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人間のエネルギーシステム 

エネルギー系は、1日を乗り切るためのパワーを与える役割を担っています。その名

の通り、あなたのENERGY、MOTIVATION、POWERです。 

 

エネルギーシステムとは、あなたが多くのパワーとエネルギーを持つことに貢献す

るすべてのものです。エネルギーシステムには、あなたの思考、感情、気持ちだけ

でなく、あなたの知覚や感覚など、目に見えないものすべてが含まれます。 

 

また、食事や日々の活動もエネルギーシステムの一部であり、これらはすべてエネ

ルギーに影響を及ぼします。私たちは、ハートのクリスタルを再接続するためのエ

ネルギー的な要素にのみ取り組んでいます。 

 

モノを動かす力、モノに投資する力など、人間としての力を決定的に左右するのが

、エネルギーシステムです。エネルギーがたくさんあれば、たとえば、たくさん見

て、たくさん認識し、たくさん実行することができます。人間は限られた能力しか

持っていないので、いろいろなことをフェードアウトしたり、自動的に行動してし

まう。 

 
エネルギーが豊富な人は意識が高くなり、エネルギーが少ない人は多くの活動を潜

在意識に押し込んでしまうのです。エネルギーが豊富な人は「今、ここ」に生きる

ことができ、エネルギーが少ない人は思い出や過去、低い波動の中に生きています

。 

 

また、エネルギーシステムは1日の質を左右するものです。エネルギーが豊富な人は

、ポジティブな思考とポジティブな感情・感覚を持っています。エネルギーが豊富

な人は、バラ色のメガネで見ているので、ポジティヴなことをより早く察知するこ

とができるのです。だから、元気でいることは努力のしがいがあることなのです。 

 

人間のエネルギーシステムを知り、それを自分のために使うことは、新しい道を進

み、エネルギーを自分のために働かせることにつながる領域です。 

 

エネルギーと電力は、欧米では考慮されていない要素です。霊とか、もやもやした

ものではなく、人間の内面的なものです。内と外が調和してこそ、健康が存在する

のです。 

 

高いエネルギーレベルは、健康、幸福、喜びにつながります。このテーマについて

は、「Energe&ka of Atlan&s Culture」をお読みください。ホームページに掲載されて

いるすべての書籍の参考文献は、図書館で見ることができます。また、この本はあ

ちこちのお店で見かけることができます。 

 

エネルギーの通り道がふさがれると、大雑把に言うと、例えば友人を抱きしめたと

きに思考がパニックになり、体が硬直し、呼吸が止まってしまうということです。
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ここで、ENERGETICSは、次のような心の癒しであると言えるでしょう。 

<スピリット・ヒーリングはスピリットとは関係なく、あなたの思考と関係があるの

です。 
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では、どうしてあなたの思考が、あなたの身体、ひいてはすべてのStoffwechselのプ

ロセスをブロックし、そのような影響を及ぼすのでしょうか。そのほとんどは、あ

なたのシステムが危険や脅威と認識した、重大な経験です。あなたの生体は、永久

プラークのような記憶ポイントを作り、同じ経験や類似の経験をすると警告を発し

、注意を呼びかけるのです。 

 
しかし、このメモリーポイントを削除することで、すべてが自由に流れるようにな

ります。これは私たちがEnerge<kと呼んでいるもので、人間のエネルギーシステム

に働きかけ、再び良い経路を構築するのです。その意味で、私たちは心を再び正す

電気技師、あるいはメンタリストなのです。 

 

自分を大切にし、自分を労わってあげれば、人生はどんどん良くなっていきます。

人は誰でも自分の内面をきれいにすることができ、それによって成長し、学び、自

分のビジョン、目標、願望、ニーズに近づくことができます。そのために、彼は自

分自身に目を向け、自分自身を知ることができる。成長は、まず自分自身に目を向

けることなしにはあり得ません。 

 
 

 

アトランダムな文化 

Atlan<s Cultureは、人類が目覚め、成長するためにAtlan<s>から流された文化や知識

の集大成である。これらは、アトラン<の場の意識からのエネルギー、周波数、振動

が、人間が吸収できるように、文章、本、絵、ビデオ、言葉、あるいは動きとなっ

て、地上の私たちにやってくるのです。 

 
アトラン<s>のエネルギーは、人間がアトラン<s>とシンクロすることによってのみ吸

収することができる。彼はアトラン<s>とつながりたいのでしょう。そうしてこそ、

アトラン＜S＞、アトラン＜S＞フィールドコンシャス、ガラク＜S＞光連合、アトラ

ン＜S＞の光のビーイングとクリスタルデヴァが機能し、人類の自由意志を尊重する

ことができるのです。 

 
アトランは、シンプルな人生の原則、短いテクニック、シンプルなエクササイズ、

そして直接的な情報によって作品を制作しています。しかし、何よりも高いENERGY

を持って。高エネルギーは高振動でもあり、低振動は自動的に解消されることを意

味します。 

 

透過する光の周波数を通して、体験の可能性が引き出されるのです。人間は、知識を読

んだり勉強したりすることなく、直接体験することができます。彼は経験を積み、

それを通じて新しい経験や意識の状態になるのです。伝達されたエネルギーは、人

間の波動体に直接働きかけ、共鳴によって体験を引き寄せる。 

 
アトランのクリスタルテクノロジーは、人間が完全に自由になり、自分自身のエネ
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ルギーギファーを高めるまで、その覚醒プロセスをサポートします。その後 
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そして、水晶の技術という松葉杖が彼から落ち、彼を完全に自由にし、彼自身が成

長し続けることができるようにするのです。そのため、このスクリプトには2つのエ

ネルギー構造が存在します。ひとつは、自分自身のエネルギーシステム、アトラン

<ic>ハートクリスタル、ソウルスター、アースクリスタル、成長を助けるサポートエ

ネルギーとの再接続で、自己生成のエネルギーといつかは入れ替わるものです。 

 
Atlan< ハートクリスタルはユニティーフィールドに働きかけ、純粋なクリスタルラ

イトのエネルギーですべてを浸透させます。しかし、最初はエネルギーを自ら放射

するために、ゆっくりと統合し、成長させるのです。それが大きくなれば、人間全

体を包み込むことになる。なぜなら、それは人間そのものだからだ。 

 

ハートのクリスタルは、空間と時間、そしてすべての次元を含む、人間の自然なエ

ネルギー・ギアーです。しかし、それが瞬時に起こるには、シ_が大きすぎるでしょ

う。そのため、結晶は人間のスピードでゆっくり成長することになります。水晶は

内側からすべてを照らし出すので、編集は不要になるのです。とはいえ、クリスタ

ルをより早く成長させるためには、アトラン<のエネルギーに働きかけることがサポ

ートになります。ハートのクリスタルで、内なる魂と導きを取り戻し、人間は自分

の道をはっきりと見ることができるようになるのです。 

 
ソウルスターは、この地上にいる存在の真のつながりである。多くの人は、自分の

原点も、宇宙とのつながりも失っているのです。ソウルスターは、魂の最もオリジ

ナルなつながりであり、完全な魂の計画とすべての意識の旅を含んでいます。再接

続によって、意識はゆっくりと時間をかけて戻り、すべての時間の知識を持ち帰る

。ソウルスターで直感がよみがえる。 

 

大地の結晶は、魂の完全なポテンシャルです。蓄積された才能、能力、そして再接

続によって、魂は完全なものになるのです。WAYを明確に把握し、判断できる。本

当に自分を知っている人だけが、自分自身のWAYを見て歩むことができるのです。 

 

クリスタル・ライトは、あなたのデータ・メモリーのネガ・ポイントを浄化し、削

除する役目と機能をもっています。このために、あなたは何もする必要はありませ

ん。クリスタルライトは、アトランの他のエネルギーと同様に、接続と再接続によ

って自然に流れ込んできます。しかし、積極的に行動し、エネルギーに働きかける

こともできます。 

 
あなたの自由意志と、あなた自身の人生をコントロールする無制限の自由があるか

らこそ、削除されたすべてのポイントが再びあなたの前に現れ、あなたはこの状況

を望むかどうか、シンプルな決定で自由に選択できるようになるのです。もうやる

ことはない。ですから、必ずご自身で判断してください。 

 

確かにその過程はゆっくりで、ハートの結晶もゆっくり大きくなっていく。何もか

もが一歩一歩、その通りになるわけではありません。でも、半年も経てば、もう全

然違う生活になるんですよ。あなた自身が意識的に覚醒のプロセスに同行し、この

スクリプトにアク<ンバーで取り組むほど、あなたの成長は速くなります。あなたが
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クリスタルライトは、多くのポジティブなエネルギーを運び、あなたの人生のあら

ゆる分野にもたらします。エネルギーレベルが自動的に上がります。エネルギーレ

ベルは、あなたの思考の状態を決定し、これがあなたの感情や知覚に影響を及ぼし

ます。 

 

自分の人生は自分のものだが、エネルギーがなければ自分の心をポシティブにする

ことは困難である。調子が悪いときは、エネルギーを集めましょう。元気なときは

、なぜ元気がなくなったのか、その原因を考えてみましょう。 

 

ATTENTIONでエネルギーが自動的に投射されます。アテンションは、エネルギーを物

事に向けます。自分自身に十分なエネルギーがなければ、注意を払うことはできま

せん。 

 

エネルギーは年齢とともに減少する、なぜ？エネルギーは常にそこにあり、環境に

吸収されなくなっただけなのです。幼い子どもたちは、エネルギーを吸収し、プロ

ジェクトに投入し、「考えること」や「考えすぎること」でエネルギーを浪費する

ことはないのです。彼らは行動し、創造し、顕在化し、創造的であるため、絶大な

エネルギーと成功をもたらすのです。 

 

皆さんの社会の構造上、高齢者は「ENERGYを無駄にする」と考えることが多くなり

、ENERGYを義務化したために、老化現象が始まってしまうのです。年齢を重ねると

いうことはないのです。同時に、あなたはますます周到になり、プロジェクトを完

了することができなくなり、もはや成功を記録することができない分野でしか仕事

をしなくなり、それによってさらにエネルギーを消費しているのです。 

 
エネルギーは活動によっても生産されますが、社会の中で人間は活動レベルを下げ

、動くことを少なくする傾向にあるため、ここでもエネルギーが減少します。同時

に、苦しみが生じ、それが日常の問題となり、精神が毒されていくのです。ネガテ

ィブな会話をしていると、残りのエネルギーも失われてしまいます。したがって、

エネルギーが減少するのは、あなたの生活習慣が原因なのです。あなたには、違う

やり方を自分で決める力があるのです。 

 
エネルギーの原理を考慮する人は誰でも自分の人生にposi<ve貢献することができ、

エネルギーは共鳴の法則によると、多くのエネルギーは多くのエネルギーとの関係

に入って、あなたの人生に繁栄、富と幸福を引き寄せるでしょう。新しい衝動があ

なたを待っています。 

 

さらに、あなたのエネルギーが高まるにつれて、周囲の人々も豊かになり、地球規

模の覚醒プロセスに貴重な貢献をすることになるでしょう。私たちは皆、必要なエ

ネルギーを生み出しているのです。ですから、まずは自分自身から始める、それだ

けでいいのです。 
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ENERGYの原理 

ENERGYのAtlan<原則は、ENERGYはどんな場合でも100％posi<vで使われるべきである

ということです。エネルギーは生命力です。生命エネルギーの浪費は避けなければ

ならない。エネルギーはアトラン<s>の聖域です。エネルギーは常に尊重され、生き

とし生けるものがバランスを取り、エネルギーを補充できるようなエネルギーの場

を作るために集められました。 

 
その意味で、自分自身のシステムの中にある個人的な低振動は、避け、取り組むべ

きものである。すべてのアトランタ人は、自分の内なる感情や分野に目を向け、そ

れらのバランスを保つよう求められています。人は低い波動に落ちるとすぐに、暗

黒の低い力に影響されやすくなり、自分の体内を毒するだけでなく、社会にとって

危険な存在になるのです。この原理を理解した人は、自分自身のために高い波動だ

けを構築し、放出されたエネルギーを環境に利用できるように努力するようになり

ます。 

 
ENERGYの原則を自分に適用する人は、健康で、幸せで、若々しくあり続けることが

できます。同時に、彼は良い考え、良い感情や気持ち、ひいては愛や幸せ、希望だ

けを広めていくでしょう。人は互いに影響し合い、文化はそのエネルギーを共有す

るものですから、自分のエリアを清潔に保ち、エネルギー的に高い質を保つことは

、理にかなっていると思います。 

 
もし、エネルギーが低い状態に陥ったり、低い動機で行動してしまった場合は、ア

トラン<のハートクリスタル>の技術を使って、ポジティブに、誠実に再接続するこ

とが第一です。その後、エネルギーを高めるエクササイズを実践します。もし、ど

のようなエネルギー運動が有効かわからない場合は、自然の中で森林浴をすること

が有効であることが証明されています。アトランタ人は自然の中にいるのが好きで

、自然は瞬時にフィールドを調和させます。 

 
自由意志を尊重し、アトランタ人が自分のエネルギーレベルや内面を自分で管理す

れば、状態はできるだけ早く変化します。誰も他人のことを本当に見ることはでき

ないし、アトランティス人もそんなことはしない。だから、自分のエネルギーを高

く保ち、エネルギーを増やすため、あるいは自分のシステムを調整するために、自

分のエナジーを良い目的に使うことはアトランティス人自身の仕事である。 

 
 
 

エネルギーレベルおよび感情 

30％以下の低振動は、どのような形であれ、病気を作り出すので、直ちに緊急に行

動し、人生を完全に見直すべきと分類されます。病気になると、他人の助けを借り

なければならないばかりか、環境からエネルギーを消耗してしまい、そのためにSOG

になってしまうのです。 
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エネルギーこれは、完全な環境に負担をかけることになります。病気は何としても

避けなければならない。 

しかし、低振動には他のレベルもあります。病弱はその最たるもので、じっと沈ん

でいる者は＜死ぬ＞のだ。病気が起こる前に、エネルギーの欠如、弱さ、無力さを

はっきりと感じることができます。この段階に達するまでは、感情的な悲しみや恐

怖、心配がはっきりと感じられるかもしれません。この段階に達する前に、疑いや

不安がはっきりと感じられるかもしれません。アトランタ人は、これをエネルギー

不足と認識し、直ちに行動するよう求められている。 

 
性格特性の分野も、エネルギーに強く依存します。中位のエネルギーの分野では、

貪欲、中毒、消費主義、エゴイズムが見られます。自分の命を他の存在の上に置き

、自分の立場を利用する。人はエネルギーを受け取るとすぐに、それをどのように

使うか、どのような意図をもってエネルギーを顕在化させるかについて責任を負い

ます。ここで大切なのは、アトラン<ス>の道から外れないように心掛けることです

。Atlan<s>はAtlan<s>の基本を尊重する存在のみをサポートするからだ。 

 

 
*************************************************************************** 

 
1 人の自由意志は不可侵であり、自由は最高の戒めである。 

 
自由には、他の生命への敬意だけでなく、他の存在の境界線への敬意も含まれます

。自由は、自由意志と個人自身の決定を尊重し、いかなる支配と権力の行使も避け

る。 

 

2 エネルギーの原理 

 
エネルギー的な原理は、自分自身のエネルギーレベルを良いエネルギーフィールド

にするために適用され、自分の環境にポジティブなエネルギーを供給し、エネルギ

ーを奪ったり、社会の中で吸引力を欠いたりしないようにするためのものです。 

 
*************************************************************************** 

 

 
70%のエネルギーからしか、高い振動は語れないのです。アトランタ人は、この状態

に自分を持っていかなければならないのです。これは、エネルギー的な基本を応用

し、毎日取り組めば簡単なことです。内なる喜び、笑い、あるいは気分の良さを通

じて感じることができます。そうして初めて、エネルギーが自由に使えるようにな

り、自由に振動するようになるのです。喜びのない多くのエネルギーはブロックさ

れています。 

 
もし、生活の中で何か大変なことや困難なことがあれば、改めてその課題に向き合

い、すぐに楽を取り戻すためのヒントとなります。努力というのは、もう一つの分

野でエネルギーが不足しているのです。 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela  Molls * www.atlantis-kultur.de アトランティックハートクリ

スタル 2021 
14/79 

 

100%のエネルギーから、多幸感や幸福感を得ることができます。すべては軽やかに

、シンプルに。ここから、シンクロ、フリースイング、エネルギーの分配が始まる

。自分が恒久的に高い波動でないうちに、あらかじめ鋭敏にエネルギーを他人に分

配している人は、エネルギーが乏しいままである。この状態は、まず自分自身の存

在として恒久的に確立されなければならない。 

 
エネルギーの原理では、エネルギーを得ようと思ったら、自分自身が努力しなけれ

ばならないことになっています。エネルギーレベルを上げるエネルギー運動があり

ます。高いバイブレーションから自分の人生を見つめ、真の天職を見つければ、人

は永久に高いバイブレーションにとどまることができるのです。 

 

そのため、原理原則を生きようとしない人にエネルギーを与えるのではなく、原理

原則を教え、それについて相手と哲学し、共に成長することが推奨されます。エネ

ルギーを与えることで、その存在はKra_を失い、自ら低振動になる。原理を教える

ことで、2つの存在が一緒にエネルギーを生み出すことができ、お互いにそこから利

益を得ることができるのです。 

 
 
 

自前のソース 

自分自身の源とつながっている人は、常に自分自身と環境のために十分なエネルギ

ーを利用することができます。自分自身の道を見つけた者は自由である。したがっ

て、自己決定的な自給自足の生活がここでも目指されるのである。 

 

自分自身の源は、自分自身の才能、能力、性格特性という非常に特定の領域におけ

る創造性、興味、喜び、多幸感、欲望、ニーズ、平和、愛、そして何よりも創造性

を掘り起こすでしょう。これを自分で見つけた人は、多くのエネルギーを永続的に

環境に分配することができるようになるのです。 

 
他人のエネルギーで自分を豊かにする者は、アトラン<の源から切り離されることに

なる。これはAtlan<s>では避けるべきことです。自分自身の源を見つけた人だけが、

周囲のエネルギーを使う必要がなくなるのです。だから、これがアトランタ人の目

標なのです。 

 

アトランのエネルギーに関心を持つ人々は、その源を探るために、できるだけ多く

のエネルギーを集めようとする。それを探す人は、その源を発見することができる

。アトラン<ス>は、その個人をサポートするのだから。自分自身の源を見つけ、そ

れを生きてこそ、覚醒のプロセスは完了するのです。 

 
しかし、成長の瞬間には、あらゆるビジョンが出現する可能性があります。欠けて

いること、または依存していること。他者からのオーバーグライフやエネルギーは

、断捨離の過程で普通に起こり得ることです。自分のエネルギーを自分のシステム
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に引き戻し、自分の自給自足の自由な生活とエネルギーを自分で供給することを学

ぶことが、アセンションのために常に必要なのである。 
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アトラン<ス>のエネルギーフィールドを使用することは、エネルギー<シュAufs<eg>

、すべての生き物の癒し、そして健全な生活基盤の回復に役立ちます。虐待はすべ

てのエネルギーから分離する。 

 
 
 

アトランダム・ハート・クリスタル 

アトランティックハートクリスタルへの再接続は、あなた個人のフルスペクトルへ

の再接続です。あなたは純粋な光からなるエネルギッシュな存在です。心臓のクリ

スタルから分離したために、あなたのシステムはいくつもの断片に引き裂かれてい

ます。あなたはAtlan&ハートクリスタルです。 

 

あなたの存在の光の中で、あなたはすべての生命を運んでいるのです。あなたが踏

み出す一歩一歩には結果があり、それ故にブロックやカルマが付随しているのです

。なぜなら、UNITYの中でしか、本当に溶解することができないからです。 

 

アトラン<のハート・クリスタルへの再接続は、このように自分自身への再接続であ

り、それ以上のものである、。Atlan<'s Heart Crystalを転送し直すと、あなた自身が再

びFULLになるのです。 

 

アトランハートクリスタルは、あなたの潜在能力を最大限に引き出し、アトランハ

ートエナジーだけでなく、アカシヤやあなた自身のソースをも結びつける、高い波

動を持つ光のユニットです。これにより、依存関係から解放され、SEARCHからも解

放されます。 

 
アトランタ人だけが、アトラン<スのハートクリスタルシステムと自然に共鳴し、ア

トラン<スに自分のエナジー<スのハートを探しているからです。だから、このステ

ップを踏むには、アトラン<s>と共鳴する必要がある。しかしまた、あなたが自由に

なりたいと思い、Atlan<sと共鳴し、つながりを感じ、助けとサポートを必要として

いるならば、Atlan<sはあなたのために扉を開いてくれるでしょう。 

 

アトラン<ズ>・ハート・クリスタルはあなたの財産であり、あなたの完全な存在で

あるため、アトラン<ズ>・ハート・クリスタルは無料で返却されるだけです。それ

を使って自分を豊かにするのはおこがましいことです。このため、メインページの

このスクリプトを自分で使い、友人や知人にスクリプトがどこにあるのかを知って

もらうことを偏愛したいと思います。テキストは継続的に更新され、再活性化され

ます。 

 
あなたのSOULのすべての部分、そしてすべての人生と経験に再びつながったとき、

あなたのシステムは計り知れないエネルギーを生み出すことができるのです。その

ため、古い重荷は再接続の際に永久に削除されます。私たちは、お客様が再接続を

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela  Molls * www.atlantis-kultur.de アトランティックハートクリ

スタル 2021 
17/79 

 

許可した時点で、このことに同意したものと見なします。 
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リコネクションによって、あなたの身体と心の構造は、新しい時代のエネルギーを

吸収し、処理することができるようになるのです。私たちは今、黄金時代に入り、

より高いエネルギー圏に入ることになるのです。私たちのシステムは、そのために

準備されているのかもしれません。 

再接続は、霊界、光の最高評議会、メタトロン個人によって、人類の癒しのために

いつでも行われます。必要なのは、これが起こりうるという意識と知識、そしてあ

なたが本当に援助を望んでいるという回心を通じた個人的な許可だけです。 

 

再接続を選択した人は、アトラン<s>に接続されます。 
 

アトランタ 

ATLANTERsは「Atlan&sに接続する」ものです。 

 
人間の潜在能力はまだまだ枯渇していません。アトランタ人は、アトラン<の無尽蔵

のエネルギーを自由に使うことができる。調整の必要はありません。このプロセス

は不可逆的である。アトランティック・クリスタル技術を通じて、アトランティッ

ク・ソースから集められたエネルギーが供給され、成長へと導かれるのです。自分

自身の源に目覚めることで、初めて終わる連続的なプロセス。 

 

しかし、アトランタ人は、人類、世界、宇宙にエネルギーを供給するために、自分

自身の源を見つけることを奨励され、自給自足で世界に自分のマニフェスタ<をもた

らすことになる。 

 
 
 

ハートクリスタル再接続の効果 

• すべてのカルマの問題を修復する - カルマは消去される 

• 生活パターンの再生と再構築 

• 古傷を癒す 

• 次元のつながり 

• アトランとの接続<ソース 

• アカシック・クロニクルとのつながり 

• パーソナルソウルスター／自分自身の源とのつながり 

• パーソナルアースクリスタル/ポテンシャルソースとのコネクション 

• 自己発見をサポートするアトラン＜S＞の無尽蔵のエネルギー 

• エナジーの再構築 - 「ワン」に照らされたチャクラシステムのオーフロセン 

• アルファからオメガまでの全領域にアクセス可能 

• 全センターのハーモニックコンバージェンス 

• ライフバランスを調和させるセントラルサンとのアライメント 

• 意識の覚醒と拡大 

• インナーS<me, Intui<on, Willkra_との接続。 
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• 人類のアウフス<エグ>のために、最高評議会＆ガラク<アン>光連邦の指導者

と連絡を取り合う。 

• アトランの知識を吸収し、覚醒する - フィールド意識の大アトラン図書館に

Accessffする。 

• クリスタルフィールドによる保護 

• クリスタルフィールドによるエモーショナルな保護と古傷のヒーリング 

• 変身と変化 

• 不要なフィールドからの解放と分離 

• クオリティ・オブ・ライフの向上 

• Energe<scher Aufs<eg 自分の自由意志によって、自分の源に向かうこと。 

• Atlan< 人生の原則を実践して目標を達成する 

• ENERGY 

• 自由意志 

• FREEDOM 

 

 
自由意志があるからこそ、自分の人生をどう生きるか、どんな決断を下すかは、自

分一人の手に委ねられているのです。また、他の人が自分で決めることでもありま

す。すべての判断の基本は、選択肢について情報を得たことです。 

 

Atlan&sの目指す文化は 

 
• すべての生命が生存できる環境をつくること。 

• 自然を取り戻す、自然環境を取り戻す 

• 対人バイオレゾナンスのトレーニングにより、人間があらゆるレベルの環境

とポジティブに付き合えるようになること。 

• 自然で健康的なライフスタイルを実現するために 

• アトランの知識を広める 

• 新しい文化の目覚め - Kulturaufs<eg - golden age 

 
Atlan<'s Heart Crystalは、地球上のすべての意識的なエネルギー的生命の基礎となるも

のです。アトランティックハートクリスタルは、高度な文化の基礎となるものです

。人間はエネルギー的に自由であってこそ、自分で選び、自分で決め、自由意志を

生きて、自分と他人のために自然な構造を作り上げることができるのです。アトラ

ン<ス>は、「アトラン<ス>ハートクリスタル」を人類に無償で配布し、地球上の人

類の発展を支援しています。 

 
 
 
 

チャネリング 

かつて、あなたの地球には12の文化があり、調和と平和、そして高い文化で暮らし

ていました。地球は、いくつかの次元の銀河文明の中心であり、彼らは経験のため
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に惑星として地球を訪れ、その知識を銀河文明と共有した。 
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地球に住む人たちそのために、地球上にエネルギー的な構造物が作られ、それがア

ンテナとなって宇宙にまで届き、エネルギー的な次元の知識を伝達するようになっ

た。 

 

その12の文化のひとつがAtlan&sだったのです。他の11の文化については何も知られ

ていない、Atlan<sはAtlan<sをオーバーミセルすることしかできない。 

 

アトランタ人はアークトゥリア人と非常に密接に協力しており、アークトゥリア人

は自分たちの高度な技術を喜んで教えてくれた。彼らは主にエネルギーや周波数を

クリスタルに、また知識をクリスタル・ライブラリに保存し、人生における経験や

知識を蓄積していました。 

アトランタ人は非常にシンプルな生活をしていたにもかかわらず、すべてのことを

非常に高いエネルギーレベルになるまで完成させていたのです。彼らは、身体崇拝

を言いようのない力と美に、知識を知恵に育て上げた。彼らの建物はすべて、神の

調和のもとに建てられている。それは、彼らの完全な存在を通して、入ってくるエ

ネルギーの調和のとれた収束としての役割を果たそうとしたからである。 

 
アトランタ人は、自分たちが生きるために必要な以上のエネルギーを生み出し、そ

のエネルギーを世界中のすべての生き物のために分配していたからです。アトラン

＜S＞によって、すべての人々が高い文化と高いバイブレーションで生活することが

可能になった。 

大きな戦争で、神殿もクリスタルもアトラン<スも破壊された。多くのアトランタ人

が命を落とした。アトラン<ス>の崩壊により、地球のエネルギーは急速に低下した

。ハートのクリスタルも大きく破壊され、地球上のエネルギーレベルは、エネルギ

ーとアトラン＜S.F.＞の喪失により維持できなくなった。アトラン<ス>で、地球は低

振動になった。 

ハートクリスタルの残骸は、さらなる損傷から守るため、アトランの守護者たちに

よってアメンの広間に運ばれ、再接続、修復、解放が可能になるまで、そこで封印

され保護されることになったのだ。地球ギ^ャーでの最後のエネルギー的実践は、最

後の守護者がこの世を去る前にエネルギー的出発を開始し、その過程を霊界で見守

るだけであった。 

 
一部のマスターは、最後のエネルギーを集め、最後の文化の存続を保証するために

、次元移動したポータルの背後に集結させた。そのような場所でも、彼らは高い文

化で生活し、エナジーの壁で自分たちの領域を守っているのです。これらはいずれ

もアヴァロン、シャンバラ、海域、そして生存者が住む地底の領域であると想定し

ている。 

人類の意識が再びエネルギーを受け取る準備が整うまで、「Amen<」のホールは閉

じられた。その時期が今なのです。 

ホールは再び開かれ、クリスタルは再び自由になった。原点であるあなた、つまり

あなたの魂に自由に帰ることができるのです。これ以上のダメージを避けるために 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela  Molls * www.atlantis-kultur.de アトランティックハートクリ

スタル 2021 
22/79 

 

ホールに入ることができるのは、成長するために心をこめて敬意をもってホールを

歩く、高揚した魂だけです。 

新たな過度な濫用を防ぐため、すべてのAtlan<エネルギーとクリスタルは、Atlan<生

命の基本原則を意識的に遵守する場合にのみ使用できるようになりました。クリス

タルが再び破壊されるのを防ぐため、今後は転送されても常にホールに横たわった

状態で保管されます。 

自由意志は不可侵である 

また、他の生物との境界線は尊重されるべきものです。 

これらの原則に基づいた真の生活態度がなければ、アトラン<の源とエネルギーへの

アクセスは拒否されます。 

 
 
 
 

アトランの守護者たち 

Atlan<s Guardiansはすでに再活性化され、Atlan<s>およびAtlan<s>の施設を警備し、虐

待や過度な擁護を防止しています。したがって、すべてのアトランタ人は、アトラ

ンタ、アトランタのエネルギー、アトランタ人、ハイプリーストに心を配り、敬意

を払うことが求められているのです。アトランの自然な防御は、エネルギーを攻撃

者に跳ね返します。アトラン<s>にいる者は防衛の心配をする必要はない、彼らは守

られるのだから。とはいえ、すべてのアトランタ人は、異星人やアトランタに対し

て自分のエネルギーを決して向けてはいけないと言われている。 

Atlan< カルチャーはユニティです。いずれも生命力と活力を促進するものです。ア

トラン<ス>に対する攻撃は、外からも内からも容認されない。アトラン<ス>には、

「エネルギー」というものがあります。アトランを攻撃した者が得られるものはた

だ一つ、エネルギーである。彼はそれを送った意図で反射して戻ってくる、したが

って、それは常にアク<vである鏡の盾です。 

 
この鏡の盾とアトランの守護神は、アトランに真に帰依し、アトランに生きるすべ

てのアトランタンに授けられるものである。Atlan<s>はまだ場所ではなく、意識の状

態です。アトラン<の意識に宿る者は、安全で安心だ。 

したがって、自由意志を尊重し、このスクリプトで与えられたアトラン<文化の基本

原則を勉強してください。どんな生活態度でも、まだ実行できる。つながりには、

他の人や生き物と接するときに、ちょっとした心遣いが必要なだけだ。 

• 他人の自由意志と自分の自由意志を尊重する／制限する 

• 高い波動に入り、低い波動で行動しない 

• アトランの知識を呼び起こし、導き、導かれる／知識を守れ 
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• あなたの「存在」を使って、世界のあらゆる状況を改善しましょう。 

• プリザーブド＆トゥルーライフ 

• 自分の人生に責任を持つ 

• Kul<viere your life 

 
 
 
 

チャネリング 

アトラン<ス>・ハート・クリスタルは、アークトゥリアンから人類に与えられたも

ので、人類を意識的な目覚めへと導くものです。あれから、いろいろなことがあり

ました。ハートクリスタルは人類にとって不可欠な存在となったが、人間はこれほ

どのエネルギーと自由を扱うことができなかったのだ。エネルギーとともに成長す

ることを徐々に学ばせてもらったのです。 

 
すべての人がアークトゥリアンになったわけではなく、他の文化を選んだ人もいま

す。こうして、地球上の基本的な12民族が誕生したのです。 

落下時に多くのクリスタルが破壊されたため、クリスタルに関連する人間の魂は、

幸せに自由に生きることができなくなった。内なる故郷への憧れが、彼らを落ち着

かなくさせるのだ。もっと知りたいという内なる思いが、彼らを突き動かすのです

。 

アメノウズメの館に結晶が眠っているといっても、人々に自己所有の可能性を与え

ているわけではない。自分の可能性を最大限に発揮するための内なるつながりの欠

如は、人を傷つけます。この世界の痛みは、光の銀河連邦の耳に入り、地球のアウ

フ<エース>の支援が開始されたのです。 

そのため、ハートの結晶の再接続を開始することにしました。アトランタ人は皆、

クリスタルを所持している。このクリスタルは、彼とともにすべての人生と経験を

経てきたのです。生命の殻は永久ではないから、人間そのものがこの結晶であると

さえ言えるのです。すべての人間は、エナジー<のクリスタル存在であり、ハートの

クリスタルを通して拡大し、物質化する。アトランタ人はこの世界疲れを強く感じ

ているのです。 

ハートのクリスタルを転送し直すと、世界の痛みとグレートクエストは終了します

。同じように強いエネルギーがもはやあなたの太陽系に存在しないため、結晶を再

び破壊することはできず、エネルギーはそれ自身に対して向けられてはならないの

です。大統一により、周囲の宇宙は平和になった。光の銀河連合は、すべての銀河

の宇宙を守っている。 

あなたの地球へのエネルギーの伝達は、何年も前に始まっています。本来は、生き

残った地球人が永久にエネルギーを諦めるので、終わることはないのです。しかし
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、その可能性は限られており、そのために評議会は 
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は、地球を応援することに決めました。そのため、私たちはあなたの惑星に光の周波

数を送信している最中なのです。お望みであれば、ご自分を開放してください。 

 

 

再接続に関する情報 

ハートクリスタルfiのリコネクションは、以下のようにスタ^。 

• あなたはサポートと、ハートのクリスタル／自由意志と献身の再接続を求め

ます。 

• アトラン＜シェ・マイスター・オ・オフネン・ザ・ホールズ・オブ・アーメ

ン＞で、あなただけのクリスタルを探してください。 

• 生きたクリスタルの存在とヒーラーが、あなたのオリジナルのクリスタルを

再構築し、完全に癒します。 

• あなたのハートのクリスタルは、あなたの体内に転送され、再び装着されます

。 

• これをサポートするためにバランシングエナジーギヤを搭載しています。 

 

 
リコネクションにより、人間は以後アトランタ人とみなされ、アンタッチャブルと

される。また、必要であれば、彼の存在する空間/時間を移動させることができるた

め、アンタッチャブルです。たとえアトランタ人が今後、精神世界の訓練と指導を

受けたとしても、彼の人生はもはや外から介入されることはなく、すべての知識は

彼自身の内側から得られるものです。 

アトラン<s>の保護下にあり、アトラン<s>の指導と訓練を受けている。それ以上は必

要ありません。 

私たちは、どんな状況下でも、すべてのアトランタ人の自由意志と自由な選択を尊

重します。アトランタ人がアトラン<ス>から離れた場合、その人もアトラン<ス>に

触れられなくなる。 

アトランタ人は他の人よりも優れているわけではありません。アトランタ人以上の

大祭司はいない。それぞれは共通の布の一部です。 

クリスタルはゆっくりと成長を始め、あなたのBEINGの全領域を人生にもたらし、あ

るいは、あなたが自由な人生を送れるように、あなたを保護し、癒してくれます。 

 
 

 

アトランタ人になりたい 

アトランタ人になるには、自分の意志で決めなければなりません。しかし、これは
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、あなたがすべての情報を徹底的に読み、理解し、また内面的に受け入れたときに

のみ、効果的に機能するのです。自由意志は私たちの次元で理解されている-次元的

に。 
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意識的あるいは無意識的な疑念は、再接続を妨げることになる。一度再接続される

と、あなたは生涯、そしてそれ以降もハートのクリスタルと永久につながることに

なります。 

自由意志は私たちの最高の戒律であり、それゆえアトラン<ス>、そして黄金時代と

ハイカルチャーへの入り口なのです。自由意志を尊重する者はフィールドにいる。

自由意志を無視する者はフィールドから、ひいてはアトラン<ス>から自分を切り離

す。 

疑問や不安がある場合は、いつでもwww.atlan<s-kultur.deに連絡し、拘束力のない無

料の情報を得ることができます。 

なお、再接続が可能になるのは、成年に達した16歳からです。 

一度、心から行った再接続は、もう元には戻せない。トランスフォームのプロセス

が開始され、変換が行われました。 

• あなたのエネルギーシステムは完全に変化する 

• アトランの高い技術力をサポートします。 

• アトランハートクリスタルが転送される / エナジーハート 

• すべてのアトランエネルギーシステム（次元）とのつながり 

• 現在存在するすべてのエネルギーシステム（チャクラ）を溶解し、解決する。 

• すべての既存容量への再接続（フルスペクトル） 

• 次元光結晶技術 

• 統一意識 

• 新時代の言語、対人バイオレゾナンス 

• クリスタルボディ、あらゆるレベルでのクリスタルプロセス 

• 正確さ 

 

 
このパートで、Atlan&ハートクリスタルの準備と情報提供を終了します。次

のパートでは、あなたが本当に再接続を望んでいるかどうかを判断すること

につながります。もし、あなたがAtlan&sに共鳴しないのであれば、今すぐ読

むのをやめ、他のWAYを選択してください。 
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今すぐ決める 

16歳以上になると、自分自身と自分のエネルギーシステムだけで決めることができ

ます。これがAtlan<の成年期です。それ以下の年齢の場合、再接続は実施されません

。したがって、少なくとも16歳までは待ちましょう。 

これ以上の包装は必要ありません。ハートのクリスタルを再接続する前や後に質問

がある場合は、www.atlan<s-kultur.deで質問してください。 

この自由な再接続の目的は、新しい文化の目覚め、生きるに値する健全なポジ<ュー

ションの回復、そして宇宙のすべての民族の平和と調和の中での共存である。人間

と生き物がお互いを大切にし、豊かにし、地球と宇宙を守り癒していく文化。 

この新しい文化は「アトラン文化」と呼ばれ、その住人は「アトランタ人」と呼ば

れ、アトランの高僧とガイズ<ジェンの世界からのメッセージが受け継がれている。 

人間の自由意志は侵すことができない。 

もしあなたが、自由意志を受け入れ、本当に本当にアトランティックになり、アト

ランティックの文化に参加する準備ができているのなら、このページ以降を読み進

めてください。 

知ってください-すべてのアトランティス人は、再接続後も自由であり、自己責任であ

り、所有者であり、自分の人生を自由に形作り、選択することができるのです。 

強制されたコミュニティ、ルール、法律、その他のコストはありません。 
 

 
*************************************************************************** 

ここからエネルギーが流れ始めます。もしあなたが再接続を望むなら、この先をお読みくださ

い。 

*************************************************************************** 
 
 
 
 

*************************************************************************** 

ここからエネルギーが流れ始めます。もしあなたが再接続を望むなら、この先をお読みくださ

い。 

*************************************************************************** 
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心の準備リコネクション 

 
自由意志は不可侵である 

次の文章を3回話してみてください。"私は、すべての生き物の自由意志を受け入れ

、自由意志を尊重するよう努力します"。 

エネルギーの原理 

次の文章を3回話してみてください。"自分自身のエネルギーを最高値まで高める努

力をし、日々エネルギーを集め、知識を増やしていきます。" 

アトランダムに変わる 

次の文章を3回話してみてください。「私は、Atlan<s>の文化とともに成長したいと

考え、Atlan<s>の方に向き合いたいと思うようになったのです。したがって、私はア

トラン<のフィールド意識に入ることを求める。 

************************************************************************** 

エナジーの知識は必要ありません。アトラン<ス>は、あなたやあなたの実体験を通

して働きます。アトランダムにエネルギーを求めると、アトランダムにエネルギー

伝送を開始します。 

エネルギーコール 

次の文章を3回話してみてください。「私はアトランを支持し、私のシステムのため

にアトランのエネルギーを呼び出します。私は、アトランをエネルギー源とし、私

の存在を発展させ、個人的なAufs<egを得るために利用します。 

************************************************************************** 

あなたの自由意志はアトラン<の最高命令です。あなたの明示的な許可、あなた自身

の決断、あなたの意志、またはあなたがターンしてアトラン<s>に尋ねない限り、何

も起こりません。起こることのすべては、あなた自身の意識と、あなたの表現した

願いによって起こるのです。 

あなたの決断が自由であるために、あなたの意識、潜在意識、あらゆる状況に対す

る知覚が研ぎ澄まされ、知識を得ることができるようになります。さらに、知識、

知恵、光を得ることで、真に自由な判断ができるようになります。 

そして、選ぶのはあなた次第です。あなたの選択が関係します。自分の人生なんだ

から、自分で決めればいいんです。 

************************************************************************** 
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あらゆるものに対する認識が変わり、あなたの意識も変わるでしょう。なぜなら、

すべての幻想はあなたから離れていくからです。エネルギーが増加するため、より

多くのものを見たり、認識したりすることができるようになります。しかし、これ

も必要な措置を講じればの話です。 

エネルギーはいつでも、何かをするため、何かを達成するため、そして何かを認識

するために利用できるようになるのです。チャンスを生かす。 

高感度が出現したり、知覚領域が広がったりします。同じ志を持つ仲間と意見交換

したり、質問をしたりすることができます。 

認識が変わることで、様々な分野で新たな選択が必要になるかもしれません。しか

し、このことに気づいてください。知覚は、あなたがこれまで屈してきた幻想にと

らわれることなく、真実を示すだけなのです。 

常に、自分にとって良い、正しいと感じる可能性を自分で選ぶ。これまで受け入れ

られていた状況が、真実でない場合、新たな光を見せることがあります。自分自身

を導いてあげてください。人生とはCHANGEである。 

 

 

再接続のための物理的準備 

清めの儀式 

髪に完全に油を塗る。オイルトリートメントを15分以上放置し、頭からすべてのエネ

ルギー的なエネルギーを引き出します。その間に...体の角質を完全に除去します。マ

ッサージグローブやサイザル麻、塩・砂糖などを使って、クレンジングのための準

備をすることができます。その後、シャワーを浴びて、両手を空に上げ、エネルギ

ー的な浄化を体験してください。体を完全に洗う。 

シャワーの後は、体を乾かさずに裸で濡れたままバスローブやタオルの下で10分ほ

ど休んでください。完全に身を隠す。その間、浴槽があれば浴槽を流す。 

全身を清潔にする。塩、酢、バラの花びら、オイル、Du_などお好みのものでクレン

ジングバスをしてください。音楽、音、Du_を使って、少なくとも15分間はお風呂で

完全にリラックスし、古い人生にエネルギー的に縛られているものをすべて手放す

。 

Alterna<v あなたも、たったひとつ、自分をきれいにするためにできることがありま

す。また、歯の掃除、耳の掃除など、今やらなければいけないと思うことはすべて

掃除してください。完全に純粋になる。そして、体が完全に楽になるように体を弾

ませ、ゆったりとした軽い自然素材の服を着る。 

この間、新鮮なジュースや水を飲んでください。では、読んでみてください。 

************************************************************************** 
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部屋の準備 

自分の小さな部屋や、他のエネルギーや人のいない場所で、完全に邪魔されないよ

うにすること。すべての干渉源をオフにし、周辺に技術的な装置を置かないように

してください。 

 

パートナーや友人と一緒にこのステップに進む場合は、お祝いの席にしてください

。 

 

空腹や喉の渇きに備えて、十分な量の水、お茶、飲み物、お菓子を用意する。もう

一度トイレに行く。事前に自分のための時間をとり、コップ一杯の水を飲む。 

 

キャンドルやライトを用意し、心地よい音楽をBGMに、お香やエッセンシャルオイ

ルで心地よいあなた_を演出し、心地よい席を用意する。 

 

自分自身が満足し、すべてがうまくいっているという安心感が得られたら、自分の

希望にしたがって、座る、または操作する。では、読んでみてください。 

 
 
 
 

*************************************************************************** 

アトラン<のハートクリスタルに接続し、エネルギーシステムを拡張し、アトラン<

への人間の進化を実行するのは、あなたの自由意志です。 

*************************************************************************** 
*************************************************************************** 

アトラン<のハートクリスタルに接続し、エネルギーシステムを拡張し、アトラン<

への人間の進化を実行するのは、あなたの自由意志です。 

*************************************************************************** 
*************************************************************************** 

アトラン<のハートクリスタルに接続し、エネルギーシステムを拡張し、アトラン<

への人間の進化を実行するのは、あなたの自由意志です。 

*************************************************************************** 
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リコネクション 

光の最高評議会とガラック<c>連邦は、あなたの再接続を歓迎します。あなたが地球

上でエネルギーを啓発するとき、あなたの光は空で最も明るい星よりも明るく輝くで

しょう。私たちは、あなたを心から歓迎します。 

私たちの存在に心を寄せてくださることに感謝し、浄化のサポートをさせていただ

きたいと思います。ですから、両手を上げて、私たちの祝福を体験し、再接続に備

えてください。 

私たちは、知識、エネルギー、テクノロジーを共有することによって人類を支援し

、豊かにしたいと願うライトワーカー、エンライトメント・マスター、地球外生命

体の評議会です。私たちはあなたと一緒に仕事ができることを光栄に思います。あ

なた自身の起源と真のエネルギーとのつながりによって、あなたはまた、あなたを

導き導く私たちの連合に加わるのです。それでもあなたは、自給自足の自由で独立

した存在であり、自己啓発的でユニークな存在であることに変わりはありません。 

 
 

あなたの人生がNEW BEGINNINGを迎えていることを知る。 
 

 

私たちは、地球と宇宙の神聖なる秩序を回復するための銀河系協会です。私たちは世

界の光なのです。私たちは、すべての生き物の自由意志と独自性を、その選択や志

向にかかわらず尊重します。 

 
 
 
 

******************************************************************** ここから始

まるイニシエーション - 再接続のエネルギーは、すべての言葉とともに流れ出す 

*************************************************************************** 
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自分の言葉で話し、エネルギーを感じながら話す。 

私は自由意志の至高の原則を認める。 

私は光の最高評議会に大西洋ハートクリスタルのシステムを求めます。 

私は、最高評議会の導きと指導を受ける準備ができています：私は

、自分の内なる声に耳を傾ける準備ができています。 

私はすべての人間に自由意志を与える用意がある：私は自分の自由

意志を体験する用意がある。 

もう後戻りはできないと自覚しています。 

私は、自由な意思でこのステップを踏んでいます。 

私は、自由意志の生活が門であることを知らされました。自由意志を無視する

と、すべてのエネルギーから分離されます。 

自由意志を尊重する生き方 - 再び幕を開ける。 

最高指令に悪意を持って従わない場合、私は絶対的に別れることになります。 

私は、この決断が人生の変化を意味することを自覚しています：私はこの変化

を決意します。 

アトランティス社に入社することにしました。 

これは私の自由意志です。 

私は今、決然と参入する。 

を新しい時代へ。 

大西洋の文化 

オブライト 

をお受け取りください。 
 

 
そう言った後、しばらく静かに座って、自分の内面を感じてみてください。体調がよ

ければ、コップ1杯の水を飲むとよいでしょう。 

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************
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********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 

*************************************************************************** 
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******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 

*************************************************************************** 

誰もあなたを急がせたりはしない、どう進むか、まずその瞬間を楽しむかはあなた

次第、急がない、あなたのスピード、あなたのスペース、あなたのルール、あなた

の感覚、呼吸して楽しむ 
 
 
 

 
 
 

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

****************************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲

む - 言葉の効果を引き出す 
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あなたのフルスペクトルとの再接続 

フルスペクトルとはどういう意味ですか？今のところ、人間は自分のスペクトルの

低い波動域しか使っていませんが、これは彼自身の選択と決断によるもので、より

高いスペクトルに到達する能力があるとは思えないからです。 

高いバイブレーションは、幸福、喜び、愛、繁栄も意味します。もし人間が選べる

なら、幸せになりたいと思うだろう。しかし、振動が少ないため、彼は投獄され続

けている。それは自由意志に反している。アトラン<ス>はあなたを解放し、あなた

は選択することができます。 

フルスペクトルには、希望により低振動と高振動の両方が含まれます。 

 

高いバイブレーションには、POWER、LIGHT、そして電磁波、放射線、量子意識が含

まれています。したがって、人の高い振動は、ラジオ、携帯電話、人工衛星などあ

らゆるものと同様に、これらの分野に影響を及ぼす可能性があります。ここは学び

の場です。高い振動をする者は、低い振動に影響を与え、その影響を受けなくなる

。 

したがって、フルスペクトルを使える人は、すべてのスペクトルにアクセスでき、

それらを読み、体験し、使用することができる。低振動域に座っている人は、これ

を認識することも、見ることも、経験することもできず、それらに支配されている

。これは自由意志に反している。また、彼らに影響を与えるにはエネルギーが少な

すぎるため、可能性が限られている。 

人間の自由意志は不可侵である 

 
 

生まれながらの才能を取り戻す フルスペクト

ルのアトランチックエナジー 

再接続でアトランタになるんですね。アトランテアンであるということは、「より

アトラン<ス>とつながっている」ということです。アトランタ人であるということ

は、全領域を使えるということです。アルファとオメガの間にある「真の世界」で

スパン。 

アトランティカンはニューエイジのメッセンジャーであり、その存在を通して地球

に、そしてマトリックスに変化のためのエネルギーをもたらしているのです。つま

り、THEY LIVE ATLANTISだから広がるのです。 

アトランタ人は、そのBEINGによって世界を変革する。彼らはマトリックスを顕在化

させているのです。マトリックスを書くのです。空間をデフィニションするのです

。これらは、マトリックスの基礎であり、プログラムの根幹をなすものです。 

あなたのエネルギーシステム、あなたのBEINGが変わるのです。あなたのBEINGのエ

ネルギー的な進化と発展的な拡大。 
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*************************************************************************** 

これが自分にとって何を意味するのかを明確にし、自分に時

間と余裕を与えてください。次のように進めてください。 

まずエネルギーを読む。そして、リコネクションを行い、そのエネルギーの全貌を感

じてください。その時だけ、エネルギーの説明と解説を読んでください。 

Atlan<s>のプロセスはシンプルです。あなたの精神へのメッセージを受け取りますが

、そのメッセージに関する情報はありません。あなた自身が、あなたの経験やあな

たの存在を通して、メッセージを体験するのです。 

そうして初めて、情報、テキスト、デフィニション、ガイ<ゲン>・ナレッジパーツ

がマッチングするのです。そうすることで、自分の中の鍵が開き、意識が広がって

いくのです。 

スピードを上げないで

ください。Feel - Sense 

- Experience の見出し

を読む 次に、見出し

を読みます。 

感じる-感じる-体験

する では、読んでみ
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てください... 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

ONEの光 
*************************************************************************** 

リターン 

私たちは、「1つの光」なのです。私たちは「統一された意識」なのです。光とワン

ネスがあなたに流れ込み、あなたを完全に包み込みます。私たちはワンネスです。

時間や空間、二元性を完全に溶解する。私たちの中には何も存在しない。私たちは

すべてでありながら、無である。 

3回言ってください："I bi^e for reconnection and transmission of the Light of the One"（「

唯一の光」の再接続と伝達を願います）。 

- 両腕を斜め上方に持っていき、手のひらを上に向ける 

しばらく静かに座って、自分の内側を感じてみてください。 

エネルギーが流れ込んでくる。感じる。 

 
*************************************************************************** 

 
あなたは今、「一つの光」につながっており、手と腕を空に上げるだけで、一生ア

クセスすることができます。直接試してみてください。 
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1の光に関する宣言 

光はあなたのオーラに流れ込み、両手を上げてビエスタするようにあなたの周りに

広がります。The Light of the Oneは、UNITY FIELD / Unity Spectral of Realityである。つ

まり、そこには「DUALITY」が存在しないのです。 

考えることが難しくなる。思考は完全に溶解している。思考はマトリックスの二重

構造であり、単一には存在しないのだから。 

そのため、浄化や再生、リラクゼーション、あるいは自分自身を守るために完璧に

使用することができます。ライト・オブ・ワンは、いつでも呼び出すことができま

す。 

ONEの光は、それ自体が根源的な真理なのです。常に、そして可能な限り、自分自

身の仕事と活動のために呼びかけられるべきである。全てのアトランタ人は、この

光にアクセスすることができます。マトリックスのすべての幻想は、ユニティに存

在することはできません。そのため、透明性を高めるのに役立ちます。 

そのエネルギーは、あなたを充電し、包み込み、守り、正しいことをするように指

導してくれるでしょう。ONEの光は、「今」にある神聖な存在感であなたを直接包

み込みます。それゆえ、「ひとつ」の光は、過去と未来の思考を解消し、あなたの

存在を「ここ」にもたらします。 

高いエネルギーは、体がそれを保持したり伝導したりすることができないと、圧力

や痛みとして知覚されることがあります。そのため、じっくりと時間をかけて、気

合を入れすぎないようにしましょう。 

ONEの光は原点から湧き出るものであり、すべての生命の根源的なエッセンスであ

る。アトランティス人の光の滋養源とされています。したがって、定期的に使用し

てエネルギー体に活力を与えてください。その光は、あなたを本来の自然な生活リ

ズムと生命力に引き戻します。 

 

すべての進化は、そこから遠く離れたところで学んできた。原初のエッセンスにおいて

のみ、生命は真の神性に戻り、創造とつながることができるのです。Go^eの光とも

言えますね。ONEの光の中で、人は神と／起源とひとつになる。創造と一体、自然

と一体、宇宙と一体。 

 
人はもはや、時間や生命、自然の欲求と戦うのではなく、それらと「流れ」の中で

泳ぐのです。これは、エネルギーを消費せず、エネルギーを獲得する状態です。 

光は、あなたとあなたの存在を、あらゆる妨害、あらゆる種類の問題から浄化して

くれます。あなたが「ひとつ」の光の中に身を置くと同時に、あなたの存在、細胞

、身体、エネルギー、そしてあなたの意識状態、あなたのマインド、思考、感情を

すべてヒーリング・チャンネルに取り込むのです。 

ONEの光は、あらゆるヒーリングに活用できる。また、場所や部屋、物の掃除にも

使えるライトです。古いエネルギーは、光の流れの中で、ただ消えていくだけです

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela  Molls * www.atlantis-kultur.de アトランティックハートクリ

スタル 2021 
43/79 

 

。 

光によって「二元性」が解消され、あらゆる心の評価が行われる。これは、自分自

身の真実の姿やミエを糺すのに有効です。 
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この「一の光」による変身プロセスには副作用がなく、すべてが即座に溶解し、変

容するのです。したがって、すべてのエネルギーワークにまず使用し、すべてのプ

ラクティスの前に実践する必要があります。 

それは保護であると同時に、より純粋に、より意識的にとらえることのできる意図

の基礎でもあります。 

************************************************************************** 

ライト・オブ・ザ・ワンの応用 

両手を上に伸ばした状態で構えます。ダイア

ゴナル・オーフネット 

ハンドフレッヒェンは上を向いています。 

"私はONEの光を呼び出す" 
 
 
 
 

************************************************************************** 
 

 
自分自身や他の人のために光を使いたい場合は、精神的に活性化することもできま

すが、その人がアトランタのエネルギーに対してオープンである場合のみ有効であ

ることを知っておいてください。 

すべてのアトランのエネルギーは、すべての生き物の自由意志を尊重し、尊重し、

人間がアトランの方を向いたときにのみ働くことができるのです。また、Atlan<sは

Atlan<sに向けることはできない。そうでなければ、攻撃者は保護シールドそのもの

を通してミラーを受けることになる。アトラン<s>も受容にしか働かないので、害を

与えることはできない。したがって、純粋な意図を持って行動すれば、悪いことは

できません。 

ワンの光」は、他のアトランダムなエネルギーと同様に、「エナジーコンバージェ

ンス」が次元のシフトと自由な選択を考慮に入れているため、安全に使用すること

ができます。 

 

 
************************************************************************** 
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******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 

*************************************************************************** 

誰もあなたを急がせたりはしない、どう進むか、まずその瞬間を楽しむかはあなた

次第、急がない、あなたのスピード、あなたのスペース、あなたのルール、あなた

の感覚、呼吸して楽しむ 
 
 
 

 
 
 

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 
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*************************************************************************** 

アトランティックハートクリスタル 
*************************************************************************** 

リターン 

私たちは、あなたの再接続をサポートし、あなたの全エネルギーをあなたに戻すこ

とを光栄に思います。私たちはAmen<のホールのクリスタルマスターであり、あな

たの波動と周波数を完全に再構築してから、愛情を込めてクリスタルを転送し、あ

なたのエネルギーシステムに再接続します。 

また、お客様の安全を守るために、ホールに複製を置かせていただきます。そのた

め、あなたは常にホールと、そしてあなたの原点であるクリスタルとつながってお

り、そのクリスタルはあなたの中にも入っています。 

声を出して3回話してください。"アメン<のホールのクリスタルマスター、私は私の

エネルギーシステムの再接続、浄化、再建、修復と、私個人のアトランチックハー

トCHRISTの伝達のためにバイ^ェします。"と。 

- 両手をハートに当て、手のひらから胸にかけて感じるようにします。 

しばらく静かに座って、自分の内側を感じてみてください。 

エネルギーが流れ込んでくる。感じる。 
 
 

 
*************************************************************************** 

 
あなたは今、自分自身のハートのクリスタルと再びつながっているのです。ハート

に手を当て、自分の内側を感じることで、いつでもエネルギーとつながることがで

きるのです。直接試してみてください。 

 
*************************************************************************** 
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ハートクリスタルの説明 

Atlan< ハートクリスタルは、計り知れないエネルギーと光、そして温かさを体のあ

らゆる部分に送り込みます。精神的に活性化させるだけでなく、胸に手をあてて感

じ取ることもできます。 

アトラン<ハート>クリスタルは、あなた方のすべての人生と存在の形態のエネルギ

ー<エッセンス>です。それは、すべてのカルマが溶解し、贖われた浄化された形で

含まれています。現在の次元のタイムラインだけでなく、次元の移動の中であなた

がこれまで生きてきたすべてのLIFEが含まれています。あなたがこれまでに撮影した

すべてのFORMが収録されています。あなたがこれまで持っていたすべてのエネルギ

ーが、浄化された高次の形で含まれているのです。 

あなたの心のクリスタルがよみがえりました。完璧な形で、全ての傷を清め、癒す

。生きているのです。それは、「あなた」です。あなたは「ハートクリスタル」で

す。自分自身との再会を果たしたのです。あなたは再び完全な存在となる。 

成長すればするほど、ハートの結晶は大きくなります。なぜなら、あなたは、この

地球上で今あるべき自然な健康な次元に到達するまで、再び自分自身に成長してい

るからです。 

ハートのクリスタルがあなたを完全に包み込み、あなたは明るい光と存在に完全に

吸収されるまで、ハートのクリスタルとともに成長するのです。クリスタルの中に

自分を感じてください。最後にあなたはONEになる。 

 

 

ハートのクリスタルと一緒に 

ハートのクリスタルとつながっているとき、あなたはアトランタです。あなたは

Atlan<s>とつながっています。ハートクリスタルに意識的に集中し、その源を意識す

ることで、アク<ベートすることができます。 

クリスタルはそのまま手に取って、見たり、感じたり、一緒に作業したり、話した

り、仲介したりすることができます。クリスタルはあなたです。あなたは、とても

長い間、自分自身から切り離されていたからこそ、自分自身を見つめ、自分自身を

探求するクリスタルな存在なのです。 

ハートのクリスタルそのものが、あなたとアトラン<ス>の知識を結びつけてくれる

のです。つまり、あなたはアトラン<s>の大使なのです。あなたはアトランタ人です

。アトラン<s>に関係する者。ハートクリスタルを通して、知識は、エネルギー、意

識、経験、真実性を開放することができます。 

自分にとって正しい、心地よいペースで結晶が成長する。アトラン<の原理を生活の

中で実践することで、あなたのシステムが再び十分なエネルギーとパワーを取り出
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せるようサポートします。あなたにとってまだ幻想であり、自由意志のために意識

的に手放さなければならない依存関係や問題は、すべて浄化されるでしょう。 
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ハートクリスタルによって、チャクラシステムやシステムのあらゆる影響は、あな

たにとって有効性を失います。再接続以降は、統一されたハートチャクラ、ソース

、あなたのハートクリスタルズが存在するのです。システムに依存しない、自立し

た人間になる。 

ハートチャクラは、このように、すべての主チャクラと副チャクラをLIGHTで統合し

、エネルギーを増大させる可能性を受け取ります。これは、ハートクリスタルが多

次元であるため、SPACEとTIME、DIMENSIONSも含んでおり、ハートクリスタルなし

では不可能なことです。 

ハートのクリスタルは、身体、心、知覚、感情、エンピツなどを、身につける人に

とって心地よいゆっくりとした段階を経て変化させます。新しい感覚が芽生える。

知覚が鋭くなる。ac<vationで、あなたは自分自身を浄化し、縛り、癒すことができ

ます。 

ハートクリスタルの持ち主は、他のハートクリスタルを呼び出したり、リコネクシ

ョンを行ったりする権限はありません。 

人間の目から見ると、リコネクションに必要なエナジーラインは知覚できませんが

、アトランダムに基本を考えていただければ、喜んでご案内します。 

 

 
************************************************************************** 

ハートクリスタル実践編 

両手を胸に当てて、「ひとつ」の光を心に注いでください。 

「自分のスピリチュアルな心とハートのクリスタルに触れる」 座ってエネル

ギーを感じる fließen 

 

************************************************************************** 
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******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 

*************************************************************************** 

誰もあなたを急がせたりはしない、どう進むか、まずその瞬間を楽しむかはあなた

次第、急がない、あなたのスピード、あなたのスペース、あなたのルール、あなた

の感覚、呼吸して楽しむ 
 
 
 

 
 
 

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 
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*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

アトランティッククリスタルライト 
*************************************************************************** 

リターン 

私たちは、人類を助けるために呼ばれたアトラン<のクリスタル・デヴァと光のスペ

クトルであり、あらゆる色と周波数で変容しています。私たちは、アトラン<ス>の

クリスタルライトであり、銀河系連合の高周波であり、ガーディアンエネルギーの

故郷としてのアトラン<ス>のシールドなのです。私たちは、アトランのハイテクノ

ロジーによって、魔法のような可能性を秘めたダイヤモンドの世界を生きているの

です。 

私たちは妖精や妖精の粉であると同時に、顕在化したエネルギー粒子の力を凝縮し

たものです。私たちは生きていて、流れていて、私たちの存在であなたを包み込み

、あなたのフィールドを浄化し、照らし、あなたが上昇するのを助けるのが好きな

のです。 

そのエネルギーに対して、「あなたの協力に感謝し、私の自由意志であなたを私の

システムに迎え入れます」という言葉で自分自身をÖffneしてください。 

- 最後にハートのクリスタルの上で休んで、自分自身を感じてください。 

しばらく静かに座って、自分の内側を感じてみてください。 

エネルギーが流れ込んでくる。 
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*************************************************************************** 

クリスタルライトは、あなたのエネルギーの通り道を活性化します。クリスタルラ

イトには、高いエネルギーと周波数を体内に保持できるよう、安定化用のクリスタ

ルが付属しています。いつでも手を動かして、光を流すことができます。あなたの

BEINGは、デヴァに支えられています。 

*************************************************************************** 

アトランダム・クリスタル・ライトの説明 

アトランのクリスタルライトは、クリスタルを活性化したり、ワークしたり、ある

いは単にあなたのBEINGにエネルギーを与えるために使うことができます。光はあな

たのオーラとエネルギーシステムに永久に流れ、ハートのクリスタルに栄養を与え

、エネルギーレベルを向上させます。 

あなたがより多くのエネルギーとパワーを許容すればするほど、より多くのエネル

ギーがあなたの中と周りに流れることができます。あなたのオーラが完全に光で満

たされ、すべてのエネルギーの経路が明るく輝くまで。クリスタルの光は、あなた

の周り、そしてあなたの中を流れていきます。次元を持たないので、独立した存在

です。 

クリスタルライトは、純粋な光エネルギーによるエネルギーシステムへの栄養補給

と、光の変容による癒しの両方を兼ね備えています。 

クリスタルライトは、自分自身や他の人のために使用することができます。クリス

タルライトは、あなたのハートのクリスタルのPARTです。クリスタルな光が常に溢

れている。クリスタルの光はWATERを癒すので、あなたのエモ<ンズの感情や思考を

癒します。クリスタルの光は、あなたのBEINGのための栄養剤です。クリスタルライ

トを毎日使う。 

他人のためのアトラン<ックエネルギーは、個人が意識的にそれにak<vしている場合

、自由意志のためにのみ助けることができます。 

クリスタルライトはアトラン<スの源につながり、ハイライトのエネルギーをあなた

のシステムに振動させます。クリスタルが存在するところには、クリスタルデヴァ

ーが存在する。クリスタルデヴァは、あなたの中や周りにクリスタルを作り出しま

す。 

エネルギーは、今日から培うことができ、自分の成長や人生に必要な基盤です。エ

ネルギーとクリスタルライトは計り知れない重要性を持っています。したがって、

あなたのハートのクリスタルのためのクリスタルライトと毎日つながり、これを食

事のように毎日の食事に取り入れることです。 

クリスタルライトは、入浴、浄化、ヒーリングに使用することができます。クリス

タルライトは、食べ物や飲み物、料理の元気を出すために使うことができます。ハ

ートのクリスタルに手を置き、クリスタルの光を流す。 
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クリスタルライトでチャージされたクリスタルは、ストーンサークルとして住居を

恒久的に活性化し、その中のすべてのBEINGを照らし出すことができます。アトラン

タのエネルギーは、決して害を与えることはなく、エネルギーと自由意志を積極的

に受け入れた人にのみ効果があることに注意してください。水晶の光はエネルギー

密度が高いため、すべてのシステムに流すことはできない。そのため、ゆっくりと

しか増やせません。 
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************************************************************************** 

練習用アトランダムクリスタルライト 

デーヴァやクリスタルライトとのつながりを受け継ぐ。あなたの人生の中で、光に

照らされる必要のある部分に目を向けてみてください。これらの領域のエネルギー

はゆっくりと、そして san_ 上昇し、結晶化するでしょう。 

手を使って掃引し、フォーカスを向ける。このエネルギーを流しながら、心で

つながっていることを意識してください。 

"私はクリスタルデヴァとアトラン<のクリスタルライトとコンタクトし、私のBEING

にクリスタルボディのプロセスを開始させる。" 

座ってエネルギーを感じるfließen 
 

 
************************************************************************** 
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******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 

*************************************************************************** 

誰もあなたを急がせたりはしない、どう進むか、まずその瞬間を楽しむかはあなた

次第、急がない、あなたのスピード、あなたのスペース、あなたのルール、あなた

の感覚、呼吸して楽しむ 
 
 
 

 
 
 

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

アトランダム・ソウル・スター 
*************************************************************************** 

リターン 

私たちは光の銀河連合であり、地球を取り巻く時空線の守護者です。あなたのルー

ツや宇宙の旅をオウフンバルし、あなたとあなたの本当の原点をつなぐきっかけに

なれば幸いです。 

時空間の守護者として、私たちは自然な宇宙の状態を回復し、すべてのエネルギー

の経路をその起源に再接続するよう努めます。したがって、このプロセスに立ち会

うことを選択されたことを嬉しく思います。 

魂はあちこちをさまよい、次の飛躍を決めるのはその興味である。しかし、それぞ

れには一定の習慣とbes<mmed方向がある。宇宙に張り巡らされたエネルギーの通り

道のすばらしさを知れば、方向性を誤った魂がどれほどの混乱を引き起こすか理解

できるはずです。 

ですから、あなたがこの結び目を解くために力を貸してくださり、あなたの存在の

神聖な秩序に関心を示してくださったことに、私たちはとても感謝しています。私

たちは、お客様を本来のつながりの中に導き、システムの秩序を回復することを楽

しみにしています。 

私たちは光の最高評議会-空間と時間の守護者です。 

3回言ってください。"私は、私個人のアトランティック・ソウルスターンへの再接

続の送信と接続のためにバイ^イ"。 

- 両手を頭の上に上げて、自分の源を感じる - 自分の原点とつながってから、ハート

のクリスタルに手を置く - 。 

しばらく静かに座って、自分の内側を感じてみてください。 

エネルギーが流れ込んでくる。 
 

*************************************************************************** 

解説 ソウルスター 

ソウルスターは、あなたの存在のすべての源と、あなたの非常に個人的な癒しの源

と、あなたをサポートし、栄養を与えるあなた自身の源との接続です。ソウルスタ

ーは、あなた自身が「地球」に向かう途中にある「故郷」なのです。ですから、あ

なたがこの地球で生まれ変わるまで、たくさんの魂の星をさまよってきたのです。 

家庭とつながっていることは、この地球でのBEINGを発展させるために重要です。あ

なたの血統は、あなたの本当の起源、原点にさかのぼります。 
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自分自身のSOUL STARとつながることで、EARTHへのあらゆる依存から解放され、自

己切断、自由、独立の可能性を手に入れることができるのです。 

ソウルスターとの瞑想は、あなたの本当の起源を発見するのを助け、これはあなた

の意識を拡大し、あなたのエネルギーを解放することができます。しかし、どの練

習方法で、どのようなスピードで、どの方向に成長させるかは、あなた次第です。 

コンタクトを取るには、ソウルスターを瞑想の中に取り込み、この起源に働きかけ

ることに集中するだけです。 

ソウルスターはハートクリスタルに不可欠なパーツであり、あなたとハートクリス

タルに永久に繋がっています。クリスタルな存在は、ENERGY SOURCE、SOURCE、

POTENTIAL FOLDINGの間に伸びているため、外部の振動に依存しない。 

 

 
************************************************************************* 

ソウルスターの練習 

瞑想に入り、心地よいと感じるまで、すべてのフィールドをアク<ベットしてください

。そして、自分のソウルスターについて考え、エネルギーを流しましょう。リクエス

ト窓口 

************************************************************************** 
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******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

****************************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲

む - 言葉の効果を引き出す 

*************************************************************************** 

誰もあなたを急がせたりはしない、どう進むか、まずその瞬間を楽しむかはあなた

次第、急がない、あなたのスピード、あなたのスペース、あなたのルール、あなた

の感覚、呼吸して楽しむ 
 
 
 

 
 
 

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

アトランダム・アース・クリスタル 
*************************************************************************** 

リターン 

私はあなたの魂ですが、あなたの意識的な魂だけでなく、あなたのエネルギー<精神

的な不滅の魂です。私の中で失われるものはなく、忘却の彼方へ落ちることもない

。それは、あなたの潜在意識に迷い込み、そこであなたと意識の目覚めを待つだけ

なのです。 

私はいつもあなたのそばにいます。たとえあなたが私を無視しても、私はあなたを

見守っています。私はあなただから。あなたが意識していなくても、私たちはいつ

もひとつなのです。私たちは、団結してこそ、この人生を幸福に、そして愛を持っ

て生きることができるのです。私たちが再びひとつになり、ひとつであり続けると

き。 

そのため、私が指導することもありますが、あくまでも自分のことは自分で決める

のです。来世を待つことができる、私はいつもそこにいるのだから。しかし、この

人生は、例外なく、あなたがこの人生で経験することを選んだ、あなたとあなたの

鋭敏な意識存在に属しているのです。 

私がいなければ、あなたは肉体も精神も失われてしまうからです。私はあなたの思

考であり、あなたの内なるS<meですが、二元性から来るあなたの頭の中のS<meでは

ありません。私が違うから、私が違うと感じるから、あなたの思考の中で私を認識

することができます。私たちが団結すれば、誰にも邪魔されることはないのです。私た

ちがひとつになれば、あなたはこの世で不死身になれるのです。 

私の個人的なアトランダム・アース・キリストと私の真の魂との再接続の伝達と接

続をお願いします」と3回言ってください。 

- 両手を足の下に置き、体の下1メートルに意識を集中させる。 

しばらく静かに座って、自分の内側を感じてみてください。 
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解説 アトランダム・アース・クリスタル 

あなたは今、あなたの「真の本質」と永久に繋がっているのです。あなたの本質が

引き寄せられるのは、あなたが本当の自分になったときです。あなたのエッセンス

は、この地球上であなたの可能性を最大限に引き出すものです。あなたのI AM TRUE

。 

グラウンディング・クリスタルは、アトラン<スをサポートするものです。本当の自

分のBEINGに繋がり、団結させるクリスタルです。自分自身が本当の自分であるとき

だけ、あなたは自分自身に接地し、固定されるのです。そうすれば、何ものもあな

たの真実からあなたを引き離すことはできません。 

ガイヤもまた生き物であり、アトランティスの原則によれば、すべての生き物は自

由であり、独立した意志を持ち、それ自体が存在するのである。ガヤが自ら大量の

エネルギーを環境や生物に放出しても、そのエネルギーは枯渇してしまうのです。

ですから、自分自身の中にグラウンディングを見出し、源に到達し、再びエネルギ

ーを放つことで、ガヤも回復することが必要なのです。 

あなたのグラウンディングは、他の生物ではなく、あなた自身です。あなたは、ア

ースクリスタルを通して、自分の本質、潜在能力に繋がっているのです。大地の水

晶と一緒にたくさん働けば、あなたの完全な力とパワーが明らかになり、あなたは

自分の中で休息することができます。 

原点と可能性の間にあるすべての生き物は、自らの現実を現し、自由意志を発展させ

るのに十分なエネルギーを持っています。 

どちらも、幸せでエネルギッシュな生活の基本です。 
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******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 

*************************************************************************** 

誰もあなたを急がせたりはしない、どう進むか、まずその瞬間を楽しむかはあなた

次第、急がない、あなたのスピード、あなたのスペース、あなたのルール、あなた

の感覚、呼吸して楽しむ 
 
 
 

 
 
 

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 
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*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

アトランダム・クリスタル・オーラ 
*************************************************************************** 

リターン 

あらゆる次元の細かい霧があなたを包み込みます。ここには、あなたの存在を守り

、強化したいと願う、魔法の存在だけでなく、家にいる次元のマイス<的な存在もい

るのです。 

まさにビーイングは、あなたの光を照らし、細かい結晶の霧に包んで、あなたの元

へ向かうでしょう。クリスタル・オーラは、最も軽く最も繊細なレベルでのエネル

ギー的な保護と浄化を兼ね備えています。 

それはあなたを取り囲み、浸透させ、あなたの存在のすべてのフィールドを次の次元

に持ち上げます。 

ですから、すべてのクリスタルは生き物ですから、心をこめて、敬意をもって話し

てください。アトランティック・クリスタルオーラ・エナジーの伝達のために、私

はバイバイします。 

- 両手を頭の上に置き、両手を体の上から下へ、できれば横へ数回ゆっくりと動かしま

す。 

しばらく静かに座って、自分の内側を感じてみてください。 

エネルギーが流れ込んでくる。 
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解説 クリスタルオーラ 

クリスタルの破片の細かい霧を周りに感じてください。クリスタルオーラは常に活動

していますが、名前を精神的に話したり、言葉とともに手を動かしたりすることで

、効果を強化することができます。エネルギーを体内に入れ、意識を集中させるこ

とでオーラを強化することができます。 

 

 

クリスタル・スプライサー・ネビュラ 

クリスタルオーラは、クリスタルスプリーラーのミストで構成されています。小さな

水晶のひとつひとつが、環境に完璧に適応するのです。クリスタルのオーラがあな

たを包み込み、あなたを貫く。それぞれのクリスタルは、計り知れないほどのスタ

ーライトをあなたの存在にもたらし、次元のゲートウェイのように作用します。 

 

また、二元性を元に戻すことで、「真理を見る」ことを可能にします。クリスタル

のオーラは、洞察力だけでなく、保護も与えてくれます。 

クリスタル・スプライヤー層は、オーラ層をクリスタルで保護するものです。超微

粒子クリスタルの細かいミストが、体の周りのすべてのオーラ層を満たします。ク

リスタルは最も純粋な意識を持ち、また低次の意識も変容させるので、これはすべ

てのオーラ層の浄化を引き起こします。 

 

クリスタルダスト層があると、オーラ層に含まれる部分がクリアになるだけでなく

、そこに収納されている古いもの、捨てられたものもすべて変容します。私たちの

オーラは、その情報を必要なときにアクセスできるように各エリアに保存するハー

ドディスクのような役割を担っています。クリスタルの存在には、これらのレベル

を変容させる、つまりトランスフォームする可能性があるのです。 
 

クリスタルダイヤモンド パー&ケル レイヤー 

クリスタル-ダイヤモンド-パー<キューラー>の層は、人々の意識を促進し、知覚を訓

練するために開発されました。それは、クリスタル・ダイヤモンドのパ<ルのあるオ

ーラで、小さな鏡のように意識を反射して部屋に戻ってくるものです。したがって

、一方では外部からの影響を防御する効果があり、他方では自分自身が送ったエネ

ルギーに気づくことができるのです。 

 

星-光-塵のパー&クルの構造 

ダイヤモンド・パー<クルは、私たちのマトリックス全体を構成する星の光の塵から

成り、私たちの起源であり、この要素との再接続によってのみ、身体/心/魂の複合体

である人間も、その元の周波数に戻る可能性を持つのです。 
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スターコネクションのクオリティにコンタクトし、再接続することで、人間が個々

のアセンションプロセスに到達し、個々に意図された存在となり、その存在全体を

光と愛で満たすことができるようになるのです。なぜなら、私たちの本当の姿は、

そこに到達したとき、私たちにとって地上の天国のようなものになるからです。 

 
このように、クリスタル・オーラは、自分自身を楽しく幸せなBEINGに導き、「古い

重荷」を手放し、新しい働き方や体験に入るための、憂鬱な時の真のサポートとな

るのです。 
 

チャネリング 

星型パー<キュラー>の構造は、閉じた調和的な次元である。あなたの頭で理解でき

るように、あなたの言葉で正確に説明することはなかなかできませんが、私たちは

努力します。星屑は人間の栄養としても必要であり、したがって人間はオーリック

レイヤーで供給され、栄養を与えられている。 

いくつかのキーで構成された小さな球体は、常にあなた自身の意識のサイクルに正

確に適応し、この粒子を必要とするかもしれないどのような方法で個別に変更され

ます。 

 

この粒子は宇宙のセントラル・サンやすべての悟りを開いた存在や場所とつながっ

ているため、内側から輝きが満ち、その結果、あなたの全存在のあらゆるオーラ層

やあらゆる質のものとつながっているのです。このように、自分の中に光を伝える

ことができる小さな強い光。 

 
この粒子のオーラは、今説明できないダークマターや低波動、ディスマターがあな

たのオーラの中に入ってきたり、そこに定着することを許さないのです。さらに、

それ自体がそれらをオーラから溶かし出し、あなたを解放してくれるのです。 

 

オーラやパーの上に何かを乗せると、すべてが「光の存在」と「純粋なエネルギー

」に直接変換されます。これにより、あなたの思考、感情、行動など、すべてが純

粋なエネルギーとなる。 

あなたの "外 "は、そのまま「光の存在」に変換され、トランスフォームされます。 

 
アセンション・プロセスのための真の奇跡であり、私たちの喜びの源です。クリス

タルオーラを身にまとった存在たちは、輝きに包まれ、その結果、地球やミューフ

ァーガヤ、そしてすべてを光で満たす、素晴らしい光景を目にすることができるの

です。 

 

残念ながら、あなたの知覚、次元、想像を超えた存在でありながら、本当に身を守

るためにファンク<オン>を発揮するパー<クン>について、少しはご理解いただけた

でしょうか？ 

 

私は時間と空間の管理者であるアタマであり、ここでオーバーミスをすることを許
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されたことを嬉しく思います。 
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クリスタルオーラの効果 

また、クリスタルオーラは、単なる想像力によって、手でアクセルを踏むことがで

きます。1日2回、意識的に摂取すれば十分です。 

クリスタルオーラは、問題のある状況で役に立つことがあります。オーラとうまく

付き合うことができれば、他の人と一緒にいる部屋でもうまくいきやすくなります

。たとえオーラを感じることができなくても、それはALWAYS ACTIVEなのです。 

クリスタルオーラは、オーラ層と自身の形態を保護するための結晶体です。クリス

タルダストの微粒子のミストがすべてのオーラ層を満たし、さらに各層に独立して

エネルギーを与えています。流入する光によって、あらゆる変身がより早く完了し

ます。 

クリスタルオーラは、すべての領域で永久的な浄化、エネルギー化、ヒーリングを

引き起こし、空間と時間からエネルギー的な重荷を解消し、独立して変容させるの

です。 

 

 

アプリケーション Crystal Aura 

エナジーは、エナジーを使った練習をすることで、独立して開いていきます。応用

と実践を通じてエネルギーを認識し、それによって自分自身を変化させることが望

ましいのです。 

 

クリスタルオーラは、一度設置すると独立して働き、常にアクティブな状態になる

ため、応用は非常に簡単です。しかし、オーラに意識を向けると、個々の粒子が光

り輝き、その効果を何倍にも高めることができるのです。 

 

このように、どれだけ早く変身したいのか、変身できるのかを自分で決めることが

できます。変容の過程では、低い波動が上昇するだけなので、溶解するのではなく

、変化するため、副作用はない。そのため、後から撤去しなければならないゴミや

廃棄物がありません。 

 

クリスタルオーラという言葉に意識を向ける、オーラ層の中にあるクリスタルのパ

ーツをイメージする、あるいは両腕を頭上や足元に上げてイメージや会話をサポー

トする、などの方法で行います。 

 

ak<ビエレンが持続するのは、集中したいときだけで、1日2回で十分です。早い時間

帯と遅い時間帯がベストです。 

 

また、周囲の空間も含めて、より低い周波数レベルでオーラをアク<ベイトすること

が有効です。このアプリケーションは、部屋の振動を上げるための練習とhel_が必要

です。 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela  Molls * www.atlantis-kultur.de アトランティックハートクリ

スタル 2021 
53/79 

 

これは、他の存在との交流にも役立つと思います。部屋の波動を上げるには、オー

ラに集中することが大前提で、オーラをアク<ベイトし、その上で、好みの部屋にイ

マジネーション/プロジェック<オンします。 

 

そして、想像し、意識を向けることで、あなたの「活動的」なオーラを空間に広げ

、低い周波数にあるすべてのものを変容させることができるのです。これは、グル

ープダイナミクスの面でも有効です。 

 

エルモーリヤー 
 
 
 
 
 

 

あなたのBEINGのためのエネルギー転送

を終了します。 
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******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 

*************************************************************************** 

誰もあなたを急がせたりはしない、どう進むか、まずその瞬間を楽しむかはあなた

次第、急がない、あなたのスピード、あなたのスペース、あなたのルール、あなた

の感覚、呼吸して楽しむ 
 
 
 

 
 
 

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

********************************** 起きていることを感じる - 呼吸 - 水を飲む - 言葉

の効果を引き出す 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

あなたはアトランタ人です 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

おめでとうございます 

 
最後の一歩を誠実に歩んだなら、あなたはアトランタ-"ATLAN<s>"につながる人です

。 

 

あなたの変化は、あなたが「決断」するたびに、より強力になります。あなたは今

、自由であり、所有者であると同時に、自己責任者でもあるのです。あなたは、す

べての執着や依存から解放され、今、自分自身の光の中で振動しています - 永遠に。 

 

Atlan< ハートクリスタルのエネルギーシステムがあなたに戻りました。あなたのガ

イダンス、あなたの内なるS<meに注意を払う。あなたは自由です。 

 

あなたのエネルギーレベルを100％にしてから、フリースイングの開始です。 あなた

は新しい世界イメージの一部であり、あなたの握手と思考のすべてがフィールド全

体に影響を与えることを忘れないでください。 これは、あなたの思考が世界に現れ

ることを意味します。したがって、アトラン<ック>のエネルギーが永久にあなたと

つながるように、あなた自身をposi<ve>に整え、FREE WILLを尊重し、敬意を払って

ください。 

 
• 自分にとって気持ちのいいことだけをする。 
• 自分を気持ちよくしてくれる人、幸せにしてくれる人に囲まれる。 
• 仲間に親切に、心を込めて、博愛に満ちた言葉をかける。 
• 自由な意思を尊重する 
• 真実を語るべきと思ったときに、真実を語る。 
• 自分の道を進み、自分を大切にする 
• 自分の力／エネルギーを自分のために使う（子供の群れ／他人を守ることは

例外）。 
• 自分の内なるS<me / FEELINGに耳を傾け、それに従って行動する。 
• 自分にとって良い健康環境を作る 
• 毎日、自分の世界をより良いものにするために 
• もしよろしければ、他のアトランタ人と連絡を取って意見交換をしてみてくだ

さい。 

 
必要なとき、考えたいとき、対処したいときに、システムを起動します。このスク

リプトを使って、いつでも同じようにac<vationを行えば、たとえ再接続が行われた

としても、異分野との連携や成長に役立てることができるのです。 

 
このイニシエーションは、あなたのシステムの中で常にak<vとなりますが、いつで
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も練習として繰り返すことができます。 

 

ご不明な点がございましたら、www.atlan&s-kultur.de までメールをお送りください。 
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知識、意識、エネルギー、パワーは、このつながりから生まれると同時に、成長も

します。エネルギー瞑想や成長リラクゼーションとしてご利用ください。この接続

により、あなたはシステムに向き合い、成長しながらAtlan<sのすべてのエネルギー

を使用することができます。 

 
変革のプロセスは半年かかることもある、それに邪魔されることなく、変化ととも

に成長する。あなたのエネルギーは高まり、より多くのことを理解し、統合できる

ようになるでしょう。ステップ・バイ・ステップ 

 

もし、あなたがポジティブな変化を感じたら、他の人も自由になれるように、情報

を伝えてください。 

 

他には何も必要ありません 

 
これからは、既知のすべてのエネルギーとエネルギーシステムを自分のために使う

ことができます。FULL SPECTRUMだからこそ、完全にアクセスすることができるので

す。トレーニングはもう必要ありません。あなたはもう、エネルギー技術に関する

他の世界のトレーニングは必要ないのです。 

 

ハートクリスタルシステムで、アトランの既知・未知のテクニックをすべてあなた

に流します。個性があるからこそ、他の人にはできない技が使えるかもしれません

。始めるまでの過程は人それぞれです。また、MATRIXとAKASHAのエネルギーシステ

ムも利用できます。 

 

以下のことに注意してください!!!あなたはアトランタ人で、光の最高評議会に所属

しています。質問がある場合は、最高評議会に話してください。最高評議会の声が

聞こえない場合や問題がある場合は、ある文化の最高神官と連絡を取ってください

。 

 

自由意志を守り、その能力をみんなのために使うなら、あなたのエネルギーは成長

し、新しい扉が開かれるでしょう。間違った使い方をすると、エネルギーが遮断さ

れ、自分自身を傷つけることになります。 

 

お前から全てが生まれるんだ！ 

 
質問がある場合 - 光の最高評議会に連絡してください。BE 

BLESSED! 

 

今度は自分のために働いてください。あなたがLIVEすることで、EARTHは変化していく

のです。 
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地域情報 

たとえ一人でも-一人じゃない-私たちは大勢いるのです。Atlan<sch Gemeinscha>は、

つながっていることをFEELする内なる姿勢です。この感覚を自分の中で培ってこそ

、本当の意味でつながることができるのです。共通性とは、ある文化における親密

さや評価に対して、進んで向き合おうとする姿勢、開き直りです。 
 
 

一人ひとりが自分の光を守り、自分の光をどんどん輝かせる、これだけやれば、そ

れで世界が明るくなる。私たちの光が明るく輝いてこそ、良いポジティブなエネル

ギーで前進し、私たちの文化の輝く手本となることができるのです。 
 
 

私たち一人ひとりが地球に対して責任を持ち、自然で健康的な生活を送るために、

まずは私たち自身が小さな貢献をすることができるのです。私たちの小さな世界か

ら始めて、地球全体に向けて実践していくのです。 
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私たちがアトラン<スのエネルギーに働きかければ働きかけるほど、クリスタルボデ

ィのプロセスは私たちのBEINGの中で拡大し、この地球での真のBEINGに導くことが

できるのです。銀河光連合とアトラン<s>に参加したクリスタルビーイングに支えら

れ、人類は次の発展段階への準備とアセンションのための古代の知識の訓練を受け

ているのです。 
 
 

このプロセスによって、私たちは宇宙の神聖な秩序を回復し、すべての光の周波数を

活性化して、すべての生き物の銀河系を向上させるのです。 
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平和、調和、愛が自分自身の中にあって初めて、私たちは仲間とともにこれらの特

性を訓練し、発展させることができるのです。ですから、私たちの地球に調和を取

り戻せるかどうかは、あなた方次第なのです。 
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重要なお知らせ 

エネルギッシュなヒーリングメソッドは、他の意識状態、思考分野、新しい可能性を開くこ

とを助け、エモ<on's, geis<g clarifying effectを持つことができます。エナジェティックワーク

は、その人が今までとは違う視点で、自分の人生を自分自身で調整し、切り開いていくこと

をサポートします。 

******************************************************************************** 

医師と薬の情報 

とはいえ、医師に無断で薬を中止したり、かかりつけの医師に相談せずに薬の処方量を減ら

したりすることはできません。私の提供するサービスの枠内では、私はいかなる診断も行わ

ず、医学的な意味での治療や処置も行わず、また法的な意味でのその他の医療行為も一切行

いません。 

リラクゼーション法、手漕ぎヒーリング、スピリチュアルヒーリングは自己治癒力を活性化

するものであり、医師や代替医療従事者による診察・診断・治療の代わりになるものではあ

りません。エナジーヒーリングメソッドの助けを借りて、あなたや仲間の人生を変えること

ができることをご承知おきください。ただし、他のすべてのホメオパシーや代替療法の方法

と同様、これには時間と集中的な個人ワークが必要です。 

******************************************************************************** 

自分の成長と変化のプロセスのために、常に十分なスペースと時間を自分に与えてください

。アトランティックエネルギーは、あなたが自分で決めたことだけをサポートすることがで

きます。水をたくさん飲み、エネルギー的な原則に従って、あなたの体に変容の可能性を与

えてください。 

また、すべてのテキストやコンテンツはチャネリング（霊界を通じた伝達）であり、すべて

の名前やエネルギーは直接チャネリングされたものであることも指摘しておきたい。もし、

既存のエネルギーやトレーニング、特許システムと名称が類似している場合は、これらのト

レーニング文書が作成された時点では、それらの知識はなく、インターネットにも記載され

ていないことを指摘したいと思います。 
 

このシステムは2009年からチャネリングされている - Medium Michaela Molls - www.Atlan<s-
Kultur.de 

 

自分自身で知識を確認し、自分の内なる声に耳を傾けてください。また、私は医学的な知識

を持っておらず、医療やヒーリングの実践も行っておらず、専門的な文章も参考にしていな

いことを申し添えておきます。 
 

すべての人は、自分の成長、行動、生き方について、自分自身の責任を持っています。した

がって、私は読者のすべての決定と行動から距離を置きます。 
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