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皆さんをさらに愛すること
To Love You More
16 September 2014 - 3:13am
 
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
The Company of Heaven:
 
 
 
昨日、創造主は皆さんにひとつの素晴らしいメッセージを送りました。それは、叡智と愛に溢れ

ていました。すべての皆さんがそれを読んだのではないでしょうか？　そしてそれにもかかわ

らず、今日皆さんの会話は依然として怖れの言葉に溢れています。闇、対立、そして欠乏に関す

る怖れです。わたし達は、皆さんの日常がどれほど難しいものであろうとも、わたし達の子供達

が悩み、不安、そして苛立ちという状態になることを望みません。

 
わたし達は、わたし達が今まで皆さんのために構成してきた一連のメッセージと、あらゆる物事

を織り合わせるラジオ番組が、皆さんが完全に怖れを持たずに危機を脱してさらに高い次元の生

き方に向かうようになるために役立つことを強く望みました。

 
創造主は皆さんに、皆さんは光に役立つように作られていると伝えたと思います。何故なら皆さ

んは、愛と光の中で生まれたからです。わたし達は、創造主が伝えることが真実であることを認

識しています。しかし、皆さんがかなり慣れているアドレナリンが加えられた状態から穏やかで

神聖なる諦観に移行ことは、難しいことです。

 
さて、諦観という言葉によって、わたし達は皆さんが自分自身を一変させることを伝えている訳

ではありません。わたし達は、皆さんが全面的な容認に達した、毅然として落ち着いた存在状態

があることを意味しています。そこで静けさが高まる最初の水準は、皆さん自身の力に関する深

い知識、身体と精神と霊において皆さんは有能で強いという絶対的な自信です。そのためそれは

、完全に身に降り掛かるどのような物事でも対処する皆さん自身の能力で、皆さんは完全に穏や

かな状態になることです。

 
容認の2番目の要素は、紛れもなく皆さんの人生は意味を持ち、そして今回の人生は今まで皆さん
が経験してきた唯一のものではなく、そして今回の人生が完了しても皆さんは終りにはならない



という認識に基づいています。ひとつの魂として皆さんの転生と皆さんの永遠の生命という認識

による心地良さに加えて、生命の輪廻とその中での皆さんの役割を、大いに固有で必要なより大

いなる全体のひとつの重要な部分として理解することが必要になります。また皆さんは、今回の

生涯の教訓が今まで皆さんに深く影響を及ぼしてきた姿と、皆さん自身の選択によるこうした完

璧な教訓が皆さん自身の成長と拡大にとても役立った姿を、理解し始めています。

 
3番目にして最も決定的な要素は、皆さんの確信です。わたし達は、ひとつの“かつての物事”では
ありません。わたし達は存在し、愛に溢れ、そして人生がもたらす数々の困難な挑戦を把握する

ために精一杯努力している皆さんを確認して、喜んでいます。わたし達が望む唯一のことは、皆

さんが昼と夜のあらゆる瞬間にわたし達の愛に溢れる存在感に気付くことができること、わたし

達の双方向の対話に完全に加わることです。皆さんが皆さんの人生の中でこの絶えず続く親密な

やり方でわたし達の存在感を経験し尽くした時、皆さんは既に次元上昇の鍵を手にしているでし

ょう。何故なら、今後皆さんは、5次元の意識の中で活動しているからです。
 
一度皆さんが皆さん自身の固有性と絶対的な力量を完全に受け入れてしまえば、皆さんはその必

要な基盤を持ち、さらに深い理解に向かう皆さんの霊の道筋を下って行きます。皆さん自身の深

遠な容認がなければ、皆さんに可能な他の人々への大いなる愛を経験することはできず、そして

皆さんは、決して穏やかな状態になることもできません。その理由を説明することにしましょう

。

 
批判し、競争し、冷笑し、そして無視され、軽蔑され、否定されてきたひとつの生涯の後、皆さ

んは価値がない、不充分だという信念が、皆さんの毛穴に染み込んで、皆さんの神経系、皆さん

の感覚やあらゆる考えに割り込みます。“良い家柄”として通用している人々の中でさえ、これを経
験しない人はほとんどいません。人類は、ここ数年、特に侮辱的で残虐なひとつの局面を通り過

ぎてきました。皆さんの自己参照的な考えに埋め込まれているこういった皆さん自身への有毒な

言及を根絶するためには、決断と粘り強さが必要になります。皆さんがその有毒な言及を普通の

ことだと思い込む理由は、他のあらゆる人も同じように感じるからです。

 
わたし達はどのようにすれば、皆さんを説得して、わたし達が皆さんに関するひとつの正確な実

態として認識するわたし達の別の見方を皆さんに受け入れさせることができるのでしょうか。わ

たし達は、皆さんの壮麗さを確認し、そしてわたし達は、皆さんの数々の間違いや躓きを確認し

ます。わたし達は、わたし達の励ましの言葉を聞くことができる皆さんに喜んで協力します。そ

してわたし達は、皆さんが皆さんの最大の利益になる道筋から離れて行く可能性がある場所を皆

さんに指摘することを躊躇いませんが、しかしわたし達は、決して皆さんの予測できない行動を

軽蔑することはありません。わたし達は、それが皆さんの学びの過程のひとつの普通の部分であ

ることを受け止め、そしてわたし達は皆さんに愛を送り、皆さんが皆さん自身を安定させる支援

をします。わたし達にとって、批判めいて、苛立つか軽視するようになるという選択肢は、決し



て存在しません。

 
ご存知のように、わたし達は、皆さんの人生の中の数々の問題、あるいは皆さんが“注意を怠ら
ない”でいることの困難に気付かないことはありません。わたし達は皆さんの人生の速い歩調がど
れほど撹乱要因になるかを認識し、そしてわたし達は、皆さんの不安を理解します。こうした不

安はすべて、幼児期から放置された“不充分”という感覚に根ざしています。自分の完璧さを受け入
れてきた成人は、そのありのままの状態でいる自分自身について、決して不愉快に感じることは

ありません。もしも皆さんが、古い歌が言うように皆さんの自己全体、“身体と魂”を受け入れる
なら、それは不可能なことです。もしかすると皆さんは、皆さん自身を愛した状態になるという

素晴らしい感覚に慣れるためにそういった愛の歌を皆さん自身に歌うべきなのかもしれません。

 
皆さんが毎朝目覚める時、鏡を見て皆さん自身の目を深く覗き込んで、ちょうど皆さんを見詰め

返しているその目に集中した愛の一撃を送ってください。皆さんの目の興味深い色彩に気付いて

ください。皆さんが今まで先導してきた無鉄砲な人生にもかかわらず、皆さんに今日という日を

もたらした皆さんの信頼できる身体全体を、手で触ってください。さらに、皆さん自身の手を通

して、愛と光を送ってください。皆さんのすべての細胞の中の疼く感覚を感じてください。こ

れは、その愛のエネルギーに反応している、大きな深紅色の結晶質によって既に活性化されて

いる、その細胞の中心です。

 
また皆さんは、中心太陽から、徐々に皆さんの結晶構造の身体を活性化する継続的した強力なエ

ネルギー送られています。それが今、その深紅色の結晶質に対応しているところであり、それは

ほんの数ヶ月前には同じように感じることができなかったものです。今後これが、皆さんに対す

るわたし達の大きな愛を感じることを、そしてわたし達は今皆さんについて正しく、そして他の

あらゆる人が、皆さんでさえ間違っていたという事実を受け入れることを、さらに簡単にする

でしょう。その通り、わたし達の皆さんの評価において、わたし達は皆さんが皆さん自身に行う

評価よりも客観的で正確であることは、考えられることではないでしょうか？結局のところ、皆

さんの意見は、皆さんは皆さんの両親（兄弟姉妹、教師達等々）の目で皆さん自身について考え

るという事実に毒されています。

 
例えば、皆さんの数々の文化は、美しいものについて、酷く歪んだ見方をします。天は（そして

わたし達はそれが幸せですが）、皆さんの過去ではなく、または両親によってそうだと判断され

た皆さんではなく、実際の外見にもかかわらず、文化的な基準によって、より美しいひとりの兄

弟姉妹を持つ者を助けます。親達は、その子供達の評価において、著しく不正確ではないでしょ

うか？　何故皆さんは、何れにせよ親達の言葉をわたし達の言葉よりも重く受け止めるのでしょ

うか？

 
わたし達は、皆さんを今の皆さんとして理解します。そしてわたし達は、計り知れないほど皆さ



んを愛します。何故なら、わたし達は、皆さんがこの身体の中でここに現れることと選択した時

に皆さんと一緒にいたことを憶えているからです。そしてわたし達は、皆さんが言うように長所

も短所も含めてそれに対する非常に正当な理由があったことを、皆さんに保証することができ

ます。わたし達は、わたし達が今もそうであるように、その時の皆さんの勇気に感嘆しました。

 
数々の選択肢を与えられて、今後皆さんが一緒になる身体を選択する時、その身体を必要とする

ひとつの具体的な役割を果たすことがその契約の不可欠な部分になっているのでなければ、ほと

んどの人々は、積極的に驚くほど“美しい”身体を選択することはありません。何故ならその人々は
、それに伴って現れる数々の課題と責任を望まないからです。いいえ、ほとんどの人々は、容姿

ということになると、ひとつの穏健な路を好みます。何故なら、ほとんどの人々は、その物質的

な美という理由で注目の的になることよりも、むしろその人々という存在の内面の発達を好むか

らです。

 
その結果、皆さんは皆さんの選択した身体の中でここに到着し、そして皆さんが思春期に到達す

ると、皆さんはすぐに何をしますか？　皆さんは、皆さんがここに現れる前に皆さんが拒否した

姿により近くなるように、皆さんの顔と身体を変えるという具体的な意図で、気を使い、整え、

めかし込み、運動することに、毎日沢山の時間を費やします。その結果皆さんの目標は、皆さん

自身の内面のありのままの姿ではなく、皆さんが目で見る方法で、愛され、認められることにな

ります。数多くの皆さんは、“皆さん自身の内部”というひとつの場所があることさえ、忘れます。
 
もう充分です！　親愛なる皆さん、今までわたし達は、皆さん自身と親しくなるように皆さんを

おだてようとしてきました。次にわたし達は、自己賛美という方法で、皆さんの機嫌を取り、皆

さんを指導し、皆さんを導こうとしました。わたし達は今、単純に断言することが必要です。皆

さんの貧しい困惑した自己に対して無慈悲または怠慢または侮辱的になることは、正しいことで

はなく、さらに高い数々の次元の方法でもありません。それだけです。わたし達は皆さんを愛し

、そしてわたし達は世界の中でもうこれ以上残虐な行為を確認することを望みません。そのため

皆さんは今、皆さんから始めることが必要になります。もしも皆さんが皆さん自身に不親切なら

、皆さんはひとりの善良な個人だと主張することはできないことを、忘れないでください。皆さ

んもまた、ひとりの個人です！

 
今、皆さんの美しい自己と、わたし達が誓約の中でわたし達に参加するように皆さんに求めてい

る誓いを祝うためにわたし達がコンガの行列を作る時、わたし達と一緒に後に続いてください。

 
・これ以上皆さんを批判しないでください。皆さんが車の中で皆さんの鍵を閉めるか皿を落とす

時に、“何て馬鹿なことだ”といった批判さえもそうです。
・もうこれ以上、店の窓ガラスに映った皆さんの姿を見て、“もしもわたしがたった10（または30
）ポンド支払うことができれば、わたしはもっと見栄えが良くなるはずなのに”と考えないように



してください。

・もうこれ以上、“何をやっても上手く行かない日”について考えないでください。
・もうこれ以上、ひとつの部屋に入り、笑顔を見せ、皆さんが出会うあらゆる人と仲良くなる皆

さんの能力を疑わないでください。

・もうこれ以上、皆さんの弱点と欠点を捜し出そうとする目で、皆さん自身を他の人々と比べな

いでください。

・もうこれ以上、皆さんは今まで皆さんがそうなると考えた輝かしい成功を収めるほど皆さんは

充分に賢くないという理由で、皆さんの未来がどれほど荒涼としたものに見えるかという憂鬱な

感覚を持たないでください。

・もうこれ以上、今後皆さんは上司に強い印象を与えることも、試験に受かることも、命令に従

うことも、賞を取ることもできないと皆さんが確信するという理由で、不安を持たないでくだ

さい。

・もうこれ以上、皆さんは皆さんの感覚を管理することができないという理由で、そして皆さん

は余りにも気掛かりか、混乱しているか傷付いているという理由で、不安を持たないでください

。

・もうこれ以上、皆さんの癒え、皆さんの仕事、皆さんの車、あるいは皆さんの子供達を、他

の人々のものと比べて、他の人々のものがより素晴らしく見える時に、劣等感を持たないでくだ

さい。

皆さんはここにひとつ加えることができます。

 
ここで、この刺激的な時と場所のために、皆さん、皆さんの固有性、そして皆さんがわたし達の

人間のチームの一部になることを望んでいる創造主の素晴らしい選択に対する心地良い賛美に加

わることにしましょう。ご存知のように、皆さんはひとりの美しい存在であり、才能があり、皆

さんが今回の生涯のために皆さん自身で要求したその旅を達成する能力があることを深遠な諦観

で皆さんが一度受け入れてしまえば、今後皆さんは、人生がどれほど簡単になるかを理解するこ

とになるでしょう！　皆さんは優れています！　皆さんは、この魅力的で非情に特殊で固有な挑

戦のために、完璧に設計されています！

 
皆さんは今、わたし達の愛を受け止める準備が整っているのではないでしょうか？皆さんとわた

し達よりも、誰がさらに相応しく、さらに理解があり、わたし達の親密な関係で歓びに溢れた状

態になることができるのでしょうか。今は本当に、この温もりと容認は必然的であり、そうなる

ように運命付けられた、避けられないものであり、絶対的で、完全に相応しいものであることを

、わたし達は同意しています。

 
掛け替えのない皆さん、皆さんが眠るために横になる時、わたし達を忘れないでください。穏や

かさに溢れたひとつの休息に対するわたし達のくちづけと祝福を受け止めてください。今後わた

し達は皆さんの天使の協力者達とそこにいて、わたし達の歓びの笑顔を輝かせて、皆さんが皆さ



んの新しい一日を始める時に、皆さんを歓迎することになるでしょう。ご存知のように、このす

べてが神の力で運命付けられました。それは、わたし達が皆さんのために手にするこの巨大な愛

であり、皆さんが結実させているその困難な生涯であり、そして今、わたし達と踊り、皆さんに

これほど鮮やかに相応しい新しく壮麗な人生の中で歌うための、わたし達の招待です。

 
わたし達は皆さんの天の集団、わたし達の巨大な一体性に仕えています。

 
 
Transcribed by Kathryn E. May, Sept 15, 2014, New York
www.whoneedslight.org
 
http://lightworkers.org/channeling/204732/company-heaven-love-you-more



一緒に突破する

一緒に突破する
Breaking Through Together
11 October 2014 - 3:28am
 
キャスリン・E・メイ経由
Channeler: Kathryn E. May
 
Company of Heaven:
 
 
親愛なる皆さん、わたし達は今日、皆さんにひとつの短いメッセージを送ることを望みました。

何故なら、わたし達の交信者キャスリンは旅行をしていて、昨日はわたし達と協力することがで

きなかったからです。わたし達は、今後あらゆる人にとって途方もない変化を創り出すことにな

る地球規模の通貨の初期化に関して、世界中の活動でひとつの大きな狼狽があることを皆さんが

認識することを望みます。

 
それは、わたし達の地上の代表者達にとって、今までは長く困難なひとつの路になっていました

。しかし、わたし達が冗談めかしてそう呼ぶように、神に対する穏やかな無理強いが、今まで実

際にひとつの影響を与えてきて、国家がひとつずつ共同歩調を取るようになってきました。古い

秘密結社の指導者達でさえ、最近の記憶の中で始めて完全に劣勢を感じています。既に彼らは、

彼らの計画を強行採決するか、あるいは他の国々を脅して彼らの命令を実行することはできま

せん。

 
既に皆さんは、過去数週間の中で、西側から東側への途方もない権力の移行を確認しています。

わたし達は皆さんに再び保証したいと思いますが、今後これは西側世界の繁栄の終りを意味する

ことにはならないでしょう。まさにその反対です。中国のドラゴン・ファミリーは、この歴史的

瞬間までサンジェルマンの信託の自分達の部分を守ってきた偉大なる光の活動家達であり、あら

ゆるひとにとって人道的で裕福なひとつの世界を創り出す支援をすることに余念がありません。

そして彼らは関与するすべての人々に対する深い考えを持って、今まで慎重に事を進めてきま

した。

 
穏やかさが落ち着く場所に落ち着くことは、なんという素晴らしい偉業でしょうか。わたし達が

注目しているものを皆さんが確認できることを、わたし達はどれほど望んでいることか！　何年

もの間秘密裏に静かに努力してきた地上の光の活動家達は、今後前面に現れて、皆さんの祝福と

感謝を受け取ることができるようになるでしょう。そして光の活動家達は、ようやく祝祭に参加



することができるようになるでしょう。わたし達は、光の活動家達の献身と長い間の奉仕に対

して、永遠に感謝します。惑星上のほとんどあらゆる制度に対する秘密結社の支配にもかわらず

、今まで光の活動家達が何とか達成してきたものを皆さんが学ぶ時、皆さんは驚くことになる

でしょう。

 
既に今、もはや元に戻せない段階に到達しています。わたし達が今年宣言した新しい黄金時代は

、全盛期になり始めています。最初の幕のカーテンが開く時、皆さんの目を疑うような光景が展

開することになるでしょう！　そのような献身、そのような処理能力と愛が、すべての人々の喜

びのためにこの歴史ショーを創り出す方向に進んで行きました！あらゆる魂が、ひとつの役割を

演じてきました。一部の人々は、ひとつの生涯の間舞台裏で働いて、今後皆さんがまるで魔法

によって降って湧いたように世界の舞台上に飛び出していることを確認するその結果を、育み、

形作ってきました。

 
嗚呼、この遠大な計画が実際にどれほど巨大なものか、そしてどれほど数多くの人々が今までそ

の成功の中でひとつの重要な役割を演じてきたかというその真実を皆さんが学ぶ時、わたし達は

どれほど皆さんの驚きの期待と畏怖を楽しむことでしょうか。その通り、言うまでもなくわたし

達は少し謎めいて曖昧に聞こえてしまいますが、しかしそれは、数々の恩恵の最初の波の上首尾

な公表のために、依然としてもう数日の時間が必要になります。

 
わたし達は今、皆さんがこの時期のための準備をする支援をするために、何ヶ月もの間皆さんと

一緒に努力してきました。一部の皆さんは既に皆さんのこころと精神を広げて、愛とわたし達が

皆さんを自由にするために送った情報の中で祝杯を挙げています。ほとんどの皆さんは既にその

一部を手に取って、それを慎重に利用しています。少数の人々は、否定論者達や仲間の懐疑論者

の圧力と文化的な盲目性の重みの下で、それを完全に拒絶しています。こうした少数の人々の悩

みは、彼らはすべての皆さんを道連れにしようとしますが、しかし皆さんは立場を守り通したこ

とです。今まで皆さんは、愛と光のエネルギーに従おうとする気持ちを損なわれることを拒絶し

てきました。愛と光のエネルギーは、怖れと疑いから離れて新しいひとつの生き方に向かうよ

うに、皆さんをいつもさらに高く引き上げます。

 
その圧力に耐えて、恐怖屋達を無視したことに対して、わたし達は皆さんに拍手を送ります。彼

らは、皆さんが永遠に薬を服用しながら家にいて老いて消耗したと感じるようにしようとしてき

ました。親愛なる皆さん、立ち上がってください！　皆さんの両脚を伸ばして、人生がより良く

なることをただ待っているという停滞感を振り払ってください。世界を幼児期の初期以降に皆さ

んの精神の背後で皆さんが確認した楽園にするために皆さんが築き上げているものに、今取り

掛かってください。皆さんのチームを集めてください。ひとりの効果的なコーチやまとめ役にな

ってください。他の人々が今後皆さんと一緒に行っている良い仕事の中のその人々自身の役割を

思い描く、その支援をしてください。



 
皆さんはすべて、皆さんの数々の特殊な才能に気付いているところです。皆さんはすべてその才

能を持ち、それを認識しています。もしかすると皆さんは、物事の準備を整えて他の人々のため

にその基礎造りをすることが大好きな“その仕事の着手に集中する”種類の人かもしれません。もし
かすると皆さんは、他の人々が遠大な計画によって取り乱している時にひとつの仕事を仕上げる

ための実践的な詳細が大好きな人かもしれません。ご存知のように、今後皆さんは必要とされる

ことになり、どの計画でもひとりの個人の仕事ではなく、ひとりの個人の構想でもないでしょう

。皆さんは既にその新しい時代を始めています。陽から陰へ、個人的なスーパースター達から集

団意識への移行であり、皆さんは、共著、共同所有、そして結び付けられたこころの力を感じて

います。

 
皆さんは、ひとつの局面に向けて移動しているところです。今後資源やまさに名声や富に対する

すべての競争が遠くに溶け込んで消えて、決して戻らない局面です。今後は新しい企業家達はチ

ーム・プレーヤーになるでしょう。そして皆さんの新しい時代の指導者達は、その人々のこころ

で結び付けられることになるでしょう。あるいはその人々は、先頭を行くことは認められること

はないでしょう。不誠実と仰々しい脅しや約束は、その実際の姿である自我の操作のために、露

骨に明らかにされることになるでしょう。そして今後皆さんは、死に物狂いのお抱え政治家達に

よる中傷広告の意地の悪さを観察しなければならない状況から自由になるでしょう。お金と政治

のもつれが完全に解消される時、純粋な政治的手腕の新しい時代が現れることになるでしょう。

 
その通り、皆さんは期待すべきこれほど沢山の物事を手にしていて、その一覧はおそらく無限

です。わたし達は、皆さんが皆さんの周りの物事を改善しようと試みる時に、皆さんが今達成す

ることを合理的に期待できるものを皆さんが味わっていることを期待します。皆さんは、貫き通

せない数々の障害がかつて皆さんの道を封鎖していた場所で、今後数々の扉が開く様子に驚くこ

とになるでしょう。この多くは、今まですべての皆さんが夢中になってきた新しい愛の振動のお

かげです。最愛なる皆さん、それは機能しています。それは事実通り機能しています。

 
わたし達は、皆さんに情報を提供し続けて、皆さんが必要とする時に皆さんに新しい詳細を与え

るために、戻ってくることになでしょう。わたし達は、非常に頻繁にこうしたメッセージを続け

ることをキャスリンに求めたいと思います。わたし達は、彼女の交信の技能を使って新しい数々

の計画をもたらす支援をして、地上の他の人々と情報を共有して、その人々の仕事をさらに速く

実現させて新しい物事をもたらすために、彼女にもう少しわたし達の割り当てを増やして貰いた

いと思います。皆さんは、こうした新しい数々の始まりで支援をしている光の活動家達の仲間の

中に含まれるようになるでしょう。

 
わたし達は皆さんに、皆さんのエネルギーを修復し、次の巨大な冒険に対して皆さんのこころを

一緒に高揚させる、楽しく安らかな昼と晩を望みます。



 
わたし達は天の集団、ここでその道のあらゆる段階の皆さんと一緒にいる皆さんの霊的指導者や

指導霊です。わたし達は、皆さんに対するわたし達の終りの無い愛を永遠に送り続けます。すべ

ての皆さんの内なる神を拝して！

 
Transcribed by Kathryn E. May, October 10, 2014, 11 pm, New York
 
http://lightworkers.org/channeling/205761/company-heaven-breaking-through-together


