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わたし達は天の白い存在集団であり、純粋な白い光と意識に属し、ちょうど9次元か
ら12次元を貫いて存在しています。わたし達は、創造主の宇宙に属する多元宇宙と大宇
宙の水準の内部次元領域上で、ひとつの魂の集団として存在しています。わたし達の目

的は、創造主が顕在化したすべての物事と一体になることです。わたし達のエネルギー

振動と意思が、地球の最初の現象化とその目的を手伝い、支援しました。わたし達は今

、人類と地球上の魂と同時に、内部次元領域上の魂達を支援するために、ここに存在し

ています。わたし達は皆さんに対する桁外れの愛を保有し、地球と創造主の数多くの異

なる移行を貫いて存在し、それを観察してきたため、今までに多くの叡智を手にしてき

ました。わたし達天の白い存在集団は、現時点においてわたし達の支援とわたし達の無

条件の愛を分け与えるために、皆さんに近付いています。

 
これほど数多くの素晴らしい奇跡的な物事が今地球上で起っていて、ほとんどの移行と

顕在化がひとつのエネルギー水準で起っているため、皆さんはそれが起こっている数々

の状況を完全に気付いていないかもしれません。言うまでもなく、皆さんは地球上と内

的な次元領域で起っているすべての移行に気付く必要はありません。皆さんが皆さんの

内部で起っているすべての移行に気付くことが、最も適切です。もしも皆さんが、今ま

で皆さんという存在と現実性の内部で個人的に経験してきたすべての変化と移行を承認

するために時間を取って、それを百倍に拡大すれば、皆さんは今地球上と母なる地球

で起っているエネルギーの変化の理解に近付くことになるでしょう。皆さんが地球上で



沸き起こっているすべてのエネルギーの移行に気付くことは、不可能です。そのため、

皆さんの指導霊達は、最も重要な移行に対して皆さんに警告を発しています。わたし達

は皆さんに、数々のエネルギーが上昇していて、皆さんの皆さん自身と地球についての

理解を深めるために、現時点でそのエネルギーと関係を持つことを望む可能性があるこ

とに対して、警告を発したいと思います。

 
わたし達は、アトランティス時代の間、アトランティスの中だけではなく、地球の他の

領域にも、数多くの大規模で強力な結晶質が地球上に設置されたことを、皆さんに気付

かせたいと思います。それは、アトランティスの知識の結晶質として認識されていま

した。アトランティスの人々は、内部の次元領域から自分達自身でこうした12の結晶質
を据え付け、それを桁外れに高いエネルギー振動を維持している半物質の巨大な結晶質

に変換しました。こうした結晶質は大規模な巨礫のような結晶質であり、ただ精神の力

だけで動かすことができるものでした。それぞれの結晶質はそれ自体の固有の色と聖な

る幾何学の外形を持っていました。わたし達、天の白い存在集団が、こうした12の光の
結晶質の現象化と据え付けを支援しました。わたし達と数々の結晶質を据え付けたアト

ランティスの人々は、その結晶質が大規模な数の創造主に属する魂達が地球上に居住し

た時に巨大な重要性を持ちながら、未来の文明において意義と目的を持つようになるこ

とを理解しました。

 
アトランティスの南部と北部にひとつずつ、結晶質が設置されました。この時、アトラ

ンティスの人々はかなり繁栄していましたが、しかしその文明に囲まれた数多くの人

々は、否定的な時期が近付いていることを理解することができました。彼らは少しは漠

然と感じていた混乱を解消しようとして、こうした12の結晶質を設置しました。アトラ
ンティス南部に据え付けた結晶質は男性の振動に属するものであり、一方アトランティ

ス北部に据え付けた結晶質は、女性の振動を保有していました。アトランティスの人

々は、男性と女性のエネルギーを備えた純粋な結晶質の意識によって、文明の内部とア

トランティスの人々の存在の内部で、男性と女性のエネルギーのさらに大規模な統合を

促進する間に、より大幅に穏やかさを明らかにするようになるだろう、と考えました。

その結晶質は、双子の結晶質として理解されていて、男性と女性の結晶質は安定を生み

出すためにお互いの存在を必要だったことを意味していました。これは、世界中に据え

付けた他の10の結晶質でも同じでした。アトランティスの人々は、男性の結晶質をひと
つの場所に設置し、女性の結晶質を別の場所に設置することによって、時々同じ地域の

中かあるいは隣接した国々や土地に、両方の結晶質を一緒に設置しました。アトランテ



ィスの人々は、半物質の結晶質を据え付ける適切な場所を発見するために、その土地、

歴史、そして未来を査定しました。別の結晶質の一組は、アメリカ合衆国とエジプトに

据え付けました。また、女性の結晶質が英国に据え付けられた一方で、男性の結晶質は

アイルランドに据え付けられました。最後の4つの結晶質は、より大幅な穏やかさを生
み出すために、地球の別々の地域に据え付けられました。

 
適切な技術を持ったアトランティスの人々は、すべての結晶質が地球に埋め込まれるこ

とを確保するために、時間をかけました。アトランティスの人々は、未来の数々の文明

から叡智と知識を収集する目的で、そして彼らが彼ら自身の理解をひとつの基礎とし

て12のそれぞれの結晶質に向けて濾過できるように、半物質の結晶質を調整しました。
実際には、そういった高い振動の精神を持ったアトランティスの一部の人々は、アトラ

ンティスは高い振動から混乱へ向かってゆっくりと下降していることを理解していま

した。そして彼らはまた、別の生涯で地球に戻り、彼らのアトランティスでの存在の目

的を達成する機会が与えられることも、理解していました。彼らは、彼らの現在の存在

と未来の生涯のために結晶質が彼らに支援と安定性を提供するように、その準備をしま

した。また彼らは、アトランティスの数多くの人々が、アトランティスから地球の他の

地域への人々の移動を予測していたせいで、数々の結晶質をエネルギーの中心点として

設置しました。その結晶質は磁気点と同等に設置されたため、もしも必要であれば、彼

らは意識を集中して、桁外れの優しさで数々の光の次元を通して移動することができま

した。

 
残念なことに、アトランティスの崩壊の間、2つの双子の結晶質の多くが、エネルギー
的に損傷を受けたか、その配置から移されました。その一部は、地球の個体構造の陸

地から海に没し、一部の事例では、地球の別の領域に移ってしまいました。最も深刻な

損傷を受け、否定的な魔法とエネルギーに満ち溢れていたのは、アトランティスに据え

付けられた2つの半物質の結晶質でした。その12の結晶質は、ただかなりゆっくりとし
た振動と光で鼓動し続けるだけで、反物質の結晶質から地球の内部に埋め込まれた完全

に物質的な結晶質に移行し、そこで結晶質は、ほとんど休眠状態になりました。その結

晶質は、数多くのアトランティスの人々がアトランティスから地球の他の地域に移動す

ることを可能にするというその目的を達成しましたが、しかしアトランティスの人々は

、この利用の後は、その結晶質を救うことはできませんでした。

 
結晶質の物質的な姿への移行のせいで、数多くのアトランティスの人々は、異なる生涯



で地球に戻った時に、彼らのアトランティスでの生涯と叡智、そして12のアトランティ
スの結晶質の存在すら忘れてしまいました。もしも結晶質が所定の位置に残っていたと

すれば、結晶質は彼らが地球に戻る際に彼らの叡智を利用することを許していたでし

ょう。

 
創造主の神聖なる意志がすべての物事に影響を与え、こうした結晶質の強力な存在感が

無い状態で今まで地球上と魂の内部で起った成長がより恩恵に富んでいましたが、それ

を忘れないことが重要です。地球の振動が揺るぎなく一定の速度で上昇し続けている

ため、内部の次元領域上の数多くの光の存在達が、結晶質を浄化し、癒し、その最初の

存在状態と位置を回復するために、努力し続けています。わたし達の今日の皆さんとの

連絡の目的は、アトランティスの結晶質が目覚めていることを皆さんに気付いて貰うこ

とであり、これは結晶質のエネルギー振動が増大して、その結晶質がもう一度物質から

半物質に変化し始めていますが、それは結晶質がさらに巨大な力を維持する状態である

ことを意味しています。皆さんのアトランティスの生涯に由来する叡智は、皆さんのさ

らに完全な理解に向けて進化し、統合している可能性があることを、皆さんは気付き始

めているのかもしれません。皆さんのアトランティスの生涯から、数々の記憶が皆さん

の精神、数々の能力、技術、そして癒しの技能に向けて浸透する可能性があります。

地球上のこの期間の目的は、過去と未来から皆さんの叡智を収集して、皆さんのエネ

ルギーを創造主のすべてと統合することになっているため、今回はその適切な時機にな

ります。アトランティスは、アトランティスの崩壊後に展開された数々の現実性に対

して、非常に強力な衝撃力を持っています。そして現在でさえ、数多くの人々が、自分

達のアトラティスの時代から生じている自分の現在の現実性の中で、数々の困難な課題

を克服しているところです。

 
12のアトランティスの結晶質とそのエネルギー振動の一定の増大が、結晶質の最初の現
象化の状態に戻しますが、そのことを皆さんに気付かせるというわたし達の目的は、数

多くの理由がありました。まず、わたし達は、皆さんがその結晶質に愛と祝福を送り、

結晶質の振動の増大を支援すると同時に、結晶質の防御と安全性を確保することを求め

ています。2番目に、結晶質の内部で維持されている新しい叡智がさらに巨大な啓発に
向けたひとつの目覚めの波として地球上の数多くの人々の意識に向かって流れるように

なるため、皆さんは皆さんの精神の視野で移行を経験するようになることを、わたし達

は皆さんに気付かせたいと思っています。わたし達はこの叡智を共有できることを、そ



れはこれほど壮麗な達成になるため、極端に喜んでいます。数多くの人々が、過去にお

いて、アトランティスの浮上について話をしてきました。これは、必ずしも土地が浮上

するようになるということを意味している訳ではありません。そうではなく、さらに数

多くの人々がその当時の真実を理解するため、アトランティスの結晶質と叡智が人類の

精神とこころに流れ込み、従ってそれがアトランティスの上昇を指し示しています。

 
皆さんの愛、癒し、そして防御を、どうか結晶質に送ってください。その見返りとして

、皆さんは復活している結晶質のひとつとの結び付きを感じるかもしれず、それによっ

て皆さんは、結晶質の内部で維持されている叡智を受け入れることができるようになる

でしょう。

 
天の白い存在集団に属するわたし達は、皆さんの役に立つように、いつもここに存在し

ています。

 
天の光の中で

In celestial light,
 
天の白い存在達

The Celestial White Beings
 
http://lightworkers.org/channeling/163094/crystals-atlantis-celestial-white-beings

http://lightworkers.org/channeling/163094/crystals-atlantis-celestial-white-beings
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壮麗な光の存在達である皆さんに、神聖なる祝福を送ります。わたし達が皆さんを称えるのは、

皆さんが地球のその手段と学校制度とその物性を通したひとつの主要な次元上昇の旅を通して、

皆さんの道を航行するからです。時にわたし達は、皆さんが地球上に存在するから価値がないと

感じ、一部の水準で皆さんは罰せられていると考える可能性があるという事実に気付いていま

すが、しかし、地球上にいるすべての存在達は、至上の光の存在達です。自分達の神性と力を自

覚している地球上のすべての存在達の過程を通して、内部の次元領域上のすべての存在の光が、

明らかにされ続けています。皆さんは美しく力に溢れた存在であるというひとつの明確な理由の

ために、皆さんは選ばれて現時点で地球上に存在します。皆さん自身を再発見することが、わた

し達すべてが創造主の真実を再発見することを許します。皆さんは、地球上のすべての存在と同

じように、創造主の地球上のひとりの代表者です。皆さんは、創造主から創造主の宇宙に向かう

さらに多く光を生み出すという、ひとつの目的を持ちます。ひとりひとりの皆さんが、創造主の

振動をさらに完全に解読して理解する、その最前線にいます。皆さんに仕え支援しようとして高

位の霊的指導者達が案内として頻繁に前に進み出るのは、これがその理由です。何故なら彼らも

また、地球上にいる間はそういった数々の発見の最前線にいて、従って皆さんの上に設定された

大いなる要望を理解しているからです。

 
わたし達は事実通り、皆さんが皆さんという存在の内部で行っている、その美しい数々の発見を

評価し、尊重することを望んでいます。皆さんが達成する認識、解放、癒し、閃き、そして目覚

めです。それぞれの過程が、ひとつの個人的な移行に似ていますが、しかしそれは、実際に創造

主を発見する、すべての人々のひとつの主要な突破口です。そのため、皆さんが日々達成する数

多くの霊的な目覚めを軽視することなく、それぞれがすべての人々の内部の創造主の啓発に役

立ち、支援しているものとして認識されることを、許してください。皆さんの今の姿と皆さんが

自覚するすべてを称え、祝福してください。何故なら、皆さんはすべての人々の次元上昇を支え

http://www.omna.org/


ているからです。これは皆さんに圧迫をかけることを目的にしているのではなく、皆さんによっ

て大小何れに見做されようとも、あらゆる霊的な突破口を理解する際に皆さんを支援し、あらゆ

る物事を創造主の光、愛、そして叡智に変える際に支援することを目的にしています。これに

より、皆さん自身と皆さんが地球上で演じ続けているその役割を称え、愛を込めて尊重すること

が必要になります。皆さんは忘れられたことはなく、また皆さんが低い振動だという理由で追放

されたこともありません。皆さんは、ひとつの奉仕として地球上に存在し、わたし達はその事実

を尊重し、高く評価します。

 
実際にこれは、皆さんの地球上の次元上昇の旅を航行する際の皆さんに対する、わたし達の最初

の助言です。それは、皆さんが皆さん自身に、地球上や地球の内部の次元領域に存在する創造主

のすべての側面に、そして創造主に対しても提供しているその奉仕に対して、謙虚で美しい方法

で皆さん自身を称え、愛することを目的にしています。皆さんは、無条件に尊重され、愛され

ます。そのため、皆さん自身がこれを完全に経験することを、許してください。

 
また次元上昇の中の現時点で、わたし達は、皆さんがすべての混乱、緊張を解消し、そして皆さ

んは支配されていない、皆さんは行うべきことを認識していない、皆さんは皆さんの内面の導き

を利用することはできない、と皆さんに指示した精神状態も解消することを望みます。真実は、

皆さんは皆さんの内面の真実と導きを利用することができ、そして皆さんが皆さんの現実性の内

部で、特に意思決定をする時には、もうこれ以上混乱しまたは不安になる必要はない、という事

実です。皆さんのこころと魂は、あらゆる状況、環境、そして決断に対するその答えを認識して

いて、それは瞬時に現れます。過去の時代の内部では、創造主の数々のエネルギーは、皆さんと

いう存在に向けて圧倒的に流れていて、創造主の豊富な流れで、皆さんを活気づけ、目覚めさせ

ていました。この新しい時代の中で、その数々のエネルギーは大部分が皆さんという存在の内部

から流れて続けていて、皆さんが物質的な現実性の中で創造主の数々のエネルギーを経験するこ

とができるように、そのエネルギーは外部にも投影しています。内部から外部に向けて流れてい

るエネルギーの流れと投影と伴に、あらゆる物事が皆さんという存在の内部から自然に流れるこ

の状況のおかげで、皆さんは皆さん自身の神聖なる内面の導きを簡単に利用することができます

。これは、皆さんがひとつの絶え間ない流れを経験し続けていて、皆さん自身との安定と調和の

中で存在し、皆さんの神聖なる知識と勘の良さをいつも経験し続けるために、単純にこの流れに

対処するように求められていることを、象徴しています。

 
皆さんの内面の知識と勘の良さを利用するために必要になる手段のひとつが、皆さんの能力を利

用して、精神を悩ませるか占領しているすべての物事を瞬時に手放すことです。これは、精神

は数々の執着を維持して、皆さんの現実性の中の特定の状況、環境、または問題について考え過

ぎてしまうことを、自覚することです。その結果皆さんは、皆さんの精神にさらに深く引き寄せ

られ、皆さんのこころの勘の良さから遠ざかってしまいます。皆さんの精神が皆さんを皆さんに

役立たないものに導く思考過程の周期は、まさにたださらに激しい皆さんという存在の内部の



緊張、葛藤、そして苦悩を創り出しますが、その状況は、皆さんがまた幻影の過程の中に結び付

けられる可能性があるだけです。皆さんが、精神は皆さんを苦悩、不安定、あるいはさらに低い

振動に引き寄せていることを自覚する時、その時は、単純に精神のすべての執着を落とし、言い

換えると、皆さんが考えている物事をすべて手放して、皆さんの精神が穏やかに休息することを

許すことが、必要になります。単純に、こう口にしてください。“わたしは今、わたしの精神と思
考過程が現在執着しているものをすべて手放します。”次に深呼吸をして、それぞれの思考が、皆
さんの精神の中のひとつの物体のように、皆さんの精神を空にしながら今すべての方向に流れ去

っていることを思い描きながら、息を吐き出してください。

 
その時、皆さんの心臓のチャクラと存在全体から現れる、創造主の表現の自然な流れを自覚する

ことが重要になります。この自覚と伴に、まるで皆さんのこころと魂が皆さんに最も適切な導き

を提供することができることを自覚しているかのように、皆さんは皆さん自身を瞬時に強化し

ます。皆さんは既に、皆さんの集中力を皆さんの精神から引き離してそれを皆さんのこころに向

けながら明瞭性をもたらすどのような質問も尋ねることができますが、しかし皆さんの質問が執

着から自由な穏やかなひとつの空間から現れることを許してください。

 
皆さん自身は霊的な能力や技術を持たないひとりの存在だという皆さんの信念は、古い条件付け

であり、解き放たれることが必要なものであることを、自覚してください。色々な意味で、皆さ

んは地球上の愛を経験する新しい時代に入ったため、皆さんは無意識に皆さん自身に花開く許可

を与えて、皆さんの物質的な存在と現実性と統合するために、ひとつの魂として皆さんが維持す

るそのすべての技術を許します。皆さんに皆さんの神性を経験する自由を提供する、その皆さん

という存在の内部の新しいソフトウェアに目覚めるためには、単純に皆さんが皆さん自身を制御

した古い条件付けを解き放つことが必要になります。例えば、皆さん自身の内面の知識が皆さん

にとって簡単に達成できるものであり、そうするために導きを必要としなくても、しかし依然と

して皆さんと皆さんの数々の能力を制限する条件付けを解き放つことが必要になります。皆さ

んは、単純な意思と、皆さん自身と地球上のこの新しい時代の中の数々の技術に対する皆さん信

頼を高めることを通して、これを達成することができます。

 
皆さんの信念を変えることは、皆さん自身の新しい領域に目覚めてそれを発見しながら、皆さん

という存在全体と皆さんという存在のすべての水準で、皆さんが機能する方法を再条件付けする

ことになるでしょう。

 
また、皆さんは2012年の移行の通過を終えていることで既に沢山のカルマが解き放たれていると
はいえ、怖れは依然として残り、そして頻繁にひとつの制限的な振動として存在することができ

てしまうため、皆さんがそれを自覚することが重要になります。

 
敢えて観察力を鋭くして、皆さんの怖れを自覚しながら、しかし皆さんの怖れに対する執着から



自由になってください。

 
時に、皆さんが皆さんの怖れに気付く時でさえ、依然として皆さんが認めてしまう執着や皆さん

の怖れに対する執着の数々の形が存在する可能性があります。これは、皆さんの怖れが単なる皆

さんの創造である時に、皆さんがその怖れを皆さんという存在の一部になっていると信じている

からなのかもしれません。この視点が、皆さんの怖れからのひとつの距離と皆さんを制限するも

のを皆さんが経験することを許し、探索されることを待ち続けている皆さんの内部の叡智の豊か

さについてのひとつの理解を提示します。この探索を妨げているのは、皆さんです。

 
皆さんは、皆さんの現実性のあらゆる瞬間の中で、完全に安心していられます。

 
皆さんの怖れに対する執着の解消と伴に、皆さんは創造主のさらに深い探索のための空間を広げ

、単純に真実から離れて投影されている皆さんの意識の焦点のせいで、皆さん自身が愛の中に根

付くことを許します。皆さんは思い切って、地球上の皆さんの神聖なる目的に足を踏み入れます

。

 
また皆さんの神聖なる目的は、ひとつの技術または能力ではなく、単純にひとりの地球上の創造

主の探求者になって存在することであり、そのことを自覚することが重要になります。皆さんの

目的は、地球上に存在して、創造主としての皆さん自身を意識することです。

 
天の白い存在であるわたし達は、皆さんを支援するためにいつもここにいます。もしもわたし達

の伝達に、皆さんがその問題に結び付けられた癒しを手にしたいと感じる任意の側面があるなら

、その時はどうか皆さん自身の言葉でわたし達に呼び掛けて、皆さんの内部と皆さんについての

深い目覚めの癒しの過程を支援し、愛し、促進することを、わたし達に求めてください。

 
天の祝福と伴に、

 
天の白い存在達

Celestial White Beings

 
http://lightworkers.org/channeling/186991/tips-navigating-new-era-nathalie-glasson

http://lightworkers.org/channeling/186991/tips-navigating-new-era-nathalie-glasson


次元上昇の痛み

次元上昇の痛み
THE PAIN OF ASCENSION
BY THE CELESTIAL WHITE BEINGS via Nathalie Glasson
16 September 2013 - 1:12pm

 
ナタリー・シアン・グラッソン経由

Channeler: Natalie Sian Glasson

 
THE PAIN OF ASCENSION BY THE CELESTIAL WHITE BEINGS The Pain of Ascension by the
Celestial White Beings

 
~ Channelled through Natalie Glasson-
www.omna.org - Sept. 13, 2013

 
 
 
最愛なる壮麗な光の存在達、わたし達は、皆さんという存在と皆さんの魂が地球上で進むことを

選択してきた道筋に対する巨大な愛と称賛と伴に、前面に現れています。皆さんは、皆さん自身

に対して、創造主と創造主の宇宙のすべての側面に対して、創造主の聖なる真実を実証し続けて

います。皆さんの道筋が皆さんの魂の進化とそれ自体の理解によって支えられているだけでは

なく、皆さんもまたすべての進化を支えています。皆さんの霊の次元上昇は、皆さんの内部から

の創造主の展開のようなものであり、燦然たるひとりの光の存在として、その最も巨大な潜在能

力に達します。皆さんは、この展開が必要とされる理由を尋ねるかもしれませんが、しかし創造

主が展開し、拡大して、皆さんという存在のすべての側面に浸透するように、皆さんは、皆さん

の内部と周りのあらゆる物事の意識を高め続けています。皆さんが上昇するにつれて、皆さんは

創造主の振動全体を活性化して、増幅します。皆さんの地球上の道筋は、個人的なものだけでは

なく、また集団意識に役立ち、それを補助します。皆さんは現時点で、皆さんという存在を通し

た光の入場を経由して地球の振動を高めるために、人類とひとつのチームになって働いています

。皆さんが踏んでいるそれぞれの段階で、皆さんは、創造主を経験する際のひとつの集団意識の

支えになっています。皆さんは、皆さんの現実性の中のあらゆる状況や経験を、創造主のための

ひとつの探索として、そして人類の集団意識を高めるひとつの手段として、理解できるかもしれ

ません。皆さんが皆さんという存在のひとつの側面を習得する度に、あるいは皆さんの自我に屈

服しない度に、これは、地球上の他の数多くの人々が同じ課題を克服する必要がないことを意味

します。何故なら、ひとりひとりの皆さんが集団的な開始の側面を受け入れながら、すべての人

々を創造主のさらに巨大な自覚的意識にさらに近付ける上で、皆さんの役割を演じているから

http://www.omna.org/


です。わたし達は、皆さんが歩んでいるその経験と状況を皆さんが評価することを求めます。何

故なら、皆さんはすべての人々のために、創造主とのさらに深い統一を支援し続けているから

です。

 
皆さん自身の次元上昇の道筋を進んでいる皆さんは、皆さんの愛し、顕在化し、穏やかになり、

そして内面から投影する生得の能力を理解しながら、皆さんの霊の目覚めに対する鍵を発見し始

めています。この自覚的意識と伴に、皆さんは次に、皆さん自身の創造によるひとつの世界と、

人類の集団意識の顕在化に直面します。数多くの不要で制限的な習慣が人類の集団意識から取り

込まれる可能性があるため、外部の世界が、皆さんが内部で自覚し気付くものから大幅に異なる

ように見える可能性があります。皆さんが目覚める時、それは、皆さんがひとりの超英雄であり

、今までいつもそうだったと突然自覚している状況に例えることができるかもしれません！　皆

さんは皆さんのほとんどの能力を理解し、皆さんの地球上のひとりの存在としての巨大な潜在能

力を確認することができます。唯一の問題は、皆さんがその超英雄の力を自覚しながら、しかし

皆さんはその力に向けて成長し、その力に馴染み、皆さんの現実性の中でその力を発揮する方法

を学ぶためには、時間をかけなければならない、という事実です。皆さん自身のひとつの美しい

全体像を受けて、瞬時に皆さんの力を皆さんの物質的な現実性に投影して、皆さんが経験するそ

の現実性に必要な変化を起こすことができないことは、痛みを伴うものになる可能性があります

。皆さんがその次元上昇の目覚めの速度を受け入れて満足する方法を学ぶまで、これはそれ自体

で痛みと苦悩を引き起こす可能性があります。皆さんの周りの他の数多くの人々は、自分達が超

英雄であることを自覚しているため、皆さん自身と比較しないことは困難になる可能性がありま

すが、しかし、皆さん自身を無条件に愛することが必要になります。何故ならこれが、皆さんの

内部の神聖なる力を、加速的に育むことになるからです。

 
数多くの人々が苦悩を経験する理由は、その人々が内部から認識する神を、まだ投影することが

できないからです。しかし、皆さんが目覚めから実現と完全な投影への移行を徹底的に行う時、

また皆さんは、皆さんのオーラと精神の中で皆さんがそれに気付くまでに、過去の創造を皆さん

の現実性に繰り返し投影し続けていることに、気付くかもしれません。次元上昇は、皆さん自身

に気付くことを目的としています。それは皆さんという存在の内部の神聖なるすべての物事に気

付くことが必要になりますが、しかしまた、愛に溢れるこころで、そうではないすべての物事に

気付くことも、必要になります。皆さんが、投影されることが必要な皆さん自身の数々のエネ

ルギーと側面と、またもはや投影することが必要でないものを自覚する皆さんの能力を拡大す

る時、皆さんは、まるで皆さんが皆さんの超英雄の衣服を洗濯して、それを着用する準備をして

いるように、皆さんの力に足を踏み入れています。その皆さん自身に気付く過程は、まるでそれ

が苦悩と痛みを引き起こすように感じる可能性があります。それは皆さんが、皆さんの習慣と関

心の中心を自覚するからです。しかし皆さんが皆さんの振動を引き上げる時、皆さんはより低い

振動の習慣と創造を以前よりも大きく経験する可能性があります。何故ならその習慣と創造が、

皆さんという存在の高い振動と闘い、軋轢を引き起こすからです。



 
次元上昇の苦悩と痛みを解消する最も素晴らしい方法は、すべての考えられる瞬間に皆さん自身

と皆さんの現実性を深く愛した状態になり、皆さん自身と現実性に寛大になり、その一方で、皆

さんの実現と投影に対する反応の際に、皆さん自身ができる限り中立的になることを許すこと

です。また皆さんが皆さんの現実性を支配し、皆さんは皆さんの現実性の創造の主要な手段で

あり、そのため皆さんを通してあらゆる物事が流れ、顕在化されることを自覚することが、不可

欠になります。皆さんはいつも、皆さんという存在を通して、創造主の振動を伝え続けています

。皆さんは、皆さんが皆さんの現実性に向けて望む通りに、そして望む方法で、伴に創造し投影

するために、絶えず最も美しい豊富な光を与えられています。皆さんはこの美しい光がその壮麗

さ保有している通りに、その光を投影することができます。あるいは皆さんは、ひとつの否定的

な思考あるいは否定的な環境として、その光を投影することができます。皆さんは、皆さんが

望み、選択するどのようなものにも、その光を成型することができます。皆さんの内部の豊富な

光の存在に自信を持つこと、そしてその自信が皆さんを通して流れることは、皆さんが皆さんの

配慮を、皆さんの真実とより中立的な特質を備えた在り方に呼び戻すことを許します。

 
中立的になることは、皆さんが苦悩と痛みを経験している時でさえ、強力な信念と創造主と皆さ

んの内部の光への信頼を維持することです。中立的になることは、皆さんの創造主との調和と同

調の中に留まることです。本質的に皆さんの壮麗さを思い出し、痛みまたは困難は皆さんから皆

さんの力を奪い去ることはできないことを自覚することは、皆さんの内部の神聖なる光です。ま

た皆さんの力は、皆さんが皆さんの内部の神聖なる力を利用し、それを行使することを選択する

、その方法です。皆さんの意図がより純粋で愛に溢れるほど、皆さんは皆さんの内部でより多く

の力を自覚することになるでしょう。強く成長を続ける皆さんの内部の神性への信念と伴に、皆

さんは皆さんの環境に対する極端な反応に気付くことになるでしょう。そして最も重要なことと

して、皆さんの創造、意志、知識、容認が、皆さんの最も素晴らしい手段になるでしょう。こ

れが、困難、苦悩、そして痛みの経験の減少を許すことになるでしょう。何故ならそれが頻繁に

皆さんの反応になり、その反応がほとんどの不安を引き起こすことになるからです。数々の反

応は、実際に、皆さんが創造主への不信を持ち、分離と無力化に意識を集中していた瞬間です。

もしも皆さんが皆さんの力と真実への信念を維持することができるなら、その結果皆さんは、皆

さんの反応を減少させて、数々の環境、習慣的な投影、そして創造主によって支えられ愛される

自己実現を通して、移動することができます。

 
皆さんという存在の内部で成長している壮麗に愛に溢れる力が存在することを自覚することが、

重要になります。この力を育み、その成長を観察し、それが内部に向けて拡大するための空間を

綺麗にすることが、現時点の皆さんの目標です。皆さん自身を観察し、皆さん自身のエネルギー

と伴に腰を下ろすための時間を取ってください。その結果、皆さんという存在の内部で今起こり

続けていることと同時に、皆さんが物質化している数々の創造と投影に気付くことが、さらに簡

単になるでしょう。それで皆さんは、その物質化されたものが皆さんの現実性に基礎付く前に、



皆さんはそれを止めるか活性化するかのどちらかができるようになるでしょう。

 
皆さんが瞑想の中で腰を下ろして、皆さんの呼吸に意識を集中しながら、皆さんは美しく光に溢

れた穏やかなひとりの存在であることを自分に言い聞かせることを、わたし達は求めます。皆さ

んは、少しの間これを大声で話すことを望むかもしれません。

 
‘わたしは、美しく光に溢れた穏やかなひとりの存在である。’

 
次に、この時代のこの瞬間まで、今まで何が最もわたしの精神を占めてきたのか？と、皆さん自

身に尋ねてください。皆さんの精神がしがみつくものを観察し、思い切ってそれを吐き出してく

ださい。

 
次に、この時代のこの瞬間まで、わたしの情緒は何に対して最も反応しているのか？と、皆さん

自身に尋ねてください。

 
わたしはこの瞬間に至るまで、どの痛み、苦悩、または困難を、意識的にまたは無意識に創り出

しているのだろうか？と、皆さん自身に尋ねることを、続けてください。皆さんが、皆さんがそ

れを消し続けているエネルギーと創造を吐き出すことに意識を集中することによって、それを理

解し、認識することができないかどうか、観察してください。

 
その時、思い切って、皆さんという存在の内部の力に意識を集中して、皆さんのこころから呼吸

を始めて、皆さんの神聖なる自己、皆さんの力の光を放射して、皆さん自身の神聖なる力に対す

る皆さんの信頼を高め、それを観察してください。

 
まさに思い切って、皆さん自身のエネルギーの中に存在して、皆さんが望む限り、皆さんの内部

からのその光の成長を観察してください。

 
これは、ひとつの単純な瞑想ですが、しかし、皆さんが皆さん多くのエネルギーを探索し、皆さ

んという存在に明らかにして投影する前に、不要なエネルギー、考え、創造、または情緒を解消

する習慣を身に着けるようにして、このようにして皆さんの次元上昇の痛みを減少させるように

、この瞑想が働き掛けます。

 
わたし達は皆さんを無条件に愛しながら、いつも皆さんと伴に存在します。

 
天の白い存在達

Celestial White Beings

 



http://lightworkers.org/channeling/188436/pain-ascension-celestial-white-beings-vis-nathalie-
glasson
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The Freedom of Limitless Self Love by the Celestial White Beings
 
 
わたし達は皆さんを壮麗な光の存在として認め、称えながら、皆さんと愛の挨拶を共有します。

わたし達は天の白い存在であり、現時点の皆さんの次元上昇の過程を援助し支えるために現れて

います。地球の創造以降、今までわたし達はわたし達のエネルギー、支援、そして意識を貸し与

えながら、皆さんと一緒に存在してきました。わたし達は地球、現在の魂達、そして次元上昇の

過程を深く愛し、適切で創造主の神聖なる意志によって導かれるどのような方法を用いても、役

立つことを望んでいます。

 
壮麗な光の存在達、皆さんは今、地球上で最も貴重で豊かな時代に存在しています。変容と深い

愛の経験の時期であり、それはまるで皆さんが実際に創造主によってこれほど優しく抱きしめら

れているようなものであり、そのため皆さんは、事実通り創造主の愛に溢れる数々の資質と真実

を認め、受け止めることができます。この地球上の時期は、これほど肥沃で、滋味に溢れ、豊か

であり、創造主と結束と探索の数々の主要な機会に溢れています。色々な意味で、それはまるで

皆さんが今までこれほど長い間創造主を探し求めていたようなものですが、しかし今皆さんは、

皆さんの意思疎通と結び付きを深く経験しながら、創造主と一緒に存在するひとつの機会を手に

しています。今は、皆さんが通過しているこの愛の時代を生かす時であり、それを協力しながら

実現することは、ひとりの霊の存在として皆さんが経験することを望むすべてと、さらにひとり

の霊の存在がそのようにそしてそれ以上になることを思い描くことを望むすべてを、皆さんに提

供します。実際に、古い時代の数々の制約は剥がれ落ちているところであり、皆さんを制限する

ものがさらに少なくなっている理由は、皆さんが数々の制約の力をほとんど信じなくなっている

からです。壮麗な光の存在達、今は皆さんという存在の内部を探索し、可能なすべて、創造主を

経験するすべての美しい機会に驚き、それを認識して受け止める時です。地球上で創造主を経験

することにもはやひとつの制限もなく、そして美しい創造主のエネルギーは皆さんが利用して具

体化するために存在していることを、皆さん自身に認識させてください。皆さんの創造主の経験

に制約はなく、今は、皆さんの魂に良く考えさせて、大きな創造をさせる時です。何故なら、愛

が存在する時、それはひとつの開いた入り口に似ていて、その入り口が、創造主のすべての至福



の振動が豊かな結束の中で完全に存在することを許しているからです。

 
天の白い存在であるわたし達いまここにいるのは、皆さんが皆さんの精神と視野を広げる際に皆

さんを支援して、皆さんが創造主の豊かで無限のエネルギーを把握してそれに気付くようにする

ためです。創造主のエネルギーが今存在するのは、皆さんの地球の数々の現実性の中で皆さんが

経験するためです。

 
‘天の白い存在達、わたしは、あなた方の愛に溢れるエネルギー、振動、そして意識がわたしに近
付いて、あなた方の癒し純化し目覚めさせるエネルギーでわたしを深く包み込むことを求めます

。わたしは今、わたしの精神、視点、そして理解を拡大して、創造主の無限の表現と存在につい

てのさらに深い認識を獲得する準備が整っています。それでわたしは、経験、次元上昇、目覚め

、結束、そして愛についてのわたしの現実性の中の無限の機会をさらに高い明晰さで理解し、感

知し、承認することができ、それでわたしは無限の創造主を受け入れて、具体化します。わたし

は創造主の無限で、慈悲深く、創造的な振動であり、わたしという存在とわたしの現実性を通し

て流れているすべての適切な物事を経験しています。天の白い存在達、あなた方がわたしを深く

受け入れる時、どうか、わたしの現実性と存在の内部の無限の創造主についてのわたしの経験を

活性化し、拡大して、今わたしに利用できる拡大の多様な機会へ向けてわたしをさらに明確に目

覚めさせてください。あなた方に感謝します。’
 
皆さんがわたし達の純粋な白い光を皆さんという存在のあらゆる細胞に吸い込む時、皆さんを深

く取り囲んでいるその同じ白い光を感じてください。

 
愛の時代の間のその鍵となる焦点は、言うまでもなく愛であり、これから皆さんは、献身で、そ

して皆さんの内面の認識に導かれて、愛の容認の数多くの段階と水準を通り過ぎて行くことにな

るでしょう。その最も大いなる段階が、自己愛です。数多くの皆さんが、今まで無条件に皆さん

自身を愛することに意識を集中し続けてきて、今は穏やかになり、そして皆さん自身の内面の創

造主と一体になっているところです。愛の時代は、皆さんが自己愛を探索し、そして皆さんの日

常と現実性のあらゆる瞬間に無限の自己愛を経験するように、働きかけます。許すこと、手放す

こと、意識的になること、そして皆さんのこころを開くことが、自己愛の深まりを促進しますが

、しかし自己愛の過程を通して、皆さんがすべてとの結束と一体性の中で皆さん自身を創造主と

して認識するまで、皆さんは実際に、それぞれの側面に目覚めている皆さんという存在のすべて

の側面を通過します。皆さん自身を愛することに意識を集中している時、皆さんが苦痛や傷、お

そらく自我と個性の否定的な数々の特徴を解消することから始める状況が、頻繁に起ります。

 
これは純化のように見えるかもしれませんが、しかし自己愛を通して、皆さんは皆さんの人間と

しての自己と数々の顕在化と同時に、皆さんの個性も受け止めています。容認と伴に、皆さんと

いう存在のその側面は創造主と同調し、従って創造主との調和の中に存在します。その結果皆さ



んは、また自己認識でもある自己愛の過程を通して皆さんの霊の存在、魂、魂の集団、そして創

造主を愛することによって、それを続けます。それぞれの容認の瞬間と無条件の愛と伴に、より

素晴らしく力に溢れた愛が発散し、皆さんはその愛を経験します。次元上昇の経路と旅はひとつ

の愛の旅であり、特にこの時代の中では、それは自己愛の旅になります。皆さんはその旅を通

して、皆さん自身のすべての側面と水準を認識し、すべての創造主の表現であることを自覚し

ます。

 
皆さんの自己愛が、皆さんという存在の内部の創造主の純粋性への目覚めと認識に対する鍵で

あり、そしてそれは、皆さんの最も価値ある手段です。皆さんが混乱し、傷付き、導きが必要で

、疲れ果て、そして不幸かあるいは病んでいる時、自己愛は、皆さんが皆さんの内部の創造主の

真実を確認し、感じ、そして承認することを許す手段になる一方で、皆さんが皆さんの内部の創

造主の永遠の影響力と存在を理解することを許します。

 
皆さんの自己愛がひとつの閃きの道筋を刻んでさらに深い自己愛を促進するように、わたし達は

、皆さんの自己愛を拡大することによって、皆さんを支援することを望みます。それは単純に、

皆さんという存在のすべての水準における創造主の認識と経験を意味します。

 
‘天の白い存在達、わたしはあなた方の愛に溢れるエネルギー、振動、そして意識がわたしに近付
いて、あなた方の癒し、純化、目覚めのエネルギーでわたしを包み込むことを求めます。わたし

は今、わたしという存在のすべての水準と側面で、わたしがわたし自身を無条件に愛することを

認め、それを公然と共有します。天の白い存在達、わたしがわたしという存在の内部で数々の限

界を超えて無条件の自己愛を経験して、わたしの内部に存在する力に溢れて豊かな愛の源泉を認

めながら、その愛を育み、養い、わたし自身と他の人々とその愛を共有するために簡単に利用す

ることができるように、どうかわたしの自己愛を敷衍して拡大してください。わたしが無条件の

自己愛のすべての水準と表現を経験する時に、わたしを励まして、支援してください。わたしが

結束を認識し、創造主との真の調和の中に永遠に存在することができるように、わたしが認める

わたし自身のそれぞれの側面を拡大してください。あなた方に感謝します。’
 
この祈りを皆さん自身と共有した後で、皆さんの手を皆さんの心臓のチャクラに当てながら腰を

下ろして、‘わたしは無条件にわたし自身を愛する’という言葉を繰り返してください。次に、皆さ
んが皆さんの心臓のチャクラを通して愛を呼吸することに焦点を合わせているその真言を手放す

時に、皆さんのこころの空間の内部の同じ豊富な愛のエネルギーを皆さん自身が経験することを

許してください。皆さんが皆さんの無条件の自己愛を経験する時、皆さんの両手を下ろしてくだ

さい。何故なら、わたし達の純粋な白い光が皆さんの無条件の愛とひとつに融合するため、皆さ

んは、天の白い存在であるわたし達がわたし達の光とエネルギーの中で完全に皆さんを取り囲ん

でいる姿を思い描き、感じ、または認めるからです。皆さんの愛を拡大しているその白い光を

感じ、気付き、または認めてください。それは、皆さんという存在全体に溢れながら数々の境界



と限界を超えて拡大しているひとつの強力な存在感に等しく、これほど豊かになります。

 
これはひとつの癒しと目覚めの過程であることを、認識してください。また皆さんは、‘わたしの
愛は拡大された’、と確言することを望むかもしれません。皆さんの愛の強力な存在感を経験して
、その愛がひとつの鍵のように皆さんという存在、魂、魂の集団、そして創造主のすべての水準

を開いて、愛でそして愛として、そのすべての水準が洗い流され、目覚めさせられ、認められる

ことを認識することが、重要になります。実践を積むことによって、皆さんは、ひとつの深い創

造主の認識と創造主との結束を持ったひとりの完全に目覚めた存在であるその皆さん自身に気付

くことになるでしょう。結局はこれが、無条件の自己愛の旅を通して皆さんが経験し、認めるこ

とができる、次元上昇の旅です。

 
自己愛は、わたし達が促進して、皆さんという存在の内部から拡大することを望む、ひとつの癒

しと強化の道筋です。自己愛の理解と完全な経験と伴に、皆さん自身と他の人々が経験するため

に自己愛を熟慮して拡大しながら、皆さんは皆さんの周りで愛の時代を認めることになるでし

ょう。それは創造者に対する最も単純で個人的な道筋であり、そのためわたし達が愛に溢れるす

べての経験を拡大する時、皆さん自身がその道筋を充分に経験することを許してください。皆さ

んは、既に地球上に存在するその愛を拡大して、その存在感と力を強化して、こうして人類と母

なる地球を支えることを、わたし達に求めることを望むことが許されます。

 
皆さんが天の白い存在であるわたし達に皆さんを取り囲んで支援することを求める時、わたし

達は、自己愛の力と影響力を皆さんが良く検討することを勧めます。わたし達は、自己愛とその

力と、そして皆さんという存在と現実性に対する影響力と、皆さんとすべての存在のためにそれ

が愛の時代を形成すると同時にそれを明らかにすることができる姿に関して、皆さんの魂の内部

から叡智、意識、理解を触発することを望みます。自己愛に関して、皆さんという存在を通して

探索され共有されることを待ち望んでいる、これほど沢山の利用できる叡智と知識があります。

わたし達は、皆さんが時間を取って、この意識と結び付いてこの意識に触発されることを勧め

ます。永遠の無条件の愛と伴に。

 
天の白い存在達

Celestial White Beings

 
http://www.omna.org/21-05-14-WhiteBeings.html



自己拒絶を解消する癒しの力
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ナタリー・グラッソン経由

Channeler: Nathalie Glasson
 
 
The Healing Power of Dissolving Self Rejection by the Celestial White Beings.
Channelled through Natalie Glasson-20th August 2014.
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人類の行動、反応、視点、そして投影の範囲でわたし達が地球上で確認できる沢山の物事には、

ひとつの共通した拒絶の振動、感覚、そして容認があります。そういったエネルギーは、人類の

エネルギーがほとんど人類の存在のひとつの自然な側面と表現になるように統合しながら、人類

へのひとつの強力な支配力を掌握するように見えます。もしも皆さんが皆さんの現実性と世界の

内部で拒絶を探し求めようとしたとすれば、それが非常に多くの姿、多様性、そして数々の事象

の中で現れることを、皆さんは気付くかもしれません。皆さんは、地球上と人々の間の沢山の苦

痛と苦悩は幾つかの拒絶の姿によって引き起こされることさえ、自覚するかもしれません。しば

しば、既に拒絶を経験したことがあるひとりの個人は、自分自身や他の人々に苦痛と苦悩を引き

起こして、拒絶の発想、理解、そして証拠さえ創り出す可能性があります。一部の人々は今まで

自分自身で拒絶を経験したことがないかもしれませんが、しかし、未知なるものについての怖れ

のせいで、他の人々を拒絶することを選択します。人類が地球上で拒絶を行動で示すことがで

きる、これほど数多くの異なる形や方法があります。数多くの戦争、論争、意見の相違は、拒絶

で始まるか、あるいは拒絶へと発展します。

 
どうか少し時間を取って、問題となる世界の中の特定の環境を眺めて、皆さんが拒絶の存在また

は拒絶の支配を確認することができるかどうか、確認してください。個人の間、集団の間、そし

て国の間でさえ、拒絶が物質的そして精神的な事象を身に付けることがある一方で、数多くの人

々が地球上で経験する最も巨大な拒絶は、愛の拒絶です。ひとりの個人が危害や苦痛を引き起こ

すか、ひとりの犠牲者としての人生を経験しているか、その何れにしても、人々は、愛を、創造

主の愛を、あらゆる個人の内部、皆さんが呼吸する空気の中にさえ存在する愛を、拒絶してい

ます。愛は、生命と地球上の人類の内部にこれほど存在します。それは、皆さんの目の前で絶え



ず直接点滅しているひとつの大きなネオンサインに似ています。

 
もしも愛が地球上にこれほど存在して、あらゆる物事やあらゆる人の内部にあるなら、何故愛は

すべての人々にこれほど充分に経験されないのでしょうか？　この理由は、数多くの人々が愛よ

りもむしろ拒絶のエネルギーを選択するか、容認と充足感よりもむしろ否定を選択するからです

。拒絶のエネルギーは、皆さん自身や皆さんの周りの他の人々や皆さんより前に地球上に存在し

た人々によって以前に創り出された、そのすべての否定的な考えや信念を供給します。愛は、そ

の魂を供給し、皆さんを新しい数々の可能性や機会に目覚めさせて、皆さん自身や地球をさらに

充分に探索して永遠に支援を受けるようになるために、こうして皆さんの数々の限界の障壁を広

げます。拒絶のエネルギーは、皆さんが変化を免れている皆さんの現在の環境の内部に留まるこ

とを認め、従って、未知なる物事が探索される必要がなく、苦痛と苦悩に値している何らかの信

念を維持することができる環境に留まることを許します。

 
もしも一匹の小さな動物、ひとりの子供、あるいは皆さん自身でさえ虐待されるとするなら、拒

絶というひとつの信念が皆さんの内部に存在し、従ってこの状況を創り出していると、皆さんは

口にしようとするでしょうか？　あるいは、それはただの悪いタイミングに過ぎないと皆さんは

信じようとするでしょうか？　もしも皆さんか他のあらゆる個人が虐待される状況に自分自身を

完全に曝すか、何らかの方法で苦悩を経験するなら、無意識であろうとなかろうと、拒絶が存在

することに対するひとつの願いまたは信念があります。実際には、それは愛の拒絶であり、すべ

ての人々や物事の内部や空気の内部にさえ存在する、愛の拒絶です。数多くの人々が、ほとんど

ひとつの経験を通して、今まで拒絶のエネルギーを受け入れてきました。その経験は、拒絶され

たと感じ、従って他の人々または自分自身を同じ苦悩と苦痛に服従させる必要性を感じる、とい

うものです。また、拒絶のエネルギーと振動は、今まで人類の意識と徐々に合成されていて、特

に霊的で直観的なひとつの水準で人類の進化を制限することを望む人々による、ひとつの支配装

置として作動します。

 
愛の拒絶は、創造主、宇宙、神聖なる存在、皆さんの要求や願いを明示する皆さんの自然な能力

の拒絶であり、そして最も重要なこととして、それは、今の皆さんの姿として、そして桁外れに

強力で賢明な皆さんの究極の神聖なる自己としての、その皆さん自身を拒絶することです。自己

拒絶は、地球上の数多くの人々が採用してきたひとつの習慣であり、それは、あらゆるものを

含む、深刻な影響を与えるひとつの病気であり、皆さんの魂からすべての生命と希望を枯渇させ

ています。今は、皆さん自身を自由にして、皆さん自身を認め、皆さん自身が永遠に皆さんの内

部と周りにあるその豊富な愛を経験することを許すために、自己拒絶というその習慣と病気を解

消し、抹消し、止める時です。愛は人類の自然な習慣であり、人類が別の人に愛を探し求める

のは、それがこの理由です。愛はその魂を呼び起し、愛は皆さんの身体を癒し、愛は否定性、

苦痛、そして苦悩を解消し、そして愛は皆さんが必要として強く願うすべてのもの事を創り出し

ます。もしも皆さんが、皆さんの現実性の中で現在幸せではないなら、最も高い確率として、皆



さんは皆さん自身のひとつの側面を拒絶しているか、皆さん自身のひとつの側面、究極の愛の経

験を否定しています。皆さんは価値がないというひとつの単純な信念が、皆さんが拒絶や皆さん

の人生の中のそういった数々の問題を明示する経験を充分に創り出すか、あるいは何らかの方法

で別の皆さんの拒絶を経験します。拒絶は数々の信念や皆さんが皆さんの現実性の中の真実とし

て発音する視点の中に隠されることがあります。拒絶は地球上に存在するように感じるとはいっ

ても、それは既にひとつの習慣になっている、ひとつの幻影です。

 
実際には、ただ自己拒絶だけがあり、他の人々の拒絶さえ存在しますが、しかしそれは皆さん自

身の創造であり、皆さんの世界は、皆さんが皆さんの内部で経験し創り出すあらゆる物事によっ

て創り出されます。そのため、すべての拒絶の経験は、自己の拒絶になります。皆さんが皆さん

自身を拒絶すること望む可能性がある数多くの理由があるのかもしれませんが、しかしこうした

理由のどれひとつ取っても、充分に妥当または正しいものではありません。創造主の数々の側面

が魂の集団になり、創造主として経験するために魂達は創造主の主要な源泉から遠ざかり、分離

と拒絶というひとつの感覚が数々の魂の集団や魂達によって経験されるということが、頻繁に取

り上げられます。創造主が絶えず皆さんを拒絶できる、多少なりとも皆さんから離れることがで

きると、皆さんは思い描くことができるでしょうか？　創造主、根源、神、皆さんが分類するこ

とを望むどのような名前でも、それは単純に皆さんを究極の愛の中に受け入れます。そのため、

愛が存在する時、拒絶や分離というような感覚は、存在することはできません。数多くの魂達が

、もしかすると今または過去において、創造主によって拒絶されたと感じるかもしれませんが、

今まで創造主は決して皆さんを拒絶したことはなく、今後も決して拒絶しないこと、拒絶するこ

とは不可能なことを、認識することが重要になります。その真実が皆さんです。何故なら、その

魂は既に皆さん自身を拒絶し始めているか、もしかすると、ひとつの個性として、それは同じよ

うに感じなければならないと信じている皆さんの魂に、皆さんが皆さんの現在の拒絶の感覚を投

影している可能性があるからです。今、皆さんの現在の瞬間の中で、自己拒絶が解消されること

が必要になり、そのためそれが、愛の時代の更なる顕在化と経験を許す可能性があります。

 
地球上の愛の時代は、皆さんの現実性のすべての領域の中のひとつの物質的な水準で、まさに愛

を経験しようとしているところです。またその時代は、皆さんが既に存在する愛の中にいてその

愛を喜ぶ時、皆さんの自己愛を妨げる数々の認知を一掃しようとしています。これは単純に、愛

を見失うことがない一方で、皆さんに対する愛を阻んでいるものを探ることは、皆さん自身を拒

絶することに愛着を覚える一方で皆さんが愛を探し求めていると考える皆さん自身を見詰めるこ

とを意味します。愛の時代は、皆さんが愛を経験すること許し、皆さんという存在の内部の愛の

空間から創造する承認を皆さんに与えます。このようにして、皆さん自身と他の人々に対する皆

さんの愛の表現を妨げているものを認めることが要求される時代が訪れることになるでしょう。

皆さんは、侮辱的な判断よりも、むしろ愛に溢れるひとつの許しの場所から、これを達成するこ

とができます。

 



皆さんが、皆さんが活性化している可能性がある何らかの自己拒絶という習慣を認めて気付くた

めに一日を捧げることが、わたし達の望みです。自己拒絶は、おそらく皆さん自身について否定

的な考えまたは意見、皆さんが中の価値があると考えることに気が進まずに、皆さん自身または

別の人に起因する人生の一部を隠しながら、皆さんという存在が持つその直観に従わずに、他

の人々に皆さんの考えを強く主張することを望まない状況等として理解されることになります。

皆さんが皆さん自身を拒絶する姿に関する皆さんの意識が役立つ一方で、より価値あることは、

その拒絶が流れ出る場所を理解することです。それは、どのようなエネルギー、パターン、ある

いは意識を持ちますか？皆さんが皆さん自身を拒絶する方法は、単純に、拒絶、苦痛、苦悩、

恨み、または皆さんの内部で癒しが必要な空間として分類することができるひとつのエネルギー

の結果または明示です。皆さんの自己拒絶の明示の観察を通して、皆さんは、そのエネルギーの

核心部分を理解するために、敢えてひとつの空間に入ります。その結果皆さんは、暫くの間皆さ

んと一緒に運び続けてきた可能性があるひとつのエネルギーを感知し、認めることができます。

こうして皆さんは今、もう一度創造主の愛を経験することを認めながら、そのエネルギーを手放

して、完全に癒える準備が整っています。断定的判断を持たずに、一日だけでも、敢えて皆さん

自身を観察してください。皆さんは、その日の終りまでに、皆さんの自己拒絶の深い理解を持つ

ことが許されます。

 
皆さんが経験するかどうかにかかわらず、わたし達は、皆さんが翌日に、ひとつの確言を断言す

ることを望みます。

 
‘わたしは自己拒絶のすべての形を消し去り、解消する。わたしはわたし自身を愛し、受け入れる’
 
特に皆さんが自己拒絶を経験している皆さん自身に気付くあらゆる時に、この確言を一日中断言

してください。さらに皆さんは、その確言を皆さんの内部で前日に探索した拒絶のエネルギーに

向けることを望むかもしれません。皆さんが皆さんの現実性の中で、皆さんは積極的に創造主の

愛と支援を受け入れるという習慣と信念で、もはや皆さんは皆さん自身を拒絶せず、皆さん自身

を愛しているという証拠をつかむまで、この確言の断言を続けてください。

 
わたし達は、深い愛と敬意で、地球上と皆さんの現実性の内部で愛と穏やかさを創り出す上で皆

さん自身を支援して、皆さんの単純な存在感と集中力を通してすべての人類に影響を与えるひと

つの手段として、わたし達の皆さんとの連絡を共有します。最も素晴らしい手段は、開かれた愛

に溢れるこころを持った容認です。

 
わたし達は、無条件にそして永遠に、皆さんを愛します。

 
 
天の白い存在達



Celestial White Beings

 
http://www.omna.org/20-08-14-White_Beings.html
http://lightworkers.org/channeling/203817/celestial-white-beings-20th-august-2014
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Honoring Your Faces of Love by the Celestial White Beings
 
 
称賛の振動は、ひとつの広く行き渡った言葉とエネルギーであり、内的な数々の次元領域や地球

上の数多くの魂に大きく広がっています。これは愛の数々の波動のさらに大いなる存在感による

ものであり、数多くの物事を具体化しながら意識に入り込んでいる愛の時代を、あなたが活性

化し、経験しているからです。愛の時代は、地球に向かう非常に多くの愛の波動を生み出して、

その意識と数々の魂は活性化されて、地球上の数多くの物事を通して表現を行います。あなたが

それに気付いているかどうかにかかわらず、そしてあなたがその証拠を認めるかどうかにかかわ

らず、愛の時代は現れていて、地球上に生まれ続けています。あらゆる魂が、深い純化の過程、

強烈な愛の活性化を通過しているところであり、敢えて愛として地球上を歩むという習慣を確立

し続けています。そういった移行は途方もないものであり、愛の癒しと真実が事実通り明らかに

なるまでは、混乱を創り出すことがあります。人類と地球が純化の数々の周期を通過し続けてい

る一方で、その存在達の愛と創造主からの波動として溢れ出ているその愛は、ひとつの新しい

焦点、愛を称えるひとつの意図を持ち始めています。

 
創造主は、創造主のすべての側面を招き続いています。それは言うまでもなく、あなた自身がす

べての側面、水準、顕在化と愛の面持ちを称えることが含まれています。創造主は、あなたの

視点、愛の期待、そしてあなたという存在、現実性の内部、そして地球上でのその顕在化を手放

すことを、あなたに勧めます。創造主の愛と愛の時代の視点と期待を手放すその過程の中で、あ

なたは愛の真実を称え、愛の流れに敬意を払い、そのすべての美しさを明らかにするために創造

主の愛に自由を与え続けています。数多くの人々が、その人々の表現を通して具体化し働くため

に愛の振動を迎え入れ、このようにして、創造主である愛の大いなる根源に対する奉仕になって

います。わたし達が新しい愛の振動を表現し探索することを探し求めながら愛のエネルギーを迎

え入れ、それを利用する一方で、創造主の愛を称えるために時間を取ることが必要になります。

あなたは、もしも創造主の愛という継続的な存在がなければ、地球、あなたという存在、宇宙、

そして生命のすべての側面がどのようになるか、それを思い描くことができますか？ 今は、あな
たという存在、現実性、そして数々の経験の内部の創造主の愛のすべての側面を、称える時です



。称えることは、感謝すること、敬意を持続すること、祝福することと同じほど単純であり、あ

るいは、単純に創造主の愛の存在感を認めることです。そういった行動は、今後実際に豊かさを

増やし、あなたという存在全体と現実性の愛の流れと振動を強化し、このようにして、あなた自

身を創造主の愛としてさらに完全に認めることを許すことになるでしょう。あなたが愛の期待を

手放す時、あなたは、あなたの現実性のすべての側面の内部で創造主の愛の存在感を妨げている

すべての障害物と制約を解消し、このようにして、地球上とあなた自身の経験のために愛の時代

をさらに完全に明らかにする際に、あなたを励まし、支えています。

 
わたし達は、これからの日々の中で、愛と地球上で明らかになっている愛の時代に結び付けられ

たすべての期待と信念を手放し、この過程を深く根差した空間、自由の感覚と経験を創り出すあ

なたの内部のひとつの深い癒しとして理解するための時間を取ることを、あなたに勧めます。あ

なたは、創造主の神聖なる意志が、おそらくあなたが思い描くことができるよりもさらに多くの

美しさと至福を明らかにしている愛の振動を通して働くことを、許しています。また次にわたし

達は、あなたに適切で簡単だと感じる方法で創造主の愛を称えるために、ある程度の時間を取る

ことを、あなたに勧めます。創造主の愛は、造主から生まれたあなたという存在と現実性の内

部に、既に存在しています。あなたが笑い、笑顔になり、あなた自身を尊重するというような時

に創り出される愛は、すべてあなたという存在の内部の創造主の愛から生まれます。既に明らか

な愛を称えることは、これほどこの上なく幸せで報われる経験です。何故なら、今後その経験が

地球上の創造主の愛を千倍にも増やして、愛のさらに深い豊かさを明らかにするからです。もし

も地球上のあらゆる個人が愛を称えたとすれば、次は既に存在する愛の振動が増殖して、あらゆ

る人が、その人々の現実性に向けて注がれ、そしてその人々という存在から注がれている大量の

愛を経験している姿を、思い描いてください。あらゆる人が、愛を引き付けようとしながら、愛

のひとつの巨大な波動が現実性のすべての側面を受け入れようとします。あなたの行動が、地球

、あなた自身、他の人々、そして次元上昇の過程において、ひとつの強力な衝撃と影響力を持つ

ことを忘れないことが、重要になります。

 
あなたという存在と現実性の内部の愛の振動を称える時、あなたは、あなたという存在の愛の数

多くの面を称えることを考えることを望むかもしれません。あなたは今まで、数多くの生涯を経

験してきました。あなたの魂とエネルギー数多くの側面は、今まで地球上と内面の数々の次元領

域でのあなた自身の表現として明らかにされてきました。それぞれの側面は、あなたのエネルギ

ーと存在の一部です。わたし達がここで取り上げている数々の側面は、過去と同時に起ってい

る数々の生涯、星の存在達、光の存在達というようなものとしての数々の在り方になるのかもし

れません。これほど数多くのあなたの変型があり、それにもかかわらず、すべてがあなたの真実

のひとつの全体的な表現を創り出します。あなた自身のすべての側面つまり面持ちを認めて、あ

なたという存在の内部、特にエネルギー的な魂の水準でのさらに深いひとつの結束と癒しを生み

出すためにあなたの無条件の愛を共有することが、重要になります。

 



瞑想または静かな時の中で、あなたは敢えてあなたの心臓のチャクラと結び付き、あなたの心臓

のチャクラの空間に息を吐き出して、このようにあなたの魂の空間に進むあなた自身を認めるこ

とができます。あなたがあなたの魂の空間の内部で心地良く感じる時、あなたはあなたの数々の

側面と面持ちが前面に現れるように招いて、もしかするとそれがひとつずつあなたの前に座って

いる姿を思い浮かべることができるかもしれません。あなた自身であなたの前のそれぞれの面持

ちを認め、称え、尊重して、あなた自身ひとつの側面とあなたの全体として、それぞれの面持ち

つまりエネルギーを認識し、認めてください。あなたが数々の幻視、感覚を経験するか、あるい

はただそれを認めるかどうかは、問題ではありません。あなたの前に存在するあなた自身のそれ

ぞれの側面で、敢えてこれを共有してください。

 
‘わたしはあなたを、わたしが今気付いたわたし自身のその側面を称えます。わたしは、あなたが
維持し、あなたという存在の内部から表現するその愛を称え、尊重します。わたしは、あなたの

愛への期待のすべてを解消します。わたしはあなたの愛への期待のすべてを解消し、わたしの創

造主の愛への期待に対してあなたが持つかもしれないすべての期待を解消することを、あなたに

求めます。わたしは今、あなたの無条件の愛を選択して、あなたという存在全体と在り方へ入り

込むために、わたしのこころの空間空の愛を共有します。無条件にあなたを愛する中で、わたし

はわたし自身を無条件に愛していて、わたしという存在に向けて深く愛して愛されているわたし

自身のひとつの側面を受け入れて、従って完了の癒しを創り出し、創造主の愛を称えているこ

とを、わたしは認識します。あなたに感謝します。わたしはあなたを愛し、あなたを称え、深く

根差した愛の自由と、わたしという存在の内部のその表現を永遠に創り出しています。感謝し

ます。’
 
これは非情に強力なひとつの過程であり、あなたがあなた自身の数多くの側面と面持ちを招いて

、前に出て、愛と伴に認められて称えられながら、あなたはそれを何度も達成することができ

ます。またあなたは、複数の機会でそれを達成することができます。あなたは、同じ面持ちまた

は側面が現れて、こうしてその癒しの過程を強化し発展させているか、あるいはもしかすると、

今後あなたは毎回数々の異なる側面に気付かされることになるでしょう。あなたは、あなたの男

性の側面と女性の側面を呼び起して、それが愛を込めて称えられることを望むかもしれません。

あなた自身の異なる側面と面持ちを認めることによって、またあなたはあなたの異なる側面によ

って維持されている数々の資質、エネルギー、そして叡智を調べる時間を取り、こうしてあなた

自身をさらに完全に理解することができます。すべての側面はあなたの魂の面持ちであり、その

ためあなたの魂とのさらに深いひとつの結び付きとその理解を促進することは、ひとつの素晴ら

しい訓練です。

 
時に、あなたという存在または身体の内部には癒すまたは解消することが難しい数々の痛み、傷

または信念があります。これがそうなることがある理由は、癒しと愛を呼び出しているあなたの

魂の別の側面から、苦悩のエネルギーが現れているからです。この訓練を達成することによって



、あなたはあなた自身と他の側面を苦悩から自由にすることができます。単純に、あなたが癒す

ことを望むその痛み、エネルギーまたは情緒に気付いて、癒しを必要とする領域に結び付けられ

ているあなたの魂のその側面または面持ちが前面に現れることを求めてください。あなたは、上

の過程を達成して、その側面を認めることができます。まさにその側面を共有しまたは話すこと

を許して、次に癒し、許し、そして愛をもたらしてください。あなたが上の過程を実践する度に

、それは、あなたという存在を通して淀みなく流れて、エネルギーの新しい数々の経路と表現を

開いている新しい愛の波紋のようになるでしょう。

 
またあなたがあなたの物質的な現実性の中で出会うすべての面持ちを称えることも適切ですが、

しかしその一方で、その人々は、創造主の愛の振動、つまりあなた自身の愛と真実で、明らかに

なります。

 
永遠の愛と神の恵みと伴に、

 
 
天の白い存在達
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