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弥勒菩薩ラエルはその内容について
以下のようにコメントされました。
「ここに何が述べられているかと言うと、知性を
評価するのにあまり良くなかった計測方法が終
焉を迎え、天才政治に書かれているように、脳
の適切な電気化学的機能に基づいた計測方法
が始まるということについてです」

皆さんは今日何かクレイジーなことをしましたか。今からでも遅くありません。
ジャンプしましたか。ここでは人々はジャンプなどしません。政治家はジャンプしません。
まだやっていないなら、今やってください。それはクレイジーなことですから。
弥勒菩薩ラエル 東京にて

６４AH１０月

私達は弥勒菩薩ラエル、あなたを愛しています!!!!!!!!
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私がジャン・センディの本を盗作したと言って私に対する中傷を広めている人たちが、容認できない行動を起こしてい
るため、私は彼らを法的に追及するつもりです。彼らが国際会員の場合は、すぐに除名され、セミナーや各地のミー
ティングに歓迎されることはありません。
私がエロヒムに会うずっと前に似たような説を唱えていた作家が何人かいたかもしれませんが、これは単なる説に過
ぎません。ジャン・センディだけではありません。ロベール・シャルー、エーリッヒ・フォン・デニケン、ルポア・トレンチ、そ
の他にもたくさんいます。彼らと私の違いは、メッセージは小説や想像の産物ではなく、エロヒム自身から私に与えられ
たものだということです。似たような説を唱えていた作家が何人かいたとしても、何も変わりません。既に真実が含まれ
ていた聖書やその他の古代の文献を知性的に読み解いていただけにすぎません。彼らはコンタクトされたことが一度
もなく、どのようなメッセージも受け取っていませんでした！彼らの小説には、精神性や瞑想の教えや私たちの未来へ
の哲学的な鍵はなんら含まれていません。メッセージの中に見つけられることで彼らの本には書かれていないことが非
常にたくさんあります。
これら内部の敵のたわごとに動揺したラエリアンは、気を取り直して私たちの使命に集中することが大切です。その
人たちには、私はただ同情するばかりです。彼らが元いた場所に戻り、公に謝罪できるように、私は彼らを許す準備が
できています。その他の人たちは、まずは７年間除名になり、集会やセミナーには歓迎されません。また、彼らが自分
達の過ちを認めず、公に謝罪しない場合、彼らのトランスミッションは無効になるでしょう。
皆さん、メッセージに書かれてあることを思い出してください。
「私はエロヒムを創造者と認め、ラエルを彼らのメッセンジャーと認めます」
責任を受け入れた時に言ったこの誓いを思い出し、それをもう一度読んでください。国際会員は中途半端ではだめで
す。私が以前そうしたように、私には国際会員の半分を除名する心の準備はできています。エロヒムに自分を捧げ、貴
重な時間を、ばかな発言を読み広める事に費やさない人たちだけが私のチームに残ればいいのです。国際会員として
認められて私たちの中に潜入し、中傷と嘘を広める人たちを容赦しないようにしましょう。彼らの話を聞くことや、彼らと
話すことさえも拒否しましょう。それは容認できない時間の無駄です。彼らには一つの目的しかありませんから。それは
皆さんを真実から遠ざけることです。

東京での
東京での１０
での１０月
１０月７日のお祝
のお祝い
弥勒菩薩ラエルは、彼がエロヒムの
惑星を訪れた日の３４年目を記念する
日を祝うために集まった日本のラエリ
アンにお話をしてくださいました。
素晴らしい日ですね、（日本語で）な
んて 素晴らしい～！まだこれ以上
日本語でしゃべれないです、でも 今
勉強しています。トランスミッションを
受けた方にとっては 本当に素晴らし
い日ですよね。最も美しい日だと思い
ます、あなたの人生の中で。 なぜな
ら 無限の生命へのドアを今、開いた
わけですから。
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人生は短すぎます。私たちは永遠の命が必要なんです。 この地球上での生命はとても短いものですね。昨日みなさん
は 砂場で遊んでいた少女や少年でした。それが今日はもう、髪の毛がない人もいますし、白髪になった人もいます。 も
う３０年も時間が経ったのかとか、４０歳、５０歳、６０歳、７０歳、８０歳、そして死にます。非常に早いです。 人生は短すぎ
るんですね。ですから、私達に永遠の命が必要なわけです。エロヒムは私達に永遠に生きられるチャンスを与えてくださ
いました。エロヒムありがとうございます。
この地球上の生命はとても短すぎますが、特に
幸せである人にとっては短いです。
そして人生は短いなぁ、と気付くことはとても幸せ
なんですね。普通の人々は落ち込んでいます。
不幸な悲しい日々を過ごしていますと一日が長
いです。若いときは 退屈な時とか もう一日が
長くていやだなと思いますけれど年を取れば取る
ほど一日が短く感じられますよね。特に幸せであ
る時は人生が短く感じます。例えば 美しい男
性、あるいは女性とベッドにいる時は、時間なん
て忘れてしまいますよね、ひとりで落ち込んでい
る時は時間がとても長く感じられます。人生で幸
せを感じている時間が長ければ長いほど人生と
いうのはそれだけ早く過ぎていきます。ですから
幸せな人々には永遠の命が必要なわけです、落
ち込んでいる人々には永遠の命は必要ではあり
ません。ですから、選んでください、どっちがいい
ですか？永遠に幸せでいるか、この地球上での一度の人生で悲しく生きるか、どっちを選びますか？幸せに永遠の命で
すか？
Ｙｅｓですか？ Ｎｏですか？ （会場がＹｅｓ～！） ＯＫ～！
ですから 私達は笑う必要があるのです、毎秒です。
この今、笑うことは必要です。 今笑うことは人生で最後の笑いかもしれませんよ。笑う時には いつでもこれが最後かも
しれないと意識してください。この惑星では毎秒毎秒３人の方が死んでいます。彼らはそのように突然に死が訪れるとは
思っていなかったでしょう。同じようにいつ自分が死ぬかなんてわかりませんから、死を感じてください。
悲しく死にますか? それとも幸せに死にますか？ 幸せに死んだほうがいいですよね。
この幸せ、それを意識することによって人生が変わってきます。幸せな死は、幸せな人生を通して準備されます。ですか
ら 毎秒毎秒幸せでいてください、何も理由なしにです。 幸せを感じることはいいことだという理由だけで 幸せでいてく
ださい。今この時間 私は舞台の上にいますけれども これが人生最後の一分かもしれません、その可能性もあります
よ。 ですから、私、この時間も笑っているんです。
今日は忙しいから、仕事があるから、明日笑おうというの
ではないですよ。みなさん、今夜死んでしまうかもしれませ
ん、だから明日の幸せでは遅すぎるんです。今日笑って、
明日仕事した方がいいですよ、今日笑って 明日仕事しよう
と思えば、明日になったとき、仕事しながら笑うことができま
すよ。
幸せを、皆さんの人生を動かすモーターにしてください。
笑うんです。
微笑むんです。
毎日おかしなクレージーな事をしてください。毎日少なくと
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も３つのクレージーなことをしてください。クレージーなことら何でもいいんです。
クレージーなことをしている時には、みなさんは本当の意味で 気違いにはなりません。 精神病院に入ってしまうような
本当に頭のおかしい人は、毎日気違いみたいなことをしていないから気違いになってしまうんですね。朝起きたときに、ま
ず自分に聞いてください、今日、どんなクレージーなことをしようかなと。
みなさん、今日 クレージーなことをしましたか？今からでも遅すぎないですよ。今だから遅すぎないです。今この瞬間
ジャンプできますよ、(hop!と言いながらジャンプする） 今日しましたか？毎日ジャンプすることはとても大事です。ジャンプ
しない人もいますよね、日本の首相はこういう感じで歩いています。政治家はいつもこんな感じですね、フランスのサルコ
ジ大統領もこんな感じです。決してジャンプはしません、オバマ大統領もそうですね。ですから、ジャンプしてください、理由
はないです。今日ジャンプしていない人はどうぞ立ち上がってください。一緒にジャンプしましょうか？ワン・ツー・スリー、
（皆がジャンプする） これはクレージーなことですね、なんでジャンプするんですか？ 理由なんてないんですよね、それ
が素晴らしいです。気持ちいいですよね。
毎日少なくとも 三つのクレージーな事をしてください。ジャンプすることでもいいですし、知らない人に花をあげることで
もいいですよ。歌を歌うこともいいです。何でもいいです。毎日三つのクレージーな事をする、それをやっていれば頭が本
当におかしくなることはありません。
死ぬ前に笑ったり、歌ったり、ジャンプしたり、日本の歌を歌ったり・・・ そういった楽しいことをする必要があります、幸
せでいる為に。それをやっていたら、人生はとても短いです、毎日がとても短いです。みなさんが永遠の命を得た時には、
皆さんはエロヒムの星で迎えられますけれども、そのときには永遠の命でさえも短いなと感じると思います。永遠の命が
短いなと思えるのだったら 本当の意味で永遠の命に値するんですね。 そういうふうに考えていたら もう落ち込むなん
てありえないと思います。この人生を楽しんでください。そして、毎秒毎秒エロヒムにありがとうと言い続けてください。毎秒
です。
今日わたしと一緒にいるこの美しい人々を創ってくれて、ありがとうございます。エロヒム、この美しい惑星を創ってくれ
て、ありがとうございます。
今朝の雨 美しいですね、雨の日は（←日本語） ビューティフル！私は 雨が大好きです、雨降って 嫌だなと思わない
でください、雨は美しいんですよ。秘密をこれからお話しします、私の親友は木なんです。私は木が大好きなんです。雨が
降っている時は 私の友達の木々が喜んでいるんだろうなと思って嬉しいんです。雨が大好きですからね。 雨が降って
いるから、木が喜んでいるだろうなと思うと笑いますよね。
全てのことが、自分自身も含めた誰かまたは何かを幸せにするためにあるんです。
完全にネガティブなことなど何もありません。それをわかったら人生を楽しめますよ、
毎秒毎秒が人生の喜びになります。そのことを覚えていてください。毎秒毎秒エロヒムありがとうと言い続けてください。み
なさん、この瞬間もエロヒムはあなたを見ていますよ。彼らはみなさんの人生を毎秒見ているんです。みなさんが 幸せか
幸せでないのかを見ているんです。幸せであり続けることができる人のみが永遠の命を得る事ができます。それは普通
のことです。反対に、悲しんでいる人に永遠の命をあげてしまったらそれはひどい事ですからね。この人ずっと落ち込んで
いるな、だったら永遠の命をあげちゃえなんてサディズム、ＳＭの世界ですね。ですから、この人は幸せでいるな、よし、そ
れなら永遠の命をあげよう、となるわけです。永遠の命がほしかったら、どうぞ幸せでいてください。永遠の命 みなさん、
欲しいですか？ （会場がＹｅｓ～！）だったら 幸せでいてください。理由なしに幸せでいてください。
テレビを見ている時でも あなたを笑わせるチャンネルを選んでください。テレビ番組で、ドラマとか悲しいもの、いろいろ
ありますけれども、そういうものを選ばないでください。牛のうんこのように汚いものです。可笑しい、笑わせる番組のみを
選んで見てください。落語家の師匠が出ている面白い番組を選んでください。ドラマを見てはいけません、みなさんの気分
を下げてしまいます。ラエル、どうしてこんなに落ち込むのかわからないです、と聞きに来る人がいます。人生どうです
か？何をやっていますか？と聞くんですね。ホラームービーとか 悲しいドラマとか、見ているんじゃないですか？と聞きま
すと
彼らは「ハイ」って答えるんです。どんな音楽を聴きますか？と聞くと「あなたがいなく
なったから死んでしまうよ～♪」みたいな歌詞の歌ばっかりを聴いているんですね。自分のアパートどうですか、どんな絵
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を飾っていますか？と聞くと非常に暗い、悲しいような絵を飾っているんですね。それから、壁の色が暗いと落ち込みます
ね。ですから明るめで非常にさわやかな色が必要なんです。自分が人生で幸せでいたいか、落ち込んでいたいか、自分
の周りの環境が影響しますからそれを選択してください。
誰と時間を過ごすか それも重要です。お父さんお母さんがネガティブな人であったら自分の両親であっても時間を一緒
に過ごしてはいけないんです。私のお母さんはとてもネガティブで、彼女と会いたくありません。私のお父さんはとてもポジ
ティブです。ですから、永遠の命を得て彼と一緒に居たいですね。
選んでください、常に選択するんです。ネガティブな人と一緒にいると あなたも落ち込んできますよ。皆さんは永遠の命
が欲しいですか？（会場Ｙｅｓ～！）幸せでいてください。ポジティブなものだけを選んでください、笑ってください。そして覚
えておいて下さい。毎日 三つのクレージーなことをするということを。それでは今からそれらを始めましょう、スタート！良
い一日を！！

大磯における
大磯における日本
における日本セミナー
日本セミナー・・・・・
セミナー・・・・・弥勒菩薩
・・・・・弥勒菩薩ラエル
弥勒菩薩ラエルと
ラエルと特別な
特別な三日間！！
三日間！！
10月のこの先週末に、弥勒菩薩ラエルの講義を聴くために、東京の北（西が正しい：訳者注）にあり、太平洋を見渡
せるホテルに３３０人の日本人が集まりました。弥勒菩薩ラエルはいつも日本のラエリアンにそのことを思い出させるほ
ど、彼等と過ごすのをとっても楽しみます。 弥勒菩薩ラエルへの彼等の愛は、美しく、説明するのは難しいです。そしてこ
の3日間は皆にとって力強いものでした。

弥勒菩薩ラエルは再び幸福について話しました。
幸福はお金やボーイフレンドや
ガールフレンドからではなく自分の
中から来るんです。お金はいつか
無くなるでしょうし、あなたのボーイ
フレンドやガールフレンドは、ある
日さよならを言うかも知れません
が、あなたの中にある幸福は決し
てあなたから離れることはないで
しょうし、誰もそれを取り除くことは
出来ません！
仕事を失ったらどうなるか？内に
ある幸福にとって何の問題もあり
ません。医者からガンの宣告をさ
れたら？そういうことがあるかもし
れませんが、幸せは内から来るの
で、気にしません。目が覚めた時
に、生きていることを喜んでくださ
い。今日が皆さんの人生の最後の
日だとしたら、今夜死ぬ事を喜んで
ください。それが今夜なら、最後の
５時間を笑って過ごしてください。
皆さん全員が、自分はいつか死ぬという事を知っています。それがいつであるかは知らないけれど、いつか死ぬという
事を知っています。それを恐れて人生を過ごすこともできます。年を取ることを恐れて一生を過ごすこともできます。そうで
す、それは起こります。皆さんはそれを恐れて人生を送りたいですか。一生憂鬱でいたいですか。
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それは皆さんが選ぶことです。人生最後の日も含めて、毎日幸せでいて、年を取ることを気にしないことを選ぶこともで
きます。 私の最後の呼吸は笑うためにあるんですよ。悲しくて、落ち込んでいて、死ぬ事を恐れている時、人生はより短
くなります。私達のDNAは、私達が幸せでいるようにプログラムされているんです。幸せが遺伝子コードに書かれている
んです。幸せでなければ、自分のDNAを尊重していない事になり、DNAは「停止！」って言うんです。このため、恐れる
人々はより早く死ぬんです。
長生きしたいなら、長く笑ってく
ださい！特に悪い知らせを受け
た時に。良くないニュースを聞く時
はいつでも幸福でいるように自分
を訓練してください。幸福は長いト
レーニングなんです。だから、毎
日やってください、毎秒やってくだ
さい。
どのように訓練できるでしょう？
まずは、笑ってください！目を開
ける前に笑ってください、それか
らその日にするあらゆるちょっとし
た事をする際に笑ってください。
自分を訓練してください！皆さん
の人生で最も危険なのは真面目
な人達です！私達は警察官や
ジャーナリストやテレビのニュー
ス・キャスター達に囲まれていま
すが、彼等は皆、非常に真面目
です。テレビの相撲観戦は面白
いはずなのに、そのコメントをしているジャーナリスト達はとっても真面目です！毎日これらの真面目な人々によって攻め
たてられ、人は彼等のように真面目になる危険にさらされます。
子供は決して真面目でないけれども、教育は子供を真面目にしてしまいます。皆さんの中の小さな子供に戻って、毎
秒、クレージーになってください。
エロヒムは真面目な人達ではないんです。ヤーウェはいつも笑っていて、ジョークを言ってるんです。エロヒムの惑星で
は、いたるところに笑いがあります。永遠の命は幸福な人々のためだけにあるんです。笑わなければ永遠の命は貰えま
せん。皆さんが悲しんでいるのなら、彼らは皆さんを愛
していますから、永遠に苦しませたくないんです！
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次に、愛をこの惑星に与えてください！60億人の人達には皆さんの愛が必要なんです！
どうやって皆さんは私を助けることができるでしょうか？笑うことで助けることができます！幸福な時には、皆さんは周り
の人々を幸福にします。
皆さんは理由もなく笑うことが出来ます！脳は理由のある笑いと理由のない笑いを区別しないんです。だから、理由もな
く笑うことによって、理由があって笑う時と同じホルモンを生成することができるんです・・・・・
3日間は非常に速く過ぎていきました！！弥勒菩薩ラエルは意識について話してもくれました。私たちに発見をさせる特
別な気づきの瞬間でした。でも、これはここでは説明する事は出来ません。実際に体験する必要があるのです 。その体
験は、弥勒菩薩ラエルとの次の幸福アカデミーでできるかもしれません。４月にラスベガス、５月に日本で開催されま
す・・・・・皆さん、そこでお会いしましょう！
最終日、ナショナル・ガイドみちおはとても感動的
な方法で弥勒菩薩に感謝しました。空からやって来
る人について語っている、伝統的なわらべ歌を歌っ
たのです。それは実は古いユダヤの歌で、大昔に
日本にやって来たユダヤ部族と関連していました。
その人たちはメシアについて歌っていたのです。み
ちおが言ったように、何世代にも亘って、そして現代
でも日本の子供達は皆、メシアに会いたい、弥勒菩
薩に会いたいという希望を歌って来たのです・・・・・
そして今ここに、弥勒菩薩は彼らと共にいたので
す！
(この話の続きは、次回の雑誌アポカリプスで）
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ニュースと
ニュースと意見
ベティ・
・ドットソン博士
ベティ・A・
ドットソン博士からの
博士からの手紙
からの手紙
２００９、９月４日
ニューヨーク市
1993年に、私はモントリオールでのラエリアンの講演会でスピーチするために招待されました。
主題は、自己性愛の重要性とそれが私たちの性生活全体にどのようにして影響を与えるかにつ
いてでした。この基本的な性的表現は、すべての人間の性行動の基盤です。
ダニエル・シャボットは彼の科学的発見を基にして快楽について語ってくれました。
彼はThe Wisdom of Pleasure （快楽の知恵）という素晴らしい本を著しています。
私は、オーガズムを得られない女性にマスターベーションの技術を教えて成功したことを話しました。
私の著作 Sex for One: the Joy of Selfloving（一人セックス：自己を愛する喜び）は、15の言語での版を含み100万部以上
が売れています。
その時、私はラエリアンと彼らのリーダーラエルに非常に感銘を受けました。私たちは似たような哲学を持っているの
で、私は引き続き彼らと連絡を取り合っていました。彼らは性に対して非常に肯定的で、多くの問題に関して同じ意見を
持っています。特に人々の生活における快楽の重要性については。世界により多くの快楽があるほど暴力は減るだろうと
いうことに私たちは同意しています。
この素晴らしい団体が、小児性愛と近親相姦で告発されたと知って、驚き、混乱しました。馬鹿らしい告発です！同じ狂
気が同様の魔女狩りで最近アメリカを汚染しています。それは、生命そのものを恐れる清教徒的人々の最後のあがきで
す。ラエリアンの団体は、人間の体への普遍的な愛と、同意した成人間のセックスがもたらす健康的快楽を推進していま
す。40年の経験のある臨床性科学者として、私は無条件に彼らを支えます。
敬具、ベティ・A・ドットソン博士、

南アメリカ
コロンビア カルタヘナ
AH64年10月7日
通常、私たちは10月7日に最愛の父たちエロヒムと、最愛の預
言者が2度目に出会ったことを祝います。その際、私たちは、私
たちの親愛なる地方のガイドRuby Maceaと彼女のパートナーに
よる瞑想を企画しました。場所は、私たちがこの地域でよく細胞
の設計図を伝送をするビーチでした。
今回、トランスミッションはありませんでしたが、きっと12月13
日に何人か受けるでしょう!
瞑想のあと、私たちはメッセージを広めるために
都市部カタルヘナ にある "ラ・パス広場" へ行きました。
私たちは、共に集まって私たちの父たちエロヒムの光をもたら
すことがとても幸せでした。それから、私たちはおいしい食事を
しに行き、私たちを集めてくださったことをエロヒムに感謝しまし
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た。私たちは一緒に過ごした毎秒を、大いに話して、笑って楽しみました。メッセージを見つけたばかりの若い少女が私た
ちと一緒にいました。
彼女にとってラエリアンの友愛を味わう素晴らしい機会となりました。
多くの愛を込めて Mony（アシスタントガイド）

北米
新しいナショナルガイド
しいナショナルガイド
もの凄く嬉しいお知らせがあります。RAELにより北および南イッチャチッランに９名もの新ナショナルガイドが任命されま
した。
既にカリブ海諸国のナショナルガイドとして活躍しているベルナルドやドミニク、アンドレとマキシム達の成功に続いてカ
ナダやアメリカ・チームが今まで培って来た豊かな経験を活かしてカリブ海諸国にもっと成果を拡大していくべきだと気づ
きました。
グーグルの広告キャンペーンによって本のダウンロードや私たちのサイトに興味を持つ人々がますます増えています。
これらの新ナショナルガイドたちはインターネットを通じて、それらの国々（下記にリストがあります）の人々すべてと密に
連絡を取り合っています。また、これらの国々ではインターネットが制限されていることが多いので、これらの国々を訪れ
て講演会を開き、また可能なら昨年ベリーズでベルナルドがした様により大きな規模で大使館宣伝活動をします。既に
彼らはそれぞれの国々のインターネット伝言板にアクセスしていて地元の最新の催事についても把握しています。これら
の地域で起こっている事に胸が躍ります。何という素敵なチームでしょう (^―^)

彼等はレベル３のままですが、ナショナルガイドとして行くそれぞれの国に着き、飛行機を降りた瞬間レベル４になりま
す。私は彼らが既に計画をうまく成し遂げる為の組織を編成していることをお報せします。

ベダモールの様な彼らのアシスタント達と共に既に敏腕ナショナルガイドとなった ベルナルド・ラマンケ、アンドレ・ジュリ
アン、マキシムとドミニクに加えて新らしく ナショナルガイドになるのは、、、以下の９名です。
US
US
US
US

ジーザス・ロジャス （ホンデュラスandニカラグアNG）
エドアルド・プラツ
(キューバＮＧ）
ジョセフ・ビーハン （グアテマラＮＧ）
ラケル・ヴェルガラ （エクアドルNG）

Canada キャメロン・ボルドン （エルサルバドルNG）
Canada デニス・ベりスー
（ガイアナ）
Canada ドナルド・トレンブレイ （フランス領ガイアナNG)
Canada マリー・シャンタル・キャシー（バルバドスNG)
Canada ベロ二ケ・フックス
（セント マーティンＮＧ）
この、すべての新ナショナルガイドに心からの祝辞を送ると共にカナダ・アメリカの
国際会員は彼等を精一杯のサポートするであろうことを確信しています。
リッキー・リー・ロー
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６４AH10
６４AH10月
AH10月7日 カナダ、
カナダ、トロント
少し肌寒けど美しい陽がさんさんと降り注ぐ秋の日に、トロントチームはパトリックのところでもう一つの素晴らしいお祝
いのために集まりました…。
選ばれたテーマは「ミステリーサークル」で、このテーマのために結構な人数が集まり、23人でお祝いしました。 一番良
かったのは、長い間顔を見ていなかった人たちを迎えたことでした。少ない人数だと思われるかもしれませんし、そのとお
りなのですが、トロントとしてはかなりいい数です。特に私達がいるこの比較的小さな場所では。そのため、より個人的な
ものになり、人々おしゃべりし、微笑んでいました。
午後３時に、私達の父達エロヒムそして世界とのすばらしいつながりを持ちました。
食事についても少しお伝えしなければなりません。私達は、自分達をとっても甘やかし、フレンチレストランの料理を調達
ました。サーモン、エビ、キッシュ、カモのオレンジソース添えとデザート・・・。私達がどれほど満足したか、想像できるで
しょう。私達の満面の笑顔も！！！
その後、パトリックはミステリー・サークルについて、パ
ワーポイントとビデオで説明してくれました。科学データと
最新の美しいミステリー・サークルを見せてくれました。こ
れらの不思議な物のエネルギーに心を奪われました。み
んなが一緒に座って大画面テレビを見ていました。質問と
知識の交換が行われ、それは本当に素晴らしかったで
す。
宇宙の私達の精神的な父たちとのつながりを確かに感
じた日でした！！！
エロヒム、あなたたちの愛を分け与えてくださりありがと
うございます！
今日まで皆さんの貢献に感謝します！
パトリック・レイン トロント・チームのディアン・ブリスボワの代理

弥勒菩薩ラエル
弥勒菩薩ラエルへの
ラエルへの公開状
への公開状
カナダの幸せアカデミーの素晴らしい３日間
トレーニングガイド、オレブより
マイトレーヤへ
ヨーロッパの幸せアカデミーが終わってからたった１ヶ月ですが私たちはもうあなた
が恋しくなりました。私たちの素晴らしい医者で、素敵なナショナルガイド・マーク・リバーはカナダでの幸せアカデミーで、
私たちに処方箋を書き、根治治療を行って下さいました。
これは、笑い、喜び、哲学と愛の 素晴らしい３日間についての短い報告です。
９月５、６、７日のレーバーデイの祝日にケベックで開催され、太陽も顔を出して晴れていました。
開催された場所は、ブドウ畑こそありませんが、スロベニアに良く似た最高の場所でした。私たちは、プール、スパ、ペタ
ンク、テニスやバレーボールをしたり、周囲の森で狐や鹿に見とれたりし、時間を過ごすことができました。私たちはまるで
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子供のように一日中遊びました。
１５２人中、１２人が初参加だったのですよ。
毎朝、あなたの美しいお顔が、講義室ホールで私たちを歓迎して下さっていました。
禅の装飾は、私たちに感激をくれました。あなたがお選びになられたあなたを代表する素晴らしい司教（レベル５）が、瞑
想を担当し、私たちは、瞑想に瞑想、そしてまた瞑想をしました。ダニエル・テュルコットは、私たちをバラの花びらに乗せ
て無限へと運んでいき、私達の細胞は大きな笑顔で、全人類に向けて喜びを伝えていました。教えのテーマのように ク
レージーで聡明なガイド、ミッシェル・シャボットが担当したワークショップの間中、私達はあなたの教えを何度も何度も繰
り返し実践しました。私たちの中にある 大きくて悪い狼を 二コール・べートランの
ワークショップで私たちは、表面に表しました。 それは強烈で、たくさんの参加者の間
で感動的な瞬間でした。最後に一番重要なこととして、私たちは大きな作業を始め、あ
なたの建設の名人の指示のもと、新しい高速道路を建設しました。そうです、私たちの
惑星の教育責任者は、あふれる才能を使ってあなたの教えを私達に伝えてくれまし
た。神経可塑性、注意集中、瞑想の効果や夢についてです。３日間で、彼はヨーロッパ
で教えたことを美味しくて忘れがたいものにまとめてくれました。そして、本当のことを
言いますと、彼は私たちに今までにない最高の贈り物をしてくれました。それはあなた
です！！そうです、弥勒菩薩。 私たちは、あなたの言葉を聞き、あなたの熱意、若々
しさ、知性、美しさを ヨーロッパ幸せアカデミーで、あなたが下さった貴重な教えの中
から選び抜かれた喜びを見ることができました。私たち全員が、あなたの声を聞き、あ
なたを拝見して、どれほどうれしかったか想像できるでしょう。あなたを初めて見る人た
ちの顔をあなたにお見せできたらなぁと思いました・・・純粋さと愛が感じられました。あ
なたは私たちと共にいらっしゃいました。 私たちはあなたと共にいました。私たちは一
緒に居て、とても気持ちよく感じました。
参加者全員に代わり、私はこの幸せアカデミーのコーディネーターのミシェル・シャ
ボットや、司教ガイド（レベル５）、ガイドの皆さん、同じくこの大学に参加した学生の皆さん、週末中惜しみなくたくさん与え
て下さった教育責任者のガイド、ダニエル・シャボット、組織として、個人として成長するこの機会を下さった私たちのナショ
ナルガイドに感謝したいと思います。 そしてなによりも、最愛の弥勒菩薩、私たちの人生にもたらして下さいました全ての
ことに、ありがとうございます。
もしかしたら 来年、あなたが現実に私たちと一緒に居て下さるかもしれません・・・
とにかく、あなたのお席はいつもここに準備しています。
愛しています。 私たちは あなたを無限に愛しています。
優しさと献身と共に。
オレブ
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ジャン・
ジャン・フランソワが
フランソワが職場復帰
ケベックのラエリアン達は瞑想するのが大好きで、活動もワクワクして行っています。この数週間に、彼等は活動の成果
を見ました。
去る1月に、ケベック出身のラエリアンであるジャン・フランソワ・バージェロンが、彼のT-シャツに“神は存在しない”と書
いてあることで数人の同僚達が感情を害されたという理由で彼の会社によって解雇されたのを覚えているでしょうか。数ヶ
月間、ジャン・フランソワは私達の法律部門の反撃によって助けられ、裁判官が最近彼の雇用主に彼を同じ職場に復帰さ
せ、クビになっていた全期間の月給を支払うように命じました。これは大きな勝利です。ケベックで私たちの宗教を自由に
表現する権利が、裁判官によってついに認められたのですから！
仕事に復帰する日にジャン・フランソワは、電気技師としての彼の仕事が取り消され、ほうきで辺りを清掃して一日を過
ごさねばならない事が分かりましたが・・・３日後に１００人近くのラエリアンが彼の会社の前で会社としての義務を気付か
せる抗議を行いまた。ラエリアン達は決して諦めません、特にケベックにおいては！ ジャン・フランソワの事件について
は、今後もお知らせしますね(^^)

10月
10月10日
10日,11日
,11日,12日
,12日にフロリダの
フロリダのマイアミで
マイアミで最初の
最初の「ミニ幸福学園
ミニ幸福学園」
幸福学園」がスタート
マイアミで最初のミニ幸福学園が、この先週末に公式にスタートしました。チームは、私
達に合流した非会員と同じように、いまだに大笑いしています。それは三日間のお笑い競
争でした。
私たちの美しく陽気なナショナル・ガイドは、新鮮なそよ風のようにやってきて、約２０人
の私達がいてすでに美しかった部屋をさらに明るくしました。
そう、それは小さな集団でしたけれど、そのために、本当により深く私達の人生に食い
込んで、互いにより率直になるために必要な時間を私達に与えてくれました。私たち一人
ひとりが、つぼみを開く新しい花のように心を開き、私たちの教師から栄養を取り入れまし
た。
みんなが知っているように
ララは、途方もなく愛と笑い
に溢れています。彼女は小
さな道化師で、いつも笑って
遊んでいる満面おかしな顔
の子供で、それでいて知恵
が溢れかえっているんで
す。多くの写真からわかるよ
うに、それは床に毛布と枕を
敷いた気楽な雰囲気で、そ
こで私達は日なたで暖まっ
ている小猫ちゃんのように
手足を伸ばしました。
私は、もう一度、マイアミ
チーム、特に、ラクエル、
ジーザスそしてアイリーン、
さらに非会員のジュヤングと
ジョセフに感謝したいです。
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彼らは暗くつまらないクラブハウスを手に入れて、それを美しく、楽しい、くつろげる天国に変えるという、そんな素晴らしい
仕事をしてくれたのです。
この週末エンジェルたちの存在感をとても感じました。あらゆるところに女性らしさがありましたから。
ジーザスはすべての壁にマイトレーヤの素晴らしいメッセージ貼り、部屋中に笑顔の風船やバッグを置きました。
それで、私達が見るところはどこにでも、私達の意識を刺激するものがありました。私達の目前には美しい湖があり、い
つも非常に暖かい太陽の光で輝いて、この安息の場所を完成されたものにしていました。それは本当に天国でした。私た
ちが体験した魔法をここですべて明らかにはしません。だって、１１月の幸福学園に行く人たちにも、私たちのように驚き
感動してもらいたいですから。
それは私達がカナダの預言者の庭で過ごした時の思い出を、いくつか蘇らせてくれました。マイアミでは、日中裸になっ
ても自由ですし、海で日没メディテーションを経験する機会があり、それは全く素晴らしいことでした。
素っ裸でいるという経験は、今まで一度もこの感覚を発見したことがない人達にとって、啓発的なことでした。この週末は
また自己発見もテーマでしたが、出席者のコメントを見ると、成功でした。私達が一緒に経験した旅について物語っている
写真を皆さんにお見せします。一年の中ほどで私たちの感覚に活を入れる機会を私たちに与えるというララの夢は、私た
ち皆が光栄にもその一員となっているこの素晴らしい家族の国際会員全員にとっての新しい冒険の始まりです。
来年は、東海岸に住んでいる皆さんが、私達の新しい小さな天国で私達と合流できるといいですね。部屋は98人入れま
すから、来年を目指してこの部屋を一杯にしましょう。光り輝くフロリダ州のチームは全員、感謝祭休暇の期間中にラスベ
ガスで行われる今度の幸福学園に参加する人たちに、私たちが終えたばかりの学園と同様、多くの楽しみ、喜び、笑いで
いっぱいになるように願います。どうぞ、写真を楽しんでください。いつも生きること、愛、笑いを忘れないでください。
ドナ

感謝祭の幸福学園は、１１月２７日金
曜日から３０日の日曜日まで、ラスベガ
スで開催されます・・・・そこでお会いしま
しょう！
左は、ハロウィーンパーティ期間のラス
ベガスチーム・・・・怖さは十分でしょう
か？ そこにはセンディだっていましたよ
(^_-)２週間後にそこでお会いしましょう！
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多くの人
くの人に伝えたい新
えたい新しいサイト
しいサイト、
サイト、 大使館の
大使館のインターネットサイト！
インターネットサイト！
www.elohimembassy.org
キャシィ・ワッターソン、ミシェル・ベルエ、ダミアン・フランクールとプロジェクトを監督した私の親愛なるアシスタントのミ
シェル・ボアヴァンの創造力を合わせたおかげで、私達はダイナミックで面白い新しいウェブサイトを掲示することができ
ました。 見てみてください！私達の最愛なるマイトレーヤはキャメロンにサイトrael.orgの上で大使館により多くの存在を与
えるよう求めました。私はこのサイトがそれに対する答えであると信じています。それはシンプルで、親しみやすいデザイ
ンをになっており、完全ではありませんが的確な情報でいっぱいです。宇宙からの私達の親たちの飛来を現実のものに
する、つまり彼らの夢のような遺産を受け取るに値するようになるために必要な、個人的また集団的活動について、ラエリ
アンであるかどうかに関係なく考えてもらうためのサイトを、私達は持ちたかったのです。
このサイトは、今後間違いなく登場する新しい証拠や出来事と共に発展していくでしょう 。サイトを読んだ後に、『証拠』
のコーナーに関連すると思われる情報をあなたが持っているならば、それらをミシェル・ベルエに送ってください。
michel.beluet@videotron.ca 私達は最も重要なものを選んで、それらをオンラインに掲示します。 あなたのコンピュータ
のお気に入りにwww.elohimembassy.org を加えてください。そしてこのアドレスを広めてください。
数十年以内に、エロヒムは戻ってきます。人類全体が必ずそれについて知るようにしましょう。大変希望に満ちた彼らの
メッセージを広め続けましょう！
私のすべての愛をこめて
ダニエル・テュルコット、司教ガイド

オーストラリア、
オーストラリア、衣服を
衣服を着せられた裸
せられた裸の彫像
ルシファーより…
年一回の「海辺の彫刻」第１３回が１０月２９日、シドニーで開催されました。オープニングに先がけて、主催者は、ポー
ル・トレフリーの迷子の小さな少年の彫像は、彫刻家が意図していたヌードで展示する代わりに、水着を着せて展示する
ように主張しました。
この検閲には各方面から激しい抗議が起こりました。特に、２００８年５月のビル・ヘンソンの件がありますから。ビル・ヘ
ンソンの2007年-2008年のシドニー展覧会の初日の夜は、ギャラリーの招待状に描かれた13歳の女の子のヌード写真に
関して警察に不満が述べられたために、中止されました。
オーストラリアのラエリアン・ムーブメントはビル・ヘンソンを支持し、ポール・トレフリーの迷子の小さな少年の彫像にズ
ボンをはかせる決定をした「海辺の彫刻」の主催者の決断にあきれ返るという内容のプレスリリースをすぐに送りました。
有名なアーティストで、オーストラリアのラエリアン・ムーブメントの代表者であるルーク・(ルシファ－)ロバーツ次のように
言いました。
「この決定をしたシドニーの役人は恥を知りなさい。過去最低の愚かさが塗り替えられました。」
オーストラリアのラエリアン・ムーブメントは、芸術における裸の子供の描写にまつわる、甲高い憤慨、ヒステリー、およ
び恐怖について大いに心配しました。裸の子供の中に悪を見る人々というのは、そんな人達から社会は保護される必要
がある、まさしくそんな人達なのです。
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「ベルギーには小便小僧があり、それはブリュッセル町役場と大広場の近くに置かれています。それはその名前の通り
に行動し、毎日、水を放尿しています。それはとっても愛され、多くの人が訪れる彫像で、国際的に名高い、ブリュッセル
の有名な名所です。それはそれを見る人々を楽しませ喜びを与え、数百年の間その場所に置かれています。カトリック教
会でさえその教会の多くに裸のキューピッドの大群がいます。今、私達のところには、新しい清教主義があるようです
ね。」とルシファ－は言いました。
「これらのシドニーの役人がベルギーにいたならば、彼らは下着を小便小僧に着せるでしょう！ばかばかしい」とオース
トラリアのラエリアン・ムーブメントの広報担当、ジャレルが付け加えました。
他の多くの人達も、意見を言わざるを得ないようでした。その中には主要な社会評論家であり、性の療法士、作家であ
るベッティーナ・アルントもいました。彼女は高く評価されているオーストラリアのテレビ番組、「Ｑ＆Ａ」で、グループを結成
し、ビーチへ行き、水着を取り去ることを提案しました。保守的なカトリック政治家、トニー・アボットでさえ、その決定は厄
介な新しい‘wowserism「 禁酒主義」’(狂信的清教徒的な人々の考えという意味のオーストラリアのスラング)の一環であ
ることに同意しました。
「海辺の彫刻」のイベントの委員長であるマイケル・マクスウェルへの手紙の中で、オーストラリアのラエリアン・ムーブメ
ントのルシファ－・ロバーツは次のように述べました、「この最近の決定は、何の根拠もない安心感のために私達の自由
を損う、新たな例です。芸術の役割は、革命的であることです。それなのに、その小さな迷子の少年の彫像は、現在、人
の愚かさのシンボルになっています。芸術によって啓蒙する代わりに、少年の彫像に衣服を着せるという決定は、社会の
より暗い側面や反啓蒙主義に迎合するものです。」
芸術家ポール・トレフリーは、彼の彫像が衣服を着せられる必要があるという裁定が非常に不愉快であると感じていた
ので、彼は午前７時３０分に起きて、作品をその意図されている裸の形に戻すために、ボンダイの彼の家から短い旅行を
したと言いました。
「検閲、すなわち、人々が何かをすることを政府が基本的に妨げているやり方に私はうんざりしています。「海辺の彫刻」
の主催者が私に、[私の彫像]を取り除いてほしいというのなら、私は取り除くでしょう。彼らがそれほどつまらないことをし
ようとしているのなら、私は展示会に参加しないほうがましです。」と彼は言いました。
しかし、「海辺の彫刻」の発起人、デイビッド・ハンドリーは、作品は残しておくと言いました。「私達は、それはかなり面白
いと思います。たぶん、それらはイーベイに再び現れると私達は思いました。」と、なくなった水着について彼は言いまし
た。「作者が自分でそれを取ったと知り、『それでも良いじゃない』と思いました。皆が望むなら、彼の堂々とした姿を見せ
てあげましょう」
委員長マイケル・マズウェルは、ラエリアン・ムーブメントに次のように返事を書きました。「私達は芸術的な表現の自由
についてあなたたちの意見と、毎年、写実的または様式化した裸像を含む、多くの彫刻を受け入れることに同意します。
「私達のボンダイ展覧会は、比較的小さい、非営利組織によって主催されており、ビル・ヘンソンの写真について盛り上
がった議論に立ち向かう余裕がありませんでした。懸念されたのは、彫刻が実際の子供を基にしたものだということで、私
達には、大衆に何を期待してもらうかを知らせる機会がないだろうということでした。」
「迷子の小さな少年の彫像がニュースで取り上げられた結果、作者がもともと意図していたようにそれが展示されたこと
を、私達は大変うれしく思っています。ちなみに、彼は彫像を水着なしで展示したいと思っていましたが、彫像に水着を着
せるよう求められたら、展示するかしないかを選択できることを５月に言われたとき、彼は展示するほうを選ぶと言ったこと
をお伝えしておきます。」
「海辺の彫刻」は世界中の芸術家の100個以上の彫像でシドニーの海岸線を変容させました。そして今は壮大なボンダ
イからタマラマまでの海岸の散歩道に11月15日まで展示されています。
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皆さんの「
さんの「今年の
今年の重要な
重要な記事」
記事」フォルダーに
フォルダーに入る記事
弥勒菩薩ラエル
弥勒菩薩ラエルはその
ラエルはその内容
はその内容について
内容について以下
について以下のように
以下のようにコメント
のようにコメントされました
コメントされました。
されました。
「ここに何
ここに何が述べられているかと言
べられているかと言うと、
うと、知性を
知性を評価するのにあまり
評価するのにあまり良
するのにあまり良くなかった計測方法
くなかった計測方法が
計測方法が終焉を
終焉を迎え、
天才政治に
天才政治に書かれているように、
かれているように、脳の適切な
適切な電気化学的機能に
電気化学的機能に基づいた計測方法
づいた計測方法が
計測方法が始まるということに
ついてです」
ついてです」
情報源： http://www.technologyreview.com/biomedicine/23695/
知性が説明される
脳内部での複雑な結合を追跡、理解することで、ついに認知能力の神経的秘密が明らかになるかもしれない。
Emily Singer 記
２００９年11月/12月
スクリーン上に展開している一連の白黒写真は、それぞれ私の脳をスライスした映像です。白黒濃淡を示す画像は脳ス
キャンの写真を見たことのある人には見慣れたものですがこの映像はそれとは異質のものです。カリフォルニア大学ロサ
ンゼルス校の神経科学者であるアンドリュー・フルーはカーソルを使ってある細かな四角い一切れを選別します。そこに
はスパゲティ様の薄い紐状のものが現れます。これは何千と云う神経繊維を含んだものです。カーソルを数回クリックし
てフルーはスクリーン上に映し出された繊維の束を取り出し最初に私の知覚神経をハイライトし、次に言語に欠くことので
きない脳の部分を通る繊維、その次に脳幹に向かう運動神経束と知覚神経束をハイライトします。
フルーは私の白質にも同じことを行います。ニューロン結合組織、または神経細胞は灰白質を構成しています。らせん
状のものはニューロン間に情報を伝える神経索が回転しているもので、もしかしたらそれらの個々の厚み、或いは量、ま
たは脳内を通る特定の道によって、人間の知性の差異を説明することができるのかもしれません。
科学者たちは二世紀以上に渡って知性、つまりIQという形で示される一般的認知能力の根源を探し続けて来ました。磁
気共鳴映像法（MRI)などの技術到来によって、主に灰白質に注目している研究者たちは、一つの役割を果たしていると思
われる脳の部分を見つけ出すことができました。しかしわかったのはそこまでです。灰白質に焦点を当てても、全てはわ
かりません。ここ数年、新しいMRIが脳の白質に焦点を当てるに従い、より理解が深まってきました。
「科学者たちは今や脳の特定領域から、領域間の結合へと焦点を移すことが出来るようになった」とモントリオール、マク
ギル大学の神経生理学研究所の精神科医であり神経科学者であるシェリフ・カラマは言います。発見の初期段階で、カラ
マたちは神経の配線とそれが脳内で情報を伝達する方法がIQにとっておそらく重要かもしれないと考えるようになりまし
た。
かなり最近まで、脳の構造がどのようにIQと関連しているかを研究していた科学者は少ししかいませんでした。それは、
知性が生物学的、遺伝的なものに基づいているという考えが長い間物議をかもしているからというのが理由の一つです。
民族の違いによって知能テストの結果が異なることがよくあるため、そのような研究は人種差別を引き起こす可能性があ
り、評論家は、それが悪用されて教育や雇用における差別を生み出す可能性を恐れています。それにもかかわらず、新
しい映像技術により、以前では不可能であった研究が出来るようになり、この問題に焦点を当てる研究グループの数が
急増しています。これらのグループの多くは白質に注目しています。
希望は知性を司る脳の領域や回路の発見によって、アルツハイマーや統合失調症のような知覚を弱める神経解剖学
的、精神病理学的な病気に新しい見識をもたらすことです。
「精神作用の減退について理解しようと思うなら、脳内部で認識作用がどのように現れ、組み立てられているのかを理解
する必要があります」とニューメキシコ州アルバカーキにある、マインドリサーチネットワークの神経科学者、レックス・ユン
グは言います。その研究はまた、失読症や注意力欠損運動過剰障害のような学習障害への理解を高め、より優れた治
療法を引き出してくれるかもしれません。けれども、それ以外のことへの応用の可能性については、意見の分かれる所に
なるかもしれません。脳のスキャンニング技術はいつかIQ評価に使われると予想する科学者もいます。オンタリオのマク
マスター大学、ミッシェル・ジー・デグルート医学校の神経科学者、サンドラ・ウィテルソンもその一人です。彼は言います。
「未来のいつか、脳スキャンが個人の能力の可能性を測るための道具の一つとなるであろうことは間違いありません」
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