
【解説】「宇宙からの黒船を迎え入れよ」という論文を読まれた方々の中には、そこに引用

されている「シリウス星人」サルーサの地球人へのメッセージに驚き、もっと読みたいと

思われた方もあるかもしれない。そこで、引用された部分を含む２通の手紙の全文と、も

う１通の別のメッセージ（手紙３）をここに翻訳してみた。これらは手紙としては長い方

で、このようなものを 2006 年から現在まで、ほとんど毎日のように（確かに最近は週に一

度だが）、地球人に送り続けてくれる理由は何であろうか？ なぜそれほどまでに？ サル

ーサ（のような高次元人たち）の地球人への思いの熱さがどれほどのものであるかは、こ

こに訳したたった３例の手紙だけでも十分伝わるであろう。

最近、このようなチャネリングによる異星人からのメッセージや、地球人と彼らとの交

流を語るユーチューブなどが、インターネット上で明らかに増え続けている。私の読んだ

（あるいはこのサイトで紹介した）わずかの範囲内でも、それらの間に、共通項と言える

ものがいくつか見えてくる。これは重要だと思われるので箇条書きしておきたい――

（１）生命や意識の完全一体性という哲学。「私とあなた」の間に区別など元々ないの

だと彼らは共通して教える。（２）より高い次元にアセンドすることを「我々が元々いた場

所に帰る（そして二度と神から離れない）」と表現している。（３）これと同じことかもし

れないが、彼らは「あなたを呼んでいる本来のあなたがいる」という言い方をする。（４）

彼らは必ずきまって、アセンションは純粋に選択
、、

＝自由意志の問題だ（嫌なら現状維持を

選べる）と言う。（５）我々の住んできた世界は、善悪、光と闇の「二重性」duality に支

配された、宇宙全体から見て特異
、、

な
、
世界だったという指摘。（６）アセンションの妨げとな

る「闇の世界支配者」はほぼ敗退したということ。（７）アセンションとイルミナティ支配

が、一つの世界構造として理解できるような説明が、共通してなされる。

これは信じがたいことのようだが、彼らはすべての地球人の dossier(身上調書)を持っ

ていると言う。私個人についても、私を観察していなければ起こり得ないようなことが起

こっているから、私としては信じざるをえない。Ｒａという高次元人が、次元を横切る領

域の物理学者 Dewey Larson について意見を求められ、「彼の方法は正しい。しかし重要な

２つのファクターを見落としているので、ある所までは行けるが、その先へは行けない」

と答えている。我々は肩越しにすべてを観察されているようだ。

手紙のゴシック部分は私の判断による付加で、原文のものではない。

SaLuSa からの手紙―(1)(2)(3)

（１）



SaLuSa  02-December-2011

現在、地球上のあらゆることが、危機的限界に達していることは間違いなく、それは最終

的に、私たちがかなり前から通告してきた変化の多くの形として、きっと現れるはずであ

る。概して、あなた方の信念は強く保たれているので、いよいよ何らかの強い行動が取ら

れるのを、あなた方は目にすることになろう。いずれにせよ、最後の日として確定してい

る、それより先へ延ばすことのできない、一つの神の日が存在するのである。必要とあら

ば、私たちは直接行動を取ることになる。しかし何らかの方法で、まもなく私たちは、あ

なた方を「闇の者たち」から最終的に解放する方策を取ることになるだろう。ヨーロッパ

危機はまだこれから、債務を払うことのできない多くの国家を見ることになるだろうし、

それはユーロ圏の他の国々をも危機に陥れる。またそれは、ヨーロッパ以外の国々をも危

機に陥れつつある。だからあなた方はまだ、それが最終的にどんな形になるか、想像でき

るようなものを見ていないのである。もし興奮の時代として、この事情をずっと観察して

いれば、起こる可能性の高いパニックがやってきても、引き込まれないであろう。

今、どんなことが起こるとしても、何か特定の逆境的状況が、あまり長続きはしないだろ

うことは明らかだ。それは、時間の進み方が速く、今ほとんど 2012 という魔術的な年に差

し掛かっているからだ。起こることを、目的を実現するための手段と見れば、それは全面

的に満足できるものとなり、あなたの人生を永遠に変えてしまう、歓迎すべき変化をもた

らすものに見えてくる。これまでテストとしての旅が続いた。それは、あなたを落ち込ま

せがちであった状況から、あなたが立ち上がり、進化できるようにするためのものであっ

た。私たちの見るところでは、特に世紀の変わり目以来、あなた方は特別によくやってき

たと思う。それは予期した通りだった。なぜなら時間がたつにつれて、より多くの「光」

が地球上へ注がれるようになったからである。それは「光の人々」――多くの場合、特別

にその目的をもって地球へやってきた人々――を通じて基礎づけられてきた。単に、「闇の

者たち」がうまく先回りして、彼らの目標を計画していたというのではない。私たち「光

の者たち」もまた、何千年も前からそのようにしてきたのである。私たちが優勢な理由は、

自分自身の一部を地球に送り届けるほどだった、「光の存在者たち」の偉大な源から、支援

と力を与えられていたことにある。おそらく、この結果にとってそれ以上に重要なのは、

このサイクルは常に、「光」の勝利を確実なものにするように計画されていたことである。

「銀河連盟」は、ほんの短い事前通告で、行動に取りかかる。そしてその間、地球上のす

べての活動を綿密にモニターし続ける。私たちは科学技術に関する限り、私たちの優越性

を見せつけることを躊躇しない。こうして私たちに対する抵抗が無駄であることを、「闇の

者たち」に分からせるのである。にもかかわらず彼らは、私たちとどんな契約をするとき

も、私たちがルールに従わなければならないことを知っていて、しぶとく敗北を認めない



のである。私たちはすべての生命を尊重するが、彼らは相手が同じ人間であっても、まっ

たくそれを顧みない。生命は彼らにとって消耗品であり、彼らは誰でも自分たちの邪魔に

なる者をそのように扱う。これに対して私たちは、「敵」を殺したり傷つけたりするのでな

く、安全な場所へ移送する。だから私たちは地下軍事基地を破壊するに先立って、すべて

の人員を移動させたのだと考えていただいてよい。それを否定する人々は、虚偽の報道を

しているのであり、私たちの間違った像を植え付けようとしているのである。

いま私が、私たちについて語ったことから考えて、なぜ私たちは、たとえば自然災害のよ

うな他の環境下でも、人命救助をしてくれないのかと訝る人たちがあるかもしれない。そ

れは予想される反応であり、答えはすでに私たちが与えているもので、それは一つの魂の

寿命に関係している。このような状況のもとで離れていく魂たちは、離れることを望んだ

のであり、彼らの必要を満たす一つの時機を選んだのである。偶然の死（事故死）などと

いうものはなく、あなた方が自然死と呼んでいるものもまた、計画されたものと理解して

いただきたい。そう考えるならば、一人の人間が霊的理解の幅を広げるようにその生涯を

計画するということに、ほとんど意味はないことになる――もし人が偶然、十分な人生経

験をしなくてもよくなるのだとしたら。しかし、人は自由意志をもつから、確かにあなた

は自分の命を縮めることはできる。とはいえ、それはあなたが、それが意味するものを十

分に考えた上でなければならない。

あなた方の中には、自殺によって命を縮めることに取り憑かれたような人もいる。しかし

そんな魂たちであっても、最後の瞬間に心を変える機会を与えられている。彼らは、彼ら

の本来の人生計画を知っている「案内者」に出会い、その結果を見せられる――いかにそ

れが彼らの家族や友人たちを苦しませるであろうかを。それがあるおかげで、多くの魂た

ちが自分の心を変える機会を持てたことに感謝していると、私たちは保証できる。一般的

に言って、あなた方は一つの人生の中で、手に負えないほどのことを引き受けることはな

い。この終末の時代においては、しかし、自分たちのカルマを清算したくなり、経験に満

ちた人生を旅立っていった多くの魂たちがいる。

もちろん、より高いレベルへと上昇するときには、あなた方は、一つの人生から他の人生

へと死を経験することなしに、単に移行する。それはあなたが、移動の時期が来た時の決

定に従って、あなた自身の選択によるものである。あなたは文字通り古い肉体を脱ぎ捨て

て、望み通りに新しい肉体を着ることができる。あなたを若く健康に保つ、新しい身体の

細胞の変化が起こると同時に、地上で経験した病気や身体障害も全くなくなる。あなたが

何をするように要請されようと、アセンションを達成することは明らかに非常に価値のあ

ることである。なぜなら、その機会がもう一度廻って来るのは、遠い遠い先になるかもし

れないからだ。それはあなた次第であって、一つの人生からアセンドするのは確かに不可



能ではないが、あなたは自分自身の努力を通じてそれを達成しなければならないだろう。

これこそ、あなた方の今回のアセンションが、類例のないものと考えられている理由であ

る。機会はあらゆる魂に提供されており、それを受けようと決心する人々に無限の援助が

与えられるからである。

もしあなたが、自分は本来、誰なのかに気付き始め、人生の目的を理解し始めているなら、

熱心にあなたを助けようとする、愛する魂たちに、あなたはすでに取り巻かれていると確

信してよい。まだ少し時間があり、ひとたびあなたがアセンディングに視力を集中するな

ら、あなたは半ばそこに到着していて、あなたの意識レベルが上昇しているのを感ずるだ

ろう。「地上にいるということはそこに所属することではない」――この言い方は非常に有

益な助言になる。なぜなら、それによってあなたは、未来に精神を集中し、古いしきたり

をやり過ごすことができるようになるからだ。離脱に格闘するのは、地上の物事にしがみ

ついて離れがたい人たちである。そして、私たちがしばしば指摘するように、妨げの根底

にあるのは通常、恐怖である。変化を怖れるのでなく、それを歓迎するようにしなさい。

そして、もし人類が古いサイクルから新しいサイクルへ進まねばならないとしたら、それ

がどうしても必要なのだと考えなさい。大規模なサイクルが関わっているだけに、変化が

どんなにゆっくりと起こっていようと、たとえ感知できないようにみえても、すべては動

いているのである。

私はシリウス星のサルーサです。あなたの愛と、面会のご招待を私たちに送って下さるす

べての方々に感謝いたします。それがなければ、私たちはここまで来られなかったでしょ

う。そして今私たちは、あなた方に公然とお目にかかる日が、すぐそこまで来ていること

を知っています。私たちはあなた方すべてを愛します。

Thank you SaLuSa,

Mike Quinsey



（２）

SaLuSa  9-November-2012

長い待ちの期間が終わって、今オバマは、自分に期待されているものが何であるか、そし

てそれが自分の役であることに気付いている。他のどんな魂も同じだが、彼は自分の魂の

計画の主たる目標を達成するために、生涯のこの時を目指して働いてきた。やがて彼は準

備が整い、人類を前へ導くために必要であることがわかっている、諸々の変化に取り組む

ことができるだろう。私たちはたえず彼と接触しており、彼は、自分の役割が何であるか

について、ひんぱんにブリーフィングを受けてきた。ほどなく、いくつかの法的措置が取

られ、イルミナティのトップ・メンバーたちの除去が、本当の意味で始まるであろう。そ

して、彼らが握っている権力の最後の痕跡が効果的に除去され、彼らの最後の希望の拠り

所にも留めが刺されるであろう。そうなれば、より低いレベルの「闇の者たち」のより広

範囲の一掃が可能になる。

私たちは、あなた方が「光」の努力を、力を抜かないで続けていただくようお願いする。

というのは、人間の集合意識が拡大するためには、相変わらず、あらゆる助力と激励が必

要だからである。最低限に言っても、真理が現れ始めたときには、かなりの覚醒が見られ

るだろうが、私たちはそれが恐怖を与えるのでなく、ポジティヴな効果をもつことを望ん

でいる。人々は変化を好まないが、それは、自分たちの知っていることと、慣れているこ

とによる安定と快適さを、脅かすと感じるからである。しかし私たちが、私たちの役目を

果たして、公然とあなた方と交流出来る日は遠くないはずである。チャネリングによるメ

ッセージも重要なのだが、私たちはあなた方に直接会って、私たちがどういう者なのかを

見てもらわなければならない。私たちを間近に見れば、私たちが平和大使としてここに来

ていることが分かって、すぐにどんな恐怖も感じなくなるだろう。

とは言えやはり、私たちがあなた方の上空をもっと自由に飛ぶようになったとき、あなた

方の軍隊が私たちを射撃しないという命令があることを望む。私たちは危険を避けること

はできるのだが、私たちはあなた方にもっと接近し、互いの危害のリスクなしに接触でき

るようになることを望んでいる。あなた方の中でサイキックな傾向をもつ人々は、「光」を

拡散する人々の集まる所に、私たちがより多く現れることに気付いておられるだろう。今

後もそれは続くだろう。それは、私たちがあなた方を保護するというだけでなく、あなた

方をより大きな光の中に包んで、その人たちすべてが更に高く引き上げられるためである。

これが「セドナ会議」でのあなた方の経験だった（注：セドナはアリゾナ州の霊地）。そし



て何人かの人々はそれに圧倒されていた。そこでこれと同じことが毎日起こると想像して

みなさい。それはすぐにも、あなた方の普通の日常体験になるだろう。あなた方はより高

い振動に触れたので、それがどんなに素晴らしい感じであるかが分かるだろう。

今月と、そしてもちろん来月も、あなた方の振動を連続して更に高める、エネルギー流入

の連続的な期間となるだろう。あらゆる魂が、何らかのやり方でその影響を感じるだろう

が、すでにアセンションの道をかなり進んでいる人々は、それを全く自然に吸収するであ

ろう。まだそれに対する開かれた態勢をもたない人たちにとっては、身体にまだそれを受

け入れる準備ができていないから、それは難しい体験になりうる。そういう人たちはただ

混乱するだけで、何が起こっているのか理解できないかもしれない。上昇（upliftment）に

備えようとするときの最悪の敵はストレスだから、今は自分に集中し、リラックスする時

である。あなたが「闇の者たち」の拘束から最終的に解放されるときは、緊張やネガティ

ヴな感情からも解放され、「光」が洪水のように流れ込むであろう。

我々の同盟者たちは、これまでになく動機付けが高まっていて、長くかかげてきた彼らの

計画の実行に取りかかろうとしている。彼らはいわば、私たちがすべてを前進させること

のできる事務の仕事をしてくれる。あなた方と同じく私たちも、行動を始めることができ

るこの時を、熱い思いで待っていた。私たちは、すべてのライトワーカーの皆さんが、そ

れぞれが個人的な任務に献身して下さったことに、感謝しなければならない。あなた方な

しには、事態は今日のようなところまで来ていなかったはずである。あなた方は今、自分

の仕事の利益を刈り取る資格がある。やがてあなた方は、活動的な役割を果たすことので

きる、これらの変化の一部になるという楽しみをもつことになるだろう。二重性（善悪、

光と闇の）は次第に色あせ、すべての人々の自由と平和に取って代わられつつある。

現在のところは、事態がここからどう発展していくか「楽しみに待つ」という状態にある。

私たちの焦点は、私たちの選んだ代表者を認定し、彼らの仕事に加勢するような行政的な

変革にある。それは結局、あなた方の最大の関心事を心にもつ、新しい権威の設立という

ことになるだろう。やがてあなたは、あなたに代わって意思決定をする権力を与えられた

人々を信頼できるようになるだろう。もはや二枚舌取引や約束不履行はなくなる。あなた

方は、あまりに多くの光を地球に引き寄せたので、あなた方は、もはやより低い振動の人々

がその役には就けないような、ある高い振動を、正当にもそこに定着させたのである。自

然に、低い振動の者はそこから除かれることになる。

将来あなた方がリーダーを選ぶときには、高度に霊的に進化した人々から選ばれることに

なるだろう。賢明な頭脳は合意によって統治し、意思決定は、あなたに喜びと幸福をもた

らす愛を基調とすることになる。より高いレベルでは、すべてが純粋で「光」の一部であ



るから、ただ一つの魂（人間）も、心や頭に隠れた動機をもつことはない。他の愛する魂

たちと一緒にいるときには、生きることは法悦であり欠けたものがなく、神の絶えざる祝

福となる。あなたの望む間違いなくすべてが、あなたの手に入り、あなた自身が創造力を

もつから、何一つ不自由することはない。あまりにも長く二重性の生活をしてきた後では、

この変化は、文字通りこの世のものでないと思えるだろう。人生（生きること）は、これ

まであなた方が経験したどんなものにも似ておらず、あなたの予想をはるかに超えたもの

になるであろう。

そこで皆さんは、楽に構えて、今から起こることを楽しむようにするがよい。この変化が

起こっている間の不便さは、何であれ、長続きはしない。そして私たちがサポートするの

で、あなた方の面倒は私たちが保証する。間違いなく巨大なさまざまな変化が迫っており、

私たちはその任務に十分以上に耐えられる。私たちは、すでにあなた方の大気圏内に何百

という宇宙船（craft）と、そのもっと向こうに、ごく短時間に必要なものを何でも供給で

きる巨大な母船を用意している。あなた方の多くは、夢の状態で私たちを訪問したことが

あり、私たちが自由に会えるようになれば、きっとかつての接触を思い出すだろう。我々

「光の銀河連盟」は、元々あなた方大多数の出身地である星国家（Star Nations）で構成

されている。だから、私たちが一たび一緒になれば、あなた方は自分の本当の家族に出会

うのだから、何らかの非常に情的な再会場面が見られることになろう。

私はシリウス星のサルーサです。ひとつ言っておきたいことは、私たちの連盟のある人た

ちは、お互い同士を一つの存在として見るということです。地球上ではあなた方は、自分

の属する仲間から離れようとせず、私たちのように容易く混じり合うことはない。どうか

このような感情は捨て去るように、そしてあなた方はすべて一つだという認識に喜びを感

ずるようにしてください。お目にかかる日まで、私たちは、あなた方の安寧を願い、私た

ちの無限の愛を送り続けます。

Thank you, SaLuSa

Mike Quinsey



（３）

SaLuSa  4-January- 2013

あなた方は、二重性時代サイクルを通じての多くの人生の中で、数え切れぬほどの難問に

直面し、その結果として、あなた方は霊的レベルにおいて、その分だけ成長が大きかった。

ところで、あなた方がこれまで了解していたような（善悪、光と闇の）二重性は、それが

背景へと退くにつれて、あなた方に対するパワーを失いつつある。とはいえ、そのものの

あなたに対する影響力と格闘し、より低いエネルギーと自分とのしがらみを振り切ろうと

するとき、あなた方は強力な難敵に対面している。私たちは、あなた方が信ずるように躾

けられてきた、生きる姿勢とか観念や信念を振り払うのが、とても難しいことであること

は知っている。しかし、あなたの内部に、あなたはすべての知識をもっているのであり、

そこにこそ真理を求めるべきであって、少しでも疑問があれば、躊躇することなく、（旧来

のでない）新しい理解へと移行するがよい。過去においては、それが人々の振舞い方であ

ったために、審判（裁定）するという態度を取りがちであった。しかし今、そうでなく、

すべての魂が全体的一者の部分であるという新しい立場へと、あなた方は移行しようとし

ている。

離反ということは、「闇の者たち」があなた方を敵対状態に保つために考え出したゲームで

ある。しかし今、あなた方は、人間はすべて違うのだという彼らの嘘を生きるのを拒否す

ることができる。身体的違い、習慣、宗教的信念といったものを、あなた方がまさにそう

であるような、すべての美しい「光」の魂たちから立ち遅れたものとして、忘れ去るがよ

い。「すべては一つ」と認識することによって、あなたは、アセンションの道を更に先へ進

もうとしている人々と同行しているのである。あなたは今、完全さへの探究は、「存在する

すべて」の根源へと最終的に帰るまで、決して終わるものでないと知っている。しかし、

あなた独自のやり方であなたは、あなたを真理から遠ざけようとするすべての試みをうま

く打ち破ってきた。あなたは常に自分が「一つの真理」の部分になろうとし、そこではあ

なたの貢献が他の誰とも同じく重要であり、あなたなしにはそれは不完全であると認識し

てきた。

あなたは何らかの未完成の仕事を残して去っていくかもしれない。しかしそれは、2012 年

が二重性の時代サイクルの完結を見たので、もはや問題にはならない。カルマ的に見れば、

あなたはすでに重要な問題に決着をつけたはずであり、そして「恩赦の法」がこのような

時には働くから、すべてが「許されてある」と言えるのである。あなた方は、あなた方を



引き上げてくれた教訓を学んでおり、これ以上二重性の実験をすることを不要にしたので

ある。2013 という年はしたがって、あなたが自らのより高い自己との新しい、より意味の

ある関係を結ぶに応じて、充足（fulfillment）の年になる。これはこれまでとは違って、あ

なたのより高い自己がもっている知識の泉に、口を付けて飲めることを意味し、あなたが

知識や理解を得るのに、もはや他人に依存する必要がなくなることを意味する。

あなた方は自己の内部にすべての知識を蓄えているのだと、私たちは言ってきたはずであ

る。導きを自分自身の中に求めよ。そうすればあなたは、自分が正しい決定をしているの

かどうかが直観的にわかるであろう。今年はあなたにとって、莫大な利益の年になるはず

である。それは、絶えず地球に届いている、常に流れ込む高いエネルギーの潮流を、あな

たは受け取るからである。すべてが、これまでよりスピードアップしており、時間は次第

に、従来と同じ意味合いを持たなくなるであろう。あなた方のアセンションの次の部分は、

母なる大地と関わるもので、加速度的に成長し十分に意識的な存在になりつつある魂たち

にふさわしい、新しい地球を、私たちと協力して創造することである。そのときあなた方

は、自分を「銀河的存在」と呼ぶことができるようになる。そして門戸は、あなた方がこ

れまで経験してきたよりもっと多くの機会に対して開かれることになろう。あなたの進歩

率は、まったくあなた自身にかかっている。そして、ひとたびあなたが意思決定さえすれ

ば、あなたは私たちから多くの援助を受けることができる。

どこへ向かって旅をするかを決めるのはあなただから、地上で最も重要な人間はあなたで

ある。あなたは可能なさまざまなオプションから選ぶことになるが、だからあなたは、自

分の望みが何なのかをよく知っておかなければならない。自分自身と自分の求めるものを

大切にするということは、他者を無視するということではない――すべてのライトワーカ

ーの仕事の一部が、他者の必要物の世話であるように。今、魂の一つひとつが、より大量

の「光」を受け入れる準備をしておく責任を負っている。その意識レベルが拡大し続ける

ことができるように、である。それは、あなたがより高い意識に至る道を見失わないよう

に、より高次元へと移行し続けるのを助ける。道はあなたの前にあり、あなたは正確にあ

なたに合ったスピードで進行する。私たちが前にも言ったように、あなたは死ぬことはな

く、進化するためのすべての無限性をもっている。あなたは、自分に快適と感じられない

ようなスピードで前進を強いる、どんな圧力ももたない。

あなた方は、自分たちを二重性へと縛り付けてきた、より低いエネルギーのほとんどを解

き放つことによって、困難な仕事を成し遂げてきた。今あなた方がもっと野心をもち、こ

れまでより、もっと高い所に目を付けることができる。新しい千年期以来、そして特に過

去数年の間、あなた方が傾注してきた努力は、多大の成功をもたらした。アセンションが

あなた方の希望通りにいかなかったという理由だけで、なにか失敗したかのように感ずる



必要はない。それは全く逆であり、実は、流入するエネルギーがあなた方を土台とするこ

とができるように、あなた方は振動を高めたのである。それはいわば、送電系統がしっか

り固定されたようなもので、それはあなた方をさらに引き上げ、あなた方の時代である「愛

の時代」への切り替わりを容易にした。「闇の者たち」が進歩を妨げるために用いた、多く

の遅延行為や妨害行為は、これ以上続けられなくなった。彼らはそうするための力も組織

も持たない。そして彼らの活動の真相が何であったのかが認識されるようになった。

私たちはあなた方が、以前と同じ焦点のもとに生活をし続け、ポジティヴに考えていかれ

るようにお願いする――あなたが正確に何を望むかを明示してくれるのを待ちつつ、「今」

という瞬間にすべてがあるのだから。これまでいろんな機会に、どんなことが待っている

のかに関して、十分な詳細があなた方に与えられてきた。そして新しいパラダイムに変わ

れば、あなた方は、「新時代」に踏みこんだことから利益を得る、あらゆる機会を与えられ

る。現在の不確かな時代は長くは続かない。そしてほどなくあなた方は、変化が起こって

いるのに気付き、これを感ずるだろう。あなたが記録しておくべきことは、一般的な意識

レベルの上昇の結果として生じたことである。なぜならそれは、あなた方の文明を猛スピ

ードで「新時代」へと移行させようとする、新しい態度と意欲を引き出すであろうから。

ある程度の不便は避けられないが、これは変化のスケールがかなりの大きさになるはずだ

からだ。しかし「銀河連盟」の私たちは、いつも通り準備をしており、常にあなた方の将

来の必要に合わせて、私たちの計画を調整している。ひとたび私たちが開始すれば、あな

た方の現在の能力をはるかに超えた、迅速な進展が見られるであろう。

私はシリウス星のサルーサです。アセンションへのあなた方の反応が、全体的に受容のそ

れになってきたこと、またアセンションの過程において、あなた方がしくじったわけでな

いことが、ちゃんと理解されていることを、喜ばしく思います。すべては神が定めた通り

に進行しており、あなた方の素晴らしい未来は、しかるべき時が来ればわかる通り、保証

されています。私たちの愛は、あなたがどこに行こうと、今後永遠にあなた方とともにあ

ります。

Thank you, SaLuSa,

Mike Quinsey


