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What we can do to save the world 

世界を救うためにできること 

Sunday's Gatherings, August 23rd, 70aH Okinawa, Japan 

70aH(2015)年 8月 23 日、沖縄、日曜日の集会 

 

By Maitreya Rael 

 

I’m sure everybody knows about the last message I put on “Elohim leaks.” 

私が「エロヒムリークス」に書いた最近のメッセージのことは皆さん知っていますよね。 

 

Many people ask me, “What should we do?” 

多くの人々が私に「私たちは何をすべきですか？」と尋ねます。 

 

Meditate for peace. 

平和のために瞑想してください。 

 

The power of your meditation is infinite. 

皆さんの瞑想の力は無限です。 

 

That’s the only thing we can do. 

それが私たちにできる唯一のことです。 

 

Meditate for peace. 

平和のために瞑想してください。 

 

Send love to this planet. 

この惑星に愛を送ってください。 

 

This is the only thing we can do. 

これが私たちにできる唯一のことです。 

 

And it’s very powerful. 

そしてそれは非常に強力です。 
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When you meditate for peace don’t think, “Oh, it’s just a little... 

平和のために瞑想するときこう考えないことです、「ああ、ちょっとしたこと… 

 

I feel good, just a, just not 

気分がいい、ちょっと、ただ 

 

Not important, but I love to do it...” 

大したことではないですが、でもそれをするのが大好きです。」 

 

It’s very powerful. 

それはとても強力です。 

 

Don’t think, “It’s, oh, Just I do and...” 

こう考えないことです、「ああ、ただやるだけ」 

 

It’s very, very powerful. 

それはとても、とても強力です。 

 

You don’t know 

あなたは知らないでしょうが 

 

But, the power of your brain when you meditate for peace in world is incredibly powerful. 

あなたの脳の力は世界の平和のために瞑想するときは信じられないほど強力です。 

 

You don’t feel it. 

あなたはそれを感じませんが。 

 

You feel like, “Oh, I’m just feeling good, meditate peace, give love.” No! 

あなたはこう感じます、「ああ、私はただ気分がいい、平和を瞑想し、愛を与える。」いいえ！ 

 

Our brain creates different wavelengths. 

私たちの脳は異なる波長を作り出します。 

 

When you meditate just to feel happy 

幸せを感じるためだけに瞑想するとき 
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It’s good. 

それは良いです。 

 

But, the power of your brainwaves is much lower. 

でも、あなたの脳波の力はずっと低いのです。 

 

When you meditate for others, for peace, for all the planet 

あなたが他の人たちのために、平和のために、すべての惑星のために瞑想すると 

 

The power of your brainwaves is a million times more powerful. 

あなたの脳波の力は百万倍強力です。 

 

And it’s beautiful. 

そしてそれは美しいです。 

 

Because the meditation of giving love to others is stronger. 

なぜなら他の人たちに愛を与える瞑想はもっと強いのです。 

 

more powerful than the meditation of just, “I feel good”. 

ただ「気分が良い」という瞑想よりももっと強力です。 

 

And this has been studied scientifically. 

そしてこれは科学的に研究されてきたことです。 

 

You all know about Matthieu Ricard, this French Buddhist monk 

皆さんはマシュー・リカール、このフランスの仏僧のことを知っていますよね。 

 

Who, you can see the video on internet, everywhere 

誰でもどこでもインターネットでビデオを見ることができますが 

 

He went through the highest scientific research center. 

彼は最高の科学研究センターで調べてもらいました。 

 

Where they put many many electrodes on his brain 

彼の脳に多くの多くの電極をとりつけて 
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And studied what’s happening in his brain when he meditates for giving love. 

そして彼が愛を与えるために瞑想するとき彼の脳で何が起こっているかを研究しました。 

 

And the scientists were amazed, because the brain is full of electric reactions like they 

never saw before. 

そして科学者たちは驚きました、というのも彼の脳は彼らが前に見たことがないような電

気反応でいっぱいだったので。 

 

So, our brain is made to give love. 

だから、私たちの脳は愛を与えるために作られているのです。 

 

To ourselves? Yes. 

自分自身のために？イエス。 

 

But much more to give love to others. 

でももっと他の人たちに愛を与えるために。 

 

And it’s terrible not to use it. 

そしてそれを使わないのはひどいことです。 

 

And that’s why we have to increase the number of people on this planet meditating for 

love for others. 

そしてだから私たちは他の人たちへの愛のために瞑想する人々の数を増やさなければなり

ません。 

 

for peace. 

平和のために。 

 

Remember the Message: “The power of one brain is huge, but the power of brains 

together is infinite.” 

メッセージを思い出してください、「一つの脳の力は巨大です、でも一緒になった脳の力は

無限です。」 

 

It’s in the Message, remember? 

メッセージの中にありますよね？ 
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And this is one of the most beautiful sentences of the Messages. 

そしてこれはメッセージの中で最も美しい文章の一つです。 

 

“The power of one brain is huge, but the power of many brains meditating together is 

infinite” 

「1 つの脳の力は巨大です、でも多くの脳が一緒に瞑想する力は無限です。」 

 

because it’s love. 

愛だからです。 

 

Love is matter. 

愛は物質です。 

 

Love is energy. 

愛はエネルギーです。 

 

Love is everything. 

愛は全てです。 

 

And when you give love and peace through meditation to others, you physically change 

the planet. 

そして瞑想を通して愛と平和を他の人たちに与えるとき、あなたは物理的にこの惑星を変

えます。 

 

You! You! 

あなた！あなた！ 

 

You! 

あなた！ 

 

Each of you. 

皆さん一人一人が。 

 

You can save humanity. 

皆さんが人類を救うことができます。 
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Feel it when you meditate for peace. 

あなたが平和のために瞑想するときにそれを感じてください。 

 

Don’t sit and say, “Ok, I meditate for peace, I feel good...” No!  

座ったままこういうのではなく、「ＯＫ、私は平和のために瞑想します、気分がいい…」い

いえ！ 

 

Feel, when you do it, feel the power of your brain changing the world. 

感じるのです、それをする時、世界を変えていくあなたの脳の力を感じてください。 

 

because that’s what you are doing. 

それがあなたがしていることだからです。 

 

And now, more than ever the world needs it. 

そして今、これまで以上に世界はそれを必要としています。 

 

So, please. 

だから、どうぞ。 

 

Many people ask me, “What can we do?” 

多くの人々が私に「我々に何ができるの？」と尋ねます。 

 

Do it! 

やるのです。 

 

As many times as you can everyday you stop and do one minute meditation for peace. 

毎日できるだけ多く何回でも立ち止まり平和のための 1 分間瞑想をします。 

 

Ok? 

OK？ 

 

Dekiru(We can do it)! 

できる！ 

 

Source: 

https://www.youtube.com/watch?v=E0QrVYeE73I&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=E0QrVYeE73I&feature=emb_logo
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●ラエリアン・ムーブメントについて 

 

地球外文明が地球上の全生命を創造 

 

 世界中の古代文献や伝統では、知的で力を備えた存在が、空から乗り物に乗って地球にや

って来たことを伝えています。 これらの出来事の説明に使われた言葉は、技術的に進歩し

た存在との接触を説明しようと、技術的に未発達状況にあった文化を営む人々によって用

いられたものでした。 

 

 私たち自身が科学の時代に突入した現在にあっては、高度な発展を遂げた人類によって、

生命が（神秘的にではなく）科学的にいかに生み出されるかを理解できるようになってきま

した。 

 

 書籍『地球人は科学的に創造された』では、まさにその高度な発展を遂げた地球外文明の

代表者からマイトレーヤ・ラエルに明かされた、驚くべきメッセージが詳述されています。 

ヘブライ語聖書の原典で知られているこれら「エロヒム」が、高度な科学力によって地球上

のすべての生命を計画的に創造したのです。 

 

聖書に登場するエロヒム 

 

 何千年もの昔、他の惑星から科学者たちが地球に飛来し、「彼らの姿に似せた」人類を含

め、あらゆる形態の生命体を創造しました。 彼らは高度に発展させた技術を持っていたた

め、原始人の祖先たちからは神と間違えられ、古代ヘブライ語の「天空より飛来した人々」

を意味する「エロヒム」という語で呼ばれていました。「エロヒム」とは複数形の単語であ

るにもかかわらず、時が経つにつれ、現代の聖書で言及されているように、単数形の「神」

と誤訳されるようになりました。 

 

科学的な創造 

 

 エロヒムは DNA と高度な遺伝子工学を用い、単純な生物から始めてあらゆる形態の生命

を創造し、科学を進歩させるに伴って植物や動物などさらに複雑な生命体を、そして最終的

には、自分たちの姿に似せて人類を創造しました。 

 

預言者 

 

 時代を超え、エロヒムは（ほんの数人の名前を挙げると）モーセ、ブッダ、イエス、モハ
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メッドを含む多くの預言者との接触を維持しました。 彼らはみな、愛と調和と平和のメッ

セージにより、時代を超えて人類を導くため、エロヒムによって選ばれました。 

 

アポカリプス 

 1945 年、広島に最初の原子爆弾が投下されました。このとき人類は新たな時代に突入し

ました。予言されていた『アポカリプス』の時代です。（『アポカリプス』という言葉は、語

源的には「啓示」を意味します)  

今や人類は、科学を使って「黄金時代」に入るか、あるいは自滅するかの重要な段階に達し

ました。 エロヒムが最後の預言者を送る時が来たと決めたのはこの時でした。彼は私たち

の真の起源を明らかにし、過去の預言者たちが成し得なかった神秘の解明を行うでしょう。 

 

宇宙人大使館 

 

 私たちの創造者であるエロヒムは、公式に帰還し、世界の指導者たちと会見を行う大使館

を建設するよう、私たちに依頼してきました。 

 

1953 年に DNA が発見されて以来、私たちは、生物科学の分野で驚異的なブレークスルーを

目の当たりにしてきました。そして今では、私たちの身体の中にあるすべての生細胞が、非

常に複雑なものであることを理解しています。 そして、これほどのレベルの精巧さと緻密

さを真に理解したとき、「知的な創造活動」が介在している、という考えを否定することは

できません。 

 

今日の発見 

 

 この無神論者の「インテリジェント・デザイン論」は、神を信じる者と進化論者の間にあ

る古くからの議論に、合理的な解決策を提供しています。 今日の科学的発見だけでなく、

あらゆる文化に存在する古代の歴史的記述とも矛盾を生じないものです。 

 

しかし、私たちの言葉を鵜呑みにはしないでください！ 

デザイナーたちからのメッセージである『地球人は科学的に創造された』を直接手にとって

ご覧頂き、ご自身で確かめてみてください。 

あなたの世界を見る目が変わることを 

保証します！ 

 

「地球人は科学的に創造された」ラエル著 無料ダウンロード 

 

https://www.rael.org/
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国際ラエリアン・ムーブメント  

公式ウェブページ 

 

日本ラエリアン・ムーブメント  

日本の公式ウェブページ。日本各地のイベントはこちらから 

 

宇宙人大使館プロジェクト  

宇宙人を地球に公式に迎える大使館建設プロジェクト 

 

平和のための1分間瞑想  

人類を救う愛と平和の瞑想をご一緒に 

 

ゴー トップレス運動  

男女平等にトップレスになる権利 

 

クリトレイド  

女性器割礼の犠牲者への支援プロジェクト 

 

マンジを支持する運動  

古くからの精神的シンボルです 

 

楽園主義  

仕事やお金の必要ない世界のために 

 

KAMA への回帰運動 

 

 

 

http://www.rael.org/
http://www.raelianjapan.jp/
http://www.elohimembassy.org/
http://1min4peace.org/
http://gotopless.org/
http://www.clitoraid.org/
http://www.proswastika.org/
http://paradism.org/
http://backtokama.org/

