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Message from El Morya. By Mark Stearn.

22nd February, 2011.

From El Morya:

仲間の皆さん、こんにちは、

Greetings my friends,

光の中のわたしの主よ、地球全体で今起っている信じられない変化に皆さんひとりひ

とりが適応している姿をわたし達は確認しているため、わたし達は感銘を受けてい

ます。わたし達は皆さんの臨機応変の才に敬服しています。皆さんは今力強い成長の

ためにいつでもより良いものを明らかにしていて、その方法を提供しています。皆さ

んはそれを、皆さんの個人的な神性の発露がかつてないほど地上での人生で日常的な

冒険的な側面を持つようになっている状態として、経験しています。銀河系は拡大し

ています。地球はその５次元の光の領域に向かうために、今活性化されているところ

です。

こうした途方もない変化のすべてが、いつも充分に皆さんの意識を変化させています

。地球が新しい地球を自分の内部に受け入れているため、皆さんは地球と調和して成

長しています。地球はこの時期に癒しを求めていて、その継続中の移行と調整は今ま

で以上に差し迫ったものになっています。皆さんはすぐに、皆さん自身が後戻りでき

ないところに存在していることに気付くことになるでしょう。地球は完全にそのより



高度な光の身体を統合していて、また地球の様々な協力的なグリッドを通して力を与

えられています。

地球は今、既に５次元の光に入っています。これが、わたしが後戻りできない場所と

いう言葉で伝えているものです。わたし達は、この時期に目覚めている人々にこれほ

ど多くの思いやりを感じています。そしてわたし達は、皆さんがまた新しい胸を躍ら

せる銀河系の隣人達の中で、このおもいやりという贈り物を現在自分達の道に気付き

始めている人々と共有していることも認識しています。わたし達が以前何度も伝えて

おいたように、そして皆さんも何度となく耳にしたように、皆さんは今、決してふた

たび同じものにならないひとつの世界の中に存在しています。皆さんは移行し、皆さ

んの変化に適応し、あらゆる拡大している変化の波に乗っているため、わたし達は、

皆さんがかなり順調に行っていると考えています。

新しい地球の現在の地球との間に新しい架け橋が築き上げられています。人類の集団

的な神性の発現という仲介を経た地球上のすべての存在達の光の領域を通して、今、

その基礎が固められているところです。数多くの人々が、単純にひとつの過程の中に

いることに気付いていて、同時に自分達が今経験しているものに名前や言葉を付けて

呼ぶことができません。現在、地球はこの橋に入っていて、地球がより高い周波数に

順応しているため、今回、地球の数多くの銀河的な身体が脆弱な状態になっています

。

ここは、後戻りすることができない場所です。心配しないでください。わたしはこれ

を繰り返し伝えることはないでしょう。３次元は正常に動かなくなっています。それ

は３次元の忘れ去られた夢の古い抜け殻にすぎないので、わたしはもはや結び付ける

ことはできないでしょう。わたし達は安全地帯の向こう側に移動しているため、今目

覚めている人々にとって、その移行は最も不快に感じるものになります。古い習慣を

最後まで演じるという切なる望みがありますが、一方でそれはもはや機能しないとい

うことを絶えず認識しています。地球は、すべてが素晴らしいより高い次元に向けて

移動し続けるでしょう。わたし達はこの移行がどのくらい長く続くことになるか、口

にすることができません。わたし達は単純に、数多くの支援が存在していることを皆

さんに伝えることができることを喜んでいるだけです。その支援は、素晴らしい多次

元的な隣人達の振動の中により多くの時間存在することを通して、地球の変化を開始

させることができます。



その通り、困難な時期があることを憶えていてください。明るい状態を維持すること

を忘れないでください。これが最も死活的なものになります。この展望の結果として

、皆さんはより強い結び付きを持ったことを感じます。そして、こころが最も満足し

て単純に休息し楽しむのは、わたし達がつながった時になります。このメッセージに

中には、他の情報源から報告されてうるものが数多く存在しています。皆さんはすで

にわたしが今ここで伝えていることをすべて認識しています。しかし一方で、皆さん

が疑いなく思い出す手段を持つことに同意してくれたことは、素晴らしいことです。

皆さんの継続中の勇気と傾倒に対する最高の敬意の中で、わたしは皆さんすべてを愛

しています。わたしの主を皆さんのこころに。

愛の中で、わたしは皆さんのエル・モリヤ

In love, I Am yours, El Morya.

Blessings, Mark.

http://lightworkers.org/channeling/125442/message-el-morya-22211

翻訳：森のくま (2011-02-26 18:19) 
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Thoughts on your Current Reality by Mother Mary and Master El Morya

Channelled through Natalie Glasson 22/05/11

今、わたし達は、わたし達の皆さんとの一体感が育ち、拡大することを許しながら、

わたし達の光と皆さんの光を結び付けるために現われています。ですから、穏やかな

愛情溢れる光の波がわたし達のこころから皆さんのもとに流れています。今までのよ

うに、わたし達が望んでいるのは、皆さんの地球上の驚くべき旅において皆さんを支

援することだけです。そしてまた、皆さんのこころを愛で満たし、皆さんを取り囲ん

でいる美しさと皆さんの前に横たわっている素晴らしい可能性を確認するために、皆

さんを勇気付けることも望んでいます。わたし達は創造主の女性エネルギーと男性エ

ネルギーの代表として現われています。そしてそのエネルギーの資質を輝かせて皆さ

んの中に注ぎ、皆さんの神との一体性に資するために、女性と男性のエネルギーを適

切に活性化しようとしています。この伝達の中で、わたし達は皆さんにどのような新

しい洞察や啓示も提示するつもりはありません。しかし皆さんの現在の地球上での経

験を押し広げることを目的として、皆さんの現実性の内部に存在している驚くべき潜

在的可能性を皆さんに思い出させたい、と願っています。わたし達、聖母マリアと師

エル・モーリヤは、わたし達の想いを、そしてまた皆さんの現実性の自覚と理解に資

するためにこうした想いを肯定的な確言に変えることができる方法を、皆さんに伝え

たいと思います。



聖母マリア：皆さんは、皆さん自身を無条件に愛することができる能力を備えてい

ます。

（わたしはわたし自身を無条件に愛します。）

これは、皆さんは皆さん自身を簡単に癒し、どのような状況においても皆さん自身を

支援し、また不安の無い、安全で保護されていることを皆さんの日常のあらゆる瞬間

に感じることができることを意味しています。ですから、神からの素晴らしい贈り物

になります。皆さんが維持しているその愛を自覚し、皆さんの愛で皆さん自身を褒め

称えるその力が、皆さん自身の力を受け入れるように促します。皆さん自身の強さを

自覚して、皆さん自身を安心して安全に導いてください。

師エル・モーリヤ：皆さんは愛のエネルギーを理解する能力を備えています。

（わたしは愛のエネルギーを理解しています）

ひとつの物質的な身体の中で、愛のエネルギーを理解することはとても難しい場合も

あります。何故なら、愛は実際には分析も描写もできない振動と感覚として現われる

からです。愛の潜在的可能性と存在を自覚することは最も重要になります。愛は、創

造主から明らかにされた強力な核心部分です。愛は地球上のあらゆる個人の内面に認

められるものです。皆さんは愛を共有し、表現し、そして受け入れることができます

。愛はあらゆる瞬間に、皆さんの人生の経験の中に、いつも存在しています。愛は皆

さんの周りに存在しているだけではなく、最も重要なこととして、皆さんという存在

の内部にも存在しています。愛は、皆さんという存在全体を構成しているエネルギー

です。愛は、皆さんを歓びと充実感で満たすことができる、導きと癒しのエネルギー

です。もしも皆さんが皆さんという存在、その現実性、そして他の人々の内部の愛を

承認することによって愛とつながりを持ち続けるとすれば、次に皆さんは、創造主

の愛、皆さんの現実性におけるその力と重要性を理解し始めるでしょう。愛は皆さん

の現在の現実性の中で変容を促すエネルギーになっていて、地球上のすべての状況や

環境の中で利用することができます。この理解と伴に、皆さんは皆さん自身のために

愛というひとつの現実性を創り出すことができます。



聖母マリア：皆さんは皆さんの霊的な次元上昇を加速させる能力を備えています。

（わたしは今、わたしの霊的な次元上昇を加速しています。）

光の指導霊や人類によって今地球上に定着している強烈な光の振動に加えて、成長し

目覚め続けている人類の意識と伴に、皆さんは今、これから皆さんの霊的な覚醒が簡

単に向上することを許すその強力な状態と基盤が与えられているところです。皆さん

が今認識しているあらゆる物事は、皆さんの現実性、感覚、そして想いに多大な衝撃

を与える力を持っています。地球上と皆さんの存在内部の振動は、過去よりもかなり

急速なものになっていて、その振動はそれ自体に加速化された成長と覚醒の力を与え

ています。皆さんの周りに支援してくれるエネルギーを持ち、すべての幻影を解消し

それを啓発に転じるように促しながらそれを地球に定着させていることは、皆さんの

素晴らしい祝福になっています。また皆さんは、皆さんの指導霊達から莫大な支援を

受けています。皆さんがその指導霊に皆さんの霊的な覚醒を加速するように求める時

、指導霊達は創造主の意志に沿って支援を行うでしょう。皆さんは、皆さんがさらに

深い水準で創造主と同調する必要性があるすべての依頼を提示されています。皆さん

の周りのエネルギーは豊かな啓発性を備えていて、皆さんの魂、皆さんの指導霊、そ

して創造主のすべてが、皆さんが創造主の光により深く目覚めることを望み、また支

援となる光の振動の中で皆さんを抱き締めています。これは、皆さんの霊的な成長が

さらに急速な足並みで進んでいて、皆さんが達成している成長と皆さんの前に広がっ

ている道筋を皆さんが確認できることを意味しています。皆さんという存在内部の皆

さんの想いあるいは自覚をほとんど調整することなく、これから皆さんの現実性の内

部で主要な変化が創り出されて行くでしょう。またこれは、皆さんが皆さんの現在の

現実性の中でさらに多くの責任を負っていることも表しています。

師エル・モーリヤ：皆さんは美しい現実性を創り出す能力を備えています。

（わたしはわたし自身のために美しい現実性を創り出します。）

創造主の最も大きな望みは、皆さんが幸せで歓びに溢れるようになることです。何故

なら、これが皆さんの内部の創造主の愛の本質が花開き、自由に流れることを表して

いて、またそれを許しているからです。現在、皆さんがそう望まない限り、あるいは

皆さんの霊的な学びのためにそれが必要とならない限り、皆さんは否定性あるいは苦

痛に満ちた出来事を経験する必要がありません。皆さんの現実性は、その内部に存在



する皆さんにとって美しく歓びに溢れた場所になる可能性を秘めています。皆さんは

、幸せと充実感という自然な輝きを創り出しながら、いつでも肯定的な雰囲気や思考

過程を維持する能力を手にしています。皆さんの想いの力と伴に、皆さんは皆さんの

現実性の内部と、既に皆さんに与えられているすべての神の恵みの存在感に感謝し自

覚する能力も手にしています。皆さんが皆さんの周りのすべて、そして皆さんの内面

に創造主の美を自覚する時、次に皆さんは自然に有り余るほどの美しさを創り出し、

また明らかにし始めます。何故なら、皆さんはそれに値し、しかもその美しさが皆さ

んの魂から自然に溢れ出すからです。皆さんは創造主の祝福に対して皆さん自身を充

分に押し開く能力を維持しています。これは、肯定的な思考形態や皆さんの現実性の

内部で皆さんが経験したいと望むものについての認識と相俟って、美しい現実性を創

り出す際に皆さんを支援することになるでしょう。もしかすると、最も重要なことは

、皆さんは今美しい現実性を創り出すことができ、それは達成可能でありまた手にす

ることができるものであることを理解することなのかもしれません。美しい現実性は

、まるで物質的な現実性に意識を集中させるように思われるかもしれませんが、しか

しそれは愛と、愛の発露すべてに意識を集中させるものです。

聖母マリア：皆さんは正確に皆さんが誰なのかを思い出す能力を備えています。

（わたしは正確に自分が誰かを思い出します。）

皆さんは創造主の魂のひとつの側面として存在しています。これは、皆さんが聖なる

資質、叡智、愛、自覚、そして創造主に属する穏やかさを皆さんという存在の内部に

保有していることを意味しています。皆さんは単純に人間というだけではなく、皆さ

んが現在思い描くことができるものよりも遥かに素晴らしい存在です。皆さんが地球

を訪れた理由は、ひとつの魂あるいは創造主の側面として皆さんの旅の一部として自

然なものでした。地球は、創造主の魂を理解し、皆さんの創造主との同調性をもう一

度思い出すこと目指して、皆さんが皆さん自身のエネルギーを理解し、発見すること

を許しています。皆さんは愛と光の灯台であり、皆さんの世界の現実性の中で皆さん

を援助し、支援するための創造主の力量を備えています。あらゆる物事が変化し得る

ものであり、新しい叡智や理解がいつも皆さんという存在の中に流れ込んでくるよう

になるでしょう。皆さんはいつでも変化し変容しています。皆さんは皆さんの物質的

な身体や個性以上の存在であることを理解することによって、必要となるものを実現

するために精力的に努力しながら、現在よりかなり簡単に皆さんの現実性に対処する



ことができます。

聖母マリアと師エル・モーリヤ

皆さんは、皆さんが混乱あるいは不安な時に叡智を引き出す能力を備えています。

（わたしはすべての混乱と不安を一掃するために、今、叡智を前面に引き出します。

）

皆さんは、いつでも創造主の光と結び付いた平衡に留まる能力を備えています。

（わたしは、創造主の光と結び付いた平衡に留まります。）

皆さんは限界を持たず、自由だけを持って存在する能力を備えています。

（わたしは限界から自由であり、わたしは自由を経験します。）

皆さんは、愛し、創造主の愛の中に抱かれるために、偽りなく皆さんのこころを開く

能力を備えています。

（わたしは愛し、創造主の愛情溢れる抱擁のために、充分にわたしのこころを開き

ます。）

皆さんは、物質的に、精神的に、情緒敵に、そして霊的に、皆さん自身を癒す能力を

備えています。

（わたしは今、物質的に、精神的に、情緒的に、そして霊的に癒されています。）

皆さんは、あらゆる姿で創造主の祝福を受け入れる能力を備えています。

（わたしはあらゆる姿で創造主の祝福を受け入れます。）

皆さんは、皆さんが望み必要としているすべてのものを皆さんの現実性の中に引き寄

せる能力を備えています。

（わたしはわたしが望み、必要とするものをわたしの現実性の中に引き寄せます。）

皆さんは、皆さんの魂と指導霊の賢明な目標を理解する能力を備えています。

（わたしはわたしの魂と指導霊の賢明な目標を理解します。）



皆さんは、皆さんの驚くべき霊的な、そして物質的な技術と才能を簡単に発見する能

力を備えています。

（わたしは今、わたしの驚くべき霊的そして物質的な技術と才能を所有し、理解して

います。）

皆さんは、創造主の光と会話して創造主の光に浴するために、創造主とひとつになる

能力を備えています。

（わたしは今、創造主とひとつになっています。わたしは創造主の光と会話し、創造

主の光に浴しています。）

わたし達の今日の伝達を通して、わたし達は皆さんが日々の人生で利用することがで

きる価値ある確言を皆さんに提示することを望んでいるだけではなく、またわたし達

は皆さんの現在の現実性が実際にどれほど素晴らしいものであるかを皆さんに思い出

させたいと思っています。皆さんは今、これほどの豊かさで、これほど数多くの機会

、可能性、そして良き物事で、充分に祝福されています。既に皆さんは、わたし達が

今日話してきたあらゆるものとして存在しています。もしも皆さんがいつもこれを思

い出すことができれば、皆さんはたとえそれた未来であっても皆さんの現実性を変容

させることができます。わたし達は、数多くの人々が自分達の物質的な現実性や現

在起っている否定的な状況に封じ込められたままになっていることを理解しています

。人々は、自分達が日々受け取っている素晴らしい神の祝福を認識し、充分に理解し

、そして感謝を伝えることを忘れています。皆さんが手にしているものは、わたし達

が今日伝えたことを上回る、数多くの方法で満ち溢れています。今、皆さんと伴に存

在している数々の祝福を、そして皆さんの現実性の中に流れ込んでいる素晴らしい豊

富なエネルギーや経験を、書き止め、記録することを皆さん自身に許してください。

また皆さんは今現在、皆さんがそうなることを望んでいるすべてのものであるという

意識を持つことが重要になります。人々はしばしば夢あるいは目標を持っていて、ま

た今後はその達成を時間が援助してくれることになると把握しています。時間はひと

つの幻影であり、ただ皆さんの物質的な現実性に構造をもたらすために創り出された

ものです。皆さんの夢を明らかいにすることを許すものは時間ではなく、皆さんが既

に皆さんが夢に描いているすべてとして存在していることを段階的に理解すること

です。この理解は徐々に現われます。何故なら、皆さんはそれがそうなることを許し

、あるいは望むからですが、しかしそれは段階的な過程を経る必要はなく、瞬時に発



現させることができます。それは単純に、今までの習慣を解消し、皆さんの内面から

発生し、発現し、目覚めているエネルギーの新しい雛型を創り出す必要があるだけ

です。

わたし達は皆さんの環境がどのようなものであれ、皆さんが皆さんの現実性について

否定的な感情を持つことを皆さん自身に許さないように求めています。何故なら、わ

たし達は皆さんが、既に皆さんと伴にある数多くの祝福を確認することを望んでいる

からです。皆さんが皆さんの現実性を把握している方法をこのように修正すること

によって、皆さんは皆さんの現実性と存在の奥深くまで創造主の愛を引き寄せること

になるでしょう。それによって皆さんは、すべての否定的な状況を修正するようにな

るでしょう。わたし達は、皆さんが豊かに祝福されている現実性の中に暮らしている

という存在の仕方と理解の方法を承認することを求めています。皆さんは創造主によ

って祝福されていて、皆さんはこうした祝福に値する存在であるという事実全体を、

こころから受け入れてください。皆さんは祝福を求めることができ、その祝福が皆さ

んに降り注ぎ、皆さんという存在を通過して行くことを認識してください。皆さんの

現実性は今現在の通りに美しく、皆さんの意識を否定性から、また皆さんの損失、皆

さんが所有していないものから遠ざけて、皆さんの内面と皆さんの周りにある豊かさ

を褒め称えてください。この存在の段階がひとつの雛型になることを許すことが、豊

かさという富があらゆる姿で簡単かつ完全に皆さんの現実性に流れ込むことを後押し

するようになるでしょう。

自分達がどれほど祝福されていて、その存在がどれほど豊かで愛されているか、それ

を人類が気付き、受け入れ始めることが重要になります。何故なら、これが地球上の

数多くの人々の意識の内部に刻み込まれている否定的な定型を無効にすることになる

からです。数多くの人々が依然として自分達は数々の祝福やエネルギー、そして創造

主の愛に値しないという信条にしがみ付いています。ある人々は、自分自身が創造主

に没頭している時、どのような方法でも豊かになることは倫理に反することだと信じ

ています。他の人々は、否定的な状況や経験は必要なものであり、肯定的な経験より

もさらに多くの意識と注意を集中させなければならないものだと信じています。創造

主の豊かさに抵抗するという定型、つまり創造主の祝福を無視することは、今、解消

されなければならないものです。この変化を促進するものが、愛の存在感です。皆さ

んの現在の現実性のあるがままの豊かな祝福に対して感謝し、褒め称えることよって

、皆さん自身が創造主の愛を信じることを許してください。



真実の光の中で、皆さんの現実性と自分自身を皆さん自身で確認してください。

有り余るほどの祝福と伴に、

With abundant blessings,

聖母マリアと師エル・モーリヤ

Mother Mary and Master El Morya

http://lightworkers.org/channeling/132214/thoughts-your-current-reality-mother-mary-and-master-el-

morya

翻訳： 森のくま (2011-06-16 20:04) 
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