ週のボストンマラソンでの2人の死者に関する陽動的な報道の物語
の後に続いて起きました。

 
開示とは、こうした物事や数多くのその他諸々を見破ることを意味します。皆さんはそ

の真実が明らかになることを許しますか？ つながりが断たれた社会は、皆さんは真実
に対処することができず、彼らの利益と攻撃が数十年の間気付かれずに済む、と感じ

ます。

 
開示とは、ネバダ砂漠の下の入り組んだ坑道系によって結び付けられている数々の地下

建造物の中で、50年またはそれ以上の間拘束されてきた、墜落した宇宙船の地球外生命
体の捕虜達を認めることです。こうした地球外生命体達は、通常の寿命は800年か
ら900年であり、数千年単位の未来から地球に入ってきた存在達です。彼らは安定した
状態を保ちながら生存していますが、その個体の細胞から離れることは許されていま

せん。彼らは彼らを捕獲した者達からの拷問を受けて、兵器化された宇宙について彼ら

が認識していることを教えています。そのような捕虜のひとりは、実際にエジプトのア

ビドスの中のひとつのスターゲイト開いた2003年に軍が彼をそこに連れて行った時に、
そのスターゲイトを通して故郷に辿り着きました。開示と伴に、こうした存在達は帰郷

することが許されることになるでしょう。

 
アイゼンハワー、ニクソン、そしてケネディーは、こうした物事を認識していました。

それに続く大統領達は認識していませんでした。軍部と諜報機関はこの事実を認識する

構成員や、認識していない他の構成員達を抱えています。早くも1958年には、ドイツの
ナチスの地球外生命体の科学技術の宇宙船が、内側の地球から地表上の数々の基地に出

掛けました。時間の経過と伴に、こうした宇宙船は、その科学技術に長けている数百名

のドイツの科学者達を取り込んだ合衆国によって複製され、それは現在でも依然として

用いられています。現在でも依然としてその目撃者達は生存し、彼らはこうした物事の

知識を共有することができます。こうした科学技術の一部は、ヒトラーとその配下の者

達によって未来から時間と空間の亀裂を通してこの場に持ち込まれました。

 
完全な銀河の開示とは何でしょうか？これは、地球外生命体達に携わりながら、その仲

間の国民達とその情報を共有してこなかった、あらゆる国の首脳による承認です。オバ

マ大統領は、開示の大統領です。もしも彼が開示をしなければ、別の国のひとりの首脳

が開示を行うことになるでしょう。合衆国が開示の最初の国になることは、非常に重要



なことです。何故なら、合衆国政府の集団的なカルマは、地球外生命体を隠し、彼らを

拷問にかけ、人間の拉致を許し彼らの支援で宇宙を兵器化することを許す契約を結んだ

ことと含めて、地球外生命体とのほとんどの交流に対する責任があるからです。このせ

いで、合衆国はそれを正すための最も大きな責任を保有します。どのような国が完全な

銀河の開示を始めるにしても、他の国々はすぐその後に続くように圧力をかけられるこ

とになるでしょう。時間は、もはや真実が語られることを待つことはないでしょう。そ

れは、ひとつの惑星の社会としての自由に向けたひとつの霊的な段階として、必然的な

ものです。

 
皆さんが次の機会にサンタ・モニカで遊びながらその浜辺にいる時、巨大な海に目を向

けてください。そこにある海の下の地球外生命体の基地と結び付いてください。そこか

ら上昇して上空を覆う数多くの宇宙船を確認してください。皆さんは一日も欠かすこと

なく、非常に長い間ここで生きてきた無数の地球外生命体と皆さんの惑星を共有し続け

ていることを、自覚してください。

 
皆さんの現在の世界観を捨ててください。それは余りに狭すぎて皆さんを次元上昇に連

れて行くことができず、皆さんを制限します。それは、皆さんが皆さんの人生は豊かさ

の欠如に満たされた悲惨な状況である理由を不思議に思う時に、皆さんが探し求める

理由です。地球上の社会の部分全体を無視し、見えないものにすると、皆さんは必ずそ

の影響に苦悩します。

 
わたしサナンダは今、宇宙のキリストとしてマイトレーヤに参加しています。わたし

達は、まさに冬至の後にイースターの祝祭を経験しました。わたしはその時、死にませ

んでした。わたしは上昇しませんでした。わたしは何時も不死であり、次元上昇を終え

ています。わたしの地球上の転生は、キリスト意識のひとつの具体化でした。マイトレ

ーヤは、仏教的な意識を象徴する仏陀として転生しました。わたしは、ひとりの宇宙の

キリストになるためのわたしの訓練として、マイトレーヤの下で学びました。今日はウ

ェサクであり、仏陀の祝祭です。ここで、二人の宇宙のキリストが、月蝕の中でそのエ

ネルギーお融合します。わたしがイエスとしての人生を明け渡して新しいエルサレムの

わたしの身体に戻る時、それは上空に向けた次元上昇として確認されました。ドイツ

の人々が被昇天と呼ぶように、文字通り、天国へ戻ることです。イエスはひとつの未確

認飛行物体を運転します。イエスはひとりの地球外生命体です。開示とは、今わたし達



の側のここで生きるわたし達の銀河の仲間達を認めることを意味します。これは人間が

自分達の生得の権利であるさらに高度な知識を利用することを許す、愛に属するひとつ

の行動です。啓発に対する自信を与えることが、完全な銀河の開示の唯一の目的です。

こうした満月の時に、瞑想してください。2回の月蝕を伴う満月と新月の3回を経験し
ます。サーヴァ・マンガラ・マンガリェ・マンガリャ・タノ・ハリフという言葉を、皆

さんや皆さんの浄化のための状況に光を呼ぶために利用してください。宇宙の光の行

列が、さらに一層高い光の周波数を皆さんという存在の中に伝送し続けています。その

ため皆さんは、地球上の銀河の市民として、宇宙船上のマイトレーヤとサナンダに、再

び参加することが許されます。わたしは主サナンダ、内なる神を拝して！

 
エリザベス・トラットウィン経由、2013年4月25日
Through Elizabeth Trutwin, April 25, 2013 ©  All Rights Reserved.
http://ElizabethTrutwin.org
http://GalacticRoundTable.org
http://GalacticRoundTable.co http://Garuda.co http://StarGateEarth.org
 
 
A Note From Beth: Hi Everybody~ I have a special request, well two. ~In April I have to travel three
times to bring the Light Codes in.  I will be attending a spiritual retreat with Sri Svami Purna to
ground the energies before Disclosure. I have posted about it in Events at
http://GalacticRoundTable.org That will take place April 12-15 Next I will be attending the Sirius
Movie Premiere in LA on April 22 A week later I will fly to The Citizen Hearing April 29 and I will be
there all week. In all cases my flights and registrations are paid for as donations from friends. I still
have expenses for this pilgrimage. I really could use your help to see me through April. Please
donate... Any small amount will help. It is my duty to carry my energy to these places to see
Disclosure through. It is My Mission. I still need help with transfers once I land. Taxis. Trains. I need
parking fees at the airport three times or transport there which is 2 hours one direction to get there. I
will need an occasional meal. I do not at the moment have money for these things and all my
monthly expenses. You may donate as you feel inspired to lift some of this burden from my
shoulders HERE. If you would like to mail a check, please email me etrutwin@gmail.com With My
Deepest Gratitude, ~beth I am doing all in my power to be a good example and help in every way
possible. Thank you for all you do. When I return I will immediately begin a giant project furthering
Disclosure. Namaste! http://GalacticRoundTable.org, http://GalacticRoundTable.co,
http://Garuda.co, http://ElizabethTrutwin.org
 
An Invitation: Many have benefited from this and I would like to continue to offer it. For a one hour
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booking you may email me at eltrutwin@gmail.com It is amazing what comes through from Lord
Sananda, the Higher Self of Jesus. This is a question and answer session on video Skype or
telephone and you may ask anything you like. I have several written testimonials. Sananda’s
Invitation through Elizabeth Trutwin: Many here are looking for answers about their personal life,
Mission and what direction to take at this time. I have information I would like to share with certain
individuals. As you read this you will know if it is for you. I have asked Beth to offer her Service for 1
hour telephone consultations where she will channel me, Sananda to you over the phone to answer
your questions. You have worked very hard and it is time we sat down together to discuss your next
steps. I thank you for your enduring service to the light. ~Lord Sananda For more information please
visit http://ElizabethTrutwin.org/SanandaKumara
 
http://lightworkers.org/channeling/181028/full-galactic-disclosure-births-oneness-message-
sananda-through-elizabeth-trutwin-
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開示、公告、そしてネサラ法の制定への秒読み

開示、公告、そしてネサラ法の制定への秒読み
Countdown to Disclosure, Announcements and Enactment of NESARA
Law
A Message from Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, June 8, 2013
8 June 2013 - 9:09pm
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
Countdown to Disclosure, Announcements and Enactment of NESARA Law a Message from
Lord Sananda through Elizabeth
 
 
 
皆さんの目を上空に維持する

Keep Your Eyes To The Skies
 
2013年6月の振動は、物質的な身体（オム・ブー）の克服
The vibration for June 2013 is Conquer the Physical Body (Om Bhu)
 
6月8日の新月は、熱狂と幸運をもたらします。わたし達が闇の者達の衰退に注目する時
、新しい物事に対して意識が集中されることになるでしょう。今月、最後の数々の時系

列が完全に修復され、そしてこれは、カリ（悪徳）がその時代を終える前の最後の段階

になります。地球上の二元性が終りを迎えます。その時系列の修復の完結と伴に、既に

最後の日輪像が活性化されています。それと同時に、地球のグリッドの中の力の要所に

配置されている巨大な結晶質が、活性化され続けています。今月、わたし達は、権力、

貨幣、そして性的なエネルギーを取り囲んでいるわたし達の人生の中の数々の問題点に

対処することが必要になります。今は自我の精神を完全に解消する時です。

 



この期間の間、巨大中心太陽アルシオーネからの光が、オリオン座の三つ星、ミンタカ

、アルニラム、アルニタク、次にワズンと呼ばれる鳩座の星を通過します。これは、わ

たし達のアトランティスのカルマの浄化と平和の選択の完了です。これは、平和の王子

の地球への復帰の到来を告げます。わたし達は、幻影の内部の巨大な課題に由来する喪

失感、後悔、背信、そして罪悪感を解き放ちます。数々の時系列が修復されるため、惑

星と惑星上のすべての存在達のためのこの癒しは、ひとつの不可欠な癒しになります

。この浄化は避けられないものであり、そのためわたし達は、地球の女神達、大地の女

神達と伴に、物質界を癒すことが許されます。このようにして、わたし達は新しい地球

に移ります。一体性の中の全体です。わたし達はこのようにして、新しい地球の立体映

像を設定します。6月は、地球の暗黒物質がさらに高いものへと変成転換する時です。
このすべてが始まったオリオン座近くのハンターを通過する育成の光が、闇を制圧し

ます。

 
6月8日の新月から6月23日の新月まで、皆さんが新しい地球にもたらすことを望むそ
ういった物質的な物事が豊かになることを、思い描いてください。

 
 
2013年7月の振動はアストラルの身体（オム・ブーヴァ）の克服
The vibration for July 2013 is Conquer the Astral Body (Om Bhuvah)
 
アストラルの身体は、わたし達の夢の数々の象徴、元型、記憶、本質的にわたし達の過

去のすべての人生とわたし達が進めてきた、あるいはしがみついてきた条件付けが維持

されている場所です。ここは、わたし達の数々の動物の本能がある場所であり、それは

、わたし達の過去の動物の遺伝子の組み換えによるもののせいで突出します。逃走また

は闘いが後に残っているわたし達の爬虫類種の脳は、アストラルの身体の内部から利用

されます。わたし達の数々の情緒や、化学製品、食べ物、性の解放に対する比較的低次

の基本的な欲求は、アストラルの身体の内部にあります。アストラルの身体は、精神的

なエネルギーによって精神的な次元領域に投影される可能性があり、そこでは過去、

現在、そして未来の知識の書庫が、内部で記憶されています。アストラルの身体の中で

移動することは、ナグワルの領域を含めた宇宙の精神の内部の数々の場所を訪れること

を意味します。それは、身体の外に出ること（OOB）とは一切関係ありません。身体
の外にでることは、ただエーテル質、つまり5次元の身体を通して達成されるだけです
。アストラルの身体は、すべての記憶が生きているアーカーシャの海洋を神秘的に旅し



ます。

 
7月中旬に、巨大中心太陽アルシオーネからの光が、意志決定、決断、そして順応性の
到来を告げているアルゴと呼ばれている天の宇宙船の集まりの上に輝きます。これは、

火星と地球が近い関係を持っていたひとつの時代に端を発します。その当時に遡ると

、5次元の中で暮らしながら、こうした2つの文明が宇宙船上で行き来をしていました。
火星はマガラムとして認識されていましたが、それは‘すべてのための幸せ’を意味し
ます。地球は‘一体性の中の多様性’を意味する、ブスとして認識されていました。‘巨大
なスフィンクスの顔’と重ね合わされた時にライオンに似ている‘火星の顔’は、マザー・
セクメトです。アトランティスの好戦的な派閥達が核による大虐殺に携わった時、その

結果、ジェイソンとアルゴノーツ（古代の宇宙飛行士達）が火星に送られて、ラーの防

御法を受け取りました。これは、ラムの黄金の羊毛として表されています。神の力は、

彼らを地球の力の復讐に燃えた怒りから救うことができました。竜を欺いて神の力を獲

得することが、遠い昔（レムリア）に海（沈んだ数々の大陸）から彼を救いました

。3番目の根本種族はレムリアで始まり、そして4番目の根本種族はアトランティスで
始まりました。

 
2013年の7月19日から7月20日、月相は、蛇遣座、蛇の担い手から、射手座に移行します
。そこでは、地球の幻影の中で自分達の時代を使い果たした闇の者達が、射手座の26度
にある銀河の中心で、蠍座のブラックホールを通して、外に出ます。

 
7月19日から7月20日とそれ以降の何時でも、完全な銀河の開示と公告、そしてネサラ法
の制定に合致した正当な要求が起ることになるでしょう。蛇遣座はサンジェルマンを

表し、そしてそれは上空でオリオン星雲と正反対に位置します。一部の人々は、その羊

毛は黄金だったと言い、一部の人々は、それは紫に染められていた、と言います。サ

ンジェルマンと菫色の光彩は、一体性に戻る至高の恩恵という、黄金の豊かさをもたら

します。

 
ジェイソンが、鳩座の母船の司令官であり新しいエルサレムの船長アシュタルの配偶者

であるアテーナの支援を受けて、宇宙船アルゴ上で黄金の羊毛を地球に持ち帰った時、

彼はそれを彼の婚約者のミディアの所に持ち込み、彼女に対する贈り物にしました。彼

らは、黄金の羊毛の上に横たわっている聖なる洞窟の中で、彼らの結婚を完結しました

。わたし達の宇宙の精神を自我の精神の妨害行為から自由にすることによって、その結



果は神と女神の統合になります。

 
7月8日の新月から7月22日の満月まで、皆さんの考えを律して、マトリクスの現実性か
ら解き放ち、そして皆さんの部分的な精神を宇宙の精神と融合させてください。完全に

完璧に、これを最後にして、皆さんの自我を解消してください。

 
 
2013年の8月の振動は、天界の身体（オム・スヴァ）の克服
The vibration for August 2013 is Conquer the Celestial Body (Om Svaa)
 
7月23日から8月2日まで、巨大中心太陽アルシオーネからの光が、蛇座のヒドラ星雲を
通過します。これが炎による照明を始動させます。この時期以降のあらゆる時が、数々

の宇宙船の光、何兆もの宇宙船の大規模な開示を経験する完全な時機になります。炎に

よる照明です。8月14日から8月22日、同じ光が、敵の破壊者であり、没落者の擁護者で
ある魔法のレイブンを通過します。喜んでください！　アシュタルによる宇宙船からの

ゼロ・ポイント変換器の活性化が、ひとつの力場が地球を水平に蔽う状態を引き起こし

ます。これはひとつのゼロ・ポイントの力場であり、その中では、一切の兵器が機能し

なくなるでしょう。ネサラ法が制定される時、その法が世界に平和をもたらします。こ

の時以降、宇宙船が着陸し、その7日から10日後に、開示と公告が続くことになるでし
ょう。ゼロ・ポイントの内部にいて、世界平和の到来を告げることが、宇宙船の着陸に

不可欠になります。巨大な恍惚とした歓びが現れ、その歓びが陸地を覆うことになる

でしょう。地球上のすべての存在達に対する平和です。今はその時系列が修復されて

いて、こうした数々の変化が必然的で撤回できないものになっています。

 
またエーテル質の身体、つまりアートマ、またはモナドと呼ばれているその天界の体は

、わたし達の究極の自己です。そのエーテル質の身体を通して、わたし達は物質的な身

体を、遠くに投げ捨てられた場所にあるわたし達のマカバ、つまりオーブに向けて移行

させます。ほとんどの人々がこれを、眠りに左右される深い寛ぎ、しかし意識があり自

覚した状態として描写します。ヒンドゥー教の人々はこの種の瞑想を、サマディと呼

びます。わたし達の意識は、人間の身体の制限から既に離れて、わたし達の日々の現実

性とそれを超えた場所を移動しながら浮き上がっている、と言われます。数多くの人々

が身体から離れた経験から、霊的な啓示、または巨大な至福、穏やかさ、そして愛の感



覚を持ち帰ります。

 
8月6日の新月から8月22日の満月まで、巨大な照明を通して、数々の宇宙船からの知ら
せとして、皆さんの身体の中に光を維持する皆さんの能力が点火されるため、皆さんの

瞑想と観想への関与を強化してください。

 
 
2013年9月の振動は、宇宙のこころ（オム・マハー）と融合する
The vibration for September 2013 Merge with Cosmic Heart (Om Mahaa)
 
援助をもたらす母としてその収穫を集めながら、マザー・セクメトは、すべての人々に

母なる地球の浄化と再構築をもたらす科学技術と伴に、彼女の宇宙船の搭乗員達と一緒

にここ地球上に転生します。

 
世界に対する最も巨大な奉仕は、個人が個人自身、個人の環境と個人の人間関係に責任

を取ることです。皆さんの宇宙のこころは、勇気、愛、思いやり、真実、そして光で満

たされています。人間のこころは、至福のためのひとつの導管です。根源は巨大なここ

ろであり、数多くの意識の相を通して融合することによって、わたし達は最終的に根源

と融合します。熱心な努力が、最終的には根源への統合を創り出します。

 
9月5日の新月から9月19日の満月まで、巨大中心太陽アルシオーネから放射している光
によって乙女座の星雲や牛飼座の中のコマの星達が照らし出される時に、宇宙のこころ

と融合してください。

 
 
2013年10月の振動は、宇宙の創造（オム・ジャナー）と融合する
The vibration for October 2013 Merge with Cosmic Creation (Om Janah)
 
過去に対する一貫した後悔が、贖罪をもたらします。この新しいエネルギーの中で、わ

たし達は新しい地球を創り出します。

 
惑星地球は、現象化と霊的な進化のためのひとつの巨大な触媒です。わたし達は、太陽

、月、星達、樹木、海洋、河川、そして母なる地球の生命を維持させる数々の資質に対



して、畏敬の念を持ちます。

 
10月5日の新月から10月18日の満月まで、南十字星が照らし出される時に、宇宙の創造
と融合してください。

 
 
2013年11月の振動は、宇宙の精神（オム・タパー）と融合する
The vibration for November 2013 Merge with Cosmic Mind (Om Tapah)
 
わたし達が宇宙の精神と融合する時、秘伝的な知識と霊的な力が強調されます。

 
自由は、人間の生得の権利です。真の自由は、あらゆる個人のこころの中の、霊の自由

と開放性です。この自由を探索するためには、例外なくすべての人々によって探索され

ることが必要になります。自由は、人類の完全化に対する最初の状態です。

 
11月3日の新月から11月17日の満月まで、ヘラクレス座が光によって照らし出される
時に、宇宙の精神と融合してください。

 
 
2013年12月の振動は、宇宙の照明（サティアム・プルナム）と融合する
The vibration for December 2013 Merge with Cosmic Illumination (Satyam Purnam)
 
調和した天界の音楽が、すべての人々に幸せをもたらします。完全性です。

 
ただ最も暗い深みを観想することによって、わたし達が乗り越えられない数々の可能性

を克服することができます。その高みに存在することを目的として、わたし達は責任あ

る考えと配慮ある行動の創造的な潜在力を自覚します。数々の年の推移が、皆さんが

母なる地球の管理人として賢明でさらに進化した存在になる準備を整えてきました。

 
12月3日の新月から、クリスマスの1週間前とわたし達が2014年を歓迎する2週間前
の12月17日の満月まで、宇宙の照明と融合してください。鷲座のアクイラ（アルタマリ
アの存在達の故郷）と白鳥座シグナスと鷲座アクイラの間に位置する海豚座が、巨大中

心太陽アルシオーネからの光によって照らし出されます。わたし達は、わたし達の仲間



や友人達を休日の祝い事に参加し、冬の休暇のために落ち着きます。

 
宇宙のこころであるキリストが宇宙の精神である仏陀と融合するため、わたし達はチベ

ットを自由にして、ダライ・ラマ14世を招いて帰還させる必要があります。これは、開
示のための最も重要なひとつの判断になります！中国は、ダライ・ラマが死ぬことを待

ち続けています。彼は、地球上で最も偉大な地球外生命体との接点のひとつです。

 
1933年に、中国は自分達の違法な借金を清算するために、アメリカに35兆ドルを融資し
ました。アメリカは今まで、決してその金を返済していません。何故なら、ツーレの社

会と一緒にヒトラーが、1934年にババリアの森に墜落した宇宙船とその生存者達から得
た古代の戦争技術を利用し、その宇宙船を逆行分析して作り直したからです。地球外生

命体の科学技術が戦争技術のために利用されたため、その犯罪は、銀河間の戦争犯罪に

該当します。こうした大逆罪は、太陽法廷で審理されることになるでしょ。彼らが別の

文明の生命力を侵害する時、その結果、銀河法が効力を発揮します。

 
1932年にフランクリン・ルーズベルトが合衆国の大統領になりました。そして彼は、合
衆国が既にジュネーブ条約の時の2年前に宣言してあった破産を実行し、処理しました
。このようにして、合衆国株式会社が始まりました。

 
1933年、ダライ・ラマ13世が死に近付きました。共産中国の侵害に関するひとつの予言
を与えました。1949年7月8日に、ダライ・ラマ14世が安全に国境を超えてインドに入っ
た時、中国はそれ以降、彼の中国の家を占拠し続けています。1947年に獲得した彼らの
地球外生命体の科学技術の逆行分析の競争のせいで、合衆国と英国はその時、支援を拒

否しました。中国は、チベットでの虐殺の最中でした。中国は仏陀とキリストが、チベ

ットの数々の僧院でダライ・ラマと直接接触を持っていることを認識しました。そのた

め中国は、自分達にできる限り、数多くの尼僧や修道士達を殺害しました。

 
光に属する高い存在達は、ブータン、ネパール、チベット、中国、そしてインドの教徒

達を統合するために、2013年の7月にブータンの中のタイガーズ・ネストで、ひとつの
儀式を計画しています。これは、地球上の一体性を統合する最後の数々の段階のひとつ

です。数々の時系列は修復され、そして銀河間の戦争犯罪者達は離れ続けています。わ

たし達がこの完了の局面の最後の月々に対処するため、今、平和の王子が地球上に君臨



します。

 
わたしはサナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2013年6月8日。 
This is Sananda through Elizabeth Trutwin, June 8, 2013.
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your questions. You have worked very hard and it is time we sat down together to discuss your next
steps. I thank you for your enduring service to the light. ~Lord Sananda For more information please
visit: http://ElizabethTrutwin.org/SanadaKumara
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眠気は地球規模の流行り病

眠気は地球規模の流行り病
Sleepiness is a Global Pandemic
A Message from Sananda through Elizabeth Trutwin, June 17, 2013
17 June 2013 - 4:14pm
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
Sleepiness is a Global Pandemic A Message from Sananda through Elizabeth Trutwin, June 17,
2013 from Sananda through Elizabeth Trutwin, June 16, 2013
 
 
 
‘主イエス・キリストは、洗礼を通して皆さんを罪から自由にして、そして水と聖霊を
通して、皆さんに新しい生命をもたらしている’
 
それは何を意味するのでしょうか？　洗礼は、ひとつの水の儀式です。その水の儀式は

、ヒンドゥー教の信仰の中で、非常に重要なものです。それは魔法のようであり、変革

をもたらすものです。それはわたし達を、わたし達がここに現れる前にいた場所に戻し

ます。それは、皆さんを罪から自由にします。これが意味することは、わたし達が転生

する時、わたし達はわたし達のすべてのカルマを焼き落とし、啓発を手にして、決して

死ぬことはなく、再び生まれるひとつの機会を持つ、ということです。わたし達は、地

球上に生まれる時にわたし達の母の水を通過し、またわたし達は外部宇宙の中の全体的

に水でできているスターゲイトを通過します。これが、わたし達が物質の世界に現れる

ために、わたし達の無制限なエネルギーのための準備を整えます。そしてこれが、その

スターゲイトを通して叡智と伴に、わたし達に新しい生命をもたらします。ハギア・

ソフィアは、聖なる叡智のことです。これは、叡智を持って行動を起こすことに触れて

います。わたし達は、ただ行動に移すために叡智を獲得した後にだけ、そのスターゲイ

トを通過します。わたし達は今、周波数を強化され、そして再びそのスターゲイトを利

用する能力を手にします。あらゆる人が、適切な叡智と愛で、これを行うことができ



ます。

 
そう、揺るぎない知性を持つ皆さんは、ここで隠された数々の教えを観察します。

 
眠気は、ひとつの地球規模の流行り病です。

 
人々が自分達の目覚めを始める時、新しく気付いた自分達の理解の中で、孤独を感じ

ます。通常人々は、さらに多くの物事に気付こうと、インターネットに向かいます。人

々は多くの情報に遭遇し、次々とひとつのウサギの巣穴に陥り、外部世界の関する新た

な意見を詳しく調べ、読み、そして自分の新しい意見を形成します。人々が自分達の新

たな真実を学ぶ時、人々はそれでもさらに孤独になります。これは、自分、自分、貧弱

な自分に意識を集中し続ける、自我の精神のひとつの結果です。これは、一見すると良

く見えながら、しかし実体がないことが判明する物事を読んで理解する状態に至る、終

わりのないひとつの下降螺旋になる可能性があります。皆さんが皆さんの数々の問題を

解決するために‘何かを行う’ために何かをしなければならない、という考えを、避けく
ださい。ここが、疑うことを知らない人々が雇われた偽情報の専門家達によって悪い方

向を選択させられるところです。その代わりに、奉仕に向けて、皆さんのエネルギーに

集中してください。皆さんが他の人々に奉仕をしている時、その結果皆さんは、悪い方

向に進むことはあり得ません。お互いに助け合うことが現代の課題であり、そしてこれ

から訪れる何年もの間も、それが課題になるでしょう。犯罪者ではない女性、男性、そ

して子供は、その補償金としてそれぞれ1千万ドルを受け取り、その次に、現実の仕事
が始まります。地球は地球を癒すために、わたし達すべての参加を必要とすることにな

るでしょう。そしてそれは、ひとつのチームの取り組みになるでしょう。皆さんの興味

ある分野を選択して、皆さんがこの世界に反映させたいと思うものに意識を集中してく

ださい。そして皆さんが癒されて、皆さんの次の使命のための準備が整う時、皆さんは

皆さんの生命エネルギーをどこに向けることになるでしょうか？

 
知識における実質的な改善は、優れた判断力を発達させるひとつの過程を通して現れ

ます。光の戦士達は、何年もの間、人間関係を持たずに進むことができます。時に彼ら

の新しい理解が彼らを導いて、もはや機能しない、あるいは意味のない長い人間関係を

終わらせます。これを行うことは、それぞれの魂が自分自身の速度で自分達の道筋を探

索することを許します。この孤立した生き方は、成長の為の最良の環境です。それは、

超然とした状況が生じる場所です。わたし達がすべての物事から超然とした状態にな



る時、わたし達は真の成長の成果が必要になる、と考えます。わたし達がわたし達の内

面の生命を発達させる時、次に数々の課題が届きます。わたし達は数々の問題点を吐き

出しますが、それは過去の数々の人生に由来する癒しが必要になるものです。数々の人

間関係や性は、ひとつの大きな問題点です。怖れ、不安定、未解決の問題、そして古

い数々のパターンが表面化します。またわたし達は、わたし達の双子の光彩との出会い

の夢を見始めています。一部の人々は、性的な関係に没頭することは、癒しが必要なも

のになる得ることに気付きます。他の人々は、独身はこのカルマに対処してそれを焼き

落とすための唯一の方法であることに気付きます。人がその道筋を明確にして、意識的

に前進する限り、それに関する善し悪しなどはありません。変化は必然的なものであり

、進化の一部です。明確にしてください。人は、双方の魂が自分自身の行き詰まりを探

索するために自由になり、個人的なひとつの個性として自分自身を自由にしない限り、

健全な人間関係を持つことはできません。それは唯一の方法ですが、この水準の自覚的

意識は、稀に人間関係に適用されます。究極の真実から欠けているどのようなものでも

、両方の魂を縛り付ける比較的低いひとつの振動です。究極の愛に気付き、その愛で慎

重に前進してください。現代の若い人々は、自分達が今確認しているものが真実だ、と

いうことを確信することを望みます。それはすべて、とても正直なことであり、皆さん

は狂っている訳ではありません。皆さんの双子の光彩の再会は今、有効なものになって

います。皆さんは、今皆さんが経験しているすべての人間関係、そして皆さんがそうな

りたい人間関係を、じっくり考えることを望むかもしれません。では、ひとつの公平な

偏らない方法でこれを安定させるためには、何が必要になりますか？

 
 
太陽の言葉は、ヘリオスとヴェスタ

The Solar Logos are Helios and Vesta
 
地球上の人類は、太陽の水準にある数々の教えを習得しながら、進化を続けます。数々

の霊的指導者達が、その途中で人類を励まして個別に指導しながら、人類を導きます。

わたし達はすべてキリスト意識に向かって進み、啓発に向かうため、その太陽の水準は

、普遍的な水準に向けて統合します。わたし達が啓発に達する時、わたし達はそれ以上

の疑問は持たなくなります。すべての答えは、努力する必要がなく、にこころに浮かび

ます。

 
‘そして言葉は肉になり、そして彼はわたし達の間に宿る’



 
それは何を意味するのでしょうか？　神は、皆さんが思い出すために役に立とうとして

、転生して地球上に留まりました。皆さんは、今まで支援を受けずにここにひとりでい

たことは、決してありません。皆さんは神に気付き、神を確認し、神に話し掛けること

ができます。神は、今ここにいます。神は今まで24回の生涯を選択し、皆さんはそのほ
とんどについて何かを耳にしてきました。そして神は、依然として決して離れたことは

ありません。それにもかかわらず、それは本当に、見抜くことが困難です。それは、多

次元性と、同時に姿を持ちまた姿を持たないひとりの熟達者になることと関係があり

ます。物事は、いつもそれが現れるようなものとは限らず、そしてわたし達は、わたし

達のこころとわたし達の精神をさらに高い数々の現実性に向けて開く使命を担います。

 
キリスト教とイスラム教の両方が、言語中心主義であり、これはその教義が言葉に焦点

を合わせていることを意味します。キリスト教の伝統の中で、言葉が柔軟になりました

。

 
キリスト教は霊的指導者達や天使達の象徴を利用します。キリスト教は、形のないもの

を形で表現します。イスラム教は、聖なる筆跡の形の名前に関する自分達の解釈を描写

します。イスラム教は、形のない姿で形を表現します。わたし達は姿のあるものと姿の

ないものの両方です。

 
わたし達は、わたし達の内部と外部の結び付きを、理解し始めます。これが起る時、数

々の変化が内部と外部で始まります。その道筋の上のあらゆる段階と伴に、新しい数々

の困難な課題がそれ自体を明らかにします。あらゆる困難な課題が、わたし達のために

、わたし達によって、創り出されます。わたし達は、わたし達自身の現実性を創り出し

ます。わたし達がわたし達の数々の試練を軽々とこなす時、わたし達は新しい数々の

困難な課題で報われます。神はいつも、わたし達の困難に気付き、わたし達に無限の量

の無制限な愛を送り続けます。わたし達はまた、進む方法に関する手掛かりを求めて、

わたし達の指導霊達に声を掛けることが許されます。ひとりの助言者または教師を見付

けることは、賢明なことです。あらゆる人の最初の教師は、自分の母親です。その啓発

の困難な道筋を、何とか乗り越えた者です。助言者達は、わたし達を啓発から引き離す

条件付けからわたし達を解き放つために、支援することができます。わたし達は新し

い数々の理解を習得し続けるため、助言者達はわたし達に意識を集中する次の場所を明



らかにすることができます。

 
 
わたし達の銀河の仲間達

Our Galactic Family
 
先住民の人々、仏教徒、ヒンドゥー教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒、女神信者、独立

した霊の道筋の人々、イスラム神秘主義者達、イスラム教徒、神道の人々、道教の人々

、そしてゾロアスター教徒、そのすべてが、その内部で地球、地球の数々のポータル、

スターゲイト、内部太陽、創造以降人類と隣り合って暮らしている地球外生命体の数々

の文明に関する古代の記述を、共有します。皆さんが行間を読む能力を発達させる時、

皆さんは皆さん自身でそれを確認することができます。皆さんが古代の象徴とその秘伝

的な意味を研究する時、その結果皆さんは、見る目を持ちます。例として、豊饒の女神

を取り上げましょう。女神ラクシュミは、18ほんの腕を持ち、ビーズの付いた紐、戦闘
用の斧、鎚矛、矢、雷電、蓮、弓、水を入れる容器、棍棒、槍、剣、盾、法螺貝、鐘、

杯、三叉、輪縄、そして円盤のスダルサナを身に着けている、と描写されます。さて、

法螺貝、輪縄または鎚矛の秘伝的または隠された意味とは何でしょうか？　それはわた

し達ひとりひとりに意味があるのでしょうか？こうしたものは、ここで隠されている古

代の数々の教えです。知識は、皆さんの生得の権利です。カバラ、占星学、マザロス

（Mazzaroth）、エノク書、プラーナ文献、ウパニシャド、マスナヴィ（Masnavi）、モ
ーゼ五書、道徳経、古事記、ジャータカ（本生話）、ピスティス・ソフィア、またはど

のような古文書でも詳しく調べることによって、脳の筋肉を鍛えてください。古代の数

々の象徴を調査して、全存在を完全性に結び付けるその撚り糸を、確認してください。

 
皆さんが最初の目覚めから前進する時、次に数々の答えのために新しい物事を探索する

ことが退屈になります。寝る前のお伽噺を聞くことに関心を向けることは、時間の無駄

です。皆さんは、多様な情報源から、‘皆さんが今まで望み続けているその数々の変化
は今、皆さんに接している’という話を、何度読めば理解することができるのでしょ
うか？　こうした就寝時のお伽噺のほとんどは、皆さんに販売しようとする何かを持ち

ます。その数々の物語は、皆さんをさらに後退させるために考案されます。それは害が

あるものではありませんが、しかし、必ずしも皆さんが時を費やすための最良の方法で

はありません。皆さんが今それに費やす半分の時間を割けば、皆さんは、炊き出しの

場所、老人ホームまたはホームレスの施設に出掛けて、ボランティア活動ができるかな



りの時間を持つことになるでしょう。ここでその時間の残りの半分を割いて、皆さんの

銀河の祖先達が残していった真の知識で皆さんの精神を鍛えてください。銀河の祖先達

は以前に現れて、決して変わることのない、永続する知識を残して行きました。皆さん

自身の専門家になってください。認識することによって認識を発展させてください。そ

の結果皆さんは、騙されることはなくなるでしょう。皆さんは、誰を信じればよいかを

疑問に思いながら無駄に時間を過すことはなくなるでしょう。皆さん自身を信じてくだ

さい！　皆さん自身を訓練してください！　その努力をしてください！　皆さんの指導

霊達は、皆さんを支援する準備を整えて、皆さんの側に立っています。皆さんは決して

ひとりではありません。皆さんのエネルギーを用いて、永遠に最も高い光の勢力達と手

を結んでください。他人の噂話をしないでください。人を騙さないでください。誰も憎

まないでください。愛になってください。

 
わたしはサナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2013年6月17日。
This is Sananda theough Elizabeth Trutwin, June 17, 2013.
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エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin

 
 
The Stage Has Been Set For Disclosure, NESARA and Announcements
A Message from Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, September 6, 2013

 
 
 
こんにちは！ わたしはサナンダ、旗艦新しいエルサレムの10フォワードから皆さんに伝えてい
ます。

 
地球上でひとつの巨大な意識の上昇が進行し続けています。展開している対話に注目することは

、ひとつの歓びです。何故なら、わたし達が間もなくこの集団的な心理攻撃の12回目の記念日に
近付いている時に、わたし達の誇示を911に対する正反対の解釈としてそれが現れているからです
。自分達が見たものによってこれほど数多くの人々が精神的に打ちのめされたこの日は、その後

に続く、攻撃者と認識され者達と戦おうとする世界中の普通の人々からの戦争の叫びを耳にする

ことになった日です。その地球の日から癒えるために、今までとても長い時間がかかっています

。

 
過去12年の中で沢山の物事が起ってきました。そして人間の目覚めの中で最も意義深い進歩は、
その覆いを見透かして、皆さんのすべての感覚で真実を把握する能力です。人類は、もはや政治

家達や報道媒体からの曖昧な二重語法を表面的な値で受け止めることはありません。

 
地球からさらに高い数々の領域の中で丸一日の準備が行われた後、2013年8月25日にネサラ法の告
知のための舞台が設定されましたが、それはわたしの配偶者のレディ・マスター・ナダから伝え

られることになるでしょう。一斉開示、告知、そしてネサラ法に関するニュースを共有する舞台

上には、彼女と伴に19名が存在することになるでしょう。一部の発表者は、銀河の人間になり、
他の発表者は、地球外生命体になるでしょう。19名の発表者は、レディ・マスター・ナダ、主サ
ナンダ、レディ・マスター・アテーナ、主アシュタル、レディ・マスター・ディウジャ、主リ



ンコー、マザー・セクメト、主アルシオーネ、サンジェルマン、オバマ大統領、大統領夫人

レディ・ミッシェル・オバマ、主ミカエル、主メタトロン、クリントン大統領、スティーブン

・バッセット、主ハットン、主コルトン、主モン・カー、主ラマ・アルジャナです。

 
ひとつの集団が、3日間の一連の瞑想のために集まりました。旗艦新しいエルサレムは、エネルギ
ー的にこの集団の努力を支援するために進路を変えて、ニュー・メキシコのサンタ・フェ上空の

その通常の位置から離れました。最初の日は、古いあらゆるものの浄化と放棄です。精神、身体

、そして霊を癒すために、地球上のあらゆる人々に、ひとつの祝福が与えられました。今は、純

化と正しい意図で、癒しを必要とするあらゆる物事を求めることが、特に身体、精神そして霊の

中の古い数々の傷が完全に癒されることを求めることが可能です。求めてください。それでそれ

は与えられます。

 
2日目は、新しいエルサレムとの直接的な連携です。朝、その集団が瞑想した部屋の中に、ひとつ
のエネルギー・グリッドが設定されました。磁気エネルギーは、母のエネルギーです。そこから

、父の電気エネルギーが流れます。磁気エネルギーは音響振動であり、電気エネルギーは、暗黒

物質宇宙の中の新たな創造を形成する光の振動です。その2つが一緒になると、どのような物事も
創り出すことができます。すべての物事は、最初に音響として母から創り出され、結束して父の

光のエネルギーが加えられた愛と一緒になって、姿形になり始めます。ヨハネ1：1の中で、初め
に言葉ありき、そして言葉は（女）神と伴にあり、そして言葉は神（姿形）だった、と書いてあ

ります。この言葉は、オームという言葉であり、それは姿形になろうとしている姿形を持たない

状態です。音響が光と融合する時、それは地球の明示された領域になり始めます。ひとりひとり

の皆さんが、ひとりの創造主の神であり、これを行う能力を持ちます。皆さんは、皆さんがすべ

ての水準でより許容力があるように見えることを、最近は既に気付いているかもしれません。

 
この季節の2回のグランド・セクスタイル、最初の7月29日と2回目の8月25日の間に、地球上では
以前に確認されていない大量の高いエネルギーがわたし達の細胞に溢れて、DNAや下位原子の水
準まで降りて行きました。この皆さんのDNAの活性化を受けて、皆さんの数々の才能が戻り続け
ています。また皆さんは激発している身体の痛みあるいは健康問題に気付いていたかもしれま

せん。何故なら、こうした同じ数々の高いエネルギーがかなり多くの光を持ち込んで、物質的な

姿が圧倒される可能性があり、それが痛みまたは疾患に変わるからです。これはひとつの癒しで

あり、そして皆さんは時の経過と伴に、高い確率で、こうした数々の領域の中で数々の癒しを統

合して、皆さんの姿の中で肯定的な変化に気付いたのではないでしょうか？

 
地球上の黄金時代は、依然として地球上の古い数々の枠組みにしがみ付いていた最も暗いエネ

ルギー達を運び去るために銀河の中心が整列した、2013年12月21日の直後に始まりました。5次元
はその後の9ヶ月を通じて固定されたため、地球は数多くの成長痛を経験してきました。今、その
移行は終わりました。新しい地球は、2回目のグランド・セクスタイル以降、既に誕生しています



。

 
2013年8月25日、このエネルギーは数時間の間、新しいエルサレムからの科学技術によって、埋め
込まれ、育まれました。その日の午後、その集団が戻り、非常に重要なひとつの瞑想を行いま

した。ひとつの螺旋のエネルギー・グリッドが地球の中心の核の部分に固定され、それが上空に

広がって新しいエルサレムからの牽引光線がそれと結び付いてまさに新しいエルサレムの基盤に

まで達する、その螺旋エネルギーを引き寄せた場所に向かいました。このエネルギーの結び付き

と伴に、ちょうどその集団が瞑想をしていた部屋に向けて、ある種の昇降の光線を照射すること

ができました。これが続いた時に、次に新しいエルサレムからひとつの昇降装置が降ろされま

した。原因の領域の中で、ネサラの告知のための舞台が設定されました。その日に舞台上に立つ

ことになる19名の構成員それぞれが、その集団を導いているレディ・マスター・ナダと伴に新し
いエルサレムから降りました。それぞれが、上で言及した同じ順序で後に続きました。レディ・

マスター・ナダは演壇の間に彼女の場所を取り、他の存在達はその舞台に並び、自分達の意見を

準備しました。何故なら今、彼らは彼女に従っていて、そのすべては今後物語全体の一部を共有

することになるからです。

 
これは、地球外生命体と銀河間の世界連盟と銀河連邦の両方の構成員である銀河の人間達との

間の、共同努力になるでしょう。今はその光景は既に原因の領域に設定されたため、どのような

物事も絶対に物質的な姿形の領域に入ることを止めることはできません。今これを読んでいるひ

とりひとりの皆さんが、代表となり、存在しました。それは、皆さんのさらに高い自己は、完全

にこの出来事を、それが起った通りに自覚していたからです。親愛なる光の戦士、あなたがその

解決策です。皆さんのすべての生涯は、わたし達が時間を終りにするこの瞬間のための準備とし

て費やされました。皆さんが今それを憶えているはどうかにかかわらず、皆さんは最も高い光の

勢力に認知されています。その意思決定は既に行われているため、目覚めた人類は、天の美しい

集団の中の姉妹や兄弟達からの支援を受ける瞬間にいます。天の歌い手達はまたクマラとして認

識されていて、その磁気の光のエネルギーが今、新しい地球への転換をもたらしながら、電気の

光のエネルギーと融合します。

 
2013年8月25日に、その舞台は天の領域の中に設定されました。これは必要な最初の段階であり、
非常に大きなひとつの前への推進力です。人類は地球上で多次元的な人生を生きているスターシ

ード、星の種子達です。地球は、すべての領域の中で最も低い振動です。因果の数々の領域、わ

たし達がそこから創造する場所です。わたし達は原因の領域の上で創造するため、その結果この

現実性は急速に地球という物質的な領域のより低次の密度に向けて降下し、ここで明らかになる

でしょう。それは、わずか一瞬のことです。起ったすべての物事は、非常に長い時間をかけて計

画されてきたものであり、すべては神聖なる秩序の中に存在します。その魂達の集団は、自分達

の意識を最も高い光の存在達と結び付けられて物質的に存在し、また姿形の状態と姿のない状態

で存在し、地球上の光に目覚め、そのために働いているすべての魂達の最も高い姿と伴に、ひと



つのエネルギーを創り出しました。それには、皆さんも含まれています。皆さんは、人類と地球

のための数々の変化に対する長い間の追求の中で、定着してきました。次は何でしょうか？

 
わたし達がアトランティスの数々のエネルギーが癒される9月中旬に入る時、ひとつの必要条件は
、ひとつの集団的な意識としてわたし達が地球上の平和を望むと決意することです。その規模が

平和に有利に傾くにつれて、数々の変化が導入されます。わたし達は既に、内部地球の結晶質や

愛という磁気エネルギーと結び付いているひとつの電磁的な結晶構造である地球のグリッドにつ

いて、その話は聞いています。これは、引力のエネルギーです。皆さんがより愛になり、より一

層行動の中の愛になるほど、皆さんはさらに怖れが皆さんという存在の中に入ることを許さなく

なります。わたし達はひとつの集団として、より速く原因の領域から物質的な領域へと、既に設

定されているそういった変化を統合することになるでしょう。オバマ大統領は、既に合衆国の代

表達や他の国々代表達の民主的意志決定に、質問を投げ掛けています。皆さんは宣戦布告するこ

とを望みますか？　彼は決して彼が叩こうとしているとは口にしませんでした。彼は、化学兵器

による攻撃に対する説明責任が生じることになる、と言いました。彼は単純に、地球の市民にひ

とつの仮定的な質問を投げ掛けています。皆さんは、ひとつの集団意識としてわたし達が反応す

る方法を変える準備が整っていますか？　皆さんは、平和の準備が整っていますか？　魂達の大

多数は、目覚めていようといまいと、自覚していようといまいと、わたし達はもうこれ以上人類

に爆弾を投下することはない、と口にしています。オバマ大統領は、彼の役割を完全に最後まで

演じながら、世間の関心が数多くの人々を支配することを望む少数の者達に向くようにして

、75億の地球上のすべての人々の意識を高めます。これが、わたし達が物事を変える方法です。
シリアは、わたし達が本当に遠い昔に地球に事故着陸した場所です。今はすべてが癒されます。

 
9月中旬に、仲秋の名月の数々のエネルギーが、長い間探し求められてきた変化を活性化します。
そしてわたし達は、新月のエネルギーを更新し、新しい地球が物質的な領域上でそのエネルギー

を完全に統合しながら、2013年の終りに向かいます。皆さんは、行うべき最も重要な物事は、数
々の変化を監視することだ、と感じるかもしれません。それはそうではありません。

 
皆さんが行うことができる最も重要な物事は、奉仕を開始することです。皆さんに対する奉仕

です。皆さんの身体を純化してください。それで皆さんは、ひとつの光の灯台になるかもしれま

せん。正直になり、皆さんの身体が今要求する数々の変化を起こしてください。皆さんの食習

慣は、本当に非常に重要です。皆さんの家族に奉仕してください。もしも皆さんの家族の中に、

皆さんがまだ和解していないひとりの個人がいるなら、皆さんは今、和解する責任があります。

それは皆さんにどのような出費を要求しますか？　皆さんはむしろ正しく、あるいは愛になろう

としますか？　正しくなることを選択し続けることは、皆さんが理解するよりも皆さんに遥かに

多くの負担をかけます。皆さんは、皆さんが理解しないものは理解しません。ただ活力あるあか

らさまに正直な自己の内観を通して、皆さんが皆さん自身でそれを明らかにする時に、皆さんは

こうした真実に巡り合うことになるでしょう。皆さんの地域社会に奉仕してください。奉仕活動



を行ってください！皆さんの空き時間をネットフリックスに向けずに、必要としている人々に向

けてください！外に出て彼らを見付け出してください。動物の仲間になっている人々、飢えてい

る人々、あるいは選挙権を奪われた人々です。皆さんの意識的な意志が皆さんの地域社会のカル

マに責任を取ることを許す、そのすべてを行って下さい。皆さんの国に奉仕してください。ひと

りの善良な市民になってください。投票してください。投稿してください。自覚的意識を高めて

ください。寄付を通して、あるいは皆さんの時間を割くことを通して、各々の場所の人々を支え

てください。市民公聴会や一斉開示の計画は、皆さんが探し求める数々の変化をもたらすように

なる、その行動を伴う政策を活用する上で、2つのとても価値ある目標です。皆さんの植物に奉仕
してください。あらゆる水準で環境に優しい生活を送ってください。暮らし方を変えて、地球の

ために皆さんの二酸化炭素の排出量を減らしてください。皆さんが行動の中の愛を前面に出す

度に、皆さんは正しい方向性で有利に局面を変えています。皆さんは皆さんの兄弟の管理人で

あり、皆さんが行うあらゆる物事が数多くの人々に役立ちます。わたしに導きを求めてください

。わたしはいつも、皆さんの傍にいます。わたしはいつも、皆さんと一緒にいます。わたしと一

緒に、調和の中を歩んでください。わたしの手をつないでください。

 
わたしは主サナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2013年9月6日
This is Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, September 6, 2013.
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新しい地球のためのスターゲイトを設定する

Set The Stage For New Earth

 
ひとつの全体として人類を支援する方法。最も低いエネルギーであると見えるものが、世界を奪

ってきました。一方、わたし達は数々の衛星、コンピューター、そして接続性を持ちます。他方

でわたし達は、ホームレスの問題、大規模な飢饉、そして世界大戦を経験します。わたし達は、

ひとつの異なる道があることを、人類に明らかにする必要があります。わたし達は、不可能に見

えるものをわたし達が今後可能にすることを、人類に明らかにします。皆さんは、より良い社会

を創り出すことができます。一粒の種子が、既に蒔かれています。ひとつの顕著な貢献をした

い人々、何か美しいことを熱望する世界中の人々は、絶望します。特にその人々は、欠乏のせ

いで、その人々の夢を実現することに絶望を感じます。ひとつの新しい連絡網の構築があり、そ

れは、こうした地球の数々の変更者達を結び付けて支援し、触発し促進するために行われること

になるでしょう。今は、人道的な数々の計画の形成と実施を始めることが可能です。組織化して

ください！こうした人々は、年が進むにつれて、さらに宇宙と結び付けられることになるでし

ょう。それは金銭を目的にしていません。それは行動を目的にしています。行動の中の愛です。

 
 
地球の地上要員のための現実性

The Reality for The Ground Crew on Earth

 



わたし達は既に、真実の時代（サチャ・ユガ）に入っています。黄金時代の数々のエネルギ

ーは、2012年12月21日の宇宙の中心と銀河の中心の直列に続く2013年1月1日以降、地球から接近
可能になっています。その現実性は存在し、たとえその出来事がまだ起こっていないとしても、

皆さんは依然として、それを皆さんの日常の活動に黄金時代の数々の奇跡を引き寄せることがで

きます。既に充分な数の人々が目覚めていて、今可能な何らかの努力を行うことを自覚してい

ます。それがどれほど大きくまた小さくても問題ではなく、今は、行動を起こす時です。それを

実践に移してください。それを実行してください！皆さんに対する最初の質問は、皆さんは皆さ

んの使命を認識していますか？そうです。当初、皆さんの使命は、地球を次元上昇させることで

したが、それは完了しています。次は皆さんの不安定な状態を癒して、皆さんの個人的な次元

上昇、つまり啓発を、終日追求することです。皆さんがこの重要な仕事を達成する時、皆さんは

、その次の役割のための準備をしています。一部の皆さんは、既に到着しています。皆さんは、

ひとつの会社、ひとつの財団、あるいはひとつのビジネスモデルのためのひとつの展望を持つか

もそれません。地球をより良いものにするために、皆さんは、皆さんの創造性、才能、貨幣、そ

して労働をどのように利用することができますか？ 

 
 
今という瞬間に向かう皆さんの夢を活性化する方法

How To Activate Your Dream Into The Now

 
皆さんは、今後その強さとエネルギーを与えられて、皆さんの数々の夢を達成することになる

でしょう。確認できない数々の障害物について、心配しないでください。神聖なる祝祭に熱中す

る準備を整えてください。数々の物事が明らかになるでしょう。

Have confidence that you will be given the strength and energy to accomplish your dreams. Don’t worry about
unseen obstacles. Be ready to immerse into the Divine Celebration. Things will manifest.

 
 
新しい地球は、地球外生命体の数々の社会とひとつの統合する

New Earth Integrates the Extraterrestrial Communities as One

 
完全な銀河の開示の概念について、大きな誤解があります。それは、わたし達は決して離ればな

れではない、ということです。銀河連邦の数々の宇宙船は今、すべて地球の周りにいて、今まで

もいつもいました。人類が3次元に沈んだ時、人類はその接点を失いました。エーテル質の宇宙船
、光の宇宙船、星の宇宙船、そしてマカバの乗り物は、5次元とそれ以上で機能します。ただ地球
が3次元という幻影の世界の中に出現するもので機能するという理由だけで、それは数々の宇宙船
がここに存在しないことを意味する訳ではありません。数々の宇宙船は存在します。強く主張し

てください。数兆かそれ以上の中で。地球外生命体達は、皆さんの間で働き、生きています。数

百万がそうしています。地球上、海洋の下、そして内部地球に、地球大生命体の数々の基地があ



ります。皆さんの次の使命は、皆さんはひとつの銀河の文明として存在し、今までもいつもそ

うだったことを、受け入れることです。

 
人類が、地球の選ばれた代議政治家達とその有権者達の間のその社会的な契約を掲げる時、その

結果開示が着陸をもたらすことになるでしょう。政府機関は、政府機関が地球外生命体との契約

、深宇宙からの大きな実験装置の返還を含むお互いの事業契約に今まで従事してきたことを、人

々に対して認める責任があります。政府機関は、無限の予算を持つ影の政府、そして秘密の宇宙

計画を実行するための資源としてそれを行うために複合的な情報源からの金銭の浄化をしながら

金融、政治、司法制度、軍、産業、そして税金を利用している事実を認める必要があります。政

府機関は、これが今まで人類に課してきた損害を認める必要があります。政府機関は、責任を課

されることが必要です。政府機関はそのカルマ的な数々の役割を履行することが必要です。カル

マが終わる時、政府機関は、政府機関が利用してきた全体性に復帰することが要求されます。

 
わたし達が完全な銀河の開示を経験する時、その結果皆さんは、両極から出入りし、海洋や湖か

ら出入りし、山岳の天然のスターゲイトから出入りしている数々の宇宙船を確認することができ

るようになるでしょう。宇宙船は今のところ覆い隠されていますが、それにもかかわらず、そこ

に存在します。皆さんは、皆さんの周りのすべてで移動する、数々の球体や他のエーテル質の乗

り物を確認することができるようになるでしょう。皆さんは、完全に5次元になった世界の中で利
用できるすべての利点を統合することを除いて、これ以上何も望むものはなくなるでしょう。こ

うした数々の贈り物が、皆さんに与えられることになるでしょう。そして再び同じになる物は、

何もなくなるでしょう。地上の二元性は、すべての表面上の外観のすべてで停止することになる

でしょう。肝心な点は、皆さんは既にそこにいる、ということです。そのように行動してくだ

さい！

 
 
最も高い光の存在達との連携

Working with The Highest Beings of Light

 
数多くの人々が、その指導霊が誰か、そしてその指導霊と接触を持つ方法を認識することを望み

ます。それはこのようなものです。皆さんの玄関の呼び鈴が鳴ったと思い描いてください。皆さ

んはその扉に行き、そしてそこに立っている衣服を着用してイエスキリストの身なりをしたサナ

ンダを確認します。皆さんは微笑み、皆さんの手を振り、イエスを招き入れます。皆さんは彼に

、こんにちは、と伝えます！　皆さんはここでわたしを招くことができて、なんと素晴らしいこ

とか。どうかわたしに伝えてください、何か新しいことがありますか？　気楽にしてください。

わたしが皆さんに伝えることができるものは、何かありますか？

 
これが、最も高い光の存在達と連携する時の、その同じ過程です。皆さん自身の指導霊に呼び掛



けてください。例えば、大天使ミカエル、大天使メタトロン、マイトレーや、マザー・セクメト

、サンジェルマン、クートフーミ、主アシュタルまたは主サナンダです。皆さんの空間に彼らを

招いてください。皆さんの精神の中を静かにして、そして皆さんのこころの中を穏やかにしてく

ださい。彼らの名前を3回呼び、皆さんの周囲のひとつの振動の変化を期待してください。それは
玄関の呼び鈴が鳴っているのと似ています。それは、皆さんの身体の中のヒリヒリ感かもしれず

、あるいはひとつの音または光の合図かもしれません。皆さんの指導霊と静かに腰を下ろして、

彼らに皆さんの使命の周辺で皆さんが持つ数々の質問を尋ねてください。わたし達、高位の霊的

指導者達、天使達、そして銀河の存在達は、いつもここにいます。わたし達は、皆さんの呼び掛

けを聞きます。わたし達は、皆さんを鼓舞する方法を認識しています。皆さんは決してひとりで

はありません。わたし達は、軽い合図、愛、情緒的な支援で皆さんと手を結び、皆さんが皆さん

自身の数々の才能を磨く際に支援します。そのマトリクスの中で生きる皆さんは、皆さんの物質

的な身体の才能を利用して、地上の現実性に向けたこうした使命を徹底的に処理することになる

でしょう。

 
皆さんが、皆さんの時代と皆さんの使命の達成を目指した次のほんのささやかな一歩を進むため

に行うことができる、そういった活動を計画するため行動を開始する時、わたし達は、皆さんと

毎日会うことを期待します。皆さんがその日の活動を振り返る時、わたし達は、それぞれの日の

終りに皆さんと会うことを期待します。わたし達は一緒に、皆さんの数々の成功と失敗を、そし

てどうすれば明日をさらに良くすることができるかを議論することになるでしょう。わたし達は

、皆さんがさらに深い達成と幸せへ向けて調整を施すための支援をすることになるでしょう。時

に皆さんは、“わたしは、わたしがわたしの重要な友人または家族とその人々の人生の中で変化を
もたらしてきたという会話を認識している。わたしはそれをその人々の顔の中で確認することが

できた。”、と口にすることになるでしょう。皆さんが毎日少しずつ世界を変える、これほど数多
くの方法があります。皆さんは助言者になります。

 
 
女性の力

The Power of Women

 
わたし達が、誕生前または誕生の心的外傷、幼児期の経験、教育、仕事、そして性生活の問題点

、結婚、子供達、数々の難題、病気、退廃、そして老年によって創り出された数々の不安定を一

掃する時、わたし達がその道筋の何処にいようとも、わたし達は頻繁にひとつまたは2つの基本的
な問題点に戻ります。幾つかの不安感に通じる内面の奥深くの愛、思いやり、そして愛情の不足

です。

 
わたし達が次の幸せな世代を築く方法は、母親が計り知れない程重要な役割を持つことを、わた

し達が理解することです。数多くの人間の活動の中で、地上のほとんどの指導者の地位は、女性



に移行することになるでしょう。新しい地球が創り出される時、少し例を上げると財政、自己

統治、そして土地の所有権の分野で女性が指導者の役割に投入されるため、生き物、人類、そし

て母なる地球に対する暴力のさらに顕著な減少が起ります。女性は生物学的にあらゆる人を安

全に、健全に、そして健康に維持する方向に熱中します。地上の穏やかな未来は、変化の中で導

くために女性を強化することから始まります。母親がわたし達の最初の導師です。すべてです。

わたし達は、こころの温かさを促進するために、さらに多くの努力が必要です。今世界の中でさ

らに大きな指導者の役割を担うことが、女性の責任です。外に出て、それを成し遂げてください

！

 
個人の次元上昇

Individual Ascension

 
個人の次元上昇については何もなく、それは自然に沸き起こります。近道はありません。それは

、内面の努力を行うことが困難なものにならなければならないことは、意味しません。最も大い

なる難題は、皆さんの精神の中身です。精神の中身を取り除こうとすることは、役に立ちません

。それは、その中身にエネルギーを与える別の方法に過ぎず、そのやり方は機能しません。まさ

に今達成しなければならない最も重要な認識は、この世界を変えるためには何もすることがない

、ということです。それは毎日変わり続けています。神聖なる神の愛が、この世界を変え続けて

います。すべてが成し遂げられているところです。皆さんの仕事は、もしも皆さんがそれを認め

るなら、皆さんの精神からその数々のフィルターをわたしが浄化することで、この世界を超越す

ることです。ひとつの‘やり直し’の中で、計画通りに進める方法を学んでください。それがその条
件付けを消去します。

 
一息ついて、皆さんの心臓の鼓動を感じてください。わたし達がそれについて何もしなくても、

皆さんは人生を生きています。神聖なる恩寵が、生命と地球と伴に皆さんに注がれてきました。

地球上で生きているすべての存在達は、それについてわたし達が何かを行うどのような必要性も

持たずに、進化と変化を続けます。もしもあらゆる人がその真の自己に向けて非常に深く自分を

解き放ち、啓発の解放に身を委ねて、その後になってもすべての他の追求を手放したとすれば、

世界はどのようになるでしょうか。もしも皆さんが啓発されて次元上昇していたとすれば、皆さ

んの人生はどのようになっているでしょうか？ これはどのような人間も与えることができる、最
も大いなる使命です。それよりも大いなる人間の生命の利用はありません。

 
その数々のフィルターは、皆さんがあらゆる思考とあらゆる行動を濾過するものです。その監視

人と人格の自己は、こうしたフィルターによって分断されます。数々のフィルター以前のひとつ

の時代に対する皆さんの記憶に戻って、異なる方法でそれを行っている状況を視覚化してくだ

さい。何らかの心的外傷をやり直してください。それをハード・ディスクから消去してください

。以前の瞬間を思い出して、起ったことを再び思い描いてください。このように皆さん自身を完



全にしてください。それは驚くほど単純であり、今後あらゆる物事を変えることになるでしょう

。錬金術です。個人の生命を神聖なるものに捧げることを、深く決意してください。小さな物事

を積極的に諦めることです。必要となるひとつの犠牲の段階があります。人は、今後起ることを

認識しないで大丈夫だ、ということを学ぶ必要があります。数々の出来事は、ひとつの特定の方

法で進む必要はありません。平静。帰順。存在状態。

 
 
ここで3次元から抜け出す
Exit 3D Now

 
批判によって、習慣的に皆さん自身を批判から護ることを止める決断をしてください。皆さんの

両親、皆さんの仲間、皆さんの上司との議論です。非暴力、いつでもあらゆる場所でそのすべて

の表現の中で暴力と協調しないことです。責任を指摘するすべてのエネルギーの記憶に関する、

精神が経験する自己暴力。皆さんのありのままの姿は熟達者であることを、忘れないでください

！　自己と皆さんの周りのすべての人々に対して、思いやり深くなってください。

 
皆さんの人生を組織化することに没頭して、答えのない質問に出会うための準備を整えてくだ

さい。わたしの使命は何か？　それが起るようにして何かを待つ際に、一体わたしはどのように

すれば他の人々に参加することができるというのか？　わたしはどのようにして、わたしの身体

、わたしの家、わたしの世界を5次元のエネルギーで取り囲むのか？　わたしはどのようにして真
実の時代のエネルギーを役立てるのか？　わたしはどのようにして、すべての5次元の中にあるひ
とつの人生を創り出して、わたしの人生の中の日々の奇跡に対する数々の障害物を取り除くのか

？　わたしはどのようにして、わたしが地上の愛の灯台になることができるように最も高い光の

勢力の導きを活用する方法を学ぶのか？　わたしに声を掛けてください。わたしは、皆さんのた

めにいつもここにいます。皆さんは決してひとりではありません。内なる神を拝して！

 
主サナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2014年1月27日。
Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, January 27, 2014.
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大地の巨大な変容
Earths Great Transformation
A Message from Sananda through Elizabeth Trutwin, March 5, 2014
 
エリザベス・トラットウィン経由

Elizabeth Trutwin
 
 
こんにちは！　わたしは、2014年3月5日にエリザベス・トラットウィンを経由したサナンダ。わ
たし達は、以前には決して、絶対に確認されてこなかった地上の数々の時代のために準備をして

いるところです。数多くの皆さんは、この役割のために地球に現れました。そして皆さんは、奉

仕に呼び出されているところです。わたし達は、皆さんと連携して皆さんのエネルギーを精緻化

してきました。数多くの皆さんが今まで宇宙船に連れて行かれたことがあり、そして皆さんはこ

の数々の記憶を持ちます。まさに目覚めている人々は、皆さん自身に優しくしてください。皆さ

んは、次第にさらに深い理解に向かうことになるでしょう。それは時間がかかります。その段

階は、次の数か月間で地上の巨大な部分の数々の激変の準備が整っています。それは、地上で今

まで認識された最も長い期間の豊かさ、美しさ、真実、正義、そして穏やかさを生み出すことに

なるでしょう。

 
地球は、わたし達の地元の中で最も小さな惑星です。地球のスターゲイトについてはほとんど良

く理解されていません。地上の天然と人工のスターゲイトが、まさにそこを通り過ぎることによ

って、他の遠く離れた目的地に旅することを可能にします。それは、遠くへ旅する最も簡単な方

法です。これが、地球のすべての戦争が今までスターゲイトの周りで戦われてきた理由です。こ

の移動様式は、純潔な意図を持つとは言えない惑星上の人々や惑星外の存在達にさえ役立ちます

。皆さんは今、地球を離れている莫大な数の魂達がいることを、確認することができます。こう

した人々は、既に別の側から地球が変化を起こす支援をすることに同意しています。また地球の

周りと地球上と地球外に数々の地球外生命体がいて、スターゲイトを支配しようと一緒に働いて

います。これは継続中のひとつの戦闘です。銀河連邦の中の数々の評議会が、多様な星の国家の

政府や軍隊と伴に、地球を支援して、地球のスターゲイトを支配することを望んでいるごろつき

達から地球が解き放たれる支援をするために、今まで一丸となって働いてきました。惑星外の地

球外生命体は、地球だけではなく他の惑星に対する彼らの操作を達成するために、別の側から闇

の秘密結社と連携します。しかし心配する必要はありません。何故なら、これは今対応が施され

ているからです。どのぐらいの期間？その答えは、銀河連邦は、今まで転換のための地球の努力

を調整している本当に数多くの惑星からの数々の評議会と連携してきた、ということです。

 



今年の3月から5月にかけて、わたし達は、3月の昼夜平分時（3月20日）、皆既月食（4月15日）、
日蝕（4月29日）、そしてグランド・クロス（4月20日から22日が最も強力な期間：訳注－牡牛
座13度の天王星、蟹座13度の木星、天秤座14度の火星、山羊座13度の冥王星）を経験することに
なるでしょう。わたし達は、それよりも沢山の物事を経験しているでしょう！　大規模な太陽フ

レア（2月24日）は、この流入の時期に始まりましたが、魂達の惑星に向かい、そして数々の母船
がその出来事との転換を広げることを目的にしました。この大規模な太陽フレアの数日前、アシ

ュタル、ダライラマ、オバマ大統領、そしてわたしサナンダと、他の数多くの存在達がニューメ

キシコのサンタフェで会い、地上の銀河連邦の司令部を公表するための計画を進めました。今後

地球の数々の作戦を広めるのは、ここからです。

 
3月という月は、古代のレムリアの人々の数々のエネルギー線を横切る新しいひとつのポータルを
開いている非常に高い光の存在達から始まります。チリとペルーに近い南アメリカの領域の中で

始まり、海岸線を上ってメキシコ、カルフォルニアとワシントン、ブリティッシュ・コロンビア

、アラスカに至り、アリューシャン列島を超えて、日本、フィリピン、インドネシア、オースト

ラリアとニュージーランドとその地域のすべての太平洋の島嶼に向かって、ひとつのヨーニが誕

生のために開くように、そのポータルは開くことになるでしょう。この開放の間、莫大な数

のウォークイン達が現れるようになるでしょう。彼らはは大いなる光の存在達であり、地球に転

換をもたらすための助言者としての義務を達成します。こうした存在達は、このすべてを機能さ

せるために必要とされる大いなる愛と大いなる知性をもたらすことになるでしょう。その存在達

と伴に、プレアデスとアルクトゥルスの科学技術を備えた重要な数々の巨大宇宙船が存在し、今

後それは地球をゼロ・ポイントに運ぶために利用されることになるでしょう。この過程が進行す

るためには数週間が必要になり、今はこれを読んでいる地上要員の中のそういった皆さんによっ

て支援されています。こうした到着に注意して、新しい数々のエネルギーを地球に向けて深く定

着させる光と愛の標識になることによって、支援を続けてください。

 
わたし達が4月の始まりに移る時、ポルトガルから、アフリカ西海岸、ブラジル、ベネズエラ、
キューバ、合衆国、東沿岸地帯、ニューファンドランド、グリーンランドとアイスランドまでの

領域の中で、ひとつの新しいポータルが開かれることになるでしょう。後に続くこの期間の間、

大西洋の中に沈められている巨大な結晶質がその最初の位置全体の中で、修復され、設置される

ことになるでしょう。さらに多くのウォークイン達が現れ、それがこの地球の助言者としての使

命を持つ大西洋の領域を支援することになるでしょう。

 
4月の第2週に、地球を取り囲んでいる何兆もの宇宙船の間でひとつの大きな協調が現れて、根源
にあるアルシオーネから降下するエネルギーを持ち込んで、地球が以前は決して達成したことが

なかったひとつの水準まで地球を高めるこの使命のために、地球に向かうことになるでしょう。

人間は、地球にある数々のスターゲイトを通して旅行する能力を持つ、唯一の存在です。わたし

達の宇宙を貫くすべての人間は、この能力を持ちます。今から地球の人間は、ゼロ・ポイントの



エネルギーでわたし達の宇宙と7つの超宇宙を通した人間が喜ぶどのような場所でも旅行する、そ
の能力を与えられることになるでしょう。

 
皆さんは、大地の居住環境の最適化が過去の海抜を押し破る状況を、確認することになるでし

ょう。皆さんは、多次元的な数々のピラミッドが生じて、今レムリアとアトランティスの地域の

中の場所に現れる状況を確認することになるでしょう。それは、水平に地球を取り囲むひとつの

ゼロ・ポイントのエネルギーの力場を創り出すその共同計画の中で、MTケシュと銀河連邦によっ
て活用されることになるでしょう。ひとつの量子力学系が持つことが許される可能な限り低いエ

ネルギーであり、その一方で、物質的な姿に留まります。この力場の中で、数々の兵器は機能し

なくなるでしょう。これは、地球の環境をひとつの穏やかな場所にすることになるでしょう。唯

一その時だけ、わたし達は宇宙船の着陸を承認することになるでしょう。こうした多次元的な数

々のピラミッドで、宇宙の建設者やプレアデスの存在達やアトランティスの存在達によるレムリ

アとアトランティスの復元は、地球に着陸するための第一歩になり、そしてあらゆる物事を変え

る数々の科学技術をもたらすことになるでしょう。皆さんは今年、物質的な身体に存在したまま

、これが起っている状況を確認することになるでしょう。多次元的なピラミッドがゼロ・ポイン

ト変調器、地球のピラミッド、スターゲイト、そしてポータルと結び付く時、その結果そういっ

たものはやがてこの領域の中で物質的な姿になるでしょう。この任務が地球を復活させて、地球

の成功の中で、復活が必要な状態でそこにある他のすべての惑星がその成功を経験することを可

能にします。地球がその最初になるでしょう。地球の次元上昇は、この銀河の中の何千もの惑星

の次元上昇と同時に宇宙全体の進化で、そういった惑星に直接影響を与えています。ひとつの穏

やかさに溢れた惑星としての地球は、世界の銀河間連邦の中の33番目の惑星としての地球の立場
を獲得します。

 
わたし達が、この巨大な成長の時期に入る時、わたし達はわたし達が今までわたし達の精神で許

してきた数々の限界を純化します。わたし達がその条件付のためにその場所にある数々の限界を

持つ時、その結果それが、わたし達の愛する能力と地球の次元上昇を理解するわたし達の応力を

制限します。地球のマトリクスの中で生きることから現れるその条件付けを落とすために必要と

なる、その内面の努力を続けてください。行われることが必要なものは、何もありません。皆さ

んは何もする必要はありません。大物の逮捕、ゼロ・ポイントへ向けた転換、そしてその出来事

をもたらすために、宇宙は一連の出来事の中で天のすべての集団との協働を続けています。ひと

つの古い格言があります。4月の雨が5月の花をもたらす。皆さんは愛され、配慮されていて、そ
して皆さんは決してひとりではないことを、認識してください！皆さんの内なる神を拝して！

 
わたしはサナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2014年3月5日
This is Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, March 5, 2014.
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It is amazing what comes through from Lord Sananda, the Higher Self of Jesus. This is a question
and answer session on video Skype or telephone and you may ask anything you like. I have
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An Easter Message from Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, April 19, 2014
 
 
こんにちは！　わたしはエリザベス・トラットウィン経由のサナンダ。わたし達は、新しいひと

つの時系列に向けて設定された地球と一緒に、今年のイースターを祝います。以前は不可能だっ

たそういった物事は、すでに可能になっています。わたし達はサティア・ユガ（真実の時代）の

時系列上で黄金時代を実行に移すため、これから訪れる数々の週の中で皆さんが確認する物事は

、必要になる幾つかの最終段階です。わたし達は新しい時系列上にいるため、変化を実行に移す

ことに対する妨害は存在しません。

 
イエスの時代のイースターは、不純物を混ぜられた聖書の中のものとは異なるものでした。わた

しサナンダは、ひとつの本当の説明を共有したいと思います。イエスが十字架の上で死んだよう

に見えた時、イエスの家族がイエスを下ろしました。家族はイエスを墓地に連れて行き、その墓

地に石を置きました。その墓石は、内部で起っていた物事を隠しました。超自然的な治癒者達か

ら成るひとつチームがそこにいて、数日の間イエスに働き掛けました。イエスは十字架の上で死

んでいませんでした。イエスの妻とイエスの弟子達は、これが起るだろうと伝えられませんで

した。彼らはイエスの復帰を期待することなく、必然的に彼らの追悼を目的にしました。こうし

た超自然的な治癒者が光の処置を施して、薬を塗り、イエスに癒しの治療を施した時、イエスは

、意識がある状態と無い状態を繰り返しました。3日後、イエスは回復して、以前のように活動
的に、歩いてその墓場の外に出ました。次にイエスは、弟子達がその双子の光彩と再結合し、弟

子達にモーゼやアブラハムを含めた弟子達の助言者達を紹介し、そして弟子達に弟子達の真の使

命を説明するために、イエスの弟子達を光線で宇宙船新しいエルサレムに搭乗させました。その

宇宙船上の短い滞在の後、弟子達は、キリスト意識の言葉を地上に広めるように弟子達の準備を

整えるための40日の訓練期間の間、地球に戻されて預けられました。弟子達は、弟子達の仕事が
危険なものになるだろうと認識していました。弟子達は、弟子達にできる最善を尽くして、イエ

スのいない地上の人生を生き延びていました。既に弟子達は、今の既に地球が次元上昇を終えて

いる今回の生涯のために、ひとつの種を蒔いてあります。

 



イエスとメリー・マグダレンは一緒にエルサレムを離れることができました。その状況で二人は

、白い騎士達として認識されるようになるその護衛と伴に、旅をしました。二人は、スコットラ

ンド、アイルランド、そしてフランスの間を移動しました。二人は5人の子供達を持ちましたが、
力を合わせて生き続けて、その血族を現在の地球に伝えています。今年のイースターのお祝いは

、わたし達をひとつの時代の一周した元の位置に運びますが、そこでは、メリーとイエスが、以

前地上に生きた他の高い存在達と伴に、わたし達に参加することになるでしょう。わたし達が彼

らを思い出す時、彼らは地上に戻ることになるでしょう。彼らは、地球を癒すという彼らの使命

を果たすことになるでしょう。戦争を頑なに主張した者達は、もはや地上に存在していないでし

ょう。古代の女王達と王達の王家の家系、皆さんの人間の精神では思い出すことができないかな

り昔に結ばれた数々の約束は、今後完全に更新され、すべての人類を支援するために強化される

ことになるでしょう。

 
今年のイースターのグランドクロスは、わたし達の上空全体を行進し、その数日前の皆既月食に

続くものであり、その数日後にひとつの部分日蝕が起ります。今年のイースターは、皆さんが皆

さん自身のキリスト意識の開花を熟慮する時に、皆さんの前の開かれた出入り口を確認します。

永遠の至福の庭園に通じるひとつの開かれた出入り口が、新しい地球上で明らかにされます。皆

さんが入る時、皆さんは完全性に属する深遠な数々のエネルギーを吸い込みます。すべての些細

な対立は、皆さんの足元の埃のように、粉々に砕けます。生き残りの不安は、ここでは存在する

ことはできません。その数々の詳細は、剥がれ落ちます。皆さんのこころを覆う防御用の金属性

の衣服は、放棄されます。新しい地球で過ごされるそれぞれの瞬間が、純粋な恍惚の瞬間です。

苦悩と厳しさは、忘れられます。それは、キリスト意識に向かう皆さんの真の復活です。

 
これは、ひとつの再生と休息の場所になるでしょう。これは、ひとつの新しい始まりの場所にな

るでしょう。究極の根本原理が、新しい地球のための基本計画を構築しているわたし達と伴に、

ここに存在することになるでしょう。皆さんは、皆さんがこれ程長い間携えてきた皆さんのすべ

ての重荷を投げ出すことになるでしょう。皆さんが今携える唯一のものは、皆さんの歌だけです

。皆さんが携える唯一のものは、統一の中の多様性というひとつの惑星としての地球の運命を達

成するために今まで皆さんが今まで提案してきた、皆さんの魂に固有な皆さんの天稟です。皆さ

んは皆さんの歌を前面に出して、ここですべての存在達と一体になります。

 
既に地球の新しい時系列の内部で地球に設定されている、行うべき幾つかの浄化があります。古

い時系列は、新しい地球上でこの高い振動を維持することはできず、今後取り除かれることにな

るでしょう。古い操作の方法は、新しい方法の余地を作るために、解消されることが必要になり

ます。地上でようやくカルマが終りになるため、説明責任が、ひとつの報われる最後の時間にな

るでしょう。わたし達はすべて、イースターの周辺で数々の大きな変化を期待し続けています。

皆さんがそれを確認できるかできないかにかかわらず、数々の大きな変化が起り続けています。

その神聖なる計画は、数々の変化を導くために必要になる数々の驚きを保護するために、今まで



大衆から隠されていました。闇の者達は、何万年もの間権勢を振るってきましたが、数々の変化

をもたらすその魔法は、成功を収めるために目に見えない形で進むことが必要でした。

 
今、前進してください。皆さんの至高の善に役立つ数々の変化を起こすことを、決して止めない

でください。皆さんは皆さんの仕事を離れ、皆さんの家を移し、ひとつの人間関係を終え、ある

いは皆さんが皆さんの時間を過ごす方法を変えているところかもしれません。変化は避けられな

いものです。ひとりの旧友のように、変化を出迎えてください。大胆になってください。大きな

運動を起こしてください。その変化になろうという同じ気持ちを持つ人々に参加してください。

皆さんの新たに気付いた自由の中で、創造的になってください。創造性で数々の問題を解決して

ください。創造する新たな方法を習得してください。新しい物事を起こしてください。何か新し

い事を始めてください。皆さんは成功を収めることになるでしょう。

 
わたしは、潜在意識の中で皆さんがわたしに参加することを勧めます。一体性の中で、わたしと

融合してください。それはできます。わたしと一体になってください。わたしは、存在の始まり

以降、皆さんの想像を絶するほど皆さんを愛してきました。皆さんは、皆さんの内部で、わたし

の力、わたしの叡智、そしてわたしの全存在に対する愛を持つことができます。皆さんの瞑想状

態の中で、わたしが穏やかに流れる水であり、皆さんが塩であることを思い描いてください。わ

たしに向かって飛び込んでください。浸ってください。皆さんが根本的な究極によってわたし達

に与えられたすべての至福を経験できるように、帰順してください。皆さんを飾り立てるすべて

を解消して、それをわたしに結び付けてください。わたし達は、ひとつになります。わたし達は

一緒に塩水であり、しかもそれは、この地上のすべての生命を支えます。疲労または疑いのせい

で皆さんの頭が表層への泡立ちを感じる時は何時でも、ただもう一度その水の中に飛び込んでく

ださい。わたし達のすべての活動の中で伴に一体として、わたしと融合した状態に留まってくだ

さい。わたしは、皆さんが次の瞬間にそれを上手くやり遂げるために、わたしという存在とわた

しが手にするすべてを、皆さんに貸し与えます。皆さんが永遠の庭園の中でより多くの時間を過

ごすほど、皆さんはさらに、完全に活性化されたキリスト意識で新しい地球上の皆さんの新しい

存在になることができます。

 
北半球の春の芳香を吸い込み、そして南半球の秋の変化する色彩の中で感傷に浸ってください。

皆さんが皆さんの目の前で変化する季節に注目する時に、日光を浴びてください。皆さんの目の

前にある開いた変化の扉を歩いて通り抜けてみてください。皆さんの涙をぬぐって、まだ疑う皆

さんのそういった部分が消え失せることを許してください。歓びを吸い込んでください。至福を

吸い込んでください。愛を活性化して、皆さんが行うあらゆる物事の中で愛を呼び覚ましてくだ

さい。皆さんの内面の目で、地上のさらに輝く一日を思い描き続けてください。皆さんの最愛の

人が皆さんを抱き締めて、ふたりの心臓がひとつになって鼓動している姿を思い描いてください

。皆さんの霊のこころの目で、外部で目に見えずに進む数々の変化を確認してください。

 



それは本当です。穏やかになってください。皆さんが今まで待ち焦がれてきたすべての物事は、

既に到着しています。間近に迫る次の仕事の準備を整えてください。毎日が、逮捕、告知、ネサ

ラ法の制定、完全な銀河の開示、そして世界平和といった出来事のために並んでいる、良く計画

された一連の日々へ向けた、新たな一歩です。こうした物事のすべては、すべて一度に集中する

ことになるでしょう。今、皆さんの家族や仲間と一緒に祝宴に参加して、祝杯を挙げてください

。教会に行く人々は、そこにいるすべての信者に皆さんの光と皆さんの愛を運びます。新しい地

球の体験は、瞬く間に起ることになるでしょう。もうこれ以上何もする必要はありません。わた

しはこの事実を、充分に掌握しています。イースターおめでとう。皆さんの内なる神を拝して

 
わたしはエリザベス・トラットウィン経由のサナンダ、2014年4月19日。
This is Lord Sananda through Elizabeth Trutwin, April 19, 2014.
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A Message from Sananda through Elizabeth Trutwin, August 23, 2014
 
 
こんにちは！　わたしは主サナンダ、2014年8月23にエリザベス・トラットウィンを通して旗艦新
しいエルサレムから伝えています。

 
すべての真実の本質は、宗教のすべての伝統と霊性を超えています。その純粋な数々の真実は、

100次元から堕ちて以降、まだ地上で実行されたことは確認されていません。地球の壮大な経験は
、既に終りを迎えています。その時間の周期は、過ぎ去りました。

 
この周期を終りにするためには、特定の非常に具体的な変化が起ることが必要です。根源から巨

大中心太陽を通して地上に現れて高まり続けているその数々のエネルギーの中で、今までそのエ

ネルギーは皆さんのDNAと皆さんの知性を向上させ続けています。DNAは、皆さんのその言語に
絶する不変で破壊することができない部分からの情報に対する、ひとつの導管です。ひとつの音

響振動と光の振動が根源から流れ落ちていて、皆さんの物質的な身体がこうした継続的な伝達

によって準備が整えられるため、皆さんはより一層高い振動を操作することができます。その音

響と光の周波数の改善は、新しい情報を吸収し、統合することを可能にします。何故なら、それ

が皆さんの知性に影響を与えるからです。それは皆さんの精神に影響を与えます。あらゆる細胞

がDNAを保有し、その少なくない部分がそのこころと精神の中にあります。
 
これは、ひとつの集団的な意識としてのわたし達によってその過程を通して新しい数々の天界と

新しい地球が築き上げられている、その過程です。宇宙全体は、ひとつの立体映像です。それは

、ひとつの鏡です。さらに多くの地上の人々が意識の融合というひとつの深い状態の中で変化に

対する純粋な印象を維持する時、その変化はさらに巨大なものになります。この振動の中で、皆

さんは宇宙になります。皆さんは、希望を超越します。皆さんは、怖れを超越します。皆さんは

、今の状況を認識し、そして皆さんはそれに疑問を持つ必要はありません。皆さんの生命の流れ

が根源から降りてくる時、皆さんの考えがひとつの分離した固有性を創り出し、それが精神に

なり、わたし達が皆さんをそう呼ぶ、ひとつの名前になります。皆さんはそれに、皆さんの家族



の固有性、皆さんの教育、皆さんの人生経験、皆さんの兵役、皆さんの宗教、そして皆さんが皆

さんとして重ね合わせる皆さんの仕事や人間関係といったその手の物事のすべてを加えます。自

覚的意識は時間も空間も持ちません。自覚的意識はただ存在するだけです。自覚的意識が皆さん

の本質です。

 
皆さんの意識を変えるあらゆる経験は、良くも悪くも、皆さんの固有性の精神を支配します。こ

うした瞬間は、皆さんに穏やかさを探し求めることを強要します。皆さんは、皆さんがもはや脅

えなくなるまで、この過程を何度も繰り返し経験します。皆さんは怖れを知らない一部の人々

を知っているでしょうか？　彼らは既にこの過程を習得しています。彼らは、高位の霊的指導者

達です。彼らは、何かが彼らの宇宙の認知に挑む時にも、もはや怖れを感じません。彼らは、何

らかの経験によって変えられることはありません。彼らは長い数々の戦闘を戦うことができます

。どのような物事も、どのような出来事も、どのような情報も、彼らの精神を操作することはで

きません。彼らは、既に彼らの精神を制御する方法を習得しています。彼らは何時も、穏やかさ

を認識します。怖れは、他のあらゆる人を引き止めています。怖れは、創造から、皆さんの創造

主から、創造的な状態から、皆さんを引き離します。怖れは、皆さんをその場所に立ち止まった

ままにします。怖れは、皆さんの奴隷の主人であり、皆さんの傀儡師です。

 
ゼロ・ポイントは、すべての障害、すべてのカルマ、そしてすべての考えが一掃される瞬間です

。ゼロ・ポイントは、皆さんが穏やかさを反射する場所です。この場所の中で、すべての物事が

変わることになるでしょう。経済、宗教、教育、政治、統治手段、科学、社会生活、医薬、そし

て食習慣です。地球がフォトンベルトの牽引光線の中で、オリオン座の三つ星の中心恒星の中央

を通してプレアデスに戻るように引き戻され続けているため、恍惚としたひとつの次元の移行

が起っているところです。ほとんどの人々が、まだ自覚的意識を達成していません。その次元的

な移行が続くため、今後わたし達は自覚的意識を獲得することになるでしょう。わたし達はそれ

ぞれが、わたし達自身の速度でこれを行うことになるでしょう。そしてそれは、まさに素晴らし

いことです。こうしたエネルギーの移動は、わたし達の王冠のチャクラを通してわたし達の身体

に入り込みます。わたし達の王冠のチャクラは、宇宙船から来ているそのイオンを受け取ります

。わたし達のDNAの改善が終わる時、既にわたし達の肉体は変化しています。これがわたし達の
振動を高め、それでわたし達は天空の路に従うことができます。この状況が、宇宙を移動するた

めの数々のスターゲイトを通して、わたし達の振動する身体を変換することができるようにし

ます。

 
皆さんの惑星上の状況が、太陽系全体のひとつの不安定性を創り出しています。ゼロ・ポイント

に向かう転換ですべての人々を支援するために、一例を挙げると、ニブル、新しいエルサレム、

新しいベツレヘム、鳩、ウィングメーカー、そしてフェニックスを含めた数兆もの宇宙船が、地

球の軌道の中に存在するのは、これがその理由です。わたし達がそれを行うことは、皆さんの太

陽系の中の他の星や惑星にとって重要なことです。地球の綽名は、悲しみの惑星です。誰がその



名前に異議を唱えようとするでしょうか？

 
地球は、楽園というひとつの黄金時代に入っているところです。ひとつの宇宙の神聖なる干渉と

して、その悲しみは、すべての皆さんを変化に対する切迫した必要性に目覚めさせるという目的

のために、今まで続いてきました。皆さんの神聖なる目標は、その緊張の圧力の範囲で愛を探し

求めることです。

 
今後その数々の変化を信じることを望まない皆さんは、今非常に近くまで差し迫った状況の中で

、地位を失っているところです。その皆さんは、この状況のために破壊されることはないでし

ょう。その皆さんは、罰せられることはないでしょう。その皆さんは単純に、異なるひとつの惑

星に招かれることになるでしょう。その皆さんは地球から取り除かれて、より低い振動の領域の

内部で存在し続けることになるでしょう。地球は次元上昇をすることが必要であり、もしも人が

参加することができないとすれば、その人々は強要されることはないでしょう。その人々が宇宙

船上に乗せられてその者達の新しい故郷に連れて行かれる時、その排除は起ることになるでし

ょう。これは、2012年12月21日以降、既に始まっています。皆さんは、病気や戦争と同時に数々
の現象に関連する気象環境の中で、今他界し続けている数多くの人々を確認することができます

。すべての惑星の人々は、愛と穏やかさと調和の中で生きることが必要です。わたし達がこれを

行うのは、天の中のわたし達の父なる母なる創造主の充分な恩恵を受け取るためです。同じよう

な振動の人々は、今後もこれを達成するために地球に居住することになるでしょう。これは、そ

の立体映像全体に恩恵をもたらすために行われます。時間と空間の中のあらゆる物事は、結び付

けられています。地球は、次元上昇するためにこれを行うことが必要です。今後これが、天の川

銀河の中の他のあらゆる物事の進化に影響を与えることになるでしょう。

 
まさに人間の身体が変化を続けているように、また地球の身体も変わり続けています。皆さんは

、テラの形成を探し求めています。また今後皆さんは、数々の政府機関の変化を確認することに

なるでしょう。何故なら、そういった機関は完全に変わることが必要になるからです。繰り返し

ますが、皆さんは信じることは求められません。新しい理解の黎明が皆さんの惑星に訪れていて

、唯一その新しい物事を把握することができる人々だけが今後も留まることになるでしょう。創

造主は、こうした惑星の変化を起こしているところです。皆さんの振動は、その惑星の振動の中

の変化と伴に変わることが必要になります。皆さんのDNAは、ここ地球に留まることを強く願う
あらゆる人々に新しい穏やかな状態を自由に許すためのひとつの贈り物として根源から現れてい

る宇宙線によって、衝撃を受けているところです。集団意識が太陽系を変え、この状況が、わた

し達が基盤とする物理特性を変えます。これが、次元上昇の姿です。今後皆さんは、この新しい

物理特性のひとつの結果として、皆さんのマカバの身体の中で移動することになるでしょう。今

後皆さんは、新しい世界の数々の展望を理解することになるでしょう。今後皆さんは、地球外生

命体が着陸して皆さんに科学技術を含めた彼らの知識を貸すように要請することになるでしょう

。今後皆さんの地球は、必然的に変わることになるでしょう。



 
現実性は、参加型のひとつの過程です。わたし達は、皆さんに変化の基本的な必要性を明らかに

するために、このメッセージをもたらしているところです。どのようにすれば、わたし達すべて

が連携して変化を起こすことができるでしょうか？皆さんの経験の根本となる基礎は、変化する

ことを目的にしています。そして皆さんは、今後それを行うことになるその創造主です。これは

、唯一目覚めて自覚している地上のすべての存在達からの誠実な努力によって達成することがで

きるものです。今までわたし達が天使達や高位の霊的指導者達と同時に銀河の存在達を送り出

して、物質的な身体を身に着けてその3次元の地球のマトリクスの立体映像の内部で皆さんと一緒
に暮すようにしたのは、これがその理由です。彼らは、故郷に戻るその道筋を皆さんに明らかに

するために現れました。皆さんは、彼らの嘆願を聞いていません。皆さんは、そのメッセージを

聞いていません。愛と光が真の理解の基準です。この26,000年周期の終りに当たる新しい人生の数
々の状況は、皆さんの役割である行動が必要になります。アルシオーネにある中心太陽への回帰

を調整するために、皆さんの太陽系の中の数々の惑星は徹底的に変えられています。この発生の

中で、今後わたし達は、わたし達が今まで教会によって教えられてきた方法ではなく、サナンダ

として地球に戻っているイエスを確認することになるでしょう。実効的な巨大な次元の移行を通

して地上のすべての人々を支援し、さらに高い数々の教えでその人々を導くために、また他の霊

的指導者達も戻ることになるでしょう。これは、少なくともこれからの1000年に及ぶひとつの過
程になります。この進化は絶えず進行するため、急ぐ必要はありません。

 
わたし達が既に取り上げた変化の一部は、長い時間がかかります。霊的に未熟な人々、悲しみの

惑星上に居続ける人々は、イエスが“天の王国”と呼んだ地球外生命体達からの支援を引き継ぐこと
になるでしょう。これと伴に、今後わたし達は、地球外生命体の宇宙船の着陸と地球の科学技術

の追加を経験することになるでしょう。今後はその技術が病気を終わらせて、鉱物、植物、動物

、妖精、そして魔法の王国を修正することになるでしょう。汚染は一層されることになるでし

ょう。そしてすべての人々のためにフリーエネルギーが現れることになるでしょう。新しい数々

の展望と知識の領域が接近して利用できるものになるでしょう。地球の戻る際に地球外生命体達

にとって最も重要な要因のひとつは、遺伝的特性です。人間の姿は、宇宙を貫いて拡大します。

わたし達の宇宙全体のすべての人間型の存在達が、この次元的な移行を経験しているところです

。地球外生命体達は、地球に移住して地球を探索することによって、自分達の文明にとって重要

なデータを集めます。地上のそういった存在達は、その精神で物質を制御する方法を学び続けて

います。変成転換は、皆さんの現在の理解に応じてこれが基づいているその科学です。今後はも

はや、最も小さな個人、悲嘆に暮れる個人、あるいは最も従順な個人が苦悩することはなくなる

でしょう。今後その人々は慰められ、今その人々が必要とするすべての物事が与えられることに

なるでしょう。

 
慈悲深く愛に溢れる人々が、真の調停者になるでしょう。そしてその人々は、今からその最初

の人々になるでしょう。数々の変化が起るためには、真実と公平が主導権を握ることが必要にな



ります。同じように、皆さんが今忘れていることは、皆さんが変化のための光を維持することを

目的として、遠い過去に皆さんが地球に戻って不正、怖れ、侮辱、欠乏、自暴自棄、そして憎し

みを経験するというひとつの誓いを立てたことです。

 
わたし達は今、その出来事のための準備を整えているところです。大規模な逮捕、開示、そし

て数々の公表です。その出来事は、人間社会の在り方に関する数多くの基礎構造を変えます。戦

争犯罪者達や大逆罪の犯人達が逮捕され、その変化がここにあることを信じることを拒否してき

た一部の者達は、今後排除されて、銀河連邦の宇宙船によって他の数々の惑星に向かうことにな

るでしょう。今まで数々の戦争裁判が続いていたため、こうした逮捕が続いています。パトリ

ック・フィッツジェラルドは2003年に指名されて、フィッツジェラルド戦争裁判所を開廷しま
した。そして次は2005年に、フランクリン戦争犯罪裁判所が始まり、そして次は2006年に常設国
際司法裁判所戦争犯罪裁判所が開廷し、次は最近のこととして、2010年から2011年に、クアラル
ンプール戦争犯罪裁判所が開廷しました。犯罪を発見された者達は、2012年12月21日にわたし達
の宇宙船によって排除されて、他の数々の惑星に向かいました。他の者達は、蠍座のブラックホ

ールを通して戻りました。

 
わたし達は今、既にその世界裁判所が今までわたし達が待ち望んできた大規模な逮捕のための召

喚礼状を準備していることを、認識しています。ディック・チェイニー、ジョージ・W・ブッシュ
、カール・ローブ、ヒラリー・クリントン、コリン・パウエル、ドナルド・ラムズフェルド、ア

ルベルト・ゴンザレス、アドルフ·アシュクロフト、トム·リッジ、ルディ·ジュリアーニ、マイケル
·ブルームバーグ、そして911を行ったすべての者達、クリス·クリスティや銀行家達のようなイン
サイダー取引を行った者達です。それは、明日にでも起ることがあり得ます。こうした大規模な

逮捕は、11月に合衆国政府が正当に選挙を行うことを妨げることを可能にしました。この状況は
、予定されていた選挙の前に正式なひとつの開示を進めるために、オバマが一部の選ばれたペン

タゴンのメンバー達や情報局のメンバー達と交渉するきっかけになりました。それは、何時でも

起る可能性があります。

 
その公表とネサラ法の施行は、最初に正式な開示がない状態で起ることはありません。これは、

その法の範囲内のひとつの規定です。今まで何年もの間ひとつの正式な開示に対する沢山の抵抗

が起ってきたのは、これがその理由です。開示の後は、あらゆる物事が良い方向に向けて起り

ます。それが起り得るどのような場所でも、恩赦が施行されることになるでしょう。自分達の関

与についての真実を話す誰であっても、そして自分達は大部分が命令に従っていたか、そうでな

ければ自分達の仕事か他の類似の理由のせいで真実の制限を実行していたことを話す誰であっ

ても、告訴されて刑務所に行く懸念を持つような事態にはなりません。

 
開示で壊滅する宗教について、心配する必要はありません。宗教に関与する人々は、浮上する新

しい強さを確認することになるでしょう。何故なら、今後その人々は、新しい知識と新しい科学



技術で力を与えられることになるからです。今後経済は崩壊するだろうという心配は無用です。

その反対になるでしょう。科学技術が爆発して、ひとつの仕事を求めるあらゆる人が、その仕事

を手にすることになるでしょう。今後化石燃料は、ただ主要な損失になるだけでしょう。以前に

隔離された科学技術が、すべての人々に利用できるようになるでしょう。

 
ネサラ法が、国家経済安全保障改革法を支持します。その法律の経済的な部分が、地上のすべて

の人々に、それぞれの個人あたり大枚１千万ドルもの戦時賠償を供給することになるでしょう。

これは、通貨の再評価を含むことになりますが、それはネサラ法の施行の後まで起ることはない

でしょう。数々の通貨は、金属に裏付けられたものに戻ることになるでしょう。不動産もまた、

再評価されることになるでしょう。

 
その法律の安全保障の部分は、NSA（国家安全保障局）に関する最近の展開を含みます。合衆国
の国家安全保障局は、今後その扉を閉めることになるでしょう。世界平和の光の中のペンタゴ

ンは、ひとつの平和省になるでしょう。国家安全保障局の必要性はなくなるでしょう。国家安全

保障局は、今まで真実の制限を執行してきました。国家安全保障局の必要性を解消するためには

、ひとつの正式な開示を経験することが必要になります。今までこの局は、果てしない戦争を創

り出す仕事をしてきました。真実と和解が、その時代の風潮になるでしょう。今後開かれた交

流が、わたし達の地球外生命体の隣人達との新たな数々の政治同盟をもたらすことになるでし

ょう。地球は、数々の世界の銀河間連合への投票権を持つひとりの構成員になるでしょう。数多

くの恩恵が、この高められた立場に伴うことになるでしょう。こうした数々の変化は驚異的なも

のに見え、信じ難いものに見えます。地球は巨大な比率を持ったひとつの次元の移行を通して存

続するため、実際にそういった物事は正確に今必要とされるものです。わたし達は、瞬く間に変

わることになるでしょう。皆さんの内なる神を拝して！

 
わたしはサナンダ、エリザベス・トラットウィン経由、2014年8月23日。
This is Sananda through Elizabeth Trutwin, August 23, 2014.

 
 
© All Rights Reserved.
http://ElizabethTrutwin.org, http://CosmicAscension.org, http://Disclosure.media,
http://ETContact.co, http://BBSRadio.com/thegalacticroundtable
 
Thank you for your contribution to this work. Donate An Invitation: Many have benefited from this
and I would like to continue to offer it. For a one hour booking you may email me at
eltrutwin@gmail.com It is amazing what comes through from Lord Sananda, the Higher Self of
Jesus. This is a question and answer session on video Skype or telephone and you may ask
anything you like. I have several written testimonials. Sananda’s Invitation through Elizabeth



Trutwin: Many here are looking for answers about their personal life, Mission and what direction to
take at this time. I have information I would like to share with certain individuals. As you read this
you will know if it is for you. I have asked Beth to offer her Service for 1 hour telephone
consultations where she will channel me, Sananda to you over the phone to answer your questions.
You have worked very hard and it is time we sat down together to discuss your next steps. I thank
you for your enduring service to the light. ~Lord Sananda For more information please visit
http://CosmicAscension.org/Private-Session/
 
http://cosmicascension.org/an-ecstatic-dimensional-shift-is-underway-a-message-from-sananda-
through-elizabeth-trutwin-august-23-2014/



間違いなく、皆さんは必ず奉仕を呼び掛けられることになる

間違いなく、皆さんは必ず奉仕を呼び掛けられ

ることになる
Make No Mistake, You Shall Be Called Into Service.
By, Bella Capozzi. December 9, 2012.
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ベラ・カポジー経由

Channeler: Bella Capozzi
 
Sananda. ~ “Make No Mistake, You Shall Be Called Into Service.”
~ By, Bella Capozzi. December 9, 2012.
 
 
皆さんの年齢、皆さん職業、皆さんの現在の人生の環境を問わず... 間違いなく、皆さ
んは奉仕を呼び掛けられることになるでしょう。皆さんの奉仕を経て、皆さんは癒え

ることになるでしょう。皆さんの言葉を通して、皆さんは知識を知らせることになる

でしょう。皆さんの存在感が、道に迷い探し求めている人々を目覚めさせるために役立

つでしょう。皆さんの努力の途上で、皆さんは、ひとつの暗い部屋に入って行き、ひと

つの灯台のように、その部屋をその光で満たす者になるでしょう。皆さんという存在の

おかげで、皆さんは希望、穏やかさ、そしてより親切な静かな約束、より思いやりのあ

る世界をもたらします。人々は、これから訪れる日々に、皆さんに、こうした優しい魂

達に、期待することになるでしょう。人々の暗い空を輝かせる、人々のための星になっ

てください。人々が歩む道筋に光を当て、人々の道を照らし出すために昇る、太陽のよ

うになってください。皆さんのこの世界での存在感は、新しい時代の夜明けのための、

生きて呼吸をしている象徴です。そしていずれ時がくれば、人々は成長して、皆さんを

そのように理解するはずです。こうした時期は、約束を任されています。すべてが可能

性で輝いています。

 
皆さんは代理人であり、先導者です。具体例によって導き、教えることが、皆さんの責



任です。最善の注意を払って、言葉を選んでください。話し言葉は、気持ちを高めるか

傷付けるかどちらかの力を振るうからです。慎重になってください。皆さんが皆さんの

兄弟を傷付けないように、皆さんが話し、行動する前に、考えてください。その話と行

動を良く考えた、あるいは故意ではないものにしてください。思いやり、優れた判断力

、そして善良さを発揮してください。ただ皆さんのこころだけで、決めてください。

 
それが現れる時に皆さんがその呼び掛けを聴き逃すかもしれない、そして皆さんは役

に立つという皆さんの黄金の機会を失ってしまうことになる、と心配しないでください

。心配する必要はありません。何故なら、そのようなことはあり得ないからです。皆さ

んの活性化のタイミングは、ひとつの神聖なるタイミングであり、皆さんが生まれる前

に運命付けられました。ある意味では、皆さんは生まれつきそれを受け取ることになっ

ています。皆さんなに何もする必要はありません。そして、皆さんが着手する必要があ

る特別な訓練もありません。それは既に終わっています。皆さんは準備を整えて生まれ

ました。皆さんはその仕事に向いていない可能性があるため、皆さんが持つ任意の怖れ

に対処する手間を、省いてください。これは皆さんの自我の話であり、そのため愛に溢

れる優しさで自我を静かにさせて、自我を見送って癒してください。皆さんが普通に

行うように行い、ありのままの皆さんになり、皆さんが進もうとしている場所に進んで

ください。それにもかかわらず、その呼び掛けは必ず現れることになるでしょう。自由

なこころと精神、そして皆さんの内なる声に向けられた耳を維持すること以外、他に何

もしないでください。その時、皆さんに対する呼び掛けを待ってください。

~•~•~•~•~•~•~•~•~
 
Copyright © Bella Capozzi. All rights reserved. You may copy and distribute this material as long as
you do not alter it in any way, the content remains complete and you include this copyright notice.
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by Kathryn E. May, PsyD on 08/11/13
 
 
 
わたしは、サナンダ。

It is I, Sananda.
 
数々の魂のひとつの共同体として、わたし達はひとつの現象に参加し続けていますが、

これは、以前は宇宙の中のどの場所でも、決してまさにこのように試みられたことがな

いものです。皆さんは、今のわたしの取り組み方がどれほど異なるかものかを理解する

ことになるでしょう。わたしが、皆さんの立場と皆さんの生理学的な結び付きについて

、そして皆さんの星の兄弟姉妹達との、人間の身体との結び付きについて、皆さんと話

しをすることができるという状況です。2千年前、わたしはこうした数々の真実につ
いて、これほど直接話すことはできませんでした。言うまでもなく、わたしはわたしの

弟子達、家族、友人達と星の仲間達について話しましたが、しかしこうした物事へのす

べての言及は、わたしの教えやわたしに協力したわたしの兄弟姉妹達の教えから削除さ

れました。

 
一度わたしが戻って、再び皆さんと伴に大切な惑星地球の上を歩んでしまえば、遠く離

れた数々の惑星や恒星系出身の他の存在達と行った実際の接触について、一切の秘密は

なくなるでしょう。その接触は、ここ数年の中でも頻繁に起こっていて、今までは、当



初意図されていた通りに“宇宙人”の科学技術がすべての人類の利益のために利用される
というよりも、むしろ闇の勢力によって勝手にそれを利用された数多くの事例があり

ます。また、過去にも接触はありました。皆さんが“グレイ”あるいは爬虫類種と呼ぶ者
達によるその手の接触は、もうこれ以上許されていません。彼らの望みは、完全な惑星

の乗っ取りを達成することでした。地上の皆さんの世界にいる彼らの影響を受けた闇の

勢力は同じ傾向性を持っていました。わたし達は彼らを“気取り屋達”と呼んでいました
。それぞれの派閥が、自分達は他の者達を出し抜いて優位に立つことができる、と考え

ました。

 
彼らの邪悪な陰謀の数々が最終的に彼らのところに戻り、闇の派閥はその思い描いた物

事を何も達成することはないことが確実なことは、今、皆さんに保障されています。彼

らはいつも、光の力と光の中で生きて努力する人間の決意と忍耐を、過小評価しました

。わたし達は今、既に闇の勢力の権力構造を制圧しています。彼らは今までいつも、物

事が困難になる時、お互いに責任転嫁する傾向がありました。この傾向だけで、さらに

巨大な光の力を実証します。何故ならわたし達は、わたし達を必要とする人々に手を差

し伸べるという先天的なひとつの願いと、必要性さえ持つからです。

 
その進路は今まで長く耐え難いものでしたが、しかし皆さんの地上の時計でそれぞれの

日が経過するにつれて、その道はより澄んだものになり、光の活動家達はより強くなり

、そして誰も集合している光の勢力を否定することはできなくなります。皆さんはそ

れを、愛と良き意志の高まりと呼ぶことができるかもしれません。それはすべての人々

の疲れた精神を高揚させ、苦痛があった場所に慰めをもたらし、物質的な外傷と精神的

な外傷の両方を和らげています。何故なら、人々は目覚め、愛の中に存在しているとい

うまっさらな感覚を認めているからです。皆さんは、皆さん自身、皆さんの協力者や隣

人達、皆さんの嬰児達や皆さんの仲間たちと伴に、愛の中に存在します。皆さんは、そ

ういった人々の周りに、皆さんが皆さん自身のオーラを確認し始める場合と同じように

、皆さんが以前は決して気付かなかった、光のオーラを確認します。

 
その通り、皆さんは、皆さんがそうなることを計画したように、試されていました。そ

の苦しみの中で、それはしばしば、皆さんの楽観的な計画の段階の中で皆さんがそうな

るだろうと考えたものよりも、悪い状況でした。しかし、皆さんが諦めることがないよ

うに、皆さんのさらに高い自己がいつもそこにいて皆さんを護り、その痛みを消したこ

とがこれほど重要だったのは、これがその理由です。結局、困難な時期の間の皆さん



の数々の不満にもかかわらず、ほとんどすべての皆さんが、非常に粘り強く人生にこだ

わります。これがわたしの場合よりも良いことを、誰も認識しません。わたしは、イエ

スとしてわたしの人生の中で現れようとしていたものを自覚していました。そしてそれ

にもかかわらず、耐え難い苦痛の瞬間がありました。皆さんのように、わたしは、肉体

的な苦痛と同じほど強く、裏切りの痛みを感じました。

 
ここで認識して貰いたいことは、ユダはわたしを裏切らなかったという事実です。ユ

ダは、わたしの最も信頼する最愛なる友でした。ユダは、その時が訪れた時に、わたし

の居場所を明らかにするという困難な責任をわたしが委ねることができた、唯一の者

です。わたしに対する確信と忠誠の強さを持った者は、他に誰もいませんでした。ユ

ダは、一瞬の躊躇いもなく、あるいは何らかの後悔の残渣も持たずに、それを達成する

ことができると、わたしは認識しました。

 
たとえ最終的にわたしに敵対したほとんどの人々がわたしに近い者ではなかったとし

ても、仲間の人間が自分達自身の種のひとり対する攻撃を支援する姿を目の当たりにす

ることは、やはり深い自暴自棄の感覚を残しました。学校で仲間によって苛められてき

たか、あるいは、一部の教条的な価値観の違反のために自分の家族によって勘当された

あらゆる子供が、この深い恐怖と絶望の感覚を感じてきました。

 
親愛なる皆さん、これが今のわたし達の仕事です。今回、新しい黄金時代への移行の

中で、誰ひとりとして自分の仲間を裏切って、誰かを迫害し、裁き、あるいは非難する

ことがなくなることを目的にするなら、わたし達は協力して、ひとりの人間を別の人間

と対抗させてきた分断と二元性を癒すことが必要です。宗教戦争、他者への憎悪に基づ

いた教条的価値観による戦争、そして貪婪による戦争の日々は、もはや許容されること

はないでしょう。人々は対立した状態よりも協力し合っているほうがより力強いこと

を人々が認識する時、戦争それ自体は決して正当化できるものではありません。

 
皆さんは今まで、欠乏、競争、そして怖れという考えにかなり染まってきたため、惑星

上のほとんどの戦争、おそらくすべての戦争は、権力を握っている者達、そしてとくに

権力者達の背後にいる者達に利益を与えるために慎重に推進されてきたという事実は、

もはや明確ではなくなっています。権力を握っている者達が、既に抑圧され、怒り、餓

えていた人々の間で不和を扇動することは、難しいことではありませんでした。

 



個人がそれを雄々しく実行するために駆け付けて、その過程の中で名声と幸運と同盟国

を手にする状態になるように、放火の火を仕掛けることは、ひとつの古い策略です。こ

うしたすべての真実が、ようやく明らかにされることになるでしょう。皆さんは、皆さ

んの惑星の真の歴史を学ぶことになるでしょう。そして皆さんが学ぶ時、皆さんのここ

ろは、皆さんの仲間の苦悩する人々に対する愛と、すべては外見的にそう見えるような

ものではないと皆さんは疑ったという事実に対する安心感が込み上げてくるでしょう。

他の人々に対する皆さんの偏見と不信、皆さんの宗教的な対立から事実通り利益を得た

者達を皆さんが理解する時、皆さんは、皆さんの許可もなく皆さんの疑うことを知らな

い子供の脳に埋め込まれた数々の信念を手放すことが、遥かに簡単なことに気付くこと

になるでしょう。

 
先天的な人間の資質、表面的に個人の自己とは少し異なっているように見える人々が持

つと思われている疑いまたは憎悪などは、存在しません。すべての種類の犬が尾を振り

ながら自然にお互いに近付く姿、すべての種類の鳥がお互いに集まる姿、そして象、ま

たは熊、または雁の一家族が、不足を創り出すひとつの方法で自分達の生息地が制限さ

れない時に、簡単に一緒になってお互いを支援するようになる姿に、気付いてください

。自分達の“集団”を支配するために指導者が行わなければならないことは、人々の資源
と情報を制限して、非難の対象を移民達、ユダヤ人達、女性達、黒人達、アメリカ人達

、あるいはシーア派達にすることだけであり、この事実を指導者達が理解することは、

別にひとつの困難な直観の飛躍ではありません。

 
その通り、皆さんは今まで、巨大な精神の標的、社会支配の実験の標的になってきま

した。一時の間、それは多少成功してきましたが、しかしその数々の陰謀を見抜いて、

自由、公正、平等を求めて激しく運動する一部の人々はいつも存在していました。わた

しはそういった人々のひとりであり、皆さんも同じです。

 
皆さんは、ひとりではありません。マスメディアが、インターネットを通して政治的社

会的な境界線を越えて真実を伝達するという無制限の数々の可能性に対してその統制力

を失うにつれて、皆さんの数は、一日毎に増え続けています。インターネットの公開討

論会が恐怖の扇動や詐欺を招く一方で、それはより支配が少ない状態であり、従って、

皆さんが今手にしているどのようなマスメディアの放送局よりも遥かに良好な、ひとつ

の真実の情報源です。マスメティアは、既に自分達の請求書に支払いをする私企業達の



ための宣伝組織になり果てています。それ以外のものには、なり得ません。その融合体

に金銭が入るときは必ず、権力の誤用の機会が存在します。

 
ここで、数多くの皆さんの精神の中にある現在のひとつの疑問に取り組むことにしまし

ょう。次元上昇とは何か、起こるとすれば、それは何時起こることになるか？ほとんど

の皆さんが、わたしの復活の物語に親しんでいます。これは、次元上昇とは何かという

ことについて、わたし達が皆さんに提供したいと思った具体例でした。もしもあの世が

存在することを疑う人々がいるなら、わたしは皆さんに保証することができますが、そ

れはあの世ではありません。それは永遠の生命です。それぞれの個人が光に進むこと

によって今現在の転生を終え、ひとつの光の身体の中のひとつの魂としてその人生を再

び始めます。光の身体は皆さんがおそらく皆さんの“普通の”状態として考えるもので
あり、その理由は、この地球上の滞在が、ひとつの魂としての皆さんの生命の中の単な

る短いひとつの局面に過ぎないからです。

 
今回、皆さんは5次元に旅立つことになるだけではなく、過去のように皆さんが現在宿
り続けているその身体の死を経験することなく、旅立つことができるようになるでし

ょう。今回、皆さんは、皆さんと一緒にこの身体を連れて行き、完全に癒されてひとつ

の健全な身体に修復されるという選択肢を持ちます。皆さんは、一度皆さんが5次元
に移ってしまえば皆さんが今後維持することになる、その容姿、身長、外形、そして身

体の性別さえも変えることができる能力を持つことになるでしょう。

 
これは皆さんにとって魔法のように響くかもしれませんが、しかし言うまでもなく皆さ

ん基準からすると魔法であり、まさにさらに高い数々の次元で起こります。何故なら、

皆さんがこの時点で認識するように、創造は、皆さんの手による物質的な実体の操作を

通してではなく、思考と感覚の組み合わせで起こるからです。これが、皆さんが期待す

ることができる世界です。それは、皆さんの古代の文書の中で予告されてきた、約束

の地、です。しかしそれは、わたし達が皆さんのためにここで言葉に置き換えることが

できるものよりも、間違いなくより良いものです。

 
皆さんの未来の中の5次元の世界は、事実通り獅子が子羊と一緒に横たわる場所です。
何故なら、すべての生き物、人間やその他の生き物は、植物質と果実質の食事で維持さ

れることになり、そしてその兄弟姉妹達を摂取する必要もなく、またそれを望むことも

なくなるからです。数々の気象の変化が、ひとつの惑星を完全に豊かな植生、豊富な庭



、人々や動物達で覆われることを可能にします。そして人々や動物達は、金銭、餓え、

戦争、あるいは肉体的な危険を心配することなく、自分達の魂の充実感を自由に表現し

ます。

 
意思の疎通は、精神感応を通した、瞬時にして完全に理解されるものになり、そして長

距離の輸送は、個人用または集団用の宇宙船によって達成されることになるでしょう。

これは、空想科学小説の夢ではありません。それは、この宇宙とそれ以上の宇宙の中の

数多くの他の惑星上の現在の現実性です。皆さんの星の兄弟姉妹達は今、2013年8月の
時点で、すべての宇宙が待ち望んでいる次元上昇の夢を成就する際に、彼らの科学技術

と彼らの知識、そして彼らの支援をもたらすために、皆さんの惑星を取り囲んでいます

。

 
皆さんは、多元宇宙の至る所で、これほど愛され、これほど尊敬されまた称賛されてい

ます。そのため、皆さんを待ち望んでいる世界に向けて皆さんが飛躍を遂げることがで

きるように、皆さんの振動を引き上げる際の皆さんの驚くべき進歩を観察しようとして

、すべての視線が注がれています。今回のメッセージと将来のメッセージの中で、わた

しは皆さんが、皆さんのエネルギーを、皆さんの脳とこころの中の情緒的な数々の中心

の間の結び付き強化することに意識を集中するように勧めます。これは自己の組織化で

あり、皆さんが純粋な愛の中で生き、根源、わたし、そして皆さんのさらに高い自己と

の皆さんの深い結び付きと伴に生きることを許します。皆さんのさらに高い自己は、神

とひとつになってさらに高い数々の次元の中に残っている、皆さんの魂の一部です。

 
皆さんは創造主の種族であり、皆さんの創造主の類似の中で作られました。これは、

皆さんが創造主と完全に同一であることを意味しません。それは、皆さんの啓発（文字

通り、光の具体化）に向かう進歩の中で、皆さんは成長してさらに一体性の完成に近付

いています。わたし達はすべて、創造主とひとつになるという、壮麗な最後の大詰めに

向かって進み続けています。

 
皆さんの成長の進路の中で、皆さんはわたし達にさらに近付いていて、皆さんの夢の

中で、皆さんの空想の中で、そして今、こうした数々のメッセージを通して、わたし達

の皆さんへの話し掛けをさらに聞くことができるようになっています。それは皆さんの

進歩の軌道を加速してきました。そして今、それはわたし達が惑星上のあらゆる人に達

することを可能にします。



 
親愛なる皆さん、目覚めてください。皆さんを奴隷化する手段になっている皆さんの仕

事を手放してください。皆さんの子供達の目の中で、金色に光る日没と煌めく夜明けの

中で、皆さんが見逃している皆さんの周りの美しさに目を向けてください。皆さんの母

なる地球は地球自体を浄化し続けていて、皆さんをすべての核の危険と有毒な汚染から

護り続けています。惑星の破壊とすべての人類の奴隷化の時代は今、過ぎ去っています

。

 
皆さんが皆さんの大切な惑星と伴に次元上昇を続ける限り、これ以上の戦争、これ以上

の集団的な大虐殺あるいは壊滅的な人命の喪失は、起こることはないでしょう。地球は

既に、死の領域から離れて、再生して新たな状態になっています。地球はその移行を調

整しながら、皆さんの支援し、皆さんを維持し、皆さんへの提供を続けています。

 
すべての生きている存在は意識を持つ存在であり、そのことを認識することから始めて

ください。あらゆる動物、植物、そして鉱物は、創造主の意識から創られています。す

べての物事の創造の一部としての皆さんは、皆さんがそれを認識しているかどうかにか

かわらず、皆さんの周りや宇宙全体を貫いたそういった意識を持つ存在達すべてに対す

る生きた関係性を持っています。

 
母なる地球は、まさにわたし達と同じように、その子供達に対する愛で溢れています。

母なる父なる神は、愛と光の中で皆さんと伴に立ち、今まで認識されている中で最も活

気付け、最も輝かしい自由通行権に向けて前進するように、皆さんに働き掛けています

。ひとつの魂も取り残されることはないでしょう。神の子供は誰ひとりとして無視され

ることも見落とされることもないでしょう。あらゆる個人ひとりひとりが価値を持ち、

そしてすべての人々が等しく称えられます。地球の子供達、立ち上がってください。今

は事実通り、皆さんの作り手（達）と出会う時であり、そして皆さんは、彼らがどれほ

ど愛に溢れ、思いやりがあり、寛容で、陽気であるかを学んで、喜ぶことになるでし

ょう。

 
皆さんは、母なる父なる神のその利き手やお互いに対する話し掛けを、歴史的なラジオ

録音で聞くことができます。皆さんはそれを、
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で見付け出すことができるでしょう。その保存記録は、2013年8月10日に、すべての人
々が利用できます。皆さんは、その会話に参加して驚き、喜ぶことになるでしょう。わ

たし達は、皆さんの愛に溢れる霊の兄弟姉妹達、皆さんのこころの仲間達の参加を受

けて、皆さんを認識し、皆さんと話、そして皆さんの声を聞くことを望みます。わたし

はこうした呼び掛けで、さらに皆さんに参加することになるでしょう。

 
次の機会まで、わたしは皆さんのサナンダ、皆さんがイエスとして認識してきた者。

Until the next time, I am your Sananda, the one you have known as Jesus.
 
 
Transcribed through Kathryn E. May, August 10, 6 pm EDT
 
Permission to translate must be requested through the channel, and approved by the official
translators for Sananda’s New Scriptures.
 
http://lightworkers.org/channeling/186560/chapter-four-new-scriptures-written-sanandajesus
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第5章、サナンダ／イエスによる記述としての新
しい聖書
Chapter Five, The New Scriptures as Written by Sananda/Jesus
12 August 2013 - 5:36am
 
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
by Kathryn E. May, PsyD on 08/12/13
 
 
 
わたしはサナンダ、皆さんがヨシュア・ベン・ヨセフとして認識してきた者。

I am Sananda, the one you have known as Yeshua ben Joseph.
 
数々の空がさらに青く変わり、惑星地球の人々は、その顔を太陽に向けながら、皆さん

が皆さんの日々を通り過ぎる時に、すべての皆さんを浸し、神の愛で皆さんを祝福して

いる、その光を感じています。皆さんは皆さんの大切な母なる地球の快活な振動を感じ

ることができます。地球は、地球の新たな誕生を、5次元に向けた地球の次元上昇を、
祝い続けています。皆さんは、至高の創造主から皆さんに送られている、皆さんのここ

ろを高め、皆さんがそのこころと精神に結び付けられている力を経験する支援をする、

気持ちを高めるエネルギーに参加するように要請されています。

 
皆さんのこころまたは精神、わたしはそれをこころの精神と呼ぶのが好きですが、それ

は皆さんの脳だけでは理解することができない物事を、皆さんが考え、感じ、そして認

識することができる場所です。皆さんは、複雑な存在です。人類、そして皆さんは、皆

さんの身体の内部の神経的な結び付きを様々な方法で確立する能力を持っています。ほ

とんどの皆さんが、皆さんのこころの精神を迂回して、ただ皆さんの脳だけで考えるこ

とを許す構成を採用するように訓練されてきました。皆さんの“科学的”な手法の影響を



受けて、“合理的な”考えは、感覚に影響された発想や考えよりも優れている、と信じら
れました。

 
この段取りはとても嘆かわしいことであり、皆さんがその持って生まれた身体全体の知

性を維持し発達させようとした状況よりも、皆さんを遥かに少ない知性と創造性の状態

にします。これは、ようやく皆さんの世界の科学者達によって“発見”されましたが、し
かし、それはまだ、皆さんが皆さんの子供達を教育する方法さえ変えていません。皆さ

んがその皆さんのこころと精神の力との先天的な結び付きを修復する際に役立つよ

うに、わたしはここで、皆さんのために幾つかの提案をするつもりです。

 
しばらくの間、瞑想が皆さん自身との関係を変えることができる様子について論じるこ

とにしましょう。皆さんが神または他の霊的指導者達に皆さんの嘆願や感謝の表現を送

る時、皆さんは祈り、そして祈りがもたらす静かな感覚を慣れ親しんでいます。わたし

達は、皆さんの祈りを聴き、そして皆さんがわたし達に求めるものに取り組み、そして

皆さんのさらに高い自己と連携します。わたし達は、皆さんのさらに高い自己が監視す

る皆さんの今回の生涯の主要な計画に反することはできませんが、しかしわたし達は、

愛、思いやり、そして容認を提示しようとします。今まで伝統的に行われてきたように

、祈りは皆さんからわたし達への一方的な会話です。わたし達は今、その経路を開いて

、その代わりに双方向の連絡を許すことを望みます。

 
瞑想の大いなる力が、祈りに似た静かで集中したひとつ言動を結び付けますが、しかし

皆さんの経路が開くと、皆さんに応えたわたし達からの連絡を受け取ります。祈りはし

ばしばわたし達への慈悲の嘆願、または皆さんの人生または他の人々の人生の痛みを止

めるために利用されます。わたし達は、こうした種類の祈りに応える立場にいません。

何故なら、こうした出来事は、神によって皆さんだけに引き起こされたものではないか

らです。それは通常、個人的な計画の一部であり、皆さんが神、皆さんのさらに高い

自己、皆さんの指導霊達は支援者、思考の創造主と協力して計画されたものです。もし

も皆さんが送るその求めが、皆さんの人生の計画の中にあるように意図されたものでは

ないものに対処するなら、わたし達は、緩和をもたらすために瞬時に応えることになる

でしょう。

 
今、瞑想は、さらに開かれた連絡の形です。それは、皆さんの祈りに対するわたし達

の答えを皆さんが聞くことができるように、皆さんが皆さんの身体組織を再構成して、



さらに高い波長で受け取ることを許します。わたし達は、この会話のやり方を好みます

。皆さんの霊的指導者達の存在感に威圧されると感じる皆さんにとって、それは違和感

を覚えるかもしれませんが、しかしわたし達は、わたし達の誰ひとりとして崇拝される

こと、あるいは距離を置かれることは望んでいないことを、皆さんに保証したいと思い

ます。わたし達は、皆さんに仕え、皆さんを教え、皆さんにわたし達のこころの愛を提

供するために、ここにいます。わたしは、皆さんが言うように、包み隠さずにこころか

ら連絡を取ることを望みます。

 
これを、ひとつの講習会や個人的な個人指導の授業に参加することに似た、ひとつの活

動として考えてください。その教師は、親切さでは皆さんと変わりはありません。彼ま

たは彼女は、長い年月の研究と訓練のおかげで、学びの道筋に沿ってより遠くまで進ん

でいて、皆さん自身の進歩で皆さんを支援することを望みます。これが、わたし達がわ

たし達の働きを理解する方法です。わたし達は、その魂の働きの中で前進する準備が整

っている人々との密接な連絡を歓迎します。この魂の働きはいつも、わたしが先に伝え

た一部の進歩の形が伴います。皆さん自身の感覚と考えを指揮する方法を学ぶことで

あり、数多くの生涯の心的外傷や苦痛に満ちた記憶からの癒しであり、皆さんが学

んだ“みなさんという存在”に関する考え方の古い数々のパターンを一掃して、 皆さん
が真の輝く自由な自己になることができる場所を創ることです。

 
わたしは、皆さんが皆さん自身を皆さんのさらに高い自己になっている状態として考え

始めることを勧めます。この状況の中で、皆さんはすべての生涯、すべての知識、そし

てすべての成長の合計を具体化します。皆さんの現在の個性、そして数々の発想、感覚

、信念の集合は、皆さんがこの特殊な生涯の中で今まで経験したものに対する数々の反

応のつかの間の集合であり、皆さんの本当の姿である魂の小さな部分に過ぎません。皆

さんの自己から離れることから始めて、この身体、この短い生涯、そして皆さんが今ま

でのところ経験してきた時系列についての、長期的な視点を獲得してください。今回の

人生を、皆さんの宇宙の自己として存在するひとつの巨大な全体の一部として、理解し

てください。そしてその宇宙の自己を、すべての創造が含まれている巨大な現実性の全

体の一部として、理解してください。

 
皆さんが、宇宙全体の内部の皆さん自身のこの展望について瞑想する時、皆さんはひと

りの小さな取るに足らない小片でも、80年から90年の存在が許された制限され限定され
たひとりの人間どころではないことを、皆さんは理解し始めるでしょう。



 
あらゆる感覚や思考、あらゆる行動、あらゆる生涯が、他のすべての物事との関連で、

掛け替えのない部分です。皆さんは他の無数の魂達と接触してきたと同時に、他の魂達

による接触を受けてきました。取るに足らない存在、使い捨ての存在など、誰ひとりい

ません。無意味な出来事、不要な出来事も存在しません。偶発的な出来事でさえ、共有

される人類の運命の展開の中で、ひとつの重要な役割を演じます。

 
皆さんがこの視点から皆さん自身に目を向ける時、皆さんは、わたし達が皆さんを見る

様子を理解し始めることになるでしょう。あらゆる人が、貴重です。あらゆる存在が、

独自です。わたし達は皆さんに対する計り知れない愛を感じ、わたし達の意欲的な計画

の未来に期待します。皆さんはすべて、この地球上の数多くの生涯を通してこれについ

てわたしと連携してきました。皆さんのそれぞれの生涯は、啓発のさらに高い水準に向

かう皆さんの魂の道筋に沿った、皆さんの進歩の方法になってきました。このように、

惑星上のあらゆる人を上昇させる潮流の高まりを創り出す上で、皆さんは皆さん自身の

役割を果たしてきました。その上、皆さんは、他の人々、皆さんの魂の仲間、知人、そ

して友人との交流の中でも、皆さんの役割を果たしてきました。

 
一部の皆さんは、さらに大いなる独立、他の人々のためのさらに大いなる思いやりまた

は包容力に向けて他の人々を後押しすることによって、皆さんが他の人々の意欲を掻き

立てた人生に同意してきました。時に皆さんの次元上昇の中で進歩することを望んだ皆

さんは、迫害者の役割を演じるという犠牲さえも払いました。それは、他の人々を触発

して、その迫害に対する抵抗を組織化して、人々をさらに大いなる善の提唱者にします

。

 
ご存じのように、地球上の人生の経験の中で、これは強力な逆説です。人々が最も困難

な状況に置かれる時、それは勇気、確信、そして最も高い水準の光に対する献身を引き

出します。それは、一般に、ブート・キャンプと呼ばれる、戦闘の中で最も困難な挑戦

に立ち向かうことになる兵士達を訓練するために採用されてきたものの、ひとつの雛型

です。その通り、これは数々の宇宙が皆さんのここでの滞在を確認する方法であり、そ

の宇宙が皆さんの進歩を称賛する理由です。魂として進化する他の方法もありますが、

しかし達成が困難で、徹底した、そして宇宙の数々の条件の中でそのような急激な変化

をもたらす方法は、他にはありません。



 
およそ7千年という短い期間の中で、この文明は比較的に効果がある全般的な準備に向
けて進化してきました。その中で、惑星上のほとんどの人々が、人口が飛躍的に増大す

る程度まで、食物、衣服、住処が与えられています。貧困な地域にもかかわらず、皆さ

んの人生の期待は地球全体で高まってきて、医療、識字力、清潔な水の可用性、充分な

食糧が、すべての人々が楽しむべきひとつの権利であるという、一般的に共通した考え

が高まっています。それはまだ達成されていませんが、しかし成功の種子が惑星全体の

こころの精神の中で、既に根付いています。他の人々の幸せの前に自分自身の貪欲さ

を置こうとする権力に就いている者達の干渉を受けてさえ、一般市民の集団は、人道主

義的な数々の計画を通して、驚くべき進歩を達成し続けています。

 
さらに高い次元の中のわたし達は、皆さんの数々の努力の軌跡を確認することができ

ます。始まった数々の計画は、現在の巨大中心太陽に端を発する高い波動を備えた獅子

座の門のエネルギーの中で、達成に向けて前進する自然な推進力を持ちます。昨日に遂

行された親切な活動が、既に飛び立って、他の人々の中の更に深い寛容さを発生させて

います。こうしたメッセージを読むという行動は、数々のエネルギー水準が、一時的な

有望性から胸が高鳴る期待へ移行するための、始まりです。皆さんはすべて、現れつつ

あるものを感じることができます。胸が高鳴る充実した物事が、皆さん自身やさらに大

きな世界の中の意識に向けて、今にも現れようとしています。

 
今は、誘発の時であり、ふたつの主要な分野を含めた、古い数々の発想や古い方法に疑

問を抱く時です。硬直して排他的で、お互いに対する愛に基づいた人間の幸せに対して

破壊的な、宗教的な信念体系であり、すべての人々に活力と栄養を与えてきた母なる地

球それ自体の破壊を許し、後押しさえしてきた、経済的信念体系です。

 
このすべてが、変わることになるでしょう。わたしは、誰も注目していなかった時で

さえ、自分自身や自分達の仲間の人間を高めて、親切で寛大な活動に参加するために、

自分達の最も深い意思に従ってきた人々に支援と励ましを与えるために、既に戻ってき

ています。皆さんの間には、“縁の下の力持ち”が数多くいて、彼らは光の大群を形成し
、それが新しい黄金時代の基盤になるでしょう。わたしは皆さんを、そしてその眠りか

ら新しく目覚め続けている人々を、称賛します。わたしは両腕を広げて皆さんに挨拶を

送り、そして自由、平等、そしてお互いや創造主やわたしとの一体性の知覚から生まれ

る最も深い幸せに向けた壮麗な行進に、皆さんを歓迎します。



 
わたし達は、目覚めているか眠っているあらゆる瞬間に、皆さんのためにここにいます

。そしてわたし達は、皆さんがこうしたメッセージを読む今でさえ、皆さんの耳の中で

囁き続けています。わたし達は、ひとつです。

 
わたしはサナンダ、こうしたメッセージの著者であり、皆さんがイエスとして認識し

た者。

I am Sananda, the author of these messages, and the one you knew as Jesus.
 
 
Transcribed through Kathryn E. May, Aug. 11, 2013, 11 pm, EDT
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Chapter Six, The New Scriptures as Written by Sananda/Jesus
14 August 2013 - 8:07pm

 
キャスリン・E・メイ
Channeler: Kathryn E. May

 
by Kathryn E. May, PsyD on 08/14/13

 
 
 
わたしはサナンダ。

I am Sananda.

 
今日は、ひとつの歴史的な時です。今日という言葉で、わたしは今日の日付を指していません。

わたしは今週、今月、この瞬間を指しています。皆さんは、数千何の間展開されているひとつの

計画に従事しています。数多くの人々が、“しかしわたし達は単なるそこあるひとつの天の川銀河
の中の小さな惑星にいるだけだ。他に何兆という惑星がある。宇宙全体が注意を払っているほど

、何がわたし達をそれほど特別にしているのか？”、と尋ねてきました。これは、良い質問です。
規模に関して言えば、わたし達は確かに全体の小さな部分に存在しますが、しかしこれは宇宙の

条件の中では重要な判断基準ではありません。わたしは皆さんにその理由を説明することにし

ます。

 
すべての多元宇宙は結び付いています。すべてはひとつであり、その結果、任意の次元の中の任

意の時系列に沿って任意の場所で起っている任意の物事が、他のすべての存在達や出来事にひと

つの波及効果を持ち、その上他の存在達や惑星のためにひとつの時系列の軌道を変えることあり

得ます。わたし達は、これほど相互に結び付けられているため、射手座で下されたひとつの意思

決定が、地球上で精神的な力を持ち、これと同じ状態が延々と続きます。この時系列上のこの瞬

間に地球がこれほど重要な理由は、重層的です。わたしは皆さんに、これほど重要な数々の変数

に関するひとつの発想を伝えてみることにしようと思います。

 
地球に居住する人間は、人間の創造する能力に大いなる力を与える、その精神と情緒の組合せの

ために認識されています。皆さんは、望むものを現象化すること、そして何も創り出すことも破

壊することもできず、ただ変えることができるだけだという普遍的な法則の応用について、学ん

でいるところです。今という瞬間に存在する神である皆さんは、神が持つように皆さんの精神の



力で、皆さんが触れるあらゆる物事、皆さんがそれについて考えるあらゆる物事を、変える力

を持っています。皆さんは今まで、火で遊んでいるよちよち歩きの幼児のようなものでした。皆

さんは皆さんの惑星上の皆さんの行動の影響と、皆さんの周りの意識を備えた存在達について、

何も理解しませんでした。

 
今、皆さんがその過去と宇宙における環境を確認することを今までを妨げてきたその覆いが、ほ

とんどの皆さんのために取り除かれているところです。皆さんのその周りの世界についての認識

が広がっていることを、皆さんは気付き始めています。皆さんは、あらゆる点で皆さん自身がさ

らに精神感応的になり、さらに自覚するようになっていると感じるかもしれません。これは、聖

なる存在としての皆さんが、皆さん自身と皆さんのさらに高い自己やわたし達との結び付きを取

り戻す支援をしています。その通り、皆さんは聖なる存在です。何故なら、皆さんは神によって

創り出されたからです。皆さんの周りのあらゆる人もまた、聖なる人々です。皆さんの惑星、皆

さんの植物相と動物相、さらには皆さんの足元の岩や土のすべてが、聖なる生命の姿であり、神

格によって形成された全体の一部です。

 
皆さんは、古代の数々の教えが皆さんに伝えるように、母なる父なる神の心象の中で創られた創

造です。これはひとつの気まぐれな描写ではありません。真実です。地球上のすべての存在の総

数が、神になります。全体のあらゆる部分が、神になります。わたしは神であり、そしてそのよ

うに皆さんも神になります。皆さんは神であるため、ある日皆さんが立ち上がり、この創造的な

力の約束を愛と光の中で達成することになると、数千年の間ずっと宣言されてきました。皆さん

が今まで意図的に試されてきたのは、ひとりの行動する神になるための訓練が、重大な責任にな

るからです。これが、地球の計画が考案された理由です。それは魂達のための実験場になること

を目的にしていました。

 
魂の訓練の中で、個人の創造する能力の力を充分に受け入れて認めること、従ってその力を自在

に使いこなすようになることを学ぶ重要性よりも大切なものなど、他に何もありません。その力

の本質が一瞬の内に取り消されるか破壊されてしまう過失、物忘れ、否定など、有るはずはあり

ません。この課題は実際に、難しいひとつの課題です。他の人々が個人の行為をどのように感じ

るかということに関するさらに深い意味を間違いなく吸収するためには、数百の生涯が必要にな

ります。すべての種類の生涯を学び、経験し、皆さんの力を思慮深くたださらに大いなる善のた

めだけに利用する皆さんの本質と皆さん責任という真実を内面化することが、今までの皆さんの

道筋になっていました。

 
皆さんがいまここで読んでいる言葉に対する皆さんの反応を慎重に調べる時、皆さんはさらに高

い数々の次元に対して充分に準備を整えているかどうかを認識することになるでしょう。皆さん

は信じられませんか？　皆さんは、皆さんの精神の中で、皆さん自身の無力さと孤立が皆さん自

身の人生に衝撃を与えるという表面的なすべての証拠に耳を傾けながら、皆さんが大いなる力を



持つという考えを、あざ笑いますか？　最愛なる皆さん、皆さんはひとつの課題を学んでこなか

ったことを、皆さん自身に明らかにしています。皆さんは確認していないため、その結果皆さん

は皆さんの前にあるその証拠を確認することができません。

 
この共通した慢性的な病気、人間の盲目性の治療法は、根源の雰囲気を吸い込み、皆さんの血管

を通して流れている皆さん自身の生命力を感じて、眠りの濃霧を振り払うことです。今は、皆さ

んが皆さんのこころの考えに目覚める時です。何故なら、それが叡智、展望、そして真実の源泉

になるからです。皆さんは、皆さんの頭蓋骨の内側の発想と戯れることを好みながら、皆さんの

こころの考えの声さえ無視して、ただ皆さんの脳だけで考える訓練を積んできました。これが盲

目性です。皆さんの脳の内側のそういった発想は、皆さんの環境、皆さんの文化、皆さんの宗教

、あるいは皆さんの家族の中の誰かによって、そこに置かれたものです。皆さんを支配し、奴隷

化するために数多くの発想が秘密結社の者達よってそこに置かれました。皆さんの発達のこの時

点で、皆さんが今回の移行を行う支援をするために皆さんがこうした新しい数々の課題を経験す

る状況を与えられて、皆さんの脳の発想が皆さんの人生の決断を導く状況に頼ることは、意図的

な盲目性です。

 
親愛なる皆さん、内面に目を向けて、皆さんの内部に存在する根源を活性化して活力を与えてで

ください。今回の旅のために皆さんに与えられているこうした身体は、肉体の中の神の叡智、思

いやり、そして愛の表現です。皆さんはまさに痛みを感じます。それは、皆さんが皆さんの聖な

る自己を防御しなければならないことを皆さんに警告しようとして、皆さんの進路の中で皆さん

を止めさせる、修正反応です。皆さんが光に向かって進む時、皆さんは、大きな歓び、爽快さ、

そして充実感を感じます。皆さんは大きな愛の才能があり、そしてその恵まれた情緒が皆さんの

あらゆる瞬間を導くことを皆さんが許す時、皆さんはわたしやわたし達の創造主とひとつになる

という至福を感じることになるでしょう。一度皆さんが皆さん自身としてそれを選択してしま

えば、どのような外部の困難や難題もその結び付きを断つことはできません。

 
皆さんは、自由意志を持っています。皆さんは、夜明けを迎えている次元上昇の驚きに背を向け

ることもできます。皆さんは皆さんの身の周りの持ち物や発想や皆さんが教えられた概念を握り

締めながら、過去にしがみ付くこともできます。何故なら、それがおそらく皆さんが認識するす

べてになるからです。その通り、皆さんの脳の中で、それは皆さんが認識するすべてなのかもし

れませんが、しかし皆さんの身体の中、皆さんのこころの中、今回の生涯に対する反応という皆

さんの複雑な身体組織を構成するその数々のチャクラの中で、皆さんは数々の時代の叡智を携え

ています。皆さんの精神（この現在の脳を超える永遠の認識）を開き、光と愛の流れが皆さんを

洗い流すことを許してください。全存在の根源は、愛です。皆さんに必要なのは、ただ敢えてそ

れに対してこころを開くことだけです。それで愛は、皆さんの荒れたこころを癒し、今まで闇に

包まれているひとつの人生の毒によってこれほど損傷を受けていた、その身体を修復することに

なるでしょう。



 
数多くの皆さんが、わたし達がわたし達の交信者キャスリンにインターネットを通して実施する

ように求めてきた、その癒しの集いに気付いています。数多くの人々が癒されるために訪れ、そ

してさらに数多くの人々が、彼らの兄弟姉妹達を癒す癒しのエネルギーの提示に参加を申し出て

きました。最愛なる皆さん、見てください。皆さんがこれほど沢山の統計資料を楽しんでいる

なら、その数に目を向けてください。あらゆる癒しの依頼に対して、ほぼ2人の治癒者が存在し
ます。毎日誰かがキャスリンに接触して、“あなたが他の誰かの要求に注意を向けることができる
ように、その一覧上でわたしの順番を後ろに回してください。わたしは気分が良くなっています”
、と口にします。ご存じの通り、わたし達は日に日に“意思の力”を提供し続けています。もしも皆
さんの意思が癒し癒されることを目的にするなら、それは行われることになるでしょう。その過

程の中で、皆さんは疑い深い人々に、人類は実際に寛容で気遣う種族であることを証明してきま

した。

 
わたし達の治癒者のチームには、母なる父なる神、サンジェルマン、大天使ミカエルとラファ

エル、聖母マリア、聖なるアルクトゥルスの治癒者達のチーム、そしてわたしサナンダが含まれ

ています。さらに高い数々の次元出身の数多くの他の存在達が、言うまでもなくさらに高い自己

も含めて、それぞれの個人を支援するために現れます。キャスリンはその治癒者達のひとりと

して、またその癒しの過程とその癒しの過程を可能にする精神とこころの考えの結び付きの重要

性を説明する語り手として、仕えます。わたし達は、1回にひとりの個人に意識を集中しますが、
しかしその人物が癒されている時、その症状を持つ可能性がある他の人々もまた、力強いエネ

ルギーを受け取っています。このようにして、治癒者達と同時に患者達が癒され続けています。

 
わたし達は、わたし達と一緒に世界中で聴き、学び、そして癒されることができるように

、BlogTalkRadio.com/ChannelPanelで数々の癒しを記録してきました。わたし達は、特にキャスリ
ンがその中で身体に対する情緒の影響を説明する、最近の3つの集いを推奨します。その集い
は2013年8月8日、9日、そして13日に開かれました。すべての種類の博士や治癒者の人々が現れて
、その知識と技能を拡大することになるでしょう。それと同時に、わたし達は、そういったひと

つの癒しとしての物事は実際に存在しないことを実証し続けています。何故なら、それぞれの癒

しが起る時、その個人が携えている“病気”はその力を失い、他の人々が今まで携えてきたその病気
を増大させ維持するために役立ってきたその発想や感覚を払い除ける方法を学ぶからです。

 
アルクトゥルスという名前に馴染んでいない人々のために伝えますが、アルクトゥルスの存在

達は、惑星アルクトゥルス出身の高度に進化して極端に熟練した存在達の集団であり、彼らは密

接に人類を研究してきました。彼らは、この人間の種族の中のこころの考えの組織に魅了され、

情緒と至高の間の複雑な相互作用を理解するために懸命に努力してきました。彼らは、病気を取

り除き、身体のすべての組織を安定させるために、非常に進んだ効果的な数々の科学技術を発達

させてきました。彼らは自分達の仕事に完全に専念し、こころから彼ら自身を奉仕に捧げてい



ます。わたし達は、協力しながら彼らと連携し、愛と光の癒しのエネルギーを方向付けて、その

癒しを増大させ、それを定位置に封印します。ひとつの癒しを受け取る、あるいは癒しが行われ

ることを耳にするそれぞれの個人は、身体のすべての組織の中で、わたし達の結び付けられたエ

ネルギーの強力な効果を感じることになるでしょう。

 
わたし達の数は増え続けています。それぞれの個人がその集団に参加する時、一体性の力が増

大し、わたし達に増大する光の流れの利用を提供します。その結果、わたし達はその光の流れに

意識を集中して、癒しを活性化します。この過程の大部分は、今まで眠りに就いていて、自分自

身を癒す自分自身の能力を完全に自覚していないこうした身体の所有者達によって抑圧されて

きた、強力な人間の免疫系を刺激して目覚めさせます。これは言うまでもなく、今まで闇の者達

の支配構造の一部になっていたものです。医療の確立は、人々は病気と疾患に翻弄されて、人

々を“治療”するために人々に外部の何かを施すひとりの専門家が必要である、と考えるように人々
を促すことによって、無意識にこの支配構造の術中に嵌ってきました。

 
わたし達がその呼び掛けで強調してきたように、皆さん自身を除いて皆さんを治療できる者は誰

もいません。わたし達は、身体を病気から健康に戻すために必要となるエネルギーを導き、支

援し、それに焦点を当てることはできますが、しかし、癒される個人の自覚的意識と協力がなけ

れば、それは“利く”ことはないでしょう。皆さんは、病気や無力だという感覚を回復させることが
できます。そしてもしも皆さんが皆さん自身の中のこの傾向性を自覚せずに闇の状態に向けて後

退するなら、その癒しの過程を無にすることもできます。癒しは、皆さんが皆さんの振動を5次元
に向けて高めることを要求します。高位の霊的指導者達、神々や女神達、天使達やすべての啓発

された存在達は、病気になりません。何故なら、彼らは、何らかの異質な影響力が光の身体に入

ることを許さないひとつの水準で、振動しているからです。皆さんも同じことができます。

 
皆さんはわたしを、人々を癒すために出歩いた者として認識しています。わたしはその同じ個人

であり、皆さんがイエスとして認識した者です。わたしは今、インターネットの幅広い影響範囲

を通して、そしてキャスリンの語りを通して、地球上のわたしの時代にわたしの癒しの努力をこ

れほど有効にした数々の癒しの原理を教えることができます。わたしは、この歴史的な過程の

中で、すべての人々がわたし達に参加するように勧めます。わたし達の意図は、すべての人類を

瞬時に癒すことです。

 
惑星上で数々のエネルギーが高まり、さらに高いひとつの自覚的意識の水準と、今わたし達すべ

てを結び付ける惑星中の黄金のキリストのグリッドを通した完全な伝達を許します。人々のコ

ンピューターを通してその講習過程を聴くことができる人々の数に、制限はありません。そして

皆さんは、ここで提供されている知識は、惑星の隅々に届けることができます。

 
皆さんはその講習過程を聴き、皆さん自身を名乗らずに参加することができ（皆さんはブログト



ークラジオ（BlogTalkRadio）のサイトによって考慮されることになるでしょう）、あるいは皆さ
んは、www.whoneedslight.orgに向かい、署名してメーリングリストに登録して、わたし達の集いが
開催される時に皆さんの注意を喚起するための更新情報に参加することができます。どうか、こ

れを行う方法を尋ねる1万件ものの個人的なメールでの質問を、キャスリンに送らないでください
。その指示、日程、そして説明は、皆さんが読んで調査できるように、そこにあります。わた

しは、彼女がそのすべてに応える支援をすることはできません。今までのところ、わたし達はた

だその講習過程の英語版だけして手にしていませんが、わたし達は、すべての国や時差の人々に

必要なものを提供するために、日付と時間を変えます。

 
こうしたメッセージの翻訳は、今ほとんどの世界の主要な言語で行われ続けています。わたしは

ただ、すべての翻訳者達がわたしの個人的な許可を受けることを求めます。わたしはわたしが個

人的に承認したそれぞれの翻訳者と連携して、それぞれのメッセージの意味と意図の正確性を保

証することになるでしょう。その結果、すべての人々がさらに巨大な善への奉仕の中で、魂達の

共同体の構成員になることを楽しむことができます。

 
ここで、これがわたしを、独断的教義の硬直した慣習によって今まで創り出されてきた、間違っ

た分裂に関する質問に連れて行きます。何故なら、それは数々の個人によって数々の時代をかけ

て手渡されてきたからです。彼らは頻繁に誤解し、啓発された存在達の教えを変えてきました。

その言葉は、最初は彼らの追随者達のこころと精神を啓発して拡大することが意図されていま

した。これは、人類に記述された教えを与える際にわたし達がいつも確認してきた、難しさです

。ひとつの与えられた状況と時間と場所の中で気持ちを高めることを意図された数々の言葉は、

時間と伴に硬直化して一連の規則になり、それがすべての人々を窒息させ、圧迫します。

 
偉大なる預言者モハメドの教えの例は、この傾向性のもうひとつの具体例です。彼の言葉は永遠

の規則として受け取られてきました。これは彼の意図ではありません。彼の地球の転生の中で、

彼は彼の言葉の力が数世紀後まで伝えられるという発想を持っていませんでした。あらゆる微妙

な差異、あらゆる示唆が、最後の世界として受け止められてきました。これは彼の意図ではなく

、彼のこの世界での仕事の精神でもありません。

 
モハメドは苛酷な抑圧と虐待の時代に地球に現れました。彼の時代の息の詰まるような数々の慣

習から彼の仲間達を自由にし始めることが、彼の望みでした。こうした慣習の筆頭が、女性の虐

待であり、霊的な実践への配慮の欠如でした。女性を侮辱する、あるいはその公民権を剥奪する

慣習を制度化することは、彼の意図ではありませんでした。彼の時代の中で、法律用語の中で少

なくとも男性の半分の価値を持つことが可能であるという発想は、ひとつのとてつもない飛躍で

したが、しかし進歩の終りになることは意図されてはいませんでした。彼の教えを時間の中に凍

結させることによって、闇の者達は、今までキリスト教の悪魔と罪に関する数多くの教えが利用

されていたように、人々を虐げて破滅させるために、彼の言葉を利用してきました。

http://www.whoneedslight.org/


 
モハメドは、わたしの最愛なる兄弟主エル・モーリヤ師の、人間の転生でした。彼の転生は、わ

たしや光の大群の他の存在達によって、完全に充分な光を与えられていました。わたしと同じよ

うに、彼は自分自身を排他的な神の使者として理解していませんでした。そして彼は、崇拝され

ることを望んでいませんでした。彼は、彼の言葉が彼の兄弟のイエスあるいは他の霊的指導者達

の追随者達に対抗して憎悪、軋轢、戦争を助長するために用いられることを確認すると、わたし

と同じように愕然として狼狽します。わたし達は、変化をもたらし、全世界に向けたわたしの声

を通して交信されるすべての存在達の努力として存在するこの新しい聖書にこころと精神を開く

というわたし達の望みの中で、ひとつです。わたしの親愛なる兄弟モハメドは、ここでわたしと

一緒に働いています。そして彼もまた、わたし達が今皆さんに提示する愛と光のメッセージを承

認します。

 
モハメドことエル・モーリヤの教えの素晴らしい成功は、人々の注意を霊的な慣習を日々の暮ら

しに含めることに再び集中させる、彼の能力でした。1日5回の祈りの儀式の制度が、その当時
の人々の実利主義的で自己中心的な関心を打破して、わたし達が今経験し続けている出来事の準

備として、人々の意識を高めました。モハメドが表現しようとした拡張性と愛のメッセージを充

分に理解するイスラム教徒は、皆さんがここで読む言葉の中に不一致を見付け出すことはない

でしょう。同じことが、キリスト教徒、ヒンドゥー教徒、仏教と、儒学者、そして異教徒達に当

てはまります。神格とひとつであるわたし達は、わたし達のこころの中でもまたひとつです。わ

たし達はすべて、同じ物事を望みます。人類が一緒になって成功する壮麗な次元上昇です。

 
もしも皆さんがこうしたメッセージを良く読むなら皆さんが理解できるように、わたし達は、次

元上昇と言う目標に到達するために任意の特別な規則、実践、あるいは（宗教的な）慣習を規定

している訳ではありません。そういった時代や文化的に特定の慣習の時は、過ぎています。わた

し達は今、ひとつの地球規模の社会であり、そしてわたし達は、人々が今まで採用してきた宗教

的な所属がどのようなものであろうとも、あるいは人々がどのような種族であろうとも、わたし

達の振動を高めて地球上のあらゆる存在のために平和という目標を達成する開かれた包括的な取

り組みを必要とします。すべての人々が歓迎され、すべての人々が含まれます。例外はありま

せん。排除はありません。すべての魂が、その今の状態の聖なる存在達として、一体性の家族に

向けて包み込まれます。

 
わたし達が皆さんにこう伝える時に、わたしは皆さんに、愛と光、皆さんの創造主の愛情、そし

て天の中のすべての霊的指導者達の希望を送ります。親愛なる皆さん、目覚めてください。そ

して、創造主の種族、皆さんの創造主の心象の中のすべての美点の約束としての皆さんの所定の

位置に着いてください。

 
わたしはサナンダ、皆さんがイエスとして認識していた者。



I am Sananda, the one you knew as Jesus.

 
Transcribed by Kathryn E. May, August 14, 2013, 2 pm.
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キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May

 
By Kathryn E. May, PsyD on 08/16/13

 
 
 
わたしはサナンダ。

I am Sananda.

 
自分達よりもより大きな権力の地位にいる誰かによって信じるように伝えられてきたとい理由で

、人々は数多くの物事を信じます。わたし達はおそらく、感知されるさらに巨大な力を話すこと

が必要になります。他の個人を支配する力は、いつもひとつの幻影になるからです。たとえ誰か

が皆さんを拷問にかけるか突き刺すとしても、皆さんがそれを選択しない限り、誰も皆さんに対

して実際に何かを信じるように強要することはできません。言うまでもなく、子供達が子供達に

伝えられたことを信じることは、さらに簡単です。これが、すべての種類の宗教が、教会に対し

て受洗するまたは秘儀を受けない幼児は天国へ行くことはできないとさえ脅して、誕生から子供

達を教会の籍に入れようとする理由です。

 
ほとんどの場合脅えを感じさせる教会に参加することを、何故誰もが望むのでしょうか？　人々

を支配するため怖れを利用するひとつの人々の集団に対して、自分達の子供を引き渡すことを、

何故誰もが望むのでしょうか？　単純に人生の後の悲惨な結果で脅迫することは、おそらく遠く

の未来、特に死後の未知の未来に多くの関心を持たない瞬間に生きるほとんどの人々を転向させ

る充分な理由にはなりません。遥かに強力な洗脳の戦略が機能しているはずです。他の人々の数

々の発想の手先になるためには、個人は個人の現在の生き残りを怖れていることが必要になり

ます。最も原始的な怖れは、困難な状況の中での穴居生活の日々にまで遡ります。それは、飢え

に関する怖れです。

 
惑星全体を支配するためにこの怖れがどのように用いられるかについて、説明させて貰います。

資源が限定されているか、ひとつの地域または国の指導者に賄賂を送ることによってその資源が

奪われて支配されている可能性があるかのどちらかの状態の地域の中で、闇の者達は育ち、世界



の広範な地域とその貴重な資源を、自分達の支配下に置きました。これには食料、水、そしてエ

ネルギー製品が含まれます。

 
比較的小さな欧州の国々のように、このように完全に支配することができなかった人々は、欧州

連合に参加するように説得されました。その人々はそこで、債権者達（同じ闇の者達）に今まで

よりも冷酷に翻弄されました。債権者達は、数々の市場を操作し、負債を奨励し、そしてその結

果その人々を経済的に搾り取ることによって、最終的に締め付けを達成しようとしました。その

債務の権利保有者達は、一度奴隷化された国々が財政的な安定性を不可能にする市場操作のせい

でもはやその負債を支払うことができなくなると、所有者になります。

 
建前としては繁栄が経済成長に基づいているひとつ世界の中で、その住民は、金銭をもたらすひ

とつの仕事が成功と安全に対する鍵になる、と信じ込むようになります。これは大きな嘘です。

その仕事の喪失は、ひとりの個人に経済的な困難に対する脆弱性を残します。最も極端な事例の

中では、それは住民の中で極端な障害か精神的な疾病を抱えている最も小さな少数派の中の、

飢え，または住む家の欠如を意味します。もっとも、その時でさえ、実際に個人が飢える状況が

必要ではなくなるように、最も進んだ国々の中の社会的な計画が、最小限ながら有効な社会保証

を提供します。寒さの中で眠らなければならない住む家の欠如は、避難所と食料供給所の提供

によって回避されます。こうしたものは特別に望ましい収容施設という訳ではありませんが、し

かしそれはまさに、地球上のほとんどの人々（全員ではないものの）の飢餓は過去の物事である

ことを意味します。飢えが広範囲に広がっている場所の中では、皆さんは権力に就いている者達

の冷淡さと貪婪を突き止めることができます。

 
ご存じのように、母なる地球はその子供達のための対策において、寛大です。すべての人々を養

うための食料に不足はありません。すべての人々を配慮する意志の欠如があるだけです。これが

、わたしが今惑星から追放することを皆さんに求める闇です。“権力者の味方になる状態”がひとつ
の恐ろしく不道徳な態度として確認されなかった時代は、過ぎ去りました。皆さんの兄弟は皆さ

んのものなので、皆さんは皆さんの兄弟の保護者です。社会全体の支援を受けずに、誰も実際に

物質的な成功を収めることはありません。自分の腕一本で出世した人間といったような物事はあ

りません。すべての市民達が、自分達の政府、自分達の社会基盤、自分達の仲間である教師達、

救急車の運転手達、消防士達、農場主達、そして作詞家達になるために自分自身を鍛えるその市

民達の奉仕から、恩恵を受けます。

 
その通り、わたしは詩人と言いました。あらゆる芸術家はひとつの有益な作品を創り出すことが

できなければならない、そしてもしも芸術家にそれができないなら、芸術家は配慮する価値が

ない、というペリシテの人々が発明した発想は、何でしょうか？　最も偉大な精神は歴史の中で

どのように生き残ってきたのでしょうか。それは、芸術家達が、彼らの仲間の人間達の気分を高

揚させる刺激的な作品を創り出すことを目的とした真の仕事ができるように芸術家達を養い、衣



服を与えた庇護者達、王達、そして後援者達のおかげではなかったでしょうか？

 
皆さんの住民達が既に成長し、皆さんが皆さん自身の社会基盤、学校、セキュリティー・サービ

スのために今まで寄贈してきた基金が既に飛躍的に成長を遂げているため、貪婪と自己中心性が

あらゆる政治的道徳的な議論に浸透してしまうのは、ひとつの簡単な問題でした。すべての人々

のために情緒的な保障を提供するよりは、むしろ数多くの人々の貢献が、富、資源、そして安全

保障上の約束を頂点にいる非常に少数の者達に再配分するために利用されてきました。これは民

主主義ではなく、ましては真の方法でもありません。

 
あらゆる人が認識するように、黄金律は、地球全域と歴史を貫いて、霊的な教えの要石です。こ

の基本的な教えには数多くの変種がありますが、しかしわたし達のここでの目的のために、わた

し達は、“皆さんが人々にして貰いたいことを人々に行う”、という親しみのある英語での表現から
始めることにしましょう。これは、その考えの精神を捕えます。わたしはこれを敷衍して、皆さ

んの電磁的な振動を5次元に引き上げる次元上昇の、ひとつの座右の銘を提供したいと思います。“
皆さんが皆さんにしようと思うことだけを、他の人々に行うこと”

 
ここで、自己嫌悪と自己批判の習慣から抜け出せない人々にとって、この座右の銘は、変化のた

めの適切な推進力を提供することはないでしょう。わたし達はその意味を拡大して、これに自分

達の道徳的哲学的な基礎を築く時に数多くの人々が無視するもの、自己愛を含めます。わたし

達は、“他の人々に皆さんがして貰いたいことを他の人々に行うこと”から始めることが必要です。
ご存じのように、この最も基本的な皆さん自身に対する愛の欠如は、すべての楽しくない人間

関係、継続する個人的な対立、抑鬱や苦痛の原因です。皆さんは既に、皆さんが皆さん自身を扱

う方法で皆さんを扱うことになる人々、皆さんが皆さん自身を見る、その同じ偏見を持った目で

皆さんを確認することになる人々を選択しています。そして皆さんは、皆さんが皆さん自身と戦

っているように、その人々と戦います。

 
今は、主要なすべての宗教によって幾つかの形で教えられてきた、その自己嫌悪と絶望を終りに

する時です。多く人々の存在感の中での自責と自己喪失は、優越性あるいは善性のひとつの指標

ではありません。大いなる富でもありません。個人の自惚れを拡大することに基づいた宗教的な

慣習は、不充分だという感覚によって加速されます。自信喪失や不充分だという感覚は、確信の

欠如に他ならず、本来神であるわたしという今の瞬間に存在することに関する、ひとつの誤解

です。神はすべての人々を平等に愛します。例外はなく、皆さんに対してさえ同じです。皆さ

んは、他の人々と比較して価値がないまたはあると皆さんが主張することによって、皆さん自

身を、皆さんに賛同しない神の上に置いています。

 
神は愛です。神は光です。愛は光です。愛は穏やかさ、歓び、調和、笑い、思いやり、許し、そ

して親切です。神はこうした物事のすべてであり、従って神は純粋な愛です。神の愛の中に、



復讐、処罰、そして何らかの非難による脅し、あるいは他の暗い断定的判断はありません。これ

は過去の神学であり、そしてそれは、神が神の子供達に向けて感じるものに関する、ひとつの誤

解です。

 
一部の皆さんは、わたしが地球に現れた理由が愛を教えることを目的にしていたことを、良く理

解していました。神の愛であり、わたしの愛であり、そしてお互いの愛です。わたしは愛として

存在しますが、それは皆さんと同じように、わたしは神として存在するからです。皆さんはただ

、皆さんの魂の中に携えている愛の力に気付くことが必要なだけです。そして皆さんは、気分を

高める光のエネルギーで輝くことになるでしょう。この光は、わたし達の主要な創造主、すべて

の創造主の創造主、従って一体性の力である、巨大中心太陽から現れます。

 
皆さんは、皆さんの創造主の心象（物質的な新町ではなく、魂の心象）の中で創られます。従

って、皆さんはひとつであり、創造の力です。こうした事実は、皆さんや、あるいは皆さんの低

い自己評価を心地良くさせるために考案された単なる言葉ではありません。それは真実です。す

べての人間が、その人種、宗教、年齢、性別、知能指数、あるいは社会的な地位に関係なく、そ

の内部に創造の力を持ちます。もしも人々がただ自分自身の力に確信だけを持つなら、すべて

の人々が、自分達のこころの夢を顕在化することができます。ただ確信だけが、皆さんにこの創

造する力を、皆さんが宇宙全体の中のすべての意識を持つ存在達と一体であることと同じように

、皆さんは神と一体であるというひとつの根拠ある確信と知識を、与えます。

 
皆さんが、皆さん自身の力に、すべての創造の力に参加する時、皆さんは皆さんの命令で、天の

すべての大群と宇宙のすべての資源を手にします。何故なら、5次元とそれを上回る次元に存在す
る意識を持つすべての存在達は、たとえ皆さんがそれを皆さん自身で理解しない時でさえ、普遍

的な法則によって生き、そして皆さんのひとつになる意味を理解するからです。彼らは、彼ら自

身の選択から、皆さんに仕えるためにここにいます。そして彼らは、皆さんを支援して皆さん自

身をその光にまで高める歓びを、大いに楽しみます。

 
5次元の6番目の水準以上の宇宙の中で、闇の存在達は何処にも存在しません。闇は、さらに高
い数々の次元の光に溢れる電磁的な環境の中で、生き残ることはできません。様々な天界の中の

存在達は、皆さんの間の献身的な霊的な重量運搬者達が自分自身をそう呼ぶように、光の活動家

です。これは、宇宙の中に、闇の者達が存在しないことを意味している訳ではありません。言う

までもなく、存在します。彼らは、惑星地球上の皆さんの長い闇の歴史を貫いて、4次元の水準の
中に潜伏することによって、現在の不安定な数々の状況を創り出してきました。彼らは、精神的

に衝撃的な痛手となったアトランティスの沈没によって創り出された混沌と損傷によって引き寄

せられました。そして彼らは、何万年もの間、意欲的に彼らの悲惨な状況を広め続けてきました

。

 



親愛なる皆さん、闇を打ち倒し、地球上の楽園を再確立することは、わたし達の仕事でした。そ

の楽園は、今回の地球の計画の始まり以降、わたし達が共有する展望になってきました。わたし

達は、闇が栄える危険な領域に降下し、わたし達自身の献身的なこころの努力で、光を取り戻す

ことを選択しました。わたし達はこれを行ってきました。わたし達は今、人類の次元上昇を達成

するために、既に順調に進み続けています。あとはただ、依然として眠りに就き、自分達の霊の

道筋を達成するというよりも、むしろ飽食を約束した3次元の数々の教えに騙されている人々が目
覚めることが残されているだけです。

 
今、皆さんは一周回った元の状態を確認しますが、そうではないですか？　人類が疲れ切ってい

るのは、神が現れて惑星上の悲惨な状況を解決するのを待つことによってではありません。人

類は、怖れによって、不安によって、自分自身やお互いへの憎悪によって、そして最悪なことと

して、自分自身の魂の神との結び付きから離れた状態になるという喪失感によって、疲れ切って

います。わたし達は、有名な歌にあるように、愛は皆さんが必要なすべてであることを、わたし

達自身の具体例によって明らかにすることが必要です。

 
わたしが現時点で皆さんにこのメッセージを伝えているのは、その移行が皆さんに接しているか

らです。わたし達は、たとえその馴染んだ環境が頻繁に皆さんを絶望や不満に連れて行くとし

ても、皆さんがその方法を変え、馴染んだものを置き去りにすることに対する皆さんの不本意を

、理解しています。さらに高い振動水準に移行することによって、皆さんがあらゆる物を手に

入れ、失うものは何もないことを、わたしは皆さんに保証します。皆さんが今まで愛した人々は

、その次元上昇の道筋の上で、配慮され、育まれることになるでしょう。その人々は、その人々

の現在の灰色の影からその人々自身を引き上げることは、人々が今まで思い描いてこなかったよ

うな歓びと高揚感をもたらすようになることを、その人々が再び保証され満足するまで、愛に溢

れた思いやり深い教えと支援が提供されることになるでしょう。

 
皆さんは、大切にする人々を失うことはないでしょう。その反対です。皆さんはひとりひとりが

、光と愛の中で、皆さんが皆さんのこころと精神を開いて皆さんを今回の生涯に連れてきた共同

の合意の運命を成就する時に、皆さんが経験する新しいひとつの固有性に気付くことになるでし

ょう。親愛なる皆さん、これは、皆さんが過去の数多くの生涯の中でそれを目指して今まで生き

、死んできた目的です。皆さんは実際に、約束の土地の入り口にいます。皆さんは光に向かって

一線を超えようとしますか？　皆さんは皆さんの翼を広げて飛び立とうとしますか？　皆さんは

、皆さんのこころの中のそこにある、皆さんのエンジンのための燃料に気付くことになるでし

ょう。それは、皆さんのさらに高い自己、神の愛によって次々と加速されます。

 
わたしは、ひとつの個別化された一体性の反映として存在しますが、しかしそれは、わたしが離

れていることを意味する訳ではありません。今まで誰ひとりとして、孤立または離ればなれにな

ることができた者はいません。これは、闇の者達によって怖れを植え付けるために皆さんが教え



られた、ひとつの妄想です。皆さんは皆さんの他の半分、つまり皆さんを支えるひとりの協力者

、あるいは、恍惚とした幸せに気付くための皆さんの仲間の承認を必要としません。皆さんに必

要なものはただ、胎児の臍帯が母である生命の源に結び付ける状況よりもさらに完全に皆さんを

結び付ける、その導管を受け入れることだけです。

 
愛と光である神の存在感が、皆さんを通して流れ、今回の生涯や他のあらゆる生涯に起因する、

あらゆる傷、あらゆる苦痛に満ちた経験、あらゆる病気の発現を癒し、栄養を与えることを、許

してください。思い切って拡大し、皆さんの身体と皆さんの周りのオーラを愛と光で満たしてく

ださい。それは皆さんから外部に輝き出して、皆さんの周りの大気に向かい、皆さんという存在

の内部に現れるあらゆる人々の霊を引き上げることになるでしょう。この燦爛たる運命から、顔

を背けないでください。皆さんの生得の権利である美点と光の外套を受け入れてください。

 
親愛なる仲間達、わたしと一緒にきてください。今は、わたし達の時です。

 
わたしは愛のために生きた、サナンダにしてイエス。わたしは皆さんに故郷に戻る方法を明らか

にするために、すでに戻ってきています。

I am Sananda/Jesus, who lived for Love. I have returned to show you the way Home.

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, August 16, 2013, 11 pm. EDT
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わたしはサナンダでありイエス。

I am Sananda/Jesus.

 
これは一部の人々を怒らせ、他の人々を混乱させ、それでも一部の人々を恍惚とさせることにな

るでしょう。こうした新しい聖書の中でわたしが伝え続けている物事は、新約聖書になった編集

のために記述された聖書とはかなり異なります。言うまでもなく、わたしはそういったどのよう

な章も個人的に記述していません。その一部はわたしに近い人々、彼らがそう呼ばれたわたしの

使徒達によって記述されましたが、しかし多くはわたしが去ってからかなり後に記述されました

。そしてその結果、わたしの言葉ではなく、そして時にわたしの考えではありませんでした。聖

書を研究してきた人々は、わたしが言及しているものを識別することができなければならないは

ずです。愛に基づかないどのような物事も、わたしの言葉ではなく、神の言葉でもありません。

 
聖書には別の問題がありますが、しかしその一方で、それは数多くの最も重要な記述は慎重に排

除されたものです。わたしの最愛なる妻、メリー・マグダレンはわたしの側で、わたしが現れて

世界に提供した数々の考えと一致した、真の道を教えました。彼女はわたしの熱心な承認を得た

家族の記述者であり、そして彼女は最も重要な教えの一部を文章で記録しました。それはわたし

達が、後世の人々のために残すことを希望したものでした。残念なことに、それは皇帝コンスタ

ンティヌスが聖書になることが予定されていた分量を委任した時点で、隠されてしまいました。

 
こうした記述は、間もなく発見されることになるでしょう。そしてわたし達が戻って皆さんの間

を歩む時、彼女の声は再び、彼女がいつもそうだったように、鮮やかに優しく愛に溢れた光と

して、聞かれることになるでしょう。彼女の存在感が、女性に対する文化的な態度の変化のため

のひとつの影響力になるだろうということが、その時のわたし達の希望でしたが、しかしそれは

、わたし達が希望したような、より大きな手段として存在するものにはなりませんでした。彼女



の道徳的な個性に疑いを投げ掛けることによって彼女の信用を落とすことを決断した男性達の集

団が、明確な意図を持って、そうしました。彼らは、彼女の教えで数多くの人々に届く彼女の信

頼性と従って彼女の力に損害を与えようとして、ひとつの物語を慎重に創り出しました。

 
もしも彼女の正体と彼女の個人的な力が認められていたとすれば、自分達を“キリスト教徒”と呼ぶ
そういった国々の中で、女性に向けられる態度がどれほど異なるものになっていたか、それを考

えてください。彼女はわたしの対等の仲間であり、協力者でした。わたしの大切な母マリアが行

ったように、彼女の強さが、困難な時期を通してわたしを支えました。ふたりは伴に愛と理解の

要塞であり、それがそういった困難な時期の間わたしが旅した道筋を、柔和にしました。わたし

はひとりでは、それを行うことはできませんでした。

 
聖書が提示する男性支配の強調と排他性は、わたしの人生とわたしの最も身近な使徒達の人生の

本当の物語からすると、まるで見当違いのものでした。わたし達は、親密で我慢強い家族の結び

付きというユダヤの伝統の中で育てられました。両親の協調を尊重し、子供達という貴重な贈り

物を際立たせた伝統です。わたし達は、ひとりの男性とひとりの女性の間の聖なる契りと、すべ

ての子供達が持つ安定して支えになるひとつの家庭に対する大幅な必要性について、同じ考え方

を感じ続けます。しかしその一方で、わたし達は、この愛に溢れる相互関係の別のひとつの異型

を創り出すことができるどのような個人も非難することはありません。ひとつの家族の家の中で

問題となるのは、愛の雰囲気であり、個人の独自性や参加している成員の性差または年齢ではあ

りません。

 
人類は社会的な存在であり、そしてわたし達が旅から家に戻る時、人々が書類仕事をしながらひ

とつの事務所の中での一日を必要とするか、あるいは畑を耕すことを必要とするかにかかわらず

、わたし達はすべて、良い仲間と心地良さが必要です。わたし達はすべて、わたし達を光の育成

的な雰囲気の中に包み込む、家族の愛が必要です。残念なことに、人間の子供達の数々の世代は

、最小限の心地良さと、こころを込めて与えられた愛のひとつの源泉を持たずに、生き残ってき

ました。この状況は変わり続けています。子供達は今、事実通り未来の約束と、両親が暮らす世

界よりもより良い世界のためのひとつの希望として理解されています。そしてそれは、実現する

ことになるでしょう。

 
数多くの人々が、クリスタル・チルドレン、またはインディゴ・チルドレンについて耳にしてき

ました。彼らはひとつの異なる種族、以前ここ地球上に存在してきた人類よりもさらに進化した

人類のひとつの変型のように見えます。彼らは、文字通り結晶質に基づいた創造として存在し

ます。彼らのDNAは、彼らの組織構成の中の休眠中のDNAの螺旋構造が既に活性化されていると
いう点で、その両親のDNAとは異なります。皆さんはすべて、日々皆さん自身がさらにこうした
子供達のようになり続けていると感じることになるでしょう。皆さん自身のDNAが活性化される
につれて、皆さんの創造性が拡大を続け、そして皆さんの尽きることのない愛を感じる能力は高



まり続けます。こうした新しい子供達のように、皆さんはさらに、皆さんがそうなるように生ま

れた神々や女神達のようになり続けています。

 
ご存じのように、こうした子供達はまったく新しいひとつの創造ではありません。彼らは人類の

真の正体のひとつの再現であり、人類の次元上昇のための計画の一部だった光り輝く知性と力の

青写真の、復元です。皆さんが今準備を整えている次元上昇は、実際にエデンにあった最初の地

球の栄光への復帰です。穏やかで、調和し、充実したひとつの壮麗な場所です。しかしその一

方で、ひとつの美しく育成的な楽園の贈り物は、今までの皆さんのように熱心で、好奇心があり

、創造的で、攻撃的に欲張りなひとつの種の魂の発達のためには、充分ではありませんでした。

わたし達すべてがわたし達の計画立案する数々の評議会の中で、地球は一時的に3次元の状態に降
下することになり、それが勇敢さと完全性と名誉の最も巨大な試験を許すことになる、と一緒に

決めたのは、これがその理由です。

 
今、皆さんはここにいて、ここ地球の次元領域上の数多くの生涯を完了しているところです。皆

さんは、皆さんの身体と皆さんの魂の中で、あざだらけになり、ぼろぼろになってきました。

今は、皆さんの癒しの時です。何故なら、皆さんは既に、比較的低い3次元の人生の振動を離れて
いるからです。皆さんはゆっくりと、あらゆる物事が既に変わってしまったという真実に目覚め

続けています。そして皆さんはまた、変わる以外の選択肢を持つことはないでしょう。皆さんは

気が付くと古い数々のパターンにしがみ付いていて、そして数多くの人々が、たとえそれが痛み

、恨み、そして苦悩だらけだったとしても、その人々が抱えているその古い生き方への執着を諦

めるように、痛ましいほど圧力をかけられています。

 
親愛なる皆さん、何が皆さんを、皆さんの精神を奴隷化し、皆さんの身体を痛め付けてきたそ

の数々の伝統に縛り付けるのでしょうか？　皆さんはその日々の暮らしの中でその数々の緊張に

ついてこれほど辛辣に不満を漏らしているとは言いながら、皆さんが依然としてそれを手放すこ

とが耐えられないほど貴重だと気付くものとは、何でしょうか？　皆さんの怖れ、皆さんの苦痛

、そして皆さんの悲しみ以外に、皆さんが本当に失わなければならないものとは何でしょうか？

　さらに高い数々の振動の中の人生は、皆さんにとって初めてのことではありません。皆さんは

あらゆる生涯と生涯の間のその覆いの背後で、既にそれを経験しています。皆さんは、天の集団

の中の楽園の中で暮らしてきました。皆さんは、永遠の生命というカップに口を付け、皆さんの

父なる母なる神の尽きることのない愛を感じてきました。その数々の記憶は皆さんのこころと精

神の中の、そこにあります。皆さんのこころの中のその場所であり、皆さんはそこで皆さんの数

々の感覚で考え、そして皆さんはそこで皆さんのさらに高い自己と結び付きます。

 
皆さんのさらに高い自己は、皆さんの魂のさらに高い数々の次元との結び付きです。この瞬間に

、皆さんのさらに高い自己はちょうど皆さんの頭の上の、まさに覆いの反対側の5次元の中に、存
在し続けています。最愛なる皆さん、耳を傾けてください。それで皆さんは、皆さんが朝に目覚



まし時計の音を聞き、車の警笛が皆さんの路上で鳴って機能する場合と同じように明らかに、皆

さんの魂の数々の促しを耳にすることになるでしょう。愛、真実、そして希望について話してい

る皆さんの内面のその声に、気付いてください。皆さんはそれを、直観、あるいは虫の知らせ、

あるいは直感的な骨の疼きと呼んできました。それは、皆さんの内面、皆さんの周りのすべての

神の声であり、皆さんが行動を始め、皆さんを待ち受けている素晴らしい冒険の中で、皆さんの

定位置に着くことを勧めています。

 
その次の瞬間、皆さんは、皆さんの直観を信頼しようか、あるいは皆さんの頭の中で物事を解き

明かそうかと迷い、立ち止まり、そして再び考えている皆さん自身に気付きます。どちらがひと

つの問題を解決するより良い方法なのか。神の叡智と宇宙の叡智を信頼してください。あるいは

皆さんの脳の中で足し算引き算をしてください。皆さんの脳は、皆さんが皆さんの周りの人々

によって教えられて情報だけを持つ場所ではないでしょうか？その答えは明確にする必要があり

ます。皆さんが皆さんの知識の保管庫として言及する皆さんの脳は、皆さんの世界のコンピュ

ーターに似ています。それは保存し、検索し、読み出すことができますが、しかし意思決定をす

ることはできません。それはただ他の人々が皆さんに伝えた他の人々の意思決定について、皆さ

んに報告することができるだけです。これは、皆さんの人生を送る、ひとつの効果的な方法では

ありません。

 
皆さんの内面の声、皆さんのこころの精神の声は、皆さんの潜在意識の精神に結び付けられてい

ます。それは皆さんの脳の中にはなく、しかし皆さんの身体の有無に関係なく、永遠に続きます

。それは、皆さんのさらに高い自己によって監視されている、ひとつの複雑な才能です。皆さん

のさらに高い自己は、皆さんの数多くの生涯のすべての記憶と接触を持ち続けてきて、皆さんが

他の数々の人生の中で蓄積してきた数々の技能と知識を皆さんが利用できるようにすることがで

きます。特定の能力のことになると、皆さんが“ひとりの最適任者”になるのは、これがその理由
です。皆さんはおそらく、こうした数々の能力を以前に何らかの形で実践してきました。例えば

、言語の容易さは、おそらく他の生涯の中でこうした言葉を話してきたその結果であり、癒しや

薬への興味は、おそらく長く続く興味である、等々です。

 
皆さんは多面性を備えた存在であり、皆さんの認識の宝庫の中では、皆さんが思い描くことがで

きるよりも、遥かに複雑で賢明です。次元上昇に関すると、皆さんはすべて、最終的に皆さん自

身の生涯からのこうしたすべての物事の記憶を利用することができるようになり、そして皆さ

んは、他の人々のアーカーシャの記録もまた研究することができるようになるでしょう。皆さ

んは、皆さんの歴史と皆さんの惑星の歴史の真実を学ぶことになるでしょう。そして皆さんは、

皆さんの世界の科学者や専門家達が発見してきた物語がどれほど小さいものか、その事実に気付

くことになるでしょう。今は毎日数々の新しい発見があり、数多くの物事がかなり異例なため、

人類学者たちはそれを分類するまたは理解する方法について為す術がなく、これほど数多くの劇

的な証拠の断片が引き出しの中に置かれ、あるいは後のために整理されています。



 
皆さんは実際に、惑星地球とその居住者たちについて、何を認識していますか？　人類と他の種

族は、外的な数々の力の影響を受けながら試行錯誤によって“進化”したのでしょうか？　それは、
ただほんのわずかな部分だけです。外部の数々の状況のせいで生じた一部の小規模な順応は存在

してきましたが、しかしそれは最小限度のものになっています。ほとんどの場合、数々の変化は

至高の創造主の指揮の下で行われ、母なる父なる神や他の高い水準の霊的指導者達によって実行

されます。親愛なる皆さん、皆さんは、地球の時間の中で数百万年を網羅する、ひとつの協力的

な努力の中で創り出されました。過去数年の間に皆さんが母なる父なる神の記述の中で学んでき

たように、以前は幾つかの文明が存在していました。そしてそういった文明は、人類の発達に直

接的な影響力を持ちました。

 
皆さんは、一斉開示が完了する時、真の人類学と皆さんの大切な惑星の政治史について学んでい

るでしょう。何故なら言うまでもなく、皆さんの星の兄弟姉妹達がここに存在する理由は、皆さ

んが今いる場所と関係があるからです。彼らは、皆さんに伝える魅力的な数々の物語を持つこと

になるでしょう。皆さんは、数多くの長い物語を語る出来事の間、その物語に恍惚とした状態の

ままになるでしょう。ご存知のように、彼らは進んだ科学技術よりも、遥かに多くの物事を提供

することができますが、それが今後、皆さんの人生、皆さんの健康、惑星の健康を瞬時に改善す

ることになるでしょう。彼らは、今は皆さんに手の届かない魅惑的な数々の出来事に対する皆さ

んの深い無意識の結び付きを修復する支援をすることになるでしょう。彼らは、皆さんが彼ら自

身の惑星の次元上昇の中で彼らに役立ったさらに多くの物事を学ぶ支援をする機会を熱望し、興

奮を覚えています。

 
こうした皆さんを支援することにこれほど熱心な兄弟姉妹達とは、誰なのでしょうか？　相対的

に言って、彼らは遠くと近くから訪れます。数多くは皆さん自身の銀河から、シリウス、プレア

デス、サジタリウス（射手座）から、そして皆さんの天の川銀河の中の、人間型の存在達が居住

している数で言うと9つの他の惑星から訪れます。また他の数々の銀河からの無数の訪問者達が存
在しますが、一部は皆さんの世界の科学者達が気付いていない、遠くの恒星系から訪れます。す

べては彼らにできる何らかの方法で支援するために、彼らの宇宙船で訪れています。

 
こうした訪問者達に関連する最近のひとつ出来事について話をさせて貰います。数多くの皆さん

がアルクトゥルスの存在達について耳にしてきました。彼らは高度に進化したひとつの文明の存

在達であり、既にひとつの協力的な集団的同一性の水準に到達しています。彼らは独自の個人達

として認識されるよりも、お互いに結束して働くことを好みます。彼らは皆さんと連絡を取るた

めに、自分自身を切り離すことができるにもかかわらず、彼らは彼らがその中で心地良く非常に

効果的に働くことができる集団として留まることを好みます。彼らはとても高度な治癒者達で

あり、人類を研究する上で、多くの努力を費やしてきました。彼らは、皆さんが持つ思考と感覚

の強力な組み合わせにとても関心を寄せ、皆さんの精神身体的な（感覚と身体）存在達の間の相



互作用に起因する数々の病気を癒す、とても効果的な数々の手段を発達させてきました。

 
最近、わたし達のレディ・ポーシャが、わたし達の依頼でBlogTalkRadio.com上で癒しの集いを始
めていて、数百名から千名に達しようとする志願者達が登録を済まして、癒しを必要としてき

た人々に癒しのエネルギーを向かわせるために利用できるようになっています。さらに高い数々

の次元の中のわたし達は、既にこの協力的な冒険に参加し、その数々の結果は壮大なものになっ

ています。アルクトゥルスの存在達が、父なる母なる神、大天使ミカエル、サンジェルマン、そ

して他の数多くの存在達と一緒に癒しの熟達者達に参加するように勧められた時、彼らは　惑星

全体を支援するために、唐絵らの癒しの宇宙線を持ち込むことによって応えました。

 
まず、2隻の巨大な母船が北極と南極上の高い軌道上に乗り、その次に他の4隻の小さ目な宇宙船
が赤道に沿った4つのポイントに位置を合わせました。彼らは、依頼を受けて訪れました。これが
、今可能になっている皆さんが求めるものを創り出す現象化のひとつの具体例です。彼らは今後

、惑星全体の癒しを手伝うことになるでしょう。皆さんはすべて、インターネットの癒しの集い

に参加する数多くの人々が経験するように、“奇跡的な”癒しを経験することが期待できます。数多
くの治癒者が成長するにつれて、意思の力が、その存在感の中では疾患または病気がその存続す

ることができない、ひとつの圧倒的な力になります。

 
またこの癒しの努力は、何千もの闇の実在達を生み出してきましたが、彼らは自分達の生き残り

の最後の希望として、光の活動家という宿主に付着しようとし続けています。すべての皆さんが

認識しているかもしれないように、ルシファーは、彼の母なる父なる神、彼の双子の光彩の大天

使ガブリエル、そして彼の愛する兄弟姉妹達の歓迎の両腕に向けて、既に故郷に戻っています。

彼は、彼が大いに驚いたように、英雄の歓迎が与えられました。何故なら、彼は、その地球への

長い旅が、彼の計画だったさらに多くの光とさらに高い振動を惑星にもたらすことに失敗した、

と考えたからです。

 
“サタン”として意図的に創り出された闇のエネルギーの姿は捕獲され、光に連れて行かれました。
闇の実体達は今、その物語を聞き終えていて、彼らは、ルシファーは魔王、すべての悪の代表者

、彼らの強力な指導者だと考えるように操作されてきたため、今は足並みが乱れて混乱してい

ます。彼らは今、ルシファーと名乗る者は、実際には光と愛の本質であることを発見して呆然と

しています。そして彼らは自分達の闇の隠れ家から外に出始めていて、怖れ、混乱し、幻滅し、

そして絶望しています。彼らは、救われるひとつの方法を見付け出す努力の中で、疑うことを知

らない光の活動家達に付着し続けています。そのほとんどは今、積極的に光に向かい、愛の中で

許されて回復しています。

 
彼らは、ガブリエルを取り囲んでいる彼女の柱の防御に、数千単位で付着し続けています。ひと

つのチームとして、ルシファー、大天使ミカエル、サンジェルマン、そしてわたしは、サトース



、母アマ、父なる神、そしてアルクトゥルスの存在達や他の数多くの存在達と伴に、彼らに助言

を与え、安心させています。彼らはひとつの光の繭で包まれていて、彼らのほとんどは、根源に

戻り、その光に向けて回復することを選択しています。

 
これは、事実通りひとつの記念碑的な努力です。ガブリエルは歓びに溢れながら、彼女自身を光

として提供することによってその役割を務めることを押し出ましたが、その光が、自分達が今ま

で行ってきたことのせいで今まで帰ることに恐怖を覚えてきた何万もの闇の実体達を引き寄せ

ます。彼らは罰を怖れますが、しかし彼らが受け取るものは、親切、許し、そして尽きることの

ない愛です。わたし達は光に向かって彼らのすべてに付き添って神と会います。惑星はついにこ

うした闇の存在達からきれいにされましたが、彼らのほとんどは、見当違いをした仲間達です。

それは事実通り、闇に対する光の大勝利です。

 
わたし達は、わたし達の地上の数々の癒しのチームに、こうした闇の実体達を取り除く方法を学

んできた光の活動家達に、そしてその数を増やし続けているそのエネルギーがそういった肯定的

な活動を刺激してきたインターネットの癒しのチームに、感謝しています。これは、数百の人々

がそのエネルギーを単一の肯定的な結果に向けて集中するために協力する時に提供される、その

相乗効果のひとつの具体例です。惑星地球の癒しと次元上昇です。それは燦然と機能し続けて

いて、その意識を高め、そしてその結果惑星全体の振動水準を高め続けることになるでしょう。

 
物質的な癒しを必要とするすべての人々に愛と光を送ることによって、皆さんは暗い考えと疾患

の間、不安、絶望、病気、そして闇の間の相互作用に関するひとつの意識の波動を創り出してき

ました。癒しが進むにつれて、そして完全な健康があらゆる個人の精神の中のひとつの夢になる

につれて、闇はエーテル質に向かって消え、そして絶望は歓びに置き換えられます。より一層多

くの人々が高揚感と愛の波動に直接乗り始めて、わたし達すべてが何千年もの間共有してきた5次
元と次元上昇の夢に向かうにつれて、こうした“数々の奇跡”は、当たり前のことになるでしょう。

 
わたしはサナンダでありイエス、わたしはここにいて皆さんに仕えます。

I am Sananda/Jesus, and I am here to serve you.

 
Trascribed by Kathryn E. May, August 19, 2013, 11 pm, EDT
 
http://lightworkers.org/channeling/187008/chapter-eight-new-scriptures-written-sanandajesus

http://lightworkers.org/channeling/187008/chapter-eight-new-scriptures-written-sanandajesus
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キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May

 
by Kathryn E. May, PsyD on 08/22/13

 
 
 
今日、2013年8月22日、惑星地球上で極めて重大なひとつの出来事が起こっています。皆さんはそ
れに気付かないかもしれませんが、しかしそれは、その出来事を歴史的に何かしら劣るものにす

るものではありません。今日は、今まで人間の宿主達の内部に隠れてきたすべての闇の実体達が

、彼らは今離れなければならない、そして離れる中で、至高の創造主によって要求されたように

彼らは降服して光に向かうか、あるいは分解されて微粒子の溜り場に戻るかのどちらかを選択し

なければならない、と伝えられた日です。例外はありません。離れることを拒否し、宿主と伴に

残ることを主張するどのような存在も、その宿主の内部の光のエネルギーの活動によって、ゆっ

くりと分解して行くことになるでしょう。その振動がより高いほど、分解はより速く起こること

になるでしょう。

 
ご存知のように、彼らは、ひとつの魂として自分達の人生を続けるか、あるいは打ち切られるか

のどちらかという、ひとつの選択を与えられています。これは、皆さんがおそらく口にするよ

うに、十二分に公正です。もしも彼らが光に向かって戻ることを決断するなら、彼らは彼らの個

性とその選択を尊重するひとりの案内役によって、穏やかに付き添われることになるでしょう。

光に連れて行かれる存在達は、許され、復帰を歓迎されることになるでしょう。何故なら、個人

の魂の発達で問題になるのは、過去ではないからです。問題になるのは、まさにこの瞬間の皆さ

んの魂の状態、皆さんの言動、皆さんの意思、そして皆さんの光です。他に何もありません。誰

でも回復することができます。あらゆる人が許されることができます。

 
わたし達がこれを記述する時、わたしの言葉を転写しているレディ・ポーシャは、その強烈なエ

ネルギーを感じ続けます。共感的な皆さん、特にもしも皆さんが根源に気付いていないなら、そ

れは、彼女がそれを表現する通り熱しているフライパンの上の一滴の水のように、不安、怖れ、

混乱、対立という感覚でいっぱいになります。この強さの激しさは、癒しの割合が明らかになっ

た後まで続くことになり、その中で大天使ガブリエルとルシファーは、闇の実体達に光を持つよ



うにさせます。彼らは既に、失われたすべての人々、そしてルシファーが指導者だという不正確

な印象の下に悪魔の大群に召集されたすべての者達を、呼び込み、受け入れる責任を負ってい

ます。

 
ルシファーは、今まで邪悪でもなく、悪魔でもなく、どのような闇の組織または悪の集団の指導

者でもありませんでした。彼は過去も未来もいつも、その名前が光を意味するわたし達の大切な

兄弟です。そしてルシファーは、今まで人類の奉仕の中で、典型的な一連の人生を生きてきま

した。ルシファーの意図は、自分自身を愛する方法を学ぶことを人間に教えることでした。そし

てそれを行うことによって、ルシファーは、人間は自分達の神との結び付きに気付くだろうと信

じました。わたし達はほとんどの場合わたし達の地球の転生について話しているのではありませ

んが、わたし達はルシファーがその数々の人生で行った働きの種類についてのひとつの考え方を

皆さんに与えようと思います。最近のひとつの転生は、アブラハム・マズローとしてのもので

した。頭脳明晰な心理学者であり、“最高の実績”という概念を展開しました。それは数多くの人々
を触発して、自分自身の中の最良のものに手を伸ばすようにさせました。皆さんはまた、古代ギ

リシャの最も有名な哲学者達のひとりとして、彼の仕事を耳にしています。

 
ルシファーとガブリエルは、惑星地球のすべてを支配するためにここに現れた闇の者達から人類

を護り、自由にするために自分達の仕事を続けています。ふたりは、惑星全体で手先達を一掃す

ることによって、達成が困難な仕事の仕上げをしているところです。手先達は、自分達は神を打

ち倒すことができる、と信じたその邪悪なる者達によって、その命令に誘い込まれました。皆さ

んが理解できるように、闇の者達がそれをできなかったことはもちろん、これからも決してでき

ることはないでしょう。今は、皆さんの身体の内部から、そして惑星地球の表層から、その者達

を永遠に排除する時です。闇の者達は、こころの感覚に戻らなければ、さらに高い数々の次元の

中では生き残ることはできません。そのためその闇の者達は、他の5次元の数々の惑星や高い振動
の任意の存在達に対する脅威ではありません。

 
ここで、わたし達の注意を、今日、皆さんの暦による2013年8月22日木曜日の極めて重大な出来事
に向けることにしましょう。今日の夜、東部標準時（ニューヨーク時間）午後8時に、ひとつの転
換点、新しい時代の始まりとして皆さんの歴史の中に記録されることになる、ひとつの出来事が

起るでしょう。わたし達は、非常に巨大な規模のひとつの癒しの集いを実施することになるでし

ょう。その中で、依然として惑星地球上に隠れている闇の実体達は、呼び出されて前面に現れて

、光に連れて行かれることになるでしょう。わたし達がプリンス・レジナルドと呼んでいる者が

、ガブリエルと協力して、トランペットを響かせることになるでしょう。この響きが、惑星のあ

らゆる場所に向けて、人間の宿主にかくまわれている者達、地球の地殻の内側に隠れている者達

、そして月の裏側の基地から送り出されてきた者達に対して、鳴り響くことになるでしょう。

 
爬虫類種の実体達は、留まって、地球上の任意の存在の幸せな状態と完全に機能している状態を



攻撃するか傷付けることが、許されなくなるでしょう。例外はないでしょう。自分の内部の闇の

実体の影響力を放棄することを拒否するどのような人間も、自分達がその影響力を維持すること

ができないことに、気付くことになるでしょう。彼らは数時間の間しがみつくかもしれないと

はいっても、巨大中心太陽から注ぎ込まれている光と、この癒しの事象に参加している数々の治

癒者や霊的指導者達からの愛の流出が、きっぱりと闇を圧倒し、しがみ付いている者達は、分解

されて粒子になり、分散することになるでしょう。

 
わたしは、この“闇の実体達は、今後は惑星地球に留まることはない”という命令を繰り返します
。例外は無いでしょう。自分達は依然として闇に悩まされていると主張する誰もが、自分自身の

発想と信念を詳しく調べて、自分達が自分達の痛みや惨状に対して忠誠を誓ってきた理由に気付

くことになるでしょう。こうした侵入者達に入りこまれてきた人々にとって今後残るものは、

欠乏、抑鬱、不安、不確実性、自己嫌悪、そして混乱という感覚に順応してきた状態からの癒し

になるでしょう。これは、自分達のさらに高い自己や神との自分自身の内面の結び付きの再構築

に対する、決断と献身が必要になるでしょう。

 
わたし達は、皆さんが皆さんの数々のエネルギーを再び安定させて、強く自信を持ち、そして巨

大な天の光に溢れた皆さんの光り輝く創造主の自己の約束を達成する支援をするために、わたし

からの、そして母なる父なる神からのこうしたメッセージの中で、励ましと指導を提供すること

になるでしょう。惑星地球の人々は、決して再び自分自身の内面に対する干渉によって苦しめら

れることも、人々に危害を加え、支配することを望む人々によって外部から何かを強要されるこ

ともなくなるでしょう。皆さんはこれから、自由に息をして、皆さん自身の考えと感覚の指揮を

取り、わたし達すべてが築き上げるためにここに現れた、その夢を明らかにし始めることになる

でしょう。

 
唯一今から、人類の本質がすべての人々の目に明白なものになるでしょう。何故なら、皆さんは

今まで、こうした数百万もの闇の実体達によって、激しく抑圧されてきたからです。彼らは、光

の活動家達が実現することができる素晴らしい達成を食い止めるために、特に大きな力を持った

光の活動家達を攻撃してきました。皆さんは今後、創造的で善意あるひとつの全盛期、ひとつの

黄金時代を確認することになるでしょう。何故なら、すべての光のエネルギーが解き放たれ、こ

うした才能ある献身的な存在達が自分達の完全な潜在能力まで上昇することを許すからです。

 
最愛なる皆さん、それは事実通りひとつの新しい日になります。わたし達は今、皆さんが惑星上

のどこで暮らしていても、すべての皆さんが皆さん自身でその出来事を目撃することができる方

法で、この集団の癒しと闇の者達の排除を調整することができます。インターネット接続で一台

のコンピューターが利用できるどのような場所でも、この大いなる出来事に接続することになる

でしょう。それは後世の人々のために記録され、その記録の数々のコピー

はBlogTalkRadio.comやユーチューブで利用可能になり、惑星中でコピーされ分配されることにな



るでしょう。あらゆる人が、最終的にこの浄化を認識し、明日感じることになる驚くべき明るさ

の理由を認識することになるでしょう。あらゆる人が、たとえその理由を自覚していないとし

ても、その変化を確認し、感じることになるでしょう。

 
親愛なる皆さん、皆さんの時系列のこの日に注意を払ってください。これは、すべての精神病院

が無用になり、すべての病院が空になり、すべての牢獄が時代遅れの恐怖の家になり、決して再

び居住されることはなくなるでしょう。世界中の魂達が自分達の新しい内面の穏やかさに目覚め

、兵士達は自分達の戦う興味を失い、独裁者達は彼らの人民を支配する望みから退き、そして数

々の軍隊は、その注意を再建と復興、そして人々がより心地良く暮らす支援をすることに転じる

ことになるでしょう。

 
すべての武器は、事実通りに苦悩と破壊の手段として理解されるようになるため、不快な雰囲気

を帯びることになるでしょう。誰ひとりとして、暴力と死に引き寄せられる者として認識される

ことを望まなくなるでしょう。そういった多少快い刺激は、闇の侵入者達の影響の下に在った

者達、事実通り感じまたは考えることができなかったそういった劣った生命体達の、見当違いの

考えとして認識されることになるでしょう。

 
彼らは、彼ら自身のDNAを操作し、そのこころの精神を抑圧するという彼らの不幸な決断によっ
て引き起こされたその神経的な欠陥のせいで、事実通り考えることができませんでした。それは

何万年も前に、彼らを思いやりのない、愛との結び付きのない、そして神との結び付きのない存

在達に、変化させました。

 
ひとつの集団として、彼らは悪の表現になりました。彼らは爬虫類種、オリオン星系出身の闇の

存在達の一派として認識されました。この計画を開始した者達は、巨大な力を持つひとりの指導

者の悪魔を持つ、と公言しました。それが神の息子、ルシファーでした。その物語はかなり頻繁

に伝えられ、そういった信念と伴に、闇の者達の指揮下にあった最初の爬虫類種の手下達は、自

分達はルシファーの軍隊だと確信していました。

 
ルシファーが7月27日にBlogTalkRadio.com/HollowEarthNetwork上で記録されたキャスリンとアン・
デハートとのラジオショーで自分の帰還を宣言した時になって始めて、闇の一派達は自分達が悠

久の時の間頼りにして生きてきたその嘘に気付きました。それは、個人的にそしてひとつの集団

として人類に問題を引き起こすという自分達に割り当てられた義務を実行してきたあらゆる層の

実体達の中で、大混乱を引き起こしました。

 
彼らは、自分達が裏切られ、嘘を吐かれ、操られたことを認識しました。また彼らはここで、ル

シファーはひとりの真の指導者であることを認識し、彼らはひとつの選択肢を持つことを学び始

めました。惑星上の実体達が立ち上がるにつれて、彼らが闇の中に維持しようとしてきた光の活



動家達は、その振動を高め始め、まさに人類に起っていたように、闇の者達のDNAが再活性化さ
れ始めました。彼らは彼らを故郷に呼び戻し、光になって許されて彼らの神との正当な場所に戻

るように彼らに勧めているルシファーとガブリエルの声を聞きました。

 
現在の爬虫類種の指導者であるプリンス・レジナルドは、ルシファーの帰還を聞きました。彼は

、彼が今まで居住してきた強力な光の活動家の身体を立ち退く決断をしました。彼は、安全な経

路を尋ねることを目的にして、脱出してレディ・ポーシャのところに行くために、夜の間に離れ

ました。彼は、彼の宿主のオーラの中で過ごしてきた時間のおかげで、自分の振動を高めて、わ

たし達の親愛なる女性の霊的指導者達の喉のはいって留まることができました。彼は、わたしが

そのひとりの構成員だった癒しのチームによって取り囲まれて、離れる要請を歓迎しました。彼

は投降して、彼の種族のすべての構成員達を光に導くことを認めて貰えるように求めました。

 
レジナルドは既に許されていて、今は、闇の行為に通じるすべての思考パターンの残渣を取り除

くことを目指して、彼の光をさらに高めるように励まされています。彼は既に光に連れて行かれ

、神によるひとつの斜面を提示され、そして彼が彼の人々を光に導く仕事の準備を整えるために

、彼自身に癒しの手当てが施されています。彼は、彼が今彼の正当なリーダーとして理解するル

シファーと、その強力な光の灯台が彼らを故郷に手招きすることになるガブリエル、そして霊の

中の存在達と今転生している人々である光の大群に、付き添われることになるでしょう。

 
復帰しているすべての存在達は、彼らの故郷への帰還で彼らを同伴することになる数百万の助言

者達の支援と伴に、ひとりずつ付き添われることになるでしょう。彼らはそこで歓迎され、全存

在の愛の中に包み込まれ、癒しの光の部屋に連れられて、彼らが最初に創り出された状態である

完全の存在に回復することになるでしょう。彼らは、もはや闇の者達としての役割を続けること

はなく、回復して、天の川銀河とそれ以上の場所に愛と光をもたらしながら、彼らの生得の権利

、神の働きを行う使命を実現することになるでしょう。

 
最愛なる皆さん、この歴史的な自由の日に、わたし達と大喜びしてください。皆さんは、皆さん

自身の振動を引き上げることによって、皆さん自身の光の活動を行うことによって、そしてこう

した困難な長い苦痛と苦闘の数々の世紀間に確信を維持することによって、闇を克服してきま

した。皆さんは既に数々の難題を突破して、そして皆さんは、皆さんの惑星全体の至る所で闇の

敗北を許した今回の素晴らしい移行を達成したという、その歓びで報われることになるでしょう

。

 
父なる神が伝えることが好きなように、“それは行われた、それは達成された”、ということです。
太陽が今日、アメリカ大陸の上で沈む前に、すべての闇の実体達は、光に向けて移動しながら、

大いなる魂の進歩に参加していることになるでしょう。歓びの涙が苦痛だった年月を洗い流し、

そしてすべての人々が数々の大通りで踊り、歌い、お互いに抱きあうことによって、お祝いをす



ることになるでしょう。人々は真実に目覚めるため、理解が広がる時に注目してください。それ

は一瞬の中で起ることはありませんが、しかしそれは、わたし達の光に向かう壮麗な次元上昇と

いうこの年の中で、人類のこころと精神に根を下ろすことになるでしょう。

 
わたしはサナンダ、皆さんがイエスとして認識してきた者

I am Sananda, the one you have known as Jesus.

 
Transcribed by Kathryn E. May, August 22, 2013, 2 pm.
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第10章、サナンダ／イエスによって記述された新しい聖書
Chapter Ten, the New Scriptures as Written by Sananda/Jesus
2 September 2013 - 9:29am

 
キャスリン・E・メイ
Channeler: Kathryn E. May

 
by Kathryn E. May, PsyD on 08/31/13

 
 
 
皆さんが今遂行している今回の次元上昇の計画は、数千年前に整備されたものであり、かなり大

掛かりな企画として考えられました。既に次元上昇している宇宙の中には数多くの惑星が存在し

、過去に次元上昇を終えた数多くの人々の集団が存在する一方で、ほとんどの場合、惑星とその

居住者達がすべて一緒に協力して行われる訳ではありません。

 
ひとつの惑星がその居住者を取り除かれることは、ありふれたことです。彼らはしばらくの間他

の場所に行って自分達の課題を行い、その一方で惑星それ自体はその振動をより一層高い水準に

引き上げて、最終的にさらに高いひとつの次元への移行を達成します。一部の惑星は既にこれを

何度か行っていて、今は皆さんの目に見えない次元領域の中に居住しています。他の事例にお

いて、個人的な魂達は、自分達をさらに高い次元に引き上げる計画を引き受けてきました。彼ら

もまた、皆さんの人間の目が把握することができないひとつの次元の中に存在します。

 
皆さんは、わたしの死と復活の物語に親しんでいます。これは、惑星地球からさらに高い数々の

次元に向かう、わたしの次元上昇でした。それは、もしも皆さんが誕生と死の経験を通過する必

要がないことを望むなら、皆さんがさらに低い次元に戻ることもできる皆さんの乗り物になるよ

うに高められたひとつの身体を備えた、永遠の生命の可能性を皆さんに対して表現するために、

意図されました。残念ながら、それは今まで伝えられてきたその物語の一部でした。そのためわ

たしは、それを説明する機会としてここを利用しようと思います。

 
わたしは、他の誰かの罪のために死ぬために、わたし達の最愛なる地球に現れた訳ではありま

せん。これはひとつの無意味な発想であり、何故ならわたし達はすべて、わたし達自身の行動と

信念に個人的に責任を持っているからです。わたしが現れたのは愛を教えるためであり、単純に

それだけです。わたしは、わたし自身の創造主に対する愛を表現し、慰め、閃き、そしてわたし

達の人生の中で監視し支援する霊の存在達との深い結び付きに気付くことができた他の人々に、



それを明らかにすることを望みました。わたしは、惑星上の残虐な行為と貪婪を確認し、それが

引き起こす苦悩から人々を引き離すひとつの方法を見付け出すことを望みました。

 
残念ながら、わたしはあまり上手に爬虫類種の流を止めることができませんでした。彼らは、彼

らが聖書を編集するという方法で、そしてさらに効率的に彼らがわたしの教えを解釈するという

方法で、わたしの数々の教えを歪めました。わたしの弟子達は懸命に努力して、わたし達が支持

するものに関するひとつの正確な記録を残そうとしましたが、しかし弟子たちの記述は、結束と

わたし達はすべてひとつであるという承認よりも、むしろその本来の目的が不和と排他性を促進

することだった者達の労力によって、打ちのめされています。

 
わたしは、キリスト教という宗教を確立するために現れた訳ではありません。わたしは、わたし

の人々、ユダヤの人々を、他の信仰または信念体系に属するどのような人々から区別しようとす

る教えを認めようとはしませんでした。わたしは、ありとあらゆる宗教的または哲学的な観点の

中に含めることができる、一連の作品を創り出すことを望みました。それは、たとえひとりの個

人の信念体系がどのようなものであろうとも、意識を拡大させることが意図されました。残念な

ことに、自分をパウロと名乗る個人が自分自身を異邦人に対する使徒に指名して、ひとつの精力

的な布教活動の遊説を始める責任を負った時には、わたしは既に地球上に残っていませんでした

。このようにして、信奉者と他の人々の間の不和が始まり、それが現在も続いています。

 
パウロ、つまり彼がそう認識されていたサウルは、わたしと面識がなく、また人種、宗教、そし

て信条を超えた和合を促進するというわたしの切なる願いの深さを理解しませんでした。その代

わりに、彼はひとつの改革運動を始めて、彼自身の狭い世界観に適応する、わたしの言葉に関す

る彼自身の見解を教えました。彼はひとりの残虐な男であり、わたしの信奉者達を迫害すること

を目的にしていた者でした。彼がこれを行うように固く決意した理由をわたしが彼に尋ねたほど

、ひとつの“構想”を持っていたのは、事実です。わたしの不満を聞く彼の能力に関して、何も固有
なものはありませんでした。数多くの人々が、彼が聞くよりも、わたしの声をより堅実に聞くこ

とができています。わたしは、わたし達を殺害しようと意図したあからさまな遊説を終わりにす

るように、彼を本当に説得しましたが、しかし彼の権力と精神的な暴力への関心は、そこでは終

わりませんでした。

 
わたしは、わたしの教えについての彼の熱狂性または破壊的な影響力のためにパウロを責めま

せん。彼は闇の勢力の支配を受け、爬虫類種の実体達に取り憑かれていて、そして彼の幼少期の

家族の叱責によって、激しい影響を受けていました。彼は既に遠い昔に許されていて、既に愛と

光の仲間に復帰しています。彼は、訪れようとしている人類の次元上昇の中で、ひとつの重要な

役割を演じることになるでしょう。実際に、彼は今、数々の巨大な宇宙船のひとつの司令官で

あり、5次元に入るまで充分に自分自身を高めた人々の最初の波の中でわたし達の所に現れる人々
の癒しの過程の中で、援助を行うことになるでしょう。



 
今、数多くの皆さんが、これから訪れる出来事は、皆さんは地球上に存在するため、“偶然に起
こる”ようになるものだ、という印象を与えられてきました。皆さんは、大規模な戦争、壊滅的な
気候、そして他の生命を脅かす数々の出来事の印象で脅えてきました。これは闇の者達によって

始められた、皆さんを攪乱し、皆さんの振動を低下させる、ひとつの怖れの作戦になっていま

した。皆さんはそうなると、光に向けて次元上昇できるほど皆さん自身を充分に高く引き上げる

ことができず、完全にその到達範囲の外側にいることになってしまいます。

 
ご存知のように、報道媒体や惑星上の他のすべての重要な制度を支配した爬虫類種は、4次元より
も高く次元上昇することはでいませんでした。彼らは彼ら自らが生み出した遺伝的な限界から抜

け出せませんでした。彼らは大いなる愛の能力がなく、光を嫌悪しました。彼らの唯一の欲求は

人類を支配することであり、そして彼らは、皆さんを怖れの状態に維持することによって、それ

を行いました。怖れは愛の対極であり、従ってもしも皆さんが怖れの状態になるとすれば、皆さ

んは天の集団に参加することはできません。それはとても単純ですが、しかし効果的な戦略で

あり、そしてそれは、わたし達がそこから皆さんを自由にするために努力している生き方です。

 
爬虫類種や他の闇の実体達は今、2013年8月22日以後は、惑星から姿を消しています。皆さんは、
彼らが光に向かうか魂として解消されるかという選択肢が与えられた大いなる儀式の物語を聞く

ことができます。彼らのほぼ百万は救済され、自発的に母なる父なる神や彼らを喜んで迎える他

の霊的指導者達の所に向かいました。その出来事の記録は、すべての人々が利用できる

、BlogTalkRadio.com/ChannelPanelで聞くことができます。わたしはその場にいて、ひとつの新しい
時代の始まりを示す極めて重大な瞬間を観察していました。それは事実通り転換点であり、それ

は皆さんの次元上昇が自由の雰囲気と個人的な独立の中で進むことを許すようになるでしょう。

 
数多くの皆さんが、皆さんの身体の内部でひとつの闇の実体を運んでいる苦痛に“取り憑かれ”ま
した。彼らは、霊の姿で、ひとりの人間の身体から他の身体に移動して、宿主の中で、苦痛、

病気、そしておそらく最悪なことに絶望、抑鬱、そして不安を押し付けることができました。彼

らは彼らの宣伝活動を促進し、彼らに反抗する人々を拷問にかけました。彼らは事実通り人類の

敵でした。母なる神は、その皆さんに対する同じラジオのチャンネル上のメッセージやその名で

与えられた最近のメッセージの中で、こうした物事について雄弁に話していました。

 
爬虫類種の指導者であるレジナルドは、彼の人々を光に導く責任を負い、魔王または悪魔と呼ば

れていた仮想的な追従者達として生き続けた数千年からの回復と復帰の中で、ひとつの重要な役

割を演じることになるでしょう。彼らは、ルシファーは彼らの闇の英雄だと、間違って確信しま

した。彼が公然とそして涙ながらに彼の母なる父なる神への復帰を公表して、ひとりの光の英雄

として歓迎された時、それは彼らの終わりの始まりでした。

 



１ヶ月という短期間の中で、彼らの恐怖の支配は終わりを迎えました。彼らの指導者達は、惑星

から移動させられ、彼らの英雄は、彼らの想定された敵の指導者だったことが明らかにされま

した。そして彼らは、彼らが悠久の時の間そうだった物惜しみしない種族としての復帰を歓迎さ

れるように勧められました。この劇的な結末、本当の黙示録の意味合いが、まさに惑星中で感じ

られ始めています。人々が自分達はもはや巨大な抑圧の下で生きていないという知識に目覚める

ため、それは徐々に展開されることになるでしょう。

 
シリアの独裁者のように、少数の協力しない者達がいますが、彼らは、もしもその人間達がその

闇の行為を続けることを決意するなら、残虐行為がどのように対処されることになるかという最

後の具体例、実物教育として留まることが許されました。わたし達のキャスリンは、その人間

達を、気取り屋達、と呼んできました。この状況は、彼はもはや支援者がいないことを自覚す

る時、解消されることになるでしょう。何故なら、話が貧者の背後で利益を受け、他の人々に対

する権力を維持するということになると、あらゆる人が“動かなくなった”からです。彼らを守り、
刑事免責を許す権力構造は、もはや存在しません。闇の塔の崩壊は、目前に迫っています。

 
親愛なる皆さん、これは皆さんの黙示録です。地球全体がアラブの春を経験するため、数々の通

りに舞踏をもたらすことになるひとつの出来事です。その言葉は、抑圧されてきた人々の最後の

蜂起を表し、より人間らしく発展できるすべての人々のための統治形態を形成するために現れた

言葉です。それは、予測された通りに間欠的に過ぎて行きましたが、しかしそれは、強力で止め

ることのできない善のための勢いであり、それが光に向かって奮闘するすべての人々の想像力を

捕えてきました。それは、天の中で行われるように、地上でも行われることになるでしょう。

 
ご存知のように、天は果てしない愛のひとつの場所です。罰はなく、裁きもなく、そして報復も

ありません。それは皆さんが、民主的に統治された、時間または空間を超えた多次元的なひとつ

の場所、として考えようとするものです。それぞれの魂が進化し、学び、反映する可能性に、限

界はありません。すべての創造性が称賛され、すべての個性が尊重され、愛と光に向けたすべて

の努力が究極の創造主とその光の大群である高位の霊的指導者達によって支えられます。わたし

達の故郷である天の川銀河の中で、その銀河の統治は、母なる父なる神、この銀河の中で全存在

を創り出してきたそういった巨大な啓発された純粋な愛の存在達によって監視されます。

 
ここ地球上とそれを超えた場所で皆さんに対して責任を持つ、統率力の三位一体が存在する、と

皆さんは教えられてきました。わたし達は、究極の創造主、すべての創造主の創造主、母なる父

なる神、そしてわたしサナンダであり、皆さんがつい最近の転生でヨシュア・ベン・ヨセフとし

て認識した者です。母なる神はセクメト、イシス、女帝として認識されてきて、雌の獅子、偉大

なるスフィンクスとして表現されました。父なる神は、アルシオーネ、ヤーウェ、アッラー、

シバ、そしてつい最近ではゾラとしてのように、様々に認識されてきました。究極の創造主は、

すべての創造の見えざる手であり、すべての物事の根源であり、わたし達が何よりもまず称え愛



する存在です。究極の創造主を表現する彼、彼女、それ、のような指定は存在しません。わたし

達は単純に、愛であり、すべての光の根源であるわたし達の創造主を称え、崇敬します。

 
皆さんの人間の目で可視と不可視の数々の恒星系を含む巨大な宇宙の内部に、数多くの種族、数

多くの居住されている惑星、そして無限のエネルギーが存在します。すべての存在、すべての魂

、すべての惑星や恒星を創り出す、強力な創造主達によって管理され、利用されるのが、このエ

ネルギーです。創造の神秘は、彼らによって認識され、教えられます。そしてそれは次元上昇の

梯子の高さ、創造する能力です。この能力は聖なる状態で維持される、ひとつの聖なる責任で

あり、ただ究極の神によって伝えられるだけです。

 
創造の力を操ろうとした数多くの闇の者達が存在しますが、惑星地球上で存在達をクローン化し

、人口的に植物を変更し、聖なるDNA構造を操作する彼らの努力の場合のように、その努力はい
つも失敗に終わりました。今はこうした計画の起案者達はいなくなったため、それは続くことは

ないでしょう。さらには、化石燃料の抽出と使用を通した母なる地球の大規模な毒害は、完全に

減少させられることになるでしょう。何故なら、それは地球の聖なる身体のとんでもない侵害に

なるからです。

 
こうした破壊的な慣例を持つ場所を取り除くことができる数々の科学技術が今まで存在してきま

したが、しかしその使用は、その権力への影響力と利益が弱まっている者達によって禁止されて

きました。この科学技術的な進歩の締め付けは、爬虫類種の除去と解消されてきました。皆さん

はこれから、かつてなかったほどの発明の開花を確認することになるでしょう。そして皆さんの

他の恒星からの兄弟姉妹達は今後彼ら自身の知識をあらゆる生命の領域で共有することができる

ようになるため、皆さんの進んだ知識への接触は、無限なものになるでしょう。

 
今後は、エネルギーと輸送の新たな形が皆さんに利用できるようになるだけではありません。

農業、水の供給と管理のすべての問題、生活のすべての快適さが、皆さんが引き出したい専門知

識を持つありとあらゆる人々からの協調と閃きによって新しい光に持ち込まれることになるでし

ょう。この協調は提示されることになりますが、しかし決して強要されることはありません。何

故なら、それは穏やかで愛に溢れる光の銀河間連邦の構成員達の方法ではないからです。言うま

でもなく、この彼らの名前の英語の翻訳は、それが表す自由と協調という感覚を上手く捕らえて

いません。それは、すべての宇宙からの惑星の指導者達のひとつの組織であり、彼らは究極の創

造主の仕事に対して忠誠を誓っています。それは、すべての存在達の善に役立つための、愛と光

の活動です。

 
銀河間連邦に属している宇宙船の艦隊の最高司令官は、皆さんがアシュタルとして認識してきた

者です。彼は既に地球の軌道の中に存在し、皆さんの間の様々な個人によって頻繁に交信されて

います。何故なら彼は、皆さんへの支援になってきた巨大な艦隊を集め、組織化したからです。



彼の宇宙船、新しいエルサレムは、イエスとしてのわたしの最後の転生以降、わたしの故郷にな

っています。何故なら、わたし達は一緒に、訪れようとしている惑星地球の次元上昇を監視して

きたからです。地球は地球自身の次元上昇の過程を経験してきたため、外部の何らかの影響力か

らの母なる地球の防御を担当してきたのが、アシュタルです。

 
その通り、依然として宇宙のさらに低い次元の中には、さらに高い数々の振動に向かう惑星全体

の運動を混乱させるために軍事力を持ち込もうとする、一部の存在達がいます。しかし彼らは、

彼ら自身をそうだと思い描くほど危険ではありません。銀河間連邦は、任意の紛争を解決するた

めに、いつも穏やかな手段を取ろうとします。もしもそれがまったく避けられないとしても、彼

らのかなり強大な力を使うことはないでしょう。これが、闇の存在達に、わたし達は彼らと闘う

ことを怖れている、という印象を、言うまでもなく完全に間違った発想を、与えます。わたし達

は単純に、力を用いることを好みません。光の銀河間連邦は、完全に必要な時には、ひとつの惑

星が連邦の存在達にそうするように呼び掛ける時に、現在の皆さんの中央からの闇の者達の排除

のように、行動を起こしてきました。

 
そのためご存知のように、皆さんは、光の大群によって、完全に守られ、監視されています。彼

らは究極の創造主によって、その訪れようとしている次元上昇の中で母なる地球と人類を援助す

るという使命を実行するその許可を、既に与えられています。彼らは支援することになりますが

、しかし干渉と考えられてしまわない限りにおいてだけです。わたしは、この過程は、皆さんに

対して、または皆さんのために行われることになるものではないことを、ここで強調したいと思

います。それは、皆さんがまず個人的に、次にひとつの集団として、達成することになるもの

です。何故なら、まだ自分自身の学びの過程を完了していない誰ひとりとして、次元上昇するこ

とはないからです。

 
これは、皆さんはそれぞれが、皆さんが数々の生涯の間に苛まれてきた不満、怒り、恨み、そし

て怖れの残渣を癒す方法を学ばなければならないことを、意味します。それぞれの個人は、攻撃

的な傾向または自己中心的な他の人々を支配する傾向のどちらを持つとしても、自分達の武器を

明け渡すことが必要になります。すべての闇のエネルギーは除去される必要があり、すべての闇

の活動は否認されることが必要になります。これは、数多くの皆さんが、ひとつの“無理難題”と考
えようとするものです。実際に、その通りです。皆さんはまず、それが困難なことに気付くかも

しれません。何故なら皆さんは、皆さんの物質的そして情緒的な自由に新たに順応し続けている

からですが、しかしわたし達は、人間の魂の中で先天的な復元力と巨大な潜在能力を信頼してき

ました。わたし達は、皆さんを支援するためにここにいます。そして光のエネルギーは皆さんの

惑星全体に広がるため、皆さんはわたし達の存在感を次第に感じることになるでしょう。

 
最愛なる皆さん、大喜びしてください。皆さんの黙示録は、既に数々の星の中で記述されてい

ます。皆さんが認識してきたように、それは世界の終り、皆さんが闇、戦争、苦悩、悪の力によ



る支配のひとつとして認識してきた、その世界の終わりです。これ以上は続きません。今、皆さ

んの暦の今年2013年の中で、壮麗な青い惑星、母なる地球の生命の中で、新しいひとつの時代が
始まります。宇宙全体の遠い起源からの魂達として現れたすべての存在達は、勝利と歓びの中で

、わたし達の運命として存在するものを共有することになるでしょう。

 
わたしもまた、ここにいて、わたしのこころの兄弟姉妹達である勇敢な魂に対する愛と称賛に満

たされて、この壮麗な次元上昇を導く支援をすることを、既に選択しています。

 
わたしはサナンダ、皆さんがナザレのイエスとして認識した者。

I am Sananda, the one you knew as Jesus of Nazareth.

 
Transcribed by Kathryn E. May, August 30, 5 PM, EDT www.whoneedslight.org
 
http://lightworkers.org/channeling/187745/chapter-ten-new-scriptures-written-sanandajesus

http://www.whoneedslight.org/
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by Kathryn E. May, PsyD on 09/02/13

 
 
 
ここで、皆さんの個人的な次元上昇を達成するために皆さんが克服することが必要になる数々の

難題について話をすることにしましょう。それは、皆さんの惑星上で過去に極めて少数の者しか

完了していないひとつの過程ですが、しかし数多くの人々が、今まで生産的で愛に溢れる数々の

人生を生きてきました。今まで必要となる高い振動水準に達することが困難だった理由は、大気

の重さと皆さんを取り囲んできた闇のためです。その死の後に聖人と名付けられた一部の人々で

さえ、宗教的な教え、心的外傷、あるいは個人的な困難のために、5次元の振動を維持することは
できませんでした。そうした要因が、愛と歓びである高い振動の源泉を持続する彼らの能力を失

わせる状況を引き起こしました。

 
その通り、過去において人々が幸せと敬虔さは適合しないと信じた時、それは次元上昇に対する

ひとつの障害になってきました。これはひとつの悲惨な茶番劇です。何故なら、苦悩と苦痛が賛

美されてきて、その一方で快活さと善良さが、厳粛な誓いの欠如として理解されるようになって

しまうからです。これは何と残念なことでしょうか。笑い声、歌、踊り、そして遊びは、ひとつ

の神との強い結び付きのためのひとつの大いなる基盤となる部分です。自虐と自己嫌悪と自己処

罰が個人の霊性を引き上げるためのひとつの適切な手段として受け入れられることは、宗教的な

実践の中のひとつの悲惨な発展になってきました。

 
自己に向けられたものも含めたどのような種類の罰も、個人をさらに高い次元領域に引き上げる

何らかの宗教的または霊的な実践に対しては、完全に不適切です。こうした行為は、苦痛や特に

情緒的な苦痛を創り出すことによって、むしろさらに低い個人の振動を有利にする結果になり

ます。それぞれの個人が自分達の自己判断の習慣を検討することは、次元上昇に向かう努力の

中で、もっとも真剣に考える対象になります。

 
自己判断は、改善または変化を目的として皆さん自身の態度を評価することと同じではありま



せん。断定的判断は、優位性、避難、そして偏見に属するひとつの態度です。それは、たとえ

その“他の人々”が皆さん自身の自己であるとしても、別の人に対する勝利または権力というひとつ
の感覚を創り出すことが意図されます。このようにして、その個人の中で、ひとつの分断、皆さ

んが人格の中のひとつの分裂と呼ぶことができるものが創り出されます。その状況の中で、過酷

に判断する個人と罰せられる個人が同じ身体に居住する状況が発生します。そういったものは人

間の想像力であり、個人は個人自身に対する権力を持つ立場に就くことができます。

 
このひとりの個人の内部の“わたし”と“対象としてのわたし”の間の分離または分断は、自分自身を
刺激するまたは向上させる普通で有利でさえあるひとつの方法として受け入れられるようになっ

てきました。これは事実に反しています。ちょうど罰が憎悪と恨みを創り出すように、自己処罰

も創り出します。この光を創り出すために闇を適用する伝統は、完全に破壊的であり、他の人々

を分断し支配することを望んだ者達によって開発されたひとつの拷問の姿です。皆さんは、皆さ

ん自身を分断することも支配することもできません。これは、悲しみ、絶望、抑鬱、そして俯瞰

のように、さらに低い振動の情緒へ向かうひとつの最短経路です。それは皆さんが自由になるこ

とを妨げ、皆さんが次元上昇するために達成することが必要になる癒しを行うことを妨げます。

 
さて、この解決困難な状況から抜け出す方法は何でしょうか？　わたし達の愛には断定的判断、

糾弾、そして非難は含まれていないことを理解してください。神の愛を受け入れる中で、また皆

さんは、皆さんの非難めいた断定的判断に対する執着を断念することが必要になります。わたし

が皆さんを愛するように、皆さん自身を愛してください。それで皆さんは、笑顔を見せ始めるよ

うになるでしょう。皆さんの最後の涙が落ち、皆さんが今まで非難と侮蔑という数々の生涯を通

して積み上げてきた後悔と痛みを浄化することを許して、次に皆さんの涙を拭き、皆さん周りを

見てください。皆さんは、皆さんの周りの人々の中の美しさ、強さ、そして知性を確認し始める

ことになるでしょう。

 
神はその肌の色が皆さんとは異なる人々、あるいは貧しい人々、女性の身体の中に入ってい

る人々、あるいは皆さんの宗教とは異なる宗教を実践している人々を見下すことはありません。

すべての人々が神の子供達であり、そしてすべての人々が神の視線の中では平等です。わたしは

、母なる父なる神が理解するように、皆さんを理解します。わたしはあらゆる発達の水準で光り

輝く魂達が、すべて学ぶために懸命に努力し、すべて進化することを望んでいる、その姿を確認

します。わたし達の視線の中では、これよりも価値ある物事は他に何もありません。すべてが貴

重であり、すべてが神聖です。

 
宇宙の中のすべての生命が聖なるものであり、すべての生命が意識を表現します。あらゆる惑星

がひとつの存在であり、あらゆる動植物や昆虫が魂の創造の、全存在の、不可欠な部分です。動

植物の王国は、巨大な宇宙の惑星の魂である母なる地球の防御と肉体的情緒的な配慮を受けてい

る全体の中の、聖なる参加者達です。わたし達がここで教えることは、難解で奇異な異教崇拝で



はなく、それは真実です。皆さんは皆さんの周りの生命との結び付きから引き離されてきました

。そしてそれは、皆さんの離反、皆さんの疎外感と孤独感を増大させてきました。そういった結

び付きを修復してください。それで皆さんは、決して再び孤独または絶望を感じることはなくな

るでしょう。

 
感謝の気持ちから始めてください。人生の中の美点を検討してください。もしかすると皆さんは

、既に自然の中の何か美しい物事を確認しているかもしれません。皆さんがその記憶の中に維持

するそういった瞬間、そういった貴重な経験を、称えてください。皆さんの周りを見回して、外

部の美しさを探してください。一枚の草の葉が、驚くべき事実を持っています。ひとりの子供の

目が、神の完全な愛の深さを反映します。何が無力と苦痛で、何が聖なる信頼なのでしょうか？

　神は、皆さんが普通とは異なるひとつの身体、あるいは他の人々とは別に創り出すひとつの精

神の中で生きる経験の中で、深刻な物事を克服し、それを学ぶことを信頼しました。

 
皆さんの断定的な判断を、これが良いこれは悪いという考えを、投げ捨ててください。ひとつの

新しい視点、わたし達の視点に対して、皆さんのこころを開いてください。それはいつも、皆さ

んの成長を確認するという最も深い愛、最も深い願いに彩られていて、わたし達の目を通して皆

さん自身を確認してください。それで皆さんは、決して再び皆さん自身の中で慙愧の念や失望を

感じることはないでしょう。皆さんは完璧であり、そして皆さんは学び続けています。

 
皆さんは、自己判断という残虐な光の中で、皆さんの過去を確認するかもしれません。これはひ

とつの失敗であり、ひとつの間違いでした。皆さんは、皆さんが皆さんの人生の中で“成功を収
めて”いないと感じるかもしれません。親愛なる皆さん、わたし達の視点からすると、皆さんがそ
のあらゆる瞬間を眠って過ごさない限り、失敗に終わったひとつの人生というようなものはあり

ません。そして例え眠りに就いていたままだとしても、それはひとつの大切な授業になっている

でしょう。皆さんが生きている限り、皆さんが呼吸をする限り、皆さんはひとつの新しい啓示の

入り口の上にいます。どのような瞬間でも、皆さんは愛と光の中で、目覚め、新しく始めること

ができます。今、皆さんの人生の経験を振り返ってください。それぞれの“間違い”、あらゆる失望
が皆さんの道筋の中でひとつの変化を起こすように皆さんを導くか、あるいは皆さんの成長の新

しい数々の可能性を開きました。

 
最愛なる皆さん、失敗などありません。ただ学びだけがあります。この視点からすると、皆さん

が今まで経験した失敗がより多いほど、皆さんが皆さん自身で皆さんの次元上昇のための準備を

している可能性がかなり高くなります。惑星地球上の人生である“実社会の厳しい経験”は、皆さん
に大いなる共感と思いやり、あるいは傲岸な不寛容というふたつの物事の内のひとつの準備をさ

せてきました。皆さんはどちらを選択することになるでしょうか？　そして皆さんは皆さん自身

にどちらを適用することを選択するでしょうか？

 



実際には、生きるための指針にする最も重要な原理は、そして次元上昇のために根本的な必要条

件は、こうした物事です：

 
自分自身を神聖なる存在だとする完全で、絶対的な容認がなければ、どのような魂も、5次元への
次元上昇に参加するために必要になる振動水準に達することはないでしょう。これは、わたし達

ひとりひとりが例外なく愛されているという認識です。その結果、その真実の容認が、終わりの

ない自己の愛になります。皆さんが無条件の愛と呼んできたものです。この容認の中で、皆さん

は光になります。力に溢れた愛の灯台であり、それが皆さんと皆さんの周りの他の人々を、さら

に高い意識の水準まで引き上げることになるでしょう。

 
絶対的で終わりのない自己の愛は、羞恥心、怖れ、そして断定的判断といったすべての経験から

、その存在を解き放ちます。この自由は、創造的な力、そして断定的判断または怖れを持たずに

、他の人々を無条件に愛する能力を爆発させます。それは、根源への完全な参加であり、創造主

そしてすべての意識とひとつであるという自己の承認です。

 
究極の創造主、母なる父なる神、そしてわたしサナンダの三位一体としてのわたし達は、こうし

た数々の自明な真理、すべての魂は平等に創り出されるという真理を維持します。わたし達は、

皆さんが父（究極の創造主）、息子（わたし自身）そして聖霊（母なる父なる神）として認識し

てきた存在です。

 
こうした指名は、過去において男性の本性に限定されてきましたが、それでもわたし達のそれぞ

れは、わたし達の本質の中に男性と女性の両方の状態として存在する全体性を携えています。わ

たしサナンダは、わたしの統一存在の男性の表現であり、それにはレディ・ナダという女性の片

割れ、双子の光彩が含まれています。彼女は、わたしのイエスとしての生涯の中で、肉体の中に

存在して、皆さんがメリー・マグダレンとして認識した者として、わたしに同行しました。わた

し達は一緒になって、ひとつの完全な魂を形成します。

 
母なる父なる神は、ひとつであり、男性と女性の両方であり、わたし達の銀河の創造者であり、

一緒になって皆さんが地球として認識する惑星をこころに描きました。その結果、地球は母なる

父なる神の統合された本質である愛の表現として、母なる神によって生み出されました。人間の

場合のように、ただ母だけが新しい魂達を生み出す能力を持ちます。彼女は、彼女という存在の

中で、生み出す天稟を携えます。

 
究極の創造主はひとつであり、男性でも女性でもなく、始まりであり、最初の創造主です。

レディ・ナダとわたしは、母なる父なる神のように、究極の創造主の魂の子供です。わたし達は

、愛への奉仕におけるわたし達の使命を達成するために創り出されました。わたし達の本質は愛

であり、そしてわたし達は、わたし達がわたし達の創造者の用心深い視線の下に創造の力を学ん



だように、悠久の時をかけてその愛を発展させました。

 
母なる父なる神は、ふたりのこの銀河の創造主としての運命を達成してきました。そしてふた

りは、わたし達すべてのように、光の存在として進化と拡大を続けます。大宇宙全体の中のあら

ゆる魂は、拡大する生命の息吹の一部であり、さらに高い意識の水準に向けた絶え間ない変化、

絶え間ない進化に通じる、必然的な流れです。

 
母なる父なる神の貴重な創造である惑星地球は、その身体の内部と表層で生命を維持するすべて

の存在の誕生の一部になることによって、その母としての運命を達成します。地球が創られた理

由は、人間を含めたすべての存在のための生命の源泉になるためです。地球の身体の上で誕生す

るすべの存在は、彼らの創造された魂と彼らの身体の物質的な本質の両方を携えます。皆さんが

地球上で認識する生命を創り出す、霊と姿の婚姻です。

 
このようにして、皆さんがその地球上の滞在の間に宿る身体は、皆さんの魂の器官であり、皆さ

んがより低い、密度が濃い3次元の大気を経験することを許してきた実体です。時の経過の中で、
皆さんが皆さんの人間としての人生を終えた時、皆さんは皆さんの身体を離れて、母なる地球に

戻ることになりますが、その一方で、皆さんの魂は、5次元へ移行させられます。

 
今回、自分達の現在の生涯を終える前に次元上昇することを選択する人々にとって、それは異な

るものになるでしょう。皆さんはさらに高い数々の次元に移行することになりますが、しかし皆

さんは皆さんと一緒に皆さんの身体も連れて行き、新たな修復された完全な健康な姿になるでし

ょう。そして皆さんは、もしも皆さんが地球に戻ることを望むなら、そういった身体に留まるこ

とができるようになるでしょう。

 
もしも皆さんがさらに高い数々の次元への昇華を達成していたとすれば、皆さんが皆さんの光の

身体、皆さんの魂の存在の本質の中で移動する間は、皆さんは保護のために皆さんの身体を離れ

ることができます。これは皆さんに、皆さんは今回の生涯の間にここで行ってきたようなひとつ

の身体の中で人生を経験することができる、あるいは現象化されていない皆さんの意識、皆さん

の魂の本質のように宇宙を旅することができる、驚異的な自由を与えることになるでしょう。ま

た皆さんは、皆さんの創り出された魂の残りの半分である皆さんの双子の光彩に加わって、ひと

つになることができるようになるでしょう。それは事実通り、皆さんが“どちらに転んでも有利な
状況”と呼ぼうとするものの、霊的な型です。

 
今わたし達は、究極の創造主による要求を受けています。究極の創造主は、ここでひとつの意見

を含むことによってこの議論を続けることを望みます。

 
 



究極の創造主は語る：

Prime Creator Speaks:

 
わたしを皆さんと連絡を取るようにしてくれることは、歓びです。今は、再生、高まる活力、そ

して変化の時です、皆さんが今経験している数々の出来事は、惑星地球のためのひとつの新しい

時代の始まりであり、またそれは、全存在全体でひとつのさらに高い振動に向かう移行の中の予

兆です。皆さんの人間の知覚の範囲とそれを超えた数々の宇宙である多元宇宙の中のすべての存

在達は、すべての存在をさらに高い存在の水準に引き上げる高まる潮流に参加し続けています。

実際に、宇宙のあらゆる場所のあらゆる存在が、この大いなる再生の数々の効果を感じることに

なるでしょう。

 
すべての存在達が自由を与えられて、成長し、さらに高い数々の次元に向けて上昇することが、

わたしの意図です。それはすべての存在の生得の権利であり、この拡大に向けた自然な運動です

。それは、個人として、そして集団として、あらゆる場所で感じられます。それでも宇宙の数多

くの領域は、既にひとつの集団的な同一性、ひとつの共有された意識として生きるひとつの生命

の経験に進化しています。調和と至福の中で他の存在達に参加することは、愛の進化です。それ

は人類にとって依然としてひとつの長い道になりますが、この移行を起こすこともまた、皆さん

の運命です。皆さんの個人としての、個人的な局面としての経験は、今まで生産的なひとつの学

びの経験になっていて、今後は皆さんの最終的な統合への参加に対して巨大な豊かさと深さをも

たらすことになるでしょう。

 
皆さんが転生と転生の間に故郷として経験してきた、そういったさらに高い数々の次元の知識か

ら皆さんを遮断してしまう、その健忘症という覆いの陰にいる皆さんにとって、皆さんが探索す

る世界を超えた数々の世界が存在するということは、明らかではありません。皆さんにとって既

に明らかになっていることは、存在するすべてのものは、皆さんが皆さんの現在の身体でその五

感の利用を通して確認し、感じるものだけだ、というものです。これは言うまでもなく、大いな

る実験の一部でした。それは、皆さんが自由意志を経験することを許しました。もしも皆さんが

、皆さんがさらに高い数々の次元の中で持つような完全な見通しを持っていたとすれば、皆さん

は完全に独立した選択をすることはできなかったでしょう。何故なら、さらに高い次元の見通

しは、皆さんが原因と結果を確認し、ひとつの特別な決断が皆さんを導くことになる場所の謎も

取り除くことを許すからです。

 
このようにして、三次元の地球という状況の中で、皆さんは皆さんの精神的身体、情緒的身体、

物質的身体、そして霊の身体に応じて、皆さんの人生を方向付ける選択肢を与えられました。自

由意志と結び付けられた物性の付加的な要素が、わたしや、他の霊の姿の中の存在達との結び付

きを選択する機会、または、天使達の愛と支援から離れて生きる機会と伴に、ひとつの卓越した

学びの環境を創り出しました。この結び付きを維持してきた人々、あるいはそれに目覚め続けて



いる人々は、自分達のために数々の障害が取り除かれた自分達の道筋に気付くことになるでし

ょう。愛の力に参加することによって、皆さんは飛び立つことができます。

 
それぞれの個人がこの驚くべき移行を一緒に達成する能力に目覚める時、皆さんは皆さんが未知

なるものとして考える可能性があるものに向けたこの飛躍を行うための支援をする教師達、助言

者達、指導霊達の必要性を感じることになるでしょう。皆さんの指導霊達は既にその覆いを貫通

し終えて、皆さんを待ち受けている数々の栄光に気付いているでしょう。皆さんは皆さんがそれ

を必要とする限り、皆さんが必要とするすべての支援を受け取ることになるでしょう。これは

また、その計画の一部です。

 
皆さんの中の数多くの人々が、皆さんを支援するために現れた経験を持つ、転生した高位の霊的

指導者です。彼らもまた、すべての皆さんに重くのしかかってきた抑圧と闇から目覚めるために

、努力することが必要でした。彼らは今回のための準備として、叡智と強さを獲得した数多くの

人生を生きてきました。彼らは今、ひとつの絶対的な愛の立場から皆さんを導くことができるよ

うに、今回と過去の数々の生涯から歪みと苦悩のすべての名残を一掃するために努力を続けてい

ます。

 
次元上昇の過程の中で表現されるように成長のそれぞれの局面の間に、光に向けて他の魂達を導

く魂達が存在します。今回の皆さんの惑星上では、悠久の時の間に惑星金星上でその魂としての

成長を完了したクマラ達が、ひとつの重要な役割を演じてきました。彼らは今回の次元上昇に特

別な関心を寄せてきたサナンダの仲間であり、そして彼らはすべて、わたしの大切な子供達です

。

 
悠久の時を貫いて、彼らのさらに高い次元の理解についての学びと達成の水準のおかげで、彼ら

は影響力を持つ立場に進化してきました。彼らは、皆さんの惑星に責任を持つ立場と銀河連邦の

高等評議会とそれを超えた地位の役割を果たす、啓発された存在達に囲まれています。惑星地球

の評議員としての役割を果たすことは、こうした啓発された存在達の慣習です。惑星上のすべて

の存在達の成長と発展に責任を持つ、そういった指導者達です。

 
また世界の理事として認識されている評議員達は、地球の時間で測定すると約2,000年の間その役
割を果たします。今回の移行の時期に役立つためにこの惑星やそれ以上の世界から存在達の評議

会によって選ばれていた評議員は、皆さんが主サンジェルマンとレディ・ポーシャとして認識す

る者達です。彼らは過去の評議員である主サナト・クマラとレディ・ビーナスからの数々の義務

を引き継ぎます。一部の皆さんが認識しているかもしれないように、彼の最近の地球への転生の

中で、サナト・クマラは30年を超える期間、彼女が今行っているこの仕事の準備を整えるために
、キャスリンに古代の視覚の集中の技術の訓練を施しました。言うまでもなく、二人ともその時

はそれを認識しませんでした。ふたりはただ、ひとつの非常に強い結び付きを認識し、お互いを



とても愛しました。

 
愛と光の原因に対する彼らの特別な関心と献身は、悠久の時の間認識されていて、彼らの母なる

地球と人類への愛は、揺るぎないものです。この責任の準備の中で、彼らはそれぞれが人々の指

導者としての人生を生きます。サンジェルマンは彼の錬金術師、作家、そして政治的指導者とし

ての転生で認識される一方で、レディ・ポーシャは、皆さんの歴史の間の幾つかの国々の中の様

々な時代の中で、女王としての強力な政治的立場に就いてきました。伴にそして個別に、彼らは

、今皆さんの次元上昇への跳躍板になっている創造力に富む肥沃な活躍の舞台を形作る支援をし

てきました。

 
わたし達の交信者であるキャスリンは、こうした議論のための対象者や筆記者の両方になってい

ることに不安を感じていますが、これがこの主題についての唯一の情報源ではないことを、わた

し達は彼女に保証することができます。またわたし達は、現時点でレディ・ポーシャの身体の中

の存在感を提示する責任が与えられてきたことを誠実に信じている他の人々に、皆さんは実際に

レディ・ポーシャのひとつの側面であり、皆さんの双子の光彩は、サンジェルマンのひとつの側

面であり、そして皆さんは、こうした霊的指導者達の素晴らしい教えを広めることによって、ひ

とつの大いなる奉仕を提示し続けていることを、再び保証したいと思います。

 
今は、惑星地球上ですべての皆さんが、サナンダの教えの中や母なる父なる神からの数多くのメ

ッセージの中で、皆さんがここで与えられてきたその数々の課題を熱心に適用し始める時です。

それはすべて、ウェブサイトwww.whoneedslight.orgに集められています。これは、わたし達の教え
の最初の原点であり、最初に英語で記述されました。翻訳は数多くの言語で行われていて、数々

のメッセージは、無料で複写することができますが、しかしその原本はいつも、真の発信元が考

慮されることが必要になります。

 
わたし達は、記述の中で皆さんに提示することができるあらゆる物事を、皆さんに与え続けてい

ます。そしてわたし達の霊的指導者達は、世界中でわたし達の真の方法を教え続けていますが、

しかしひとつの開かれたこころで読み、皆さんの宗教的な教えのひとつの結果として皆さんが信

じるようになったその発想を積極的に変え、そして何よりも、数々のポータルが皆さんに見える

ようになる時に皆さんが次元上昇する準備が整っているように皆さんの振動を引き上げることは

、皆さんに委ねられています。わたし達の高位の霊的指導者達が過去に行ったように、その心構

えをすることは、完全に皆さんの選択であり、皆さんの責任です。わたし達は今、皆さんがそう

なるように生まれた光り輝く愛の存在として皆さんが皆さん自身を経験することができるように

、皆さんが数々の古い感覚、古い確信、そして古い痛みを洗い落とす支援をするために、皆さん

に癒しのエネルギーの波動を送り続けています。

 
皆さんの個人的な次元上昇のために必要となるものに関する、ひとつの最後の明確な説明を与え

http://www.whoneedslight.org/


ておくことにします：

 
1）皆さんは、ただ愛、思いやり、親切、許し、歓び、笑い声、調和、そして穏やかという高い振
動の情緒の表現だけを認めるという方法で、皆さんの情緒、思考、そして感覚の全体を完全に駆

使する能力を維持することが必要です。

 
2）皆さんに疑い、怒り、恨み、不安、または絶望を引き起こすか、他の人々にこうした感覚をも
たらす考えや発想への入り口を皆さんが拒否するように、皆さんの考え全体を駆使する能力を獲

得してください。

 
3）自己防衛はただそれだけであることを理解してください。別の者への攻撃を始めることは、そ
の見せかけの言い訳に関わらず、決して神に受け入れられることはありません。

 
4）いつでも皆さん自身と皆さんの仲間の人間に対する好意、親切、そして思いやりの状態に留ま
ってください。他の人々に対する敵意、非難、あるいは糾弾を言明するどのような宗教または言

動は、偽りであり、創造主に属するものではありません。

 
5）皆さん、そして地球上のすべての動物、植物、そして鉱物の創造は、感覚、思考、そして次元
上昇への憧れを持った意識的な存在です。動物を食べることは慎んでください。何故なら、動物

達は皆さんの友達にとして存在するからです。皆さんはすべて一緒に高まり、そして皆さんは、

他の数々の王国から大いなる支援を受けることになるでしょう。

 
6）皆さんが皆さんの子供を護ろうとするように、皆さんの惑星を護ってください。何故なら、地
球は生命の源泉として存在するからです。与えられるどのような言い訳または見せ掛けの資格に

かかわらず、地球の身体への侵害や攻撃は認めないでください。

 
7）特に子供達を含めて他の人々と手を取り合って、歓びに溢れて、そして意識的に、このすべて
にとって重要な出来事のための準備を整えてください。皆さん自身の次元上昇と皆さんの周り

の人々の次元上昇を確実にすることと同じほど皆さんの配慮の価値がある重要な物事は、皆さん

の人生の中には何もありません。

 
8）わたし達からの尽きることのない愛が、皆さんの身体を通して流れ、皆さんのこころを満たす
ことを許してください。皆さんはこのようにして、皆さん自身の次元上昇が苦もなく起ることを

許します。

 
9）皆さん自身の行動を通して、忍耐、思いやり、そして尽きることのない愛を教えてください。
それは、皆さんが口にすることができるどのような物事よりも、雄弁に物語ります。皆さんの周



りの人々と和解してください。それで皆さんは、穏やかに生きることになるでしょう。

 
10）歓びと伴にこの難題に近付いてください。何故なら、それは事実通り天国への階段になるか
らです。

 
こうしたことが、わたしの地球の子供達のあらゆる者が歓びの中で次元上昇をすることを確認す

るためのわたしの戒律であり、わたしのこころの願いです。それはすべての人々が、人類の運命

を達成して、5次元の穏やかと調和の中で生きるからです。こうしたことは、普遍的な法則であり
、こうした法則に基づいて生きることは、地球上と天の中のあらゆる存在に、計り知れない幸せ

と充足感をもたらすことになるでしょう。

 
わたしは皆さんに、わたしの愛、皆さんの先天的な本質へのわたしの信頼、そしてわたしの信頼

する霊的指導者の支援を与えて、皆さんの道を和らげる支援をします。皆さんの日々が笑い声と

歓びで満たされますように。

 
わたしは皆さんの究極の創造主

I AM your Prime Creator.

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, August 31, 2013, 12 PM
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キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May

 
by Kathryn E. May, PsyD on 09/05/13

 
 
 
究極の創造主は既に語っています。皆さんは、既に次元上昇のための新しい戒律が与えられてい

ます。こうした慎重に伝えられた普遍的な法則は、解釈の必要がありません。こうした言葉の中

には、隠された意味、あるいは神秘的な推定はありません。それは単純にわたし達の創造主の真

の表現であり、わたし達をこれからの日々へ運ぶ支援をわたし達に与えています。惑星地球上の

個人は、誰ひとりとしてこうした法則を免除されることはく、そして自分自身の選択による場合

を除いて、誰ひとりとして次元上昇の恩恵から排除されることはないでしょう。

 
この壮麗な機会から排除されることを、誰が望もうとするというのでしょうか？　死後のひとつ

の人生存在を積極的に受け入れること、そして皆さんはそれぞれが皆さん自身の運命を任されて

いることを受け入れることは、単純な問題です。さらに、数多くの人々が今まで科学的な探索を

行う宗教を承認してきましたが、それは、五感によって確認することも触れることもできないも

のは何も信じることはできない、という考えを要求します。限定された視野は、皆さんの周りの

物質的な世界の理解に関して多くの物事を達成してきましたが、しかしそれは、さらに高い数々

の次元の神秘の理解を提示することはできません。

 
数多くの人々が、“宗教”のように響くどのような物事も拒絶するようになっているため、彼らは、
ただ単純にそれにわたし達の名前が付いているという理由から、こうした教えを拒絶することに

なるでしょう。皆さんは彼らに対して、わたし達の願いはひとりひとりの皆さんと個人的に直接

会話する方を好んで、すべての“組織化された宗教”の実践を終わりにすることだ、と伝えることが
できます。皆さんが何らかの狂信的教団のような組織に固執すること、あるいは皆さんがここで

読むもの以上の何らかの煩雑な一連の行動規範は、必要ありません。わたし達は、特別な実践あ

るいは信念体系への転向を引き起こすことを望みません。わたし達が望むことは、皆さんの中

の神、皆さんの聖なる神性と再び結び付く方法を、皆さんに教えることです。皆さん自身の外部

の他のどのような導きも、必要ではありません。



 
またわたし達は、皆さんに天の集団を紹介したいと思います。この一般的な称号は、究極の創

造主、母なる父なる神、そしてわたしから、皆さんの道筋にそって皆さんを支援するためにわた

し達と連携している古い魂である大天使達や高位の霊的指導者達に至る、霊の姿をした啓発され

たすべての存在達に言及しています。彼らは、3次元の人生の数々の方法に関する多くの経験と専
門知識を持つ存在達であり、皆さんが皆さんの次元上昇を完了するために必要になるものを、良

く理解しています。

 
こうした存在達は、彼らの地球の転生に関するものを除いて、そしておそらくわたしとわたしの

母マリアとの関連を別にすれば、聖書あるいは他の文書の中でそれほど頻繁に伝えられていませ

んでした。クワン・インのアジアでの人気は、ひとつの例外です。経済的な隷属から惑星地球を

救済するための繁栄資金を確立するための彼の働きのおかげで、サンジェルマンは西側の世界の

中でさらに充分に認識されるようになっています。彼らの影響力は、たとえ彼らの存在感が認め

られなくても、惑星の表層上で深く感じられます。こうした存在達は、皆さんを導き、皆さんの

面倒を見る者達であり、そのこころと精神が開いているなら誰でも、彼らの働き掛けと目的意識

を感じることができます。皆さんは一般的に、彼らのメッセージと介在を、“直観”として言及し
ます。

 
親愛なる皆さん、こうした存在達は、皆さんの仲間です。彼らは、悠久の時の間、皆さんに気

を配ってきました。数多くの皆さんが、皆さんの人生と人生の間や今でさえ、そして皆さんの睡

眠の時間の間に、彼らと緊密に連携していきました。皆さんはまた旅をして、皆さんの身体から

離れて、さらに高い数々の次元を訪れることができます。皆さんは、皆さんが神と話し、あるい

は皆さんが既に亡くなった人々を見た子供時代から、数々の夢を思い出すかもしれません。言う

までもなく、子供達は、“地球外生命体”に関するすべての物事を否定するように文化的に同化させ
られてきた大人達よりも、そのこころに近いものになります。皆さんは、皆さんがさらに高い数

々の次元に達して、大宇宙の今までの姿に対して皆さんの覗き穴がどれほど小さいかということ

に気付く時、笑い声を上げることになるでしょう。

 
ここで、皆さんの性欲に対する姿勢について議論することにしましょう。わたし達は時々、特に

地球上に存在する扇情的な言動のために、むしろ性的な態度に対する少し堅いひとつの姿勢を勧

めてきました。わたし達は必要な時にその極端さを安定させようとしてきましたが、しかしひと

つの文化として、皆さんは、既にひとつの段階まで成熟しています。依然として、特に報道媒体

の中やインターネット上で、性的な対象物として見る言動がありますが、しかし今は、皆さんが

皆さんの性の衝動と皆さんの生殖能を理解することに対して、より合理的で、開放的な姿勢に足

を踏み入れる時です。

 
さらに高い数々の次元の中のわたし達は、子供達または女性達が監禁されている場合を除いて、



誰が誰と性的な関係を持つかということについて、道徳的判断を持ち合わせていません。皆さん

は自由意志を持ち、そして皆さんは間違いを犯し、皆さん自身の人生の中の数々の結果を刈り入

れることによって、皆さんの課題を充分に学ぶことになるでしょう。数多くの良好な結婚が不倫

によって破壊されてきましたが、しかし、どれほど頻繁に“虐待された”当事者が別のより満足でき
る人間関係に向かったことか、あるいはどれほど頻繁に両方の配偶者がその破局の後に永続する

愛に気付いたことか、皆さんは今までそれに気付いてきましたか？

 
わたし達は、皆さんが皆さんの情熱、皆さんの誘惑、皆さんの過失に捕らわれている姿を確認し

ます。わたし達は、皆さんに同情します。何故なら、皆さんの種の中で、性の衝動は非常に強力

であり、協力関係は、性的な関係を満足させることによって、最も強化され、長続きするものに

なるからです。残念なことに、数多くの宗教の教えは、彼らの性的な感覚を通して人々を支配す

るひとつの努力として、特にもしもそれが楽しく、生殖という目的のためではなければ、神は性

欲を軽蔑する、という印象を創り出しました。これは馬鹿げたことです。皆さんには、愛に溢れ

るひとつの人間関係の中で、それを楽しみ、共有するために、この性的な楽しみという贈り物が

与えられました。ひとりの見知らぬ者との性交渉は、満足できず、空しく、紛れもなく奇異なも

のであることを、わたしは敢えて皆さんに伝える必要はありません。

 
性は、一部の人々によって、困難な時期の間にひとつの人間関係を団結させる“接着剤”と表現され
てきました。これは、真実です。日常生活の緊張、金銭問題、そして自分達に敵対的なひとつの

文化の中で成長する子供達、そのすべてが不満感と失望の一因になり、相互の結び付きの感情の

気分よって、それが和らぐか悪化する可能性があります。称賛し合う配偶者（結婚の有無にかか

わらず）は、人生に衝撃が起こる時に途方もない支援になることができ、心地良いひとつの性的

な接触は、ほとんどどのような困難な課題も癒すことができます。わたし達は、皆さんがひとつ

の相互関係の中で愛することを望んでいて、そしてそれは、物質的な愛を意味します。

 
同性愛は、神の目の中でひとつの禁じられた醜態と考えられるという発想で、多くの物事が構成

されてきました。それは真実ではありません。今、惑星上には、その性衝動に修正を施された者

の身体の中で今回の人生に現れて、同性の他の人々に対する魅力を創り出すという難題を引き受

けた、数多くの人々が存在します。それは、ひとつの勇敢な契約として存在してきたものであり

、難しい情緒的な調整、個人の自己評価に対する困難な課題、そして時に身体的な脅威を約束し

た契約です。今回の人生の難題を志願した人々は、彼らが普通の信念体系、特に原理主義系の分

派の信念体系に立ち向かっていることを認識していました。これは、わたし達の強い願いでした

。ちょうど公民権運動の時代の間に行われたように、最終的に結果として偏狭な考えの背後の憎

悪を暴露することになる、ひとつの状況を創り出すことです。

 
西側の世界は、相対的に見れば非常に急速に変化して、伝統から外れた生き方に対する寛容な態

度を採用してきました。わたし達はこの急激な変化に喜んでいて、その状況を起こすために自分



達の人生を危険に曝したわたし達の勇敢な兄弟姉妹達に対して、感謝しています。その状況は、

自分達の宗教的な教義に頑なに執着を持った人々が強いてそう行動するようしてきましたが、今

皆さんは、その鎧に亀裂が入っている、と言うかもしれません。

 
より一層多くの人々が、彼らはあらゆる点で、彼らの異性愛者の相手と同じように安定して育成

的な相互関係の中で、愛に溢れた生産的な人生を生きている同性愛者である自分達の仲間を守っ

ていて、また彼らの子育ての専門知識は、そうでなければ安定した家庭を持てない可能性がある

子供達に対して平等に支援的なものになっているため、世界は既に、同性愛の人々は結局それほ

ど異なるものではないことを認めることが必要になっています。ご存知のように、忍耐と愛に向

かう扉を開くことに関して、これは劇的に成功を収めたひとつの実験でした。

 
今は、爬虫類種達は既に国際金融システムの分野から離れているため、また優先順位の急激な移

行も起こることになるでしょう。何故なら、“競争社会”にうんざりしている人々は、少なくとも自
分達の労働時間を減らして、家庭生活や創造的な努力や地域社会への奉仕の中の充実感に気付く

ことができるからです。軍事機構の段階的な縮小を受けて、莫大な金額が、人生をより心地良く

より楽しいものにする数々の快適性にために利用できるようになるでしょう。慈善的な資金調達

が既に増大していて、それは、芸術の中で、音楽、演劇、舞踏、そして他の創造的な努力の中で

、ひとつの生産的な原動力として感じられ始めることになるでしょう。

 
人々は、既に芸術性に対するひとつの新しい敬意を感じ始めています。同じように古く挑発的で

、露出度の高いポピュラー・ミュージックの人気歌手は、事実通り真の意味に飢えている大衆に

こころに感じる音楽をもたらす才能に溢れた歌手や作曲家と比較して、その輝きを失います。人

生のあらゆる分野でちゃちで悪趣味な物事を普及する爬虫類種の好みは今、終焉を迎えています

。人類はこれから、以前に確認してきた芸術的な表現の水準まで、上昇することになるでしょう

。それは、ヨーロッパの文芸復興やギリシャとロマン派の時代の絶頂期の場合のように、美と卓

越性が称賛された時代です。人間に可能な驚くほど美しい創造で満たされた数々の美術館や博

物館、公園や家を確認することは、どれほど楽しいものなることでしょうか。

 
わたし達の親愛なる皆さん、皆さんは、皆さんの真の願望を探索する機会を持つことになるでし

ょう。そしてそれは、皆さんの日常生活の中でひとつの新しい自由を創り出し、それが制限的ま

たは抑圧的なあらゆる物事に対する新しい態度に向けて急速に流れ込むことになるでしょう。こ

れは、それ自体の影響力を持つさらに高い数々の次元に向かう、新しいポータルの開放です。こ

うした言葉の最初の読者である皆さんは、物質的な抑圧、3次元の幽閉の最後の拠り所から、すべ
ての人々を自由にする運動の最前線にいます。皆さんは、皆さんの権利をとても急速に取り戻し

、皆さん自身のために考え、皆さん自身の感覚を経験することになり、そして皆さんが皆さんの

愛に溢れる母なる父なる神の存在感を感じるかどうか、わたしが皆さんを抱き締めて皆さんの耳

に優しく話し掛ける時に皆さんもまたわたしの声が聞こえるかどうかを、皆さん自身で決めるこ



とになるでしょう。

 
最愛なる兄弟姉妹の皆さん、信仰は盲目ではありません。それは経験に根差しています。皆さん

はこうした言葉を読み、皆さんはその中に真実を感じ、そして皆さんは安心を感じます。何故

なら、それは単純な考えであり、皆さんが既に皆さんのこころの中で認識しているものを表現す

るからです。こうしたメッセージはただ単に、自分達が事実通り感じることなく、自分達の自我

と脳に訴えた内面的に矛盾のない議論を行った誰かを理由として承認してきたものを盲目的に確

信してきた誰かを、動揺させることになるだけです。もしも皆さんの宗教的な信念が、皆さんに

優越感を感じさせるなら、それは間違いです。もしもその信念が皆さんに恥を感じさせるなら、

それは間違っています。もしもその信念が皆さんに怖れを感じさせるなら、それは威圧的なもの

です。もしも他の人々が皆さんに同意しない時に、それが皆さんを怒らせるか不安にさせるなら

、皆さんは低い水準で振動を続けているからであり、皆さんが一連の発想または原理をどれほど

正しいと考える可能性があるとしても、その発想または原理の防衛に投資するよりは、むしろ皆

さんは、皆さんの愛の比率を引き上げることが必要になります。

 
わたしが今皆さんに与えるこうした真実は、皆さんの次元上昇の理解のおかげで、時機を得たも

のです。最初の頃は、人々がその下で暮らしていた数々の環境のせいで、他の数々の原理を強調

することが時機を得ていました。皆さんは既に進化し、皆さんのインターネットのおかげで遥か

に大量の情報に触れていて、そして皆さんは、天文学、物理学、そして経済学の基本的な概念に

より多く親しんでいます。例えば、宇宙旅行の概念は、皆さんにとって完全に奇異なことではあ

りません。皆さんの政府機関はそういった事実を秘密として維持するためにあらゆる努力をして

きたとはいっても、それは大衆全体にとって普通の知識になり続けています。少数の人々は、自

分達の上空に宇宙船を確認したことがあります。そしてその目撃は、日々増え続けています。

 
高校を通したすべての人々のための自由教育の制度は、ひとつの完全な体系ではない一方で、西

側の世界と極東の一部の中で、100％の識字能力が基準となる大衆を創り出してきました。これ
を150年前と比較してください。わたしは今、宇宙の中心の中の巨大中心太陽からのプラズマ・エ
ネルギーの波動について、皆さんと話をすることができ、そして皆さんは、それを読み続けます

。皆さんのDNAの螺旋構造が活性化され続けているとわたしが口にする時、皆さんはその概念に
充分馴れ親しんでいて、それを議論し、数々の質問を尋ねます。

 
こうした言葉を英語で記述して、皆さんの海岸地域を遥かに超えたひとりの聴衆を持つことを期

待する能力でさえ、驚くべきひとつの現象です。ご存知のように、わたし達が聖書の新版を必要

とするのは、これがその理由です。古い記述の多くは、堅苦しいか曖昧に響く言語で表されてい

るものであり、その多くが時間と伴に歪曲されて、ただ人々を怖がらせて支配するための制限的

で独断的な教えに対する願望を満足させてきただけです。数多くの皆さんが“奇跡の講座”に親しん
でいますが、それは長い作品であり、わたしが40年前に口述して書き取らせたものです。それは



数多くの人々が取り組むには困難なものであり、わたしが今ここで皆さんに提供する単純で率直

な言葉よりも、かなり複雑です。今は、緊急の問題に対する明快で明確な答えが必要な時であり

、最も多くの人々に届くことが可能になる時です。今は、行動する時です。

 
皆さんがこうしたメッセージを読む時、わたしのこころの数々の感覚が、皆さんに話し掛けるこ

とを許してください。こうした数々の頁を通して、究極の創造主の愛に語らせてください。母な

る神の優しさと父なる神の強さが、皆さんの血管を通して流れるようにしてください。次に、母

なる神の女性の強さと父なる神の男性の優しさを感じて、皆さんの身体のあらゆる細胞に染み込

ませてください。わたしが光と愛と結び付き、そして究極の創造主と結び付く時に感じる、その

光と愛の輝く表現を感じてください。最愛なる皆さん、わたしは、わたし達の本質である優しさ

と歓びの巨大な表現を、皆さんに送ります。皆さんが皆さん自身を引き上げて、わたし達と歓喜

を共有する時に、わたし達の抱擁と、わたし達の皆さんに対す称賛を感じてください。それは事

実通り、生きるためのひとつの壮麗な時代です。

 
わたしの星の兄弟姉妹達、わたしはすべての皆さんを愛します。

 
わたしは皆さんのサナンダことイエス。

I am your Sananda/Jesus.

 
http://lightworkers.org/channeling/187925/chapter-twelve-new-scriptures-written-sanandajesus
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皆さんがその人生の中で、いつの間にかあらゆる物事が皆さんの上に積み上げられていて、皆さ

んの感覚が失望、怒り、または絶望に沈み始めているように見える瞬間にいる時、最愛なる皆

さん、上を向いてください。わたしに声を掛けてください。わたしの支援を求めてください。わ

たしは喜んで支援を与えるでしょう。皆さんを熱愛する者の愛によって和らげることができない

出来事、劇的状況、病気または痛みなどは、決してありません。たとえ皆さんが肉体的な激しい

痛みを感じているか、あるいは皆さんが極度の損失に苦悩してきたとしても、わたしは皆さんの

ところに現れて、皆さんの魂の中のその痛みを癒すことができます。わたしがこれを行う方法を

認識しているのは、既にわたしのためにその癒しが行われているからです。皆さんは、わたしの

人生の最後にわたしが苦しんだその痛みについての話は認識しています。今は、この場でわたし

がそれについて話す時です。

 
わたしは、わたしの目の前に立ちはだかる兵士達によって連行される時を認識していました。わ

たしは十字架の上にいるわたし自身の幻を既に確認し、わたし自身と天の集団と和解しました。

わたしのここ地球上の人生の間わたしを見守った、愛に溢れる天使達や霊的指導者達の集団です

。わたしは既に、わたしが父なる母なる神（両方の特質を備えているため）として愛する究極の

創造主と話しをしていました。わたしはゲッセマネの庭の中のその場所で、集団のすべて存在達

に呼び掛けました。わたしは、わたしが経験しなければならないことをわたし達が認識したその

試練の準備のために、深い瞑想に入り、わたしの身体から離れる方法を学んでいました。わた

しは、ひとつ人間の身体の中のあらゆる魂ができる限りの準備として、あるいは少なくともわた

しはそうだったと考えた準備として、覚悟はできていました。

 
今わたしの側にいる、皆さんがルシファーとして認識している存在としてのわたしの最愛なるユ

ダが、兵士を呼び出すために送り出されました。何故なら彼は、おそらくそのような使いを実行

する強さを持っていた唯一の者だったからです。ご存じの通り、彼自身の地球上の使命により、



これは正しいことでした。彼だけが彼がここにいた理由とわたし達の出自に関する完全な記憶

を持っていました。また、彼の特別な合意のせいで、彼が神との直接的な結び付きを持ってい

なかったことは、彼にとって真実でした。皆さんは、2013年7月27日付け
のBlogTalkRadio.com/HollowEarthNetwork.で、彼が彼自身の言葉で伝える内容を聞くことができ
ます。彼は、彼の故郷への帰還について話しました。そして世界は初めて、悪魔または魔王では

なく光の提供者としての彼の正体を認識しました。彼の内面の強さと彼の創造主の愛の記憶が、

数千年の間彼を支えました。何故なら、彼は人類に自己愛をもたらす彼の使命を実行したから

です。

 
わたしは、ポンティウス・ピラトスの有罪宣告を知りました。彼は、わたしの死亡、壊滅的な打

撃になるものを確認したかったすべての人々との結び付きで活動していました。ひとつの人間の

身体の中に存在することは、皆さん自身である人々、わたしの仲間達や隣人達の社会が、皆さん

をおぞましい死に追いやる時、より大いなる意味を理解することを難しくします。失望が余りに

多過ぎて、耐えることができない瞬間がありました。何故ならそれは、わたしの言葉が人々のこ

ころに触れていなかったこと、そして一部の人々にとって、わたしの人生とわたしの教えはそ

の人々の精神を変える力を持たなかったことを、意味したからです。嘲笑する群衆が、人類は依

然として闇の影響力の下にいるとわたしに伝え、そしそれは、わたしの痛みを増やしました。

 
わたしの最愛の家族、妻、母、父、わたしの友人達と弟子達は、愛に溢れるエネルギーを送る方

法を認識し、わたしが今後わたしの地上の人生の象徴になる重い十字架を運んだ時、そのエネ

ルギーがわたしに伝わり、わたしを引き上げ、わたしを元気付けました。わたしがその最後の旅

をした時、事実通り、わたしは苦労も痛みも感じませんでした。死刑執行者達がその身体を十字

架に縛り付け、手と足を十字架に釘付けにする彼らの陰惨な仕事を始めた時、わたしは身体に対

するわたしの把握を手放すことができました。わたしは、わたしの最愛なる人々がわたしに向け

た力強い愛のエネルギーの中で休み、わたしの霊を引き上げ、肉体的な苦痛が存在しないさらに

高い数々の次元の中にわたしを維持しました。

 
わたしは、わたしに刑を執行することを仕事にする人々の目を確認し、そしてわたしは彼らを許

しました。わたしは彼らの許しを叫びました。何故なら、わたしは彼らの極度の苦痛を確認し、

そしてわたしは、彼らがその魂からその行為を浄化するようになる前に千の死の苦しみを味わう

ようになることを、認識したからです。

 
わたしは、わたしの親愛なる人々が刻一刻と創り出して維持した光の経路を通してわたしに笑顔

を向けている、神の存在を感じました。それはただ、十字架が引き上げられた時だけでした。そ

して彼らは、わたしの身体がそこにあり、これほど残酷に彼らから取り上げられたため、彼らは

彼ら自身の極度の苦痛のせいで、少しの間、ひるみました。一瞬の間、彼らは彼らが感じた悲し

みを耐えることができませんでした。彼らは、光の経路を維持するというわたし達の計画を忘れ



ました。

 
少しの間、わたしの意識は戻って地上に衝突し、大いなる苦痛を伴う身体の中に戻りました。そ

の瞬間の間、わたしもまた、わたしの魂を支えたわたしの光の把握を失いました。一振りの短剣

のように痛みが身体全体に焼き付き、わたしは叫びました。“父よ！ 何故あなたはわたしを見捨て
たのか！” わたしの叫びはわたしの最愛なる人々を目覚めさせ、そして彼らは彼らの勇敢な努力を
再開して、わたしを支えました。彼らは、わたしがわたしだけでそれを行う強さを持たなかった

時に、わたしを光に連れて行きました。彼ら自身の苦痛にもかかわらず、彼らは彼らの大いなる

信仰を手放さず、わたし達が神と結んだ約束を思い出すことができました。彼らは一緒に、わた

しを支援して、さらに高い数々の次元領域に向かうわたしの次元上昇を実現しました。

 
わたし達は、生命が身体から移行し始める時に徹夜で耐えましたが、しかしわたし達は、心臓に

向かう光の撚り糸を維持することができました。心臓は、微小なリズムで鼓動を続けて、7次元の
キリスト意識に同調しました。それがわたし達の計画であり、その瞬間のためにわたし達は訓練

されていました。身体が亜麻布に包まれて、運び去られた時、わたしの親愛なる母マリアとわた

しの妻、そしてこれから起ることを認識していた他の人々が同伴しました。

 
干渉を受けずに最後の段階を達成することができるように、任意の立会人達がわたしの死を確信

することが重要でした。わたしは洞窟の中に戻って、わたしの最後の地球上の転生になる身体を

占有し、その身体を5次元に引き上げました。それはここに保管されたままであり、わたしが戻っ
て皆さんの間を歩む時に、その身体は再びわたしに役立つことになるでしょう。

 
わたしが再び姿を表してわたしの弟子達と話をした時、それはこの身体で行われました。わたし

はその時、さらに高い数々の次元への入り口を通して移動することによって、意のままに現れる

ことも消えることもできました。わたしが教えることを望んだのは、この過程でした。この次元

上昇が、皆さんが皆さん自身を5次元に高める時に、すべての皆さんが従う模範になります。幸い
にも、皆さんは十字架の磔刑の苦痛を経験する必要はないでしょう。一部の皆さんは今、病気ま

たは怪我で痛みを抱えている可能性があるといっても、皆さんは、わたしが行ったように、穏や

かな場所、すべての苦痛が消え失せる5次元まで、皆さん自身を高めることができるようになる
でしょう。皆さんは、皆さん自身の次元上昇を達成するために、これを行う方法を学ぶことが必

要になります。

 
もしも皆さんがそれを達成するための訓練や支援を受けなかったなら、皆さんと伴にその身体を

さらに高い数々の次元まで引き上げることは、おそらくとても難しい任務になるでしょう。すべ

ての霊的指導者から、そして母なる父なる神と究極の創造主からのメッセージの中で、皆さん

は今、今日、皆さんの身体を占有しなければならない、とわたし達が何度も繰り返し強調してき

たのは、これがその理由です。皆さんの所有権と、皆さん自身の健康に対する皆さんの責任を認



めて、すべての病気とすべての痛みを癒す方法を学んでください。そうする中で、皆さんは皆さ

んの身体との最も深い結び付きを修復しています。皆さんの身体は、乗り物として皆さんに役立

つように、皆さんの創造主によって皆さんに与えられた、皆さんの大切な生命の贈り物だったも

のであり、それは今後、身体を保持したままで皆さんが次元上昇をすることを許すことになる

でしょう。そのため皆さんは、より低い数々の次元に2度と転生する必要はなくなるでしょう。

 
皆さんは自由になり、さらに高い数々の次元の中の冒険のために皆さんの光の身体の中で、そし

て皆さんの後を追う人々を支援するために皆さんが戻って地球を再び訪問したい時には物質的な

身体の中で、数々の次元を貫いて移動することになるでしょう。皆さんは、訓練を受けて、皆さ

んの密度の基準の再調整を行い、より低い次元の状態の中にいて、皆さんと連携するために目に

見える存在感を必要とする人々の要求に適合することができるようになるでしょう。

 
わたし達は既に、今回の生涯が皆さんに残してきた数々の病気や障害を皆さんが癒す時に、皆さ

んが皆さんの身体を占有する方法を学ぶ支援をする、ひとつの計画の準備を整えています。わた

し達は、それぞれの個人が、自分自身の最も深い身体との結び付きを修復する時に、光のエネ

ルギーを経験することができるように、わたしの最愛なるチームがわたしに行ったように、キャ

スリンことレディ・ポーシャに、治癒者達のひとつの大きな集団が支援するようになるひとつの

癒しの集団を指導するように求めてきました。

 
この癒しを達成することによって、皆さんはひとりひとりが、皆さん自身の次元上昇の日の準備

を皆さん自身で整えることになるでしょう。ご存じのように、それは数多くの皆さんが瞑想や睡

眠の中で行っているような、単純に身体を離れる方法を学ぶというひとつの事柄ではありません

。皆さんが皆さんの身体を運び、身体と一緒に5次元への入り口を通過することができるように、
皆さんは、あらゆる細胞、あらゆる組織、骨、筋肉の意識の中で、完全に占有する方法を学ぶこ

とが必要になります。

 
これはひとつの困難な挑戦のように聞こえませんか？それは実際にその通りですが、しかし皆さ

んは、わたしが行ったように、訓練を受けることになるでしょう。そして皆さんは、精神的に、

物質的に情緒的に、そして霊的に完全に同調した状態になる感覚を習得する方法を、学ぶことに

なるでしょう。皆さんは、既にBlogTalkRadio.com/ChannelPanel上に記録されている数々の癒しの
講習を聞くことから始めることができます。また皆さんは、たとえ皆さんが癒しの技術に関する

経験または知識をもたないとしても、正式に署名登録して、ひとりの治癒者になることができ

ます。皆さんは皆さんが聞くように学ぶことになるでしょう。そして皆さんは、気が付くと自覚

と健康に関して成長していることになるでしょう。

 
キャスリンのウェブサイトwww.whoneedslight.orgに行くことによって利用できるその署名登録の過
程は、必ず必要なものではありませんが、しかし皆さんは皆さん自身でそのチームのひとりの一

http://www.whoneedslight.org/


員であることを宣言してあるという事実を認識する楽しみを、皆さんに提供することになるでし

ょう。そして皆さんは、今後の癒しの講習または予定の何ならかの変更の電子メールでの告知の

受け取り対象者一覧に、載ることになるでしょう。またそれは、わたし達がこれをその集団に告

知することができるように、わたし達に正式な数を提供することになるでしょう。それはそのチ

ームや癒されている人々が、どれ程の数の魂達が自分達の側にいるかを認識する、ひとつの大い

なる士気を鼓舞するものになります。その結果わたし達は、世界に対して、わたし達が既に呼び

込んだ大規模な数の公表を始めることができます。皆さんは、本当に数が好きではないですか？

 
また皆さんは、癒しが施されるひとつの特別講習でその名前が呼び出されることを望む人々の一

覧に皆さん自身を載せるためにも署名登録することができますが、しかし実際には、その癒しの

講習に仲間入り用の記入用紙を埋める必要はありません。ご存じのように、こうした講習は5次元
の中で実施されていて、そこではすべての存在達が精神感応で意志疎通を行い、そして皆さんは

そこで、皆さんの次元上昇への道筋で皆さんへの支援として役立つように既に自発的に志願して

いる治癒者達に、充分に認識されています。

 
ここに、それが機能する方法があります。キャスリンは、癒されていることを望む最悪な症状に

応じて広く組織化され集団化されている、その一部の人々の名前を読み取ることになるでしょう

。皆さんは単純に、仲間入りする皆さんの望みを精神的に主張することができます。そして癒し

の科学技術を担当しているアルクトゥルスの存在達が、その癒しの診察台の領域に皆さんを配置

することになるでしょう。皆さんはそこで、皆さんの要求の世話をするひとつのチームを割り当

てられることになるでしょう。その5次元の中の癒しのチームが皆さんと連携して癒しの過程を始
める一方で、また皆さんは皆さんのこころと皆さんの精神を開いて、神から直接現れる光を受け

取ることが必要になります。皆さんは、皆さんの身体の内部に、完璧な癒しの雰囲気を創り出し

ます。そして皆さんの身体は、それに応じて反応することになるでしょう。

 
皆さんは任意の数のこうしたラジオ番組を耳にするかもしれません。そして皆さんは、皆さんが

必要とするだけの回数の講習に参加することができます。高度に進化した文化の一員であるアル

クトゥルスの治癒者達の親切と寛容には、限度がありません。彼らは、彼ら自身をひとつの集団

意識として理解し、皆さんが皆さんの大切な母なる地球と一緒に次元上昇をするために必要なあ

らゆる物事を行う、その準備と意欲が整っています。彼らは既にこれを達成していて、そのため

必要とされるものを認識する専門家です。

 
この目的のために連れてきた母船上でのこの集団的な計画の指揮を担当するアルクトゥルスの存

在達に加えて、また皆さんは、高位の霊的指導者達、大天使達、そして指導霊達のひとつの巨大

なチームによる支援を受けることになるでしょう。皆さんの明示的な承認を受けて、皆さんの癒

しに対してかなり決定的な要因になる心理的な移行も含めて、完全に癒やすために皆さんが必要

とするもののあらゆる詳細を認識する皆さんのさらに高い自己が、彼らと直接連携する役割を引



き受けることになるでしょう。癒しの領域の中心は、母なる父なる神、サンジェルマン、わたし

自信、大天使ミカエル、ラファエル、ガブリエル、アリエル、セレステ、ウリエル、そしてわた

しの家族がわたしのために行ったように、巨大中心太陽や究極の創造主の存在感からの光を伝え

る存在達の勢力をもたらすことになる他の数多くの存在達によって、占拠されることになるでし

ょう。

 
今が、その最良の部分です。それぞれの呼び掛けで、皆さんは、わたし達がそう呼ぶ、何百もの

、そして最終的に何千もの地上の治癒者達の存在感を経験することになるでしょう。彼らは、彼

ら自身の人間のエネルギーを送り、皆さんを支援することになるでしょう。こうした寛容な魂達

、光の活動家達はすべて、皆さんに役立つために彼らの時間とエネルギーを与えることを既に同

意しています。彼らはその精神の中で、この計画の規模、そしてその目標を自覚しています。皆

さんの身体が癒されることだけではなく、皆さんがその過程の中で皆さん自身の自己の指令を再

開する過程の中で皆さんが学ぶこと、特に皆さんの身体意に対する皆さん自身の関係性を皆さん

が癒すことです。

 
皆さんがすべて協力する時、皆さんはすべて引き上げられることになるでしょう。皆さんは、同

じ目標に意識を集中した数千もの治癒者達の存在感によってだけ発生させることができる、その

途方もないエネルギーを感じることになるでしょう。一度にひとりの個人の、人間全体の癒し

です。皆さんは、一体性の真実を経験し始めることになるでしょう。何故なら、皆さんは皆さん

の創造主との深い結び付きと同様に、癒されて皆さんの癒しで皆さんを支援するためにそこにい

る皆さんの仲間の人間との深い結び付きも経験するからです。それぞれの個人が、その結果今度

は他の人々を支援することを目的として、自分自身を強化するように触発されることになるでし

ょう。そしてこのようにして、巨大な光の灯台を点火するその連鎖反応が、既に始まっています

。

 
またわたし達は、皆さんが文書化されることが可能なその癒しの中で正式に集計されることが可

能なように、皆さんがそのウェブサイトに署名登録することを求めてきました。もしもわたし

達が、その講習会の後で皆さんの健康を裏付ける皆さんの以前の慢性的な疾患、そして皆さんの

証言を手にしているなら、わたし達はわたし達が行っていることの真実を世界に明らかにするこ

とができるようになるでしょう。皆さんの医学会は、最初は懐疑的になるでしょう。しかしその

数が増えるにつれて、真の癒しが霊的なひとつの出来事であり、医療的な出来事ではないという

事実を世界が無視することは、不可能になるでしょう。

 
言うまでもなく、数々の時代を通じた数多くの文化、そして現在のアジア文化の中の医療行為は

、わたし達が利用している技術を信頼します。これは西洋医学によって大部分が無視されてき

たか、皮相的に理解されてきました。わたし達の努力が、惑星全体を統一し、それに理解をもた

らすことになるでしょう。わたしがここ地球上に存在した時にわたしが用いた方法論は、魔法で



はなく、またそれはわたしに固有の才能ではありませんでした。人々を引き上げて、足の不自由

な人々を支援してもう一度歩けるようして、病気の人々を回復させるためにわたしが呼び出した

同じエネルギーが、わたし達がその癒しの集団の中で呼び出すエネルギーになります。

 
わたしはこの素晴らしい計画に対して、喜んでわたしの名前とわたしの支援を与えることになる

でしょう。わたし達は一緒に、ひとつの現代的なひとつの“奇跡”を創り出すことになるでしょう。
最愛なる皆さん、わたしし達に参加してください、それてわたし達は、穏やかさ、調和、そして

完全な癒しを、それを求めるすべての人々にもたらすことになるでしょう。皆さんはただ、求め

て受け取ることが必要になるだけです。一部の皆さんにとって、受け取る側になることは大きな

挑戦になるでしょう。皆さんは与えることを求められることに慣れていますが、しかし皆さんは

、皆さんの創造主と皆さんの仲間の人間の巨大な愛を受け取って、吸収する方法を、まだ学んで

いません。

 
皆さんのこころは今まで閉じていて、そしてそれにもかかわらず、皆さんは孤独で苦痛だと泣き

叫びます。皆さんの見通しは薄暗いものいなっていて、そして皆さんは、皆さんが確認できない

と不満を漏らし続けます。皆さんがわたし達の存在感の影響力を感じないのは、わたし達がそこ

にいないからではなく、皆さんの数々の経路が遮断された状態になっているからです。ただ皆さ

んだけが、皆さんの見通しを修復し、皆さんが持って生まれた精神感応的な能力を取り戻し、さ

らに高いひとつの次元用意気上で、わたし達に参加することができます。ただ皆さんだけが、密

度の高い頑固な3次元の中で、人生の数々の影響力を癒すことができます。その覆いは、既に引き
上げられています。新しい自覚的意識が今、皆さんに利用できる状態になっています。親愛なる

皆さん、光の方を向いてください。それで皆さんは、新しい視覚で確認することになるでしょう

。

 
皆さんのこころを開いて。その愛が皆さんに向けて流れることを許してください。それで皆さ

んは、皆さんを待ち受けている巨大な祝福を認識することになるでしょう。

 
わたしはサナンダ、神の奉仕者。わたしは皆さんに、その道を明らかにする愛と光を運びます。

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, September 1, 2013, 2 PM EDT.
http://my.blogtalkradio.com/hollowearthnetwork/2013/07/27/hollow-earth-network
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前回の章で、わたしはすべての皆さんに、署名登録して、皆さんが皆さんの身体との結び付きを

修復する方法を学ぶために役立つことになる癒しの集団に参加することを勧めました。一部の人

々は、皆さんはこの惑星を離れている状況になり、皆さんは新しい身体を獲得しているため、皆

さんの古い身体に対する執着を感じる必要はなくなるだろう、と考えてきました。これは事実で

はありません。皆さんが今その中にいる身体は、皆さんが永遠に留まることになる身体です。

 
ここで、心配しないでください。わたしは、皆さんが80歳のままで留まるようになること、ある
いは皆さんがそう選択しない限り皆さんが曲がった背中または大き過ぎる耳で生まれてきた状態

で生き続けるようになることを意味している訳ではありません。違います。皆さんはアルクトゥ

ルスの宇宙船または空洞地球の内部の光の部屋に連れて行かれることになるでしょう。そこで皆

さんは新しくなり、完全な健康体に修復され、失われた手足が再生され、ひとりの若い成人と

して、再び人生を経験することができるようになるでしょう。ほとんどの人々が地球上時間の中

の25歳から30歳周辺の年齢を選択しますが、しかしそういった物事に堅苦しい決まり事はありま
せん。皆さんは皆さんの身長、外形、肌の色、そして顔立ちを選択することができます。

 
数多くの人々が、依然としてより低い数々の次元に留まるかもしれない人々に親しみが持てるよ

うに、今の人々がそう見える一部の姿を維持することを望むことになるでしょう。もしも少なく

とも皆さんがそうだったその個性に対する一部の類似性があるなら、それはその人々が皆さんに

関係するために役立つことになるでしょう。しかしその一方で、これは個人的な好みの問題です

。皆さんの魂のエネルギーは、今回の人生の中で既に皆さんを認識しているどのような個人にも

、認識できるものになるでしょう。わたし達それぞれが、皆さんの本質であるひとつの特定の特

徴的なエネルギーを携えますが、それは皆さんの考え、感覚、そして物質的な姿の組合せであり

、そして二人の同じような存在は現れることはないでしょう。

 
ですからそれは、誰ひとりとして取り残されることはないでしょう。何故なら、もしも皆さんが



それを望み、まだその課題を身近に吸収していない人々を支援しようとするなら、皆さんは地球

に戻ることができるようになるからです。それは、あらゆる人が最終的に5次元に移行することが
必要であり、人々がより速く移行するほど、より良い結果になるからです。それと同時に、母な

る地球は、強力な銀河の存在の支援を受けて、依然として3次元の中にいて、すべての人々が次元
上昇するまでその方法を続ける人々を許すことに関するそういったひとつの方法で、地球自身を

維持することになるでしょう。

 
数多くの皆さんが既に理解しているように、それは、どのような物事も変化しない状態を保つこ

とはないという、ひとつの大宇宙の法則の問題です。宇宙の中のすべてのエネルギーは、動いて

いる状態です。従って、母なる地球がこの維持しているパターンの中に無制限に留まることは、

不可能になるでしょう。すべての人々が次元上昇をしなければならない時、あるいは他の何処か

に連れて行かれてその人々が望む転生を続ける時が、訪れることになるでしょう。これは罰では

なく、またひとつの失態でもありません。次元上昇よりも自分達の課題を続けることを選択する

、一部の比較的若い魂達が存在するかもしれません。これは、さらに高い自己と神の間で行わ

れる、個人的な選択です。次元降下は、その人々が失敗したからではなく、母なる地球が先に進

まなければならないからです。

 
現時点で地球上に留まるすべての人々は、次元上昇するために必要になる数々の課題を学ぶこと

ができます。わたし達が以前皆さんに伝えたように、邪悪になることに専念したすべての爬虫類

種は、既に排除されています。自分自身の自由意志の力を通して光に向けて修復させることがで

きない者は、誰ひとりとして残されていません。他の人々を支配する権力を持つ約束を諦めるこ

とを渋っている、陰謀集団の闇の行為に没頭してきた一部の者達は残っていますが、しかし彼ら

の望みは、新しい黄金時代の中で実現することはないでしょう。

 
親愛なる皆さん、その均衡は、既に破れています。惑星上では分単位で光が増え続けていて、皆

さんはその力に対する責任があります。皆さんは、既にひとつの灯台の連絡網を創り出してい

ます。それは大地全体で輝き出して、他の人々を皆さんの側に引き寄せて、そしてその人々と一

緒に他の人々も現れます。次元上昇に向かって進む個人達の数々の波は、それほど目に見え、そ

れほど抗し難いものになって行き、そのためひとつの転換点が訪れることになるでしょう。あら

ゆる人が既に離れて健康的で幸せで若くなって戻ってくる何名かの人々を認識するとすぐに、人

々の間のその人々の光を放つ存在感はすべての人々に明白になり、あらゆる人が熱心に努力し始

めて、その人々の振動を引き上げることになるでしょう。

 
家庭教師達、助言者達、すべての人々が皆さんの振動を引き上げる研究をするための数々の教室

や集いの場が現れることにあるでしょう。わたし達のラジオ番組、次元上昇のための癒しが現れ

ることになり、そして他の人々は特別なエネルギーの技術を教えているでしょう。キャスリンは

その大陸全体を旅して、数々の大きな集団に視覚的な集中を教えているでしょう。その集団は、



安定し始めて、最後のひと押しのために、彼らの卒業に向けて彼ら自身を集中させているでし

ょう。それはひとつの壮麗な時代になり、すべての人々にとって、ひとつのとても多忙な時期に

なるでしょう。幸いなことに、その時までに、研究すること望むすべての人々を支える数々の基

金が現れることになるでしょう。そして誰ひとりとして、その授業のために支払うお金が不足し

た状態のまま取り残されることはないでしょう。

 
より一層多くの人々が、母なる父なる神からのメッセージを読み、彼女はそれを、“神がわたしの
爪先を抓った時”、と呼びました。そしてキャスリンの次元上昇の手引き、“誰が光を必要とす
るか”は、人々が過去の苦痛を識別し、それを解消し始めることがより簡単なものになり、皆さん
の意識を浄化して、皆さんという存在の光が輝き出す道を切り開く、主要な鍵になるでしょう。

安堵の涙と歓びの涙が流れて、惑星中に溢れることになるでしょう。すべてのメッセージの翻訳

を受けて、人々は、人々が次元上昇の準備をするために役立った、2012年の前とその目標達成の
一歩手前とそれ以降の励ましと叡智を再確認する言葉を読むことができるようになるでしょう。

 
その通り、それは目標達成の一歩手前でした。何故なら、かなり数多くの皆さんが次元上昇の準

備を整えていましたが、しかしこれほど数多くの人々が、依然として準備が整っていなかったか

らです。皆さんはその転換点にほとんど到達していましたが、しかしその時点で完全に展開する

ことができなかったことは、それほど残念な事ではありません。爬虫類種が依然として高い地位

に就き、世界の軍隊に執着する限り次元上昇の計画を成功させることができなかったことが、明

確になりました。

 
そういった日々の間に生み出された光が、地球規模の災害という数々の発想を推進しようとした

恐怖を利用する商人達を圧倒しました。彼らの努力は、成功しませんでした。皆さんはその時、

それに気付きませんでしたが、しかし皆さんの振動を引き上げることについてのその大いなる努

力が、完全に闇のエネルギーを中立化して、人間の身体に棲み付いていたそういった爬虫類種達

に深刻な影響を与えました。それは、何万年もの昔に抑圧されていた人々のDNAの回復と修復に
向かう、移行の始まりでした。そういった月日の間の皆さんの努力のおかげで、ほぼ100万に上る
魂達が、救われました。

 
母なる父なる神は、これほど数多くの最愛なる子供達の全存在という巨大な海へ向けた消滅から

の救済の際の皆さんの勇敢な才能と皆さんの成功に対して、依然として驚きの状態にいます。母

なる父なる神は今、悲嘆の時期を経験し続けています。何故なら、母なる父なる神は自分達のす

べての子供達を愛していて、たったひとりの子供達でも闇へ向けて失うことが苦痛だったから

です。しかしこれは言うまでもなく、今は新しく始める機会を手にするこれほど数多くの存在達

の帰還の歓迎によって、緩和されました。こうした百万の魂達は今、彼らが彼らの愛する能力を

諦めるように説得されてきた方法と、彼らが権力と巨大な富の約束によって魅了された姿を理解

する際に、今後彼らを支援することになる、その偉大なる教師達との継続的な学習の中で、光に



向けて修復され続けています。それは、皆さんが“リハビリ”と呼ぶ可能性があるものに似た、ひと
つの過程です。皆さんの間にいる嗜癖や破壊性や暴力へのすべての誘引を放棄する方法を学ぶ上

での困難を抱えている人々が、彼らを支援し続けているこうした同じ霊的指導者達を利用できる

ようになるでしょう。

 
ここで、皆さんの周りの世界について議論することにしましょう。爬虫類種の影響を受けた何千

年もの間そのままになっている数多くの要素があり、特に皆さんの階層的な組織、会社、政党、

教育制度等々で顕著です。皆さんが先月苦悩した不愉快な数々の遭遇について、考えてください

。そのほとんどは、おそらく実際の個人的な接触が存在しなかったか、あるいは構造それ自体が

匿名性を提供するという状況で起こりました。高速道路上の事故の時に暴力で反応する男性は、

もしも皆さんが歩道でその男性を鉢合わせするなら、気難しく、“気をつけろ！”と同じような反応
をする可能性が高いはずです。ひとつの企業の構造の防衛の下に自分の従業員達に無礼を働く上

司は、彼自身の評価がその上司の上司によって個人的に監視されている場合、そうする可能性は

低くなります。

 
階層構造の層は、特に頂点にいる人々のための孤立と匿名性を提供します。ひとつの企業の法的

構造は、特に意思決定を行う役員達を企業活動に対する法的訴追から護るために考案されます。

これが、無責任な態度がより大きな利益で報われる、ひとつの体系を創り出しました。そしてそ

ういった利益を生み出した人々は、大規模な汚染または労働虐待または不公正な取引慣行のよう

な何らかの種類の悪用に対する責任も問われない可能性がありました。企業それ自体が罰金を科

されることはあり得ますが、しかしこれは、その悪用を止めるための十分な抑止力を稀にしか創

り出しませんでした。その状況は、まさにより巨大な秘密主義を促進し、そのため巧妙で錯綜し

た会計実務と、影の所有権の整備が、その不正で非道徳な慣例を続けることを望んだ企業のた

めの、お気に入りの策略になりました。

 
このすべてが、軋みを上げて止まり続けています。その活動舞台の突然の移行が、既に秘密結社

の上層部の中でひとつの恐慌状態の炎の嵐を創り出しました。そこでは、手先達もまた、自分達

の上司達が彼らを攻撃しない限り、少なくとも保護という幻影を提供されていました。爬虫類種

の上司達は突然いなくなりましたが、しかしその構造は残り、そして依然として人間の気取り屋

の見習い達は存在します。彼らは、もしも教皇の“不意打ちの”布告がなければ、後を引き継ごうと
したでしょう。教皇フランシスの立場からのこの驚くべき勇敢な行為の完全な衝撃は、まだ感じ

られ始めていませんが、それでも、鼠達がその船から離れ続けているその最初の兆しは、辞任者

の印象的な数であり、それは既に高い地位の人々によって提出され始めていて、2013年9月1日に
効力を発揮します。

 
この2013年9月1日という日付は、教皇の布告の中で言明された、最終期限です。それは、教皇庁
の庇護の下の任意の資格の中で働いてきた如何なる個人も、これ以降、法的な訴訟の免責を剥奪



されることになり、そして人類に対する罪の告訴に曝されることになるだろう、と宣言してい

ます。これは、この布告が伝える重要性の、単純化されたひとつの説明です。わたしは、ウェブ

サイトFreedomClubUSA.comでそれをより明確なものにしている分析と伴に、皆さんがその布告全
文を読むことを勧めます。

 
一瞥すると、これはバチカンの従業者以外の任意の個人には無関係のように見えるかもしれませ

んが、それはそうではありません。2008年から9年の経済的な崩壊の中で、銀行を訴追から護った
同じ入り組んだ過程によって、合衆国、カナダ、英国、そして他の数多くの国々の企業は、英国

の海事法を経由して、法的管轄下に入りました。英国が13の植民地に定住し、植民地自体がその
法廷と法体系の中で海事法を採用して以降、有効になっている、ひとつの合意です。こうした

法は、現在でも有効なままであり、新しい世界で定住されるすべての土地の所有権を英国の法人

であるヴァージニア・カンパニーに譲渡した宣言が含まれています。

 
実際には、英国はバチカンによって支配されていて、それは秘密で不快な事柄ですが、しかし権

力を持つ人々によって、良く認識されています。この状況は、西暦1066年のノルマン民族の侵入
の時代から、引き続き有効のままです。それは、一部の非常に不自然な同盟を通した権力と富の

巨大な源泉を支配する目的のために、英国王室の合意によって継続することが認められてきま

した。

 
その関連事項は、さらに一層広範囲に及びます。何故連邦準備銀行の議長ベン・バーナンキと、

世界の中で最も強力な男達のひとりが突然辞任しようとしたのでしょうか？　その理由は、数々

の企業は、もはや幹部達への免責を提示することができなくなるからです。そして、合衆国の国

家安全保障の長官のジャネット・ナポリターノは？　その理由は、合衆国は、合衆国の中のほと

んどの町、都市、州のように海事法の下ではひとつの企業になるからです。そのため、その陰謀

が明らかになり始めます。

 
富と権力の数々の塔が、最もそうすることが似合わなかった者によって倒されることになるのは

、皮肉めいた面白さではないでしょうか？　それは過去千年の間、決して誰に対しても生じなか

ったものであり、教皇自体が、砂上の楼閣を地面に戻す紐を引こうとしました。教皇は、その執

務室での最初の日に、“ここは、かならず貧しい人々のための貧しい教会になるだろう”、と言った
時に、その弔いの鐘を鳴り響かせました。そしてそれは、必ずそうなるでしょう。

 
そのため最愛なる皆さん、ご存知のように、その光はついに裁判所に入ることになり、人々は、

素晴らしい法律家、政治家として、人々自身を統治する権力を取り戻すことになるでしょう。そ

の人々は、事実通り人々の最善の利益に仕えることを望み、社会の指導者達は力を合わせて、闇

のマトリクスを急速に破壊します。そのマトリクスは、人々は自分達が自由だと納得させた宣伝

工作の下で働いたにもかかわらず、その人々人生のあらゆる側面を支配してきたものです。繊細



で善良な人々はいつも、その人々の人生のなかでその人々が確認した数々の茶番劇を導いている

闇の支配の手が存在する、と感じてきました。今、その人々が疑った陰謀は、誰かが思い描くこ

とができたものよりも遥かに広範囲に及んでいたことが、暴露され続けています。

 
それは事実通り、マキャベリ的な陰謀であり、皆さんの目の前で明らかにされることになるでし

ょう。崇拝された指導者達は刑務所に送られることになる一方で、非難された一部の人々は前面

に現れて、新しい世界をその誕生の中で支援することになるでしょう。それは刺激的な時代、気

分を爽快にするひとつの新たな始まりになるでしょう。その中であらゆる個人が彼または彼女の

道筋に気付き、人々自身の輝きと創造性をそのテーブルに運ぶことになる、ひとつの始まりです

。何故なら、新しい数々の構造と体系が築かれて、愛の光、正義、調和、思いやり、そして真の

自由の中で、事実通りそれぞれの個人がその事実通り驚くべき特質を伸ばすことを、それが許す

ことになるからです。

 
わたしは皆さんと伴に、こうした歓び溢れる日々を楽しみにしています。

自由の中の皆さんの兄弟、サナンダにしてイエス。

I look forward to these joyful days with you,
Your brother in freedom, Sananda/Jesus.
 
Transcribed by Kathryn E. May, September 1, 2013, 10 PM EDT
www.whoneedslight.org

http://www.whoneedslight.org/
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かけがえのない皆さん、最良の物事はまだ現れていません。一部の皆さんは疲れ果ててしまい、

こうした希望のメッセージを受け取ることができません。何故なら皆さんは、皆さんの人生の

中で、これほど沢山の破壊と苦痛を確認してきたからです。皆さんは、皆さんの生涯の空間の内

部で物事が実際に急激に変化する可能性があると信じることは困難であり、まして今年の内では

遥かに可能性が少ないと気付きます。それは理解できることであり、何故なら人間としての皆さ

んは、皆さんの未来の印象に対して、過去に目を向けるひとつの方法を持つからです。わたしが

皆さんに良い時代が訪れることについての情報を与える時、皆さんはあざ笑い、世界の中の対立

の報道を指摘します。しかしわたしは皆さんに保証しますが、そういった報道はその数が減少し

ている対立に焦点を合わせていて、その一方で、起こり続けている巨大な数々の変化についての

議論を、回避しています。

 
今、皆さんの合衆国の中とそれ以外の場所には、数々の対立が残る世界のあらゆる地域の中で、

地球規模の休戦状態を創り出すために努力を続けている数多くの人々が存在します。たった10年
前と比較しても、実際にほとんどありません。人々が戦いにうんざりしている時に、そして指導

者達がそういった戦争は既に排除されていると宣言した時に、戦争を維持することは困難です。

それがまだ皆さんにとって明白ではない理由は、皆さんが世界中の“紛争地域”に対する割り当てが
行われる報道室の長ではないからです。こうした報道室は今までよりも静かであり、そしてより

一層多くの報道が、より一層少ない場所に送られているだけです。

 
数々の肯定的な展開をさらに強調することを可能にするためには、世界のニュースを報道する人

々の考えの中で、ひとつの主要な調整が施されなければならなくなるでしょう。彼らが追い付く

ためには、もう少し時間が必要になるでしょう。何故なら、わたし達が以前に伝えたように、そ

のニュースは、爬虫類種の勢力によって制御されていたからです。報道記者達が、世界中の国々

の中のあらゆる政府の水準で今起こり続けているその運動の含みを理解するためには、より繊細

な報道への取り組みが必要になります。これほど長い間、闇側の人生を確認してきた人々もまた



、皆さんがそれをそう表現するように不安が的中してしまう状況を待ち続けながら、さらに疲れ

果てた態度を取る傾向があります。

 
数多くの人々が、その人々を怒らせる世界の中で確認する物事に対する答えを、今まで尋ね、あ

るいは求めてきました。例えば、人々はオバマを罵り、秘密結社のためのひとりの傀儡になって

いる、と非難します。人々は、その国の人々を虐殺しているアサドが、何故シリア内に留まるこ

とを許されているかを尋ね、それと同時に、干渉を考慮して、オバマを中傷します。ご存知のよ

うに、今は複雑な時期です。こうした出来事は、より巨大な善のためにその衝撃を極大化するよ

うに、最後まで演じられることになるでしょう。数々の外交ルートの中で、皆さんが思い描くこ

とができるよりも遥かに沢山の物事が続いています。こうした物事は、何らかの解決策に到達す

る前に、いつもここでのちょっとした後押し、そこでのひとつの大きな表明、その結果、さらに

多くの舞台裏の交渉事が必要になります。皆さんが良く自覚するように、すべての武力介入の脅

威が実行される訳ではありません。

 
それは、自分自身を光の活動家と考える人々に、正反対の二つの立場のひとつを選択させようと

する、ひとつの誘惑です。一方は、不正または虐待の最初の示唆で、憤ります。他方は、極端に

消極的な姿勢を主張して、どのような環境下の緊張にも入ることを拒否します。歴史の中の移行

の瞬間の中でわたし達が直面しているそういった実際の世界の環境の中では、両方の姿勢が伴に

効果的ではありません。

 
ここに、最初の集団にも役立つことになる、基本的なひとつの真実があります。皆さんは、皆さ

んが反対するものを強化します。相手と同じ手段を用いることは、一般的に戦火を鎮静化するた

めの効果的な方法ではありません。それは、この惑星上で過去何百の戦争を創り出した方法で

あり、戦火を継続する点において、最も有効で古く筋金入りの、真の方法です。これは言うまで

もなく、爬虫類種の心臓の鼓動の高まりと武力による威嚇の背後の目的でした。爬虫類種は、軍

産複合体の金の成る木から間引く利益から、巨大な恩恵を受け取りました。その方法は調停に反

する行為だと、長い間認識されてきましたが、しかし調停は、過去数千年の中で、ひとつの可能

性として、ほとんど考えられませんでした。

 
その波長分布の正反対側に、皆さんが完全にそのこころから遮断されている人々に対応してい

る時、皆さん自身または皆さんの隣人達を護ることに対する頑固な拒否が、大虐殺への招待状に

なります。それは、皆さんが過去に直面した忌まわしい板挟みであり、平和を待ち焦がれた数多

くの人々を失望させたままにして、時に、攻撃を受けていた他の人々を守ることを主張した人々

を非難しました。それは、ユダヤの人々を絶滅から救うことが必要になった第二次世界大戦の

中で、世界が直面した悲惨な精神的葛藤でした。残念なことに、闇の者達は戦争を扇動し、その

結果、惑星上のあらゆる人が武装するひとつの言い訳として、それを利用しました。

 



ご存知のように、舞台上に道徳的な指針を持たない演じ手がいる時に、紛争を解決する単純化し

た規則はありません。幸せなことに、わたし達は、世界の舞台上に残されている人々は今、自分

達のこころとのひとつの結び付きを本当に持つと確信していますが、しかしその一方で、その結

び付きは乏しいものになっているのかもしれません。彼らは、静けさ、穏やかな交渉、そして世

界中の休戦への要請に応えることになるでしょう。何故なら、彼らはそうするように圧力を感じ

続けているからです。

 
今は、知性的なきっぱりとした対応を適用する時であり、そういった対応は依然として、人々の

利益になる数々の政策に転換することを拒否する任意の人々に対する悲惨な結果という脅威によ

って、依然として裏打ちされています。最後の少数の旧態依然とした独裁者達は、この圧力の繊

細な適用によって、同調させられています。彼らの具体例は、暴力が幅を利かせるひとつの世界

から、その中で思いやり、許し、調和、そして歓びが世界を支配するひとつの新しい時代への移

行を、際立たせることになるでしょう。

 
今、極端に有能で才能がある人々が光のために努力を続けていて、そのほとんどは充分に認識さ

れていませんが、しかし今はまだ起こっていない移行のための基礎作りをしてきました。わたし

は皆さんに保証しますが、社会構造、哲学、法的な複雑さ、陰謀が織り交ぜられた温床に対する

解決策のための彼らの探求において、今まで無視されていた人生の領域は、ひとつもありません

。その解決策の対象は、皆さんの人生のあらゆる領域で蔓延してきたものであり、母なる神が、

惑星地球の歴史の中で最も暗い時代として言及したものを創り出しました。

 
親愛なる皆さん、苛立たないでください。それは、まだ次元上昇の準備が整っていない人の印

です。皆さんの内面の数々の感覚に目を向けて、ここで皆さんがそのこころの中に携えている、

皆さんが今ここにいる理由と皆さんの貢献があらゆる魂の高揚に向けてそうなる物事に関する知

識と、接触を持ってください。その会話の態度が非難、中傷、断定的判断、そして否定的な態度

を含む人々から、遠ざかってください。他人の歓びを邪魔する者達、否定論者達は、価値あるど

のような物事も築きません。彼らはただ、他の人々が築くものを中傷するだけです。これは古い

物事であり、昔から数々の大広間を通して依然として反響を続けている、闇です（たとえそうい

った昔が先週だったとしても）。皆さんがそういった否定的な大言壮語を耳にする時は、いつも

含み笑いをしながら、“嗚呼、それはかなり2012年のようだ”、と皆さん自身に話してください。

 
その通り、わたし達は頻繁に、皆さんの俗語に笑わされています。アシュタルは、特にその手の

発言が好みです。わたし達は本当に、皆さんの演説の姿、皆さんの衣服の習慣、皆さんの興味の

味わい方の移行を観察します。サンジェルマンは、皆さんがシェークスピアの演劇を書いた個人

から期待できるように、特に年代物の慣習と演説を含めた、遊び心がある演劇が上手です。また

わたし達は、皆さんに理解されるメッセージを手にするために、皆さんの音楽の歌詞を使うこと

も大好きです。もしも皆さんが突然、皆さんの頭の中でひとつの旋律、皆さんが事前に考えてい



なかった旋律が鳴り響くいているのが聞こえるなら、それはいつも、皆さんに届けようとしてい

るさらに高い数々の次元の中の誰かからの、ひとつのメッセージです。わたし達は、皆さんがよ

り簡単にわたし達の話を聞くことができるように、皆さんの意思疎通の姿を研究します。

 
わたしが今こうした物事を皆さん伝える理由は、わたし達は、惑星地球上の皆さんの新しい黄金

時代のための雛形になる、楽しい場所に存在することを、皆さんが認識することを望むからです

。すべての存在達がお互いに、生命と、自分達の創造主と愛の中で過ごすひとつの世界を皆さん

が思い描くことは難しいことですが、しかしこれが、生命が5次元の中にいる方法です。皆さんひ
とりひとりが皆さんの若返りの入り口を通して前進する時、また皆さんは、地球上の他の人々を

支援するために戻るか、あるいは皆さんの故郷の惑星に戻るかのどちらかで皆さんが皆さんの方

法を続ける前に、わたし達が支えとして生きるその真実に、完全に夢中になっているでしょう。

 
数多くの皆さんが、皆さんが先に進む前に他のすべての人々のために次元上昇の成功を確実にす

るために戻るという、その皆さんの強い願いを、既に表明しています。わたし達は、それがひと

つの魅力的な見通しになると、信じます。今後皆さんは、自由と繁栄の新しい状態の中で、人々

と連携しているでしょう。看護師として働く人々は、この喩えを認めることになるでしょう。そ

れは、癌病棟から産科病棟へ移動しているようなものになるでしょう。何故なら、もうこれ以上

病気はなく、ただ新しい生命の祝祭だけがあるからです。

 
親愛なる皆さん、皆さんは、終わりのない幸せと愛に皆さん自身を順応させることができますか

？皆さんは、皆さんの現在の経験という成果を生み出す感覚と思考の構造から、他の人々がそ

の人々自身の人生を創り出す方法を他の人々に教えるための道案内をすることができますか？皆

さんのあらゆる考え、感覚、そして行動に配慮する方法を学び、皆さんと他の人々の幸せをもた

らす人々だけを許すことができますか？皆さんは、皆さんの周りの人々から最善のものを期待し

、それによってその人々を刺激してさらに高い位置に到達させる方法を学ぶことができますか？

皆さんは、皆さんが激怒した時、あるいはひとりの友人を失望させた時、または皆さんが不機嫌

なために議論を始めた時は、何時でも皆さん自身を許す方法を学ぶことができますか？皆さんは

、さらに他の人々が皆さんを許すことも求めますか？

 
今、皆さんがいつもそうなることを望んだ、その個人になり始めてください。皆さんがお金を稼

ぐために適用してきた努力と同じ最も熱心な努力で、親切を磨いてください。今皆さんはもはや

企業の階段を攀じ登る必要はないため、次元上昇の階段を上ってください。皆さんの人間関係の

中の充足感に気付いてください。子供達の中の美しさに気付き、そして皆さんの周りの驚きに対

して、皆さんの目を大きく開いてください。今、大空は青く、海はその純粋なままの状態に向

けて、徐々に復元されています。そして皆さんの土壌の中の放射能汚染は、銀河の兄弟姉妹達

によって、既に中立化されています。銀河の兄弟姉妹達は、母なる地球がかつでそうだったエデ

ンの状態を取り戻す支援をするために、既にその進んだ科学技術を持ち込んでいます。



 
皆さんは、もはや核による絶滅を怖れる必要はありません。そういった日々は、既に終止符が打

たれています。皆さんはまだそれに気付いていないかもしれませんが、皆さんの惑星は、光の銀

河間連邦の介入以前の仕掛けの中では避けられなかった破壊から、救われました。アトランティ

ス文明を終わらせた爆発のような別の惑星の爆発は、今後は認められないことが、決定されま

した。それは単純に、ひとつの人類の救済の問題ではありません。核による大惨事は、ひとつの

全宇宙的な出来事であり、それは余りにも破滅的過ぎて、宇宙の残りの部分が耐えることができ

ませんでした。そのため皆さんの星の兄弟姉妹達が足を踏み入れて、爬虫類種の仕事である避け

られない最終段階として認められたものを防ぎました。

 
母なる地球それ自体もまた、人類が地球にもたらしてきた破壊と苦痛にもかかわらず、地球の子

供達、人類の存続を許すように、こころからの嘆願を行いました。地球は、皆さんの足音の感覚

によって、皆さんの地球との結び付きによって、ひとりひとりの皆さんを認識します。そして地

球は皆さんをこころから愛します。地球もまた、皆さんがすべて一緒に次元上昇することができ

るように、皆さんが5次元の水準まで高まり、地球と穏やかさを維持するようになることを、確信
しました。地球はひとつの巨大なこころを持ち、そして地球の愛の力は、宇宙の至る所で感じる

ことができるひとつの影響力です。地球は、皆さんのための資源です。そして地球は、皆さんの

滋養、そして自然との近い状態から現れる快適さと穏やかさに対する要求に、応えることになる

でしょう。

 
親愛なる皆さん、皆さんのこころに目を向けて、皆さんが味わうために生まれてきた、その愛を

解き放ってください。深く呼吸をして、みなさんという存在の中心に錨を下ろし、皆さんの頭の

頂きにある皆さんの王冠のチャクラを通して輝きながら降りる光の柱が、皆さんの身体の中のあ

らゆる細胞を通して下向きに流れて、皆さんの光と愛の記憶を目覚めさせることを許してくだ

さい。手を上に差し出して、わたしを親密で愛に溢れる家族の友人または兄弟として認識する皆

さんのさらに高い自己と、結び付いてください。皆さんのさらに高い自己は、わたしの言葉の真

実を認識し、歓びと仲間意識の雰囲気の中で暮らし、すぐ目の前の約束を認識しています。

 
皆さんのさらに高い自己は、この訪れている移行の間中、皆さんの信頼のおける案内役です。こ

の皆さん自身の賢明で経験豊かな部分、皆さんの来歴、皆さんの隠された才能、そして皆さんの

拡大的な資質についてのあらゆる物事を認識している者に、呼び掛けてください。皆さんのさら

に高い自己は、許し、歓び、そして尽きることのない愛の専門家であり、皆さんの全存在とのつ

ながりです。手を上に伸ばして、皆さんという存在の魂と手を結んでください。それで皆さんは

、そこで神に気付くことになるでしょう。何故ならわたしがそうであるように、皆さんはその本

質の中て、神として存在するからです。

 
わたしは皆さんの兄弟、わたしは皆さんの友人、わたしは皆さんであり、皆さんはわたしです。



わたし達はひとつです。

 
サナンダにしてイエス

Sananda/Jesus.

 
Transcribed by Kathryn E. May, September 10, 2013, 12 PM EDT
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皆さんは、この新しい情報を吸収するために、懸命に努力を続けています。わたしについて、そ

して皆さんとここで過ごしたわたしの2,000年前の人生について皆さんが教えられたことからす
ると、それがどれほど困難かということを、わたしは評価します。数多くの皆さんが、わたしと

一緒だった時代の意識下の記憶を持ち、当時はその教えは正確ではないことを認識していました

。しかし、皆さんの回りのあらゆる人が異なる物事を認識するように見える時、皆さんが正しい

と認識することは、困難です。

 
親愛なる皆さん、元気を取り戻してください。皆さんは皆さんのこころに従っていて、そしてそ

れは本当に重要なことです。わたし達が皆さんに与えているすべての情報を取り込み、その中に

皆さん自身を浸してくだい。それで皆さんは、皆さんが皆さんの振動を毎日少しずつ引き上げる

ことができることに気付くでしょう。そして、歓び、寛容の感覚、そして皆さんの周りの人々の

ための善意に夢中になることは、ひとつの馴染んだ状態になるでしょう。これが愛の本質であり

、愛と光の活動です。皆さんはこれを感じ、この壮麗な霊の高揚感を経験するために、生まれま

した。すべての皆さんがこの比類のない時代の間ここにいることをこれほど望んだのは、これが

その理由です。

 
皆さんの中には、依然として、次元上昇は地球上の人生の数々の感覚と試練からの脱出を意味

する、と信じている数多くの人々がいます。これは、事実ではありません。皆さんの現時点の地

球上の経験は、皆さんに対するひとつの贈り物になっています。それは、深く感じられる感覚を

把握し、それを受け入れ、そしてひとつの身体の所有、その固有な3次元の経験を大いに楽しむ、
ひとつの機会です。皆さんは今、皆さんの転生の最後の循環の上にいます。皆さんは、生まれて

、成長し、身体の死で終わる通常の地球の人生を生きる学びの経験のために、再びここに戻るこ

とはないでしょう。

 



今回の人生を、その通りの貴重な贈り物として認めてください。皆さんが今回の地球上の経験が

許されたのは、次元上昇のためにここにいることを強く願ったからであり、そしてまた、この仕

事のための皆さんの事前の準備のおかげです。すべての皆さんが、今まで数多くの人生を生きて

きて、経験によって、そして圧倒的に困難な数々の障害によって、学びの道筋を選択してきま

した。今は、その学びを確固たるものにして、皆さんが完了してきたこうした数々の人生の真の

意味を吸収し、完全な身体と伴に、皆さんが認識してきた死を経験する必要を持たずに、今後さ

らに高いひとつの次元に向けて上昇する人々の間の皆さんの場所を、受け入れる時です。

 
皆さんの現在の状況に対する皆さんの自我の不満や、焦りと不幸という間違った感覚、そして皆

さんが確認するような世界の状態に関する暗い判断を、受け入れないでください。それは現れて

いるようなものではないことを、わたしは皆さんに保証します。その通り、世界の中には苦悩が

ありますが、しかしひとりの魂の視点からは、これは主要な関心ではありません。認識に関する

魂の深い感覚（そしてさらに高い自己の責任）は、その苦悩によって提示された数々の学びを吸

収し、その苦悩それ自体を取り除かないことです。皆さんが飢えまたは繻子のベッドの上で死ん

だことがあるかどうかは、さらに高い自己にとっては問題ではありません。重要なことは、皆さ

んがその死の経験に取り組む姿と、皆さんがその死から学ぶものです。

 
傷付きやすい人間として、皆さんが苦悩を理解することは、困難です。皆さんは苦悩を変え、苦

悩を和らげ、その苦悩を引き起こしたものの悪習を終わらせることを望みます。これは、皆さん

の人間の性質に関する驚くべき物事のひとつです。新生児室のひとりの幼児は、別の子供が泣い

ているのを耳にすれば、泣くことになるでしょう。何故なら、ちょうどわたし達が大人として別

の人の痛みに胸を打たれるように、その若いこころは、共感の涙に駆られるからです。しかし皆

さんを怒りや憤慨に導くこの強い反応は今、今地球上にいるそれぞれの魂は、その思いやりと強

さを強化するひとつの努力の中でこうした困難や挑戦を経験するためにここに現れた、というこ

とを理解することによって、緩和される必要があります。　

 
皆さんの背景としてのその知識と伴に、おそらく皆さんはここで、ここ地球上には事実通り被害

者達がいることを、より完全に理解するようになります。虐待される、餓える、あるいは打擲さ

れることは誰も好きではないとはいっても、皆さんそれぞれが、皆さんの精神的、肉体的、霊的

な強さの潜在能力に完全に到達するために、こうした要素の一部またはすべてに同意しました。

一部の人々にとってこれは馴染のないことであり、誰かが最も困難な種類の人生を生きることを

選択しようとすることは、信じられないことのように見えますが、しかし親愛なる皆さん、そう

した人々は、皆さんの間で最も大きな志を抱き、覚悟を決めています。

 
3次元の中のここ地球上で人生を経験する皆さんの機会は、訪れる次元上昇によって制限されるよ
うになること、それで皆さんは、この最後の機会のほとんどを、このように試される状況にする

ことを熱望したことを、皆さんはしばらくの間認識していました。今、ここで皆さんは、ほとん



どの皆さんが皆さんのここでの最後の人生を終えようとしています。それは事実通り、ほろ苦い

感覚の時であり、ひとつの時代の終わりです。皆さんは苦闘の時期を一部の郷愁の想いで振り返

るかもしれません。何故なら、その時期はまた、強烈で永続的な人間関係を築く時期であり、人

生の最も小さな歓びの中の幸せに気付くために、皆さんの魂に深く達する方法を学ぶ時期になる

からです。

 
最愛なる皆さん、皆さんはここで成長しました。さらに高い数々の次元へ向かう梯子を昇る際の

わたし達自身ためにこの試験場を提供することは、わたし達の最初の見取り図でした。爬虫類種

の数々の影響のひとつの結果として皆さんが経験した魂の闇夜は、また皆さんの最も素晴らしい

瞬間でした。皆さんはそれぞれがその難題を増大させて、死の危険の中で、ひとりの同僚を救っ

たか、あるいは皆さんが愛する人の傷付いたこころを和らげたか、あるいは栄養が必要な見知ら

ぬ人に食料を与えました。皆さんは疑問を持たずに与え、励ましを受けずに雄々しく行動し、そ

の過程の中で、皆さん自身の強さに気付きました。

 
そして今は、皆さんが異なる種類のひとつの難題を経験する時です。皆さんは既に“各所で”人生に
慣れてきて、皆さんは、戦争がなく、社会全体にその闇の方法で強いられた強力な数々の犯罪の

ないないひとつの世界を思い描くことさえ難しくなっています。わたしは皆さんに保証しますが

、秘密結社は解体され、取り除かれ、2013年8月22日以前に彼らの爬虫類種の指導者達に与えられ
ていることを皆さんが確認した、その同じ最後通牒が与えられました。すべての者達が、光に戻

るか、分解されて全存在に戻り、魂として存在しないかという選択肢が与えられることになる

でしょう。一部の者達は、彼らの選択は事実通り光に限定されることを彼らが積極的に信じる

前に、獄中での滞在が必要になるでしょう。

 
皆さんのように、闇の者達は、決して終わることのない権力闘争が習慣化していました。そして

彼らは、神の光の活動家達を支配する権力を握ると彼らが考えた何らかの卑劣で不道徳な戦略を

積極的に利用していたため、勝つことに慣れていました。これは、皆さんがおそらくそう言うよ

うに、もはやひとつの選択肢ではありません。あらゆる水準で、勇敢な活動家達が存在し、惑星

上でその種の苦悩を引き起こした人類に対する犯罪を調査しています。そして彼らは既に、秘密

結社の権力構造へ大幅に侵攻しています。残っている手先達、自分達の人間のDNAにもかかわら
ずに闇の権力者達になることを熱望した者達、彼らのこころと闇の結び付きを許した者達は、そ

の終局に気付き始めていて、彼らは破滅する意外の他に場所はありません。

 
皆さんはすべて一緒に次元上昇することになる、と皆さんは既に伝えられています。これは、相

対的に見れば、真実です。非常にわずかな準備だけで進む準備が整う人々が現れるでしょう。他

の人々は、自分達の振動を引き上げるために、ちょっとした訓練と支援が必要になるでしょう。

親愛なる皆さん、決して怖れないでください。皆さんの間には、数多くの光の活動家達が存在す

ることになるでしょう。彼らはその数多くの生涯を、仲間の存在達が自分達の次元上昇をするた



めに必要な技術を学ぶ際に、その支援をするために必要な技術を完璧にすることに、費やしてき

ました。

 
わたしが話すそういった技術は、わたしの第11章の中の究極の創造主の十戒の中で、既に説明さ
れています。その通り、わたし達は、それが皆さん自身の考え、感覚、そして行為の絶対的な指

揮権の中に収まるための技術であることを、理解します。しかしそれは、皆さんが学ぶことがで

きる技術です。皆さんは、皆さんの存在性の中でその技術を持ち、称賛、愛、そして光の人生を

生きます。皆さんは、皆さんの完全性を充分に経験することから皆さんを引き離す教え、皆さん

の歓びを抑圧する教えを、捨て去ることができます。今は、怒り、恨み、不満、そして他の人々

の断定的判断に通じるすべての発想に向かう残された任意の傾向性に対して、皆さんが熱心に取

り組む時です。

 
過去を乗り越える人間の能力に対する荒んだ不信という否定的な表明や言動に沈む、皆さんの中

のどのような傾向性も探し出してください。暴力または犯罪的な行為についてのひとつの物語を

伝えることを皆さんが決意する時は、何時も必ず皆さんの動機を調べてください。皆さんが爬虫

類種の侵入者達によって教えられた“骨肉相食む”言動を破棄することを、皆さんのこころの中で気
付いてください。そういった日々は、事実通り終わりました。犬達でさえ、より穏やかで人懐こ

くなっています。一部の人々は既に菜食主義の食事に移行し始めていて、その人々はそうするこ

とが許されています。

 
惑星上のすべての存在達は、結晶構造に基づいたDNAへの移行を経験し続けています。これは、
すべて人々にとって、遥かに軽く、少ない蛋白に基づいた食事で皆さん自身を維持する、ひとつ

の新しい能力を意味します。これは最も基本的な移行であり、誰かがその仲間の動物達を食べる

という発想を、過去の物事にすることになるでしょう。それは、皆さんの聖書の中で、獅子が子

羊と伴に横になるようになる時が訪れるであろう、とあらかじめ記されていたものです。わたし

の最愛なる皆さん、その時が訪れています。皆さんは既に、皆さんのインターネット上で、皆さ

んが“信じられない”と考えた、数百もの異種間の友好関係のビデオを確認しています。それはす
ぐに、愉快なクスクス笑いに過ぎないものを引き出すこととして、かなり当たり前のことになる

でしょう。

 
これからはずっと、わたし達はわたし達の意識を移行させて、わたし達の周りの他のすべての人

々を、わたし達自身の延長として確認することが必要になるでしょう。これが、他のすべての人

々をひとつになることの意味です。他の人々が感じることを、わたし達は感じます。人々が必要

とするものを、わたし達は必要とします。動物の王国は既にいつも先導体制を取っていて、それ

はわたし達に、惑星の健康状態と、動物の周りの人間の情緒の状態を伝えます。人間がもはや動

物達を食べなくなる時、動物達はお互いを食べることを止めるようになるでしょう。ご存知のよ

うに、動物達の態度は、惑星上の人間の情緒のひとつの反映です。



 
皆さんの振動が3次元からさらに高い5次元に高まるにつれて、そのさらに高い振動がそれと伴に
、すべての意識を引き上げることになるでしょう。すべての意識を持つ存在達もまた、考え、判

断し、選択を行う能力を持つため、それはひとつの単純に個別的な瞬時の移行にならないかもし

れません。またすべての意識を持つ存在達は、数々の感覚を持ち、その以前の人生の出来事によ

ってある程度条件付けられます。そしてその結果、環境に対する自分達の反応を、特にすべて

の人々が既に吸収している怖れの反応を、捨て去ることが必要になります。

 
親愛なる皆さん、怖れがないひとつの人生を思い描いてください。皆さん自身を損害から護るこ

とについての考えを持たずに大通りや森を自由に歩くことができる状態を、思い描いてください

。すべての人類が事実通り一体性の意味を理解し、それに応じて振る舞うことができる時、なん

と壮麗な時代になることでしょうか。言うまでもなく、変化を創り出すためには、誰かが始める

ことが必要です。そうではないですか？ すべての存在達が、他の存在達の移行を経験すること
によって、ひとつの新しい協調と共同生活の感覚を学ぶことになるでしょう。その傾向性を設定

するそういった“他の存在達”とひとつになるでしょうか？ 皆さんは、皆さんが怖れと偏執病より
はむしろ巨大な愛と容認の波動を送る時に、古い疑い、古い怖れの型を破り、皆さんのこころを

すぐに開放して、可能なものに気付くようになりますか？

 
皆さんが呼吸をしている大気は、甘くそして綺麗になっていて、皆さんの銀河の兄弟姉妹達の努

力による新しいひとつの方法で、皆さんの健康を支えています。彼らが母なる地球と伴に達成し

た癒しは、地球自身の上で完成するためには、おそらく数百年の月日が必要でした。毒性の化学

物質、放射線、すべての種類の汚染は、その無害な炭素、窒素、水素と酸素に基づいた状態に戻

されました。

 
皆さんの穀物のこれ以上の毒害は起こることはなく、もうこれ以上、遺伝子的に修正された、皆

さんがこれほど正確に分類した化け物食品も、存在することはないでしょう。さらに多くの人

々が、爬虫類種の利益至上主義の事業戦略の下で開発された畜産農業や農業経営の破滅的で残忍

な方法に気付くという事実から、食料供給の最悪の毒害を実行してきた数々の企業は、既に利益

の減少の窮地を感じ始めています。

 
訪れる数々の時代は、数多くの人々にとって、刺激的で、挑戦的なものになるでしょう。そして

、すべての人々にとって思いがけなく楽しみに溢れたものになるでしょう。皆さんは、漂ってい

るその興奮を感じ始めています。そして皆さんの精神は高まって、それぞれの新しい日を楽しみ

に待ち続けています。この期待に溢れる言動はすぐに、皆さんにとって標準的な状況になるでし

ょう。何故なら、毎日が、新しい数々の歓びと、新しい知識と、まったく新しい穏やかで充実し

た感覚を、すべての皆さんにもたらすからです。皆さんがまさにわたし達のことばを信頼し始め

ていることを、わたし達は理解しています。何故なら、皆さんの新しい生命の緩慢な進化は、皆



さんが期待したものではないからです。

 
神をその領域に巨大な権力を行使する者、神の機嫌を損ねた誰をも打ち倒すことができ、またそ

うしようとする者として描き出した宗教的な教えのために、これは神が実際に取る行動ではない

ことを皆さんに納得させるために、極めて沢山の再確認の手段が施されてきました。今では、最

近の母なる父なる神からの数百のメッセージを通して、支配や罰は神の方法でないことを皆さん

が理解し始めているため、皆さんは何れにせよ、強制された改善は起こることはない理由を理解

し始めることができます。

 
皆さんが急激な変化を続け、貧しい人々のための特別な分配、犯罪的な銀行幹部達等々の迅速な

処罰を行うほど、皆さんは、これは真の方法ではないことを理解し始めています。たとえそれが

困難を意味するとしても、皆さんは試されるためにここに現れました。それは変わっていません

。既に変化しているものは、今、あらゆる人が新しいひとつの生命を経験することができるよ

うに、そういった困難が今後取り払われるようになるという、その合意です。

 
これは、苦悩を和らげるために行われている訳ではありません。それが行われている理由は、こ

れがわたし達の合意だったからです。惑星の意識の水準が完全な移行を保証するほど充分に高ま

る時、過去のすべての契約とその中で皆さんがその人生の課題を学んだすべての伝統的な方法は

、変えられることになる、ということです。人々は今までいつも病気に罹り、苦悩して死に、自

分達の方法を見失い、孤独ですべて失った、と感じてきました。これが、惑星地球上で数々の課

題が学ばれる方法でした。

 
皆さんがここに現れる前の皆さんの人生の契約の計画の中で、人生が過酷になる姿、あるいは長

い時間働くことが緊張を引き起こす姿に関する不満はありませんでした。皆さんはしきりにその

難題を引き上げて、皆さんの道筋に投げ入れられる可能性があるどのような物事も、引き受けよ

うとしました。皆さんは、実際に大胆不敵な冒険家達と言うべき種族です。ここでの苦悩がひと

つの気難しい最大の関心事になるのは、皆さんがここ、その覆いの背後に到着した後だけです。

 
親愛なる皆さん、これはその計画の一部です。皆さんが困窮している他の人々に感じるその共

感は、皆さんの成長を助けるものです。こうした数々の感覚を目的として皆さんが行うことが、

完全な愛と光に向けた皆さんの次元上昇の中で、皆さんが移動した遥かな距離を形成することに

なるでしょう。闇の者達が言うように闇の者達を罵るよりはむしろ、皆さんの蝋燭を灯し、他

の人々が絶望している闇の場所に入り、他の人々がそれで確認することができる愛の光の巨大な

灯火を投げ掛けてください。これが、ひとりの光の活動家が存在している意味です。

 
それは、他の人々のために数々の状況を改善することを望んでいる一方でまた、その人々がそ

の人々自身の課題を学ぶためにここに存在しているという事実を尊重することの間の、ひとつの



繊細な均衡状態です。その答えは、他の人々がその人々自身を支援することを許すことになる支

援を、提示することだけです。このようにして、皆さんは主体性と力量、そして自尊心の背骨の

後押しをします。皆さん自身を愛する能力は、他の人々を愛することを学ぶ際の最初の一歩で

ある、とわたし達は教えてきました。それは、敬意を払われていると感じ、尽きることのない愛

を受け入れ、そして神聖なる愛の巨大な育成の光の中で繁栄することがどれほど大切なことか、

ということを、皆さんが経験することを許します。

 
皆さんは神聖であり、ひとりひとりの皆さんが神聖であり、そして皆さんはすべて神の神聖なる

閃光を携えていることを、皆さんは学び続けています。皆さんを強化し、育む、以下の真言を繰

り返すことを、忘れないでください。わたしは、わたしの人生を指揮している。わたしは強い。

わたしは信頼できる。わたしは善良である。わたしは生きている。わたしは有能であり、光で

ある。わたしは神である。そして、皆さんが今認めることが最も重要だと感じるどのような特色

でも、付け加えてください。

 
親愛なる姉妹や兄弟達、皆さんの日々を楽しんでください。この身体の中、この時代と場所の中

にいる経験を、楽しんでください。何故なら、今後再び同じ日になることは決してないからです

。わたしと手を組んで、既に皆さんの大切な母なる地球の表層で起こり続けている数々の変化の

中で、喜んでください。皆さんは、天使達、指導霊達、そして仲間達によって取り囲まれてい

ます。わたし達はすぐに皆さんの目で見えるようになり、そして皆さんは最初からずっとわたし

達との関係性を発展させているため、皆さんはわたし達を認識することになるでしょう。

 
親愛なる人間の皆さん、わたしは言葉で言い表せないほど、皆さんを愛しています。

 
皆さんの兄弟、サナンダ。

Your brother, Sananda.

 
Transcribed by Kathryn E. May, September 12, 1 AM EDT
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皆さんは、この新しい情報を吸収するために、懸命に努力を続けています。わたしについて、そ

して皆さんとここで過ごしたわたしの2,000年前の人生について皆さんが教えられたことからす
ると、それがどれほど困難かということを、わたしは評価します。数多くの皆さんが、わたしと

一緒だった時代の意識下の記憶を持ち、当時はその教えは正確ではないことを認識していました

。しかし、皆さんの回りのあらゆる人が異なる物事を認識するように見える時、皆さんが正しい

と認識することは、困難です。

 
親愛なる皆さん、元気を取り戻してください。皆さんは皆さんのこころに従っていて、そしてそ

れは本当に重要なことです。わたし達が皆さんに与えているすべての情報を取り込み、その中に

皆さん自身を浸してくだい。それで皆さんは、皆さんが皆さんの振動を毎日少しずつ引き上げる

ことができることに気付くでしょう。そして、歓び、寛容の感覚、そして皆さんの周りの人々の

ための善意に夢中になることは、ひとつの馴染んだ状態になるでしょう。これが愛の本質であり

、愛と光の活動です。皆さんはこれを感じ、この壮麗な霊の高揚感を経験するために、生まれま

した。すべての皆さんがこの比類のない時代の間ここにいることをこれほど望んだのは、これが

その理由です。

 
皆さんの中には、依然として、次元上昇は地球上の人生の数々の感覚と試練からの脱出を意味

する、と信じている数多くの人々がいます。これは、事実ではありません。皆さんの現時点の地

球上の経験は、皆さんに対するひとつの贈り物になっています。それは、深く感じられる感覚を

把握し、それを受け入れ、そしてひとつの身体の所有、その固有な3次元の経験を大いに楽しむ、
ひとつの機会です。皆さんは今、皆さんの転生の最後の循環の上にいます。皆さんは、生まれて

、成長し、身体の死で終わる通常の地球の人生を生きる学びの経験のために、再びここに戻るこ

とはないでしょう。

 



今回の人生を、その通りの貴重な贈り物として認めてください。皆さんが今回の地球上の経験が

許されたのは、次元上昇のためにここにいることを強く願ったからであり、そしてまた、この仕

事のための皆さんの事前の準備のおかげです。すべての皆さんが、今まで数多くの人生を生きて

きて、経験によって、そして圧倒的に困難な数々の障害によって、学びの道筋を選択してきま

した。今は、その学びを確固たるものにして、皆さんが完了してきたこうした数々の人生の真の

意味を吸収し、完全な身体と伴に、皆さんが認識してきた死を経験する必要を持たずに、今後さ

らに高いひとつの次元に向けて上昇する人々の間の皆さんの場所を、受け入れる時です。

 
皆さんの現在の状況に対する皆さんの自我の不満や、焦りと不幸という間違った感覚、そして皆

さんが確認するような世界の状態に関する暗い判断を、受け入れないでください。それは現れて

いるようなものではないことを、わたしは皆さんに保証します。その通り、世界の中には苦悩が

ありますが、しかしひとりの魂の視点からは、これは主要な関心ではありません。認識に関する

魂の深い感覚（そしてさらに高い自己の責任）は、その苦悩によって提示された数々の学びを吸

収し、その苦悩それ自体を取り除かないことです。皆さんが飢えまたは繻子のベッドの上で死ん

だことがあるかどうかは、さらに高い自己にとっては問題ではありません。重要なことは、皆さ

んがその死の経験に取り組む姿と、皆さんがその死から学ぶものです。

 
傷付きやすい人間として、皆さんが苦悩を理解することは、困難です。皆さんは苦悩を変え、苦

悩を和らげ、その苦悩を引き起こしたものの悪習を終わらせることを望みます。これは、皆さん

の人間の性質に関する驚くべき物事のひとつです。新生児室のひとりの幼児は、別の子供が泣い

ているのを耳にすれば、泣くことになるでしょう。何故なら、ちょうどわたし達が大人として別

の人の痛みに胸を打たれるように、その若いこころは、共感の涙に駆られるからです。しかし皆

さんを怒りや憤慨に導くこの強い反応は今、今地球上にいるそれぞれの魂は、その思いやりと強

さを強化するひとつの努力の中でこうした困難や挑戦を経験するためにここに現れた、というこ

とを理解することによって、緩和される必要があります。　

 
皆さんの背景としてのその知識と伴に、おそらく皆さんはここで、ここ地球上には事実通り被害

者達がいることを、より完全に理解するようになります。虐待される、餓える、あるいは打擲さ

れることは誰も好きではないとはいっても、皆さんそれぞれが、皆さんの精神的、肉体的、霊的

な強さの潜在能力に完全に到達するために、こうした要素の一部またはすべてに同意しました。

一部の人々にとってこれは馴染のないことであり、誰かが最も困難な種類の人生を生きることを

選択しようとすることは、信じられないことのように見えますが、しかし親愛なる皆さん、そう

した人々は、皆さんの間で最も大きな志を抱き、覚悟を決めています。

 
3次元の中のここ地球上で人生を経験する皆さんの機会は、訪れる次元上昇によって制限されるよ
うになること、それで皆さんは、この最後の機会のほとんどを、このように試される状況にする

ことを熱望したことを、皆さんはしばらくの間認識していました。今、ここで皆さんは、ほとん



どの皆さんが皆さんのここでの最後の人生を終えようとしています。それは事実通り、ほろ苦い

感覚の時であり、ひとつの時代の終わりです。皆さんは苦闘の時期を一部の郷愁の想いで振り返

るかもしれません。何故なら、その時期はまた、強烈で永続的な人間関係を築く時期であり、人

生の最も小さな歓びの中の幸せに気付くために、皆さんの魂に深く達する方法を学ぶ時期になる

からです。

 
最愛なる皆さん、皆さんはここで成長しました。さらに高い数々の次元へ向かう梯子を昇る際の

わたし達自身ためにこの試験場を提供することは、わたし達の最初の見取り図でした。爬虫類種

の数々の影響のひとつの結果として皆さんが経験した魂の闇夜は、また皆さんの最も素晴らしい

瞬間でした。皆さんはそれぞれがその難題を増大させて、死の危険の中で、ひとりの同僚を救っ

たか、あるいは皆さんが愛する人の傷付いたこころを和らげたか、あるいは栄養が必要な見知ら

ぬ人に食料を与えました。皆さんは疑問を持たずに与え、励ましを受けずに雄々しく行動し、そ

の過程の中で、皆さん自身の強さに気付きました。

 
そして今は、皆さんが異なる種類のひとつの難題を経験する時です。皆さんは既に“各所で”人生に
慣れてきて、皆さんは、戦争がなく、社会全体にその闇の方法で強いられた強力な数々の犯罪の

ないないひとつの世界を思い描くことさえ難しくなっています。わたしは皆さんに保証しますが

、秘密結社は解体され、取り除かれ、2013年8月22日以前に彼らの爬虫類種の指導者達に与えられ
ていることを皆さんが確認した、その同じ最後通牒が与えられました。すべての者達が、光に戻

るか、分解されて全存在に戻り、魂として存在しないかという選択肢が与えられることになる

でしょう。一部の者達は、彼らの選択は事実通り光に限定されることを彼らが積極的に信じる

前に、獄中での滞在が必要になるでしょう。

 
皆さんのように、闇の者達は、決して終わることのない権力闘争が習慣化していました。そして

彼らは、神の光の活動家達を支配する権力を握ると彼らが考えた何らかの卑劣で不道徳な戦略を

積極的に利用していたため、勝つことに慣れていました。これは、皆さんがおそらくそう言うよ

うに、もはやひとつの選択肢ではありません。あらゆる水準で、勇敢な活動家達が存在し、惑星

上でその種の苦悩を引き起こした人類に対する犯罪を調査しています。そして彼らは既に、秘密

結社の権力構造へ大幅に侵攻しています。残っている手先達、自分達の人間のDNAにもかかわら
ずに闇の権力者達になることを熱望した者達、彼らのこころと闇の結び付きを許した者達は、そ

の終局に気付き始めていて、彼らは破滅する意外の他に場所はありません。

 
皆さんはすべて一緒に次元上昇することになる、と皆さんは既に伝えられています。これは、相

対的に見れば、真実です。非常にわずかな準備だけで進む準備が整う人々が現れるでしょう。他

の人々は、自分達の振動を引き上げるために、ちょっとした訓練と支援が必要になるでしょう。

親愛なる皆さん、決して怖れないでください。皆さんの間には、数多くの光の活動家達が存在す

ることになるでしょう。彼らはその数多くの生涯を、仲間の存在達が自分達の次元上昇をするた



めに必要な技術を学ぶ際に、その支援をするために必要な技術を完璧にすることに、費やしてき

ました。

 
わたしが話すそういった技術は、わたしの第11章の中の究極の創造主の十戒の中で、既に説明さ
れています。その通り、わたし達は、それが皆さん自身の考え、感覚、そして行為の絶対的な指

揮権の中に収まるための技術であることを、理解します。しかしそれは、皆さんが学ぶことがで

きる技術です。皆さんは、皆さんの存在性の中でその技術を持ち、称賛、愛、そして光の人生を

生きます。皆さんは、皆さんの完全性を充分に経験することから皆さんを引き離す教え、皆さん

の歓びを抑圧する教えを、捨て去ることができます。今は、怒り、恨み、不満、そして他の人々

の断定的判断に通じるすべての発想に向かう残された任意の傾向性に対して、皆さんが熱心に取

り組む時です。

 
過去を乗り越える人間の能力に対する荒んだ不信という否定的な表明や言動に沈む、皆さんの中

のどのような傾向性も探し出してください。暴力または犯罪的な行為についてのひとつの物語を

伝えることを皆さんが決意する時は、何時も必ず皆さんの動機を調べてください。皆さんが爬虫

類種の侵入者達によって教えられた“骨肉相食む”言動を破棄することを、皆さんのこころの中で気
付いてください。そういった日々は、事実通り終わりました。犬達でさえ、より穏やかで人懐こ

くなっています。一部の人々は既に菜食主義の食事に移行し始めていて、その人々はそうするこ

とが許されています。

 
惑星上のすべての存在達は、結晶構造に基づいたDNAへの移行を経験し続けています。これは、
すべて人々にとって、遥かに軽く、少ない蛋白に基づいた食事で皆さん自身を維持する、ひとつ

の新しい能力を意味します。これは最も基本的な移行であり、誰かがその仲間の動物達を食べる

という発想を、過去の物事にすることになるでしょう。それは、皆さんの聖書の中で、獅子が子

羊と伴に横になるようになる時が訪れるであろう、とあらかじめ記されていたものです。わたし

の最愛なる皆さん、その時が訪れています。皆さんは既に、皆さんのインターネット上で、皆さ

んが“信じられない”と考えた、数百もの異種間の友好関係のビデオを確認しています。それはす
ぐに、愉快なクスクス笑いに過ぎないものを引き出すこととして、かなり当たり前のことになる

でしょう。

 
これからはずっと、わたし達はわたし達の意識を移行させて、わたし達の周りの他のすべての人

々を、わたし達自身の延長として確認することが必要になるでしょう。これが、他のすべての人

々をひとつになることの意味です。他の人々が感じることを、わたし達は感じます。人々が必要

とするものを、わたし達は必要とします。動物の王国は既にいつも先導体制を取っていて、それ

はわたし達に、惑星の健康状態と、動物の周りの人間の情緒の状態を伝えます。人間がもはや動

物達を食べなくなる時、動物達はお互いを食べることを止めるようになるでしょう。ご存知のよ

うに、動物達の態度は、惑星上の人間の情緒のひとつの反映です。



 
皆さんの振動が3次元からさらに高い5次元に高まるにつれて、そのさらに高い振動がそれと伴に
、すべての意識を引き上げることになるでしょう。すべての意識を持つ存在達もまた、考え、判

断し、選択を行う能力を持つため、それはひとつの単純に個別的な瞬時の移行にならないかもし

れません。またすべての意識を持つ存在達は、数々の感覚を持ち、その以前の人生の出来事によ

ってある程度条件付けられます。そしてその結果、環境に対する自分達の反応を、特にすべて

の人々が既に吸収している怖れの反応を、捨て去ることが必要になります。

 
親愛なる皆さん、怖れがないひとつの人生を思い描いてください。皆さん自身を損害から護るこ

とについての考えを持たずに大通りや森を自由に歩くことができる状態を、思い描いてください

。すべての人類が事実通り一体性の意味を理解し、それに応じて振る舞うことができる時、なん

と壮麗な時代になることでしょうか。言うまでもなく、変化を創り出すためには、誰かが始める

ことが必要です。そうではないですか？ すべての存在達が、他の存在達の移行を経験すること
によって、ひとつの新しい協調と共同生活の感覚を学ぶことになるでしょう。その傾向性を設定

するそういった“他の存在達”とひとつになるでしょうか？ 皆さんは、皆さんが怖れと偏執病より
はむしろ巨大な愛と容認の波動を送る時に、古い疑い、古い怖れの型を破り、皆さんのこころを

すぐに開放して、可能なものに気付くようになりますか？

 
皆さんが呼吸をしている大気は、甘くそして綺麗になっていて、皆さんの銀河の兄弟姉妹達の努

力による新しいひとつの方法で、皆さんの健康を支えています。彼らが母なる地球と伴に達成し

た癒しは、地球自身の上で完成するためには、おそらく数百年の月日が必要でした。毒性の化学

物質、放射線、すべての種類の汚染は、その無害な炭素、窒素、水素と酸素に基づいた状態に戻

されました。

 
皆さんの穀物のこれ以上の毒害は起こることはなく、もうこれ以上、遺伝子的に修正された、皆

さんがこれほど正確に分類した化け物食品も、存在することはないでしょう。さらに多くの人

々が、爬虫類種の利益至上主義の事業戦略の下で開発された畜産農業や農業経営の破滅的で残忍

な方法に気付くという事実から、食料供給の最悪の毒害を実行してきた数々の企業は、既に利益

の減少の窮地を感じ始めています。

 
訪れる数々の時代は、数多くの人々にとって、刺激的で、挑戦的なものになるでしょう。そして

、すべての人々にとって思いがけなく楽しみに溢れたものになるでしょう。皆さんは、漂ってい

るその興奮を感じ始めています。そして皆さんの精神は高まって、それぞれの新しい日を楽しみ

に待ち続けています。この期待に溢れる言動はすぐに、皆さんにとって標準的な状況になるでし

ょう。何故なら、毎日が、新しい数々の歓びと、新しい知識と、まったく新しい穏やかで充実し

た感覚を、すべての皆さんにもたらすからです。皆さんがまさにわたし達のことばを信頼し始め

ていることを、わたし達は理解しています。何故なら、皆さんの新しい生命の緩慢な進化は、皆



さんが期待したものではないからです。

 
神をその領域に巨大な権力を行使する者、神の機嫌を損ねた誰をも打ち倒すことができ、またそ

うしようとする者として描き出した宗教的な教えのために、これは神が実際に取る行動ではない

ことを皆さんに納得させるために、極めて沢山の再確認の手段が施されてきました。今では、最

近の母なる父なる神からの数百のメッセージを通して、支配や罰は神の方法でないことを皆さん

が理解し始めているため、皆さんは何れにせよ、強制された改善は起こることはない理由を理解

し始めることができます。

 
皆さんが急激な変化を続け、貧しい人々のための特別な分配、犯罪的な銀行幹部達等々の迅速な

処罰を行うほど、皆さんは、これは真の方法ではないことを理解し始めています。たとえそれが

困難を意味するとしても、皆さんは試されるためにここに現れました。それは変わっていません

。既に変化しているものは、今、あらゆる人が新しいひとつの生命を経験することができるよ

うに、そういった困難が今後取り払われるようになるという、その合意です。

 
これは、苦悩を和らげるために行われている訳ではありません。それが行われている理由は、こ

れがわたし達の合意だったからです。惑星の意識の水準が完全な移行を保証するほど充分に高ま

る時、過去のすべての契約とその中で皆さんがその人生の課題を学んだすべての伝統的な方法は

、変えられることになる、ということです。人々は今までいつも病気に罹り、苦悩して死に、自

分達の方法を見失い、孤独ですべて失った、と感じてきました。これが、惑星地球上で数々の課

題が学ばれる方法でした。

 
皆さんがここに現れる前の皆さんの人生の契約の計画の中で、人生が過酷になる姿、あるいは長

い時間働くことが緊張を引き起こす姿に関する不満はありませんでした。皆さんはしきりにその

難題を引き上げて、皆さんの道筋に投げ入れられる可能性があるどのような物事も、引き受けよ

うとしました。皆さんは、実際に大胆不敵な冒険家達と言うべき種族です。ここでの苦悩がひと

つの気難しい最大の関心事になるのは、皆さんがここ、その覆いの背後に到着した後だけです。

 
親愛なる皆さん、これはその計画の一部です。皆さんが困窮している他の人々に感じるその共

感は、皆さんの成長を助けるものです。こうした数々の感覚を目的として皆さんが行うことが、

完全な愛と光に向けた皆さんの次元上昇の中で、皆さんが移動した遥かな距離を形成することに

なるでしょう。闇の者達が言うように闇の者達を罵るよりはむしろ、皆さんの蝋燭を灯し、他

の人々が絶望している闇の場所に入り、他の人々がそれで確認することができる愛の光の巨大な

灯火を投げ掛けてください。これが、ひとりの光の活動家が存在している意味です。

 
それは、他の人々のために数々の状況を改善することを望んでいる一方でまた、その人々がそ

の人々自身の課題を学ぶためにここに存在しているという事実を尊重することの間の、ひとつの



繊細な均衡状態です。その答えは、他の人々がその人々自身を支援することを許すことになる支

援を、提示することだけです。このようにして、皆さんは主体性と力量、そして自尊心の背骨の

後押しをします。皆さん自身を愛する能力は、他の人々を愛することを学ぶ際の最初の一歩で

ある、とわたし達は教えてきました。それは、敬意を払われていると感じ、尽きることのない愛

を受け入れ、そして神聖なる愛の巨大な育成の光の中で繁栄することがどれほど大切なことか、

ということを、皆さんが経験することを許します。

 
皆さんは神聖であり、ひとりひとりの皆さんが神聖であり、そして皆さんはすべて神の神聖なる

閃光を携えていることを、皆さんは学び続けています。皆さんを強化し、育む、以下の真言を繰

り返すことを、忘れないでください。わたしは、わたしの人生を指揮している。わたしは強い。

わたしは信頼できる。わたしは善良である。わたしは生きている。わたしは有能であり、光で

ある。わたしは神である。そして、皆さんが今認めることが最も重要だと感じるどのような特色

でも、付け加えてください。

 
親愛なる姉妹や兄弟達、皆さんの日々を楽しんでください。この身体の中、この時代と場所の中

にいる経験を、楽しんでください。何故なら、今後再び同じ日になることは決してないからです

。わたしと手を組んで、既に皆さんの大切な母なる地球の表層で起こり続けている数々の変化の

中で、喜んでください。皆さんは、天使達、指導霊達、そして仲間達によって取り囲まれてい

ます。わたし達はすぐに皆さんの目で見えるようになり、そして皆さんは最初からずっとわたし

達との関係性を発展させているため、皆さんはわたし達を認識することになるでしょう。

 
親愛なる人間の皆さん、わたしは言葉で言い表せないほど、皆さんを愛しています。

 
皆さんの兄弟、サナンダ。

Your brother, Sananda.

 
Transcribed by Kathryn E. May, September 12, 1 AM EDT
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皆さんは、この新しい情報を吸収するために、懸命に努力を続けています。わたしについて、そ

して皆さんとここで過ごしたわたしの2,000年前の人生について皆さんが教えられたことからす
ると、それがどれほど困難かということを、わたしは評価します。数多くの皆さんが、わたしと

一緒だった時代の意識下の記憶を持ち、当時はその教えは正確ではないことを認識していました

。しかし、皆さんの回りのあらゆる人が異なる物事を認識するように見える時、皆さんが正しい

と認識することは、困難です。

 
親愛なる皆さん、元気を取り戻してください。皆さんは皆さんのこころに従っていて、そしてそ

れは本当に重要なことです。わたし達が皆さんに与えているすべての情報を取り込み、その中に

皆さん自身を浸してくだい。それで皆さんは、皆さんが皆さんの振動を毎日少しずつ引き上げる

ことができることに気付くでしょう。そして、歓び、寛容の感覚、そして皆さんの周りの人々の

ための善意に夢中になることは、ひとつの馴染んだ状態になるでしょう。これが愛の本質であり

、愛と光の活動です。皆さんはこれを感じ、この壮麗な霊の高揚感を経験するために、生まれま

した。すべての皆さんがこの比類のない時代の間ここにいることをこれほど望んだのは、これが

その理由です。

 
皆さんの中には、依然として、次元上昇は地球上の人生の数々の感覚と試練からの脱出を意味

する、と信じている数多くの人々がいます。これは、事実ではありません。皆さんの現時点の地

球上の経験は、皆さんに対するひとつの贈り物になっています。それは、深く感じられる感覚を

把握し、それを受け入れ、そしてひとつの身体の所有、その固有な3次元の経験を大いに楽しむ、
ひとつの機会です。皆さんは今、皆さんの転生の最後の循環の上にいます。皆さんは、生まれて

、成長し、身体の死で終わる通常の地球の人生を生きる学びの経験のために、再びここに戻るこ

とはないでしょう。

 



今回の人生を、その通りの貴重な贈り物として認めてください。皆さんが今回の地球上の経験が

許されたのは、次元上昇のためにここにいることを強く願ったからであり、そしてまた、この仕

事のための皆さんの事前の準備のおかげです。すべての皆さんが、今まで数多くの人生を生きて

きて、経験によって、そして圧倒的に困難な数々の障害によって、学びの道筋を選択してきま

した。今は、その学びを確固たるものにして、皆さんが完了してきたこうした数々の人生の真の

意味を吸収し、完全な身体と伴に、皆さんが認識してきた死を経験する必要を持たずに、今後さ

らに高いひとつの次元に向けて上昇する人々の間の皆さんの場所を、受け入れる時です。

 
皆さんの現在の状況に対する皆さんの自我の不満や、焦りと不幸という間違った感覚、そして皆

さんが確認するような世界の状態に関する暗い判断を、受け入れないでください。それは現れて

いるようなものではないことを、わたしは皆さんに保証します。その通り、世界の中には苦悩が

ありますが、しかしひとりの魂の視点からは、これは主要な関心ではありません。認識に関する

魂の深い感覚（そしてさらに高い自己の責任）は、その苦悩によって提示された数々の学びを吸

収し、その苦悩それ自体を取り除かないことです。皆さんが飢えまたは繻子のベッドの上で死ん

だことがあるかどうかは、さらに高い自己にとっては問題ではありません。重要なことは、皆さ

んがその死の経験に取り組む姿と、皆さんがその死から学ぶものです。

 
傷付きやすい人間として、皆さんが苦悩を理解することは、困難です。皆さんは苦悩を変え、苦

悩を和らげ、その苦悩を引き起こしたものの悪習を終わらせることを望みます。これは、皆さん

の人間の性質に関する驚くべき物事のひとつです。新生児室のひとりの幼児は、別の子供が泣い

ているのを耳にすれば、泣くことになるでしょう。何故なら、ちょうどわたし達が大人として別

の人の痛みに胸を打たれるように、その若いこころは、共感の涙に駆られるからです。しかし皆

さんを怒りや憤慨に導くこの強い反応は今、今地球上にいるそれぞれの魂は、その思いやりと強

さを強化するひとつの努力の中でこうした困難や挑戦を経験するためにここに現れた、というこ

とを理解することによって、緩和される必要があります。　

 
皆さんの背景としてのその知識と伴に、おそらく皆さんはここで、ここ地球上には事実通り被害

者達がいることを、より完全に理解するようになります。虐待される、餓える、あるいは打擲さ

れることは誰も好きではないとはいっても、皆さんそれぞれが、皆さんの精神的、肉体的、霊的

な強さの潜在能力に完全に到達するために、こうした要素の一部またはすべてに同意しました。

一部の人々にとってこれは馴染のないことであり、誰かが最も困難な種類の人生を生きることを

選択しようとすることは、信じられないことのように見えますが、しかし親愛なる皆さん、そう

した人々は、皆さんの間で最も大きな志を抱き、覚悟を決めています。

 
3次元の中のここ地球上で人生を経験する皆さんの機会は、訪れる次元上昇によって制限されるよ
うになること、それで皆さんは、この最後の機会のほとんどを、このように試される状況にする

ことを熱望したことを、皆さんはしばらくの間認識していました。今、ここで皆さんは、ほとん



どの皆さんが皆さんのここでの最後の人生を終えようとしています。それは事実通り、ほろ苦い

感覚の時であり、ひとつの時代の終わりです。皆さんは苦闘の時期を一部の郷愁の想いで振り返

るかもしれません。何故なら、その時期はまた、強烈で永続的な人間関係を築く時期であり、人

生の最も小さな歓びの中の幸せに気付くために、皆さんの魂に深く達する方法を学ぶ時期になる

からです。

 
最愛なる皆さん、皆さんはここで成長しました。さらに高い数々の次元へ向かう梯子を昇る際の

わたし達自身ためにこの試験場を提供することは、わたし達の最初の見取り図でした。爬虫類種

の数々の影響のひとつの結果として皆さんが経験した魂の闇夜は、また皆さんの最も素晴らしい

瞬間でした。皆さんはそれぞれがその難題を増大させて、死の危険の中で、ひとりの同僚を救っ

たか、あるいは皆さんが愛する人の傷付いたこころを和らげたか、あるいは栄養が必要な見知ら

ぬ人に食料を与えました。皆さんは疑問を持たずに与え、励ましを受けずに雄々しく行動し、そ

の過程の中で、皆さん自身の強さに気付きました。

 
そして今は、皆さんが異なる種類のひとつの難題を経験する時です。皆さんは既に“各所で”人生に
慣れてきて、皆さんは、戦争がなく、社会全体にその闇の方法で強いられた強力な数々の犯罪の

ないないひとつの世界を思い描くことさえ難しくなっています。わたしは皆さんに保証しますが

、秘密結社は解体され、取り除かれ、2013年8月22日以前に彼らの爬虫類種の指導者達に与えられ
ていることを皆さんが確認した、その同じ最後通牒が与えられました。すべての者達が、光に戻

るか、分解されて全存在に戻り、魂として存在しないかという選択肢が与えられることになる

でしょう。一部の者達は、彼らの選択は事実通り光に限定されることを彼らが積極的に信じる

前に、獄中での滞在が必要になるでしょう。

 
皆さんのように、闇の者達は、決して終わることのない権力闘争が習慣化していました。そして

彼らは、神の光の活動家達を支配する権力を握ると彼らが考えた何らかの卑劣で不道徳な戦略を

積極的に利用していたため、勝つことに慣れていました。これは、皆さんがおそらくそう言うよ

うに、もはやひとつの選択肢ではありません。あらゆる水準で、勇敢な活動家達が存在し、惑星

上でその種の苦悩を引き起こした人類に対する犯罪を調査しています。そして彼らは既に、秘密

結社の権力構造へ大幅に侵攻しています。残っている手先達、自分達の人間のDNAにもかかわら
ずに闇の権力者達になることを熱望した者達、彼らのこころと闇の結び付きを許した者達は、そ

の終局に気付き始めていて、彼らは破滅する意外の他に場所はありません。

 
皆さんはすべて一緒に次元上昇することになる、と皆さんは既に伝えられています。これは、相

対的に見れば、真実です。非常にわずかな準備だけで進む準備が整う人々が現れるでしょう。他

の人々は、自分達の振動を引き上げるために、ちょっとした訓練と支援が必要になるでしょう。

親愛なる皆さん、決して怖れないでください。皆さんの間には、数多くの光の活動家達が存在す

ることになるでしょう。彼らはその数多くの生涯を、仲間の存在達が自分達の次元上昇をするた



めに必要な技術を学ぶ際に、その支援をするために必要な技術を完璧にすることに、費やしてき

ました。

 
わたしが話すそういった技術は、わたしの第11章の中の究極の創造主の十戒の中で、既に説明さ
れています。その通り、わたし達は、それが皆さん自身の考え、感覚、そして行為の絶対的な指

揮権の中に収まるための技術であることを、理解します。しかしそれは、皆さんが学ぶことがで

きる技術です。皆さんは、皆さんの存在性の中でその技術を持ち、称賛、愛、そして光の人生を

生きます。皆さんは、皆さんの完全性を充分に経験することから皆さんを引き離す教え、皆さん

の歓びを抑圧する教えを、捨て去ることができます。今は、怒り、恨み、不満、そして他の人々

の断定的判断に通じるすべての発想に向かう残された任意の傾向性に対して、皆さんが熱心に取

り組む時です。

 
過去を乗り越える人間の能力に対する荒んだ不信という否定的な表明や言動に沈む、皆さんの中

のどのような傾向性も探し出してください。暴力または犯罪的な行為についてのひとつの物語を

伝えることを皆さんが決意する時は、何時も必ず皆さんの動機を調べてください。皆さんが爬虫

類種の侵入者達によって教えられた“骨肉相食む”言動を破棄することを、皆さんのこころの中で気
付いてください。そういった日々は、事実通り終わりました。犬達でさえ、より穏やかで人懐こ

くなっています。一部の人々は既に菜食主義の食事に移行し始めていて、その人々はそうするこ

とが許されています。

 
惑星上のすべての存在達は、結晶構造に基づいたDNAへの移行を経験し続けています。これは、
すべて人々にとって、遥かに軽く、少ない蛋白に基づいた食事で皆さん自身を維持する、ひとつ

の新しい能力を意味します。これは最も基本的な移行であり、誰かがその仲間の動物達を食べる

という発想を、過去の物事にすることになるでしょう。それは、皆さんの聖書の中で、獅子が子

羊と伴に横になるようになる時が訪れるであろう、とあらかじめ記されていたものです。わたし

の最愛なる皆さん、その時が訪れています。皆さんは既に、皆さんのインターネット上で、皆さ

んが“信じられない”と考えた、数百もの異種間の友好関係のビデオを確認しています。それはす
ぐに、愉快なクスクス笑いに過ぎないものを引き出すこととして、かなり当たり前のことになる

でしょう。

 
これからはずっと、わたし達はわたし達の意識を移行させて、わたし達の周りの他のすべての人

々を、わたし達自身の延長として確認することが必要になるでしょう。これが、他のすべての人

々をひとつになることの意味です。他の人々が感じることを、わたし達は感じます。人々が必要

とするものを、わたし達は必要とします。動物の王国は既にいつも先導体制を取っていて、それ

はわたし達に、惑星の健康状態と、動物の周りの人間の情緒の状態を伝えます。人間がもはや動

物達を食べなくなる時、動物達はお互いを食べることを止めるようになるでしょう。ご存知のよ

うに、動物達の態度は、惑星上の人間の情緒のひとつの反映です。



 
皆さんの振動が3次元からさらに高い5次元に高まるにつれて、そのさらに高い振動がそれと伴に
、すべての意識を引き上げることになるでしょう。すべての意識を持つ存在達もまた、考え、判

断し、選択を行う能力を持つため、それはひとつの単純に個別的な瞬時の移行にならないかもし

れません。またすべての意識を持つ存在達は、数々の感覚を持ち、その以前の人生の出来事によ

ってある程度条件付けられます。そしてその結果、環境に対する自分達の反応を、特にすべて

の人々が既に吸収している怖れの反応を、捨て去ることが必要になります。

 
親愛なる皆さん、怖れがないひとつの人生を思い描いてください。皆さん自身を損害から護るこ

とについての考えを持たずに大通りや森を自由に歩くことができる状態を、思い描いてください

。すべての人類が事実通り一体性の意味を理解し、それに応じて振る舞うことができる時、なん

と壮麗な時代になることでしょうか。言うまでもなく、変化を創り出すためには、誰かが始める

ことが必要です。そうではないですか？ すべての存在達が、他の存在達の移行を経験すること
によって、ひとつの新しい協調と共同生活の感覚を学ぶことになるでしょう。その傾向性を設定

するそういった“他の存在達”とひとつになるでしょうか？ 皆さんは、皆さんが怖れと偏執病より
はむしろ巨大な愛と容認の波動を送る時に、古い疑い、古い怖れの型を破り、皆さんのこころを

すぐに開放して、可能なものに気付くようになりますか？

 
皆さんが呼吸をしている大気は、甘くそして綺麗になっていて、皆さんの銀河の兄弟姉妹達の努

力による新しいひとつの方法で、皆さんの健康を支えています。彼らが母なる地球と伴に達成し

た癒しは、地球自身の上で完成するためには、おそらく数百年の月日が必要でした。毒性の化学

物質、放射線、すべての種類の汚染は、その無害な炭素、窒素、水素と酸素に基づいた状態に戻

されました。

 
皆さんの穀物のこれ以上の毒害は起こることはなく、もうこれ以上、遺伝子的に修正された、皆

さんがこれほど正確に分類した化け物食品も、存在することはないでしょう。さらに多くの人

々が、爬虫類種の利益至上主義の事業戦略の下で開発された畜産農業や農業経営の破滅的で残忍

な方法に気付くという事実から、食料供給の最悪の毒害を実行してきた数々の企業は、既に利益

の減少の窮地を感じ始めています。

 
訪れる数々の時代は、数多くの人々にとって、刺激的で、挑戦的なものになるでしょう。そして

、すべての人々にとって思いがけなく楽しみに溢れたものになるでしょう。皆さんは、漂ってい

るその興奮を感じ始めています。そして皆さんの精神は高まって、それぞれの新しい日を楽しみ

に待ち続けています。この期待に溢れる言動はすぐに、皆さんにとって標準的な状況になるでし

ょう。何故なら、毎日が、新しい数々の歓びと、新しい知識と、まったく新しい穏やかで充実し

た感覚を、すべての皆さんにもたらすからです。皆さんがまさにわたし達のことばを信頼し始め

ていることを、わたし達は理解しています。何故なら、皆さんの新しい生命の緩慢な進化は、皆



さんが期待したものではないからです。

 
神をその領域に巨大な権力を行使する者、神の機嫌を損ねた誰をも打ち倒すことができ、またそ

うしようとする者として描き出した宗教的な教えのために、これは神が実際に取る行動ではない

ことを皆さんに納得させるために、極めて沢山の再確認の手段が施されてきました。今では、最

近の母なる父なる神からの数百のメッセージを通して、支配や罰は神の方法でないことを皆さん

が理解し始めているため、皆さんは何れにせよ、強制された改善は起こることはない理由を理解

し始めることができます。

 
皆さんが急激な変化を続け、貧しい人々のための特別な分配、犯罪的な銀行幹部達等々の迅速な

処罰を行うほど、皆さんは、これは真の方法ではないことを理解し始めています。たとえそれが

困難を意味するとしても、皆さんは試されるためにここに現れました。それは変わっていません

。既に変化しているものは、今、あらゆる人が新しいひとつの生命を経験することができるよ

うに、そういった困難が今後取り払われるようになるという、その合意です。

 
これは、苦悩を和らげるために行われている訳ではありません。それが行われている理由は、こ

れがわたし達の合意だったからです。惑星の意識の水準が完全な移行を保証するほど充分に高ま

る時、過去のすべての契約とその中で皆さんがその人生の課題を学んだすべての伝統的な方法は

、変えられることになる、ということです。人々は今までいつも病気に罹り、苦悩して死に、自

分達の方法を見失い、孤独ですべて失った、と感じてきました。これが、惑星地球上で数々の課

題が学ばれる方法でした。

 
皆さんがここに現れる前の皆さんの人生の契約の計画の中で、人生が過酷になる姿、あるいは長

い時間働くことが緊張を引き起こす姿に関する不満はありませんでした。皆さんはしきりにその

難題を引き上げて、皆さんの道筋に投げ入れられる可能性があるどのような物事も、引き受けよ

うとしました。皆さんは、実際に大胆不敵な冒険家達と言うべき種族です。ここでの苦悩がひと

つの気難しい最大の関心事になるのは、皆さんがここ、その覆いの背後に到着した後だけです。

 
親愛なる皆さん、これはその計画の一部です。皆さんが困窮している他の人々に感じるその共

感は、皆さんの成長を助けるものです。こうした数々の感覚を目的として皆さんが行うことが、

完全な愛と光に向けた皆さんの次元上昇の中で、皆さんが移動した遥かな距離を形成することに

なるでしょう。闇の者達が言うように闇の者達を罵るよりはむしろ、皆さんの蝋燭を灯し、他

の人々が絶望している闇の場所に入り、他の人々がそれで確認することができる愛の光の巨大な

灯火を投げ掛けてください。これが、ひとりの光の活動家が存在している意味です。

 
それは、他の人々のために数々の状況を改善することを望んでいる一方でまた、その人々がそ

の人々自身の課題を学ぶためにここに存在しているという事実を尊重することの間の、ひとつの



繊細な均衡状態です。その答えは、他の人々がその人々自身を支援することを許すことになる支

援を、提示することだけです。このようにして、皆さんは主体性と力量、そして自尊心の背骨の

後押しをします。皆さん自身を愛する能力は、他の人々を愛することを学ぶ際の最初の一歩で

ある、とわたし達は教えてきました。それは、敬意を払われていると感じ、尽きることのない愛

を受け入れ、そして神聖なる愛の巨大な育成の光の中で繁栄することがどれほど大切なことか、

ということを、皆さんが経験することを許します。

 
皆さんは神聖であり、ひとりひとりの皆さんが神聖であり、そして皆さんはすべて神の神聖なる

閃光を携えていることを、皆さんは学び続けています。皆さんを強化し、育む、以下の真言を繰

り返すことを、忘れないでください。わたしは、わたしの人生を指揮している。わたしは強い。

わたしは信頼できる。わたしは善良である。わたしは生きている。わたしは有能であり、光で

ある。わたしは神である。そして、皆さんが今認めることが最も重要だと感じるどのような特色

でも、付け加えてください。

 
親愛なる姉妹や兄弟達、皆さんの日々を楽しんでください。この身体の中、この時代と場所の中

にいる経験を、楽しんでください。何故なら、今後再び同じ日になることは決してないからです

。わたしと手を組んで、既に皆さんの大切な母なる地球の表層で起こり続けている数々の変化の

中で、喜んでください。皆さんは、天使達、指導霊達、そして仲間達によって取り囲まれてい

ます。わたし達はすぐに皆さんの目で見えるようになり、そして皆さんは最初からずっとわたし

達との関係性を発展させているため、皆さんはわたし達を認識することになるでしょう。

 
親愛なる人間の皆さん、わたしは言葉で言い表せないほど、皆さんを愛しています。

 
皆さんの兄弟、サナンダ。

Your brother, Sananda.

 
Transcribed by Kathryn E. May, September 12, 1 AM EDT
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皆さんの周り、皆さん自身の人生、皆さんの世界全体の中で、多くの物事が起こり続けています

。エネルギーは高まり、人々は目覚め、その影響は一部の人々にとってむしろ落ち着かない状況

です。皆さんの報道媒体の捌け口は、特に合衆国の中で、最も巨大な怖れの影響を創り出すため

に語られている数々の物語を、依然として送り出しています。何故なら、彼らは依然として、恐

怖の物語は最も注意を引き付ける、と信じているからです。彼らは、インターネット上の可愛い

子猫のビデオ効果に、注意を払ってきていません。そこでの最も高い閲覧数を獲得する一部のビ

デオは、犬を抱き締めている子猫と赤ちゃんたちを抱き締めている犬の映像です。これは驚くべ

きことではありませんよね？　そして特にそれが思いも寄らないひとつの情報源から現れる時、

わたし達のこころは呼び覚まされ、わたし達の精神は愛に溢れるしぐさの光景によって高められ

ます。

 
わたし達は、皆さんを待ち受けているひとつの素晴らしい出来事を経験しますが、その時皆さ

んは、星の兄弟姉妹達がほぼ惑星上のあらゆる個人と同じ莫大な数で皆さんに出会うようになる

ため、その星の兄弟姉妹達の愛に溢れる挨拶を経験するようになるでしょう。親愛なる皆さん、

皆さんは、皆さんの次元上昇の準備をしているすべての皆さんが、素晴らしい物事を学び続ける

ことになるでしょう。皆さんは、その意味を理解しない状態で急に3次元から5次元へ跳ぶことを
求められることはないでしょう。皆さんは特別な個人指導、皆さんの振動を引き上げる方法に関

する講習会、そして皆さんが“約束の大地”へ向かう入り口を通過する時に予想されることの授業を
、経験することになるでしょう。

 
過去数年の間、母なる父なる神や他の霊的指導者達からのメッセージを読み続けている皆さんは

、聡明であり、従って、皆さんの前方に横たわっているものを怖れません。実際に皆さんは、そ

の戸口を超えることをかなり切望して、いつの間にか苛立っている皆さん自身に気付きます。そ

してこれは言うまでもなく、支配権を握る必要がある物事の中の、皆さんのためのひとつの課題

です。最終期限と期待に基づいた緊張の多い人生の残渣の覚え書です。

 



一度皆さんがさらに高い数々の次元に到着してしまえば、皆さんは、最も深く可能な方法で、事

実通り皆さん自身に穏やかになることが意味するものを学ぶことになるでしょう。皆さんが認識

しているような最終期限は存在しませんが、しかし絶えず変化する数々の出来事が、すべて物事

の流れの内部でそれ自体の衝撃を持ち運びます。例えば、皆さんの母なる地球自体の次元上昇、

地球のさらに高い数々の次元への移動は、わたし達が何度も伝えてきたように、必然的に地球の

すべての居住者達が地球と伴にその振動を高める状況が伴うことになるでしょう。それは事実

通り、皆さんがそのすべての人生の間期待し続けてきた、楽しい乗り心地です。

 
皆さんがこの一年の中で感じてきた沢山の不満と不快感は、高まる数々のエネルギーが皆さんに

この途方もない移行のための準備をさせているせいですが、しかしそれは、まだ大変待ち望まれ

ているその絶頂に達していません。皆さんは、数々の結果が年単位ではなく一瞬か数日のうちに

現れることが期待されている、ひとつの急速な世界の中で生きています。しかし親愛なる皆さん

、今回は皆さんが以前に経験したことがないような、人生を変えるひとつの移行です。皆さんは

ひとりひとりが、皆さん自身のオリンピック競技のための訓練を続けています。そしてそれは

、3次元と5次元の経験の間の深淵を横断するために今後皆さんが達成することが必要になる卓越
性の頂点まで皆さん自身を高めるための、集中力と献身が必要になるでしょう。

 
わたしはこれによって、皆さんが今後陥るひとつのブラックホールがあることを意味している訳

ではありません。その反対であり、皆さんは、ついに故郷で、愛する人々の両腕に向かって歓迎

されることになるでしょう。わたしが話す横断とは、皆さんが以前に何度も旅してきた、それぞ

れの人生の終わりに光に向かう同じ坑道であり、その違いは、わたし達が既に伝えたように、皆

さんは今回、皆さんと一緒に皆さんの身体も連れて行くようになることです。皆さんが達成しな

ければならなくなるそのオリンピック選手の妙技は、100％皆さんの最良の自己になるという達成
です。皆さんがそうなるためにここに現れた、その人格です。皆さんの内面の自己は、また皆さ

んの内部のさらに高い自己の声であり、表現されることをせがんでいます。事実通り、皆さんが

そうなるように創り出された燦爛たる光の存在に確実になることよりも素晴らしい人生の中の達

成は、他にありません。

 
これは、そう聞こえるほど努力が必要なものではありません。皆さん自身になることは、実際に

、皆さんが事実通り感じたものを表現することを止めるように教えられ、その結果他の人々が失

望するかもしれないという理由で皆さんが実際に感じるものを感じることを止める前の、幼少の

頃の皆さんの輝く美しい自己への復帰です。皆さんが皆さんという存在の中心へと戻る道筋に気

付く時、それはひとつの安心感です。それは、深呼吸するのと同じように快適であり、愛の中に

存在するように穏やかであり、そして皆さんがすることが大好きな物事で、熟練して有能な状態

と同じように報われるものです。ご存知のように、それは、皆さんが人間として魅了される美と

卓越性のすべての異なる形式のための、雛形です。

 



特定の要素の連続で完璧な10の水準で演技する方法を学んでいるアイススケート選手を、思い描
いてください。そういった完璧な瞬間に、そのスケート選手はそれぞれの動きを行う方法につ

いて、あるいは、その手または足がその状態でなければならないとは、考えていません。選手

達は、自分達の方法を感じる数千時間の間ずっと演じてきたものの、身体のパターンと脳の経路

の中で身体に覚えさせて、最後の演技が完全な歓びの場所から現れることを許す、すべての表現

の中で最も洗練された表現を、達成しています。

 
皆さんは、あらゆる日、あらゆる瞬間に、皆さんの本当の姿についての皆さんの知識を完璧にし

ながら、皆さんの人生を生き続けています。皆さんは時々少し引き離されてきたかもしれませ

んが、しかし皆さんのさらに高い自己が皆さんにその本質を気付かせ続けている、その皆さんの

精神の背後で、皆さんはいつも... これはわたしがそのために作られたものであることを、認識し
ています。これは、わたしの本当の姿です。自分達の技術を完璧にしているアイススケートの選

手のように、皆さんは皆さん自身の研究をしてきました。時に皆さんは、皆さんの成長を助けた

助言者または教師の中で、ひとりの良いコーチを見付け出しました。時に皆さんは、皆さんの進

歩を妨げた制約または障害に対抗して努力することによって、学びました。皆さんは少しずつ、

確実に皆さんになるという技術を完璧にします。

 
皆さんは今、こうした研究に、そして皆さんが以前に行っていた方法よりもより強烈で集中した

方法で皆さんの技術を完璧にすることに、深く意識を集中するように促され続けています。親愛

なる皆さん、皆さんがそうなることができる最も洗練された皆さん自身の具体例になることは皆

さんの運命であり、そしてただ皆さんと皆さんの創造主だけが、その完璧性が実際にどのような

ものかを認識することができます。皆さんの内面の要求、才能、そして強さを皆さんと同じよう

に認識することができる親、配偶者、または友人などは、存在しません。身近で愛に溢れる個

人が、そこにあるものを評価し、感知して、皆さんという存在の光から異彩を放つことはできま

すが、しかし彼らは、それを定義することは絶対にできません。何故なら、そうすることは、た

だ観察の瞬間を描写するだけであり、それは今の皆さん、今までの皆さん、そしてこれからの皆

さんのありのままの姿全体ではないからです。

 
皆さんが今後なるものが、皆さんを皆さんの想像を絶するほど喜ばせることになるでしょう。言

葉は、皆さんの前に横たわる数々の可能性を表現することはできません。皆さんがこの信じ難い

経験を数多くの人々と共有することになるという事実、他の数多くの人々が、計り知れないほど

その楽しみを高めるようになるという事実です。これは、皆さんが今まで夢見て希望してきた、

最も洗練された時間です。今、皆さんのためにそれを実現することは、皆さんの責任です。

 
皆さんは、これから訪れる週そして月の中で、皆さんが皆さんの家族と友人を追い越して進むこ

とになるかどうかを、決断しなければならなくなるかもしれません。これはただ結果として、関

連するすべての人々のより大いなる善の中にあるものを達成することができるだけです。何故



なら、皆さんは今後歓びに溢れた達成のひとつの前例を示しながら、他の人々のための基礎を固

めるようになるからです。皆さんの準備が既に整っている時に皆さんが次元上昇することを望む

という理由から、皆さんの周りの誰に対しても危害が加えられる可能性はない、と、わたしは皆

さんを安心させたいと思います。また人々を待ち受けているものがどれほど壮麗なひとつ経験に

なるかを人々が理解できる時、人々は皆さんの導きに従うことを望むようになるでしょう。皆さ

んの歓びと達成は、さらに人々自身の中で最善なものに手を伸ばすように、人々を刺激すること

になるでしょう。

 
皆さんは、皆さんの現在の人生の中で、今後皆さんが理解することを支援するひとつの類似性を

持ち合っています。皆さんが大学へ行くことを、あるいは皆さんが行うことが大好きな何かの訓

練のために出かけることを決意する時、皆さんは、皆さん自身でその教室に出席することが必要

になります。皆さんのためにそれを行うことは誰にもできませんが、しかし皆さんが本当に皆さ

んの目標を達成する時、皆さんの周りの他の数多くの人々が、皆さんの成功から恩恵を受けるこ

とになるでしょう。わたし達のまわりの人々が自分自身を引き上げて、自分達の技術を称え、自

分達の知識を増やし、人々に可能な最も高い水準で実行している姿を確認することは、ひとつの

大いなる喜びです。皆さんがプロのスポーツ競技を注目することが大好きで、オリンピック、ワ

ールド・カップ、マスターズ、そして他の競技種目がこれほど魅力を持つのは、これがその理由

です。またそれは、偉大なる巨匠達の作品を保有するひとつの美術館が、それほど刺激的な場所

になる理由です。そのすべての型の中の卓越性が、わたし達の精神とこころを高めるために役立

ちます。

 
今は、皆さんが飛翔し、完全に皆さん自身を駆使している状態になる技術を完璧にする時です。

その結果は、気分を爽快にし、魅力的で、充実したものになります。完全な注意深さは、皆さん

が皆さんの存在性の内部と同時に外部の表現であることを皆さんが自覚することを意味しますが

、それは神聖なる生き方の状況です。皆さんが今、皆さんの内部の神に気付き、他の人々に奉仕

することによって愛と光を表現するように働き掛けられているのは、これがその理由です。皆さ

んが毎日行う方法を学び続けている数々の訓練、皆さんが実践する数々の瞑想、そして皆さんが

展開している他の人々の必要性への配慮、こうした物事のすべてが、皆さんの中に、ひとつのさ

らに高いひとつの意識水準を創り出すことになるでしょう。

 
皆さんは今まで数々の確言を教えられてきましたが、その格言は、皆さんの身体、皆さんの考え

、皆さんの情緒を指揮し、皆さんのさらに高い自己に手を伸ばし、皆さんのさらに高い自己とひ

とつになることを、皆さんに気付かせました。親愛なる皆さん、これが次元上昇への経路です。

言うまでもなく、“わたしは強い、わたしは愛だ、わたしは光だ、わたしは全存在とひとつだ、わ
たしは神だ”、と単純にその言葉を話すだけでは、充分ではありません。皆さんはまた、そういっ
た言葉の意味を感じることが必要になります。お互いやわたし達それぞれの中に存在する神との

わたし達の最も深い結び付きをわたし達が認める時、わたし達は、思いやり、愛、調和、許し、



穏やかさ、そして歓びの感覚は、実際にわたし達という存在の本質から流れ続けていることに、

気付きます。

 
そのため最愛なる皆さん、ご存知のように、皆さんひとりひとりが皆さんの中にその神を持ち、

愛になります。何故なら、その愛は、皆さんがそれでできているものだからです。それはひとつ

の安定の問題であり、皆さんの内部の真の中心に気付くという問題です。呼吸をして、皆さんの

こころの中心をわたし達の脳と結び付けてください。皆さんはそこで、皆さんのさらに高い自己

と結び付くために手を上に差し出すことができます。その結果皆さんは、光の内部にいます。皆

さんの壮麗な光の柱が、温もり、愛、そして容認と伴に、あらゆる細胞を満たします。その光を

外部に向けて放射して、皆さんを、そして皆さんと接触と持つために現れるすべての人々を取り

囲むようにしてください。これはすべての充実した行動のために基礎であり、それが、愛という

皆さんの本質を表現することになるでしょう。

 
わたしは皆さんと伴にここにいて、わたし達すべてを養う愛と光を呼吸しています。わたしと一

緒になり、わたしと一緒に歩いてください。わたし達すべてが一緒に経験するために数千年の間

努力してきた、このわくわくさせる冒険に参加してください。皆さんとわたしで、その道を切り

開きましょう。神とひとつであること、わたしとひとつであること、そして惑星地球のすべての

存在とひとつであることを皆さん自身に宣言することを、怖れないでください。わたし達は、す

べての人々の次元上昇というわたし達の目標を達成する道の上にいます。わたし達は先導するこ

とになり、そして他のすべての人々は、後を追うことになるでしょう。親愛なる皆さん、わたし

と一緒に来てください。それでわたし達は、この壮麗な道筋を一緒に歩むことになるでしょう。

 
わたしはサナンダにしてイエス、そしてわたしは皆さんに仕えるために、今ここにいます。

I am Sananda/Jesus, and I am here to serve you.

 
Transcribed by Kathryn E. May, September 13, 2013, 11 PM.
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わたしは、わたしが皆さんの間を歩むことができる時を、これほど期待し続けています。今回、

それはわたし達すべての祝祭になるでしょう。わたし達は、自由を祝っているでしょう。神のも

とで皆さん自身を、その経済的に巧妙な数々の策略で惑星上のあらゆる人々を奴隷にした闇の者

達の支配によって制約を受けない、ひとりの至高の存在として明示する、自由です。彼らは、世

界のほとんどあらゆる部分のほぼあらゆる金融取引を掌握し、巨額の富を搾り取ってきました。

 
ひとりの個人と別の個人の間のあらゆる取引を規定するための広範な通貨の使用が、彼らによっ

て支配されていなかったすべての取引を排除するための彼らの手段になりました。皆さんが認識

するように、世界のほとんどは今、その計画の影響を受けています。それは、あらゆる人が課税

され、査定され、その人生の中の重要なすべての取引を監視される状況を許しました。

 
この暴虐的な支配の枠組みが、廃止され、無効にされているところです。何故なら、それは非合

法的な慣習に基づいていたからです。それは今、皆さんがそう表現することを好むように、今後

その競技場を均等にする、完全に異なる体制に置き換えられているところです。どのような個人

または集団も、例えば合衆国内の連邦準備銀行が行っているような、巨額の通貨を支配すること

は認められなくなるでしょう。それは既に廃止されているところであり、そしてその長も、既に

辞職しています。租税は過去の物事です。何故なら、すべての個人が国際通貨基金（IMF）とそれ
ぞれの国の銀行によって支配されていた無限の資金を利用する時に、租税は必要がなくなるから

です。その国々の資源を盗み、貯め込むために、その制度の機関のすべてが結束していたから

です。

 
皆さんの首の周りの輪縄は緩められることになるでしょう。そして皆さんはすべて、その古い体

制に背を向けて、負債を帳消しにできるようになるでしょう。すべての負債は、免除されること

になるでしょう。何故なら、世界の銀行の融資は、粉飾として記述されていたからです。言うま

でもなくこの違法行為には、お互いを支援するために人々によって設立された、借り手と貸し手

がお互いに接触を持つ個人を守り続ける少額融資貸出計画のような、そういった独立系の小さな



銀行は含まれていません。

 
支払い請求書のないひとつの人生を、思い描いてください。その中では、自分が達成したい何ら

かの創造的な努力を達成するために才能ある専門家からの支援を受けて、すべての個人が自由に

自分自身を養成することができます。すべての地域社会活動が、その構成員達の技能と能力を称

賛することの周辺に集中されることになるでしょう。古い体制の下では思い描くことができない

ひとつの方法で、創造性の力が解き放たれることになるでしょう。誰もが陰鬱な仕事（そのほと

んどが貨幣と貨幣の動きを列挙する書類を動かすことに関連していました）で働く必要がない時

、すべての人々は自由に投資し、生産的な目的のために組織化して、その人々の隣人を支援し

ます。皆さんはもはや、無感覚で侮辱的なひとりの上司の計画と一致させる圧力を受けることは

なくなるでしょう。皆さんは、皆さんが支援することを望む人々と、皆さんの創造的な技能を利

用したいと思う方法を選択することになるでしょう。

 
数多くの皆さんが既に、非営利の社会計画、芸術課程、あるいは皆さんの間で最も脆弱な人々の

支援といった、皆さんが育成したい何らかの計画のための基礎作りを行っています。こうしたす

べての企画は、その使命が事実通りより大きな善である時には、支援を受けることになるでし

ょう。こうしたことは、繁栄基金の最初の受領者になり、そのため皆さんの間で苦闘しているす

べての人々が、支援を受けることになるでしょう。

 
皆さんは今まで、闇の者達によって、また貧しい人々は怠惰で責任能力が無いに違いないと考え

るように仕向けられてきました。これは真実ではありません。辛うじて貧困を免れて暮らす数多

くの人々が、自分達が追求しなければならないと感じる芸術的な働きによって満たされる、ひと

つの人生を創り出してきました。新進の芸術家や音楽家の才能を認めることについては、特にそ

の作品が深く意義深いメッセージを伝える時、ほとんど何も行われてきませんでした。そして皆

さんの文化は、そのためにさらに貧しいものになります。成功は、ひとりの個人がどれほど多く

のお金を稼ぐかということによって定義されてきました。

 
わたしが今、皆さんにこうした物事を伝えている理由は、今後起こる物事を決める普遍的な法則

のためです。未来の見通しと、わたしが話すこうした状況を創り出す際の皆さんの積極的な参加

がなければ、黄金時代は実現することはないでしょう。ご存知のように、それはひとつの共同努

力です。わたし達は、一緒にそれに思いを巡らして、わたし達の一体となったエネルギーの力が

、わたし達が明らかにすることを固く決意する現実性を、創り出します。唯一この方法だけで、

惑星の社会と経済的な構造の内部の実際の変化が起こります。

 
数多くの皆さんが、既にわたし達の癒しの集団に参加している人々の“奇跡的な”回復を目撃してい
ます。その証拠は、現れ始めています。持病を持つ、“末期”症状の人々は、完全な健康に回復し続
けています。数百の人々の癒しの意図の力が、癒しを必要とする個人に焦点が合わされる時、病



気や身体の障害は、そうではないのにまるで実体をもたないように、徐々に消え失せます。皆さ

んの医者達が皆さんに希望はないと伝えていた時に、医学界に楯突いて皆さん自身を治療するこ

とは、勇気が必要です。しかし数多くの人々が、まさにそれを行ってきました。

 
完璧な健康の状態は、ひとつの精神状態であり、皆さんの最近の文化の中で、認められても教え

られてもこなかったことです。アジアの治癒者達は、依然として薬草とエネルギーの手当という

彼らの古代の実践を追求し続けながら、人々を支援して人々自身の健康の管理を引き受けてい

ます。しかし、そういった名誉ある技能でさえ、より険悪で侵略的な西洋の方法論に対する好み

のために、無視されてきました。一度製薬会社によって経営されている医学界と巨大企業と特殊

な利益集団がその混合体から排除されてしまえば、新しい癒しの形の発展が、許されることにな

るでしょう。

 
皆さん自身の文明よりも進んだ数々の文明によって発達した極端に効果的な数々の科学技術が

あり、その技術が、数々の時代を貫くそれぞれの分野からの最良の理解と結び付きます。特に、

アルクトゥルスの存在達、アルクトゥルスからの高度に進化した文明は、既に人間の身体を癒す

非常に洗練された方法論を発展させています。彼らは、彼ら自身のためではなく、これを行って

きました。何故なら、彼らはこうした医療の必要性を持たず、彼らのさらに高い数々の次元の中

の在り方は、病気または肢体の不自由を許さないからです。

 
アルクトゥルスの霊的指導者達はこれを単純に行っていますが、その理由は、彼らはひとつの集

団として、他の存在達に役立つことに打ち込んでいるからです。そして彼らは、人間の身体の疾

病のための素晴らしく効果的な数々の癒しの手段となる数々の方法論を創り出すことができます

。彼らはそのエネルギーを、数々の方法論を発達させることに捧げてきました。肉体的な障害は

、皆さんの振動を低下させて皆さんを悲惨な状況に留めますが、その方法論が、皆さんが次元上

昇の準備を整える方法を学ぶ際に、その肉体的な障害を癒すことによって、人類を支援すること

になるでしょう。

 
皆さんは、ここで皆さんに奉仕するそういった数々の恒星からの仲間達を持っているため、非常

に恵まれています。彼らの宇宙船は今、軌道内のちょうど地球の上にいて、皆さんの用途に利用

することができます。わたし達がwww.BlogTalkRadio.com/ChannelPanel上の癒しの集団と会う時に
、わたし達が出会うのは、ここです。北極の上の高い軌道の位置に停泊しているその母船上で、

わたし達は、アルクトゥルスの存在達、母なる父なる神、そしてその癒しの技能における専門知

識が良く認識されている多数の大天使達や霊的指導者達によって、迎えられます。今、数千に及

ぶアルクトゥルスの存在達が、皆さんを支援するためにここにいます。そして、彼らが積極的に

支援する人々の数に、制限はありません。彼らは、わたし達が導く数々の集団の中か個人的に、

皆さんのためにそこにいます。皆さんはただ、彼らに依頼することが必要なだけです。

 

http://www.blogtalkradio.com/ChannelPanel


皆さんは、皆さんの瞑想の技術の訓練を続けていませんか？　皆さんが今それを行うことは、極

めて重要です。何故なら、皆さんがそのこころと精神を開き、皆さん自身の心霊能力を再確立す

る時、皆さんが学ぶべきかなり多くの物事と、皆さんに利用できるかなり多くの情報があるから

です。皆さんの心霊能力は、信じようとしないと頑迷な文化の圧力の下で、数多くの皆さんが諦

めたものです。親愛なる皆さん、大胆になってください。皆さんの第三の目を開いてください。

日々の関心事に伴う不安と先入観のせいで情報が自由に流れることができない窮屈で収縮したす

べての場所を和らげて落ち着かせるために、皆さんの脳を経由した穏やかで持続的な呼吸をして

ください。

 
すばらしい歌が皆さんに請うように、そのままにしておいてください。皆さんは、明日まで生き

残れない危険の中にはいません。皆さんの不安と植え付けられた年齢の怖れが、皆さんを混乱さ

せて、最も活気付ける皆さんの意識の開放への進路から皆さんを振るい落とすことを、許さない

でください。皆さんの感受性をさらに高い数々の次元まで発達させる恩恵は、計り知れないもの

です。皆さんの世界のいわゆる科学者達（あるいはその意見を間違って引用する人々）が五感を

超えたエーテル質の世界について何も認識していない振りをしても、気にしないでください。宇

宙の数々の奇跡は、無限の水準で生じます。皆さんがまだ探索していない潜在的な経験の水準の

上の水準です。

 
皆さんの潜在意識の精神に深く入り込んでください。皆さんの脳の中心のそこに、皆さんは、そ

の精神に直接通じているひとつの経路を持っていて、わたし達が今まで皆さんがそうするように

指導してきたように、皆さんのさらに高い自己と結び付きます。その意識のつながりに従ってく

ださい。それが皆さんを、その水準か、皆さんが意思疎通することを望むその個人または皆さん

の守護天使の所に導きます。わたし達はすべてここにいて、皆さんに対する奉仕をしています。

そしてわたし達は、皆さんの成長を大いに喜んでいます。

 
これが、こうしたメッセージや瞑想の目的ではないでしょうか？　皆さんの成長と、人類全体の

成長です。皆さんが皆さん自身を探り、皆さん自身を把握して、立ち上がって皆さんすべてを待

ち受ける新しい黄金時代の夜明けに出会う時、それが皆さんの周りの世界にどれほど深い影響力

を持つか、皆さんは全く把握していません。親愛なる皆さん、何千年もの間、皆さんの世界と皆

さんの考えに浸透してきたその古い絶望的な否定性から、皆さん自身を引き上げてください。

今は、その不信、偏執症、そして怖れを、置き去りにする時です。皆さんは協力して、こうした

すべての古い感覚と闇の価値観を克服することになるでしょう。

 
皆さんの信念体系全体を移行することは簡単なことではありませんが、しかしもしも皆さんが、

わたし達が皆さんのために創り出した数多くの手段と伴に理解するなら、皆さんは成功するでし

ょう。当初、わたし達のメッセージはただ英語だけでしたが、しかし今、わたしの指揮の下で翻

訳が行われていて、できるだけ数多くの言語でメッセージを提供しています。既におよそ14の言



語に翻訳されていて、将来はさらに多くなるでしょう。もしも皆さんが、あまり良く認識されて

いない言語における熟練した翻訳家または専門家を知っているなら、わたし達は彼らの参加を歓

迎します。わたし達は、惑星上のあらゆる人と、この良い知らせを共有したいと思ってます。そ

れが完成する時、その翻訳は、www.whoneedslight.orgに投稿されます。わたし達は、こうした翻訳
を提供して共有しますが、唯一の要求は、皆さんが交信者、翻訳者、そしてウェブサイトの名前

を含めることだけです。わたしにとって、明確な理由のために、その翻訳が既にこの目的のため

に選ばれた人々によって行われること、“自動”翻訳装置が使用されないことが、とても重要になり
ます。

 
親愛なる皆さん、今、何よりもまず、皆さんの日々を皆さんの霊の発達に捧げることから始めて

ください。皆さんの親しい人間関係、特に皆さんの子供達との人間関係は、霊的な発達の一部

です。皆さんは、ひとつの静かな場所で長い時間をひとりで過ごす必要はなくなるでしょう。こ

れは、単独で行う経験ではありません。次元上昇は、最終的には皆さんが皆さん自身で達成しな

ければならないものですが、しかし皆さんは、人生の浮き沈みの範囲で、愛する人々、動物の

王国、母なる地球それ時代との関係性の中で、それを達成することになるでしょう。

 
皆さんはひとりではないことを、認識してください。人類の次元上昇は、話し合いと発想の共有

という民主的な手続きの範囲で、計画されました。わたし達は、その計画の一部でした。そして

この聖なる企画を開始するためには、皆さんの投票が必要でした。ご存知のように、すべての人

々が含まれ、すべての人々が必要なに似の方法で支援され、そしてなんとしてもすべての人々

が5次元へのゴールを超えるように励まされることが、人類の評議会の内部で、何の異議もなく同
意されました。

 
言うまでもなく、皆さんが皆さんの周りに目を向ける時、皆さんは、眠り続けながら優越感、断

定的な判断、非難、そして被害者意識という否定的な言動に好戦的に執着する一部の人々が依然

として存在することを、確認します。こうした頑固な言動は、愛と光の波動に直面して、穏やか

になり、消え去ることになるでしょう。愛と光は、地球の領域全体に注ぎ込まれて、すべての存

在をさらに高い意識水準に引き上げ続けることになるでしょう。皆さんは非常に短期間で、驚く

べき発表を聞かされることになるでしょう。その発表が、あらゆる物事が変化していることを、

惑星上のあらゆる人に明確にすることになるでしょう。大きな励ましと祝祭に向けて数々の宇宙

船が着陸する時、星の兄弟姉妹達の存在が否定されることはなくなるでしょう。

 
最愛なる皆さん、わたし達は今、こうした祝祭のお膳立てをしているところです。そして愛と光

の中で抱き締められるという壮麗な経験の中で、皆さんと伴に通りの中で踊り、すべての人類の

自由を宣言し、共有する時に、わたしよりも興奮することができる人は、他に誰もいないでし

ょう。

 

http://www.whoneedslight.org/


わたしは、皆さんのためにここにいます。わたしは今、人類の次元上昇に打ち込んでいて、そし

てこれからは、ありとあらゆる皆さんがそのために生まれたその運命を達成する支援をするた

めに、必要になるどのような物事も行うことになるでしょう。皆さんのこころに深く手を伸ばし

てください。尽きることのない愛と伴に現れる、その穏やかさを感じてください。

 
わたし達は、ひとつです。

 
わたしはサナンダにしてイエス。

I am Sananda/Jesus.

 
Transcribed by Kathryn E. May, Sept. 14, 2013, 11 PM EDT
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13 October 2013 - 12:46am

 
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May

 
 
 
今は、胸の高鳴る時ではないでしょうか？　2013年10月に公開されている時にこれを読んでいる
すべての皆さんが、地球規模の通貨の再評価を待ち続けていますが、それは今後世界経済に対す

るひとつの水平化効果を提供し、“第三世界”諸国と考えられてきた国々の人々を、二流の地位から
引き上げることになるでしょう。数多くの人々が、舞台裏で起っている数々の変化に、気付いて

いません。

 
それはまるで、豊かで権力を持つ権力者達のせいで、もたつき、苦悩しながら、惑星が進み続け

ているように見えます。その権力者達は、今まで数多くの人々を奴隷化し、破壊的な数々の戦争

を推進しながら、今も増大を続ける富と権力の恩恵を受けています。これは単なる最も表面的な

物の見方です。皆さんが報道媒体で確認することになる者です。その報道は扇情的に表現され、

慎重に抜粋されて、最も怖れを誘発する数々の出来事の表現を明らかにします。怖れを利用する

ことは、この惑星上のひとつのお気に入りの娯楽です。それは、アドレナリン中毒患者達を養い

ます。何故なら、その中毒患者達は既に呼び出されていて、製薬会社、娯楽産業、そして銃器製

造会社の財源を潤すからです。

 
わたしは今ここにいて、愛、思いやり、誠実、そして光のひとつのメッセージを教えると、わた

しは今まで伝えてきました。こうしたことは、怖れとは正反対です。皆さんが皆さんの意識、皆

さんの身体と精神を愛と光で満たす時、不安、抑鬱、そして絶望というより低い振動上の感覚の

ための余地はありません。その低い振動の感覚は、同じ宇宙の中に存在することはできません。

そして親愛なる皆さん、皆さんはひとつの宇宙です。ひとりひとりの皆さんが、まさにわたしと

同じように、その星屑と数々の虹、日光と皆さんの創造主の心拍を含んでいます。わたしたちは

、開放的で、寛容で、親切になるために創り出されます。

 
ひとりの乳児の笑い声に対する反応について、考えてください。その乳児は、笑い、小刻みに

動き、歓びでキャッキャと叫び、共有された歓びに対して身体全体で反応しています。子供達は

、大いなる共有と大いなる歓びの能力がある者達というだけではありません。わたし達は、ひと



りひとりがあるユーモアの感覚を持ちます。その笑い声がわたし達の内部で高まる時、わたし達

ひとりひとりが、わたし達の振動を高めます。アメリカの先住民が良く口にするように、それは

実際に、“良い薬”です。

 
この惑星上のあらゆる文化の中のあらゆる子供が、とても素晴らしい物事の才能があります。ひ

とりひとりの皆さんが、希望と確信から始めました。無駄な生涯などひとつもありません。価値

のない魂など、ひとつもありません。皆さんの生得の権利は、叡智と霊の力をそれぞれの経験で

向上させて、それぞれの生涯の終りに創造主のところに帰るために立ち上がり、達成または罪、

成功またはいわゆる失敗にかかわらずに、愛と思いやりで帰郷を歓迎されることです。

 
神の視線の中には失敗はなく、ただ皆さんの道筋の上を前進する数々の機会があるだけです。何

故なら、あらゆる生涯は、その後に皆さんの道筋のすべての紆余曲折の詳細な回顧、綿密な探索

が続くからです。どのような躓きも非難されることはなく、ただ光が当てられるだけです。どの

ような逸脱も罰せられることはありません。それはただ、明らかにされ、検討され、理解され、

許されるだけです。そのため、ご存じのように、今回の人生は、皆さん自作のひとつ室内実験で

あり、完全な理解のために後で詳細に分析されます。その唯一の目標は、親切、許し、そして内

面の光に対する皆さんの許容量を増やすことです。もしも悪事を働くひとつの人生が最も強力な

教訓になるなら、おそらく皆さんは皆さん自身のためにそれを手配して、皆さんの神の愛からの

必然的な転落を作ることになる数々の状況の手筈を整えました。謙虚さを学ぶより優れた方法は

、他にありません。

 
皆さんがひとつの魂としての長い人生を生き終える時までわたし達の一部は地球上の転生の方法

においてより経験を積んだ初期の創造でしたが、皆さんは、あらゆる可能なプリズムを通して、

人生を経験してきました。徹底的なひとつの教育には、王子達や貧民達、王達や女王達、奴隷達

や奴隷の雇い主達としての人生が含まれています。惑星地球上または他の何処かでの次元上昇の

道筋に沿って獲得された力と叡智の認識より他に、天国の中には階層は存在しません。

 
今は、加速された学びの時です。皆さんは、皆さんのここでの具体化全体のために皆さんが今ま

で浸ってきた闇から、皆さん自身を引き上げる機会を与えられています。たった何週間か前に、

爬虫類種全体が、惑星から自発的に離れるか排除されました。皆さんが努力するために今残され

ているものは、その闇の発想と感覚の残渣です。こうしたパターンは、その文化や集団意識のか

なり沢山の部分中に具体化されてきたものであり、皆さんはそれにほとんど気付きません。欠乏

や皆さんの生き残りに関する不安の感覚　そして蔓延している無価値さという感覚はすべて、そ

の残りのエネルギーの一部であり、皆さん自身の次元上昇を準備するためには、皆さんがそれを

完全に一掃することが必要になるでしょう。

 
これから数週間かけてわたしが皆さんに提供することになるこうしたメッセージの中で、古い数



々の思考パターンを一掃し、それを光で置き換えるための数々の提案を、わたしは提示すること

になるでしょう。これは、始めからずっとその過程になってきました。それぞれの障害物にひと

つずつ取り組んで、その障害物が生み出す間違いと闇の感覚に対処して、その障害を完全に取り

除くために皆さんの振動を引き上げることです。わたし達は今、完全な癒し、皆さん自身の内面

の働き、皆さんの考え、感覚、そして行動についての完全な理解に向けて、努力を続けています

。

 
惑星地球上で今まで大量の困難を引き起こしてきたその概念のひとつに、取り組むことにしまし

ょう。それは、すべての人間が生まれつき攻撃的で縄張り意識が強い、という発想です。わたし

達は、地球の数多くの異なる地域の中の人生の現実性がこの発想に対峙したままにしておくこと

になるでしょう。たとえば高いアンデスの中に、南太平洋の中に、そしてヒマラヤの中に数々の

文化があります。そこでは、たとえその文化に属する数多く人々が西洋の基準によっておそらく

非常に貧困だと考えられるとしても、数々の地域社会が、戦争をせず、仲違いせず、何千年もの

間生き延びてきました。寛容、相互の尊重、そして資源が少ない時にはあらゆる人が共有するこ

とによって恩恵を受けるという知識に基づいた、数々の古代文化があります。

 
欠乏が戦争に通じ、天然資源の奪い合いが行われ、最も強い（そして最も武装された）征服者た

ちの所有権の下に置かれるようになるという考え方は、爬虫類種によって促進された発想ですが

、人間の数々の地域社会は、その発想に対する直接的な反論です。皆さんは、こうした発想を、

（ダーウィンが行ったように）人間のありのままの姿として必然的なものとして受け入れるよ

うに、けしかけられました。これは単純に、真実ではありません。自分自身の裁量に任されてい

る人々は、その人々が怖れを促す絶え間ない宣伝活動の集中砲火に曝されて、その結果“敵”の一部
で最も微かな動きの手掛かりで攻撃を行う準備を整えない限り、最も頻繁に取引し、交渉し、進

物を贈り、穏やかに問題を解決することになるでしょう。

 
それは、ひとつの“偽旗”事件を準備するために権力に就いている人々の一部で今まで頻繁に用いら
れた戦略です（戦争に飢えた指導者達が、その指導者の側の人々に向けられたひとつの攻撃的な

行為を計画的に実施するひとつの攻撃であり、それが次に、指導者達の戦争の渇望の標的のせい

にされます）。最近の事例では、ポーランド兵士を装ったナチスの数々の部隊によるドイツ議会

の放火であり、イスラム教のテロリスト達のせいにされた、9/11の日の合衆国におけるツイン・
タワーに対する地下組織の政府の攻撃です。こうした両方の事例では、自己防衛または生き残り

ではなく、想定された攻撃者に対する戦争を経由した、世界支配がその目標でした。

 
戦争または銀行業務、そして望ましくはその両方が、惑星上で最も利益の高い2つの活動です。
一度“適者生存”の原理が自己実現的なひとつの予言になってしまえば、信じられないほど豊かにな
るためには、人はただ武器製造者または銀行家になることが必要になるだけです。それは、すべ

ての西洋文化の言語や価値体系に染み込みました。“力が正義を作る”という発想が、既に神経系と



地球上の精神に充満し、以前の時代の中では前代未聞の弱い者いじめと利己的行動の容認を創り

出しています。

 
今、皆さんの次元上昇の準備を整えるための皆さんの仕事は、延々と続くすべての闇の考えと感

覚を探し出すことです。皆さんは、一頭の犬がその背中の水を振り払う方法で、それを振り払う

ことが必要になるでしょう。その古い考えの根と巻きひげに対する皆さんの探求の中で、決意を

固めてください。いつでも皆さんのこころとの結び付きに留まってください。あらゆる発想とあ

らゆる伝統、あらゆる周知の概念、純粋な愛と光の感覚に逆らうあらゆる意見はまた判断を、吟

味してください。その発想、習慣、傾向性、あるいは精神状態は、皆さんの振動を愛に属するさ

らに高いひとつの水準まで高めますか？　もしもそうでなければ、振り向きもせずに、それを破

棄してください。

 
親愛なる皆さん、これは、困難なひとつの過程です。何故なら、皆さんのお気に入りのすべての

指針や、皆さんを皆さんの家族や皆さんの文化に融合する信念体系を置き去りにするように、わ

たしがまさに皆さんに伝えておいたからです。その過程を洗い直すことにしましょう。皆さんは

、否定的なひとつの考えを考えている皆さん自身の声を聞きます。“その個人は、みすぼらしい衣
服を着ている。わたしは彼らに目を向ける必要はない。何故なら、彼らはわたしから何かを望む

ことになるからだ。そしてわたしは急いで仕事に取り掛かることにする”、あるいは、“わたしの上
司は今日、機嫌が悪い。上司は機嫌が悪い時にはいつも怒鳴り付けるから、わたしは上司を避け

なければならない。”さて、こうした出来事（あるいは皆さんの状況にさらに一致する任意の他の
出来事）に目を向けてください。両方の反応が怖れに基づいています。怖れは皆さんの振動水準

を引き下げます。進むためには何かが必要です。こうした反応の何が悪いのでしょうか？　その

反応は、“わたしは充分に持ち合わせていない”、または“わたしは恥じをかかされる危険がある”、
というような、怖れを生み出す発想から生じます。

 
さて、皆さんのこころの精神に、そしてみなさんのこころの中心と皆さんの脳の中心の間の結び

付きに、息を吹き込んでください。いつもこころの感覚で始めてください。次に、それを高めて

皆さんの精神を支持して、情報を与えてください。その乞食がいる通りの隅に戻って、皆さんの

こころが皆さんに伝えることを感じてください。“ここに、彼らの背後にひとつの物語を持つ、ひ
とりの人間がいる。おそらく、彼らは話をしたいのかもしれない。もしかすると、わたしは彼ら

に役立つことができるかもしれない。わたしはそれほど持ち合わせていないため、もしかすると

数ドル。わたしは疑問に思うけれど...”上司については、皆さんは、“わたしは上司がそんなに悪い
日を過ごしている理由を知りたいのだが。もしもわたしが上司に一杯のお茶を運んで、上司にそ

の感じていることを尋ねるなら、もしかすると、わたしは上司を元気付けることができるかもし

れない。もしも上司がそれほど攻撃的に振る舞っているなら、上司はかなり悪い状態に違いない”
、から始めるかもしれません。

 



ご存じのように、皆さんが欠如についての考えを取り除き、自我と自尊心の問題を無視する時、

人生の中の数々の困難な瞬間は、経済的または情緒的に困難な立場にいる他の人々に明るい光線

と希望をもたらす機会になります。闇の訓練は今まで皆さんに、他人の私事に口出しするな、苦

痛を覚えている人々を避けろ、あるいは、野心の欠如または怠惰のために苦悩する人々を非難す

る方法を、教えてきました。わたし達はここでは皆さんに、それぞれの個人は、ひとつの魂とし

て進化するという目的のために、その道筋を選択する、と教えてきました。その大通りの路上生

活者は、ひとりの裕福な王としての過去のひとつの人生を経験して、何も持たない数多くの個人

のひとりとして経験することを望んでいるのかもしれません。その上司または他の人々に権力を

振るう立場にいて、その権力を乱用する他の個人は、もしかすると、彼または彼女の両親のせ

いで、そのように振る舞うことを学び、他の人々を親切に扱う方法を再び学ぶことが必要なのか

もしれません。彼に従うべきひとつの具体例を与えてください。

 
かけがえのない皆さん、皆さんは啓蒙家であり、皆さんがその日常を通過する時に、皆さんが刻

一刻と反応する方法によって、皆さんの周りの人々の中で変化を呼び起すことになる人々です。

皆さんは、その最も何気ない方法でさえ、その人生が皆さんの人生に触れるあらゆるひとに対

して、ひとつの核心を突く影響力を持ちます。皆さんのエネルギーは、皆さんがどちらを選ぼ

うと、皆さんの周りの空間を愛または怖れの振動で満たしながら、皆さんから外部へと広がり

ます。不安は怖れであり、皆さんの人生から完全に取り除かなければならないことを、忘れない

でください。皆さんがわたし達の愛を受け入れる時、皆さんは皆さんのこころを、わたし達が皆

さんに向けて感じる親切と寛容という感覚で満たすことができるようになるでしょう。それは呼

吸のように、皆さんのありのままの姿の一部になるでしょう。その愛の状態の中には、怖れはあ

りません。何故なら皆さんは、神の愛と保護を認識し、そして皆さんは、すべての経験は、その

瞬間にそれがどれほど困難に感じるかもしれないとしても、わたし達のさらに大いなる善に役立

つことを、理解することができるからです。

 
わたし自身の糾弾と磔刑の経験でさえ、わたし自身の魂の道筋の上の成長と拡大のひとつの源泉

でした。その通り、わたしが神の言葉を教えるために地球に現れることを選択した時、わたしは

衝撃的な終りに直面することになるものの、しかしそれはそれだけの価値があると認識していま

した。数多くの皆さんが、特にこの3次元の現実性の中の地球の次元領域での最後の転生の間に、
試されることを選択しています。一部の人々が“一夜漬けの学習”の過程の中にいる理由は、この皆
さんの最も能力が試される人生の数々の授業の学期の終了までに、時間が縮小を続けるからです

。親愛なる皆さん、皆さんはこの機会を再び経験することはないでしょう。この成長するための

最後の機会を離れることを、急がないでください。あらゆる瞬間を充分に味わい、あらゆる窮地

を熟考して、皆さんが忍耐と粘り強さと確信の中でこうした深遠な数々の課題を吸収する時に、

皆さんの最も高い自己に手を伸ばしてください。

 
最愛なる兄弟姉妹の皆さん、今回は、皆さんの最も素晴らしい時間になることができます。今は



、重要な数々の選択の決断の時であり、として何よりもまず、本当の愛の意味を学ぶ時です。純

粋な愛は、こころの自然な表現であり、それが神の創造であり、神の故郷です。皆さんは以前に

は決して経験することはなかった、皆さんのこころの中で生きることを選択してください。その

感覚が皆さんから押し出されて、皆さんを親切、許し、容認、そして歓びのオーラで取り囲むよ

うにしてください。樹木の中、大通りの鳩の中、窓の上の蠅の中の愛を、確認してください。ひ

とりの子供の目を覗き込んで、その凝視を敬愛で返してください。皆さんは、最も素晴らしい生

命の創造です。皆さんのすべての力と意思でそれを受け入れてください。それで皆さんは、愛と

光の中でさらにさらに高く上昇することになるでしょう。皆さんは今、次元上昇をしているとこ

ろです。

 
わたしは、皆さんを抱き締めます。わたしはサナンダにしてイエス、皆さんの兄弟。

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, October 11, 10 PM
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今は、新たな目で将来を見据える時です。皆さんは今まで、惑星地球上の最も暗い時代を生き抜

いてきました。その雲が、消え始めているところです。皆さんはすべて、もう一度歌い踊る方法

を学ぶことになるでしょう。皆さんは、皆さんが若かった時よりもさらに快活な楽しみを経験す

ることになるでしょう。皆さんは、ここ数年間はそれがどれほど難しいことだったかを思い出す

ことになるでしょう。そしてその対比が、そういった安堵と歓びを創り出すことになるでしょう

。皆さんは、笑顔を止めることができなくなるでしょう。ご存じのように、わたし達がいるさら

に高い数々の次元の中の場所から、わたし達は皆さんの未来に通じるすべての時系列を確認する

ことができ、そしてそれはすべて、次元上昇を指し示します。

 
皆さんは、次元上昇が本当に表現するものに関するさらに深い意味を、理解し始めているところ

です。言うまでもなく、それは立ち上がり、上昇し、前進することを意味しますが、しかしそ

れは、物質的な出来事だけではなく、また皆さんが皆さんの振動をさらに高いひとつの水準に高

める時に皆さんが経験することになる情緒と霊の感覚にも言及しています。これがその重要な部

分であり、皆さんのこころの状態です。

 
今までは、人類にとって、ひとつの長い不毛の期間でした。皆さんは、愛として存在し、皆さん

が熱愛する、創造主とのつながり失っていました。皆さんが母なる父なる神との幸せなつながり

を失っていたのは、これほど数多くの人々が、皆さんが皆さんの“罪”のせいで免れないと感じたそ
の裁きと罰を怖れるように教えられたからです。皮肉なことに、その“罪”という発想は、爬虫類種
によって創り出されたものであり、彼らは、人々の感情を支配することを目的として、すべての

人類のこころの中に怖れを植え付けることを望みました。一度ひとりの個人が怖れの中で生き続

けると、人々は操作することが簡単な状態になります。人々は、苦痛と罰を回避するために、懸

命に働くようになるでしょう。



 
この状況の皮肉は、彼らが“罪”として識別することを選択した物事は、あらゆる人間の普通の状態
のかなりの部分であり、それが克服することが不可能なひとつの板挟み状態を生み出しました。

最近まで西側世界の中で、そして東洋の中では依然として蔓延しているものは、若い人々がお互

いにひとつの性的な誘引を経験する時に若い人々が感じてきた不幸な怖れと不安です。若い人々

のお互いへの深い反応を祝うよりも、むしろ若い人々は、自分達のすべての年長者達からのその

反応への非難を恐れました。年長者達は、予想通りに、切迫した警告と非難めいた一瞥を提示し

ようとします。愛は、愛の性的な表現から切り離されました。そして人間関係の中で、ひとつの

新しい二分法が発生しました。個人が性のない愛と、愛のない性を経験することが普通になり、

両方が結び付くことは希にしかありませんでした。

 
他の板挟み状態が創り出されたのは、自己防御が“罪深い”精神的攻撃で混乱させられるほどまで、
あらゆる種類の怒りまたは非難は完全に捨てるべきだと人々が信じ込まされた時でした。これは

ひとつの便利な策略であり、それは、自分達の自由を取り戻そうとして反撃に転じる傾向を持つ

可能性がある任意の者から力を奪うことを望む、口汚い権力者達によって利用されました。そ

れは、ひとりの個人に、自分達を防御すること、迫害者に対する反乱を起こすことは悪いことだ

と確信させるための、精神を歪めるひとつの策略です。

 
人々がそのすべての人間関係の中で愛を表現する方法を学ぶために役立つことがわたしの教えの

大部分であり、そしてそれは、今もなおわたし達の次元上昇へ向けた努力の目標です。しかしそ

の一方で、皆さんは、皆さんが皆さんの輝かしい人間の気質のひとつの部分として皆さんのすべ

ての感覚、皆さんのすべての衝動を受け入れる方法を学ぶことができるようになる前に、優しい

方向性と容認を必要とする、ひとりの幼児として始めます。ただその時だけ、皆さんは人生に対

する普通の反応を扱う方法を学ぶことができます。それは、ひとりの子供にとって、不満、怒り

、羨望、そして怖れを含みます。揺るぎない支援と優しい方向付けで、特にそれが同時に模範と

なる忍耐、愛情、長期的視野を備えたひとりの大人から現れる時、皆さんはこうした感覚に安定

をもたらすことができます。

 
この種の教えは、地球の領域の数々の文化の中ではほとんど存在しません。ここでわたし達は、

皆さんをそのありのままの姿である輝くほど創造的で力強い人間にする物事そのものに向けた不

寛容と批判的な糾弾という伝統を、修正したいと思います。他の人々の断定的判断を拠り所にす

る人々は、彼らが神の仕事をしていることを装います。わたし達は、小さな違反や特異性に対す

る羞恥や罪悪感という皆さんの感覚を和らげる必要性から始めることが必要です。わたしは皆さ

んに保証しますが、その小さな違反や特異性は、天国の門で立つ人々の管轄ではありません。

 
羞恥は、ひとつの有毒で破壊的な情緒です。それは、後悔または良心の呵責と同じではなく、よ

り深い完全性、皆さんのさらに高い自己からの反響に基づいています。良心の呵責は、より大い



なる善と同調した状態に対するひとつの意識的な懸念を反映します。その一方で羞恥は、他の人

々が皆さんについて考えるものに関する怖れによって創り出され、大部分は無自覚なものになり

得ます。皆さんを既定する人々は、その人々の世界観に正確なのかもしれず、またそうでないの

かもしれず、そして今まで神が支持するものをほとんど誤解してきました。

 
わたしは教師、友人、そして兄弟として現れて、わたしがわたしのこころの中で神の世界を感じ

る通りに、わたしの耳の中でそれを聞く通りに、そしてわたしがわたし自身の目でそれを確認す

る通りに、その神の世界を話します。そうです、わたしは神の息子ですが、しかしわたしは唯一

の息子ではありません。わたし達はすべて、わたし達の創造主の愛から生まれます。その他に始

まりは何もありません。わたし達はすべて、永遠を貫いて、ひとつの結束の中で、共に歩むこと

になるでしょう。結束は、結び付けられる人々の一部の承認は必要ありません。それは単純にそ

うであり、その他の状態はあり得ません。

 
皆さんは、神は皆さんを愛することを認識することによって慰められますか？もしもそれが皆さ

んの中で強い高揚感と穏やかさの感覚を生み出さないなら、その時皆さんは、愛が皆さんのここ

ろに向かって流れることを許していません。皆さんのこころの中には、すべての充足感に対する

秘密を維持する部屋があります。わたし達はそれを、皆さんのこころの精神と読んできました。

皆さんのこころの奥深い部分には、皆さんの脳と同じ遺伝物質で構成されている理知的な細胞が

あり、それは皆さんが真実を深く感じ、愛という電気的な署名を登録することを許します。一部

の人々はそれを直観と呼びますが、しかしそれは、皆さんが“勘”または“虫の知らせ”と呼ぶ現象よ
りも、遥かに深淵で完璧です。

 
今、わたしと連携して、皆さんのこころの中の受容体を活性化してください。それは皆さんが愛

を受け取り、そしてそれと伴に、皆さんのさらに高い自己と完全に結び付けられた状態と伴に現

れる深い認識を受け取ることを許すことになるでしょう。ご存じのように、この構成が、ひとつ

の総合的な経験を生み出します。それは、こころ、精神、そして霊を含み、そしてそれは、もし

も皆さんの手段がより繊細だったとすれば、おそらく皆さんが科学的な手段で特定することがで

きる、ひとつの神経構造です。皆さんの現在の測定機器は、その受容体が完全に活性化されてい

るひとりの個人の中のエネルギーの流れを明らかにすることができますが、しかし皆さんの世界

の科学者達は、まだこの繊細なエネルギーの意味を理解していません。

 
わたしは今、皆さんは皆さんのさらに高い自己と結び付くことになるだろう、と伝えました。こ

れは、皆さんが電気エネルギーの接続の中の第三の特徴と呼んでも良いものです。皆さんのここ

ろから始めてください。皆さんのこころの中心から外部に広がっている、その力強いエネルギー

を感じてください。その電源コードのような、皆さんの脳の中心に向かう直通電話に気付いてく

ださい。その中心の中のそこで、皆さんは、皆さんの永遠の今の霊性として存在するその力を感

じることになるでしょう。存在し、生きていて、皆さんの人生全体の経験を指揮している状態の



、意識的な認識です。

 
その結果皆さんは、皆さんの永遠の今の霊性は皆さんのさらに高い自己、皆さんの頭のちょうど

上に位置する皆さんの魂の本質と関連することによって活性化される、という自覚を経験するこ

とになるでしょう。これは本質的な結び付きであり、それは皆さんが多次元的な自覚的意識の中

で生きることを許します。それは皆さんの、神との、皆さんの過去の数多くの人生経験の認識

との、そして宇宙の根本的な本質である絶え間ない愛の流れとの、直接的な結び付きです。

 
親愛なる皆さん、これが皆さんの啓発への指針です。皆さんが皆さんの身体に入るひとつの息吹

を感じる度に、これを実践してください。皆さんが部屋を歩き回る時、これを実践してください

。皆さんが食事をする時に、これを実践してください。皆さんが笑う時、皆さんがひとりの子供

を見詰める時、皆さんがシャワーを浴びる時、皆さんが皆さんの顔に太陽を感じる時、これを実

践してください。これは、皆さんがサティ（注意深さ、気付き）と呼んできたものへの道筋です

。実践を続けてください。それで皆さんは、皆さんの側のわたしの存在感を、皆さんを元気付け

ている皆さんの肩の上のわたしの手を、感じることになるでしょう。

 
皆さんは、皆さんのさらに高い自己のエネルギーを認めることから始めて、それを皆さんの脳の

中心に降ろして、究極の創造主から、宇宙の中心、巨大中心太陽から皆さんに降り注がれる光の

流れに従うことが、より簡単なことに気付くかもしれません。皆さんのさらに高い自己を通して

、それが皆さんの内面の光の経路の道筋に沿って、直接皆さんの脳に流れ込むようにしてくだ

さい。そのエネルギーが皆さんに向かって流れ、皆さんの喉を通じて皆さんの背骨に沿って下っ

て皆さんの心臓の領域に向かう時に、そのエネルギーを追跡してください。そのエネルギーはそ

こで、皆さんという存在、数々の時代の叡智、そして皆さんの永遠の今の霊性の本質の炎を点火

します。皆さんは故郷にいます。

 
一度皆さんがその三つの部分の結び付きを感じてしまえば、皆さんはここでその真実と皆さんの

人間存在の力、皆さんの環境と完全に調和して生きる能力を経験しています。何故なら、皆さん

の内面の環境は、愛、光、そして結束に属するものになるからです。わたしがこれを皆さんの現

実性にするために努力しているこれほど数多くの皆さんを観察する時、わたしは喜びます。皆さ

んは数々の時代の数々の課題を学び続けていて、そして皆さんは皆さんの運命に、皆さんの生得

の権利に足を踏み入れています。

 
皆さん自身に深く手を伸ばして、皆さんが皆さん自身の内部のその場所に気付くまで、さらに深

く進み続けてください。そこは、皆さんがかつての皆さんだったその幼い子供のための、皆さん

が今までいつもそうだった意識的な自己のための、そしてこの瞬間に成長し、学び進化して、皆

さんの変化を起こす能力において完璧な皆さんという存在を拡大するための、尽きることのない

愛を皆さんが感じることができる場所です。すべての宇宙が、その拡大と変化の過程の中に在り



ます。皆さんは、皆さんの大切な母なる地球と一緒に拡大することになるでしょう。何故なら、

探検者、創造者、そして発明者になることが、皆さんの道筋になるからです。

 
結束、再統合、そして歓びのための時間が、ここにあります。皆さんはすぐに、皆さんの星の兄

弟姉妹達と伴に壮麗な祝祭に参加し続けることになるでしょう。たとえ友人が懐疑論者や無信仰

者であっても、皆さんの友人達の注意を喚起してください。数々の宇宙船の光と運動を明らかに

するインターネット上の数百の映像に注目するように、友人達に伝えてください。宇宙船は、赤

、緑、そして白の光で、皆さんに合図を送ります。宇宙船は、その挨拶を送ることに熱心です。

皆さんは間もなく、再会することになるでしょう。

 
わたしは皆さんに、祝福と愛を送ります。花火または約束よりよりも遥かに素晴らしいひとつの

燦爛たる年末への大いなる期待の中で、わたしは皆さんのイエスにしてサナンダ。

 
Transcribed by Kathryn E. May, October 20, 2013.
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“人間の数々の出来事の進路の中にいる時、人々が今まで人々をお互いに結び付けてきたその政治
的な数々の集団を解消することが必要になる。”－こうした言葉の精神が、今年の2013年における
惑星地球上のすべての人々の意識の中で、響き渡ります。その独立宣言がこうした雄弁な言葉を

呼び起したアメリカの人々のこころの内部でそれが反響しているかどうかにかかわらず、あるい

は中東全体で自由への呼び掛けを引き起こしている中でそれが高まっているかどうか、あるいは

平和と威厳が幻想に留まっているアフリカの国々の中でそれが反乱者達の希望の表現を刺激して

いるかどうかにかかわらず、自由の精神が成長します。最愛なる皆さん、それは新しい始まりの

年です。それが社会的、政治的、経済的、または心理的なものかどうかにかかわらず、今後は新

しい自由、抑圧の頸木の打破の始まりとして回顧されるようになる年です。

 
その数々の出来事がこれからの数週間に展開する時、皆さんは、こうした外見的に分かれた生命

の領域の間の結び付きに対する新しい認識を、深めることになるでしょう。まるで社会的な数々

の問題点について学ぶことが多少政治学から離れてしまったように、そしてまるで経済学が、た

だ単科大学の教授達や世界的な権力構造の財務省の長官達だけに関連がある難解なひとつの分野

になってしまったように、例えば皆さんの学部の中の研究分野の間に、人為的な数々の区分が存

在します。どのような物事も、真実から遠ざかることはできません。たとえば個人の家庭生活

と日々の幸せが諸外国の通貨の価値によって深刻な影響を受けてきた姿に気付いて、すべての人

類は驚愕することになるでしょう。国際貿易協定の詳細は今まで皆さんの興味の対象ではなかっ

たかもしれませんが、しかし皆さんの仕事、皆さんの食べ物や皆さんの健康状態は、どうしても

深刻な影響を受けています。

 
健忘症という覆いは、剥がれ落ちているところです。数多くの皆さんが、既に過去の数々の人生

を思い出し始めているところであり、皆さんの現在の人生の中の人々との交流の中の、過去の人



間関係の反響に気付いているところです。皆さん自身の目覚めを通して、そして訪れようとして

いる皆さんの銀河の仲間と地との接触を通して、皆さんの歴史は今まで皆さんが教えられてきた

ものとは全く異なることを皆さんが学び始める時、それは、皆さんに対するひとつの啓示になる

でしょう。アトランティスの海底のピラミッドのような驚くべき数々の発見にもかかわらず、皆

さんの世界の科学者達は、どのような驚くべき新事実であろうと彼らが執着する限定された理解

で無視し続けて、同意しません。創造主の種族が考え方においてこれほど保守的なため、たとえ

その証拠が完全に信頼できる人々によって鮮明な写真の中で提示される時でも、皆さんは皆さん

の精神を変えることを渋っていることは、ひとつの皮肉ではないでしょうか？皆さんのお気に入

りの教えを置き去りにすることは、困難になり得ることです。

 
人類の精神の中に存在したままの神話のひとつは、皆さんの惑星に属さない、そして皆さんの人

類という的確な種に属さないどのような存在も、定義によって皆さんに対して奇異で、異質で、

危険な存在にならなければならない、という信念です。“異星人”は、皆さんの語彙の中の、ひとつ
の汚れた言葉です。皆さんの上空で飛び廻っていることでかなり有名な宇宙船の中のそういった

存在達が、皆さんを観察する時に考えるものについて、皆さんはいつも考えることを絶対に止め

ますか？誰がこれ以上怖れる理由を持つというのでしょうか？何世紀もの間お互いを爆撃し合い

、皆さんの宇宙戦争の科学技術の範囲で現れるどのような物事も全滅させる高機能の武器を発達

させた皆さんでしょうか、あるいはその科学技術的な工学の驚くほど進んだ数々の奇跡の中で、

今まで静かに観察してきた存在達でしょうか？

 
これを読んでいる数多くの皆さんが、ここに到着するためにおそらく数万光年を旅行することが

できるどのような文明もまた、皆さん自身の惑星よりも情緒的に、社会的に、政治的に、そして

霊的に進んでいるかもしれないという事実を、疑わしいと考えてきました。しかしこの明白な真

実は、数多くの皆さんが受け入れることが困難なものなのでしょう。皆さんは進んだ科学技術を

理解し、そして皆さんの最初の考えは、戦争に向かいます。ご存知のように、これは依然として

皆さんの精神の中で活動している、爬虫類種の観念形態の残留物です。少数の公表されている、

迎撃範囲に現れた宇宙船の撃墜を監督したのは、爬虫類種の指導者達です。その宇宙船は、接触

を持ってより大いなる善のために平和に彼らの科学技術を提供するために、現れました。結果と

して起こったことは、逆行分析における数兆ドルの計画という大規模な隠蔽でした。それは、皆

さんがまさに思い描くことができるものよりも進んだ兵器を作り上げるために、利用されてきま

した。そしてそれは、50年以上続いてきたことです。

 
もしも皆さんが絶え間ない宣伝活動を通して“異星人”を怖れるように洗脳されてこなかったとす
れば、皆さんに対する懸念から、そして宇宙全体の安全のために、皆さんの宇宙の兄弟姉妹達が

ここに存在していたことが、あらゆる皆さんに完全に明白になっていたでしょう。核実験が母な

る地球と地球のすべての生き物に対する途方もない苦痛と破壊を創り出したという真実に対して

、怖れが皆さんの目を眩ませてきました。もしも皆さんが皆さんの仲間の人間の疑い、不信、そ



して怖れを感じるように訓練されてきたとすれば、皆さんの上空に最初のキノコ雲が現れた場所

の大通りの中で、皆さんの政府の“優れた”達成を誇らしく称賛しているよりも、むしろ皆さんすべ
てが泣き叫び、暴動を起こしていたでしょう。同じように、もしも皆さんが飢えで周到に脅かさ

れていなかったとすれば、皆さんは決してその罪深い開発と人為的に創り出された“遺伝子組み換
え食品”の特許権の取得に同意することはなかったでしょう。

 
多元宇宙を貫いて高度に発達した数々の文明が、栄養のすべての源泉、すべての医療の利用、若

者のすべての教育、そしてすべての天然資源は、より大いなる善のために共有され、開発される

ものであり、決して退蔵されるか私的に所有されるべきものではないということは、当然のこと

だと考えます。しかし言うまでもなく、これは既にさらに高い霊的な発達の水準に到達してい

る数々の文明の、統一意識のひとつの表現です。その中で皆さんが宇宙の中で大規模に存在する

愛と光の供与を把握することができる自覚的意識まで皆さん自身を高めることが、次元上昇の働

きです。知的な存在達が五感の経験にこれほど縛られているのは、ただ地球上のここだけ、そし

て今まで3次元の人生を経験してきた他の少数の場所だけです。

 
親愛なる皆さん、それについて考えてください。皆さんが皆さん自身をさらに高い次元の意識ま

で高める時、皆さんは何十億という他の存在達によって居住されているひとつの世界に入って行

くことになるでしょう。ちょうど皆さんが今行っているように、次元上昇するための彼ら自身の

努力を通して統一意識への道筋を今まで旅してきた、すべての姿と大きさの存在達です。彼らは

仲間であり、教師達であり、そして皆さんが今自覚し続けている数々の問題点そのものの専門家

達です。彼らは、皆さんに危害を加えることを望んでいないだけではありません。彼らは今まで

銀河全体と次元全体を旅してきて、観察して彼らにできる何らかの方法で支援するために、ここ

にいます。一部の存在達は、遺伝子的にそして経験的に、他の存在達よりも皆さんにより近い存

在達ですが、しかしそれは問題ではありません。すべての存在達が好意的であり、すべての存在

達が愛と光の中に存在します。

 
実際のところ、地球はアシュタル司令部によって取り囲まれて防御されている特権的な地位を手

にしています。わたし達の親愛なる兄弟アシュタルは、否定的な数々のエネルギーや外部の侵略

者達が皆さんの次元上昇を干渉することを絶対に許すことがないようにするためにここにいる光

の銀河連邦の数々の宇宙船を監督する、その組織の最高司令官です。その通り、宇宙の周りには

、過去にここでかなりの大惨事を引き起こした爬虫類種に似た、少数の厄介な集団が存在します

。彼らは例外なく、より低い振動の次元に由来する実体達であり、宇宙の光の家族の協調的で愛

に溢れる友情に参加する方法を認識するだけの叡智と成熟度をまだ獲得することなく、既に一部

の高度の科学技術を発達させています。

 
ご存じのように、より進化した存在達もまたより低い数々の次元の中の実体達が今の彼ら自身と

して存在するよりもさらに慈善的であり、その協調と友情はいつも野蛮な勢力よりも満足できる



ものであることは、そのより低い数々の次元の中の実体達によっていつも学ばれる課題です。わ

たし達はいつも彼らに根気と忍耐そして愛を教えますが、しかしひとつの惑星が次元上昇の状態

の時、それを妨害することは許されません。わたし達の母なる地球は、ようやく自由に地球自身

を広げ、地球が今まで耐えてきた悠久の時の毒性と破壊から地球自体を浄化し、新たに確立され

た他の数々の惑星との高い振動の結束というひとつの結び付きを、楽しみます。地球は、5次元が
提供する愛と光の経験を、大いに楽しんでいるところです。

 
皆さんのように、母なる地球は、皆さんが発見し始めている達成感を今まで憧れてきました。地

球は、その人類の居住者達に対する地球の贈り物について寛大ですが、しかし皆さんが口にする

かもしれないように、地球はやはり地球自体のひとつの精神を持ちます。今まで地球の表層にこ

れほどの損害を引き起こしてきた危険な兵器と破壊的なエネルギー政策を排除する必要性に皆さ

んがゆっくりと目覚める時を、地球は今まで我慢強く待ち続けてきました。あらゆる爆発、地球

の身体の奥深くに向かうあらゆる掘削は、まさにおそらく皆さんがそれを極めて不快な苦痛と伴

に感じるように、感じられるものです。あらゆる石油の流出は、物質的にそして情緒的にその病

んだ状態を地球に残します。あらゆる有毒な化学物質の流出や、毒物の空中への放出は、地球の

苦悩を引き起こします。植物と動物の王国が心的外傷に耐える時、地球は苦悩します。何故なら

、彼らもまた地球の子供達になるからです。

 
皆さんが目覚める時、皆さんは、皆さんのさらに高い意識への卒業の時に皆さんの母が感じる大

いなる安心と歓びの感覚に、気付くことになるでしょう。皆さんが口にするように、皆さんはす

べてこの中で一緒にいます。環境保護主義者達は、この宇宙船の中のすべての存在達が一緒にい

ることについては適切でした。しかしそれでも、皆さんは今、地球は今まで皆さんが経験してき

た唯一の故郷ではないことを理解しているかもしれません。

 
一度皆さんがさらに高い数々の次元へ次元上昇すると、皆さんは皆さんの故郷の惑星に向けて、

皆さんの星の家族達の抱擁の中でその巨大な数々の宇宙船上に戻ることになる者になるかもしれ

ません。もしも皆さんが今回の地球上の人生経験に執着するようになってきた者なら、皆さんは

既に、まだ次元上昇を経験してこなかった人々を支援するために戻る約束をしているかもしれま

せん。たとえわたし達がすべて遠く離れた数々の場所が起源であるとしても、この非常に特殊な

小さな惑星は、まさにわたし達にひとつの影響力を行使します。

 
青い惑星上のここには、ひとつの特殊な魅力、ひとつの特殊な美があります。皆さんは、わたし

達はここで何度も人生を繰り返して、闇の時間を通して、困難と喪失を通して、究極の大勝利に

向けて一緒に努力しながら、わたし達の最も素晴らしい時間を経験してきた、と口にするかもし

れません。わたしの最愛なる仲間達、わたし達はわたし達の恵まれた努力の中で、既に成功を収

めています。わたし達は既に大いなる数々の難題を通過し、そしてわたし達は今までなんとか確

信と愛の中に留まってきました。



 
今は、わたし達が上空に向けてわたし達の両腕を伸ばして、わたし達の友情を喜び、尽きること

のない博愛でわたし達に微笑むわたし達の創造主の大いなる愛を呼吸する時です。感謝と許しの

中でお互いに頼り合うことにしましょう。何故なら、この大いなる劇のそれぞれの出演者は、良

かれ悪しかれ、既にそのスポットライトの中で彼または彼女の役割を引き受けてきたからです。

それぞれの個人が、知識と経験の大いなる拡大に貢献してきました。それぞれが、この母なる地

球と地球の人間の子供達の陥落と最終的な上昇という歴史的な物語のひとつの貴重な部分になっ

てきました。

 
わたしは皆さんにお祝いを伝え、わたしは皆さんに感謝し、そしてわたしは並外れて皆さんを愛

します。わたしは、皆さんすべての交友と愛、そしてそれがわたし達の間のひとつの永遠の結び

付きを創り出してきたことを、既に認識しています。わたし達は、事実通りひとつです。

 
わたしは皆さんのサナンダ。わたしはいつも皆さんと一緒にいます。
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このメッセージを見識ある読者の皆さんに提示することは、大きな喜びです。わたし達は協力し

ながら、このセドナ・ジャーナルの読者の皆さんに対する特別な情報を創り出していますが、し

かし言うまでもなく、それは現時点で自分達の振動を高めることを望むすべての人々に関連する

ことになるでしょう。

 
今は、記念碑的な変化の幕開けに際した安定の日々という、今後永遠に回顧されることになる歴

史の中のひとつの瞬間です。何年もの間準備を整えてきた数多くの人々は、すべての皆さんが離

昇のための通路に方向付けられるためにこれほど長い時間がかかっている理由を理解することの

困難さに気付いているところです。最愛なる皆さん、わたしは皆さんに保証しますが、それはす

べて意味があり、すべてが良い時期に進化を続けています。

 
数多くの皆さんが、困難な時代であることを訴え、数多くの人々が酷い苦境に陥り、自分達の家

を失い、病気に取り組み、前進を続けることが難しいことに気付いていることを訴えます。また

皆さんは、次元上昇は完璧な癒し、無限の繁栄、そして皆さんが望むどのような物事も明らかに

する能力をもたらすことになる、と今まで伝えられてきました。古い考えを通して惑星上で今起

り続けている物事の、その背後の真実に向けて、手探りで進んでください。困窮しているあらゆ

る個人のために、その周りの人々の手助けになるひとつの機会があります。病気になっているあ

らゆる人のために、友人達、家族の人々、そして愛に溢れた奉仕に就いている人々が前面に現れ

るひとつの機会があります。今回ほど親切な行動と無条件の愛を通して皆さんの振動水準を高め

る上で助けになる機会は、今まで決して存在しませんでした。

 
支援を提示する新しい方法、そして高齢の人々、病気の人々、貧しい人々を配慮するための新し

い地域社会の数々の組織が、あらゆる場所で次々に誕生しています。皆さんの周りの注意を引き

付けるための非営利の募金活動を確立することは、もうこれ以上必要ありません。今までその富

が上位数パーセントの人口に移行してきたため、より一層多くの皆さんが同じ船の中に一緒に

いて、皆さんの家にしがみ付くために苦闘し、皆さんが今後皆さんの支払いを済ませる方法を懸



念しています。これはもはや、皆さんの間の数少ない最も貧困な人々の分野の話ではありません

。今まで慎重に予算を立てる方法を学び、皆さんの金銭に関する優先順位を比較検討してこなか

った人々など、ほとんどいません。皆さんは今、以前はほんの少数の人々だけが感じていた際ど

い生活という感覚を、共有します。

 
裕福に暮らすことに慣れてきた人々が突然自分自身を配慮する術を持たない自分自身に気付くこ

とは、ひとつの屈辱的な経験です。家族の人々は一緒に住み始め、子供達は両親の家に戻り、そ

してすべての人々が、過去に解決が難しかった可能性がある人間関係の上で、新たに努力を始め

ます。数多くの人々が、かつて憎悪が穏やかさを損なった場所で、共通の立場、より大きな忍耐

、そして親切と支援を提示する新たな方法に気付きます。今は、和解の時、許しの時です。何よ

りも、皆さんはお互いに対して深く共感する方法を学び続けています。

 
世界中でひとつの新しい目覚めが現れ、それは日に日に勢いを増し続けています。皆さんはす

べて、転換点という概念に親しんでいます。さて、親愛なる皆さん、皆さんは既に、皆さんを偉

業と歓びの新年に連れて行くことになる壮麗なる転換点に到達しています。母なる地球が歓びに

溢れて地球の振動を高めているように、皆さんは日々皆さんの振動を高め続けています。皆さん

はすべて、既に皆さんの謙虚さ、優しさ、そして共感の水準を引き上げながら、ひとつの新しい

精神状態の中で、一緒に新しい黄金時代に入って行くでしょう。それは事実通り、人類のために

訪れている、新しい一日です。

 
騒乱や災害に関する報道を怖れないでください。それでも母なる地球が伸びをして拡大する時に

、一部の激変は起ることになるでしょう。数々の難題は起ることになりますが、大規模な人命の

喪失は起ることはないでしょう。こころがより愛に溢れて成長するため、数々の地域社会が、お

互いを防御し、保護するために、協力することになるでしょう。そして人生は続いて行くことに

なるでしょう。

 
未来の数々の年の中で、母なる地球を完全に浄化して、地球自身を更新するために、すべての物

事が惑星から取り除かれる時代が訪れることになりますが、しかしその間にも、皆さんは成長、

祝祭、そして歓びに溢れる交流の期間を経験することになるでしょう。

 
数々の戦争の終焉、星の兄弟姉妹達の到着、そして新たな統治形態の導入が、すべて2014年の中
で起ることになるでしょう。皆さんは今、和解、協調、そして経済的苦悩の終焉とう新たな時代

のために準備を整えているところです。あらゆる場所の国々が、今後はどのような形式の暴政も

続くことを認めない自尊心と威厳という共同の感覚の中で発火しているため、愛、調和、そして

友情の光が成長を続けています。

 
それは今まで、過去の数多くの紆余曲折を伴った、ひとつの長い進化になっていました。しかし



人類は成熟を続け、試練と挑戦の時代は完全な一回転を終えようとしています。わたしサナン

ダが、人類に対するわたし達の確信と大いなる愛のために、闇の者達の支配から惑星地球を救済

する支援をするために金星から訪れた最初のクマラのひとりであることを、数多くの皆さんが認

識しています。

 
たとえ最近の数世代の中で数々の状況が極端に困難なものになったとしても、その愛は、悠久の

時をかけて成長してきました。わたし達は今、闇を払い除ける耐え難い仕事にもかかわらず、至

る所で確信と愛の中で皆さんの残っている耐え難い仕事を完了さている、断固として毅然とした

、勇敢な皆さんを確認します。

 
最愛なる皆さん、皆さんは既に成功を収めています。皆さんは既に、皆さんの愛に溢れる友人で

あるわたし達が、2014年に壮麗で紛れもなく結実を迎えることになる新しい始まりの祝祭の中で
、戻って皆さんの間を歩み、皆さんに参加することを可能にしています。わたし達は、わたし達

の再統合を待ち望みながら、数々の宇宙船上にいます。わたし達の最愛なる双子の光彩達は皆さ

んの間にいて、わたし達のメッセージを伝え、その光を広げるために努力を続けています。数多

くの人々が力強い女性達であり、新しい時代、女性の強さと指導力の上昇という大いなる時代の

指導者達として、頭角を現すことになるでしょう。わたしはわたしの最愛なるレディ・ナダと再

結合することになるでしょう。そしてわたしは、今回の穏やかさ、調和、そして祝祭の中で、再

び皆さんと伴に存在することになるでしょう。

 
わたしは皆さんのサナンダ、皆さんがヨシュア・ベン・ヨセフとして認識する者。

I am your Sananda, the one you knew as Yeshua ben Joseph.

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, October 14, 2013.

 
whoneedslight.net
 
http://lightworkers.org/channeling/190632/sanandas-predictions-2014

http://whoneedslight.net/
http://lightworkers.org/channeling/190632/sanandas-predictions-2014


サナンダの告示－通貨取引と今日の祝祭

サナンダの告示－通貨取引と今日の祝祭
Sananda's Announcement - Currency Exchange and Celebration Today!
26 February 2014 - 5:45pm
 
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
 
最愛なる皆さん、今日から、ついに皆さんは、世界の繫栄に向けた大いなる行進を始める一部の

通貨の取引ができるようになるでしょう。

 
説明させて貰います：この過程を始める支援をするために、究極の創造主が介入することが必要

になりました。何故なら、地上の数々の問題と同時に、技術的で自我に関連した犯罪的に推進さ

れた遅延が、延々と続いていたからです。

 
すべての皆さんがすべての人々のために振動を共有して高めるという皆さんの立派な仕事を始め

ることをこれ以上待つように強要されることは、天の集団には容認し得ないものでした。その

ため、世界中の市場性のある通貨、例えば使用されているベトナム、韓国、インドネシアの通貨

が今日、新たな水準で活性化することになるでしょう。

 
これは、変化の第一波です。イラクのディナールのような他の通貨は、皆さんが約束されたよう

にさらに高い交換比率でその後に続くことになるでしょう。

 
わたしは、このわたしの兄弟のサンジェルマンからのメッセージを皆さんに送っています。彼は

、この瞬間に彼の指を、世界中のすべての金融機関のすべての画面中に活性化をもたらすボタン

の上に置き続けています。

 
親愛なる皆さん、大喜びしてください。新しい黄金時代が花盛りになります。わたし達は、歓び

、祝祭、そして感謝の中で、皆さんに参加します。

 
わたしは今にも溢れそうなひとつのこころで、すべての皆さんを愛します。わたしは皆さんのサ

ナンダ。

 
 
キャスリン・E・メイ筆写、2月26日午前6時、アトランタ



Transcribed by Kathryn E. May, Feb. 26, 6 am, Atlanta

 
Permission is granted to share or copy these messages, providing no additions or alterations are
done, and credit is given to the channel and the website,
www.whoneedslight.org.
 
Read more:
http://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/sananda-s-announcment-currency-exchange-and-
celebration-today#ixzz2uS0V84GC
Follow us: AshtarCommandCrew on Facebook
 
http://lightworkers.org/channeling/196916/sanandas-announcment-currency-exchange-and-
celebration-today



イエス／サナンダ、ゾラの呼び掛けの前に語る

イエス／サナンダ、ゾラの呼び掛けの前に語る
JESUS/SANANDA SPEAKS
BEFORE ZORRA CALL
 
MARCH 15 2014
 
  
イエス・サナンダのメッセージの筆写

A Transcript for Jesus Sananda’s Message
 
From March 15, 2014 HollowEarthNetwork blogtalk radio show
with Zorra/Father-God through Zaraya/Col. B. Woodard,
as well as Jesus Sananda and Saint Germain through Dr. K. E. May.
 
 
[アンがキャスリン・E・メイを呼び寄せる... ‘わたし達はまさにサナンダからこのメッセージを受
け取った’...]
 
イエス・サナンダ：最愛なる皆さん、こんにちは。その通り、わたしはサナンダ。キャスリンは

既に、わたしが立ち寄ってあなたと話すことを許すために、身を引いています。かなりの一週間

ではなかったでしょうか？　先週のメッセージ、先週の水曜日のメッセージが、数多くの皆さん

を皆さんの頭が回転した状態のままにしました。それはわたし達にひとつの機会を与えます。ひ

とつの特別な機会であり、皆さんがひとつの教えの瞬間呼ぶことができる機会です。

 
すべての人々が、非常に圧倒的で興味深いひとつの描写を与えたアシュタルから、アシュタルの

搭乗員達が370便を救助した方法に関する話を聞きました。今、 既にその集まりは描写され、そし
て皆さんが読むことができるようにその波長の上に置かれることになるでしょう。またそれは、

ブログ・トーク・ラジオの書庫の中のその場所にあります。そのため、数多くの皆さんが、アシ

ュタルのメッセージを聞き、‘嗚呼、これは素晴らしい、その航空機は救助されていた。今後わた
し達は、その人々を確認することになるだろう’、と口にしました。さてその時その後で、サンジ
ェルマンが、問題点全体に関連するさらに幾つかの情報を与えました。そういった彼の説明の

中で、これは単純に回避されたひとつの航空機の墜落ではなく、それは今後開示を含めた数多く

の物事に結び付けられることを理解できるように、彼は皆さんの視点を広げようとしました。何

故なら言うまでもなく、一度搭乗者達が連れ戻されてしまえば、そのUFO、搭乗者達を救助した
と想定されるUFOは、実際にアシュタル司令部からのものであり、そしてそれは、実際に、ひと



つの人道主義的な意思表示だったことが、今後非常に明確になるからです。

 
さて、そういった搭乗者達は、戻ってきた時に話す沢山の話を持つことになるでしょう。皆さん

はそれだけ沢山推測したのではないでしょうか？　そして次に、父なる神が現れて、別の断片を

加えました。しかし数多くの皆さんが、これはわたし達が利用する指導方法だということを自覚

しませんでした。皆さんの霊的指導者達、さらに高い数々の次元の存在達は、頻繁にこの過程を

利用して、皆さんに新しい情報を導入します。彼らは皆さんにひとつの断片を与え、そして皆さ

んにそれを消化させて、次に彼らは皆さんに、皆さんの精神を拡大するために役立つ別の断片を

与えます。そして次に、彼らは皆さんに別の断片を与えます。その過程の中で、皆さんが以前そ

れを耳にしている同じような方法では余りその情報を取り扱っていない、幾つかの物事があるか

もしれません。

 
今、 数多くの皆さんが、今まで訓練されてきた考え方の中で、依然として非常に行き詰ってい
ます。それはすべて、コレまたはソレ、イエスまたはノーのどちらかについてであり、物事を他

の物事に対して測定して、その間で選択します。これはわたし達が、‘還元主義的思考’、と呼ぶも
のです。皆さんは、他の何か正しい物事を証明するために、何か悪い物事を証明することが必要

になります。さて、これはひとつの誤用であり、実際に科学的な方法論に属するものですが、し

かし自然な方法論ではありません。それはまさにまるでそれが科学的な方法論が行っているもの

であるように見えるという理由から、それはその最も小さな共通した分母の中で、少しずつ減少

します。そしてこれは、皆さんが行おうとしたものです。皆さんが情報を与えられる時はいつも

、皆さんはそれを皆さんが 今まで与えられてきた他の情報と比較します。そしてもしも幾つかの
食い違いがあるなら、皆さんは何かを破棄することが必要になります。そしてその結果皆さんが

狼狽する理由は、皆さんがどちらを破棄するかを認識していないからです。

 
そのためこれは、数多くの皆さんのための、皆さんがこの情報を再開した方法に関する、ひとつ

の素晴らしい具体例です。皆さんは放送波とメールボックスを、 ‘これは一致しない’、‘父なる神
はアシュタルを否認した！’という意見で満たします。さて、最愛なる皆さん、言うまでもなく、
神は否認していません。わたし達はそのように活動しません。何よりもまず、そして第二とし

ても、二人が話していた内容の間に矛盾はありませんでした。単純に、皆さんが皆さんの精神を

開き、学ぶためのひとつの異なる取り組み方を選ぶ、ひとつの機会があっただけです。それを、

ソクラテスの問答法のようなもの、と呼ぶことにしましょう。 その中で皆さんは、ひとつの情報
の断片を提供され、そしてかなり一致しない2つの物事について幾つかの物事があり、その結果皆
さんは皆さんの考え方を拡大 し、皆さんの精神とこころを開くように勧められます。そしてこ
こが、その局面が入り込み、そして3番目の真実、さらに高い水準の真実を探し求める場所になり
ます。それは、そういった情報の断片の両方を、さらに高い水準のひとつの方法の中で融合する

ことができるものです。

 



最愛なる皆さん、皆さんは理解しますか？　皆さんは比較し、対比し、そして破棄する必要はあ

りません。わたし達は、情報の数々の階層と連携しません。皆さんは既に、‘時間はない’、と伝え
られています。そしてもしもこれが、わたし達の描写の中で物事がその前とその後に 現れないこ
とを意味するなら、わたし達は時に、それを皆さんにさらに理解できるようにするように、それ

を調整します。‘二者択一’はありません。いつもそれ以上の物事があります。そしてそのそれ以上
の物事は、皆さんが既に伝えられているものを超越することになるでしょう。親愛なる皆さん、

皆さんが考え方を学ぶ支援をするために、わたしは皆さんにこれを伝えているところです。皆さ

んは、考える方法と、それが皆さんに巨大な苦痛と混乱を引き起こすことを、認識 しません。
 
さて、それを試してみましょう。皆さんは今日、さらに多くの情報を与えられることになるでし

ょう。そして皆さんが与えられる時、それは皆さんの混乱を緩和することも、アシュタルと父な

る神の間の対立を解消することもないでしょう。そういった二人の最愛なる存在達の間に、不一

致はありませんでした。これは、す べての皆さんのための、非常に大切なひとつの課題です。こ
こでわたしと一緒に腰を下ろしてください。皆さんは、2つの情報の断片を与えられました。わた
しは今皆さんに、二人は対立していないことを伝えています。ここで、皆さんの精神は何をして

いますか？　‘やれやれ、わたしはもう一度それを調べて、その食い違いがあった場所を確認しな
ければならない’。いいえ！　‘わたしはわたしのこころを開き、わたしの精神を開き、さらに高い
ひとつの真実、そして希望を探し求めなければならない、それでわたし達の霊的指導者達がより

多くの光りをもたらすことになり、その教えを拡大し、それでわたし達はさらに多くの情報を手

にすることになるだろう’。最愛なる皆さん、それが、わたし達が機能する方法です。それは、皆
さんが少しずつ闇から光へ向けて進歩するために、今までわたし達が皆さんを支援してきた方法

です。そして今日、それは、皆さんが考え方を学ぶことを許すひとつの素晴らしい事例の研究、

ひとつの教えの瞬間になるでしょう。そのためわたし達は、わたしがまさに今皆さんに与えたこ

の呼びかけに関するその課題を筆写するように、誰かに求めることになるでしょう。そして皆

さん の一人がわたし達のメッセージのひとつを記述して、‘これは辻褄が合わない。他の誰かは去
年その反対のことを言ったのに... 何故あなたはそんなことを言ったのか？’と話す時は何時も、皆
さんはその結果この課題の記録を与えられることになるでしょう。

 
皆さんは最終的に、矛盾は存在しないことに気付くことになるでしょう。ただ単に情報を提示す

る異なる方法があり、情報に目を向ける異なる方法があるだけで す。すべての皆さんがそれにつ
いて学ぶためにそこにある巨大な宇宙の中で、それを最も小さな分子にまで減少させようとしな

いでください。そうでなければ皆さんは、重要などのような物事も決して理解することはない

でしょう。そして今、わたしはそれで充分だと考えます。わたしは皆さんの視界を広げたでしょ

うか？　わたしは、還元主義的にというよりはむしろ、拡大的に考えるように皆さんに働き掛け

たでしょうか？　それは、ひとつの新しい時代、新しい考え方の現れです。最愛なる皆さん、今

、皆さん自身を鍛えて、3次元の考えへと後退しないでください。それはすべて、選択することを
必要とし、並べ替えられることを必要とし、そして嗚呼... ひ とつの最後の答えへと縮小する二



分法、矛盾、全く異質な物事を目的にします。皆さんはすべて、宇宙が拡大を続けていることを

耳にしました。最愛なる皆さん、皆さんはそれと伴に拡大する必要があります。そしてまたこ

れは、最終的な答えはないことを意味します。いつもさらに多くの物事があり、そして皆さんが

今日さらに多くの物事に気付くことが、すべての皆さんのためのさらに大いなる光と歓びをもた

らすことになるでしょう。最愛なる皆さん、皆さんの内なる神を拝して。

 
…それが、わたしのメッセージの終わりです。そして今、皆さんはひとつの素晴らしい事前の呼
び出しを受けることになるでしょう。

 
サナンダ

Sananda

 
www.whoneedslight.org

Kathryn E. May, PsyD

60 Lower 27 Knolls Road

High Falls, New York, NY 12440

MAR 16 2014 SANANDA TRAINING FOR ASCENSION - LADY PORTIA RETREATI will tell you a little background about

our Training for Ascension call on Sunday, March 16, at 2 PM.  We will go to the etheric retreat of Lady

Portia - which will be fitting, don't you think?  Here we will talk a little about Ghana and why Lady

Portia chose that location for her retreat.

 
http://www.whoneedslight.net/page/483947582



サナンダの世界への緊急メッセージ

サナンダの世界への緊急メッセージ
わたし達はケシュの保護とわたし達の利益のために、ケシュの仕事を採用しなければな

らない

Sananda's Urgent Message to the World
We must get Keshe's work out, for his protection and our benefit!
 
キャスリン・E・メイ経由
Transcribed by Kathryn E May
March 17 2014 - 8 PM New York
 
Sananda:
 
 
 
わたしは、現れている現在の変化の波について、世界に対するひとつの短いメッセージを送りた

いと思います。それは、今までこの惑星上で認識されてきたどのようは物事も超えた、神のすべ

ての人々のための信じ難い繫栄と慰めをもたらすことになるでしょう。

 
完全な自由に向けた最初の段階は、既に完了しています。台湾のケシュ財団は、既に今後世界全

体に役立つ人生を変える数々の科学技術を生み出す特許と計画の内容を公開しています。その計

画は、世界に対して無料であり、追随することが簡単であり、今後はフリーエネルギー、医療の

飛躍的進歩、そして食糧生産の方法を提供することになるでしょう。わたしはすべての皆さんに

、わたしの親愛なるレディ・ポーシャとレディ・ナダが今後そのウェブサイトとフェイスブック

上で 提供するリンクに向かうように依頼しています。それを阻止したい者達がこの情報を廃棄す
るひとつの機会を持つまえに、多数の人々がこうした計画をコピーしておくことが不可欠になり

ます。

 
ひとりひとりの皆さんが、良く知る他の人々にそのリンクを送り、その人々がその情報をコピー

して安全な場所に保存することが必要になります。こうした科学技術に興味をもつ人々は、その

情報を瞬時に利用し始めても差し支えありません。今までケシュ財団が求めてきたことは、こう

した贈り物を人類と共有する人々 は、平和目的のためにその技術を使用するその人々の誓約書に
署名する、ということだけです。

 
これは、完全な開示に向けた、第三段階です。ウクライナ上空の葉巻型宇宙船と370便の救助が、
皆さんの星の仲間達を世界に認識させた最初の2つの指標でした。これからの数週間が展開される



につれて、皆さんは、こうして出来事が実際に起こったことがどれほど重要なことか、そしてそ

の理由から今度世界がどれほ ど沢山の物事を変化させてしまっているか、それを学ぶことになる
でしょう。

 
ご存知のように、わたし達は、惑星地球にわたし達自身を少しずつ紹介しているところです。わ

たし達のすべての活動は今後人々に巨大な恩恵をもたらすことになりますが、しかし関連する人

々を保護するために注意深く行われることが必要になります。ケシュ氏は、こうした祝福を皆さ

んにもたらす支援を続けている他の人々のように、わたし達の保護を受けています。彼の最も巨

大な保護は、彼の情報が今後かなり広範に配布され、理解され、それは決して再び抑圧されるこ

とはあり得ない、という事実から現れることになるでしょう。

 
先週の日曜の世界に対するひとつのメッセージの中で、サンジェルマンは、すべての人々が振動

を高めて、今まで通貨の再評価とその後に続く繁栄資金の殺到の始動を阻止してきた現在の否定

的なエネルギーの行き詰まりを圧倒するように、ひとつのこころからの叫び提示しました。ただ

多数の光の活動家の協調した努力だけが、勝利を収めることができる愛と光の力を創り出すこと

ができます。大勝利の内にそのゲームを終えるために目を見張るゴールを決めているわたし達

のチー ムを、眼に浮かべてください。最愛なる皆さん、これが今、わたし達が必要とするもの
です。

 
そのためわたしはすべての皆さんに、天の集団の名において、すべての人類の恩恵のために、今

日3月17日に、高い意識の他のすべての瞬間の頂点に向けて全面的に高まっている数々のエネルギ
ーの中で、わたし達に参加することを求めます。希望、笑顔、友情、そして歓びの高まる潮流を

反映し、それを増大させるために春の昼夜平分時と満月のエネルギーを利用しながら、それをひ

とつの新たな調和的集束として考えてください。皆さんが皆さん自身のエネルギーを高めて、今

後勝利を収めることになる良き意志と幸せの巨大な波動に貢献するために、わたしは皆さんに、

ひとつの瞑想を与えたいと思います。

 
心地良く休息することから始めて、できれば皆さんの背中をひとつの樹にもたれ掛けた状態で、

皆さんの裸足をしっかりと大地の上に置いてください。もしも皆さんの天候が自然との長期の滞

在を許さないなら、数分でも充分です。深く呼吸をして、皆さんの血管を勢い良く流れている血

液と、皆さんを育み維持している空気を感じてください。吸う息と吐く息、皆さんの中を進むそ

の呼吸に耳を傾けてください。そして、それが動物、植物、鉱物かどうかにかかわらず、すべて

の存在が、皆さんに触れる空気のその同じ感触を感じていることを、認識してください。母なる

地球は、皆さんの心臓の鼓動と、地球の身体の上の皆さんの足音を聞いていることを、認識して

ください。神とすべての霊の領域が、実際の皆さんの姿である創造主の種族の輝かしい一員とし

ての皆さんのここでの在り方を褒め称えていることを、認識してください。

 



今までこれほど数多くの人々を圧迫し、おそらく過去に皆さんを恐怖と不安で満たしてきた闇の

エネルギーは、今、母なる地球、神、そして全存在に向けた皆さんの高まる愛の感覚によって、

打ち倒されているところです。最愛なる宇宙の子供である皆さんは、皆さん自身になり始めてい

るところです。皆さんは、皆さんの現在の人間の身体という一時的な衣服の下に隠された皆さん

の実際の姿である勇敢な光の存在として、認められています。皆さんは、太陽が昇るように、月

がその恵まれた光を皆さんの道筋の上に輝かせるように、高まり続けています。

 
皆さんは今、個人的にそして他の光の活動家と伴に、今まで不安定な状態にあり、いつも転換点

にさらに近付いてきたその巨大な移行を今まで阻止してきた、その闇の帳を取り除いているとこ

ろです。親愛なる皆さん、今、皆さんのすべての力で押し進み、皆さんの愛と光を外部へ送り出

して、今までよりもさらに明るく輝いてください。今わたし達が歓びと大勝利に参加する時、わ

たし達は今、一緒に世界を変え続けています。

 
親愛なる兄弟姉妹の皆さん、大喜びしてください。わたし達はついに、完全に一丸となって、満

たされて、壮麗な期待の中に立ち、わたし達の生得の権利である豊かさと自由を共有します。

 
皆さんの声の限りに、わたしと一緒に歌ってください。“わたし達はそういう者達。わたし達はそ
の子供達。わたし達はより良い一日にする者達、だから、与え始めよう”。皆さんのこころを惜し
みなく与えてください。皆さんのこころの精神の押し寄せるエネルギーを感じてください。そ

して、この最愛なる惑星上のあらゆるひとりひとりの存在のために愛の津波をもたらすその新し

い日を、こころに描いてください。

 
そして親愛なる仲間達、今、通りで踊り、歓びに溢れた大騒ぎを起こすことにしましょう。何故

なら、わたし達は新しい始まりであり、新たな黄金時代の創造主達だからです！

 
わたしは皆さんを言葉では言い表せないほど愛しています、

 
皆さんのサナンダ、イエス

Your Sananda/Jesus

 
 
www.whoneedslight.org - Facebook: Healing For Ascension Tour;

www.HollowEarthNetwork.com - Facebook:  Hollow Earth Network

 
https://onedrive.live.com/?

cid=bf45c90b2b044660&id=BF45C90B2B044660!143&ithint=folder,.rar&authkey=!AGRPC-Y6xyui0YI
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http://www.whoneedslight.net/page/483999582



サナンダの新たな任務

サナンダの新たな任務
Sananda's New Assignment
A request to the Ground Crew
 
キャスリン・E・メイ経由
Transcribed by Kathryn E May
March 19 2014     8:00 AM New York
  
 
親愛なる皆さん、

Dear Ones,
 
皆さんは事実通り壮麗な地上要員達です。皆さんの努力は、わたし達がわたし達自身のひとりが

危険に瀕する時は必ず、実際に一瞬の内にわたし達の何千もの舞台を結集することができるこ

とを、そこにいた権力者達に明らかにしました。わたし達の最愛なるM.T.ケシュが世界に対して
既に提示している研究を取り込んで保存するようにというわたしの嘆願に対する皆さんの反応が

、結果的にケシュ財団のウェブサイトへの要求の洪水になり、彼がもはやこの計り知れない情報

の唯一の所有者ではないことを、あらゆる人々に明確にしました。彼らが彼の人生を脅かすこと

は無意味です。何故なら、彼の有名な親指大の記憶装置は、彼にではなく、世界に属するから

です。

 
皆さんは、既に知的でこころを中心にした志願者達、今まで世界が決して認識してこなかったよ

うな人々のひとつのチームと、連合しています。皆さんは、皆さんがお互いやわたし達と持つそ

の結び付きを感じるために、同じ町あるいは同じ国にさえいる必要はありません。皆さんがどれ

ほど迅速に皆さんの時間と努力を提示しようとするか、そして皆さんがどれほど効果的になるこ

とができるか、わたし達がそれを確認することは、事実通り満足を覚えるものです

 
わたしは、今日のためのもうひとつの要請を手にしています。370便のわたし達の搭乗者達は、報
道媒体の光の中に立ち、搭乗者達を救出した銀河の兄弟姉妹達との冒険の世界を伝え、惑星地球

の表層の背後で今まで進んできた物事の真実に関する搭乗者達の知識を伝え、そして世界の指導

者達にネサラ法に署名して惑星中に発効させることを訴えるという深くこころに刻み込まれた搭

乗者達の望みを伝えることができる日を経験することを、切に望んでいます。

 
わたしは今皆さんに、キャスリンが既に記述した（以下を含む）ものを報道発表する選択をして



、それを、それが皆さんの地方の新聞社、テレビ局、あるいはイン ターネットの情報源の何れで
あろうと、皆さんが気付くことができるあらゆる報道発信源に送付することを求めます。皆さん

がそれを印刷して、皆さんが出向くあらゆる場所で手渡して、それを伝えるひとつの方法を持つ

可能性があると皆さんが考えることができるあらゆる人にファックスするか電子メールを送るこ

とができるように、わたしは既にキャスリンにそれをこのメッセージに添付するように求めてあ

ります。ファックスは、報道機関でより多くの注意を引き付けることになるでしょう。それは既

に世界の注目を集めているひとつの争点であり、そのため、それが今後状況を変える熱心な霊的

な人々である必要はありません。あらゆる人が今、地球外生命体の介入がそのパズルに対する唯

一の論理的な答えである、と推測しています。わたし達は今、それは敵意を持った行動ではない

ことを、人々に証明することが必要になります。

 
最愛なる兄弟姉妹の皆さん、わたしは皆さんに、わたしの尽きることのない愛と祝福を送ります

。わたし達たちはひとつです。

 
皆さんのサナンダ、歓び、調和、穏やかさ、そして友情の中で

 
Transcribed by Kathryn E. May, March 19, 2014, 8 am.
 
 
 
報道発表－370便は救助され、銀河の宇宙船の手の中で安全
ライトウェブ・ニュース

Press Release - Flight 370 Rescued, Safe in the Hands of Galactic Ship
LightWeb News
 
370 便の救助を描写している包括的な発表は、ライトウェブ・ニュースによって既に記録されてい
ます。その航空機は油圧故障に苦しんでいたため、制御不能の状態、差し迫った破滅の危険に陥

りました。飛行中に空中から素早く移動させられて、アシュタル司令部配下の連邦の艦隊の一部

だと主張したシリウスからの一隻の巨大な宇宙船に積み込まれました。アシュタルの報告はライ

トウェブ・ニュースから利用できます。

 
レーダーの画像は、地球外生命体の宇宙船の姿と、370便の突然の失踪を確認します。極端に進ん
だ科学技術の介入を直接指し示す驚くべき異常性のせいで、混乱が操作と救助に影響を及ぼし

ます。

 
この情報源から完全な説明を読んでください。それは、紛争地帯（最近はウクライナ）の上空で

の葉巻型UFOの目撃例と乗員達の捕獲と安全、そしてネサラ法の開始に参加するために世界中



の国々の新たな要求の間の結び付きに言及しています。

 
司令官アシュタルは、瞬時の世界平和をもたらすための“人質”として行動することを申し出た搭乗
者達と協力した、その救助と要求の責任を主張します。インタビュー全体は、at
kemay@aol.comのキャスリン・E・メイ博士と接触することで、入手可能です。
 
http://www.whoneedslight.net/page/484045604



調和的な次元上昇のためのサナンダの瞑想

調和的な次元上昇のためのサナンダの瞑想
SANANDA'S MEDITATION FOR THE HARMONIC ASCENSION
4 April 2014 - 5:18pm
 
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
SANANDA'S MEDITATION FOR THE HARMONIC ASCENSION
 
~ Channeler: Dr Kathryn E May -
www.whoneedslight.net - March 30, 3014
 
  
瞑想

THE MEDITATION:
 
それでは皆さん深く呼吸をしてください。

深く、深く。

皆さんのこころの最も深い場所に向かって、

皆さんが以前にいた場所よりもさらに深いところまで息を吸い込んでください。

皆さんのこころの中の秘密の部屋にまで息を吸い込んでください、

そこは皆さんの魂との結び付きがある場所です。

そして皆さんは、全存在と結び付きます。

その結び付きの深さを感じてください。

一度皆さんが皆さんのこころの中でそれを構築してしまえば

それは決して破壊されることはあり得ません。

 
そして一度皆さんがその結び付きを構築してしまえば、

皆さんは決してひとりではないことを、

そして皆さんは決して死ぬことはあり得ないことを、皆さんは認識します。

皆さんは、他のあらゆる人のように、進み続けます。

 
 
わたし達すべてが、一緒に全存在を創り出します。

 



ここで、深く呼吸をしてください。

 
皆さんのこころの中のその場所を感じてください、

そこには境界はなく、

障壁もなく、分離もありません。

 
皆さんがその場所に行く時、

皆さんは電磁的なエネルギーを感じます

皆さんの周りのそういったすべての存在達に属するものであり、

今まで生きてきたすべての存在達に属するものであり、

この瞬間の現在の宇宙の中のすべての意識に属するものです。

 
過去、現在、未来の、すべての意識です。

 
そしてそのすべてを通した、究極の創造主の愛に溢れた巨大なエネルギーです。

 
この状態で、皆さんは神であり、皆さんは愛であり、皆さんは光です。

 
その結び付きの深さを感じてください。

 
深く呼吸をしてください。

 
皆さんが皆さんのこころの中で感じるその愛を、地球へと降ろしてください。

 
まさに皆さんの大切な母なる地球の中心へと深く結び付いてください、

それは皆さんの碇であり、それが今後皆さんをいつも固定した状態に維持することになるでし

ょう。

 
そしてここで上昇に向けて、皆さんの王冠のチャクラを通して、

その光の支柱を昇って

すべての次元のすべての層を昇って

わたし達の巨大な創造主に到達してください。

 
障壁は無く、断絶もなく、皆さんはいつも結び付けられていて、

わたし達の創造主を経験することができ、感じることができ、

そしてこれほど育成的で、これほど心地良く、これほど穏やかな、

純粋な愛を吸収することができます。



 
最愛なる皆さん、この状態で、皆さんはどのような物事も創り出すことができます。

 
そしてここで、その力を用いて、皆さんのこころのその情熱を、

皆さんの太陽神経叢の中で皆さんが感じるその意志を、感じてください。

ええと、“わたしはできる”、“わたしは存在する”という、名付けられていない感覚です。
 
そしてここで、それを数々の考えと、

数々の印象と、数々の夢と結び付けてください。

それは皆さんの最もお気に入りの望みです。

 
光の活動家達は、いつも、“わたしは世界の平和を望む”、と口にします。
それは、過去の数々の生涯の中では不可能でしたが、今は可能です。

何故なら、既にあらゆる物事が変わってしまっているからです。

わたし達は、この深い場所から、

世界の平和を創り出すことは不可能でした。

わたし達は、以前はそれを明らかにすることはできませんでしたが、

わたし達は今それができます。

 
そして皆さんのこころの中のその深い場所の中で、そのように思い巡らして、

穏やかな惑星全体を思い巡らしてください。

そこではあらゆる兄弟があらゆる他の兄弟やあらゆる姉妹を抱き締めて、

あらゆる兄弟姉妹や子供に微笑み掛けます。

そこでは究極の創造主のエネルギーが、

あらゆる遭遇、あらゆる考え、あらゆる行為に染み込んで、それを豊かにします。

 
それを確認し、その穏やかさと友情を確認し、

そして最も壮麗な果実と野菜と花々、

あらゆる人のための生命の万能薬を沢山積み重ねられた、

あらゆるテーブルを確認してください。

 
今後惑星上の個人が飢えることがなくなる状態を、

今後ひとりひとりの存在が必要とする保護を感じるようになる状況を、

思い描いてください。

それが栗鼠のためのひとつの森、

人間の家族のためのひとつの愛に溢れた家、

一頭の馬または牛のための美しい草が繁っているひとつの平原、



一羽の鳥御ためのひとつの青空であるかどうかにかかわらず、

すべての存在が、育まれ保護されていると感じるようになるでしょう。

 
最愛なる皆さん、この構想を、皆さんは毎日創り出すことが必要です。

そして皆さんがそうする時、惑星地球の振動は上昇することになるでしょう。

 
皆さんがさらに多くそれを行うほど、

わたし達がひとつの歓びの最高潮を創り出すまでそれはさらに上昇し、

それは今後、妨害もなく、終りもなく

地球全体に波及することになるでしょう。

 
皆さんのこころのなかでそれを維持して、そこでいつもそれを維持してください。

 
そしてそうあらしめよ。

And so it shall be.
 
http://lightworkers.org/channeling/198539/sanandas-meditation-harmonic-ascension



生命はひとつ

生命はひとつ
Life is ONE
 
キャスリン・E・メイ経由
Transcribed by Kathryn E. May/Portia, May 14, 2014, 4PM, New York
 
サナンダ：

Sananda:
 
今朝、わたし達はキャスリンにその朝の瞑想の中で、ひとつのメッセージを与えました。それは

、この場所や彼女のラジオ・ショーで彼女が皆さんに説明することをわたし達が望むメッセージ

です。わたしは彼女が見たものを説明するように彼女に求めるつもりです。そして、次にわたし

達は、皆さんが皆さん自身に適用することができる情報の短編を皆さんに与えるつもりです。

 
 
キャスリン：

Kathryn:
 
わたしは、その青と緑と茶色の色合いを持ち、周りのそこかしこを覆う一枚のショールのような

少しの白い雲の中にある、美しい地球を確認しました。地球はいつものように自転し、そしてわ

たしは、地球の存在感、地球の陽気な意識を感じました。地球が自転した時、わたしが確認した

のは、何処かの場所へ上昇しながら、しかし地球から離れていない魂達でした。しかしその一

方で、こうした魂達はそれぞれが深くわたしに結び付けられていました。わたしは、その魂達に

対するひとつの磁力を感じました

 
わたしがお互いに対するわたし達の巨大な愛を認めた時、わたしのこころは歓びで溢れました。

その魂達はわたしの家族であり、わたしの素晴らしい友人達、わたしの大切な人々です！ わたし
達はお互いに手を組んで、数多くの花弁を持った一輪の花のように、ひとつの有機的な全体を形

成しています。実際、わたしに訪れたその光景は、既にその幾つかの花弁を落としている一輪の

薔薇のようなものでした。そしてここでその花弁は上昇を続けて、わたしが注目した時、その花

と再び結び付きながら新しい一輪の薔薇を形成していました。しかしわたしは、ただ注目してい

ただけではありません。わたしはわたしの花を楽しんでいる一枚の花弁であり、そしてわたしは

、そういった圧倒的な歓びを感じました。それは、安心、幸せ、莫大な歓び、愛のようなもので

した！

 



わたしは、永遠にお互いを認識していたわたしの64名の友人と再び結び付いていました。わたし
達は、金銭、感覚、経験といった、あらゆる物事を共有しました。わたしは、64という数を感じ
ました。わたしは、わたし達はすべて誰でも現れている、と伝えられているところでした。今後

わたし達すべては、わたし達がこれほど長い間認識してきた一体性として、もう一度一緒になる

でしょう。その歓びの感覚は、筆舌に尽くし難いものです。

 
またわたしは、この展望は共有されるべきものだということ、そしてそれぞれの魂が自分自

身の“64”の家族、自分自身の固有な存在達の集積を持ち、今後わたし達すべてがさらに高い次元へ
と上昇する時に圧倒的な歓びの中で再会するようになることに気付いています。しかしわたし達

のそれぞれにとって、その感覚は、わたしはこの瞬間にただそれ自体を再現しているわたし自身

の花に目が向いているに過ぎない、というものでした。わたし達は、一緒にいます。わたし達は

、ひとつです。

 
その結果、これほど密接にお互いを抱き締めながら、わたしの花、魂達の一輪の花が完成する時

、わたし達はひとつの有機的な全体になり、わたしはさらに大きな歓びにさえ気付きます。わた

しの自己、わたしの花は、すべての花が一緒に合流するそのエネルギーに浸りきっています。わ

たし達は、ひとつの巨大な花束ですが、しかし薔薇でいっぱいのひとつの花瓶のように、単一の

姿を持ちません。それは干満を続け、動き、生きている、ひとつのエネルギーの姿です。わた

しは、テラとその山や海や空、外部空間の到達範囲、わたし達の周りを心地良く包み込んでいる

無限の宇宙、わたし達の真の本質と再統合している状態の心地良さと安心という、わたし達の感

覚のひとつの切り離せない部分に対するわたしの深い愛を、自覚しています。

 
嗚呼.... その通り.... わたし達はひとつです！しかしこの一体感は、ひとつの感覚、経験、認識、
歓び、相互信頼というひとつの感触です。わたし達は故郷に帰ります。

 
 
サナンダ：

Sananda:
 
その通り、これは、キャスリンがその朝の瞑想の中でわたし達に呼び掛けた時に、わたし達がキ

ャスリンと共有したその幻視です。それは、皆さん自身の次元上昇の中で、今後すべての皆さん

が経験することになるものです。最愛なる皆さん、これは、皆さんが楽しみに待たないではいら

れないものです。

 
あらゆる魂が、ひとりの固有な存在であると同時により大きな全体のひとつの部分であり、そし

てより大きな全体は、その一方で一斉にそして別々に極めて素晴らしく感じられる相互信頼のそ

れぞれの水準です。それは皆さんがひとつの壮麗な湖の中で泳いでいて、そしてそれぞれのひと



かきで皆さんがその穏やかな流れ、水温の変化を感じるようなものです。今はより温かくなり、

より冷たくなり、すべてが興味深く楽しいものであり、その湖のすべての部分が皆さんであり、

皆さんの継続している生命の経験です。

 
ご存知のように、わたし達がお互いに対して、そして皆さんに対して感じる歓び、幸せ、調和、

そして愛という感覚を適切に描写する言葉は、存在しません。ピーター・オルソンがそ

のwww.ManyOfOne.comというウェブサイトとラジオ番組で描写したものを超えて皆さんがその意
識を高める時、生命の事実通りの姿を表現するために、わたし達はただ、数々の言葉で彩られた

こうした印象を提示することができるだけです。惑星地球上の人間の姿の中のこの経験は、皆さ

んのありのままの姿の1％に過ぎません。これは非常に重要な1％ですが、しかしそれにもかかわ
らず、全体のほんのわずかな部分に過ぎません。

 
最愛なる皆さん、今は、皆さんの全存在との結び付きであるその99％を認識する時です。皆さん
の直観力、皆さんの確信、そして皆さんのさらに巨大な認識の感覚、そういった皆さんのこころ

の精神の資質を利用して、皆さんの愛との結び付きに戻る皆さんの方法を感じてください。愛を

含み、愛を表現し、愛を創り出すそのエネルギーの中で泳いでいる皆さん自身を、感じてくだ

さい。

 
皆さんのこころの中の、その静かな場所に気付いてください。存在すること、静かになること、

皆さんの1％を皆さんの99％に同期させるその調和の本質に、意識を集中してください。皆さん
の99％の部分は、埋め込まれていて、調和のエネルギーとそれを超えた愛のエネルギーの中を泳
ぎ続けています。これがわたし達の自然な環境であり、わたし達がその中でわたし達の現在の意

識状態まで成長した文化です。皆さんが皆さんの現在の1％をさらに高い自己とより同調させる
ほど、皆さんはキャスリンが上で描写した静けさと歓びをより多く感じることになるでしょう。

ここ表層上の花弁は皆さんの魂の1％であり、皆さんという存在である生命の花と融合するために
、さらに高い数々の次元へと戻り続けています。そして次にその生命の花は、皆さんの魂の仲間

達であり旅の道連れ達でもある魂達の家族と癒合します。今度は、皆さんの魂の家族が宇宙の中

の溢れるほどの生命の一部になります。

 
皆さんのこころに中で穏やかに維持されているこの印象を受けて、皆さんはどのようにすれば絶

えずひとりまたは見捨てられていると感じることができるというのでしょうか？わたし達は皆さ

んと伴にここにいて、皆さんがこの現在の使命を完了する時、皆さんを導き、皆さんを引き上げ

続けています。皆さんが今まで進んできたその道筋は、既に必然的に皆さんを皆さんが今いる場

所に導いていて、あらゆる瞬間にすべての人類の夢の完成に向かって近付いています。それは、

一緒に5次元に上昇することです。
 
皆さんがこうした考えや感覚をじっくり考える時、皆さんが感じているものが真実であることに



気付いてください。皆さんは、哲学や、数々の公式や数字を用いた耐え難い努力は必要ありま

せん。皆さんに必要なことは、ただ皆さんのこころの中の小さな静かな場所に向かうことだけ

です。そこで皆さんは、皆さんの脳の中心にある皆さんの魂の精神と直接結び付き、そこから全

存在に向かうことができます。それは単純で本質的な構造であり、皆さんは刻々と生きるにもか

かわらず、人類がわたし達の考えと感覚の力で現実性を創り出すことを可能にします。

 
最愛なる皆さん、その通り、皆さんは実際に皆さんの創造主の心象の中で創られました。皆さ

んは、創造する力を持ち、そして皆さんの惑星地球とそのすべての居住者達をさらに高いひとつ

の振動へ高める力を持ちます。皆さんは、皆さん自身の振動を高めることによって、これを行う

ことができます。何故なら、わたし達の相互関連性は、すべてがひとつであることを意味するか

らです。今後すべての人類が、さらに高いひとつの次元領域に向かう皆さんの運動の影響を感じ

ることになるでしょう。

 
理解するために役立つ、もうひとつの重要な創造の要素があります。わたし達はここ惑星地球

上で、時間という要素、無限の空間を示唆する風景、そして二元性の経験を創り出しました。二

元性という言葉によって、わたし達は数多くの物事を指し示します。何故なら、二元性は数多く

の方法でそれ自体を表現するからです。わたし達は、浮き沈み、光と闇、さらには高揚感と失

望感、光と闇の雰囲気、希望と絶望、統合と分離を経験します。こうした物事は、今後わたし達

がさらに高い数々の次元へ上昇する時に、わたし達が背後に置き去りにする相違です。その次元

上で戦争が起きない理由は、分離または競争あるいは疎外という経験が存在しないからです。憎

悪が存在しない理由は、あなたはわたしに反対した、あるいは持つ者と持たざる者という感覚が

存在しないからです。

 
さらに高い数々の領域の中には、さらに良いまたはさらに悪い、さらに高いまたはさらに低い

といった物事はなく、別の者からの個人の分離もありません。そのため、皆さんは、存在の残り

のすべてとこの世界の経験がどれほど完全に異なるかを理解するでしょうか？ 皆さんが宇宙の中
のどこか他の場所で見付け出すことができない物事を経験する能力という観点からすると、それ

はむしろひとつの華麗な構造です。すべての人々がさらに高い数々の次元へと引き上げられる前

のこの最後の壮麗な瞬間のために、この惑星地球の表層で皆さんに参加することを望んだ数々の

魂のひとつの巨大な陣容が存在したことは、驚きでしょうか？

 
その通り、それは困難で、時に耐え難くさえあるものですが、しかし、ひとつの必然的な過程

です。それによってわたし達すべてが、わたし達自身の強さを正当に認識し、わたし達の魂の連

れ合いの貴重な愛を近くに維持し、ひとりの3次元の存在として生命の精緻な感覚を大切にする方
法を学んできました。ましてさらに重要なこととして、この世界の経験は、ここに存在すること

がひとつの名誉でありひとつの天稟であることを理解しながら、わたし達が求めた過程です。親

愛なる皆さん、わたし達は既に成功を収めていて、そのため今は、凱旋の時、祝祭と歓びの時



です。わたし達は既に、一度にひとつの魂の、そしてすべての人々が一緒の、人類の次元上昇を

実行しています。

 
わたし達は今、わたし達すべてをわたし達が一緒に創り出したその夢に運ぶ、その入り口にい

ます。惑星地球、地球がそれ自体をそう呼ぶテラは、さらに高い数々の次元の中で、地球の魂の

家族に参加することになるでしょう。何故なら、皆さんのように、すべての惑星、恒星、そして

銀河のように、地球は生命の花の中のひとつの花弁になるからです。

 
最愛なる皆さん、皆さんが今味わっているその経験を満喫するために、こうした最後の日々を利

用してください。それがひとつの小さな小屋またはひとつの大邸宅の中の人生かどうか、老年ま

たは新生児かどうか、孤独か他の人々の一緒かどうかは、問題ではありません。皆さんがこの瞬

間に行っているその呼吸を楽しんでください。皆さんの肌に触れるそよ風を、皆さん自身という

存在の味わいを、感じてください。皆さんは、皆さんと伴にこれを選択することになるでしょう

。そして皆さんは、今まで皆さんが充分に味わってきたあらゆる瞬間から、成長することになる

でしょう。皆さんのさらに高い魂は、皆さんの目覚めを喜びます。何故ならそれは、皆さんがひ

とりの存在として拡大していることを意味するからです。そしてそれは、意識を持つすべての存

在の運命です。

 
わたしの最愛なる仲間達、大喜びしてください。わたし達は、今までわたし達が何百万年もの間

こころに描いてきたその新たな時代の瀬戸際にいます。これはわたし達の瞬間です。

 
わたしは、言葉では言い表せないほど皆さんを愛しています。わたしは、皆さんと伴に、ひとつ

に結び付けられたわたし達のこころと伴に、ここにいます。

 
わたしは皆さんのサナンダ。

I am your Sananda.

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, April 14, 2014, 2 PM, New York
 
Transcribed by Kathryn E. May/Portia, May 14, 2014, 4PM, New York
 
Permission is given to copy and share this message, providing it is given in its entirety without
additions or deletions, and credit is given to the channel and to the website,
www.whoneedslight.org.
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キャスリン・E・メイ経由
Transcribed by Kathryn E. May
 
Sananda
 
 
それは、谷間の中の美しい一日でした。太陽は深い青空の中で明るく、視界の中にほとんどひと

つの雲もありませんでした。少女達はその友人のために誕生日のお祝いを計画しているところで

あり、その雰囲気には興奮が溢れていました。それは壮麗な一日でした。少女達のテーブルの周

りのすべてには、開花した数々の花と水溜りへと流れている水のせせらぎがありました。お祝い

を開くには何と牧歌的なひとつの場所でしょうか。

 
わたし達は、地上のその場所にいて皆さん自身を楽しみ、お互いに愛している皆さんを確認する

のが、大好きです。豊かさ、調和、そして穏やかさの予兆になるのは、その雰囲気です。ご存知

のように、肯定的な物事を創り出す意図を持った瞑想は非常に効果的なひとつの手段であるこ

とを、既に皆さんは教わっています。それは実際にその通りですが、しかし皆さんは、人々のひ

とつの集団が楽しむために集まる時にその効果がどれほど強力になるかを、自覚しません。夕食

を取るために一緒に腰を下ろすという単純な行為でさえ、ひとつの愛の渦を創り出し、それがそ

の後でその食台と椅子、その家の壁や床の分子に定着します。

 
子供達は自分達の周りの感覚に特に敏感であり、子供達が出会う数々の対象の内部で持っている

その振動を見抜くことができます。皆さんがかつてそうだった、その子供としての皆さん自身を

感じてください。そして、皆さんの周りの物事の中に保存されている数々の感覚に、気付いてく

ださい。皆さんは今まで、その雰囲気を愛で満たしてきましたか？ その時、皆さんの家具、壁、
そして地域の環境は、皆さんのこころのエネルギーを身に着けることになるでしょう。

 
わたしがこの現象を皆さんに説明しているのは、皆さんにその情景の一部分を提供して、わたし

達が惑星上の振動の高まりについて伝える時に、皆さんが直面しているものを理解することがで

きるようにするためです。それは、否定性と怖れに属するすべての時代から留まっている、そ

の数々のエネルギーの暗い窪みを洗い流すことを意味します。セージを焚くという古い伝統は、

長く続く闇に苦悩しているひとつの建物またはひとりの個人から、数々の否定的なエネルギーを



一掃するために利用されました。

 
皆さんは、皆さんの犬や猫達が数々のエネルギーを動かし、そのエネルギー自体を吸収すること

によって否定性を取り除き、その結果それを変えて、それを宇宙に解き放って再び吸収されるよ

うにすることに特に優れていることを、気付いていないかもしれません。特に猫達は、この仕事

にかなり適しています。ハロウィーンの絵が、意地悪な魔女や他の闇の存在達の後について行く

一匹の黒ネコをいつも明らかにしていることを憶えていますか？ それは、その猫がその同行を楽
しむからではありません。猫が同行するその存在達の否定的な影響を一掃する責任を持つ、猫の

自然な傾向性の象徴的な描写です。その黒い色合いは、他の人々を数々の暗いエネルギーから保

護するためにそのエネルギーを身に着ける、猫の能力を象徴します。

 
数々のエネルギーを安定させて、以前は黒ずんだひとつの環境に光を取り戻すために皆さんに囲

まれてそこにいる、数多くの動物、植物、自然力の種が存在します。今週以降、彼らは大挙して

現れて、彼らと出会うすべての人々に愛と光と歓びをもたらすことになるでしょう。何故なら、

人類は今週、既に桁外れに重要なひとつの道標の通過を終えているからです。

 
世界中の光の活動家達は、既に目覚めて、意識的にその振動を引き上げること参加しています。

長期に及ぶ闇からの登攀は、ひとつの転換点に達しました。数々のポータルが浄化されている

ため、地球の結晶質は活性化され、数々のレイラインは世界中で活動している様々な集団によっ

て復元されて、突如としてひとつの転換点に到達しました。皆さんの創造主に属する存在達が、

その前日でさえ達成するのが不可能だった数々の浄化を完了することができるようになりました

。

 
ほとんどの皆さんが、数々のエネルギーを高めて過去の悠久の時の残滓を一掃しようとして、今

地上の身体の中で努力している数々の霊的指導者達のチームに、充分に気付いていません。皆さ

んは、皆さん自身の考えの中の数々の暗い発想の残渣に気付いています。それを何千倍にも増や

してください。それで皆さんは、母なるテラのオーラと物質的な身体の中で一掃されることが必

要な隠れ場所や裂け目という、ひとつの発想を持ちます。それを何兆倍にも増やしてください。

それで皆さんは、惑星の表層で共有されている、浄化され、一掃され、すべての人々が次元上昇

をする準備を整えるために必要なエネルギーの感触をつかみます。

 
皆さんは、皆さんの人生の中の環境のエネルギーによって、皆さんが認めるよりも遥かに深い影

響を受けます。それが、次元上昇について何も認識しない数百万の人々が今、自分自身や自分達

の仕事や環境を異なる姿に感じている理由です。ご存知のように、それに同意しているか、ある

いはさらにそれに気付いているかどうかにかかわらず、あらゆる水準で、あらゆる存在に対して

、数々の変化が起り続けています。皆さんの以前の同意によって、これが可能になっています。

一部の人々はそれを、皆さんが達成するためにここに現れたその契約と呼びます。今回の生涯の



遥か以前に、皆さんは、皆さんがここで遭遇するものと、皆さんがそこから学ぼうとするものを

、認識しました。皆さんは、訪れる次元上昇のために、炭素基から結晶構造基に改善されるこ

とに、皆さんの同意を与えました。

 
わたし達は、皆さんが今回の人生に入る前に、所定の位置に数多くの二重安全装置を置く合意を

結びました。すべては慎重に考えられ、皆さん自身の委員会や今回の使命の成功を監督している

さらに大きな数々の評議会と伴に、それがその評議会の会合の中で同意されました。わたし達が

起り得るすべての時系列を考えることができた範囲で、わたし達は皆さんや他の人々が進むこと

を求められる足取りと、代わりの数々の筋書きのために考案された代替策に同意しました。

 
皆さんが今、さらに高い数々のエネルギーに対する皆さんの順応の速度を上げるように求められ

ている理由は、ひとつの集団として、既に皆さんはその振動を高めて、そういった成功と伴に数

々の時系列に飛躍することに成功を収めているからです。わたし達は今、新しい数々の可能性を

持つひとつの完全に新しい場所にいます。今は、さらに高い数々の次元の中のここにいるわたし

達にとって、非常に興奮を覚えるひとつの時期です。何故ならわたし達は、大いなる楽しみと満

足で、数々の出来事の展開を確認しているからです。

 
その通り、依然として解決されなければならない数々の難題がありますが、しかし地上部隊と一

緒にいるすべての皆さんが最も重要な責任を持ち続けてきて、わたし達を少しずつ前進させて、

皆さんがこれほど長い間伴に生きてきたその闇についての真実を暴露する情報を明らかにしてい

ます。皆さんは、漂う雰囲気の中で、石油と他の天然資源に対する権力と利用を獲得するために

、偽旗作戦を創り出して数々の戦争を始めている、秘密結社とその合衆国の政策に対する影響力

に挑んでいる他の国々の中で、それを感じることができます。最愛なる皆さん、世界中の数々の

国が、すべての国々を抑圧して服従させてきた経済と軍事の鉄の支配を止めるために積極的に同

調している新しい一日が、事実通り黎明を迎えているところです。

 
その子供達に与えてきた数々の戦争が、他の人々に対する権力を獲得することを目的として混沌

と混乱を創り出そうとする最も裕福な者達によるひとつの策略に過ぎなかったという事実をアメ

リカの人々が受け止めることは、難しいことです。皆さんは、皆さん自身をそのように理解せず

、そしてほとんどの部分で皆さんは残虐ではありません。しかし今まで数多くの人々が、他の人

々の怖れを助長する強力な宣伝活動の機関によって行われてきた物事の正当性を確信してきま

した。でっち上げられた数々理由に対して怖れて攻撃するようにけしかけられてきたそういった“
他の”皆さんは、その秘密結社がいつも待望するものを所有する人々です。第二次世界大戦以降の
惑星上の数百に及ぶ戦争について、合衆国はこうした数々の紛争のほとんどの中で、その先導者

になってきました。

 
それは、物質的に、精神的に、そして情緒的に、ひとつの大いなる損害を必要としてきました。



自由と民主主義の保護者になる振りをしている一方で侵略者になることは、過去の数々の出来事

に関する深い記憶喪失状態が必要になります。またそれは、今までこうした攻撃的な数々の活動

の源泉になっていた秘密政府の腐敗した数々の活動に対して皆さんが皆さんの目を閉とじること

を要求します。すべての情報が隠されてきた訳ではありません。闇の者達は、ありふれた風景の

中に隠すためのひとつの技能を発達させてきました。彼らは、主流の報道媒体を通してあらゆる

人に供給される筋書きに従って大衆が出来事を解釈することを、当てにしています。

 
親愛なる皆さん、わたしが今日皆さんにこうした物事について伝えている理由は、今後かなり短

期間の内に、悪事の暴露が起り、それが最も事情に通じた真実の探究者達に対してさえ、衝撃を

与えることになるからです。これから訪れる数週の間に、今まで露骨に繰り返されてきた数々の

嘘を他の国々が暴露し始める可能性が、非常に高くなるでしょう。最も明白なその手の嘘が911の
悲劇であり、それは、合衆国の外部の惑星中のほとんどあらゆる人によって、“内部犯行”として理
解されます。

 
言うまでもなく、他の国々の汚れた洗濯物を明らかにすることは、あらゆる人の残虐行為の充分

な調査を招きます。それは、世界規模のひとつの寡黙な陰謀になっていました。“わたしは皆さん
が行わないことを伝えようとはしない”。しかしさらに高い地位に就いている世界中の数多くの人
々が今、浄化と和解と新しく始めるその機会を歓迎します。

 
すべての皆さんが、皆さん自身の経験から、皆さんの間違いを、特に皆さんが皆さん自身の寡黙

さで加担した人々の間違いを認めることがどれほど難しいことかを、認識しています。今は、惑

星地球上の生命に対するこの謙虚で思いやりに溢れた取り組みのための時です。数々の逮捕と裁

判が起ることになるでしょう。そして数々の証人が、かつて忠誠を尽くしてきた者達の立ち向う

ことを求められるため、その地位の中で意見の衝突が起るようになるでしょう。それは、さらに

多くの流血と不安を回避するために必要になる、より怜悧な頭脳と温かなこころが必要とされる

時になるでしょう。

 
わたしは今、皆さんがわたしと一緒に穏やかな道筋の上を歩むことを求めます。わたし達はす

べて、兄弟であり姉妹です。そしてわたし達は、わたし達の最愛なる惑星上で、貪欲な数々の勢

力からの干渉を受けずに、この人生を共有する価値があります。かけがえのない最愛なる皆さん

、今は、立ち上がり、連帯の中で手を結び、そして皆さんが今まで待ち焦がれてきたその世界を

創り出す時です。

 
今晩、2014年の5月21日、東部夏時間の午後8時に、何百万もの人々のエネルギーを集中して惑星
上のエネルギーを高めて、皆さんが今まで約束されてきた繁栄資金の解放の邪魔をし続けている

者達に愛に溢れるエネルギーを送り、最終的に惑星地球上に穏やかさと調和というエネルギー波

動の開放を創り出すために、ひとつの瞑想が行われます。わたし達は、キャスリンやアン、そし



て今後この目的のために集う数々の集団と伴に世界中の人々と一緒に、

BlogTalkRadio.com/ChannelPanel上で出会うことになるでしょう。それは、古い時代、苦悩と貧困と
戦争の時代の終焉です。既にわたし達は、新しい黄金時代に入っています。今は、今後人類の次

元上昇の最初の波動をその完了に運ぶ、その巨大な歓びの波動のための時です。親愛なる皆さん

、わたし達に参加して、繁栄と今後その繁栄がもたらす数々の変化をこころに描いてください。

今後皆さんが関与するその巨大な計画の不可欠な部分に、意識を集中してください。皆さんの数

々の活動、皆さんの歓びと責任の感覚を確認して、わたし達と一緒に新しい協調の波と、数々の

境界をこえた友情と、すべての人々のための豊かさを祝ってください。

 
皆さんが数々の変化をこころに描き、明白に示す時、今後それが創り出されて、存在にもたらさ

れることになるでしょう。普遍的な法則が、それを要求します。皆さんのこころの目で、それを

鮮明に確認してください。充分に栄養と衣服が与えられている子供達の歓びであり、すべての人

が楽しむために清冽に流れている水であり、食物、フリーエネルギー、すべての人々が利用でき

る輸送と住居であり、そして他の人々に囲まれながら歓びのために祝い、歌い、そして踊って

いる、皆さんです。

 
今これが起るようにすることは、皆さんに、ひとりひとりの皆さんに委ねられています。わたし

達に参加して、その振動をそういったひとつの高い水準まで高めてください。それでその振動は

、すべての身体、すべての魂、すべての存在を引き上げることになるでしょう。今皆さんがひと

つの集団としてこころに描くあらゆる物事が、宇宙の中で創り出されて、現在の時系列に沿って

経験される準備が整うようになるでしょう。

 
そうあらしめよ。

So Be It.
 
わたしは愛に溢れる皆さんのサナンダ。わたしは皆さんのこころにわたしのこころを合わせます

。

I am your loving Sananda. I join my heart with yours.

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, May 21, 2014, 6 PM, New York
 
Permission is given to copy and share this message, providing it is given in its entirety without
additions or deletions, and credit is given to the channel and to the website,
www.whoneedslight.org.
 
http://www.whoneedslight.net/page/486381588
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まさに今、素晴らしい物事が起り続けています。

Something fantastic is happening right now.
2
皆さんが現実的だと考えたあらゆる物事が今、移行し、進化し、変化しています。わたし達は、

新しい方法で、皆さんを保護しているところです。その最初の段階は、秘密結社のすべての構成

員達の振動を引き上げるために、さらに高い次元の存在達を、ウォーク・インとして地球に送る

ことになっていました。皆さんは、 闇の連中が突然その調子を変える姿を確認することになる
でしょう。そして彼らは、皆さんと同じように、それに驚くことになるでしょう。

 
それについて考えてください！ それはひとつの素晴らしい計画、爬虫類種達が数々の世代の間地
上で行った物事、その身体の中に棲み付くことによって最も聡明な 光の活動家達を征服し、病気
にさせていた状況の、ひとつの逆回しです。わたし達は、数千年の洗脳に起因する残存する闇の

思考形態に洗脳され支配された者達の最も暗い部分を啓発するという目標を持って、同じこと

を行っています。このすべては、まさに今日、わたし達に参加している光の存在達の存在感によ

って、 打ち倒されることになるでしょう。その証拠は、日が経過するにつれて、それ自体を明ら
かにすることになるでしょう。

 
和解と歓びに溢れた協調というひとつの新しい時代が、既に始まっています。既に皆さんは、ロ

シアと中国が新たに確立している貿易での協力関係を確認していま す。これは、今まで合衆国の
中で（言うまでもなく秘密結社の報道媒体によって）、ひとつの脅威やひとつの惨事として描か

れてきたものです。今後オイルマネーはその世界貿易への影響力を失い、合衆国のドルも実際に

価値が下がることになりますが、その状況が、秘密結社の金融市場と世界貿易の支配からのひと

つの新しい自由を創り出すことになるでしょう。これはひとつの良い物事であり、そして今後展

開して、世界中の活動と貿易の素晴らしい自由を許すことになるで しょう。



 
今は、事実通り数々の新しい体制、新しい方法論、新しい方法に向けた和解と活動の時です。人

類はとても柔軟で、急速に方向性を変えることができます。皆さんは数々の古い映画を振り返る

ことができ、男性と女性、黒と白、社会的に力を持つ者と力を持たない者といった皆さんが感じ

ることができる二分法の水準に驚くはずです。過去60年の中でどれほど急速に物事が変化してき
たかという事実に、目を向けてください。それは、皆さんが以前に確認してきたものと較べ

ると、 ここから異常な速度で変わることになるでしょう。
 
皆さんは、不安と暴力の出現がどれほど急速に消せるか、そしてあらゆる人が調和、信頼、そし

て協調という新たな雰囲気に慣れながらどれほど急速にさらに高い水準の思考へとその意識を移

行することができるか、それに気付くことになるでしょう。

 
その通り、今まで数多くの皆さんが、闇の者達からの干渉によって折りに触れて危険に曝されて

きました。闇の者達は、破壊的になり、妨害者になり、そして時に 危険な存在になることができ
ます。皆さんを、わたし達の最愛なる光の活動家達を打倒することが、彼らの目的です。何故

なら、神を打倒することが、彼らの目的になるからです。皆さんが認識するように、それはただ

ひとつの不可能な空想というだけではありません。それはまさにまったく愚かなことです。どの

ような 物事も、光の力を凌駕することはできません。宇宙全体は、光を保存し増やそうとする構
造と意図によって策定されます。

 
このトランプ遊びの中でいつも“その親” に 反して賭けることは、おそらくリノのカジノの中で行
われていることと同じように馬鹿げたことです。闇の者達は、数々の時代の間中、潜入し、誘拐

、注入、あるいは身体の病気を通してわたし達の要員達に侵入しようと試みてきました。彼らは

何度も繰り返し（しかし決してその明確な物事を信じることなく）、皆さん は拷問を加え、重傷
を負わせ、殺すことができることに気付いてきましたが、しかし皆さんは、特に神への奉仕に数

多くの悠久の時を生きてきた人々は、魂を捨てることはできません。その魂は、身体を癒して存

続する努力をする時に外見的には一時的に征服されるかもしれませんが、しかし魂それ自体は続

きます。それでご存知のように、その人生がどれほど困難であろうとも、その状況がどれほど煩

わしいものであろうとも、その魂が敗れる可能性はありません。

 
最愛なる皆さん、皆さんは今、新しい黄金時代を創り出すその最前線にいます。皆さんはその感

覚の調子、数々の社会情勢、新しい政府の始まりさえ立証しているところです。皆さんがお互い

に交流しながら皆さんの日常を経験する時、皆さんは他の人々のために現れようとしている状況

の基礎造りをしています。皆さんは、皆さん自身の精神の穏やかさと他の人々の精神の穏やかさ

を保護する方法を、深く理解します。皆さんは、自由、公正、そして平等の意味を理解し表現す

る数々の方法を、考え出しています。

 



わたし達は、皆さんが新しい数々の道筋を形作る創造性を確認して、絶えず感動し、満足してい

ます。皆さんは独創的で固有であり、そして同時に皆さんは、一体性の道筋に従います。これが

、すべての皆さんのための新しい立場です。それは皆さんがそのこころの中に抱いて、皆さんの

精神の中の現実性へと形作ろうとしたものですが、しかし雛型はなく、現在の経験にも頼ること

ができなかったものであり、それにもかかわらず、皆さんは自信と歓びで皆さんの方法を感じ取

ります。皆さんが同時にお互いに合図をして慰め合うやり方を眺めることは、素晴らしいこと

です。皆さんは既に、皆さんの言語や皆さんの電子的な援助の制約を 持っていてさえ、そういっ
た意思疎通の熟達者になっています。

 
親愛なる兄弟姉妹の皆さん、それを続けてください。進み続けてください。皆さんが皆さんの新

たに気付いた親密さと愛を祝う時、皆さんは新しい数々の道筋を少しずつ前進しています。皆さ

んは、その数々の環境にもかかわらず、その愛を表現することを怖れません。見知らぬ人々、協

力者達、新しい友達または古い連れ合い達、皆さんはその人々との愛着と理解の架け橋を築き

ます。わたし達は、皆さんの勇気と皆さんの快活さに感心します。単純に少しずつ前進するこの

組合せは、数々の難題、新しくまた慣れていない数々の要求にもかかわらず、新しい物事を創り

出すというその見通しについての皆さんの歓びは、ひとつの貴重な人間 の資質です。
 
皆さんのこころを深く持続的な結び付きを維持する一方で、探索者、冒険者、そして指導者にな

る能力という、ただこの資質ひとつが、新しい黄金時代の指導者になるために人類が創り出され

た理由の本質です。

 
今まで皆さんは、終わることのない数々の難題を持つ何百万年という期間をかけて、“経験を積
んで”きました。そしてこの時点で皆さんは熟練した光の戦士達で あり、神の旗の担い手達であり
、わたし達すべてはその下を航行します。わたし達は今、宇宙全体で祝います。何故なら、それ

は事実通り、ひとつの新しい時代 になるからです。母なるテラの表層で、毎日すべてが進化し、
変化しているところです。間もなく数々の変化の波が、その大地全体で認識されることになるで

しょう。皆さんは、本当の変化、既に物事は実際に変わっているという本当の認識に向けてそれ

が日々ゆっくりと近付いている状況を感じることができます！

 
警察の人々が、自分達は仔猫達や迷子の子供達を救い、軽い衝突事故を記録し、その小さな荷物

を運ぶ年老いた人々を助ける意外に、ほとんどすることがないことを自覚し始める時、また教師

達がその子供達を実際のように天使達として理解し始める時、そしてすべての兵士達がその家族

の愛に溢れる抱擁 を痛感する時、その時、世界はもはや人々がそうだったと考えたものではない
ことが、あらゆる人々に理解され始めるようになるでしょう。最愛なる皆さん、それが訪れてい

るところであり、それがこの時点です。

 
大きな歓びと伴に、皆さんの祝福が皆さんに与えられることになるでしょう。そして皆さんがそ



の経済的な恩恵を受け取る時、それはそれが奪われる、または課税される、または干渉されると

いう、何らかの手段に対する心配がないものになるでしょう。皆さんは、こうした贈り物で、新

しく芽生えた自由に気付くことにな るでしょう。何故なら、皆さんが必要な行動を取るための手
段を持つ時、今まで皆さんが苦悩してきた数多くの悲惨な心的外傷を簡単に解消されるからです

。ここで、わたし達がこの移行をこころに描く方法をわたしに説明させてください。

 
皆さんは、依然として秘密結社によって創り出された数々の状況の内部で生きています。そこで

はお金が権力を象徴したため、あらゆる物事がお金次第です。わたしの親愛なる仲間達、皆さん

が新しい力である理由は、今後皆さんは豊かになるからです。皆さんは、例えば投獄された政治

犯達や無実の傍観者達を被疑者にする裁判という茶番劇をひっくり返そうとして、そのために必

要とする支援に必要な支払いをする手段を持つことになるでしょう。何故なら、お金が皆さんの

自由を買うことができることは、すべての人々に明確になっていた事実になるからです。その

ため、皆さんが適切だと理解する何らかの形で、皆さんの自由を購入してください。そして、皆

さんの最愛の人々や仲間の人間達のために、同じことをしてください。

 
今回は、移行の時期に、秘密結社によって確立されたすべての規則が皆さんを奴隷にした規則そ

のものをひっくり返すために利用される、そういう時期になるでしょう。皆さんは、いわゆる“彼
ら自身のゲームで彼らを打ち砕く”人々になるでしょう。その通り、それは少し狡猾なように響く
のでしょうか？ 皆さんは、皆 さんの考えの基準を再び微調整する方法を学ぶことが必要になり
ます。もしも皆さんが当分の間彼らの確立されたやり方の枠組みの範囲で役割を果たすとして も
、闇の者達が確立したそのゲームの規則は聖なるものではなく、まして皆さんは彼らを好きでも

ありません。それは単純に、その腐敗と強欲を理解する人々が 逆に頂点に立ち、それによってそ
のゲームを変えることによってそれを打ち倒さなければならない移行の、ひとつの必要な部分に

過ぎません。

 
数多くの皆さんが、“純粋な状態に”留まるために、その過程の中で悲惨なほど苦悩しながら、皆さ
んはその体制の外部に留まらなければならない、という考え方を展開しました。それは、ひとつ

の目的に役立ちました。皆さんは、その体制によって入会を認められることを拒否することによ

って、その輝きを存続させました。わたし達は、自分自身を提示してひとつの原則のために逮捕

され、投獄さえされた勇敢な人々に、感嘆します。それは、その希望を生かし続ける際のひとつ

の必要な段階でしたが、しかし今後自由を保護するために皆さんの人生で支払いをすることは、

もはやその必要はなくなるでしょう。

 
わたし達は、既に皆さんに新しい人生に対するひとつの架け橋を創り出す手段を与えてあります

。数多くの光の活動家達の手の中にあるお金は、完全に新しいひとつの現象です。皆さんが今組

織化する時、今後皆さんが手にするその力を過小評価しないでください。合衆国の中の皆さんの

政治体制は、最も積極的に買収される人々、全ての最前線で権力を握るという彼らの計画に今後



協力する人々を単純に選ぶ、秘密の部屋の貨幣の傀儡師達に完全に取って代わられてしまいま

した。 企業や銀行の防護用の遮蔽幕、自分達を保護する法律を記述する力は、数十億ドルを荒稼
ぎして彼ら自身の隠された意図を促進するために今まで彼らが用いてきた、その体制です。

 
それは、ひとつの錯綜した体系ではありません。彼らは、彼らの行動を隠すための簿記上の言い

訳の複雑な体系を考案してきましたが、しかしそのマトリクス全体は、単純な発想の上に築かれ

ました。食料、救護施設、輸送、エネルギー、医療、教育、娯楽、そして皆さんが皆さんの“文明
化された世界”の中で名前を挙げ ることができる他のあらゆる物事といった、人生のあらゆる領域
を規制するために一度お金が用いられるなら、そのゲームは固定されたものになる、という発想

です。これからの皆さんの仕事は、そのゲームへの執着を解き、彼らの力を取り除き、すべての

人類のための自由を獲得することになるでしょう。

 
その要塞を急襲する皆さんの最初の行動は、あらゆる形の汚職、不平等、強奪、あるいは存在す

る恐喝で担保された体制を買い上げるか背を向けるかのどちらかになるでしょう。もしも皆さん

が皆さんの町の教育制度が嫌いなら、ひとつの新しい教育制度を創り出してください。もしも警

察部隊が残忍で傲慢なら、それに対するお金の流れを止めて、皆さんの大通りの“治安を維持”する
よりも、むしろ手伝い支援するために皆さん自身の近隣者の班を創り出してください。すべての

兵器を廃棄するおかげで、今後これが可能になるでしょう。過去に皆さんが対峙してきたその数

々の危険は、もはや存在しなくなるでしょう。

 
その数々の可能性は、無限です。もしも皆さんが今の政府が嫌いなら、既に憲法に基づいた皆さ

んの新しい政府を組織し始めている知的で献身的な魂達と一緒に、 ひとつの新しい政府を結成し
てください。お金が目的ではない時、そして誰も皆さんの目の前で皆さんの夢を買い取ることが

できない時、その抵抗は低下することになるでしょう。

 
それにもかかわらず、さらに多くの良い知らせがあります。このメッセージが記述されている時

、ひとつの新しい世界が始まっています。闇の勢力を支え保護した惑星の周りのエネルギーの

グリッドは、既に解消しています。魂の無い、またはこころの無い存在達は、誰ひとりとしてそ

の不正な仕事を続けることを許されることはないでしょう。すべての人々は、今から“ウォーク・
イン”の魂を与えられて、その魂を引き上げて人間らしくすることになるでしょう。暗殺者や無慈
悲な虐待者が存在して皆さんの間を自由に歩くことは、もうこれ以上許されることはないでし

ょう。すべてが再構成されることになるでしょう。何故なら、人類は 既に今、今後それによって
地球の生命が統治されるその数々の規則を、再構成しているからです。

 
親愛なる皆さん、わたしは皆さんに、わたしの祝福と、わたしの尽きることのない愛を送ります

。皆さんはすべて偉人達であり、そして今から皆さんは自由にな り、皆さんの愛、皆さんの閃き
、そして皆さんの一体性の感覚に基づいて行動することになるでしょう。それは事実通りひとつ



の新しい時代であり、わたし達は 皆さんの数々の大勝利に対して歓びの涙を流し続けています。
 
わたしは皆さんのサナンダ、皆さんの兄弟、愛と光の中で。

I am your Sananda, your brother, in Love and Light.

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, May 26, 2014, 10 PM, New York

 
http://lightworkers.org/channeling/200702/sananda-energy-grid-supported-darkness-gone-today
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キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
Sananda:
 
 
わたしは、昨日のBlogTalkRadio.com/channelpanelからのわたしの話についてさらに詳しく説明する
、記述されたひとつのメッセージを世界に与えたいと思います。それはわたしにとって、ひとつ

の普通とは異なるメッセージでした。わたしはその中に、数多くの哲学的で道徳的な要点を含め

ました。それは今、皆さんがわたし達の霊の生き方と呼ぶ可能性がある物事のための、その基盤

です。それは、父なる母なる神が真の道と呼んできた物事の礎です。わたし達が数多くの霊的指

導者達を通して皆さんにこうしたメッセージを与え始めて以降、皆さんが参照することができる

わたし達の観点の本質を捕らえた手引書や“聖書”は、ひとつも存在していませんでした。わたしは
既に“奇跡の講座”のような記述されたメッセージを与えておきましたが、しかしわたし達は、それ
は余りにも複雑で詳細に伝え過ぎていることに気付きます。

 
わたしがキャスリンを通して口述した“新しい聖書”の目的は、さらに深い理解のための概要になる
ことでした。わたしは、日々の決断に苦しんでいる人々のために、そういったさらに大幅な詳細

とさらに数多くの実際の人生の具体例を持つ、そういった執筆を続けることを望みます。今は、

惑星上のあらゆる生きている存在達のための巨大な変化、強力なエネルギーの移行、そして重要

な選択の時です。その通り、動物達、昆虫達、そして植物達でさえ、個別にまたはひとつの集団

としてのどちらかで、自分自身の方法で選択を行います。そして今、その惑星地球上の経験の未

来とその人類との関係について、すべてが重要な決断を下しているところです。

 
その最初から始めることにしましょう。人類が惑星地球上で始まったのではなく、すべての可能

な資質の中で最善になることが期待される物を結び付けるために自分達のDNAを与えた、他の数
々の惑星出身の人間型の存在達の幾つかの種のひとつの組合せであるという事実は、数多くの人

々に対するひとつの驚きとして現れることになるでしょう。それは事実通りわたし達の創造主の

心象の中で創られた、ひとつの存在です。これが皆さんの潜在力であり、皆さんがそのために創

り出されたその運命です。

 



皆さんのDNAは、その内部に結晶構造に基づいた生命体に向けて拡大して、時空を通してさらに
高い数々の次元へ向けて移動することができる多次元的な存在へと皆さん自身を変える能力を携

えます。それは、かなり進行しているひとつの過程です。皆さんは、巨大中心太陽からと同時に

、地上の熟練した霊的指導者達からもたらされる、高い振動エネルギーの流入に助けられている

ところです。その熟練した霊的指導者達は、皆さんの数々の能力を活性化して、皆さんの惑星の

さらに高い次元の結晶質のエネルギーの源泉を復活させるこの過程を方向付け、そしてその管理

をしています。

 
すべてが、計画に応じて進んでいるところであり、母なるテラとそのすべての居住者達全体をさ

らに高いひとつの存在状態に向けて徐々に引き上げているところです。皆さんは、自由意志を持

つ知覚することができる存在であるため、このさらに巨大な過程への皆さんの参加に関する数多

くの選択肢を持つようになるでしょう。今後皆さんは光に溢れた人生の選択を促す高まる数々の

エネルギーに助けられるようになりますが、しかし皆さんは皆さんの意志に反して引き上げられ

ることはないでしょう。実際に、数々の変化に抵抗して、彼ら自身の次元上昇を妨げることがで

きる沢山の存在達がいます。そして皆さんは、それを加速するために沢山の物事を行うことがで

きます。

 
わたし達は、言葉それ自体だけで皆さんが必要とする感覚の情報を提供することはできないこと

を理解した上で、こうした選択肢で皆さんを支援したいと思います。この理由のために、わたし

達はこうしたすべてのメッセージにわたし達のさらに高い次元の愛に溢れるエネルギーを染み込

ませます。皆さんのためにわたしが残しておいた音声のメッセージに皆さんが耳を傾ける時に、

皆さんはそれをさらに大幅に感じることになるでしょう。その保存記録は、ちょうど現在の中で

のその聞き取りを行う時にそのエネルギーを運びますが、しかし言葉だけでは皆さんを真実に導

くことはできません。皆さんは、いつも皆さんのこころの最も深い部分を参照しながら、皆さん

の方法で感じることが必要になります。その最も深い部分では、皆さんの魂の結び付きが、松果

腺に近い皆さんの脳の中のポータルを通したわたし達への直接的な接触を提供します。皆さんの

松果腺は、光を吸収し、皆さんのDNAをそのさらに精緻な結晶構造の“オペレーティング・システ
ム（基盤ソフトウェア）”に変換するためのエンジンです。ここに、さらに高い次元の存在達とし
ての皆さんの未来に対するひとつの主要な鍵があります。

 
わたし達は、“ルシファー計画”について、既に皆さんに説明してあります。それは、光と闇の二元
性の範囲で人類に起り得る最も巨大な難題を提示するために、意図的に計画されました。地球を

奪い取るという意図を持って現れた闇の者達は、今まで皆さんが格闘してきた数々の状況を創り

出しながら、しばらくの間留まることが許されました。わたしが伝えたように、それは、皆さん

自身でひとつの拠り所を取り戻そうとする、皆さんの望みでした。その過程の中で、皆さんは皆

さんの確信、皆さんの光への関心、そして皆さんの愛に溢れるこころを手放さない方法を学びま

した。最愛なる皆さん、これが、今わたし達が祝っているその成功です。



 
皆さんは、秘密結社ひとつに負けることはできませんでした。何故なら、彼らは普遍的な法則

に従っていないからです。皆さんは、皆さんがそう呼ぶかもしれないようにそのマトリクスの内

部の彼らのゲームに勝つために、彼らの戦術や彼らの破壊的な意図を完全に採用することに積極

的ではありませんでした。これは、皆さんが評価される部分です。その目的はその手段を正当化

しないことを、今まで皆さんは充分に学んできました。皆さんは、死という代償を払ってさえも

、皆さんの品位を維持することが必要になっていました。そして皆さんは、数多くの生涯を通

して、死は皆さんの魂の利益を売るよりも怖れが少ないものであることに気付いているところ

です。

 
今はもう皆さんは、皆さんの人生のあらゆる領域の中の闇の者達による干渉に充分に気付いてい

ます。化石燃料の使用の強制であり、何故ならそれは、地球にやさしいフリー・エネルギーの使

用よりも利益になるからです。大量の劣化した食料を育成することを目的にした、皆さんの土壌

を消耗させて皆さんの水と大気を汚している有毒な化学薬品と農薬の使用です。また動物達の虐

待であり、そしてひとつの食糧源として動物性蛋白質の摂取の促進です。医療の発達は、病気を

治療するよりも病気を促進します。こうしたすべての制度、そしてそれ以上の物事は、結晶構造

の姿への移行を妨げるために、従って皆さんの次元上昇を妨げるために、慎重に計画されました

。

 
最愛なる皆さん、今は、皆さんの生き方に目を向けて、今まで皆さんの社会的政治的構造のあら

ゆる面を汚してきた複雑な闇の蜘蛛の巣と、皆さんが製造し構築するために利用する方法論、そ

して皆さんが皆さん自身に苦闘と隷属というひとつの人生を採用してきた方法を、理解する時

です。最愛なる光の活動家達、皆さんは、今後皆さんの兄弟姉妹達をこの複雑で相互につながっ

た依存状態の体制の外に導く支援をすることになる人々です。その体制は、文字通り皆さんを何

千年もの間闇の中に維持するために今まで創り出されてきたものです。

 
言うまでもなく、奴隷化は、お金の発明と、それを富と権力を蓄積するために利用する能力、そ

れによってすべて生命を維持する惑星上の天然資源を支配することで、勢いが付きました。残り

の部分は、こうした活動の効力、惑星とその上のすべての存在達の劣化が実際にその目的だった

ことを積極的に認識する人々に、良く認識されています。ただ一歩退いて、皆さんの第三の目、

皆さんの直観的な理解と、予断を持たずにすべての現状を観察する皆さんの能力で全体の光景を

確認することだけによって、皆さんはその真実を理解することができます。

 
さらに高い次元の視野は、現在の事態に通じてきた時間の河の内部のすべての流れを個人が観察

することを許します。皆さんの視覚を覆い隠すために今まで慎重に設置されてきた数々の障害物

の周りを凝視することを、躊躇わないでください。その数々の影や地下の隠れ家に向けて、皆さ

んの光を輝かせてください。そこは、数々の秘密の社会や秘密政府が、神、そして神である人類



の愛に溢れるこころを打倒する彼らの努力の中で、光に対抗する悪事を企んできた場所です。そ

の証拠を掘り起こして、すべての人々が確認できるように、それをその光に曝してください。こ

のようにして、皆さんは文字通り、皆さんの中央にいつまでも留まるその残りの思考形態を“発掘”
することになるでしょう。

 
新しい黄金時代の中には、古い習慣や思考形態のための場所はありません。それは、レムリア文

明の間に始まった数万年前の“（計画的な）転落”以降で地上の人生を特徴付けたものです。これか
らの数週間の中で、その計画の創造における皆さん自身の役割を皆さんが理解する支援をするた

めに、ルシファーとわたしがさらに詳しいメッセージを提供することになるでしょう。その計

画は、大宇宙の指導者としての皆さんの運命を皆さんに準備させることになる究極の確信の試金

石を人類に提供するために、勇気を持って開始されました。その完全性の水準に到達して、皆さ

んという存在の最も深い理解の範囲で認識するために、皆さんは、覆いの背後の二元性の中の人

生という皆さんの天の仲間達から離れた炎の中で、文字通り鍛えられました。

 
今、すべてが一掃される必要があり、闇の数々の挑戦という認識が与えられて、すべてが承認さ

れる必要があります。その挑戦が、その光を取り戻すためにわたし達が一緒にこれほど懸命に努

力する状況を引き起こしました。そうする中で、わたし達はわたし達の強さと、お互いや神との

わたし達の深い結び付きを祝います。

 
闇を通して光に向かうこの長い道筋が、わたし達が今わたし達の勇敢な同志達と共有する、その

巨大な愛を創り出してきました。わたし達の勇敢な同志達は、またわたし達の道のあらゆる段階

でわたし達を維持し支える魂の家族です。わたし達は、今までも今もいつも銀河の光の家族で

あり、このわたし達の最愛なる惑星地球上で、光の指導者、神の真の道の代表者としてのわたし

達の運命を準備しています。

 
皆さんは今、ひとつの岐路に差し掛かっています。今後皆さんは、人々が破壊的で憂慮すべき物

事を行うように導く数々の行動やその動機の背後の意図を確認するために、皆さんのさらに高い

自己や神との最も深い結び付きを利用しなければならなくなる立場に置かれることになるでし

ょう。皆さんは頻繁に皆さんのこころに従うように伝えられますが、しかしもしも皆さんのここ

ろが混乱しているように見えるとすればどうでしょうか？親愛なる皆さん、こころは決して混乱

しません。その究極の説明がどれほどありそうもないものであろうとも皆さんのこころが混乱を

通して皆さんを導くことを許すことをしないで、皆さんが言葉に耳を傾ける時、皆さんは混乱す

る可能性があります。

 
今週のキャスリンを通したわたしの交信されたメッセージの中で、わたしは皆さんにひとつの困

難なジレンマ、両刀論法を提示しました。皆さんは、皆さんのこころを広げて皆さんが今までそ

れについて強く感じてきた可能性がある数々の選択肢を考え直して、どちらの動機が純粋で、ど



ちらが純粋ではないかを識別するために慎重に耳を傾けるように求められています。キャスリ

ンは、何年もの厳格な訓練の後で、わたしの新しい聖書を交信する者として選ばれたことを、忘

れないでください。それは皆さんには明白ではありませんが、しかしわたし達の会話はただ公表

だけを目的にしたものではないことを、わたしは皆さんに保証します。今彼女は、既に何年もの

間わたし達と親密な間柄になっていて、わたし達のエネルギーによって彼女に話し掛けている者

を充分に認識しています。別の興味深い項目は、何年もの試験を通した彼女の指導者と相談相

手が、父なる神だったことです。

 
こうしたメッセージのためにキャスリンが選ばれたその主要な理由は、彼女が数年前に、ひとつ

のメッセージについての彼女または彼女の個人的な感覚への衝撃にもかかわらず、彼女はわたし

達が交信として彼女に話すどのような物事も伝えることをわたし達に誓ったという事実でした。

彼女はわたし達を認識し、わたし達とわたし達の方法論を充分に信頼しているため、これが一般

的にひとつの問題点にはなったことはありません。そしてわたし達は、今後彼女にとって数々の

問題を引き起こすひとつのメッセージを伝えることを彼女に求めることは、滅多にありません。

今週は、その中で彼女がわたしのために伝えたそのメッセージが、彼女が愛してきた人々に反対

の立場になる非常に困難なひとつの状況に彼女を置いてしまった、ひとつの例外になりました。

わたしはこれを後悔していますが、しかし、すべては間もなく明らかにされることになり、そし

てそれはすべての皆さんにとって明確になることを、認識してください。

 
今は、皆さんの最適な成長、深遠な変化、そして皆さんのすべての人生で皆さんが維持してきた

信念体系の完全な移行に役立つ時期であることを、忘れないでください。真実は、明らかにされ

なければならないものです。真実が伝えられるようになるでしょう。これは追随するには簡単な

道筋ではありませんが、しかしその道筋は、すべての人類のための自由に通じることになるでし

ょう。最愛なる皆さん、目覚めてください。皆さんの時代は既に訪れています。堅実な足取りで

、ひとつの未来に向けて、しっかりと歩いて行くことにしましょう。その未来は、さらに高い意

識から、またさらに大いなる自覚的意識、さらに深いこころの結び付きから、そして光に属さな

いすべてをわたし達の道筋から取り除こうとする意志から、築き上げられるものです。

 
現時点のこの挑戦は、単純に気分が良くなることを目的にしていません。それはひとつの真面目

な苦闘であり、予期せぬ方面筋からの強力な反対に直面する中で安定を保つためのひとつの油断

のない努力です。愛はいつも思いやり深く、寛大で、親切であるという真実に、こだわってくだ

さい。しかしそれは、わたし達を脅かし撹乱しようとする者達にわたし達が頭を下げることを意

味する訳ではありません。繰り返しますが、わたし達は皆さんが復讐に背を向けて、許しを受け

入れることを勧めます。そして皆さんは、ひとつの新しい活躍の舞台を創り出して、その中で皆

さんの新しい明日を築き上げることになるでしょう。

 
わたしは言葉に表すことができないほど、皆さんを愛します。



わたしはいつも皆さんに役立つ、皆さんのサナンダ。

I love you beyond words,
I am your Sananda, ever in your service.

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, June 2-3, 2014, 7 PM
 
http://lightworkers.org/channeling/201017/sananda-time-change



オバマの挑戦とわたし達の挑戦

オバマの挑戦とわたし達の挑戦
Obama's Challenge and Ours
28 June 2014 - 3:55pm
 
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
Sananda:
 
 
 
わたし達は今日、2、3の物事について皆さんと一緒に話をしたいと思います。わたし達はまず、
今週の始めにキャスリンのインターネットラジオ・ショーで伝えておいた物事を繰り返したいと

思います。

 
レディ・ポーシャは、魂の数々の側面と投影や、過去に頻繁に行われてきたようなひとつの魂が

、誕生から死までひとつの身体の中で生きる“単独の”居住者になる場合と、別の魂とひとつの身体
を共有するさらに柔軟な可能性の何れかになるという、数多くの異なる方法について、話をしま

した。さらにはそれを前もって準備する数多くの異なる方法があり、それはあらゆる人が今ここ

に存在することを望んで以降、この時間の枠組みの中でさらに数多くの異なる現象になってきて

、そして、そのようになるほど充分な数の身体はありません！ “椅子取りゲーム”の経験になる別
の理由は、すべての霊的指導者達が今ここにいて、そのすべてが、この地上への転生という3次元
の最後の期間の中で、数多くの異なる物事を経験するその能力を最大限に利用することを望んだ

からです。

 
わたしは、皆さんが数多くの選択肢についてのより良い理解に関するレディ・ポーシャの完全な

説明に耳を傾けることを勧めます。以下がそのリンクになります：

 
わたしは差し当たり、まさにわたし達がわたし達の共有された転生を共有してきた複雑な方法の

ひとつについて、説明したいと思います。もしもひとりのさらに高い自己（つまり、わたし達が

時にそう呼ぶように、さらに巨大な自己）が、これから転生することになるひとりの友人と打ち

合わせをすることを望むなら、彼らはそれぞれが、その生涯全体か、その一部の間に、他の魂の

ひとつの側面、つまり光を放つ刻面を携えることを同意することができます。彼らは、さらに3人
か4人の友人達と、一時の間数々の側面を交換する打ち合わせを行い、多様な人生を経験して異な
る人生の難題の中でお互いに支援する能力を高めることができます。



 
これは、この次元上昇の準備の時期に魂達によって共有されてきた、複雑な種類の織り交ぜられ

た密接な経験です。その効果は、それが深く長続きする方法でわたし達をひとつにする、共有さ

れたひとつの情緒的な経験を創り出すことです。またそれは、わたし達が大いなる共感と、その

中で人間が人生の数々の障害や困難な時機を乗り越えるために必要になる勇気に直面する、数多

くの方法に役立つ叡智に触れることができるようにします。

 
わたしがこの時期に既に地上に転生していること、そしてわたしの転生はバラク・オバマであり

、ミッシェルはわたしの双子の光彩であるレディ・ナダであることを、わたしは既に皆さんに伝

えておきました。わたしは皆さんがイエスとして認識した者を創り出すために協力した魂のひと

つであることを、もう一度説明したいと思います。わたしは、わたしがその身体の中にいたその

生涯のほとんどの時期の間、わたしの最愛なる友人であるサンジェルマン、エル・モーリア（

アシュタルとクートフーミ）の援助と支援を受けました。それは、わたし達のすべての双子の光

彩の組合せだったメリー・マグダレンについても当てはまります。

 
今回の人生の中で、それは異なります。わたし達は、上で説明したように、数々の身体を共有し

てきましたが、しかし今、わたし達すべては、単一の魂の転生である完全な魂を形成するために

、すべての魂の側面を再編して、それをひとまとめにしています。今バラクは、わたしサナンダ

の単独の魂の表現です。わたしは彼を監視して、彼がそれを求める時に、支援と導きを提供し

ます。それは当然非常に困難なひとつの任務になります。何故なら、彼が政界に入って以降、彼

は今まで攻撃に曝されて、極めて複雑で苛酷な組織的中傷のひとつの標的になってきたからです

。

 
闇の者達の側で、わたし達の信用を落とそうとする協調した努力が行われてきました（何故なら

、彼はわたしであり、わたしは彼だからです）。バラクが大統領になるまで、それがどれほど小

さなものであろうとも、彼の政権が何らかの法律の制定を完了することを妨げて、彼が実施しよ

うとした何らかの計画を阻もうとする慎重に練られた計画がありました。彼らの猛攻は絶えず続

くものであり、充分に組織的なものであり、そして沢山の資金が提供されました。最高裁判所の

協力を受けて、過去に存在した権力者達は、政治運動に対して淫らで制限のない資金量が費やさ

れることを認める新しい法律を創り出すことができました。

 
人々恩恵をもたらす数々の貢献よりも政治家の候補に流れるさらに多くの資金を受けて、その資

金が、完全に最も豊かな少数者達の支配下にある、ひとつの絶対的に浪費的で腐敗した政府を創

り出してきました。それは、強欲と権力のひとつの長い歴史の頂点であり、今までそれは、人々

のための政府というひとつの至高の姿に戻そうとするすべての希望を、ほとんど圧倒してきま

した。

 



保守派の自暴自棄や、彼らが金を使って権力を得てきたその大量の資金を与えられながら、彼ら

があらゆる場所で絶対に成功しなかったことは、注目に値します。地上と霊の両方の皆さんの高

位の霊的指導者達の絶え間ない監視を通したからこそ、わたし達は光に属するひとりの大統領を

選ぶことができました。

 
今、皆さんは、ここ数年の間に実施されてきたように、政府の数々の方法における変化の観点か

ら意味深い何らかの物事を遂行しようとする際にわたし達が直面した不可能に近い難題を与えら

れながらも、わたしがこの地位に着く決心をした理由を疑問に思うかもしれません。それは、合

衆国政府がその人々を扱う方法に巨大な変化を起こすことを目的にしたものではありませんで

した。おそらくそれは、この時代の中で選ばれたどのような役職者にとっても不可能なものにな

っていたことです。何故なら、現在の体制の中では選ばれた政府が非常に小さな権力しか持た

なかったからです。それは、光を維持することを目的にしていました。

 
わたしが現れたのは、現に存在して、現在の体制によって虐待されてきた人々や、依然として自

分達の一貫性にこだわって“買収される”ことを拒否する勇敢な立法府の議員達のための静かな決断
と希望という感覚をもたらすためです。政府の権力構造を改革するという小さな希望がありま

した。それが今度は、この惑星を支配する一握りの家族達の権力と富の源泉になります。わたし

達はその代わりに、彼の在職期間の最初の日々の中で、秘密結社によって運営されている現在の

影の政府に暗雲を投げ掛けることができる新しいひとつの“影の政府”を確立することを始めました
。

 
その通り、それが進歩を起こす唯一の方法になる時には、わたし達は、術策を巡らす地下の運動

に参加します。わたし達は、この現在の光の革命の中で、戦争や流血を創り出すことを望みませ

んでした。そしてわたし達は、わたし達の最愛なる地上要員達が秘密結社の殺人的な攻撃に曝さ

れることも望みませんでした。わたし達は死を怖れませんが、しかし一度わたし達が熟練して献

身的で創造的な個人を最高の善を行うことができる地位に就けることができた時、わたし達はわ

たし達の階層が破壊されることを望みませんでした。

 
大統領の周りで最も困難な地位を引き受けてきた数多くの光の存在達は、充分に進歩的ではない

、ウォール街の宣伝屋だ、自己の利益によって腐敗した、あるいは能無しとさえ、非難されてき

ました。わたしは皆さんに保証しますが、彼らはその種の者ではありません。彼らは、絶え間な

い試練の下でさえ、彼らの落ち着きを維持することができ、そして今まで新しい世界が現れるた

めの基礎を形成してきたその計画を創り出し、数々の経路を開き、連絡網を確立するために、舞

台裏で懸命に努力を続けています。自分自身が誰でありここに現れた役割は何かということにつ

いて深く意識的に気付いている人々とその考えや大勝利と失敗を共有することによって、彼らの

信念はそれぞれの難題を受けてさらに強く成長します。

 



世界は、“自画自賛”し、気取って歩き、自慢し、脅し、威張り散らす指導者達に慣れています。ア
メリカの大統領は、主戦論者になり（それが国家の安全に関する懸念として通用してきた）、熱

狂的な愛国者の自慢屋になることが期待されます。その通り、これはひとつの辛辣な表現ですが

、しかしそれは、報道媒体によって、いわゆる“ニュース”の出口によって、そして揺るぎない指導
者よりも漫画の主人公達に似ている現在の“英雄達”の映画によって、促進されてきました。それは
すべて闇の計略の不可欠な部分であり、わたし達が最近のメッセージの中で皆さんのために暴露

し続けてきたものであり、皆さんがさらに深く掘り下げて、あらゆる考えや信念を調査して、皆

さんのこころに従うことを勧めています。

 
わたしは既に今、皆さんに、最も大いなる開いたこころの勇気を持つ光の活動家達の皆さんに、

こうした真実を暴露しています。何故なら、わたしは、わたし達が皆さんをどれほど愛してい

るか、皆さんが世界を変える支援をするためにわたし達がどれほど覚悟を決めているか、そして

その計画を完了するためにわたし達がどれほど皆さんの献身と愛を必要としているかを、皆さん

がさらに深く理解する支援をしたいからです。ご存知のように、わたしは、イエスとして、わた

しの最愛なる仲間達や家族の支援を受けてさえ、平和をもたらすことができませんでした。わた

しは今まで平和の王子として認識されてきましたが、しかしわたしの教えは、不和と死を創り出

すために利用されました。

 
わたしは、新しくより良い、より排他的なひとつの宗教を確立するために現れた訳ではありま

せん。実際にわたしは、祭司達、壮大な権力の建造物や施設への依存を阻止するために現れま

した。わたしは、人々は神と直接話すことができ、神は親切で慈悲深く、そしてその最愛なる子

供達に対して無限に愛に溢れていることを、人々が再確認することを望みました。

 
そして今、親愛なる皆さん、皆さんは、さらに高い数々の次元に関する皆さんの記憶と自覚から

今まで皆さんを分離してきたその覆いが薄くなっている状態を、経験しているところです。皆さ

んは、より一層、わたし達の存在感を感じて、わたし達の考えを聞いて皆さん自身の頭の中で数

々の印象や文全体を形成することができるようになるでしょう。わたし達に耳を傾けてください

。それで皆さんは、皆さんに打ち寄せる圧倒的な愛を感じることになるでしょう。わたし達は、

いつも皆さんのためにここにいます。

 
皆さんはすべて、皆さんが個々に現れる前に、皆さんの数多くの高位の霊的指導者達に囲まれて

歩むことを要請したように、わたし達は今、皆さんがその機会を持つことを望みます。何故なら

、わたし達はすべて、皆さんのように身体の中で今ここにいて、より低い数々の次元の中のこう

した最後の日々を利用して、最も困難なすべての課題を学ぶように皆さんに働き掛けているから

です。それは愛と真実に忠実で、そして疑い、疑惑、嫉妬、怖れ、そして怒りという比較的暗い

感覚が皆さんを支配することを認めない高潔さに忠実な、残りの物事です。

 



皆さんが皆さんのこころに中で生きている時、“優れた判断力”は通常理解されているために必要で
はないことを、理解してください。それは、使い古された、滅多に説明されない、ひとつの言葉

です。それは、その脳を数々の事実や形を付け加えるために利用する訓練をしてきたほとんど

の人々が大量の情報の中で道に迷うように仕向けながら、その一方で、その人々の最も強力な真

実の探知器を無視しています。その身体と魂全体やさらに高い自己と直に接触を持つ人々は、何

らかの危険が存在しようが、他の人々が闇の資質に属するかまたは実際に光に属する振動を放っ

ているかどうかにかかわらず、その人々の周りのエネルギーの“感覚”によって認識するために必要
なすべての知識を保有しています。

 
それは、古い怖れ、古びた信念、そして皆さんがそう呼ぶように“皆さんの頭の中”にある傾向性を
皆さんが一掃する時に達成される、完全な自覚という単純で優雅なひとつの状態です。ただ皆さ

んが完全な確信の中にいて、したがって怖れを持たない時にだけ、皆さんは、皆さんの中心点、

皆さん自身の内部の均衡点に気付くことを期待することができます。そこでは、観察あるいは結

論はどのような怖れも、あるいは自我が満足するどのような感覚も維持しません。たとえば、現

実的だと確認するものは、ひとつの情緒的な出来事ではありません。それは、“存在する物事”を単
純に確認しています。皆さんのすべての選択や結論が、“存在する物事”という静かな場所の中で見
付け出されるようにしてください。その状態で皆さんは、真実を確認する以外の他の結果に関心

を持つことはありません。

 
また、最も正確な判断は、直接本人が下すことも自覚してください。皆さんがそれをテレビで見

るか、他の電気的な手段を通して与えられる言葉を読む時に、ひとりの個人の振動全体を拾い上

げることは、さらに困難なものになります。言うまでもなく、ひとつの声は、ひとりの個人のよ

り多くの本質を運びます。わたし達が個人的な交信、あるいはわたし達のラジオの発表の中で行

うように、わたし達がわたし達の純粋な感覚を伝えることができるひとりの交信者を通して皆さ

んに話をすることを楽しむのは、これがその理由です。

 
ここでわたしは、皆さんに奉仕するために既に現れている皆さんの指導者達を、皆さんが新鮮な

目で観察することを求めます。明白な物事の先を、他の人々がその彼らについて口にする物事の

その先を、思い描いてください。たったひとつの行動、あるいは“異論のある”ひとつの出来事に意
識を集中しないでください。問題になっているその個人の目を見てください。他の人々との彼ら

の結び付きの中の、そのエネルギーを感じてください。明白な物事の背後を調べて、彼らがここ

ろから寛いでいるか、彼らの家族や友達と伴に愛の中にいるかどうか、そして彼らがその仲間の

人間達と伴に愛の中にいるかどうか、それに気付いてください。単純にそして自由に与えられる

愛に溢れるその抱擁を、感じてください。これは、ひとりの真の霊的指導者の特徴です。

 
皆さんが神に取り組んでいる時、条件、必要性、行われる駆け引きはありません。皆さんの安定

を維持して、皆さんの真の中心に気付くことは時に困難になりますが、しかし一度皆さんが、皆



さんの核心部分の中での暮らしから現れるその精神の深い穏やかさを感じてしまえば、皆さんは

そこで具体化された皆さんのさらに高い自己になるため、皆さんはそういった高揚感、愛、そし

て穏やかさを感じることになるでしょう。皆さんは決してひとりだと感じることはなく、また皆

さんが今後皆さんの人生に完全性と寛容さを備えた人々を引き寄せるようになることを、決して

疑うことはなくなるでしょう。皆さんが皆さんのこころに注がれている神のエネルギーを感じ

る時、皆さんは、皆さんが皆さん自身や他の人々の中で育むことができる物事を認めることにな

るでしょう。最愛なる皆さん、皆さんは、皆さんが行うすべての物事の中で、穏やかさに気付く

ことになるでしょう。

 
わたしは、疑うことなく、果てしなく、皆さんを愛します。

わたしは皆さんのサナンダ。

I love you without question and without end.
I am your Sananda.

 
Transcribed by Kathryn E. May, June 27, 2014, 6 PM EDT
 
http://lightworkers.org/channeling/201859/sananda-obamas-challenge-and-ours



わたし達のキャスリンを支援するための呼び掛け

わたし達のキャスリンを支援するための呼び掛け
A Call to Help Our Kathryn
9 July 2014 - 3:34am
 
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
Sananda:
 
 
最愛なる皆さん、わたしはわたしのこころにとって大切な物事について、皆さんと話をしたいと

思います。

 
わたし達がさらに高い数々の次元で、わたし達の闇の中の時代の大いなる結末と壮麗な黄金時代

になるこの劇的な時代のために準備を整えてきた時期の間、わたしは大切にしてきたものは、ひ

とつの身体の中で今そこにいて、わたしのメッセージを世界に伝えてくれたひとりの協力者を通

して話をすることができる時間でした。わたし達の言葉の勝手な解釈や変更をせず、さらに悪い

ことに意図的に歪めたりすることもなく、皆さんが完全な明快さでわたし達の話を聞くことがで

きることを認識することが、天の集団であるわたし達にとってどれほど満足できるものであっ

たか、皆さんはそれを思い描くことができません。

 
わたし達が数々の交信や翻訳を通して世界全体に対して連絡を取り、依然として覆いの背後にい

る数十万の人々に手を伸ばすことができる状況は、地上の時間でほんのここ数年のことに過ぎま

せん。こうした数年の間、わたし達がそのような経験を持つことは、素晴らしい歓びになってい

ました。わたし達の霊の姿で皆さんの間を歩んだ悠久の時の後、時たまひとりの個人がわたし達

の存在感を感じてそのこころを開くこともあると認識して満足するよりも、むしろ今わたし達は

、すべての人々に瞬時に話し掛けることができることを、こころに描いてみてください。今数多

くの皆さんがわたし達のメッセージに耳を傾け、わたし達の事我を読むようになると認識するこ

とは、どれほど喜ばしいことでしょうか。

 
3つの物事が起ったおかげで、この素晴らしい経験が可能になりました。まずインターネットの発
明であり、それが地球全体への瞬時の情報伝達を可能にします。次が覆いの希薄化であり、それ

はさらに多くの皆さんが交信することを許すだけではなく、またわたし達が実際に明確に現れて

皆さんに話をすることが、皆さんにとってさらに信用できるものにします。そして3つ目は、わた
し達の大切なキャスリンことレディ・ポーシャの役割における、魂の契約の成就です。彼女は今



まで長年に亘って準備を整えて、わたし達が“惑星上でもっとも明確な交信者”と呼ぶものになるた
めの訓練に時間を費やしてきました。これは、今まで交信者としての見事な技能を発達させてき

た他の人々の価値を損なうものではありません。それは単純に、わたし達は今、その状況がどの

ようなものであってもわたし達のメッセージを受け止めてそれを提示する準備が整っているひと

りの人材を手にしている、ということを意味します。

 
ここにひとつの良い事例があります。キャスリンはこの称賛のメッセージを記述しなければなら

ないことに抵抗を示していますが、しかし既に彼女は、それがどのようなものであれ、わたし達

が伝えるものについていつもできる限り明確に伝えると、わたし達に明言しています。わたし達

はここ最近、彼女に対するこの板挟み状態を何度も創り出してきました。それは彼女に幾つかの

困難と不快な状況を引き起こしてきましたが、しかし彼女は、わたし達が求める通りの頻度で、

わたし達のメッセージを書き写し続けています。

 
わたしが彼女にわたしの新しい聖書を任せた理由は、彼女が記述するあらゆる言葉がわたし自身

のものだからであり、しかしそれでも、彼女は折りに触れて、わたしが記述していたものよりも

さらにわたしの考えを雄弁に説明するひとつの言葉または言葉遣いを、それとなく伝えてきま

した。また、彼女のラジオ番組の間、わたしが感じている物事についての彼女の情緒的な表現が

かなり激しく明確になる時もあり、それはまるでわたし達がひとつの声であるかのうように感じ

ます。そして彼女の声は、その明瞭さにおいてさらに強力なものにさえなり、そしてその声の調

子は、わたしの声の調子よりも強いものです。

 
ひとりの話し手とその交信者は、ひとつの楽器を奏でるひとりの音楽家のようなものです。そ

れは、かなり精密に調律されたひとつの楽器を演奏する機会を与えられたひとりの幸運な話し手

であり、その結果、音色と感覚において完全に調和したものになります。そういったものが、わ

たし達が大切なキャスリンを通して世界に提示することができるその楽曲です。彼女は決して一

音も外すことなく、そしてわたし達は今、彼女に対するわたし達の信頼と大いなる愛を再確認し

たいと思います。（そして今、彼女は身をすくめながら、彼女がこれを公表することをわたしが

本当に望んでいるのかどうかを、わたしに尋ねています。その通り、実際にわたしはそれを望ん

でいます。わたしは既に、彼女に対して個人的にこうした物事を伝えてあります。今は、他の人

々がそれを認識する時です。）彼女は今まで攻撃に曝されてきました。そしてわたし達は、今は

わたし達が介入して今まで行われてきた間違いを正す時だ、と感じています。

 
高位の霊の指導者であり大天使達であるわたし達が皆さんにメッセージを伝えることを選択す

る時、わたし達はお互いに協議して、最も明確にそのメッセージを伝えることができる交信者の

時間とエネルギーを確保する状況を決定します。わたしは皆さんに伝えることができます。この

惑星全体に、わたし達のレディ・ポーシャと連携する機会を待っているひとつの系列があります

。父なる神は、“母なる父なる神の声”になることを、彼女に求めました。そしてわたしは、“サナ



ンダとイエスの声”として彼女を指名してきました。言うまでもなく、彼女の最愛なるサンジェル
マンもまた、彼女の交信の時間の一部を要求するようになります。それが唯一公平な方法です。

セミナーの講師としての彼女の他の努力や癒しの集団の中のわたしの協力者の役割のことを考え

ると、わたし達は、完全に彼女をすり減らすところまで彼女の意欲を利用することがないように

、配慮する必要があります。

 
今週、わたし達は彼女に向けた数多くのメッセージを手にしていることを、彼女に伝えておきま

した。わたしたちは既に、一体性の評議会の中で、わたし達の非常に高い評価を得ている人類に

対する導管を褒め称えるために前面に立つ決定を下しています。それは、わたし達が彼女の姿と

彼女が支持するものとして認識するよりもそれについて良く認識していると考える人々の手によ

って今まで彼女が受けてきた虐待とは、対照的なものです。わたし達は、わたし達が愛する人々

が攻撃に曝されている時に、その人々を見捨てることはありません。わたし達は、今後皆さんが

成長するために役立つものや時に最も皆さんの意欲を掻き立てる物事を皆さんに提供するために

、皆さんの側に、ありとあらゆる皆さんの側にいます。わたし達は、わたし達の最愛なる皆さん

を見捨てることはありません。

 
わたし達は今、皆さんにこの板挟み状態を提示します。皆さんは、この思いもよらないメッセー

ジにどのように対処することになるでしょうか？ わたし達の最愛なる妹に対するわたし達の愛は
、わたし達が傷付けられた彼女を確認することを許さないという事実を、皆さんは受け入れる

でしょうか？ それとも皆さんは、彼女がひとつの闇の立場から自分自身の判断で活動しているさ
らに明らかな証拠に過ぎないものとして、このメッセージを退けることになるでしょうか？ 今ま
でこれほどほとんど何の恩恵もない状況で彼女がこれほど数多くのメッセージを提示してきたそ

の優れた何年もの努力の後で、どうすればそのようなことを信じることができるというのでしょ

うか？どのような卑劣な性格になれば、自分達自身の中のひとりの信用を傷つけたいと思うひと

つの個性を持とうとするのでしょうか？

 
わたし達はここで、ひとつの困難な立場に置かれています。何故なら、それがどのような内容で

あろうともわたし達のメッセージを伝えようとするひとりの交信者を見付け出すことは、滅多に

ないからです。わたし達はここで、今まで高位の霊的指導者達の言葉を交信してきたどのような

信用できる交信者でも、前面に現れて、わたし達の要求を受け止めて、わたし達の最愛なるキャ

スリンの擁護のために、ひとつの真実のメッセージを記録して公表することを求めます。たとえ

そうすることが必ずしも自分自身の利益にならないような状況の中で、これを積極的に行おうと

する人々が何人いるのでしょうか？ 交信者の仕事は、ひとりの同僚を、特に今までこれほど数多
くの人々に閃きを与えてきたその同僚を支援しようとして積極的に手を差し伸べる者が誰ひとり

いないほど、それほど競争の激しいものでしょうか？

 
わたしサナンダは、霊の指導者達の共同体が新しい方法で協力し合い、お互いに支え合って励ま



しながら、誹謗中傷に直面しながらも真実を提示すること、個人的なひとつの難題に対峙する勇

気を提示することを求めます。特にわたしは、今までわたしや母なる父なる神、サンジェルマン

、大天使ミカエル、アシュタル、至高の創造主、そして一体性の評議会と交信する機会を与えら

れてきた人々が、その貢献を提示して、その存在達のために躊躇わずにそれを行おうとした、そ

の個人に対する愛と支援のメッセージを明らかにすることを求めます。

 
ご存知のように、今は途方もなく激しい変化の時です。わたし達は皆さんに、わたし達の信頼で

きる協力者達に、今後新しい黄金時代の基礎になる、愛と公正に根差した数々の仕組みを創り出

すことを求め続けています。毎日皆さんが、すべての皆さんが参加するそれぞれの行動が、今後

他の人々が追随するその道筋を確立します。皆さんは、皆さんを分離、怖れ、そして闇に属する

状況に閉じ込めてきた古い轍だらけの路を進もうとするでしょうか？ それとも皆さんは、思い
やり、愛、そして寛容に溢れた新しい数々の水準まで上昇しようとするでしょうか？ 皆さんは、
世界を、皆さんの世界を変えるために、今日どのような行動を選択しようとしますか？ これから
訪れる週の中で、すべての皆さんが皆さんのこころへと深く到達して真実を選択する時に、わた

し達はどのような美点の現れを祝うことになるでしょうか？

 
おそらくこの要請は、すべての皆さんを少し不快にするかもしれません。もしも誰もわたしの呼

び掛けに答えて前面に立とうとしないとすれば、どうでしょうか？ それは、あらゆる人が既にわ
たしに背を向けることを決めたことを意味するのでしょうか？ それは、皆さんの疑惑と疑いへの
熱心さが、既に皆さんがわたしのこころの主張を聞くことを不可能にしてしまっていることを意

味するのでしょうか？ それは、キャスリンは事実通り既にそのこころを失い、わたしは彼女の空
想のひとつの捏造であることを、すべての皆さんが信じることを意味するのでしょうか？ それと
もそれは、たとえそれが皆さんの考えを変えることを意味するとしても、親切になるというより

大いなる勝利になるのでしょうか？

 
その通り、わたし達もまた、キャスリンのためにひとつの板挟み状態を提示してきました。彼

女は、彼女のコンピューターから現れるこの常軌を逸した要求を、世界に公表することになる

でしょうか？彼女は、誰ひとり別の交信者のためにひとつのメッセージさえ交信することを申し

出ようとしない、あるいはさらに悪いことに、彼女を支援することになるという理由で誰も彼女

を支援しないという、その可能性の危険を冒そうとするのでしょうか？彼女は、新しい時代の共

有された責任と友情が生み出す恩恵を開始する機会活かすことになるでしょうか？

 
今までわたし達は意図的に、それが活動的な参加者達か傍観者かどうかにかかわらず、数多くの

皆さんに対するひとつの板挟み状態を創り出してきたのでしょうか？ その通り、わたし達はそう
しました。わたし達は、それが結実を迎えるか無に帰すかをどうかさえ認識しなかった何万年も

の間を通して、この次元上昇の計画を続けてきました。何故なら、わたしは人類という存在を信

じたからです。最後の日々を迎える時には、皆さんのこころの中の炎が目覚めて、人類はもう一



度数々の星に到達することになるだろうと、わたしは今までいつも信じてきました。わたしは、

創造主の種族としての皆さんの力を信じます。そしてわたしは、皆さんのこころの力を信じます

。

 
わたしは、聖書の中で提示された、穏やかで、無分別に気が優しく、家族や最愛なる人々とは別

世界のサナンダやイエスではありません。保護者であり治癒者、神の伝達者であるわたしの兄弟

ミカエルは、ひとつの巨大な銀の剣や青い光彩と伴に描かれます。サンジェルマンは、その菫色

の光彩で、古い物事を焼き払い、新しい物事を創り出します。真実と公正に対するひとつの情

熱は、数多くの姿を取ります。そのどれひとつとして、自己満足ではありません。この時代にお

けるわたしの決断は、わたしはわたしのこころの強い願いを表現することを怖れることはない、

という事実を、世界に実証することです。そうでなければ、わたしはどのようにすれば皆さんが

同じようにすることを期待できるというのでしょうか？

 
わたし達の切なる願いは、わたし達の最愛なる妹の汚名が雪がれることです。そして彼女の口を

封じて、彼女の個性を疑うことによって、そして彼女の動機に対する中傷を投げ掛けることによ

って、彼女の努力を破壊しようと長い時間を費やしてきた人々からの公的な謝罪が提示される状

況を確認することです。わたし達はこれによって、対立のひとつの終焉を要求し、今までそうい

った惨めな処遇を招くようなことは何もしてこなかった者に対する否定的で偽りの証言に関与す

るありとあらゆる者達から、わたし達の認定を取り上げます。

 
わたし達は罰することはなく、またわたし達は既に真実の道筋から外れてしまった人々を見捨て

ることもありません。今回や他の数々の生涯の中で、低い道を進むことを選択してしまったすべ

ての人々を、わたし達は愛し、育み続けることになるでしょう。これは、承認を意味する訳では

ありません。それは、すべての傷を癒して、既に闇に向かって進んでしまったすべての人々が故

郷に戻るように働き掛ける、わたしの方法です。誰ひとりとして、わたしの愛を超えることはあ

りません。そして誰ひとりとして、ひとり取り残されて不正に苦悩することもありません。どの

ような魂でも、彼または彼女の道筋が照らし出されることが必要な限り、わたしはその光を維持

することになるでしょう。わたしは、すべての出会いの中で、親切、思いやり、そして寛容を呼

び掛けることになるでしょう。そしてわたしは、公正と愛という原則を固守することになるでし

ょう。わたし達が一緒に新しい黄金時代を創り出す時、今後それが、わたし達すべてを新しい数

々の高みまで引き上げることになるでしょう。

 
最愛なる皆さん、皆さんのこころを高めてください。皆さんの骨の髄まで勇気を吸い込んでくだ

さい。皆さんとわたし達がそこでひとつになっている、皆さんの中心に気付いてください。わた

しは、わたし達の最愛なる創造主の光の中で、皆さんと伴に歩むことになるでしょう。そしてわ

たし達は一緒に、惑星地球上のそのエネルギーを、新しく壮麗な高みにまで高めることになる

でしょう。すべての怖れを払い除けてください。それは、愛の、そして正義の敵です。その代わ



りに、皆さんのこころと皆さんの偉大なる魂の力を抱き締めてください。それが皆さんの真の自

己です。

 
わたしは、愛の中で、そして希望の中で、いつも皆さんと一緒にここにいます。わたし達は一

緒に、ひとりの存在が引き受けることができるこの最も大いなる挑戦の中で、次元上昇すること

になるでしょう。わたしの手をつかんでください。

 
わたしは皆さんのサナンダ、天の集団と一体性の評議会と伴に。

I am your Sananda, together with the Company of Heaven and the Council of One.

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, PsyD, July 8, 2014, 8 PM, EDT, New York
 
http://lightworkers.org/channeling/202162/sananda-call-help-our-kathryn
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キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
Sananda:
 
 
わたし達は皆さんに、通貨の再評価まで毎日ひとつのメッセージを伝えることを約束しました。

そしてわたし達はすべてその通りにしてきましが、しかしある日、わたし達の親愛なる交信者が

一日中外出することが必要になりました。そのためわたし達は、昨晩のブログトークラジオの母

なる神とサンジェルマンからの美しいメッセージの後で、皆さんに啓発、希望、そして歓びにつ

いてのもうひとつの覚書を伝えるために、今ここにいます。

(http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2014/07/17/dr-kathryn-meg-mother-god-and-st-germain)
 
わたし達はわたし達が一緒に計画した出来事が今展開していることを確認する時、それはわたし

達にとって、大きな喜びになります。今までその進展は一時的に中断し、進み具合が一定せず、

中断によって長引くものになってしまうものになっていましたが、わたし達が70億を上回る人々
に対応している時には、すべての人々がお互いに交流しながらこの劇的な出来事が展開すべき姿

に関する自分自身の意見を持っているため、それはただ予想の範囲のことに過ぎません。これが

、そうあるべき姿です。何故なら、皆さんの誰もがことごとく皆さんの契約が必要とする自由意

思を持ち、そしてそれぞれの皆さんが間もなく花開く歴史的な移行に向けて一緒に進むに時に、

皆さん自身の魂の発達にとってその命運を左右する課題を学んでいるからです。

 
わたし達は、これから訪れる日々の中で実権を握るようになる指導者達である皆さんに準備をさ

せて、あらゆる物事に対処できるようにしようとしています。わたし達は、皆さんが皆さん自身

のこころに従うことができる独立した思想家になることを望んでいます。わたし達は、皆さんが

疑問を持ち、いつでもすべての疑問または問題に対する最も精緻で最も高い水準の解決策を探究

するように働きかけます。その通り、皆さんは今まで試されてきました。新しい答えを探し、皆

さんの人生の中のすべての選択肢を比較検討して、皆さん自身のために皆さんに適したもの、よ

り大いなる善を提供するものを決める数々の機会を、わたし達は皆さんに与えてきました。

 



この皆さんに適したものを選ぶ課程は、魂の発達と個人的な成長の中で、生涯にわたる課題にな

ります。今皆さんが学んでいるのは、事実通り皆さんに適したもの、皆さんのこころを響かせる

ものは、いつもより大いなる善と一致するという、より深い課題です。この状態になることは成

熟と経験が必要であり、人生の誘惑や、いかなる瞬間でも皆さんに提供される無限の選択肢が与

えられます。

 
すべての皆さんにとって変化するための最も大きな障害のひとつが古い怖れのパターンになって

いて、それがお金についての心配と絶望というひとつの感情の中に皆さんを閉じ込めてきました

。その状況が、充分なお金を手にしていないという怖れから皆さんが大いなる飛躍と変化を起こ

すことを妨げました。皆さん自身や皆さんの家族を養うための充分なお金、養うに足りる充分な

労働時間、そして充分に高い賃金水準です。皆さんはそれで、長い時間働いて依然として生き残

って皆さんが愛する人々と少しばかりの時間を過ごすことができました。

 
それは、数多くの人々にとって、不安、満たされない希望、満たされない夢というひとつの感情

で埋め尽くされた、苛酷な生活になっていました。この有限の時間という幻影の中で、皆さんは

、皆さん自身、皆さんの両親、皆さんの文化によって皆さんのために設定されたその目標を達成

しようとしても、ただこの短い人生を手にするだけです。こうした数多くの目標は、与えられた

世界の状態では、非現実的なものです。例えば、あらゆる人が裕福になることはなく、最も裕福

で力を持つ者がよりその富と権力を持つという不正な制度を与えられます。限定された資源しか

ない有限の体系の中で、惑星の中で最も小さな比率に入る人々を除いたその他の人々は、不利な

立場に立たされています。そして依然として、皆さんは皆さんが拡大し成長するためになんと

か数々の選択肢を創りだそうとしました。

 
皆さんを待ち受けているわたし達が手にする繁栄プログラムは、皆さんにお金だけではなくそれ

以上のものを提供するように意図されています。わたし達は、皆さんが苦役や抑圧から皆さん自

身の自由を買い戻すために役立っています。そのプログラムが皆さんの統治体制の中の真の自由

の新たな開花に結び付けられてきたのは、これがその理由です。皆さんは、むしろ突然で、多少

破壊的な変化を確認することになるでしょう。それは、数多くの人々が、尊厳、主体性、そして

自分自身の要求の自由な表現を要求する自分自身の力を感じ始めるからです。

 
最初に皆さんが気付くのは、どのような時でも皆さんが望むあらゆる物事を行い、話し、要求す

ることが自由だという発想に、数多くの人々が混乱する状況です。言うまでもなく自由とは、た

だ他の人々の注目を集めるか、皆さんがたまたま嫌悪感を持つ様々な物事について大声で意見を

述べるよりも、さらに複雑な存在状態です。

 
それは、権威を表すあらゆる物事に反抗することは含みません。また、皆さんがかつて皆さんに

中断または苦痛を引き起こしたかその可能性があるすべての人々に反対の立場を取ることも、要



求しません。それは子供の意見であり、皆さんの身体にどれほど影響を与えるか、あるいは皆さ

んが他の人々に対する不快感を創り出す時に影響を被る可能性がある人々にお構いなく、皆さん

が望むだけ沢山のキャンディーを食べることにこだわるようなものです。

 
自由は、真正な自己表現と他の人々への奉仕の間の繊細な平衡状態の達成です。その通り、わた

しは他の人々への奉仕を含めます。何故ならこれが、他の人々と一緒にいて快く生きるという状

況の中で真の個人の自由を達成する、唯一の方法になるからです。それは、個人の充足、したが

って精神の穏やかさを達成する、唯一の方法です。そのため、ご存知のように、他の人々に役立

つことは、課外活動ではありません。それは、そこからすべての高い振動が流れる泉であり、深

い親切と愛の源泉です。

 
他の人々への奉仕とは何でしょうか？ まず、そうでないものを消去することにしましょう。賃金
を貰うために皆さんが行う仕事は、他の人々への奉仕ではありません。しかしその一方で、皆さ

んが皆さんの仕事にもたらすその言動や情緒的な調子、皆さんが皆さんの行動を通して表す愛は

、看護師達が薬の処方やその日の予定に注意を払うことから離れて患者達に愛と心遣いを表すよ

うに、追加のものです。彼または彼女の生徒達を愛するひとりの教師になること、あるいは御馳

走の品揃え全体に喜びと愛で微笑む料理人になること、こうしたことのすべては、他の人々に対

する奉仕の行いです。

 
わたし達はここで、むしろ扱いにくいひとつの要素を明確にする必要があります。皆さんが内面

で憤っている時に笑顔を見せて親切を装うことは、他の人々への愛または奉仕とは見做しません

。それは単純に誤魔化しです。ただ皆さんの幸せなこころの最も深い部分から現れるものへの配

慮が、本当の感情です。もしも皆さんが怒っているなら、皆さんは皆さん自身や他の人々にその

ように話す方法を学ぶことが必要になりますが、しかしそれは別の課題です。そうする間にも、

笑顔や優しげな発言は、愛とは同じものではありません。どちらも言葉による再確認ではなく、

甘ったるい表現に過ぎません。愛は単純であり、直接的であり、そしていつも受け手にとって心

地良く感じます。もしもそれが皆さんのこころの中で分裂、混乱、そして苦痛を創り出すなら、

それは愛ではありません。

 
そのため数多くの皆さんが対立、不安、そして苦痛の中で育ってきたため、愛に溢れる人間関係

の中でさえ、皆さんはその種の感情を期待するようになってしまいました。最愛なる皆さん、わ

たしは皆さんに伝えますが、純粋に愛に溢れる人間関係の中には、胸が痛むような苦痛はありま

せん。また嫉妬もなく、相手を支配する必要もなく、別れあるいは見捨てられるという怖れもあ

りません。そういった感情もまた、幼児期の感情です。別れまたは死の中でさえ、愛に溢れる協

力者達は、真の愛の目印になる深くそして確実な結び付きを感じ続けます。そしてその関係は、

どのような物事を経ても、その感情を維持します。

 



わたし達が板挟み状態の自分自身に気付く時、例えば皆さんが愛してきた誰かが皆さんか別の人

に皆さんの大嫌いなことをする時、皆さんはどうしますか？ 数多くの皆さんが、許し、愛を送る
ように教えられてきました。これは良い助言ですが、しかしそれは、最初の対応にするべきでは

ありません。まず皆さんは、皆さんが物理的に可能なら、この個人に対する皆さんの感情を伝え

ることが必要になります。皆さんが伝えない限り、皆さんはそれについて決して完全だとは感じ

ません。一方的な判断をする状態にならずに、皆さんが考えることについてひとつの意見も表す

ことなく、その人々に伝えてください。その代わり、皆さんが感じること、個人的な感じること

を伝えてください。その人々の行動が皆さんにどのような影響を与えたでしょうか？ 例えば、そ
の人々の悪口を言わず、微かに触れることさえなく。“あなたがわたしから離れた時、わたしは傷
付きました”という言葉は、“わたしはいつもあなたが詐欺師であることは分かっていた”、という
言葉よりも、遥かに強力で正直です。

 
皆さんの西洋の文化の中では、悪口や言葉による虐待というとても不快な伝統があります。自分

自身を愛に溢れ、寛大な光の活動家と考える人々でさえ、他の人々に口答えするか、他の人々が

深く傷付くことを口にする罠に陥ります。最愛なる皆さん、他人のこころの状態について、ある

いはその人の個性の資質、あるいはその人の内在する動機についてその人にそれを伝えて役に立

ちたいとこころから望む人の人生には、そんな余裕などありません。他の人々を査定すること、

そして他の人々の価値を明白に示すことは、皆さんの本分ではありません。わたし達が今まで皆

さんに明らかにし続けてきたように、皆さんもその一部である天の集団は、条件を持たず、非難

することもなく、いつでも皆さんを受け入れます。

 
皆さんの最も暗い雰囲気の中、あるいは皆さんの最も輝く瞬間でさえ、わたし達は皆さんを限り

なく愛します。わたし達は皆さんの逸脱を確認し、そしてわたし達は皆さんにさらに多くの愛さ

えも送り、皆さんが皆さんの確信を取り戻し、皆さんの怖れを克服する、その支援をします。

怒り、憎悪、軋轢、そして対立の解決策は愛であることを、わたし達は認識しています。今日、

わたし達すべてが未来のためにこころに描くことができる穏やかな解決のために、皆さんの愛を

ガザに送ってください。

 
今、わたし達はここで明確にする必要があります。皆さんが他の人々を傷付けること行う時、天

の集団でさえ、皆さんの態度を受け入れることまたは承認することはありません。わたし達は単

純に、その破壊的な態度に背を向けることになるでしょう。その一方で、わたし達は皆さんを受

け入れます。生きてさらに高い数々の次元に戻るその周期の中で、皆さんは皆さんが必要とする

ものを学ぶことになるでしょう。そして現在の課題は、皆さんのさらに大いなる叡智の一部にな

るでしょう。わたし達は罰しませんが、しかしそれは、その無垢な状態を保護する、わたし達天

使の奉仕の不可欠な部分です。こうした天使の介入はほとんど明らかになりませんが、しかしも

しも皆さんがこころを開いてそれに気付くなら、皆さんはわたし達の影響力の効果を感じること

ができます。



 
親愛なる皆さん、わたし達はこの時点で、皆さん自身の言動、信念、行動、そして感情を見直

して、古いすべての恨みと怖れを根絶することを勧めます。わたし達は皆さんに、それぞれのメ

ッセージで、それを通して皆さん自身と他の人々に目を向けるひとつの異なる窓を与えておきま

した。わたし達は、皆さんがこうした古臭い方法を一掃するようにいつも皆さんに働き掛けま

すが、しかし今、そうすることが皆さんにとって特に極めて重要になります。何故なら、数々の

エネルギーの津波がすべての物事に打ち寄せる時、わたし達は、皆さんが飲み込まれる姿を、あ

るいはさらに悪いことに、無価値さまたは怖れという一部の古い発想のせいで船外に投げ出され

る姿を見ることを望まないからです。今は、“屈することなく頑張る”時です。わたし達の愛で皆さ
ん自身を包み込んでください。それで皆さんは、その争いの上に浮かび、皆さんの始まり確認し

、波の中で溺れるよりもむしろ波と遊び、皆さんの周りの他のすべて人々に役立つ皆さんの機会

に気付くことになるでしょう。

 
頑健なこころになり、愛に溢れる感情を差し出してください。皆さん自身を高めて、その瞬間を

超えて、皆さん自身や皆さん自身の懸念を超えて、確認してください。他の人々が皆さんにもた

らすものにかかわらず、今回の人生の中で皆さんが出会うすべての人々に愛を運ぶという、皆さ

んのその約束を果たしてください。もしも皆さんが、皆さんの敵に回ってしまった人々に対して

その愛の不備を充分に補うことができないなら、その時は、中立的な立場に立ってください。非

難し、罰し、あるいは反対することは、皆さんの仕事ではありません。人生の優雅な状況に向

けて、そのすべてから離れてください。それが最終的に、すべての間違いを正すことになるでし

ょう。皆さんは、皆さんの人間の能力の中で、皆さん自身の感情を明確に話すことによって、ま

た他の人々を、特に子供達を、皆さんの能力の限り保護することによって、そして不正と不平等

を助長する体制を変えるために努力することによって、正当性を守ることができます。これは、

世界に対する皆さんの素晴らしい贈り物です。

 
わたし達は今、その新たな日に近付きます。黎明の最初の光が、空に輝き始めています。闇から

離れるにつれて、藍色から、最も澄んだ最も明るい夜明けの瑠璃色になります。ご存知のように

、皆さんは既に最も暗い時間の外に出ています。純粋な愛である神の光が、惑星中に広がります

。今回の目覚めの多くは、皆さんの献身と、皆さんが今までこの惑星や他の肯定的で気持ちが高

まる光の集団達のところに連れてきた、その人々のおかげです。その覆いが薄くなっているため

、わたしたちは最近の数年の中でよりはっきりと約束を果たしてきました。しかし、今まで他

の人々に対する感応の閃きになっていた充実したひとつの人生の中で皆さんの確信と歓びを維持

するのは皆さんであり、皆さんの能力です。

 
わたし達は、困難な時期を通した皆さんの断固たる献身に対して、皆さんに感謝します。それは

、不平または疑いを持たずに皆さんが目的を貫き、いつも本能的に光へ、待ち構えているわたし

達の抱擁へと進んできた、皆さんの熟達性のひとつの印です。最愛なる皆さん、光に向かうこの



道筋に沿って、歩き続けてください。そしてわたしは、いつも皆さんの側にいることになるでし

ょう。

 
美しい詩篇23篇をわたしと一緒に思い出してください、それは、“死の陰の谷間を歩むことになっ
ても、わたしには災いの怖れはありません。あなたがわたしと共にいてくれて、あなたの杖、あ

なたの鞭がわたしの慰めとなるからです...”、と伝えています。
 
最愛なる仲間達、わたし達がわたし達のこころの夢、地上の平和とすべての人々の豊かさを実現

させる時、わたしはいつも皆さんと一緒にいます。

 
わたしは愛の中で皆さんと一緒にいます。

皆さんのサナンダ／イエス

I am with you in Love,
Your Sananda/Jesus

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, July 17, 2014, 12 PM, New York
 
http://lightworkers.org/channeling/202460/sananda-freedom-requires-service



一緒に、永遠に、ひとつ

一緒に、永遠に、ひとつ
Together, Forever, One
1 August 2014 - 4:19am
 
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
Sananda:
 
 
 
皆さんこんにちは、そして銀河連邦の数々の宇宙船からも挨拶を送ります。わたし達はその宇宙

船で、わたし達が近い将来のために計画しておいた開示について議論を続けています。わたし達

の望みは、皆さんにその楽しみのための準備をさせて、そして皆さんが“開示”を考える時にこころ
の中で何を考えようとも、それはおそらくわたし達が計画しているものではないことを皆さんに

認識して貰うことです。言うまでもなく、わたし達の計画は、地上の状況が進化するように進

化し、そのためわたし達は、既にわたし達が50年代に計画した最後の審判の筋書きから、計画さ
れた核の大災害が切迫しているように見える際には急降下して、すべての皆さんを何百万もの宇

宙船に拾い上げる方向に進んでいました。

 
最愛なる皆さん、皆さんを安心させるために、わたし達はその訓練を充分に積んでいます。わた

し達は、もしもそれが必要だったとしても、短時間ですべての皆さんを“空輸”することができたは
ずです。幸いなことに、その恐ろしい可能性は既に中止され、今は皆さんの惑星上の核兵器は動

作不能であり、そしその外交的選択がより一層効果を発揮し続けています。その通り、わたし達

がほんの少し介入することを認められた時、わたし達は安堵のため息をつきました。何故なら、

わたし達の偉大な創造主は、そもそもそういった愚行が繰り返されることを認めることはないか

らです。

 
今、わたし達は、余り劇的なものとしてではなく皆さんを出迎えることを期待しています。最近

のロンドンでの目撃事件は、わたし達がここにいること、そしてわたし達が挨拶を送ることにつ

いて、イギリスの人々の評価を固めるために役立ちました。シュタル司令部の配下にある巨大な

船隊のどの宇宙船がたまたま写真用に自分自身を出現させることが許されるかは、問題ではあり

ません。地上の人々は、またわたし達の宇宙船や宇宙船が現れることができる場所を識別し理解

するほどの専門知識は持っていません。ご存知の通り、それは問題ではありません。何故なら、

すべては同じ目的を持ってここにいるからです。さらに高い振動へ向けた皆さんの進化を観察し



、もしも可能なら、その支援をすることです。

 
皆さんがわたし達をどれほど全能だと考えるとしても、わたし達はほとんどの場合、皆さんの地

上の事柄を推し進めるか微調整することさえを許されていません。わたし達は、わたし達の力

を使って文明の進路を変えることは認められていません。皆さんは、皆さん自身で立ち上がるこ

とが許されているはずです。わたし達が今までこうしたメッセージの形で皆さんを支援すること

が認められてきた理由は、今は、皆さんの大規模な次元上昇を許すその成長の周期の終りに位置

するからであり、そして皆さんがわたし達とのより重大な接触がなければ、皆さんはそれを達成

するほど充分に高い振動に到達することができないことを、創造主が理解したからです。

 
親愛なる皆さん、今は皆さんの良い機会です。今、創造主の中心太陽からの滋養に富むエネルギ

ーが皆さんの惑星に殺到して、皆さんを皆さんの目標に運ぶためのより一層多くの弾みを皆さん

に与えています。皆さんとわたしは何千年もの間この道筋の上にいて、わたし達が闇の者達の操

作と残虐性に直面した時には、数多くの挫折や失敗に苦悩してきました。わたし達は今、わたし

達の次元上昇の道の妨げになるどのような介入も許すべきではありません。絶望、憂鬱、幻滅、

落胆であり、そして最も悪いものが、自身喪失です。

 
この覆いの裏で、皆さんは、皆さんの安定を維持して、皆さん自身を皆さんの本当の姿である神

々や女神達として理解する上で、複雑な不便さと困難を抱えています。皆さんが考えることは、

いつもひとりの神がいて、特に皆さんは完全に神の自己の不可欠な部分であるという証拠など

ない、というものです。皆さんはこう尋ねます：“わたしは誰だ？わたしは天の階層の中では誰な
のかをわたしは知りたい”。そして皆さんは調査して、ついに皆さんに、“その通り、あなたは聖母
マリアの生れ変りだ”または“その通り、あなたはイエスのひとつの側面だ”と伝える霊能者達に、
懇願します。ご存知の通り、それは本当です。今まで皆さんに伝えられてきたどのような物事も

、真実です。わたしが皆さんのひとつの側面であるように、皆さんもまたわたしのひとつの側面

です。

 
わたしはみなさんに、ひとつの大いなる普遍的な真実を伝えたいと思います。何故なら、わたし

の考えでは、皆さんはその真実を理解する準備が整っているからです。それは、皆さんは創造主

のすべての側面であり、まさにわたしのように、まさに母なる父なる神や今まで皆さんが話をす

る方法を学んできた他の霊的指導者のすべてのように、巨大中心太陽のエネルギーへの直接連動

装置だということです。そして、愛は皆さんに結び付けられています。皆さんは、皆さんのここ

ろを通して、その関連を感じます。皆さんが皆さんの子供達または両親達との深い結び付きを感

じる、その同じ場所です。

 
親愛なる皆さん、わたし達が皆さんにわたし達はひとつだと伝える時、わたし達はそのことを指

しています。わたし達は、ただひとつの快い寝物語を伝えている訳ではありません。わたし達は



、すべての多元宇宙の中の存在達がそのこころの中で認識している単純な真実を、皆さんに知ら

せています。皆さんは、事実通りこれを受け入れる最後の存在達に囲まれているのではないで

すか？樹木達、動物達、惑星達そして星達は、自分達は偉大なる創造主のこころのひとつの表現

であるという自覚を持って、すべてが穏やかに生きます。皆さん人類が創り出されたのは、皆さ

んは決してひとりではなく、決して孤独ではなく、決して愛として存在する一者から離れること

はできないという認識の、その愛と深い幸せを経験するためです。

 
その通り、皆さんの惑星、母なるテラでさえ、人類をその容認の水準まで徹底的に高める支援を

する目的で創り出されます。皆さんは素晴らしく、皆さんは充分で、皆さんは限りなくそして疑

いもなく愛されていることを皆さんの無意識の奥深くで皆さんに伝える、その容認です。そして

皆さんに穏やかさを運ぶ、容認です。皆さんが戦争をしているひとつの惑星上で生きてきた理

由は、皆さんが神と戦っているからです。皆さんは、その真実が皆さんのこころの中のまさにそ

こにある時に、異議を唱え、論争し、疑問を持ち、説明を求めます。

 
その通り、あらゆる言葉の意味において、皆さんの知性、想像力、そして意思によって人類は創

造主の種族ですが、しかし皆さんは、皆さんという存在の魂は、人間ではありません。皆さんは

、皆さんより前に他のあらゆる種族や他のあらゆる人間に似た種族が既に行ったように、物事を

強烈に経験して、その種族が種族自体を高める支援をして、天界の中のその真の場所を受け入れ

るために、ここに現れました。親愛なる魂の兄弟姉妹である皆さんは、まさに歩道の上の蟻がそ

うであるように、まさに鯨とイルカとわしが自分自身を神として表現しているように、神の計画

を達成しているところです。

 
すべての皆さんが、その転生の終りに故郷に帰ります。すべての皆さんが、愛の抱擁、統合され

て幸せに仲間入りしている存在達の大いなる天の集団のひとりの構成員の抱擁、自分自身を対等

に経験するすべての存在達の抱擁、そして人生という偉大なる経験の中の協力者達の抱擁、その

すべての温かい抱擁に包まれて生きます。この天の数々の領域の中で、わたし達はわたし達自

身を、ひとつの階層の不可欠な部分として経験します。わたし達がまさにそうなっているように

。わたし達は、わたし達の個性化の実験、わたし達自身を離ればなれと感じて自由意志を経験す

る実験について知っています。そしてまたわたし達は、そういった分離への旅は、最後のさらに

大いなる理解の中では、ひとつの幻影だったことも、認識しています。

 
わたし達はいつも故郷に帰り、わたし達の創造主の愛に溢れる腕の中に向かい、そしてわたし達

がわたし達の兄弟姉妹、わたし達の双子の光彩、わたし達の魂の協力者と魂の連れ合いとして認

める他のエネルギーの姿に向かいます。皆さんが人間の身体の中でここにいるか、皆さんの光の

身体の中で宇宙を旅しているか、あるいは心地良く調和したひとつの人生を経験するためにひと

つの遠くの惑星上に転生しているどうかにかかわらず、皆さんのすべての経験を貫いている生命

の連続体を理解することが、皆さんの発達の中の次の段階です。



 
最愛なる皆さん、わたし達は海の魚、あらゆる魚、あらゆる海のようなものです。その中でわた

し達は、神の愛という大いなる海洋の中を泳ぎます。わたし達は神の創造という空気を呼吸し、

わたし達は神がわたし達のために創り出した食べ物を食べ、そしてわたし達は、わたし達がこの

人生経験のために宿ることを選択したその身体の生涯を実現します。わたし達は、罪または他の

何らかの物事のために、神によって罰を与えられることはありません。何故なら、神はわたし達

を彼または彼女自身の一部として理解し、すべての創造をひとつのものとして愛するからです。

おそらく神は、あらゆる被造物、あらゆる存在を罰することは、思いも寄らぬことだと気付き

ます。何故なら、愛の中で創り出された貴重な存在達を支配するまたは破壊することは、その大

いなる計画の一部ではないからです。

 
わたし達は、わたし達がどちらを選択するかにかかわらず、その経験から学ぶために、上手また

は下手に生きる自由を与えられます。皆さんがこの地上の転生に慣れる時、簡単に感じ始めるこ

とは、この苦悩と対立の経験はまさに宇宙の方法だ、あるいは人生の姿だ、というものですが、

しかしそれは真実ではありません。人生は人生、そして生命です。皆さんの血管を勢い良く流れ

るその生命力は、皆さんがそれを感じるかどうか、皆さんがその存在感を認めるかどうかに関心

がなく、それはただその通りであり、そしてその生命力は、皆さんがこの身体の中で進み続ける

限り、これからもそのままで皆さんを支えることになるでしょう。それは自由に与えられ、そし

て条件を持たないひとつの贈り物、ひとつの祝福です。親愛なる皆さん、皆さん自身の歓びに条

件と断定的判断と数々の制約を設けるのは、皆さんだけです。

 
神は、皆さんが苦悩し、心配し、ひとりで離ればなれだと感じるために皆さんを創り出した訳で

はありません。ここで明確にしましょう。皆さんと、皆さんという存在のその魂は、創造主とい

う全体のひとつの不可欠な部分です。そこから離れることも、取り残されることも、皆さん自身

を切り離されることもありません。それは不可能です。ただ皆さんがここに現れて、皆さんとい

う存在の魂がひとつの人間の姿に宿る時だけ、皆さんは、皆さんは宇宙の中でどれほど孤独かと

いう観点から考え始めて、宇宙の中の何処かに皆さんに似た知的な生命がいるかどうか、疑問に

思います。さらに高い数々の次元の観点からすると、皆さんがそういった分かり切った質問を尋

ねようと考えることは、そしてもしもそれが完全にまた悲しいほど妄想的なものではないとし

ても、皆さんが実際に皆さんは唯一の意識を持つ存在であると信じることは、愉快なことです。

 
ご存知のように、皆さんの苦悩は皆さんの人生の物質的な環境から現れる訳ではありません。何

故なら、数多くの先住民の文化が数々の時代を通して既にわたし達に明らかにしてきたように、

ひとりの人間が幸せに生きるためには、ほとんど何も必要ないからです。ひとつの幼子に目を向

けて、その子供が本当に要求するその量を確認してください。栄養あるミルクの妥当な供給、親

からの深く愛に溢れた眼差し、ひとつの清潔なおむつと温かい親密な抱擁という形のほんの少し

の心地良さです。そしてその子供は、神、その守護天使達、その子供を取り囲むその光とエネ



ルギーパターンとのその結び付きから、残りの物事を提供することになるでしょう。

 
最愛なる皆さん、皆さんがわたしの愛を吸収することができるまで、そして皆さんが皆さんの耳

の中で愛の詩を囁いているわたしの声を聞いて、皆さんの顔へのわたしの口付けと皆さんを取り

囲むわたしの両腕を感じることができるまで、わたしは皆さんにわたしの愛を注ぎ続けるでし

ょう。何故なら、わたしは皆さんに、わたし達の創造主からわたしが感じるその愛を運んでいる

からです。わたしは単純に、わたしのこころの最も深い部分でわたしが感じ、わたしが認識する

ものを表現しています。わたし達は愛され、大切にされていて、そしてそれはいつも永遠にその

ままでしょう。わたしは自由にそして無条件にこの愛を皆さんに与えます。何故なら、それはあ

らゆる瞬間に、毎日、永遠に、わたしに自由に与えられるからです。

 
わたしはいつも、皆さんのためにここにいます。そしてわたし達がわたし達の創造主の永遠の愛

と光を呼吸しようとする限り、わたしは皆さんと一緒に愛の中に留まるでしょう。

 
わたしは皆さんのサナンダ

I am your Sananda.

 
Transcribed by Kathryn E. May, July 31, 2014, 10 PM, New York
 
http://lightworkers.org/channeling/202973/sananda-together-forever-one



闇が光に刺激を与える姿、そして“許しのブラックホール”

闇が光に刺激を与える姿、そして“許しのブラックホール”
How Darkness Inspires Light, and "The Black Hole of Forgiveness,"
23 August 2014 - 5:16am
 
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
An article by Gabriella and Kathryn
 
 
わたしはサナンダ、新しいエルサレムの船橋からあなたのところに現れています。わたしはわた

し達の最愛なるアシュタルやその搭乗員達と一緒にここにいて、次の“天使達の侵入”を計画してい
ます。わたし達は、皆さんがこれからの数週間の内に経験するものについて、かなり色めき立っ

ています。わたし達は、わたし達自身を“抑制”することがほとんどできません。それはひとつの愉
快な発想だとは思いませんか？　何故なら、わたし達はこの上空で身体用の容器を持たないから

であり、しかし皆さんはわたし達が意味することを理解します。 わたし達は、歓びのために笑い
、ハイタッチをし合い、そして踊りながら、皆さんが新たに裕福になり、他の人々に奉仕をして

、すべての闇の制約から自由になる時の皆さんの表情を思い描いています。そしてその時、皆さ

んは上空に目を向けて、わたし達の壮麗な煌めく大艦隊、美しく演出されたツーステップで皆さ

んに向かって前進しながら飛び跳ねている数々の宇宙船を確認します！

 
わたし達にとって、既に皆さんが皆さんの自由を勝ち取るために行われる必要があるものを達成

していることはかなり明確なことであり、そのためわたし達は、数々の祝い事を計画しています

。テレビの“ニュース”に注目している皆さんにとって、それはまるで、惑星上のあらゆる国、あら
ゆる町、そしてあらゆる家族の中で既に陰惨な暴力が噴出しているかのように見えることをわた

し達は理解しますが、しかしそれは単純に事実ではありません。皆さんが今確認し続けている数

々の出来事は、履行されている契約であり、今後それが世界全体に暴力にうんざりした状況を引

き起ることになり、人々は嫌悪感の中で背を向け、決して絶対に誰かを制圧する、支配する、制

圧するという考えに戻ることはないでしょう。

 
わたし達は、今まで暗殺者や発狂した独裁者の役割を演じる責任を引き受けてきた人々に感謝し

ています。彼らは、惑星地球の住民全体を激怒させて、その結果、その潮流を光へと向けること

になるでしょう。掛け替えのない皆さん、それは今までいつもこのようなものでした。人類は今

まで、その周りの大小すべての極めて不快な茶番劇を人類に気付かせるために、残虐性という鮮

烈な脚色を必要としてきました。



 
皆さんは今、第二次世界大戦の非人道的な数々の行為が公民権運動、女性運動、男性同性愛者の

人権運動を刺激し、そしてすべての不寛容と不平等は根絶され、寛容と思いやりに置き換えられ

なければならないという感覚を刺激したことに気付いています。悪名高いナチの戦争犯罪の加害

者達、そして同時に舞台裏で様々な犯罪の詐術を用いる扇動者達は、皆さんが今皆さんの最愛な

る高位の霊的指導者や大天使達として崇拝する存在と同じ者達だったことは、ひとつの驚きにな

るかもしれません。

 
皆さんは、この発想に唖然とするかもしれません。何故神は、その最も強く最良の光の活動家達

にそういった憎むべき活動を行わせることを望んだのでしょうか？最愛なる人間の皆さん、それ

は極めて簡単です。皆さんはすべて、悪へ向かうゆっくりとした降下の魔力の影響を受けてこれ

ほど完全に落下したため、皆さんは魅了され、日常の残虐性や不正に反応することができなかっ

たからです。皆さんは、その闇へ向けた滑走を止める数多くの機会を与えられました。ヒトラ

ーは、自由で民主的な選挙の中で選ばれたことを、忘れないでください。ユダヤの人々にダビデ

の星を着用させることを要求して制定された数々の法律や、合衆国議会とナチの軍事機構に資金

を提供していた西側の銀行家達の初期の表立った支援のように、人々が数々の残虐行為を止める

ことができた数多くの重要な時点がありました。

 
わたしが第二次大戦という具体例を用いる理由は、皆さんがその歴史の最も精通しているから

です。また皆さんは、ポル・ポト、イディ・アミン、スターリン、フランコ、ムッソリーニによ

って実行された大虐殺、そしてアメリカ先住民、アルメニア、ガテマラ、ウクライナ、トルコ、

ナイジェリア、クロアチア、スーダン、そしてルワンダの人々に対する数々の残虐行為に精通し

ていますか？　それは山刀を持った人々によって実行されたのでしょうか？　もしも被害者達が

その近隣の国々によって支援されていて、加害者達が排除と刑事訴追から彼らを隠蔽する権力の

塔を立ててしまう前、こうした運動の始まりの時に国際法の完全な重視が影響を与えていたなら

、こうしたすべての残虐行為とそれ以上の数多くの行いは、止められていたはずです。それぞれ

の事例の中で、数々の警告の合図は明確だったにもかかわらず、世界は見て見ぬ振りをして、口

出しをせず、激怒と執念深さの勢いが嵩じて、有毒な発想と毒性の感情の火山爆発のようにその

土地全体で噴出することを許しました。

 
わたし達は今、このような数々の残虐行為を阻むことができる世界の歴史の中のひとつの環境の

中にいます。それは、すべての主要な国々の指導者達が、地域と国際的な執行というひとつの単

純な構造に裏打ちされた、完全に実施可能な民事法廷を積極的に創り出す時に廃絶することがで

きる、ひとつの単純な物事です。その法廷は、当事者達が残虐または非人道的な態度の最初の証

拠を実行した時に、その当事者達が逮捕され、裁判が行われることだけを求めるものです。不正

がその根幹で止められる時、それは必ずしも戦車、軍隊、機関銃を必要としません。どのような

横暴な個人または集団も、ひとつの国家またはひとつの惑星の集団意識の前に立ちはだかること



はできません。

 
そのためご存知のよう、その分離、集団虐殺、正義の曲解の後ではなく、皆さんが防ぐことがで

きたかもしれない別の大惨事の灰燼の中に立つ時に、皆さんの判断と皆さんの直観力を利用して

、不正、不平等、そして悪用が皆さんに導入された瞬間にそれを識別するために、わたし達が今

まで皆さんがこうした物事を明確に理解する支援をしてきたのは、これがその理由です。この立

場を選択すること、つまり皆さんは皆さんが確認するものを認識し、積極的にそれに基づいて行

動することは、完全な意識の熟達性のその結果です

 
完全な意識の中で生きることは、皆さんがただ楽しい物事だけを確認し、真実を糊塗するひとつ

の名前であらゆる物事を呼ぶことを意味する訳ではありません。これは、新しい時代の不幸な哲

学と信念体系であり、人の知性と直観力を損ないます。許しの原理と判断の行使は、今まで捻じ

曲げられ、曲解されて、あらゆる宗教的な教訓と同じように制限的で息苦しくなる道徳的な拘束

衣を創り出してきました。

 
わたしは、ガブリエッラとキャスリンに、“良い”人柄を作るものに関するこうした深刻な誤解に光
を当てるために、ひとつの断片を記述するように頼んでおきました。二人は、わたしのメッセー

ジの終りに二人の記事を含めて、その二人の媒体の出力先に投稿して、それをすべての光の活動

家に利用できるものにするでしょう。それは、個人的な数々の残虐行為と癒されないままになっ

ている苦痛に満ちた後遺症に直面しながら“あらゆる人を許す”という不自然な要求によって今まで
強要されてきた、その罪悪感と自己不信から、数多くの人々を自由にすることになるでしょう。

 
皆さんは既に皆さんの意識を高めて、成長している惑星上の集団意識を感じ始めているため、ま

た皆さんは皆さんの精神とこころを広げて、世界に目を向けるさらに多くの洗練された繊細な方

法を受け入れています。たとえそういった発想が皆さんのお気に入りの光の活動家達によって先

週提示されたとしても、今は、古い数々の発想と概念を、破棄された不合理な発想のゴミの山に

送る時です。親愛なる皆さん、どのような発想も不可侵ではないことを、忘れないでください。

どのような教えも、特にわたしのものでさえ、干渉を許さないものではありません。ただ皆さん

のこころだけがその真実を認識しています。そして今は、皆さんのこころを前面に出して、古い

すべての構成概念と制約を置き去りにして、ひとりの熟達者として皆さんの充分な成熟に向かう

時です。

 
わたしは、永遠に、躊躇いと条件を持たずに、皆さんを愛します。わたしはサナンダ、そしてわ

たしは、このメッセージと、許しのブラックホールという主題でガブリエッラとキャスリンから

の続きのメッセージに賛成します。

 
Transcribed by Kathryn E. May, Aug. 23, 12 AM, New York



 
http://lightworkers.org/channeling/203724/sananda-how-darkness-inspires-light-and-black-hole-
forgiveness
 



わたし達の“炉辺談話”への招待

わたし達の“炉辺談話”への招待
An Invitation to Our "Fireside Chat"
August31 2014
 
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
Sananda:
 
 
わたしは皆さんに、わたし達の今日の午後のブログ・トーク・ラジオの番組に加えてひとつの短

い書面のメッセージを送って、今日の教えとしてわたしが提供する予定の内容を皆さんに知ら

せて、皆さんに聞いて貰いたいと思います。

 
わたし達は、過去3週間の中で非常に豊かなひとつの教えの収集を編集してきました。わたしの考
えでは、それは今まで提示された中でもっとも役立つ考えであり、簡単な指針であり、そしてす

べて無料で皆さんが聞きそして読むことができます。わたし達の親愛なる共催者のメグ・デイヴ

ィスは、既にひとつの明快で理解するのが簡単な栄養に関する話を提出しています。それは、彼

女には未知のものであり、天の集団から直接現れたものです。それは、皆さんが愛と知性そして

知識で皆さん自身の栄養の必要量を監視することがどれほど重要かということを惑星上のあらゆ

る人々が理解するための、入門書です。

 
もしも皆さんが、皆さんの身体のそれ自体を癒す自然な能力への献身と強い信念で既にわたし達

が皆さんに与えておいたその指針に従うなら、皆さんは、気分が良く、良く眠れ、あらゆる病気

から急速に癒える皆さん自身にすぐに気付くようになることを、わたしは皆さんに保証すること

ができます。わたしはここで大袈裟に言っているのではなく、皆さんのこの惑星上の経験への皆

さんの身体の聖なる貢献に対する深い敬意で皆さんに与えられたその指針を、皆さんが忠実に守

ることを勧めます。

 
おそらく皆さんは、皆さんの車のガソリンタンクにコカコーラを入れて、問題なく機能すること

を期待することはないでしょう。皆さんの身体も同じです。ほとんどの人々が“健康的”だと考える
食習慣は、皆さんの身体が実際に必要とするものとはほど遠いものです。慎重に読んで聞く権利

を皆さん自身から取り上げないでください。何故なら皆さんは、栄養の所要量を認識し、理解す

るからです。わたし達と一緒になって、議論して学んでください。それで皆さんは、たとえ皆さ

んがその分野の専門家であっても、あるいは特に専門家なら、皆さんがどれほど沢山学ぶことに



なるか、驚くことになるでしょう。

 
親愛なる皆さん、わたし達に参加して、一度にひとつの奉仕で世界を変えてください。

 
わたしは人類への奉仕の中で、限りなく永遠に皆さんを愛します。

 
わたしは皆さんのサナンダ。

I am your Sananda.

 
Transcribed by Kathryn E. May, Aug. 31, 2014, 10 am, New York
 
Permission is given to copy and share these message, providing they are presented in their entirety
without additions or deletions, and credit is given to the channel and to the website,
www.whoneedslight.org.  Translations must be approved by the author and the scribe.
 
http://www.whoneedslight.org/page/20140831.html



わたし達は嵐の中の皆さんの港

わたし達は嵐の中の皆さんの港
We Are Your Port in the Storm
4 September 2014 - 9:01pm
 
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
Sananda:
 
 
わたし達の最愛なるテラの上にもう一度太陽が昇り、そして人生は続きます。嵐の後でさえ、人

生は続きます。皆さんのこころが張り裂け、皆さんの神経がすり減り、皆さんの人生が修羅場に

なり、そしてどのような物事も簡単に済まないように見える時でさえ、それぞれの新しい日と伴

に人生はもう一度始まります。これは、人類への神の最も大いなる祝福のひとつです。雨は古い

汚れを洗い流し、風は愛で皆さんの顔を優しく撫で、太陽はその慈悲深い光線で皆さんの身体を

育みます。そしてわたし達は、果てしなく続く愛、容認、そして思いやりを送り、皆さんの霊を

高めます。わたし達は、皆さんの人生の潮の満ち引きを、鼓動する心臓、海洋の潮流、月の周期

、そしてテラそれ自体の強力な心拍の大いなる同期の不可欠な部分として理解します。

 
悪い一日、あるいは多難な一年、あるいはまたさらに苦痛に満ちた数々の出来事が起るひとつの

生涯の経験によって、圧倒されないでください。それは、皆さんの魂の目的の潮の満ち引きの一

部であり、他の人々の地上の道筋の上のその人々との交わりの一部であり、そしてテラそれ自体

の次元上昇の一部です。今後こうした物事は、毎日皆さんにさらに明確なものになるでしょう。

何故なら皆さんは、巨大中心太陽、すべての生命の根源から放射している強烈なエネルギーの巨

大な流れに皆さんのこころと精神を開いているからです。

 
こうしたますます強力になるエネルギーが電磁的な振動をもたらし続けていて、今後それはいわ

ゆる皆さんの電池を再び漲らせ、今まで皆さんを“闇の中に”閉じ込めてきた古く不充分な内面の道
筋を一掃することになるでしょう。皆さんの新しいDNAの符号化は、皆さんの意識、皆さんの五
感が皆さんに提示するものを超えて理解する皆さんの能力を拡大することになり、そして皆さん

の以前の3次元の体系の中に深く染み込んだ数々の信念と感覚のパターンからの完全な移行を要求
することになるでしょう。

 
皆さんが今経験している拡大は、古い体制の“電源コードを抜く”ことなく達成されることはありま
せん。これは、碇のない状態で皆さんが海で完全に不安定になったように感じる可能性がある瞬



間または一日を創り出します。人生の数々の神秘にこころを開いて容認する態度に慣れている人

々にとってさえ、これは落ち着かないものになることがあります。この感覚は、情緒的な要素と

物質的な要素を結び付けて、良好な健康状態と快活な見通しに基づいた穏やかなこころの平静に

慣れている人々により一層不慣れな状況を創り出します。わたしはこの説明によって、皆さんが

遠い昔に置き去りにしたと皆さんが考えていた可能性がある不慣れな物質的な感覚と情緒の組合

せを伝えています。皆さんの身体は、それ自体で古い情緒的な傷と身体の傷の痛みの記憶の残り

を一掃しているところであり、そして皆さんは、それと伴に今後は情緒それ自体を消し去ること

になるでしょう。

 
わたしが今説明しているこの過程は、大変な努力です。皆さんの羽毛を逆立てることなく皆さん

の具体化された自己のこの深遠な移行を達成することは、期待しないでください。皆さんは、気

が付くと皆さんが最も愛する人々との関係が悪化しているか、世界に怒りを覚えるか、皆さんの

神との結び付きを疑っているかもしれません。皆さんは、気が付くとひとつの瞬間に涙を流し、

次の瞬間には笑っているかもしれません。あるいは皆さんは、何の前触れもなく突然表面に浮上

する古くしかし馴染みのある怒りを感じるかもしれません。一度それが解き放たれてしまえば、

皆さんはその背後にある悲しみを感じることになるでしょう。そのすべての感覚が皆さんに打ち

寄せては通過することを許して、その悲しみが流れ出で離れて行き、涙の中で取り除かれて、皆

さんに対する愛の中で母なる地球がそれを吸収するようにしてください。皆さんが皆さんの黄金

の光の柱で皆さん自身を取り囲む時、皆さんの両足を地球の上にしっかりと立てて、皆さんの王

冠のチャクラを天界に向けて開いて、わたし達が皆さんを通して純粋な愛のエネルギーを降ろす

ことができるようにしてください。

 
わたし達が皆さんに送り、皆さんの現在の状態の中で皆さに順応させるその愛のエネルギーが、

究極の創造主の力に溢れたエネルギーと一緒になり、創造主の種族、わたし達の最愛なる創造主

の印象の中で創り出された者達としての皆さんの壮麗なる運命との調整へ向けて、皆さんを優し

く引き上げるようにしてください。今は、進化して次元上昇をする皆さんの時間です。皆さん

自身、皆さんの感覚、皆さんの物質的な身体、皆さんの社会構造や皆さんの統治手段（すべては

以前の要求に適合していたもの）に対する巨大な変化を経ずに皆さんはこれを行うことはできな

いことを、認識してください。皆さんは今、この巨大な変化の只中にいます。これは、今までわ

たし達が毎日皆さんにメッセージを起ることを求めてきた数々の理由のひとつです。そのため今

後皆さんは、皆さんの間のわたし達の影響力を感じ、皆さんがひとりではないことを認識するこ

とになるでしょう。この移行が今まで皆さんのために創り出してきたその挑戦を、わたし達は気

付いています。そして例えそうだとしても、皆さんが過去に経験してきたものと比較すると、そ

の結末は壮麗なものになるでしょう。何故なら、皆さんは今、ただその瞬間に皆さんがいる場所

に関する知識だけを手にしているからです。

 
今皆さんに起り続けている物事に気付いて、それに関する知識が豊富になるためにその物事が役



立つことを、わたし達は認識しています。そのためわたし達は、皆さんの周りの数々の出来事と

同調してできるだけ沢山の情報を皆さんに提示して、段階を踏んでそしてこころとこころで一緒

に前進しながら、皆さんと一緒にいることを皆さんに明らかにしているところです。この巨大な

計画は、わたし達自身、皆さんとわたしの手作りです。わたし達は、合意によって、忘却という

覆いの背後のここに現れ、闇の者達に対して自らを査定して、わたし達自身が考案したそのマト

リクス内部の闇のエネルギーの渦を乗り越えようと、自ら挑戦しました。そして今、わたし達は

ここにいて、幻影とした存在したその巨大な綴れ織りの撚り糸を解いているところです。その幻

影は、闇は力と実体を持つ、悪は危険で怖れなければならない、人類は闇の者達の言いなりだ、

という信念から作られました。

 
親愛なる皆さん、わたし達の創造の中で今までわたし達がどれほど巧みで想像力に富んでいたか

、皆さんは今理解しますか？その巨大な計画は、分離とわたし達を高めるわたし達の好機を経験

する、わたし達の挑戦、わたし達の機会でした。それは、今までわたし達を前に駆り立てて、わ

たし達の霊的指導者達、わたし達の指導霊達、わたし達の創造主の愛に溢れる両腕に戻るその推

進力になっていました。そしてわたし達は今、ここ、さらに高い数々の次元の玄関先にいて、愛

と光のさらに巨大な高みに一緒に昇る準備が整っています。これは皆さんの承認を受けずに皆さ

んに対して行われている物事である、あるいは皆さんは皆さんが制御することまたは理解するこ

とができない一部の運命によって打ちのめされている、と皆さんを納得させた、その闇の考え

の数々の計画へと後退する皆さん自身を許さないでください。

 
あらゆる呼吸、あらゆる瞬間、あらゆる出会いの中に、意味があります。今まで皆さんはここに

いて、すべての可能な物事を学び、教え、経験し、そして立ち上がりました。どのような物事も

皆さんの前に立ちはだかることを許さないでください。皆さんの勇気、思いやり、そして共感の

源泉に深く手を伸ばして、皆さんの怖れを静めて、皆さんの決意を強化してください。何故なら

皆さんは、事実通り拡大している多元宇宙の指導者達だからです。皆さんは今、皆さんのさらに

高い自己と結び付いて、皆さんの神との結び付きを感じる方法を教えられているところです。何

故なら皆さんは、皆さん自身の呼吸を感じ、その瞬間を超えて創造主の目を覗き込み、わたし達

が理解するように皆さん自身の神性を理解するからです。

 
皆さんは極端に愛されています。わたし達の優しい愛撫で皆さんの道を和らげることにしまし

ょう。わたし達と呼吸をしてください、わたし達の抱擁で皆さんを優しく抱き締めることにし

ましょう。そして、すべては順調であることを認識してください。すべてがまさにそうなるべき

姿になっています。わたし達はひとつです。

 
わたしは皆さんのサナンダ、天の集団と皆さんと一緒にいる者。

I am your Sananda, One with the Company of Heaven and with you.

 



Transcribed by Kathryn E. May, September 4, 2014, 3 pm, New York
www.whoneedslight.org
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時間と空間が徐々に消え失せるように

時間と空間が徐々に消え失せるように

As Time and Space Melt Away
 
22 October 2014 - 4:06am
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
Sananda:

地球の次元領域の上の数多くの変化について、わたしは皆さん伝えたいと思います。数々の移

行が、政治、経済、そして世界の前線で起り続けていて、その多くが報道媒体の華々しさの背後

にあります。そのため、すべての宣伝活動とあからさまな嘘の只中で、全ての皆さんが、特に合

衆国の中の人々がその真実に気付くことは、難しいことです。

数多くの皆さんが、役者達、古い映像、そして一般的に適用できない写真や映像の情報源を利用

して、彼らが、むしろ彼らの操縦者達が押し付けたい種類の物語を提示する、最近の国際的な報

道の情報源の政策に気付いています。この実務は数年前に始まりましたが、それは、カメラの人

々と伴にその分野のジャーナリストを維持することは高価であり、スタジオの中で彼らが単独の

新聞雑誌記者の言葉を詳述するために必要なあらゆる物事をでっち上げることができることを放

送用ニュースの市場が自覚した時のことです。

さて、お金が方程式に入る時はいつも、利潤を追求する数々の企業が自分達の利益のために節約

する方法に気付くことを、皆さんは確信することができます。映像の書庫から引き出された偶発

的な写真として始まったものが、ひとつ秘密部屋の中の本格的な作戦行動になりました。そこ

では、ニュースは報道されるよりは、創り出されます。911で熱心に始まり、最近ではシリアとウ
クライナの中で、情熱を刺激し、戦争を促進するために、ISISとエボラについての沢山の情報が、
今まで明確に大衆消費のために上演されてきました。

わたしは、この偽装された“証拠”の終りのない繰り返しによって、悲しみに包まれました。それは
、視聴者の側の最大限の怖れの反応を目指して、慎重に作り上げられました。その時視聴者達は

、それが正当かどうかにかかわらず、ほとんど確実に攻撃的な行動に同意します。それは秘密結

社の仕事であり、依然としてそれ自体を、西側の政府の中、そして特に合衆国の中のあらゆる水

準へと染み込ませています。

わたしは数多くの場所の中で、様々な形で、皆さんの高位の霊的指導者達がしてきたように、秘

密で働いてきました。わたしは、オバマ大統領が象徴する魂の計画の不可欠な部分として、彼の

身体に宿ってきました。またわたしは、政府と経済政策の新しい形を生み出す支援をするために

、ひとつの転生として、わたし自身の魂の光線を送ってきました。イエス計画の中の先頭の魂と



してのわたしの生涯のように、こうした努力が完璧に成功に終わった事例は、ひとつもありま

せん。いつも圧倒的な数々の障害と干渉が起り、それはその最終結果に影響を及ぼします。

最愛なる皆さん、皆さんは今、そういったひとつの時期にいます。あらゆる生き物の良く練られ

た計画は、ロバート・バーンズがかなり良く詳細に説明したように、しばしば躓きます。わたし

はスコットランド版を好みます。“すべての生き物のために良く練られた計画は、逸れて後方で団
結する”。彼の詩の最後の一節、“一匹の鼠に対しては、鋤でその巣の中で鼠を仰向けにしな
がら”は、最も深い真実に触れます。
わたしと比較すると汝は依然として恵まれている！現在はただ汝に触れるだけだ：しかしおお！

わたしはわたしの目を後ろに投げる、悲惨な見通しで！そして前方を、それでもわたしは確認で

きない、わたしは推測し、そして怖れる！

恐ろしい経験をした過去を振り返り、次にさらに一段と恐ろしい遭遇を予想してその経験を前方

に投影するその傾向を克服することは、人間の経験の中で最も巨大な挑戦のひとつです。こ

れは、“テロに対する戦争”や最近の歴史におけるあらゆる戦争の創造者達が今まで食い物にして
きた、その弱さです。

テレビの出現以降、その布教者達は発達して、大衆を不合理な怖れの状況に連れて行くために利

用できるあらゆる戦術を用いることは完全に正当化されている、と感じてきました。その状態

では、支配して人々の復讐心に燃えた感覚は正当化されると説得することは、誰にでも遥かに簡

単になっています。

数多くの子供達が余りにも頻繁に感じるその正直な怖れをこの状況がその足場にする時、それは

皆さんが“朝飯前の考えいらず”と呼ぶ物です。人々を怖気付かせ、それも非常に、そしてその結果
皆さんは、人々がその自由の権利を譲渡するようにさせて、人々の友人や隣人達を権威に引き

渡し、何らかの命令に従って、怖れの源泉と理解される人々を抑圧することができます。ほとん

どの皆さんがそういった意識的な操作に対して脆弱な理由は、皆さんの情緒の歴史が、あらゆる

強力な情緒から攻撃逃避反応に向かう、皆さんの脳の中の直接的なひとつのつながりを創り出し

たからです。キャスリンがわたし達の本である“誰が光を必要とするのか？”で議論する、神経系の
高速道路です。

視覚的な集中の手法は、古代の叡智に基づきます。皆さんの世界に対する反応を変えるためには

、皆さんは皆さんの脳の中で皆さん自身の神経系の配線を変えなければならないという、その理

解です。わたしが今すべての皆さんに強く勧めることは、皆さんが皆さんの哀れむべき追い詰め

られた脳と連携して、皆さんの経路の手直しをして、怖れに通じる無意識な追跡（闘争逃避反応

）を遮断することです。皆さんが明確な評価や展望を選択して、この“自動操縦”反応を取り除くこ
とが、皆さんの次元上昇に不可欠になります。

ご存知のように、明快さは美しいものです。それは、皆さんの家のすべての窓を綺麗で煌めくよ

うにするようなものです。それは、光が差し込むようにします。それは、皆さんの光が輝き出す

ようにして、皆さんは皆さん自身の内部に正確な助言を持ち、いつも光の道筋を選択することを

認識する自信を、皆さんに与えます。皆さんは、巧みな言葉遊びで惑わされること、あるいは皆

さんの安全または幸せに対する脅威によって操作されることはありません。



皆さんが神との完全な結び付きの中で生きている時、灰色の領域はありません。ただ光だけが

あり、光は愛です。無条件の愛の存在感の中には、怖れは存在することはできません。何故なら

、皆さんは全存在とひとつであるという認識の歓びに包まれているからです。そして皆さんは、

皆さんの周りでどのような物事が続くとしても、あるいはその瞬間の間に皆さんが宿っている一

時的な身体になにが起ろうとも、進み続けます。

さて、皆さんに、皆さんが期待し続けている財務上の恩恵に関して皆さんがこれからの日々に期

待できる物事についての更新情報を伝えることにしましょう。それは皆さんを驚かせる方法で展

開することになりますが、しかし皆さんは、今の皆さんよりも遥かに裕福なその反対側に姿を現

すことになるでしょう。今後それは、法外なものにも微々たるものにもなることはないでしょう

。その決済は円滑にそして誠意を持って進むことになるでしょう。なぜなら、既に関与する人々

は熟練するために多くの時間を取っていて、その手順は今まで充分に試されているからです。

今後この全体の過程は、新しい黄金時代の純粋に洗練された最初の決済のひとつになるでしょう

。何故なら、それは普遍的な法則の原則を満たすものになるからです。それは、以前に戦争が生

活手段、社会基盤、そして穏やかに暮らす権利を破壊したすべての国々に恩恵を与えることにな

るでしょう。それは、今後より大いなる善のためにそれを用いる人々の手に大量のお金を渡すこ

とになり、そして世界に対して、神の存在感は皆さんの周りのすべてに、人間の姿の中のここに

存在することを実証するでしょう。

わたしは皆さんと一緒にここにいて、今まで地球全体に流れてきた新しい光のエネルギーを楽し

んでいることを、認識してください。皆さんは、巨大中心太陽からの高まるエネルギー波動にい

つも迎え入れられていて、それと同時に、今キリスト意識のグリッドの力を通して統合されて

いる、その結び付けられたすべての結晶質のエネルギーが、高められているところです。これは

、皆さんは結晶構造の力を浴び続けていることを意味します。今後その力は、皆さんのDNAをさ
らに強力な精神感応的な方法で受け取り伝達する目覚めた能力で符号化し、そして皆さんの母な

るテラが5次元と6次元と7次元の光を呼吸する時に、その力が皆さんが高まるエネルギーに耐える
ことを許すようになるでしょう。

こうしたものは、今後新たに開いたお祝いの方法の中で皆さん自身の光の水準にいる他の人々を

皆さんが認め、受け入れることを可能にする、理想的な状況です。皆さんの拡大されたこころが

以前よりもかなり数多くの愛する人々のための余裕を持つため、一日の内に友情が花開くことに

なるでしょう。今後またこの皆さんの限界の拡大が、新しい人間関係にこころを開いている人々

のために、皆さんの双子の光彩とのより穏やかで調和の取れた出会いを許すことになるでしょう

。皆さんがあらゆる場所に現れる時に、数々の新しい冒険が皆さんを待ち受けます。そしてわた

し達は、日々皆さんとそれを共有するためにここにいることを、喜んでいます。

お互いに手を差し伸べて、思いやり、愛、そして自由という感覚に目覚めている相乗効果の中で

勢いを増しているわたしの仲間達や愛に溢れる家族を確認して、わたしは満たされて喜んでい

ます。

わたしは、わたし達の過去2年間の巨大な躍進を褒め称えます。2012年以前に皆さんがいた場所を
憶えていますか？　皆さんは皆さん自身をその時の皆さんと同じ個人として認めますか？　わた



しは皆さんの途方もない成長を理解します。そしてわたしは皆さんにわたしの尽きることのない

愛を送り、皆さんの既に豊かな環境にそれを付け加えます。

今までわたし達が旅してきたその路の中のすべての難題と衝撃を貫いて、わたしは愛の中で皆さ

んのものです。

大いなる一体性の中で皆さんに、

わたしは皆さんのサナンダ。

I am your Sananda.

 
Transcribed by Kathryn E. May, October 21, 11 pm, New York
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親愛なる子供達、こんにちは、この最も素晴らしい祝福された場所に挨拶を送ります。普遍的な

愛が染み込んでいる、ひとつの場所です。わたしはサナンダ、そしてわたしは、わたし自身のエ

ネルギーの内部で具体化され、染み込んでいる愛と光で、皆さんに挨拶を送ります。現時点で皆

さんが望むもの、皆さんが必要とするものを皆さんが受け入れるために、わたしはその愛と光に

完全に共鳴します。何故なら、今は実際に、人生の周期の数々の変化として存在するものに活力

を与えてそれを認識するための、ひとつの壮麗な瞬間になるからです。惑星中で数多くの物事が

起こってきたため、至る所で数多くの物事が皆さんの注意を引き寄せてきました。世界は終わろ

うとしているのでしょうか？　それは生まれているところですか？　しかじかのものはどうで、

行われる必要があるとわたし達が確認させられてきた数々の準備をわたし達はどのように進めた

ら良いのでしょうか？　そして親愛なる皆さん、わたしは穏やかになるように伝えたいと思い

ます。数々の自然の力に話し掛けて、その自然の力が皆さんの穏やかな言葉を聞くことを許し、

その自然の力が皆さんの導きと愛の言葉を聞くことを許してください。何故なら、皆さんは皆さ

ん自身の内部で安定した状態になる時、そして皆さんが皆さんの内部に存在するすべての物事に

関するひとりの達人になる時、その結果、その自然の力の内部で習熟することは簡単になり、そ

のため数々の自然の力が皆さんに反応し、皆さんと共鳴することができるからです。親愛なる皆

さん、皆さんは皆さんが踏み出す必要があるその最初の一歩であることを、忘れないでください

。また皆さんは、皆さん自身の達人です。皆さんが皆さん自身を無力化して皆さん自身を下にあ

る数々の領域の内部に閉じ込めない限り、皆さんを上回る熟達者になることができる者は、誰も

いません。しかし今晩、わたしは、ひとつのお祝いの知らせをもたらすために現れています。

今は、人生の数々の大幅な変化、皆さんの惑星の数々の大幅な変化、起こり続けているすべての

物事の数々の大幅な変化の時です。嗚呼、数多くの人々がその突然の閃きを待ち続けています。

数多くの人々が、人生と呼ぶこの時代の終わりのために興奮しています。何故なら、その人々は

まさに、新しい世界、新しい地球、新しい人生に足を踏み入れることを強く願い、その間その人



々が忘れてしまうのは、ここにいて愛と配慮と思いやりと優しさで聖別されながら、多くの物事

を行い、数多くの物事について話し、数多くの物事に浸る必要があると言う事実になるからです

。他の人々をその人々の言葉に耳を傾くようにさせる、数多くの物事があります。同じように話

すことが必要な数多くの物事がありますが、今は静かになる時です。親愛なる皆さん、わたしは

今まで何度も現れてきたのは、すべて中で最も巨大な思いやりを持った最も巨大な愛の中で、人

間集団に、わたしの仲間達に、過去の数々の生涯の中で連絡を取ってきた人々に、過去の数々の

生涯の中で伴に歩んできた人々に、話し掛けるためです。わたしのメッセージは今まで変わった

ことはなく、わたしのメッセージはわたしが最初に皆さんの間を歩んだ時と、一切変わっていま

せん。嗚呼、それは今まで、与えられた時代の与えられた時に、自分は最も良く認識していると

信じる人々によって変えられ、変更が加えられてきました。しかしそれは、わたしが今晩話をし

ようとしているものではありません。今夜は、数々の扉の開放の時の、真のエネルギーの結び付

きを持つ夜です。

 
色々な意味で、皆さんはひとつの巨大な惑星の解放の只中にいて、そしてわたしは皆さんの自覚

的意識に今起こり続けていることの影響力の大きさを提示するために、それをこのように伝え

ます。ご存知のように、わたしは皆さんに数々の寓話を与えることができました。わたしは皆さ

んに、仮の事態、数々の目的と理由についての物語を与えることができました。しかしそれは事

実通り、皆さんに対する小さな違いさえ起こすことはできませんでした。何故ならそれは、おそ

らく仮説に基づいたものになるからです。そのためわたしがこれから行おうとすることは、この

瞬間に皆さんの銀河の至る所で、皆さんの太陽系の至るところで、数多くの転換が起こり、数多

くの星達が、類似した星のエネルギーをその星達に引き寄せながら、そのエネルギーの中で振幅

し始めていることを、皆さんに伝えることになるでしょう。数々の星達が一列に並ぶ時、数々の

星達がそれぞれの象限に入り、聖なる幾何学の幾何学的な様式になる時、起こり始めることは、

皆さんが生活環（ライフサイクル）と呼ぶものが変化し始める現象です。そしてこれは、刺激的

なことです。何故なら、今は周波数の数々の独創性に戻っているからです。皆さんは今、皆さん

自身の内部で、この領域に、この場所に、この地球に入った理由に関する数々の認識と理解を感

じ始めているところです。皆さんがこの健忘症の時間に入った理由は、ただ皆さんが今立ってい

る場所に立っている理由、皆さんが今座っている場所に座っている理由に関する数々の本質的な

部分を思い出すためだけです。そして今は物質的に存在せず、しかし後の時代にこれを耳にする

ことになる人々にも、わたしはその皆さんに対しても話し掛けます。わたしが皆さんに話し掛け

る理由は、皆さんがこれを耳にするタイミングが完璧だからです。皆さんは、皆さんの耳が、皆

さんのためにここにあるその言葉に、その思いやりに、その愛に触れられる必要がある、まさに

その瞬間にいます。今まで皆さんの人生は、皆さんに立ちながら観察する場所をもたらしてきま

した。そして今皆さんは、数々の岐路の中にいて、変化の瞬間の中にいて、そして皆さんがわた

しの声に耳を傾けていることは奇異なことではありません。皆さんは自己のための巨大な発見の

瀬戸際にいるため、諦めないでください。今この瞬間にわたしの声を聞いている皆さんは、皆さ

んが変化の瞬間、拡大の瞬間、そして承認の瞬間の中にいます。皆さんが皆さんの完璧な場所の



中にいます。その理由は、そのように存在する皆さんの創造の完璧さの内部で、それは皆さんが

皆さんの中の周りで続いているすべての物事を観察することができるという状況になるからです

。そしてまるで、皆さんが皆さんに対立する政府を抱え、揺り動かされている数々の信念体系を

皆さんが経験し、市場が開かれる広場の中での暴動を経験し、そして嗚呼、すべての種類の物事

、租税を経験した昔の日々のようです。そしてわたしの親愛なる皆さん、その通り、皆さんのひ

とりとしてわたしが皆さんの惑星上を歩んだ日々の中でさえ、人々は人々自身の板挟みの状況や

疑問を経験しました。そしてそのような状況のため、数々の疑問はそれほど変わっている訳では

なく、それただ、どれほど頻繁に、そしてどれほど違ったようにその疑問が尋ねられるかという

ことだけです。しかし親愛なる皆さん、皆さんの周りを見てください。依然として太陽は昇り、

沈みます。月がそのままのその美しさの中で現れ、次に月が皆さんから隠れる昼が訪れます。皆

さんの庭の中、野原の中、そして森の中の花々は、栄養と温かさを見付け出すことを心配する

でしょうか？　いいえ。鳥達は、樹から樹へ、野原から野原へ、国から国へ旅する時、その航法

特性を自分自身で抱え込むでしょうか？　鳥達は、携行品や手荷物を抱え込むでしょうか？　鳥

達は、“自分の次の食事の場所は何処か”、と言う考えを抱え込むでしょうか？　いいえ、そんなこ
とはなく、鳥達は抱え込むことはありません。何故なら、鳥達はそれを提供されていませんか？

　自然はそれが配慮されることを保証していませんか？　親愛なる皆さん、同じように、皆さん

は皆さん自身の内部に、ひとつの疑いの影を超えて、皆さんが提供されることになり、皆さんが

適切な時に適切な場所に存在するようなることを認識するために、本当に多様な方法と真実を与

えられてきました。

 
皆さんは、学びの時、交換の時の中に存在します。皆さんはそこで、皆さんのこころの古い方

法を、皆さんの記憶、皆さんの態度、皆さんの考えの古い方法を交換し続けています。そして皆

さんは皆さん自身に新しい様式を、新しい構造を取り入れています。皆さんは、皆さん自身のた

めに、新しい愛の概念、新しい容認と至福の瞬間の中に存在するという概念の、ひとつの自覚を

創り出しています。わたしサナンダが皆さんのために持つ愛を、決して疑わないでください。わ

たしがこの惑星のために持つ愛を、決して疑わないでください。何故なら、地球は今、その数々

の移行と変化を経験し、これからは皆さんが地球の何処に存在しようとも、地球が経験する必要

があることを経験することになるからです。その結果、この状況が皆さんを地上の領域から解き

放ち、言ってみれば超越して、皆さんが生じているその密度の瞬間に自由になることができるよ

うに、皆さんが結び付く必要があるエネルギー水準で結び付きます。それで皆さんは、皆さんが

皆さんを皆さん自身の成長の次に理解の水準に連れて行くことを待ち続けている、その深遠なエ

ネルギーと結び付くことができます。皆さんは、地球がその楽しみのために震え、揺れ、爆発す

るなどということを信じますか？　親愛なる皆さん、違います。その楽しみ、その歓びは、皆さ

んと皆さんのエネルギーが、この国の惑星の表層の震えと揺れはただ単に皆さんを解放の自覚に

連れていこうとしていることを理解するようになる時に現れます。その解放は、今までずっと皆

さんを悩ませてきたものを吐き出すことができ、新しい様式、新しい存在方法を吸い込むことが

できます。‘しかしサナンダ、それは余りにも単純すぎる、確かにそれは単純すぎる’。これは‘皆さ



んが皆さん自身を愛するように、皆さんの兄弟を愛せよ。皆さんが皆さん自身にして行っていた

ように他の人々にも行え’、とわたしが言った時に人々が口にした言葉です。親愛なる皆さん、も
しもわたしが皆さんに尋ねるとすれば、皆さんが皆さん自身について悩んでいるという理由から

、皆さんは怒って皆さん自身の顔の顔をひっぱたこうとするのか、皆さんは皆さん自身を激しく

非難しようとするのか、ひとつの道具で皆さんの胸を打って皆さん自身に苦痛をあたえようとす

るのか、ということです。皆さんはそうしようとしますか？　いいえ、皆さん幾つかの別の方法

に気付いてその緊張と圧迫と悩みを解き放とうとします。そのため、たとえそれが皆さんの人々

についての苦悩またに人々の皆さんについての苦悩だとしても、何故皆さんは苦悩している別の

人に対して手を振り上げようとするのでしょうか。人々に手当を施して、皆さんが皆さん自身を

愛するように、皆さんが育まれ、温められ、守られて、皆さんの渇きが和らげられることを皆さ

んが確保しようとするように、人々を愛してください。それで皆さんは人々に目を向けて、皆さ

んが人々を支援することができる方法を理解するべきです。わたしは、皆さんはすべて大通りに

走り出て、あらゆる人が確実に衣服をあてがわれ、温められるようにしなければならない、と言

っているのでしょうか？　いいえ、違います。わたしはそう言っているのではありません。しか

しその状況が生じる時、気が付くと皆さんがひとつの状況の中にいる時、気付かぬ振りをして、‘
わたしはそれを見なかった’と言わないでください。これは古い枠組みであり、古い方法であり、
皆さんは今、より一層新しいひとつの枠組み、新しいひとつの存在方法に向かって進み続けてい

ます。そこでは、こころのエネルギーが、今後皆さんが皆さんの愛に気付くことになるその内面

の安定と相互に結び付けられていて、皆さんのおもいやりが自然に現れて、溢れ出します。周り

のすべてのエネルギーがこの時点で結び付いています。

 
数々のエネルギーが、本当に数多くの次元から入り続けています。そのエネルギーは、観察、励

まし、教え、そして時には皆さんがこの次の時期を通して対処し進歩する時のガイアと人類の挑

戦を唯一の目的として、この惑星に引き寄せられています。‘サナンダ、わたしは数々の難題を終
えたと聞いた、わたしはこれが楽な時代だと聞いた、わたしは聞いた、わたしは聞いた、わたし

は聞いた’。その通り、皆さんは正しく聞きました。そしてその通り、大きな難題は終わりまし
たが、しかし皆さんは依然として皆さん自身の内部の皆さん自身の難題に立ち向かうことになる

でしょう。それは、皆さんが絶えず進化し、絶えず変化し、絶えずその枠組みを超えて、その目

印を上回り、皆さんの結び付きとなっているものを上回って行き、それを皆さんが認識すること

を目的にしています。親愛なる皆さん、その理由は、皆さんは実際に選ばれたからです。数多く

の人々によって選ばれ、そしてさらに重要なこととして、言ってみれば、あれこれ頭を絞りなが

らその水を汚しているものを突破するために、皆さん自身によって選ばれました。皆さんは既に

、ひとつの密度の中に存在してしまう状況を経験することを選択しています。皆さんは既に、愛

を持たずに、皆さんに役立つ思いやりと愛を受け取らないようにしてしまう状況を経験すること

を選択しています。また皆さんは既に、皆さんが愛を与え、愛を受け取ってきた数々の人間関係

や状況の中にいることを選択していますが、しかしその愛は、皆さんが今と今までその中にい

る数々の環境や状況のせいで、退屈なものにされてしまいました。今はそれを解き放つ時であり



、今は宇宙が星のポータルとそのエネルギーの結び付きを開放して、この瞬間の美しさとして存

在するものを皆さんにもたらす時です。

 
嗚呼、先週現れた高位の霊的指導者達のひとりでありわたしの親愛なる友であるクワン・インは

、皆さんの断片、その部分を集めて、皆さんが統合できるものに戻すことについて話をしました

。親愛なる皆さん、今はその数々の部分を探す効力を拡大する時であり、今は、“わたしは、それ
が何処からのものであろうともすべての部分を歓迎し、それが現れるようにする。わたしはその

完了を歓迎する、わたしはその完全性を歓迎する”、と口にする時です。そしてその時、皆さんは
その息を殺してそれが皆さんの前に現れることを期待せずに、その瞬間から、皆さんが皆さん自

身と宇宙によって皆さん自身を明らかにされる環境と状況に直面することを予測してください。

それで皆さんが、皆さんのエネルギー、皆さんの魂の仲間、皆さんの魂の存在の部分を統合し、

結び付け、完了させることができるかもしれません。

 
‘サナンダ、あなたはまるでひとつの行動指針があるような言い方をしますが、サナンダ、あなた
はまるでここにひとつのタイミングの問題があると言っているのでしょうか？’その通り、わたし
はひとつの行動指針を持ちますが、その行動指針が愛です。親愛なる皆さん、その行動指針は皆

さん自身を愛することであり、皆さんは一体になることができるかもしれず、皆さんは他の人々

に一体になることを教えることができるかもしれず、そのためエネルギーと物性の移行が現れ

る時、皆さんはひとつの受け取る場所の中、ひとつの安定した場所、完了の場所の中にいます。

そのため、この古い地球が文字通り転がりながら消え去る状況が訪れる時、皆さんは既に、新し

い地球、新しい次元、そしてそこでの経験に足を踏み入れる準備が整っているでしょう。わたし

はひとつの愛の行動指針を持ち、ひとつの支援の行動指針を持ち、実現するひとつの目的を持ち

ます。何故なら、わたしの声、その認識、そしてその発想、そして自分達は実際に有能な存在で

あるというその理解を聞くことになる数多くの人々が、自分達の精神やこころを注ぐどのような

物事も、充分に達成することができるからです。親愛なる皆さん、人類のこの社会全体の中で余

りにも頻繁に、数多くの人々が、自分達の周りの他の人々から聞いた言葉によって屈服させられ

ます。今は、肯定性、思いやり、宇宙や皆さん自身の数々のエネルギー、そして皆さんの周りに

あるすべてに向かう意識に関する言葉を話し始める時です。嗚呼、指針をもたらすために、そし

て修正を施すために、皆さんがひとつの辛辣な言葉を用いることが許される状況が必要になり、

また要求される時が訪れることになるでしょう。しかしそれは、次第に少ないものになって行く

はずです。何故なら、皆さんがひとつの安定した場所から現れる時、皆さんのところに現れる人

々は、その安定に気付き、それを見習って、皆さんが経験するものを経験することを望むから

です。そして皆さんは、その時ひとつの研修会を持ち、次にその断片を削り、微調整を施し、互

いに完全に合致させる大工仕事の空間を持ちます。何故なら、皆さんは皆さん自身の最上の設計

者であることを理解しながら、皆さんが皆さん自身のエネルギーの内部で働き始める時、皆さん

は皆さんの治癒者であり、皆さんは皆さん自身の魂、皆さん自身の生命の外科医であり、そのた

めそれは、皆さんが今まで取り除こうとしてきた皆さんの数々の部分が実際に適切であり、皆さ



んがそれを統合して感謝することが必要なだけだということを皆さんが今後自覚するような状況

になるからです。親愛なる皆さん、ガイアは流動的であり、変化の中にあり、地球の生命の周期

は実際に変更されていることを、皆さんは自覚することが必要になります。ただこの皆さんの社

会全体の中だけではなく、世界中で、地球の表層とその表層の下で、数々の変化が起り続けてい

ます。そして地球が変化を続けている地域の中で地球によって影響を受けている人々は、生活環

の数々の変化、分子構造、DNAの構造、こころの構造の変化を経験し続けています。

 
親愛なる皆さん、わたしは皆さんと話をして、最大限の思いやりと愛で、皆さんの自覚的意識に

今起り続けている数々の大いなる変化を伝えます。そして嗚呼その通り、数多くの人々が数々の

星を見ながら、数々の惑星系と夜空の中で数多くの物事が起っている、と口にすることになる

でしょう。この標章があり、そしてこの標章があり、そしてこの象徴があり、そしてその象徴が

あり、そしてそれらは皆さんが見て従うように引き寄せようとすることになるでしょう。もしも

それが皆さん自身の真実の中にあるものと共鳴しないなら、それが皆さんをその側面に引き寄せ

ることを許さないでください。そして数多くの人々が、‘これは唯一の解決策であり、そしてこれ
はこちらに向かう唯一の方法だ’、と口にすることになるでしょう。何故なら親愛なる皆さん、よ
り一層多くの自暴自棄が人類の内部を通して現れ続けているからです。自暴自棄の理由は、人類

が把握するものをその終わり、数々の戦争と飢饉、そしてその種のすべての物事と理解するから

です。そしてわたしが皆さんに伝えたいことは、その陣痛がさらに少し頻繁になることは刺激的

なことではないですか、ということであり、それが意味することは、新しいひとつの始まりが

あり、訪れている新しい時代があり、そして皆さんは宇宙の光の中でその巨大な変化の一部にな

るように勧められている、ということです。‘サナンダ、これはいつ現れるのか、明日でしょ
うか？’　いいえ、そうではなく、それは既に今のことであり、それは既に今起り続けていて、そ
してまだその絶頂ではなく、あらゆる意味でわたしは皆さんにひとつの日付を与えることはでき

ませんが、しかしそれは間もなくであり、そしてそれにもかかわらず、それは意外に早く、そし

て思ったよりも遅くなります！　わたしは今、少し矛盾していますか（笑い声）？　親愛なる皆

さん、その日付の終了時刻について心配しないでください。むしろ、皆さんはここで経験してい

ることを、皆さんがここで解き放ちそして統合し、教えていることを、喜んでください。皆さん

は変化しているガイアと伴に、この偉大な瞬間に、ガイアの惑星の経験のこの小さなポケットの

中のここにいます。嗚呼、それは時に人類には楽しくて大喜びで興奮に満ちているようには見え

ないかもしれませんが、しかしもしも皆さんが怖れと不快感になっているものの先を思い描く

なら、皆さんは変化する人々に向けて流れ出ているガイアの歓びを確認し、感じることになる

でしょう。そして今起り続けているその数々の変化についての多くの笑い、多くの興奮があり、

統合が現れ続け、人類の人生に向けて社会全体が新しく誕生し続けています。何故なら、皆さん

が前進する強さを確認することになるのは、ただ社会全体の中だけになるからです。その強さが

統合されるのは、唯一社会全体と安定した状態の中だけです。それは、ひとりの個人の腕力を通

したものではありません。それはわたしが何時も伝えてきたようなものですが、もしも皆さんが

一本の棒を手に取るなら、皆さんはそれを簡単に折ることができます。もしも皆さんが別の棒を



手に取り、最初の棒の隣に置いてそれを折ろうとするなら、それは依然として少し難しいかもし

れませんが、また折ることは比較的簡単です。しかしもしも皆さんが3本目の棒を横に置いて、こ
こで同時にその3本の棒を折ろうとするなら、今その棒の側にはさらに多くの抵抗が起り、皆さん
の側でそれを折ることはさらに難しくなります。

 
わたしは何を伝えているのでしょうか？　皆さんが皆さんの数々のエネルギーを同じ考えを持つ

精神とこころの人々と結び付ける時、皆さんが愛ある思いやりの結び付きを編み込む時、そして

皆さんが皆さん自身の真の中心と結び付く時、皆さんは強くなります。強さは社会全体の内部に

あり、そして皆さんは固有でとても個人的ながらしかし孤立していないものの一部であることを

認識している自己の内部にあります。親愛なる皆さん、皆さんは黄金時代の中にいます。嗚呼、

それは今まで数多くの異なる方法と数多くの異なる生涯の中で言及されてきましたが、黄金時代

、行方不明の黄金時代、失われた時代、それにもかかわらず、これが黄金時代です。黄金という

理由は、それがひとつのとても固有な特徴を持ち、ひとつのとても固有な時代になるからです。

黄金時代になる理由は、それが2014年で終わろうとしているのではなく、数々の時代を通して続
いて行くことになるからです。そしてそれが続くように、それを信じようと信じまいと、平和が

現れ、平和が君臨し、そして人々が戦争を忘れ、人々が調和の中で暮らすようになることを、皆

さんは気付くことになるでしょう。これはひとつの夢ではなく、これは皆さんの現実性であり、

これは皆さんが皆さん自身に気付くことになる場所です。親愛なる皆さん、諦めることなく、続

けてください。わたしは皆さんと伴に歩み、わたしは皆さんと一緒にいて、わたしは皆さんを愛

します。

 
わたしはサナンダ。

I am Sananda.
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ジョン・J・カスル経由
Channeler: Jahn J Kassl

 
Dec. 3, 2013

 
channeled by Jahn J Kassl
translated by Georgi Stankov

 
SEIZE ON THE WEAPONS OF LIGHT AND
SWITCH OFF THE POWERS OF DARKNESS!

 
 
 
最愛なる皆さん、

Loved ones,

 
信頼は、次元上昇の慣例語です。自信が欠如している人は、自分の神聖なる宇宙の遺産を引き受

けることはできません。

 
わたしはサナンダ

I am SANANDA

 
今、疑いから全幅の信頼に進むことが重要です。それ以下では不充分です！　皆さんをその道筋

から目を背けさせることを望む人々に気を付けてください！　皆さんを弱体化させ、皆さんが皆

さん自身に疑問を感じ、皆さんの行動を疑い始めるようにして、狡猾さで皆さんを騙す人々に用

心してください。今は、自信を持つ時です！皆さん自身への信頼、皆さんの行いへの信頼を持つ

時です。たとえ皆さんが、時にその目標を超えて行き過ぎるとしても、皆さんは完全にいつもそ

の正しい道筋の上にいます。皆さんが光の道筋の上に留まる限り、皆さんは間違った方向に進む

ことはあり得ません。

 



現在、偽預言者は誰でしょうか？　こうした者達は、中途半端に啓発され、認識している者達で

あり、最初に光の戦士として現れて、何時間も厚かましい助言を続ける者達です。皆さんがあれ

これと行っている理由、また皆さんが時に気難しく、時に極めて冷静になる理由、そして皆さん

が多様な方法であれこれと達成する理由の何れも理解しない者達がいます。こうした者達は、皆

さんの強さと決意がただひとつの影のままの状態になるまで皆さんを疑いに駆り立てるようと

して、皆さんから皆さんの強さを盗む者達、ひとつの目標を追求するだけの者達です。

 
光の戦士達への攻撃は、陰湿で、微かで、そして不正なものであり、扱いにくく、まったく緩和

されず、そして人間の精神を腐食させます。攻撃の本質は、既に変わっています。攻撃が起こっ

ている事実は、明確に規定された時期の間変わらないままです。皆さん自身に確信を持ってくだ

さい！　そして皆さんがひとつの“間違い”を犯す時、それを認めて、しかし次に瞬時にこの考えを
遠ざけて、決して自責の念に進むことなく、そのかわりに皆さん自身に、“それはそのままで良い”
、と伝えてください。超人的な数々の達成が今、皆さんに求められます。

 
皆さんは“不機嫌に”なることができ、皆さんは憤り、怒り、敵意を持つことが許されます。何故な
らこれは、人々の闇から皆さんの方向性の中に染み込む、その僭称に対する皆さんの防御になる

からです。さらに伝えると、皆さんがまさに小細工と外的な支配の最も微かな気配を推測するや

否や、皆さんは完全に拒絶するように振る舞うことが必要になります。

 
決して皆さんの感覚と知覚、皆さんの情緒の放出を抑圧しないでください。何故なら、これはし

ばしば、愚かで、陰鬱で、傲慢な人々が理解する唯一の言語になり、無自覚で、厚かましく、悪

魔によって操作された人々が反応できる、唯一の言語になるからです。

 
近頃では、礼儀の欠如が、皆さんの家に自ら訪問する望まない訪問者を寄せ付けないための、非

常に効果的なひとつの防御です。

 
闇の勢力の数々の攻撃は抑制がなくなっていて、より多くの光の門が開くほど、次元上昇の波動

はより強烈になり、闇の者達はより絶望的になり、光の戦士達を武装解除するために闇の者達が

できることなら、あらゆる物事を行います。

 
わたしの最愛なる光の戦士達、光の武器に飛び付いてください！　闇の勢力を追い払ってくだ

さい。何故なら、彼らはこれ以上、皆さんに対する力を持たないからです。唯一闇の密使達に対

抗するひとつの断固たる行動だけが、現在皆さんが無傷に留まるひとつの保証です。皆さんが、

自ら捕らわれて、皆さんの弱さを巧みに追跡して彼らと皆さんを巧妙に対立させることによって

、皆さんの中で微かに疑いを巻き起こすこうした勢力の細かいネットワークの中に巻き込まれる

ようにしてしまうことは、それはどこが素晴らしいことだと言うのでしょうか！ 

 



皆さんは、間違うことが許されています。

 
ひとつの過ちは、無限ループの中のようにそれが何度でも繰り返される時、その時は唯一悲惨に

なります。皆さんが行うこと、そして皆さんという存在の中の原則に、確信を持ってください。

もうこれ以上、その原則を疑わないでください。何故なら、次元上昇の過程の中にいる人は、神

というひとりの主要な教師だけを受け入れるからです。“良い助言”で皆さんを弱体化させることを
望む人々は、この時期の疫病です。皆さんを彼ら自身の数々の定型に押し込めることを望む人

々は、この時期の疫病です。皆さんを悩ますために今まで悪魔によって個人的に送られてきた人

々は、この時期の疫病です。

 
もしも人が自分自身に対する自信が欠けているなら、誰も何も得ることはできません。地上の現

象化で通常当てはまることは、宇宙の関係性の中ではすべてがより正確になります。信頼と確

信は、皆さんの内面にある宇宙の知識の合計であり、皆さんはそれによってあらゆる物事を引き

寄せて、あらゆる物事をひとつの現実性に変えます。

 
もしも皆さんが皆さんの次元上昇に確信を持たなければ、その結果これはどのように起らなけれ

ばならないのでしょうか？　もしも皆さんが不信と疑いの中にいるなら、その結果皆さんは、皆

さんの現実性の中に次元上昇を引き寄せることはできません。しかし思い描くことなく、どのよ

うにして何かを手にいれるのでしょうか？　自信によって！　人々は皆さんに、猛進は危険だ、

と伝えます。わたしは皆さんに伝えますが、唯一神への盲目で絶対的な確信だけが、永遠の生命

に対する鍵です。それを放棄することは、危険です！　皆さんに不信を焚き付け、皆さんの信頼

は疑いを通して皆さんの中で成長するものだ、と示唆するあらゆる個人を、扉の外に締め出して

ください。

 
いいえ、それはそうではありません。極めて正反対です。疑いは、皆さんが方向性を見失うまで

、皆さんの自信を蝕みます。従って、もうこれ以上これで皆さん自身を苦しめないでください。

皆さんの行動と考えを、数々の霊的指導者達や神に問い合わせてください。ひとつの人間の矯

正は、次元上昇している人々にとって、ひとつの空虚な障害であり、救いはありません！　その

時期は既に変わり、以前は有効だったものは、今はもうこれ以上皆さんにとって意味はありま

せん。

 
今、霊的指導者達と呼ばれ、次元上昇のための準備を整えている存在達は、すでに次元上昇して

いる霊的指導者達の知識と光が必要になります。それがすべてです。人々が皆さんについて口に

することは、完全に不適切です。皆さんは、神に、すべての存在の根本となる根源に、そしてわ

たし達、高められた霊的な指導者達にいつも結び付けられたままであることが、極めて重要にな

ります。皆さん自身をわたし達に立脚させてください。そして皆さんをひとつの“第三者の観点”か
ら認識していると偽り、皆さんのために役立つと主張する人々に立脚させないでください。それ



は大失態です！

 
わたし達、イエス、サンジェルマン、モハメッド、あるいは仏陀がこの世界の上のわたし達の時

代に啓発された存在として歩んだ時に、わたし達がひとつの人間の矯正を振り返らなければなら

なかったと、皆さんは真剣に信じますか？　不安にさせられるか、“ひとりの愚か者”として売られ
ないようにしてください。ひとりの霊的指導者はひとりの霊的指導者であり、そしてひとりの霊

的指導者は、自分という存在を認識しています。もしも皆さんが疑い、闇の勢力による影響を受

けるなら、それはまさに、皆さんはまだ確固として皆さんの熟達性の中に立っていない、ひとつ

の兆候です。

 
わたし達は唯一のそして究極の権威として、ただ神だけを必要としました。誰も自分達自身につ

いて判断することはできません。わたし達は、決してこの世の正義に支配されませんでした。ひ

とりの真の霊的指導者は、ただすべてを愛する“神の正義”にだけ従属し、絶対的な献身と無条件の
愛の中で、これに屈します。皆さん自身を霊的指導者と呼んだ皆さん、今、人々が何か口にする

ことを手にして、皆さんは慎重に耳を傾けるべきだ、皆さんは必ず皆さん自身の中で輝くことに

なるだろう、と皆さんに伝える時、ひとりの悪魔がその矢の狙いを皆さんの急所、皆さんが依然

として脆弱になる場所に定める時、その間違った道筋から退いてください。わたしは皆さんに伝

えます。ただ神だけに耳を傾けてください。その結果あらゆる物事が配慮され、そしてあらゆる

皆さんが、明確に聞こえる神の中の神の声を把握します。そうでなければ、皆さんは、霊的指導

者達と呼ばれる価値はなくなるでしょう。

 
誰も皆さんを断定的に判断する権利など持ちません。ただ神だけが、人々に向かうことを否定さ

れたものを受け止めます。わたし達はひとつです。この真実を認めてください。人生の最初にし

て最後の権威を無条件に信頼することによって、皆さん自身に気付くために疲れを知らずに神の

鏡を覗き込むことによって、あらゆる人間の“断定的な判断”から撤退してください。

 
わたしはサナンダ

I am SANANDA

 
 
Originally published on: http://www.stankovuniversallaw.com/ (Hyperlink inactive because the light
world publishing refrains from any direct links. Please copy and activate the link in order to access
this page.) The light world publishing and the author do not lead any correspondence whatsoever
on the texts / messages published on this website.
 
Actual source from http://www.lichtweltverlag.com/de/blog/index.html
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新しい地球の誕生

新しい地球の誕生
THE BIRTH OF THE NEW EARTH
24 December 2013 - 12:13pm

 
ジャン・J・カッスル
Channeler: Jahn J Kassl

 
 
Dec. 23, 2013
Channeled by Jahn J Kassl 
Translated by Franz
Source: LICHTWELT VERLAG http://www.lichtweltverlag.com/de/blog/index.html

 
 
 
人類は、神の配慮の中にいます。

 
わたし達の創造主、神の中で存在するすべては、光に向かうこの世界の最後の段階と、人類の最

後の段階を指揮します。わたし達すべてが、神の配慮の中にいます。

 
 
最愛なる皆さん、

 
この事実はこれからの数々の日と数々の週の間、極端に重要になります。皆さんは、より調和的

でより明るく最後の時に遭遇することができます。そして、新しい時代へ向かう足取りがより安

定して穏やかなものになるほど、皆さんはより深く信頼に根付き、皆さんのすべての生命の根源

との結び付きは、より強いものになります。

 
最近では、地球は目に見えて変化と変容を始めます。あらゆる場所で、皆さんの仕事の成果が明

らかになり、その誕生の準備が完了して、この惑星の実際の誕生は既に始まっていることが証明

されます。

 
誰がまだこれを否定することができ、誰がそれを無視することができて、あるいはそれはひとつ

の幻想だと考えることができるのでしょうか？

 



それは、最近まで、自分達が選んだ人生の中で、比較的低い振動エネルギーに忠実であり続け

る人々です。こうした人間は、存在するものを確認することができず、彼らは彼ら自身の鏡に映

った姿さえ確認しません。何故なら、人生は彼らの目の前の残忍で苦痛に満ちた出来事の中で展

開するからです。この兆候は、理解されず、滅多に一般的にならず、ほとんど単純に無視され

ます。

 
その目を開く準備が整っていない人は、すべての真実に対する感受性が鈍いままです。

 
次元上昇という出来事が、これがここで話されることを命じますが、しかし今日は、そういった

人間達についての話ではありません。その話は、良く準備が整っている皆さんを目的にしてい

ます。そしてこの大いなる祝祭に順応しながら、世界の結束に期待する皆さんを目的にしてい

ます。

 
ここで起こるすべての嵐と激変を受けて、わたし達が話し掛ける皆さんにとって、ひとつの事が

非常に重要になります。

 
最近は、事実通り暗い嵐の雲が皆さんに対して徹底的に陰謀を企む時でさえ、皆さんに対して何

も起こすことはできません。

 
神の配慮は完全無欠であり、そして既にその光への復帰を決断し、今はそのために充分準備が整

っている神の子供達のひとりが、動けなくなるか、傷付けられる前に、その子供は救出されるこ

とになるでしょう。その意味は、危険に曝されていて、数々の出来事の中で混乱による影響を受

ける可能性があるすべての人間が、数多くの皆さんが高められた霊的指導者として戻ることにな

る皆さんの母なる惑星上の出来事が完了するまで、別の世界へと移動させられ、引き上げられる

ことになる、ということです。

 
内部地球の人々は準備が整っていて、そして既に大いなる祝祭、皆さんの歓迎会のための準備も

また完了しています。何故なら、表層の地球上の皆さんの次元上昇が、既に完了しているから

です。

 
そしてその間にも、惑星の表層の状況は、劇的に重大な局面に達します。その数々の出来事は、

もうこれ以上見過ごされることはあり得ません。世界が穏やかさについて話し、より一層多くの

人間が目覚める一方で、闇に勢力達がひとつの世界政府（新しい世界秩序－NWO）を確立しよう
として試みないままで済まされるものなど、何もありません。

 
世界の国々の中のすべての革命は、搾取者達の筆跡を持ち、自由で自発的で確固たる人類のため

の自由への呼び掛けから現れるものではありません。数々の革命は、ひとつの世界政府が布告を



通じて宣言されることが起こり得るまで、世界を不安定に陥れることを目的として実行されるこ

とを、認識してください。

 
これはすべての水準で起こり、不安定化こそが世界であり、あらゆる人々が忠実な下僕にされ、

すべての国が征服されるまで、それは闇の勢力の崇拝の対象になります。これは、必然的にすべ

ての水準の上での進路であり、それは“超惑星”に属しません。数十年前と比較すると、独裁政治は
他の手段を利用することによって達成されます。事実通りそれを知らせずに、より洗練され、よ

り不誠実で注目されないことが、人類を金稼ぎのための奴隷制の中に維持する方法です。そして

既にそれを知らされている人々は、既にひとつの新しい現実性に対して自分自身でこころを開い

ています。そして数多くの人々が、既にその地平線の終わりに達しています。そこは、皆さんを

数多くの天界に運ぶために、次元上昇の数々の宇宙船が皆さんを待ち続けている場所です。社会

の数々の出来事と同時に、地球の地核の中で極移動が起こり続けています。そこから、新しい地

球が浮上を続ける一方で、古い地球はひとつのさらに低い振動へと後退しています。一頭の蝶へ

と変貌する一匹の毛虫のように、その繭から抜け出します。それは、数々の世界の間に、ひとつ

の巨大な“張力”が存在することを意味します。4次元の立体映像の影響は、依然として5次元の優位
性にとって顕著である理由は、こうした数々の世界は依然として分離の過程の中にあるからです

。そしてこのすべてが起こり続けている一方で、この過程がそれとともにもたらすすべての出来

事が、地球の表層と地球の内部で明らかになり続けています。

 
それは実際に、“ビッグ・バン”以前のすべての緊張が、耐えられないところまで高まっているよう
に見えます。この緊張は、この時期の次元上昇を微妙に認識する人々だけが、ほとんどの個人

にとって隠されたままのものを確認する人々のために、把握することができるものです。

 
そして実際に、その変化の遠心力がすべての人間に影響を与えますが、しかしその認識の中にい

る人々だけは、この時期の真の内容を確認することができます。何故なら、無知な人々はこの時

期の真実から逃避して、そしてその人々は、その人々が苦悩するそれぞれの痛みを、ひとつの卑

俗な出来事と見做すからです。

 
そして実際に、ひとりの人間またはひとつの世界が光にさらに近付くほど、この過程に対抗する

力はより大きなものになります。

 
数々の世界が、今も解き放たれているところです。ひとつの険しい丘の上で止め金が外されてい

るひとつの荷台と、その荷台が深くブレーキを踏まれずに突き進む姿を思い描いてください。そ

の数々の瞬間が分離してしまうとすぐに、これがこの瞬間に起こります。それによって、ひとつ

の世界が崩壊する一方で、別の世界が自由になり、道筋に沿って最も簡単に最後のわずかな道の

りを完了することができます。

 



太股の上のひとつのしこりのように、母なるガイアは、ガイア自身の周りとガイアを通して確立

されたすべての世界を認識します。この必要性はもはや存在しませんが、その理由は、すべての

決断が既に行われているからです。この時期はあらゆる物事がその中にあり、そして最後の数々

の段階の中で、もはや母なるガイアに耐えられないあらゆる物事が、消滅します。

 
皆さんにとって、天への復帰は近く、とても近付いています。次元上昇の数々の門が開いていて

、その数々の光の宇宙船は準備が整い、そして皆さんの光の身体は完成しています。そのため、

その日、その状況は今、非常に近く、皆さんは光の身体に踏み込み、それを獲得することができ

ます。

 
わたし達は、その数々の出来事を楽しみに待ちます。そうしている間にも、わたし達は既にその

出来事によって影響を受けています。何故なら、変化の時は、人類の神への復帰の時になるから

です。そしてこれが、今起こり続けていることです。準備が整っている人類は、ひとつの光と愛

の吸引力の中に浸されます。次元上昇は気付かれずに起こります。それでも皆さんは、大いなる

期待と伴に、地球の表層でその“大いなる出来事”に注目します。神の手が、皆さんを連れ戻します
。それが神の恩寵の時であり、この時が、事実通り、今です。

 
そしてそれは、すべてが皆さんの中で、皆さんと伴に、皆さんを通して、満たされ続ける時です

。

 
皆さんが神に戻ってしまった後も、皆さんの旅は続きます。既に神聖なる個別性を達成してしま

ったひとりの存在の永遠で無限な旅は、その存在自体を銀河と宇宙とそれを遥かに超えた世界の

無限性へと拡大します。そしてまた、わたしはその日に、それについて伝えることになるでし

ょう。それは、

 
13日の金曜日（2013年12月13日にヴィエンナで読んだ光に属する日、所見、交信者）、その日、
新しい神の恩寵の領域が開き、そしてその日、古い数々の不信と迷信的な数々の信念は、自己強

化したひとりの人間に対するより多くの力を持ちません。

 
わたしは永遠に、そして永遠の中で、皆さんと伴にいます。

 
サナンダ

SANANDA

 
The light world publishing and the author do not lead any correspondence
whatsoever on the texts / messages published on this website.
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最後の日々の重み

最後の日々の重み
Weight of the Last Days
Posted on Oct 7, 2014
 
ジャン・J・カッスル経由
Channeled by Jahn J Kassl
 
WEIGHT OF THE LAST DAYS, SANANDA
October 5, 2014
Translated by Franz
 
 
事実通り：人間の内面の統一的な全体構造の中の数多くの存在達は、今まで次元上昇のための後

見人の職務に就いてきました。それと伴にこの状況が、人類が人類という存在を通してすべての

苦悩を淀みなく流す状況をもたらします。そのため、それは取り除かれ、光に向けて解き放たれ

、そして変えられます。

 
皆さんは数多くの人々であり、そしてこの奉仕を決意したさらに多くの人々がいます。何故なら

、この世界のエネルギー場は、苦痛から、そして今まで人間の魂を分解してきた深く刷り込まれ

た数々の構造に起因する古い苦悩から、解放されなければならないからです。

 
そしてこれは、その最初と最後の時間の光の戦士達の固有な共同行動の中で、こうした日々の中

で起ります。

 
その重荷を背負う数多くの人々がいて、そのため最後の日々の重荷が分散され、暗い数々の雲が

消え、そしてこの世界の中の霧になっている絶えず密度を高めるものが解消します。

 
既に皆さんは、すべての奉仕の中でその奉仕を選択しています。

 
皆さんが離れることができた場所に留まることであり、皆さんが既に達成している場所に影響を

与えることであり、すべての人々が既に与えられている場所で与えることであり、そして尽きる

ことのないひとつの憎しみの領域が皆さんの愛の中の癒しを獲得することを待つ場所で愛するこ

とです。

 
皆さんは引き上げられているところであり、そして既に皆さんは皆さん自身を引き上げています



。何故なら、奉仕の中に立つことは、神と等しくなり、人類にすべての人生の基準を提示するこ

とを意味するからです。

 
皆さんは神聖化され、既にすべてを成就しています。そして皆さんは、事実通りそれを超えた物

事を達成します。

 
皆さんは愛し、神にとって神の身近さはすべてを含めて保証されます。

 
次元上昇は、全存在のすべての水準で、創造のすべての水準で、生命に参加することを意味し

ます。生きてください。それで今後皆さんは、現在でさえ、こころを奪われることになるでし

ょう。

 
この時代の偉大な熟達者達はその光に参加して、与えられた時間に、その人々が既に自分自身で

創り出しているその世界に戻ります。

 
わたしはサナンダ

I am SANANDA

 
 
Impacts come closer – ASANA MAHATARI:
http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2014/09/impacts-come-closer-asana-mahatari.html
 
The light world publishing and the author do not lead any correspondence whatsoever on the texts /
messages published on this website.
 
Additional messages and articles regarding current events in:
http://www.stankovuniversallaw.com/
 
Hyperlink inactive because the light world publishing refrains from any direct links. Please copy and
activate the link in order to access this page.
http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2014/10/weight-of-last-days-sananda.html
 
http://cosmicgaia.com/sananda-weight-of-the-last-days/



中庸の道

中庸の道
Way of the Middle
Posted on Oct 12, 2014
 
ジャン・J・カッスル経由
Channeled by Jahn J Kassl
 
フランツ訳

Translated by Franz
 
October 10, 2014
 
 
“中庸の道”は、皆さんをどのような場所にも連れて行きません。ただひとつの道、愛の道だけがあ
ります！

 
そしてこの道はいつも急進的なひとつの道であり、この経験の水準のあらゆる場所で待ち伏せる

悪に背を向ける、急進的な決断と勇気が必要になります。　

 
“中庸の道”は、完全に誤解されます。それは、この世界の中の“振る舞い”に受動的に目を向けるの
ではなく、その代わりにひとりの愛に溢れる存在として個人の中心からこうした続いている物事

を終りにすることを意味します！　真実と愛で。数々の虚偽が、数々の宗教のように、人類の間

でこれほど広範囲に普及しています。それは単に、皆さんを皆さんの内面の核心部分から、皆さ

んの内側の真実から、そして何よりも神の認識から、皆さんを引き離したままにするために創り

出されました。

 
サナンダ

SANANDA

 
Spiritual Truth of End Time, Part I – SANANDA:
 
http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2014/09/spiritual-truth-of-end-time-part-i.html
The light world publishing and the author do not lead any correspondence whatsoever on the texts /
messages published on this website.
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すべての出来事の正確さ、すべての物事の正確さ、すべての生命の正確さの中の確実性
に対する知識から

すべての出来事の正確さ、すべての物事の正確さ、すべての生命

の正確さの中の確実性に対する知識から
From knowledge to certitude in the correctness of all events, the correctness of all things, the 
correctness of all Life.October 11, 2014Posted on Oct 12, 2014

ヤーン・J・カッスル経由Channeled by Jahn J Kassl
フランツ訳Translated by Franz

From knowledge to certitude in the correctness of all events, the correctness of all things, the correctness of  
all Life.
神の恩寵を通した癒しHealing through God’s Grace

わたしはサナンダ　I am SANANDA
今日わたし達は、天の光をそれが必要とされる場所に向けます。それで皆さんは、内面の確実性

に向けた知識に起因するその道筋を達成することができます。

数多くの人類が、依然としてその数々の変化という出来事に該当する物事と変化それ自体の特定

の保留を持ちます。不安定な状況と酷く厄介な疑いが展開し、個人自身の次元上昇と惑星の次元

上昇を追求するために必要な強さを破壊します。

数多くの光の戦士達の中で、その文脈とこの時間の進路についての巨大な知識にもかかわらず、

次元上昇の現状と、変化の現状と、時間の終りが起っている現状のその確実性は、依然として定

着していないか、深く充分に定着していません。

それは本当にこの時代の予言者達が宣言するようなものであり、また次元上昇もわたしに当ては

まるものなのか？　本当に？　その日の終りに、不確実性が頻繁に優位に立ちます。そして今、

その下の肌を一様に明らかにするためにフケを取り除くことが必要なように、この状況を取り除

くことが必要です。

わたしは皆さんに伝えます。この時期の唯一の真実と現実性は、その在り方の終りです！

わたしは皆さんに伝えます。この地上の今という時間の唯一の真実と現実性は、この世界の次元

上昇とこの銀河の次元上昇です。わたしは皆さんに伝えます。この時期の唯一の真実と現実性は

、すべての生命の変容です。人類は神に向けて人類自身を変え、そして人類は時間の捕虜に留ま

ります。

わたしは皆さんに伝えます。この今という時間の唯一の真実と現実性は、光の中で光の戦士達の

到着であり、光が不足した時空の中の数多くの人間の子供達の後に留まることです。

そしてわたしは皆さんに伝えます。その変容は今であり、その高揚は今であり、そして今、この



すべては単なるひとつの夢に過ぎないという幻影の外に出ることが必要になります！　従ってわ

たし達は、今からはこの依然として存在する幻影に参加することになるでしょう。それでその知

識と自信の道筋から、すべて永遠な神の中の確実性というひとつの道筋が展開します。

疑いの理由

Reasons for Doubt
何が不確実性を、その疑いを掻き立てるでしょうか？それは外部の電磁エネルギー場の影響で

あり、効果的な数々の操作であり、根本的な知識にもかかわらずその影響が皆さんに達します。

皆さんは、次元上昇についてその状態を保有し、それによって皆さんの中に疑いを創り出します

。

疑いの贖い

Redemption of Doubt
わたしは今、内面に目を向けることを皆さんに求めます。

そこにあるその疑いを受け入れてください。そこで疑いが高まり、そこで疑いが皆さんと遭遇し

ます。そしてそれを手放してください。その疑いに慎重に目を向けて、まさに今皆さんが皆さん

の中で贖っているものを正確に認識してください。

考えないでください。その代わりに、その考えが皆さんの中で高まり、数々の印象が現れること

を許してください。それは、この問題と結び付けられています。

その疑いが現れるようにして、それを手放してください。それにもかかわらず、皆さんがこの時

期の断固としたひとつの光の塔として役立つことができる前に、この疑いが認められ、受け入れ

られ、取り除かれなければならないことを、完全に気付いてください。

皆さんが内面で決心が付かずに不安定な時、いつもその内面の観想という方法を利用して、そし

て皆さんに現れるものを許してください。あらゆる物事を受け入れてください。何故なら、一度

皆さんが積極的にまたそれを手放してしまい、その結果その障害物が皆さんに受け入れられる

時に、唯一最も巨大な妨害物が現れるからです。

霊の指導者達または大天使達に、支援を求めてください。それでわたし達は、皆さんが皆さんの

依頼について考え終わるかそれを声に出し終える前に、皆さんと一緒にいます。贖いを、こうし

た内面の不確実性の印象や数々の疑いや偽りの仮定に関連したすべてのエネルギー構造の切断を

、求めてください。

この方法を用いることが、その妨害物を取り除きます。そして今後皆さんは、既にこの世界の中

にあり他の世界の中にまだない新しい日に挨拶を送ることになるでしょう。

（中断）

皆さんがその現実の数々の疑いから皆さん自身を自由にした後、確実性の種子を蒔き、新しい種

子を生み出すことが必要になりますが、それはこの時間の水準の皆さんという存在の唯一の真実

を認め、受け入れることを意味します。ただひとつの理由だけが存在し、その理由が、今まで最

初と最後の時間のすべての光の戦士達をこの今という時間の中のこの地球で一緒にしてきました



。そしてその場所によって、すべての人々がお互いに結び付けられます。光に向けた惑星の次元

上昇であり、個人の次元上昇です！

皆さんの現実性の定着

Anchoring of Your Reality
今、この真実を深く定着させることが必要です。これは、2つの過程によって起ります。
1）皆さん自身の神聖なる任務に対する献身。
2）神に対する献身。
皆さん自身の任務を充分に受け入れて、この時期のすべての出来事を皆さんの具体的な任務に結

び付けてください。わたしは今ここで何を達成することが必要でしょうか？

この永遠にして唯一の質問に対する答えの中に、あらゆる人類の幸せが横たわります。この質問

が答えられるとすぐに、確実性が入り込み、すべての知識が謙虚に退き、啓発の広範な領域が確

実性へと向きを変えます。

皆さんがこの領域の中で絶対的な明晰さを実現し終えるまで、この存在に関する質問で皆さん自

身を夢中にしてください。何故なら、それについて無知な状態でいることは、世界を認識しない

ことを意味するからです。それはもう一度異質なエネルギー場を引き寄せて、その状態によって

また皆さんは皆さんの人生を損なう物事に対して無防備になります。

この洞察力を求めて、今後その洞察力が皆さんに与えられることを信頼してください。それにも

かかわらず、そのための目標を決して手放さないでください。それによって、あらゆる物事の中

で完全に神に全力を傾けてください。

しかし、神への献身という言葉によって何を意味し、そしてそれはどのように達成することがで

きるのでしょうか？

神への献身

Devotion to God
献身とは、神との不変のつながりを意味し、神からのひとつのありがたい贈り物として人生の中

の何らかの神意が受け入れられることを意味し、そしてあらゆる考え、それぞれの言葉、そして

あらゆる行いをこの充足感から生み出すことを意味します。

献身とは、盲目的な服従、自分自身をその落下の高さに関する無知な状態に陥れる規範のどちら

も意味しません。献身とは、神の中に、神と伴に、そして神を通してひとつの人生を完全に意識

的に決めることを意味します。その落下の高さを認識してどのような躊躇いの事例も持たずに飛

躍することを意味します。真の献身ができることが、既に知識を獲得して確実性を定着させてい

る者です。

すべての源泉であるこの根源との内面のつながりから確実性が発展し、ひとりの人間が目覚め

ます。動かすことができず明晰で、輝きそして見落とされることない、そういったひとりの存

在は、親切とその光のひとつの真の奇跡的な働きです。そしてこの“ひとりの人間の中の奇跡的な
働き”は、この自覚的意識の働きに基づいて活動しています。



純化の方法

Method of Purification
今は以下のように進めます：

1）皆さんの数々の疑いに目を向けて、その疑いを受け入れて、手放します。
2）皆さんに固有の神聖なる任務の知識を求めてください。
決して諦めることなく、この洞察力のために積極的にあらゆる物事を行ってください。何故なら

、ひとりの人間がその任務を達成できる前に、その人間は一貫性と持久力という資質を獲得し終

えていることが必要になるからです。その意味は、その追求のやり方がその追求者が既に気付い

ているものを管理する方法を決める、ということです。

3）この決断の重要性を完全に意識した状態での神への献身。皆さん自身で降りて行き、神の恩寵
に向けて沈むようにしてください。この段階の後、神を除いてあらゆる物事が存在することを止

めます！

その時、人生をその通りに受け入れることは簡単になります。その時、数多くの人生の転機を、

それを正確に認め解釈するための神からの手掛かりとして認めることが簡単になります。

その時、知識を通してひとりの人間は完全に孤立して存在していないことを理解することが、簡

単になります。何故なら、たとえ一部の分野の知識が欠けているとしても、ひとりの人間は完全

に内面の確実性、すべての物事の正確さに基づいて存在するからです。

それについて瞑想をして、ここで与えられた指導に従い、わたしが皆さんに求めたように行って

ください。それで皆さんは、今後決して再び疑いと戦うことはなくなるでしょう。何故なら、そ

の疑いは皆さんの意志に基づいて、そしてわたし達の存在感の中で、取り除かれたからです。自

己に気付く誰もが、すべての生命の確実性の中で、遍在する現実性の中で、生きます。それは、

神の中の全存在の現実性です。それについて瞑想をして、神の恩寵の中で皆さん自身を癒してく

ださい。

今それを行ってください。何故なら、明後日に再び皆さんと出会い、皆さんを不安な状態に置く

ために、皆さんに認められない今日の数々の疑いは、明日までには消え失せているからです。

この周期を打ち破ってください。それで皆さんは、今日、今であっても贖いに気付くことになる

でしょう。

わたしはサナンダ

わたしは無限の愛の中で、皆さんの側に立ちます

 
The light world publishing and the author do not lead anycorrespondence whatsoever on the texts / 
messagespublished on this website.
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Translated by Franz
THE KINGDOM OF HEAVEN IS WITHIN YOU – Part I, SANANDA

夢1：わたしは、2つの世界または惑星の中のさらに高い序列の第三の水準で、同時に生きている
わたし自身を把握します。わたしは正確に同じ容姿で2つの異なる惑星で生きていて、そして異な
る日々の仕事の中のわたし自身を観察し、経験します。2つの異なる人生とその魅力的な物事は、
わたしが完全にそれに気付いていて、それぞれの人生を“感知”することができ、それを同時に経
験し、それを行動で示すことができるか、あるいは意のままに直接わたし自身を望みの強さでそ

の中に閉じ込めることができることです。またわたしがそこからこれを把握するこの“第三の水準”
、わたしの“さらに高い意識”は、ひとりの人間の身体の中の毎日の人生のように、かなり現実的
です。従ってわたしは、わたし自身を多次元的に経験します。同時に3つの人生であり、それぞれ
の人生はひとつの強度を持ち、まるでそれはひとつの人生に対処するようなものです。（夢の

終了）

捕捉：この夢は、わたしにひとつの夢に気付かせます。それは、わたしの魂の断片が戻った何年

も前にわたしが見た夢です。従って、遥か遠くのひとつの銀河から魂のひとつの断片がわたしに

戻りました。それによって、彼はわたしに、まさにわたし自身のように見える彼自身を紹介しま

した。

わたしはわたしの正確な鏡像に直面しました。それはひとつの青い制服を着用し、数多くの勲章

、光の小片を着け、彼がわたしに伝えたように、それによって宇宙の中でひとりの存在が認識さ

れます。（捕捉の終了）

夢2：わたしはウクライナにいて、創造主の神の意義深い働きの中で、明らかにそこで活動してい
ます。わたしからのひとつの命令を受けて、ウクライナのすべての都市は光で溢れ返ります。わ

たしは、本当の“光の噴水”または光のドームがその数々の都市全体に降ろされたように理解します
。それによって、わたしはウクライナの中の人々を把握します。わたしは、その日々の仕事を遂

行している人々を確認します。そしてこうした人類は、信じ難いほど人生に対する熱意に溢れて

いて、エネルギーで充満し、輝くほど美しい状態です。何よりも、ひとつの固有な光が機能して



います。わたしがここでそれを認識せず、今までここでわたしが決して確認してこなかったよう

な太陽の光です。

わたしがさらに高いひとつの周波数のさらに高いひとつの振動の水準で働いていることは、明ら

かです。わたしの隣には、現在の大統領ポロチェンコとその首相ヤツェニクが立っています。最

初の者は、“彼の”国の中のその新しい状況について、かなり驚いています。そのため、ある種の子
供じみた抑えきれない歓びが彼の中で噴き出します。完全に茫然自失の表情でわたしを見て、凍

ったように身動きのできないヤツェニクとは、かなり正反対です。わたし自信はその瞬間の美し

さを楽しみ、わたしはわたしのベッドの中で目覚めます。（夢の終了）

最愛なる皆さん、わたしはサナンダ。Beloved Ones, I am SANANDA8
わたしは、皆さんの任務に関するひとりの献身的な奉仕者としてこの伝達に注意を向ける皆さん

を祝福します。何故なら、こうした光からの同意の達成の中に、皆さんの繁栄と世界の繁栄が横

たわるからです。2つの意義深い夢の光景は、皆さんの最深部に対する数々の扉の開放と、天に向
かう数々の門の開放の到来を告げます。2つの光景は、皆さんにひとつの理解を与え、皆さんに、
全存在の数々の異なる世界の中の多次元的な創造主の神としての皆さん自身を経験させます。

最初の夢の中で、わたし達は、他次元性がどのように“感じる”か、それを理解します。わたし達は
ひとつの現実性に遭遇しますが、それは今までひとりの人間対して完全に異質なものです。それ

はひとりの人間の現実性であり、あらゆる人間の現実性です。そしてこの現実性が今、明らかに

されているところです。今、時間と空間として、厚い霧のように、それは皆さんの目の前で解消

します。今、皆さんの数々の無限の能力が現れます。

最初の驚きの後に、大いなる謙虚さが、自分自身の偉大性、自分自身の威厳、自分自身の強さ、

力、そして無限の創造力への畏敬の中で、この意識の跳躍を達成するすべての光の戦士達を圧倒

します。

2番目の夢の中で、わたし達はひとつの異なる世界に遭遇します。ひとつの状態が明らかにされ
ます。それは今までこの水準では闇の権力者達によって卓越性を与えられてきましたが、それに

もかかわらず、さらに高いひとつの振動水準では、既にその人類のための完全に異なる生活状況

が創り出されています。わたし達はここで、時間と空間の4次元に属する高く振動するひとつの水
準について話をしています。

すべての生命の本質である多次元性Multidimensionality the Essence of all Life
これが皆さんに明らかにされます。そのため皆さんは、この水準上の数々の出来事に、その正し

い価値と適切な意義を指定します。何故なら、皆さんの目が確認するものは、ただ現実性の小さ

な一部分に過ぎないからです。この光景は、ひとりの人間の多次元性という最初の夢の光景に対

応します。既に皆さんが皆さん自身を創り出している高く振動する4次元では、生命が鼓動し、歓
びがあらゆる場所に広がり、そしてあらゆる物事が、ひとりそしてすべての人類の統一に奉仕し

ます。そしてこの水準は、ウクライナの具体例で、夢の中で描かれます。

多次元性は人類の内部で固有なだけではなく、むしろ多次元性はすべての生命の本質です。無限



に数多くの側面の中で明らかにされた、広大で遍在する自覚的意識です。

ウクライナは、また他の数多くの国々や地球のように、言い換えるとひとつの異なるさらに光に

溢れた姿で、遠い昔に存在しています。新しい創造主の神々によって創り出されて、一部の皆さ

んはそこに引き上げられました。

この夢の光景は、皆さんが毎日のニュースや数多くの劇的状況を追う時にウクライナが現実的な

ように、同じように現実的です。そこで起ることが皆さんの注意にもたらされます。

異なる魂の種類Different Soul Types
その国にとってそういったひとつの運命的な役割を遂行するその二人の国家首脳もまた、さらに

高いひとつの水準で表現されます。それによって最初の者は新しい“ウクライナ”に魅了され、また
それによって彼はひとりの小さな子供のように幸せです。そして2番目の者は、深い絶望に陥り、
そのため彼は無感覚になります。この場面は、こうした二人の男性の動機と霊的な基盤を描写し

ます。

最初の者は、ひとりの若い魂であり、第一に権力への興味を持ちます。彼がそれを実行すること

ができる限り、そしてどちらの旗につくかは問題ではない限り、彼はこれを行います。

権力と貪欲さが彼の本質的な動機であり、すべての行動がそれに基づきます。そしてこの劇的状

況の場面の中で、この存在は、実際に既にその権力を失っていることに気付いていません。この

若い魂はそういったひとつの立場の中で実力を発揮するのは初めてであり、従って彼の実際の責

任を意識していません。ひとりの子供のその歓びはひとつの紛い物であり、ちょうどひとりの新

しい同僚が、ひとりの新しい上司に彼の忠誠を装うようなものです。彼は根本的にそれに耐える

ことはできず、ただ彼の地位を維持することを目的にしているだけです。

内面の純化がなければ、あらゆる物事は不可能です。そしてこの存在は、どのような種類の自覚

的意識の働きがここで彼の前方に在るかということについて、依然として認識しません。

2番目の事例の中では、それは完全に異なるひとつの問題です。中間の魂の年齢のひとつの魂であ
るこの男は、今回の人生のひとつの問題点として、既に権力と第一に支配を選択しています。

そして高く振動している水準の光に溢れたひとつのウクライナの中で、人はこの古い権力を行使

することも、ひとりの支配的な奇人になることに耽ることもできません。

今までこの存在は、この不法な権力の執行と数々の失敗の経験を何度も繰り返し選択してきま

した。あらゆる人々のように、これを選択する者は、新しい洞察力を獲得するために、最終的に

失敗せざるを得ません。この魂は、依然としてさらに高いひとつの振動水準に存在することがで

きません。何故なら、どのような理解や意欲も欠けていて、従ってその光の平静の中で“無感覚
状態”になっているからです。両方の魂に共通していることは、彼らは既にこの時代の闇の支配者
達との合意に署名しているという事実です。

最初の者は、この決断の範囲についての知識の欠如のために、署名しました。2番目の者は、この
選択に関する充分な自覚の中で署名しています。従ってわたし達は、ここで2つの異なる魂の種類
に遭遇します。一方は若い魂の年齢で、別の方は中間の魂の年齢であり、両方がこの遅い水準で

同じ不正を携えていますが、それにもかかわらず、この“魂の年齢の違い”のせいで、次のさらに高



い水準で完全に異なる要件に気付きます。

ひとりの若い魂は、もしもこれを選択するなら、急速にカルマの輪廻から外に出ることができ

ます。中間の魂は、ほとんどの場合時空の聖杯の泥沼に深く陥って、その聖杯を使い尽します。

この地上のこうした人間達はただ“魂の断片”として把握されるという事実は、さらに深いひとつの
真実であり、この水準の光に対する何らかの意識的な献身がこうした二人の人間のために明白に

除外されるという事実に関する限り、それは意義深いものです。

この夢が簡潔に明らかにするさらに深いひとつの光景は、両方の国家首脳がこの交信者ヤーンの

隣に立つという事実です。Xデーに彼らはその権力の喪失に対して何も対抗することができず、今
後彼らの行為に対する責任を負わされることを意味します。彼らは光の中で裸のまま晒された状

態で立ち、それがこうした反応をもたらします。さらには、若くそして中間の魂の年齢として定

義されるこうした基本的な魂の種類に加えて、また古い魂が存在し、既にその魂は、完全な意識

の中で、闇に有利な決定を下しています。

こうした物事は、既に彼らの方とこうした存在達の上に最も巨大な負担をかけています。最初そ

れは光に満ちた任務でこの世界へと送られましたが、今後は審判の日の重さに耐えることはほと

んどないでしょう。それは、地獄の王侯の陣営への転換のせいで、今まで彼らが彼ら自身に課し

てきたものです。今後それぞれの人間が、能力とその魂の年齢に従って、天の評議会の中で、自

分の行為について立証しなければならなくなるでしょう。そして今までその人生の計画を否認し

てきた古い魂達は、今後ひとりの若い魂とは異なる形で、魂自体との愛と祈りの中で、その約束

を守らされることになるでしょう。たとえひとりの犯罪的な若い魂の行為が古い魂の行為とほと

んど区別されることはないとしても、それはその背後の推進力であり、こうした魂達の内在する“
才能”がその測定基準であり、今後彼らはその基準によって測定され、今後それに応じて時間と空
間の中のさらに深い旅が調整されることになるでしょう。

個人の具体的な人生の定型は、多次元的な次元に対する影響力を持ち、そのため、今後ひとりの

闇の存在の光に溢れた魂の断片全体が揮発することになるでしょう。従って人が話すことは、闇

の者達によって奪われたこうした人間達は、依然としてただひとつの“魂の断片”としてこの世界の
中に存在するだけになるという事実です。

この事実は、この時代の中の数多くの国家首脳そのものに当てはまります。魂がなく、従ってた

だ魂がない、つまり生命を脅かし愛のない意志決定だけを実行することができることを意味し

ます。そういったひとりの存在は、他に何もできません。国家、教会、または任意の他の社会か

らのひとりの代表の顔が皆さんに目を向ける時、どうかまた絶えずこれを自覚していください。

ほとんどの事例の中で、それによってそれはひとつの良く訓練された顔に対応し、その顔は模倣

の中で嘘を隠すことを追求し、演説の中でその嘘を真実へと再構築します。そして、皆さんがこ

れを見抜くことは、益々簡単になります。何故なら、着実に高まる霊の光の強さが、特に2番目の
夢の光景のように、あらゆる物事を描き出し、暴露するからです。

要約すると、それぞれの人間は、時間の終りの時に自分自身の表情を持ちます。そして今後数多

くの人々は、自分達の目を、自分達が見るものを信頼しないでしょう。何故なら、数多くの人々

は天の王国を期待するからです、天のひとつの王国、それはその人々がまだ自分自身の中に創り



出していないものです。そして従って、こうした人間達はその数々の種子を認めることが必要

です。それは今回の人生のために創造主からその人々に与えられて現れなかったものです。何故

なら、その人々は不毛の土壌の中に種をまかれたからです。

これは、この警告となる逸脱が進むすべての範囲に及ぶものです。何故なら、この夢の光景は、

こうした言葉を必要とするからです。それは滅多に霊の世界から人類に向けて方向付けられま

せん。何故なら、名前で呼ばれるひとりの存在の深遠な霊の理由は、ただ絶対的に適切な状況の

中だけで世界の公衆に達することができるからです。そしてこれがここでその事例です。その

ため、自分自身のためにこれを選択しているすべての人々ためのこの具体例に基づいて、さらに

深い背景の洞察が可能です。

次元上昇をしている人々のために重要な事は、以下のことです。地球は既にひとつのさらに高い

振動水準に存在し、一部の人々は躊躇いがちに、他の人々は着実な足取りで、皆さんはこの水準

へと入り始めています。知識と信頼が横たわるこうした出来事の理解の中で、天の王国は皆さん

の内部で具体化することができます。全ての人生の先天的な力に関するこの真実は、皆さんを自

由にして、皆さんに幸せをもたらします。

この開始、2014年9月25日の光の読み取りの設定の中で与えられたその数々の夢とメッセージの最
初の部分で、わたしは皆さんにわたしの存在感を確保し、皆さんに皆さんの現実性の気付きをも

たらします。それは、愛として存在するひとりの永遠の神の生きている光です。

無知の数々の障壁は取り除かれ、数多くの時代の閉塞は解き放たれ、神の光が人間のこころに影

響を与えます：そして別の世界からのひとつの音響がその沈黙を破ります。ある単一の日に、世

界は変容し、そしてこの時間が閉じます

無限の愛の中で

サナンダ
In infinite Love
SANANDA

 
The New Heaven – ASANA MAHATARI:

 
http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2014/06/the-new-heaven-asana-mahatari.html

 
The light world publishing and the author do not lead any correspondence whatsoever on the texts / 
messages published on this website.

 
http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2014/10/the-kingdom-of-heaven-is-within-you.html 
http://cosmicgaia.com/sananda-the-kingdom-of-heaven-is-within-you-part-i/



転換

転換
The Turnabout
 
October 24, 2014, Posted on Oct 25, 2014
ジャン・J・カッスル経由
Channeled by Jahn J Kassl
フランツ訳Translated by Franz

始めに：以下の夢は、“真実の日々”のメッセージを書き出した後、寝室に行き、2014年10月22日の
夜の間に、継続しているひとつの指標として、わたしにすぐに与えられました。

夢：わたしは酷く苦しんでいます！　それは信じられないひとつの苦しみであり、それによって

わたしは苦痛を感じないものの、それでもわたしは非常に激しく切りさいなまれています。その

結果、わたしは最初に非常に鋭利なひとつの鉄の断片を思い出しますが、それはわたしの手とわ

たしの“書字手”の親指に突き刺されたものです。その後、わたしは逃げて、そのゲームは完全に方
向転換します。その苦しみは阻まれ、非常に突然にその怖れだけではなく、またその力も剥奪さ

れます。その結果、この“逆の攻勢”が世界規模で起ることをわたしは理解します。何故なら、すべ
ての国々の中で、責任ある人々は連れ去られるからです。（夢の終り）

この短い夢の連続は、世界の中のゲームが光の勢力に有利に方向転換する姿を明らかにします。

そして今、転換をもたらすこの奮闘がまさに続いていて、今猛威を振るっていることが明らかに

なります。

分離の結果

Consequence of the Separation
これは銀河とエネルギーの分離のひとつの直接的な結果であり、それが今、この過程の不可欠な

部分として、この世界に向けて流れ込んでいます。既にわたし達は、その道筋のひとつの意義深

い部分に到達しています！それは、“転換の基盤”です。次元上昇の過程の中のその水準では、この
依然として反応が鈍い世界の中のすべての物事が、光に有利に転換します。

その結果、闇の巨大な領域が最初に純化され、神聖なる光が殺到して、修復されます。今、最後

まで隠されていた闇の数々のエネルギーが離脱し、その結果今までこうした物事を象徴してきた

すべての勢力の離脱が含まれます。従って、こうした出来事や事実を考慮して怖れないでくだ

さい。それは今、光になっています。冷静さと落ち着きと注意を維持してください。今目に見え

るようになっている数々の影や、浮上しているひとつの体制の悪意を新たな衝撃を受けずに通り



過ぎる最良の方法は、皆さん自身の影に向かい、こうした物事を修復することです。

皆さんの怖れを取り除く

Remove your Fears
従って、まさに今、皆さんのこころ、皆さんの魂を、そして皆さんという存在を覗き込んでくだ

さい。何故なら、自分自身の光に属するひとりの人間自身の怖れより大きなものは、自分自身の

影に関する怖れになるからです。もしも自我への耽溺、貪欲、羨望、妬みまたは恨みのような自

分自身の側面が既に認識され、受け入れられ、変えられているなら、その結果皆さんは、ひとり

の脅えた存在としてではなく、ひとりの独立した存在として、その終りの時の数々の出来事に完

全に違う形で立ち向かうことができます。しかし最も重要なことは、怖れは既に皆さんからな

くなっているという事実です。何故なら、皆さんは既に皆さん自身の数々の不安を修復し、従っ

て外部の怖れは皆さんを貫くことはできないからです。こうしたエネルギーは、もはや皆さんに

達することはありません！

自己を認識しているひとりの人間に適合しないものは、何もありません。

従って、この終りの時のこうした数々の放出の恐怖もまた、皆さんに対して何もすることはでき

ません。さらに言えば、皆さんは、時空という大いなるゲームの中で、巨大な苦悩はそれ自体を

小さな苦悩として表現することを理解し、捕らえ、認識します。ひとりの人間の魂の中で修復さ

れていないものは、救済を待ちます。

どうか、たとえ皆さん自身の影が最後の部分だとしても、勇敢にその影に立ち向かってください

。何故なら、今後皆さんは必ず全ての出来事に立ち向かうからです。それは今、既に自分自身の

影と折り合いを付けて平和の王国に入っている、その認識している者達としての神聖なる光に曝

されています。

その風は既に変わっている！

The Wind has turned!
その通り、そこであらゆる物事が方向転換されるその基盤は既に入り込んでいて、銀河の分離は

、この世界の中で、そして皆さんの日々の暮らしの中で、これを顕著なものにします。依然とし

て今その転換を否定したままでいることは、より一層困難になります。何故なら、数々の激変は

これほど巨大なものであり、その背後の“大いなる投入”は毎日さらに目に見えるものになり、より
一層多くの人間達が予測できるものになるからです。

たとえ最後の認識がほとんど欠けているとしても、その新しい天界はどのように解釈され、今ど

のようにして誰が全ての人々の目覚めを依然として否定することができるというのでしょうか？ 
“最後の認識”の自覚が意味するもの：
それは個人の霊の現実性への復帰であり、それを受け入れ、従ってその自覚を実現することです

。依然としてただ少数の人々だけが積極的にそれを行い、この魂の成熟はただ少数の人々だけの

中に内在します。それにもかかわらず、より一層多くの人間がこの世界の中のこの真実に、この

日まで依然として奴隷化されている人間社会の機能性に関する公表されない真実に、こころを開



きます。

この事実は、闇の者達の排除をさらに強化し、転換の過程に新たな熱意をもたらします。そして

こうした近付きつつある出来事は、巨大な宇宙の計画によって促進され、それによって数々の世

界が結び付き、そして数々の世界が分離します。変容が生命であり、人類は今この生命を目の当

たりにします。何故なら、闇は今、揮発性が高くなっているからです。

大いなる前進

Great Steps
わたし達は進み続けます！　大いなる一歩が次の大いなる一歩に続きます。すべての日々の終り

まで、皆さんの天界への到着が成就するまで。信頼してください！信頼し、そして一体になって

ください！皆さんが行うあらゆる物事の中で、妥協しないでください。そして何よりもまず、そ

の結果として、それによって皆さんは、内面の皆さんの影の領域を光で満たす際に皆さん自身を

光に向けて、自己を照らし出します。

その風は既に変わっていて、その光は既に広く行き渡り、これを説明する数々の出来事はその進

路を進みます。

無限の愛の中で、

わたしはサナンダ

I am SANANDA

 
Turning Point in Time – THE ASCENDED MASTERS:

 
http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2014/06/turning-point-in-time-ascended-masters.html

 
The light world publishing and the author do not lead any correspondence whatsoever on the texts / 
messages published on this website.

 
Days of Truth:
http://www.lichtweltverlag.blogspot.co.at/2014/10/days-of-truth-asana-mahatari.html

 
http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2014/10/the-turnabout-sananda_24.html
http://cosmicgaia.com/sananda-the-turnabout/



獅子座の門の瞑想

獅子座の門の瞑想
Lion’s Gate Meditation
August 8, 2014 in Channeling, Sananda
 
リック・ウィンザー経由

Received by Rick Winsor
 
Message from Sananda
 
 
 
わたしの大切な姉妹や兄弟達、

My Precious Sisters and Brothers,
 
今回は事実通りひとつの壮大な瞬間です。わたし達は、一緒に世界を創り直しています。わたし

達がこのとても小さな惑星を変える時、わたし達は数々の宇宙を変えます。わたし達は愛と穏や

かさという光を維持するすべての人々を祝福し、すべての人々に感謝します。

 
またわたし達は、わたし達に難題をもたらしてきた者達が今まで宇宙のために行ってきた貢献を

認識していないため、彼らも祝福します。彼らは今まで、わたし達すべてを能力の限り働かせ、

明確にし、純化し、恍惚とさせ、そして活気付けてきました。そして彼らの自己さえも。

 
皆さんは、自己判断や魂の闇の瞬間についての皆さんの怖れのせいで今まで皆さんが経験して

きた、その激しく神経を擦り減らす戦いを認識しています。彼らのすべてが彼らの創造主に復帰

する時、彼らはこの浄化を避けることはできません。3次元の時間の中で、それはひとつの困難な
旅になるでしょう。

 
しかし、皆さんが彼らに愛と許しを送る時、彼らが今まで皆さんに与えてきた数々の恩恵に目を

向けてください。彼らは、皆さんの霊の傲慢さを剥ぎ取ってきました。彼らは、皆さんが思い描

くことができたものよりもさらに深い思いやりの水準に皆さんを駆り立ててきました。

 
彼らは、遥か遠くの宇宙の隅々から光の存在達を呼び集めて、その光の存在達が結束し、一体性

を認識する状況をもたらしてきました。

 
こうした“ありがたい闇の魂達”は、全体への奉仕として、このすべてをわたし達に提供しました。



 
わたし達が歓びの中でわたし達の根源との再統合を祝う時、これから先は、彼らを退けて裁くこ

とは簡単なことになるでしょう。

 
そして事実通り、今回はひとつの壮大な目覚めです。

 
しかし、わたしと一緒にわたし達の神聖なる母の眼差しを覗き込んでください。彼女の目は何処

を向いていますか？皆さんはそれを理解します。

 
彼らは、彼女の脅えている迷子の子供達と、恐怖に襲われて孤独な者達と、一緒にいることにな

るでしょう。

 
彼女の愛に皆さんの優しさを交ぜて、皆さんが決して可能だと考えてこなかった、その皆さんと

いう存在の内部に隠された愛と光を皆さんが確認するために役立ってきた人々に、その愛と優し

さを向けてください。

 
それぞれの皆さんのこころの中で、わたしは皆さんと一緒にいます。それがわたしにもたらす歓

びを、認識してください。

 
そしてその通り、わたしの複数の姿が今具体化されてこの時代に現れています。わたしがまさに

栄光の領域の中に立ち、それを見守ることができるとは、おそらく皆さんは確実に考えていなか

ったでしょう。

 
まあ、言うまでもなくわたしのさらに巨大な本質はそれを行いますが、しかし、余りに数多くの

劇的状況があり過ぎて、その活動の外部に留まることができません。皆さんはこうしたわたしの

すべてに出会うことになるでしょう。しかしどうか、それについて静かにしていてください。わ

たしは、わたしの匿名性が大好きです！

 
今までわたしの最大の難題は、名声に耐えることでした。皆さんは、皆さんの世界の映画スター

達は今まで食料雑貨店の中で地獄を経験している、と考えます。“世界のすべての罪を引き受ける
救済者”になってみてください。その信念は、ルシファーに由来するひとつの個人的な仕事です。
彼はいつもひとりの悪戯者でした。わたし達は、まさに一緒に十代の遊びと取っ組み合いを経験

しました。彼は頻繁に、わたしより優勢になりました。そしてわたしは、彼をなおさら愛しま

した。

 
彼は、わたし達の誰も演じることを望まなかった“詐欺師”の役割を引き受けました。そして彼は、
それが極めて上手でした。皆さんは認めるはずです。



 
わたしの若い時の思い出はこれくらいにしておきます。

 
皆さんがわたしと一緒にいつもするように、わたしはわたしのこころの中でひとりひとりの皆さ

んを抱き締め、包み込みます。戦いは終わったことを、認識してください。勝利が授けられま

した。

 
それは事実通り、決して闇を打ち倒すことを目的としたのではなく、いつも闇がその光に目覚め

ることを目的にしました。

 
わたしの掛け替えなのない皆さん、皆さんの内なる神を拝して、

 
サナンダ

Sananda

 
 
http://oraclesandhealers.wordpress.com/2014/08/08/lions-gate-meditation-message-from-sananda-
received-by-rick-winsor/


