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わたしはおよそ2年前に本格的に交信を始める以前に、エロヒムについての情報を受
け取っています。 
わたしが受け取った最後のものは、彼らがアン・ヒ・ヤー、つまり周波数の変更者と呼
ばれていた時のものです。 
皆さんはそのメッセージを以下で読むことができます。 
今はそれを更新する時だと考え、数多くの人々が神、つまり創造主の神に関心を寄せて
いる限りより多くの知識が必要になっているように思われるため、地球の次元上昇の過
程の範囲内での彼らの役割について、しかしまたわたし達自身について、わたし達は
わたし達により多くの理解を提供するように彼らに要求してきました。 
前回わたしは異なる方法でメッセージを受け取ったため、今回わたしはエロヒムに彼ら
の知識と彼らと地球についての助言を明確に尋ねました。 
 
わたし達は24のエロヒム
We are the 24 Elohim, 

わたし達はすべて霊の中のひとつの集団意識の内部に存在しています。わたし達もまた
地球上に転生させられているからです。皆さんはわたし達を良く理解することはない
でしょう。何故なら、わたし達が今ここに存在している理由は地球の次元上昇の過程に
基づいていて、わたし達は地球の奉仕に従事するために皆さんの間に存在しているから
です。 
わたし達は創造主の神として理解されていますが、わたしたちはそうではありません。
 
皆さんの宇宙は、ひとつの新しい経験が必要になっていた数多くの存在達が関与してい
た或る時の瞬間に創り出されました。 
わたし達はこの経験の助言者でしたが、助言と新しい現実性の創造に関与している数多
くの集団が存在しているため、それはわたし達だけの話ではありません。 
その当時、皆さんの宇宙は既に存在し、地球の現実性に関与していたすべての惑星や存
在達と伴に、ひとつの次元の制約の範囲内で皆さんの宇宙は創り出されました。 
数多くの存在達が既に地球上に存在していたため、これは最初の創造の思索ではありま
せんでした。これは、皆さんの記憶の起源になっている部分です。 



何故なら、すべての宇宙の内部で創造は変化し、時にそれは徹底的に完全な変化を起こ
すことが必要になっているからです。 
これは、次元的な現実性の創造と、そういった数々の次元の内部の物質的な現実性に属
する幻影によって、行われました。 
皆さんの現実性の創造は地球の時系列の内部で何年もの期間をかけて成就されたため、
これはひとつの短い概観に過ぎません。 
次元的な現実性に移動することや、霊的な現実性でのその影響によって数多くの存在達
が物質的な現実性の内部の生活にさらに深くより多く執着してしまい、霊的な現実性と
の結び付きをすべて一斉に失うと同時にすべての存在達がより多くの物質的な制約を経
験する必要があったため、長い時間をかけて調整が施されました。 
転生している存在達が自分達の物質的な身体から離れてその霊的な自己に帰ることにな
っていたので、これについては何度も繰り返し話し合われました。 
地球上に転生していたすべての存在達はいつも自由な選択権を持ち、皆さんの地球の現
実性に移動する決意をしようとする時には、自分達の霊的な存在から完全に切り離され
る過程について充分に情報が与えられていました。 
当初は霊的な部分が完全に物質的な世界に付着させられていなかったため、転生の循環
から抜け出す機会がありました。物質的な世界は現時点のように高い密度ではありませ
んでした。 
その認識が固められた時、彼らが自分達の霊の中の存在に戻ろうとする間でさえ、転生
しているすべての存在達とって物質的な世界への執着が次々とその現実性になってしま
いました。数多くの存在達が、役立てることができて自分自身を完全に地球上の物質的
な現実性に浮上させるその経験と学びの過程を受け入れることを決意しました。 
こうした存在達が自分達の霊的な現実性に向かって移動することに関する限りは、いつ
も助言者と導きが存在していましたが、しかし彼らは転生と転生の間の期間に完全に自
分達の霊的な存在に移動することができませんでした。そのため、彼らの存在のそうい
った水準で彼らに導きを与えるために数々の集団が集められました。 
導きと助言は、彼らの存在のそういった水準の場所だけに与えられることが可能で
した。 
物質的な転生の現実性に完全に移動する決断をする前に、彼らの霊的な存在の充分な覚
醒を許すためにひとつの計画が創り出されました。 
その計画は、大宇宙の流れの内部に在る皆さんの宇宙の最初の流れの内部で創り出され
ました。皆さんは、数々のユガ（ヒンドゥーの時代）の内部のこの流れを理解してい
ます。 
地球の水準から地球上のすべての存在達を支援するために完全な意識を携えて地球上に
転生しようとした存在達がいて、同時に転生と転生の間の霊的な水準で人々を支援しよ
うとした存在達もいました。 
時に、転生している存在達は自分自身を認識させようとしましたが、他の場合には、彼
らはただその密度の内部の周波数の中で活動しようとしました。 
わたしたちエロヒムは、その一部には非常に良く認識されている生涯を送った者が存在
していますが、いつも周波数の変更者として存在してきました。 



この世界には、目覚めの過程に関与している他の数多くの存在達がいます。 
現時点において、わたし達はもう一度地球の次元上昇の過程まで到達しています。わた
し達は以前にもこの時点に存在していて、ちょうど皆さんの世界の内部のあらゆる物事
のように、いわゆるわたし達が精神の内部で経験した方法がいつも成功する訳ではあり
ません。 
皆さんの宇宙内部のこの創造に関与している数多くの異なる集団が存在していますが、
わたし達は数多くの他の宇宙の内部のようにすべて連携している訳ではありません。 
地球の時系列で多くの時が過ぎ去り、そしてわたし達によって数多くの調整が施されま
したが、しかしまた或る異なる計画あるいは異なる調整が必要だった他の存在達によ
って、彼ら自身の過程または彼ら自身の過程の支配のどちらかのための調整も施され
ました。 
地球上に転生している数多くの存在達は、彼らがほとんど完全に霊の内部の自分達の存
在の内部に結び付けられる転生と転生の間の場所に既に戻っています。そしてあらゆる
存在は、いつも過去に行われた決断に関与してきました。 
それは、わたし達は根源のエネルギー、大宇宙エネルギーの自然な流れに従っているか
らです。わたし達は今、再び地球上の次元的な現実性の内部の移行の瞬間に位置してい
ます。今回の移行は皆さんの宇宙の外部のエネルギーの流れによって創り出されていま
すが、しかしまた皆さんの宇宙の内部のエネルギーの流れによって創り出されている部
分もあります。 
ある種の特定の瞬間に、両方の流れがひとつになり、皆さんが呼ぶいわゆるゼロ・ポイ
ントを創り出します。 
今は、ゼロ・ポイントは完全な変化を許しているため、その変化が部分的な現実性では
なく完全な現実性になることができる時です。そしてその流れの内部で、わたし達はた
だ部分的な変化を起こすことができるだけです。 
今は、数多くの存在達が地球の次元上昇の中で支援し、地球上の次元上昇に追随するよ
うになる時です。 
そうです、わたし達はすべて転生させられ、わたし達はこの過程の一定の役割のため
に必要とされている符号化を持っています。何故なら、わたし達はわたし達の霊の中の
存在と完全に結び付いた状態で転生させられているからです。 
わたし達は地球の次元上昇に近付いているため、今は理解の時であることを認識してい
ます。そしてわたし達は、理解することを望んでいるものをさらに簡単に利用できるよ
うになるでしょう。 
現在はさらに多くの集団達が関与しているため、皆さんに意識されるさらに多くの集団
が存在するようになるでしょう。その次元上昇の過程を意欲的に理解しようとしてい
る皆さんのために、わたし達は必要であれば導き支援することになりますが、しかし皆
さんが本当に必要としているものは、内部で皆さん自身の完全な存在と結び付き、その
答えを見付け出すことだけです。 

24のエロヒム
The 24 Elohim 
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地球の変化についてのエロヒムからのメッセー

ジ
New Message from the Elohim on Earth Changes
18 May 2012 - 9:32pm
 
ヴァレリー・エルスター経由

Channeler: Valerie Elster
 
5/18/12
 
 
親愛なる皆さんに祝福を。わたし達は今、皆さんの宇宙とこれから訪れる周波数の変化

に関する重要なメッセージを携えて、皆さんの世界に現れています。

 
この訪れようとしている5月20日の日蝕の発生が、皆さんの太陽系に影響を与えること
になるでしょう。

 
その上、数多くの皆さんが数々の古い情緒的な問題を抱えていて、月が太陽との関連で

不安的な時期に入るため、それが表面化する可能性があります。正しい物事を行うこと

を認識しながら、既に皆さんに役立っていないあらゆる物事を解き放ち、手放す準備を

整えてください。

 
皆さんは霊的な存在であり、今は宇宙との関連で皆さんの神性を自覚して、皆さんのさ

らに高い道筋と目的を受け入れる時であり、その理解を皆さんの現在の意識状態の内部

に溶け込ませてください。もしも皆さんがこの過程の間に支援が必要であれば、遠慮

なくわたし達や他の光に属する星の存在達に呼び掛けてください。

 
わたし達はこうした近付きつつある数々の変化の間に皆さんと伴に存在し、そして繰り

返しますが、愛すること以外、怖れるものは何もありません。

 
エロヒム



The Elohim
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混乱はさらに高い意識と自覚に通じる

混乱はさらに高い意識と自覚に通じる
Confusion Leads into Higher Consciousness and Awareness
6 October 2012 - 3:52pm
 
ジュリー・ミラー経由

Channeler: Julie Miller
 
Confusion Leads into Higher Consciousness and Awareness
Message from Elohim of Purity
Channeled by: Julie Miller October 06, 2012
 
 
幸いなる仲間達、純粋性は皆さんの一覧の何処にありますか？ それは先頭ですか、最
後ですか、それとも中間ですか？ もしも皆さんの一覧が混乱を反映していても問題で
はありません。何故なら、混乱の中でさえ、ある種の秩序が存在するからです。数多く

の人々が味わっている無秩序の中に、精神的かあるいは物質的な、どちらかの秩序が存

在します。皆さんは、数々の特殊な場所に設定した数々の物事、そして諺で言う‘万一
の場合’に備えて皆さんが隠してきた一部の物事を、所有します。それにも関らず、皆
さんは依然として皆さんがしまい込んでいるあらゆる物事を見付け出す場所を認識して

います。皆さんは、皆さんが味わっている無秩序がそれに対するある種の秩序を持って

いることを、既に気付いています。時に、皆さんの純粋な数々の行いが皆さんによって

注目されずに終わることもありますが、しかしその行いはそこに存在します。皆さんが

皆さんの汚れた服を脱ぐ時、皆さんは普通、皆さんがそのコンピューターの出力装置を

維持している場所やちらかった机の上でその服を脱ぎません。それぞれの場所が、それ

自体の無秩序の内部に秩序を所有します。その理由は、皆さんが既に、皆さんの内部で

機能している純粋性という概念を経験しているからです。皆さんは皆さんの一覧の先頭

に置き、その場所を維持することができます。

 
皆さんの秩序の必要性は、実際にひとつの物質主義的な構造概念です。整然とした型に

ついて厳密に言うと、皆さんは自然を、自分達の保護箱の外側を考えることがない誰か



のひとつの特徴、として把握することができます。余りにも過剰な秩序性は、繊細な数

多くの親愛なる魂達を傷付ける可能性があります。幸いなる仲間達、自分達の利点に対

して熱意とエネルギーと達成感に満ち溢れている数多くの人々は、簡単に時間厳守を放

り出すことになるでしょう。時間厳守、定時性は、直線的な時系列を通して機能する組

織化された集団には良く役立ちます。しかし実際に、日々の生活の時間厳守は、人が選

択する場合のひとつのリズム、ひとつの機能する方法になります。皆さんが皆さんの人

生を生きるその流れは、上り坂と下り坂に満ち溢れています。厳密過ぎる時間厳守は必

要なく、それは自然の中のなだらかさであり、最終的には時間厳守は成熟した人格と伴

にひとつの習慣的なリズムに進化します。

 
幸いなる仲間達、もう少し深く入り込んでみましょう。皆さんの物質的な清潔さは、皆

さんという存在の精神的な水準の純粋性を包み込んでいます。そして心理的な清潔さは

、皆さんという存在の倫理的な水準で純粋性を包み込む能力です。数多くの親愛なる魂

達が口にする純粋性は、意識の純粋性です。光と調和をかなり受け取ることができる皆

さんの意識の一部は、数多くの人々が話し続けている純粋性です。幸いなる仲間達、純

粋性それ自体は、明らかにされたひとつの状況だということを忘れないでください。純

粋性は、明らかにされていない皆さんの意識の振幅ではありません。その通り、これは

、皆さんの進化と皆さんの意識の純粋性を決定するために、皆さんの立場で少し考える

ことが必要になります。わたしが皆さんを導き、皆さんの意識の純粋性に関して皆さん

が調べたいと思うものついてのひとつの精神的な一覧を皆さんが創り出す時、皆さんが

理解しようとする要求を支援することを許して下さい。

 
混乱は基本的なものであり、数多くの人々が別の日に目を向けようとして無視するもの

です。親愛なる皆さん、それは的外れではない目的を持っているため、混乱について話

をすることにしましょう。混乱は、最終的に秩序性に向けて進み、成長します。皆さん

の存在する場所での混乱を、皆さんが皆さんの旅で入ろうとしている次の局面に対する

高度な前兆か警告と考えてください。皆さんがそれぞれの新しい局面に入る時、いつも

小さな混乱が起り、皆さんは皆さんが実際にその新しい局面に向かって前進の一歩を踏

み出すまで、皆さんのためにそこに存在するあらゆる小さな物事を認識しません。混

乱は、皆さんの旅の上で皆さんの場所を促進することに通じる理解をもたらします。

 
皆さんがひとつの全体として意識を検討する時、どのような創造的な発想も持っていな

いためにその精神の中で少しも混乱を経験しない数多くの親愛なる魂達が存在するこ



とを、皆さんは気付くことになるでしょう。それにもかかわらず、自分達の精神がいつ

も混乱状態になっていることについて、これほど多くの情報を読んでいる人々が存在し

ます。その状態は、自分達が得てきた情報を処理しようとして自分達の状態を認識する

まで、人々により多くの時間を必要にしてしまいます。親愛なる皆さん、混乱を軽く見

ようとしないでください。混乱はいつも進歩に通じるため、皆さんの目覚めている意識

の重要な部分ですが、しかしこの進歩はひとりひとりの皆さんにとって異なります。何

故なら、ひとりひとりの皆さんの学びが異なっているからです。混乱が解消した後で皆

さんが行っていることを皆さんが理解する限り、間違った方法や正しい方法というもの

はありません。

 
皆さんの自由意志は、ただ皆さんの理解が透明な時と、透明性があり純粋性がある時

、そして皆さんが純粋性と皆さんの秩序性を持つ時に、作動します。皆さんは自由意志

を持つ必要があります。そうでなければ、どのような秩序性も存在することはないでし

ょう。これは、皆さんのこころの中のひとつの運動です。皆さんの内部に存在する自由

意志は、混乱の中でそれ自体の存在を行使し、もう少し穏やかさと秩序を再生して、そ

れ自体の強さを取り戻す必要があります。幸いなる仲間達、これは皆さんの安定化の過

程の一部です。秩序が絶対的な混乱の排除に対してそれ自体を組織化し形成ことができ

るためには、ある特定の最小限の秩序を発生させる必要があることを理解することが、

重要になります。親愛なる皆さん、皆さんの混乱から、やがて皆さんは完全なひとつの

安定した量の秩序に到達します。

 
皆さんが皆さんの意識に向かってより高く進む時、皆さんは混乱の荒々しさから前進

して、皆さん自身がさらに広い水準の自覚と意識へと引き上げられていることに気付き

ます。皆さんは、精神的な側面と情緒的な側面から流れ込んでいるさらに新しい数々の

要素を自覚します。新しい数々の発想と一定量の洗練さが流れ始めます。皆さんの活

力とエネルギーを通して、皆さんは熱狂と伴に増大する衝動を認識し、確認するように

なるでしょう。皆さんの物質的な側面における数々の変化について話しながら、数多く

の皆さんが協力し合っている皆さんのすべての自己の拡大に気付きます。皆さんが皆さ

んの数々の変化に気付く時、皆さんの意識は引き上げられます。親愛なる皆さん、一度

皆さんの意識が引き上げられてしまえば、皆さんは次に、純粋性の主要な本質の数々が

あちこちの地点として至るところに散在して見えることに気付き始めます。皆さんの純

粋性が増す時、次に純粋な思考と意識の時折の点在が、光に転じます。これは情報ある

いは成熟いた叡智として表現されません。これは、皆さんが獲得してきた知識から皆さ



んの意識が創り出す光です。皆さんが今まで直面してきたすべての混乱と皆さんが表現

してきたすべての感情の爆発を通して、皆さんは皆さん自身の意識の高さとその成長を

敷き詰めてきました。親愛なる皆さん、光は皆さんの意識の発現であることを忘れない

でください。純粋性が最終的に皆さんの存在の数々の次元領域全体を啓発する時、親愛

なる幸いなる仲間達、皆さんの知識は光に転じ、皆さんの情緒は恍惚に向けて発達し、

そして皆さん自身の存在そのものは霊的で深淵な現実性に向けて発達します。

 
皆さんが皆さんの内部で働いている純粋性を充分に自覚する時、皆さんは無条件の愛を

表現することになるため、皆さんの行動でそれを表現してください。絶えず純粋な状態

になっているものとして、皆さん自身を考えてください。皆さん自身を他の人々と比較

しないでください。何よりもまず、皆さん自身を認識してください。皆さんという存在

の純粋性を搾取しようとする個人達が現れるようになりますが、しかし皆さんのこの自

覚がすべての企みを停止させ、皆さんの自己を満たす光と愛が、ひとつの癒しの輝きと

すべての否定的な行動を解消する育成のエネルギーの光線を照射することになるでし

ょう。皆さん自身の自覚的意識が皆さん自身の偉大性に向けた皆さんの道を整えるため

、皆さんの意識が上昇して獲得することになる数々のさらに高い水準がいつも存在し、

純粋性を維持することになるでしょう。

 
幸いなる仲間達、今日皆さんと共有した時間をわたしは光栄に思い、そしてわたしが中

に入りこうした言葉をすべての皆さんに届けることを皆さんの姉妹が許したことを、永

遠に感謝します。

 
わたしは純粋性に属するエロヒム

I AM Elohim of Purity through Julie Miller
 
http://lightworkers.org/channeling/168942/confusion-leads-higher-consciousness-and-awareness
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皆さんの旅は、第一歩から始まる
Your Journey Begins with ONE Step
8 June 2013 - 10:49am
 
ジュリー・ミラー経由

Channeler: Julie Miller
 
Your Journey Begins with ONE Step
Message from Elohim Cyclopea
Received by Julie Miller June 08, 2013
 
 
親愛なる大切なこころ達、ひとりひとりの皆さんの内部に、ひとつの紛れもない力、皆

さんが頻繁にあたりまえと受け止めるか忘れている、ひとつの力があります。大切な皆

さん、皆さん自身の内面の力を通して、皆さんはすべての物事の中のさらに巨大な豊か

さを達成する能力を保有します。それは、皆さんがそのこころの純粋さに焦点を合わせ

る選択をする時に、皆さんが最も望むものです。皆さんの内面の力を通して、皆さんは

、さらに楽しむことができるひとつの人生を創り出すために必要なものを、既に持ち合

わせています。

 
自分達の内面の力を理解し、役立てるそういった親愛なる魂達を理解することは、簡単

なことです。彼らは愛に溢れ、長続きする人間関係、そして楽しめて有望な職業を持ち

、そしてまさに彼らの存在感によって、彼らは健康的な活力に光を当てます。わたし

達は、もしも皆さんが皆さんの何らかの領域を検討して痛みと苦闘を感じるなら、ひと

りひとりの皆さんが皆さん自身の内部を深く見詰めることを勧めます。皆さんを皆さん

の数々の気付きに導くために、皆さんの内面の力を利用してください。そしてこの力が

皆さんに実行できる数々の解決策をもたらす上で役立つことを、認めてください。そ

れは、皆さんがさらに多くの積極的なエネルギーを増大させて、それを皆さんの旅のあ

りとあらゆる領域に向ける上で、皆さんを後押しすることになるでしょう。皆さんが持

つ皆さんの内面の自己との結び付きを通して皆さんの自信を深めて、皆さんの内面の力



を健全に利用してください。

 
数多くの大切なこころ達が、自分達の内面の力と結び付き、それを大切にする方法を学

ぶことを望みますが、しかしその人々は、今までその方法を考えつくことができません

でした。親愛なる大切なこころ達、皆さんの旅は複雑なものである必要はありません。

そして皆さんの内面の力と結び付くことは、極めて単純です。皆さんが必要なのは、皆

さんの意識の集中を通して、皆さんの内面の力を調整することだけであり、それは皆さ

んが創り出し、達成することを望むものに対する、こころの純粋さです。皆さんは、皆

さんの一日の始まりで、これを始めます。皆さんが目覚める瞬間から肯定的な段階を

踏み、おそらく皆さんの大切なエネルギーを枯渇させるその物事に関する皆さんの心

配を最小限度に抑え、そしてその代わりに皆さん自身の努力で、皆さんの自信と信頼を

増やしてください。皆さんの一日を通した肯定的な思考形態と言動で、前進を続けてく

ださい。

 
わたし達は、皆さん自身を憂鬱な雰囲気から連れ出すことがどれほど難しくなる可能性

があるかということを理解しますが、しかしそのために皆さんの内面の力を引き出す能

力と、その能力を皆さんのために働かせることが、不可欠です。大切なこころ達、皆さ

んの周りをさらに頻繁に観察して、注意を払ってください。皆さんの進歩を記憶に留め

てください。皆さん自身に建設的に質問してください。皆さんが今まで取り組んできて

達成することを望んでいるものの実現へ向けて、皆さんが一貫した歩みを進めているか

どうか、それを見極めてください。皆さんは、非協力的な人々によって気を散らされて

いますか？　皆さんは、皆さんを頻繁に混乱させる、否定的な考えが入り込むことを許

しますか？ 　大切なこころ達、もしも皆さんが何らかの目標を達成しようとしている
なら、皆さんが集中して適切な行動を起こすことが不可欠です。そして皆さんの内面の

力を大切にすることによって、それが皆さんに成功をもたらすことになるでしょう。時

に皆さんは、突然行き場が無くなっている皆さん自身に気付くかもしれません。皆さ

んは、皆さん自身が行き詰っている、と説明します。これは、皆さんが皆さん自身を深

く見詰めるひとつの黄金の機会であり、皆さんはその中で、“行き詰まり感”が現れる場
所を理解し、行き詰っていない状態になる方法を発見します。皆さん自身と膝を交えて

、進歩的で集中的なひとつの新しい計画を、皆さんを成功に導くことになるひとつの計

画を、創り出してください。

 
わたし達は頻繁に、数多くの場所で絶えず散漫になっている数々の情緒を確認します。



数々の雑念が皆さんの一日を満たし、それにもかかわらず、大切なこころ達、それが皆

さんを支配することを認めることは、皆さんに次第です。または、もしも皆さんがひと

つの立場を明確にするなら、皆さんの情緒的な自己を管理してください。大切なここ

ろ達、もしも皆さんが、皆さんの情緒が支配された状態になることを許すなら、その情

緒が皆さんの内面の力を消耗させ、皆さんの脱力感や疲労感をそのままにして、皆さん

を余り生産的ではない状態に留めることになるでしょう。皆さんを情緒の抑制から抜け

出させることになる、健康的でその上効果的な新しい方法について、学んでください。

皆さんの情緒を管理する方法を習得して、皆さんの自己全体に安定をもたらしてくだ

さい。皆さんが皆さんの情緒を掌握することができる時、皆さんは歓び、希望、熱狂、

自信、そして他の素晴らしい肯定的な特性が皆さんの日常と人生に浸透することを、気

付くようになるでしょう

 
大切なこころ達、時に皆さんは、皆さんの想いの力を忘れます。皆さんが皆さんの想い

を通して視覚化するものが、宇宙に対するひとつの信号を運びます。そしてこの信号が

、皆さんが望むものを表現します。これが、皆さんの想いが肯定的か否定的かどうかに

かかわらず、現象化が機能する姿です。また、皆さんの想いを操作する方法を習得する

ことが重要です。皆さんの想いを、肯定的な心象と言葉に集中させてください。皆さん

が事実通り達成することを望むものに皆さん自身を再び同調させて、皆さんの純粋な意

図をその心象に集中させて、皆さん自身の内面の力の価値を信じる方法を学んでくだ

さい。

 
瞑想は、今までいつも、より多くの霊的な力を取り入れるための最良の方法でした。そ

してこれからは、皆さん自身と皆さんの周りの世界の自覚を、さらに深く発達させるた

めに役立つことになるでしょう。皆さんの内部にある霊の力に気付く方法を学ぶこと、

そして皆さん自身の内面の力と組み合わせてこの力を引き出すことは、皆さんが達成す

ることを望むものに対して皆さんが重ねてきたその集中した足跡を、さらに効果的にす

ることになるでしょう。皆さんを通して流れるその力を、侵されることのない神聖なる

ものとして認めてください。そしてそれを、皆さんのために働かせてください。今後皆

さんをさらに強い理解を持つ状態にするその必要な手順を踏むことは、皆さんに委ねら

れています。そして、これからは強さと行動的なエネルギーを皆さんの内面の力に加え

ることになる皆さん自身の努力を通して、霊的な力を利用してください。

 
大幅に機能している調和の中で、皆さん自身の物質的、情緒的、精神的、そして霊的な



側面を一体にすることは、皆さんの達成する力の中にあります。大切なこころ達、皆さ

ん自身の内面の力は、今後皆さんが最も望むものを皆さんが創り出し、達成するために

役立つ、ひとつの驚くべき力になるでしょう。大切な皆さん、皆さんの旅の一部が、今

後皆さんの忍耐力を試す数々の困難をもたらすことに対して、準備を整えてください。

皆さんは既に、忍耐力を維持し、それを皆さんのために働かせる、内面の力を保有し

ます。皆さんの旅の中に数々の困難が現れる時に、皆さんの忍耐力を支配することを怖

れないでください。皆さんの意図の純粋性の内部に意識を集中させた状態に留まり、今

後成功する皆さん自身を信じてください。わたし達は、今後皆さんが成功することを、

既に認識しています。

 
皆さんが皆さんの情緒と考えを静めようとして、さらに皆さんがいつも皆さんと一緒に

いる霊の力をさらに自覚しようとする時に、皆さんの内面の力を掌握することが、それ

に取り組むために新しい葛藤を発現させることがあり得ることは、無理もないことです

。大切なこころ達、時間を取って、深呼吸をしてください。全速力で殺到しないでくだ

さい。皆さんの内面の力が皆さんに適したひとつの歩調を考案することを、許してくだ

さい。それは、皆さんが達成することに着手したそれぞれの目標に皆さんが到達する、

その支援をすることになるでしょう。

 
皆さんがどれほど力強いかということを、決して忘れないでください。大切なこころ達

、これは皆さんの旅です。そのため、皆さんが手筈を整えて、主導権を握ることは、皆

さんに委ねられています。皆さん自身が皆さんの内面の力に導かれることを、許してく

ださい。その力は、純粋な無条件の愛によって支えられ、皆さんの個人的な霊の旅を改

善します。大切なこころ達、皆さんの内部には、皆さんが発見して行動を起こすことを

待ち続けている数々の貴重な資質があります。皆さんの旅の中で積極的になり、深遠な

ひとつの感覚で、それはいつも数多くの神聖なる慈善的な存在達からの導きを求めるこ

とができるということを、認識してください。皆さんの旅は、第一歩から始まりますが

、しかし皆さんの第一歩は、決して孤独な歩みではありません。

 
そしてその通りに...
And so it is…
 
わたしはエロヒム・サイクロピア、ジュリー・ミラー経由



I AM Elohim Cyclopea through Julie Miller
 
http://lightworkers.org/channeling/183423/your-journey-begins-one-step
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数々の奇跡のマトリクス

数々の奇跡のマトリクス
The Matrix of Miracles
16 December 2012 - 8:15am
 
ギリアン・マクベス・ルーサン経由

Channeler: Gillian MacBeth-Louthan
 
 
 
わたし達は、皆さんを数々の奇跡のマトリクスに、愛のマトリクスに、そして光のマト

リクスに招くために、現れています。わたし達は皆さんを、皆さんが創り出す方法、皆

さんが創り出す理由についてのさらに深い理解に送り届けます。わたし達は、皆さんが

皆さんの願い、要求、そして望みとそれが地球の振動に影響を与える姿を理解する支援

をするために、現れています。わたし達は、エロヒム。

 
皆さんは数々の望みにおいて、決して特異ではありません。皆さんは、皆さんの要求あ

るいは望みにおいて、決して特異ではありません。皆さんは、皆さんの現象化と創造に

おいて、決して特異ではありません。皆さんはいつも、一体性のひとつの観点から創

造し、そして全体性のひとつ観点に向けてそれを送り届けます。皆さんのこころはい

つも、こころの内部で大切に維持するものを創造するように、皆さんを手招きします。

皆さんの魂はこれからいつも、皆さんが人間として不可能と考える数々の現象化と創造

に向けて、皆さんを後押しして、刺激することになるでしょう。

 
数々の奇跡の出産は、地球のすべての存在に対して布告され続けています。12月12日の
ように、皆さんは、皆さんの創造する能力が高められ、増幅されていることに気付く

でしょう。皆さんは、数々の瞬時の創造が日常の出来事になることに気付くでしょう。

もはや皆さんの創造的な数々の能力は不可視なものではなく、また皆さんの人間性の囲

いの背後に隠されることもありません。その能力は前面に立ち、地球上のあらゆる個人

に手を差し出します。

 



あらゆる人の信念体系は、彼または彼女を、ひとつの創造との対話に、不慣れながらそ

れでもひとつの対話に、案内することになります。皆さんの考えのひとつひとつが、生

命の分子構造と会話し、意思疎通し、交流しています。皆さんは絶え間なく、生命とし

て認識されている存在感とエネルギーと気軽に話し、意見交換し、駆け引きをしてい

ます。皆さんは過去において、皆さんに従わせるために、それを丸め込み、それを制

御し、そしてそれを操作する必要がありました。しかし今は地球の振動が飛躍的に増大

しているため、皆さんはもはや皆さんの生命力と意見交換や駆け引きをする必要はなく

なるでしょう。

 
約束されたキリストは、皆さんという存在の内部では生まれながらのものだったため、

皆さんがその熟達者です。皆さんのこころの中で強化されているひとつの信念を除いて

、皆さんの方で多くの努力をしなくても、皆さんは数々の奇跡の実現者であり、実行者

です。それは、皆さんの血管を通して流れているひとつの信念であり、明らかにされ

た数々の奇跡という酸素で皆さんの肺や皆さんの身体のあらゆる細胞を満たしている、

ひとつの信念です。皆さんは今もこれからも、皆さんのために再び人生を発生させる必

要はなくなるでしょう。皆さんは別の人に皆さんを愛するようにさせる必要はなく、別

の人を皆さんに従うようにさせる必要も無く、そして別の人を皆さんに与えるようにさ

せる必要もありません。皆さんは、皆さんの身体、精神、そして霊がこれほど欲求する

ものを達成しようとして、もはや個人的な人格や個人的な出来事にも意識を集中する必

要はありません。

 
地球上のあらゆる色とあらゆる香りのあらゆる花で満たされたひとつの領域に、皆さん

自身が立っている姿を思い描いてください。またこの領域の中には、あらゆる大きさと

あらゆる色彩をしたあらゆる蝶が飛んでいます。皆さんは深く呼吸をしながら、この領

域の中心に立ちます。皆さんは蝶を服従させることはできませんが、しかし蝶は愛を込

めて積極的に皆さんの手に、皆さんの頭に、皆さんの腕に、そして皆さんの背中に止

まり、蝶の翅の間で脈打つ美しい風で皆さんに触れます。皆さんは、この奇跡の中心で

皆さんのこころの中心に立ちます。それを導くことなく、それを丸め込むことなく、そ

れを起こそうとすることなく、しかし、皆さんがそれを経験するように、それが皆さん

を経験することを許しています。

 
この状態が、2012年12月12日に現れたように、その振動の色と響きになるでしょう。
 



生命が皆さんに生じることになるでしょう。数々の奇跡が皆さんに生じることになる

でしょう。愛が皆さんに生じることになるでしょう。それは毎日の結線図の一部になる

でしょう。それが、皆さんがこれほど憧れてきた神性の青写真になるでしょう。それは

、皆さんが捜し出すものにはならないでしょう。それは、皆さんのありのままの姿にな

るでしょう。皆さんの振動が変わるにつれて、皆さんのこころと魂が強く願うあらゆる

物事が、皆さんに利用できるものになるでしょう。それは皆さんの生命の中を歩くこと

になりますが、しかし皆さんはそれを確認するでしょうか？　皆さんはそれを受け入れ

るでしょうか？奇跡が皆さんの目の前で起り、目と目を合わせて皆さんを見る時、皆さ

んはその奇跡を認識するでしょうか？ あるいは、皆さんは奇跡を解剖し、分析し、そ
して批判と断定的判断をするでしょうか？

 
何故なら、皆さんが必要とし、望み、強く願っていると皆さんが考えるあらゆる物事は

、ひとつの生体電気の振動、ひとつの生きている振動であり、それが創造の被膜に送ら

れるからです。あらゆる物事の中で生きている神の振動は、皆さんの言葉毎に振動的に

政治的に正しい方法で皆さんが求め続けるものを、皆さんに正確に与えることによって

、反応します。

 
時空を通したすべての創造は、成長のために、解放のために、そして次元上昇のために

必要な、異なる振動上の刻印を持ちます。そしてこのようにして、皆さんのひとりのた

めのひとつの奇跡は、別のひとの奇跡ではありません。今は、数々の奇跡は自然な出来

事であり、求めさえすれば神の力で皆さんのものになるという理解が、前面に現れる時

です。数々の奇跡は皆さんを愛し、皆さんを探し求め、皆さんの称え、そしてその軌跡

はまさに振動的に皆さんのエネルギーに比例したものです。

 
皆さんは、決して別の人に由来するひとつの奇跡を選択することはできません。何故

なら、すべての奇跡は皆さんの刻印のために特別に考案されるからです。皆さんは皆さ

んの数々の奇跡の箱を開く唯一のDNAの鍵を手にします。こうした個別の奇跡を受け
入れることは、皆さんの仕事です。その奇跡を皆さんのこころであやすことも、その奇

跡をその輝きで認識することも同じです。何故なら、数々の奇跡は生きているエネルギ

ーであり、皆さんを愛しているからです。皆さんは、皆さんの内部に数々の奇跡の霊を

保有しています。地球上のあらゆる人が注視するように、それを放射してください。数

々の奇跡の創造を、数々の奇跡の受領を受け入れてください。そして、皆さん自身とす

べての人類のために、数々の奇跡の価値を信じてください。しっかりとつかまっていて



ください。何故なら、数々の奇跡の時代が皆さんに接しているからです。わたし達はエ

ロヒム。わたし達は数々の奇跡に満ちたひとつのことと伴に、皆さんとお別れします。

 
Gillian MacBeth-Louthan - PO box 217 - Dandridge, Tennessee 37725-0217 –
www.thequantumawakening.com thequantumawakening@hughes.net
 
Tags: matrix 12:12:12 Christ miracles
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巨大な仕事が皆さんの前に

巨大な仕事が皆さんの前に
A Great Work Is Before You!
9 June 2013 - 6:04am
 
ウテ経由

Channeler: Ute
 
THE ELOHIM Of THE GREAT CENTRAL SUN: A GREAT WORK IS BEFORE YOU!
 
 
わたし達は皆さんの家族、皆さんの兄弟姉妹です。

 
皆さんのように宇宙の旅を続けることは、わたし達の運命ではありませんでした。何故

なら宇宙は、永遠にわたし達の中にあるからです。わたし達はここにいて、皆さんの最

初の祖国を、皆さんの根源を、それ故にまた宇宙は皆さんの中にあることを、皆さんに

思い出させます。

 
わたし達は輝く光であり、皆さんはそれを受け取ります。わたし達は光の管理者であり

、そしてわたし達は創造主の神であり、また巨大中心太陽のエロヒムと呼ばれます。

 
わたし達はここにいて、皆さんの魂の創造に関する皆さんの記憶を目覚めさせます。皆

さんの意識は、魂と結び付くことに同意した後、この創造の行為を目撃しました。そ

れは、魂の数々の創造との結び付きを通して分割されるまで、純粋な統合意識でした。

 
わたし達は、光の姿と、姿を持たない状態の、両方になることができます。わたし達は

、わたし達の自由を、ただこの程度にまで抑制してきました。わたし達はどのような時

でも姿との結び付きを解き放ち、中心太陽の純粋な光として存在することができます。

非常に高い密度の中で存在する皆さんにとってこのことを思い描くことは困難ですが、

しかし、皆さんの魂の記憶を信頼してください。皆さんの魂は、それを思い出すとす

ぐに、わたし達のメッセージの真実を理解します。



 
今、数々の記憶が再び徐々に現れ始めていて、皆さんがより光に転じるほど、皆さんは

再びより多く光になることができます。

 
ただひとつの真実の言葉だけがあり、それは光の言葉です。そしてそれは愛と同じで

あり、そして愛の別の顔です。それは恍惚です。わたし達は恍惚です。思い出してくだ

さい！

 
ただ光だけが存在し、そしてあらゆる物事は、その愛の光から創り出されることを、わ

たし達は皆さんに思い出させます。この光は、真の存在の実質です。この光がなければ

、何も存在しません。光は存在の構成要素であり、それが存在を生み出します。皆さ

んは、光が存在しない状態を見分けることができません。ただ光がそれを見分けること

ができるものにしているのであり、それで皆さんは、その光を認識することができます

。皆さんは、そこから現れていて、そしてそれは、皆さんがそこに戻ることになる、意

識の水準です。

 
わたし達の輝きは、皆さんがかつて現れ、宇宙を貫く皆さんの旅を始めたように、皆さ

んの意識の最深部の中で、燦爛たる光の閃光を刺激します。

 
皆さんはこの旅から学びました。皆さんの知識と創造主のその創造の中の自己認識の

価値が、巨大な秘宝を生み出しています。こうした秘宝は、皆さんの意識の中に、皆さ

んの遺伝子とDNAの中に、永遠に蓄えられます。他の数々の銀河の中のさらに深い創
造のために高い価値を持つものが、その素材です。

 
したがって皆さんは、発展途上の恒星系の教師達です。何故なら皆さんは、最も高い輝

きの力からほとんど活動を止めている光まで、その全体的な光の帯域を認識しているか

らです。皆さんは、より低いそしてより高い精神のすべての変異の中で、関連するすべ

ての創造の能力を、そしてその関連する数々の情緒と感覚と身体の状態を、認識してい

ます。皆さんは今まで、皆さんがその経験に完全に身を委ねた間、皆さん自身の神聖な

る根源からの分離を学んできました。

 
こうしたすべての主題は、それが皆さんに認識され、そして皆さんがそれを理解するに

つれて、神の意志によって生じる進化の力で、皆さんが他の銀河の数々の文明を触発し



、発達を促すことができるようにします。

 
巨大な仕事とひたむきな貢献が、皆さんの前にあります。すべての銀河の進化は、最も

高い意識の中心、すべての存在の根源の中の、絶え間ないひとつの過程です。

 
この貢献を受け入れることは、あるいはそれをひとつの異なる仕事と交換することは、

皆さんに委ねられています。しかし、まさに始まりからこの貢献に尽くしてきたと感じ

る人々は、今この呼び掛けを聞き、その魂を開き、その適切な道筋に引き寄せられるこ

とになるでしょう。皆さんが既にそれを充分に気付いているかどうかについては問題で

はありませんが、しかしひとつの予見が、呼び掛けられる人々の中で明らかになり始め

ることになるでしょう。そしてその人々の中の何かが、反応することになるでしょう。

 
真の神聖なる冒険は、まさに今始まったばかりです。個人のさらに深い道筋を認識する

ことは、ひとつの巨大な祝福と恩恵です。何故なら、夢見たこともない多次元的な意識

の視点がそれによって開かれ続けて、新しい数々の範囲に向けて皆さんの内面の自覚的

意識を拡大して、新しい数々の領域の中で目覚めるからです。

 
皆さんがその最深部に到達した後、皆さんの最愛なる地球と伴に最も深い闇の深みを突

き抜けながら、今、この世界の経験の最後の部分が、ここに現れます。その密度の次元

領域は背後に置き去りにされているところであり、ひとつの新しい意識の領域が開き

続け、そして他の新しい輝く数々の現実性が神聖なる精神の中で認められていて、その

結果それが創り出されています。

 
新しい数々の世界が浮上を続け、その成果が、皆さんの後に現れて皆さんから学ぶ人々

の成長と創造性に、役立っています。

 
こうしたことは、至高の存在の栄光の周期であり、その存在は、それ自体を発見するた

めに新しい壮麗な経験に向けて意識的にその運動と拡大を続けています。

 
皆さんはそれであり、そして皆さんはそれではありません。それは皆さんの言葉と理解

を超えて存在します。皆さんはただ、至高の意識の愛の光として、その光の中で、それ

を経験し、味わうことができるだけです。

 



わたし達は、光と愛の煌きの中で、皆さんと伴に存在します！

 
 
Message conveyed by Ute
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人類へのメッセージ
Message to humanity 22nd July 2013

22 July 2013 - 8:54pm
 
カレン・ドーナン経由

Channeler: Karen Doonan
 

親愛なる皆さん、わたし達はエロヒム、そしてわたし達は、現時点の惑星上とその内部

のすべての存在達を導き、支援するために現れています。何故なら、新しい地球の数々

の周波数が今、母なる地球のあらゆる識別特性の内部とその人間の姿の中の地球の子供

達の両方に根を下ろし続けているからです。わたし達はこの時点ですべての存在に声を

掛けて、忍耐を求め、そして安定を求めます。何故なら親愛なる皆さん、安定は、実際

に新しい地球の数々の周波数に対する鍵になるからです。時に皆さんの直線的な目が覚

めている時間の中で、それはまるで混沌のように見えるかもしれませんが、それにもか

かわらず、混沌とした幻影の内部に真実があります。わたし達は、皆さんが内面に向

かい、こころの内部のその空間に気付き、休息して、魂の水準に宿る強さを取り戻すこ

とを求めます。何故なら、数多くの皆さんが今、新しい世界に入り、人類の新しい黄金

時代の中で新しい種族達と出会う準備を整えているからです。

 
人類を創り出した存在達の復帰は、今まで皆さんの歴史の中で伝えられてきたことで

あり、惑星地球上で長い間機論されてきたことです。そして皆さんはここで、これから

展開されることになるすべての人々のために準備された新しい時代の瀬戸際にいます。

こうした数々の変化は急激なものになり、こうした数々の変化は深いものになり、そし

てこうした数々の変化は、今その物質的に表れている姿の中で3つの宇宙の入り口に立
つ人類全体に資する真実になるでしょう。

 
皆さんが今まで信じるように教えられてきたすべての物事が今は消滅を続け、今は抑制

しそして抑圧するために皆さんの惑星の周りを包み込んできたすべての物事が消滅し、

そして今はひとつ新しい光がこの部分の宇宙全体で鮮やかに輝きます。それは実際に、



母なる地球とその子供達の光ですが、それは地球の子供達が今、ひとつの新しいさらに

高い周波数の振動の中を歩くからです。こうした振動は今後高まりかつ深まって行き、

今は今まで皆さんを狂気の端に追い遣ってきたその数々の周波数は後解消されて、これ

からはまさに皆さんの人間の目としての前で、新しい周波数が誕生することになるでし

ょう。今はすべての物事が、この惑星上の目が覚めている人生の現実性として経験され

ている物質的な目が覚めている姿の中で、いつでもこの過程を始めことができます。

 
数々の種族と領域の大群が今、既に人間の姿に転生しているすべての人々を支援して立

ち上がり、今その光は惑星中とその内部に殺到して、母なる地球の子供達の人間の身体

に流れ込んでいます。これは、新しいさらに高い数々の周波数と他の数々の象徴と光の

符号で取り組まれ続けていて、目が覚めている意識的な精神の水準で、それが人間の論

理的な脳を置き換えることになるでしょう。これからは、数々の新しい概念が人類の真

実の中に受け入れられることになるでしょう。何故なら、人類を抑制し抑圧することを

模索した者達は、もはや惑星のエネルギーの識別特性に対する振動的な影響力を持ち合

わせていないからです。

 
これは真実であるすべての物事に対する高められた数々の感受性を許し、そしてこれは

、伝えられる真実のさらに深い数々の水準への定着を許します。世界は今、真実の中で

、人類の黄金時代に向けたその運動を始めます。そしてかけがえのない皆さん、わたし

達は今まで決して皆さんを見捨てたことはなく、そのためわたし達は今、皆さんと伴に

ここにいます。
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2013の獅子座の門〜新しい機会の出入口

神のエロヒム評議会

THE ELOHIM COUNCILS OF GOD
 

2013の獅子座の門〜新しい機会の出入口
Lion's Gate 2013 ~ A New Doorway of Opportunity
26 July 2013 - 5:33am
 
クリスティン・メレリジー経由

Channeler: Christine Meleriessee
 
 
 
活性化の時期：2013年7月26日から8月12日
 
テラ・クリスタ（結晶質の地球）を歩んでいるわたし達は、獅子座の門のエネルギーを

認識することを望んでいます。それでわたし達や他の人々は、わたし達が暮らす4次元
の世界の内部でこうした更新された周波数が意味するものに関するさらに明確な定義を

持つことができます。この情報は、主アダマと光の一団が過去数週間に共有してきた、

わたし達はまさに一部の非常に強烈な振動の変化に襲われようとしている、という数々

のメッセージと共鳴します。以下の伝達は、‘神のエロヒム評議会’と、神の12の光線を
象徴する‘神の恵みの玉座を取り囲む長老達’によって導かれ続けているものです。わた
し達は、彼らの愛のメッセージに対して、彼らに感謝します。

 
 
神のエロヒム評議会と神の恵みの玉座を取り囲む長老達

THE ELOHIM COUNCILS OF GOD WITH THE ELDERS OF THE THRONE OF GRACE
 
わたしの最愛なる皆さん、こんにちは、

 
わたし達は、こうした理解のエネルギーを受け取るための時間を割いている事に対して



、皆さんに感謝します。わたし達は、わたし達がこうした瞬間に表現しているものを理

解して貰うために、今まで集団意識の中でエロヒムや長老達と協力しながら、光の予測

を支援してきました。重要なことは、わたし達は既に、皆さんがこれからの数週の間に

受け続ける状況を充分に把握することを目的として、既に惑星の内部で起り続けてい

る数々の変化に関する全般的な知識を手にしている、という事実です。

 
それぞれの皆さんが、皆さんの内部で数々の変化が起るひとつの時期にいます。そして

皆さんは、皆さんのさらに深い本質の部分に入って行くことになるでしょう。それは、

昨年の12月以降に設定されてきた計画の、すべての部分です。重要なことは、今地球上
に存在し続けている数々のエネルギーは、大幅な支援を必要としながら、しかし数々の

成長の段階に入らなければならないという事実です。

 
人類の数多くの水準が、移行しているひとつの惑星と伴に存続することができることが

決められた時、一斉にエネルギーを押し付ける代わりに、重要な時期の間に数々の段階

的な更新が現れることが必要になりました。ご存知のように、ガイアの内部には癒され

ることが必要な遥かに多くの物事が存在し、意図する目標を達成するためには、特定の

方法で行うことが必要になります。それぞれの皆さんが、数々のエネルギーの癒しや惑

星上の数多くの魂の中の心霊の向上によって、今までこの移行を支援してきました

。2013年は、移行が主要な焦点になる予定でしたが、しかしそれはひとつの同期的な結
果を創り出すことになる、数々の段階を踏んで獲得されることが必要になります。

 
もしもわたし達が今年を振り返るなら、事実通り惑星内部で既に起っている移行につい

ての真価を達成してきました。しかしそれにもかかわらず、行われることが必要なかな

り多くの物事が残されていて、わたし達はできる限り、そして関連する悲惨な出来事を

最小限に抑えながら、移行の支援を続けて行くことになるでしょう。またこれは、それ

ぞれの地域の集団意識と、エネルギーが今後その地域の環境に影響を与える様子に左右

されます。

 
獅子座の門は、まさに獅子がそのやり方で密林の至る所で咆哮しているように、エネ

ルギーの急騰のひとつの出入口を象徴します。それは、一掃されることが必要な、莫大

な量の残骸に例えることができるかもしれません。またそれは、それぞれの個人の魂が

、自分自身の意識と物質的な現実性の中のさらに高い存在の段階に移行する支援をする

ことになるでしょう。わたし達がこの極端な加速の出入口に入る前に、皆さん



が7月26日の出来事以前の現在に立ち続けている場所を理解することが、重要になり
ます。この光の出来事を通して、皆さんは内省が必要になるでしょう。そのため、皆さ

んの物質的な身体の内部で起り続けている皆さんの考え、感覚、そして感じ方の内的な

棚卸しをすることが、重要になります。“この過程を貫いて、すべての物事が挑戦を受
けます”。それは、それぞれ個人の成長、人々がどれほど多くの基礎を築いてきたか、
そして嵐の中を走り続ける間にひとりの個人がどれほど強くなることができるか、とい

うことに左右されることになるでしょう。

 
獅子座の門がまさにエネルギーの交換を通して表現するものを、説明することにしまし

ょう。神の恵みの玉座を取り囲む長老達に属するわたし達は、神の12の光線を象徴し
ます。わたし達は、地球上のそれぞれの新参者または門弟にその光線を送ることができ

るようにするために、チョーハン、大天使、またはエロヒムのそれぞれの光線に向かう

神の光線の放射の決定的要因になります。惑星に入ってくる数々の光線は、こうした日

付の範囲で発生することになるでしょう。その知識と数々の光線を扱う能力の範囲で安

定している人々は、そうではない人々よりも遥かに良好な結果を経験することになる

でしょう。数々の光線が地球の大気に向けて放射されることが必要だということは、神

の勢力と一体性の創造の全体から決定されてきました。今まで神の光線とその力を決し

て経験してこなかった者達は、まるで自分達が烈風の中を歩いているように感じること

になるでしょう。それは、光線によって表現されるそれぞれの資質を通して、神の本質

の周波数を放射することになるでしょう。意志と力、愛と叡智、創造的な知性、調和と

安定、光の科学、内面の献身的な愛情、儀式の構造と魔法、さらに高い自己のエネ

ルギーや光の身体の引力を利用しているさらに高い浄化、光の照明による男性と女性の

神性の融合、新しいエネルギーに向かう古いエネルギーのための架け橋、そして、キリ

スト意識の承認です。

 
わたし達のそれぞれの光線が、地球の内部の数々のエネルギーを活性化してさらに高い

意識水準に向けて上昇し、あらゆる生きている存在の中で神と結び付いた自己を受け取

る支援をするようになることが、重要になります。そのため、今まで決して神の光の中

に立ったことがない個人達は、その物質的な世界の内部でこれを過剰に感じ続ける状態

になるでしょう。そしてそれは、その人々に不利な影響を与えるかもしれません。一部

またはすべての光線の中で充分に活性化されている皆さんは、皆さんの内部でひとつの

陶酔的な効果を感じることになるでしょう。それは、皆さんの最も高い大志に向けて皆

さんがさらに前進する、その支援をすることになるでしょう。それは、皆さんの開始の



過程の中で皆さんを支援し、そして今まで皆さんの前に立ちはだかってきた数々の難題

の一部を動かすことになるでしょう。“皆さんの認識と理解がより多くなるほど、今後
の結果はより良いものになるでしょう。”
 
 
7色の光線として神のエロヒムの評議会に属するわたし達は、皆さんが数々のエネルギ
ーを根付かせる支援をするために、ここにいます。それぞれの新参の人々は、さらに深

く自分達の自己認識に進み、こうした光の周波数を把握し、理解することを求められる

ことになるでしょう。皆さんは、他の人々がこれから起り続ける数々の変化を受け入れ

る支援をする、その基盤となる力です。わたし達は、神の最初の7色の光を求めるため
にわたし達がここにいることを、皆さんが認識することを望みます。その光は、特に皆

さんの物質的な身体の内部のさらに高い数々の周波数を受け入れる際に、皆さんを支援

することになるでしょう。

 
そのため、もしも皆さんが既にひとつの新しい始動に向けて進む準備が整っているなら

、皆さんはそうすることになるでしょう。もしも皆さんが、今まで皆さんの世界の中の

特定の状況による難題を抱えてきたとすれば、皆さんはその難題を取り除くことができ

ます。皆さんは、皆さんが考えるものを受け取ることになるでしょう。皆さんの考えは

非常に洞察力のあるものになり、そのエネルギーは皆さんに戻ってくることになるでし

ょう。今は、皆さんの数々の手段を、最大限に活用する時です。何故なら皆さんは、皆

さんの神性を受け入れるために神の光の力の中に立つように引き続き求められているか

らです。皆さんがこれを行う時、それがさらに完全にガイアにその光を根付かせること

になるでしょう。惑星上のさらに多くの魂達が、その光を内部に受け入れている皆さん

によって、その周波数に対処することができるようになるでしょう。

 
これは、皆さんが考えるように皆さんが今後は難題を抱えなくなることを意味する訳で

はありません。こうした数々の局面を通して、瞬時に加速が現れる可能性があります。

皆さんが皆さんの数々の開始の局面を通過する時、皆さんはさらに多くのDNAを獲得
します。しかしそれは、ただわたし達の完全な身体組織の内部でその数々の変化が起る

ことを許すことによってのみ、起り得ることです。皆さんが12条の螺旋構造のすべてを
受け取ることができるのは、ただ7番目の開始を終えた時だけです。この過程を通して
起り続けることは、皆さんが他の人々から活性化を受け取る時に、その人々が皆さんに



それを与えるのではなく、それは神の光の長老達を通して現れて、皆さんのモナド（イ

オン）と魂の本質に向かい、皆さんの神としての自己と結び付く、ということです。そ

してその時だけ、もしも皆さんが物質的にそれを完全に受け入れる準備が整っている

なら、そうなります。一部の個人はさらに高い意識の中で既にそれを獲得していますが

、しかしそれは、物質的な姿の中ではありません。完全に活性化された状態でこの惑星

上を歩んでいる光の活動家は、ほんの少数しかいません。それは起り得ることがですが

、しかしまた、4つの身体組織の範囲で悲惨な結果になる可能性があります。
 
そのため、これからこうした獅子座の門の数々の変化を通して起ることは、男性と女性

の神性の融合の準備を整えるために、皆さんの情緒的な身体と精神的な身体がさらに調

性されることになります。皆さんのエーテル質の身体は、皆さんの時系列に属するこの

本質に一致しない物事を、強烈に浄化し続けることになるでしょう。そのため、もしも

皆さんがこの期間を通して劇的な変化を経験しているなら、それはおそらくエーテル質

の水準からのものであることを、認識してください。皆さんが何を浄化する必要がある

かにかかわらず、それがそうなることを、必ずそうなるように、求めてください。

 
 
困難を切り抜ける方法：

Ways to help yourself:
 
瞑想の中で他の人々と集う；

 
自然の中、特に水の近くにいることが役立つ。その過程を通過している皆さん自身を

確認する；

 
裸足で大地の上、岩の上、牧草地の中を歩いて、ガイアと接する；

 
神の数々の光線が風や大気を通して放射されているため、それを深く吸い込む；

 
皆さんは変わりながら、絶えずそれを調整するという事実を受け入れる；

 
同じ状態に留まるものは何ひとつなく、そのため皆さんがひとつの状況を物質的に変え

なければならない時、その過程と伴に移動する；



 
皆さんは神聖なる光の存在であり、皆さんは他の人々を支援するためにここにいるとい

う事実を受け入れる。これは、支援するために皆さんのさらに高い自己によって既に与

えられている仕事を引き受ける第一歩になる；

 
日々を基準にした時間の単位の範囲でその光を維持する。一日一度が非常に良好；それ

以上はさらに良好；

 
一度に5分間日光を浴びて座るという過程を通して、巨大中心太陽と結び付く。この期
間の間、支援を求めて、太陽神ラーとわたし達の太陽の原理であるヘリオスとベスタを

熟慮する；

 
皆さんがいま成り続けているまさにその本質になる；

 
もしも皆さんが、集団意識の中で神に属するエロヒムの霊的指導者達としてのわたし達

と結び付きたいと思うなら、わたし達は皆さんと一緒にいることになるでしょう；わた

し達は特別に、単独で皆さんを支援することができます。

 
光線1－強さと勇気のためのヘラクレスとアマゾニア；
光線2－さらに高い精神の拡大のためのアポロとルミナ；
光線3－自己愛と深い思いやりという献身的愛情のためのへロスとアモラ；
光線4－安定と調和と創り出す復活のためのピュアリティとアステラ；
光線5－断固たる忍耐のためのサイクロピアとヴァージニア；
光線7－聖なる生き方の変容のためのアルクトゥルスとヴィクトリア；
 
長老達とエロヒムの両方として、わたし達は、今はガイアに創始の時期が訪れているこ

とを皆さんが認識することを望みます。わたし達は、皆さんの支援に対して、皆さんに

感謝します。そして今、わたし達は伴にひとつであり、光に属するひとつのこころ、ひ

とつの精神、ひとつの本質であり、そのためわたし達の創造は、皆さんの創造になる

でしょう。

 
こうしたわたし達として存在する光の瞬間の中で、ひとりひとりの皆さんに祝福と歓び

を送ります。



 
 
*********
テラ・クリスタを歩むことからのひとつの付録として、わたし達は一部の情報を共有し

たいと思います。この過程を通して個人を支援する可能性があるその情報は、色彩の周

波数を通して、神の12の光線を直観で捉えています：
 
1－藍色；2－明るい黄色；3－濃い桃色；4－透明な光；5－緑と金色が混ざった白；6－
金色が混ざった真紅色；7－濃い紫色が混ざった菫色；8－海の泡の緑；9－青緑；10－
真珠色；11－桃色がかった橙色；そして12－金色
 
それぞれの光線は混ざり合ってチャクラに向かうため、皆さんは、皆さんの12のチャク
ラを通してこの色彩を吸い込むことができます。そして4次元のチャクラのグリッド
上で、その色彩はチャクラになるか（光線8から光線12まで）、あるいは、長老達から
のメッセージの中で与えられた光線の定義を要求します。

 
もしも皆さんがこの移行の時期の間に何らかの支援が必要なら、わたし達は歩んでいる

テラ・クリスタで、喜んで皆さんを支援したいと思います。

 
http://lightworkers.org/channeling/185797/lions-gate-2013-new-doorway-opportunity
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