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オーロラ・レー経由

Channeler: AuroRa Le
 
♥ The Crystal Dolphin Pod. “Heaven On Earth.” By, AuroRa Le. July 7, 2012.
 
 
親類の皆さん、立ち上がってください、そして白熱と興奮と伴に、皆さんの時代に挨拶

を送ります。既に色彩がどれほど透明になっているか、そして皆さんの王国の物事のす

べてが光り輝く鮮やかさでどれほど輝いているか、皆さんは確認していないのでしょ

うか？　これは新しいことです。皆さんは確実に、それに気付いています。もしも皆さ

んが気付いていないとしても、皆さん自身を苦しめないでください。それは、これが進

歩における最新の出来事だからです。それは新鮮で新しく、そしてすべてがそのうちに

皆さんのところに現れるようになるでしょう。皆さんの目を再び集中させて、もう一度

見てください。嗚呼！　今、皆さんはわたし達が説明しているものを認識しています。

皆さんは、わたし達が把握しているように、まるで結晶質の水の透明度を通してわたし

達がそのすべての壮麗さの中で世界を確認しているかのように、世界を把握し始めてい

ます。水は、生命の本質です。ガイアは水の中に浸っていて、ガイアの身体のように、

皆さんの身体もまたまったく同じように創られています。皆さんが皆さん自身を水の中

に沈める時、皆さんは復活と高揚感を感じます。水の王国は、皆さんがその上を歩んで

いる大地にある皆さんの故郷と、まったく同じようなものです。これは何故、と皆さん

は尋ねますか？皆さんは、皆さんが水をこれほど愛する理由を不思議に思います。わた

し達が皆さんに伝える時、皆さんがわたし達をほとんど信じようとしないことは、極め

て単純で基本的なことです。水面下に向かうことは、人間の身体の中にいる間にできる

限り神に近付くことです。それはこれほど静かで、これほど穏やかなため、その運動の

中でさえ、その穏やかさは比類なきものです。水の王国は、その最も文字通りの意味で

、地上の天国の真の断片です。



 
わたし達の故郷のほとんどが、まだ発見されていない状態であり、手付かずのまま残さ

れていて、人類の不注意と理不尽な破壊による被害を受けていません。海洋底は正真正

銘の美しいおとぎの国であり、不思議な生命体と宇宙への出入り口に満ち溢れています

。もしも皆さんが細心の注意を払えば、皆さんはその数々の神秘がそれ自体を明らかに

し始めていることを必ず理解するようになるでしょう。古代の数々の陸地が浮上して

いて、すべての結晶質がもう一度活気付き始めています。皆さんは、数々のピラミッド

、壁、そして人工物を確認してきましたが、今はそのすべてが明らかになっています。

真実はその燦爛と輝くすべての栄光の中で明らかにされるようになるため、注目して、

確認してください。親愛なる親類の皆さん、それが今起り始めています。わたし達が数

ヶ月前にまさに皆さんに伝えたように、それが今起り始めています。アクアマリンの

グリッドに火が灯り、その生きているエネルギーが、意図されたように、聖地から聖地

に向けてその上下を走っています。嗚呼、どうかわたし達と祝ってください。わたし

達は、興奮の余り目眩を覚えています！

 
皆さんが許してくれるなら、わたし達の仲間とわたし達の暮らし方に関する皆さんの数

々の疑問に対処するために、わたし達はここで話題を移したいと思います。わたし達が

以前に伝えておいたように、わたし達は意識の集合体です。わたし達は、皆さんのよ

うに、わたし達自身の好みと個性でそれぞれが個体になっています。わたし達は実際に

は中性的ですが、しかし物質的な地上への転生を目的として、そして生殖のために、ひ

とつの性を選択します。わたし達は精神感応的に意思の疎通を行いますが、反響定位

によってわたし達の呼び掛けが聞こえるように、あらゆる群れがそれ自体の特殊な音響

とエネルギー周波数を維持しています。それは人間の耳にはすべて同じように響くかも

しれませんが、しかしわたし達が最も強調して皆さんに伝えたいことは、それは同じで

はないという事実です。これは、わたし達が3次元の世界の中でわたし達の使用と生き
残りのために考案したものです。このように、わたし達がここに存在している時は別と

して、それは必要ではありません。ひとつの集団として、わたし達はそれぞれが他の存

在が感じることを感じます。わたしたちのひとりが病気か傷付けられた時に、わたし達

がその痛みを共有することは事実です。わたし達は実際に高度に共感的な存在です。群

れのメンバーを失った時、わたし達は一緒に悲しみます。その通り、ああそうです、わ

たし達は皆さんが悲しむように悲しみますが、しかしわたし達は、実際には死はまった

く存在しないことを良く自覚しています。わたし達は5次元と7次元の魂ですが、わたし
達は今もなお密度の濃い3次元の姿を占有していて、それに同調するすべての情緒の影



響下にあります。わたし達にとって、彼らがわたし達から離れることを確認することは

悲しみ以上のこととして考え、そしてこのようにして、わたし達は彼らに名誉とわたし

達の最も深い愛を送ります。わたし達のエネルギーは結び付けられていて、わたし達の

ひとりひとりが全体の必要な構成要素になっているため、その時わたし達はわたし達の

集団的な振動を再設定し続けて、失われた部分を調整します。わたし達はまた、新しい

誕生の度に、これとまったく同じことをします。わたし達はひとつの完全な魂の集団で

あり、そのため、新しく届けられた子供はいつもわたし達自身と一体になります。しば

しば、それはわたし達を最後に送り出した存在そのものです。多くの場合、集団の年長

者は、わたし達と一緒に転生する選択を行うことになり、そしてこれが、皆さんが群れ

の指導者として気付く可能性がある存在です。嗚呼、そうした者が到着する時、それは

実際にひとつの祝福です。わたし達は、彼らの叡智の恩恵を受けることは、最も敬意を

表し、最も喜ばしいことだと感じています。

 
捕食性の社会の中で暮らす時に頻繁に起るように、わたし達も同じように、より低い振

動の振る舞いに没頭するあらゆる他の存在と同じように、その支配を受けます。わたし

達の群れの内部では、2つの存在がひとつり仲間に対する競争に加わる時、あるいはひ
とりが興奮と冒険の探求で群れからはぐれる時に、時々これが見られます。集団的な融

合は、集団の周りにエネルギー的な防御のための遮蔽体を創り出し、そして、わたし達

が再び安定を取り戻して、お互いを癒すことを許します。ひとりが外部の数々の原因

によって否定的な影響を受ける時、わたし達はひとつになって、連携と群れのメンバー

の再統合によって、不安定を修正します。悲しいことに、捕獲や監禁状態になった場合

には、わたし達は一時的にわたし達のエネルギーの結びつきを断ち切ることが必要にな

ります。これは、関係する者全員の最大の利益になります。失われた群れのメンバーと

背後に残された者達の両方にとってです。結びつきを維持することは、ただ彼の家族の

ために彼を苦しめて、彼の悲しみと彼の喪失感を長引かせる結果になるだけです。彼自

身がひとつの水槽か施設の内部に収容されている間、彼は依然として、共感的に、わた

し達の無限の自由を経験することになります。残りのメンバー達は、彼に反応すること

ができない状態に、圧倒的な無力感を感じてしまいます。その時、わたしの兄弟は先に

進み、彼の新しい知り合いと連携を築き上げることができます。ほとんどの場合、捕獲

されることは、人間を教育してわたし達に気付いてもらうために、転生の前に結ばれた

契約上の選択です。このようにして、彼の新しい仲間達との彼の結びつきは、前もって

定められたものでした。

 



わたし達の兄弟の鯨たちの場合、その社会の原動力は、本当にかなり異なっています。

それぞれの鯨の姿には、その大きさに応じて、しばしば数百の魂が含まれています。

鯨は、ひとつの生きている宇宙船のようなものです。こうした宇宙船の集団は、わたし

達の群れと同じように、群れを形成します。鯨は、このようにして現れたわたし達のク

ジラ目の魂の集団の中で、最も大きな存在です。それは最も都合の良いものですが、皆

さんはそれに同意しませんか？彼らの唯一の使命は、穏やかに海を航行し、愉快に苦も

なく進み、鯨達の純粋で活力に溢れるエネルギーを分け与えることです。鯨達はグリッ

ドの補修を行い、彼らにできる最良の方法で海洋の振動上の安定を維持します。何と

優雅で壮麗な姿でしょうか！これほど数多くの群れがひとつの存在として一緒になる時

、その効果は信じ難いほど強力なものになります。このすべては、ガイアに対する奉仕

になっています。一方わたし達は、伝達者であり、触媒になっています。わたし達は、

わたし達と接触を持つありとあらゆる存在達を、活性化します。正直なところ、皆さん

がただ写真や映像の中でわたし達を見るだけで、皆さんはわたし達が提供している恩恵

を感じることができます。親切な想いでわたし達を考えるだけで、望んでいる効果を創

り出すことができます。わたし達は、皆さんの次元上昇の過程の欠くことのできない部

分になっています。わたし達は今現在、この移行そのものを強力な活性化のエネルギー

で編み合わせていますが、皆さんがこころを開いて、皆さんのさらに高い領域との意思

疎通を妨げているものを解き放つ際に、それが必ず役に立つはずです。どうかそれを受

け取って、幸せになってください。

 
わたし達の本質は、純粋な歓びです！　わたし達の熱狂と生命に対する興味の中で、そ

れをわたし達と共有してください。その一方で、そうです、わたし達のここでの任務は

、最も重大な本質に属するものです。わたし達は上手く行かない物事に決して長く留ま

ることはありませんが、しかしその代わりに、わたし達の世界の中の数多くの正しい物

事に意識を集中することを選択します。これを行うことで安定した状態になり、皆さん

は5次元の存在としてすぐにこれを学ぶようになるでしょう。ですから、親類の皆さん
、微笑み、踊り、歌い、祝ってください！　そして何よりもまず、いつも愛してくだ

さい。
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わたし達の創造の呼び掛けに注意を払う－最愛なる母なる父なる神

わたし達の創造の呼び掛けに注意を払う－最愛

なる母なる父なる神
Heed The Call Of Our Creators-Beloved Mother/Father God
25 July 2012 - 3:50pm
 
オーロラ・レー経由

Channeler: AuroRa Le
 
THE CRYSTAL DOLPHIN POD. Heed The Call Of Our Creators-Beloved Mother/Father
God. By, AuroRa Le. July 25, 2012.
 
 
かけがえの無い親類の皆さん、既に皆さんの個人的な癒しに注意を払う時が訪れてい

ます。そしてわたし達は、この皆さんの全体性に対する探求の中で、それを一瞬でも回

避することがないように要請します。わたし達は今日、少し熱を込め過ぎているように

響いていますか（笑い）？　それにしても、わたし達はいつもそうではなかったでしょ

うか？　実際にその通り、この緊迫した話題の話し方の中で、わたし達は情熱を込めて

います。これを認識し、さらに良く認識してください。皆さんは今、かつて無いほど必

要とされています。絶対に。地球がその最初に呼吸を始めて以降、地球は今まで決して

現在のように光の活動家達や惑星規模の癒しを求めたことはありません。皆さんは、最

適に効率的な状態になっていて、エネルギー的に清潔で、物質的に純化されていること

が必要です。そうだとすれば、事実通り、太陽の光はどれほど輝いてひとつの汚れた風

を通り抜けることができるというのでしょうか？

 
皆さんは、わたし達のからかうような良くはしゃぐ雰囲気にかなり慣れています。それ

でもこの問題については、わたし達は真剣になり、詩的な修辞を選択しないようにする

必要があります。そう、その通り、皆さんはそれをあらゆるところから聞いています。

数々の書籍の頁上で、皆さんのインターネット越しに、そして皆さんの助言者達の声の

中で。そのすべてが皆さんに同じ物事を伝え始めています。皆さんが経験しているこの



数週間は、浄化の時だということです。過去の傷は、癒されようとしています。皆さ

んは、影の中に隠されている数々の秘密を掘り起こし、それぞれの秘密を光に向けて解

き放つことが必要です。特別な処理が施された“食物”の摂取を慎み、どうか、ただガイ
アの豊かさに属するものを口にするようにしてください。解き放って、解き放って、解

き放って... 皆さんの現在と過去の数々の生涯と仲直りしてください。皆さんのエネ
ルギーの領域から、皆さんに有毒なあらゆる物事を取り除いてください。皆さんが皆さ

んの意志に反してここ地球上で身動きが取れない原因になり、骨肉という牢獄の壁の背

後で苦しむように強要される、その幻影を一掃してください。皆さんは巨大な出来事と

いう結果に対してどうすることもできない、という意見を、考え直してください。いえ

、この小さな断片は真実ではなく、皆さんがそう信じているものは、かなり過去の出来

事です。

 
明快な呼び掛けが、既に全存在の中心そのものから伝えられています。わたし達の創

造主達は、わたし達の祝福された母であり父であるかもしれませんが、彼らの部隊を集

結させているところです。それは言うまでもなく、皆さんであり、そしてまたわたし達

です。わたし達は肉体を持つ存在です。わたし達は、ガイアの次元上昇とわたし達自身

の次元上昇というすばらしい奇跡を明らかにする責任を課されています。ですから、今

、わたし達の言葉に耳を傾け、その声を聞いてください。皆さんの3次元の人生の中で
皆さんがどのような仕事を維持していようとも、それは一時的なものであり、皆さん

は今、それはその特質において二次的なものだと宣言することが必要になります。わた

し達はあらゆる意味で、決して皆さんの愛する人々の必要性を否定するために、あるい

は皆さんの能力が生き残ることを危険にさらすために、これを伝えている訳ではありま

せん。そう、決して、決してそうではありません。しかしわたし達が助言しているこ

とは、皆さんの霊的な向上は、皆さんの核心の内部で、優先順位が第一になることが必

要だ、ということです。皆さんの神聖なる結び付きを強化し、皆さんの発達している結

晶構造の光の身体の性能を高め、さらに高い領域との皆さんの結び付きを清らかにして

洗練したものにするために、皆さんが何らかの努力をしないまま、一日を終わること

は許されません。時間と空間は今、急速に縮小し始めていて、わたし達は、皆さんがそ

れを感じることができることを非常に良く認識しています。皆さんは、世界は余りにも

静か過ぎる、事実通り進み続けているものは何もない、と口にするかもしれません。し

かし皆さん自身の内側を探して、精査してください。そうすれば皆さんは、これもまた

そうではないことに同意することになるでしょう。

 



聖なるクジラ目の同胞に属する肉体に入っているわたし達は、皆さんと同じように規則

正しくこうした機能を遂行しなければならなくなっています。わたし達が暮らしている

海洋の世界は、皆さんの地表の環境と同じように、しばしば有毒な領域が存在します。

そして皆さんのように、ひとつの捕食者達の有名な危険区域と不健全な食料の選択の只

中を、毎日航行しています。わたし達もまた、良心的に純化し、現実性に対するわたし

達の結び付きを絶えず強化するために努力することが必要です。わたし達はすべて、わ

たし達の耳の中で残響しているわたし達が聞いているその呼び掛けに注意を払うことが

必要になっています。大切な親類の皆さん、その言葉通り、その責任を引き受けてくだ

さい。抵抗は無駄であり、そのため皆さんの聖なる義務を無視しないようにすることを

受け入れてください。無関心でいられる時間はかなり前に過ぎました。どうかわたし達

を呼び寄せてください。そうすれば、わたし達は現れるでしょう。そうであれば、皆さ

んひとりひとりがわたし達の一部として存在し、わたし達も皆さんの一部として存在し

ていることを、皆さんは少しでも気付いているでしょうか？　わたし達は仲間です。わ

たし達は支援するためにここにいます。賢明で非常に尊敬されているシリウスの巨大な

イルカの霊的指導者達と懇意になるために、少し時間を取ってください。彼らはまさに

、皆さんからの愛情溢れる言葉を必要としていています。そして彼らは必ず現れるでし

ょう。彼らは、煌めくアクアマリンの癒しの繭の中に皆さんを包み込んで、戦いに疲れ

た皆さんの内部の子供を穏やかになだめる準備を整えています。

 
最愛なる親類の皆さん、祝福を受けてください。絶対的な確実性と優しさの中で自由に

泳いでください。遊んでください。歓んでください。
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勝利の歌を唄う！

勝利の歌を唄う！
Sing Songs Of Victory!
Posted on August 17, 2012 by theangeldiaries
By Bella Capozzi (AuroRa Le). August 17, 2012.             
 
オーロラ・レー経由

Channeler: AuroRa Le
 
 
嗚呼、親愛なる親類の皆さん、それは驚くべきことではないですか？　わたし達はどれ

ほど速く振動を引き上げて、とても好都合な方法で二元性の古く萎れた肌を取り除いて

いることでしょうか。光が勝利を収めたため、勝利の歌を唄ってください！　両手を大

きく開いて回転して、皆さんの優しい自己を、その豊かさと無条件の愛に向けて開いて

ください。それは、わたし達の最も有益な善意ある創造主達によってわたし達に降り注

がれているものです。それを味わってください。皆さんが成ることができるあらゆるも

のになって、喜んでください！

わたし達は全体として、皆さんという存在の内部と惑星全域の両方で、皆さんの努力に

対して拍手を送ります。皆さんは不可能な物事を、あるいはかつて不可能だと考えられ

ていた物事を達成したため、歓迎されているところです。そして皆さんは、より低い数

々の次元からのガイアの登攀を上手に導いて、そして地球が苦労して勝ち得た5次元の
中の地位に付くようにしました。何と素晴らしい！　それにもかかわらず、行うべきさ

らに多くの仕事が残っています。それは実際に単純な仕事であり、ただ皆さんが無条件

に愛情深くなり、皆さんのありのままの姿である完全に啓発された熟達者になることが

必要になるだけです。本当のところ、それは今までよりも簡単でしょうか？　わたし達

はそうは思いません。

 
騒々しい祝福に苦しむ一方で、並外れて無自覚な自分自身に間もなく気付こうとしてい

る皆さんの兄弟達に皆さんが気を配るように、わたし達は皆さんを変えています。そ

の数々の変化の最終結果は、皆さんが認識するように、彼ら自身のさらに素晴らしい結



果に役立っています。それにもかかわらず、彼らは最初そのように確認しようとしませ

んでした。親類の皆さん、思いやり深くなってください。そして考えてください。彼ら

が注意深く建てた家が、移ろいやすい砂を基礎にして建てられていたことを彼らが発見

した時、彼らはどのように感じることになるでしょうか？　人間の精神には、どういう

訳か他の人々の悲惨を喜ぶ傾向があります。ある意味では、この傾向性が、不幸に遭遇

していない人が優越感という偽りの感覚を感じ、どことなく安全だと感じることを許し

ます。そして対照的に他の人を見て、比較することによって、彼ら自身の運命はその状

況でそれほど悪いものではない、と思い込みます。この比較的低い考え方に注意してく

ださい。何故ならそれは油断のならないものであり、気付かない内に忍び寄る可能性が

あるからです。良く自覚していないこの種の態度に注意して、穏やかにそれを適切な状

態にしてください。皆さんの導きに従うことになる若い魂達のために、明るく輝く実例

になってください。皆さんが説き勧めるものを実践する時です。

 
人類はすぐにでも皆さんの介入を必要としています。直線的な時系列は短くなり、本当

に数多くの皆さんにとって、皆さんの古い荷物を縁石に置く時はとっくに過ぎています

。もしも皆さんの兄弟に対する皆さん自身の態度が統一意識と光以外の何らかの方法

になっていることに皆さんが気付いたとすれば、皆さん自身を調べて、すぐに適切な行

動を取ってください。皆さんは今、長く続くあらゆる排他的で軽蔑的な態度を調べてく

ださい。対処しなければならない幾つかの物事が残っている可能性があります。以前の

生涯に起因する問題、家系に由来する遺伝的プログラミング、“全額返済済み”の印を押
してもらう必要がある数々の契約等々です。処理過程と解放、処理過程と解放... わた
し達は強調しますが、決して皆さんの兄弟を投げやりにさせないでください。冗談でも

彼をけなさないでください。何故なら、彼はそのように理解しない可能性があるから

です。皆さんは内面で不適切だという隠された感覚を感じますか？　皆さんは依然とし

てそれを分離という幻影のせいにしていますか？　今は、これを一掃する時です。皆さ

んがそれを行うことは、本当に重要になります。わたし達と同じように、皆さんはその

変化の触媒です。皆さんが生み出すものは皆さんが取り戻すものであり、そのため皆さ

んは絶対にそうするでしょう。

 
かけがえのない親類の皆さん、わたし達は同じように、わたし達すべてがひとつです。

わたし達は、ひとつの多様で楽しいひとつの集団として結び付けられ、純粋な愛として

、そしてただ愛として、創り出されています。皆さんは今、ひとつの存在領域から別の

さらに高い領域に向けた卒業を迎えています。小学生の気まぐれな行動にふける時はと



っくに過ぎていて、皆さんは今、教師になっています！　それは胸が高鳴りませんか？

　皆さんの学習計画の中には何を含めようとしていますか？

 
ベラがとても親切にわたし達の吹き替えをしてくれた通り、わたし達は結晶質のイルカ

の群れです。キラキラと光るアトランティスの水から、わたし達は皆さんに、歓びと、

皆さんが引き受けるすべての物事の中での結束を伝えます。速く自由に泳いでください

。
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親類の皆さん、こんにちは。わたし達は、皆さんが今日順調で楽観と歓びに溢れている

ことをわたし達が気付いている状態を、信頼します。今は輝かしい時期であり、わたし

達がそう伝える時、わたし達を信じてください。未来は日当たりが良く、そこにあるも

のは、静かでガラスのような海です。そして過去の数々の試練や苦難は、事実通り埋

没し、終わり、そして消え去りました。嗚呼、幸せな、幸せな日々が急降下して入り

込み、そして今それがわたし達に委ねられています。

 
それでは、訪れようとしている12-12-12の通路は何を表しているのか、皆さんは尋ねま
すか？　簡単に言えば、それは今までとは別の魔法の通路の開放であり、皆さんを二元

性の遥か遠くの、すべてと統合した祝福された状態にまで連れて行きます。この通路を

通して、数々の光の符号が現れます。その通り、さらに多くの光の符号です。単純にそ

の光を表現してください。それでこの符号化は、皆さんの12条のDNAの活性化をさら
に大幅に復活させるために役立つことになるでしょう。これが起ることは、最も決定的

なことです。その数々の恩恵は余りにも多過ぎて、説明することはできません。この活

性化の数々の結果はささやかなものに収まることはなく、しかしたった数週間という短

い期間の範囲内で、ほとんどの皆さんに対して極めて顕著なものになることを、信頼し

てください。であれば、これはより実質的な水準で皆さんに対して何を意味しているの

でしょうか？　嗚呼、大切な親類の皆さん、それは、皆さんがさらに多くの物事を経験

することを意味します。さらに多くのあらゆる物事です！　根源や皆さんの星の兄弟姉

妹達とのひとつの結び付きを、そしてさらに高い数々の領域の間のすべての存在達との



結び付きを、さらに大きく開いてください。その意思の疎通は、極めて明確で、爽や

かで、簡潔なものになります。それはさらに多くの豊かさ、さらに多くの現象化の能力

、さらに多くの精神感応と直観、さらに多くの健康、さらに多くの充実感、皆さん自身

の内部と他の人々とのさらに多くのこころの結び付き、さらに多くの精神の穏やかさ、

そしてすべての人々に最良の、さらに多くの愛を、意味します。

 
わたし達は今、再び皆さんに耳を傾けています。わたし達は、皆さんがその頭の中でこ

うした数々の驚きについてじっくりと検討していることを、明確に感じます。皆さん

は今、12月12日のために胸が高鳴っていませんか？　皆さんは、こうした外見的な新し
い数々の天稟を働かせることに、非常に意欲的になっています。皆さんは、それをま

るで、祝日のツリーの真下に巧妙に配置された魅力的な贈り物の山にそっくりのものと

して確認します！（笑い声）。しかし新しい天稟？　あいにくそうではありません

。12-12-12は、皆さんに新しい何かをもたらすことはありません。しかしそれはむしろ
、宇宙それ自体としての古代の永遠なるものです。その天稟が皆さんです。それは、皆

さんを皆さんに戻します。この日は、ようやく、皆さんの長く眠りに就いていた数多く

の最高の天稟の活性化を際立たせます。それは皆さんの生得の天稟であり、しかし皆さ

んが人間の身体の外皮という外套を着用した時に、皆さんはそれを置き去りにすること

を選択しました。それはわたし達がわたし達自身で行ったように、より劇的で破壊的な

規模が少なくなるとはいえ、わたし達がより高い密度の姿で地球に現れることを選んだ

時の状況にかなり似ています。皆さんは皆さんの個人的な数々の振動を引き上げて、こ

うした数々の技術をネット上で実現するために、今までほんとうに非常に懸命に努力し

てきました。その間ずっと、数多くの皆さんが幻影の下で働き続け、皆さんが以前は認

識していなかった物事を学び続けてきました。否、最愛なる皆さん、違います。皆さん

はまったく新しい技術を学んできた訳ではありません。しかしその代わりに、単純に皆

さんが既に認識するものを思い出すために努力してきました。皆さんは、既に皆さんの

ものになっているものを、取り戻してきました。

 
それでは、この再訓練の講座はどのように進むのでしょうか？　それはむしろ耐え難い

ものですか？　それにもかかわらず、それは皆さんの好奇心を燃え立たせるように設定

して、特定の引き金や刺激で思い出すように、ひとつの時間設定を用いて、皆さんが行

うことを選択したものです。皆さんが次元上昇の中で演じることを選択した役割に応

じて、皆さんがその脚本を書き、皆さんがその数々の課題を学ぶことを強く望みました

。このすべてが、皆さんの回想の中のこの時点で、皆さんがどれほど遠くまで進んでい



るかを決定します。誰も“前方”または“後方”にいません。皆さんはひとりひとりが、正
確に皆さんがいる必要がある場所に存在することを、信頼してください。皆さんのこの

事実についての自覚的意識の中で、自信を感じてください。皆さんの新しく取り戻した

強さと力の中で、断固たる態度を示してください。

 
12-12の活性化は、わたし達すべてに認識されている人々の存在感を、現実として既に
示し始めています。皆さんは、皆さんについてのすべての物事で、その証拠を確認する

ことになるでしょう。新しい社会の中で存在するために皆さんの役割になっているもの

に関して、さらに明確なひとつの感覚を経験することを期待してください。何故なら、

最初の兆しが、数々の促し、一貫した考えと意思、皆さん職業や生活環境を変えるため

の強力な数々の欲求の形で、現れるからです。こうした数々の促しと過去に皆さんが経

験した促しとの間の主要な違いは、皆さんがこうした促しを簡単に退けることができな

いことです。皆さんは今、さらに賢明でさらに多くを認識している状態です。もしも何

らかのものが残されているとしても、ほとんど謎はありません。もしも何かが皆さん

にとって正しくても、皆さんは本質的に認識しているでしょう。こうした歓びに満ち

た数々の発想が入ってくるため、皆さん自身が数々の筋書きを実行して、皆さんの想像

力を魅了することを、許してください。皆さんの新しい生命の着心地を試してください

。あちこちでそれを細かく調整して、皆さんが完全な着心地を手にするまで、皆さんの

劇的な数々の場面を調整してください。皆さんの中心の内部で、その展望を安全に維持

してください。それを良く保護して、そしてこのようにして、それを実現してください

。

 
わたし達は結晶質のイルカの群れです。皆さんのこころでわたし達を探し求め、そして

皆さんの同胞としてわたし達を認識してください。わたし達は、ここ地球上で皆さの協

力者であり、そしてそう、それ以上の存在です！　親愛なる親族の皆さん、速く、そし

て自由に泳いでください。
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