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勝利のポータル

Triumph portal
 
〜変化の時がついに訪れ、そしてわたし達はひとりひとりの皆さんを歓迎して、実際にプレアデ

スの中の中心太陽アルシオーネを通して降ろされてきた叡智を受け取ります。変化の時は実際に

既に訪れていて、排除の門は、実際に開かれています。皆さんの地球の現実性のこれからの21日
の期間、大いなる変化と、このエネルギーを皆さんが皆さんの自己と他の人々のために望む種類

の人生へ導く途方もない機会が、皆さんに必ず明らかにされることを、認識してください〜

 
大切な最愛なる宇宙の子供達、

Dearly beloved children of the universe,
 
大いなる変化のための時は既に訪れていて、それはガイア上の現在の皆さん現実性の中の皆さん

の前で、必ず展開することになるでしょう。何故なら、実際に既にDNAの亜原子の構造とガイア
上に居住している存在達の心理へ届けられている情報の命令は、既に発生しているからです。

 
変化の時は既に訪れていて、皆さんのガイアに入り込んでいる新月のエネルギーに接して、皆さ

んはもう一度皆さんの地上の自己と皆さんの現実性の管理を引き受けるひとつの機会を手にし

ます。皆さんの内部に染み込んだその力は今後三重に拡大し、目覚めの過程にいる人々のエネ

ルギーがかなり急速に変えられる状況を許し、そのようなものとして、皆さんがここにいて行う

物事を壮大な速さで達成することを目指す、そのすべての物事の源泉の利用を許すことになる

でしょう。

 



大いなる変化の時が、皆さんに接しています。何故なら、起ころうとしている変化は皆さん自身

という存在の光の内部から起こることになるからです。何故なら、皆さんの精神の内部の亜原子

の構造の皮質を利用しているデータを皆さんが望む皆さんの人生が流れる方向へ押し出すことを

目的にして、皆さんは、既にプレアデスの中のアルシオーネから送られている情報の命令を通

して、そのデータを操作することができるからです。

 
それで大切な最愛なる皆さん、新しい強力な数々のエネルギーを受けて、皆さんが皆さんの望む

方向に一歩踏み出すか、あるいは巨大な飛躍を見せるかは、皆さんに委ねられています。皆さん

の地球の現実性のこれからの21日の間、大いなる変化と、このエネルギーを皆さんが皆さんの自
己と他の人々のために望む種類の人生へ導く途方もない機会が、皆さんに必ず明らかにされるこ

とを、認識してください。

 
数々のエネルギーと以前は皆さんに認識されていなかった情報の命令、知識、以前は皆さんに対

して否定されていた接近手段が今、皆さんの選択のために簡単に利用することができます。その

ため、そしてこのようにして、数多くの皆さんが、かなりの精神の高揚、力、自由、そして皆さ

んの進路に現れるより多くの情報を経験し始め、そして皆さんを皆さんが望む方向性に押し出す

ために、そういったより一層多くの共時性が皆さんに投影されることになるでしょう。

 
そのため、皆さんはもはや待つ必要はありませんが、しかしそういった願いに基づいて行動して

、皆さんに提示されるあらゆる機会を利用してください。何故なら、実際にその絶好の機会は壮

大なものであり、変化の好機が皆さんに触れているからです。そのため、皆さんが存在する皆さ

んの現実性のこれからの21日間の期間で、皆さんは皆さんの人生の管理を引き受けるようになる
でしょう。

 
その指針に耳を傾けてください。何故なら、皆さんが必ず受け取り始めるその指針は、今後より

一層明確になり、皆さんが今後講じる対策は、皆さんの夢の状態と同時に皆さんの日常の現実性

の中で、皆さんのためにその概要を明らかにされることになるからです。皆さんの道に現れるも

のに注意を払い、皆さんに提示されるあらゆるすべての機会を利用してください。以前は皆さん

が出向いたことがない場所に向かい、以前に皆さん自身を阻んできたものを思い切って手放して

ください。皆さんの数々の不安や怖れを解き放ってください。何故なら、新しい時空の渦の中

には、そういったエネルギーのための場所は存在しないからです。何故なら皆さんは、皆さんの

現在の日常の現実性に到達して皆さんが行うためにここに現れたその使命を遂行することを目的

にして、今まで数々の次元、銀河、宇宙を横断してきた、勇敢な人々になるからです。

 
宇宙の愛の入り口のすべてのエネルギーを思い切って取り込んでください。何故なら、皆さんの

地球、皆さんの最愛なるガイアは、既に過去にほとんどの人々に利用できる情報の命令で溢れて

いるからです。



 
そのためそしてこのようにして、皆さんは皆さんの目の前で起こる様々な現象を確認し始めるよ

うになることを、理解してください。さらにもう一度光の存在達による訪問を受けることを理

解し、その準備を整えてください。その存在達が今後、皆さんが人類に提示するために現れた数

々の贈り物をさらに深く習得する上で、皆さんを支援することになるでしょう。絶好の機会の毎

日のそれぞれの時間に、皆さんの意識は三重に拡大して、皆さん自身の自己と皆さんの周りの人

々の内部で変容が起こり、別の存在状態に向けて、さらに高いひとつの次元に向けて皆さんを押

し出すことを許してください。

 
わたし達は、皆さんを支援する準備を整えて、皆さんの側に立ち続けていることを、認識してく

ださい。これが皆さんのためにわたし達が手にするすべてです。わたし達は皆さんを愛します。

わたし達は皆さんと一緒にいます。ひとまずお別れです。

 
 
Personal Note: I wrote an article about how to communicate with your guides, and I feel that its
pertinent to this news, to give you a better grasp on this communication so that you don’t miss the
signs. Please see this link to read:
http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/03/04/how-to-communicate-with-your-guides-
by-anna-merkaba/
 
Andromeda Council – Channeled by ~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler –
Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to
help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life –
DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND
THE VEIL –http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/
 
http://lightworkers.org/channeling/197135/triumph-portal-next-21-days-andromeda
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光、愛、そして普遍的な命令に属する最愛なる子供達。わたし達は今、プレアデスの階層から皆

さんに話しています。33次元の並行世界の階層から。アルクトゥルスの階層から。アンドロメダ
の階層から。宇宙の入り口の全体から。わたし達の最愛なる子供達、その瞬間は既に訪れていて

、そして皆さんの惑星は実際に第二の局面に入っています。浄化されたエネルギー、愛とこころ

の符号のエネルギーは、既に実際に皆さんの惑星の中心部そのものとそこに居住するあらゆる存

在に浸透しています。

 
その瞬間は既に訪れていて、そして皆さんは、皆さんのそれぞれの使命に緊急に取り掛かること

になるでしょう。それほど緊急なものになるため、皆さんは純化の局面、第二局面を始めること

になります。皆さんの身体の外部に存在する数々のエネルギーの純化です。何故なら、皆さんを

取り囲んでいるエネルギーは、皆さんが地上の何処にいようとも、浄化されたエネルギーとの統

合を始めるからです。そのエネルギーは、皆さんの宇宙の意識を通して自由に流れて、変容を引

き起こします。

 
そのためその第二局面の焦点は、主として既に克服されたすべての物事、背後に残されたすべて

の物事、それを皆さんの大気に、皆さんが呼吸する“空気”と皆さんを取り囲むエネルギーに解き放
った者達の長く残存するエネルギーを、徹底的に浄化することになるでしょう。その純化の局面

が既に始まっていて、目覚めている人々を自己に関するひとつの新しい理解に運ぶことは、すべ

ての皆さんに委ねられています。何故なら、人々の意識と潜在意識の自己から解き放たれた数々

のエネルギーが、皆さんの存在領域に入り、それが外部と内部に影響を与えるからです。

 



 
女神の渦の強力な手段

DNA変換装置、エネルギー純化装置、日輪像
Goddess Vortex Powerful Tool
DNA Changer Energy Purifier Sun Disc
 
日輪像は、皆さんのさらに高い自己の美質に逆らうやり方で皆さんの身体と皆さんの意識に影響

を与えている過去の残骸と周波数から皆さんのDNAを浄化する、ひとつの加速装置やひとつの同
調手段として作動します。そしてそれ自体が、次元上昇の過程が遅滞なく進むことを許します。

この日輪像の使用は、そのエネルギーが拡大され、疑問を持つ者に直接適用されることを許し、

それを感知する者の身体を調整し、その感知する者のDNAをガイア入っている根源の周波数に同
調させることになるでしょう。

 
皆さんがこうしたエネルギーを含み、そのエネルギーを変換できるようにするために、皆さんは

、皆さんが自由に使用できる様々な手段や結晶質を活用することによって、皆さんの身体の内部

に格納されている結晶構造のエネルギーと連携し始めることが必要になります。何故なら、これ

からの数カ月の中で結晶構造のエネルギーが皆さんの生命に浸透し、実際にこの次の局面が、皆

さんの古い世界の外見的な破壊の只中で、新しいひとつの時代、新しい時代の実りある始まりを

生み出すからです。

 
外観上の破壊は単なる新しい思考の枠組みへ向かうひとつの変容であることを、どうか理解して

ください。何故なら、現在かなり劣る振動を持つ考えに占拠されているそれぞれの器官の内部で

、その最後の戦いが猛威を振るい続けているからです。単に皆さんの目の前で起り続けているこ

とは、古い枠組みの破壊であり、意識の移行であることを、理解してください。最も重要なこ

とは、皆さんの現在の地上の現実性の中で理解されているようなその否定的または肯定的な割合

がどのようなものであっても、何らかの新しいエネルギーの導入の際は、その新しいエネルギー

が既にその身体の内部に存在する古いエネルギーを押し出すことを、わたし達の最愛なる事情要

員である皆さんが理解することです。そしてそのようなものとして、押し出されたそのエネルギ

ーは、時空に属する身体の周りを自由にうろついて、他のそういった身体にそのエネルギー自体

を付着させることを目指します。

 
そしてそのようなものとして、説明したエネルギーを純化し、それを純化してそれを光へと解き

放ち、それを皆さんのこころの符号の菫色の光彩で変えることが、最も重要になります。身体を

純化し、身体を取り囲んでいるエネルギーを純化し、惑星地球に属するエネルギーのレイライン

を純化し、皆さんが皆さんの目の前で確認するすべての物事のレイラインを純化してください。

何故なら、実際に皆さんと皆さんの周りの人々を純化する時が、既に訪れているからです。

 



既に目覚めている人々に焦点を合わせてください。何故なら、その人々は皆さんの支援とその人

々の現状への理解を緊急に必要としているからです。時間の中のこの時点で啓発する方法に気付

こうとしない人々のことは、忘れてください。何故なら、その時は既に訪れていて、その人々も

また今後その人々の真の自己に気付くようになるからです。皆さんが今後皆さんの地上の現実性

の内部で認識されているような何らかの否定性を抱えているありとあらゆる魂を取り囲もうと

する、その愛と光の情熱が、その人々のこころの空間の内部のマトリクスを破壊し、その人々が

属するその神性の光をその人々が確認することを許すようになることを、認識し、理解してくだ

さい！目覚めている人々を純化し、解き放ち、浄化してください。何故なら、実際にその愛と理

解のエネルギーは、その愛と理解の本当のエネルギーは、今後皆さんの惑星上で広く行き渡るこ

とになるからです。何故なら、それはその通りであり、そのようになるからです。

 
これが皆さんのために今わたし達が手にするすべてです。わたし達は皆さんを愛します。わたし

達は皆さんの一緒にいます。ここでお別れです。

 
 
~Anna Merkaba – Energy Healer- Channeler – Lightworker-Author. To book a Healing Session with
Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred
Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL
MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL –http://acredascensionmerkaba.wordpress.com/
 
http://lightworkers.org/channeling/203103/crystaline-christened-energies-purification-phase-ii-has-
begun-andromeda-arcturus-


