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わたし達は話を続けます。

We continue.

 
もしも皆さんが、わたし達が行っているように、数多くの他の人々に現時点で起こり続けている

ものを見せることができたとすれば、皆さんは、ほとんどの皆さんが持つよりも、皆さんの環境

に関すかなり明確でさらに楽観的な見通しを持っているでしょう。皆さんは、明確に、あるいは

それほど明確ではなく、皆さん自身の進歩を確認します。おそらく皆さんは、友達や知人達に起

こるかもしれないことを、間接的に認識しています。その時でさえ、皆さんの知識は、皆さんが

伝えられたことや皆さん自身のそれに関する解釈に限定されます。

 
しかしその一方で、わたし達は、皆さんの共同体の綴れ織り全体を確認します。わたし達がどう

しても確認してしまう理由は、わたし達が皆さんに教えるために四苦八苦してきたように、わた

し達は、その全体の過程の中の参加者として、深く関連しているからです。また、皆さんもまた

完全に関与しているという事実を、皆さんが理解し始めることが重要です。それは、その覆いの

引き上げ、そのカーテンの分離と伴に、わたし達が今から理解し始めるものの、ひとつの大きな

部分です。

 
わたし達は、お望みなら、今から皆さんのために、現在数多くの人々のために続いているひとつ

の重要な過程に関する、一枚の早書きの絵を描くことになるでしょう。皆さんは、今までここや

他の数々の場所で話されていることを確認してきましたが、しかし皆さんは、今までそれに対

して、それが保証するよりも少ない注意しか払っていないかもしれません。わたし達は、もしも

わたし達が伝える具体的な物事が皆さんの現在の経験の一部でないとしても、皆さんが取り残さ



れているように感じることは、まったく望んでいません。わたし達がしたいことは、類似の数々

の変化に対して、皆さん自身の内面の自己と外部の人生に注目するように皆さんに注意を促すこ

とです。一部の人々は、彼らが持つだろうと認識しなかった数々の能力の活性化を受け取ってい

るところです。一部の人々は、夢の状態かその外部で、彼らが可能だと考える存在以外の存在

達と、会合を開いているところです。一部の人々は、特定の物事が、皆さんが言うように‘反応
する’ことを止めてしまったことを自覚するという、ひとつの驚きの瞬間の中で、座り込んでしま
っています。そして一部の人々は、彼らがさらに高い自己の数々の側面との融合を経験している

ことを、理解することができます。そして、わたし達が伝えない、本当にさらに数多くの物事が

あります。

 
ほとんど70億の皆さんがそこにいて、それぞれの個人が、気質と目的において、固有です。わた
し達はここでそれを説明するだけの場所を持ち合せていません。そのため、皆さんが次に現れる

ことのために皆さん自身で最も準備する必要があるものは、皆さんとわたし達が今皆さんのため

にもたらしているものだということを、指摘することにしましょう。

 
一部の人々は、それを受け取らないことを選択するでしょう。しかしこうした種類のメッセージ

に従う人々は、じたばたと泣き叫ぶ受け手か、滑って笑う受け手の、そのどちらかになるでし

ょう。皆さんは既にそう選択しています。そして皆さんは、取り残されることはないでしょう。

 
さて、今は帰順する時です。嗚呼、皆さんはその言葉が好きではありません。そしてわたし達は

、その理由を理解します。しかしその一方で、わたし達が皆さんに行うように求めるものは、少

しの間わたし達に手綱を持たせること、そしてこれからしばらくの間、必死になって皆さんのサ

ドルにしがみつくことです。それを、遊園地のひとつの乗り物と考えてください。あるいは、お

そらく皆さんの諧謔家達が言うように、“わたしのビールを持ってくれ、そしてこれを見てくれ！”

 
親愛なる皆さん、もしも皆さんがそれをそのように扱うなら、今年は楽しい1年になるでしょう。
言うまでもなく、数々の物事が取り除かれますが、それはその時には余り感じよく見えないかも

しれません。しかし、皆さんの集中力を維持してください。それですべてが上手く行くことにな

るでしょう。

 
わたし達は愛を込めて、“また今度”、と伝えます。
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今は、新しい始まりの時です。既にこの交信者は彼の人生の新たな一章を始めていて、今後わた

し達は、今は皆さんが理解する時であるという一連の情報の展開を始めることになるでしょう。

 
わたし達は数ヶ月前に、こうした“ミカエルと評議会”という表題のメッセージを始めました。そ
のメッセージにひとりの大天使の名前が添えられなければ、余りにも少ない数の人々しか興味を

持ち続けることができないように見えたからです。わたし達は、今既に皆さんは、皆さんの理解

において、すべてのメッセージは皆さんの指導霊、霊的指導者達、皆さんがそう呼ぶような天

使達、教師達、光の存在達、そして皆さんすべてが敬うほとんどの神聖なる者達を含む意識のひ

とつの水準に由来する、と伝えられるほど充分に進歩を遂げたと考えます。今後わたし達は、わ

たし達自身を評議会と呼ぶことになるでしょう。

 
それぞれの皆さんがひとつの評議会を持つことを、理解してください。それぞれの皆さんがひと

つの評議会の一員です。わたし達が以前に伝えておいたように、皆さんの評議会はいつも開廷中

であり、そしてすべての意志決定は、全会一致です。今後皆さんに影響を及ぼす物事や皆さんが

同意しなかった物事に基づいて決定されるようなことは、決してありません。皆さんの人間の視

点からすると、皆さんにはかなりそのように見えるかもしれませんが、それは全くそうではあり

ません。既に同意したのは皆さんであり、そして実際に、ほぼ確実に皆さんがそれを求めていた

のであり、皆さんの人生の中の数々の経験は、皆さんが皆さんの現在の意識の水準で推測できる

ものよりも、精神の中で遥かに大いなる理解とひとつの目標を持ちます。また一方でそれは、変

わることを目的にしています。実際に、やはり以前にわたし達が伝えておいたように、今、それ

が変わっているところです。ほとんその人類が経験しているその成長は今、たとえその成長が皆

さんの考えによって漸進的で微かなものだとしても、極めて明白になり続けています。

 
こうしたメッセージの目的は、今までもいつもそうでしたが、皆さんの成長において皆さんを支



援し、すべての皆さんが携えながら既に利用する方法を忘れてしまった知識を思い出すように皆

さんを支援することです。その上この難題は、今も他の数多くの方法で取り組まれているところ

です。数多くの皆さんの治癒者達が、皆さんの個人的な阻害要因を超えて皆さんを導く方法や、

皆さんの数々の傷を癒して皆さんの内面の壁を取り壊す方法を学んでいるところです。今までほ

とんどの問題は、皆さん自身や皆さんが確認する皆さんの周りの人々を断定的に判断することを

止めることができない、というものでした。そしてまた、皆さんのやり方の中には、他の物事が

あります。わたし達はこうした問題まで辿り着いため、これからその問題に取り組むことにし

ます。

 
それは時間です。皆さんは既にひとつの岐路と呼ぶことができるものに達しています。率直な話

として、そして最も重要な物事に焦点を合わせると、その時は既に訪れています。残念なことに

、しかし皆さんが‘得る’物事のほとんどは、全体像の中ではまさに優先事項ではありません。皆さ
んは物事が重要に見えながら後になってほとんどそうではないと理解する場所の中で生きている

ことを、わたし達は理解します。飢えているか、またはかなり危険な時に、人は高遠な事柄に集

中することはできないことを、わたし達は理解します。しかしほとんどの皆さんは、間違いなく

その種の状況に置かれている訳ではありません。そして実際に、皆さんは、数多くの皆さんが呼

び掛けるよりもどれほど数多くの人々がその人々の中でかなり頻繁にわたし達に呼び掛けている

かということを認識して、驚くかもしれません。

 
そのため、今日のメッセージの要点は、評議会としてのわたし達は、今からは、皆さん自身のさ

らに高い意識をさらに大規模に利用するための皆さんの探求の中で、皆さんを支援することによ

り焦点を合わせた数々の疑問に取り組み始めることになる、というものです。今後わたし達は、

瞑想のやり方について皆さんに指導しているようなことはありませんが、それでもわたし達は、

皆さんが瞑想するように呼び掛けることになるでしょう。わたし達が今後何らかの特定の信念を

支持しているようなことはありませんが、それでもわたし達は、それを綿密に調査することを皆

さんに勧めます。しかしわたし達は、皆さんが皆さんのありのままの姿と役割を解き明かすこと

を求めます。そしてわたし達は、今は皆さんがそれを行う時だということを、認識しています。

 
今、もしも普遍的な精神、仏陀の精神、大霊、あるいは皆さんがわたし達をそう呼ぶとこを望む

他の何らかの名前に関して皆さんがわたし達について考えるためにそれが役立つなら、どうか自

由にそうしてください。わたし達は気にしません。皆さんの人間の精神によって作られたこうし

た言葉のすべては、どうしても皆さんの理解によって制限されてしまい、従って正確なものとは

ほど遠くなります。“評議会”という言葉でさえ制限するものですが、しかしわたし達は、皆さんが
何らかの名前を選択することが必要なことを理解します。皆さんが今日受け取る情報の重要な要

素は、わたし達がそこから伝える意識は皆さんの内部にある、というものです。それは、ひとり

ひとりの皆さんの内部にあります。ひとりひとりの皆さんが、わたし達に到達することができ

ます。そして実際に、もしもすべての皆さんがそれを行ったとすれば、わたし達は全くこうした



交信を必要としていないでしょう。しかし、数多くの目覚めの水準があり、そしてそれぞれの個

人が、彼または彼女が立つ場所で始めることが必要になります。

 
差し当たり、良き一日を。今後わたし達は、すぐにそしてかなり頻繁に、メッセージを続けるこ

とになるでしょう。伝えたいことは沢山あります。
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約束したように、わたし達はこうしたメッセージ、つまりこの交信者と同時に他の交信者達を通

してわたし達が送るメッセージが皆さんの心に響く理由と、それが皆さんを連れて行く場所につ

いて、話をしようと思います。

 
今、もしもわたし達が、皆さんが言うように、それぞれの皆さんにこうしたメッセージが皆さん

の心に響く理由を尋ねたとすれば、わたし達はほぼ間違いなく、“何故ならわたしはその中に真実
を認めるからだ”という類の内容を聞くことになると思います。それは多かれ少なかれ、“わたしと
共鳴する、わたしのこころに響く”という意味ではないでしょうか？そして皆さんは、その時点で
尋ねることを止めるかもしれません。わたし達は、皆さんがかなり深いところまで目を向けるこ

とを求めます。そしてわたし達は、皆さんのありのままの姿の理解へ向けて皆さんをさらに深く

導くために、それを求めます。これは、皆さんの進歩に決定的な重要性を持ちます。ある時点で

、皆さんは最終的に皆さんのありのままの姿と役割を学び、祝うことが必要になります。

 
皆さんが考えることを目的として、さらに深いひとつの考えをわたし達が提示することを許して

ください。皆さんが受け入れる真実は、皆さんがひとりの子供として教えられた真実ではありま

せん。それは、皆さんの家族または仲間の集団の中で広く受け入れられているものではありま

せん。今起り続けていることは、皆さんがそういった真実を理解する時に、そういったひとつの

概念、皆さんの内面の自己、さらに高い自己、真の自己、従ってこの評議会それ自体が、その

通り、と口にしているものです！　それは今、今後その時点で皆さんに最も良く意味が伝わるも

のに左右されながら、悪寒や“真実の衝突”次第であってもそれも含めて、数多くの形を取るのかも
しれません。しかし皆さんは、すべての皆さんが、まさに最高の理由のために、それが皆さんの

状態になろうとするものに関する遥かに深い理解へと導かれているところです。皆さんは、非常

に重要な時期の只中にいます。そして皆さんは、非常に重要なひとつの仕事をしています。

 
今、その小さな断片が雄大な飛行便に乗る皆さんを見送るか、あるいは皆さんを絶望の深みに送



る前に、皆さんにちょっとした楽しみを与えることにしましょう。一部の皆さんが実際に外観上

で大きな重要性を持つ仕事に関与している可能性がある一方で、すべての皆さんがその一部であ

るその大きな重要性を持つ仕事は、単純に最終的に皆さんがそうなるように創り出されたものに

関して、その完全な姿になることです。

 
その現状の様子またはまだそれが起っていない状況や剥がれ落ちる理由に関するすべての混乱を

、認めてください。まさにそれを皆さんの優先事項、皆さんの強烈な集中力にして、その旅を完

了してください。もしも皆さんにそれができるなら、今後残りのすべては落ち着くべき所に落ち

着くことになるでしょう。

 
わたし達は上でひとつの短い言い回しを用いましたが、わたし達はさらに明確に焦点を合わせて

皆さんの意識にそれを持ち込んで、それを再検討したいと思います。わたし達は、“皆さんの内面
の自己、さらに高い自己、真の自己、従ってこの評議会それ自体”、と伝えました。皆さんはその
意味を理解したでしょうか？　わたし達は、わたし達がここや他の場所で、過去何年もかけて、

わたし達はいつも皆さんと一緒だ、と何度も伝えたことを認識しています。ご存知のように、わ

たし達は実際に皆さんと同じほど一体性の一部であり、そして皆さんはわたし達と同じほど一体

性の一部であることは、本当のことです。わたし達は、皆さんから切り離されることはなく、そ

して切り離された状態になることはできません。秘密などありません。聞かれない祈りはありま

せん。答えが与えられない祈りはありません。聞いて貰えない答えは少しでは済みませんが、し

かしそれは別の主題です。

 
今日の文脈の中で、もしも皆さんがこれを指摘する可能性があるなら、これは、わたし達は別の

個人の声または記述を通して皆さんにひとつのメッセージを送り続けている、ということを意味

します。その時わたし達は、皆さんがそれを受け取る時に、皆さんの耳またはこころの中で、あ

るいは直感の中で、“その通り”と叫んでいます。それが、皆さんが“共鳴、心に響く”と呼ぶもの
です。その結び付きを作ってください。それで今後皆さんは、皆さんが皆さん自身を評価するよ

りも遥かに感性が豊かであることを理解するようになるでしょう。その結び付きを作ってくだ

さい。それで今後皆さんは、皆さん自身であるわたし達からそれを受け取っていることを理解し

始めるでしょう。

 
それでは、今後これは皆さんを何処に導くことになるのでしょうか？　それは、皆さんを皆さん

自身と皆さんの自己の間のより多くより良い情報の遣り取り導くことが意図されています。それ

は最終的に、皆さんをまさに皆さんのありのままの姿、人類のありのままの姿と役割に関する遥

かに高い認識に連れて行きます。これがわたし達の目的であり、現時点のわたし達の焦点全体

です。

 
今、皆さんの活動に協力して、皆さんをさらに深く刺激するために、今後皆さんは途中で幾つか



のむしろ興味深い能力を手に入れるようになる、という皆さんの理解に同意することにしまし

ょう。しかしその一方でわたし達は、皆さんが便利な手段としてこうしたものを最も上手に取り

扱うためにこれから役に立ち、しかしそれ自体で目標ではないものを提示します。皆さんの目標

として、皆さんの意識の拡大を維持し、皆さんの周波数を高め続けてください。残りの物事は、

今後それ自体で何とかなるでしょう。

 
これは一日分として充分な内容だと、わたし達は考えます。皆さんの昼夜平分時が近付きます。

周波数とエネルギーの強さの高まりが起っています。おそらく今後わたし達は、わたし達が戻る

時に、彼の話題を取り上げることになるでしょ。良き一日を。
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皆さんの恒星と関連して、皆さんの惑星の位置が今後皆さんに皆さんが昼夜平分時と呼ぶ現象を

提供することになるため、わたし達は、皆さんが今経験している高まる周波数と強いエネルギー

に対処したいと思います。そしてわたし達はそうすることになりますが、それでもこれは、頻繁

に伝えられ記述されるひとつの主題です。わたし達は、わたし達のお気に入りの言葉のひとつで

ある皆さんにより大きなひとつの展望を与えるものとして、わずかに異なるひとつの視点から、

それに着手してみたいと思います。

 
まず考えて貰いたいことは、皆さんは、非常に長い間で始めて、銀河の赤道の平面の上に昇って

いるところです。この状況は、皆さんの恒星に関して皆さんの螺旋運動の約26,000年の間皆さんが
そこで過してきた状況とは非常に異なるエネルギーの中に、皆さんを押し込んでいます。皆さん

がこの赤道の上の方により一層高く移動するにつれて、今後皆さんの周波数はより一層多く変化

することになるでしょう。

 
2番目として、既に皆さんは、光子の光のひとつの帯状領域に突入しています。その領域は、皆さ
んがさらに深くそれに入り込む時、刻々と増大を続けています。

 
そして次に、皆さん自身の変化という、考えることが必要な主観的な問題があります。それぞれ

の皆さんが、こうした宇宙の数々の変化によって促進されている変化の経験の中にいます。その

宇宙の数々の変化は、皆さんの変化を引き起こしているでしょうか、それとも、皆さんの変化は

皆さんの環境の中に反映されているでしょうか？それはひとつの有機的な物事であり、ご存知の

ように、鶏と卵はどちらが先かといった種類の物事です。皆さんが唯一尋ねることができる質

問は、もしも人がみなさんと宇宙は2つの分離した物事だと思い込むとすればどうなるか、という
ものであり、そしてそれは事実ではありません。



 
皆さんに話し掛ける声、そしてその声を聞く皆さんは、離れてはいません。

 
ここで、エネルギーに戻ります。ほとんどの皆さんが、高まり続けているものとして、エネルギ

ーを経験します。そしてそれは事実であり、それぞれの皆さんが前進し、皆さんの自己がより多

くの光に手を伸ばしているため、今それが利用できます。一部の皆さんは、それを物理的に感じ

、一部の皆さんはそうではありません。一部の皆さんはそれを聞き、一部の皆さんはそうではあ

りません。一部の皆さんは数々の変化を確認し、一部の皆さんはそうではありません。そしてそ

の理由は、それぞれの皆さんが固有な存在だからです。もしも皆さんがひとつの構造、ひとつの

人生を築いているところだとしても、それはひとつの固有な状態であり、ひとつの固有な目的に

役立ちます。皆さんそれぞれが、皆さん自身の特殊な方法で、すべての存在に役立ちます。一部

の皆さんは、その基礎を固めます。一部の皆さんは幾つかの進路にその地面から数々の石を敷き

詰めて、少数の皆さんはその屋根裏を修復します。

 
どうか、個人と他の人々を比較することを慎んでください。それは二元性の判断です。すべての

皆さんはすべての人々の恩恵のために連携していることを、まさに理解してください。そしてそ

れは、決して他の誰かのどちらかではありません。単純に歓びを取り込んで、皆さんが行ってい

る進歩に対して、感謝してください。求められる時は、お互いを助けてください。いつもお互い

を愛してください。

 
それでわたし達は、今回の昼夜平分時のためのエネルギーに関するほとんど義務的なわたし達の

談話を終りにします。わたし達は、このヒントと伴に、終りにします。わたし達はいつも皆さん

と一緒であり、そしてわたし達の目的はいつも、皆さんの道筋の上で皆さんを導き、そしてわた

し達が求められる時は可能なすべての方法で皆さんを援助することの両方です。皆さんは、深く

そして無条件に、愛されています。良き一日を。
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皆さんはひとりひとりがこの目覚めの一部、皆さんはひとつの原動力

皆さんはひとりひとりがこの目覚めの一部、皆さんはひとつの原

動力
You are each a part of this awakening. You are a driving force.  – The Council

September 30, 2014 in Channeling
 
ロン・ヘッド経由

Ron's Channeled Messages,
 
The Council
 
  
既に少しどころではない皆さんが、今皆さんに伝えられている交信の口調や振動の表面的な違

いを、たった数週間前のものとは正反対なものとして話題に取り上げてきました。わたし達は、

もしも皆さんがわたし達に認めるなら、それを話題として取り上げる上で、このひとつのメッセ

ージを使いたいと思います。その説明は極めて単純なため、むしろ短い投稿になるでしょう。し

かしわたし達は、皆さんがそれをその全体として受け入れるために、それを充分明確にしたいと

思います。何故なら、ただその承認だけで、それが今後皆さんを自己認識の極めて別の水準まで

高めることになるからです。

 
皆さんは、今までも今も、皆さんという存在の真実になっている物事のさらに大きな理解に導か

れています。皆さんは、皆さん自身を小さな者として、取るに足らない者として、犠牲者として

、無力な者として理解する、その古い偽りの理解を破棄するように導かれています。今まで皆さ

んは、皆さんの神聖なる特質を強調してきた穏やかで頻繁に繰り返される数々のメッセージを受

け取ってきました。皆さんは、皆さんの内面の答えを探すように何度も繰り返し伝えられてきま

した。

 
今、本当に数多くの皆さんが　依然としてただ漠然として疑わしくさえ感じるだけのこの概念

を持っています。しかしその一方で、より一層多くの皆さんが、これが意味するものを少し理解

するようになっていて、皆さんの自己と皆さんの人生の中でそれが引き起こす数々の変化を確認

しているため、この状況が変わり続けています。もしもわたし達がそれをそう呼ぶとすれば、皆

さんのひとりが、皆さんの個人的なエネルギーの符号を高める時、またそれは、全体のエネルギ

ーも高める対応効果を持ちます。

 
わたし達が皆さんに伝えているものは、皆さんが受け取っている新しい教えの水準は、そのほと



んどの部分が既に皆さんが到達している理解の水準のおかげである、という事実です。まさに皆

さんが就学前と呼ぶ時期に数学を学ぶことができなかったように、わたし達は、皆さんの進歩に

合わせて、こうしたメッセージを調節します。また、わたし達が今までわたし達の接点として利

用することができた人々の高まる明晰さと能力という要因もあります。

 
わたし達が皆さん自身の高まる識別力に触れ、しばしば別の言及された主題についても触れるよ

うに、これがわたし達を導きます。真実と虚偽の間の違いとそれに関する度合いを感じる皆さん

の能力もまた、ひとつの大きな要因です。皆さんは、どちらのメッセージを読みまたは聞くかを

選択します。これは皆さんの権利であり、そして実際に皆さんの責任です。そして今後わたし

達は、現時点で数多くの皆さんがこうした選択を行うことに関してますます卓越した仕事をして

いると、伝えることになるでしょう。

 
そのため、わたし達が皆さんに伝えていることは、皆さん自身の目覚めが、わたし達がより端的

に話し、皆さんがそれを認識する必要がある時に皆さんが認識することが必要な物事を、より直

接的な方法で説明することを可能にしている、という事実です。これは、皆さんがそれを必要と

する時に、既に皆さんが同意したように、皆さんのために行われています。わたし達は、皆さん

にその価値があるように、皆さんが皆さん自身に大きな信頼を与えるようにして貰いたいと思い

ます。皆さんは、ひとりひとりがこの目覚めの一部です。もしも皆さんがそう思うなら、皆さん

はひとつの原動力です。そしてわたし達は、皆さんがそれを思い出して、皆さん自身の中で皆さ

んが今行っているその貢献を感じ始めるようにしたいと思います。皆さんは、ひとりひとりの皆

さんが、他に置き換えることができないこの壮大なパズルのひとつのピースです。

 
わたし達は、無条件の愛と創造主の光の中で、ひとりひとりの皆さんを抱き締めます。わたし

達は、皆さん自身の考えよりも近くにいます。わたし達はひとつです。
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皆さんが今感じているものが変化の波

皆さんが今感じているものが変化の波
What you are feeling is waves of change .

October 16, 2014
 
ロン・ヘッド経由

Channeler: Ron Head
 
The Council
 
 
 
わたし達は今、その固有性として光の活動家に属していると主張してきた人々にとって非常に興

味深い時期に向けて移動しているところです。わたし達は今、多少のユーモアを込めて、今まで

は興味深い時期がひとつの祝福とひとつの呪いの両方として眺められてきたことを伝えます。前

進して、含み笑いでもしてください。わたし達は、ちょっとした陽気さを意図しています。しか

したとえわたし達が皆さんと冗談を言い合うとしても、これは皆さんが言うように、頭痛とおな

じほど深刻なことです。

 
一部の日々で、皆さんは、時間が行き詰っている、皆さんはほとんど何の進歩もしていない、と

感じます。別の日々には、皆さんはまるで世界がかなり速く回転を続けて皆さんを振り落とすか

もしれないように感じます。これはそうではないですか？　皆さんが今感じているものが、変化

の波です。そして皆さんは、既に変化は起っていて、依然として絶えず高まる強さと量で変化が

起り続けていることを確信しているかもしれません。

 
皆さんのこの状況に対する反応に応じて、皆さんは有頂天になるか騙されていると感じるかもし

れません。どうか、前者のために努力してください。もしも皆さんが、不快感、緊張、そして無

力という感覚が皆さんの感謝と評価の感覚を上回ることを許すなら、皆さんは、わたし達の支援

がなくても、今後皆さんに近付くものを思い描くことができます。

 
さて、このメッセージの目的は、皆さんの間の感受性の強い人々を変えることです。近付いて

いる、急激に近付いている、物質的にそして他の水準の両方で明白な大幅に高まる変化の期間が

あるからです。そしてわたし達は、大いなる期待を込めて、皆さんを素直に受け入れて感謝する

精神状態に移すことを意図し続けています。本当に数多くの皆さんが、ここしばらくの間、実際

にまるで既に何か巨大な物事がまさに間近に迫っているように感じ続けています。それは確か

です。そしてその出来事の出現はまさにそこにあります。



 
また、数多くの皆さんが、皆さん自身の中の微かな変化に気付き始めています。言うまでもなく

、その時皆さんはそれを軽視するか、忘れます。もしも皆さんの最初の反応が容認と感謝のひと

つであるなら、今後その反応が皆さんにより急速により一層多くのさらに巨大な変化をもたらす

ことになるでしょう。

 
さて、現在において、数多くの皆さんがまさにこれを実践します。わたし達が皆さんにそれを気

付かせる理由は、その打ち寄せる波はまさに現れようとしていて、今後皆さんが経験するその砕

け散る波は、もしもわたし達が最初に皆さんの準備を整えるなら、より簡単な乗り心地になる

でしょう。皆さん自身でもあるわたし達と連絡を取ることにかなり上達している皆さんは、既に

このメッセージを手にしています。わたし達は今、自分達が認識するものまたは誰がまさに目覚

めているところなのかを認識することに自信が持てない人々に話をしています。

 
こうした時期の中では、何よりもまずこれを認識してください。あらゆる物事が、そしてわたし

達はあらゆる物事を意味していますが、皆さんの最高にして最善の興味の中で、まさに約束され

たように起り続けています。今後皆さんは、怖れ、恐怖にさえ入って行くように求められること

になるでしょう。押し入れの中に子取り鬼は潜んでいません。ただ皆さんが既に創り出している

新しい世界だけがあります。言うまでもなく、それについて脅える人々はいますが、しかしそ

の人々に皆さんの精神を支配させないでください。もしも皆さんが単純に皆さんの周りで確認で

きるものに目を向けるなら、今後皆さんは、皆さんの世界が急激に改善している状況を確認する

ことになるでしょう。皆さんが理解するように、それは変わります。既に皆さんが達成したもの

に対して、皆さん自身を褒め称えてください。

 
そのため、皆さんのボードを磨いて、その大波の内側の空間に乗る準備を整えてください。ひと

りひとりの皆さんに愛と光を送ります。
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皆さんは、皆さんのありのままの姿と誰なのかに気付くようになる

皆さんは、皆さんのありのままの姿と誰なのかに気付くようにな

る
You are going to find out who you are and what you are.
 – The Council　November 2, 2014
ロン・ヘッド経由

Channeler: Ron Head
The Council

わたし達は今日、皆さんまたはかなり数多くの皆さんが、夢の中、明晰夢の中、瞑想の中、体外

離脱体験の中、そして目覚めた空想の中でますます頻繁になる、ひとつ経験について話をしよう

と思います。わたし達は、またそれが数多くのわたし達からの交信されたメッセージの中でます

ます話されていることを、認識しています。わたし達は、皆さんが理事会、評議会の会合、宇宙

船上での会合と呼んでいるものに言及します。

ここで何が進んでいて、何故これほど多くの存在達がそれを伝えているのでしょうか？何故そ

れは、これほど数多くの異なる方法で描写されるのでしょうか？

皆さんは気が付くと、新しく拡大されたひとつの方法で皆さん自身を経験しているところです。

皆さんは、霊的指導者達、教師達、指導霊達、光の存在達、天使達と出会い続けています。皆さ

んは、詳細にまたは極めて漠然と、思い出します。しかし皆さんは、何か非常に重要な物事が起

ったことを、認識しています。わたし達は、皆さんが良く考えるようになるために、幾つかの物

事について皆さんに伝えたいと思います。

こうした会合は、今までいつも皆さんの現実性の一部になってきました。それは、皆さんが皆さ

んの人生を計画する方法です。皆さんにとって新しい内容は、皆さんがその事実を自覚し続けて

いるという事実です。皆さんが出会っているその存在達は、実際に皆さんの無限の過去から皆さ

んに認識されているか、あるいは、もしも過去としてそういったひとつの物事が存在したなら、

おそらく皆さんに認識されるものです。そこには触れないことにしましょう。そして異なる設定

や説明は、ただ単に、極めて異なる完全にエネルギー的なひとつの次元領域の中で皆さんが把握

するものに関する皆さんの経験の中で、それに意味を持たせようとする、皆さんの意識の試み

です。

さて、何故今これが起り続けているのでしょうか？　この状況が続き、皆さんの人生が変わり始

める時、今後皆さんは数多くの物事に気付くことになるでしょう。最も重要なことは、今後皆さ

んは、皆さんのありのままの姿と皆さんが誰なのかに気付くようになるという事実です。何故皆

さんはここにいるのでしょうか？　これは今までいつも、皆さんの‘焼け付くような身を焦がすよ
うな質問’ではなかったでしょうか？　さて、皆さんは、皆さん自身でそれに答えることになる



でしょう。

今までこれは、それを伝える情報源を問わず、いつもこうしたメッセージの目的になっていま

した。それは今後もそのまま続くことになるでしょう。皆さんは、わたし達を霊的指導者達、指

導霊達、そして天使達と呼びます。わたし達は何に関する霊的指導者なのでしょうか？　わたし

達は、皆さんを何処に導くのでしょうか？　わたし達は何の伝達者なのでしょうか？　他のどの

種類のメッセージが同じように重要なのでしょうか？

しばしば皆さんは、その‘覆い’について話します。もしもこの知識がなければ、その覆いは皆さん
を何から引き離すのでしょうか？　さて、その覆いは今、より一層薄くなり続けています。実

際に、それは肯定的にボロボロにされ、引き裂かれます。そしてわたし達が今まで描写してきた

その経験は、今まで皆さんがその反対側で確認してきた物事の皆さんの新しい一瞥です。

わたし達は、別のひとつの注意を付け加えたいと思います。皆さんがさらに多くのこうした経験

を積む時、それを皆さんの人生の不可欠な一部であると主張してください。こうした経験は皆さ

んの評議会であり、皆さんの会合です。皆さんは、その会合に貢献しながら存在します。そして

どうかわたし達を信じでください。その存在達もまた、皆さんに貢献しながら存在します。

こうした物事は、皆さんへのわたし達の継続しているメッセージです。皆さんという存在そのも

のの一部としてそれが皆さんによって認識されるまで、わたし達は決してそれを変えることはな

いでしょう。皆さんは、皆さん自身が皆さんの今の姿よりも劣るとは、もうこれ以上考える必要

はありません。そして、皆さんが今の皆さんのすべてになるという、ひとつの巨大な必要性があ

ります。

最も巨大な愛と光の祝福と伴に、わたし達は皆さんの良き一日を望みます。
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今は皆さんの番
Now it is your turn
 
November 7, 2014
ロン・ヘッド経由

Channeling, Ron's Channeled Messages
The Council

わたし達は今、既にわたし達のところに帰還しているその最近の生涯を、皆さんと話し合いたい

と思います。むしろわたし達は、彼が皆さんに伝えることができたものを話し合い、一般的に理

解されているものとは異なるひとつの視点を提示したいと思います。わたし達は、皆さんに江本

勝として認識されているその指導者について言及しています。

この人は、水を扱う仕事をしました。そして皆さんは、普通彼のことを、水は意識を持ち、そし

て今後は皆さんの考えと言葉の中の美しさまたは美しさの欠如を明らかにする多様な姿を取り、

そして水は皆さんにその多様な姿を提示することを皆さんに明らかにした人として、考えます。

そしてその通り、彼はまさにそれを行いました。しかし、彼のメッセージの中には、それよりも

遥かに重要な意味がありました。

もしも皆さんが彼の研究の主題をその論理的な極限まで追求するなら、遥かに驚くべき物事が浮

上します。皆さんは、ほとんどの皆さんが、少なくとも多少は、皆さん自身の世界を創り出す、

という発想に親しんでいます。皆さんは、その概念を知的に理解します。皆さんはのべつ幕なし

にその概念に同意しないかもしれませんが、しかし皆さんの精神は、それを理解することができ

ます。

この研究がもたらした成果は、皆さんの考え、言葉、そして感覚が、まさに皆さんの周りの物事

を物質的に変えるという事実を、単純にそして紛れもなく分かりやすく説明することでした。皆

さんは、皆さんがそこで暮らす世界を創り出すことができ、そして皆さんは実際に創り出します

。皆さんの環境がそこから創り出されるその物事は、そういった考え、言葉、そして感覚によ

って、明白に影響を受けます。

今は皆さんの番です。皆さんは今後その知識で、何を行うでしょうか？　皆さんはそれを何もせ

ずに放置するかもしれず、そして最終的に、大部分、それを忘れるかもしれません。あるいは皆

さんは、これが事実通り重く受け止められた時に、何にもまして皆さんを強化するひとつの発想

である、と確信するかもしれません。もはや皆さんは、皆さんが皆さんの周りに在るものに対す

るひとつの影響力を持つ、と思い描く必要はありません。既に皆さんは、それを確認しています

。既に彼は、皆さんのこころと精神の中にあるものが、まさに実際に存在するものに影響を与え



るという事実の目に見える証拠を、皆さんに明らかにしています。皆さんは、とても強力です。

皆さんは、実際にそれほど強力であり、そのため皆さんは、そうしようとさえしないでも、これ

を行います。

皆さんが意図的にそれを行う時、今後皆さんがどれほど強力になるか、それを思い描いてくだ

さい。

皆さんのありのままの姿に対する無条件の愛と伴に、わたし達は、良き一日を、と伝えます。

 
With unconditional love for who you are, we bid you good day.
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感謝祭と感謝

感謝祭と感謝
Thanksgiving and Gratitude
 
November 27, 2014
The Council

今日は、わたし達の交信者の国が感謝祭と名付けてある日です。感謝を伝えることは、わたし達

のメッセージを読み、耳を傾ける数多くの人々の、毎日の、まさにいつもの実践であることを、

わたし達は認識しています。そしてわたし達は、これを行う皆さんは、皆さんの人生の中のこの

感謝の意識の巨大な力を思い出す必要はないことを、さらに深く認識しています。しかしその一

方で、わたし達は、皆さんが‘その道筋’と呼ぶものを始めている誰にでも、感謝を勧めたいと思い
ます。

今まで、もしも人がただひとつの祈りだけを持ち、そしてそれが“あなたに感謝する”というものだ
ったとすれば、それは人が今まで必要とされたすべてのものになる、と言われてきました。わた

し達は、実際にそれが非常に本当であると認めます。この確認として、わたし達は皆さんに、皆

さん自身を人が感謝される立場に置くことを求めます。その時皆さんは、皆さんが行った物事に

対して皆さんに感謝することついてこれほど思いやりのある人のために、皆さんにできるすべて

を行おうとしませんか？ 
さて、皆さんの創造主、そして同時に皆さんが指導霊、天使、霊的指導者等々と呼ぶわたし達は

、今後決して皆さんのためのわたし達の努力を止めることはないでしょう。わたし達はそういっ

た努力に関する皆さんの承認を、まさに非常に高く評価します。そしてもしもわたし達が皆さん

に送るその光、愛、そして支援を倍加させるものとしてわたし達を思い描くことができるなら、

次に、わたし達はまさにそれを行っていることを、確信してください。

皆さんが感謝祭と呼ぶこの日、わたし達もまた、感謝を提示します。わたし達は、わたし達の貢

献する機会に対して、神に感謝を捧げます。そしてわたし達は、すべての人々に貢献するという

自分自身の切なる願いのせいで、皆さんの惑星上の意識の進化に没頭する人々に対して、最も深

い感謝と高い評価を捧げます。わたし達は、皆さんについて話をしています。わたし達は今、皆

さんの旅と調和していて、今後もわたし達に開かれているあらゆる方法で皆さんを支援し続ける

ことになるでしょう。他の人々や皆さん自身のための皆さんの努力が、皆さんの創造力を遥かに

凌ぐ結果をもたらしますように。

今日、神の祝福と光が皆さんのものになりますように。
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皆さんは、今皆さんが具体化している数々の変化に追い付く方法を学んでいる

皆さんは、今皆さんが具体化している数々の変化に追い付く方法

を学んでいる
You are learning to catch up with the changes you now embody.
 
December 1, 2014 
The Council

わたし達は今日、今皆さんが継続している皆さんという存在の一部として認識するその移行につ

いて皆さんと話をするために、戻っています。皆さんは、今までそれなりの間、数々の変化は今

皆さんの内面の人生の一部になっていることに気付いています。実際にあらゆる物事は、まさに

皆さんが今までその願いを表現してきたように、皆さんのために変わり続けています。この状況

はわたし達に、議論する内容に関する幅広い選択肢を与えます。わたし達は、皆さんの認識、ま

たはそれに関する一部を選択します。

わたし達は、皆さんが聞き、読み、または理解するものが真実であるかどうかを認識する皆さん

の能力について、話をしたいと思います。皆さんがそれを認識していてもいなくても、皆さんの

最も高い自己が正しいことを認識することに、同意してください。言い換えると、皆さんは、そ

れが皆さん自身の適切な描写そのものと調和する周波数で振動している、と言います。

さて、皆さんがこうした決断をしようとしている時、皆さんは、皆さんの知性の中、皆さんが少

々間違えて皆さんの精神と呼ぶものの中にではなく、皆さんのこころの空間の中に“いる”ことが必
要になります。ご存知のように、皆さんの精神は、知性よりも遥かに素晴らしいものです。皆さ

んが皆さんのこころから認知するものとの共鳴を皆さんが評価する時、皆さんはそれを、莫大な

知識の蓄えと比較検討しています。そのため、皆さんの知性は、少なくとも今までは、それにつ

いて認識していません。その呼び覚まされる数々の感覚は、今後皆さんに、これが皆さんと“共鳴”
するかどうかに関するひとつの真の指標を与えることになるでしょう。しかしその一方で、依然

としてひとつの小さく厄介な問題があり、それは皆さんが過去の舵取りをする方法を学ぶ、とい

う問題です。

既に皆さんが皆さんのこころが伝えているものを否認するように見える物事を信じることを学ん

でいる場合、皆さんは依然として、しばしば皆さんの知性が皆さんに伝えているものを選択する

傾向があります。皆さんは、叡智よりも‘知識’を選択します。わたし達は、わたし達が皆さんの現
在の叡智の定義と矛盾する内容を話しているように見えることは、認識しています。しかしわた

し達が実際に行っているものが、皆さんの定義を広げる方法を皆さんに教え続けています。皆さ

んが答えを求めて皆さんのこころを調べる時に皆さんが利用するものは、遥かに多く、今まで皆

さんが皆さん自身について教えられてきたどのような物事よりも、さらに信頼できるものです。



近頃は、わたし達が話す内容に関して、非常に沢山の教えがあります。こうした教えは、新しい

ものではありません。愛と叡智の教えは、遠い昔から長い間ありました。しかしそれは既に起っ

ていて、皆さんは、単なる少数の献身的な熟練者達ではなくひとつの全体としての人類が今、既

にこうした概念を人類の人生に向けて吸収することができるひとつの時点に到達しています。そ

のため、隠された場所の中でこうした発想を注意深く育むことは、既にそれを至る所に広める本

格的な努力へと進化しています。

もしもこれを伝えてすぐの時点、いわゆる最先端で読んでいるなら、依然として皆さんはその状

態です。皆さんは、皆さんが永遠に認識してきた物事を思い出しているところです。皆さんは、

忘れるように求められました。今皆さんは、思い出すように促されています。今後わたし達は、

時間が進むにつれて、こう言った物事について他の人々と話し合うことになるでしょう。

皆さんの内面の生活の中で物事が変化していたことを、わたし達は伝えました。今後これが続く

ことになり、そして来年の終りには、皆さんは、一年前の皆さんと今の皆さんのように、ほとん

ど今の皆さんのような状態ではないでしょう。皆さんが楽しみ期待するひとつの冒険のように、

これに取り組んでください。そしてそれは、皆さんにとって不愉快なものである必要はありま

せん。わたし達は、それがそのようになる可能性があるものを思い描くように皆さんを促すこと

さえありますが、しかしそれを限定しません。もしかすると皆さんは、皆さんの数々の夢に“また
は何かより良い物事”を加えることを望むかもしれません。
皆さんの感覚を通して毎日わたし達と結び付くことを、忘れないでください。皆さんがこのよう

にわたし達を‘探し求める’時、今後皆さんは、わたし達の存在感を知る方法を急速に学ぶようにな
るでしょう。これもまた、皆さんの以前の状態から強化されます。それはいつも真実でしたが、

しかし今、皆さんはさらに高速に振動します。皆さんは、皆さんが今具体化している数々の変化

に追い付く方法を学んでいるところです。皆さんが認識する人々がこのさらに高いエネルギーを

維持しているため、皆さんの周りを見回して、その人々と一緒に時間を過ごしてください。そ

れは“快感をもたらす刺激”が伴います。（もしも皆さんがニヤニヤ笑うわたし達を理解するなら、
その通りです。）

良き一日を。

Good day.

 
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you 
do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: 
http://oraclesandhealers.wordpress.com/

 
http://oraclesandhealers.wordpress.com/2014/12/01/you-are-learning-to-catch-up-with-the-changes-you-now-
embody-the-council/

 


