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The Message we spread, we Raelians is love. 

私たちラエリアンが伝えるメッセージは愛です。 

 

I said not important: DNA, Embassy, Jesus, this is all blah blah! 

DNA、大使館、イエスの話は重要ではありません。ただのおしゃべりです。 

 

Interesting blah blah 

興味深いおしゃべり 

 

very scientific blah blah. 

非常に科学的なおしゃべりですが。 

 

But compared to love everything is blah blah. 

愛に比べたら全てがただのおしゃべりです。 

 

What is the Message of Elohim? 

エロヒムのメッセージは何でしょう 

 

Love. 

愛です。 

 

They love us! They love each of you. 

彼らは私たちを愛しています！皆さん一人ひとりを。 

 

Each of you watching me on Internet. 

ネットで私を見ている皆さんを。 



 

I have to repeat it 

もう一度言います 

 

Elohim love you. 

エロヒムは皆さんを愛しています。 

 

Because people, always, they want to think. 

人はいつも考えたがります。 

 

Everybody wants to be intelligent. 

知的でありたいと思っています。 

 

They make tests 

試験を作成します。 

 

they make exercises to develop their intelligence. 

知能を発達させる練習問題を作ります。 

 

Where are the tests and exercises to develop love? 

愛を発達させるテストや練習問題はありますか？ 

 

Nothing! 

ありません！ 

 

Search Internet! 

ネットを探しても！ 

 

Zero! 

ありません！ 

 

To develop intelligence, a lot. 

知能を発達させるテストはたくさんあります。 

 

To make more beautiful make up, a lot. 

より美しい化粧の仕方もたくさんあります。 



 

To be better in video games, a lot. 

ゲームの上達方法もたくさんあります。 

 

To have more love, to give more love, zero. 

もっと愛を持つ、もっと愛を与える方法は１つもありません。 

 

Who is bringing love? 

誰が愛をもたらしていますか？ 

 

The Raelians. 

ラエリアンです。 

 

That's your job! 

それは皆さんの仕事です。 

 

With songs 

歌で 

 

with dance 

ダンスで 

 

with just eyes 

目だけで 

 

with a smile 

笑顔で 

 

with laughter 

笑いで 

 

Hai dozo (go ahead). 

はいどうぞ。 

 

Love! 

愛です！ 



 

No need to be intelligent. 

知的である必要はありません。 

 

The world is sick of intelligence. 

世界は知性にうんざりしています。 

 

Hiroshima is very intelligent. 

ヒロシマは非常に知的でした。 

 

Fukushima is very intelligent. 

フクシマは非常に知的でした。 

 

Chernobyl was very intelligent 

チェルノブイリは非常に知的でした。 

 

and killing people. 

人々を殺しています。 

 

The war between America and China and Russia... very intelligent! 

アメリカや中国やロシアの間の戦争は非常に知的です！ 

 

All the weapons they have now 

彼らが現在持つ武器は全て 

 

to make an atomic bomb you have to be very intelligent 

核兵器を作るのも非常に知的である必要があります。 

 

high level of science. 

高度な科学です。 

 

But love? 

愛はどうですか？ 

 

Zero. 

ゼロです。 



 

Zero! 

ゼロです！ 

 

And that's what we need. 

私たちが必要なのは愛です。 

 

We have an infinity of tools to kill everybody. 

私たちは全ての人を殺す道具を無限に持っています。 

 

But we have only one tool to save everybody. 

でも全ての人を救う道具は一つしかありません。 

 

What is it? 

何でしょう？ 

 

Love! 

愛です！ 

 

And WE bring it. 

私たちがそれをもたらします。 

 

So now, why all these tools of destruction? 

ではなぜ現在、破壊の道具ばかりあるのでしょう？ 

 

How can you bomb Hiroshima? 

どうしてヒロシマに爆弾を落とせるのでしょう？ 

 

Why? 

なぜ？ 

 

Why you have Chernobyl and Fukushima? Why? 

チェルノブイリや福島の事故はなぜ起こったのですか？なぜ？ 

 

All based on fear 

全ては恐れに基づいています。 



 

and all the governments and the medias want everybody to be afraid. 

政府もマスコミも皆人々を怖がらせておきたいのです。 

 

"We need weapons!" 

「我々には武器が必要だ！」 

 

"We need armies because the others will attack us." 

「軍隊が必要だ他国から攻撃されてしまうから。」 

 

"Be afraid!" 

「恐れよ！」 

 

That's their message. 

それが彼らのメッセージです。 

 

If nobody is afraid nobody wants to have atomic bombs. 

恐れていなければ誰も核兵器を持ちたいと思いません。 

 

Nobody wants to have armies. 

軍隊なんていりません。 

 

And now, NOW they are force feeding you with the Covid. 

そして今、彼らは皆さんにコロナウイルスを提供しています。 

 

"Be afraid!" 

「恐れよ！」 

 

"Wear a mask!" 

「マスクをしろ！」 

 

"Stay home!" 

「家にいろ！」 

 

"Live in fear." 

「恐れながら生きろ！」 



 

Before every year there was something: 

これまで毎年何かありました。 

 

Aids 

エイズ 

 

SARS... 

サーズ。。。 

 

So many diseases. You check Internet, every year for 20 years. 

病気だらけ。ネットで見てみてください、20 年間毎年何かあります。 

 

But being in love? 

でも愛の中に存在することは？ 

 

Nobody. 

誰も言いません。 

 

"Trust the world 

「世界を信頼しよう 

 

don't wear a mask 

マスクをつけないで 

 

don't keep social distance." 

社会的距離はいらない」 

 

Nobody. 

誰も言いません。 

 

Who is pushing for free hugs? 

フリーハグを推してるのは誰ですか？ 

 

The Raelians! 

ラエリアン達です！ 



 

Ah! That's not social distance, eh? 

社会的距離はありませんね？ 

 

If I see somebody in the streets who... [sneeze] 

誰かが道端でくしゃみをしたら、 

 

everybody stays away. 

皆が遠ざかります。 

 

Me, I open my arms, give me a hug! 

でも私は腕を広げてハグしてと言います！ 

 

I'm not afraid! 

怖くないですから！ 

 

If he has some virus or bacteria, please, give it to me! 

その人が何らかのウイルスや細菌を持ってるなら私にくださいと言います！ 

 

That will make me stronger. 

それで私は強くなりますから。 

 

Because I have the most beautiful creation given by Elohim. 

だって私はエロヒムが作ってくださった最高に素晴らしい物を持ってますから。 

 

We all have it. 

私たち全員が持ってます。 

 

It's called immune system. 

それは免疫系です。 

 

You give me viruses? 

あなたが私にウイルスをくれたら？ 

 

My immune system uses it to be protected. 

私の免疫系がそれを使って保護してくれます。 



 

The more you give me viruses and bacteria and everything you want the more my 

immune system is strong. 

ウイルスでも細菌でも何でも私にくれたら私の免疫系はより強くなります。 

 

The more you stay home, wash your hands every ten minutes, the more your immune 

system is weak. 

家にいるほど、10 分に一度手を洗うほど、免疫系は弱くなります。 

 

Very simple. 

非常に単純です。 

 

I never wash my hands with soap 

私は石鹸で手を洗いません。 

 

and I lick it. 

ついでになめたりもします。 

 

I hope there're many bacteria 

細菌がたくさんついてるといいな 

 

who make my immune system stronger. 

免疫系がより強くなるように。 

 

May I lick you hand? 

あなたの手をなめても良いですか？ 

 

Give me bacteria! 

細菌をください！ 

 

That makes me strong! 

それで私は強くなります！ 

 

No mask! 

マスクをしないで！ 

 



My protection is you. 

私を守ってくれるのは皆さんです！ 

 

I give you my bacteria... 

皆さんには私の細菌をあげます。。。 

 

Give me yours! 

私に皆さんの細菌をください！ 

 

This is a perfect place to exchange bacteria. 

ここは細菌を交換する完璧な場所です。 

 

We can hug each other 

ハグし合っても良いです。 

 

kiss, lick each other's face 

キスしたり互いの顔をなめたり。 

 

you are stronger. 

もっと強くなります。 

 

You can kiss any part you want, eh? 

どこにキスしても良いですよ、でしょ？ 

 

Oui! (Yes). And lick any part you want. 

そうです。好きな所をなめてください。 

 

Please. 

どうぞ。 

 

This is how we are strong 

私たちはこうやって強くなります。 

 

You know, the scientists they were so surprised when there was the fear about aids... 

エイズの恐怖があった時科学者は非常に驚きました。 

 



Because some couples, man was positive to aids 

というのもいくつかのカップルで、男性はエイズが陽性だったのに 

 

girl? No. 

女性は陰性だったからです。 

 

They live together, they have sex everyday without condom. 

彼らは一緒に住み、コンドームなしで毎日セックスしてました。 

 

The man is infected, the woman, not. 

男性は感染し、女性はしない。 

 

The scientists say, "Why, why?" 

科学者は「なぜだ なぜだ？」と 

 

Immune system. 

免疫系です。 

 

Some have a strong one some have a weak one, and you die. 

免疫系が強い人もいれば弱くて死んでしまう人もいます。 

 

Now everybody is talking about a second wave. 

今誰もが第２波について話しています。 

 

Eh? First wave of Covid. 

コロナウイルスの第１波。 

 

Corona virus. Corona is a good beer, eh? 

コロナウイルス。コロナビールは美味しいですね？ 

 

Now they say, "There will be a second wave." 

今人は「第２波が来る」と言っています。 

 

How do you say wave? 

ウエイブはどう言いますか？ 

 



[Nami] 

波 

 

Nami (wave). 

波 

 

Namimashita (pun on "licked"). 

ナミマシタ 

 

Yes, there will be a second wave. 

第２波は来ます。 

 

But not a wave of Corona virus. 

コロナウイルスの波ではありません。 

 

3 billion people staying home 

30 億の人が家にいて 

 

washing their hands ten times a day 

毎日 10 回手を洗い 

 

wearing masks 

マスクをし 

 

not getting out 

外出せず 

 

cleaning everything in their house 

家中をきれいにしています。 

 

because afraid! 

恐れているからです！ 

 

Kowai, kowai (terrified). 

怖い怖い。 

 



What do you think will happen when everybody gets out? 

皆が外に出たらどうなると思いますか？ 

 

Because during two months... 

２か月の間、 

 

their immune system is very low 

皆の免疫系は非常に弱まっています。 

 

so there will be millions of infections 

ですから何百万人が感染します。 

 

not from Corona virus 

コロナウイルスではなく 

 

from everything. 

あらゆるものに。 

 

Because their immune system is not strong anymore. 

免疫系が強くないからです。 

 

So these people will have two solutions, stay home again and their immune system will 

continue to go down. 

この人たちには二つの解決策があります。また家に留まり免疫系を引き続き弱めていくか。 

 

Or hug everybody, go with everybody. 

皆とハグして皆と出かけるか。 

 

And slowly yukkuri to (slowly), they will rebuild their immune system. 

そうすれば少しずつゆっくりと、免疫系が再構築されます。 

 

People are so stupid! 

人々は本当にバカです！ 

 

There are people driving their car, I saw! 

車を運転している人が 



 

Inside the car, mask! 

車の中でマスクしてるのを見ました！ 

 

So these people, I wonder, if they sleep alone maybe they wear a condom? 

そういう人たちは一人で眠る時もコンドームをつけるのでしょうか？ 

 

It's the same stupid! 

それと同じようにバカなことです！ 

 

If you wear a mask alone in your car, probably you sleep with a condom. 

車に一人でいてマスクをするならコンドームを付けて寝るのでしょうね。 

 

Wake up people! 

目を覚ましてください！ 

 

Hug everybody 

皆とハグして 

 

meet your friends 

友人に会って 

 

kiss everybody 

皆にキスして 

 

lick everybody 

皆をなめて 

 

socialize... 

人と交流してください。。。 

 

That's the way to be strong and to live a long life! 

そうやって強くなり長生きするのです！ 

 

I never had any flu vaccine 

私はインフルエンザワクチンを打ったことがありません。 



 

and I will never get one. 

これからもないでしょう。 

 

It doesn't work! 

効果がないですから！ 

 

It makes you sick. 

病気になるだけです。 

 

The last test of the flu vaccine they did recently zero % success. 

インフルエンザワクチンの最新の試験では成功率０％でした。 

 

Zero per cent. 

ゼロパーセント。 

 

We need love. 

私たちには愛が必要です。 

 

What is the immune system? 

免疫系とは何でしょう？ 

 

It's love! 

愛です！ 

 

I touch you, you touch me, we become stronger. 

私があなたに触れ、あなたが私に触れ、私たちは強くなります。 

 

And to finish this speech with something funny 

最後に面白い事を言います。 

 

thank you Sky. 

ありがとう スカイ。 

 

I have a mathematics question for you. 

皆さんに数学の問題を出します。 



 

Some people are good in mathematics? 

数学が得意な人はいますか？ 

 

What is 2+2? 

２足す２は何ですか？ 

 

[4... 4...] 

４ 

 

2+2 is kawaii! (cute). 

２足す２は可愛い！ 

 

 

 

Source: 

https://www.youtube.com/watch?v=jz6_DeBQTH4&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jz6_DeBQTH4&feature=emb_logo


●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



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/


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/

