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2012年、そしてその先へ 

大天使ミカエルから聞いた真実 

 

ケリー・ハンプトン 
 

 

 

 

この本を、その創造の間私を支えてくださったすべての方々へ捧げます。それは大天使ミカエルへ

刺激的な質問を提示し、編集および書き起こしをしてくださった方々、そして本の完成に向けて精

神的な支えとなってくださった方々が含まれます。また、バルボア出版を創設し、無名な著者たち

が重要なスピリチュアルなメッセージを世界に広めることを可能にしてくださったヘイハウスへ。 

そして最も大切なことですが、私の友であり、ガイドであり、私のインスピレーションでもある大

天使ミカエルに対し、私に愛と親切のメッセンジャーとなるように導いてくれたことに心からの感

謝を捧げます。私があなたにとって良き奉仕者であったことを願っています。また次の智慧の書に

携わることが出来ますよう楽しみにしています。 
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著者による言葉 
 

私が神の領域のメッセンジャーであること、特に現在は大天使ミカエルと交信しているということ

は、驚きではなく当然のことと考えています。彼は私の最初の著書『白い光の中へー大天使ミカエ

ルからの啓示』の源でした。そして今回はこの本の源となってくれています。ミカエルは日々私に

対する個人的な援助を通して魂を導き続けてくれて、2010年1月に新しい癒しのモダリティを世界

と分かち合うために授けてくれました。大天使ミカエルは、この新しいモダリティをアセンション

のためのスター・ヒーリング・インターギャラクティック・エナジーと呼ぶようにと言いました。

それは、今現在私たちが生きているこの期間、そして続く2012年からさらにその先の期間のための

ものです。 

 

私を叡智の明瞭さは常に私を驚かせ続け、そこには美があり、いかに神は思慮深いかを私の目に見

せつけてくれるのです。読者の皆さんの中には、この先のページにはいったい何があるのかと、ま

すます疑問に思っていらっしゃるでしょうが、ご心配は無用です。それは私たちの世界を創造し豊

かにする多様性です。私は世界とシェアする次なる啓示を天使から受け取ることを期待のうちに待

っています。まとめるならば、祝福され、良いものを受け取るために開かれていること、親切で愛

のあることです。最高のものはまだこれからなのです。 
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前書き  

 

宇宙について 
 

あなたがこの文章を読んでいるとすれば、世界中のほとんどの方が2012年より前に読んでいらっし

ゃることでしょう。世界がどのようになってゆくのかを想像することはとても重要なことです。親

愛なる魂のみなさん、あなたがどこにいるとしても、あなたの目から見て、2012年がどのような世

界なのかを想像してみてください。怖れに満ちた世界でしょうか？それとも希望に満ちているでし

ょうか？破壊に向かっているのでしょうか？それとも再生に向かっている世界でしょうか？私はこ

れから、皆さんが本当の世界を描くことが出来るよう、神からの叡智を分かち合いましょう。その

ためには、人類はある事柄について考えることが重要です。私が伝えるメッセージは、地球規模の

自然界についてであり、真実において永久であり、私が伝え終わる以前に疑問の余地のないものと

なるでしょう。愛ある父親のように、私は子どもたちと、つまりはあなた方のことですが、信頼に

基づいた関係を築こうと努力しています。あるものたちは反抗的な子どものように、私が言うこと

はイライラすると思うでしょうし、またあるものたちは私の叡智はとても深いと感じることでしょ

う。あなたがどの立ち位置にいようが、私にとってはなんら違いはありません。 

 

それでは、始めましょう。地球という土地に人類が存在する以前より、これは現実的な意味で地球

に人類が存在するようになる前ということですが、人類は始め遥か彼方の銀河で創造されました。

プレアデス銀河として知られている銀河のことです。私がここで話そうとしている宇宙には、16以

上の銀河が存在しています。皆さんがいる銀河とプレアデス銀河は別物ですが、例えばケーキを焼

くときに様々な材料を混ぜ合わせ、それらがひとつとなってケーキが出来上がることを思い出して

みるならば、残りの銀河について理解出来ることでしょう。プレアデス銀河は創造の前より存在し

ています。これがある人にとっては、嘘のように聞こえるであろうことは予想しています。そう感

じるだろうと思っていますし、またそのような感じ方については否定するつもりはありません。話

を続ける前に、あるひとつの始まりの真実について認識することが重要になります。つまり、別の

方向からの真実というのは、人類が生きている銀河がその生活に関わりのある唯一の銀河ではない

ということです。この考えを理解することは非常に重要です。あなた方の自我を一旦横に置いて、

あなた方の多くの人が母なる地球と呼ぶところだけが、元来のふるさとではないということ理解す

るようになるのです。事実、この互いのコミュニケーション、情報は、集合的な神の叡智のひとつ

であるとあなた方にお約束します。 

 

つまり、これは私が個人的に伝えている真実というだけではなく、天使界に存在するすべてのもの

たちによるものだということです。そしてこの機会に全ての魂に知って欲しいこととして、これは

調和の中にいるどのような方たちに対しても、怖がらせたり警告を与えたり、あるいは説得するこ

とは意図していないということです。時に真実というのは、怖がらせることがあるということは私

も同意しますが、この本は世界の終わりについて述べているのではありません。世界の創造の叡智

についての本なのです。そのような気持ちを持ち、2012年そしてその先の世界について、これまで

に培われたあなた方の観念をまず放棄して、新たな気持ちで始めるようにお勧めします。最後に、

私から全ての方へのお願いですが、この本を読み終えたら、あなた方の兄弟姉妹たちを新しい目を
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持って抱きしめて欲しいのです。「新しい目」とは何でしょうか？それはより深い愛と親切、思い

やりの心、希望、そして受容を備えた目です。 

では、くつろいだ状態で座り、銀河の宇宙船に乗り込み、素晴らしい旅の用意をしてください。 

 

 

第1章 2012年、何が待ち受けているか？ 
 

私は今、この情報をどのようにあなた方と分かち合うかを決めようとしています。天体物理学者の

ように感じるのではなく、偉大な科学の原則として理解して欲しいのです。そう思いながら、若々

しい心を持つ魂たちと、最も啓発を受けた地球という世界を、私と共にこの旅に踏み出すようにと

招待いたします。現在の旅はこのようなものです。この瞬間から2012年の間には、地震噴火が続発

することでしょう。これそのものは特に不可解なものではありません。というのは、人類は歴史を

通じて地震や噴火を経験してきたからです。これからやって来る地震や噴火というのは、惑星間の

影響によるものです。これは驚きかもしれませんが、これから起こる事柄です。もう少し明確に述

べましょう。あなた方よりもずっと知的な次元が存在しています。「では、別の次元からの地球的

噴火の目的は何ですか？天使よ、あなたが言う他の銀河の者たちは、私たちよりもずっと賢いので

すか？」と尋ねるかもしれません。それで、あなた方に言いますが、この噴火の続発の理由は、母

なる地球にある毒素のためなのです。あなた方の歴史を通じて創り上げられてきた思考が、放出さ

れるのです。 

 

私が述べた言葉に戻りますが、それは他の知的生命体であり、実際には幾十もあるあなた方の世界

の外側に存在しているものです。思い出してください。どのようにあなた方の多くがプレアデス銀

河から地球にやって来たかを、始めにお伝えしました。今の時点で、すでに多くの方がその考えを

嘲笑っていることでしょう。もう一度言いますが、それは私には何ら新しいものではなく、あなた

方が私の叡智を信じようが信じまいが、私は全ての人々、ひとりひとりを愛しているのです。続け

ますが、偉大なる祝福、そしてより高度の知的生命体が実際に明らかにされています。それなしに

は、あなた方地球上の歴史において成し遂げてきた事柄の多くは、起こることがなかったと言えま

す。より高度な知的生命体から発達したあなた方の祖先がなければ、人類の経済的、精神的そして

身体的な発達は阻まれてきたことでしょう。 

 

では、「ハーキュランの叡智」（良く知られている絨毯に使われている繊維のことではありません）

について分かち合いたいと思います。ハーキュランは知的生命が存在する別の銀河のことです。プ

レアデス銀河の星の中には、世界のどの場所から空を見るかによっては肉眼でも確認されるものが

ありますが、ハーキュラン銀河はそれとは異なり、何千光年も遥か彼方にあるのです。ハーキュラ

ン銀河は肉眼では見ることが出来ませんが、そうだとしても、存在しており、あなた方に知ってほ

しいもう一つの銀河です。ハーキュランはいくつかの惑星で構成される銀河です。それらの集合エ

ネルギーが強さと力の一つであり、ハーキュラン繊維が強さと耐久性を備えたハーキュラン銀河を

思い起こすというのは、ある意味私には面白く思えるのです。それで、あなた方が次回その繊維を

含んでいる絨毯の上を歩くことがあったら、このはるか遠く離れた銀河に存在する知的生命のこと

を思い出してください。この本は2012年とその先について扱っていますから、ハーキュラン銀河、

主要な惑星はハーキュランですが、この先100年のうちに発見されるであろうことを知っておくの
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は大切です。300年以内にはあなた方の銀河とハーキュラン銀河の間の星間旅行が可能になること

でしょう。 

 

なぜこれを知ることが大切なのでしょう？ 

それはこれまでの地球的発見について知ることと同じように大切なことです。それはまるで16世紀

の有名な天文学者ガリレオが、世界は平らではないと言った発見に匹敵するほどのものでしょう。

これは新しき開拓者の発見となるのです。 

 

星々の間のコミュニケーションには、旅行も含まれることでしょう。あなた方の世界と他の銀河の

間を旅することになるのです。これは次の世代の間に起こるでしょう。惑星間の生活についてはそ

の真実が脅威とならない方法で知らされなければ、地球規模的な怖れとなりかねません。2012年以

降の意味の中には、あなた方がいる世界から他の世界への扉が開かれることもあるのです。親愛な

る魂よ、私に約束してください。小さな緑色をした火星人を面白おかしくしないということを。な

ぜならそのようなものは存在しないからです。存在しているのは、愛のある永久的に拡張する宇宙

的な織り重なるものなのです。あなた方の中には、ライトワーカーたちの世界においてはすでに感

じられているエネルギーシフト、変化の目的はこれまでに誰も知らなかった惑星間のコミュニケー

ションへの準備であると言う人もいるでしょう。そして今、あなたの心には私への疑問が沸き起こ

るかもしれません。あるいは神への疑問があるかもしれません。私がすでに述べてきたことは、神

の存在また神の力、そして永遠に存在するマインドへの信仰を弱めさせるものではありません。 

私は神が12いるとか、永遠のマインドは12存在するというようなことは述べているのではありませ

んね。私はただいくつかの銀河があり、いくつかの次元があるということを述べているだけです。 

 

スターシードについて知っている人はいるでしょうか？教えましょう。スターシードというのは、

プレアデス銀河あるいはハーキュラン銀河のいずれかから地球に来たもので、いかなる不調和をも

変えるという目的を持ってやってきたのです。想像するにはあまりにも大きなことですから、あな

た方の心にわかりやすいように話しましょう。例えば、スターシードはあなたのテーブルの向こう

側に座っている人かもしれません。しかし彼らの魂の本質は、地球のエネルギーから銀河のエネル

ギーへの、スムーズな移行を促進する目的を持って来ています。例えばある会社の代表者のような

人が、外国での仕事を任されて、そこで働く人達の仕事が円滑に行われるように見届けることと同

じように考えることが出来るでしょう。スターシードを見分けることが出来るかは重要ではありま

せん。というのは、彼らの容姿、ファッションなど、あらゆるものがあなた方と似ているからです。

むしろ彼らが存在しており、神の叡智、神の御心が、あなた方の世界のあらゆるものを統合してい

ることを理解するように助けていると知ることが重要なのです。まさにあなた方の世界のすべてが

統合されているのです。 

 

質問：私達は地震やポールシフトというような、地球規模の大災害へ向かっているのでしょうか？ 

 

答え：はい、地球が宇宙的な変化を受け入れようとしていること、しかしながら地球もその他の惑

星も常にそうであったということを高く評価します。それらは形を変化させるだけです。あなたの

惑星、あなたの故郷が滅び去るというわけではありません。現在、ポールシフトは起こっています。

現在、あなた方の惑星はすでに地震を経験しています。私のヴィジョンは怖れを引き起こすもので
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はありません。述べるべきことはまだありますが、あなた方がこの叡智を受け入れることが出来る

よう、ここでやめておきましょう。 

 

2012年とマヤ暦、マヤ暦の予言に対する恐れを取り去りたいと思います。再び述べますが、今から

2012年の間に母なる地球の内側で幾度かの噴火があります。そして母なる地球は生まれ変わり、再

生するのです。2012年が世界の終わりを意味すると恐れている人々に安心させてあげましょう。あ

なた方の怖れは全く根拠がありません。思い出してください。私は、変化は人々を不快にさせると

言いました。（それは魂の成長のために必要なのです）そうです、母なる地球は変化しますが、滅

びたりはしないのです。地球は火の玉になるのでもなく、内側から崩壊するのでもありません。マ

ヤ暦の2012年の予言部分が述べている真実は、地球的な混乱があるだろうと認めているだけなので

す。ですから、今怖れを抱いて水や食物や配給物に群がるのをやめなさい。そのような意味で言う

ならば、全てのものはもっとあなた方にもたらされるでしょう。すでに起こっていることは、意識

の変化であり、そして意識の変化は確かにその反応なのです。地球の循環による変化の結果なので

す。意識の変化、今から2012年の間に起こっている波動意識の変化は宇宙的なものです。それは波

紋のような反応です。その波紋を起こした石は何でしょうか？地球の循環速度が加速しているので

す。それはこのようなものです。あなた方の心が、「なぜこれは起こっているのだろう？」と思っ

ているとしたら、あなた方に言いましょう。神の御心、その不滅の御心には崇高な計画があるので

す。計画とはこのことです。母なる地球の回転はこれまでよりも速くなっています。（男性と女性

のエネルギーのためです）地球的な目覚めを起こすための企てであり、それによりその中にいる誰

も同じ周波数でいることはなくなります。あなたの宗教が何であれ、あなたの文化が何であれ、こ

れは力強い神による神聖な出来事です。 

 

この点をより理解するために例を挙げましょう。「クラック・ザ・ウィップ」という遊びをする子

ども達がいますね。この遊びでは子どもたちが手と手を繋いで、引っ張りながら蛇のように蛇行し

ながら走ります。ラインのリーダーは早くしたり遅くしたり出来ます。ラインが速くなればなるほ

ど、後ろの子ども達はついていくのが大変になります。大抵は後ろの方の数人の子ども達が、その

急な動きについていけなくなり脱落してゆくのです。それはまさに、あなた方が住んでいるこの世

界の速度が増していく様のようです。波動がスピードを上げれば、循環もスピードを上げます。そ

して低い周波数はまるでそのゲームの子ども達のように地面に落ちてしまうのです。低い周波数は

憎しみや欺瞞、裏切りと言ったものです。神の御心以上の他のどんな叡智がこのような奇跡的な美

を生み出すことが出来るでしょうか？ 

 

より実際的な意味合いとしてこのように考えてみてください。無限の宇宙意識、神、神の力が優し

い仕方で、優しい愛ある方法を使って母なる地球を揺り動かしているのです。生まれたばかりの赤

ちゃんを新しい世界の約束へと目を覚まさせるように、ゆらゆらと揺らすようなものとも言えるか

もしれません。そこでは、魂たちが新たな目でその世界を見ることになります。彼らの目は新たに

作られことになるからです。この始まりは、世界中のライトワーカーたちによってすでに成し遂げ

られています。彼らはいわば門番のようなものです。より高い次元への考え方、あり方、生き方の

門を開け、全ての人がそこを通って行けるようにします。これは今から2012年の間に起こる出来事

となるでしょう。 
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質問：これはキリストの再臨の年だということでしょうか？もしそうでないとしたら、私たち自身

の再臨ということでしょうか？ 

 

答え：あなた方が言う再臨ということで言うならば、私の主の再臨、そうです。あなた方の魂が再

び生まれるという意味での再臨、それもそうです。新しい世界体制の再臨、そうでもあります。 

では、科学が苦手な人もいらっしゃるようなので、ここで私は科学者となってあることを教えまし

ょう。周波数やバイブレーションについて全く知らない人達のために、それが何であるかをより完

全に理解することは大変重要ですので、話をさせてください。 

 

あなた方の世界、あなた方の次元にあるものは全てバイブレーションです。全ての物質、全ての考

えはバイブレーションです。全てのバイブレーションは「周波数」と言い換えることが出来るでし

ょう。多くの方は、ヘルツの周波数には感謝していることでしょう。ですから、2012年とは低い周

波数は追いやられる時代、つまり、非常に低いゆっくりとしたバイブレーションを持つネガティブ

な感情は、もうお払い箱になるということなのです。一方で私について言うならば、私はしばしば

5次元に身を置くものですが、そこは純粋な愛とワンネスの次元です。私や私の次元にいる者たち

の周波数は、このバイブレーションのみを携えており、その無限の意識はあなた方の4次元の世界

が、いずれ5次元へと上昇する機会を創り出しているのです。 

 

ではここでいくつか質問をして考えてみましょう。次の二人のうち、どちらが高いバイブレーショ

ンを持っていると思いますか？一人は仕事を失ったばかりの人、もう一人は新しい仕事が保証され

たばかりの人です。普通に考えて出て来る答えは、新しい仕事を得られた人の方がより高い周波数

を持っていると思いますね。なぜなら、恐らくその人は喜びや興奮、希望、期待そして感謝の感情

に満たされていることでしょう。しかしこの二人の魂は、いずれも低いバイブレーションを同時に

持ち合わせる可能性があることも考えて欲しいのです。どのようにでしょうか？新たなポジション

を得た人は、恐怖や疑念、不安や心配といった周波数も持ちうるということです。もうお分かりだ

と思いますが、周波数やバイブレーション、共振共鳴は実にとても複雑だということなのです。 

 

 

質問：天使よ、なぜ2012年とその先の時代の意味を理解することは重要なのでしょうか？ 

 

答え：誰かがあなたに2012年について尋ねる時のために、理解していることは重要なのです。つま

り私が説明したいのは、答えは１つではありませんし、ひとつの周波数ではないということです。

この世界に住む魂たちは、例え自分の故郷と言えるような場所に住んでいようとも、2012年につい

て考える時、高いバイブレーションエネルギーと低いバイブレーションエネルギーを同時に持ち合

わせるのです。私の望みは、この叡智がそれらの人々に光を与え、彼らがきっぱりと低いバイブレ

ーションを脇に押しやって、愛、親切、同情心、許し、そしてジャッジしないことだけになること

です。 

 

また、インディゴチルドレンやクリスタルチルドレンの多くは、すでに新しいDNA構造を持ってあ

なた方の世界にやってきています。そのDNA構造は姿かたちでジャッジはしないのです。あなた方

はこれについて、どう反応するでしょうか？神の領域が、どのように反応しているかをお伝えしま

しょう。私たちは祝っています！あなた方は、何億もの天使たちが一斉に飛びはねている様子を想
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像できるでしょうか？そうであれば、これから述べることも想像できるでしょう。2つの点につい

て、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。 

 

１．ジャッジのない生き方という概念 

２．天使たちが飛び跳ねるという概念 

私がくすっと笑うだけで、あなた方のバイブレーションに影響を与えることが出来るでしょう。実

際にはあなた方のバイブレーションに影響を与えるために、天使が用いられることはないと言われ

ていますが。想像してみてください。あなた方の世界で、今この時に創造されたその深さと不滅の

叡智は、他に類を見ないものなのです。今日の世界における10歳以下の子ども達の魂の全世代は、

ジャッジのない生き方をするように、遺伝子的に再構築されているということです。なんと偉大で

美しい、優雅なギフトなのでしょう！ 

 

より明らかにするために、全ての人にお願いしたいことがあります。生活の中で普段ジャッジして

いることを10個挙げてみてください。いくつか例を挙げてみましょうか。誰かを見た目で判断する

こと、仕事で判断すること、倫理的な判断、そして自分自身をジャッジしてしまうことなど。 

 

たまたま運よく10歳以下のクリスタルチルドレンに会うことがあったとしたら、あなた方は彼らが

どこか違うと感じることでしょう。しかし、何が違うのかは分からないでしょう。それは、彼らの

魂からジャッジすることが取り除かれているということなのです。運よくクリスタルチルドンと会

って、数分でも接することがあるならば、違いを目撃し始めるでしょう。その違いの一つが、彼ら

は他の人々とは違った目であなたを見るということです。ではどのような違った見方なのかと思う

でしょう。彼らの目にはジャッジがないのです。それはまるで濾過されて取り除かれたようなので

す。彼らの目はその魂の共鳴ですから、あなた方がこの最初の世代のクリスタルチルドレンから受

ける経験は、無条件の愛です。あなた方のうちのどれほどの方たちが、見知らぬ人から無条件の愛

を受けるという経験をしたことがあるでしょうか？しかしながら、これがクリスタルチルドレン達

がこの世界にもたらすようにと頼まれたものなのです。 

 

ある人はこのように言います。「天使よ、ではジャッジしないとしたら、どのように私は物事を理

解するのでしょう？」と。では答えましょう。思考を創り出すのはジャッジではないのです。ジャ

ッジが創り出すのは偏見、嫉妬、そして貪欲です。2012年が母なる地球にもたらす高いバイブレー

ションエネルギーを地球が受け取れるように、それをサポートする魂が存在するのです。そのエネ

ルギーが地球にしっかりと根ざすためです。そして2500年まで、日々ますますそうなっていくので

す。想像出来るでしょうか？ 

 

ジャッジについて話を戻しましょう。それは一つの要素でしかありません。新世界秩序のほんの一

筋であり、新しい世界体制というのは、いわば大いなる目覚めの時と言えるでしょう。大いなる目

覚めとは何でしょうか？霊的意識の大いなる目覚めです。実際のところそれはすでに存在し、プレ

アデス銀河、ハーキュラン銀河から派生した周波数が再び目覚めることなのです。 

 

別の想像の方法としてこのようにも考えられます。何世紀にも渡り、あなた方の世界とそこに住む

者達は、地球全体や自分達を雲や霧で覆ってきました。そして結果として、何が起きてきたかはも

うわかりますね。何世紀にも渡り、人類の思考が集合的に母なる地球を曇らせてきました。なぜな
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ら、母なる地球は惑星であり、惑星は生きているからです。星々が生きているように、小惑星が生

きているように、ブラックホールが生きているように、太陽フレアが鼓動と速さを持つ生き物であ

るように。あなた方が私の叡智について来ているとしたら、創り上げられた雲は、明らかにジャッ

ジを通して創られたものであると理解し始めていることでしょう。 

 

質問：「新世界秩序」はそれまでに実在するのでしょうか？ 

 

答え：全ての質問があなた方の宇宙に重要でありますが、あなたはいくつかの宇宙的に重要な質問

を尋ねています。恐らく「新世界秩序は順調か？」というフレーズについて明白なものがあります。

「新世界秩序」は多くの事柄から構成されています。それは、人と動物そして神また無限の意識の

間の相互関係で構成されるのです。このように「新世界秩序」を考えるならば、その創始エネルギ

ーについても理解し始めていることでしょう。とはいえ自然に理解するにはまだ壮大なのです。

「新世界秩序」は2012年までには誕生し、少なくともその後1000年は続きます。それからどうなる

のでしょう？聖書で何度も述べられているように、救済の時です。これには私は同意します。しか

しながら、ある聖句や宣伝で言われるハルマゲドン＝世界の終わりではありません。「新世界秩序」

は人間の病んだ心や病んだ心で形作られた欲求によって、人間が創り出した「物事」「構成物」そ

して「しきたり」をひっくり返すものとなります。 

 

霧が晴れるところを想像してみてください。そして2012年にあなた方ひとりひとりが、実際に足を

踏み入れるところを。2012年までには、複数の宇宙の神聖意識が地球に準備をさせると言われるか

もしれません。それはまるで、陸上選手が練習前に筋肉のウォーミングアップをするかのようです。

何と素晴らしい叡智がここにあるのでしょう！ 

 

 

この話を終える前に、ジャッジについてもうひとつ練習してみましょう。魂の成長を望むのであれ

ば出来るでしょう。あなた方の日常のうちの1週間を取り分けて、1日の中で何回物事をジャッジし

ているかを数えて記録してみてください。ほとんどの人は自分がどれほど多くジャッジをしている

かに驚くことでしょう。もう一つ最後に。あなた方は「天使よ、私はジャッジのない新しいDNAが

再構築され、その力が新しくされることの価値が分かりません。もっと分かるように助けてくださ

い。」と言うかもしれません。ジャッジするということは、賢明な決断をするのに助けになってい

ると言うかもしれません。それは全く真実ではないと言いましょう。次の実験をやってみてくださ

い。1日目隠しをしてそのまま過ごしてください。残念ながら、ジャッジと言うのは多くは視覚に

よるものであるということです。目の不自由な人々が、あなた方の世界においては最も啓発を与え

る教師であると私が言ったとしたら、あなた方は何と言うでしょう？今度道で目が不自由な人に出

会ったら、あなたにジャッジをしないことを教えてくれていることに対し、彼らを祝福し感謝して

ください。 

 

クリスタルチルドレン達は、世界のある地域ではこの名前で知られています。その名前は、彼らが

持つクリスタルの周波数によってそう名付けられたのです。クリスタルの周波数はプレアデス銀河

とハーキュラン銀河に由来しています。彼らはその分子構造を変えられたためにジャッジというも

のを携えずにあなた方の世界にやって来たので、あくなき好奇心と限りない落ち着きと平和を持っ

ています。最初は奇妙に見えるかもしれませんが、実際彼らは今日の世界に生きる大多数の魂とは
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異なっています。しかし、2012年までには、インディゴチルドレン、レインボーチルドレン、そし

てアトランティスチルドレンとともに、大多数を占めるまでになるでしょう。 

 

感謝しましょう。そして今度はあなたが飛び跳ねる番です。彼らのことを地球のための遺伝の青写

真であると考えるかもしれません。ハレルヤ！喜びなさい！ 

さらに続けさせてください。どんな容姿やファッションであろうが、これらの言葉を読んだりこの

叡智について耳にしたりした人は誰も、自分達やこの雲を創り出してきた先祖達に罪悪感を感じて

欲しくありません。もうジャッジのある周波数は、横に置かれているのです。何が起きていてそれ

はなぜなのかの説明として、これを述べています。しかしながら、あなた方はライトワーカーでな

くとも、または啓発を与える若い世代の人達でないとしても、自らの剣を持ち、光が闇に打ち勝つ

目に見えない霊的な軍隊に参加できるのです。 

 

もうお分かりのように、クリスタルチルドレンや彼らと似たような者達が、この目に見えない軍隊

の大将だとしても、サポートする軍勢を必要としているのです。あなた方の思いの中で明確にして

おいて欲しいのですが、「剣」という語を思い浮かべたり言ったりするとき、その剣は神による光

でのみ癒されるのです。近づく2012年、また2012年が過ぎてすぐに、これらのシフトし新たになっ

た地球的な意識エネルギーの結果として、戦争は減り、飢えも減り、憎しみや貧困が減り、病気も

減少しているでしょう。2012年およびその先について読んだり、または推測を耳にしたりする時、

世界は終わりを迎えると述べているでしょう。ある見方をするならば、この意見に私は同意しまし

ょう。つまり、あなた方が知っている世界は終わりを迎えるということです。 

 

さらに続ける前に、それらライトワーカー達に感謝を伝えたいと思います。彼らはこの変容の時に

自分たちを合わせ、今や何百万人も存在しているのです。この文章を読んだり言葉を聞いているラ

イトワーカー達全てが、生まれた時からその魂は人類の歴史におけるこの時に、手助けをするであ

ろうことを既に知っていたと言ったら、あなた方を驚かせることでしょう。この驚きが不安ではな

く積極的な啓発となるように願っています。仕えるために呼ばれ、またそれに同意したライトワー

カー達がいなかったら、大きな宇宙的な妨害があったことでしょう。大きな宇宙的妨害とは、他の

銀河に存在し、光の中に完全にはいない生命体の事です。ご存知のように、あなた方の生活の中に

も光と闇があるように、他の銀河にも善良さと暗黒が存在するという考えは容易でしょう。ゆえに、

ライトワーカーの軍隊で使えるための誓いの言葉があるのです。 

 

「私○○は、大いなる覚醒の目に見えない霊的軍隊において、お仕えすることに同意いたします。」 

 

魂が同意する時、それは彼らが地球という乗り物から去る時まで愛や親切を表すという霊的なコミ

ットメントです。例を挙げると、ある魂が年を取り頭も白くなると、誰かのためにドアを開けてあ

げることを思い出し、隣人に微笑むことを思い出すようなものです。そういう意味では、愛には境

界線がなく、評価というものもないのです。笑顔の周波数は、洪水が起きた後に100人の人が町を

再建しようと意図する周波数と同じです。私は個人的に、2012年のエネルギーの統合を援助するた

め、ある特定の仕事を割り当てています。つまり、もっと何かを成し遂げたいと望む魂に（これは

何千もの魂に起きている事ですが）私は謹んで助言を与えています。世界のある特定の地域で働く

ようにと割り当てているのです。この奉仕の同意書にサインしたいと望む魂たちにとって、それは

実際に自分たちが住んでいる場所より、数千マイルも離れた所に癒しのエネルギーを送る事が含ま
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れるかもしれません。もちろんそれは意思の力です。例えば、私は既に多くの魂に心の癒しを通し

て、パキスタンでお仕えするようにと言いました。また何千もの魂に心の癒しを通してエチオピア

でお仕えするようにとも言いました。数千のライトワーカーたちにベルファストにヒーリングのエ

ネルギーを送るようにとも言いました。明らかにこの母なる地球のある地域は、他の地域よりも何

世紀にも渡って人類の思念により痛めつけられてきました。 

 

私は宇宙で最も大いなる仕事を持っているのです。それは巨大なクロスワードパズルのようなもの

で、空いている場所に必要なピースを埋めていくという仕事です。すでに挙げたこれらの場所は、

疑いなく私の霊的軍隊の者たちによる奉仕が必要な場所なのです。覚えておいていただきたいのは、

私が「軍隊」また「戦士」という言葉を使うとき、あなた方持っているイメージ、それは殺戮や破

壊といったものかもしれませんが、それとは切り離して使っていると思ってください。思いを、あ

なた方の細胞の記憶を置き換えるのです。私が話している軍隊とは、愛の軍隊なのです。この書類

にサインすることに関心があるのでしたら、どこでお仕えするかは、あなたの自宅の裏庭という選

択も出来ますし、あるいは無限の神、無限の思考の叡智に呼び掛けて地球の最も遠いところでお仕

えすることも可能です。世界のどこが助けを必要としているか見極めることは、魂にとってそれほ

ど難しいことではないのです。世界のどこであってもあなたが助けを必要だと思う場所があるなら

ば、どうぞ助けを与えてください。私たちは地球規模で所定の位置に採点者を置いています。それ

はまるで地球を4分割にした巨大な採点表のようなもので、どこがより他の場所よりも癒しを受け

ているかを表しているのです。思考は測定可能なエネルギーだからです。地は水よりも密度が高い

ので、どこでお仕えしどこに癒しのエネルギーを送ったら良いかもっと指示が必要な人がいるとし

たら、私はまず大陸を選ぶようにと言うでしょう。密度というのは、つまり大陸の方が海洋よりも

ずっと記憶を維持しているということなのです。もっと言うならば、洪水が起こったとして、その

水、その土地を溢れさせる水というのは実際には浄化なのです。 

 

質問：大天使ミカエル、どのように動物虐待を食い止めることが出来るか助言してくださいます

か？またそれは2012年までに終わるのでしょうか？ 

 

答え：続く5年の間に多くの別のエネルギーが入ってくるでしょう。それはこの虐待を正しく助け

るものとなります。虐待のバイブレーションはあらゆる愛や優しい思いと行動によりばらばらにさ

れてきています。どのように食い止めるか？それがなくなると信じ、ポジティブな行動をとり、虐

待し悪用している人々へ愛のエネルギーを送ってください。 

 

愛はネガティブな周波数の何千倍、いえ何億倍もの力があるのです。あなた方の内側にある叡智、

そして内側の栄光をしっかりと握りしめ、互いをまたあらゆる生き物を敬いなさい。 

 

地球の密度と地球が記憶を持っているという考えにはある背景があるのです。それは水よりも地よ

りも取り除き元に戻すことが難しいもので、地球に根付いて育つような細菌戦がなされてきたとい

うことです。あなた方の意識に落とし込むようにちょっと時間をとってみましょう。あなた方が細

菌戦について知っていてもいなくても、こう説明しましょう。新しい光線により、実際2012年は光

線エネルギーとなるのですが、二つの力強い銀河、プレアデスとハーキュランからの新しい紫外線

により、もはや細菌戦は存在しなくなるのです。 

細菌戦により母なる地球において人類の暴虐の温床化が可能になってきたのです。 



 Copyright©2018 Kelly Hampton All rights reserved                 15 

 

 

ではここで別の話になりますが、ではなぜ母なる地球にこのような酷いことが起きたのでしょう

か？なぜハリケーン、洪水、トルネード、津波といった全てが、より頻繁に起こっているように見

えるのでしょうか？あなた方に言いますが、簡単に有罪と推論づけないとすれば、この扉を開けた

のは人類の思考です。ゆえに、あなた方よりもずっと高い智慧が介入してきました。 

あなた方の中には、この2012年という時期はニルバーナ（解脱）の時代へ入って行くという見方を

持つ人がいます。振り子は2012年とそれ以降に怖れを抱いていた人々から、それを素晴らしい解脱

の経験であるとみる人たちへと動きます。解脱的経験であるとみなす人々は共鳴しながら真理へと

ますます近づいているのです。 

では魂は2011年について何を期待できるでしょうか？見知らぬ人の間に友情が育つことが期待でき

ます。様々な病気が起こりますがそれは一時的なものです。世界の経済中枢の再構築があり、植物

や動物世界では分子DNA構造の修正が続きます。森林再生が起こります。新しいDNAを持つ木々と入

れ替わるために、滅ぶ必要のある森林があると知るようになります。これまで、私は「あなた方」

つまりは集合的な魂、またその体、人類について話してきました。もちろんそれはあなた方の惑星

に存在するひとつの生命体であり、真空には何も存在ないのですが、ここであなた方の植物および

動物界で起こる変化についてお伝えしましょう。 

多分、私は植物および動物世界との対話から始めるべきだったのでしょう。なぜなら命のヒエラル

キーの観点からすれば、人間と平等だからです。もしこの言葉があなた方の中の誰かをイラつかせ

て、それによりこの本を閉じて耳をふさぐとしたら、それはそれで尊重しましょう。しかしまだ積

極的に関心を持っている人に対して、どうぞこの叡智を真理として受け入れて欲しいと思います。

あなた方の多くは、その考えをこのように理解するでしょう。 

もっとも小さなシジュウカラの中にある神性は、最も強大なセコイアの神性とレベルは同じです。

そして最も強大な人も同じです。時としてこの考えは見落とされがちです。ミケランジェロの内に

ある神性、またレオナルド・ダ・ヴィンチ、アレキサンダー・グラハム・ベル、アレクサンドル・

ソルジェニーツィンの内側にある神性と、ノーベル賞受賞者全員をすべて合わせたとしても、同等

なのです。あなた方の目は開いたでしょうか？良いでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Copyright©2018 Kelly Hampton All rights reserved                 16 

 

第2章 霊的な啓発 
 

惑星と太陽系についてもう少し話したいと思います。というのは、非常に長い間、人類の目はずっ

と地上に向けられていたからです。あなた方の中には他の本、『白い光の中へー大天使ミカエルか

らの啓示』で私の言葉を読んだ人もいることでしょう。そこで私はこのような言葉で始めました。

「創造以来、人類は天（heavens)を見上げてきた。』と。ですから全く矛盾しているように聞こえ

るかもしれませんが、そうではありません。私が天について述べました。そして今その言葉を使う

時、「天空」(heaven)と「天」(heavens)では使い分けており、「天」(heavens)というのは天の王

国のことなのです。 

私は5次元、そして6次、7次、8次、9次元に至るまで明白な啓発を提示したいと思っています。そ

うする時、当然のように惑星、星々、小惑星、そしてアンドロイドについて話すことがあるでしょ

う。それは水瓶座の時代です。またヘラクレスの時代へと近づいており、故にこれら二つの時代、

あなたやあなたの子どもたち、またその子どもたちが住む時代なのですから、より理解するのは良

いことなのです。世界中に集まり合うあなた方のひとりひとりに、空を見上げて、その神秘に思い

をはせ、その複雑さを受け入れ、未知のものを大切にし、それを恐れることのないようにと申し上

げます。もし、地球上の4分の1の人々が、同時に一斉に空を見上げたらどうなるかわかりますか？

続く10年の間にそれは起こるのです。地球の人口の4分の1が同時に空を見上げるのです。これが起

こるとき、それはエネルギーの切れ目と呼ばれます。エネルギーの切れ目とは、力と激しさに満ち

た太陽フレアのようです。なぜそれほど多くの人が同時に空を見上げるようになるのかを述べる前

に、これは世界の終わりではないと断言します。これはハルマゲドンではありません。それは一連

の出来事、宇宙的出来事であり、あなた方の見方によっては３つか４つの銀河が揺れ動かされるで

しょう。 

 

 

質問：2012年は「銀河整列」として知られる非常に珍しい天体現象を代表しているのだと信じてい

る人がいますが、基本的な質問はこのようなものです。銀河整列は地球そのものに影響を与えうる

のでしょうか？それともより深い意味を持つ単なる象徴なのでしょうか？ 

 

答え：銀河整列というこの言葉に述べることを光栄に思います。この奉仕のために、この期間の銀

河を使うようにとライトワーカーたちを集め始めています。私はライトワーカーたちを呼び、様々

な方法をとっています。あなたが言うこの珍しい天文学的な出来事は、神の御心によるものです。

科学者たちは違うことを言うでしょうが、彼らのことは放っておきなさい。遥か彼方の銀河は、そ

れぞれに神による智慧と神意があるのです。それはあなた方や最も小さなアメーバを創造した神の

智慧と同じです。より詳しく言えば、銀河整列は実際は再調整なのです。そうです、他の銀河から

の周波数の再調整です。銀河は揺さぶられることがあります。科学者に尋ねてみてください。彼ら

はこの同じ真理を述べることでしょう。どんな銀河も移動を経験しうるものであり、経験している

ものもあり、この場合の移動は振動に属していると言うことです。あなた方はこう尋ねるかもしれ

ません。「では天使よ、なぜ将来3つあるいは4つの銀河が振動するのでしょうか？」と。答えまし

ょう。無限の智慧の創造者がこれを指揮しているのです。つまり、これら３つあるいは4つの銀河

は、あなたが触れるなら振動しがたがたと揺れ始めるのです。互いにぶつかり合うのです。あなた

方の素晴らしい想像力を使ってみると助けになるでしょう。バンパーカーを思い浮かべてください。

それぞれのバンパーカーは異なる銀河であり、3台あるいは4台のバンパーカーがぶつかります。
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（もっと明確に述べるならば、第4の銀河はまだ完全に形にはなっていません。そのため３つある

いは４つと言っています。）思い出してください。銀河は常に創造されているのです。あなたの乗

るバンパーカーが別の1台にぶつかったとしたら、何が起こるでしょうか？音が生じるのではあり

ませんか？それはまさしく2012年の少し後に起こることです。これらの銀河がぶつかり合い、世界

中に響き渡るような大音量が聞こえ、全ての人の目は空を見上げます。見上げてこのように大きく

異常な音の正体を探すことでしょう。インディアナに住む母親は、テキサスに住む子どもたちに電

話して、その音を聞いたかどうかと尋ねるでしょう。インドネシアに住む父親たちは、自分の家族

に同じことを尋ねるでしょう。そして人類の4人に1人がみな同じことをするのです。「あの音聞い

た？」という質問をするのです。 

 

私の大きな望みとしては、あなた方がこれを偉大な発見とみなすことです。別の銀河が生まれるの

です。4つ目の銀河です。それはこれまでに聞いたこともないような地球規模の大音量を伴う生み

の苦しみと言えるでしょう。しかし、それはまさに誕生の瞬間であり、大いなる喜びの時なのです。

ですからそれが起こるとしても怖れることなく、受け入れるのです！地球的な損傷は何もありませ

ん。誰の耳も損傷を受けることはありませんが、地球規模のその音は10ソニックブームよりも強力

でしょう。全ての爆発は同時に起こります。では、多くの方が太陽黒点、太陽フレア、またその他

太陽の周辺で起こっている出来事について、これは私と関係があるのか？聖書や他の聖句に予言さ

れていたハルマゲドンのサインではないか？と尋ねていますが、答えは全く違います。太陽が死に

かけており、その活動はもっと頻繁にもっと大規模に起こるでしょう。太陽の影響は自らの癒しの

ためなのです。 

 

あなたがあらゆる生き物、息をするものは全てその中に意識を持っていると考え始めると、太陽も

また意識を持っていると理解し始めるでしょう。私はあなた方が太陽活動を以前とは多少異なるけ

れども自然なプロセスであるとみなして欲しいと思っています。それで今こう尋ねるかもしれませ

んね。なぜ太陽が死にかけているのか？と。私は死にかけているとは言いましたが、死んでいると

は言っていませんね。太陽は、あなたが生きている間、また貴女の子どもやまたその子ども、さら

にまたその次の子どもの子どもが生きている間は完全に死ぬことはありません。とはいえ、それは

今この時変化し続けているのであり、2012年という年もそうなのです。 

 

もし私が、太陽が人間による公害のために、今はその周囲に薄いフィルムのようなものがかかって

いると言ったら、あなたは信じるでしょうか？それともばかげていると思うでしょうか？もしそう

だとしても、人類が長いときをかけて作り出した薄いフィルムは、太陽フレアによって燃やし尽く

されてしまいます。それが自然のサイクルです。これはどういう意味で話しているのでしょう？太

陽の活動頻度が増えていく時は、あなた方の惑星、あなた方の世界から発せられる活動と直接関係

しているということです。2012年が近づき、それはまるで盛大なパーティーのようになっています。

繰り返しますが、それは再生、復興、再建の自然作用にすぎないのです。 
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質問：2012年はより多くの暴力や陰謀のようなものが増えるでしょうか？（自然災害が人々を殺し

ているように） 

 

答え：大量破壊はありません。そのような怖れは横に置いておきなさい。何か大きなものもありま

せん。それは横に置いておくように。ではどんな変化でしょうか？時として、変化は活動を生み出

します。つまり、霊的な変化、意識の変化、エネルギーの変化であり、母なる地球の変化です。ネ

ガティブな意味での変化は何もありません。あなた方に対して保証しますが、神の智慧、神意とい

うものがあり、それは何よりも偉大なのです。これらの変化を指揮している様を想像してみてくだ

さい。 

今、あなた方にはっきりと言いますが、この出来事ののちでさえも、これは世界が終わりを迎える

サインであるとか、ルシファーが降り立ったサインであるとみなす魂がいることでしょう。これら

の考えはいずれも真実からはかけ離れているのです。にもかかわらず、この出来事に関する十分な

叡智が広められなければ、カオス地帯となってしまうでしょう。今個人としてそのような考えを持

つことにベストを尽くすなら、良いものだけがやってくるでしょう。あなた方へお願いですが、こ

の出来事については、霊的なあるいは何か宗教的な説明よりも、むしろ科学的な説明を受け入れて

ください。では、別のことに話を変えましょう。あなた方の外側にある惑星や銀河について話さな

ければ、他の生命体について話すこともなく全く完結しません。手短には言及しましたが、もっと

検証する必要があります。多くの人は恐らく、もしかしたら実物を見たことがあるかもしれません

が、南フランスのラスコーにある壁画を見たことがあるでしょう。そこには奇妙な形をした生き物

と乗り物が描かれています。ある人たち、またその母たちや祖母たちは、その生涯のうちに他の絵

を見たことがあるかもしれません。あなた方はアフリカの平原の真ん中に井戸があるのを知ってい

ますか？アフリカ大陸の真ん中にあり、地球外のものと呼ばれるであろう生き物がたくさん描かれ

ているのです。私が述べていることを信じる人も信じない人もいるでしょう。すでに様々なことは

述べましたが、2012年の素晴らしさは、他の銀河に確かに存在する生命、その秘密と隠されてきた

事柄に対する地球規模の目覚めがあるということです。そうです、この知識に対する恐怖さえ、20

12年が近づくと減少してゆくでしょう。続く数年の間に、他の生命体に実際に会ったという目に見

える記録や記述が増えて行くことでしょう。この宇宙的変化とともにある意識の変化、啓発された

思考はより大きな理解と感謝になるでしょう。怖れるべきものは怖れ自体のみです。概して、他の

惑星で発見された知的生命体は、威嚇的ではありません。世界の指導者たちの中には、何か別の生

命体について論証することよりも、あなた方にこの知識を隠しておくことの方に恐怖を抱いている

者たちがいます。 

 

質問：ミカエルよ、私はアメリカに住んでいますが、政治家たちは私たちに対して誠実ではなかっ

たと思います。そしておそらく他の国でも同じだと思います。これについては何か私たちに言える

ことはあるでしょうか？ 

 

答え：私は恐怖ではなく、啓発を広めています。そうですね、多くの力を持つものたち、政治だけ

ではなく、会社権力も同様であると同意いたします。彼らは魂の起源が純粋な光の銀河からではな

いのです。目に見えない力が働いており、それはこれからも働き続けますが、人類の高潔さを破壊

しているのです。これは壁画の時代から続いています。このことに責任を負わねばならないエイリ

アンが手を付けなかった場所は、地球上のどこにもありません。 
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とはいえ、力強く言わせてください。あなた方の歴史上のどの時代にもなかったほどに、さらなる

愛と光の癒しが今宇宙にはやってきており、これら知的異星人たちを正し、屈服させます。 

重荷、これら他の生命体は何も企んでいません。何も送り出すことはなく、何も求めません。ただ

平和と協力だけです。彼らは調和と受容を求めているのです。2012年のエネルギーにより魂は確固

としていますから、2012年の後半には意識的に何かをしなくとも、彼らの意識は引き上げられ変化

してゆくでしょう。何に対する変化か？すでに述べたことですが、より素晴らしい理解、目覚め、

啓発です。というのは、2012年の魂の大部分はエネルギー的には5次元に存在しており、時にそれ

は水瓶座の時代として知られています。彼らの心はこれらのイデオロギーを受け入れやすくなって

いるでしょう。すでに私が宣言したように、もう一度言いますが、もしあなた方がこれを2012年以

前に学び、信じることが出来ないとしたら、それを降ろして去りなさい。そして2013年にもう一度

手に取ってみなさい。あなたの見方は変化するでしょう。 

地球のバイブレーションが上昇する2012年の結果として、星々の間にコロニーが出来るでしょう。

私には科学者たちが立ち上がって拍手をする様が見えますが、実際には他の誰もそうしません。20

12年までには、また続く数年の間に、これもまた変わることでしょう。惑星間のコミュニケーショ

ンには異なる次元内を行ったり来たりすることも含まれます。戦争のない「スターウォーズ」が真

実になるときが来たと考えると良いかもしれません。 

「では、天使よ、あなたは2012年の6月に私が宇宙船に乗って別の惑星に行き、別の生命体に会え

るということを言いたいのですか？」そのような質問があるかもしれませんが、それに対して、私

はイエスと言います。これを行う知識はすでに存在しているのです。これを行う潜在力はすでに存

在しているのですから、イエスと言っているのです。そしてもう一つイエスと言えることとして、

これが起き始めると、あなた方からは隠されてしまうであろうということです。多くの他の生命体

がすでにやってきていると私が言うとしたら、あなたは何と言うだろうか？もちろん信じるものも

信じないものもいるでしょう。もし私が、世界の主な指導者たちはこの事実を知っていると続けた

ら、あなたは驚くだろうか？いつでも私が他の知的生命体について魂たちに話すとき、私は素晴ら

しい約束と希望に満ち溢れます。それは人類が愛と親切と理解のある新しい状況を擁護し続けると

いうことなのです。 

 

次に話したいことは、2012年までに到来する、啓発された考え方の結果として起こる、2つの惑星

の発見です。ある意味、2012年はルネッサンス期、偉大なイタリアのルネッサンスのように見なさ

れるでしょう。2012年のみ、地球的なルネッサンスとなります。 

2012年から2015年にかけて、過去30年に世界が遂げてきた以上の奇跡的な発見があるでしょう。こ

れらの発見は他の銀河系から来る、力強く移行する周波数からの鏡面反射となるでしょう。これら

素晴らしい発見が子どもたちの心から来るというのはなんと励みになるのでしょう。若いインディ

ゴチルドレンたちの思考は、すでに人類がより長く、健康に人生を継続させる方法を創り出してい

ます。レインボーチルドレンの多くは、すでに地球規模の平和行進を組織立てて計画しています。

多くのアトランティックチルドレンたちは、すでに新世界秩序の道筋のために働いています。あな

た方には喜ぶべきことがたくさんあるのです。 
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質問：私たちはまだ予言された暗黒の3日間を経験するでしょうか？だとしたらいつでしょう？ 

 

答え：誰の予言ですか？私のでしょうか？人類は長い間霊的な闇の中にいました。これは素晴らし

い祝福と光の時となるでしょう。大変興味深いことですが、多くの質問は恐怖に根ざしているので

す。今一度、はっきりとこれらの怖れを消し去らせてください。世界の終わりはないのです。これ

は主に目に見えない霊的な世界戦争なのです。善と悪の戦い、闇を光が覆うのです。全ての魂から

発せられる質問には敬意を払っていますので、いくつかの質問を発展させてみたいと思います。キ

リストの再臨に関する質問について、少し話させてください。以前に話したことですが、救世主の

ようなものの再臨がありますが、彼はすでに到着しています。2012年が近づくまでは、再臨と再臨

に関する目覚めは地球規模には感じられないでしょう。しかし彼はすでにその位置にいます。私が

メシアのようなものと言う時、それは私たちが彼をどのように見たいと思っているかということで

あって、単にキリスト、あるいはキリスト教徒、ユダヤ教徒というわけではありません。その救世

主のようなものは、地球的自然の救世主、あらゆる世界の文化にある救世主として来るのです。私

が宗教という言葉を使わなかったことに気づいてください。私には、あなた方の思考の集合体がざ

わざわと騒いでいるのが聞こえます。「では天使よ、彼はどこですか？その新しい救世主がすでに

私たちの世界にいるというなら、いったいどこにいるのですか？」と。まだそれを明らかにする時

ではありません。そして再び疑念の集合体が尋ねているのが聞こえます。「では、天使ではないの

ですか？」と。あなた方に言いますが、神の計略がそこにはあるのです。そうです、私は計略とい

う言葉が好きなのです。 

 

質問：私たちはそれまでにユニバーサルコードを身につけておくことが義務付けられているのでし

ょうか？イエスに信仰を持ち続けている人々はそのとき殺されてしまうのですか？ 

 

答え：私は全ての質問は尊重しますが、しばしばどうやってそんな考えが人間の意識に植え付けら

れたのかと思うのです。私は知っています。ただまだ見ていないのです。自問してください。あな

たは自分が知っていることをどのように知るのですか？あなたが知っているあるいは恐れているこ

とをどのように知るのでしょうか？それはあなたが読んだものの中にあるのでしょうか？あなたが

聞いた何かでしょうか？怖れはどこにありますか？人類に言いましょう！啓発を受けた意識の変化

には、怖れの場所などないのです。続けましょう。この見えない霊的な戦いには神の高度な知的戦

略があり、その戦略の一つはまだ彼の場所を明らかにしていないのです。しかしながら安心しなさ

い。2012年には彼はもっとはっきりと見分けられ、尊敬され、謙虚さが明確になり、高められるで

しょう。私はここで、人類の歴史上この複雑な時代をすべての人が理解するために、一連の声明を

出したいと思います。それは人類の生活が簡素になるときです。人類の世界には、撤廃されねばな

らない闇の力があり、それは撤廃されるのです。これは霊的に考えるならば革命的な生命ではあり

ません。太古の昔から、人類は敵から自分自身を守ってきました。毛の生えたマンモスやサーベル

タイガー、あるいは黒死病、あるいは教会や自分自身など、様々な敵がいました。この声明は革命

的ではありませんが、あなた方の世界に存在している暗黒は別の惑星が起源であるということを暴

露します。あなたがもしまだ私を信じているなら、もう少し続けましょう。私が言おうとしている

ことは、地球の政府にいる人々の中にはその細胞構造が別の次元から来ている人がいるということ

です。邪悪さや貪欲、そして腐敗がどこから来ようが大した問題ではないと思う人もいるでしょう。

その点では私も同じ意見です。しかし、それが目に見えない霊的な戦いを創り出しているのです。

もう一度言います。私の領域では、2012年は偉大なる目覚めの時であり、人類の目と耳と心が愛と



 Copyright©2018 Kelly Hampton All rights reserved                 21 

 

親切のエネルギーに完全にオープンになるときなのです。抵抗するものたちは戦うことになるので

す。ですから、新しい救世主はすでにその場所にいるのです。天使の軍団はこの宇宙的な再構築を

援助するために、あなた方の世界へと降りてゆきます。もし私が善を持っている魂とそうでない魂

の間にあるDNA構造の違いについて述べるとしたら、あなたはなんと言うでしょうか？ 

それが夕食時の楽しい会話になりうると思いますか？なぜならこれもまた真実だからです。 

あなた方が私の叡智についてくるならば、これはDNAの再構築の理由と、また5次元のアセンション

と美しく結びつくことでしょう。間違いなく、世界中であらゆる形で光が闇と戦っているので、あ

なた方は政治的な激変を耳にするでしょう。変更がない限りは、騒乱や士気をくじくような行動が

あり、それは崩壊が完了するまで続きます。 

これが第三次世界大戦です。 

 

これについてはっきりさせましょう。私は軍服を着た男たちが戦争に出かけるために行進すること

を述べているのではありません。私が述べているのは、言うなれば善良対邪悪の最後の砦のことで

す。これは妨害されるべき最後の新天地であり、2015年までにはそうなることでしょう。またあな

た方はでは誰がこれを引き起こすのか？と自問するでしょう。誰がこれを引き起こすのでしょう

か？天使よ、あなたですか？神ですか？それとも仏陀？ムハンマドでしょうか？ヒットラー？スタ

ーリンですか？母なる地球でしょうか？あなた方それぞれに言いますが、これには善があるのです。

あなた方の質問に対して、質問で答えましょう。善はどこから来るのですか？ 

 

質問：2012年は私たちの物質世界は同じように見えますか？通りは同じようでしょうか？私たちは

まだ車を運転していますか？まだ政府というものがあるのでしょうか？ 

 

答え：はい、もしあなたが車を所有したいのであれば、まだ車を運転しているでしょう。太陽は空

に昇りますし、日没もまだあなた方の世界にはあるでしょう。しかし、変わるとしたら温度の変化

があるでしょう。温度と言うのは、地球に住むことと結びついている感情であり、より啓発を受け

た霊的な目覚めは、銀河系や次元と繋がっているのです。何度も何度も、人類の歴史において、腐

敗がありました。私が話すこの腐敗というのは、政治体制にいおける単純な腐敗ということではな

く、地の腐敗という考えを述べているのです。続けますが、人類の歴史を通して、母なる地球は犯

されてきました。そのため宇宙が彼女に近づき、あなた方の外側のいくつもの宇宙が近づき、無限

の意識を持つようにしているのです。身体的な変化について触れてみましょう。世界中の多くの人

が、彼らの内側でアセンションが起こっていると感じ、いくつかの症状を見分けられるようになっ

ています。なぜそのようなことがあなた方に起きているのでしょうか？以前説明した通り、体は器

なのです。あなた方の体は毒素で満たされた器です。例外なくこれです。例え聖人の中の聖人だと

しても、汚染された母なる地球に足を置くことにより、いくらかの汚染を吸収しているのです。例

え分刻みのレベルでもです。あなた方の中には、すでに毒素の影響を感じ始めている人がいます。

というよりも、より高いエネルギー、あるいはより高い周波数があなた方の世界に再び入ってきて

いるのです。それはまるで嵐が来て船が海の上で揺れていたのですが、再び嵐は見えなくなり一筋

の光が差しているかのようです。それでもなお、あなた方の多くは海の上で揺れる船のようなので

す。これは一時的な状況であると知ってください。背中の痛みや首の圧迫、頭痛、疲労、鼻炎など

で文句を言う人がいるでしょう。ある場合は吐き気や全身の倦怠感があるでしょう。ある人は笑っ

てこう考えるかもしれません。「天使よ、何も新しいことがないじゃないか。これらの症状は生涯

にわたって経験してきている。」と。そこで私は言います。これが要点です。これらは毒素なので
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す。人のDNAや人類の健康はこのように機能するように創造されたのではありません！私はあなた

方の目覚めと理解を開こうとしているのです。つまり最も共感し、もっともエネルギー的にソース

（源）と繋がっている人たちが最初にこれらを感じ、非常に激しいということです。この言葉を読

む頃までには、あなたの症状はすでに年単位で過ぎていることでしょう。この時期の助言は、これ

らが5次元の周波数に対する反応であるならば、柔軟に対応すること、水をたくさん飲むこと、良

い本を読むことです。これは最も大きな規模での調和の収束の一部であると知ってください。 

 

2012年の間に周波数は全地球的に調整されるので、多くの人はいろいろな軽い症状を経験するでし

ょう。では2012年のすぐあとの年について検証しましょう。というのは、2012年はまるでまばたき

をしている間にあなた方の前にやってくるからです。集合的な世界が私にこう言っているのが聞こ

えます。「なんということだ、時間は本当に早く過ぎてしまう。こんなに早く過ぎたことがない。

これやあれが1年前の出来事だなんて信じられない。」 

これは全て地球がより早く回転しているからであり、2012年の直後の数年は、最も高レベルの地点

と私たちがみなすことになるでしょう。霊的な戦いは勝利を得るでしょう。どの銀河からのものだ

としても、ライトワーカーたちと神の力は、エネルギー的にまだ調整していない魂の分子DNA構造

に関して働き続けるでしょう。多くの人にとって、これは途切れのない目に見えないプロセスでし

ょう。テレビを見るために椅子に座っているおじいちゃんたちの多くは、起こっていることに気づ

かないでしょう。2013、2014、2015年は、大きな変化は見られませんが、大きな変化は継ぎ目がな

いのです。私が言おうとしているのは、もし魂がより愛情深く、より哀れみ深くあることに意識的

に努力を傾けなくても、その変化は彼らの代わりにそうなるのです。 

 

質問：2012年とその先には、もっと多くの人が霊的に目覚めるのでしょうか？ 

 

答え：バイブレーションやエネルギー、心と体の繋がり、そして周波数といった異なる目覚めにつ

いての答えを求めている人へ話すとしたら、最も共通のテーマについて話そうとするでしょう。そ

うです。ライトワーカーとして仕事をすればするほど、それぞれの魂はより霊的に目覚めてゆくで

しょう。すでにあなたが目覚めているなら、あなたの目覚めは成長し続けるでしょう。しかしなが

ら、親の皆さんは覚えておいてください。あなた方の子どもたちは 

すでにあなた方よりも目覚めているのです！どう思いますか？そうです、より霊的な子どもたちは、

年長のものたちよりも目覚めているということです。なんと素晴らしい考えでしょうか。子どもた

ちから学びなさい。この叡智を学びなさい。生徒と先生という役割を分かち合い続けなさい。 

例えば、インディゴチルドレンの若い人たちは、おじいちゃんにこう言うでしょう。「おじいちゃ

んの周りが紫色に見えるよ。黄色や白が見えるよ。天使が見えるよ。」と。そしておじいちゃんは

というと、よくわかっているのでほほ笑むでしょう。どこからその理解が来ているのか知らないと

しても、内側には穏やかな理解があるのです。より高い周波数の中にいる結果として、あなた方の

多くはテレパシーが使えるようになったり、他人に共感しやすくなったり、新しいタイプの解脱の

共同貢献者となるでしょう。2012、2013、2014そして2015年という年月の間、次元に存在する者た

ちとの遭遇がどんどん増えていくでしょう。抵抗する者たちは少なくなり、一層この出会いを受け

入れるようになるでしょう。何故でしょうか、それは怖れには強い足場がないからです。2012年か

ら2015年にかけて、人類は天についての集合的知識が目を見張るほど拡大することを目撃するでし

ょう。これらの年月の間、多くの人々がハーキュランのような惑星や、プレアデス銀河のような銀

河、ニブランのような惑星間の領域、また銀河間を走る高速道路について知るようになるでしょう。 
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第3章 宇宙の変化 
 

惑星や動物界の完全さについて話を続けるにあたり、次の真理を述べたいと思います。人類が母な

る地球に対する不当さと、その地球がサポートしている生命体がいることを分かっているにもかか

わらず、そのことで何もしないのであれば、一致にとって妨げとなるものを付け加えていっている

のです。話は同じことなのですが、これらの不当な事柄が時の経過を経てきたもう少し詳細な内容

を話しましょう。想像してみてください。もしこれらをリストにしたならば、人がそれをすべて読

むのに5年はかかるでしょう。もしこのエネルギーがそのままであるとしたら、その巨大さを想像

してみてください。ですから、すでに述べたことですが、宇宙の影響、偉大な次元的智慧は、母な

る地球と彼女がサポートするすべてを守るために介入するのです。人類よ、喜ばしい人間たちの務

めは高まっており、今やその務めはあなた方の心の中で鮮明であるはずです。そう私は願います。 

この点において、人類が植物や動物界の癒しを助けるという、積極的な方法のいくつかに注目した

いと思います。世界は2012年とその先の時代に近づいているので、地球の半球ずつを考察してみま

しょう。これが私の見方なのです。これらのことをもう少し知りたいと願う人々にとっては、北と

南半球では特徴的なエネルギーパターンがあると分かるでしょう。どのくらいの人が北と南半球が

何で構成されているか知っているだろうかと思いますが、知らないと仮定して、あなた方はそれら

について学びたいという動機付けを得るでしょう。そうなってくれるのが私の望みです。私は地球

規模の世界について話していますが、それはあなた方のふるさとなのですから、全ての人が自分の

ふるさとである地球という家をもっと知ってほしいと願っているのです。私はすべての人に、後ろ

の窓を見て、興味と知識を外の通りまで広げ、そして隣の街、隣の地域、そして隣の半球にまで広

げて欲しいと思っています。 

 

質問：私は2013年という年に向けて、コンディションを整えている最中ですが、大天使ミカエルか

らこの時代について聴くことにとても関心があるのです。 

 

答え：最もはっきりしているのは、宇宙的な変化です。これはすでにあなた方の世界に影響を与え

ていますが、あなた方の次元や銀河、これは全ての銀河ということではありませんが、2012年の後

に拡大するでしょう。新しい知識の波、新しい発見、植物や動物界の再生に加えて、ヒトゲノムの

探求が間近に迫っています。それはアセンションのエネルギーです。一度与えられたなら、取り上

げられることはありません。すでに少量は与えられています。現在、その分量は増えており、あな

た方の時間、あなた方の世界で言えば2015年が間近になるころまで増え続けるのです。 

それはあなた方のホーム（ふるさと）全体に対する感謝によってのみなされ、人は自分が住んでい

るその部屋に感謝するようになるでしょう。別の言い方をすれば、今やあなた方の思考を広げる時

なのです。世界の他の場所で一体なにが起きているのか、あなた方の心を開き続ける時なのです。

気を抜かないようにしましょう。私が、世界の他の場所で何が起きているかあなたの心を広げるよ

うにと言う時は、あなたが一人の人として、母なる地球がその中に住む植物や動物のために、どの

ように安全で素晴らしい家を提供し続けることが出来るかということに目を向け、あなたがそれを

支援すると決めることなのです。あなたが南半球をしっかりと思いにとめてこれを行っていけば、

次の10年で様々なことが起こるでしょう。 

 

地球の温暖化は、すでにあなた方が目撃していることですが、至急注意が必要な事柄です。 
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これは南半球で始まったことです。人類の思考が地球温暖化を食い止めるエネルギーに影響を与え

るのは、今この時から5年という期間があります。これは成し遂げられると私は知っています。オ

ーストラリアに住むアボリジニーは、2010年には地球温暖化の影響を感じていたということを知っ

ていますか？どうやって私がこれを知ったのか？彼らの食べ物が減って来たのです。極冠の大きさ

と強さが減少してきているのです。 

しかし、もし世界の集合意識が今集結すれば、これらは可逆エネルギーとなりますし、そうなると

思います。この件に関し、次のアファメーションを提示したいと思います。それは、地球的な意思

がこの意識にすぐさま影響を与えるというものです。 

 

「私は化石燃料の消費を出来る限り制限することを誓います。私は母なる地球に滋養を与える方法

をサポートします。私はもし母なる地球をサポートする上で必要であるならば、惑星間の拡張を支

持することを誓います。」 

 

これは、もしあなた方の事務所に蛍光灯があるなら、世界のどこに住んでいようが、その電源を切

り、太陽光によるものに変えるということです。もし、これがあなたの家中の水をリサイクルする

ことを意味しているとおもおう奈良、そうすることです。北半球における温暖化の影響もまた感じ

られており、目撃されています。あなたがご存知でしたか？アイスランドとグリーンランドに住む

魂たちは、もはや以前には必要だったタイプの衣服が必要ではないのです。なぜなら温度が上昇し

ているからです。今私は人類に大きな信頼を置いています。教育、意図、そして熱意があれば、全

てのことは可能なのです。あなた方ひとりひとりの中に、その熱意を注ぎ込み始めています。ヒマ

ラヤ山脈とアンデス山脈について考えてみましょう。これらもまた、多くの人が地球温暖化と呼ぶ

ものの影響を受けています。なぜ私が知っているか？私は科学者たちが嫌気がさしてお手あげ状態

になっているのを見ています。また彼らはイオン化や人口増加を減少させる方法を調査し続けるた

めの予算を得られず、欲求不満を感じ、また怒りを感じています。ありがたいことに、これは一時

的なエネルギーであって、それは2012年とその先の時代に発展していくでしょう。ですから希望は

あるのです。かつて、土手の外側に住む黄色いお腹のカモノハシがいて、繁殖していたと知ってい

ますか？パキスタンでは巨大サイズのコブラがいて、繁殖していたと知っていますか？ペルーのジ

ャングルでは、とてもに遺伝的にユニークなツェツェバエがいて、繁殖していたと知っています

か？ 

 

アメリカの南西では、足にとげのある芋虫がおり、ガンを直す可能性のあるDNAをもっていました。

しかし消えてしまいました。これらは人類の暴虐によって世界から取り除かれてしまった動物界の

ほんのいくつかの例です。 

 

創造から今に至るまでのすべての創造を網羅すると多種多様なので、それについてはまた別の時に

しましょう。しかし、創造の際の生き物たちの意識はその数はざっと見積もっても150億です。  

ちょっと立ち止まって振り返りましょう。 

魂が「2012年の意味は何ですか？」と私に尋ねるとしたら、覚えておいてください。それは愛とい

う語がただひとつの意味ではないように、ただひとつの事柄を意味するものではありません。ある

側面としては、動物の種が再び補充され始めます。これは大きな概念です。無限の叡智という品位

を携えた、神の介入によって容易になります。ですからジョン、サラ、エンマヌエル、フランチェ

スカ、ジュリオ、セバスチャン、ピン、あなた方も参加する機会があるのです。何という素晴らし
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いニュースでしょうか。神の智慧に沿ったあなたの思考や行動が、世界を満たしてゆくのです。あ

なた方が期待する出来事として、新しい種の発見があります。動物の種から話しましょう。再発見

と言った方が良いと思います。これから起こることは、科学者たちが絶滅した多くの種を再発見す

るということです。私が述べていることは復元、若返り、そして歴史上のこの時期に地球的なエネ

ルギーの再建が起こるということです。加えて、植物と動物の新しい生命が出て来るでしょう。全

く新しい、新種が10年以内に発見されるでしょう。また、再構築されたDNAを持ってやってきた魂

たちのように、これら新しい植物や動物もまた、新たな再構築されたDNAを持っています。新しい

植物、新しい動物、それらが世界のあらゆる場所で発見されるという意味です。そして彼らはクリ

スタルチルドレンやレインボーチルドレン、水瓶座時代の子どもたちですが、それらの意識的知性

とマッチした意識的知性を持っていることでしょう。どういう意味でしょうか？新たに発見される

植物や動物たちはより高いレベルで機能することが可能だということです。どういう意味かとそれ

でもあなた方は尋ねるでしょうか？それは、例えば、これらの新しい植物や動物の種は、繁殖がよ

り容易だということです。それらは生物組織学とみなされるでしょう。あなた方もそれらを生物組

織と呼ぶこともあると思います。実際ある人たちはそう呼ぶでしょう。あなた方がどう呼ぶかは問

題ではありません。それはただ、母なる地球が癒しを与えているということです。これら新しい植

物や動物たちが発見されると、多くの人は、人類の病気を癒す鍵を握ることになります。彼らの多

くは脊髄再生や、自身のクローンを作るという鍵を握ります。ですから、植物のないむき出しの土

地には、ある新しい種の木が非常に早く成長し、簡単にその土地を埋め尽くすのです。このタイプ

の植物と動物界の間の共時性は組織されているものであり、私の領域ではハーモニックコンバージ

ェンス、調和的な収束と知られています。これはあなたの親指の指紋のように個々に合わせたもの

です。とても壮大で祝福された出来事です。 

 

遥か昔のいつか、あなた方の惑星のDNA青写真は失われました。恐らく、奪われたのだとあなたは

言うかもしれません。2012年とその先の10年は、奪われたものは完全に無効になるでしょう。それ

で、すでに個人的に話していることですが、私が使った「新世界秩序」という語と完璧に結びつい

ていると言えます。どこに住んでいるか、あるいは何を規定とするかにもよりますが、あなた方も

さまざまなソースから「新世界秩序」という言葉は聞いたことがあるかもしれません。私が新世界

秩序と表現するものは、素晴らしい霊的目覚めの時のことであり、偉大な意識上昇の時のことなの

です。 

 

ちょっと前に話していた陸地と海洋の話に戻りましょう。新しい種の植物は、あなた方の世界に入

り込んでくるでしょう。実際既に入ってきています。地球では地震性の変化が起こり、それにより

これらより高い次元の植物たちが根を張ることが可能になるのです。これら地震性の変化が起こる

とき、全ての魂が被害から守られることを私は願っています。ひとたびこれらの新しい種の植物、

新しい生物組織が地震噴火の頻発によって根を張ると、地震性の変化は大きく減少することでしょ

う。この多くは、あなた方がこの言葉を今読んでいるように、すでに起きています。同じことが素

晴らしい海洋に住む動物世界の統合についても当てはまります。両半球において地球上の水がより

高い周波数に調整されるような活動が起こるでしょう。これらはほとんどの場所では一時的なもの

であり、すでに収まってきています。新しい種の植物と動物それぞれの中には、暗号化された分子

のかたまりがあり、それは長い長い年月にわたり人類が永続することを確かにするものとなるので

す。 
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それぞれの新しい種が小さな秘密の記録を有していると考えられるなら、それは非常にポジティブ

な秘密情報ですが、あなた方は私が見ているものへの理解に近づいてきています。世界中の誰も、

どの場所であろうとも、この智慧を得ることはありません。全ての大陸、全ての国、海を持つ両半

球は新たな生命体を受け取ることになるのです。何と素晴らしい2012年なのでしょう！ 

 

質問：2012年6月6日の金星太陽面通過の意味について話してくれませんか？ 

（地球における8年＝金星のほぼ13年。この通過で金星と地球が5回ぴったりと近づきキスをするか

のようです。そのサイクルは完全な五芒星を作ります。5、8、13という数字はフィボナッチ数列で

あり、φ（ファイ）の定義です。） 

 

答え：私は幾度この質問をされたことだろうか！そうです。すべて思考は良いもの、賢明であるよ

うに、これは良い、賢明な考えです。金星が方向を変える時はいつも、愛を拡大する素晴らしい機

会を作っているのです。あなたはキスという言葉を使いましたが、まさにそれぞれの惑星と関係の

ある言葉のバイブレーションです。それぞれの惑星が自分と関係のある地球的バイブレーションを

持っていることを知っていましたか？それは真実なのです。恐らくあなた方の中には、もっともっ

とと願っている人がいるでしょう。金星が愛の拡大のバイブレーションを持っているということで

すが、それは今まさに起きていることです。ここでまた少し立ち止まってみますが、それはあなた

方各々が金星が主要な軌道を変える時が世界あるいは世界の歴史が愛を拡大した時だと理解するよ

うになるためです。時間を飛び越えて、2015年に行ってみましょう。時に新しい概念を学ぶと、比

較しながら理解しやすくなります。2015年は、もうひとつのハーモニックコンバージェンスの波が

やってきます。 

ハーモニックコンバージェンスとは、惑星間また、次元間にある一連の周波数のことで、例えばあ

なた方の世界に入って来る一連の新しい周波数は、2012年には積み重なっています。これもまた素

晴らしいニュースです。2012年は第1ラウンドと考えるかもしれません。2015年あたりには、惑星

間のコミュニケーションや惑星間の旅行の急増があるでしょう。 

怖れることは何もありません。私はわざとこれをあなた方の耳に入れているのです。そしてこのこ

とをあなた方が怖れなくても良いのです。 

 

多くの他の銀河があなた方の知っているひとつの銀河の外側に存在しています。2015年の頃には、

さらに地球的な目覚めがあり、この考えはもっと中心的なものとなるでしょう。より証拠となるも

のが現れたり、経験が増えたりするのです。将来の世代全てのために、将来の発展は必要です。20

15年までに、今日の世界に住む魂のうちの半数が私が住んでいる5次元へと調整されると言ったら、

あなた方はどう感じるでしょうか？これは真実です。住むためには、5次元は今の世界の次元、つ

まり4次元にいることとははっきりとしたコントラストがあります。5次元は愛と親切のバイブレー

ションです。世界人口の半分がエネルギー的に5次元に住むことを想像してみてください。また私

にとっては喜びで跳んだり跳ねたりする時となります。 

 

2020年以前には、世界人口の4分の3が5次元に住み、2030年までに残りの人々も移ります。そうな

ると本当に喜びで飛び跳ねることになります。これは約束であり、真実なのです。 

ここであなたは自問するかもしれません。「その時私は天使の領域にいるだろうか？」と。これに

ついて、私は愛と感謝をもってイエスと言います。あなたはそこにいます。私たちはそれを待って

います。 
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2015年までに、もう一つ、助け手となる魂の世代が現れます。彼らは助け手となる子どもたちであ

り、あなた方よりも高い振動数の子どもたちです。彼らはいくつか名前をつけられて知られるでし

ょうが、結果的には名前のないものとなるでしょう。しかしこのエネルギー的なワンネスのプロセ

スを理解し、慰めを見出しなさい。このワンネスに向かう霊的意識の変化はある程度まで現在進行

しています。あなた方の世界において多くの人々が、自分たちの世界はニルバーナ（解脱）である

と宣言する時はそう遠い将来ではないでしょう。あなた方の時間枠において、私がたった今述べた

子どもたちをどのように見分けることが出来るでしょうか？彼らはあなたの子どもの子どもの世代

と言えるでしょう。少しユーモアを挟むとすれば、彼らはキャデラックの中のキャデラックのよう

に思われるでしょう。彼らの到来はイエス・キリストとして知られる主人の再臨とともにやってき

ます。 

2012年とその先の時代の智慧について話し終える前に、いくつか考えなければならない点がありま

す。一つ目は、世界中の政治の舞台には大勢の人がおり、彼らは霊的にもまた現実的にもひっくり

返されるでしょう。彼らが言う真実は、もはや真実として心に響くことはないということです。あ

なたが住んでいるところでこれが起きたら、母なる地球が癒しているひとつの方法とみなすべきで

す。これが起こるとき、あなた方に運動を起こせとか、扇動したり暴動に参加したり、怒ったりま

たはその他ネガティブな感情を持つようにとは言いません。あなた方ひとりひとりが、謙虚で、感

謝にあふれ、優しくあり、これらの変化は必要であって癒しを促すものであると認識して欲しいと

思います。 

これらの出来事はあるべき場所に収まるのですから、辛抱して協力的であってほしいと思います。

ですから、どうか、他の人との会話の中で、混沌とか修羅場といった言葉は使わないでください。

これらの変化が起こり始めたなら、ただ変化が起きているだけだとみなしてください。さらに変化

の時が来たのだと思いましょう。そしてあなた個人としては、より良い場所に行き、あなた方それ

ぞれは集合的にふるさとである地球を癒す活発な役割を果たすのです。怖れをあなたの口から出る

言葉の一部としてはいけません。すでに述べたことですが、多くの場合、怖れは何も得ることのな

いバイブレーションであり、助けとなるものではありません。 

 

ここで少し空気について話したいと思います。純粋でクリーンな空気がなければ、母なる地球は癒

しを行うことは出来ず、あなた方は生きることが出来ず、植物や動物たちも繁栄することはないの

です。全てのものに意識があるように、空気にも意識があります。今私は地球の空気について話し

ています。科学者に尋ねてみると、異なる銀河では異なる空気が存在すると答えてくれるでしょう。

私はあなた方が呼吸する空気を高く評価しているので、ここで時間を取ってはっきりと教えますが、

あなた方を養い支えている空気は、2012年には意識の上では上昇しているでしょう。あなた方の世

界において、つまりあなた方の銀河の中に見える空気は、私には黄色あるいは黄色っぽい色に見え

ると言ったら、それは良い事だと思いますか？それとも良くないことだと思いますか？現在のとこ

ろ、それほど良いものには見えないと私は答えるでしょう。しかし、2012年が近づくにつれ、空気

はより澄んだものとなってゆきます。私が再び見る時には、クリスタルのようなクリアで純粋なも

のに見えるでしょう。クリスタルは結晶エネルギーと関係があるのです。 

 

質問：変化はもう起こっているのですか？私は怖れの内に生きる必要はないと信じています。そし

て変化は全て良いもので、異なった政府政治や指導者、金融市場は崩壊するので、私たちは互いに

やり取りをするようになり、基本的に社会の再構築はもっと思いやりと愛のある人類が、より高い

バイブレーションの次元へと移動させてくれるものだと信じています。2000年以上ずっと待ち望ん
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でいた黄金時代が、今、やっと生じるのです。私たちが喜んで応じるなら、全てうまく行く。天使

よ、これは合っていますか？ 

 

答え：あなたに言いますが、これは創造に2000年以上かかったということですね。むしろ再創造と

言えます。社会体制における変化が起こりますが、破壊とか崩壊といった言葉を私は好みません。

むしろ、人類は革命を経験し続けるのだと言いましょう。どんな革命でしょうか？宇宙規模の霊的

な革命です。愛し続け、喜んで受け入れなさい。 
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第4章 アトランティスの復活 
 

ここではアトランティスの失われた都市について話しましょう。少し前にほんの僅かですがアトラ

ンティスチルドレンについて述べました。そこではアトランティスチルドレンが何であるかとか、

2012年のエネルギーによりアトランティスが再浮上することについて、多くは説明しませんでした。

アトランティスの失われた都市は、来る10年の間に新たにされるでしょう。これは都市であり文明

です。さらには、それは別の次元からの知的生命力により感情の中に入れられた振動周波数でした。

アトランティスの失われた都市は、オーストラリアの東海岸沖、グレートバリアリーフに位置して

います。アトランティスの失われた都市は、今後10年の間に再び立ち上がるということを思いに留

めてください。ある意味、文字通りには、地上に存在する生命エネルギーが地下あるいはこの場合

は水の中でも共存できるということです。もう一度言いますが、人類として、あなた方が作り出し

た思想、生きてきたその生活、コミュニティ、そしてあなた方が知っている意識は、水の下であっ

ても並行して存在しているということです。ついには、別の言い方をすれば、あなた方の世界の意

識は変化しており、同じ世界の大いなる海洋の下もまた変化しているのです。まだ発見されていな

い、知的生命力によって作られた壮大なトンネルがあるのです。それらはこの先10年の間に発見さ

れるでしょう。あなた方の心がスペースコロニーを想像出来るのなら、その壮大な心は海洋コロニ

ーも想像出来るでしょう。言うなれば文明のシステムです。 

 

続けてエジプトのピラミッドの話をします。特にギザ台地のギザで発見されたピラミッドのことで

すが、もしそれらが水面下にあるトンネル群の一つに直接繋がっている入り口の標識だと言ったら、

あなた方は真実として受け入れられるでしょうか？私たちの領域でこれらの地下トンネルの標識と

みなされているのは、地球上でギザ地区だけではありません。私が話している事柄をあなた方が理

解しようとしているように、トンネルというのは文明の表現です。トンネルと言っても単なるトン

ネルではありません。明らかに、あなた方の多くは、世界がかつて完全に水に覆われたことを知っ

ています。私が話しているのは、この時の意識たちです。 

アトランティスの失われた文明は、ビックリするような地球的発見として認識されるでしょう。で

は大陸は誰がどのように発見するのでしょうか？信じがたいことに聞こえるでしょうが、今後10年

の間に、霊的意識の偉大なる変化の結果として、強大な津波が起こるでしょう。それはグレートバ

リアリーフの海を持ち上げ、失われた文明を露わにするのです。 

怖れに基づいて生活している多くの人々にとっては、あなた方の心はすでに結論に飛んでいってい

るでしょうが、数千もの命が失われた恐ろしい悲劇ということになるでしょう。 

より信頼を寄せ目覚めている人たちにとっては、単に「新世界秩序」の拡張とみなされるでしょう。

どの言語であっても、その漫画を観た人がいたとしたら、強力な力を持つ人々によって英雄の偉業

がなされた場所であり、私が説明しようとしているのは、あなた方が想像出来る出来事のことです。

南半球で最も大きな海洋構造プレートの一つが開かれて、高度な文明がむき出しになるのです。 

これは地球の発展と変容に結びついているので、もうひとつの盛大なお祝いの時とみなされるべき

です。この出来事をすべての人あるいは地球に住む魂の大多数が気が付くようになるのに、15年か

かるかもしれません。それを隠そうとする力ある者たちが出て来るでしょう。まるで何世紀にも渡

り多くの事柄が人の目から隠されてきたのと同じです。 

目覚めることにより、多くの偽りが露わにされるでしょう。多くの政府がすでに海面下のコロニー

に気づいているのに人の目から隠していると言ったら、あなた方はなんと言うでしょうか？これは

神の真理です。続けて私が、多くの外国政府はより高度な知的生命体の情報を隠し続けていると繰
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り返したら、あなた方は驚くでしょうか？2012年とその先10年は、怖れにとって頼る場所がなくな

るときとなるでしょう。虚偽と汚職は成り立たなくなるでしょう。2012年の後の10年間に進めば進

むほど、この情報はより頻繁に実を結び、私に明らかになることでしょう。これはとても良い、賢

明な事柄です。真理は常に最も高いバイブレーションで共鳴するのです。 

 

繰り返しますが、アトランティスの都市は再び浮上します。あなた方の集合的な心は、「なぜこれ

が起こるのだろう？なぜ私は気にしなければならないのか？どのように私に影響があるのだろう

か？私の子どもたちや、子どもたちの子どもたちにまで影響があるのか？」と不思議に思うかもし

れません。これらのことを思っているひとりひとりに言います。吐き出し、次のように宣言しなさ

い。「私は私の思いとともに、最も神聖な場所にいます。私の世界は親切で愛があると知っていま

す。私は私の世界が何らかの方法でより良くなるという天使の予言を信頼します。」 

 

あなた方の世界が創造される前から、目に見えない霊的な戦いはずっと続いてきたのですから、海

洋底の中にも見えない戦いはあるということです。アトランティスの都市の浮上、または復活はこ

の戦いの終わりを意味するでしょう。愛と親切が勝利を収めるのです。ギザ地区にある一つの標識

について取り上げましたが、あなた方の理解のために、その他のいくつかについても取り上げまし

ょう。 

 

それを続ける前に、アトランティスの都市、アトランティスの失われた文明について共有された情

報をつけ加えます。あなた方のほとんどはとても好奇心をそそられるでしょう。海底世界のもう一

つの標識は、東パキスタンにあります。南西ブラジルにもありますし、コロンビアのボゴタにもあ

ります。中国の北京近くにもあります。そしてカナダのアルバータ州にも一つ。これらは、高度の

智慧が地下文明を発展させるため、あなた方の次元にやってくるときの主要な門だったのです。そ

してそれは意識の有形な証拠です。それで、彼らが文明を確率したと私が言うとき、より高度な振

動意識を打ち立てていたのです。 

 

銀河系と宇宙の間には、この智慧の神聖さにおいて大いなる一致があります。ですから、もし今か

ら20年たってあなたがたまたまある情報に出会ったとしたら、新しい大陸が発見されたということ

でしょう。私がそんなこと言わなかったとは言ってはなりませんよ。この議論は、自然とより高度

な生命体のもう少し詳しい事柄、あるいは考察へと導くことでしょう。 

 

2012年と直後の数年には、他の銀河にいる知的生命体についてより多くの情報が明らかにされるこ

とでしょう。もう少し学びたいと願う人々に対して、このように言います。次元間に住まう邪悪な

生命体がいて、世界が4次元から5次元へ移行するのを荒廃させようとし続けるでしょう。その努力

は大きな失敗となるでしょう。 

 

質問：イギリスの理論物理学者、スティーブン・ホーキング教授は、アイザック・ニュートン卿の、

宇宙は神によってデザインされたに違いないという信条と戦いました。彼は、宇宙は何もないとこ

ろから自ら作り出すことが出来ると信じています。だから宇宙は存在し、私たちが存在すると書き

ました。創造と関係があるこのことについて、あなたの神の智慧はどうですか？ 
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答え：あなた方の世界からの智慧にはすべて敬意を払います。ホーキング教授がこのような考えを

持っていることに気づきました。宇宙は全く、完全に自らを創り出す能力があるという考えです。

この概念に智慧があるといことを認めます。恐らく、ビッグバン理論についての私の説明はその概

念に光を当てるでしょう。ためらいや遅延なくあなた方おのおのに言いますが、あなた方の世界と

太陽系内のすべての惑星、そして太陽系は知性を持っています。それは神の知性です。ホーキング

氏は彼がこれらの思考を考えられるようにしたものは何だと思ったでしょうか？彼の肝臓ですか？

私は全く大真面目です。挑戦的な考えを持つようにと誘っているのです。それはダーウィンの進化

論と全く同じように、挑戦的な考えは進化においては重要です。惑星や銀河、また架空の世界は自

らを創り出す力はあるのだろうか？もちろんです。宇宙にとって創造の必要を提起する知力があっ

たのでしょうか？その通りです。私の考えでは、この魂が創り上げた分析的思考の失策です。私た

ちが創造や宇宙、あらゆるものにある無限の叡智について語ったり教えたりするときには、創造の

多様性を見ることが重要であって、議論や争い、またこの概念について口論することで人類を分裂

させることではないのです。呼吸のための酸素がある限り、あなた方の世界には呼吸のための酸素

を作った知性が存在しています。別の世界では水素が存在し、組み合わさって命を支えることが出

来ます。 

この会話の本来の定義が言われるとしたら、誰が神か？ということだと思います。あなた方に言い

ます。自問してください。神は誰でしょうか？あなた自身ですか？全ての植物、単細胞核の生物か

ら私が知る36そしてさらに大きなの全能者には神はいないのですか？ダルマ？クンダリーニ？スマ

トラの哲学？神は男なのか？女なのか？全能なのか？母なる地球はどうですか？彼女は神ではない

のか？これはもっと宇宙規模に明白さが付与されるところです。この機会に教えますが、あなた方

が神になれると信じているこの5次元にいる私たちと、あなた方の神、無限の精神、母なる地球、

シバ神、クリシュナ、星々、あなたのひらめきの定義の仕方に違いはないのです。あなたの魂の成

長にとってより大切なことは、あなたが何かに敬意を持つということです。全ての生き物に敬意を

持つこと、無限の宇宙も含まれ、並行世界も曲線世界もいずれも含まれます。インプラントやアタ

ッチメントを持った魂たちはそれらから解放されるでしょう。インプラントもまた、永久に将来の

世代に影響を与えることが出来なくなります。彼らのDNAは変更されたからです。これは大いに祝

うべきニュースとみなされるでしょう。良く知らないインプラントは人のDNAを変える遺伝的コー

ドではありません。それでただ魂と呼ぶかもしれません。あなた方の多くは、世界が宇宙船やスペ

ースクラフト、未確認飛行物体の来訪により、すでに目覚めています。 

 

時々、これらの遭遇の中には、邪悪な存在からの訪問もあり、彼らは人間の意志に反して人を標本

にしたり、DNAの染色体を変えたものを埋め込んだりして、地球の発展を妨害しようという意図を

持っているのです。2012年が到来すればこれはもはや可能ではなくなります。神とその無限の精神

をたたえなさい！ 

 

振り返るためにここで立ち止まりましょう。ここで、私の意図は誰をも混乱させることではなく、

愛と明晰さと希望を与えるためだと言わせてください。私は、多くの人が私を冒涜していることを

すでに聞いています。私の健全さや神性に疑問が投げかけられていることも聞いています。ある

人々の内心では、彼らの考え方は話してきましたが、「もしこれが続くなら、どうやって神になれ

るのか？」と思っています。それで、今私を冒涜している者たちに対して言います。私の愛はあな

た方へ10倍になって送りだされています。またあなた方に言いますが、神は男女混合であり、神意、

無限の知性は複数の現実と複数の次元を創造し、誰の助けも受けずに行ったのです。この言葉にあ
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る私の意図は、神学者になって神学を守ることではなく、より素晴らしいものがやってくるために、

ハートとマインドを開くためです。やがて、ネガティブなインプラントはもはやなくなるというの

はとても祝福です。これについては2012年の現実が意味するものは何かということを、別のスレッ

ドで見るでしょう。 

 

人類の歴史を通して、どれほどの魂が別世界からのインプラントの影響で苦しんでいるか知ってい

ますか？その数はあなたをよろめかせるでしょう。魂がインプラントを埋め込まれると、平和や幸

福、喜び、微笑みで満ちた生活が出来なくなります。 

この能力を拒否されてきた何千もの魂が、再びそれを得るという考えは、何と素晴らしいのでしょ

う。 

 

アトランティスの話はまだ終わっていません。シリアについての導きを求める大勢の魂がいるとい

うことに気づきました。それで、アトランティスについては続きを、またシリアについては知識を

ご紹介します。続くアトランティスの失われた大陸は、新しい夜明けを告げ、新しい夜明けはすで

に説明しましたが、不老不死の薬です。しかしながらそれは、発見された古代の叡智というだけで

はなく、あなた方の世界でこの先何年も知られるのです。アトランティスの復活の要因であるエネ

ルギーは、インカ、マヤ、エジプト、ローマ、オスマンあるいはトルコといった失われた文明の復

活の要因ともなります。あなた方はこう自問するかもしれません。「天使よ、他にも失われた帝国

はあるのに、なぜこれらを挙げたのだろう？」あなた方に言います。恐らくいつかはそうなります

が、今のところはこれらの文明の最高部分が構造化されているので、それらの帝国は人類の覚醒の

時に浮き上がってくるでしょう。注意を払いなさい。私は最高の部分と言いました。それであなた

方はマヤの予言がこれに結びついていると言うかもしれません。真実は、すでに書かれているので

すが、これを予言したマヤの暦が再び目覚めるのです。そしてこれについて私も同意します。グレ

ートバリアリーフとアトランティスの失われた大陸から世界中に、それはシリウスと名前が変わり

ますが、そこで新しいマヤのエネルギーが現れるでしょう。私は次の100年の間にもう一つ広大な

土地が形作られると言っているのではありませんが、特別なエネルギー周波数があり、それはすで

にあるべき場所に存在していると説明します。それで、続く200年から300年の間に、コスタリカに

近いメキシコの海岸沖の海底から、再び広大な土地が新しく発見されるでしょう。もし、世界のこ

の地域の上に浮かぶ高度な知的エネルギーと、あなた方が私のようにエックス線のような視覚を持

つと想像出来たら、いくらかの人々はそうなります。それで、これがあなた方が想像出来ることで

あり、私が話していることなのです。そしてこのエネルギーは愛と親切と受容とジャッジをしない、

平和と調和に満ちています。実際、他のエネルギー的標識は全て、それはすでに述べた失われた大

陸ですが、これら同じ特徴を持っているでしょう。 

 

今度はローマ帝国の本質に移りましょう。本質という言葉は、何かの永続的な最善の感覚（センス）

という意味があります。エッ・センスーー調べて見なさい。望むなら、本質という言葉に詳しくな

りなさい。例えば、くちなしの本質は美しいアロマです。太陽の本質は癒しの暖かさです。ですか

ら、ローマ帝国の本質は、今生み出されています。そして今日のイタリア、シシリア、クロアチア

の土地の上にも生み出されています。あなたの理解のために、エジプト帝国の本質と同じエネルギ

ーがすでに今日のサハラ砂漠の上に作られています。 

これら3つのエネルギーが地球の上に現れる時、あなた方のほとんどはこれを天の神の王国から眺

めていることでしょう。インカ帝国の本質は、アマゾン川流域で発見されるでしょう。 
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しかしこれはどういう意味でしょう？なぜ今作られているこのエネルギーが有用だと思うかという

と、あなた方を智慧と霊的真理、希望、そして啓発で満たすからです。 

神の領域にいる私たちはこのように働くのが好きなのです。私たちは多くの次元で宇宙的な数ある

普遍性を簡単にするのが好きなのです。あなた方のものだけでなく、他の次元でも行っています。

あなた方の次元である地球で働いているのですが、私は今それを象限と呼んでいます。それで、そ

の象限に区別をつけるために第一のものをアセンションの象限と呼んでいます。それはマヤ帝国、

ローマ帝国、エジプト帝国、インカ帝国そしてアトランティス帝国です。 

これと同じ意識を引きあげるためのアプローチは他の銀河でもなされてきました。物体をもち上げ

るのは、真ん中にひっかけて持ち上げようとするよりも、四隅をもち上げる方がずっと簡単です。

ちょっと想像してみてください。これら新たにされた文明各々の中で、最も良い貢献は、新しい生

活を与えたことです。どのような意味か想像出来るよう、私が導きましょう。あなた方の世界で強

大なローマ帝国によるローマ人の本質の一つは明らかに勇気の本質です。人類が勇気の本質をふさ

わしく解釈したとは言いませんが、霊的な立場から言えば、それはある特定の帝国の魂の本質でし

た。そうです、特定の帝国は個人のように魂の本質を持ちうるのです。 

 

次に、インカ文明/帝国の本質はテレパシーであったと言えます。もう一度言いますが、全ての帝

国の歴史が最も高いテレパシーと親交の本質を証明したわけではありません。しかしながら、それ

は最も高度で純粋な形の、天と地球の間の遠距離通信でした。それは偉大なインカ文明の本質であ

りエネルギーでした。それが今再び建設中であり、来る数十年のうちに建てられるでしょう。 

あなた方の理解のために言いますが、マヤ文化、偉大なマヤ帝国の本質は何だったと思いますか？

野蛮な行為ではありませんでした。迫害でもありませんでした。信仰です。中にはこの考えに異議

を唱える人がいますね。もしこの件で私に従ってくれるなら光栄に思います。 

私が伝達しようとしているのは人類としての活動以前の人類です。人間の思考はこれらどの帝国の

魂の本質を満たすことがありませんでした。しかし、次の機会はそうすると約束します。エジプト

文明の魂の本質、誰か予想出来ますか？それは機知に富んでいることです。最後に、失われたアト

ランティス大陸の魂の本質は、調和です。後ほど、他の文明の第2段があり、それは再び生まれ来

ることです。先人たちがいたであろうどの魂も引き抜かれるのではなく、述べていない別の地域か

らの者たちになるでしょう。 

私が話す事柄であなた方の価値を混乱しないでください。高めているわけでも、小さくしているわ

けでもありません。むしろ、将来の世代に影響を及ぼすであろう地球全体主義を理解してください。 

互いに愛し合うことの潜在能力のレベルは、創造の夜明け以来最高潮に達するでしょう。 

このように想像するかもしれません。続く数十年の間に、全世界は一つの偉大なイタリアルネッサ

ンスとして見られ、全ての魂が思考やふるまい、行動において素晴らしい美を生み出すのです。 

 

シリウス 
すでに述べたように、アトランティスの失われた大陸はシリウスと改名され、私たちは改名された

シリウスと言い名前で呼びましょう。そうすればシリアやダマスカスと混乱することなく、新たな

理解になるでしょう。しかし、シリウスは8次元なので、あなた方の次元の外ということになりま

す。シリウスはあなた方の外側の集合的智慧なのです。星、また星座としてのシリウスは多くの人

に知られています。事実、シリウス人、またはシリウスの種はこの特定のエネルギーを引き上げる

のを補助するでしょう。あなた方の中にはすでにシリウス人やシリウスエネルギーに慣れている方

もいるでしょう。彼らはプレアデス人とかプレアデスエネルギーとは異なっており、簡単に言えば、
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彼らは別の次元が起源なのです。彼らが同じ一つであるという間違いを犯すことは、リンゴとオレ

ンジを比較するようなものです。ある人は勉強で覚えたキングシリウスさえ覚えているかもしれま

せん。もしあなたがそうでしたら、おめでとうございます。そうでなかったとしたら、内在化しな

いでください。あなたとこれを分かち合うという重要な概念は、たくさんの次元から多くの次元に

住むものたちがいると違った形で再び述べることです。そしてあなたの世界が2012年と言う年、ま

たその先の年を学ぶことになるのです。 

 

天文学者のプラトンはこれを知っていました。偉大な思想家で数学者のレオナルド・ダ・ヴィンチ

も知っていてこの概念を信じました。東インドの伝統の多くの偉大な教師、思想家はやはりこれを

知っていました。とはいえ、違いは、より多くの人類がこれを真理として受け入れるようになると

いうことです。なぜでしょう？ひとつは、2012年の到来の後、より一層地球外生命体の目撃情報が

増えるからです。二つ目は、これらの訪問を隠そうとする権力者たちの力が減少するからです。今

から200年先に飛んでいけるとしたら、想像してみてください。他の次元から来たより高い生命体

から発達した10の異なるコロニーがあるのです。これはそのようになるでしょう。 

 

ではギアを少しバックに移動させて、この期間の善対悪について理解しやすい話し合いをしたいと

思います。何故ならこれは2012年に見られることになっているからです。光は影に打ち勝ちます。 

あなた方の中には、「2012年はキリストの再臨という意味ですか？」と尋ねる人がいます。ある意

味においてはイエスです。2012年はキリスト意識が劇的に上昇する時であるということです。しか

しキリストだけが聖なる主人というわけではありません。すべてのかつてあなた方の世界に住んで

いた聖なる主人たちは、戻るために油を塗られました。それはあなた方それぞれの内側にあり、新

しい目覚めが起こる場所、つまりあなたの内側です。 

 

もう一度このことを述べさせてください。なぜならこれは非常に大切で、大いなる祝いのきっかけ

です。2012年とその先の年は、かつて地球を歩いていた主人たちの、魂の本質の復活を見ることに

なります。 

 

神の計画はなんと素晴らしく輝かしいものでしょうか！新たな聖なる主人たちは、新しく、またよ

り深い智慧を与え、癒しが生まれるでしょう。3人の新しい主人たちが、あなた方の世界から、あ

なた方がすでに知っている中から生まれるでしょう。この叡智で他の主要な区別としては、主人た

ちは知的な宗教にはもはや属さないということです。主人たちは霊的な主人と見られます。彼らは

もう特定の宗派に繋がれたり関係を持ったりしません。ハレルヤ！シャローム！ナマステ！今やこ

の将来を想像すれば、あなた方は世界を新しい目で想像することが出来、あなた自身も意識が高め

られているところを想像出来るのです。惑星全体はある点まで進化し、そして誰もがその主人、霊

的な主人となれるでしょう。この過程の間、流れにいくらかの邪魔が入るでしょう。あなたは闇と

言うかもしれませんが、いつでもどの銀河でも、アセンションのパワーが増大しているときは、闇

の企ても増えるのです。ここで集中するためのキーワードは試みです。こんな風に考えるのです。

晴れた日に外にいたら、起き上がってバックパックからロケット用装置を取り出して、太陽に近づ

くことが出来ます。太陽に近づけば近づくほど、光は目がくらむほどになってゆきます。もし白色

光の下にいたら、あなたはサングラスをかけます。ただポケットに手を伸ばしてかけるだけです。

ではもし白色光の下にいなかったら、白色光の光が目をくらませます。あなたは驚いて、もしかし

たら痛みさえ感じるかもしれません。ですから、地球規模のアセンションの過程が進んでいる間は、
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暗黒の世界が蜂起してきますが、それらほとんどは肉眼では見えません。私の言葉は現実に聞こえ

るでしょうが、私は霊的な存在で霊的な次元からのものです。ですから、この宣言は善対悪の見れ

ない霊的な戦いに関するものです。私のところにやってきて尋ねる人がいます。「2012年は悪魔が

再び地球に来ると聞きましたが？」そのことについて言いますが、それは不可能です。今日あなた

方の世界で、見えない闇の勢力が働いているだろうか？もちろんそうです。この闇の勢力は悪魔な

のか？もちろん違います。悪魔としてそのようなことはありません。変化も光も良いものも救いも

ない、永久にグレーなままの魂の分子たちがいます。南アフリカの地から起こる邪悪なものがいま

す。大英帝国から起こる邪悪なものがいます。アメリカ合衆国から起こる邪悪なものがいます。彼

らのエネルギーが反乱を起こす可能性があります。私たちは天使の領域で日々これと戦っています。

そして私たちは勝利しています。あなたたち光と良いものを広めている者たちも日々戦っているの

です。光は2012までに勝利するのです。これは第1部を終了です。 
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第5章 他の生命体/時間旅行 
 

他の知的生命体についてはすでに多く書かれてきましたが、それは隠されてきただけなのです。あ

なた方が望むなら、これを発見と呼んでも良いだろう。というのは、この発見の一つはレプタリア

ン種族の隠ぺいだからです。別の言い方をすると、この期間に、世界中の主要な大陸の力ある人々

が、多くの真実の存在や、レプタリアンの存在を隠すという試みをしてきたことはほんの一つの例

です。それで、これについての私の意図は、誰も驚かすことなく、しかしレプタリアンとは何かを

はっきり描写している方程式から推測をするということです。彼らは何を意味しているのか。何を

期待できるか、その存在を隠すために何をしてきたのか。概して私が文字通り案内人であるという

いくつかの例があります。レプタリアンは光の銀河に住んでおり、あなたたちからは1300光年も離

れています。彼らが存在している理由は1つだけあります。あなた方の世界のエネルギーを保つた

めです。では、最悪の中の最悪な話をします。 

 

レプタリアン 
彼らは2本足で歩きます。肌はあなた方とは違い、うろこ状の肌をしています。彼らは目を持って

いますが、あなた方の目とは違います。二つの目は暗闇で見ることが出来、目は半透明です。彼ら

の肌の色は、ライトグレーから緑色がかった茶色です。身長はだいたい5.7フィートから7フィート

くらい。耳は開いていますが、あなた方のようではありません。人間とは異なり、しっぽのような

ものがあり、短いものから長いものまでありそれ恵を使って地面を掘ります。言うまでもなく、彼

らは見ほれるようなものではありません。彼らの顔はボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」には

似ていませんし、ついでに言えば、他のどの海の精にも似ていません。人間の身体と違い、彼らは

心臓がありません。肺が一つと、あなた方とは全く違う消化システム、そして嗅覚はありません。

あなた方は、彼らの持っているものは、書くのに困難で、完全にテレパシーがあって事実悪魔のよ

うだというかもしれませんね。私たちは、あなた方の世界が創造される前から、彼らを退治しよう

としてきました。彼らを恐れてはいませんし、あなた方も恐れるべきではありません。あなた方が

させない限りは、彼らは何の脅威も与えません。アドルフ・ヒットラーはレプタリアンだったと言

ったら、あなた方は何と言うでしょう？数人は一瞬物分かり良く反応し、もう数人は本当かもしれ

ないと思い、しかしほとんどの魂は私のことをバカだと言うでしょう。とはいえ、大多数の魂はこ

の特定の魂がエネルギーを所有しており、それはこの世界から出ていくネガティブエネルギーであ

ることに同意するでしょう。ヒットラーは明らかにレプタリアンエネルギーがくっついた激しい魂

の例であると言えます。一般的には、これは人類の目覚めからは隠されてきました。しかしいつか、

発見され、完全に明らかになるでしょう。もしあなた方に、高次のものたちによって秘密とされて

きた本があり、その本には全ての魂が書いてあり、そこの邪悪な魂たちはレプタリアンとして判別

されると啓発したら、あなた方はビックリ仰天するかもしれません。しかし、これは事実です。そ

の本の在りかは謎のままで、発見されないようにあちらこちらへと定期的に動かされています。 

それでも、近い将来のある日、本とそこにある智慧は見つけられるでしょう。 

 

ここに、地球の魂で本に含まれていた、あるいはレプタリアンエネルギーが取り付けられていた魂

のいくつかの名前を少し紹介しましょう。順不同です。ジンギス・ハン、ジークムント・フロイト、

ノリヨシ・イシシマ、シャルル・ド・ゴールそして何千人もの人々です。これらの魂に名前がなく

ても良かったのですが、私の意図はどの次元であっても疑いや心配や苦味を拡大するのではなく、
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広い範囲でレプタリアンは力あるものの位置に浸透し、自らが力あるものになって影響を与えるこ

とを選んでいます。レプタリアンによる浸透のレベルにもよりますが、地球出身の魂は、どんなも

のでも高得点なのに、欺まんや裏切り、憎しみ、偏見、暴力についてはレベルが低く、私は道理に

かなっていると思います。 

 

人類の歴史を通じて、私が話しているようなものたちの存在を知った政治的権力者たちは、ショッ

クを受けただろうと言いたいです。真実の発見は、それがどのような真実であろうと、常に賢明で

神聖です。ちょうど私が説明したばかりの目下建設が進んでいる、多くの素晴らしいコロニーが建

っている海底トンネルのように、レプタリアンが母なる地球に穴をあけて、人間のエネルギーや力、

喜びに寄生しようとしているトンネルもあります。 

もしヒルを想像出来るなら、レプタリアンの本質も想像出来たでしょう。しかしながら、彼らはあ

らわになり、これを最後に崩壊します。 

 

発見その２：世界中の多くの人が権力を持つものたちに憤慨しています。これは何も新しいことで

はありませんし、地球が砕け散ることでもありません。多くの場所で、力は単に崩壊すると広く信

じられるようになるでしょう。繰り返しますが、何も新しいことではありません。エジプトのファ

ラオはしばしば墜落しました。崩壊した中国の家主、崩壊したブルガリアの収税人、崩壊したフィ

ンランドの港湾労働者など。彼らが崩壊した理由は、別の次元か別の世界から来た何かによるので

す。これは新しい発見になるでしょう。起源のない崩壊は存在しないということです。花は雑草だ

らけの庭では咲くことが出来ません。アセンションのエネルギーで、雑草は愛の足跡で踏みにじら

れるのです。何と素晴らしい経験がやってくるのでしょう。私が発見について話している限り、多

くの新しい素晴らしい発見が人類の目覚めの上にも落ちるでしょう。このアセンションのエネルギ

ーが根付けば根付くほど、世界中の人類にとって体の病気がどんどん減ってゆくのが明らかになる

でしょう。もはやエイズはなくなり、ガンもなくなり、心臓病もなくなり、若死にもほとんどなく

なります。あなたの意識が上昇し、あなたの子どもたちの意識も上昇し、そうして可能になるので

す。あなた方に言いますが、心配したり、議論したり、非難したり、社会保険制度改革に誓いを立

てる必要はありません。短期間の未来のために、どんな種類の健康保険も必要ありません。細胞は

記憶を持っており、細胞は記憶を変えることが出来ます。他の言い方をすれば、アセンションのエ

ネルギーは、意識の変化であり、細胞には欺まんや不信、そして健康上の病気からの記憶を変えさ

せることが出来るのです。とても簡単です。もちろん、自己ヒーリングは新しい考えではありませ

ん。毎日、何千年もの間されてきました。しかし何が新しいのか、何が新しい事になるかというと、

十分な数の人が彼らの思考が健康を創り出し、地球上の病気を消し去ることが出来るということな

のです。 

 

もう一度述べますが、ガンを探すのをやめましょう。エイズを探すのをやめましょう。もう病気を

探すのをやめましょう。若死にと加齢を探すのをやめましょう。それらはもうなくなるのですから。 

 

 

スペースコロニー 
衛星情報は、宇宙からあなた方の世界に明確な情報を中継して伝えることで私たちを助け続けてい

ます。私はあなた方ひとりひとりが宇宙と地球の間の接続にもっと意識して欲しいと思っています。

まだ宇宙コロニーについてはほとんど話していません。それについては次回詳細も話したいと思っ
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ています。2012年とその先の発見という見出しがいいですね。銀河は継続的に日々、毎秒創造をし

ている存在です。あなたは知らないかもしれませんが、そうなのです。死にゆくもの、持続しない

ものもありますが、そのほかは認識されるまでサイズが成長し、影響を与えます。今あなた方の世

界は、人類の歴史上どのときよりも高速で自転していますので、その能力やコロニーを発展させて

いく安心も増大してゆくでしょう。多分願わくば、あなたの子どもたちと、その子どもたちの子ど

もたちは、遠く離れた銀河と新しいコロニーを通勤するようになるでしょう。これはそのようにな

るでしょう。コロニーはより高い智慧を通して作られるでしょう。それはすでにあなた方の世界に

いる者たちによって夢中にされ、またその場所へ行くことをほとんど恐れない、あるいは全く怖れ

のない人は、最初の旅をすることでしょう。 

 

コロニーは衛星宇宙ステーションとみなされるかもしれませんが、私はコロニーと呼ぶ方が好きで

す。なぜなら、環境という意味ではよりコロニーですし、ロボット的ではないからです。これはあ

なたの世界中のすべての人にとって、神の意思が協力して作るとき、光と闇、男と女、左と右、陰

と陽、左半球のコロニーと右半球のコロニーが真実のものとなると、再度理解することでしょう。

あなた方ひとりひとりは、中国人だけが十分な啓発を受けているからスペースコロニーを持ってい

るのだというような考えを取り除いてください。これは全く真実ではありません。スペースコロニ

ーは、まるで地球庭園の花のように突然現れるでしょう。「どんな目的のためですか？」とあなた

方は尋ねるかもしれないが、光と愛を他の銀河に広めるという目的のためです。私はすでに1つ以

上の銀河があるということを教えました。ですからこうしたいという願いがあるでしょう。しなけ

ればならないからではありません。これらのコロニーを創りたいからなのです。これは500年先の

将来の真実ではありません。これらのコロニーは明日建てられるかというと、恐らくそうではあり

ません。私は恐らくと言いました。今後100年の間に建てられるのか？と言えば、そうであろうと。

銀河間の空間は縮小してゆくでしょう。なぜですか？一つの答えがあります。それはワンネスのた

め、完璧なワンネスのためです。母なる地球は資源が尽きてしまうということはありませんから、

あなた方の惑星に住む人々が別の星に住む場所が必要になったということではありません。 

それらどの理由も、私が聞いたことがある他の幾つもの理由を挙げたとしても、それは違います。

魂がワンネスを経験出来るためです。これはもう明確にする必要があります。ワンネスは地球で達

成されますか？はい、もちろんです。しかし、私がここで話しているワンネスは、今現在創造され

ている銀河と将来創られる銀河を創る無限の意思と一緒でなければなりません。 

それが私が話しているワンネスです。時間を取ってこれについてじっくり考えてみてください。 

 

グレイ 
まず初めに、あなた方の理解をはっきりさせておきたいのですが、グレイは恐れるべき存在ではあ

りません。私がグレイと言う時は、あなた方の外側の世界の他の生命体のことです。私たちが他の

生命体の話を続けるという背後にある推論は、ただ怖れを払いのけるためです。彼らの存在の真実

は、来る数年をかけてさらにもっと情報が露わにされていくからです。あなた方の世界で、目撃情

報はより一層文字となり、話され、電報で送られることでしょう。あなた方の中には、人類があな

た方の惑星に住み始めるよりも前に、グレイが訪問したことがあると知ってとても面白がるかもし

れません。地球時間を通して、グレイはあなた方の世界のあらゆる場所で発見されているのです。

一般的に、彼らの風貌は次のようなものです。：レプタリアンよりは小さく、概して威嚇的ではな

く、多くは非常に大きな友好的な目をしている。皮膚はほとんどあなた方同様柔らかいが、彼らは
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皮膚を外装としている。グレイにはたくさんのカテゴリーとサブカテゴリ―があります。すべての

サブカテゴリ―について話したいとは思いませんが、多くの異なる知的生物を生じさせる、豊かで

無限に創造的な生命体について、あなたの心にアイディアになると思います。グレイは呼ばれると

いつでも、また必要だと感じるとあなた方の世界のどこへでも訪ねてゆきます。彼らは慈悲深いも

のとみなされています。彼らは意識あるいは思いやりの共鳴を発する周波数を持っています。彼ら

の目的はあなた方の世界、地球を助けて進化させることです。何千人もの人々がすでにグレイを目

撃しています。さらなる数千人が彼らを想像し、彼らを火星人と呼んでいます。彼らは火星人でも

なければエイリアンでもありません。エイリアンという言葉は、レプタリアンについて取り上げる

時だけに使われるべきだと思います。というのは彼らの目的は人類の目的とかけ離れているからで

す。ネイティブアメリカンたちは、霊的な教えと文化的儀式においてグレイの大切さを長い間知っ

てきました。ペルーのアンデスの高地には、グレイがホームと呼ぶ神聖な場所があります。この神

聖な場所で多くの人がグレイを見ています。グレイの肖像は世界中の洞窟住居の中の石やモルタル

に記録されています。それでもし彼らが地球にやってくるとき、彼らの宇宙船はどのように見える

のかと不思議に思うのであれば、私が教えてあげましょう。彼らの船は足つきの背の高いものでは

なくてタマゴ型のディスクのように見えるのです。他の知的生命体はこの構造を使っています。私

はこの複合銀河の中で、少なくとも5つの生命体に気づいています。恐らくあと3つあるでしょう。

そしてこれからさらに創られるでしょう。神のご意思においては全てのことが可能なのです。もう

一度、彼らは慈悲深くて傷つけたりはしないと述べておきましょう。 

 

 

アンドロイド 
続けてアンドロイドについて話し合いたいと思います。アンドロイドは衛星ではありません。私が

話しているアンドロイドには羽根がありません。アンドロイドとは相称のことで、人と他の存在の

複雑な関係を表す広い意味の言葉です。アンドロイドは、多くの高度技術と超進化論の発展の要因

となっていて、それらのいくつかはあなた方の世界の発展に影響を与えています。アンドロイドの

ことを巨大なロボットの心であると想像出来るなら、かなり正確です。私はアンドロイドが全ての

次元と銀河を牛耳っていると言っているのではありません。またどんな場合も彼らが神や神の意志

と競合しているとも言うつもりはありません。いろいろな意味で、彼らは惑星間のマネージャーと

見られており、システムを動かしたり、電流を流し続けたり、あらゆる演壇の間で他国的なコミュ

ニケーションを提供したりしています。演壇という言葉を使いま氏s多賀、ここでは意識という意

味です。2014年近くになると、アンドロイドの存在について新しい地球的発見があるでしょう。私

は怖れを生み出したいのではなく、何でも形作ってもよいということを教え、創造の形は無限であ

るということを示すことです。遥か昔、あなた方のところから300億光年も離れたところで、大き

な磁石比率に何かが起きました。その出来事は原子の破裂でした。これらの言葉を読んでいるかも

しれない物理学者に対して、原子の破裂は異なる銀河を創るということを伝えたいのです。これは

彼らの耳にソフトに降る優しい雨のように落ちてゆき、他の人にとっては この叡智は雹の嵐のよ

うでしょう。 
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質問：私はアヌンナキと20番目の惑星について聞いたことがあります。彼らは誰で、私たちから何

を得たいのですか？ 

 

答え：アヌンナキは邪悪なエンティティまたしばしば赤い惑星と呼ばれる第20番目の星からの存在

です。赤い惑星はどこにあるのでしょう？それは太陽系の外側5000光年のところに位置しています。

人間が地球に住む前に、もし創造できるなら、宇宙には地球規模の部族がいたのです。ほとんどの

地球規模の部族は、地球、また火星や水星といった形成中の惑星に、より高い智慧をもたらすため

に存在していました。ほとんどの地球規模の部族あるいは高度な知的生物は素晴らしく完璧に仕事

をこなしており、彼らの仕事は地球に行って社会を安定させることであり、それは愛と自由が土台

となっていました。プレアデス人は部族の一つのグループで、自分たちの仕事を上手くやっていま

した。他の惑星国家から来たものたちも上手く仕事をやっていました。残念ながら、地球にとって

は、惑星間の部族たちの中にはそうでない者たちがいました。これらがアヌンナキでした。アヌン

ナキは自らのエゴや貪欲、そして満足のために地球に潜入することに決め、その最も早く発展して

いた領地を訪ね、高い知能を持ったニルバーナ社会のためのインプラントの代わりに、破壊の種と

して自分たち自身を移植ました。アヌンナキはレプタリアンと同じ知性を持つ生命体とは違います。

彼らは全く異なっています。違い故に、太陽が土台のシステムを取り外してしまいました。アヌン

ナキたちはあなた方の世界に陣地を立てて、時間がたつにつれて人類の意図の旅は変わってゆきま

した。その旅は人が戦争や飢え、貪欲、そして欲望を避けて人間の惑星の記録とする旅のはずでし

た。代わりに、アヌンナキは人間の経験の意識を沈めました。彼らは私が述べた目に見えぬ霊的な

戦いにおいて大きな役割を演じていました。アヌンナキの影響は最初チグリス川の地域の河川地帯

で感じられましたが、それから国々に色がってゆきました。それで今日、旅行者がチグリス川やガ

ンジス川に行きたいと思ったら、彼らは素晴らしい疫病とプライドにあふれた地域を見つけるでし

ょう。誰かがアヌンナキのような知的生命を見極めたいと思ったら、身長8フィート近く高くそび

えていて、体重は人間で言えば100パウンドはありそうなヒューマノイドを探すことになるでしょ

う。アヌンナキのいくつかの部族はまだあなた方の世界に住んでいます。しかしながら、彼らの出

身の太陽のふるさと、赤い惑星は沈没しています。これにより、つまり赤い惑星は死にかけていて、

それはアヌンナキ文明がもはやもちこたえられないというところまで死に続けるのです。もしあな

た方が彼らの世界が文明化されていると想像したければですが。なぜ赤い惑星はその反対意見や最

終的な分裂、絶滅を継続しているでしょう？それは惑星国家の部族たちのおかげです。スターギャ

ラクシーのおかげです。また木星人、アトラス人、またプレアデス人のおかげです。朱い惑星の最

終的な沈没は彼らが負ってくれているのです。アーメン。 

 

 

時間旅行 
あなた方の世界がこれまで以上に早く回っていることにもう気づいていますか？これはつまり、魂

の望むことの実現がずっと容易になったということ、人類の地球の歴史上これまでよりずっと実現

が早くなったということです。腺ペスト、コレラ、マラリア、赤痢、黒死病、ハンセン病など多く

の病気は、長い間人類に影響を与えてきていますが、それは動きが遅いか、重たいネガティブなエ

ネルギーと、遅いスピードで振動している結果なのです。ネガティブはとても重たくゆっくり動く

エネルギー/周波数なので、宇宙は実際には自らを癒しています。元素を動かすことによって、母

なる地球とその他の惑星たちが連動して、非常に素早く振動させ、そうすることでもっとも高い周

波数が存在するようになります。このエネルギーがあるべき位置にいることで、人類は落ち着いて
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より簡単に時間の中を旅することが可能になるでしょう。恐らく、幼い男の子が宇宙船や時間旅行

に満ちたペーパーバックを読んでいるイメージは、これは2012年の後の10年以内に実現可能なもの

になるでしょう。ちょっと止まって、少しこれについて考えてください。時間旅行、それはあなた

にとってはどんな意味があるでしょうか？多くの魂にとっては、自分を遠い過去の時間や遠い未来

へと連れて行くという意味ですね。これらの現実は一つです。これらは両方とも現実に可能であっ

て、ある魂が数百年前の中国の奴隷貿易の頃に戻りたければそうできます。そしてこれは間違って

いるのだと権利を求めるということも出来ます。地球の反対側の植民コロニーに、温室を広げる目

的で行きたいと願う人は、そう出来るでしょうし、ある人はもっと初期の歴史の時代に戻って行っ

て、戦いや人殺しや騒乱による低い意識のあるところに戻りたいなら戻れるでしょう。そこでこの

エネルギーを正し、最も高いところまで引き上げたいという目的があるなら、そう出来るでしょう。 

あなた方は、人はみなだれもが時間を戻ったり、先に進めたりしたいものだと思っているでしょう。

これは本当ではないんです。自分の思考の中に最も高い周波数を持っている人だけが、エネルギー

的な移動が出来るでしょう。アストラル体の旅行とかアストラル体の投影と混同しないようにして

ください。経験は似ているかもしれませんが、意図は全く違いますね。人の魂は子宮の中でアスト

ラル体の旅行を想像出来るほどに進化したのです。馴染みのない方へ、アストラル体の旅行は魂が

別の次元に投影をして、旅に行くという経験です。これは続きます。繰り返しますが、時間旅行は

違います。時間旅行を選ぶ魂の内にある意図が、間違った、再調整されたエネルギーを正しくする

目的があり、新しいマトリックスとグリッドを与え、時には特定の時と場所の遺伝子コードを立て

直すのです。私はあなた方がこの智慧を、あなたの思考をワクワクさせ、素晴らしい無限の可能性

の中へと駆り立てるものだという見方を持ってくれたらと願っています。あなた方は今私から申し

込みの許可がおりましたよ！ある人は私のところにやってきて、どの場所へ行ったらいいかと尋ね

ます。私の答えは、彼らが知っているところで、大量の悲しみ、病気、失血、偏見、迫害のあった

ところであればどこでもと答えます。霊的であろうが道徳的であろうが、彼らの能力を使って分子

の意識を永遠に消し去るのです。もしあなたが、愛する魂よ、個人的に影響を受けたことのない年

齢であるなら、あなたの子どもたちのまた子どもたちは知ることでしょう。神の知性があるのです。

それは星間時間旅行に関わる全てのものを導き、調整し続けます。人類はただ自らを進化させてい

くのです。彼の内側でと言った方がいいでしょうか。母なる地球は来る世代のために豊かなものを

惜しみなく与え続けるでしょう。しかしその土地は人類の行動により、低い周波数に汚染されてき

ていますが。彼女（母なる地球）は与え続ける素晴らしい女神です。あなた方の地球はただ消えて

行くのではありません。彼女が以前の栄光へと立て直すでしょう。 

 

 

幾何学とマトリックス 
では、ここであなた方の心を幾何学とマトリックスで教育するのはふさわしいと思います。これら

の言葉は時間旅行の話で出てきた言葉ですからね。あなた方はこう言うかもしれません。「天使よ、

なぜこれはそんなに単純に見えるのですか？私はマトリックスが何かを知っています。幾何学も何

かを知っています。」あなたに言いますが、恐らくそうでしょう、しそうでないでしょう。私は幾

何学を磁場と関係あるものとして説明したいと思います。幾何学とマトリックスあるいはグリッド

の話をしなければ、母なる地球についての話は完全ではないからです。幾何学については２つの事

柄があります。どのようにあなた方の叡智となるか、またどのように将来の世代の生活の中に見る

ことが出来るかということです。一つ目。幾何学という言葉はGPSという言葉のように、家庭内で

使う言葉になるということです。二つ目。それは未来の世代の日常活動の中で明らかにされるでし
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ょう。このようにです。あなた方が世界のこれからの10年を想像しているとしたら、あなたの心の

中に、人々の間の多くの繋がりが幾何学のおかげで広がってゆくであろうという考えを作り出した

いと思います。幾何学は磁気に対するもうひとつの言葉です。そして磁場は母なる地球のコードに

あります。ですから、親愛なる魂よ、あなた方は磁気パターンの延長です。私が言おうとしている

ことは、あなた方の人DNAは5次元への再構築によって魂がより繋がりやすくなるということです。

あなたは「何と？」と尋ねるでしょう。「何と？神ですか？私の隣人ですか？私の妻ですか？何と

ですか？」私はこれらすべてともっとと答えます。これからはconcentric（同中心）という語は見

られなくなり、geocentric（地球中心）と言う語が見られるようになります。geoは多いという意

味があります。人のDNAが遺伝子的に5次元に高められた状態、あるいはアセンションエネルギーへ

と改定される時代に生きる利点は、本質的にすべての個人が磁気能力や幾何学力を持ち、だれとで

も、どんな次元でもどんな現実でも、全ての人とテレパシーでコミュニケーションを取る能力を持

つということです。 

 

このことは、インディゴやクリスタル、そしてアトランティスチルドレンの生活にとっては明白に

事実となります。この発言の意味合いは地球的に大きいのです。 

 

私が話していることについて、説明する例をあげましょう。そうですね、2020年が近づく頃には、

南フランスに住む10代の少年がいます。この10代の少年は星間パイロットになる夢を持っています。

コミュニティを助け、銀河系の荘厳さの中でコロニー貿易をするのです。彼はもう地球的な現実の

罠にはかかりません。その代わりにただ彼の心は例えばプレアデス銀河に思いをはせるのです。も

しこれが彼の選ぶ銀河であるならば、これは実現します。もし2020年でなければ、それは2030年、

そして2040年、そして2050年。想像してください。車に乗り込んでブリーフケースを持ち通りを下

りながら仕事に行きます。しかし実際には、あなたは星間自動車をつかまえて、別のより高い知性

を持つ生命体と繋がり、見晴らしの良い場所から仕事をするのです。そうなるのです。このような

未来型の話は形状やファッションとは関係ないので、驚かせたり心配させたりするものではありま

せん。それはただの継続的なエネルギー変化を認めることであり、それは生活に息吹を与え、人間

意識の経験へと入って行くのです。これは新しい惑星の発見とは何も違いはありません。それはあ

なたが住む世界で毎日起きていることです。宇宙は、あなたがそうであれば、とても創造力豊かな

店舗であり、創造と進化をやめることは決してありません。私が話しているのは恐怖ファンタジー

ではなく進化です。もし人間が進化を止めていたら、あなた方は今頃4本足だったでしょう。唯一

本当に違うことは、将来の世代は地球的な器あるいは体を持つことになります。それは彼らにとっ

ては次元間を移動するのにより簡単になるのです。思い出してください。時はただの次元です。 

 

マトリックスへの変化ですが、誰か「マトリックスとは何ですか？」という質問に答えられる人は

いますか？というのは、私の目的の一部は誰かの心にひらめきを与えるだけではなく、それを拡大

することだからです。今私が探求したいマトリックスは、2012年のエネルギーと関係があります。

私の眺めの良い場所から見ると、何度も見ていますが、あなた方の次元はマトリックスシステムな

のです。ある人は非常に複雑なマトリックスシステムについて言います。マトリックスとは簡単に

言うとグリッド、組織されたグリッドです。マトリックスはエネルギーの組織方法です。あなた方

の世界では、地球的なマトリックスがあり、シリウス銀河とプレアデス銀河からのマトリックスが

あります。そしてすでに話したあと２つの銀河もです。（もちろん他にもあります）とはいえ、あ

なた方の世界のマトリックスは2012年のエネルギーによって強められることになっています。もし
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あなた方が今目に見えないエネルギーを想像出来るなら、あなた方の世界である母なる地球が網に

入っており、非常に組織的なもので包まれている。これがマトリックスです。マトリックスとは、

人の骨と筋肉の間を繋ぐ繊維のようなものです。時々それは皮膜と呼ばれることがあります。マト

リックスとは人の皮膜のようなものですが、物事を実行するときに重要な役割を果たします。 

 

健康な結合組織がなければ、あなた方の身体は十分に機能することがなく、それはマトリックスで

も同じです。2012年以前にマトリックスグリッドは世界のあちこちで溶解していました。特に意識

エネルギーがとても低かった南アフリカ、ベルファスト、北アイルランド、パキスタン、そしてイ

ンドとハイチの一部ではそうでした。それは1足の靴下をあまり長く履いているとかかとが薄くな

って破れてしまうことに似ています。そのように私や私の領域のものたちには見えました。マトリ

ックスの他の場所では、2012年以前は穴があいていました。あなた方が想像出来るならば、マトリ

ックスの他の場所では、ブレーキがついていてエネルギーグリッドの欠片が行方不明でした。私は

今地球規模の話をしています。個人の話ではありません。しかし、それは集合的な人間意識でした。

それがこれらの疾患を創り出したのです。私が描写したこれらすべては疾患なのです。統一された

領域は復元され再建され新たにされたもので、その本来の完璧さに戻り、それは神の力、無限の心

が創造の時に創り出したマトリックスあるいはグリッドだったのです。そしてそれは人間の無関心

がかき乱したのです。2012年とそれに続く年と到来とともに、マトリックスは復元され、穴もなく

欠片も失われておらず、ホログラフィーの接続も薄くなっていないでしょう。これは人間の将来の

生存のために必須だったのです。今はこの愛ある情け深い贈り物に対し、なんであれ感謝したいと

思うものに賞賛を与える時なのでしょう。 

 

 

次元 
ではここで、5次元と6次元はどう違うのでしょう？6次元と7次元は？7次元と8次元は？8次元と9次

元は？それを短く話すことはふさわしく、興味深いことでしょう。9次元の後もさらに次元はあり

ます。これらもそのうち考察しましょう。これは主に、大多数の魂が理解するのを助けたいという

私の熱意に基づいて文にしています。第10次元から20次元や銀河を定義する概念の中には複雑でま

たそれと同時にぼんやりとしたものがあります。ですから、異なる形容詞を使って、より低い次元

を説明する方が賢明かもしれません。というのは、人の心はまだ肩書が好きで、これらの次元の多

くは概念論により分類されており、この時点ではヒトゲノムから遠く離れているからです。 

 

再度述べますが、叡智をより容易に伝える文章を作るのは私の意図で、それにより叡智は人から人、

町から町、国から国へと簡単に広がっていくからです。もし私がスワヒリ語で話すことを選んだら、

そして私の周りが誰もスワヒリ語を知らないとしたら、私は一体何を成し遂げるでしょうか？ 

では、理解しやすい用語で、第4、第5、第6、第7、第8、第9銀河の説明を始めましょう。 

 

・4次元・・・エゴ、同心円、直線状、中毒 

・5次元・・・エゴや自我を持たない、周波数と共鳴、平和、愛と調和の中での天使性 

・6次元・・・5次元のさらなる広がり 

・7次元・・・この周波数の主たるエネルギーは調和の周波数 
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・8次元・・・星間戦争、悪魔による干渉と降伏により認識される次元として特徴づけられる。 

この場合の降伏とは崩壊とも受け取られる。 

この次元は銀河間におけるかなりの混沌と崩壊である。 

・9次元・・・純粋な完全なるワンネス 

 

ここで私が伝えたい重要な真理は、2012年という頂点の年が過ぎた後、多くの現実があり、これら

の現実を探求し理解するよう時間と努力と調査が必要であるという考えに、あなた方の心が開かれ

ていなければならないとうことです。 

5次元、そして6次、7次、8次、9次の間のギャップを埋める橋渡しがあるでしょう。 

 

質問：ミカエル、キロンについて何か情報はありますか？ユニークな不規則な軌道を持つ彗星です。

ネイタルチャートではその「傷ついたヒーラー」の後に誰が象徴とされますか？ 

 

答え：キロンは最も新しい天体のひとつで、8次元、9次元、10次元の周波数の意識が力と勢いを増

している天の力です。キロンは実際には惑星の集合体でこれら次元からの集団で、純粋な彗星では

ありません。ある人にとっては、教えられたことと、つまり次元ははっきりと説明されるというこ

とと矛盾することを私が言っているように思えるかもしれません。 

この文章の中ですでにたくさん話してきたように、4次元と5次元ははっきり定義づけされるのです

が、キロンについて話すときには、その影響、智慧、8次、9次、10次銀河まで拡大することを理解

してください。もしあるレベルから次のレベルまで意識を繋げる梯子を想像出来るとしたら、キロ

ンはそのような役割です。キロンは意識の梯子なのです。 

 

 

キロン 
キロンはそれ自体のすべてが指導者と智慧の体系なのです。初期の歴史の中にギリシャの神々や女

神たちがいたように、キロンの本質の中にもギリシャの神々と女神たちがいるのです。キロンの惑

星としての影響が拡大し続けているので、人類の多くが目撃することが出来る特定の個人的特徴が

あります。複数の次元を繋げる梯子として使えるということに加えて、キロンの他の目的は人体に

おけるいかなる不調をも取り除くということです。これは言葉にするほど簡単ではありません。と

いうのは、人類のエネルギーフィールドの進化は軌道を外れてしまっているからです。それはまる

で、ロケットが不発で、北極に行くつもりが南極に行ってしまうようなものです。北極は完全なる

ワンネスです。南極はワンネスのないところです。私が気づいているものだけでも、非常にたくさ

んの目に見えない複数の次元に存在するものたちがいます。私はほんのいくつかに触れただけです。

ためらわずに言いますが、将来に来る銀河革命についてもっと知りたいと思えば、さらに多くの情

報が準備されるでしょう。やがてあなた方の多くが、宇宙技術や星間旅行やコミュニケーション、

スペースステーション、衛星周波数修理、ハーモニックコンバージェンスやさらなるゲノムの発達

といった分野へ、巨大な容器から水が注がれるように惹き付けられるでしょう。なぜでしょうか？

それは今に至るまで、地球規模の人々がそうすることを抑え込んできたものの多くが取り除かれて

いるからです。私が示そうとしていることは、未来の世代においては、人類の知的レベルがかつて

なかったほどに素晴らしくなるということです。私が住む5次元で一体何が起こるのかを知らない

人々を教えることは重要だと感じています。ですから今そうしています。地球にいるすべての耳に

とって、私が言おうとしている真実は、あらゆる時代のあらゆる人にとっての真実です。魂の輝き
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が肉体を持つことを決めて、あなた方の領域である4次元に入ってくるとき、5次元のためのものを

4次元へ移行しなければならないのです。私の考えでは、知りうる限りこれは最も大きく、最も心

から出る創造の行為です！このように考えてみてください。より低い周波数の次元を通るすべての

魂のきらめきは、それ自体、粒子、本質すべて速度を落とさなければならず、そうして魂のきらめ

きの本質が人間の身体の形へと変わるのです。それは壮大な分子変化です！別の言い方をしてみま

しょう。もしあなた方が最も高い電気の周波数を想像出来るとしたら、それはクリスタルの光線で

すが、その光線は愛と光と善良さと受容、智慧、真実、喜びそして思いやり以外の何もない次元に

存在するのです。そして要点としては、このそれ自体が智慧である輝きは、驚くかもしれませんが、

バイブレーションの速度を落として物質となるようにするのです。これは創造の奇跡であり、5次

元で始まった命の奇跡です！ついてきてくださるなら地球での命について話しましょう。他の次元

の命が別の次元で始まるのです。5次元は偉大なマスターたち全てが住まうところです。そして天

使また神の領域の存在する次元です。想像してみてください。最も愛のある、最も神聖な、そして

これまでに感じたことのない最も美しい感情を。あなた方に言いますが、これがあなた方の起源と

なるところであり、2012年に再びそこへ連れて行きます！ 

 

魂が男または女としての肉体の器での地球の旅を終えると決めるとき、彼らは5次元へと再び引き

上げられます。そして再生、再構成の奇跡的なプロセスを経て全てが再び始まります。ここに得た

霊的な智慧は、一度作られたものは何があっても壊されることはないのです。形は変えても、決し

て破壊されることはありません。宇宙は空中にある素晴らしいマリガンシチューだと思うと面白い

と思うかもしれません。宇宙に浮かぶ思考が創造するものにはたくさんの不純物があると言えます。

これらの思考の不純物が文明や自然の中の遊牧民を生じさせてきました。地球上の文明が生じたり

滅びたりしたように。この中にさえ神に叡智があります。ある種のろ過システムのように、ほこり

や毒、思考エネルギーの無用な分子をキャッチして、複数の宇宙はよく整備された自動車のように

スムーズに機能しているのです。全ての創造された思考はエネルギーの報告書であり、それは5次

元、6次元、あるいは7次元に保管され、分析され、改善されて、のちに再生されることを想像して

みてください。あなたは何か言いますか？これは真実です。あなたはそれを宇宙の調律と呼ぶかも

しれません。 
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第6章 天使による最終見解 
 

人類の意識が進化し続けており、その思考はより純粋になってきています。また有害なものは減り、

毒も減っています。彼らを清めるための場所となる組織は、どんどん必要でなくなってきています。

複数現実の精神は、素晴らしすぎて本当の意味で理解出来ません。 

神、また不滅の精神とは何であるか。今夜眠りにつくとき、あなた方の多くは静かな祈りをするか、

あるいは母なる自然や信仰する指導者にまたは自分自身に捧げものをするでしょう。あなたのとこ

ろから去る前に、この最後の智慧を覚えておくように願います。 

愛は無敵であり、愛は不滅であり、愛は境界線を知りません。愛のバイブレーションは惑星である

地球を創造する要因でした。そしてこの意識の周波数は2012年とその先の間にあなた方の世界を復

元するでしょう。 

祝福され、喜び、来る年月を祝うのです。最も幸運な環境のうちの最たる幸運を目撃するでしょう。 

 

あなた方を助けることが出来たことを願っています。－－－－ミカエル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


