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シャーンブラに向けた2月14日のメッセージ

リンダ：アダマス・セント・ジャーメインによる、この特別なプレゼンテーションへ、よう
こそ。

私たちは皆、覚えていますが、アダマスがとても明確に－最初に言ったのは2015年2月で、その
後も強調してきましたが、2015年5月には具体的に話しています－アダマスはエンライトメント
への道の実現に私たちがどう対処しているかという点から私たちを評価し、2016年2月にはシャ
ーンブラと、私たち全員とワークを続けていくか、いかないかを決めるということでした。そ
の約束のメッセージがこれです。ジェフはいま、アダマスにそのメッセージをシェアしてもら
う準備をしています。

私たちはコロラド州ルイスビルのスタジオで、待ち受けています。私たちがいまどこにいるの
か、どの地点にいるのかアダマス・セント・ジャーメインが話をするのを心待ちにしています。

では、十分に深い呼吸をしましょう。このアダマスのプレゼンテーションのエネルギーを本当
に感じてください。本当に、あなたを感じてください。エンライトメントへの実現に向けて、
私たち１人ひとりがいまどこにいるのか？あなたは許容しましたか？それを呼吸できますか？
本当に、アダマスのためにあなたのエネルギーを放射してください。

では十分に深呼吸をしてください。あなたというすべてで感じてください。あなたの意識、そ
して気づきへ開き、このとても特別なプレゼンテーションを許容してください。

アダマス：アイ・アム・ザット・アイ・アム、セント・ジャーメインのアダマスです。

十分に深呼吸をしましょう、敬愛する友人たち。

セッションのエネルギーを十分に体験するために、テキストや翻訳文
を読みながら音声録音を聴くのをお勧めします。
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シャーンブラに向けた2月14日のメッセージ

何と長い旅だったでしょう。大昔に始まった旅路です。アトランティスの時代へさかのぼり－
ティエンの寺院、地球上でのエンボディド・エンライトメントを夢見た時、アトランティスの
悲劇、以来、あなた方の多くが感じてきた心の底からの苦悩、2000年前、イェシュアの時代に
再会し、惑星にキリストの種子の意識を植えたこと、この時代に戻ろうと交わした約束、惑星
で最も驚嘆すべき時代に、この生涯へと、これが意識の時代－惑星地球の現実を変える時代に
なるのを知りながら。あなたは地球での最後の生涯へ、人間の姿でのエンライトメントのため
に戻ることを、選びました。この惑星に意識をもたらすことをあなたは選びました。

実に長い旅路でした。そしていま、あなたは最も目まぐるしい、最も厳しく、困難な時代に惑
星で生きています。しかしながら、この惑星がかつて経験した中で最大級の可能性、最大の機
会、最大の豊かさの時代でもあります。アトランティスで起きたようなことを、私たちがこの
惑星で体験することはないでしょう。素晴らしい社会が崩壊するのを体験することはないでし
ょう。それどころか、私たちは今後10~20年で驚異的な変化を体験するでしょう。

私たちが体験する変化は、意識や夢、欲求により、あなた方のようにエンライトメントをこの
生涯で実現することをコミットメント－強く決意した人々により、もたらされるでしょう。

そしていま、私たちは新しいクリムゾン・サークルにいます。周りを見回してください。周囲
を感じてみてください。これがシャーンブラの新しい顔ぶれです。

私たちは前回、2007年に「クォンタム・リープ（量子的飛躍）」という大きな変化を経験しま
した。その時は世界中から、別の領域から存在たちが集まり、画期的な意識のクォンタム・リ
ープを祝いました。それは意識が文字通り、この惑星を直線から幾何学級数的な曲線へと進路
を変えた時でした。シフトが本当の意味で、真に始まった時でした。そのシフトは現在、この
惑星を方向づけ、次なるものを形成しています。

アトランティスの繰り返しにはならないと私は申し上げます。いいえ、あるとすれば、いま存
在している２つの地球が、意識や現実が異なるこの２つが融合するか、あるいは、言うなれば
恒久的に分かれるかのどちらかでしょう。すべて、意識にかかっています。人間たちに。どち
らの方向を人間が選ぶかに。

あなた方の実に多くがこの惑星につぎ込んできたので、私にはわかります。惑星と人類のため
に、あなたが創造に寄与し、心から愛するもののためにも、こうした異なる意識レベルが融合
し、一緒になるのを見たいとあなたは確かに願っています。そうなるかもしれません。あと数年
もすればわかるでしょう。そうでなければ２つの世界は思いやりのうちに、実際、敬意を払うか
たちで、分かれるでしょう。古い意識で古い世界にとどまるのを選んだ人たち、限られた人間の
体験をくぐり抜けることをまだ選択する人たちがまさにそうできるようにするためです。そして
より高い意識のかたちを選択した人たちは、新しいタイプの地球、肉体の現実だけに限定されな
い、マインドだけに限定されない、真の自由と主権性があるところへ行くでしょう。

最近、行なった他のプレゼンテーションでも言いましたが、そうなればシフトは自然に起こる
でしょう。継ぎ目なく、優雅に、崩壊することなく、大惨事が引き起こされることなく、この
古い惑星がバラバラになることなく。ただ突然、「新しい地球」へとシフトするのです。これ
に関しては何年か後に話すことになりますが、今日、ここで話すことは、新しいクリムゾン・
サークルについてです。

では、私が演壇で準備する間に深呼吸をしてください。
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新しいクリムゾン・サークル

今日の私は実際、アダマスというよりはセント・ジャーメインと言った方が良いでしょう。あ
なた方はアダマスに慣れています。私の、セント・ジャーメインのアスペクトとしてのアダマ
スに、あなたを挑発し、時にあざけり、一緒に笑い、一緒に泣き、この旅を共有している存在
です。しかし今日は、いつもより少しセント・ジャーメインが多く来ています。

これを聞いている人、何らかのかたちで心を動かされた人はおそらくあなたと私が以前、この
惑星で人間の姿で一緒だったことがあるからでしょう。何生涯も前に、「ミステリー・スクー
ル」で、人類の霊的な特質のために一緒にワークした時に。一緒にワークしたことがあるの
で、おそらくだから、あなたはいま、ここにいるのでしょう。

昨年、私は幾度か、とどまるか、それとも去るかという話をしましたが、すでにあなたは答え
を感じているはずです。私が選んだのは－前々から選んでいましたが－とどまることでした。
しかし本当の質問は、私たちがここからどこへ行くのか？何をするのか？私たちは－私は、あ
なた方１人ひとりは、クツミのように援助している他の存在たちは－ここからどこへ向かうの
でしょう？次に何が来るのでしょう？

私は、これは新しいクリムゾン・サークルだと言いました。それはどういう意味でしょうか？
ここで私たちが独自の方法で行なったエネルギー的な評価から、いくつか具体的な事実や情報
を見てみましょう。

シャーンブラ

この、シャーンブラと呼ばれるものがあります。シャーンブラです。この言葉はおよそ2000年
前に初めて使われました。トバイアスがそのことを説明しています。のちにエッセネ派やそこ
から派生して分派になった、もとのグループでした。イェシュアの時代に自分たちのことをシ
ャーンブラと呼んだグループです。それは家族、強固な家族であり、地球にキリストの意識を
植えるために来た家族のことでした。この言葉はそこから来ています。

その後何世紀にわたって、あなた方の多くはさまざまな違う方向へ進みました－「ミステリ
ー・スクール」へ行った人たちや、独自の旅路を歩んだ人もいます－しかしあなた方はこの生
涯に一緒に戻って来ました。惑星地球にはこのシャーンブラと呼ばれるものに親しみを、もし
くはつながりを感じている人が優に10万を超えます。

シャーンブラは独自の存在になりました。シャーンブラという存在がいて、それはあなたとと
もにいます。あなた方1人ひとり全員と、毎日、一緒にいます。それはこのウェブサイトにあり
ます。クリムゾン・サークルのスタッフの中にいます。あなた方全員の中にいます。あなた方
が、シャーンブラを創造したのです。

惑星中で、この情報を得ている人たちがいます。この情報は私、セント・ジャーメインだけで
はないからです。トバイアスだけでもありませんでした。これは私たち全員であり、それを私
たちはシャウドと呼んでいます。シャーンブラがシャウドをするということ－私たちが全員で
私たちの夢と欲求、私たちの意識と希望を、あらゆるものをひとつにまとめています－それ
が、私たちが何年もの間、創造してきたことです。
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シャーンブラに向けた2月14日のメッセージ

シャウドはもはやただの月例のギャザリング、月例のメッセージだけではなくなりました。シャ
ウドはいま、はるかに多くを包含しています。シャウドはすべてのクラス、いわゆるワークショ
ップの集まりのすべて、クラウドクラスのすべてに入っています。シャウドはあなた方のソーシ
ャルメディアのすべてです。シャウドは惑星のシャーンブラのエッセンスであり、意識です。

それは成長しましたが、トバイアスはかつてカウルダーに、それが大きくなることはないだろ
うと言いました。カウルダーはせいぜい多くても20人、30人、40人という意味だと思っていま
した。私たちが言っていたのは10万人、あるいはあと少しというところでした。いずれにせ
よ、すべての人に向けたものではありませんでした。なぜならシャーンブラと呼ばれるという
ことは、つまりアトランティスの時代のつながりにさかのぼるからです。イェシュアの時代に
さかのぼるからです。排他的ということではありません。誰でも歓迎されます。しかし、その
コア、核となるつながりはいまでもあなた方すべてに、あなた方がやることすべてに不可欠な
部分なのです。

前に進む

そこで私たちはいま、次は何か？について話をします。ここから私たちはどこへ行くのか？こ
の新しいクリムゾン・サークルとは何か？前に進むというのは、メッセージがより明確で、フ
ォーカスされるということです。つまり、私たちはもっとずっと具体的で、直接的になるとい
うことです。私が「私たち」と言うのは、それはあなたであり、私であり、クリムゾン・サー
クルのスタッフのことです。私たちにはこれがまさにその生涯だというはっきりとしたクラリ
ティ（明確さ）があるということです。惑星で私たちがどんな意識を持つかについてはっきり
としたクラリティがあり、この生涯もおけるエンライトメントの実現に対してはっきりしたク
ラリティとコミットメント（本気度）があるということです。待つのではなく、押しやるので
はなく、考えるだけでなく、夢見るだけでなく、その夢を現実にするということです。

隅々まで多くのクラリティ、ずっと多くのフォーカスが出てきます。私はアダマスとして前に
言いましたが、エネルギー・フィーディング（エネルギーを奪う）するだけの人の場所は、こ
こにはありません。スピリチュアルをプレーする人のための場所はありません。これはもはや
スピリチュアルではないからです。これはもはや「ニュー・エイジ」ではありません。言うま
でもなく宗教ではありません。この惑星で意識的なエンボディド・エンライトメントを果たす
ことなのです。

これはスピリチュアルを超越しています。ただの概念ではないからです。別の領域にある何か
というだけではないからです。ただの哲学ではありません。それは現実です。それは生きてい
ます。それはあなたです。

言うまでもなく、「ニュー・エイジ」ではありません。「ニュー・エイジ」は1800年代半ばに
始まり、確かに新しい意識をもたらしたのは事実です。それは惑星に新しい考え方を、新しい
自由のかたちをもたらしました。しかし私たちはそれを超越しました。「ニュー・エイジ」と
呼ばれてきたもののうわべの飾りや見せかけを私たちは超越しましたし、あなたもあなたが、
私たちがここクリムゾン・サークルでシャーンブラとしてやっている「ニュー・エイジ」を超
越した、超えたものとの違いを感じられるはずです。

私たちがやっているのは、完全にエンライトメントを許容することです。エンライトメント
は自然なことです。エンライトメントは許容とともに訪れます。エンライトメントとは誰か
他人が与えられるものでも、また、必ずしも教えられるものですら、ありません。あなた
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が許容するものです。しかし、ご存じのように、それは実に厳しく、困難なことでもありま
す。なぜなら周囲の肉体の現実が非常に誘惑的なため、エンライトメントからあなたを引っ
張り出してしまうことがあるからです。あなたをもとの制限された人間の状態へ戻してしま
うことがあるからです。

エンライトメントは実に困難で厳しいとも言えます。人間はマインドを通して、五感を通して
あらゆるものを感じとることに慣れているからです。真のエンライトメントでは、そうした知
覚を超えます。そうした知覚はまだそのまま使えますし、日常生活で重要な役割を果たします
が、その知覚は超えて、現時点では言葉で表わすことのできない知覚へ入っていくのです。私
はその知覚を単純に「マスターの知覚」と呼んでいます。

エンライトメントがむずかしいのは、それがあなたの人生を変えるからです。特にそのような
変化の時期には、あなた方の多くがそのことを良くご存じですが、そうした変化の時期は、あ
らゆるものがカオス（混沌）状態にあるように思えます。あらゆるものが壊れ始めるかのよう
に思えます。本当はそうではないのですが。

あなたの日々の人生のとらえ方は変化します。それはマインドや肉体の五感にとっては落ち着
かないことですし、あなたの過去や信念にとってもそうです。許容することは－こうした変化
を信頼し、それが単にエンライトメントを選択したことによるものだと信頼すること－実にシ
ンプルですが、それでも非常に恐ろしく、耐えがたいほどの苦しみであり、困難なことです。
あなたは絶えず古いやり方に、五感という制限に引き戻されるのを感じるでしょう。家族に、
大衆意識に引き戻されるでしょう。この惑星でどのように生き延びればよいか、たとえ、ほん
の少しの豊かさであっても、それを得るためにどうすれば良いのか、といった古い概念に引き
戻されるでしょう。

ですからある意味で、ごくシンプルなことでありながら、非常に困難にもなり得るのです。闘
うことはできません。通常ならマインドで納得できることが納得できないこともあります。単
純に、許容するということなのです。

エンボディド・エンライトメントへの旅路はむずかしく、多くの場合、非常に孤独です。だか
らあなた方が創造したこれが－シャーンブラと呼ばれるもの、クリムゾン・サークルと呼ばれ
るもの－とても重要なのです。それは、何度も言ってきたように、クラブではありません。会
員制ではありません。会費はありません。規則や規定といったものは本当にありません。気の
合う者同士が集まる場所です。親しみを覚える場所です。なぜなら、あなた方はほとんどの場
合、皆、同じ旅路にあるからです。親しみを感じる場所だというのは、あなた方が以前、一緒
にいて、さまざまなものを共有してきたからです。

ここはあなたがやって来て、安全な空間を感じ、そこにいることのできる場所です。あなたの
通常の人間の現実はそれほど安全ではありません。しかしここではあなたは安全な空間にいる
という、あのフィーリング、思いやりのフィーリング、他の人たちに理解され、愛されている
というフィーリングを求めて来ることができます。肉体の中にいるシャーンブラだけでなく、
向こう側にクロスオーバーした（渡った）シャーンブラやあなた方１人ひとりとワークしてい
る存在たち、そしてクリムゾン・カウンシルのすべての存在たちによって。

ですから、あなたはここに来ています。ここはエネルギー的に安全な空間です。組織ではあり
ません。クラブや友愛会といったものではありません。ただ、共感が持てる場所であり、あな
た方１人ひとりにとっての安全な空間というに過ぎません。
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シャーンブラの統計データ

統計データを、私たちが現時点で対応している（人）数を少し、見てみましょう。

昨年、およそ１３万人の人が何らかのかたちでクリムゾン・サークルのこのエネルギーに触れ
ました。それはシャウドを通じたものかもしれませんし、本やワークショップ、クラスかもし
れません。私が触れた、と言うのは、単に聞いたとか、読んだ、あるいは見たというだけの意
味ではありません。つまり、この空間にやって来て覗き込み、エネルギーを感じてから立ち去
る人たちが大勢いるからです。触れたというのは、何かを感じた人のことです。言葉の何か、
またはここにあるエネルギーに心を動かされたということです。意識に何か違いをもたらした
ということです。必ずしも自分自身をシャーンブラだと感じたという意味ではありません。単
に心を動かされたという意味です。

シャーンブラにはコアのグループがいます。それに関してはこれから話しますが、日々、週ご
と、月ごとのベースで本当にエネルギーをまとめてくれる人たちのことであり、定期的に月例の
集まりに訪れる人たちのことです。（シャウドが行なわれている）まさにその時間であろうと、
後であろうと。世界中にいるこの、およそ３万の人たちは定期的にここに来て、本当に感じ、理
解するシャーンブラの一部です。さて、確かにもっとずっと多くがここの情報から何かを拾い集
め、何かを得ていますが、この真に献身的なコアとなるグループは、およそ３万人です。

昨年のメッセージの中で私はアダマスとして、５人だけで良いと言いました。この生涯でエン
ライトメントを実現する人は５人で良いと。数百人も数千人もいらないのだ、ほんのわずかな
人数で良いと。

アダマスとして、私はとどまるか、去るか、どちらかにするといった冗談を言いました。現時
点で、やりながら、検討してみるのだと。私たちがどこにいるのか？エネルギーと意識の測定
結果はどうなのか？先に進むにあたり、どうすれば良いのか？

その時以来、自らをシャーンブラと呼ぶ３万人のうち、102人がエンライトメントのかたちで、
状態で、向こう側にクロスオーバーしました。実現を遂げた時、自らの「アイ・アム」を、自
由を許容した時に、彼らはただ、去りました。こちらに戻って来ました。彼らのほとんどが、
同時に起こったと言ったらよいでしょうか、実現と同時にただ、去ったのです。何人かはせい
ぜい数日、数週間、とどまり、こちらに来るのを選びました。

向こう側にいる方がシャーンブラに対してより良い奉仕ができると感じた人たちもいます。あ
るいは実現の瞬間に、地球でできることはすべてやったと、ただ感じた人たちもいます。とど
まる理由がなかったのです。彼らはエンライトメントを実現した存在として惑星にとどまるこ
とがためになるというのは理解していましたが、そのように要求されるわけではありません。
プレッシャーをかけられるわけではありません。彼らは単純に、向こう側に行く方がもっと簡
単になると感じただけです。

今後、数週間といったところであと数人、（肉体を）去る人たちがいます。私たちにはそのエ
ネルギーが感じられます。彼らが肉体から、この現実から身を引いているのが感じられます。
彼らは向こう側、つまりここでは両手を広げて歓迎されます。愛のこもったハートで、祝典を
もって。不名誉なことではまったくありません。彼らがクロスオーバーする時は、私たちは本
当に、歓迎します。
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彼らが過去での生涯の家族や友人たちに最初に迎えられることはありません。彼らは彼らに敬
意を表する、本当に思いやりを持つアセンデッド・マスターたちに迎えられます。そしてクロ
スオーバーは、ええ、非常に優雅で、簡単になります。その後、アセンデッド・マスターたち
に迎えられた後にはもちろん、ペットが迎えに来ますし、場合によってはずっと後になってか
ら家族が来ることもあります。

前回、話してから2人の人間が、自らをシャーンブラと呼ぶ2人がエンライトメントを実現しま
した。最終的に許容し、自らの内部でとてもリアルでクリアーなかたちで受け入れました。疑
いの余地はありませんでした。私たちが認めたからだとか、彼らの内側を評価したからではあ
りません。単純に、彼らが許容し、それを主張したからです。このメッセージが届いてからす
ぐ後に、もう１人、出るでしょう。ですから３人のエンライトメントを遂げたマスターといこ
とになります－シャーンブラでエンライトメントをなし遂げたマスターです－惑星上での。

５人いなかったとか、50人、1000人いなかったというのはまったく期待はずれではありませ
ん。ちなみに、この３人がどこに住んでいるか、何歳なのか、誰なのかは関係ありません。時
期が来れば彼らは姿を見せるでしょう。しかし真の謙虚さと慎み深さから、彼らが胸を叩いて
大げさに言うことはありません。ソーシャルメディアとかそういったもので発表することはあ
りません。彼らはただ、姿を現します。すると、本当にノウイングネスがあるので、一言も話
す必要はないのです。

ですから事実は、5人ではありませんでした。それはがっかりすることではありませんし、言う
までもなく私たちが－私自身、そして尊敬すべき仲間のアセンデッド・マスターたちも－とど
まらないと言うほどではありません。なぜならいわゆる大勢の、シャーンブラのいわばエネル
ギー的な部分の大半が11時59分のところにいるからです。彼らは実現のほんのすぐ近くまで来
ています。

このグループの数はおよそ6500人です。正確な数ではありませんが、だいたいそれくらいです。
自らをシャーンブラと呼ぶ人たちのうち、6500人がエンライトメントの直前にいます。もうすぐ
です。あと数回の呼吸だけです。あと数回の許容です。あと数回の解放で、そこに到達します。

すべてのエネルギーを読んでみると、他のアセンデッド・マスターたちと一緒に、その中からエ
ンボディド・マスターとして地球に何人とどまるかを見てみると、おおざっぱに計算すれば、少
なくとも5000から5500といったところです。つまり、およそ1000から1500人は私たち側に、別の
領域へ、肉体を去り、やって来るのを選ぶことになります。繰り返しますが、残念なことではあ
りません。少しも不名誉なことではありません。判断はまったくありません。とどまるのと同じ
くらい、エンライトメントを実現し、肉体の領域を離れることは名誉あることです。

しかし、それを除いても、かなりの数の人間です－5000、5500人－彼らはその境界線にいま
す。自らのエンライトメントをいまにも許容しようとしています。そしてそれが、私たちにあ
なた方とワークし続ける喜び、やる気、欲求を与えてくれます。実に多くの方がただ、彼らの
「アイ・アム」からあと１呼吸するだけでエンボディド・エンライトメントがもたらされる状
態です。数か月かかるかもしれません。数年かかるかもしれませんが、それはあまり問題では
ありません。しかし彼らが、あなたがここまで来たこと、これだけ多くの困難を、途中にあっ
たこれだけの障害を耐えたこと、そしてここであなたがあなたのエンライトメントを目の前に
していることは事実です。

あなたはご自分のことなので、お分かりです。それは胸元にピンでとめるようなものではあり
ません。あなた方のソーシャルメディアで告げるようなものではありません。自分のことなの
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であなたには分かりますし、私たちもあなた方１人ひとりのことが分かります。すごいことで
す。その数、可能性、エンライトメントへの近さは。本当に、本当に感動的です。

ずっと前に言ったように、私たちはあなたとワークするために、１つひとつのステップでここ
にいます。あなたの代わりにやることはできませんし、やりたいとは思いません。しかし私た
ちはあなたを安心させ、エンライトメントのまさに敷居（入り口）で生じる厳しい嵐をくぐり
抜ける手伝いをするために、ここにいます。

それから、このほかに大人数になりますが、自らをシャーンブラと呼ぶ３万人くらいの人たち
がいて、彼らはエンライトメントにコミットしていますが、揺れ動いています。疑問を感じて
います。彼らはしょっちゅう、ひどく注意がそれます。自らのマキョーにとらわれています。
何と言うか、地球に縛られた状態にとどめるものにはまり込んでいます。多くの意味で意識が
欠如しています。必ずしも言い訳とは限らないでしょうし、そこには正当な理由があるかもし
れませんが、最終的なレベルの許容をしたいとは思っていません。家族のことに関係があるの
かもしれません。自分が許容して、実際に向こう側に移行したら家族はどうなるのだろうとい
った懸念です。

その最後の許容のステップに足を踏み入れる準備がとにかくただ、できていない人たちがいま
す。人間として、人間の状態で終えたいこと、達成したいことがあるからです。それから単純
に自分の前にあと数人、行くのを待っている人たちがいます。エンライトメントは自分が思っ
ていたようなものだと確信したいからです。

ここには非常に大人数のシャーンブラがいます。これも繰り返しますが、ご自分のことなので
お分かりでしょうから、まったく判断はありません。あなたが少しのあいだ、待つのを選べ
ば、人間として、人間の状態でもっと体験し続けたいと思えば、まったく判断はありません。
なぜなら遅かれ早かれ、いつかはあなた方１人ひとりがあなた独自の主権性を許容していくの
を私たちは知っているからです。

これは非常に大きな数ですし、時には少々、困難です。というのもある瞬間には、この３万人
のグループはエンライトメントにとてもコミットしていて、エンライトメントにとてもフォー
カスしています。彼らがギャザリングに来る時やインターネット上でやりとりしているのを見
ればお分かりでしょう。しかし次の瞬間にはもう注意がそれたかのように、自分のエンボディ
ド・エンライトメントのことを忘れてどこか別の場所に行き、何か別のことをしています。こ
の生涯でやるというコミットメントを忘れ、時にはこの夢でさえ、忘れています。アトランテ
ィスの夢を、あなた方全員をひとつにしたイェシュアの時代からの夢を。繰り返しますが、判
断はまったくありません。なぜなら彼ら全員がいつでも準備ができた時のために、いつでも選
択する時のために、私たちはここにいるからです。あなた方はここにいるからです。

これは競争ではありません。誰が最初に到達するのか、誰がより大きく、より早く、より良く
やるかを見るわけではありません。単純に、ひとつの体験というだけです。しかし彼らにとっ
ては、この３万人のグループにとっては、時には非常に困難です。彼らにはエンライトメント
へのノウイングネスがあります。実現への深い、内なる欲求を感じています。しかしそれで
も、簡単に注意がそれてしまいます。彼らはこの時期に、エンライトメントとは特に関係のな
いことにフォーカスし、自分自身に対し、とても、とても、フラストレーションを覚えます。

このことが、私たちがシャーンブラと呼ぶものの内部にいくぶん、エネルギー的な不均衡を引
き起こしています。クリムゾン・カウンシルの人材の実に多くがここに時間をかけていて、彼
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らをノウイングネスへと戻し、現実に彼らを取り巻いている可能性の数々に光を当て、彼らが
怖れや不安、疑いの気持ちを乗り越えられるように手助けをしています。

ですから、こうした不均衡に対処する私たちのエネルギー、地球のシャーンブラのエネルギー
は途方もない量になります。しかしあなた方１人ひとりがご存じのように、不均衡というのは
必ずしも間違ったものでも、悪いものでもありません。実際、それはエネルギーをシフトする
ための機会になります。あらゆる不均衡の内部には、創造におけるどんなものの中にも可能性
があります。不均衡は多くの場合、ただ動きを創りだします。ただ、新しいシフトを創りま
す。

それから必ずしも自分自身をシャーンブラと呼ぶことはない、かなりの数の人たちがいます。
この名前に強い親近感を持たない人たちです。彼らは感じますし、押しのけることはないです
が、必ずしも強い親近感を感じるわけではありません。自分がグループの一員になりたいかど
うかもよく分かりません。それはもちろん、そうではないということになりますが。彼らはこ
の－彼らはアセンションと呼びますが、私たちはエンボディド・エンライトメントと呼んでい
ます－これを望んでいるかどうかもよく分かっていません。あまり分かっていないのですが、
惹かれています。ハエが蜂蜜に惹かれるのに良く似ています。何かがそこにあるわけです。

彼らが惹かれるのは、あなた方残りの多くの人たちのエネルギー的な特質のためです。そこに
ある真実のためです。しかし時には真実とは、私たちすべてが一緒にやっていることは、彼ら
にとっては少々、強すぎるのです。彼らは断続的に戻って来ますし、時には定期的に来ること
もあります。あなた方すべてが創造した意識の内部に一定レベル、浸かってみますが、ある意
味で彼らには厳しいものです。むずかしいものなのです。彼らはまだ、別の人生に、人間の状
態にとても魅力を感じていますが、それでも時折、戻って来ます。もっと何かがあるのが分か
るからです。

ですからシャーンブラの内部にはとてもコミットしたグループがいます。まったく大きな集団
ではありませんが、とても、とてもコミットしたグループです－6500人－彼らはエンライトメ
ントまで、実現まで11時59分のところにいます。私たちは以前、はじけるまで、と言いました
が、トウモロコシの粒がいまにもはじける状態です。激しく熱せられ、変容、シフトがすぐ目
の前にあります。彼らは１つの存在状態から別の状態に移る境界線のようなゾーンにいます。
そのど真ん中にいますが、この地点では戻れません。あなたは戻ることはできません。まさに
その瞬間に、この惑星で真の実現を体現する地点にいます。

コア

さて、いろいろ言いましたが、これも言っておきたいと思います。今後数年間でさらに大勢の
人たちがクリムゾン・サークルに、あなた方すべてが創造したワークに惹かれるでしょう。あ
なた方はコアとなる基礎の教材を創造しました。トバイアスの時代からいまのこの瞬間までの
すべてで、本当の意味で基礎のコンテンツを、コアとなる教材を構築しました。それはシャー
ンブラの歴史です。あなたの旅です。それはかつてなかった道にあなた方が置いた踏み石であ
り、これからの数年でさらに大勢の人がこの道にやって来ます。ある人はまっすぐにこの道を
進むでしょう。人によっては途中で立ち止まるでしょう。あまりに厳しすぎるか、注意をそら
すものがあり過ぎるからです。しかしあなたがこれまでやってきたことは、その土台を、コア
となる教材を創りだすことでした。

コアとなる教材と言えば、私たちが月に一度、集まる時、私たちはインターネット上で見た
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り、聞いたり、読んだりできる教材を、情報を一緒に創ります。月に一度、私たちはそれを一
緒に創造していますが、それが、私たちがやっていることの土台になります。

気の合う者どうし、肉体の姿でただ、集まりたい人たちのためにワークショップやクラスがあ
ります。私たちが提供するクラスがあります。あなた方と一緒に創ったクラウドクラスのよう
なものです。それは再びつながるための手段です。私たちがやっていることのエッセンスに戻
るための手段です。あなたは学び、成長していますが、それだけでなくこうした教材が活用で
きるよう、貢献しているのです。

しかし重要なのは、こうしたものが必要不可欠というわけではないということです。やらなくて
も機会を逃したことにはなりません。なぜならあらゆるものが、ここにあるすべてのエネルギー
が、私たちがオンライン上で、無料で提供している月例のギャザリングにすでにあるからです。

前に進むにあたり、さらに強烈にフォーカスしていきます。すこし、と言うより、実際にはか
なりの人数が去るでしょうが、それは突如としてシャーンブラ、そしてクリムゾン・サークル
につながりを感じた人たちに取って代わられるでしょう。去る人たちがいるというのは、非常
に強烈であるということと、見方によっては非常に厳しい要求がつけられるからです。毎月の
ようにアダマスとして私がここに立ち、あなたの目をまっすぐに覗き込んでこう言うからで
す。「準備はできていますか？自分自身に忠実でいますか？マキョ－を超えていますか？」私
はあなたに言うでしょう。「あなたはまさにエンライトメントの敷居にいます。何を躊躇して
いるのですか？」人によっては、それは非常に居心地の悪いことです。ある人にとっては、あ
まりにも強烈なので、言い訳をみつけるでしょう。去るための口実を作るでしょう。その後、
ほとんどの人がどこかの時点で戻って来るでしょう。自分がこのすべてを創造したひとりであ
り、欠くことのできない一部だと気づくからです。

前に進む

前に進むにあたり、敬愛する友人たち、私たちは他の存在たちをクリムゾン・カウンシルに呼
び寄せます。クリムゾン・カウンシルは創造のあらゆるところから集まった天界の家族で構成
されています。私たちは他の存在たちをこのクリムゾン・カウンシルに連れて来て、さらに活
動的なエネルギーのバランスを提供していきます。あなたがその地点にいるからです。エンラ
イトメントの直前の時期は実に多くの意味で、本当に困難だからです。本当に動揺することが
あります。ですからクリムゾン・カウンシルでは自らをシャーンブラと呼んでいたエンライト
メントを遂げて私たち側に戻った存在たちからも構成されることになります。彼らがものすご
い共感を抱いているからです。地球上で彼らが肉体の姿でいたのはほんの少し前のことです。
ですから彼らは向こう側でクリムゾン・カウンシルに参加します。

私たちはあなた方にもっと近くまで足を踏み入れます。特にこのコアとなる6500人のグルー
プと、さらにエンライトメントに非常に近い３万人の人たちでさえも。私たちはこれまでに
増して、近づきます。あなたが私たちの存在を感じるくらいまで。あなたはひとりではない
のが分かるでしょう。近くに行くというのはある意味であなたの呼びかけに応じて、あなた
の要求に応じてあなたの注意がそれないよう、あなたに思い出させるよう、時にはイライラ
させる、挑発的なやり方で、あなたのエンボディド・エンライトメントへの固い決意を思い
出させるためです。

時には私たちを押しのけたいと、近づけたくないと思うこともあるでしょうが、本当の話、私
のアスペクトであるアダマスとして私はあなたのすぐそばにいて、あなたの目をまっすぐに覗
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き込み、こう言うでしょう。「もう準備はできていますか？」あなたがこれを求めたからで
す。だから私たちはここにいるのです。

エンライトメントのすぐ近くにいるか、場合によってはいくぶん、すでに入っているシャーン
ブラのグループなのであなた方1人ひとりに、他の人1人ひとりすべてに敬意を払うようにお願
いしたいと思います。あなたがハートの中でそう感じているのは知っていますが、時々、そう
した敬意がお互いの間に出てこないことがあります。あなた方のインターフェイス、ソーシャ
ルメディアで行なうやりとりでシャーンブラと呼ばれる者たち、そしてクリムゾン・サークル
全体に対して、そのすべてがあなたに奉仕するためにあることの理解という点です。彼らがあ
なたの足を引っ張っているわけではありません。あなたがしたくないことをさせようとするわ
けではありません。いかなる形でも上に立とうとしているわけではありません。

他のシャーンブラやクリムゾン・サークルは完全に、あなたに奉仕するためにここにいます。
それに対して思いやりと敬意、尊重の気持ちを持ってください。あなたはそれと引き換えに彼
らから、他のシャーンブラから、クリムゾン・サークルから思いやりと敬意、尊重の気持ちを
受け取るのです。

惑星地球において、急速に起きている変化という観点からすれば、いまは非常にむずかしい時
期です。変化があまりに速いので、身体やマインドがついていくのが困難なほどです。あなた
はまさにこうした非常に困難で厳しい、急速に変化する時期にエンボディド・エンライトメン
トをやっています。さらには惑星がこれまで体験したなかでも最大のエネルギー、最大の可能
性と機会の時期でもあります。

惑星が、ここまで急速にいろいろなものが動いたり、変化していない、もう少し静かな時期に
エンボディド・エンライトメントをやる方が簡単だと言う人がいるかもしれません。しかし、
そうだとすれば実現を追求する人にとって、実際、実現を許容する人にとってはここまで多く
のエネルギーの可能性はないことを指摘しておかなければなりません。

理解してほしいのは、クリムゾン・カウンシルとクリムゾン・サークルはあなたに奉仕するた
めにあるということです。彼らがここにいる理由そのものが、あなたに奉仕することなので
す。それを見て、感じてもらうようにお願いします。ヴェールの私たち側の存在たちが、ヴェ
ールのあなた側の人間たちがどれほどあなたのエンボディド・エンライトメントのために献身
し、コミットしているかを。

あなた方の中にはクリムゾン・サークルとは１つの会社、企業組織だと思っている人がいるか
もしれません。確かに多くの意味でそうです。しかし彼らがここにいる本当の理由は、あなた
に奉仕することです。それだけでなく彼ら１人ひとりもまた、彼らのエンボディド・エンライ
トメントを許容しているのです。ですから少しのあいだ、彼らがこのワークをすることで、イ
ンターネット上のものを提供することで、月例のシャウド、ワークショップ、クラス、教材、
サポート、そういうものをすべて提供する一方で、彼らもエンボディド・エンライトメントを
くぐり抜けていることを想像してみてください。それが真の奉仕です。

時には彼ら１人ひとりに負担がかかることがあります。時には自らのエンライトメントに目
を向ければ良いのか、あなたに奉仕する方に目を向ければ良いのか、彼らにも分からなくな
ることがあります。彼らは両方をやっています。その２つのバランスをとるという驚異的な
仕事をしています。しかし時々、私たちは彼ら１人ひとりにとって非常にむずかしいことだ
と見ています。
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あなたがここに参加したいのであれば、何よりもまず、非常に意識的にあなた自身の実現へ
の欲求を理解することです。時々あなたは揺れ動きます。時々、それほどバランスがとれて
いないことがあります。時々、それが真の実現ではなくエネルギーのゲームに変わること
があります。ですから何よりまず、あなた自身を見てください。あなた自身を感じてくださ
い。あなたがある時点でそれを選んだのはなぜですか？あなたをここに連れて来た、この生
涯での道をなぜあなたは選んだのですか？いつあなたは本当に、あなたのエンライトメント
を許容するのですか？

具体的なものではありません。日づけを決めなければならないということではありません。あ
なたがいまやっても、後でやってもそれは関係ありません。そうではなく、それは実際、あな
たにとってどんな意味があるのですか？あなたが持っていた夢は何ですか？なぜ、あなたはこ
こにいるのですか？

このすべてを良く調べてみてください。仕事でも健康でも何であろうと、少しのあいだ、そこ
を超えてください。邪魔をし、注意をそらすかのように思えるあらゆる小さなものを、あなた
を抑えているすべてを超えてみてください。あなたの夢に、エンライトメントへの欲求に戻っ
てください。それがこの大部分のシャーンブラの内部にシフトを起こすでしょう。6500人、３
万人の、この生涯でここに来るのを選んだ理由である、あなたの自身の気づきにまさに入ろう
としている人たちの内部に。

サポート

次です。シャーンブラの、クリムゾン・サークルの一員として、エネルギー的にサポートして
ください。少なくともエネルギー的に。どういう意味でしょう？あなたの愛を送るということ
です。なぜならこのクリムゾン・サークルと呼ばれるものは、あなた方全員を指すからです。
シャーンブラと呼ばれるものは、あなた方全員のことです。すべてのシャーンブラに愛を、サ
ポートを送ってください。クリムゾン・サークルにあなたの祝福を送ってください。あなた方
すべてがこの夢を共有していることを理解してください。あなた方すべてがこの欲求を共有し
ています。あなた方は一緒にここに戻って来ました。惑星のあらゆる場所に住んでいるかもし
れませんが、あなた方はこの時期に、ここに一緒に戻って来ました。あなたにとって最もかけ
がえのないもののために。それは他の人たちにとっても最もかけがえのないものです。

クリムゾン・サークルとシャーンブラをサポートしてください。批判ではなく、厳しい言葉で
はなく。愛と称賛でサポートしてください。なぜならシャーンブラとクリムゾン・サークルは
あなたの旅でもあるからです。批判的であること、良いところを見ず、悪いと思っているとこ
ろだけを見て、他の人たちを批判し、むごい態度をとることは、本当はあなた自身にむごい態
度をとっているに過ぎないのです。

このグループは実に多くをずっと一緒にやってきましたが、あなたは単独で主権性を実現する
でしょう。単独で。グループみんなで一度にやるということではありません。しかしそれで
も、シャーンブラと呼ばれる存在がいます。あなた方1人ひとりすべての意識です。いくつもの
生涯で共有してきたものがあります。「ミステリー・スクール」での時代がありました。私、
セント・ジャーメインとの時代もありました。私たちは互いに実に多くを共有してきました。
私たちは互いに実に多くをくぐり抜けてきました。そしてたったいま、この時が来ています。
惑星上で物事が急速に変化する時期が、すごいフォーカス、すごいクラリティ、とても優雅な
許容のかたちの新しいクリムゾン・サークルのこの時期が。
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では、ええ、これだけの言葉、これだけの期待の後に、私、愛すべきセント・ジャーメイン（
サンジェルマン）はあなた方1人ひとりと、この生涯でエンボディド・エンライトメントを選択
しているあなた方1人ひとりと、これまで以上に近くにいて続けていきます。私は他の存在たち
と協力していきますが、時折、名前が出てくることもあるでしょうし、ただ匿名のままで、陰
であなた方1人ひとりとワークする存在もいるでしょう。

一緒に深呼吸をして、この惑星の、クリムゾン・サークルの、シャーンブラのさらにもうひとつ
のクォンタム・シフトへと移行しましょう。これからの私たちの時間を楽しみにしています。

私はほとんどの時間で、アダマス呼ばれる私の一面として戻って来ます。けた外れのユーモア
の感覚をもって、壮麗なる魅力、あきれるほどの容姿端麗さ、輝かしい知性とともに、私は戻
って来ます。私はアダマスとして戻ります。なぜなら、ええ、実のところ、あなたが彼を創造
したからです。あなたは言いました。「私たちは少し違うものを求めている。もう少し活気の
あるものを。私たちを楽しませ、インスピレーションを与え、やる気を起こさせ、常に笑いな
がらエンライトメントへ入れるようなものを。」

では、敬愛する世界中のシャーンブラ、クリムゾン・カウンシルの敬愛する友人たち、最近、
エンライトメントで肉体を離れた人たち、アイ・アム、愛すべきセント・ジャーメインです。
ありがとう。
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