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マイケル J ローズ ニューズレター   

20１4 年 秋号 

 
 

皆さんへ 

こんにちは♪ 

今月２７日には、関西空港からブリスベンを向います。 

オーストラリアで、マイケルのインテンシブを楽しんできます！！！ 

 

新刊の翻訳は、今、11章、アストラルの自然について、を訳しています。 

私たちのエネルギーがすべてのために役立てられるとき、何が可能になるのか・・・自然と人々との素晴

らしい関係、とても素晴らしい世界が綴られています。 

丁寧に、丁寧に、愛を込めて翻訳を続けます。 

 

皆さんも 

あるがまま 

自分を信頼し、人生を信頼し 

自分を愛し、人生を愛し 

笑顔で素敵な日々を♪                 たくさん愛をこめて やすみ 

 

 

１０月マイケルセミナーのご案内 
２０１４年 10月 4・5日 週末セミナー （コープイン京都） ￥37,000 

２０１４年 10月 9日～13日 インテンシブセミナー（コープイン京都）￥86,000  残席わずか！ 

 

無条件の愛のエネルギーの中で、ありのままの自分の素晴らしさを体験するマイケルのセミナー。ぜひ

ご参加ください。詳しくは HPへ  http://michaelroadsjapan.com 

 

 

 

 

 

マイケルのお話 by マイケル 
  

 

 

我が家に戻りました。今、古くなったコンピューターのロージーを操作しています。動きがかなり鈍くなり、キーボ

ードの文字も消えかかっています。私は、二本の指で操作しているので、慣れない間は、キーボードのアルファ

ベットを読む必要があります・・・今が、そうです！ 

 

まず、旅の間に、支えてくれた皆さんに、素晴らしいセミナーを主催してくれた皆さんに、通訳の皆さんに、そして、

ローズチームが愛のバグ・ウィルスを人々に広げる手伝いをしてくれている皆さんに、心から感謝します。人生は、

本当に素晴らしいと思います。皆さんの暖かい思いやりのおかげで、長い旅のストレスを感じることなく過ごすこ

とができました。 
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近況です。こちらは、旱魃がまだ続いています！庭は旱魃に苦しんでいますが、我が家にいるので、私が、庭を

どれほど愛しているかを感じてもらっています。再び、庭とつながっているため、庭は、帰って来た時よりも良い感

じになっています。 

 

ところで、私は、私のフェイスブックページに人生や生きることについて書いています。それは翻訳され、世界中

へ送られています。人々からの質問や、コメントにも答えています。人々が愛の選択へ向う励ましになったらと願

います。 

 

私たちの雄鶏と雌鶏の武勇談は終わりを迎えました。たくさんいましたが、数が少なくなり・・数羽になり・・もうい

ません！一度、鶏捕食者の自然のネットワーク上に鶏のことが知れ渡ると、彼らは、何度もやってくるようです。 

 

オオトカゲが、鶏を追いかけ、しつこい攻撃のストレスから数羽が死にました。ハイタカにも殺されました。彼らは、

鶏の頭しか食べません。残りの鶏は、捕食者のきまぐれに怯えていました。それで、生き残った鶏は、手放しまし

た。鶏の冒険的事業は、これで終わりです。 

 

 

その他に？ええ、あなたにいくつか質問があります。 

 

あなたの生真面目さを手放しましたか？ 

毎日、忘れずにあなたの新しさを生きていますか？ 

他人と言い争ったり、他人に苛立ったりするとき、愛を選択していますか？ 

一日に、何度も愛の選択を思い出していますか？ 

 

意識して生きられるよう意識的であることを意識していますか？ 

私が教える真理を生きていますか？ 

真理を生きる、実践する、そうしない間、それはあなたの真理ではないことに気がついていますか？ 

人生に、恋に落ちる、愛していますか？ 

人生は、あなたであり、あなたが人生であることを知っていますか？ 

 

あなたの人生のあらゆる瞬間に、あなたの人生のあらゆる瞬間の方向と中味をあなた自身が作り出していること

を知っていますか？ 

このことを、何度も思い出していますか？ 

日々、愛にあなたを差し出していますか？ 

 

あなたは、素晴らしい肉体を超えた多次元の愛と光の大いなる存在として、毎日を生きていますか？ 

この真理を、日々、毎瞬、意識していますか？ 

 

 

ベストを尽くしてください。 

私が、私であるあなたを愛するように、あなた自身を愛しましょう。 

 

                        

 愛と光のなかで  マイケル/ミクサエル 
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ご挨拶 by キャロリン 

 

 

マイケルがよく話すことですが、彼の教えが強い影響を与える時代は、2012年のエネルギーシフトとともに始まっ

ていると、そして、最近の旅のパワフルさと成功は、その彼の言葉が、正しいことの明らかな証明です。 

 

セミナーに関わってくださった皆さん、ありがとうございました。主催者の皆さんに、通訳の皆さんに、セミナーを

支えてくれた皆さんに・・・そして、参加者の皆さんに、私たちと共に意識を成長させてくれたことに感謝します。 

 

私たちは、共に、世界的規模のスピリチュアルな変革に加わり、無条件の愛から、新しい世界を創造しているとこ

ろです。 

 

私たちの惑星のためにできる最高の贈り物は、 

私たちが、幻想を超えて、スピリチュアルな目覚めに達することです。 

 

何かに夢中になるとしたら、真理に、無条件の愛に夢中になりましょう！！！ 

 

輝きましょう・・・・                

 

輝く愛と光のなかで   キャロリン 

 

  

質問と 洞察 by マイケル 
 

 

質問とは、自分の外に答えを求めていることを意味します。覚えておいてください。質問があるときは、あなた自

身のより深いところにすでにその洞察があります。それが一体性というものです。このコラムはあなた自身の内な

る洞察や知恵への飛び込み台となるものです。 

 

質問： メタフィジカルな体は、一つの人生から、次の人生へと同じ魂を持ちますか？あるいは、毎回、大海の水

滴のように神から出てくる新しい魂をもつのですか？ 

 

洞察：メタフィジカルな体と魂は一つです。もう少し、詳しく説明しましょう。メタフィジカルの意味は、肉体を超えて、

という意味です。私たちである魂は、メタフィジカルな大いなる存在です。 

魂は、年を取らないし、時間がないし、永遠です。物質的現実、メタフィジカルな現実は共に、エネルギーフィール

ドにすぎません。 

 

物質的に、私たちはエネルギーフィールドであり、メタフィジカルに、私たちはエネルギーフィールドです。魂は、こ

のエネルギーフィールドと一つです、そして、すべてのエネルギーは、すべてのエネルギーと一つです。こうして、

私たちは、生命であるエネルギーの統一磁場と一つです。 

 

あなたの質問は、メタフィジカルな体は、魂と分離していることを意味します。それは、物質的な見方です。私たち
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の肉体の目は、あなたと私が分離していることを示します。しかし、この分離は、実際には、存在しません。 

 

全ての生命は一つの広大なエネルギーの統一磁場であるという現実は、細胞や原子レベルまで、すべてにあて

はまります。二つの肉体は、分離しているように見えても、また、一人が別の肉体を傷つけたり殺したりもできま

すが、本当のあなたであるセルフの他には何もありません。 

 

これは、つまり、その暴力が、物質的であれ、精神的、あるいは、感情的であれ、一人が、別の人に与える暴力

は、まさに暴力を与えるその人自身にも与えているのです。因果は巡る、です。私たちは、自分が表現したことを

経験しないまま、表現できることは何もありません。 

 

もし、誰かがあなたをひどく扱っても、あなたが復讐に関わる必要はありません。ランボーは、架空の妄想です。

人々は、自分が表現したことを、その通りに受け取ります。だからこそ、愛の選択がうまく働くのです。 

 

質問：私たちが自分の現実を創造するなら、カルマについてはどうですか？あなたは、自分のカルマを修正した

り、変えたりすることができますか？ 

 

洞察：これは、上記の私の最終コメントに続きます。カルマは、蒔いた種は刈り取る、です。しかし、時々は、他人

のためにする意図が、思いやりからであっても、その結果は、相手にとって痛みである場合はあります。この場合

も、私たちはカルマに苦しむでしょうか。いいえ、カルマは、罪や罰に対する報復システムではありません。 

 

カルマとは、原因と結果、蒔いた種は刈り取る、についての課題を学ぶことです。カルマは、行為以上に、行為の

背景にある意図、思考、感情に基づきます。 

 

行為は、思考と感情が物質的に表れたものです。その思考と感情が、怒りや復讐であるなら、その行為には、怒

りと復讐のエネルギーがあります。ですから、カルマの反動にもそのエネルギーがあります。カルマは、恐れたり、

避けたりするものではありません。それは、私たちが自分の思考や感情に、それに続く自分の行動すべてに意

識的になる手助けをするようデザインされています。差し出すものが、受け取るものであると気づくとき、良識か

ら、平安と信頼が人生への賢明なアプローチであるとわかるでしょう。残念ながら、最近では、真の良識が欠落し

ています。 

 

要約すると、あなたが恐れからの反応ではなく、愛からの応答に変えるなら、あなたは、自分のカルマを修正して

いることがわかるでしょう。あなたが愛を選ぶ度に、あなたのカルマを変更しています。インテンシブを受けるたび

に、カルマを作り出さない生き方を学びます。人生は、もっと穏やかになるでしょう！ 

 

 

 

質問：自殺する人の魂には何が起きるのですか？自殺する魂は苦しみますか？ 

 

洞察：この惑星は、幼稚園のようなものです。おそらく、全ての魂の四分の三は、若い魂です。 

若い魂は、自殺します。しかし、実のところ、魂にとって、否定的な経験は苦しみではありません。私たちには苦し

みを意味する言葉があります。この言葉の意味は、物質的なもので、メタフィジカルな現実にあてはめることはで

きません。魂が感じるのは、苦しみではなく不調和、失敗したミッション・学びです・・・私たちの感覚でいう苦しみ

ではありません。 

 

魂は不滅です。私たちは、永遠の魂です。魂は、私たちが所有しているものではなく、魂が私たちを所有している

のです！感情的にも、精神的にもストレスの強いこの時代に、自殺する人の数は、もっとも急増しています。 

自殺は、魂からというより、個性から起きますが、魂も関わっています。 

 

また、自殺は、習慣的になることも知っておく必要があります。 

ストレス、不安、終わることのない心配やプレッシャーの多いこの時代に、たくさんの人が自殺します。 
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スピリチュアルに成熟している人の場合、それが、病気であれ、怪我であれ、死後、数ヶ月もすると、その個性は、

次第に消えていきます。そして、魂が生まれ変わるとき、その魂の特質を保ったまま、新しい個性を育てるでしょ

う。 

 

しかし、自殺すると、その個性は、言ってみれば、魂にくっついたままになり、その魂は、同じ個性をもったまま、

同じ強さや弱さをもったまま、かなり早くに生まれ変わります。自殺しがちであるのは、その弱さの一つです。逃

れようとする試みです。 

 

集合的な西洋の意識は、一つだけの人生を信じています・・確かに一つですが、永遠の一つです。ですから、西

洋の人々は、自殺が、習慣になることを受け入れることはできません。私個人の見解ですが、この時代に自殺す

る人たちは、最近の生まれ変わりで、少なくとも、五回から十回は、自殺していると思います。そして、自殺は、連

続的である場合が、よくあります。いずれ、そういった魂のガイドが、その輪から連れ出す方法を見つけるでしょう。

私たちには、永遠の生命があるのですから。 

 

自殺を選ぶよりも、愛を選ぶ方がはるかに良いことです！ 

質問：私は、オーリングテストと、キネシオロジーを何年も、実践しています。言葉で質問をする、しないに関わら

ず、答えを得ることができます。その答えがどこから来るのか、いつも不思議に思っています。 

 

洞察：私は、オーリングテストについては知りませんが、キネシオロジーはよく知っています。 

簡単に言うと、答えは、あなた自身からです。本当のあなたであるセルフ以外に何もありません。言い換えると、

答えが、他のどこかから来る、そのどこかは、ありません。 

 

より高い意識の状態で質問するとき、あなたは、あなたであるセルフとつながります。しかし、いつも、あなたが、

セルフに気づいているわけではありません。ですから、一般的に、キネシオロジーは、あなたを、セルフのより高

い意識とつなげるのです。 

 

しかし、これは、個人的な高い意識ではなく、あなたを、全ての生命が生きているエネルギーの統一磁場とつな

げるのは、全体的な高い意識です。包括的にみるとき、あなたには、答えがなければ、質問することはできませ

ん。私たちは、知的に、質問し、どこか外に答えを求めます。しかし、どこかは、どこにもありません！ 

 

  

  マイケルに質問のある方は下記のアドレスにご連絡ください。 

英語での質問はキャロリン宛：     Carolyn@michaelroads.com 

日本語は、こちらへ：      info@michaelroadsjapan.com 
 

 

 

松果体  
 

 

あらゆる文化において、松果体とはスピリチュアルな覚醒に関わる器官であると、歴史的に議論されてきたことを

示す研究があります。 

松果体は脳の一部ではありませんが、脳の中央に位置しています。よく機能する松果体の大きさは、えんどう豆

ほどで、まつぼっくりのような形をしています。 

 

松果体を象徴するまつぼっくりは、ローマ人、メキシコ人、エジプト人、バビロニア人、ギリシャ人によって、神聖な

芸術や建築物に描かれたものです。そして、バチカン広場には、世界最大の松果体を示す像があります。 

 



マイケル Jローズ ニューズレター 2014-2          翻訳 マイケルローズジャパン 代表  大亀安美 

 

- 6 - 

これらは、すべて、松果体が人類のスピリチュアルな進化にとって重要であることを示しています。実際、イエス・

キリストの肖像に描かれる金色の光は、とても発達した松果体の活動であり、超能力的な視覚のある人には見

える光を発しています。 

現代人は、松果体の活動である直観をおざなりにして、下垂体の働きである論理や理由付けに重きを置く為、松

果体の働きが、劇的に減少しています。スピリチュアルな自己信頼の喪失をともなう機能の減少のため、松果体

の健康は低下しています。これに加えて、ストレスや有害物質からの問題があります！このことは、たくさんのホ

リスティック医療従事者が述べていることです。 

 

私たちの友人、イェシャもその一人で、下記は、彼が最近の出版物に記したものです。 

 

 

松果体の解毒  by Yesha Karmeli 

＊松果体とは？ 

小さな円錐形のをした松果体は、脳の中心にあります。肉体、メンタル体、また、スピリチュアルな

健康には、とても重要です。私たちの体内時計は、松果体によって動きます。睡眠のパターンを一定

にし、直感力を強めます。 

 

＊日常のストレスが、松果体にどのような影響を与えるか？ 

殆どの人の松果体は、極端に萎縮し続けています。現代の暮らし方が、私たちの身体に強くストレス

をかけているからです。 

その他には、睡眠不足、日光浴の不足が、松果体の働きに否定的な影響を与えます。また、体に取り

込んだたくさんの毒素は、松果体の活動に、ひどく破壊的となり、松果体を石灰化します。 

下記の物質は、特に松果体にストレスとなります。 

フッ化物、合成ホルモン、カフェイン、タバコ、アルコール、水銀のような重金属、不健康は食習慣

（たとえば、精白糖） 

 

＊何ができるか？ 

まず第一に、上記の物質は、避けること。意識して、解毒に取り組むことで、松果体を活性化するこ

とができます。腸の浄化、肝臓、胆のうの解毒は、毒素の除去にとても役立ちます。個人の必要性に

応じた栄養計画、有機栄養サプリメントもあなたの身体をサポートできます。それによって、松果体

をサポートできます。松果体について、定期的に歌を歌ったり、瞑想したりすることでも、松果体の

活性化を素晴らしく高めます。 

更なる詳細は、www.Natura-Heilpraxis.de  praxis@natura-heilpraxis.de 

 

 

                            

意識のコラム by マイケル 

 

 

最近、下記の内容のメールが届きました。少し短くするため編集しています。 

 

「子どもの奴隷といった人類に対する残虐な行為や犯罪が全世界で起き続けています。こういった情報や、この

種のぞっとする出来事に、あなたはどう対処していますか？起きていることを認識し、どんな痛みであれ感じ・・愛

の選択に焦点をあて、人々が、目覚め、無条件の愛につながるよう促し続けるのですか？ベルリンのインテンシ

ブで、参加者とあなたが、ドイツを、ヨーロッパを、愛と光で包み込んでいたとき、大天使やアセンションしたマスタ

ーたちもあなたたちに加わったこと、そのことが、地球のパラダイムシフトに役立っていることを願います。いえ、

きっと、役立っているに違いありません。 

mailto:praxis@natura-heilpraxis.de
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私が、この種のニュースに感じる感情的な痛みや心配は、おそらく、自分を犠牲者として情報を受け止めている

からでしょうか？とても多くの残虐な出来事が起きる、起き続けていることに、そういった情報に心が痛みます」 

 

誰もが、このメールに書いてある気持ちがわかると思います。2500 年前の老子の言葉を引用します。「私たちの

無知の程度は、暴力、不正、そして、悲劇への信念の深さにある。イモムシが、この世の終わりと呼ぶことを、マ

スターは蝶と呼ぶ」 

 

起き続けるこの種の現実に向き合うただ一つの方法は、もっと大きな全体像を見ることです。何事も、事故や偶

然はありません。天に唾を吐く、因果は巡る、です。 

 

実際にこういった言葉は、叡智から用いられるまでは、無意味です。ただの言葉に過ぎません。私たちは、永遠

の旅の途上にある不滅の魂です。私たちは不滅の魂であるにも関らず、私たちは、魂のレベルよりも、アイデン

ティティのレベルで人生を経験しています。だから、魂の現実である広大な全体像ではなく、個人的で小さい現実

を見てしまうのです。 

 

同様に、カルマの考えも、私たちは、それが自分に都合の良い時だけ、用いますが、どのように人生全体を見る

かに用いることは殆どありません。カルマは、原因と結果の法則です。魂として蒔いた種は、魂として刈り取りま

す。 

 

この人生で奴隷のような扱いを受ける子どもの体にいる魂は、おそらく、以前の生まれ変わりで、酷く冷淡な奴隷

商人や奴隷所有者の体の魂であったと思われます。繰り返します。私たちは、魂の経験ではなく、子どもの、人

の経験に気持ちを寄せます。厳しい現実ですが、不滅の魂が、私たちの作り出す不調和を直そうとするとき、魂

は、人間の体、アイデンティティにはほとんど関心がありません。 

 

私たちは、自分を人間と考えています。勿論、そうです。しかし、私たちは、人間の経験をしている魂です。人間

の経験をする人間の魂ではありません。違いがわかりますか？私たちである不滅の魂は、広大な期間に数え切

れない経験をしています。意識において無限の可能性へと成長し続けるための無数にある経験のうち、人間の

経験はその一つに過ぎません。 

 

もう一つの見方をしてみましょう。人生のあらゆる瞬間に、あなたは、人生のあらゆる瞬間の方向と中味を作り出

しています。この真実は、一回だけの人生についてではありません。これは、永遠のあなたの生命についてで

す。 

 

一回の人生だけでなく、いくつもの人生を含みます。少なくとも千回以上の。そして、この真実は、いわゆる物質

的な人生だけに限るものではありません。あなたが、肉体をもっているときであれ、肉体をもたないときであれ、

続きます。あなたは、自分の現実の創造主です。あなたの人生が素晴らしい時、その素晴らしい人生は、あなた

が創造したものです。人生に、痛みと苦しみがたくさんあるとき、それも、あなたが創造したものです。 

 

私たちは、人生の中味と方向を作り出します。たとえ人生に方向も目的もないとしても、私たちは、そのことを作り

出しています・・・そして、よくあることです。人生の達成度を計る方法として、目標を設定する人たちがいます。そ

して、それがあなたの信念なら、それを信じている間は、有効ですが、人生のより大きな全体像において、それは、

まったく無意味です。 

 

しかし、西洋の人々は、人生を一度きりのものであり、成功しなければならないと信じています。これは、アイデン

ティティのなせる無意味な行為です。人々は、成功するために、感情的に疲れきるか、次第に、家族から孤立し

ます。私たちは、際限なくゲームをしています。これらの多くのゲームが、いくつもの人生でも続いていることに、

また、次第に、深く埋め込まれたプログラムになっていくことには、決して気づきません。 

 

ですから、あなたが人生の残酷さに出会うとき、あなたには、選択があります。あなたが、活動家タイプの人であ

るなら、あなたの思い通りの方法で、そういった残酷な行為をする人たちを、怒りで攻撃することもできます。ある
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いは、そのような進展に対して、愛をもって対抗策を講じることも可能です。前者の方法では、あなたが反対して

いる人々にエネルギーを与えます。後者の方法は、あなたの対抗策を取りながら、無限の愛から成長するあなた

のエネルギーを成長させ続けることになります。前者は、感情的な反応であり、後者は、叡智からのものです。 

 

私は、無条件の愛の道と方法を人々に伝えつづけるという焦点をしっかりもち、世界を旅する選択をします。              

 

愛と光のなかで  マイケル/ミクサエル 
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2015年度インテンシブ 

 

次回は、何について話すのかと、何度も何度も聞かれました。 

私のインテンシブは、いつも「無条件の愛、感情のバランス、そして、あなたの人生の意味・・そのプロセスを楽し

む」です。 

 

2014年 8月にこの原稿を書いていますが、フランスでは、もう 2015年度二つあるインテンシブに合わせて 131名

が申し込みをしているそうです。人々の数には驚きませんが、とても早い申し込みに驚いています。通訳者で、主

催者の一人であるソフィーにその理由を尋ねました。その秘密は？と。 

以下が彼女の答えです。 

 

「フランスの参加者が何故そんなに早く予約するのかですね？答えは、シンプルです。愛あるチームは、最高の

スピリチュアルな先生を、心から歓迎します。これに加え、おいしい食事、飲み物、たっぷりの睡眠、そして、キャ

ンディと、魅力満載です！勿論、宇宙が、この素敵なニュースを知らせないわけがありません。多次元にさえも、

です！こんなことは起こらないかもと、小さな疑いがあったと思いますか？いいえ。あなたのチーム・ローズ・フラ

ンスは、自分達がしていることを心から愛しています。これが、その理由です。誰も疲れを知りません。私たちが

している全ては、愛と光の働きであり、それは喜びです」 

 

これが、フランスの人たちが、来年、何について話されるのか気にしないで申し込む理由です。彼らは、私が、愛

と真理について話すことを知っており、それが彼等にとって重要だからです。 

彼らは、これまでと同じから脱け出て、変化と新しさを彼等の人生にもたらそうとしています。 

 

私は、毎年、新しく、私の新しさは、輝くでしょう。 

あなたが、あなたの新しさから、私の新しさに、耳を傾けるなら 

あなたが、変化を受け入れる準備ができている程度に応じて、成長するでしょう。 

 

                         愛と光の中で・・・マイケル/ミクサエル 

 


