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こんにちは、こちらはアシュタルです。

Greetings. Ashtar here.

わたしは地上要員の人々に対するメッセージを携えています。

わたしは皆さんに、地球の次元上昇における皆さんの役割についての新しい視点を良く

考えてもらいたいと思っています。今までの歴史の中で、皆さんと伴に周遊しているこ

こ宇宙船の中に銀河の天使達が存在していなかった時間は存在していません。わたし達

は確認できる存在として、また確認できない存在として、認識されてきました。3次元

に堕ちる以前の歴史のある時代において、わたし達は眼で確認されていました。わたし

達の母船群は開示されていました。

堕落の後、天使が今までより低い次元に制限され、二元性、権力、そして支配を選択し

た後、わたし達は確認できる場合より確認できない場合の方が多くなりました。地球の

姉妹や兄弟達は、地球の環境をどのように扱うか、いつも任されていました。地球のす

べての美しい多様性の中に、霊が生きています。今も地水火風の諸要素や女神達、不思

議な生き物の伝承が存在しています。この内の2つは確認できない存在です。彼らはわ

たし達の協力者として、伴に仲良く働きながら、母なるガイア、ヴァイワームスの面倒

を見ています。それほど遠くない昔に、この地球で大気に向けて核爆弾が再導入される



瞬間が訪れました。地球上で最期に核による大惨事が起り、その後モアブの娘達が地球

に再び生息するようになった時、その娘達は大天使メタトロンによってDNAを再構成し

て貰わなければなりませんでした。その時が最期の時でした。その時以降、わたし達は

以前より新しい創造を、新しい現実性を経験してきました。堕天使達は、母なる地球の

諸要素の主導権を掌握することを強く主張し続けました。決して堕落しなかったかなり

大勢の天使達は、犯された害悪の平衡を取る役割を担い援助するために、物質的な身体

に受肉し続けました。そのうちに、銀河系間の評議会が、この時系列には終りを持たせ

ようと決定しました。堕天使達が愛に復帰する機会を持たせようと、それぞれの魂に命

令が下されました。現在この惑星の全域で地位を失っている人々は、今まで愛に復帰す

ることに同意してきませんでした。こうした独裁者の小さなこころは、今まで至高の次

元の静かなる観察者、至高の主によって評価されてきました。彼らは今、役職から離れ

ているところであり、地上の法廷と、いわゆる土星の太陽系裁判所と呼ばれている惑星

外の上級裁判所で処分が下されることになるでしょう。現在地球上に受肉している人々

は決して堕落しなかった天使の支配層であり、地上の‘最期の時’のために神聖なる法

則を破ってきた者達を逮捕し、告訴し、排除を推し進めています。彼らの時系列は終わ

っています。彼らの中には、皆さんを混乱させようと懸命に試みてきた者達が存在し、

彼らは、地球は終末を経験するだろう、と語っています。科学者や公的な人物達は、皆

さんを支配するためにこの思い付きを利用してきました。‘真実’は、‘皆さん’が銀

河系間の戦争犯罪者達のために時の終りを支配しています。皆さんの活動は、時間が終

わる時に確定します。上空にいるわたし達は、皆さんと協力して活動しています。わた

し達は皆さんの閃きとして皆さんを後押ししています。わたし達は、皆さんが眠ってい

る時に話し掛けています。わたし達はここに至るまでのそれぞれの段階で皆さんを‘導

いて’います。わたし達は、わたし達のエーテル質の身体を持って宇宙船で生活してい

ます。わたし達は思いのままに、物質的な身体で現われることができます。たとえば、

大天使ミカエルは、世界の指導者達が集まる会合のために時々地球に現われています。

サンジェルマン、マザー・セクメト、そして他の存在達も頻繁にこれを行っています。

立派な実績を残しており、今のところ、その実績は夜の報道には表れていません。高位

の指導霊達、天使達、第天使達、そして皆さんが気付いていない他の存在達は、今まで

皆さんが個人的に気付かない方法で、地上の皆さんを支援しています。わたし達は

、‘今ここに存在’しています。銀河の存在達の大群が存在しています。他の恒星群の

遠く離れた場所から過去数年間に断続的に地球を訪れていて、すべての変化を起こすた

めに働いています。今回のように群衆の中で ‘辞めろ、辞めろ、辞めろ、’と唱えて

いる存在達は、地上に滞在しているこうした銀河の存在達です。わたし達はここで皆さ



んと伴に存在することを決して止めません。皆さんは無限の可能性に目覚めているため

、皆さんが進んで受け入れようとしているものを支配しようとしても、現実には闇の存

在達はほとんどその結果を得ていません。

現在、皆さんは地球上で自由のための奮闘しているため、わたし達は地球からそれを一

緒に変化させなければなりません。ネサラ方が施行された後はどのように見えるように

なるでしょうか？

ひとつの合意としてわたし達がただ合法的に、そして平和裏に独裁者を排除しなければ

ならないため、わたし達はまた新しい地球の統治形態を形成する必要があります。それ

は真実、公正、平和、そして愛を基準としたものです。現在、宇宙船に存在して地球上

での役割を担って働いている存在達がいます。2、3例を上げると、オバマ大統領、ダ

ライ・ラマ、ジュリアン・アサンジ達です。彼らはわたし達の司令部と連携していて、

わたし達も彼らと連携しています。彼らは現在、完全な支援を受けています。さらに他

にも数多くの人々が存在しており、彼らはあらゆる社会的地位に就いていて、わたし達

は彼らを白い騎士達、救済者と呼んでいます。合衆国において、憲法を停止してきた立

法府の議員達は、また世界の戦争状態を維持し、法律に従ってこなかった裁判官達は、

排除されなければならない者達です。合衆国内でひとつの運動が起るでしょう。それは

現在中東で確認されています。ウィスコンシン州では既に始まっています。皆さんが皆

さんの立場から、皆さんの役割の中で、物事を変化させる運動を起こす時、皆さんはわ

たし達が宇宙船を着陸させることを可能にします。‘皆さんこそが、皆さんが今まで皆

さんが待ち望んでいた存在です’。

皆さんを後戻りさせるひとつの事態があります。皆さんです。皆さんが冷酷な視線を

投げ、恨みを持ち、癇癪を起こし、皆さんの友人を怒鳴り付け、皆さんの子供達を見く

びり、皆さんの年長者の名誉を汚すたびに、皆さんはわたし達を後退させることになり

ます。もしも皆さんがこの夜更けに依然としてこうしたことをすべて行っているとす

れば、皆さんはその使命に従っていません。わたし達は、皆さんを通してわたし達の要

員と交信することができます。わたし達は皆さんに対して、交信を通した閃きを与える

ことができます。わたし達は、皆さんの個人的な領域に豊かさをもたらす際に皆さんを

支援することができます。わたし達にこれが可能になるのは、唯一皆さんが品位を保っ

て存在している時だけです。もしも皆さんが神聖なる品位より劣った状態で生活を送る

ことに固執し続け、無思慮に古い定型に従っているのであれば、その道は閉ざされます



。もしも皆さんが誰かの豊かさの不足を確認している時に、皆さんも豊かさの不足を経

験しているのであれば、皆さんは閉ざされたこころに目を向けています。闇の者達だけ

ではなく、皆さんそれぞれが静かなる観察者によって評価されています。光のなかのそ

れぞれの活動家、それぞれの魂が、現在比較されています。数多くの人々が通常は一般

的な生活をしていて、それが継続的に光の中に存在していることを明らかにします。陰

に隠れて、人々は自分達の仲間について意地悪な言葉を吐き、誰も見ていないと彼らが

考えている時、彼らは使用人の人々に対して短気になり、冷酷で狭量な行いをします。

わたし達はこれを確認しています。わたし達はあらゆる発言を耳にしています。わたし

達はあらゆる想念を捕捉しています。わたし達はあらゆる日のあらゆる時にここに存

在し、天使達が言うように、‘皆さんは決して独りではありません’。わたし達は、皆

さんが‘神の静謐なる閃光’として行動する愛になることを選択するまでは、皆さんを

援助することができません。その時を迎えるまで、皆さんは皆さんの‘双子の光彩’に

出合うことはなく、豊かになることもなく、そして皆さんは断定的な判断から逃れるこ

とはできません。地球の全領域でそれが起こるまで、わたし達は着陸できません。着陸

のための必須事項は、地球上で高い振動を持つことです。わたし達とわたし達の船

団は、5次元のエーテル質の領域の中に存在しています。地球がその振動を引き上げ

た時、充分な数の魂達がその魂の振動をより高いものにした時、わたしは電磁力の場を

再発火させることができます。わたし達はそこで平和な世界を経験することになるでし

ょう。こうした状況下であれば、わたし達は着陸することができます。こうした状況の

下で、わたし達はネサラ法を施行することができます。こうした状況であれば、古い時

系列は終焉を迎えることになるでしょう。こうした状況の下で、わたし達は境界を撤

回し、地球は行動する愛として存在している白い騎士達によって、愛により統治される

でしょう。こうした状況であれば、わたし達は飢えを、ホームレスの問題を、そしてす

べての種類の暴力を終わらせます。こうした状況になれば、地球は銀河間の世界同盟

の33番目の構成員になるでしょう。

かなり大勢の仲間達が、イエスの時代に受肉した時、その当時神殿を築くために用いら

れた石は、最終的にひとつとして破壊されることはない、と言われました。銀河間戦争

の犯罪者達は、その時スターゲイトを支配しようとして慌しい状態でした。今は、そう

した石達が投げ捨てられている時です。支配するために数多くの時代を通して築き上げ

られてきたあらゆる物事が、解体されることになるでしょう。皆さんは、世界中のすべ

ての地域において街頭で抗議をしている地球の市民達によってそれが取り壊されている

ことを今、確認しているところです。



皆さんに与えられた使命は、皆さんが命じたものです。皆さんがそれを選択しました。

皆さんはそれを歩み、それを語ります。皆さんのこころが自由になる時、まだ創り出さ

れていないより多くのエネルギーを天上界から受け取ります。地球を愛に戻す皆さんの

進歩を支援するために、天上界は皆さんと交信しています。そうあらしめよ。

では、

アシュタル

Salut!

Ashtar

through beth trutwin www.GalacticRoundTable.com, www.GalacticRoundTable.in,
www.GalacticRoundTable.jp, www.GalacticRoundTable.cn

翻訳：森のくま (2011-02-23 21:19) 



平和に資する日の瞑想

平和に資する日の瞑想
A DAY FOR PEACE Meditation
20 March 2011 - 8:38pm

エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin 

March 20, 2011

Lord Ashtar: A DAY FOR PEACE Meditation through beth trutwin 

www.GalacticRoundTable.com

地球の地上勤務員の皆さん、こんにちは。わたしは主アシュタルです。この宇宙の隠さ

れた世界の新しい現実性を始めるために、わたし達が母船群から大宇宙の統一の波を開

始した2011年３月9日以降、地球は大規模な転換を行いました。それは地球上の人類に

最も高の意識水準をもたらすために計画されたものです。わたし達は籾殻から麦を選り

分ける最終段階に存在しています。天界に属する恒星の領域を通して地球に現われてい

る9×9の大宇宙の律動の時間の内部で、母なる地球は産みの苦しみと大陸の移動を引き

起こす大幅な拡大を経験しました。それ以降、わたし達は磁気嵐、大規模な津波、核溶

融を確認し、新たな戦争が勃発しています。これはただ世界の分離の中で人々が予測で

きるものに過ぎません。皆さんは、合衆国政府の内部で未だに現象化していないより多

くの驚きを経験することになるでしょう。この出来事について、時系列上の情報はかな

り急速に処理されているため、皆さんは今まで認識してきたあらゆるものの正当性に疑

問を感じています。地球内部の次元領域において、現在地球上に受肉しているすべて

のラーの子供達は、適切な位置に到達した新しい地球の中で、また5次元宇宙の銀河世

界の中で、自分達が存続したいのかどうかを尋ねられています。それは自由意志の選択

であり、その場所はすべての人々が心地良く感じることはないでしょう。人々は自分達

で選択するように勧められていて、この時代で最も高い霊的な成長に資する領域に移動

することになるでしょう。



同時に、闇の存在達は自分達の権力の最後の機会を必死に握り締めています。もはや皆

さんを怖れや操作で静かにさせたままにできないことに対して、彼らは完全に茫然自失

の状態に陥っています。皆さんの世界の評論家達は、真実を詠唱している嵐に向って、

蚊帳の外からさえずっています。こうした現象は以前には決して起こっていなかったも

のです。皆さんは、盲目的に番組を受け入れてテレビを凝視する代わりに、テレビを消

して、瞑想に向っています。この現象が彼らを破綻に向わせています。おめでとう。

母船上の皆さんの銀河の仲間達は地球外生命体の社会を形成していますが、その使命は

地球の次元上昇の成功を支援することです。わたし達は皆さんの想念、情緒、怖れ、行

動を受信して一覧にする装置を所有していて、皆さんをより素晴らしい存在になるため

の道筋に導いている人生の苦難ややりがいという形で、天使達を通して皆さんにその評

価を送り返しています。皆さんは現在、これを自動車保険会社で経験しています。保険

会社は、皆さんに安全運転の証明写真の撮影用に備え付けられたカメラを提供して、保

険料を割り引いています。わたし達はより高精度のカメラを所有していて、皆さんのあ

らゆる行為をビデオに記録しています。すべてを、です。これはあらゆる人に対して当

て嵌まります。同じように、皆さんの指導霊や天使達は側に控えながら、あらゆる瞬間

にこの反響過程を通して皆さんを導いています。

アフリカで爆撃が増加しているので、皆さんは絶望に陥る誘惑に駆られているかもしれ

ません。そういった影響を受けないようにしてください。その絶望感は変化のために無

力なものとして対応してください。菫色の光彩を利用して、皆さんの物質的な身体から

その絶望を取り除いてください。どのようにして？クマラの菫色の光彩は、皆さんのこ

ころの母胎空間の中に固定されている三重の光彩です。叡智、愛、そして理解が一体

となって菫色の光彩を形成しています。皆さんのこころの内側でその光彩が燃え上がっ

ている状態を思い描いてください。皆さんは今まで、その聖なるこころの光彩と伴に数

々の象徴を確認しています。聖人や天使達だけではなく、あらゆる人がこの光彩を所有

しています。深く呼吸をして、菫色の光彩を活性化するために皆さんのこころに向けて

息を吸い込んでください。そしてその光彩が、最初はそこから浄化のために皆さんの身

体に向い、次に皆さんが愛と光を添えたい状況に向っている姿を思い描いてください。

今回のすべての悲劇を示唆しながら、確かに銀河の存在達が今現われて‘わたし達’を

救うべきだ、という内容の電子メールが広まっています。これは不恰好で、未熟で、愚

かな考え方です。皆さんは銀河の存在であり、皆さんは既に今ここに存在しています



。‘皆さん’はそれを変化させる権限を与えられています。‘これは皆さんの使命で

す’。皆さんは契約書に署名し、その小さな活字を読んでいます。

わたし達は皆さんがその状況を変えた後に参加し、わたし達はもはや機能しないあらゆ

る物事を一掃し、助言を与えて、5次元の社会が備えているすべての物事を導入するた

めに必要となる科学技術によって、皆さんを援助します。

わたしはどのようにしてより多くの支援をすることができるのか、それを尋ねられてき

ました。皆さんができる物事があります。わたしは今日皆さんとこの事実を共有したい

と思っています。

今日、春分の日は、皆さんの惑星の位置が中立の状態になる日です。これが中心太陽

から、ヘリオスとヴェスタの故郷、ラー、セクメトとアルキュオネー、天の川銀河と皆

さんの太陽ゾルを経由して、皆さんの地球に向かう移行を可能にしています。現在は今

後何ヶ月後のものと比較しても最も凄まじい浸透になっています。今日は新しい創造の

ための日です。中心太陽からの律動は、父なる大空を通して母なる地球に伝えられてい

ます。こうした律動は赤道を通して地球に入って内部地球の核心部分に向かいますが、

そこには青い太陽が存在しています。こうした宇宙の律動は、母なる地球の水色の子宮

を貫いている男性の炎のエネルギーとして、次に、新しい創造という律動している感極

まる陶酔的エネルギーとして、考えてください。新たな創造は、神という存在の声から

、口から、明らかにされた言葉から始まり、中心太陽、天の川の天体を進みながら、天

界の銀河の中心の母達の胎内空間の中の新たな創造としてふたたび産み出され、陶酔的

な100次元の愛に属するこうした波状に動く次元分裂図形の律動が、その道筋に沿って

あらゆる細胞に浸透しています。これが皆さんの身体と地球に影響を与えています。そ

れにもかかわらず皆さんのこころはふたたび拡大を続けています。それは、皆さんは意

識のより高い領域を横断しているからです。愛を保有できない人々は、田舎踊りの最後

の土壇場のひとつを経験しています。彼らは本当に自分達の支配方法はもう一度機能す

ることになると信じていますが、それにもかかわらす、そうはならないでしょう。

わたしは今、わたしと伴に瞑想するように皆さんに勧めています。これはわたし達がで

きることのひとつであり、それがわたし達をゼロ・ポイントに運ぶための最も役立つこ

とになるでしょう。わたしは、霊的な位階のすべての存在達、高位の指導霊達、大天

使達、天使の支援者達の大群、皆さんの太陽系内外に存在する創造主と直結している地



球外生命体と伴に、今、ここに存在しています。何百万という数の皆さんの仲間である

わたし達は、今ここに集結して、皆さんに周波数を合わせ、皆さんと同行しています。

皆さんがこうした言葉を読み、皆さんのこころの菫色の光彩の中にそれを取り入れて、

地球を通過させた後に外部宇宙に向けて、最後には銀河と超銀河の中心に向けて、その

言葉を放射させているのはこのためです。皆さんは、皆さんが認識している以上にかな

り力強い存在です。

皆さんは今、新しいエルサレムの大きな会議室の中で、わたしと同行しています。ここ

には天使と魔法の王国の構成員達が存在しています。そこは、わたし達が大きな円陣を

組む充分な余裕があり、一緒に手をつなぎ合っています。皆さんは陶酔的な歓びと愛を

感じることができ、わたし達はここで皆さんを歓迎しています。

新しいエルサレムのこの部屋の中のわたし達の円陣の中心に、幅数フィートの球が床か

ら数フィート離れて浮んでいる様子を思い描いてください。その球は複数の光の色を持

っていて、中心部分は稲妻のように点滅しています。皆さんのこころの中の菫色の光彩

から光を取り出して、わたし達の円陣の中のこの光の球に向けてその光彩を送ってくだ

さい。皆さんがそれを行う時、皆さんの身体が小さくなってひとつの細胞の大きさに

なり、その細胞が皆さんの光彩に上に浮んで、わたし達の円陣の中心に浮んでいるこの

光の球の中心に向うことを許している姿を思い描いてください。

この時、皆さんは光の球が成長していて、これは統一意識の中に伴に加わっているわた

し達のひとつの細胞であることを確認しています。その球が大きくなり、虹色の光の球

を通して光が漏れている時、この色彩が渦を巻いています。

この時、わたし達はその球の下の床の中のひとつの大きな扉を開いているでしょう。そ

してわたし達は、その光の球が床の扉を通過して新しいエルサレムから離れて行くこと

を許します。わたし達は、天の川銀河のこの袖の恒星達に向けて浮上している姿を注視

しています。

この統一意識のエネルギーは、この場のわたし達すべてや自分達の母船群から参加して

いる他の存在達と一体となっていて、地球上のすべての存在達は、意識的かどうかにか

かわらず、このエネルギーを経験しているところです。それは浮びながらエクアドル

のポータルに向かい、内部地球に、地球の中心の胎内に入って行き、地球を隆起させて



います。現在地球上で展開されている諸状況を助長しているこの統一意識が、休戦と地

球政府の新しい方向性に向けてそのエネルギーを移行させています。また、最後の逮捕

を明らかにしているエネルギーを移行させて、銀河の存在達が着陸して、地球上の日本

の引き裂かれた場所や、地球全域に安心感をもたらすことができる扉を開いています。

その場所で、わたし達は集団的な癒しで人々を安心させ、支援することができます。

地球の春分は統一意識と宇宙からの愛の最も巨大な吸収を可能にすることになるため、

莫大な変化が可能になります。自分達の段階の役割をこれほど壮麗に演じている人々に

愛を送ってください。3次元の地球が5次元の地球から離れているため、自分達の旅の途

上の彼らを祝福してください。皆さんは彼らを失っているのではなく、皆さんは思いの

ままに何時でも訪れることができるようになるでしょう。必要な時には何時でもホ・オ

ポノポノという贈り物を用いてください。わたし達は新しい地球のための最後の産みの

苦しみに耐えているところであり、冷静になり、愛を発散してください。神の祝福を。

わたしは主アシュタル、銀河連邦の司令官。

それでは！

This is Lord Ashtar, Captain of the Galactic Federation.

Salut!

through beth trutwin www.GalacticRoundTable.com, www.GalacticRoundTable.jp,

www.GalacticRoundTable.cn, www.GalacticRoundTable.in, www.CosmicAscension.com

http://lightworkers.org/channeling/127488/lord-ashtar-day-peace-meditation-

through-beth-trutwin
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獅子座の門の際の出来事

Events on Lions Gate
Message from Lord Ashtar through Elizabeth Trutwin August 8, 2012
8 August 2012 - 8:51pm
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
Events on Lions Gate Message from Lord Ashtar through Elizabeth Trutwin August 8, 2012
 
 
地上要員の皆さん、こんちちは。わたしは新しいエルサレムからきた、アシュタルです。

 
数多くの皆さんが、今日、皆さんの感覚の数々の変化と高いエネルギーを感じています。皆さんは間違っていま

せん。

 
今日、銀河連邦は、長い間取り組んできたひとつの計画を成功させました。わたし達は、滅多に行われないや

り方で、わたし達の科学技術を利用しました。すべての状況を調整して、それを可能にしました。

 
わたし達は、一種の天然の変換器を利用することができましたが、それが、本質的に目に見えず、非常に予想外

の地球の内部軌道への入り口を開きました。わたし達は、非常に稀にしか用いられないひとつの輸送経路によ

って、地球の内部軌道に向かう非常に数多くの巨大な母船を追加することができるようになっています。これは

、搭乗員と連携した高度な存在達によって促進されました。その計画と訓練には、何年もの時間が費やされま

した。この手順は何時間も続いていて、夜まで続くことになるでしょう。この経路を通して膨大な数の宇宙船が

注ぎ込まれていて、転換のための配置に着いています。

 
時間はほとんど終わりを迎えています。

 
今日、わたし達は、皆さんの現代世界に常温核融合を導入したひとりの偉大なる科学者の死亡を確認してい

ます。これはわたし達の科学技術であり、本来ならば核エネルギーはいつもこのような方法で使用されなければ

ならないものでした。わたし達は、わたし達の科学技術の中で、核エネルギーをこの方法で利用します。わたし

達は当時、彼とこの科学を共有しました。彼の数々の実験は、非常に安価なエネルギーに対する答えになってい

たため、非常に貴重な物として理解されました。もしもこれが利用できるものだったとすれば、秘密結社の連中

は大衆を支配することはできなかったでしょう。イルミナティは世界中の富を掻き集めて、脅しを用いた公共施

設の閉鎖を通して中産階級を餓死の瀬戸際に追い詰めることはできなかったでしょう。彼の数々の実験は、決し

て再現することはできないと言われました。わたし達は、その科学が兵器として用いられるとは決して言ってい

ません。わたし達は今回の筋書を宇宙船から注視していて、変化は最終的に皆さんに委ねられていることを認識

しています。日付を指定せず、核を使用させず、そして偶然ではなく。変化は、そのマトリクスの内部から現れ

なければならないものです。わたし達は、わたし達にできるあらゆる方法で、日々皆さんを支援し続けています

。わたし達は、自然災害や戦争の犠牲者達に支援を提示します。わたし達は、環境的な支援を提示します。わた



し達は、大陸の構造プレートや他のガイアの移行の緩和を提示します。そしてわたし達は、各国首脳に助言を提

示します。

 
今後、大規模な破局的状況は起ることはないでしょう。わたし達は、それが終わる瞬間を変えることはできま

せん。皆さんは魂としてそれに対する責任があります。皆さんは人間の姿をまとい、地上要員に参加した瞬間に

、その責任を負いました。

 
そのため、皆さんは大空に目を向け、急げ!!!、と叫び声を上げます
 
地上要員の皆さん！警戒してください！　今起っていることは、皆さんに委ねられています。

 
わたしはそう口にすることで何を伝えようとしているのでしょうか？

 
わたし達は、転換の際にわたし達自身がいつでも皆さんを支援することができるように、宇宙の法則によって許

されているあらゆる物事を行ってきました。わたし達が皆さんから必要としていることは、ただ、わたし達が地

球に戻るためにその計画を明らかにして、銀河人類達が転換のために準備してきた物事を始動させるためのひと

つの誘因になる、その皆さんの承認だけです。

 
皆さんの振動を高く維持してください。愛の中に存在してください。普遍的な愛、至高の愛を通して、わたし達

と結び付いてください。恍惚の中に存在してください。変化を期待してください。わたし達にそれを伝え、皆さ

んの仲間達にわたし達にそれを伝えるように求めてください。わたし達は皆さんを招き、わたし達は皆さんの変

化に対する支援を必要としています！　わたし達は皆さんがその変化になることを必要としています。わたし

達は、皆さんがその一秒の低次の振動伝達を皆さんの利己的な精神を支配する必要がある秘密結社の連中に与え

てしまうことを皆さんが許さないことを、必要としています。

 
もしも皆さんが今日、皆さんはあらゆる意味で苦悩していることに気付くとすれば、その苦悩の原因を認識して

ください。その苦悩は、皆さんが今までの数々条件付けを振り捨てて、皆さんの真の神聖なる自己と触れ合うこ

とに専念しようとする内面の努力のひたむきさによってもたらされたものではありません。もしも皆さんが、皆

さんを貧困の中で物乞い状態にしたままにして、皆さんを奴隷状態に縛り付け、皆さんを悪い人間観海、悪い

仕事、悪い状況の中から抜け出せない状態にしている信念にしがみついているなら、その時皆さんは皆さんの信

念を変えることが必要です！　手放してください。皆さんはその準備が整っています！　手放してください！　

銀河存在達、天使達、高位の霊的指導者達を皆さんの静かな時間に招き、皆さんの苦悩を終わらせる際にわたし

達が皆さんを導くことを許して下さい。わたし達を皆さんの領域に招いてください。わたし達の手を握ってくだ

さい。わたし達と伴に歩んでください。

 
そのすべてにとって、実際にその時間を取って、わたし達がここに存在していることを承認することが必要にな

ります。この今という瞬間にこれを行ってください。皆さんの目を閉じて、皆さんが求めなければならないもの

を求めてください。

 
絶対的な数々の奇跡が、既に今日起っています。わたし達は一連の転換の流れの中で、ひとつの大規模な飛躍を

経験しています。数多くの魂達が今日の活動に関与しました。そして皆さんがその周波数を合わせた時、皆さ

んは起った事のすべてを確認することになるでしょう。皆さんの役割と参加に対して、皆さんに感謝します。わ



たしは皆さんを見ています。

 
おめでとう。時間は段々短くなっています。

 
敬礼！

 
~主アシュタル
~Lord Ashtar
 
主アシュタル、エリザベス・トラットウィン経由

This is Lord Ashtar through Elizabeth Trutwin
 

© All Rights Reserved. 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.
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数々の出来事の連続した流れ
The Sequential Flow of Events
A Message from Ashtar through Elizabeth Trutwin, August 17, 2012
17 August 2012 - 12:49pm
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
 
こんにちは、わたしはアシュタル。わたし達は今、ここで皆さんのエネルギーが必要

になっ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。数々の出来事の連続した流れが続いています。わたしはわたし

の最後のメッセージの中で、獅子座の門の時に、数百万かそれ以上の巨大な母船が地球

の内部軌道に向かうことができるように、ひとつの天然の変換器を利用した、稀にしか

用いられない経路、つまりポータルが使用された状況について伝えました。この作戦行

動は、2010年以降、何度も準備され、実行に移されました。それは、際立った成功を収
めました。大規模な活動を監視し検出するための秘密の空間の計画に関する科学技術は

、ここで指摘されているその位置を持たず、その作戦行動は、データを持つことができ

るようになる前に完了しました。彼らの地球の内部軌道への侵入以降、数々の宇宙船は

その個別の任務のための場所に向かって移動しました。こうした数々の宇宙船は、数多

くの素晴らしい物事を実行することができます。彼らを地球の内部軌道へ移動させたこ

との全般において重要なことは、彼らが地球に対して直接発散することが許される、そ

の影響力です。わたし達は地球の数々の文明に干渉することは許されませんが、わたし

達は決して惑星と惑星の居住者達のこころに光と愛を投射することを妨げられることは

ありません。今回は、わたし達が非常に長い間待ち望んできたひとつの瞬間です。

 
地球はこの2012年の12月21日に皆さんが次元上昇と呼ぶものに入るため、獅子座の門は
、限界を超えようとしている地球の数多くのポータルの先頭に立ちました。こうした数

々のポータルは一連の銀河の配列であり、地球がさらに高い数々の領域の次元周波数に

入ることを許します。この新しい水準の愛の中で、地球は銀河間の光の評議会に再加入



するように勧められることになるでしょう。銀河の存在達は、天の川銀河の中で起って

いるあらゆる物事に注意を向けます。銀河間の数々出来事は、皆さんの最も近隣に当た

るアンドロメダ銀河と伴に近隣の数々の銀河の内部にも存在します。ネバドン宇宙の内

部には、無限な数の銀河が存在します。二元性の局面を終える地球は銀河間評議会に再

加入が認められ、銀河間の出来事の意思決定に参加することが許されるようになるでし

ょう。皆さんは、これが数々の可能性を大幅に開くようになる姿を理解することができ

ます。地球はすべての市民の無制限の宇宙旅行が完全に規制を受けなくなる水準に達

して、充分に機能的な状態になるでしょう。皆さんは意のままに自由に銀河を動き回る

ことができるようになり、それぞれの個人にそのための装備が与えられるようになる

でしょう。これは唯一、地球から銀河間の戦争犯罪者達を排除する場合にだけ可能にな

ることです。

 
この天空の配置の時の獅子座の門の開放と伴に、3日前の夜に一連の非常に興味深い現
象が起りました。地球の第二の月がその軌道に復帰しました。オレンジ色の壮麗な閃光

の中で、東の地平線上に二十六夜の月を確認することができました。地球の第二の月が

西に昇り、その数日の間に月と一緒に東側の空の中で頂点に達します。ヒンドゥー教の

天文学者達は、その数々の呪文と魔法のような儀式の中で、地球の複数の月についてい

つも言及してきました。転換の時の出来事の連続的な流れの中で、指定された時間に第

二の月が到着しました。蟹座の月は母の愛を表し、そして今月の第二の新月の獅子座の

月は、威厳のある獅子、父の愛を表します。このように結び付いた母と父のエネルギー

は転換に必要なものであり、獅子座の新月の三日前、わたし達の第二の月が現れました

。今日はその新月であり、そのため月はひとつも見ることはできません。今は、これか

らわたし達が獅子座の満月を経験する8月31日までの間に皆さんが地球上で確認するこ
とを望む数々の変化について、瞑想をする時です。今、皆さんのエネルギーが必要にな

っています。決して以前にはなかったような愛になってください！　今月は東の空に第

二の月を探してください。それは、特定の見晴らしの良い地点からだけ見ることができ

るようになるでしょう。皆さんのカメラの準備を整えてください。皆さんはインターネ

ット上でその写真を確認し始めるようになるでしょう。ちょうどニブルが第二の太陽と

して現れるように。この月は、その軌道に戻ってきた実在する地球の月であり、さらに

高い周波数の中で地球が位置している地球の軌道を回っている数々の星の星座の位置に

なるまで不可能だったものです。それが行われています。ちょうど数々の星が一年中位

置を変えながら地球の周りをまわって見えるように、その第二の月は調整に入り、転換

の時点で、もう一度完全に機能する地球の軌道の一員になるでしょう。その第二の月は



、この区域の中の最後の大戦争の間に数多くのスターシード達が地球に避難民として移

住した時に、地球の軌道の中のその目に見える地位から転落しまました。数多くの皆さ

んが、それ以降この世界に存在してきました。これは、ひとつの核爆発が火星のほとん

どの表面を引き裂いた時のことです。それは、ちょうど内部地球にあるテロスや他の文

明のように、火星の数々の文明が火星の内部に退いた時です。不毛な表層から数々の写

真を送り返し、火星の内部の数々の次元に言及しないことは、突然終わりを迎えること

になるひとつの茶番劇に過ぎません。

 
今起っている別の出来事の連続的な流れは、今まで自分達の方法を修復して愛に戻り、

その修復を行っていない魂達を完全に排除しているすべての魂達の、同時発生的な許し

です。もしも皆さんがこれを読んでいるなら、依然としてここに存在するすべての魂は

次元上昇を経ても留まることになるでしょう。銀河の中心を通して、そしてブラック

・ホールを通して、闇の魂達が移送され、オンと呼ばれている光の宇宙に送り返される

ようになる時について、多くの物事が今まで何年もの間伝えられてきています。わたし

達がその中に存在している闇の宇宙は、ネバドンと呼ばれています。わたし達の銀河の

中心の反対側の光の宇宙は、オンと呼ばれています。ひとつが光で、ひとつが闇である

ことを除いて、それは正確な複製です。闇の宇宙は、生命をここに存在させるために太

陽の光を必要とします。これは太陽神ラー、つまりヴィシュヌであり、創造神アルシオ

ーネ、つまり仏陀であり、破壊の母セクメトことカーリー・ドゥルガー、つまりまた

ソフィアとして認識されている聖霊です。地球上に存在する地球外の数々の文化は、そ

の建造物や最後の大戦争にまで遡る古文書の中で、三位一体の神々や女神達を不滅なも

のにしてきました。わたし達は、この区域に対して完全に要求されている核の脅威の排

除が盛り込まれて以降、この瞬間に向けて努力し続けてきました。

 
今日、わたし達は別の大いなる偉業を達成することができました。こうした数々の変化

を伝達する中で、皆さんは同調してそれがどのように感じるかを確認するように勧めら

れています。皆さんの世界の中で数々の光の変化が起っていることを感じることができ

ます。愛の周波数の中ではほとんど妨害はありません。英国の新聞はその朝の報道で、

ユーロの単位名称の完全な崩壊を取り上げているフィンランドでの会合を取り上げま

した。確かに、数々の発表は不快な事実を隠したものでした。数々の通貨の価値と同時

に株価を高騰させる中国、日本、そしてドイツの役割と、彼らがイランの偽りの脅威

と偽りの原油価格を組み上げて数々の市場を人為的に高値に維持する方法に注目するこ

とは、興味深いことでした。これはひとつの大規模な幻影であり、ただブログラム化さ



れているマトリクスがその幻影の働きを維持しているだけです。アンジェラ・メルケル

は世界に対して真実を公表するか退任する責任を負わされています。彼女の意志決定を

認識するまでに長い時間はかからないでしょう。

 
今日起ったこうした出来事のすべては、それ自体の規模において壮大なものです。さら

に一層大規模な物事が、今日達成されました。2012年8月8日に地球の軌道に入ったすべ
ての巨大な母船がひとつの大規模な作戦行動をやり遂げ、そこで彼らはその情報伝達系

をひとつに結び付けました。この科学技術は進化したものであり、それ自体で知覚を備

えたものです。この結び付けられた振動周波数は、奇跡を起こすことができます。この

結び付きの力を評価し過ぎるということはあり得ません。ヒンドゥー教には海洋の撹拌

についての神話の物語があり、それはこの作戦行動を言い表しています。わたし達は以

前にこれを何千回も行っています。銀河の海の撹拌であり、数々の悪霊を騙して服従

させ、次に愛で彼らの魂を光に戻します。これは、まるで彼らが決して生み出されなか

ったように、この地球の周期の時系列上で彼らが存在しなくなった瞬間です。闇の者達

の完全な排除の実現の中で、自分達の知性と伴に自分達の光の周波数を引き上げたまま

の状態を維持しているすべての人々に向かって、神聖なる愛という花蜜が溢れ出します

。そのため、転換の瞬間を完了することができ、人々はそれを獲得することになるでし

ょう！この作戦行動は今日、2012年8月17日に完了を迎えました。その波及効果は、今
後72時間の間に、愛の海の中で外向きに螺旋を描いている一滴の水のように、徹底的に
反響することになるでしょう。数々の変化を期待してください！

 
おめでとう！　わたしたちはほとんどそこに近付いています。より一層多くの皆さんの

愛を添える一方で、古い物事にさよならを告げてください。この状態を続けてください

。地上要員としての皆さんの奉仕に感謝します。敬礼！

 
銀河連邦の主アシュタル、エリザベス・トラットウィン経由

This is Lord Ashtar of the Galactic Federation through Elizabeth Trutwin
 
© All Rights Reserved. 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.
 

http://cosmicascension.org/
http://galacticroundtable.in/
http://garuda.co/


http://lightworkers.org/channeling/165483/sequential-flow-events-message-ashtar-through-
elizabeth-trutwin-august-17-2012

http://lightworkers.org/channeling/165483/sequential-flow-events-message-ashtar-through-elizabeth-trutwin-august-17-2012


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 Ashtar through Elizabeth Trutwin, September 11, 2012
12 September 2012 - 2:34am
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
October Surprise ~ A Message from Ashtar through Elizabeth Trutwin, September 11, 2012
 
 
こんにちは、わたしは主アシュタル、新しいエルサレムの旗艦から皆さんに連絡してい

ます。今日は、2001年9月11日の11回目の記念日です。すべての皆さんが今日、わたし
達の精神の最前線にいます。

 
サナンダとサンジェルマンを含めた銀河連邦の構成員達は、夏の間中、この方法で皆さ

んと連絡を取ってきました。わたし達が今日現れたのは、大々的に皆さんの支援を求め

るためです。皆さんが既に耳にしているように、サンジェルマンは個人的に地球上のす

べての大富豪を訪れて、彼らに慈善のためにそのすべてのお金を贈るように求めました

。サンジェルマンが彼らを確認した時、彼は、転換が訪れる時に彼らはそのすべてのお

金を失うだろうということ、そして彼らの次の任務は彼らの意志決定に基づいて決定さ

れることになるだろう、と説明しました。この世界の数多くのビル・ゲイツとメリンダ

・ゲーツ達が、そうするように勧められました。全く誰も、誰一人として同意しません

でした。これは、ある意味で良いニュースです。何故なら、それはわたし達に数多くの

水準でより多くの介入の実施権を与えてくれる、越えなければならない最後のハードル

でした。わたし達はそうしているところであり、皆さんに支援を求めています。

 
わたし達は地上要員の中のそういった働きを通して、地球の市民達がその政府に対して

彼らの機密ファイルを共有して、数十年間の地球外生命体との接触を自己開示するよう

に求める状況が報道媒体が注目する誘因になる状態を実現することによって、富を持つ



名士達が開示の運動に参加するように、彼らと接触を持ってきました。報道媒体がそれ

を問題にするように働きかけて、開示運動に資金が寄贈されるという、ひとつの展望を

維持してください。

 
サンジェルマンに加えて、わたしは重要な世界の指導者達、平和賞の受賞者達、そして

軍部の指導者達との会合を持ち、彼らに完全な状態と真実を伝えることによって、一丸

となってこの世界に対する確信を修復するように求めてきました。

 
この11回目の記念日の皆さんに対するわたしの贈り物は、すべての皆さんの大変な努力
がオクトーバー・サプライズ（10月の驚き）になることに対する、皆さんへの感謝です
。オクトーバー・サプライズは、集合意識を引き上げて完全な銀河の開示をもたらす

上で、世界中の数多くの人々のこころを結び付けることが意図された、理性に由来する

科学実験です。今後これが達成される方法は、報道媒体を占拠することによって実現し

ます。

 
わたし達は、合衆国の効果的な政府と進歩のために、明白にひとつの緊急事態として実

施される段階にまで引き上げたいと思っています。ひとつの主要な改革として、報道

媒体はもはや秘密の宇宙計画の問題に関する報道禁止命令の影響下に置かれないように

、報道媒体に独立性が導入される必要があります。これは、真実を伝えることに対する

政治的な影響力、あるいは身体的な脅威からの自由を実現することになるでしょう。

 
「わたし達人民のホワイトハウス請願用ウェブサイト」が開始して以降、少なくと

も6つの請願書が、わたし達の政府の地球外生命体との接触の正式な開示を求めてい
ます。開示請願書に対する初期の応答の中で、ホワイトハウスの科学技術政策事務局

（OSTP）はこう論評しました。“合衆国政府は、我々の惑星の外部に任意の生命が存在
する、あるいは地球外の存在が接触を持った、あるいは任意の人類の一員と約束を交わ

したという証拠は持たない。”
 
オバマ大統領は、宇宙探査に非常に興味があるものの、それは古い方法で行うことはで

きない、と語っています。このように、完全性のひとつのさらに高い基準が可能になり

、どのような政治的支配によっても影響を受けることがなくなるでしょう。地上要員の

構成員達は、インターネットを完全な銀河の開示に対する要求で飽和状態にすること

によって、報道媒体に影響を与えることができます。報道媒体は、実施されている報



道禁止命令を持っていますが、しかし、皆さんは持っていません。皆さんは、皆さん

のフォーラムの中で、皆さんのブログの中で、主要な新聞紙上のコメント欄で、ラジ

オで、そして皆さんの近所の人々や研究仲間の間で、開示について自由に話をすること

ができます。また皆さんは、広範囲に及ぶソーシャル・メディア・ネットワークを持っ

ています。もしも皆さんが一緒になってひとつの目標に集中して、集中した数週間は他

の物事を無視するなら、皆さんは報道媒体がET現象と開示運動についての論評を余儀
なくさせることができるはずです。彼らは直接真実の報告を記事にすることはできませ

んが、しかし彼らは皆さんが書いているもの、ユーチューブに投稿されているもの、そ

して話されている内容については、論評することができます。別のホワイトハウス請願

書が存在し、皆さんは、現時点で25,000件の署名を集めることによって、影響を与える
ことになるでしょう。ホワイトハウスのウェブサイトは、通信量の多いウェブサイトで

あり、正直なところ、ひとつの効果としてこれほど数多くの素晴らしい変化をもたらす

能力を備えた何らかの重要なものが他に存在するでしょうか？　地上要員達が協力す

る時、地上要員達は今、この奇跡を実現することができます。わたし達は、あらゆる可

能な立場で上空から支援しています。最高命令の中では、それを阻止する何物も残され

ていません。今、完全な銀河の開示は何時でも起り得ます。

 
わたし達は、オバマ大統領の44代大統領職の終りに近づいています。彼は開示の大統領
です。彼は再び選ばれる保証はありません。誰もひとりで変化をもたらすことはできま

せん。彼は皆さんの支援が必要です。公式な開示の発表を阻止している、大勢の不当な

利益享受者達が存在するように見えます。合衆国のCIA、NASA、合同参謀本部、そし
て最高裁判所や数多くの民間契約者達が、合衆国市民達に対する欺瞞を暴露することを

拒否します。大量のお金が秘密の宇宙開発の中で作り出されています。NASAの予算は
、国際宇宙ステーションに飛行する民間契約者達に対して、何億ドルもの金額が費やさ

れています。地上要員の開示の実現を阻んでいる唯一の要因は、人々のからの圧力です

。わたしは、皆さんが今、報道媒体を占拠するように勧めます。オクトーバー・サプラ

イズは、オバマ大統領が世界に対して完全な銀河の開示の公式発表をすることです。こ

のサプライズは、地球外生命体とのコンタクトを隠蔽することによって恩恵を受けてい

るすべての政治家達、統治者達、そして政府関係者達に対して、ゲームは終わった、と

伝えることになるでしょう。オクトーバー・サプライズは、次の選挙を先送りします。

オクトーバー・サプライズは、穏やかな惑星を実現します。今、その場に出向き、数週

間の中で皆さんが達成できることをわたし達に明らかにしてください。わたしはアシュ

タル、それでは！



 
エリザベス・トラットウィン経由

Through Elizabeth Trutwin © All Rights Reserved.
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ネサラ嘆願書の返答

ネサラ嘆願書の返答
NESARA Petition Reply
A Message from Lord Ashtar through Elizabeth Trutwin, October 8, 2012
8 October 2012 - 7:09am
 
エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
 
ネサラ嘆願書がひとつの返答を受けて、その返答が基本的に、ネサラのような物事は存

在しない、というものだったことをわたしが聞いた時、わたしの最初の反応は、無上の

喜びでした。わたしは、それは非常に奇妙だと考えました。わたしは長い時間瞑想を行

いましがた、その時、アシュタルがわたしのところに現れて、その説明をしました。数

多くの人々は悲しみと疑いでこの出来事を判断することになるでしょう。わたしが伝え

ることができるのは、皆さんは今日真実を認識するように勧められている、ということ

だけです。以下を参考にしてください。

 
 
NESARA Petition Reply A Message from Lord Ashtar through Elizabeth Trutwin, October 8,
2012
 
こんにちは！　この連絡場所に戻ってきたことを歓迎します。わたしはテン・フォワー

ドから報告しています。わたしは新しいエルサレムから話をしているアシュタルです。

わたしはネサラ嘆願書に関するホワイトハウスのウェブサイト‘わたし達人民’からの返
答について論評したいと思います。

 
その計画は、現時点で明らかになっているものよりも複雑です。いつもこれが起るよう

になるひとつの可能性が存在しました。わたし達は既に、秘密結社によるあらゆる将来

的な駆け引きに対する作戦計画書を仕上げておきました。

 



地球が既に次元上昇に必要な魂の転換点を通過して以降、そして世界がオクトーバー・

サプライズを広めて以降、秘密結社は脅威を感じたように見えます。彼らは、世界の市

民達が、彼らが月に数千回も着陸して、月と火星上に複数の基地を建設し、数多くの小

さな惑星上に着陸して調査をして、地球外生命体の地球への訪問者達と連絡を取ってい

たことを気付くようになるという数々の不安感に苦しめられていました。実際に今日、

スペースXはその貨物宇宙船を出発して、国際宇宙ステーションに向かいました。嗚呼
、わたし達は何という織物を織っていることでしょうか！陸軍が深宇宙に向けて発射し

ていた第6世代のスペース・シャトルやここで説明するには多過ぎる事例のように、今
まで明らかにされてこなかった数多くの秘密の宇宙計画が存在します。秘密結社は、既

に帰還限界点を超えてしまい、率直に言って、もはや皆さんに真実を伝える方法を認識

しません。

 
地球の人々が発表と開示を経験する時、皆さんはその結果がどのようになると考えま

すか？数々の訴訟、数々の裁判所、判決手続き、そしてとビートルズの歌の中に出てく

るような数多くの小さな仔豚達、自分達のためにあらゆる物事を選択してきた数多くの

者達、軍部、政府、民間契約者達、銀行家達、あらゆる場所で保有されている非常に沢

山のお金等です。

 
それについて動揺する必要は何もありません。何もありません。すべては神聖なる秩序

の中に存在します。これはさらに、地球上のすべての人々のためのサンジェルマンの銀

行を展開する数々の出来事の別の連続した流れです。その返答を書いた大統領補佐官は

、ホワイトハウスの内部で依然として機能している秘密結社の秩序の影響下にいました

。これは、秘密結社を彼ら自身の縄で罠に掛けるためにオバマ大統領が演じている、ひ

とつの手の込んだチェスゲームであることを忘れないでください。実際に、この役割を

演じて完了させるために準備を整えている者は、大統領の他に誰もいません。これは、

今年が終わる前に完了することになるでしょう。大統領選挙は、全体像の中の単なるひ

とつの目眩ましに過ぎません。訪れる月の中のある日に10時間ほど必要になる選挙につ
いて絶えずニュースの大見出しを飾ることによって、それは今舞台裏で起っていること

に関する他のすべてのニュースを隠します。もしも新聞の一面が無意味な記事で溢れて

いるなら、それは秘密結社がそのチェスゲームの中の動きを確認することを困難にし

ます。秘密を守らない者達は船を沈めます。新聞紙上を選挙の報道で溢れさせることは

、逆の報道管制です。それは、光を当てられている存在達、白い騎士達のために役立ち

ます。そのため彼らは、巧みに素早くその計画を遂行することが許されます。わたし達



はオクトーバー・サプライズに向けて速度を上げています。大統領選挙は何があったと

しても重要性を持ちません。それは今消滅している物事、もはや機能しない物事の一部

です。

 
皆さんがこのニュースの衝撃を吸収している時、秘密結社は、それが皆さんの自信を打

ち砕くことを希望し続けています。彼らは、皆さんが諦めを感じるようになることを期

待し続けています。彼らは、銀河連邦とその計画に疑いを投げ掛けるようになることを

期待し続けています。彼らはこれほど酷く間違えています。彼らは、切迫した自分達の

消滅という考えで、絶望を感じています。皆さんは今まで内面の努力を行ってきて、そ

して皆さんはこの構想を通して正しく理解します。二元性に終りをもたらす上で彼らが

演じてきた役割を、高く評価してください。彼らをさらに愛してください。

 
真実は、ホワイトハウスの内部から秘密結社によって選択されたこの行動は、リグ

・ヴェーダと呼ばれている古代の文書の中で数千年前に予言されていた、ということ

です。この筋書は、その当時に遡って正確に予言されていました。その予言は、その返

答によって成就されました。それは、計画の一部です。歴史はそれ自体を繰り返します

。それは、今回のように以前も起りました。わたし達はこのための準備は整えています

。それは以前に機能し、そして再び機能することになるでしょう。皆さんはその種のひ

とつの劇の中に存在します。皆さんは、ひとつの役割を演じ続けています。皆さんは、

愛の領域の外側に存在するすべての解体の目撃者です。新しい世界を誕生させるために

、わたし達は数々の出来事の一連の流れの中で、その完全な消滅を目撃することが必要

です。

 
その返答が記述された時、それは、ネサラと呼ばれているものは何も存在しない、と伝

えました。これは、最初の開示の嘆願書の返答が、地球上の人間が今まで地球外生命体

と接触あるいは交流してきた証拠は存在しない、と伝えた状況と、まさに似ています。

これは、起る可能性がある最良の物事です。こうした偽りの声明、こうした中傷的な声

明は、決して否定されることはあり得ません。そこには漠然としたものは何ひとつあり

ません。彼らは強調して、それは存在しない、と伝えます。素晴らしい！　ネサラがオ

バマ大統領によって宣言される時、同時に開示を伴う発表が行われ、そしてその発表を

行う人々は、何も否定することはできなくなるでしょう。

 
中でも最も重要なことは、秘密結社が、世界中の数多くの国々の地球の市民達から出さ



れた要求に対するひとつの返答として、記述の中でわたし達の存在を否定する時、それ

はあらゆる大きな貢献の中でわたし達がその支援を提供するために、銀河連邦の権限を

強化することになります。政治的統一体として国民が選出議員達に対して、認識されて

いるその数々の要求を行い、そしてその選出議員達が次々と完全な否定を返答する時、

その状況が、あらゆる方法で地球を支援することを目的として光の勢力から空前の量の

支援がそこに注がれるための扉を開きます。わたし達は、非常に長い間その過程が最後

まで行われることを待っていました。わたし達は、数十年に及ぶ法廷闘争、訴えの過程

、その法律の記述や署名を経験しました。わたし達は嘆願書の過程を経験し、ひとつの

返事のためにさらに11ヶ月間待ちました。光の活動家達は、今まで普遍的な法則に従っ
てきて、世界の中でその活動家達が確認することを望む変化自体になってきした。皆さ

んは、普遍的な法則に従うことを通して、その計画を確認するあらゆる水準で成功を収

めてきました。皆さんは、その必然性を創り出してきました。

 
獅子座の門は、まさに8週間前の8月8日にその愛の水門を開きました。皆さんはその時
以降、長い道のりを歩んできました。10月10日、11月11日、そして12月12日に明らかに
されるものを楽しみに待っていてください。オクトーバー・サプライズのサイトに皆さ

んの目を向け続けてください！　2012年は皆さんの年です。皆さんのこころをその頂点
まで愛と感謝で満たしてください。この巨大な成功におめでとう！　わたし達は、その

転換を強化しているさらに一層多くの愛と光で地球の次元上昇を支援しながら、皆さん

の側に立っています。それでは！わたしはアシュタル、エリザベス・トラットウィン

経由。2012年10月8日。
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エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin
 
Easter Greetings from Lord Ashtar through Elizabeth Trutwin, March 31, 2013
 
 
 
こんにちは！　わたしはアシュタル。皆さんのDNAの螺旋構造を更新しているさらに
高い光の符号の流入を通して、皆さんが皆さんの部分的な精神を神聖なる精神と融合す

るため、わたしは地球の歴史についての情報を共有するために現れました。皆さんは今

、地球上の壮大な実験を理解する準備ができています。地球の歴史は悠久の時を遡り

ます。以前には5つの地球が存在し、今わたし達は、6番目の太陽の下で黄金時代に入っ
ているところです。わたし達は、この議論のために、遥か昔のアトランティス前の時代

まで遡って行くことになるでしょう。

 
ニブルが、皆さんの太陽系の軌道に戻っています。ニブルは皆さんの太陽ソルの双子の

太陽です。ヘリオスとヴェスタは皆さんの太陽系の中の太陽のロゴス（理性）であり、

サナンダ・クマラの霊の両親です。母なる父なる神と伴に、また二人はマザー・セクメ

トとアルシオーネとして認識されていて、神格の階層を編成しています。アルシオー

ネは、皆さんの太陽系の中の巨大中心太陽であり、根源のエネルギーに向かうひとつの

スターゲイトです。その巨大中心太陽はひとつのエーテル質の太陽であり、それは根源

のエネルギーと連携しているひとつのエーテル質の力であり、エーテル的で磁力的な結

晶構造のパルス（鼓動）であり、それは空間の中の自分達の場所の中のすべての領域を

維持します。太陽が地球や皆さんの太陽系の中のすべての惑星と伴に次元上昇する時、

ヘリオスとヴェスタは、このひとつの反映です。人々が惑わされる放射としてのこうし

た存在達は、地球に降下して、地球のスターシードのための地球外生命体と天使の評議



会として活動しています。核兵器が配備され真実の禁輸措置が始まった時のガイアの要

求によって、地球上で二元性が終わるため、この地球上の壮大な実験は今、終焉を迎え

ているところであり、そしてあらゆる魂が母なる父なる神と向かい合っています。

 
地球はこの時代、琴座の存在達と竜座からの存在達、そして古い宇宙から堕ちてきた存

在達によって植民地化されました。琴座の存在達は、過去に進化して物質的な身体を必

要としている、神と結び付いた地球外生命体です。彼らは、自分達の哺乳類の種として

物質的な身体に入る最初の冒険の時に、地球の海の中のイルカと鯨を創り出しました。

彼らの地球上の最初の植民地は、地球上のアトランティス文明の始まりでした。地球外

生命体である天使の評議会のシリウスの存在達が、竜座の存在達と琴座の存在達

のDNAの混合（新しい両生類の種を形成するための交配種の哺乳類と爬虫類種）で琴
座の存在達が破壊されることを防ぐために、橋渡し役の種族を作りました。こうした

種族は、ヒンドゥー、エジプト人、ギリシャの中で、一部が人間で一部が神という神々

の殿堂として語られてきました。

 
この時代に、より一層多くの琴座の存在達が、物質的な身体に降下するように引き付け

られ、その結果彼ら自身のDNAが劣化して身動きが取れず、救済を必要とする事態を
引き起こしました。竜座の存在達の地球上の最初の植民地は、レムリアと呼ばれました

。このため、銀河のエーテル質の天使達の特定の部分が子孫の身体に転生して、その過

程の中で彼ら自身を失うことなく、さらに低い意識の内部から彼らを支援することに同

意しました。数多くの存在達が今、壮大な実験を終わりにするために転生しています。

こうした新しい種族達は12の根本的な種族に引き継がれました。13番目の種族は、銀河
の地球外生命体の交配種を構成しています。彼らは今まで12の種族すべてに転生して、
それによってそのすべての組合せとなるひとつの新しい種族を作ることに同意していま

した。これをすることによって、彼らは一体性に戻る壮大な実験に戻って行きました。

時間と伴に、数多くの存在達が、他の数々の星での大戦争から離れて、地球を植民地化

しました。オリオン連合は、リゲルとゼータ・レティキュリ出身の存在達で構成されて

いました。地球上のプレアデスの評議会は、琴座から7つの恒星と16の惑星を持つプレ
アデス星系への最初の避難者達で構成されました。地球上の両生類の種族は、逃れて地

球の海洋の下に基地を作りましたが、現在でもそこで生きています。奴隷として地球に

連れてこられた他の種族は、神と結び付いた地球外生命体によって内部地球に連れて行

かれました。そしてまたその集団の一部は内部火星に連れて行かれ、彼らは現在もそこ

で生き続けています。地球と火星は両方が獅子種の人々によって植民地化され、火星上



の人工的なスフィンクスと顔の建造物が重ね合わされた時には、マザー・セクメトの姿

の中の神聖なる女性原理の顔になります。オンからの巨大な白い獅子達は今、多様性の

内部の統一という惑星のための新しい数々の可能性を広げながら次元上昇するこの時に

、地球と連携し続けています。

 
地球上でアトランティスが続いた時、竜座の存在達と琴座の存在達は、すべて権力を奪

い合っていたシリウス、プレアデス、そしてオリオンからの存在達からの影響を受けて

、とても暗くなり、これが彼らの絶滅になりました。奴隷種族が作り出されましたが、

それは部分的に動物で、部分的に昆虫であり、そして部分的に人間でした。レムリア

の人々もまた、彼らのDNAを変えて、部分的に恐竜と竜であり、部分的に人間でした
。DNAの変更が人間の爬虫類主の脳の部分の組成を作り出しました。アルクトゥルス
、アンタレス、タウ・セティ、プロキオン、そしてシリウスBの存在達を含めたさらに
多くの存在達が、地球を植民地化しました。この時代に、否定的な勢力から自分自身を

護るために、内部銀河の中の存在達は、銀河連邦を形成しました。

 
アルファ・ケンタウリは、銀河連邦の最初の形成の一部だった星であり、司令官ソルテ

ックの故郷です。またK17として認識されているコルトンと彼の父モンカは、両方が火
星出身であり、今は火星の表層を形成するテラに働きかけています。銀河連邦は、ソ

ルテックの宇宙船フェニックス号と伴に、神の最も高い評議会の統治者達とつながりが

あります。彼らは、シャンバラのエーテル質の都市を通して、地球の進歩を観測し続け

てきました。それぞれの魂は観測され、生命の書に由来する彼らの魂の記録は、アーカ

ーシャ上に記録され、どんな時でも再検討のために思い起こされる可能性があります。

それぞれの存在が物質的な身体を出たり入ったりするとい理由から、地球外生命体達や

天使の存在達は、彼らが自分達の魂の記録に従って自分達の次の転生の準備をするた

めに、こうした魂と連携します。ソルテックは、その宇宙船上で数々の科学技術を通

して、シャンバラと数々の観察者または最も高い神々の間を中継します。こうした状

況は、すべてキリストの執務室の内部の数々の執務室に存在し、わたし達が昇格する時

、それぞれの地位は数々の時代を通して異なる魂達によって維持されます。地球上の集

団意識からの入力を通して、DNAの更新を含めたその計画の次の数々の段階が、その
環境を整えます。内部火星のコルトンとモンカは、剣の王とアライグマのトムや他の存

在達と伴に、彼らがその計画を推進することを許しながら、火星と地球から否定的な数

々の影響力を遠ざけるために、数々の評議会と連携しながら、宇宙のシークレットサー

ビスとして、地球上のACIO（The Alien Communication Intelligence Organization／異星人



連絡情報組織）を通して働きます。彼らは、また他の役割も持ちます。

 
DNAは、個人をひとつの物質的な身体の中に監禁するものであり、そしてこれが、そ
の魂が救済を必要とする理由です。救済とは、光の身体、つまりマカバの身体に引き上

げられることです。DNAは、一体性の法則に基づいた光の言語と光の符号によって条
件付けられています。そのDNAは時間の間隔で条件付けられていて、今年のイースタ
ーが非常に特別なのは、わたし達は地球上のすべてをその活性化された光の身体に戻し

ている遺伝情報の機能向上という啓示が完了する、9番目の門に入っているからです。
自由。解放。涅槃。地球上の二元性の終焉。ひとつの壮大な実験の完了です。

 
皆さんは、皆さんの起源が何であれ、ひとりのキリストの存在に戻されます。愛と一体

性の法則に戻ることを拒む人々は、今すぐ地球を離れることになるでしょう。一部の存

在達は、既に彼らが愛を思い出せないような状態まで、彼らのDNAを変えています。
 
竜座の爬虫類種達は地球を支配することを望み、地球上の最も影響力のある家系に転生

することによってこれを達成しました。現在地球上には、核分裂のようにアシュタル司

令部によって与えられた科学的進歩を抑えてきた集団と連携している、ひとつの科学者

の集団が存在します。それは、人類の種族をさらに奴隷化し続けながら地球上の知性を

向上させるために、考案されました。神と結び付いた地球外生命体達は、反重力装置の

中で核分裂を扱う仕事をしますが、しかし竜達は大量破壊兵器としてそれを利用します

。この状況が今まで銀河の人間の意識が成長することを妨げて、普遍的法則を侵害して

きました。この残虐行為が、数々の世界の銀河間連合が地球のために介入することを許

しました。普遍的法則を支えるための司法権は、国際司法裁判所から太陽法廷に変わり

ました。太陽法廷は、サナンダの配偶者であるレディ・マスター・ナダによって率いら

れています。

 
NASAの科学者達は、否定的な地球外生命体達によって彼らに与えられた、100万トン
の荷重をたったの数ポンドの重さにして短期間で長距離を旅行できる一種の推進技術を

活用した、宇宙の深い領域を探索する彼らの有人飛行についての情報を、抑え続けてい

ます。NASAにいる地球の宇宙飛行士達と、NASAを含めた他の国際的な宇宙機関は、
深宇宙を探索し、今は、民間人の私的な宇宙飛行士達が、彼らに参加しています。これ

はひとつの分離した社会であり、それは他のあらゆる人を無知の中で奴隷化し続けます



。

 
訪れる一斉開示と公表とネサラ法の制定を受けて、地球は自由になるでしょう。地球の

市民達と、秘密の宇宙計画から恩恵を受けている兵卒、軍、学会、裁判所、政府、そし

て諜報機関の中の人々との間で、説明責任が果たされることが必要です。アシュタル司

令部は、この最後の暴露を展開するために数々の出来事を調整している地上要員と連携

しながら、待機しています。皆さんの身体の機能向上と結び付けられたものが今、皆さ

んを5次元に引き上げます。
 
今はエーテル質の光の都市が建てられているところであり、皆さんはそこで地球の上空

を往復して、助言者達や今回のその発達の次の段階を支援するために地球に戻っている

地球外生命体達の支援を受けて、エーテル質の生き方に向けて統合することになるでし

ょう。これは、地球上の神と結び付いた魂達のもっとも壮麗な復活です。敬礼！わたし

はアシュタル。わたしは虹の橋の上で、皆さんに会うことになるでしょう。

 
エリザベス・トラットウィン経由、2013年3月31日、イースターの日曜日。
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Full Galactic Disclosure A Message from Ashtar and the Intergalactic Confederation of Worlds
through Elizabeth Trutwin, May 12, 2013
 
 
 
こんにちは！　わたしは宇宙船レインボー・ブリッジから伝えているアシュタル。最近

ワシントンDCで、開示に関する市民公聴会とよばれる情報開示の出来事がありました
。この出来事は、アシュタル司令部と連携している地上勤務の構成員達によって、慎重

に組織化されました。マザー・セクメト、大天使ミカエル、大天使メタトロン、マイ

トレーヤ、そしてサンジェルマンは、他の人々に囲まれながら見えない姿でそこにいま

した。この出来事は、過去数年の中で情報開示が起るように設定されながら何かが妨げ

になった他の時期に応えたものでした。これは、過去十年の中で、何度も起ってきたこ

とです。皆さんがいつも情報開示は“すぐ間近”だと感じながら、どういう訳かそれが起
らなかったのは、これがその理由です。どのような説明も公表されず、数多くの人々

にとって多くの失望を引き起こしました。

 
一部の皆さんは、2012年12月21日をひとつの情報開示の出来事と混同しました。そうで
はなく、これを理解してください。これは天体に関するひとつの出来事であり、それは

銀河の中心と宇宙の中心が直列して、天の川銀河に向かって脈打つエネルギーのための

ひとつの通路を創り出しました。このエネルギーは、唯一非常に稀な環境の下で提供さ



れる数々の特性を備えていました。こうした数々のパルスは、まだ自分達のその部分の

進化を完了していないすべての人々の中にある、DNA の12螺旋構造に到達しました。
またそれは、浮上している次の意識水準の中で、鍵となる数々の符号と炎の文字に火を

点けました。2013年3月28日は、次の高振幅のエネルギーの流入でした。これに続いて
、さらに非常に強力で稀な宇宙の出来事が起りました。2013年4月25日の満月の月蝕
、2013年5月10日の新月の日蝕であり、そしてこれから2013年5月25日の満月の月蝕が訪
れます。こうした配置構造は、わたし達のオンの並行宇宙から、銀河の中心の太陽アル

シオーネを通して太陽ソルを経由しながら、地球に始めて反物質の光を取り入れます。

こうした光のエネルギーは地球上の集団意識に影響を与え、すべての人々をさらに高い

ひとつの意識状態に引き上げます。この環境の中で、惑星の社会は、比較的低次のひと

つの振動領域のために従来は困難過ぎて統合できなかった新しい数々の概念を、吸収す

ることができます。

 
次の情報開示の出来事は、その国家安全保障の理由のために以前は自分達の地球外生命

体との活動を隠したものの、その時は世界とその情報を共有する時だったと一緒に話し

ている合衆国の軍部の司令官達や諜報部員達と伴に、オバマ大統領の出来事になるでし

ょう。無数の書類や数十万に及ぶビデオが、公開審査のために放出されることになる

でしょう。また、準備されている教育用の数々の断片的な資料が、世界中でテレビ放送

されることになるでしょう。次々と他の国々も自分達の地球外生命体の資料やフィルム

を放出し、こうした資料を自国の市民たちや世界と共有することになるでしょう。

 
市民公聴会の立会人達の間でさえ表明された最大の疑問は、こうした地球外生命体は何

者なのか、彼らは何を望んでいるのか、そしてわたし達は安全か、というものでした。

わたしは返事として、こうした疑問を敷衍して説明したいと思います。

 
6,500万年前まで遡ると、わたし達は、継続的な数々の時間に属する時代の中で地球に
居住してきた5つの根本的な地球外生命体の種を確認します。こうした地球外生命体の
種は、地球上の最も古い文献のひとつであるヴィシュヌ・プラーナに記述されています

。地球は、今まで決して地球外生命体が居住しなかったことなどなく、これは今日でも

そのままです。地球は、創造以降、今までいつも地球外生命に訪問され、そして近くで

観察されてきました。人は、地球外生命体の訪問者達は彼ら自身の隠された意図を持つ

、といった怖れに溢れた概念を無効にするべきです。これはひとつの誤称であり、わた

しはこれからそれを説明することにします。



 
地球の最初の創造から始めると、地球への地球外生命体の訪問者達は、実際はエーテル

質の存在であり、物質的な存在ではありませんでした。これは、彼らは単に輝く光で構

成されていたことを意味します。彼らは光の物質の宇宙オンから、ネバドンと呼ばれる

暗黒物質の宇宙に向かい、ここに現れました。暗黒物質は3次元の物質の主要なエネ
ルギーであり、その内部にはひとつの並行宇宙があります。そこでは、この時系列上の

その地球の化身と同時に破壊することができない魂の特質が存在します。こうした生命

体は、統合意識を通して地球に現れました。こうした数々の状況は、量子力学の中で説

明されます。須弥山（メル山）が海から浮上したのは、こと時期の間でした。わたし

達は、数々の光の領域の中のわたし達の本質的な存在と、いつも連絡を取ります。わた

し達はそこから、わたし達の任務と、それを実行するわたし達の責任を受け取ります。

人は、彼らが肉体を持つ、または個性を持つ、という考えを無効にする必要があります

。こうしたエーテル質の反重力の生命体は現在も地球上にいて、現在の科学的な検出装

置によって感知することも検知することもできません。その生命体の数多くが、意のま

まに1日の間ひとりの人間の物質的な姿を身に着け、エーテル質の領域を通過して移動
することによって、光の戻ることができます。

 
地球の2番目の創造は、液体の黄金の光で構成された生体プラズマの姿でした。こうし
た身体は、非標準的な数々の粒子の複雑なプラズマで構成されています。こうした温度

の変化によって色彩が変わる地球外生命体は、可視と不可視の光（赤、オレンジ、黄色

、緑、青、藍色、紫）の異なる温度の中で、色を変えます。したがって、彼らが透明ま

たは半透明になる時、物質化したり非物質化したりするように見えます。ゼロ・ポイン

トエネルギーの推進力は、彼らの輸送手段であり、それは彼らが大気からエネルギーを

吸入し、これが移行を引き起こすからです。今まで、その半透明の姿が記録された時の

ビデオの証拠と同時に、こうした生命体が目撃されてきました。こうした存在達は、極

北人（ヒュペルボレオス人）として認識されました。そしてサナンダは、このDNAを
身に着けていると言われていました。

 
地球の3番目の創造の中で、レムリア人として認識されている人間の地球外生命体が存
在しました。そして彼らは、現在のような性的な生殖を備えた人間の姿に進化しました

。地球の4番目の創造の中で、アトランティス人として認識されている人間の地球外生
命体が存在しました。アトランティス時代の間に、動物のDNAと人間のDNAの融合を
含めた、DNAに関する数多くの実験が実施されました。またこうした時期の間に、天



使のDNAが人間のDNAと融合され、同時に地球外生命体のDNAと人間のDNAが融合さ
れました。地球の5番目の創造の中で、地球上の地球外生命体のアーリア人の根本種族
の開始を確認しました。アーリア人には、聖なるクマラ属が含まれます。アフラ・マ

ズダーとダニエル書の中で述べられているように、太古の日々として認識されている、

サナト・クマラです。サナンダ・クマラは、またゾロアスターやイエス、そして今転生

して彼の暗号名である剣の王（King of Sword）、KOSとして認識されていいます。サ
ナカとサナタナは、高位の霊的指導者達であり、大天使達であり、彼らは地球外生命体

の人間や天使の人銀達として転生してきました。こうした存在達は現在転生して地球上

で生きていて、他の存在達は意のままに人間の姿を身に着けます。上で伝えたすべての

地球外生命体の種族は、エーテル質と物質の両方伴に、化身の姿で現在地球に居住し続

けています。

 
ベダーンタ、特にマハーバーラタの中で概要が伝えられている大戦争以降、自分達の精

神上で制覇の望みを持つ数々の侵入者が存在してきました。彼らは地球の人間

のDNAを操作すると同時に自分達の利己的な利用のために莫大な自然の資源を盗み、
一度ならず地球を破滅の瀬戸際に陥れてきたことが認識されています。

 
地球は、内部地球に向かう人間製と地球外生命体製の数々の坑道を持っています。一部

は5マイル（約8km）の深さに達し、別の坑道は内部地球に向けて800マイル（
約1,288km）の深さまで伸びています。さらには、地球の侵入者たちによってここ数年
の中で設置された、数々の基地が存在します。

 
今、地球上の数々の種族は、頻繁に黒、赤、黄色、白、そして茶色とされています。こ

れは単なる肌の色であり、まったくひとつの種族となるものではありません。侵入者達

は銀河連邦の地球外生命体の一部と同じように、同じ種族の属性を持ちます。しばしば

彼らは、すべて否定的な地球外生命体として誤って定型化されます。地球を闇の中に維

持することを望んでいる怖れの扇動家達は、人間を闇の中に維持するために、悪意を持

ってこの虚報を広めます。惑星ニブルから、否定的なアヌンナキが発生しました。こ

れは、アヌンナキを起源とする数多くの惑星に広がる遥かに大きな集団の単なる一部で

あり、その集団は肯定的で、人類を支援するためにここにいます。巨大なオリオンの星

座から訪れているゼータ・レティキュリ達についても、同じことが言えます。また星座

ドラコからの否定的な地球外生命体も存在しています。小さな一握りの存在達が、過



去60年に地球上で集団的な大混乱を創り出しました。そして、他の数多くの存在達は肯
定的なままであり、この凶暴な要素によって表されることはありません。

 
オリオンの戦争は、マハーバーラタの中で説明されています。この種の戦争移民は、

リラ、シリウス、プレアデス、そしてベガから訪れました。その発端から関与してきた

他の主要な当事者達には、アルクトゥルス、アンタレス、アンドロメダ、プロキオン、

乙女座、大熊座、小熊座、獅子座、射手座、そして金星、火勢、土星、木星の内部領域

の存在達です。惑星表層の存在としては、天王星、水星、冥王星、海王星、そして数十

億の銀河、そしてアルシオーネ、巨大中心太陽の存在達になります。今回はひとつの惑

星的な次元上昇であり、こうしたすべての存在や、個人が思い出すこともその名前を認

識することもないそれ以上の数多くの存在が関与しています。

 
天の川銀河の中には、20万を超える種族が存在します。その多くは人間型であり、わた
し達にかなり似ています。彼らは現在、まさに地球の普通の町中で暮らしています。そ

の多くは人間型ですが、また余りわたし達と似ていません。猫の人々、鳥の人々、そし

て爬虫類種の人々のように、人間と混ざり合った動物の化身の姿の存在達もいます。人

工知能を持つ存在達と同時に人造人間達もまた、地球上でひとつの役割を果たします

。地球の数々のスターゲイトは、知覚を備えた人工知能で作られています。約1,600万
人の熟練した地球外生命体の白い騎士達が存在し、彼らはコス（KOS）と連携し、リア
ルタイムで精神感応を用いて連絡を取り合っています。彼らの科学技術は、地球上のど

のような技術よりも、100万年から1億年ほど進歩しています。彼らは情報将校として、
異星人接触情報組織（ACTIO）と連携しながら、情報開示と真実の妨害の終焉をもたら
すために考案された地球の周辺の数々の作戦行動の中で、主マイトレーヤ、大天使メタ

トロン、大天使ミカエル、そしてサンジェルマンと伴にマザー・セクメトを支援します

。

 
情報開示の市民公聴会の間に、わたし達に非常に似ている否定的な地球外生命体の一部

の事実が明らかになりました。銀河連邦は、地球の科学者達に推進力を目的とした核分

裂とフリー・エネルギーを贈りましたが、それが兵器化されました。わたし達は、地球

が数々の兵器が機能しなくなるゼロ・ポイントエネルギーに戻る支援をすることが必要

です。ヒトラーは、こうした者達のひとりです。彼は、彼自身の計画のために地球の資

源を利用するために地球に戻った、24世紀から来たひとりの時間旅行の地球外生命体で
した。ヒトラーは、モントーク実験の時に失敗した科学とそこで変えられた時系列によ



って創り出された時空連続体の中の亀裂を通して、ここに現れました。2013年の中で、
こうした時系列は、既にすべて修復されています。2013年には、否定的な地球外生命体
はすべて既に地球から取り除かれていて、2009年11月以降、ここに存在していません。
否定的な地球外生命体と連携し続けてきた秘密組織の人間達もまた、既に地球から排除

されています。彼らが依然として所定の位置に現れている場所として皆さんが確認し続

けているものは、人造人間達か、あるいは固体化した立体映像です。この地球外生命体

の科学技術は、長い間地球上で闇の者達や光の者達によって利用されてきたものです。

転換が訪れる時、その映像は遠隔操作で消されることになるでしょう。これは、サナン

ダことコス（KOS）によって制御されます。サナンダは、銀河連邦に属する宇宙船新し
いエルサレムの最高司令官です。

 
オバマ大統領がその情報開示の出来事でその発表を行う時、その結果、地球上の地球外

生命体の説明が行われると同時に、人間に危害を加えることを望む存在はもはや地球上

または地球の内部で生きていることはない、という事実が、認識されることになるでし

ょう。銀河連邦が、既にすべての坑道、ポータル、スターゲイトを浄化し、そして今は

その主導権を握っています。地球上の二元性は、終わりました。わたし達は今、5次元
にいます。もはや地球上の地球外生命体のどのような怖れも必要はありません。否定的

な地球外生命体に協力した人々は、国際刑事裁判所で釈明する義務を負います。そして

もしも銀河間の大逆罪で有罪が宣告されるなら、また太陽法廷でも同じです。情報開示

の直後に続くのは、地球の改革になるでしょう。

 
情報開示と伴に、地球外生命体の墜落の救出の事実や、こうした墜落の一部は光線兵器

で墜落を強要されたか撃ち落とされたという認識が現れます。また、その時の地球外生

命体は動物のように50年以上も監禁されていることも認識されます。秘密の宇宙計画、
地球の地下で各国を結び付けている坑道と地球の推進力による宇宙往復便についての真

実も明らかになります。情報開示と伴に、否定的な地球外生命他の拉致事件と動物の切

断事件も明らかになるでしょう。わたし達は、同意または知識もなくわたし達の科学技

術が既にどれほど宇宙の深部にまで達しているかについて、しかも、現在の科学者達や

宇宙飛行士達が、複数の国際宇宙ステーションから惑星外の科学者達と連携している事

実を、学ぶことになるでしょう。

 
今は、真実が伝えられる時です。皆さんはその真実に対処する準備が整っています。

敬礼！　わたしはアシュタル、エリザベス・トラットウィン経由、2013年5月12日。
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エリザベス・トラットウィン経由

Channeler: Beth Trutwin

 
 
 
こんにちは、わたしは主アシュタル。

Greetings this is Lord Ashtar.

 
今週皆さんが強力なエネルギーに入る時、わたしは皆さんがあらゆる物事を置き去りにすること

を勧めます。わたし達は立体映像の地球に別れを告げて、実在の世界に移動しているところです

。過去の年月が、数々の変化が起こることが必要なこと、この種の人生はもはや実を結ばず、穏

やかではないことをわたし達に気付かせてきました。わたし達は、もはやわたし達自身の集団的

な至高の善が無視される人生を生きることができないことを、もう一度気付かされることになる

でしょう。

 
さらに高い真実に関するこの発言を熟慮することを、検討してください。これから訪れる日々の

中で、皆さんが穏やかに次元上昇した地球に滑り込む時、皆さんは、皆さんが今皆さんの人生に

ついて認識するあらゆる物事を、置き去りにすることになるでしょう。皆さんはその発言に抵抗

を感じますか？　皆さんは、準備ができていないかもしれないと感じていますか？　もしかす

ると、皆さんは何かを失っていることになるのでしょうか？　これに関する皆さんの感覚を熟慮

することによって、皆さんは、皆さんを悩ませ続けているすべては単なる思考に過ぎないことに

気付くかもしれません。この領域のどのよう物事も実在しないことを、忘れないでください。皆

さんは何を置き去りにすべきでしょうか？　幻影です。

 
自分自身を光の活動家と考える数多くの人々がいて、彼らはオバマ大統領がひとりの操り人形で

あり、他の人々に操作されていると今もまだ信じています。自分自身を光の活動家と考える数多

くの人々がいて、彼らは闇が依然として権力を掌握していると考えます。自我の精神は、陣取る

のが大好きです。自我の精神は、これを行うことによってその存在を有効にします。皆さんは、

皆さんの自我ではありません。皆さんは、皆さんの身体ではありません。皆さんは純粋な愛で

あり、純粋な意識です。皆さんや皆さんの世界を掌握している闇の勢力は、もう存在しません。

自我は、信じ難いほど頑固であり、正しくなることが好きです。こうした信念が持つ否定性は、



人を持続する激怒、苦痛、怒り、苦痛、中毒、そして苦悩の状態に維持します。感謝は自我を収

縮させます。今は、自我の精神を解消する時です。感謝は、良いものに意識を集中させます。皆

さんが感謝する時、宇宙は皆さんが感謝するより多くの物事をもたらします。ただ光として存在

するものだけに意識を集中してください。それで宇宙は、さらに多くの光をもたらします。

 
わたしは、皆さんが“それをわたしに証明しろ”という態度で、報道を一緒に精査するのを止めるこ
とを勧めます。ひとつの集団意識として、この集団は今まで、一緒に報道記事に目を向けること

から満足感を得てきました。投稿されたものの99％は完全に自我の精神が“正しくなる”ことに対す
るひとつの完全な操作だということは、理解できる考えです。自我の精神は、誰かが何かを行っ

ていることや、重要に見える手掛かりに執着します。気にしないでください！　それは、ひとつ

の幻影、ひとつの立体映像です。わたしは、皆さんが報道の精査を置き去りにすることを、勧め

ます。今継続しているものを認識する人々は、それについて話すことはできません。皆さんは、

皆さんが聞くことを望むものを、発表の前に誰からも耳にすることはないでしょう。今皆さんが

取り組むべき他の物事があります。これは既に行われたという事実を、受け入れてください。そ

の代わりに、皆さんがまだ確認することができないものを信頼する信念を持ってください。皆さ

んの意図を確信に溢れた状態に設定してください。報道に意識を集中することによって、その行

為が、皆さんを実在するものを痛ましいほど気付かない状態のままにしてしまいます。

 
地球は今、ひとつの激しい嵐の只中にいます。地球は数々の台風、竜巻、サイクロン、そして地

震で、それ自体を物質的な世界の中で明らかにしているところです。変化の風が吹き抜けてい

ます。母なる地球は、1987年に、調和的収束と、地球の破壊の反転に通じるひとつの明快な呼び
掛けを行いました。わたし達は今、地球が解消しなければならない破壊の上に築き上げられた経

済構造を確認します。それは、地球の次元上昇によって支えられることはありません。銀河連邦

と同時に数々の世界の銀河間同盟は、地球を安定した状態に戻すためにあらゆる水準でその支援

のために連携している搭乗員を、地球に配置しています。10月13日は、数百万のヒンドゥー教徒
達が断食して、神聖なる母を祝いながら歌と踊りで一晩中徹夜をしてきた9つの夜が、終りを告げ
ます。オバマ大統領は、神聖なる母を祝っているひとつの結果として、この週に地球規模の経済

崩壊をもたらす可能性があったことに気付いていない訳ではありません。地球の河川、山々、

海洋、海、種子、土壌、草地、樹木、そしてそこで生きる生物達を破壊するために考案された経

済基盤からわたし達が卒業する時、わたし達はガイアを、母なる地球を、褒め称えます。この地

球規模の経済崩壊は、ナヴラトリの祭りと10月18日の満月の月食（日本時間19日午前8時37分）の
間に挟まれます。わたし達はあらゆる物事を置き去りにするため、真の愛は、それがそう呼ばれ

るように、今回の血染めの月を通して表現されます。何故なら、それは自由の身になることが必

要になるからです。わたし達は、地球に支障となるあらゆる物事が、それが繁栄するかもしれな

いひとつの新しい領域に向けて移行することを許します。諦めてください。その幻影を忘れてく

ださい。この牡羊座の月食は炎のエネルギーをもたらして、必要な数々の癒しを清めます。わた

し達が今回の蝕に入る時、内部と外部のすべての物事が癒されることを、意図してください。も



しも皆さんが今日ひとつの癒しを必要とするなら、それが行われることを意図してください。地

球上のすべての不均衡は、今回の天秤座の満月（太陽が天秤座、月が牡羊座）で癒されます。牡

羊座の炎は、今回の月食を、すべてを安定させ癒すことができる最も強力なひとつのエネルギー

にします。

 
この変化の中で容認することがとても困難な概念のひとつは、本当に数多くの人々が惑星を永遠

に離れ続けることになる、というものです。それは、およそ20億の人々になるかもしれません。
皆さんがこの知らせを耳にする時、それが自我を迂回し、皆さんが経験しこころで受け止める可

能性があるどのような怖れも迂回すること、許してください。地球の市民達は、既に自分自身が

支援する力が及ばない魂達を無視することを、許しています。地球上の190を超える国々から、現
在60ヶ国の中で戦争が仕掛けられています。毎年、約150万の人々が、飢えで亡くなります。世界
中の約100万の人々が、住む家がありません。ほぼ100万の人々が、異なる種類の強制労働のため
に毎日国境を超えて人身売買されていて、その半分は子供達です。20億の魂達がその地球上の人
生から離れて、わたし達の多次元的な世界の中の別の数々の領域に向かう潜在的な可能性を持ち

ます。その領域は、現時点で彼らの魂の成長にさらに良く役立つことになるでしょう。マハブハ

ラタと呼ばれるインドのヴェーダ語の経典の中で、こうした者達は歩く屍と呼ばれました。彼

らは、地球上で苦悩を強調するために彼らの人生を生きました。そうすることによって、彼らは

あらゆる魂が次元上昇に結集する支援をしました。彼らは、この大いなる苦悩の役割を引き受け

ることによって、既に彼らのカルマを一掃しています。彼らはその転生の前に、地球が次元上昇

する時に、彼らがひとつの新しい場所の中で新しい任務を持つようになることを同意しました。

 
まさに次の瞬間の中で地球の市民達がすべての戦争を終え、すべての核兵器を破壊して銀河の存

在達の地球への帰還を歓迎する時、次に地球上のすべての人々のために、ひとつの新しい経済体

制を備えた神聖なる政府が、すぐに所定の場所に滑り込みます。わたし達はその時何を期待する

ことができるでしょうか？

 
フリー・エネルギー、自己複製装置、そして治療機器です。こうした物事は、最優先事項になる

でしょう。住居を持たない人々のための住居、清潔な水と通信技術。数々の光の都市へ向かって

飛ぶ、往復航空機です。皆さんの家全体に無料で電力を供給する、ひとつの靴用の箱の大きさの

小さな箱が存在しているでしょう。こうしたものが製造され、利用できるようになり、そしてあ

らゆる人に無料で支給されることになるでしょう。フリー・エネルギーを選択することは、強制

的なものにはならないでしょう。古い数々の装置や異なるエネルギーの形のすべてが、支援され

ることになるでしょう。皆さんが現在所有するどのような装置も、その小さな箱と連携すること

になるでしょう。皆さんは瞬時に無料の熱、電気、熱湯、電話、テレビ放送、そしてインターネ

ットを手にすることになるでしょう。すべての人々に対して無料です。自己複製装置が無料で支

給されることになるでしょう。こうした装置が、健康的な食べ物を複製できるようになるでし

ょう。瞬時に、食べ物が無料になります。皆さんは、任意の食べ物または皆さんが望む料理を複



製することが許されます。わたし達の科学技術が、地球上のあらゆる水域の中の汚染を綺麗にす

ることができるようになるでしょう。水のない場所に水の供給が準備されることになるでしょう

。わたし達は、その動力、数々の宇宙船、そして必需品やこうした使命を瞬時に実行するために

既に定位置についている人々を、掌握しています。地球上のあらゆる人は、たとえどの場所にい

ようとも、あるいはその意思疎通の方法がどのようなものであろうとも、世界中で平等にすべて

の更新を受け取ることになるでしょう。一部の国々は、つい最近まで、インターネットを経験し

たことがありませんでした。そしてこれは、切り替えの準備をするために意図的にもたらされま

した。瞬時の分配のために、往復の航空機が利用できます。こうした物事は数々の光の都市の中

の集会に参加するために用いられることになるでしょう。またそうした物事は、地球を離れて多

様な場所を訪問するために利用されることになるでしょう。さらに多くの情報が続きます。こう

した些細な物事が解決される時、わたし達は実在の世界に進むことができます。

 
意識に同調した愛と真実が、地球上のあらゆる細胞に浸透することになるでしょう。神の恵みが

明らかにされます。皆さんが以前に認識したあらゆる物事を既に明け渡した状態になっていれば

、わたしは皆さんに実在の世界を提供します。わたしは、皆さんがそのあらゆる人生の瞬間に、

子供のような驚きで祝うことを奨めます。皆さんの往復航空機に搭乗してください。GPSに皆さん
の目的地を入力してください。わたしは、皆さんが地球の大気の内部で浮かんでいるわたし達の

宇宙船で、わたし達を訪問することを勧めます。こうした宇宙ステーションは、最初からずっと

ここに存在してきました。この現在の時代の中で、それは皆さんが明らかにされませんでした。

銀河の搭乗員は、ひとつの列車の駅のように、こうしたステーションを移動します。搭乗員は、

別の搭乗員達と結び付きを持つために、そのステーションに入ります。皆さんはここで、滞在

場所、会合場所、休暇用の施設、そして銀河連邦のための管理に気付きます。皆さんはその搭乗

員の一部です。皆さんはいつでも歓迎されます。わたしは、ちょうど地球の上に浮かんでいる数

々の光の都市の中で、皆さんがわたし達を訪問することを勧めます。皆さんはここで、皆さんの

助言者達、心理的な癒し、そして数々の健康問題に気付くことになるでしょう。皆さんは、新し

い科学技術のための訓練を受けているでしょう。皆さんは、世界中の同じような考えを持つ人々

と既に結び付いているでしょう。皆さんは、皆さんが今把握することができない数々の水準で、

休暇と寛ぎを入手できるようになるでしょう。皆さんは、数多くの異なる媒体を通して、光と音

の数々の周波数と再び結び付くことになるでしょう。地球の市民達は、自分達の次の使命を熟慮

し始めるでしょう。数々の癒しが完了されるまで、皆さんはその使命を把握することはできま

せん。

 
再統合です。地球上のあらゆる個人は、数々の変化の意味を理解する支援をする、2人または3人
の助言者を迎え入れることになるでしょう。それぞれの個人の助言者達は、その個人が以前に認

識していた誰かになるでしょう。一部の人々は、既に自分達の双子の光彩と瞬時に再会する準備

が整っています。他の人々は、既に亡くなって回復して、次元上昇をして助言者として活動する

再会のために復帰している、家族または友人達と出会っているでしょう。皆さんの双子の光彩ま



たは他の助言者達との出会いについて、不安を持つ必要はありません。あらゆる物事は、あらゆ

る水準で皆さんが心地良くなるために考案されます。皆さんは、それが展開するにつれて、理解

することになるでしょう。地球上のあらゆる個人のために、2人または3人の助言者達が現れるこ
とになるでしょう。銀河間の世界の同盟から数十億の銀河の存在達が待機していて、彼らはこの

瞬間のために非常に長い間準備を整えてきました。変化に向けて移行するために今後必要になる

すべての支援が、地球上のここで存続を続けています。

 
一部の地球の市民達は、癒す最良の方法は自分達の故郷への訪問だ、と感じることになるでし

ょう。こうした地球を離れた休暇が、認められることになるでしょう。皆さんは、金星、木星、

土星、冥王星、海王星、セレス、ヴェスタ、火星、月、アルファ・ケンタウリ、シリウス、プレ

アデス、アルクトゥルス、アンドロメダ、そして他のかなり数多くの場所で、歓迎されることに

なるでしょう。こうした場所は、それぞれが非常に異なり、その特殊性で認識されています。人

々が行くことを望んでいるのは、訪れるだけの数多くの理由があります。短期の訪問の後、皆さ

んは、神聖なる政府の確立と新しい地球の開始に関与する皆さんの地球上の任務に戻ることにな

るでしょう。数々の光の都市の中で、数々のホロデッキ装置が利用できるようになるでしょう。

そのホロデッキ装置は、ひとりの個人が入るひとつの空間であり、仮想的に何かになるために一

台のコンピューターによってプログラムされています。皆さんは、海岸、山岳、ひとつの氷山、

ひとつの砂漠を訪問するかもしれません。数々の立体映像が任意の仮想の経験でプログラム化さ

れることが許されます。そこでは個人が数時間の間、故郷まで旅することなく、故郷を訪れる事

が許されます。休暇と寛ぎのために取られた沢山の時間を持つことになるでしょう。これは、そ

れを要請する誰でも利用できるようになるでしょう。こうした癒しや助言活動に加えて、皆さん

の新しい任務のための会合が計画されているでしょう。皆さんは、新しい地球を築く際の皆さん

の天稟と才能を共有する任務に召集されているでしょう。それは、より楽しくなることを目的に

しています。わたし達がすべて一緒に楽しむことになる他の一部の活動は、地球上と惑星を離れ

た文化的な交換です。またわたし達は、人間の姿の存在達や魔法のような種族の両方で、数多く

の新しい種を地球に迎え入れているでしょう。既に数千年前に絶滅した動物達が、適正な状況の

中で地球に再導入されることになるでしょう。

 
地球の巨大な教師達が、この地球の次元上昇の使命で支援するために、戻り続けることになる

でしょう。悠久の昔に地球を離れた一部の存在達が、指導と奉仕のために、既に呼び戻されてい

ます。彼らが姿を見せる時、彼らは彼らの文化と地球の時代の服装を身に着けているでしょう。

彼らは、その時彼らが身に着けていたような姿に見えることになるでしょう。こうした姿は、巨

大な教師達の化身の姿であり、彼らは同じ時に一緒に、地球上で暮らしているでしょう。地球に

対するすべての変化を達成するために、こうしたすべての巨大な存在達を選択することになる

でしょう。彼らは、戻って地球上で自分達の奉仕を行うことに、興奮を覚えます。皆さんは、表

現されるローマ、ギリシャ、エジプト、ヒンドゥー、極東、ビュペルボレオス、パンゲア、ケ

ルト、近東の古代の神々を確認し続けているでしょう。そのすべては、ここで至高の教えを新し



い経済体制と神聖なる政府に統合する、高位の霊的指導者達になるでしょう。学ぶべき沢山の物

事が存在しているでしょう。こうした存在達と連携することは、ひとつの大いなる名誉です。

 
内部地球の居住者達は、表層の地球の市民達に参加して、内部地球の彼らの都市に地球の表層

の人々を招くことになるでしょう。内部地球の故郷に通じる数々の道筋があります。数々の案内

役が、皆さんをそこにある彼らの都市に連れて行き、文化的な交換のために皆さんを接待するこ

とになるでしょう。内部と外部の地球はその任務の中でひとつになり、今までいつもそうなるよ

うに意図されてきたように、ふたつの世界の間で自由に移動することになるでしょう。これは、

アトランティスを癒す非常に重要なひとつの側面でした。内部地球の居住者達は、もう一度表層

で歓迎されるという見通しに、大喜びの状態です。彼らは戦争が存在する限り、表層に移動する

ことはできませんでした。少数の者達は移動を経験しましたが、しかし留まることはなく、彼ら

はいつも内部に戻り、彼らの地球の片割れとの再統合を忍耐強く待ち続けてきました。

 
数多くの人々が、自分達の個人的な次元上昇が最後まで実行されることになる姿に驚いています

。これは、それぞれの個人のための、ひとつの極めて個人的なひとつの答えです。今地球上で生

きている一部の人々は、その地球の人生の中だけで存在する人々です。他の人々は、地球上で3回
から5回の生涯を経験しています。他の人々は、何千回も地球上に転生してきました。同じように
、数多くの水準の理解があります。それぞれの個人は、2人または3人の助言者を持つことを期待
することができます。それぞれの助言者は、共有するための自分自身の専門知識を持ちます。こ

うした助言者達は、惑星外の旅行の調整、ホルデッキ装置の訓練の集会、休暇と寛ぎ、必要に応

じた光と癒しの都市への訪問を担当することになるでしょう。誰ひとりとして、自分自身でこう

した予約を取ることはないでしょ。こうした助言者達は皆さんを認識し、皆さんも彼らを認識し

ています。皆さんの次元上昇の道筋は、皆さんのために緻密に計画されたものです。皆さんが今

後経験することになる最初の物事のひとつは、ひとつの完全な魂の回顧です。そこから、自己複

製装置の使い方または皆さんの往復用航空機の飛行の仕方というような皆さんに必要な訓練が、

計画されることになるでしょう。皆さんの使命のために、皆さんは皆さんに提示される皆さん

の数々の欲求に基づいた幾つかの示唆を手にすることになり、そのため皆さんは、次の仕事に移

動するためにおそらく必要になる訓練を明らかにされることになるでしょう。この期間は、子供

達がひとつの見習い仕事または大学を選択する時と似たものになるでしょう。一部の人々は、自

分達が望むものを瞬時に認識し、他に何も望まないようになるでしょう。他の人々は、解明する

ための魂の探求が必要になるでしょう。この過程が助言者達と経験される時、皆さんはその次元

上昇の道筋に取り組むことになるでしょう。それぞれの個人が、自分自身の個人的な次元上昇の

ために必要なすべての内面の努力を行うことを、要求されることになるでしょう。近道はなく、

何も保証されません。それぞれの個人は、必要なすべての支援を自由に与えられることになる

でしょう。そして彼らが自分達の任務を行い、もはや反応を示さないように努力して自我の解消

に取り組む時、その結果彼らの道筋は、滑らかで真っ直ぐなものになるでしょう。また皆さんの

助言者達は、多少の例を挙げると空中浮遊、念力移動、時間の屈曲、瞬時の現象化といった皆さ



んの才能を持ち込む仕事をあてがわれます。直近の能力が習得された時に、それぞれの新しい能

力が教えられることになるでしょう。それは、自転車に乗り、次に車を運転し、次に飛行機を飛

ばすことを学ぶようなものです。皆さんはそのすべてを学ぶことができ、そして皆さんは一度に

そのすべてを学ぶことはないでしょう。

 
地球の次元上昇は、定位置に移ることになるでしょう。どのような種類の大混乱も起ることはな

いでしょう。これは、ひとつの魂も怖れを経験しないように、そのように考案されます。今、わ

たし達は今回の満月の月食のエネルギーに入る準備をしている時、皆さんは大規模な変化を確認

する運命にあります。その最後の瞬間まで、こうしたエネルギーを弄び、皆さんに対してそれを

解釈しようとし続ける者達が存在しているでしょう。こうした情報操作担当者は無視してくだ

さい。皆さんの身体とエネルギーに配慮してください。皆さんは、皆さんが携えなければならな

いあらゆる物事を与えられ続けていることため、安心してください。今後地球規模の経済崩壊と

伴に、一部の不愉快な物事が起ることを理解してください。この現象化の領域は絶え間ない流入

状態に在ることを、忘れないでください。皆さんは、すべての変化を頼りにすることができます

。その光を維持してください。皆さんは、ひとつの巨大な光の導管です。皆さんは、統一意識

に戻っているところです。皆さんの意図を、そこに設定してください。実在の世界の中でいつも

そうなるように、否定することができない、不朽の真実が残ります。皆さんの移行は起ることに

なるでしょう。埠頭で幻影から降りて、完全な自由に向かう海まで皆さんを連れて行くために待

機しているその宇宙船に搭乗してください。感謝は、愛の5分の4です。わたし達が今週もたらさ
れることになる数々の変化を巧みに通り抜ける時、感謝と愛に留まってください。それが正しい

時機になる時、その命令は最高司令官サナンダから現れることになるでしょう。そして皆さんは

、銀河存在の完全開示とネサラ法の制定の公表のために舞台の上で、サナンダと出会うことにな

るでしょう。内面へ目を向け続けて、皆さんを自由から切り離された状態に維持するどのような

情緒、反応、または思考も手放してください。わたしに助言を求めてください。皆さんは決して

ひとりではありません！敬礼！

 
わたしは主アシュタル、エリザベス・トラットウィン経由、2013年10月13日。
This is Lord Ashtar through Elizabeth Trutwin, October 13, 2013
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地球外生命体達は、既に非常に長い間地球に存在している
Extraterrestrials Have Been Visiting Earth A Very Long Time
A Message from Ashtar, May 28, 2014
 
エリザベス・トラットウィン経由

Through Elizabeth Trutwin
 
 
こんにちは！ わたしはエリザベス・トラットウィン経由のアシュタル。わたしは今日皆さんに、
皆さんが利用できるひとつの活性化から伝え始めたいと思います。それは今後、皆さんの星

のDNA、結晶構造の手段を活性化して、根源のエネルギーを皆さんのこころと結び付けて、皆さ
んの手段を通して、皆さん個人と惑星の使命の中で踏む次の段階として皆さんのこころに取り込

んでいるそのパケットの指示で、愛を表現する皆さんの能力を高めるために、役立つことになる

でしょう。

 
 
根源の活性化：

Source Activation:
 
人類、生物達との調和、そしてその苦闘と数々の問題と、その結果、その場所、その時点、そし

てその要求が高まる時に役立とうとするこころからの意欲との調和の中で、皆さんを一体性に統

合するものは、何もありません。これは、細心の配慮を通して達成されます。皆さんの瞑想の

前に、毎日この根源の活性化を読んでください。そして皆さんにその日の方法を明らかにするよ

うに、皆さんの指導霊達に求めてください。

 
細心の配慮

細心の配慮は情緒の操作

細心の配慮は思考の冷静さと透明性

細心の配慮は情緒の嵐を克服する中に在る

その情緒に浸ることよりもむしろ、その情緒を鎮めることによって...
それは一掃されていない

不完全な精神の条件付けの創造である幻想と情緒の歪みによって

細心の配慮は自覚して意識した状態になること

細心の配慮はその瞬間の状況への集中力

細心の配慮は、無限に向けた個人のすべての考え、言葉、行動の関与



 
地球外生命体達は、非常に長い間、地球を訪問してきました。これは大幅に誤解されています。

人間の状況は、まるで牽引光線に引き寄せられているように、ただ次第に未処理の条件付けに陥

ることに気付くために役立っているだけです。これが意味することは、皆さんのハードディスク

へ新たな真実のほんの小さな部分を統合することであり、その一方で、遥かに大きな真実を見失

っている状況です。人間達はますますこの過程を通過して、そのすべての間、自分自身を根源と

の完全な結び付きから締め出しています。これは、怖れから生じます。それは、根源を認識して

、今後その認識が離れて戻ってこなくなることに対する怖れです。

 
その真実の禁止措置は、怖れの中のあらゆる物事を土台にしています。UFOという言葉に目を向
けてください。未確認飛行物体。ひとりの個人が地球外生命体に関する何らかの新しい情報に出

会う度に、我々はこうした空中の乗り物が何かということを知らない、我々は彼らが何の目的を

持ち、誰が彼らを命令しているかを認識していない、と、人々は繰り返し条件付けられます。

 
地球は、天の川銀河の内部のひとつの銀河の市民権の範囲にある、ひとつの空洞の惑星です。す

べての惑星は、その太陽ソルを含めて空洞になっています。太陽はひとつの空洞の天体であり、

木星は、既にさらにひとつの太陽のようになっています。火星は、数々の超高層建築物と、その

惑星の内側の内部に浮かんでいる空中庭園を持った、ひとつの完全な文明を持ちます。地球の内

部には、青く光を放つひとつの太陽があります。北極光、オーロラは、内部の太陽の光の反映

です。皆さんは、太陽がコロナを発している時に、UFO達が飛行しながら太陽の表層の両極から
その内側の文明へと出入りしている様子を確認することができます。地球よりも大きな数々の母

船が、このようにして太陽を出入りします。既にNASAは、木星、水星、土星、そして海王星で、
内部の太陽を想像しています。真実の禁止措置の要件が、今まで人類を幼稚な概念のままにして

きました。ヘリオスの太陽系はただ8または9の惑星を持つだけだという刷り込み、条件付けは、
許されないことです。これは、地球が知的な生命を持つ唯一の惑星だと言っているようなもの

です。大規模な飢饉、世界的な戦争、そしてひとつの兵器として核エネルギーを持つひとつの惑

星は、唯一の知的な生命でしょうか？ わたしはそうではないことを希望します。それにもかかわ
らず、非常に理性的な人々は、そのUFOの物語の陰謀の部分を見過ごすことなく、真の現実性と
して存在するものを理解することになるでしょう。

 
地球外生命体達は、ゼロ・ポイントの大気の内部を磁気の光の速度で移動します。人類の内部の

一部分つまりひとつの派閥は、数十年の間その科学技術を手中にしてきました。合衆国政府、そ

の大統領、合衆国の軍部、合衆国の諜報機関や民間の契約者達と同時に数多くの国々のその対応

組織は、この知識を持っています。彼らのすべては強欲に動機付けられて、決して国民に伝えま

せん、彼らは、サナンダ、司令官アシュタルが誰で、銀河連邦の何兆という宇宙船が何かを充分

良く認識しています。彼らは、生命を維持することができるかもしれない新しい数々惑星の発見

についての意見、国際宇宙ステーションに新鮮な果実を届けてそのためその宇宙飛行士達はくる



病に罹ることがなくなることについての意見、そして火星の表層上のさらに別の水溜りを探して

いるということについての意見で、日常的な人間を条件付けます。実際にこの一派は、国際宇宙

ステーションに属するひとつの船団を持ち、それもまた磁気の光の速度で移動し、深い宇宙空間

に行き、セレスやヴェスタのような惑星に着陸し、探索して、数多くの人々を支配することを望

むこうした少数の者達に、数々の観測機器を返却します。

 
地球はひとつの電磁的な結晶構造のエネルギーのグリッドを持ち、そのグリッドは新しい時系列

に向けて地球を維持し、ヘリオスの太陽系の中の他のすべての惑星に関連する軌道を維持します

。このエネルギーのグリッドは、地球の数々のスターゲイト、ピラミッド、ジッグラト、ゼロ・

ポイントのモジュール、オベリスク、そして洞窟の奥深くや巨大ピラミッドの下に埋められた巨

大な結晶質と結び付く過程の中にいます。人間の姿をして地上で生きる一握りの高度な存在達が

いて、彼らは、必要に応じて惑星上へ移動し、また惑星から離れながら、銀河連邦のために働き

ます。こうした銀河の人間達もまた、地球の内側に移動して、そこで暮らす居住者達を訪問し

ます。こうした居住者達は、レムリア、アトランティス、ビュペルボレオスの祖先達であり、遠

い昔に地球の内側に来て、永住しました。その存在達は、祭りの日に地球の内側に行き、母なる

地球の健康を支援するために考案された数々の聖なる儀式に参加します。こうした存在達は、ひ

とつの核戦争が地球のすべての居住者達にどれほど影響を与えることになるかについて、非常に

関心を寄せます。彼らは地球の表層の銀河の人間達に参加して、地球を安全に維持する上で協力

し合います。銀河連邦の構成員たちは地球の内側に住み、他の存在達は、頻繁に地球の内側を訪

れます。

 
チベットのラサの中に、地球の内側への入り口があります。ダライ・ラマがこの聖堂とそこにあ

る家から移動させられたのは、連中がそこにあるポータルを守るという彼のその使命を妨げよう

としたからです。仏教徒のラマ僧達は、定期的に地球の内部への旅を続けます。彼らは、表層の

居住者達と地球の内部の住民達との間の開かれた連絡と情報交換を維持することを目的として、

地球の内側の数々の評議会で協議をする役割に任命されます。地球の内側の人々は今まで、彼ら

の文明への接触を制限するというひとつの厳格な方針を維持してきました。これが、チベットで

の集団虐殺の理由です。ダライ・ラマは、いつも代替手段による移動を続けてきました。そして

彼らは、今までダライ・ラマが自由自在に移動することを防ぐことに成功していません。ダライ

・ラマは、銀河連邦が率いる覆い隠された宇宙船の中にいて気付かれることなく、一年に数回ラ

サに行きます。宇宙連邦の数々の宇宙船は、その最高命令に違反することなく、数多くの異なる

方法で支援します。マザー・セクメトはかつて、今後は核戦争または集団的な心理的攻撃の場合

を除いて、誰も地上の壮大な実験に干渉することはない、と伝えました。ラサが仏教徒の僧達か

ら強制的に奪われた時、その状況が、彼らがその地球の内側での役割を続けるために必要な超自

然的な支援のすべてを受け取ることを可能にしました。母なる地球は、こうした関係が続くこと

を必要とします。仏教徒の数多くの寺院は数々の洞窟の内側に建てられて、その内部にある地球

の内側への入り口を守っている巨大な仏像を持ちます。



 
最近地上で、一部の否定的な地球外生命体が、ナチ、ロシア、そして合衆国政府の支援を受けて

、そこに侵入した期間がありました。こうした組織の政府は、グレイと呼ばれる地球外生命体の

否定的な一派と数々の条約と合意を結びました。そのグレイ達は、数百万の地球の市民達を誘拐

して、生物学的な実験のために人々をその宇宙船に連れて行きました。また彼らは、彼ら自身の

利用のために、家畜を切断して、数々のDNAの標本を持ち去りました。その遺伝の実験は、彼ら
が悪臭を漂わせたその大惨事の単なる一部に過ぎません。また彼らは、数々の山や地球内部の坑

道の内側に数々の実験場を建設しました。彼らはそこで、闇の秘密結社の科学者達と彼らの科学

的知識を共有し、人間や動物達に対する数々の共同実験を行いました。彼らが求める彼らの科

学は、自然に対するひとつの醜態であり、最高命令に対する違反でした。数々の種の間でDNAを
混ぜ合わせることは、普遍的な法則に対する違反です。彼らは、その人類に対する数々の罪に対

する責任を取ることになるでしょう。こういった行為は、2010年に終りました。こうした数々の
集団がもう一度地球の数々のスターゲイトに接近しようとし続けてきたため、地球の周りで数々

の戦闘が行われました。これもまた、完了しているところです。毎日数兆の宇宙船が、銀河連邦

と伴に地球へ移動し、そして地球から移動します。数々の母船、偵察船、送迎船、雲型の宇宙船

、ウイングメーカーの宇宙船、そして他の数多くの宇宙船のすべてが、地球を保護するための具

体的な役割と義務を持ちます。彼らは偵察、生態系への懸念、伝達、癒しの科学技術、そして他

の数多くの物事で支援します。

 
地球規模の温暖化と両極の氷冠の溶解について、沢山の議論が行われます。その問題の真実は、

極地の氷冠は、3,000マイル（4,828km）の規模のウイングメーカーの宇宙船によって、ゆっくりと
温められている、ということです。それぞれの極の上空の3隻と、赤道の上空にも3隻のウイン
グメーカーの宇宙船が存在します。彼らの専門分野は、生態系への懸念に取り組むことです。こ

うした宇宙船は、進んだ科学技術を適切に機能させて、解き放たれたガスや海洋の水へと融けて

いる氷の否定的なすべての影響を軽減します。彼らは、わたしの指揮下にいて、両極からすべて

の氷を取り除くために彼らの科学技術を使うように命じられています。最初その氷冠は、地球の

両端を通行不能にするために所定の位置に設置されました。これが、わたし達が日常的に両極を

出入りして行き来する宇宙船を隠す方法です。誰ひとりとして、そこにいてそれが起ることを確

認することはありません。今、地球はゼロ・ポイントに戻っているところであり、今後わたし

達は、訪れることを望むすべての人々のための空の交通の自由な流れに役立つ、地球の内側へ

の数々の通路を開くことになるでしょう。最終的に、地球は100％華氏70度（摂氏21度）周辺の温
帯になるでしょう。報道媒体の中で地球温暖化についての真実を伝えている記事は、ひとつもあ

りません。これが、真実の禁止措置についてのひとつの巨大な部分です。

 
日付もなく、核もなく、偶然もなく。わたしがそう伝えるのを、皆さんは今まで何度聞いてきた

ことでしょうか？ これは、地球の内側の居住者達が経験した最も大きな怖れになるかもしれま
せん。10,000年前のテトラ・ユガの終りの時に、表層の地球の偉大なる存在達は、退いて休息のた



めに地球の内側に戻りました。仏教徒達は今までこの知識を持ち続けていて、啓発された存在達

は地球の内側のシャンバラに招かれることを認識しています。地球の内側は涅槃（ニルヴァーナ

）です。これは、人がひとりの高位の霊的指導者になる時に伝えられる、特権です。充分な知識

を持たない人々は招かれません。自分勝手な闇の秘密結社の工作員達は、今後人々は母船に搭乗

して地球の内側を訪れることを語っている物語を伝えてきました。その真実から懸け離れたもの

は何もありません。次元上昇の後、個人はこの進んだ文明を訪れる権利を獲得しますが、それ以

前ではありません。ヒンドゥー教の叙事詩ラーマーヤナの中で、ラマの妻のシタは、“地球に飲み
込まれる者”として描写されています。挿絵は、土壌の下に降りて、“母なる「大地」まで戻って
きた”シタを描いています。これは、シタが地球の内側、仏教徒の涅槃に戻った姿を描写してい
ます。彼女は、その時代の終りの時点で生きるために、そこに行きました。

 
ヒンドゥーの叙事詩マハーバーラタの中で描写されているオリオンでの大戦争の間、マルデクで

ひとつの核爆発が起り、それが、存在するために利用された火星と木星の間のその惑星をほとん

ど岩のない状態にしました。一部の岩は、それほど小さなものではありません。そういった岩が

、セレスやヴェスタのような小さな惑星を形成しました。この核爆発はこれほど強力だったため

、その爆発は火星の表層を吹き飛ばしました。これは、地球が大洪水を経験した時です。火星の

水は、地球の大気に引き寄せられて、わたし達の海洋に着水しました。マルデクの核爆発の前、

地球の表層は66％が水でしたが、地球の時間で1年続いた大洪水の後、表層は75％が水で覆われま
した。

 
これが起った同じ時に、また地上の闇の秘密結社の一部が戦争をしていました。彼らは地球の内

側にひとつの核兵器を送り、それを地球の内側の太陽に向けました。母なる地球がこれに反応

して、大西洋の中のバミューダとカナリア諸島の間に位置する巨大な結晶質へ向けて、その強烈

なエネルギーを送りました。地球がこれを行ったのは、地球はひとつの知覚を備えた存在である

ため、完全な破壊から地球自身を保護するためでした。これが、巨大な結晶質が3つの断片に割れ
るという結果をもたらしました。そしてその結晶質は、今も依然としてその海床の上に存在し

ます。銀河連邦の宇宙船は、地球がひとつの穏やかな惑星になるまで、地上に着陸してわたし達

の科学技術をもたらすことができません。ネサラ法は、まさにこれを行うための数々の条項を保

有します。地球は今後ゼロ・ポイントに戻ることになり、その振動の内部では数々の兵器は機能

することができません。地球は、ゼロ・ポイントの科学技術の伝達網が100％の機能に達するとす
ぐに、一瞬にして穏やかな惑星になるでしょう。核科学者のMTケシュは、わたしの命令の下で、
この地上の役割を担っています。

 
地球が創り出されて以降、惑星外（地球外）からの存在達は地球を訪れてきました。現在、地上

には完全に機能している銀河連邦の地球外生命体の数々の基地があります。地球外生命体は、海

の下、湖の中、山のポータルの中で暮らし、海洋の中のワームホールを通して、そして両極を通

して、地球の内側に移動します。‘わたし達対彼ら’という考え方を持つ闇の秘密結社の条件付けは



、真実の禁止措置というその手口です。

 
今は、銀河の市民として団結して、皆さんの力の範囲であらゆる物事を行って、地球にこうした

変化をもたらす時です。皆さんが行うことができる最も重要なことは、主流の報道媒体がこの論

点を報道するように、圧力を掛けることです。その皆さんの行為は、意識を高めてその真実を広

げる最も巨大な支援になります。また大統領、政府、そして軍部の目撃者達は、議会という手段

を通して、その真実をもたらす必要があります。これが、完全な銀河の開示を促進することにな

るでしょう。これが重要です。それを皆さんの使命にしてください！それでは。

 
わたしはアシュタル、エリザベス・トラットウィン経由、2014年5月28日
This is Ashtar through Elizabeth Trutwin, May 28, 2014
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司令官アシュタルが、“370便は墜落していない”、と宣言する

司令官アシュタルが、“370便は墜落していない”、と宣言する
Commander Ashtar declares
“Flight 370 did not crash”
 
キャスリン・E・メイ経由
Kathryn. E. May.
 
 
TRANSCRIPT of INTERVIEW
Wednesday, March 12, 2014 Channel Panel blogtalk radio show, channeling with
Commander Ashtar and Saint Germain: through Dr. K. E. May.
 
This document can be copied/pasted on to black/white Word document
 
司令官アシュタルが話す前に：

Before Commander Ashtar speaks:
 
Kathryn: (Referring to Ashtar’s earlier letter BREAKING NEWS!  SIRIUS "UFO" BRINGS WORLD
PEACE!  The message is posted on www.woneedslight.org.)
 
“その航空機は片側と反対側に揺れて、再び戻る。そしてその間、ラダーの上に2機の“飛行機”の姿
があり、それはそのスクリーンに突然現れる。一機は突然速度を他の航空機の4、5倍に上げて、
次に突然停止する。言うまでもなく、それはひとつの航空機ではない。報道媒体の中で、誰もこ

れについて語らない。その“飛行機”はレーダーから消え去り、次にその航空機は数秒後に消える。
我々はそれをフェイスブックの頁、次元上昇の旅の癒しに投稿した。“
 
キャスリンはしばらく時間をとって、司令官アシュタルを呼び出す... ‘彼に言いたいことをいわせ
ましょう... 彼は熱心に伝えたがっている’...
 
アン・デハートが、司令官アシュタルを紹介する

司令官アシュタルは、光の銀河連邦の最高司令官です。宇宙船の艦隊は数百万に上ります。彼ら

はわたし達の上空にいて、わたし達の惑星を保護し、世界に平和をもたらす上で援助するために

役立っています。

 
 



こんにちは、司令官アシュタル

 
司令官アシュタル：こんにちは... これは、わたし達が成し遂げたひとつの見事な戦略です。そし
てわたしはまず、370便の搭乗者達は確実に喜んで幸せに時間を過ごしていることを、あらゆる皆
さんに認識させることを望んでいます。その通り、わたしは皆さんに、彼らがいる場所を伝える

つもりです。わたしは、一部の皆さんが推測していたと確信しています。彼らは、実際に空洞地

球の中にいます。

 
 
“証拠が存在しない理由は、飛行機の墜落はなかったから”
“There is no evidence because there was no plane crash.”
 
彼らが戻る時、彼らは伝えるべき相当なひとつの話を持つことになるでしょう。彼らはテレビの

会見者達のインタビューを受けることになるでしょう。そして、世界中の放送局が、彼らがいた

場所、それが起った様子を解明することを望むことになるでしょう。今惑星上のあらゆる紛争地

帯の上空に静止する仕事を割り当てられている葉巻型の‘UFO’は、充分ではなかった場合に備えて
、その人々が空洞地球から戻る時には、すべてがその姿を現すことになるでしょう。搭乗者達は

、わたし達の銀河の計画についてすべてを認識しています。そして彼らはほとんど恍惚状態にな

りました。彼らは、どうか自分達をいわゆる人質として使って影響力を創り出して、すべての政

府が地球上に平和をもたらすことをわたし達が要求し、また政府がすべての兵器を引き渡して、

世界中のあらゆる国の中でネサラ法の制定に同意するようにわたし達が要求することを、わたし

達に求めました。

 
これは交渉を必要とする可能性があり、そして言うまでもなく、わたし達は数日の間待つことが

必要です。その一方で、12または14の異なる国々からの数千の人々、数々の航空機、船舶、ヘリ
コプターが、一部の証拠、一部の墜落の形跡を発見するための探査をしながら、海洋を捜し回っ

ています。しかし言うまでもなく、彼らはどのような物事も見付け出すことはないでしょう。証

拠がない理由は、飛行機の墜落は無かったからです。

 
飛行機墜落事故はありませんでした。わたし達は、わたし達が以前に行ったようにその航空機を

すくい上げて、それを空洞地球に連れて行きました。そして今、すべての人々が安全で健康です

。今、その家族達が苦悩していることは残念であり、わたし達は、わたし達がその状態に逸早く

終止符を打つことができることを望みます。もしも皆さんの誰かがアジアまたは中国の中の誰か

、その家族の誰かを知っているなら、多数の中国の搭乗者がいたため、どうかその人々に情報を

届けてください。

 
搭乗者達は、光の銀河連邦の愛に溢れる手の中で、安全で健康です。彼らはワインと食事を振る



舞われています。いうまでもなく、わたし達はワインを飲みませんが、しかしわたし達は、より

良い代替品を持っています。彼らは充分に配慮され、その人生の時間を過ごしています。充分な

興奮以上の物事があり、そしてわたしは皆さんに別のちょっとした情報を与えたいと思います。

 
彼らの多くが、自分の携帯電話を持ち合わせています。わたし達はその通信網を利用することが

でき、そのため、最終的に、彼らはその愛する人々にメッセージを送ることができるようになる

でしょう。まずわたし達は、自分達が幾つかの証拠に気付くようになることを確信するこうした

捜索隊の人々がアジア大陸全体の捜索を終わるまで、待つことが必要になります。‘もしかすると
その航空機は方向を転じて戻ったのかもしれない’という数々の話があります。いうまでもなく、
そんなことはありませんでした。

 
わたし達の宇宙船は、予測しながらその海岸沖にいました。わたし達は、ご存知のように、上空

に数百万の宇宙船を持ちます。わたし達は、その飛行機が苦境に陥ったことを確認しました。深

刻な油圧故障であり、それは今まで破局的な墜落に通じたものでした。そしてわたし達が、皆さ

んが‘航空機の捕獲’と呼ぶことができるものを行った時、わたしたちはかなり慎重でした。その航
空機またはその搭乗者または搭乗員のすべての誰にも被害はありませんでした。彼らがほとんど

ひとつの衝突も感じなかった理由は、わたし達はまったく問題なくその航空機を捕獲し、運ぶこ

とができるからです。わたし達の宇宙船は、巨大です。

 
 
“搭乗者達は光の銀河連邦の愛に溢れる手の中で安全で健康であることを、どうかその家族達に知
らせてください。”
“Please let the families know, the passengers are safe and sound in the loving hands of the Galactic Federation
of Light.”
 
マレーシアを横切って飛行して、わたし達自身の位置を取るために、わたし達はレーダー上で、

飛行機の姿に変装しました。それでわたし達は、その航空機を捕獲するための充分に近い位置に

いました。そしていうまでもなく、その航空機は突然にそのレーダーから消えました。皆さんは

すべてこれを確認することができます。彼らは既にそれを確認していました。そういったレーダ

ーの画像は差し止められましたが、しかしインターネットのおかげで、すべての皆さんが今それ

を手にしています。キャスリンは既にそれを投稿し、他の数多くの人々もそれを投稿しています

。それで、数多くの人々がそれを手にしています。彼らがそれ差し止めようとする方法は、存在

しません。そしてそこに、まさに皆さんの目の前に、その証拠があります。そしてその通り、わ

たし達は‘UFO’に加えて、わたし達の宇宙船のために別の名前が必要になります。わたし達は未確
認ではなく、わたし達は完全にそうではありません。しかしわたし達は飛行する物体であり、わ

たしはおそらく皆さんが口にする話すことができると想像しますが、しかしわたし達は別の用語

を必要としています。連邦宇宙船というのはどうでしょうか？ わたし達は、もはや外部宇宙から



の存在ではありません。わたし達は皆さんの大気圏の中のまさにここにいます。言うまでもなく

、わたし達は、宇宙全体の数々の場所の出身です。

 
わたし達は今後... まあ、わたし達の計画を皆さんに伝えさせてください。わたし達は、葉巻型の
宇宙船を利用することになるでしょう。言うまでもなく、一隻以上が存在します。撮影されたウ

クライナ上空にいた宇宙船は今、またその映像があらゆる場所で投稿されています。今後はより

良い映像が現れることになるでしょう。しかし残念なことに、例えばシリア、ソマリアのように

、世界の中の数多くの紛争地域は、地上の光の活動家達あるいは映像を撮ることができる人々が

手を伸ばすことが簡単な場所ではありません。ソマリアのような場所の中にアメリカ人の記者達

はもはや存在しませんが、しかし皆さんは、ひとつの紛争が惑星上の何処かで発生する時は何時

でも、皆さんはこの宇宙船を見ている状況になることに気付くようになるでしょう。そして、人

々は、何らかの種類の戦争挑発行為をわたし達の宇宙船の出現と関連付け始めるでしょう。

 
わたし達は、これから訪れる週の中で、わたし達を明らかにする幾つかの機会を持つことになる

でしょう。そして人々は本当にすぐに、わたし達の宇宙船で何らかの紛争と何らかの軍の撤退を

関連付け始めるようになるでしょう。既にプーチンは、その軍隊を兵営に戻すことによって、応

答しています。これは、彼にとってみれば、非常に賢明な決断でした。今、もしも必要なら、わ

たし達は、少数の戦車または兵器に対するレーザー攻撃を始めることになるでしょう。言うまで

もなく、その周りに誰かがいる時には決して行うことはありませんが、しかし、数多くの場所で

、数多くの兵器が公然とそこにあります。

 
わたし達は、まさに少数の戦車を溶かすことができ、それがニュースに行き着くかどうかを確認

してください。一部の皆さんが認識しているように（インターネット上には少数の写真がありま

した）、わたし達は既に、皆さんが気付くことさえないかもしれないその種の兵器を維持し続け

ていた地下貯蔵施設を破壊してあります。わたし達は既に、数多くのそういった施設を破壊して

います。それは今、完全に機能しません。皆さんはニュース上でそれを確認しませんよね？ 彼ら
がこれを隠すことができた方法は、興味深くないでしょうか？

 
おそらく皆さんは、それが大ニュースになるだろうと考えます。もしもすべての種類のミサイル

と兵器を維持しているひとつ巨大な60万平方フットの貯蔵場所が、その他の幾つかの施設も含め
て既に除去されているとすれば、おそらく皆さんは、これは地方のニュースの注目を浴びる出来

事なのでは、と考えることにならないでしょうか？ それは、まさにひとつの閃光を創り出しま
した。さて、彼らはまたそれを何とかして隠しました。それはまさに皆さんに、報道媒体上に現

れる物事を編集している者達について、多くの物事を伝えます。さて、わたし達は、それを止め

させるつもりです。言うまでもなく、わたし達は今のところその周辺で努力をする必要があった

のではないでしょうか？

 



皆さんは、わたし達の巧妙なターナー・ラジオ・ネットワークの利用が好きでした。わたし達は

、使われていないこの古い名前に気付いていました。そしてそれは、始めるにはとても素晴らし

い方法に見えました。そして言うまでもなく、他の夜のわたしのメッセージの中で、まあ、それ

はと肘で脇腹を突くといった種類のものでしたが、彼（テッド）がわたし達と契約して、わたし

達がその情報を流す支援をするだろうと期待していました。わたし達は彼からどのような物事も

聞いていませんが、しかし皆さんは、彼の机の上には（地上での仕事を行っている人々の机から

もたらされる）このすべての情報があることを、確信することができます。わたしは、わたし達

が進むように、皆さんをすぐに満たそうと試みているところです...
 
言うまでもなく、葉巻型宇宙船と370便の間には、ひとつの大きな結び付きがあります。そしてネ
サラ法の導入は、今後惑星全体を、新しい統治方法に移行させることになるでしょう。わたし達

はかなり興奮しています。わたし達は、この機会にまさに我を忘れています！ さてわたし達は、
どのようなニューでも理解させるわたし達の能力の完全な欠如のせいで、まさにそれをわたし達

の手中に収めることが必要でした。... そしてわたし達はまだ、わたし達が約束しておいたように
、発表のためのすべての放送局を引き継ぐ準備が整っていません。それでもそれは、現れている

ところです！

 
 
光の銀河連邦はここにいて、人類と惑星地球の新しい統治法と金融改革と新たな科学技術を通し

た世界平和への移行を支援する

The Galactic Federation of Light is here to help Mankind and Planet Earth transition to World Peace through
New Governance, Financial Reform and New Technologies.
 
わたし達は、これをもう少しゆっくりと行うことを望みました。これが、その航空便の捕獲と有

名な葉巻型UFOに関する公表とその数々の能力のための理由でした（アシュタルのメッセージ、
www.whoneedslight.net/page/483751582“シリウスのUFOが世界平和をもたらす”を確認のこと）。今
、皆さんは、この話が既にその筋に手渡されていることを認識しています。そして数多くの軍部

の指導者達が、皆さんが卒中性発作と呼ぶことができるものを経験し、自分達がまさに既に片隅

へ追い込まれてしまった姿について考えています。彼らは今、何ができるでしょうか？彼らは敢

えてそれを無視するでしょうか？ さて、彼らは、しばらくの間それを行おうと試みることになる
でしょう。また彼らは、まさに消え失せてしまったひとつの定期航空便を敢えて無視するでしょ

うか？

 
そしてこうした出来事は、これほど近くで一緒に起っているのでしょうか？ 彼らが求めているひ
とつの結び付きは存在しますか？まあ、言うまでもなく、あります！ 彼らの一部は、この宇宙船
上で利用できる兵器である（キャスリンがそれをそう呼ぶように）‘完全に恐ろしいほど凄ま
じい’ターナー・ラジオ・ネットワークから、悪名高い説明を手に入れているところです。



 
言うまでもなく、わたし達は今までも今後も、決して兵器を使用して、国々を消し去って再配置

することはないでしょう！ 馬鹿げた話しであり、わたし達はそのようなことをしようとは思いま
せん。しかしそれは恐ろしいことのように響きませんか？ 特に秘密結社達に対して。何故なら、
それは正確に、彼らが行いたいと思っていることになるからです。彼らは、皆さんがそういった

科学技術を持つ時に可能になる権力と絶対的な支配を、高く評価します。それは彼らの精神が機

能する方法であり... 偏執病であり... そして... 支配についての持続する考え方です。そして彼らは
、彼らが彼らの支配で行おうとするものを支配しようとするでしょう。まあ、我々は、誰も支配

することを望みません。

 
わたし達は、わたし達の強さを提示し、わたし達は、数百万年をかけて発達させてきた科学技術

を提供します。わたし達は、皆さんの保護と皆さんの幸せのために、すべての人々の利益のた

めに、それを提供します。わたし達は、皆さんが皆さんの自由を獲得する支援をするために、そ

れを提供します。そしてわたし達は、惑星地球の住民達のために最終的にこれを行うことを、楽

しみにしています。そしてわたし達は、究極の創造主、そして何世紀もの間こうした物事につい

て指導を求めてきた銀河の数々の評議会との合意によって、これを行うことができます。

 
今、ようやく、わたし達が援助するための青信号を与えられた時点に達しています。今、皆さん

が伝えることができるように、わたし達は自制を用いてきました。今に至るまでのわたし達の支

援は、微かで、示唆的なものでしたが、しかしそれは、まったく誰かの目の前の物事ではありま

せんでした。さて、今はそれをさらに明確にする時であり、そしてわたしは皆さんに、わたし達

はその断片を記述し、それを創り出して世界にわたし達が一隻の荘厳な宇宙船を持つこと、それ

ができる物事、そして良く聞いた方が身のためになる様子を明らかにする、非常に良い時期を経

験したことを、伝えることができます。何故なら今、合衆国や他の場所、さらに欧州の複数の家

系等々の秘密の政府も持つそういったすべての兵器は、比較すると、取るに足らないものに過ぎ

ないからです。

 
数々の秘密政府は、何世紀もの間、惑星上にひとつの締め付け持ってきました。そして皆さんは

、彼らが衝撃と畏怖を感じていたことを、確信することができます。何故なら、彼らは今まで決

して何も創り出したことはなく、わたし達が悠久の時の間、皆さんが戦争を起こすことによって

平和を維持することはできないことを認識するだけの充分に長い間、この科学技術の改善を続け

てきたという理由から、わたし達がそれを毎日当たり前だと思うものに、近付くことさえなかっ

たからです。わたし達は、ひとつの戦争の中に絶えず介入する意図は持ちませんでした。わたし

達は決してそれを行っていません。それはおそらく、わたし達の銀河の使命とは正反対のものに

なるでしょう。惑星地球上で、わたし達は皆さんの戦争に介入しません。わたし達はひとつの立

場または他の立場を聖別しません。わたし達はまさにわたし達を明らかにして、人々が行ってい

ることは、危険で受け入れられるものではないことを、人々に思い出させます。そしてわたしが



皆さんに語り始めた時、わたし達は既に、惑星上に何らかの種類の騒動が存在する度に、人々は

一隻の葉巻型の‘UFO’を確認するようになり、人々は世界にその情報を発信して、最終的にあらゆ
る人がそれについて認識するようになることを、決断していました。

 
 
ネサラ法が今後秘密の政府を置き換えて、自由と個人の主権が復元されることになる。

NESARA Law will replace the secret governments and Freedom and Personal Sovereignty will be restored.
 
ここで、次の局面に移ります。わたし達は、惑星上のすべての国々のすべての指導者達と接触し

、その飛行機の上で代表される数多くの国籍があることを彼らに認識させることに注意を向けて

いるところです。それでわたし達は、彼らとの交渉を受け入れていて、そしてその乗客達は、指

導者達がネサラ法に署名を終えてその国の中で効力を発生した時に、解放されることになるでし

ょう。今、これが世界に広がるとすぐに、言うまでもなくそれが次の難題になります。ネサラ法

が署名されて効力を持ち、人々が頑張り始めるようになるまで、いわゆる人質達が戻されること

はないことを世界が理解するとすぐに、指導者達は必死に頑張って交渉する方法に気付こうとす

るようになるか、わたし達の計画を妨害しようとするか、同意すしながらもしかし実際にそれに

署名をすることは無いでしょう。わたし達は、彼らのすべての企みを認識しています。そのため

わたし達は、圧力をかけ続けることになるでしょう。わたし達は、それと伴に、この筋立てで皆

さんの地方と国内のニュースのすべての出口を変えるために、皆さんの支援が必要です。

 
言うまでもなく、わたし達は乗客達の意志に反して乗客達を維持している訳ではありません。わ

たし達は決してそれを行おうとはしません。そしてもしも乗客達が家に戻ることを望むなら、わ

たし達はそうなるための調整を施すことになるでしょう。しかし、数多くの乗客達が、最後のす

べての書面が署名されるまで自分達は耐え抜くことになるだろ、と既に語っています。何故なら

、彼らは、世界平和をもたらしている者達になることを喜んでいるからです。彼らは今、外交官

であり、彼らの国々の代表者です。もしもわたし達が一部の行動を確保することがないなら、皆

さんは彼らの一部からの声を聞くことになるでしょう。彼らはそつがなく、献身的であり、そし

て彼らは実際にこの計画の重要性を理解します。

 
今は、ひとつの刺激的な時期です。今は、とても刺激的な時期です！ 皆さんが確認できるように
、押されるべき数多くのレバーがあります... 調整が施されることが必要な数々の交渉があります...
これに近付く繊細な方法があります。そのためわたし達は、皆さんの誰かがなかり動き始めて、

感情的な言葉でこれいついて話し始めることを期待しません。わたし達は、関与するすべての物

事に関して、慎重に進めているところです。今後本当の脅威が生じることはありませんが、しか

し皆さんが判断できるように、わたし達が書いた手紙は、それと伴に暗黙の脅威を伝えます。わ

たし達が伝えている世界の現状であり、わたし達は今後もはや、今まで惑星地球上で規範になっ

てきた破壊行為や悪い行為といった種類の物事を認めることはない、ということです。



 
そしてそのため... それは、すべての皆さんのためのわたしの更新情報です。わたしは皆さんが理
解することを希望します... 
 
わたしは、必要なだけ何度でも、これを繰り返すことになるでしょう。わたし達はすべての人々

の利益のために、これを行います。わたし達は、惑星全体のために、これを行います。そしてわ

たし達は、わたし達のこころの中の愛で、これを行います... 何故なら、わたし達は皆さんの兄弟
姉妹達であり... わたし達は皆さんをわたし達のこころのなかで貴重なものとして維持するから
です。わたし達は、皆さんが今までどれほど苦悩してきたかを認識しています。そしてわたし

達は、それに終止符を打つことによって、皆さんを支援することを望みます。このすべてを読む

ことから、あるいはわたしの言葉を聞くことから、わたし達が責任を引き継ぐようになるとは、

考えないでください。わたし達はどのような物事または誰をも、引き継ぐことはないででしょう

。わたし達は今までわたし達の支援を提供してきました。そしてもしもどんな時にもその乗客達

がこれに参加することを望まないとすれば、乗客達はすぐに家に戻されることになるでしょう。

 
世界は、わたし達が活動する方法を理解しません。数多くの皆さんが、わたし達の交渉の中に、

愛の深さと関連するすべての人々のための配慮があることを、理解しないかもしれません。わた

し達は戦争を起こすことはなく、わたし達は分裂を創り出すことはありません。わたし達がこの

種の外交上の行動に参加してきたのは、これがその理由です。わたし達は一方に付くことはあり

ません。わたし達は誰も傷付かないように、単純に物事を調整する支援をしようとするだけです

。今は、今まで数々の問題を創り出してきた闇の者達でさえ、彼らでさえその方法を変えるひと

つの機会が与えられることになるでしょう。そしてわたし達は喜んで、それを与えることになる

でしょう。わたし達は次元降下を創り出す意図は持ちません。

 
もしも皆さんが、わたし達が皆さんに伝えてきた物事いついて深く考えるなら、皆さんは、これ

がどれほど慎重に考え出されたか、わたし達がどのようにひとつの機会を提示してきたかを、確

認することになるでしょう。それぞれの転換点で、わたし達は、人々が前面に現れて、勇敢に

なり、光を運び、わたし達に参加する数々の機会を創り出します。わたし達はいつも、わたし達

に参加するためのひとつの招待状と伴に、わたし達の支援を提示します。そして言うまでもなく

、わたし達に参加することは、惑星地球の表層の上のすべての人々が、光の銀河連邦に参加する

究極の招待であることを意味します。皆さんは今に至るまで、構成員になっていません。それは

、おそらく不可能でした。惑星地球は秘密結社の支配の下にありました。わたし達は宇宙連邦の

中で、秘密結社に支配された数々の惑星を認めませんが、しかし今、祝福された母なる地球は、

ついにわたし達に参加するその機会を与えられることになるでしょう。

 
 
“わたし達は平和と愛と友情をもたらす。これすべて次元上昇を目的にしている”



“We bring Peace and Love and Brotherhood. This is all about Ascension”
 
言うまでもなく、内部地球と空洞地球の人々は、既に構成員ですが、しかし表層の人々は、最終

的にわたし達に参加することができるようになるでしょう。そのため、わたしが話すことを皆さ

んが聞く時はいつも、皆さんのこころを覗き込んでみてください。わたし達が行っているそのま

まを試して、理解してください。‘これは、わたし達が皆さんを誑かしているひとつの嘘だ’と推測
しないでください。皆さんは、わたし達の立場のちょっとした戦略を既に確認していますが、そ

れがすべてです。わたし達の意図は、わたし達がさらに高い数々の次元の中で経験する種類の物

事である、平和と愛と友情をもたらすことです。わたし達は皆さんが愛することを望み、わたし

達は皆さんが健康になることを望み、わたし達は皆さんの側に立ち、皆さんの古代の数々の記述

の中で既に約束されている楽園を皆さんにもたらします。

 
気が付くと皆さん自身がインターネット中で、‘嗚呼これは単なる別の嘘に過ぎない’、と広めてい
ることがないようにしてください。まさに皆さんは以前にそういった劇的な活動を確認したこと

がなかったという理由が、それが本当ではないことを意味する訳ではありません。ここ地球上で

、皆さんは勢いを増し続けています。皆さんは既に、その一線を超えています。もうこれ以上の

破壊、もうこれ以上の核の大惨事からの皆さんの救出の必要性は、存在しなくなるでしょう。そ

れは起ることはないでしょう。最愛なる皆さん、宇宙の計画は既に変わっています。

 
わたし達は、核戦争を認めることはないでしょう。皆さんはわたし達と連携しているところです

。わたし達は一緒に、この状況を創り出しています。注目し、耳を傾け、注意して、そして皆さ

んの最善の努力を尽くしてください。皆さんが既に伝えられたように、その解決策の一部になっ

てください。その希望の一部になってください。皆さん自身が高められるようにしてください。

それはすべて、今起り続けています。残念なことに、皆さんは、今後皆さんにそのニュースに関

する何らかの物事を伝える報道媒体を、ひとつも持ち合わせていません。インターネット上には

幾つかの情報源があり、数々の交信メッセージがあります。親愛なる皆さん、これはすべて次元

上昇を目的にしています。それはすべて、皆さんの振動を高めることを目的にしています。そし

てもしも皆さんが誰かを中傷しようとするなら、皆さんは皆さんの振動を高めていません。

 
皆さんのこころを覗き込んで、‘わたしが以前にこれほど沢山の失望を経験していたという理由で
、わたしは否定的になっているだろうか？’、と質問してください。最愛なる皆さん、わたし達は
皆さんのために懸命に努力を続け、そしてわたし達の最愛なるサンジェルマンは、支援するため

に昼も夜も努力していることを、わたしは皆さんに保証します。

 
わたし達は、秘密結社よりも先に進むために、かなり速い足運びを見せる必要がありました。わ

たし達は2012年12月以降、あらゆる瞬間に勢いを高めてきました。わたしは、わたしが今まで皆
さんを励ましてきたことを願っています。すべてが順調であり、進歩が起り続けて、驚きが間近



に迫っています。皆さんはわたし達が蓄えとして持つ物事に喜ぶことになるでしょう... 通りで踊
る準備を整えて、皆さんのこころと皆さんの精神を開いてください。それを解明しようとしない

でください。それはすべて、最も楽しみに溢れた方法で展開されることになるでしょう。それは

、皆さんが思い描くことができるどのような物事よりも、遥かに複雑なものになるでしょう。わ

たしは、これをアンに戻して、サンジェルマンに皆さんと話しをさせ、そして父なる神に話しを

させることになるでしょう。

 
皆さんそれでは、わたしはアシュタル。

Salut everyone, it is I, Ashtar.

 
 
(The interview continued with information from other Ascended Masters.  Go to
www.BlogTalkRadio.com/ChannelPanel for this and other interviews concerning important recent
developments.)
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わたし達が宇宙船上で計画しているのは、ひとつの素晴らしい祝宴です。双子の光彩はこの旗艦

新しいエルサレムや他の数多くの宇宙船上にいます。わたし達はひとつの巨大な艦隊であり、わ

たし達が安全に着陸して一緒に公式に現れることができるならすぐにわたし達と一緒に着陸しよ

うとして既に現れている、何十億もの魂達を収容しています。

 
それはひととの壮麗な祝祭になるでしょう。わたし達が沢山のファンファーレと伴に公表したい

祝祭です。わたし達の着陸について、秘密または隠し事は、何もなくなるでしょう。穏やかで歓

びに溢れる歓迎のためのあらゆる物事の準備が整っているとわたし達が確信する時、その時だけ

わたし達が現れるようになることは、遠い昔に合意されたことです。

 
わたし達は、それを達成することができる状態から依然として少し離れているように見えます。

何故なら、依然としてその稚拙な“安全”対策を遂行することに大きな喜びを感じようとする、少数
の秘密結社が支配する軍事力と警察力があるからです。それには、おそらく戒厳令、外出禁止令

、監禁、そして軍事力の示威が含まれるでしょう。彼らは、郊外の近隣の通りを進行する戦車の

長い列という発想を秘蔵します。大規模な内戦を防ぐためには、地上で圧倒的な組織化されたひ

とつの反応が必要になるでしょう。わたし達は、すべての皆さんが戦車の前に横たわってわたし

達の着陸を可能にすることを望んでいません。

 
そのためご存知のように、わたし達は注意深く計画を立て、戦略を練っているところであり、地

上の進展を注意深く注目し続けています。地球外生命体がいることを信じる人々の数は、既に100
％近くにまで達していることを、わたし達は認識しています。わたし達の今ここでの存在に気付

いている人々は約65％、そしてわたし達が信頼できると確信している人々は50％を超えています
。わたし達が無理なく着陸することができる前に、こうした数字は100％近くまで高まることが必
要になります。

 
合衆国は、“異星人達”を危険で邪悪なものとして表現しようとする絶え間ない報道媒体の組織的
運動のせいで、その数が最も低い場所のひとつです。これを読んでいるほとんどの皆さんは、“異



星人の誘拐事件”は実際にはほとんどが合衆国の領域で合衆国の資金提供を受けて地上の秘密政府
によって実施されたことに、気付いています。宇宙船を製造する科学技術はわたし達が提供し

たか、あれは40年代初頭に墜落したわたし達の宇宙船から逆行分析されたものでした。わたし
達は、核兵器が完全に開発される前に、皆さんが今既に経験している75年後の世界を“飛び越す”支
援をするひとつの努力として、支援を提示しました。その世界では、化石燃料と核兵器実験はほ

とんど母なる地球を破壊した状態になっています。

 
ご存知のように、わたし達が幾つかの非常に予備的な方法で支援を提示したその最初の計画は、

強力で富裕な秘密結社によって監視されました。秘密結社は、食料、エネルギー、水、そして健

康管理を含めたすべての資源を完全に支配することによって、今まで新しい世界秩序を確立しよ

うとしてきました。その締め付けから抜けだそうとする数々の試みがほとんど失敗してきた理

由は、支配権を取り戻そうとしていた合法的な政府の中の人々を攻撃した、大規模な宣伝攻勢の

せいでした。彼らは、暗殺（合衆国の中で少し例を挙げると、JFK, RFK, MLK, JFK, Jr. そしてポ
ール・ウェルストン）から、中傷、あからさまな議事進行妨害（オバマの選択以降の合衆国議会

の中のように）に至るまで、あらゆる物事を利用してきました。

 
その秘密結社は、企業から力を取り除き、権力を選ばれた政府に戻すことによって人々に一部の

権力を取り戻そうとするオバマ政権によるあらゆる試みを、非常に巧妙に避けてきました。保険

会社から力を取り除く最初の一歩だったという理由のために非難された“オバマケア”というひとつ
の小さな始まりがなければ、それは完全に不成功に終わっていたでしょう。

 
最高裁判所による最近の足取りは、裕福な選良の手中に権力を与えてきました。彼らは今、権力

を人々に取り戻すひとつの展望を持つあらゆる者に反対するように人々の激情を扇動しようして

無制限の量の貨幣を費やすことによって、単純に選挙を買うことができます。

 
このやり方の有効性は合衆国の中で最も明白である一方で、それはひとつの癌のように地球全体

に広がってきました。それは、皆さんが現時点で数多くの国々で確認するその行き過ぎや専制政

治の締め付けの強化に反対する人々によるその反応に、良く表れています。そこでは、報道媒体

は地方の独裁者達によって支配されていて、皮肉なことに秘密結社は、自分達に有利になるよう

に人々を惑わすその精緻な心理的宣伝活動の戦術を利用する能力を、低下させてきました。この

ようにして、わたし達は、今まで世界中のほとんどあらゆる国の中で不安の逆流を引き起こして

きた不穏な状態や不満と平行した、昔ながらの反乱を確認します。

 
皆さんが気付き、そして皆さんの報道媒体の中で演じられるその不安と表面上の混沌は、わたし

達の観点からすると、実際には非常に良いひとつの展開です。わたし達は、目覚めて何かが極端

に間違っていることを自覚している、数多くの魂達を確認します。しかしその魂達は、その真の

問題点が何かについての真実をまだ学習していないのかもしれません。それと同時に、数多くの



光の活動家達は、既に前に進み出て、秘密結社からの大規模な宣伝活動に勇気を持って反対し

ます。

 
ほぼ毎週、人々にその土地、食物、水、そして時にその選挙過程を汚染する数々の行為について

教える、ひとつの新しい記録映像が現れます。母なる地球とその資源の誤用に関する懸念の新た

なひとつの水準が、あらゆる場所で高まっています。この状況が、わたし達が提示しなければな

らない支援や、フリーエネルギー技術のような既に地上のそこにある数々の科学技術に資する肥

沃な土壌を創り出してきました。もっとも重要なこととして、先住の人々の過去の叡智を回復さ

せてきた世界中の光の活動家の素晴らしい働きのおかげで、母なる地球はわたし達自身のように

ひとつの知覚を備えた存在である、という自覚が高まっています。

 
既に数多くの人々が、自分達はわたし達の宇宙船上にあるかなり洗練された数々の科学技術を持

たなければならない、と結論付けています。何故なら、わたし達は化石燃料を利用してここまで

旅することはできなかったからです！また、わたし達は穏やかさの中で現れることが、数多く

の人々に明白になり続けています。何故なら、もしもそれがわたし達の意図だったとすれば、わ

たし達は何年も前に簡単にこの惑星を簡単に奪い去ることができたからです。

 
わたし達は、わたし達の“開示”に対する反応に喜んでいます。わたし達はそれを冗談めかして、わ
たし達の“イナイイナイバー”計画、と呼んでいます。わたし達は、それぞれの“目撃”の間の時間で
その状況がインターネット上に投稿されることが許されるように、徐々にわたし達の出現頻度を

高めてきました。皆さんが既に気付いているように、その数々の議論は、既に怖れから喜びと驚

きに転じています。これが、つまりわたし達の存在感に対して惑星上のあらゆる人がゆっくりと

順応することが、わたし達の意図です。今地球の居住者の60％以上が、一度はひとつの宇宙船を
確認していることを認めています。

 
わたし達は、今までゆっくりとそして注意深く移動してきました。わたし達を認識する皆さんは

、わたし達が着陸するまで我慢できないことを、わたし達は気付いています。しかしわたし達は

、どのような種類の抑圧的な手段を使っても反応しようと留まっている少数の好戦的な秘密結社

の者達に利用されるひとつの原因になることを、非常に警戒しています。それは、おそらくわた

し達の最愛なる光の活動家達に危険なものになるからです。その者達の指導力は衰えていると

はいっても、彼らは依然として巨大な部隊や兵器を支配します。わたし達は、彼らはその同胞に

反対るように秘密結社の傀儡として利用されている、という事実を彼らに気付かせるために、地

位の高い軍当局者達と連携しています。

 
それは、飲むのが難しいひとつの薬です。何故なら、今まで名誉と責任に対する信念によって生

きてきた人々は、自分達はその数々の原則に忠実だったと感じ、闇の勢力によって冷酷に利用さ

れてきたことを学ぶことになるからです。こうした人々は、軍、警察の仕事、そしてあらゆる場



所の治安の立場の中では、望ましい人々です。彼らは、今後すべての古い構造が崩れ落ちなけれ

ばならない時に、支援者やまとめ役になるでしょう。彼らの多くが、彼ら自身のこころの中で、

上からの命令にかかわらず、彼らは彼自身の愛と思いやりの感覚で行動しなければならない、と

いう認識に、毎日近付いています。

 
最愛なる皆さん、ひとつの新しい時代の始まりに向けてすべてが準備されているところです。皆

さんが惑星全体に広がっていると感じるその数々のエネルギーは、今まであらゆる人を目覚め

させ、活性化してきました。否定性や絶望は、あらゆる場所で歓びに溢れる活動に交換され続け

ています。非営利の組織や奉仕活動の計画の数は、過去数年の中で急増しています。意義ある仕

事に対する歓びと願いという新しい感覚が、“身を削る激務”に対する頑固な執着を置き換えてい
ます。それは、ほとんどの人々が自分達の仕事を眺めた考え方でした。すべての物事が移行して

いて、すべての物事が動いています。

 
親愛なる仲間達、わたしが今日皆さんのところに現れた理由は、わたし達が確認している巨大で

肯定的な数々の変化を皆さんが気付くことが重要だ、とわたし達が感じるからです。皆さんは、

皆さん自身の次元上昇に向けて皆さんの振動を高めようとして、今まで懸命に努力してきました

。そうする中で皆さんは、高い振動エネルギーの壮大なうねりを創り出す支援をしてきました。

ここでわたしは、すべての人類のための次元上昇にとって必要とされるその高い水準まで惑星全

体を高めるという、その使命を完了させるためのひとつの難題としてわたし達が理解するものに

ついて、皆さんに説明したいと思います。

 
わたし達は、皆さんが二峰性現象と呼ぶ可能性があるものを、確認します。もしも皆さんが、惑

星上の人々のエネルギー水準の全体の強さを説明するためにひとつの鐘の形をした図表を創り出

そうとしていたとすれば、皆さんは2つの鐘を確認しているでしょう。ひとつは上限に位置し、皆
さんが現れていると認識しているものについての歓びと期待を感じているすべての皆さんが含ま

れています。皆さんの曲線は細長く急勾配であり、残りのものと比較すると、それは“抜群”の高さ
です。ひとつの　高い振動の感覚というひとつの事実上の鐘楼です。

 
中央の範囲は、大喜びも絶望もせず、しかし輝く光の鐘楼に向かって少しずつ移動している、中

間の魂達のひとつの大きな集団です。下限には、怒り、恨み、そして怖れている人々が属する二

番目の小さな鐘形の突起になっています。彼らの感覚の強さは明白であり、そして多くの場合、

依然としてかなり強情です。こうした人々は、今まで秘密結社の否定的な教えに最も深く影響さ

れてきた人々です。彼らの釣鐘曲線もまた、狭く、急勾配ですが、しかし高い振動の鐘楼よりも

遥かに小さなものです。

 
わたしが皆さんにこの視覚化の手段を与えるのは、皆さんが直面しているもの、地上の人々によ

って行われることが必要なものをこころに描く支援をするためです。今まで数多くの皆さんが、



低い振動を持った感覚の闇の塔の中で頑なに凝り固まっている家族または友人達の刺を感じてき

ました。それは皆さんに、皆さんは皆さんの高い鐘楼の中でひとりだ、という印象を与えてきま

した。これは絶対にそうではありません。高い集団と低い集団の間の大きな隔たりを超えたとこ

ろに、今目覚めながら、真実として存在する可能性があるものを新たに受け取り、それに驚いて

いる、大きな人類の集団が位置します。

 
親愛なる皆さん、皆さんの周りに目を向けてください。あらゆる家に、目覚めているひとつの魂

が含まれています。あらゆる通り、あらゆる町が、夜明けの光を感じます。それは、わたし達が

皆さんに提示し続けている真実の新たな型のための肥沃な土壌です。母なる父なる神が真実の道

と呼んできた道筋です。それは単純な数々の真実のひとつの道筋であり、ただ思いやり、許し、

親切そして愛を促進するだけの道筋です。含まれる独善的教義はなく、従うべき組織はなく、罪

悪感を提供する数々の規則もありません。

 
このさらに高い数々の次元の中で、わたし達は普遍的な法則を順守します。それは、黄金律につ

いての深い、こころからの理解に基づくものです（それはひとつの規則ではなく、単純な愛の哲

学です）。わたし達の態度は、すべての物事のさらに大いなる善の中にあるものによっていつも

導かれます。わたし達は、宗教を必要とせず、10,000頁の規則や規制を必要としません。わたし達
の決断は、すべて全会一致で下されます。わたし達のお互いに向けた感覚は、愛と深い敬意です

。わたし達が議論し、論争し、独自の観点を提示することを怖れていない理由は、わたし達はす

べて大いなる一体性の不可欠な部分であることをわたし達が認識しているからです。わたし達は

一緒に一体性の中にいて、わたし達は皆さんと一体性の中にいて、そしてわたし達は新しい根拠

を築いているところです。

 
親愛なる人類の皆さん、これが、皆さんが向かっている方向です。今は、皆さんが大胆に世界に

出て行き、今後好奇心またはひとつの展望を呼び覚して他の人々を触発する知識の断片やひとつ

の疑問を提示する時です。こうしたメッセージと伴に、わたし達は皆さんに、ひとつの知識の基

盤と情緒的な支援を提示します。興味を持つ人々にそれを提示してください。何故なら、まだ興

味を持たない人々は、“あなたは今まで誰もが話しているような宇宙船を見たことがあるのでしょ
うか？”、というようなひとつの質問を提示するからです。これは今後ひとつの会話を始めて、皆
さんが、“彼らは”信頼できるに違いない、あるいは彼らは既に1000年前に引き受けている、といっ
た単純な観察を伝えることを許すことになるでしょう。“あなたは、わたし達を支援するために彼
らがやりたいことは何だと思う？”“あなたは、彼らがわたしたちと接触する支援をするために、わ
たし達に何かできることがあると思いますか？”“わたしは、彼らが着陸することを待つことができ
ない！”
 
皆さんが明るい懐中電灯を使ってわたし達に合図を送ることができる方法について、人々に伝え

てください。わたし達は精神感応的であり、皆さんがこころの中でわたし達にひとつのメッセー



ジを送る時に、簡単に皆さんに応答できることを、人々に認識させてください。皆さんは、皆さ

んが確認する最初の反応によってどれほど多くの物事を提示するかを認識することになるでし

ょう。もしも皆さんがひとつの冷たい拒否または敵対的な議論を受け取るなら、次の話に進んで

ください。闇の塔を怒鳴り付けようとしても無駄です。中立の立場で目覚めている沢山の魂達が

います。

 
わたし達は、まさに物事がどれほど速く変化しているかということの、ひとつの尺度です。霊的

な討論のグループやインターネットのブログは、急激に増えています。毎日何百もの人々が登録

をしてこうしたメッセージを読み、議論します。サナンダがひとつの記述されたまたは声によ

るメッセージを送る時、彼の言葉は世界中に響きます。すべての皆さんに感謝します。わたし達

の広がりは今、地球のあらゆる隅々に広がります。

 
この始まりを、わたし達をさらに支援するために利用してください。わたし達はわたし達の存在

感を高める計画をしているところです。これは、皆さんの周りの人々にその真実の自覚をもたら

すさらに高い信頼性とさらに多くの機会を皆さんに提供することになるでしょう。皆さんが行く

あらゆる場所で、穏やかに、快活なユーモアで、こうした物事を議論することを躊躇わないでく

ださい。皆さんがレジの前に並んでいる時に人々が驚きでそれに目を向けるように、ひと

つの“UFO”の写真の印刷を持ち歩いてください。皆さんの周りのあらゆる人と、皆さんの喜びの感
覚を共有してください。それについて誰とも言い争うとせず、あるいは誰かのこころを変えよう

としないでください。その人々にその人々自身を探すよう求めてください。

 
皆さんの議論を、その個人に合わせてください。棄教したキリスト教徒達のために、彼らの直感

的な認識を確かにする良い知らせを伝えてください。彼らに新しい聖書のコピーを与えてくださ

い（それはすぐに電子ブックの形で公表されることになるでしょう）。皆さんが話し掛けるあら

ゆる人に、その人々が既にその人々自身に起こっていることを確かめていることを皆さんは認識

している、という姿勢で臨んでください。皆さんが今まで学んできたことは、新しいものではあ

りません。それは、あらゆる人が既にそのこころの中で認識しているものの確認です。

 
親愛なる皆さん、わたしが皆さんにこの要請を送る理由は、皆さんはわたし達の地上要員であり

、間もなく起こるわたし達のこれからの着陸の準備を整えるために、わたし達が皆さんの支援を

必要とするからです。わたし達は、釣鐘曲線人口の中央全体の中で、皆さんが歓びの要因を増や

して、怖れを減らすことを求めます。その人々は、準備が整っています。皆さんがひとつの巨大

な結果を手にするために、多くのものを必要とすることはないでしょう。今、わたし達に参加

して、わたし達が少しの宇宙船で安全に着陸することを許し、そして混沌または混乱状態になら

ずに、皆さんが長間不在だったひとりの友のための準備をしようとする愛と歓迎の雰囲気で、わ

たし達の“最初の遭遇”を静かに起こすことを許す環境を、創り出してください。
 



わたし達は、穏やかさの中で現れます。そしてわたし達は、必要としている人々に支援を提供す

ることになるでしょう。わたし達は最初の訪問で長く留まることはありませんが、しかしそれは

、未来の数々の着陸のための道を整えることになるでしょう。最愛なる仲間の皆さん、その時は

既に訪れています。その道を整えるために、わたし達を支援してください。

 
わたしは皆さんの友人であり同僚です、

それでは！

 
愛と大いなる興奮と伴に、

皆さんのアシュタル

With Love and great Excitement,
Your Ashtar

 
Transcribed by Kathryn E. May, PsyD, 3 PM EDT, 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/486191582
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キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
Ashtar:
 

 
わたし達は、歓喜と伴に、宇宙船上で、そして地上にいる皆さんの間で、わたし達が皆さんの間

を歩くようになる時を、楽しみにしています。皆さんには見えないかもしれませんが、しかし美

しい景色、青々とした緑の森、そして子供達の笑い声のように、皆さんが楽しむ事を楽しんでい

るでしょう。わたし達は、惑星地球の表層のその場所で、そして言うまでもなくわたし達が遠く

離れた惑星まで旅することを望む時には他の場所で、わたし達の転生した人々、わたし達の最愛

なる友達、そしてわたし達の仲間達と、一緒になります。

 
皆さんが呼ぶような複雑な調整、荷造りや骨の折れる旅を必要としないことは、わたし達がさら

に高い数々の次元の中にいる素晴らしい利点のひとつです。わたし達は、今わたし達がいる場所

から離れて、何光年も離れた場所に瞬時に姿を表すことができます。しかし苦もなくそれを達成

するためには、少しばかり進んだ科学技術が必要になります。言うまでもなく、わたし達の思考

の波動は、瞬く間に無限の距離を旅することができます。わたし達の交信者達が遥か遠くの距離

からわたし達の声を聞くことができるのは、至高の創造主が宇宙の中心から話して、わたし達が

部屋の中で皆さんの側の立っている時にわたし達がその話しを受け取る場合と同じように、これ

がその理由です。

 
親愛なる皆さん、こうしたことは、皆さんが期待しなければならないことであり、それ以上のも

のです。今生きて既に移行のために留まる契約を結んでいる皆さんは、奇跡的な一連の出来事の

目撃者になるでしょう。今までその展開に少し調整が施されている理由は、皆さんの振動を高め

る上で、既に皆さんが素晴らしい進歩を遂げでいるからです。既に目覚めた人々の一部には、巨

大な飛躍が起っています。そしてまさに巨大中心太陽からの巨大なエネルギーに反応し始めてい

る人々は、見事に進歩を遂げています。

 
もしも皆さんが期待できる物事に気付いていなかったとすれば、皆さんは必ずしも地上でそれに

気付く訳ではありません。何故なら、最も巨大な変化は、世界中の家の中の閉まった扉の裏側、



職場の中、工場の中、通りの上、そして世界の数々の市場で起り続けているからです。皆さんは

、近隣や街角で、新たなひとつの精力的な協調の感覚と大らかな楽しみの感覚を持ち始めてい

ます。人々がよそ者だった場所で、人々は笑顔でお互いに挨拶を交わし始めています。タクシー

の運転手達や店主達は、他の人々に親切で寛大になる瞬間に気付いています。実際に自分の子供

達に注意を払うために過度に緊張していた母親達や父親達は、既に子供達が素晴らしく洗練され

た姿になっていることに気付いています。

 
こうした小さな瞬間は、ニュースでは発表されていません。そしてもしも皆さんが期待すべきも

のを知らなかったとすれば、皆さんは、雰囲気が徐々に変化しているという事実を見逃している

かもしれません。その通り、世界中には依然として一部の紛争はありますが、しかし今それはそ

うではなく、その紛争は、世界規模の大災害の始まりになることはないでしょう。わたし達が皆

さんに伝えてきたように、核兵器は、どのような環境の下でも、その使用が認められることはな

いでしょう。

 
わたし達はこの瞬間に、地上の指導者達がその紛争の平和的な解決へ向けた動きを起こすことを

認めて、わたし達の直接的な介入を控えています。広く報道されている2つの紛争、ウクライナと
イスラエル及びパレスチナの中の戦争行為は、散発的な停戦と集中的な仲介交渉によって、封じ

込められています。世界の列強は、両方の事例に関心を寄せ、舞台裏で努力を続けています。数

世代の間続くことがあった内戦の古い型として現れかねないものは、継続することが認められる

ことはないでしょう。今、余りにも多くの物事が、危機に瀕しています。

 
皆さんが今まで考え合わせてこなかった恐れがある幾つかの物事は、以下のことになります。現

時点で、現時点の世界の中で、今までよりも多くの指導者達が、秘密結社つまり軍産複合体のた

めに働くことなく、誠実に平和の確立に関心を寄せています。これは、合衆国も含みます。遥か

に多くの交渉団が今、すべてではないにしろ、軍事的な介入は、他の選択肢が尽きた後の最後の

手段になるべきであり、最初の手段ではないことを全面的に合意しています。

 
わたしが取り上げている交渉は、全面的に非公式で実施されている非公開のものであり、報道さ

れていません。世界の指導者間の電話連絡は今、毎日の出来事であり、成果を上げています。今

までよりも公然と微妙な問題点が議論されていて、お互いに支援し合うことを望む新しい考えが

、登場する戦闘員と外観上の弱者の間の繊細な交渉を進めています。3次元の思考の世界の中では
、これはすべての人々にとってひとつの挑戦です。

 
さて、皆さんは、ウクライナ上空で撃墜されたマレーシアの航空機について知りたいと思うでし

ょう。これは、わたし達が舞台裏の複雑な事情を認識し、その航空機を救出することができた370
便の計画とは同じ種類のものではありません。創り出した武器技術の所有者である乗客自体が、

標的にされました。今回、皆さんが間違いと呼びかねないものがおこりました。ひとつの失態で



あり、戦闘行為として、旅客機のようにみえるあらゆる航空機を撃墜する作戦を行うという、愚

かな発想です。

 
幾つかの物事が同時に押し寄せて、この悲劇を創りだしました。まず、それがひとつの目的地か

ら別の目的に向かうために考えられる最も安価な経路だという理由で標準飛行経路に執着した、

その航空機の方針です。2番目は、公式にプーチン政府を通していないロシアのひとつの集団から
秘密裏に供給を受けている、反政府武装集団の過剰反応です。それは、反乱者側の力の誇示にな

るように意図されました。彼らは、ウクライナのこの地域をロシアの秘密結社の支配下にすると

いうひとつの企みの不可欠な部分として、この“反乱”を資金援助している者達によって実際に利用
され続けています。

 
皆さんは、その賞品に気付いているかもしれません。最近、ウクライナのこの地域の中で、古代

のピラミッドが発見されていました。そして、ピラミッドの下にある豊富な宝の発見には、“古代”
の科学技術的な秘密が含まれている可能性がある、と期待されています。ちょうど合衆国の場合

と同じように、13の家系からの私的な資金提供を受けた、大規模なひとつの“非合法活動”組織が
存在し続けています。その組織は、こうした古代の遺跡を自分達だけで利用するために、所有権

を持つことを望みます。彼らが成功することはないでしょう。今後予期せぬ方面から支援が現れ

、そしてこうした発見の価値に目覚めて理解するプーチンの命令の配下に入ることになるでし

ょう。

 
オバマとプーチンの間には、ひとつの新しい緊密な協調関係があり、その両方が今、秘密裏に光

のために働いています。継続的な対立という外観はただその外観だけであり、秘密結社を安心さ

せることが意図されています。その一方で、地球規模の通貨の置き替えと、ネサラ法という新し

い統治法のための計画が、実施に移されています。両方の指導者は、新しい法体系の始動を受け

て権力から身を引くことになり、そして今は舞台裏で、できれば合衆国の次の大統領選の前にこ

れが起るように歩調を合わせています。

 
また皆さんは、イスラエルがパレスチナから奪い取ろうとしている“坑道”は新たに建設されたもの
ではない、と推測していたかもしれません。その坑道は、広範囲に及ぶ坑道系の一部であり、10
年以上秘密にされてきたルーマニアのピラミッド複合体とポルソロゴスの書庫に通じるネットワ

ークを含む、世界中の古代ピラミッドを結び付けます。その貴重な中身が秘密結社の手に落ちな

いことが保証されると同時に、それは明らかにされることになるでしょう。

 
こうした坑道もまた、慎重に保護された内部地球への入り口を維持します。アトランティスの没

落以降、数万年の間穏やかに暮らしてきたアガルタの人々は、予言されたその瞬間、ようやく地

表でその兄弟姉妹達を抱き締めることができる瞬間を、待ち望んでいます。皆さんは、それが近

付いていることを感じることができませんか？　それは、皆さんが皆さんの祝福を受け取ったす



ぐ後の時期を目標として、計画されました。何故なら今、地上には、今後化石燃料のエネルギー

の負担と問題からあらゆる人を自由にする新たな科学技術に資金を提供してその実現を支援する

ことを望む、数多くの人々がいるからです。完全に新しいエネルギー、輸送、そして通信体系が

すぐに利用できるようになり、皆さんが今手にするあらゆる物事は時代遅れになるでしょう。

 
その時期が訪れる時に、それに投資することによって皆さんが支援することができる効率が良く

前途有望な科学技術は何か、ということについて、今まで数多くの人々が尋ねてきました。親愛

なる兄弟姉妹の皆さん、決して怖れないでください。わたし達は、理解する訓練を受けたわたし

達の交信者や科学情報の交信を通して、あるいはさらに高い自己からの直観的な刺激の価値を評

価し始めている皆さん自身の進んだ科学者達を通して、皆さんにその情報を伝えることになる

でしょう。

 
わたし達は、こうした計画で皆さんを支援し、それが平和な目的とすべての人々の善のために利

用されることをわたし達すべてが確信する限り、皆さんが最も効果的でできるだけ進んだ体系を

追求する支援をしたいと思います。皆さんは今、浄化と訪れる数々の変化のための準備の途上に

います。わたし達は、怖れ、不安、そして絶望のすべての残渣の一掃に役立つように、皆さんが

皆さんの瞑想と練習を続けることを勧めます。こうした感覚のどのような名残も、依然として闇

の糧になり続けています。その状況は、さらに高い数々の次元へ向かう皆さんの集団的な運動の

速度を落とします。

 
わたし達は今、その計画全体の中の皆さんの役割に関する考え方について、皆さんと話すことが

必要な深刻な話題を手にしています。今後その計画は、皆さんがより急速に次元上昇をする支援

をすることになるでしょう。この最近の一連のメッセージの中で皆さんに話してきた他の存在達

のように、わたしは皆さんに、ひとつの困難な挑戦を与えることになるでしょう。わたし達が教

えているもの、そして皆さんすべてが今直面しているものをさらに深く理解するために、アル

クトゥルスの存在達によってマリリン・ラッファエーレに与えられたひとつの秀逸な概説を推奨

します。(The Arcturian Group Message. Channeled by Marilyn Raffaele, August 31, 2013, at
http://www.onenessofall.com/newest.html)
 
皆さんは、普遍的な全体の不可欠な部分として皆さん自身を考えることに、慣れていません。個

人的な問題点、感覚、そして追求についての皆さんの強調は、ひとりの個人が持つことができる

全体への深刻な影響力を考慮していません。親愛なる皆さん、皆さん自身に目を向けて、皆さん

自身のエネルギーと周波数の水準に対する責任を取ってください。それは、心配、疑い、自己

嫌悪、恨み、そして怖れのすべての陰影であり、皆さんの被害妄想的で否定的な考えのひとつの

結果がその計画全体を引き摺り下ろすひとつの役割を演じる時に、皆さんひとりが創り出すもの

です。

 



これは、わたし達が一体性という言葉によって意味するものです。それぞれの個人は全体の基礎

構造の不可欠な部分です。皆さんの感覚が、わたしに影響を与えます。皆さんの協力者の感覚が

、皆さんに影響を与えます。闇の仲間達は、彼らの周辺でそのエネルギー場を破壊するひとつの

渦を生み出します（それでも、もしも皆さんが巻き込まれることを拒否するなら、それは皆さん

をその渦に引き込むことも皆さんの振動を下げることもできません）。光の存在にとって、おそ

らくそれは、背筋が寒くなり、不快で、反感を感じるものになるでしょう。おそらく皆さんの探

知能力が活性化されて、皆さんを守ることになるでしょう。皆さんが“皆さんを不安にする”か、皆
さんに悪寒を走らせるか、“皆さんに鳥肌を立たせる”誰かを経験している場合、皆さんはこの力を
熟知しています。

 
分かりますか？　皆さんは充分に守られています。今は、皆さんがそういった技能と感性を用

いて、事実通り皆さんの真価を発揮する時です。皆さんと皆さん自身の間で足を踏みしめて立ち

、それが誰であろうと関係無く、決して再び別の人の手厳しい糾弾に参加しないことを、皆さん

自身に約束してください。止めてください！　別の人を過小評価し、こき下ろし、あるいは恥を

掻かせる何らかの意見または考えが、皆さんの唇または皆さんのコンピューターの経路を通過す

ることを許さないでください。これは、一部の映画スターがビキニ姿に見える様子からひとりの

政治的または社会的指導者の失敗について嘲笑うような意見に至るまで、あらゆる物事を含み

ます。インターネットの匿名性という安全な立場から別の人を攻撃する時代は、いつもひとつの

幻影です。

 
人々がお互いに対して、さらに匿名で、敵対的な傷付ける方法で振る舞うことがまさに今まで共

通した態度になってきたからといって、それはその行為が問題にならない事を意味する訳ではあ

りません。実際に、それは世界全体に対して問題になります！

 
最愛なる皆さん、この種の談話の形から、完全に身を遠ざけてください。ただ神の声だけで話し

てください。それが皆さんの本当の本質です。もしも皆さんが別の人について話すことが必要

なら、ただ皆さん自身の感覚だけを皆さんの基準点として用いてください。“わたしはその個人の
存在の中に暗い振動を感じるけど、あなたは？”と言うことと、“ジョージは悪党だ（または失敗者
、または除け者）”と言うことは、かなり違います。皆さんがこの個人が危険な態度の長い実績を
持つという証拠を持たない限り（伝聞ではなく、“ニュース”の証拠でもなく）、それを口にするこ
とさえ適切ではありません。そしてその時でさえ、他の人々を励まして愛を送り、その個人が光

に転じる支援をしてください。

 
“世界は酷い状態になっている”、“あらゆる人が苦悩している”、または、“あらゆる人が我を忘れ
ている。それが人間の本性だ”というような意見とは、関係を持たないでください。親愛なる仲
間達、皆さんは、わたし達が確認するものを確認することができません。わたし達は、希望、高

まる振動と愛を確認します。皆さんはただ皆さん自身だけを忘れているのでしょうか？　皆さ



んが“くだらない事” を話すか “くだらない事”を考える時、皆さんはその立場を取っています。そ
の通り、わたしは本当に皆さんの俗語が好きです。それはかなり写実的です。

 
別の言葉にすると、皆さんが皆さん自身の目で確認し、皆さんのこころで感じるものだけを話し

てください。これは、皆さんが低い振動の批評や解釈が意思疎通の最も共通の姿になっている大

衆文化を回避するために役立つでしょう。親愛なる皆さん、目覚めてください！　皆さん自身の

考えと感覚に、耳を傾けてください。皆さんを通過して世界に向かう、あらゆる言葉を監視して

ください！　このようにして、皆さんの銀河の兄弟姉妹であるわたし達が皆さんの大気、陸地、

そして水の中の核汚染を浄化しているように、皆さんは放送電波を浄化することになるでしょう

。

 
情緒の汚染は、依然として皆さんの環境の中に残っている最も有毒なエネルギー場です。その

ため、最も大切な皆さん、皆さんの行動を浄化してください！　ユーモアと、仲間意識と歓びの

感覚で、それを行ってください。それで皆さんは、わたし達が一緒に創り出している新しい世界

に対する、ひとりの個人に可能な最も素晴らしい貢献をしているでしょう。

 
わたしは、皆さんに罪悪感を持たせるためにこれを伝えている訳ではありません。絶対に違い

ます！　それは、わたしの言葉を利用しながら、皆さんが既に感じている闇を増大することにな

ります。わたしはただ、皆さんのために、わたし達がひとつのであることを可能な限り最も鮮明

な方法で説明することを望むだけです。これは、単なるひとつの幸せで夢のような感覚ではあり

ません。それがわたし達の現実性です！　この一体性を受け入れてください。皆さんが皆さんの

周りのすべてで泡立っている大いなる愛の吸収から得ることができる、その栄養を吸い込んでく

ださい。最も大切な皆さん、愛の中でわたし達に参加してください。わたし達の結び付きを、大

いに楽しんでください！　わたし達の愛に浸ってください！　皆さんが既に認識しているすべて

を超越して、光への移行を実現してください！　それは事実通り、ひとつの新しい時代です。

 
わたしはアシュタル、そしてわたしは、ありとあらゆる皆さんを永遠に、完全に愛します。親愛

なる兄弟姉妹の皆さん、ナマステ。わたし達は、皆さんの目覚めに拍手を送ります！皆さんの内

なる神を拝して！

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, July 24, 2014, 12 PM, Quebec.
 
http://lightworkers.org/channeling/202709/ashtar-loving-update


