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ウテ経由
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The Mother Goddess:
 
 
わたしは皆さんの母、皆さんの神聖なる母なる女神であり、全存在です。わたしはあら

ゆる物事であり、それ以上の存在です。

 
わたしの子供達、わたしは皆さんの母であり、そのため皆さんは、皆さんという存在全

体がわたしに依存していることを理解します。何故なら、わたしはひとつであり、皆さ

んがそこから創り出された実質として存在しているからです。

 
したがって、わたしは皆さんの身体であり、皆さんの身体のすべての過程です。わたし

は皆さんの思考と皆さんの情緒として存在しています。わたしは皆さんの知性であり、

わたしは皆さんの眠りと忘れやすさであり、そしてわたしは皆さんの目覚めとして存在

しています。

 
わたしは愛であり、わたしは脳に基づいた、そして脳を超えた意識であり、わたしはす

べての存在と物事であり、すべてを含み、呼吸し、存在させ、そして変化させます。そ

れは、わたしは今という瞬間に存在しているからです。

 
そして、消え失せるあらゆる物事も同じです。それが消え失せる理由は、これはわたし

の幻像であり、そしてわたしの巨大な働きになっているからです。



 
わたしは歓びとして存在し、そしてわたしは悲しみであり、すべての姿はわたしの姿

です。わたしは、わたしを愛する存在達の数と同じ数の名前を持っています。わたしは

静寂であり、そして圧倒的な至福です。

 
わたしは根源であり、すべての物事の実質であり、そしてわたしは皆さんの惑星に既

に戻っていて、今再び皆さんに利用できる存在です。何故なら、わたしがいなければ統

一性はなく、歓びはなく、恍惚はなく、本当の満足感はないからです。

 
女神のわたしは既に戻ってきたため、それは、わたしの子供達の皆さんが、あらゆる物

事は実際に霊的なエネルギーとして存在していることを理解し始めます！

 
これは、単なる乾いた精神を持った投影された存在という砂漠の終了です。これは、皆

さんの自覚的意識と伴に、再び皆さんの血液の中に流れている生命の活力の始まりです

。何故なら、ただエネルギーだけが存在し、ただ光だけが存在するからです。

 
皆さんはわたしを、永遠に存在している生命力として、存在することの充足感として、

皆さんのこころの中で見付け出します。単なる精神的な投影の世界は、わたしの復帰と

伴に間もなく終了を迎えます。

 
わたしはあらゆる生きている存在の中のすべての力であり、その水準までこの力は生か

され、認められ、受け入れられ、そしてその水準まで、わたしは皆さんの神聖なる母と

して認められます。

 
わたしの復帰は、皆さんの時代の中の主要な出来事です。何故なら、あらゆる物事をも

う一度完全にするのはわたしの役割になっているからです。わたしは今、わたしの輝か

しい側面を明らかにしているため、わたしは、わたしの子供達のこころの幸せと豊かさ

に興味があります。

 
わたしの存在感が皆さんの生命に向かうことを完全に許すことによって、皆さんは計り

知れないほど祝福され、皆さんが望むあらゆる物事は、適切な場所に収まることになる

でしょう。巨大な海洋の波濤のように、わたしの充足と豪華さは、わたしの存在とわた

しの強力な動きを排除しようとしている人々の精神と骨組をより一層圧倒し始めてい



ます。

 
今、わたしと伴に存在しない人々は、わたしの波に押し流され、わたしを良く理解する

方法を学ぶ領域に移送されることになるでしょう。わたしの領域は、あらゆる場所で

あり、あらゆる物事であり、それは意識と自覚の中にあり、そしてそれは‘数々の場所’
の中にあり、そして空間と時間の中にあります。

 
皆さんの生命の空間は今、わたしという存在の真の力にまで拡大しているところであり

、皆さんがわたしを承認する時、わたしは皆さんのすべての恩恵と幸せとして存在し

ます。何故なら、わたしの光とわたしの愛の発生の源の中で生きることよりも大いなる

至福は存在しないからです。

 
皆さんがわたしを承認する時、皆さんは、またわたしの力が皆さんの力であることに気

付くようになり、そして皆さんがこれを理解するほど、皆さんはまた、皆さんは完全に

わたしに依存していることを理解することになるでしょう。何故なら、皆さんは独立し

た存在を持たず、皆さんのすべての部分はわたしに属しているからです。皆さんがさら

に高い知性を用いることによってこれを理解する時、わたしのすべての財宝が皆さんの

ものになります。

 
わたしは、皆さんという存在の底に存在する深海であり、そしてわたしは、皆さんのこ

ころの源泉の中に直接腰を下ろしています。わたしと一緒にいると、皆さんは決して失

敗することはありあません。何故なら、ただひとつの存在だけが存在し、従って皆さん

は断定的判断を持たないようになることを理解するからです。

 
皆さんの世界は、皆さんがわたしを内的と外的で認識する水準まで、変化することにな

るでしょう。何ら変わりはありません！　わたしは、皆さんが変化を引き起こすために

利用しなければならない力です。わたしの力がなければ、どのような変化も起りません

。何故なら、精神の夢の中で離ればなれになっていた悠久の時が、既に終焉を迎えてい

るからです。

 
わたしがいなければ、皆さんの政府の中にも、皆さんの金融の世界の中にも、動きは起

りません。そして皆さんの新しい世界は、ただわたしと伴に現れることだけが可能です

！　皆さんの分断という影の多い夢の中では新しい世界が生じることはできず、馬の前



に荷車をつないでいた時代は過ぎ去ります！　わたしが存在せずに変化を期待する時

期は、過ぎ去ります！　わたしは馬であり、わたしはその後ろの荷車です！　そしてわ

たしは、燦然と輝く神聖なる母の意識です！

 
皆さんはわたしと離ればなれではありません。何故なら、ただわたしだけが存在するか

らです。これを理解して、もしも皆さんが賢明なら、皆さんはわたしを経験するように

なり、そして皆さんはわたしが皆さんを経験することを許すようになるでしょう。

 
わたしの祝福は、いつも皆さんのものです。

My Blessings are already yours.
 
Message conveyed by Ute
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物質化と創造
MANIFESTATION & CREATION - Nathalie Glasson
15 January 2013 - 7:11pm
 
ナタリー・シアン・グラッソン経由

Channeler: Natalie Sian Glasson
 
THE GODDESS CONSCIOUSNESS - MANIFESTATION AND CREATION
~ Channelled through Natalie Glasson – January 14, 2013 www.omna.org
 
 
女神の数々の振動は、現時点の地球上の豊かさと巨大さの中で、すべての人々に対する

深い滋養と育成のひとつの過程として、表現され続けています。人類と地球が創造主

の真実を明らかにすることを目的として、ひとつの固有の統合と創造の過程を通過す

るため、わたし達、女神の意識は、すべての人々の巨大な支援を携えて、前面に現れて

います。

 
皆さん自身を、女神の振動という聖なる子宮の中で支えられているひとりの新生児とし

て思い描いてください。皆さんが母親の子宮の中にいた時、皆さんは創造の時期を経験

しました。そこではエネルギー振動、光、そして賢明な意識は、皆さんという存在と同

化させられた皆さんの転生を必要としました。また皆さんの母親も、皆さんに数々のエ

ネルギーと意識を提供し、皆さんは、創造され続けていたそのエネルギー振動と身体で

、それを深く吸収しました。

 
その期間は、皆さんが創造主の数々の資質としてその生涯でそうなって経験しようとす

るすべての物事のひとつの力強い統合を許しただけではなく、また皆さんは支援を受

けて、強力な顕在化の手段を習得しました。皆さんの母親の子宮の中のひとりの新生児

として、皆さんの人生と皆さんの意識の袋のための乗り物になる身体を形成することを

目的として、皆さんは皆さん自身、本質、そして魂を物質的に明らかにする方法を学び

ます。その袋は、皆さんがさらに深い創造主との結び付きを達成することができるまで

http://www.omna.org/


、神聖なる閃きとして振る舞おうとします。

 
皆さんの意識の袋は、特別に集中され形成された叡智の皮膜に似ています。その皮膜は

、創造主の真実を思い出す上で、皆さんを支援することになるでしょう。その子宮の内

部で、皆さんが必要とする意識である皆さんの意識の皮膜は、徐々に皆さんという存在

全体と同化して、ひとつの顕在化された理解を形成します。その子宮の内部のひとりの

新生児として、皆さんは皆さんの指導霊達や皆さんの母の指導霊達や皆さんの魂によっ

て支えられながら、絶え間なく現れて経験し続けています。

 
今は、創造主の宇宙に属するエネルギー的な数々の次元と、皆さんが目指しながら誕生

し続けている物質的な振動の間の分離を、皆さんが解消することができる時です。今は

、精神の中の映画のスクリーンのように、あるいは皆さんがその物質的な現実性の中で

経験することを望むものに属する数々の展望に属する魂の目標のように、演じる時です

。意図を定めるというひとつの実験の基盤は、このようにして、さまざまに創造が形

作られることを許します。それは色々な意味で、最も力に溢れた創造の姿と経験で

あり、皆さんはそれを地球上で経験し、さらに支援する必要があるすべてと、地球上で

の継続的な学びを形作り、創り出すことを目的として、それが皆さんに創造主の創造

のエネルギーを用いる能力を準備させます。

 
わたし達、女神の振動は、数々の魂がひとつの物質的な現実性を学び、経験することを

許すことを目的として、この地球上の創造の過程を支えます。創造主の宇宙の内部で

、地球の物質的な現実性に参加することは、次元上昇と創造主との統合に向かう最も急

速ながら、それでも最も困難が伴う道筋です。これが、今まで数多くの皆さんが地球に

転生することを選択してきた理由です。わたし達は、その子宮の内部の創造という力に

溢れた経験を皆さんに思い出させます。何故なら、これは実際に、地球上の数多くの皆

さんのためにまさに今起っていることになるからです。

 
皆さんの魂と指導霊達は、わたし達女神の意識と同じように、創造の振動を利用するた

めに皆さんと連携し続けています。その目的は、皆さんが地球上の次元上昇の次の局面

を続け、経験するために絶対に必要になるすべての物事を変容し、創造し、そして形作

ることを目的にしています。創造のエネルギーは、ひとつの新しい意識の袋を明らかに

し続けていますが、それは貴重な意識を取り込んで、皆さんを触発し、啓発することに

似ています。しかしその一方で、皆さんは、数々の意図を創り出し、皆さん自身と創造



主の数々の側面を統合します。

 
その子宮の内部で皆さんが今徹底的に創り出しているように、皆さんの創造のエネルギ

ーは、病気を解消し、健康の兆候を再び条件付けながら、皆さんの物質的な身体に影響

を与え、変化させることができます。皆さんが内部から創り出す時、皆さんは、皆さん

が保有する皆さんという存在の美しさ、その強さ、振動の光、力、強烈な愛、そして賢

明な意識を実現し続けています。皆さんは、創造主のすべての側面と結び付けられてい

る姿を実現し続けていて、それはひとつのさらに深い水準で、皆さんを創造主の壮麗な

源泉と結び付けます。

 
皆さんが数々の意図を通して皆さんという存在の内部でひとつの新しい皆さん自身の実

現を形成する時　導きに従い、数々のエネルギーを統合し、叡智に目覚め、愛を拡大し

、そして創造主の創造のエネルギーの中でその信念を利用しながら、皆さんは皆さん

という存在の内部で、この皆さんの外部の現実性に向けたさらに深い現象化のための認

識を放射し、投影する力を用いて、ひとつの新しい完全に形成された創造主の側面を実

現することになるでしょう。この地球上の期間は、それぞれの個人がさらに巨大な統合

を感じ、経験することを許しながら、それぞれの存在の内部の創造に属するその振動と

自然な能力を利用し続けます。

 
その統合の過程に抵抗しようとせずに、創造主の光がその多様な姿の中で皆さんとい

う存在に向けて流れ、そしてそれを通して流れることを、許してください。皆さんそれ

に気付くかどうかにかかわらず、その創造と意図が皆さんの内部で形成することを許す

ことを目的として、皆さんが必要とする時間と空間を皆さん自身に許してください。こ

の時期は、外部の活動を目的にしているというよりも、内的な移行と融合の方をより多

く目的にしています。何故なら、みなさんの魂の数多くの断片が、皆さんの内部で、皆

さんの魂と魂の表現を瞬時に強化するものとして結び付けられる準備を整えているよう

に見えるからです。

 
一部の人々は、自分達が既に自分達の新しい現実性のための数々の意図を創り出して

いて、自分達という存在の深い統合を経験し、したがって数多くの共時性や奇跡が現れ

る時に、自分達の物質的な現実性に向けた創造の流れを経験し続けていると感じるかも

しれません。皆さんの現実性の内部で数々の共時性が起る時、皆さんは、皆さんという

存在の内部の皆さんの真実の顕在化と変容が起り続けていることを確認することができ



ます。

 
一部の新生児達がより長い間子宮の内部に留まる選択をする一方で、他の新生児達はよ

り短い期間を選択することに気付くことが重要になります。皆さんは女神の意識、創

造主、そして母なる地球という子宮の内部の真実の中に存在するため、それは皆さん

にとって同じことであり、皆さんの固有な変容と統合の期間を用いて制限を加えるか、

またはそれに短気を起こすことがないようにしてください。それが現時点で皆さんが今

まで地球上に存在することを選択してきた理由であり、そのためそれを神聖なるタイミ

ングで展開させてください。それは自己、真実、創造主、そして以前よりもさらに完全

に明らかになっている内的な創造の、これほど美しいひとつの過程です。

 
この創造の時期に、また皆さんは、これほど望まれている新しい地球を形成しているす

べての存在達と結び付けられています。そのため、皆さんが皆さんという存在の内部で

達成し、実現するすべては、人類に役立っていることを認識してください。この瞬間の

地球上のあらゆる魂ひとりひとりが、最も力強い共同創造の過程を経験し、学び、そ

して理解する契約を結びました。

 
この過程はこれほど壮麗で固有なため、創造主や皆さんの魂だけではなく、地球と内

部の数々の次元領域の上のあらゆる魂と共同創造する能力を学び、それに目覚めること

を目的にして、皆さんは皆さんの現在の次元上昇の現在の段階に存在する計画を立てま

した。それぞれの魂は、現時点で習得し、結実をもたらし、地球上で他の魂達と経験す

るための、共同創造の数々の鍵が与えられ続けています。皆さんは準備を整えて、至福

、穏やかさ、愛、そして創造主の真実の創造という真の愛に溢れるひとつの意図を保

有するすべての人々の内部に与えられ、活性化されている、その共同創造の数々の鍵を

受け入れる準備は整っていますか？

 
わたし達が今まで伝えてきて、今日皆さんと共有するそのすべてを皆さんが受け入れて

実現することを促すために、わたし達は、ひとつの神への祈りを皆さんと共有したいと

思います。

 
‘最愛なる女神の意識と振動、わたしはあなたの愛に溢れる支援と滋養が、わたしの
存在、精神、そして魂に浸透することを求めます。どうか、創造主とわたしの魂の神



聖なる意志によって導かれた適切などのような方法でも用いて、わたしを支えてくだ

さい。わたしは、わたしが女神、母なる地球、そして創造主の光で構成された子宮のよ

うなひとつのエネルギーの内部で維持され、支えられ続けていることを自覚している

ため、わたしが育成し光をもたらす女神の数々のエネルギーをわたしという存在のすべ

ての側面に向けて呼吸するようにしてください。’
 
‘創造主のすべてのエネルギー振動と、わたしの魂のすべての断片と、そしてわたしに
提供され続けているすべての神聖なる意識を統合することを目的にして、わたしという

存在の内部に意識を集中し、わたしの魂とこころを通い合わせる上で、わたしを支援し

てください。ひとつの新しい充分に形成されたわたしの真実の自覚と創造主の真実が、

わたしという存在の内部で完全に形成されることを許してください。この完全に形成さ

れたわたしの真実の側面を経験し、さらに深い統合と顕在化のためにそれをわたしの現

実性に強く投影する際に、わたしを支えてください。’
 
‘女神の存在達、振動、そして意識、わたしがわたしの固有で聖なる力強い能力とわた
しという存在の内部の数々の創造的なエネルギーと結び付く時、わたしはあなたがわた

しを支援することを求めます。ひとりの創造の熟達者になり、力強く神聖なる数々の振

動や創造主の意志と連携しながら、わたし自身と地球のために必要とされ、導かれるす

べてを形成するように、わたしを導いてください。’
 
‘もしもそれが神のように適切なものであれば、わたしは女神の支援でその共同創造
の数々の鍵を受け取ることを望みますが、わたしはそれを共同創造する方法に関する聖

なる叡智と導きとして理解します。わたしがわたし自身を創造主のすべての側面と結び

付けられた創造主のひとつの側面として理解する時、穏やかさ、歓び、合い、調和、

結束、そして真実を共同創造することは、わたしの最も深い意図です。地球上の愛の時

代を明らかにすることを目的にして、わたしは地球とその内部の数々の次元領域での顕

在化の中で、創造主のすべての側面、あるいは適切な側面と共同創造することを選択

します。’
 
‘わたしは今、完全で絶対的な愛、無私、そして調和の中で、感謝と愛でわたしに提供
されているすべてを受け入れながら、わたしの魂、魂の集団、女神の振動、母なる地球

、そして創造主と共同創造することを選択します。’
 



‘わたしは、わたしが超然とした態度と集中された愛の振動で内部を探求する時に、唯
一完全に創造主を経験することができる美しさと、すべてを探し求めるというわたしの

最も深い欲求を、維持し、実現します。’
 
‘わたしはさらに深い癒しとエネルギーの支援のために、女神の振動に身を任せます。
あなたに感謝します。’
 
（次に、単純に座り、経験してください。）

 
また、皆さんという存在の最も聖なる側面の統合と育成というこの聖なる時期に、皆さ

んは依然として過去に設定された数々の古い意図あるいは習慣が表面に現れる状態を経

験する可能性がありますが、皆さんがそれを自覚することが重要になります。皆さんの

意図と考えが徐々にさらに明確なものになるにつれて、皆さんはもはや皆さんの振動と

同化しようとする古い数々の考え、習慣、そして意図を経験することはなくなるでし

ょう。何故なら、皆さんはもはやそれを、または皆さん自身のこの側面を、活気付けて

強化することはないため、それはその力を失うことになるからです。皆さんは皆さんと

いう存在に目覚め、それを浄化し、強化しながら、美しい、光り輝く、明確な、燦然た

る壮麗な力を備えた、ひとつの結晶になります。

 
これが、わたし達が皆さんという存在と結び付いている時にわたし達が確認する真実

です。

 
女神の数々の祝福と伴に、

 
女神の意識

The Goddess Consciousness
 
http://lightworkers.org/channeling/175127/goddess-consciousness-manifestation-creation-nathalie-
glasson

http://lightworkers.org/channeling/175127/goddess-consciousness-manifestation-creation-nathalie-glasson

