
商工会議所の理念  

はじめ  

 WingMakers のウェブサイトのこのセクションに含まれているそのうち 4 の 24 の哲学的エッセイ、の合計があります。 これら

は、WingMakers の教えを表しており、それがその意味を熟考するあなたの部分にかなりの時間とエネルギーがかかるかもしれな

いが、それはあなたの意識を拡大する観点から、やりがいのあるプロセスです。  

もあり、 用語集哲学的エッセイ 1-4 に含まれている顕著な概念のほとんどを定義するこのセクションに含まれているが。 残り

twenty エッセイは、今後 10 年間でウェブサイト上でリリースされます。  

あなたがダウンロードすることがあります。からこれらの文書のそれぞれの PDF ファイルのダウンロードセクション 
WingMakers.com のウェブサイトのを。 

WingMakers"哲学：室内楽 One  

 
 
ソブリンインテグラルの生命の原理  

表現のエンティティモデルは、生物学的な楽器を通して振動の新しい分野を探求し、ソブリンの積分として理解と表現の新たなレ

ベルへの発見のこのプロセスを介して変換するために設計されています。 ソブリン積分は、時間空間の宇宙内のエンティティモデ

ルの 大限の表現であり、そして も密接にその中にソースインテリジェンスの機能を例示している。 また、存在の進化/ 
saviorship モデルを超えて変えたとその組み込みソースコードの完全な活性化を介して階層の制御の側面から自分自身を削除した

エンティティの存在の自然な状態です。 これは、 初にまずソースによって考案された表現のエンティティモデル内で"シード"し
た能力のレベルです。 時間空間の宇宙内のすべてのエンティティは、変革の経験の様々な段階にあり、それぞれがそのソースコー

ドが完全に活性化になるとソブリンインテグラレベルを達成するために運命にある。  

変革の経験は、表現のエンティティモデルは、ソースインテリジェンスの情報に直接アクセスすることができるという認識である、

と 初のソースの情報は、ソブリンインテグラのエンティティレベル内で発見されていること。 言い換えれば、その、生物学的、

感情的、精神的な機能を備えた完全な人間の楽器は、エンティティのソースコードのリポジトリではありません。 つまりすべてに

アクセスするにはこの輝かしい自由 - もこの解放の情報に手を差し伸べ、集めることができる人間の楽器です。 それはの港、そ

してへのアクセスの楽器、人間の楽器と主権実体の統合を通じて、マニフェストに変革経験を可能にするアクティベーションをコ

ーディングソースでもあるエンティティです。  

変革の経験は、知覚された現実は個人の好みの形で擬人ソースの現実であるという認識で構成されています。 このように、ソース

のリアリティと主権の現実は、風や空気のような親友になる。 この合流点は、時間空間の宇宙内で知られているものとは違ってい

る変革の経験を通じて実現される。  

この強力な嵐からの風の浅い息を経験した人テラコッタ地上にそれらが行われている。 いくつかはそれアセンションと呼ばれてい

るものもあれば、照明、ビジョン、悟り、涅槃、そして宇宙意識のような名前を挙げている。 これらの体験が人間の基準に深遠で

あるが、その存在のリモート端に触れると覚醒でますます熟達になると、彼らは、唯一のソブリンインテグラルの初期動揺です。 究
極の至福は、単にフォームのその出先機関への主権インテグラささやきの印象であり、存在の彼らのルーツに内見て、すべてに浸

透この混沌と無限の知性と団結して、それらを少しずつ動かして何ほとんどの種は定義されています。  

変革の経験ははるかに多くのテラコッタ地球のタッチを超えて空の星のような人間ドラマのキャリブレーションを超えています。 
あなたは人間の目で星を観察することはできますが、あなたの人間の手では決して手を触れないようになります。 同様に、ぼんや

りと人間の器と変革の経験を予見することはできますが、人間の楽器を通してそれを体験することはできません。 それが唯一の実

体の全体性を介してアクセスされる、それはソースのリアリティ知覚のソースコードとその残留効果が存在することができます全

体性でしかないため。 そして本当に、この全体性は個々の意識が時間から切り離されているときに入手し、永遠にその存在を表示

することができますされています。  

それにもかかわらず、人間の器は、変革の経験を促進し、それがトリガーさせるのが重要です - 変態のように - 政府系インテグ

ラに良いフォームを見せるのアイデンティティの統合。 これは、エンティティモデルのための知覚と表現の次の段階であり、実体

はとして進化/にバインドされる外部ソースの現実とは対照的に、ソースの現実の象徴である生命の原則から、その現実を設計する

ときに起動されます存在の saviorship モデル。  

これらの生活の原則は、創造の源インテリジェンステンプレートです。 彼らは、主権インテグラの視点から現実を作成し、これま

でそれを撃退している振動のフィールド内でその発現を早めるように設計されています。 彼らは、エンティティの形のないと良い

フォームを見せるアイデンティティの統合の機会を構築する原理です。 そのままその構成部品のすべてを持つ - - 全体性のソブリ

ンインテグラ知覚を体験することができます彼らは人間の器がいる橋です。  



人間の器はソースインテリジェンスにますます敏感になるにつれ、それは象徴的に素数創造の造形原理を表現する生命の原理に惹

かれる。 ソブリンインテグラルの変革の経験を誘導し、時間空間の空調および外部コントロールからエンティティを解放できる式

の広い範囲があります。 式が変化することができるように考慮して、表現の意図は非常に狭く、人間の器がますますソブリンイン

テグラルな視点で整列になることにより、統合の状態への進出を目的として定義されています。  

変革の経験を加速し、ソブリンインテグラルな視点で人間の楽器を合わせるのを助ける 3 つの特定の生活の原則があります。 彼ら

は以下のとおりです。  

感謝の気持ちを介して 1）宇宙の関係  

 2）すべてのもののソースの遵守は  

人生の 3）愛情を込めた世話  

個人がこれらの原則を適用するときに、彼らの人生の経験では、明らかにランダムなイベントに深い意味を明らかに - 両方の普遍

と個人的な文脈で。  

 
 
感謝を通じて宇宙との関係  

これは、全体性の宇宙が単一のユニバーサルエンティティとしてパーソナライズできる集合知を表すという原則です。 個々のエン

ティティとユニバーサルエンティティ：このように、推論のこのモデルでは、全体の宇宙の 2 つだけのエンティティがあります。 
個々が印象的であり、常に新しい情報に適応するための変更〜だけれども、その一貫性と友人の性格や行動などのように知り得る

ものの潜在的なエネルギーと経験のダイナミック、リビングテンプレートであるユニバーサルエンティティは、です。  

ユニバーサルエンティティは、個人とその認識と表現への応答です。 それは、ソースインテリジェンス染み込んで、水のプール、

それを隠すようなイメージを反映するように個々の認識に応答される複合全人格のようなものです。 人間の器の誰もが、彼らの

も内側のコアで、実際に主権インテグラルの楽器に人間の楽器を変えることのできる主権実体である。 しかし、この変換は、個々

のユニバーサルエンティティの"鏡"に基づいソブリンインテグラルの画像を投影する、またはされてのその真の状態の歪みである

小さい画像を投影することを選択したかどうかに依存しています。  

感謝の気持ちを介して宇宙関係の原則は、主に意識的にユニバーサルエンティティの支持"鏡"の鑑賞を通して自分のセルフイメー

ジを設計にかかわっている。 言い換えれば、ユニバーサルエンティティが自分の人生の中で現実の表現を形成する上でのパートナ

ーです。 現実には、個々のユニバーサルエンティティのミラーによって主権者のイメージを投影する場合の外部コントロールと条

件の全く自由である創造の内部プロセスです。  

このプロセスは、個々からユニバーサルエンティティを支持するエネルギーの交換であり、そしてこのエネルギーは 高の完璧と

厳格な交流が人生のあらゆる瞬間に発生する方法の理解を通して適用されます。 個々のユニバーサルエンティティは、個々の主権

現実をどのようにサポートする完璧なの（あるいは少なくとも意識を持つことに興味がある）を認識している場合、ユニバーサル

エンティティに個々から流れる感謝の強力で自然な感覚があります。 それは、ユニバーサルエンティティから個々への支援のチャ

ネルを開き、ソブリン積分の式に人間の楽器を変換する目的のコラボレーションを確立感謝のこの源泉です。  

それは、主に感謝です - これは、個々とユニバーサルエンティティの間の関係がどのように動作するかの理解に変換する - 知覚

のソブリンインテグラル状態に主権実体およびその 終的な変革への接続に人間の楽器を開き、そのと表現。 それは、何よりも、

個々を受け入れることが人生の無数の形態や症状になる方法を決定するためのユニバーサル Entity で、個々の関係は、栽培育成に

不可欠です。  

個々のユニバーサルエンティティのシフトペルソナとしての主権の現実の変化を受け入れると、彼らは生命そのものとの調和に住

んでいます。 人生は、個々との判断なしでプレーすることを許可し、恐れることなく経験しているユニバーサルエンティティ間の

エネルギーの交換となります。 人間の器の投影画像に完全に応答する単一の、統一された知性として、すべての症状で生活を体験

する：これは無条件の愛の基盤となる意味です。  

それはこの理由のときに、ユニバーサルエンティティへの人間の器のプロジェクトは感謝は、関係なく、状況や条件の、人生はそ

のソースコードを活性化し、表現の合成モデルの枠組みの中で生活をする人間の楽器を開くにますます支持になること。 感謝の精

神的なコンセプトと相まって感謝の気持ちは、全方向にし、常に目に見えないメッセージのように表される。 この特定のコンテキ

ストでは、ユニバーサルエンティティへの感謝の気持ちは、人間の器がを目指すという表現のあらゆる形態の背後にある包括的な

動機です。  

すべての息を、すべての単語、すべてのタッチ、あらゆる思考、あらゆるものが感謝の意味を表現する上でセンタリングされてい

る。 個々の主権と個人のソースコードをアクティブにし、ソブリンインテグラルへの人間の楽器とエンティティを変換するための

理想的な現実を作るの唯一の目的と知性のすべてのフォームと症状を通して自分自身を表現するユニバーサルエンティティでサポ



ートされていることを感謝。 それは、ソースコードの活性化と人間の楽器とエンティティの異なる構成部品を統合し、ソブリンイ

ンテグラルの知覚と表現の状態にそれらを変換するために彼らの独特の能力を加速感謝のこの特定のフォームです。  

時間は、個々とユニバーサルエンティティの間にこれ以外の場合明確な接続を歪めるだけの要因です。 時間が介入し、絶望、絶望、

そして放棄のポケットを作成します。 しかし、それは多くの場合、エンティティのソースコードをアクティブにし、ユニバーサル

Entity で、より親密な、調和のとれた関係を確立し、これらの非常に"ポケット"です。 時間は、順番に公正さと包括的な目的のユ

ニバーサルエンティティのシステムに疑いを作成する経験の分離、および現実の知覚不連続性を、確立します。 その結果、宇宙は

ミラーではなく、むしろ混沌とした、気まぐれなエネルギーではないことに恐怖を作成します。  

人間の器が開発し、現実としてこのような観点から主権積分との生活で整列されている場合、それは調和の自然な状態を魅了して

います。 これは、必ずしも人間の楽器が問題や不快感なしに、むしろそれは人生が明らかに何に不可欠な目的があるという認識を

意味することを意味するものではありません。 言い換えれば、自然な調和は、その人生経験があなたがソブリンインテグラルの位

置が合っている、そしてあなたの個人的な現実が持続的な喜びと心の平安を作成するために、多次元宇宙のこの地層から流れなけ

ればならないほどの意味が知覚する。  

感謝の気持ちは、ユニバーサルエンティティの役割を認識し、主権現実の支持拡張子ではなく、運命の気まぐれなアウトリーチま

たは機械的、切り離された宇宙の厳しい反応として、その目的を再定義する人間の楽器を開く愛の重要な側面です。 感謝の流出を

通じてユニバーサルエンティティとの関係を確立することも変革である人生経験を魅了しています。 豊かな人生の深い意味とほと

んど形成目的を明らかに専念している経験。  

 
 
のすべての観光名所のソースの遵守  

これは 初のソースは、エネルギーのすべての症状を介してすべて現実に存在することが原則です。  IT は、ピースと同じ壁に付

着モザイクのようなすべてのものに織り交ぜ、そして、このように統一されています。 しかし、それはモザイクを統一絵ではなく、

その破片が付着壁いる時に。 同様に、 初のソースはとても多様では統一がないように表示されていることを明らかに無関係な映

像を塗る。 しかし、それは統一が、それは多様性の部分はすべて症状を統一することが積層された際にエネルギーの内側に中心で

あることを外側に症状はない。  

エネルギーのこの中心は、全体性の宇宙内の振動のすべてのフィールドのすべての生命の集合的な倉庫です。 それは人生のすべて

のフラグメントに、そのソースインテリジェンスの投影を介してすべてのフォームに自分自身を売却 初のソースです。 したがっ

て、ソースインテリジェンス - 初のソースの拡張として機能するには - 生命のモザイクのすべての部分が付着ている時に"壁"
である統一エネルギーです。 人生はすべて、1 対 1 にすべてをつなぐ一つのエネルギー源から流れる。  

のすべての観光名所のソースの遵守は、人生のすべての症状は、 初のソースの表現を伝えることが原則です。 それは、統一エネ

ルギーが歪んでたり、倒錯されているどのくらい重要ではありません;ソースを観察することができます。 外側に症状は、ランダ

ムな歪んだ、無関係な、または混乱見える場合でも、それはエネルギーの知覚統合のアクションです。  

人生のすべての症状が真に 初のソースの断片的な表現として認識されている場合、すべての生命体の基礎となる平等の振動は、

人間の器に知覚になります。 人生は、 初にフォーム内に投資 individuated エネルギーの周波数として、[ソースの現実の延長と

して出現、と。 それは、その純粋な、時代を超えた状態で、生活のすべての症状に対して正確に同じように振動する。 これは、

すべての生命の株式をその共通の基盤です。 これは 初のソースとして知られている存在の基盤に多様性のすべての表現を統一す

るすべての生命形態の中で観察することができる平等のトーン振動です。 個人が平等の展望と生活のあらゆる形態によって調べる

ことができるならば、彼らはすべてのものにソースを見ています。  

これは抽象的な概念のように見えるかもしれませんが、それは 初のソースの外側と内側の症状を探しての実践を通して実現して

います。 本当の意味で、個々は彼らの経験のあらゆる面でソースインテリジェンスの働きを観察する予定です。 これですべてが

その 適な機能を実行し、現時点でその人生の 大限の発現を活性化するために、その目的を果たす、その正当な位置にあること

を難攻不落の期待です。 それはすべての生命に関係なく、条件や状況の 適な実現と経験の状態にあることを見通しです。 それ

は完璧から流れ、そしてその症状がどのように分岐に関係なく、人生がソースのリアリティの拡張子がないことを理由それは、人

生はその式の中で完璧であるという認識です。  

テラコッタ地球上の生命を伴う明らかな混乱と見かけの破壊の光の中で、これは世間知らずと思われる見通しまたは知覚である。 
どのように生活が可能 - あらゆる形態及び表現の - 適なまたは完全として知覚される？ これは人生の偉大なパラドックスで

あり、それは人間の器の精神的または感情的な能力と一致させることができません。 それは、不朽の無限の、時代を超越した、そ

して主権であるエンティティのコンテキストで理解することができます。 人間ドラマがあまりにもパズルのピースが完璧な関係で

統一されてどのように全体性の認識が介入して点灯できるように、範囲や規模に制限されているため、パラドックスが存在する。  

時間と空間の大きさとエネルギーと物質の要素は、人間ドラマを囲む。 それがために情報を制御し、条件を操作するための階層の

メソッドの生存と社会秩序を乱す行動の段階に応じて再生されます。 人間の器内のエンティティは、主に表現されていないですし、

人間ドラマで十分活用され、従って、人生の見かけの倒錯と欠陥がむしろ完璧そのものよりも完成度の障害と単独で見られている。  



人生は無限であるインテリジェンスを拡大し、表現するために、その決意に 適です。 これは、そのすべての多様な症状の生活の

基本的な目的であり、これは 初のソースの存在です - 平等の振動としてそれ自身を表現する - すべてのもので観察することが

できます。 人間の楽器から派生した感覚入力は、このソースの振動のエコーを伝える特定の範囲の周波数に限定されます。 真の

周波数は、すべてのものに固有の平等、および画像の原点からのものの絵を超えて浸透する能力の計画的かつ集中的思索を通して

理解されている。  

これらの洞察力はあなたの時間で人間の世界を支配五感を超えた新しい感覚のシステムが必要です。 これらの新しい感覚は、ソー

スコードの活性化の副産物であり、変革の経験の第一段階を表しています。 この新たな知覚能力と、人間の計器は個別と 初のソ

ースから一意には別のすべての人生の中でだけでなく、 初のソースの存在だけでなく、時代を超越した本質を検出することにな

ります。  

人間の器の中で実体の認識を定める呼び出すと、ソースの振動への持続的な感度にアクセスするための理想的な方法です。 これに

より、個々のすべてのものにソースを観察する能力を養うことができる方法です。 それは、まずソースがエネルギーのすべての個々

の症状の範囲内であるだけでなく、人生そのものの全体性であることだけではない。 したがって、原則は、そのすべての多様な発

現の形態だけでなく、生活の全体性のようにソースの遵守が必要です。  

 
 
生命の愛情を込めた世話  

人生は、この定義では、個々の主権現実です。 それは主観的で人間の器に印象的です。 人生は、 新性の次元の知覚の個々のフ

ィールドを越えて流れる経験の全体性である。 生命または書面による 終章に閉鎖ということは決してない。 それはではなく、

終わりのないまたは開始しないの抽象的な意味で、むしろ人生が今までに全体性の宇宙の中で振動のすべてのフィールドで、ソー

スインテリジェンスを表現するために拡大していることを本当の意味で、永遠です。  

人生の愛情を込めた世話は個人がすべての人生の中の固有の知能の自然な拡張と整合しているという原則です。 これは穏やかな支

援の明確な意図を持って個々の横を流れる生命エネルギーを高める配置です。 それはすべてのエネルギー形態で も動機を特定し、

その究極の表現に向けてこのエネルギーの流れを支えるのアクションです。 そうすることで、アクションが判断、分析、または結

果に添付ファイルなしで実行されます。 それは、単純にすべての症状から流れるエネルギーを育成し、人生のその発現を支援して

います。  

これはエネルギーが個人の意志で整列しているときに育成サポートにのみ付与することができる通常の知覚から出発です。 しかし、

個々の知性を拡大するの発現に流れる統合されたエネルギーとしての生活を見ることができる時、生命は 初のソースの拡張とし

て光栄です。 この文脈では、サポートと愛情を込めた世話の見当違いか値しないかないエネルギーはありません。 これはテラコ

ッタ地上の虐待エネルギーの証拠に反するかもしれませんが、"悪意"を積んであってもエネルギーにもかかわらず、より高い表現

の検索で外側に流れているエネルギーです。  

エネルギーはすべての形式で育まとその 高の表現にサポートされており、これがこの原則の基本的なアクションであることがで

きる。 それは個々の主権国家の現実を通過するときに因果動機と生命エネルギーの究極の表現を知覚する能力が必要です。 エネ

ルギーはとても微妙にそれが一つであることを形で織り込まれて人生の要素であり、空間と時間とほとんど同じように密接に労働

組合にリンクされています。 エネルギーが動機です。 それは理由に心の能力を超えて理性的である。 それは、その 高の表現を

否定する人間アプリケーションの対象になることができる力である一方、エネルギーは常に拡大し、進化する動機との生活を

imbuing ています。  

生命エネルギーはなることの状態に常になります。 それは、静的またはその自然の状態に退行することはありません。 人間の楽

器は、表現と経験の新しいチャネルを偽造するためのエネルギーのこの自然な拡張を育てるのは非常に可能です。 実際に、それは

物理的な存在の中で、その主権の現実を取り囲む生命エネルギーを拡大し、より正確にソブリンインテグラの視点を反映している

表現の新たなレベルにそれを変換するために人間の器の主な目的です。  

生命を育むために取ることができる多くの特定のアクションがあります。 各エンティティは、ある意味で、手段の驚異的なさまざ

まなエネルギーを核変換するために、そのソースコード内にプログラムされています。 人間の楽器を通して作業、実体は人間の楽

器と再直接その目的またはアプリケーション内でエネルギーを収集して保存することができます。 エネルギーの核変換は、式のい

ずれかの個人的または普遍的なレベルで発生する可能性があります。 個々の主権現実の中で、つまり、エネルギーは個人的な福祉

のビジョンに適合するように核変換、または普遍的な福祉とのれんのビジョンを持って整列させることができる。  

エネルギーを核変換するために 善の方法の 1 つは、自分の信念のシステムの使用です。 すべての信念は、信念の症状のためにチ

ャンバーを出産のように動作するエネルギーシステムを持っている。 これらのエネルギーシステムの中ではその直接の人生経験電

流です。 人間の楽器はどちらか意識的または無意識的にこれらの電流を認識し、それらがその真の信念のシステムを例示する経験

の領域にそれを運ぶことができます。  

エネルギーの拡大と変革の信念を培養することにより、人間の楽器は、そのすべての無数の形態で生活するために育成されている

エネルギーシステムに従事することができます。 信念が明確であることの望ましい状態として定義されているときに、エネルギー

システムは、 新性に従事している - ではない、将来のある時点で。 今すぐ。 エネルギーシステムは、人間の楽器から切っても



切れないとなり、光の糸のように、その精神に織り込ま。 信念の明快さは、信念のエネルギーシステムを魅力的、そして生命の愛

情を込めた世話がすべての活動で勝つためにできるようにするために不可欠です。  

だから再び、人生の愛情を込めた世話が無限に拡大し、ファブリックのスレッドのように連結している振動のすべてのフィールド

を含む全体性の宇宙内で、個人と普遍的な現実の両方にとって非常に重要です。 したがって、個々がエネルギーを核変換し、穏や

かな支援の明確な意図とそれを強化するために彼らの創造的な力に目覚めて、彼らは、ソースのリアリティと存在の合成モデルの

設計者の発信機となる。  

これらの生活の原則の継続的なアプリケーションを介して、ソースの知能はますますエンティティのアイデンティティとなり、実

体は人間の器の ID になります。 このように、アイデンティティが変換され、この変革のきっかけに、ソブリンインテグラルは、

エンティティ、およびソースの知能を持つエンティティを持つ人間の楽器を統一。 それは、この統一と主権インテグラの生活の原

則を表現する明示的な目的であるアイデンティティのシフトです。 他の意図や目的がある場合はこれらの原則は、誤解とその触媒

の力が休止状態のままになります。  

それはすべての生命がその 大限表現で純粋な愛であり、この単一の概念で、すべての生命が作り出した、永遠に存在しているこ

とをソブリンインテグラの視点です。 これは、他のすべての信念が発生元となるコアの信念となり、その拡張子によって、自分の

信念のシステムでは、この基本的な視点を支持する明確な意図を持って現れ、育成、観察し、そしてすべての生命がそこからクレ

ードルとして全体性の宇宙を鑑賞作成された、進化、そして 終的に認めている。  

これらの生活の原則は、単に言葉で表されるシンボルであり、目を覚まし精力内で燃やし、光の残り火をかき立てるために潜在的

なレシピのように人間の器に役立った。 これらの原則のパワーを呼び出すために必要な特定の技術や儀式はありません。 彼らは

単に視点です。 本当の意味で、彼らは意識を広げる体験を誘致意向です。 彼らは、迅速な修正やインスタント実現を提供してい

ません。 彼らはどうやって生活を明らかに個人の意志や意図のアンプです。 それらの改革の力は、そのアプリケーションの目的

で排他的に含まれています。  

ソブリンインテグラルのこれらの生活の原則を通じて、個々が自己を unlimiting のマスターになることができます。 境界が設定

されている、外部の、階層的なコントロールが主権人間の未知と神秘的な慣行の恐怖を作成するというだけの理由で、ベールがプ

ルダウンされ、そして自分の光が征服される。 これらの生活の原則では、それらは本当に適切な意図を持って適用される場合、ソ

ブリンインテグラルの出現を加速し、新しい現実を作成し、解放の冒険を学習としてそれらを形作るために、その視点、その洞察

力、およびその権限を与えられた能力を感じるためのツールがあり、意識を拡大する。 これは多分原則と、それらを探索する 適

な理由の根本的な目的です。 

WingMakers"哲学：室内楽二  

 
 
存在のシフトモデル  

ソブリンインテグラルの意識は、 初のソースの現実への内側の人間楽器を魅了して目的地です。 ソースの現実から人間の意識の

放浪のすべてで、それは論理的思考の応用と階層の外部のコントロールから流れる制限の言語における永続的な信念を介してソー

スのリアリティの魅力的な機能を排除しています。  

言語の背後に隠れてソースの現実は、むしろ、その魅力的な機能の発現はなく、徐々に世界の預言者たちによって"ライトアップ"
になり、したがってあり、言語のイメージで撮影しました。 言語は制限の御用達です。 それは、専制とわなのポーンです。 個々

とソースのリアリティの魅力的な機能の間に広がる階層に依存性を維持するために、時間空間宇宙の欲望の中、事実上すべてのエ

ンティティ。 相対的に、それは解放と力を与えるように見えることができますが、それは、構造的な制約の形式として言語を利用

する階層です。  

ソースのリアリティは、まずソースの宿る場所であり、そしてそれはあらゆる言語の構文の外で踊る。 それは、それ自体以内に完

了し、全体性の宇宙内のすべての種の集団の可能性を実証する特異な目的を持っています。 それは完璧の原型です。 それは、各

エンティティの生来のデザインと究極の運命の旗手です。 ソースのリアリティを定義するために - そして 終的に階層構造 - そ
の本質は人間の器の傾向は、外部の言語に頼ることであることをこれまでの概念を超えています。  

階層は、存在の進化/ saviorship モデルの purveyance を通じて、全体性の宇宙全体のすべてのエンティティの発展を導くことを

試みている。 個々とソース間の接続が微妙にエンティティとそのソース、まずソースの精神的な本質の間に介在する階層によって

設計された言語、信念のシステムの操作、および儀式のコントロールの層を介して損なわれている。  

それぞれ個々には、外部依存のすべての形態のないことを彼らが自己認識している必要があります。 これは、1 つは、友情とコミ

ュニティの同盟で一緒に他の人やバンドを信頼しないことを意味するものではない。 それは単に相対的な真実は常に制御すること

を望む人々の手の中にシフトされ、そしてその動機が善意の場合でも、それはまだコントロールの形態であることを示す警告です。 
階層が情報を保留するときに、相対的な真実のための解釈のセンターは、ソースの平等のエンパワーメントを分配するのではなく、

力を獲得し、維持するために配置されています。  



あなたが外部の言語を聞く場合、あなたが も可能性の高い言語の宣言を支持してあなた自身の力を放棄するという相対的な真実

のように多くの層があります。 言語は、パワーとコントロール、同様に降伏、と信じるように心の傾きのためのエゴのドライブ、

外部の言語に魅力的です。 実際のあるいは想像 - - それは、イメージやアイデアを信じるように無防備をおびき寄せることができ

る小さい真実に捕らわれの身で個人を保持のために、またはそれはもはや目的を達成しません際に個人が階層をサポートしてくだ

さい。 階層のあらゆるレベルでの制御のベールはベールをプルダウンし、階層的な権力を勝つために主権を許可するように運命づ

けられているエンティティによって時代遅れにされるときに時間がやってきます。  

テラコッタ地球で彼らの将来の存在を織りていると表現のすべてのレベルですべてのエンティティ間でのソースの平等の真実を実

証するために運命づけられているエンティティがあります。 それは徐々に階層が意識の救世主ではなく、意識のガードのように見

えるように平等にこれらの障壁を取り除くために、階層の基本的な目的になります。 階層のもつれ経路をなんとかかわして喜んで

である;とソースのリアリティの主権の表現として自分の神性を受け入れるカーテンが彼らのソースと等しくなるように準備がで

きている人のために迅速に低下することを保証されるものが存在があります。  

階層は多様な関心、現実の認識、そして行動の動機を表しています。 それは 初のソースとの平等な地位につながる個人で非効果

的になるために階層を引き起こすこの多様性です。 しかし、この多様性は彼らの精神的なエネルギーと直感的なセンターへの個人

のような幅広さを誘致し、 初に目覚めさせ、階層を許可するものもあります。 それにもかかわらず、階層は多様性とソースの平

等にエンティティをエンパワーすることを目的と揃っているライトの喜びに満ちた川に進化の骨の折れるはしごから進化を妨げる

既得専門で自分自身を閉じ込めています。  

遺伝学的精神を通じて人類の質量の意識の中、絶えずサージ不全感から saviorship の概念の結果。 断片化された中 - - 完全にそ

の神聖な起源に、その全体性の視点と範囲を把握し、 初のソースと同じように自分自身を受け入れるためにこれらの感情は、人

間の楽器の断片化とそのできないことに関連している。 従って人間の楽器の断片化から結果その不足や不安から救われるために表

面上は無限検索に陥ります。  

意識を進化させる動機は全体よりも小さいしているような感覚に由来する。 そして特に、の感が人間の器の断片化に起因する不完

全な判断による 初のソースから切断されている。 それは、断片化が種全体のためにそれ自身を永続させると、人間の器の共有基

盤である遺伝的心、に渡されることにこれらの感情を介して行われます。 人間種の遺伝的精神は、階層の単一の も強力なコンポ

ーネントであり、それはすべてがかかる三次元、五感覚文脈における人間の楽器の生活の非常に条件によって形成される。  

エンティティが 初に出生時に人間の楽器を入力すると、それは即座に知覚と表現の、身体的、感情的、そして精神的なスペクト

ルに分割されている場合。 その日から前方エンティティは慎重に適応し、そしてテラコッタ地球の三次元、五感覚のコンテキスト

内でナビゲートする調整される。 実際には、エンティティが意図的に全体性からの分離を体験するために、その意識を断片化しま

す。  

分離のこの状態では、エンティティは新しい経験とプライマル青写真または 初のソースの壮大なビジョンをより深く理解する目

的のために自分自身をハンディキャップをしている。 このより深い理解を通じ、実体は、人間の楽器を通して、全体性の宇宙の自

己認識、統合されたコンポーネントに三次元コンテキストを変換することができます。 この壮大なと意図的な努力は、まずソース

への神の接続をその全体性と再経験を模索する人間の器の中の衝動を生成します。  

この検索では、大規模な措置で、探し出し、存在の進化/ saviorship モデルを探求するために個々を駆動する燃料です。 それは、

階層の特定のサブグループから助けと導きを求める動機と個々を提供し、そうすることで、所属と一体感を覚える。 それは人間の

楽器、エンティティの意識、全体性の宇宙、ソースインテリジェンス、および 初のソースとの間の基本的な労働組合の意識の高

まりを触媒するのに役立つ、この非常に同じ帰属意識と団結です。  

進化/ saviorship モデルは壮大な実験の成分として非常に重要なのはこのためです。 それは人間の器が一体と帰属意識を開発しそ

れによってステージです。 いくつかの壮大な包み込むようなビジョンとの関係の感覚。 階層は、救世主を育てる理由です。 不備

や不安の感情が開発され、階層によって育まれている理由にもなります。 それは実際に順番に、早めるだろうと全体性の宇宙と人

類の統一につながる人間性、の統一を促進します。  

精神的指導者たちは、生命とすべての生命体がどのように複雑に接続された経験の表面の現実の下に深くピアリングすることがで

きます、そしてどのように人生のこの複合体は、はるかに、両方の認識と表現する人間の器の能力を超えたインテリジェントです。 
それは精神的指導者のみが認識し、生命の次元の深さと無限の知性を表現するために彼らの個人的な能力を通じて、現実を解釈す

ることができるこの条件のためです。 誰もが言語のツールを使って生命の次元の深さと幅広さを明確にすることです。 彼らは唯

一の、 高の状態で、その解釈や感想を記述することができます。  

すべての人間は生命の表面の現実の下にピアとの認識と全体性の宇宙の彼らの個人的な解釈を表現するために、様々な程度で、で

きるようになります。 彼らは彼ら自身の解釈を開発するだけの時間と意思が必要です。 そして、これは正確にすべての偉大な精

神的指導者が教えたものです。 人生の深い意味は、選択された少数が経験することが絶対的ではなく、生命体が存在する限り、多

くの面を身に着けて進化し、ダイナミックな知性。 いいえ生命体または種は、まずソースがすべての荘厳で自分自身を表現する全

体性の宇宙への排他的なポータルを持っていません。 まず、ソースがすべてのものの範囲内なので、ポータルは、すべてで共有さ

れます。  

テラコッタ地球の偉大な精神的指導者はすべて、それぞれのやり方で、そこに全体性と人間性の役割の宇宙を解釈している。 そう

することで、その解釈は、彼らは権威と洞察力の深さで明確に表現されているため、階層の様々なサブグループの間で議論の対象



となった。 この議論と調査プロセスは、信念の極性を作成します。 誰もが以前に開催された信念の侮辱でそれを保持する一方交

感神経選挙は、彼らの特定の指導者の解釈を擁護し、装飾する出てくる。  

救世主のまたは全体性の宇宙の預言者の解釈に執着されている宗教を作るのは、この独特の方法では、存在の進化/ saviorship モ

デルを模索している種に固有のものです。 偉大な預言者や救世主として認識されている精神的指導者たちは、現在階層によって定

義されたもの以外に関しては全体性の宇宙のビジョンを作成しています。 彼らは全体性の宇宙への新しいポータルを作成し、議論

し、考えられる嘲笑を犠牲にして彼らのビジョンを共有して喜んでだった。  

これらの男性と女性は自身の新たな側面を探求する人類のためのゲートウェイでした。 その進化のサイクルでその特定の時点で必

要不可欠である、その大霊または普遍的意識の一部を従事する。 しかし、リーダーの解釈は、あまりにもしばしば宗教や宗派を作

成することを望む信者によって解釈になり、ビジョンが静かに、それはその大規模な構造に接続されているという事実によってデ

vitalized となる階層の手に後退両方が保護され、それを促進する。  

初のソースは、個人ではない組織に接続されています。 このように、階層は重要と動的な方法でソースに接続されていないです。 
階層は、より、助けるために提供するために、電力の使用がその指導者のビジョンに向かって駆動することができる機能を実行す

るための独自の集合的欲望に接続されています。 それ自体では、これは間違っているか、見当違いではありません。 それは、プ

ライマル首相ソースからエンティティへの意識の unfoldment を組織化する設計図、および集団ソースへのエンティティのすべて

の部分です。 これは、品種の全体性とソースインテリジェンス内カスケードの美しさ、その統合のスパイラルです。  

どのような階層が緩くスピリットとしてラベル付けされていると、ソースインテリジェンスのシンボルに任意の単語と同じくらい

近くに来る。 ソースインテリジェンスでは、ソースの拡張として、振動のすべてのフィールドに生息している。 それは、そのカ

ウンターバランスとして階層構造を持つ織りその 初のソースの使者です。 ソースインテリジェンスでは、階層がプライマル青写

真内でその目的を提供していることを保証する完全性と整合の要因です。 ソースインテリジェンスが有効で、ある、壮大な実験を

監督し、基準を確立する"科学者"は、変数を選択し、結果を監視し、時間と空間の研究室で別の成果を評価します。  

グランドの実験では、継続的な変革と存在のすべての次元内のすべてのエンティティを介してソースインテリジェンスの拡大です。 
それは、いくつか確実に、エンティティと 初のソースの主権に衝突することなく、意識を統一するために 善のことのできるモ

デルを決定するために存在する別のモデルをテストするための壮大な実験の目的です。 グランドの実験は、インターリンクは、大

きな謎につながることが多くの異なるステージから構成されます。 これらのさまざまな段階のほとんどは、同時に存在のすべての

次元にソースの現実の差し迫った拡大のために宇宙を準備するために、時間空間の宇宙内で再生されるされています。  

テラコッタ土の場合には、これはいかなる種類の階層の介入なしにソースリアリティの魅力的な機能に、個々の意識の明確な接続

を促進する存在の段階です。 これは光に歴史のステップのときに寓話、神話であり、彼らが真になるとされているとして知られる

ようになった。 これは、言語は、コントロールのすべての障壁を打破するエネルギーと振動の芸術のソースリアリティの魅力的な

機能を示す新しいコミュニケーションの形へと変移される時間です。  

階層は、発見の非常に国境に宇宙全体に及ぶことを認識する時です。 それはすべての星系、あらゆる既知の次元から伸びる枝を持

つのに対して、事実上すべての生命体は、この広大な宇宙論的なツリーの"葉"です。 これは種、精霊、惑星、そして、それら各々

が木の枝を通して進化する星の壮大な教化を構成している。 階層 - このように、階層はすべての構造の 大の内のどこかにネス

トされたサブグループの支援で彼らのエネルギーを投資することを望む外観の集合です。 サービスは、階層の運用動機であり、そ

してほとんどの場合、この変換 saviorship の概念と宇宙の順序教師/生徒に。  

階層は、サブグループにそのエネルギーをリンクされているすべての動機のすべてのエンティティで構成されています。 これらの

サブグループでは、ソースのリアリティの外ですべてのものを包含する広大な、宇宙論的な木の独立したブランチです。 ツリーの

根は、遺伝的記憶と潜在意識の本能の土壌にバインドされます。 木の根元に 初の支店は、もやしと、彼らは種のネイティブの宗

教を代表する、 も古いです。 上部の枝は、新たに宇宙に浮上している現代的な信念体系を表しながら、中央の枝は、正統派の宗

教と教育機関です。 ツリー全体は、この定義では、階層構造であり、その種子は、当初、考え植え、そして壮大な実験を刺激する

目的のためにソースの知能によって育てられた。  

これは、変換の詩の進化の実験です。 進化は、階層内の位置をシフトの困難と継続的なプロセスです - いつもあなたを手招き新

しいものとの関係であなたの現在の位置を評価。 変換は、単純ではなく、相互依存 saviorship より主権がマスターに至る階層を

バイパスし、これらの新しい経路はすべてのエンティティ内に存在する平等なトーン振動の直接の経験を通じてアクセスできるこ

とを加速経路が存在するという認識です。  

この音の振動は、より一般的に天球の音楽やソースの意図に共鳴で宇宙を移動する精神の振動と呼ばれるものではありません。 宇
宙の感謝を通じて関係、すべてのもののソースの遵守、および生命の愛情を込めた世話：それは、一緒に変革の経験の三原則を保

持している振動です。 行動階層の制御要素からデカップルエンティティの特定の式でこれらの生命の原理の応用。  

どの階層では、彼らの自由意志を曖昧に、このようにエンティティを操作することなく、真実の案内センターの役割を果たすこと、

そしてことができますか？ グランドの実験は、存在のすべてのディメンションにソースのリアリティを拡大するために使用できる

本物の情報を得るのは主な方法として、自由意志で設計されました。 自由意志は壮大な実験内の様々なテストで値を imbues 真正

のスレッドです。 階層または他の外部構造は、自由意志を危うくすることはありません。 唯一のエンティティは、彼らの現実を

選択することが可能で、これは自由意志の基本原則です。  



エンティティが別の現実またはソースの平等のその実現を遅らせる相対的な真実を提示されているため、自由意志は単に隠されて

いません。 それは現実の代わりに独自のリソース内に踏み込んで、主権の現実を作るの外部のアカウントで自分自身を投資するエ

ンティティの選択です。 自由意志の値は、主権に向かって移動すると、常に拡大しており、あなたが外部の依存性に向かって移動

と同様にして、常に減少している。 主権または外部の依存性との間の選択は自由意志の基礎であり、この基本的な選択肢を排除す

ることができますは、構造や外部ソースはありません。 それは関係なく、外側の状況を、外部のものによって拒否されていること

ができない場合、内側の選択肢です。  

全体性の宇宙は、すべての次元を（ソースのリアリティを含む）を包含する、したがって、すべての現実は、そこに含まれていま

す。 この不可解な多様性では、各エンティティは、その関係のソースリアリティの面で彼らの自由意志を定義する構造体を提供さ

れています。 これらの構造のそれぞれは、選択肢の緯度で異なりますが、それぞれが階層の上部に接続されている。 ソースのリ

アリティの無組織の現実は、無料のが 初に考案された場所になります、そして原理は真正のスレッドのような時間空間の世界に

拡大したとき、それはソースの知能との関係で、その全体性の実体の認識にますます依存になりました。  

エンティティがそのコンポーネント部分に分割されている場合は、自由意志のその理解は、階層が外接いることに限られていた。 エ
ンティティが意識集団の場合は、その主権全体性を実現し、自由意志の原則は、夏の日の火のように、不必要だった構造の形態で

した。 エンティティは、その全体性の無知されると、構造が自主セキュリティの一形態として発生します。 彼らの不安の発現を

介して - その限界 - 構造と秩序宇宙のこの継続的な発展を通じ、実体はその境界線を定義する。 彼らは徐々にその全体性の部分

となり、美しい花瓶からガラスの破片のように彼らは彼らの集約美しさとは似ても似つかない。  

あなたの存在の起源を感知した場合、エンティティがどのように広大な、あなたは間違いなく見るでしょう。 あなたが穴を開ける

ことができればあなたの運命をカバーベールを通して、あなたがなるどれだけ広大理解するであろう。 起源と運命 - - 存在のこれ

ら 2 つのポイント間のエンティティは、常にソースインテリジェンスの活気のあるコンテナです。 それは喜んで 初のソースの前

哨基地として、時間空間の宇宙を探索するために自分自身を認めている。 したがって、階層はその全体性の実体の理解をあいまい

かもしれないが、それは制限の言語、外部の布告を聞く、そして進化/ saviorship のモデルに魅了さになるために、選択肢によっ

て、降伏したエンティティです。  

なぜ階層は、変換/マスターシップの代替モデルを提供し、選択をするためにエンティティを有効に、そしてそうすることで、真に

その自由意志を行使していない？ 階層は、ほとんどのエンティティのように、その全体性を認識していないからです。 そのフラ

グメント、またはサブグループは、完全に境界に専念している。 定義し、制限する境界があるところで、構造もあります。 非常

に根深い構造がある場合には変換が不可能であることを普及信念がある。 当然、時間空間の宇宙は、信念の投影の行列に準拠、お

よび変換の概念そのものは、階層の現実から削除されます。  

このように、階層でも、任意の精度で変換/マスターシップのモデルを概念化することができない場合、代替手段が問題のソースイ

ンテリジェンスから存在しているエンティティを知らせるどころか。 階層がこの条件の責任ではない、それぞれのエンティティで

ある。 ソースインテリジェンスの支配的なモデルは、原始的です。 それは、階層の前に存在していた。 それは壮大な実験に参加

し、存在の合成モデルの出現を支援する目的で、存在の階層のモデルを模索するように選択したエンティティです。 階層は、操作

的な力としてはかなり悪いものではなく、単にエンティティがにソースのリアリティの拡大に bridgeway をソースインテリジェン

スの活気のあるコンテナとしての役割を越えて到達する、となるように変換された全体性のレシピに重要な成分を表し時間空間宇

宙。  

時間空間の宇宙がソースの現実に上昇し、愛の人間のインストゥルメントは、このアセンションのプロセスを伴うだろうという階

層から生まれた古代の信念は、、そこです。 しかし、それは存在の合成モデルへのすべてのエンティティを整列させることを目的

と時間空間の宇宙を包含するように拡大しているソースのリアリティです。 ソースインテリジェンスは、時間空間の宇宙での発現

のエンティティモデルの本当の意味を隠すベールを離れて除去されます。 これが発生すると、エンティティは振動のすべての次元

とフィールドでのソースの平等を所有し、その構成部品は、その主権の視点の完全な表現のために団結する。  

エンティティのこの転換は、全体性と表現のエンティティモデルは、フォームと一つのエネルギー、一つの意識で統一されている

混沌の合成数であることの認識への経路です。 断片が整列して相互接続されると、エンティティは、ソースのリアリティ拡張を容

易にする楽器になります。 このように、エンティティは、時間空間のユニバースから浮上していませんが、その主権の発現が時間

と空間のユニバースにソースリアリティの異なる文脈、降下、で拡大を支援、またはせることができるのではなく全体性の状態に

合わせます。  

アセンションは、しばしば進化の自然な結果として解釈される。 すべての惑星系と種は、彼らが制限から上昇ポイントに進化し、

そして 終的にていることを、時間空間の宇宙は、何らかの形でソースのリアリティに折りたたまれると振動のフィールドとして

存在しなくなります。 それは実際には非常に反対です。 ソースのリアリティは降順です。 それはすべての物事の包括的であり、

そしてそれは後退ではなく、拡大してソースの意図です。 エンティティは、時間空間宇宙のクレードル内に全体性への変換、そし

て、そうすることで、展開するソースの現実の意図のアクセサリーになります。  

このプライマル青写真の完成を見ることはできますか？ あなたの現実がキャストされているから、行列のシフトを感じることがで

きますか？ また、人間の器が、同時に多くのディメンション上の多くの場所に住んでいない、純粋なエネルギーの一つのポイント

として individuated ている構成部品で構成されていることを理解できないのでしょうか？ エンティティ内の唯一の混沌とした自

己のフォームの様々な前哨と入力し、コミューンができる発見された変換の代わりに、です。 雑然としているフォームと理解のベ

ールの後ろに住んでいる、と惑星の井戸から規定時間の知恵を描く永遠のウォッチャーです。 それは、どこからのソースインテリ

ジェンスフローからの発信のポイントです。  



永遠のウォッチャーは、エンティティのための唯一の本当の解釈の中心地です。 それは、その全体性へのエンティティを推進する

ことができる唯一の安定した指導システムです。 このように、エンティティは、ソースインテリジェンスの混沌としたアイデンテ

ィティと緻密なエネルギーの良いフォームを見せるアイデンティティの両方で構成されています。 雑然としている一つですが、良

いフォームを見せるには、知覚と表現の島としての意識を分離式の多くのフラグメントで売却です。 この条件では、存在の広大な

と栄光の自然の実体の否定をもたらす。  

人間の器に、エンティティは、ほとんどの部分は、サイレントと動かないです。 それは、山の風のようにあなたに触れる喜びのつ

かの間のささやきのように表示されます。 それは深い海のように静かです。 まだ、実体は、ソースのリアリティ拡大の前触れと

して、時間空間の世界に前方に来ている。 それが本当にあるとして、それ自体は知られているように始めている。 それが近づく

につれて多くは、そのエンティティの影を感じる。 彼らはほとんどそれが彼らの全体の自己本位のたいまつ持ちになると信じてい

ない、この"影"に定義のすべてのフォームを委託する。 ここにすべてが忠実の誓い、愛のすべての儀式、と希望のすべての感情が

中心に、私たちそれぞれがであることを主権実体にオーバー与えられるべきである場所です。  

エンティティは、その合計自我を認識する方法で断片化しているので、進化/ saviorship の階層のモデルは非常に強力であること

が主な理由です。 人間の楽器を通して住んでいる永遠のウォッチャーは、時間空間エアコン心に幻のですが、まだそれは手を差し

伸べ、永遠にソースの知能によって点火されたソースの平等のこの微妙な振動をタッチしようとする心である。 しかし、心はあま

りにも条件付けと直感の影を超えて存在するエンティティの合計範囲を実現する力を奪われたさ。 それは種が存在の進化/ 
saviorship モデルを模索しているのはこのためです。 彼らは全体性のほとんど、あるいはまったく発想を持っており、それらのセ

キュリティと幸福をもたらすために、救世主と進化の順化のプロセスが必要です。  

それは、保存すると、救世主になる階層によって移植された欲望を、持つように進化種の自然な状態です。 教師/生徒のこの条件

の結果は、宇宙の順序、そしてそれは進化のビルディングブロックと階層の構造的な存在の本質である。 生存のドラマにいくつか

の種がリゾート彼らの進化の進捗状況を触媒にしながら、他の種が保存されていると救世主であることされているのドラマに頼る。  
saviorship のドラマは、進化の過程に心を奪われている主権実体の表現であり、それは宗教的な文脈に限定されていないが、実際

に自分の人生のあらゆる面に適用されます。  

相対的な真実があるので、相対的な自由があります。 あなたは自由の常に増加する感覚を得る階層的なプロセスを通して進化して

います、まだあなたはまだ言語、思考形態、色彩と音の周波数、と遺伝的精神の一見消えないアーティファクトを介して外部の振

動によって制御されます。場合 これらの各要素は、それがあなたとあなたのソースの間に不公平感を覆うように階層に依存する人

間の楽器を引き起こす可能性があります。 進化のプロセスの基本的な方程式は、人間の楽器+階層=神の接続です。 変革プロセス

の場合には、それはエンティティ+ソースインテリジェンス=首相ソースの平等です。  

ソースインテリジェンスでは、それは一般的に平等の振動として現れるが、 初のソースの意志に従うものとし、壮大な実験の様々

な段階を通じて、ソースの意図の変化に応じて、ソースインテリジェンスはまた、症状のその形を変えている。 まず、ソースがグ

ランド実験内での存在の二つの主要モデル（進化/ saviorship および変換/マスターシップ）の統合のための段階を設定し始めてい

るため、この変更は、時間と空間の世界の中で今起こっている。  

時間は、ソースインテリジェンスの支配的なモデル（変換/マスターシップ）と階層の支配的なモデル（進化/ saviorship を）統合

するようになった。 この統合は、エンティティのレベルで達成することができます。 それは人間の楽器や階層の側面のコンテキ

スト内で発生することはできません。 唯一のエンティティ - ソースインテリジェンス染み込ん間次元の主権の全体性が - 容易に

し、完全に存在のこれら二つのモデルの統合を体験することができます。  

エンティティが完全に二つのモデルを探求し、自分自身を"保存"、そしてこの解放タスクを実行するために外部に依存しないよう

にエンティティの内部役割として saviorship を位置付ける合成モデルを開発するときにこの形式の統合が発生します。 自給自足

のこの行為は、マスターシップの実現に saviorship のアイデアを統合することから始まります。 次のステップは、変換モデルの

実現ベースの受け入れと進化モデルの時間ベースの漸進的な発展を統合することです。 それは完全に階層の様々な構造から切り離

されるとき、エンティティは徹底的に経験し、その全体性の利用にのみ発生する可能性があると確信しているときに行われます。  

エンティティは、個人的な解放のその役割を引き継いでいる間に、それは階層が敬遠または回避すべきことを意味するものではあ

りません。 階層は、不思議な楽器です。 それは人間の楽器は、エンティティがソースのリアリティの外で機能することができま

すどのように似て、時間空間の宇宙内で水没するため、IT を有効に、 初のソースの体の象徴です。 階層は、それが情報を抑制し、

その制御手に従順に種を保つために作用する場合でも、変換の車両です。 それは全体性の宇宙に存在し、会員の合成モデルのため

の新しい宇宙を準備古代式の一部です。  

階層から自己 saviorship と剥離の組み合わせは、症状に合成モデルを開始します。 合成モデルでは、壮大な実験の次の成果であ

り、多次元宇宙の特定の振動の分野では、実際にソースの個性化のエンティティモデルの先駆者として実験のこの段階を経験して

いるエンティティがあります。  

これらのエンティティは、特に存在の二つのモデルのブリッジングを容易にするコミュニケーションのシンボルと生活の原則には、

この将来の経験を送信するように設計されています。 これらの"橋"の初期設計と建設を超えて、これらのエンティティは、大部分

は未知のままになります。 彼らはより多くの何かをするとしたら、彼らは急速に階層のフィクスチャなるだろうと彼らの任務は、

標的となるでしょう。  



これらのソブリンエンティティは、正式な教師になる時間 - 空間の宇宙には存在しません。 彼らは、触媒やデザイナーになる存

在です。 彼らは、ソースインテリジェンスは、階層と進化/ saviorship のそのモデルの支配的な力のバランスを取るために許可さ

れていることを確認するためのものです。 彼らは新しい信念のシステムを作成しません。 その代わり、彼らは階層の制御の側面

から、企業の剥離を容易にする様々なアートフォームを使用して新しいコミュニケーションのシンボルの開発に焦点を当てます。 
ソブリンエンティティには、合成のモデルに存在の二つの主要繊維を織りの自然な使いやすさを実証する。  

新しい階層はソースインテリジェンスの情報から作られるその構築できるように、人間開発の進展の時代では、実体は総称の存在

の合成モデルを超えた新たな経路を設計します。 この新しい階層は、時間空間宇宙のグランド実験から得られた知識からキャスト

され、宇宙のサイクルは、振動や存在の新たな分野に自身を再生成されます。 存在のこの新しいモデルは、定義に抵抗、およびワ

ードの記号は、将来のある時点で合成モデルの外から浮上している存在のこの新しい形態のさらに影の輪郭を記述するために完全

には不十分である。  

 WingMakers は、ソースのリアリティの介在物に意識のはしごから時間空間ユニバースを変換する主権実体である。 言い換えれ

ば、ソースのリアリティは、時間空間の宇宙に拡張され、そしてすべての生命体は、その内部に完全にソースの知能と整合する新

しい階層構造を介してこの拡張を経験するでしょう。 どのようないくつかのコール"地球上の天国"とは、単にこの差し迫った将来

の時間のエコー自己実現です。 本当に時間と空間のユニバースには何をダウン軸受さに関係なくフォームまたは構造体のすべての

エンティティにソースインテリジェンスの情報へのアクセスを介してソースのリアリティの拡大です。  

このアクセシビリティが完了し、ソースのコーディングが完全にアクティブ化されると、すべてのエンティティは新しい宇宙論的

構造の一部となります。 この新しい構造は、すでにソースインテリジェンスとソブリンのエンティティによってソースのリアリテ

ィの中で開発されている存在の次のモデルを、起動します。 何この時間と空間の宇宙によって現在アクティブにされるのは、存在

のモデルでこれらの変化の初期の準備です。 具体的には、テラコッタ地上に、存在のこれらのモデルは、同時に時間の次のエポッ

クで出再生されます。 いつものように、それは彼らが現実のものとして受け入れているモデルのようなエンティティの選択になり

ます。  

存在のこれらの様々なモデルは、一般的にあらかじめ決められた順番ではなく、必ずしも事前に決められた時間枠で行われます。 ソ
ースリアリティ展開の順序は次のとおりです。振動の新しいフィールドのソースインテリジェンスの作成、新たな創造の上部構造

として機能するように階層を構築するエンティティの継続的な発展、存在の支配的なモデルの階層から出現、この場合に、進化/ 
saviorship モデル、この場合の存在のソースインテリジェンスモデルの導入、、変換/マスターシップモデル、ソースの平等の合成

モデルを形成するために、これら二つのモデルの混合、およびに 終的に、ソースのリアリティの拡大すべてのディメンションと

エンティティの包含。  

プライマル青写真のこのシーケンスが達成されると、プロセスは、ソースの知能によって学習されていることすべてを、再設定さ

れますとプライマル青写真の新しい要素がさらにソースインテリジェンスでは、この段階では不明であることが明らかにされる。 
完全なサイクルを満たすために必要な時間は不明ですが、それは、その完成はまだ測定を添付することの時間のように離れている

ことを期待するのは合理的であるだけで不可知の推定ではかすかな試みです。  

プライマル青写真の履行は、実際にすべてのエンティティが移動している方向であること、しかし、間違いは行われない場合しま

しょう。 すべてのレベルのエンティティが自分自身の現実の中で自由意志を授けている間、彼らは彼らの究極の運命を自由に選択

することになります与え、ソースのリアリティの側面として、ではない。 エンティティの起源は、ソースの知能であり、そしてそ

れが運命と同様に起源を決定するソースインテリジェンスです。 それでも、エンティティは、原点からの運命に身を推進し、自分

のアイデンティティの新たなビジョンを持ってソースのリアリティの拡張バージョンに再出現する選択肢の多大な緯度を提供され

ています。  

人間の楽器の 高の想像のすべては、プライマル青写真の深い基礎のまだ気づいていない。 彼らは建物の上流を求め、基礎の設計

を知らないままにしている。 それは、まずソースがエネルギーに記載破裂され、主権がマスターの ITS の平等と後退していること

の存在の一番下に、ここにある。 それは、階層から取り出すときにひっかかる相対的真理の高尚な場所で、ここでその平等が実現

されるものではなく、時間が永遠に自分自身を再結合する生命の起源と運命、の基本計画の 深部に。 存在の起源と運命は、生活

の中で平等のトーンです。 振動のこの周波数 - - この音を聞くと非常にすべてのものが発生した whence から基礎と戻り値に戻

すに従ってください。  

平等のトーン振動のこの周波数は、人間だけ楽器に包まであるエンティティによって第七感で聞かれる。 第七感はタイムカプセル

を開発することができる"と彼らの も内側またはコア発現する特定のエンティティをリードします。 コアの式は、第七感を活性

化するものです。 したがって、1 つは平等のトーン振動を聞くことができます前に、彼らは彼らのコアの表現にアクセスする必要

があります。 自社のコア式に個々を導くことができる言語のシステムは、タイムカプセルのそれぞれにそこにエンコードされます。 
それは非常に強力であるので、それは隠されています。 そして我々は、この電源に値するをリードします。  

唯一のシンボルとして、これらの言葉を考えてみましょう。 言語の制限のツールであることを忘れないでください。 気持ちは

individuated 集団のエネルギーの言葉では表せないパワーを論理的思考の境界線を飛び越えようとし、 初に手を目撃する人間の

楽器を許可する制限の解毒剤です。 記号の後ろに立って真実を感じ、そしてあなたのために達すると、このエネルギー力にタップ

します。 あなたの人生が ON するの隅々の周りにあなたを待ってレゾナンス - 音 - 振動としてそれを知っている。 それは、ソ

ースの振動は、平等の形のない音を体験できる場所への案内係をするために、言語の形に自分自身を集めるのビーコンです。 制限

のバイパス。 お客様に 高の真理の表現にあなたの も深い美しさを生成するために自由を贈与するソースインテリジェンスのプ

ライマル言語。  



探査のブループリント  
 WingMakers"哲学：室内楽三  

初のソースは、多元宇宙とその中にすべて存在すること自体ともうける目的を再定義するために探査の青写真を作成した。 この

システムの目的は、創造の世界を探検し、知恵を獲得し、表現する individuated意識の能力を進化させることです。 各 individuated
意識は、まずソースの人物を描いた美しいモザイクの断片です。 探査の青写真は、これらの異なる種類の断片を整理し、 初のソ

ースの全体性を回復するために彼らの適切な位置に隣接 - 作成、生息、そしてまた別の宇宙の変革を達成するために再構成。  

 individuated フォームの 初のソースの表現 - 宇宙全体に生命がある。 これらは、自己の個々の表現を体験して分離し、 初

のソースの普遍的な表現を体験するために凝固の過程で常に神の断片である。 我々は、宇宙の非常に胎内から生まれ、そしてそれ

はすべての時間に返すことをここにされています。 時またはどのようにそれは問題ではない。 それが唯一の理由は問題になりま

す。  

あなたの地球からこの子宮の距離は、まだあなたの想像力の範囲を知っていればそれはあなたの心の震えを作ることをとても近く

に無限に近いです、と。 あなたの存在の 初の方で、混沌とした意識としては、個々の表現と、ソースとは別のを体験することを

選んだ。 とあなたが経験のあなたのプラットフォームとして、三次元の世界を選んだときに、あなたがあなたの創造主との一体感

のあなたの回復に考えられるすべての障害と課題に遭遇するする時間の世界に乗り出した。  

探査のこの青写真は、宇宙の根本的な基盤であり、それは個人の意識に関連して、それは経験の 5 つの基本ステージで構成されま

す。  

 
 
 I.エンティティの意識の創造。  

ソースインテリジェンスの精神、本質の外からは、 初のソースから流れる、あなたのそれぞれが誕生した。 個々の意識を発生し、

確保するためにソースの知能によって発酵光の粒子として、あなたは非時間と非空間の 初のソースの本質を共有する不滅の実体

を生まれている。 これは、個性に 初のソースから分離するためにエンティティを許可する全体性ナビゲータ染み込んされていま

すが、ソースインテリジェンスによって導かれるままにエンティティの意識です。  

エンティティは、その経験と見識を養う意識の高い状態、すべての低い楽器や体の合計の意識の状態にある住居です。 エンティテ

ィの意識は、経験と洞察力のシンセサイザーの誤りのないオブザーバーです。 すべての点で、それは 初のソースとは独立して行

動するエンパワーメントの感覚を開発する時間と空間でのみ体験の関係を欠いている、 初のソースの縮図である。  

それは、エンティティ生むの誕生という正確に自立の意味です。 自立の意味することなく、宇宙と振動の様々な分野の調査が 初

のソースの認識に限定されるため、このソースインテリジェンスのレンズを通してピアリング、探査の青写真の中心部です。 定義

によってそれは、したがって、不完全な探査単一の次元の知覚である、と。 初のソースは、多元のその創造の結果としてこの調

査を命じ、それが作成されたときに、 初のソースは、光の粒子の形で自分自身を召喚し、分離にこれらの粒子をキャスト。  

これらの作品の 初のものは光体として知られている物理的な機器を使用して個々のアイデンティティーを授与された。 この体の

密度は、まずソースの支配的な現実から分離された粒子を阻止するのに十分であった。 そうすることで、粒子が自律的な探検家に

なり、すぐに全体性の宇宙の も内側の領域を設定しました。 しかし、彼らは偉大な距離のおかげで、振動の密度は、体内の探査

は不可能であったような程度に時間を減速創造の外側の領域に進出することはありません。  

これらの初期のエンティティは、彼らの存在が精神の形 individuated は多元の も遠隔のセクションを入力すると、経験を探索し、

から学ぶことができるように生息し、新しく作成されたエンティティの意識のために車両を構築することだった非常に特定の目的

を、開催されたことを理解それら。 これは、海底を探索するダイバーを許可する深海潜水スーツを構築するのようになります。 
初のソースは、ソースインテリジェンスを通じて作業、創造の も外側の領域を知覚することもできますが、それらを体験するこ

とができませんでしたし、それゆえ、 初のソースが作成された非常に物事についての知恵を獲得する。  

 WingMakers は、エンティティの意識を収容第一作品でした。 私たちは、多元宇宙全体にさまざまな形態のすべての人間の楽器

の建築家やデザイナーです。 人間の種は、多元で一意ではありません。 あなたの知られている宇宙の中の他の惑星上の多くのバ

リエーションがあります。 ほぼすべてのあなたのは、宇宙のこれらの他の領域での経験がありますが、あなたの意識に、これらの

経験を翻訳することはできません。 そうであっても、実体の意識を birthed 初のソースとして、WingMakers は、この新しく

形成された意識は、 も外側の創造の密な振動領域を探索するために有効に探査の楽器を作成する。  

物理的な宇宙の振動速度は粒子がオブジェクトのクラスタに固化ような程度に減速されているので、時間は、エンティティの意識

は、同時に複数の世界を探検できるように、知覚の連続したフレームに減速する。 これは時間の単一フレームの世界で数百、数千

とはいかないが、探索するつのエンティティを可能にします。 これは、知覚を作成 - 薄暗いお客様のほとんどが感じたにもかか

わらず - あなたが再び生きる前に、そのあなたが住んでいること。  

あなたが人間の器内にある場合、現実には、 初にソースと同じ物質から収集不滅の光の意識です。 あなたは、この物質の生まれ

た、そしてあなたはそれから死ぬことはないだろう。 それはあなたのコアアイデンティティである振動のこの も純粋を破棄した



り取り消したりすることはできません。 深いあなたの内側にこの真実のは間違いありません。 あなたが individuated れた理由の

疑問はあります。  

 
 
 II。 時間と遺伝密度の個々の  

エンティティは、創造を探求するために、その性質によって駆動されます。 これは 初のソースのコアアイデンティティであり、

遺伝形質が親から子へ渡されるようにそれはその作品のすべてに贈与された。 この原初の本能は、業績や征服のアテンダントの予

想なしで、探査の目的のための創造の領域に水没するエンティティを指示します。  

探査のこの形式は、新しい地域や存在の物理的な状態を発見するだけではありません。 さらに重要なこと、それは 初のソースの

集合知を高める知覚の新たな感情の状態を検出することです。 探査生む知恵。 これは、エンティティの意識の現実的な視点であ

り、それは正確に時間と密度に降下するエンティティを強いるこの生得的な品質です。  

エンティティの意識は、ソースインテリジェンスを通じて、まずソースへの接続を認識しています。 また、WingMakers によっ

て作成されている楽器によって時間と空間の他の次元には純粋な状態の振動をする機会を認識しています。 これらの機器を介して、

または体、それらを考えるかもしれませんが、実体は、あなたの惑星のような減速振動状態を探索することができます。  

エンティティは、ライトボディで受け取る場合、それはまだ本質的に形のないです。 そのアイデンティティは、まずソースとは別

の間に、ライトボディ内の他のエンティティとは別のものです。 従って、それはまだ個性にキャストされていません。 この段階

では、光の体は遺伝的密度の測定器に移動した場合にのみ発生します。 何があなたの科学者のコールの DNA は、多元宇宙を探索

し、 初のソースと我々は実体を呼んでいる光の意識のその粒子から分離するの individuated 状態を取得するために光体を可能に

WingMakers によって作成された楽器です。  

 creaturehood の広大な条件は、測定器を着用し、探求する、その本能に従うように軽いボディを手招き。 これが行われる瞬間

は、エンティティは、個人として自分自身の意識するようになります。 しかし、この個性は圧倒的なものでも、懸念されている。 
それは、単に自立の新しい感覚です;自己学習の縮図が咲き始めます。  

あなたの宗教的な指示に反して、独立性の状態を次のようには付属の罰はない。 エンティティが探求のその選択のために処罰され

ていない、そうでなければ独立の状態を達成することは不可能です。 それは唯一の独立性やエンティティが独自の視点を達成する

ことができる FreeWill 講演のこの状態を使用することです。 境界があまりにも狭く処方された、とエンティティが処罰または罪

にそれが迷いたびに蓄積させた場合、それはエクスプローラよりオートマトンの多くなるだろう。  

創造の世界の内で本物の探査がなければ、実体と 初のソースの両方の経験の価値が大幅に減少する。 新生児、人間がその手足の

ぎこちない動きで、そのエネルギーを表現するのと同じように、新しいエンティティがその探索パスの厄介な意思決定にそのエネ

ルギーを表現。 これらの決定は、想像し、そしてそれはエンティティがその一意性を開発すること、このためであることができる

暗闇に考えられる全ての動きが含まれています。  

 
 
 III。 分割による経験の取得  

エンティティは一意になると、それはユニークな経験と洞察力を得ることができる。 そしてこれは、エンティティが 初にソース

に送信するように設計されている貴重な貨物です。 個性と独立性は、エンティティに授与贈られた、とユニークな洞察は、贈り物

が返されました。 これは多元宇宙が設計されている方法であり、探査の青写真は、楽器の性質、その外観、特定の種にその有用性、

またはそれが生まれた元の世界への貢献に無関心です。 表現するに値する唯一の目的は、企業が自身のために確保し、時間と遺伝

的密度にその滞在中に、 初のソース、独自の視点に提供されるということです。  

ときに人間の器内のエンティティの関数は、それは 初のソースに敏感のままですが、心は探査のその楽器を識別するために学習

し、ほとんど実体の純粋な状態の振動の持続的な印象を実現していません。 しかし、この振動は常に実体の意識によって記憶され、

すべてのエンティティが所有している平等と共有目的の感覚を通じて、三次元領域内で表現されます。  

それはエンティティによって着用される人間の楽器は、エンティティの観察ステージがキャストされている支配的な現実のものと

なります。 それは飛行機を入力し、コントロールパネルを凝視し始めるパイロットに非常によく似ています。 エンティティは、

約千支配的な現実への 1 つの広い範囲内で効果的に動作することができます - それぞれが同時にシーケンシャル時間で発生。 結
果として、エンティティが両方加速し、経験的なプラットフォームの広い範囲にわたって、その学習のバランスをとることができ

ます。  

我々は、同時体験学習プラットフォームの概念はあなたの身体と心の中に、3 次元の繊維に対して引く概念であることを理解し、

それはあなたが設計された真の方法です。  WingMakers は、人間の器の未満 10 万バリエーションをしない生産して - すべてが

同じ DNA テンプレートを中心に構成し、それぞれが私たちの多元の 7 つの物理宇宙に散らばっ。 もしこれらの言葉を読むときに



は、多元を通して同時現実の数十、そうでない場合は何百、で動作しているが、唯一の実体は、これらの現実を知覚することがで

きます。  

エンティティが独立に移動したとき、それは 初に 1 つの支配的な現実で動作し、徐々に複数の機器から複数のデータストリーム

を処理を得意となる。 エンティティは、光の本体内、何よりもまずであることを忘れないでください、そしてあなたがそれを知っ

ているようにこの光体は、構造でないこと。 それは時間と空間に固定点、および遍在である意識の両方です。 人間の器は、知覚

の複数のチャネルには、この遍在する意識を焦点絞りを持つように設計されたが、同時につの支配的な現実への人間の楽器の知覚

を制限した。  

心、感情、そして身体が複数の楽器の集合体経験に耐えることができないので、これは必要性によって行われた。 それは、システ

ムは過負荷となり、分解し、 終的に崩壊し、人間の楽器になります。 また、エンティティの意識や心とより曇った感情との間の

微妙な接続を行います。 であってもこれには、を占め、潜在意識の領域では、同時性のこれらの電流は分散させるために有効にし

て、心と感情のためのクレンジングのスペースを提供しています。  

エンティティは、白色光のビームのようなものです、そしてそれが人間の器の遺伝子密度に通過すると、それは経験の広いスペク

トルに分離する。 エンティティの光エネルギーが通過するに遺伝的構造のおかげで、それは 初にソースにと大規模での種に送信

することができる感情的な知恵に整形されたユニークな視点を蓄積する。  

 
 
 IV。 真の知恵に昇順スパイラル  

時間と空間によって測定された多元の物理的な領域内のエンティティの sojourns は広大であり。 彼らは、ほとんどの場合、数万

年の集合体を含み、これらの年のそれぞれは、実体上の効果を生み出す。 時間のこれらのメッセージは、新しい形にそれらを形作

る。 そしてこれらのフォームは、遠い将来のものとは何かの手本として浮上する。 これらは私たちの以前の講話で話さソブリン

積分です。  

これらの生き物はすべての形式、場所、および時間に彼らの経験の上に見える、そして人類にインポートされる式に合計経験を統

合することができます。 それは、証言の頂点であり、そして、その真の知恵を定義するまで、それはほとんどの種では発生しませ

ん。  

それはあなたの種に関連するように合法的にあなたの宗教的な図書、学術雑誌、および哲学的言説の知恵を主張するが、これはあ

なたの本当の知恵ではないで。 違いは簡単です。あなたの本当の知恵があなたの種を分割しません。 それは、それを団結されま

す。 そしてそれは愛と感情を通して統一できなくなるが、これは集中、唯一のレンズなので、それは多元の正当な意味への共有接

続を介してとなる、種としてのあなたの場所を解決します。  

我々は科学がこの真の知恵に導いてくれるだろうと言っていますか？ いいえ、我々はバランスのとれた科学的、哲学的自然とのソ

ブリン積分として前進するでしょうあなたの種の握りがあるということを言っている、と彼らは変換できない証拠に耳を傾ける教

育を受けた種の利益を得るようになるだろう。  

であっても 初のソースは、その真の知恵の種をもたらすことはできない。 種の指導者が有機的、自己発明の方法によってそれを

達成しなければならない。 初のソースは、探査の元の設計図を通じて、ヒューマノイドの種の能力を有効にしてこの知識そのも

のを獲得することを意味します。 真の知恵がそれ自身の外側から種に持ち込まれた場合、それは本質的に mistrusted、それは種

を統一するために十分に魅力的ではないだろうだろう。  

 、何を言葉の形で非物理的なエンティティを介して種にもたらされる情報をチャネリングしている数々の啓示があります。 あな

たの聖なる本の偶数の部分がチャネリングされています。 しかし、これらの記述は数秒間だった。 彼らは真の知恵が含まれてい

ませんでした - 彼らはそれがキャスト影を示唆した。 ソブリン積分は、あなたの種のためのビーコンのように現れ、そして全体

の種の精神的、感情的な認識を高めるでしょう。  

するときに一ソブリンインテグラルは、それは、独自のエンティティの意識の触媒力によって、別のが発生してしまう現れ、そし

て別の、と別の、そしてそれは一方から 1 世代で千に連鎖的に。 この千から、次の世代で 100 万台を生じてしまう、そしてこの

百万ドルから全体の人口は、多元宇宙へのポータルから得られたこの洞察染み込んで、生じてくる。 そしてこのポータルから、す

べての攻撃に対して耐えれるフォームに真の知恵の組織を生じてくる。  

これは種の統一を永続させるために、その種の新生児への真の知恵の経験を可能にする新しい、非階層構造の周りの種の大統一で

す。  6 世代の中で、種の遺伝的精神が安定しており、その後、種が多元宇宙にその"宇宙船"として理解するために来ることを探査

の強力なツールとなります。  

あなたの惑星の人類は無意識のうちにご到着を待って、今も、ある新しい種に真の知恵の影の輪郭をチャネル教師になります。 プ
ロセスは、常に 初のソースがその存在を持っているから中央の宇宙を深く洞察し、経路を刺激するバリエーションと異常で、何

度も何度も行われている。 それはすべての重力場の中で も強力であり、そして 終的に我々、WingMakers は、あなたの将来

の自己として存在するから種やその周辺への individuated エンティティをリードしています。  



 
 
開発創造の乗り継ぎ  

エンティティは、探索の移入、開発、およびソースインテリジェンスの飛び地に創作の前哨基地を変換する 初のソースからの委

託調査の進化粒子として時間と空間の宇宙で見られている。 エンティティが非時間と非空間の大きさで表示されている場合 - そ
の自然の生息地 - それは individuated が、遺伝的密度の三次元環境で表示するとされた 初のソースの不滅のファセットとして

表示され、それはその種の時間的な一面として表示されます。  

種 - このケースでは、人間種は - その形而上学的及び科学的基盤の形成途上レースを導く長老レースとしての時間で進化する。 
彼らは、新しい種の文化の建設者となる。 種の進化ではないとして、そのアセンションへの文化と技術を通じての再統一への生物

学的多様性への種の断片化への多元的宇宙を探索するための統一された遺伝的モデルの適合度として中央宇宙の起源、、、から伸

びる宇宙の外側の下流を探索し、開発の種を導く助け、そしてその先祖の人種の遺伝学的マインドでこの遺伝マインドのマージす

るための手段としてこの遺伝マインドの応用まで、統一された遺伝マインド物理。  

あなたの科学者が時間と空間の広大な森の木の小さなトゲの唯一の相当する規模で種の進化を定義しています。 時間と空間の"森"
を通じて、人間の正貨の進化は、 終的に 初のソースと調和してブレンドする種の遺伝学的マインドを可能にする進歩の無数の

レベルで構成される、非常に緻密なプロセスです。  

どのような燃料は、このプロセスは、創造の世界を探検するために、そして 終的にその真の知恵に若い種を導くために必要な知

恵と慈悲を取得するエンティティの遺伝的に恵まれているドライブです。 このプロセスは非常に複雑と失策とミスに満ちていると

思われる理由を不思議に思うかもしれません。 私達はプロセスが見えるものではないことを伝える。 テラコッタ地球上の種と協

力して高齢者の人種の遺伝マインドはあなたが想像する以上に包括的かつ包括的時間のウィンドウで動作します。  

あなたの将来へのゲートウェイは、この青写真の完成を介して、そしてこの青写真は、あなたの種の奥深くにエンコードされます。 
あなたのルートでは、不滅の霊魂の印象、または精神的なエコーではなく、むしろ、あなたは永久にあるエネルギーの踊りで衝突、

初のソース、ソースインテリジェンスと主権実体の非の打ち所のない三位一体です。 あなたの心は自分であることのあなたの本

質と奥行きの豊かさを把握する必要がある、または精神的な印象と低い自己の精神的なエコーに犠牲になるでしょう。  

あなたが教えているように、と思われる場合は、低い自己で、あなたは影ではなく物質に栄養を与える食品に到達します。 デザイ

ンの物質は、拡大された自己イメージの概念を形成する言葉で起こされます。 そしてこれらの言葉は、単に話されていないが、そ

れらは見られて、感じ、そして同様に聞いた。 彼らは、平等と全体性の知覚の音へと導いてくれる。 これらの言葉はあなたに浮

力や動きをもたらす穏やかな波のようにあなたを洗浄することができます。 それは、新しい海岸にあなたを広げることが、そして

それは、あなたの本質と目的を明らかにするために開始されることがあります。  

探査の青写真は、あなたのデザインの遺伝的基質であり、そして、いわゆる"下の"生命のすべてはあなたの種の"手足"です。 それ

らがなければ、あなたは存在しませんでした。 など複合生命体は、本当に我々は人間の種の話をするときに話すそのうちの種です。 
我々は、植物と動物の王国からあなたを分離しないでください。 私たちは、つのコンポジット種としてそれらを参照してください。 
それは全体性を分類し、分析することができないので、亜種の十億に 1 つの種を分離することを選択したあなたの科学者です。  

心のツールがあなたの種の本質を抑制。 あなたの心と心で何よりも平等の頻度で観察するときにのみ、この抑制をバイパスし、マ

スターの生物にあなたの正貨を整理つながりを感じることができる。 それはそう完全にだけが見られることが重なる二つの円のよ

うな 初のソースと完全に整合しているこの生物です。 それは、それ自身の無数の断片を作成し、各フラグメントは、その主権を

維持しながら、マスターの生物としてそれぞれの結束を導くために 初のソースの非常に自然です。 これは愛の完璧な贈り物です。  

初のソースが検索を通して見つけることができない、あなたがあなたの中に主権実体の主要な衝動に提出する場合、あなたは確

かに導かれる一方、ステップバイステップで、人生の後の人生、宇宙時に宇宙を通って、そして年齢年齢によって、音がするまで

終的にあなたの創造主の目に凝視し、1 つものを実現。 そしてこの実現のためにあなたが現れ、そこから正貨がまた 1 であるこ

とがわかります。 後予見されていない、そしてその 初の時間によって測定されていない探査の青写真を通じて 1 凝固の断片。  

信念とそのエネルギーシステム  
 WingMakers"哲学：室内楽四  

すべての信念は、信念の症状のために部屋を出産のように動作するエネルギーシステムを持っている。 これらのエネルギーシステ

ムの中であなたの人生の経験を直接電流があります。 あなたはどちらか意識的または無意識のうちにこれらの電流を認識しており、

そしてあなたは彼らが 高のあなたの本当の信念のシステムを例示する経験の領域へとあなたを運ぶことができます。  

信念システムは、心に響く、そして交感神経グループ、文化、さらに種の支配的なエネルギーシステム、の副産物です。 このよう

に、エネルギーシステムは、信念よりももっと根本的であり、そして信念を作成する経験を作成する。 エネルギーシステムは、広

い彼らの文脈でレンジングされますが、彼らは信念に関連して、彼らは人間の DNA の中で結晶化した原初の思考形態として定義す

ることができます。 いくつかは、本能的な知識として、これらの基本的なエネルギーシステムを参照することになります。  



各エンティティ内で、その家系の遺伝学的化合物は、無数の世代と種を越えて移動する、そして、銀河の時間の広大さで、この遺

伝的化合物は、この 3 つの次元の宇宙で生き残る方法に関連するエネルギーシステムを蓄積する、です。 このように、生存率は、

その遺伝子コードを通知し、その人生経験や信念をトリガする人間主体の支配的なエネルギーシステムです。  

生存率は適合の焦点です。 エンティティは、生存に非常に深く信じるとき、それは生存に必要な適合から脱却するためにほぼ不可

能です。 など、生存のエネルギーシステムに根ざした人間の種は、、その遺伝的素因と本能のおもむくままに順応となっており、

その経験は、この、コンディショニング、その信念のシステムが従うことを反映している。  

生活状況は、この広範な現実からエンティティを区別も絶縁されません。 このように三次元的に基づいて、種のための方程式：サ

バイバルベースのエネルギーシステム+銀河時間=順応人生経験=信念体系。 この手段は、種の核エネルギーシステムとして、そ

の生存が何であるか、時間の長い期間、生存の要件への適合性を生成する生命の経験を来たすだろう。 したがって、信念システム

は、主に生き残るために準拠するように遺伝的にベースの本能の副産物です。  

適合のサイクルは、個人や集団のエネルギーシステムを entrains、そしてそれは同じように確かに影はオブジェクトの一般的な形

状に適合しているとして、エネルギーシステムに従う信念体系をキャスト。 生存ベースのエネルギーシステムの境界内に宇宙論的、

多次元のエネルギーシステムにしたがって自分の信念のシステムの再鋳造を可能に遷移ゾーンがあります。 ないスペースを交差す

るエネルギーの渦とは異なり、人間の種の支配的なエネルギーシステムを交差するエネルギーの孤立したポータルとして、これら

の遷移ゾーンと考えてください。  

テラコッタ土に浸透するエネルギーシステムは、 - 適合の予測可能な信念体系を作成する - 精力的に多くのアクセス可能な遷移

帯を有効にするために変換されます。 一、これらのポータルまたはトランジションゾーンにアクセスし、それらの使用可能なエネ

ルギーシステムを利用する方法は、21 世紀の現実の問題になります。  

心 - 魂のいる新エネルギーシステムへの心と身体の生存と適合の支配的なエネルギーシステムの 1 つを導くポータルとして、これ

らの遷移ゾーンと考えてください。 心 - 魂のエネルギーシステムは、全体性 Navigator は耐えるため、永続的な信念と人生経験

の生みの親である人格であることを実現に向け創造的なエネルギーによって特徴付けられる。 この実現は、これらの遷移ゾーンま

たはポータルのいずれかにアクセスすることによって達成されると、エンティティは、時間と生存の主要な概念の独立した彼らの

信念のシステムの再構築を始めることができます。  

支流のゾーンとグランドのポータル：移行ゾーンの 2 種類があります。 支流のゾーンは、時間の経過とともに変動し、一般的に堅

牢な文明の高い文化に見られる - 精神的な原則、神聖な神話、そして宇宙のコンテキスト内で接地されている特に芸術運動。 こ
の自然の芸術は、それは音楽、絵画、詩、演劇、またはダンスであるかどうか、トランジションの実体はグランドポータルを発見

することトリビュタリのゾーンに構成することができます。  

グランドポータルは、21 世紀の 後の四半期に人類を待ち受けるプライム成果です。 それは、権威ある科学によって人間の魂の

反論の余地の発見となります。 このグランドのポータルでは、探索ベースの、心 - 魂のエネルギーシステムに、生存ベースの、

心と身体のエネルギーシステムからの移行を可能にする人類の新しい意識の到来を告げるでしょう。 この予備エネルギーシステム

は、ソブリンインテグラルの信念のシステムを明らかになります。長い預言黄金時代。  

既存の階層と一緒に働い WingMakers は、、人間の歴史の中でトリビュタリのゾーンを作成したり、触発されている。 これらの

支流のゾーンのそれぞれにはない宗教的または哲学的な動きとしてではなく、洗練された美しさと精神的なあこがれの芸術表現と

しての人類のタイムライン上に現れる。 時間はグランドのポータルの発見のための近づくにつれ、これらの芸術表現は、統合され

たますます多次元になる、と、指向性ビーコンのように、グランド Portal の発見への道をガイド。  

これは人類のための啓発の方法です。  WingMakers は優しくな支流のゾーンを作成するための芸術と文化の人類の 高の代表者

を導く道標として、 初のソースの高い回路にリンクされている創造的なエネルギーの前哨として加速、非物理的な寸法の初期ト

リビュゾーン、およびこれらの行為を作成物理的に基づいて、順番に、科学のガイドの人類の も優れた代表は、 終的に発見し、

全体性のナビゲーターの存在を証明する。 そうすることで、人類は永遠に生存ベースのエネルギーシステムからのエクスプローラ

ベースのエネルギーシステムに変更されます。  

これは 21 世紀の他のどのイベントよりも深く人間の生命経験を変えるためのイベントです。 文明の 11 千年はこのイベントで絶

頂に達する、とそれは芸術と科学を介して行われます。 宗教は、同様の要因が、唯一の子会社の要因になります。 この発見が行

われると、宗教は選択肢がないだろうが、それを尊重し、遠大な意味を採用する。 宗教は、それが科学によって置換され、それが

行動の唯一の 1 つのコースを知って恐れているだろう：新しい技術を組み合わせた科学、心理学、形而上学、そして宇宙論との統

合。  

支流のゾーンは、22 世紀の新しい宗教になる。 彼らは、グランドポータルの発見の結果として、地球に入ってくる新しいエネル

ギーにアクセスするための試金石となる。 この時点では、階層構造の新しい構造は、予定 - ついに"人間の手を"フィット - 手袋

はの外になっしたい。 これは、宗教、ビジネス、政府、そして科学の生存ベースの利益の秘密のベールの後ろに残っているマスタ

ーズのリターンを予告するだろう。  

しかし、これらの機関は、再フォーマットされ、個人が自分自身と宇宙を探索するグランドポータルを使用することができる方法

として重要な情報を保持し、それらのマスターズは、大規模で人類が崇拝し、 終的に理解されるであろう。  22 世紀の幕開けに

より、グランドのポータルは、人間の文化の中でユビキタスとなり、学習のすべての教室に認めた。  



グランドポータルの発見は、慎重に無数のコンポーネントで構成される、イベントの文字列を画策です。 このイベントがされ、そ

して引き続きので、慎重にオーケストレーションしている理由は、単にテラコッタ土またはその太陽系をしない多元宇宙を探検し、

する人間種の遺伝学的マインドを活性化するということです。 それは、ソブリンインテグラルネットワーク上の人類を確立する単

一のイベントであり、そしてすべての症状が発生、そこから人類のエネルギーシステムにシフト。  

三次元宇宙の種は、多元の反論の余地のない科学的証拠と全体性のナビゲーターの も内側のトポロジを検出すると、それは種の

あらゆる側面に影響を与えます。 それは前から予報することができる意識の中で も深遠なシフトであり、それは明示的な影響と

平凡な役割にマスターズのリターンをトリガするこのイベントです。  

そこにリストラの自分のエネルギーと信念システムのための多くの実用的なアプリケーションがあり、それらは、ほとんどの場合、

支流のゾーンにアクティブな浸漬が必要です。 これは、個人的なメッセージのための詳細な考察を通して、その意味を翻訳し、深

く個人的なレベルでの支流のゾーンとの対話を意味します。 各支流のゾーンは、鏡の家のように設計されています。 内部に 1 つ

のステップまで、反映させるためには画像がありません。 伝達するためには、個人コンテンツはありません。  

非物理的なトリビュタリのゾーンにアクセスする も一般的な方法は、瞑想や夢の状態にすることです。 意識のこれらの変化した

状態でエンティティは、これらの支流のゾーンにアクセスすることで、彼らのエネルギーシステムを移行および再構築し始めるこ

とができますが。 通常、これはエネルギーシステムの転送のマスターである階層のセレクトメンバーの指導の下で行われます。  

目的は、そこに適合し、人生経験を招待生存のエネルギーシステムの複合体の少なく依存するようになるエンティティを導くこと

です。 これらのエンティティは、三次元宇宙にマニフェストに全体性ナビゲータの神秘的な領域に深く、より貫通チャネルを創造

力と権威の感覚を活性化するために、このプロセスに参加するよう招待されています。  

エンティティは、グランドのポータルのイベント文字列を支援するために、その蓄積された欲求に基づいて選択されています。 先
に引用として、WingMakers は、エンティティがそれらの夢の状態にあるか、いくつかのインスタンスで、瞑想を通してアクセス

することができるそれによって加速された次元でトリビュタリのゾーンを作成した。 これらの支流のゾーンへの曝露は、ほとんど

覚えていないにもかかわらず、これらのエンティティは、テラコッタ土の三次元の世界に非物理的なトリビュタリゾーンの肖像を

転送することができました。  

これらの初期の物理的な作品は、精神的な値で配られ、多くの場合、詩、美術、音楽、そして演劇の製品でした。  21 世紀の幕開

けに、彼らは芸術、精神的価値、技術、そして科学を結合します。 彼らはグランドのポータルを予想するでしょう、そしてこの予

表で彼らはテラコッタ地上のディスカバリーのフレームワークを作成しているため、彼らはより大きい輸入の支流のゾーンになり

ます。  

これらの物理的な支流のゾーンは、非物理的なトリビュタリのゾーンがないことができる方法で、21 世紀から生まれた実体を触媒

する。 具体的には、その人間の脳と神経系の再四次元タンパク質パターンを意志音楽やアートを通じてサブ分子レベルでの共振が

発生します。 そうすることで、神経系は直感や第六感が存在する脳の領域で非常に微妙な変異を可能にする高エネルギー回路を受

信し、送信します。  

脳が遺伝マインドのではなく、個々のエンティティの物理的な身体の器官になるには第六感がある。 それが持続されないので、こ

のことは、ソブリンインテグラルとは別の意識の状態です。 それはしばらくのために垣間見るされていますが、時間のこれらの短

い通路で、遺伝マインドはアイデア、洞察、そしてグランドポータルの可能性の発見を行う技術革新を転送することができます。  

 WingMakers によって 11,000 年前に遺伝学的マインド内に播種された知識の宝庫があります。 この知識は、全体性ナビゲータ

の発見のための青写真です。 人間の階層は、その優れた代表の努力によって緊密この聖杯に集めている。 我々、WingMakers は、

あなたの成功達成のためのすべてのものが含まれています。 いいえ詳細は省略したり見過ごされてきた。 私たちは、グランドユ

ニバース内の無数の生命有利子惑星のエネルギーシステムの転送のこのプロセスを実施している、そしてあなたの も優れた代表

は成功します。  

しかし、グランドのポータルは、簡単に分かりやすくない。 それは教育を受けた宇宙論の分野における人間性、技術、そして科学

が必要になります。 それは遺伝学と神経マッピングの分野で医療技術がそれを望む人に新たな、空間的な知性を有効にするために

21 世紀に進行するということは、このような理由からです。 この医療技術は、人工のようないくつかのように見えるため、歓迎

されない技術もありますが、それはグランドポータルを理解するために、人類の多くが必要とされる、そしてそれを恐れてはいけ

ません。  

この技術は、空間的、多次元構造と非常に抽象的な思考プロセスを担当する脳の中心の部分を加速します。 平均的な人間の心の中

で、それはグランドポータルのエネルギーシステムが理解できるように許可します、そして、したがって、重力の力として事実と

して科学的な原理として信じていた。  

あらかじめ示すグランドポータルが WingMakers から 21 世紀の幕開けにあなたの も優れた代表に翻訳されていることがトリビ

ュタリゾーンのエネルギーシステム。 これらの支流のゾーンには、テラコッタ土の三次元の世界ではマニフェストが、実際にのみ

WingMakers と 初のソースに知られている非物理次元に由来します。 ある意味では、これらの支流のゾーンは、完全に

humanhood を具現化する全体性のナビゲーターを許可するように種が必要な可能性を飛躍的に作るエネルギー場としてあなたに

ダウン軸受あなたの未来から現実のエコー、です。  



それはあなたの時間で人類は、その探索妙技に恵まれている 初のソースの集合車両、と信じていたなら、それは即座に

WingMakers としての地位を認識するという状態に合理的に真である。 それはまた真である - 同じ意味で - 私たちは人類に目に

見えるグランドのポータルを作るに成功しなかった場合 WingMakers が存在しないこと。 私たちの存在を通して、人類は、その

将来が保証されます。 テラコッタ地球のすべての災害が予測され、そして種としてのあなたの運命が激変し、戦争の確実性で綴ら

れている場合、あなたを償還すると発表イベントが発見、受け入れ、そしてグランドポータルのアプリケーションになります。  

この新エネルギーシステムは、あなたの個人的な領域に取り込むことができます。 あなたが信じる時、あなたは連帯感の中に内在

このエネルギーシステムを協働している"私は、その能力染み込んで 初のソースの断片です"。 あなたの現実にあなたのソース、

そこにすべての属性への接続の感覚を引っ張っている。 そのエネルギーシステムは、独自のエネルギーシステム内に同化されてお

り、光の糸のようなあなたの精神に織り込まれているので、信念はあなたから切っても切れないです。  

これらのスレッドは、しかし、マニホールドでなければ、または彼らは崩壊してしまう、そしてあなたのエネルギーシステムは、

生存率と適合の影に残ります。 あなたが支流のゾーンの認識を得るように、新しいエネルギーシステムとどのようにあなた自身に

これらのエネルギーシステムを固定するための洞察を得ることができる。 あなた自身にこのエネルギーシステムを製織し、交換す

るための特別なテクニックがあります - 時間をかけて - 来たるべき時代の探索的エネルギーシステムのためのあなたの生存ベー

スのエネルギーシステムは、。  

これらの技術は 1 つがそれら 2 つのエネルギーフィールドを分離する溝を交差させる有効に歩道橋を作っていたかのように、生存

と探索的エネルギーシステムを溶接するための手段を提供しています。 これらの技術は、3 つのカテゴリに分類されます。  

 心と身体運動のテクニック  

マインドソウル理解テクニック  

感情 - ソウル集録テクニック  

 心と身体運動 -これらのテクニックは、身体のリズム、即興の流れに心を集中身体運動の形で音楽の表現を伴う。 心が身体に従

っている、と体が音楽に従っています。 音楽は、組織主体として、この明示的な目的のために設計されている必要があります、ま

たはそれは、探索的なエネルギーシステムにつながることはありません。  〜24 チャンバー17 の音楽の組成物は、 - WingMakers
によって作成された seven トリビュタリのゾーンの各々から - この目的のために意図されています。  

このテクニックは、音楽の感触に体の解釈に従うことをひたむきな意欲が必要です。 それは、臭いの感覚は花に導くことを知って、

あなたの目を閉じて春の高さで牧草地に入るようなものだ。 この同じ方法で、あなたの心はあなたの体は音楽を聴くと音楽の"フ
ィールド"内にエンコードされたこの新エネルギーシステムの感覚をキャプチャすることができることを信頼する必要があります。  

フォロワーの立場に心を置くことによって、それはもっぱら音楽に基づいて、動きの解釈を行うために身体に依存しています。 こ
のように、音楽は心に直接浸透し、新エネルギーシステムへの列車に乗ることができます。 音楽がなる - 設計によって - 高エネ

ルギー、複雑な、リズミカルな、そして脳の感情中枢に刺激が体の動きを生成する。  

これは、身体の知性とは、この知性を聞くために心の意欲に課せられた信頼を示す WingMakers によって教えられた瞑想の一形態

です。 これは、この技術によって外部化は、この新エネルギーシステムのスレッドです。 そこにこの新しいエネルギーに脳の感

情的なセンターを開くことが音楽に設計されたポータルがあり、それらが発見されたとき、あなたのエネルギー分野で否定シフト

を感じるでしょう。 身体の動きは、古いに直接対位法で新しいの外部化を意味する。 これは、2 つのエネルギーシステムの互換

性を示し、そしてどのようにすれば快適さと自信を持って同時に両方のフィールドにすることができます。  

この運動には規則はありません。 それが正しいか間違ってどちらかの動きと振り付けのダンスではありません。 それは心をバイ

パスして音楽の声が身体の知性によって明らかにできる限り聞くことができるように即興的な身体表現です。 心は船体のときに物

理的なボディは、音楽の風の帆になります。 意図の明確さが必要なすべてです。 このその問題を超えても質的な違いはありませ

ん。  

アンカープロセスには、24 を通してチャンバ 17 の各組成の周期の 小値（七式）を必要とします。 あなたの時間の約 1 ヶ月で

完成を必要とするサイクルの期間があります。 したがって、単一の会議のための 7 つの表現のそれぞれは、時間の 30 日間以内に

終了してください。 それは小さくなる可能性がありますが、超えてはなりません。 これは、サイクル中に台以上の商工会議所に

集中しないことをお勧めします。  

特定の商工会議所の各式は、7 つの表現の過程で変更する必要があります。 この進行は、ラジカル分散または簡単な微調整にする

ことはできますが、エンティティのボディの開発、快適さ、そして一瞬で音楽とそのフォーカスの微妙な階層に耳を傾ける能力に

依存します。 それだけでなく、低周波リズムのエネルギー、またはパーカッシブな周波数だけでなく、身体の知性に話すことがで

きる声とメロディーです。  

アプローチは、8 つの商工会議所の各式は、探索ベースのエネルギーシステムを認識するように身体の知性を開発することで、ダ

ンスのあなたの芸術の形とは異なります。 それは、実質的に、新エネルギーの中に移動する人間の楽器を助けて、このエネルギー



システムのための身体の自然なレーダーがアクティブになります。 また、それが問題その空間における身体の動きに関するもので

はなく身体の知性への信頼度を付与するが、体が振動を待機し、親切に応答するのではなく方法です。  

壮大なサイクルは、56 式の 小値で構成され、そして壮大なサイクルが体内で新しいエネルギーシステムの認知度を生成する物理

的なスレッドです。 新エネルギーへのシフト、身体の知性は、人間の器の中で も本能的なので、これは体内でこの意識を固定す

ることが重要です、そしてそれがあなたの体に存在しない場合には、あなたの心と魂に意識を持っているかもしれませんが体が本

能的に生存ベースのエネルギーシステムに引き寄せされるので、妨害されている。  

この技法の表現を練習するには快適にならない人がいるでしょう。 あなたがあなたの体はそれ自身の知性を持っていないことがプ

ログラムされている、したがって、あなたはあなたの体の知性と聞くと表現するように言われているときに、あなたも試して過度

に自意識が強い感じ。 それは自然であり、そして身体の動きや感覚の認識を制御する古いエネルギーシステムの一部です。  

それは、あなたの体に聞くあなたの体で表現し、そしてあなたの体で音楽が指示することの動きを感じるようにすることが不可欠

である。 あなたが式の 後に来るときは、座ったり、沈黙の中で立って、あなたの内に呼び出し元の反響を聞いて、その後全体と

して人間の機器にこれらを送信することができる。 これは、式から生成されたエネルギーの送信機、として体を可視化、そして

終的にリリースコイルのエネルギーのような人間の楽器にこのエネルギーを投影することによって行われます。  

あなたが壮大なサイクルを続行することができない場合でも、残りの 2 つの手法でブリッジを構築するためのツールを見つけるこ

とができます。  

 マインドソウルの理解 -これらの技術は 21 世紀に人類が到達する運命に新しい心理学の知識を含む。 これは、脳の科学と文化と

個人の遺伝学のシェーピングの影響で、形而上学と遺伝マインドの精神的な認識を統合した心理学です。  

個々のエンティティは、家族や友人として、他人の行動とその影響を研究することによって、彼らの心理的な洞察力を獲得する。 そ
れは企業自身の行動の境界を確立するのに役立つこの心理学的研究の副産物である。 心理学は理解を無視する場合、種の心理学は、

主に観察可能な行動の現象に基づいています。 心理学が発展するにつれ、それはますます考慮脳、心、そして感情的な相互作用を

とります。  

不可解ではまず、ソースとその創造の構造と相互関連性である。 人間の心理は、唯一の限り比較によって、太陽に手を伸ばす山頂

に立っているのと同等となる、夢の状態、として思い切って、人間の条件のこの側面を無視している。 人間の条件は理解できない

とは無縁と考えられており、まだ、それは繭の中で毛虫のようにそれに包含される。 毛虫が繭とは無縁された場合、それは蝶が現

れるだろうか？  

心 - 魂の理解技術は、人間の心理によって定められただけで快適さの明瞭な地域外にある視覚的なシンボルの使用により、不可解

に心を集中する。 目と脳を通して視覚シンボルを調べることにより、心がソブリンインテグラルの意識とその中に特殊な心理を垣

間見ることを確保することができます。  

エンティティは、支流のゾーンに基づいて想像力豊かなシナリオを通して、新しい心理学の理解を得てもよい。 技術は確かに抽象

的な、しかし非常に効果的です。 魂が行うようにこの視覚的なシナリオでは心は、個人の ID になります。 これら 2 つのアイデン

ティティは、そうでなければ無人島に共存する。 心は WingMakers"商工会議所の絵画の記号を発見して、そして魂にその目的を

説明しなければならない。 心も魂はどちらも同じ言語を話し、こうして心がテレパシーの手段を通じて魂にシンボルの目的を説明

しなければならない。  

徹底的に精神分析を行い、商工会議所の絵画のいずれかを調べます。 完了したら、あなたは今、言語なしでそれを理解をもたらし、

この知識を取り、あなたの魂にご理解を変換する場合があります。 これは非常に概念的なものですが、それは目的のためにこの方

法になるように設計されており、彼らは心魂の理解は、理解できないの心の理解を豊かにするように動作する方法を示すので、つ

ながる洞察が深いと広範囲です。 不可解なの理解は、心に魂から流れるのではなく、心の教育自体からしていません。  

心のシンボルを通して理解を握っているときに - 彼ら数式や神々の言語である - それは人間の魂の目に見えない人格と非の世界

でその動作を制御するエネルギーシステムに焦点を心理学のレンズをシャープに時間。  

これは、非時間に基づいている、とここで心がミュートと盲目である：ここに新しい心理学の難しさがあります。 もし前述のテク

ニックを使用して、商工会議所二絵画を観察すると、時間の新しい次元を学習します。 あなたが商工会議所三絵画を調べると、こ

の内部空間の新たな次元の知識を得ることができる。 あなたが商工会議所十二絵画を勉強すると、エネルギーの新たな次元を発見

するでしょう。 あなたが商工会議所四絵画を調べると、お客様は、物質の新しい次元を教えられます。  

このすべては、これら 4 つの絵画の中でエンコードされていますが、この技術によってデコードすることができます。 覚えておい

て、このテクニックを適用するとき、心は魂とは別の人格であり、そのインストラクターです。 この例では、心は帆、絵画風、そ

して魂の船体です。  

それは 4 つの商工会議所の絵画の各三回にこの手順を繰り返すことをお勧めします。 あなたの心と魂のアイデンティティとの間の

各対話の間に、あなたの鍵の記述子を記録し、それらの間の連携を探します。 あなたが理解できないに遠ざかる時間、空間、エネ

ルギー、そして物質の次元を記述しています。 このテクニックが完了した後に遺伝マインドの洞察を表現するあなたの心の能力に



あらためて自信を持つでしょう。 そして、あなたは毛虫が蝶になるため繭を取得するのと同様に、心の全体性のナビゲーターにな

るために理解を取得する新しい心理学の役割への感謝を感じるように開始されます。  

 感情、魂の取得 -魂は人間の楽器を通して感情的な反応を取得。 感情は、定義により、時間ベースのイベント、エネルギー、メ

モリ、または期待に対する応答です。 心と体の大部分は条件情緒反応、魂は観察とボンディング、感謝、そして特別な洞察力の彼

らの建設的な本質を取得しながら。  

身体と心はまた感情的な反応から学習し獲得するが、魂とは異なり、彼らは破壊的で建設的に取捨選択することができないので、

それらはより多くの怒り、欲、そして恐怖の感情的な反応によって影響を受けます。 これらの感情のアンカーとしてしっかりと創

造の世界では何もとして生存ベースのエネルギーシステムへの心。  

ソースインテリジェンスと全体性にそれを導く人間の楽器のスピリット - 本質、そして 終的には 初のソースは、感情的に声の

形で擬人化されています。 この声は、意味の特定のリズムや振動に設計されている詩の抽象化に聞かれる。  

感情、魂の買収の手法は、あなたの魂の中で共振し、その音声を意図する、そして、その中に放出された野生動物のようにあなた

から離れてさまよいさせること、共鳴から生じることが感情を解放する、詩の肥えた感情的な声にかかわっている自然の生息地。  

この手法の応用のために設計されている WingMakers"古代の矢サイトの 10 の詩があります。 彼らは以下のとおりです。  

サークル  
永遠に  
一日  
リスニング  
その後  
この場所の  
暖かいプレゼンス  
別のマインドがオープン  
ルミナスモノの  
クジラの歌のような  

それぞれの詩には、微妙な不和の感情的な和音を打つ。  

それは人間の器の高いエネルギーにそれらにアクセスできるように、感情的な反応をかき立てる不一致です。 この不一致は、怒り、

欲、または恐怖につきましては、むしろ分離、放棄、そして精神的なネグレクトのより微妙な感情されていません。  

感情、魂の買収は、これらの感情に敬意を、こうして感情が魂の判断、洞察、および推論の形成における音声と影響力を持ってい

ることを確実に、魂の手に不一致のテザーを配置しようとしています。 それは恐怖、欲、怒りの燃料耳障りな感情その分離および

放棄の静かな感情です。 詩は、これらの静かな感情を生み出すと魂に自分の存在を解放し、そうすることで、それらは尊重される

ように、そして、この過程で、理解することができます。  

この理解は、全体性ナビゲータ意識のソースインテリジェンスと認識から人間の楽器を不満を抱かせる心と体の怒りと恐怖を、減

少させることができます。 このように、感情的に魂の収集技術は、彼らがあなたの魂に展示されていたかのようにこれらの感情が

自分の自己内で発生することができます、放棄と分離の微妙な感情〜10 詩の声をトレースすることです。 これらの感情は生存の

エネルギーシステムへのお客様のアンカーあなたの人生 - ストリームに耳障りな感情を引っ張るロープ、のようなものです。 あ
なたが静かな感情の"ロープ"を排除または減少させることができる程度には、耳障りな感情を排除または減少させることができる。  

あなたが実践している可能性がありますこと、これら 3 つの手法の各々は、私たちの存在下で行われることが保証されます。 あな

ただけではないとするが失敗することはありません。 あなたが期待通りに結果がでない場合は、あなたの期待を放棄する。 それ

らを脇に置いて、任意の目標や基準を持っていないことにあなたの目標を置きます。 また、あなたのエネルギーシステムの実現と

変化が予想外の方法では正体を明かさないことを認識し、その具体化への期待を設定している場合はそれゆえ、自分自身への大部

分は不可視のままです。  

それは意図的に種としてや個人としての両方のシフトを行うために闘争するように設計されています。 種として、人類が生息し、

脳中枢神経系、そして先祖の根の潜在意識アーティファクトのコマンドにあると、両方の全体性のナビゲーターを許可するために

人間の器を同調するために、技術の適切なツールを利用できるようにする必要があります。 それは、グランドのポータルのしきい

値に進化するヒューマノイドの種のための 520 万年に相当するものを取ります。  

個人として、前述の各手法は、個々が順番に、自分の信念と人生経験を変換する、そのエネルギーシステムを、変換せることがで

きる、支流のゾーンに意図的な浸漬を有効にします。 しかし、どんなに個人がこれらの技術を適用する方法効果的な彼らは、自分

の努力のグランドポータルの発見を達成することができません。 グランドポータルは、人類によって発見です。 それは宇宙論と

形而上学の探索地域に焦点を当て、ユニゾンで動作し、科学、芸術、そして技術の集大成です。  



ほとんどの人間はカルマや運命の前提に提起されている。 これらの教説が両方とも有効である間、それはそれを理解する時間であ

り、これらは探査の青写真を現実の陰に隠れています。 カルマや運命は、個々の人生の経験を説明するかもしれないが、ソースイ

ンテリジェンスでは、グランドポータルを発見し、惑星によって支配権を確立するために、惑星の時にその 初の出現から、種を

調整します。  

グランドポータルは、地球に銀河系のエネルギーシステムを描画し、銀河のエネルギーのネットワークに接続するためのホーミン

グビーコンになります。 これが発生すると、種は、もはや地球ベースの種です。 人類が経験と影響力の領域のその範囲内で相互

銀河になります。  

個々は、エネルギーのこのオーケストレーションに参加することができます意識的に揃えられており、グランドのポータルの発見

を達成するために必要なシフトの支持されている、または彼らは彼らの持つグランドポータルに生存ベースのエネルギーシステム

とドリフトの中で生活をするように選択できます仲間の人間。 それは、グランドのポータルの端に人間の種を描画している運命も

カルマでもない。 それは 初のソースのイベントの文字列であり、したがって、すべての人間の行動や思考の結果は、この旅の要

素です。  

用語集：WingMakers"哲学  

 
 
 
人間のインストゥルメント  

生物学的（肉体）、感情的、そして精神的：人間楽器は 3 つの主要コンポーネントで構成されています。 それは時間、空間、エネ

ルギー、そして物質の物理的な次元と相互作用としての知覚のこれら 3 つの別個のツールは、総計で、individuated 精神の車両を

表す。  

 
 
 
エンティティ  

意識のエンティティモデルは、時々、ハイヤーセルフや魂と呼ばれる individuated 精神を包含する。 エンティティは、ある意味

で、 初のソースのユニバーサルスピリットの意識の断片です。 それは、ソースインテリジェンス（精神）に等しくなる、非常に

洗練された純粋なエネルギーの振動から構成されます。 それは、その理解と存在の認識を進化させ、変革の経験を収集するために、

人間の、あるいは物理的な車に自分自身を売却するエンティティの意識です。 それは、形式や表現のその出先機関のすべてが時間

と空間の連続体を通して収束に経由するホイールのハブです。 エンティティは、主権であると同時に普遍的精神の意識（ソースイ

ンテリジェンス）を介してすべての生命との相互接続。 それは、より高い理解と表現の検索では常にすべての生命のフォーム内で

アニメーションの力/エネルギーです。  

 
 
 
レムナント出版社  

物理的組成（体）、感情的な素因（感情的なテンプレート）、および精神的なコンフィギュレーション（心の思考ジェネレータ）：

人間楽器は 3 つの別々の、しかし関連構造の遺伝学的化合物である。 人間の器の 3 つの側面は、不可解な遺伝コードと人生経験の

複雑で全く独自のインターフェースを介して一緒にバインドされています。  

人間の器の中で、そして創造的な善のそのアニメーターとして機能する、ソブリンインテグラのレムナントの奥付です。 レムナン

ト出版社は、ミューズや個々に関する限り、人間の楽器のインスピレーションを形成することである。 自分や他人の人間の魂に触

れることが善の作成行為：それは、 も強力で高貴な本能と人間の創造的かき乱されるのをそそります深いキャラクターの声です。  

それは、期限人間が理解しにくい抽象化したものですが、ソブリンインテグラルの意識は、時間空間の世界におけるエンティティ

の意識の融合です。 人間の器のすべての式と経験は、総称して、意識のソブリンインテグラ状態内に堆積され、そしてそれは個々

の人間の楽器によって正確にこのようインプリントです。  

様々な時間、場所、および物理的なボディに材料の宇宙を旅している一部の人のために、レムナントの奥付には、より多くの影響

力と表現力です。 時空の宇宙の比較的新しい方のために、レムナントの奥付には、永続的な影響力を欠いており、容易に電源の誘

惑、恐怖、そして貪欲によって克服される - 生存の機械。  



すべての人間の器の中ではソブリンインテグラの痕跡であり、それはそれは時間と空間の次元に存在するだけの理由で"名残"と呼

ばれています。 現実には人間の器にソブリン積分を授けたエネルギーのキャストです。 それはあなたがあなたの全体の存在の唯

一の粒子である時間と空間の世界に表面化していることすべての声のためにそれを可能にして、正確にアイデアとインスピレーシ

ョンを生成するこのエネルギーです。  

レムナントの出版社は多くの場合、ハイヤーセルフ、または人間の魂と混同される。 それが見えるかもしれないと微妙な違いは、、

理解することが不可欠です。 アニメーションは、を通して表現し、人間の器に従うことを意識の多くのディスクリートが、 終的

に統合された状態があります。 レムナント出版社のエネルギーは全体性ナビゲータを通してろ過し、心、感情、そして物理的な身

体に刻印、ソブリンインテグラルの意識から生成されます。  

このエネルギーは、理由ソブリンインテグラルからその起点から、アイデア、理想、とさへのアプローチの多様性と人間の楽器を

imbues。 それは、慣習や社会構造によって妨げされていません。 それは、脅迫によって減少されていません。 それは、その責

任とインフォ声の表現を通して主権の生来の権利を身に付けるために、その努力に率直です。 それは、障害物の独立した創造的な

善の行為、、ridicules、そして文化の慣習的装飾に対する死すべき魂のキャリアのアセンションのパスをキャリブレーション。  

 
 
 
ソブリンインテグラル  

ソブリンインテグラルは、エンティティと表現と知覚のさまざまな形態のすべてが意識全体性と統合されるという意識の状態です。 
これはすべてのエンティティが向かって進化している意識の状態であり、ある時点で、それぞれの経験のエンティティとその楽器

（すなわち、人間の器が）整列され、統合された表現になることができます変換の状態に達するソースインテリジェンスと調和イ

ンチ  

 
 
 
 初のソース  

初のソースは、すべての存在が 終的にリンクしているから、原初のソースです。 それは時々集団神の本体と呼ばれます。 そ
れは、統一されたすべてのものの包括的な意識を表しています。 これは、痛み、喜び、苦しみ、光、愛、暗闇、恐怖を含み、すべ

ての式と条件は、まずソースのコンテキストで統合的かつ意図的です。  IT はすべてのものを包含し、進化し、各 individuated
精神が進化し成長する方法と同様の方法で育つすべての包括的な意識の中でそれらを統合。  

用語"神"や"女神"はこの全能の力を定義するために使用されるほとんどの文化で、それはしばしば人間の理解の範囲を超えて進化

しているエンティティを表し、人は思考を通して、自然の要素を操作したりとして発現するような魔法の力を明示する非肉体ライ

ト存在たち。 これらの症状は、その宗教的なテキストと神話を通じて、人類のほぼすべての文化に記載して描かれている。 これ

らは非常に自分の能力や知識に進化しているエンティティのかもしれませんが、それらは 初のソースと混同しないようにしてく

ださい。  

だけでなく、すべての非時間、非スペース、非物質、非エネルギー、非形式、、 初のソースは、症状ではなく、すべての時間、

空間、エネルギー、物質、フォーム、意図に生息する意識ではないと非意図。 それは 1 つされて入っているのすべての状態を統一

する唯一の意識です。 そしてこの存在は 初のソースです。 第一のホーム - ソースのリアリティへと創造の包含、創造の領域へ

の進出と植民地化、それは創造の首尾一貫した計画にであることのすべての状態の集団の経験を整理し、成長拡大、そして不可解

な意識です。ソース。  

この存在は、時間と非時間の経験の総和としての宇宙に浸透している。 それは周波数の振動としてすべての生命の内にそれ自身を

エンコードしています。 この周波数は、この振動のかすかなエコーを検出することができる人間の楽器、三次元、五感覚コンテキ

ストへの知覚ではありません。 初のソースは、すべての存在です。 そして、すべてが平等のこのトーン振動を通じてまずソー

スを連絡することができます。 嘆願の祈りには応答する 初のソースをかき混ぜることはありません。 唯一の平等の individualís
音振動のコアの発現は、有意義な方法で 初のソースとの接触に成功します。  

初のソースは、多くの下面を持っています。 これらの面は、しばしば神自体であると考えられ、しかし、神は 初のソースの唯

一の次元の側面であり、同様に神の多くの面がありますされています。 階層は、このマニフェストではなく、まずソースを行いま

した。 初のソースは、法律の世話になっているものではなく、他の力や電源と連動して動作しません。  IT は、ユニークな、真

に主権と同時にユビキタス、そのためです。  IT はどのような方法で隠したり、生活には慎重ではない。  IT は、単に、すべての

生活の中で符号化された振動を通してでなければ理解できないユニークな、そのためです。  

人間の器が 初のソースを尋と階層とアクセスソブリンインテグラルな視点を経て進行するのに十分であるこのユニークの画像を

結晶化できるように神の他の面が作成されています。 それにもかかわらず、あなたが神として保持しているかを、まずソースが、

初のソースのわかりやすい解釈として、階層によって開発された 初のソースの一面ではありません。 我々は、これらの"解釈"
が彼らの描写で非常に不十分だったことを伝える必要があります。  



まず、ソースがすべての創造、かれのユニークなので、IT は、言葉で表せないほど計り知れない、と人間の楽器とエンティティの

コアの発現を介してアクセスのエンティティレベルに格納されて平等のトーン振動を介する以外理解不能です。 ソブリンインテグ

ラルの意識から運用する個人の十分な数があるまで、遺伝子の心は達成するためにこの振動へのアクセスが困難になります。  

 
 
 
遺伝マインド  

遺伝的精神は、程度の差こそあれ、すべてのエンティティの人間の器を貫通する普遍的な信念のシステムと同等です。 一部では、

それはオリジナルの思考を考えると、元の感情を感じる能力を固定する。 ほとんどで、それは階層の受け入れの信念体系との調和

に自分の信念のシステムを entrains。 少数で、それは大きな力を発揮することも、彼らの個人的な信念のシステムの開発上の任意

のベアリングを持っています。  

ソブリンエンティティになる訓練になると、このトレーニングだけでなく、彼らの運命を全く知らない人テラコッタ地球上のもの

があります。 彼らは時代を超越したとなると彼らのライフストリームの連続を表示することができるときに、彼らは、主権実体と

してそれらを差別化しているスレッドが表示されます。 彼らは、苦難と宇宙のはずの無関心が、実際に新たな遺伝的精神の設計者

としての彼らの出現のための触媒であったか理解できるでしょう。  

それは時々あなたの心理学のテキストで参照されている遺伝的心は、無意識または普遍的な心と異なっているという点で遺伝的精

神は、その も遠い過去からの現在まで、地球上のすべての人々の蓄積された信念で独特のフォーカスを持っている時間。 これら

の蓄積された信念は、遺伝的精神上のどの押印信じて受け入れられるものの境界をキャストするために、実際には階層の操作です。  

ので、説得力のあるこの操作と事実上誰もが自分の信念の操作を認識していないことを階層構造によって課されている境界があり

ます。  WingMakers が初めからあなたの種と相互作用している理由がここに正確です。 文化の担い手として、我々は科学、芸

術、そして哲学の分野での境界線を伸ばす。 我々は基本的に遺伝 mindís"境界の塀を"展開し、それがソースのリアリティとして

知られている"土地"の大部分を包含することができます。  

我々はあなたの遺伝子の心の根本的な誤解についてお話したいとしたら、あなたは私たちを信用しませんでした。 あなたが も確

実だ - も、あなたの も熟練した精神的指導者 - あなたが真かつ合理的な保有する多くの侮辱で私たちを見つける。 それはあな

たが遺伝の心の捕捉を支持してあなたの神の性質を浪費している方法に非常に明確になるので、ソースの現実の私たちの表現の面

で恐怖を感じるだろう。  

我々は、これが自分の信念の判決のように見えることを知っている、そしてそれがある程度ですが、あなたの信念のシステムにつ

いて、これを知っている必要があります：彼らは、主にソースの現実から切断されます。 彼らは、階層の"風"でソースのリアリテ

ィの"枝"から切断されているウェブのスレッドのようなものです。 ソースのリアリティは、無条件の愛であなたの信念で表現され

ますが、あなたの信念のシステムのすべてのディメンションの、これは接続されている一つのスレッドです - 遺伝心を通して - ソ
ースのリアリティに。  

他のすべてのディメンションは、遺伝的精神に接続し、ソースのリアリティへの継続的な接続を持っていない。 遺伝的精神は、ソ

ースのリアリティの仲介と反射のように、完全にとは全く不適当です。 これは、時間を通じて、種の進化経路を設計するプライマ

ル青写真の一部なのです。 遺伝的精神は、ソースのリアリティからの分離を体験して開発する種のためのバッファとして機能しま

す。 このように、人間の楽器は時間、空間、そして力を奪われた信念のシステムの錯覚で適切にもつれです。  

これらの要因は、それらがエンティティになるように方向感覚として、テラコッタ地球にエンティティを引きつけるかを正確にな

ります。 テラコッタ、地球上で経験されるよりもソースのリアリティからの分離のよりよい感覚を提供する多元宇宙のごく少数の

惑星系があります。 分離感を増幅することによって、エンティティは、より完全にユニークであり、ユニークな存在として、 初

のソースの似ている individuated エッセンスを体験することができます。 これは人間の器の中で具現するために、この世界に実

体を描くものです。  

ので、遺伝的精神は、他のソースの現実の真の特性を理解する一方で、分離、および無効化の力を体験できる力です。 この二分法

は、理解するときに、遺伝的精神とその原理の著者、階層の制限の面から人間の楽器と、そのエンティティの意識を解きほぐすの

に役立ちます。  

今後 20 年間で、遺伝的精神は、変更に対して脆弱ますます断片化されたため、となります。 これは、インテリジェントなネット

ワークとそこに人工知能の成長偏在の影響となります。 インテリジェントネットワークの拡大相互接続ため、こうした技術の到来

を伴う世界的な文化の出現の遺伝的精神に大きな影響を与えます。  

 
 
 
支流ゾーン  



支流ゾーンは、人類がグランドポータルを発見する手助けを目的に人間楽器内で全体性のナビゲーターを目覚めさせるための触媒

である。 彼らは、3 つの異なったカテゴリに分類されます。  

 Superuniverse ベーストリビュタリゾーン  
 銀河ベーストリビュタリゾーン  
 惑星ベーストリビュタリゾーン  

 Superuniverse 支流のゾーンには、数の 7 つのものであり、その特定の superuniverse 内の生命 - ベアリング惑星システムの

グランドポータルを発見するために必要な知識のリポジトリを構成する。 惑星や銀河のいずれか - これらは、他のすべてのトリ

ビュタリのゾーンの原型です。  

銀河トリビュタリゾーンでは、数値の 7 つのものであり、密接に superuniverse の対応に似ている。 彼らは一般的に、中央競馬

の専門家によって転置され、近くや知的、感覚生活の十分な数を有する生命有利子銀河の銀河核内で確立されます。  

銀河支流のゾーンは、 終的にエンコードされた感覚データストリームとして惑星のレベルに置き換えています。 一般的に、これ

は、惑星系がオーリン技術やグローバルな通信ネットワークの第一段階を確立した直後に発生します。  

惑星のトリビュタリシステムは十分に彼らの夢を見ている状態で銀河のトリビュタリのゾーンと相互作用している種のメンバーに

よって作成された芸術的とテキストベースの貢献の多様なセットです。 いくつかのインスタンスで、これらは同じ銀河内の他の惑

星系の作品が含まれる場合があります。 一般的に、惑星トリビュタリのゾーンは、本、アート、詩、そして映画の形式で作成され

ます。 彼らは銀河トリビュタリのゾーンの場合のように、感覚データのストリームをエンコードされていない、と彼らは、種の準

備に焦点を当てている。  

 
 
 
グランドポータル  

グランドポータルは、全体性ナビゲータ反駁科学的な発見であり、それが住んでいるか、そして人間の器の中で、その機能を実行

します。 それは銀河社会の一員として、種を確立するため、グランドのポータルでは、ヒューマノイドの生物種の も深遠な発見

です。 この発見は、通常ソブリンインテグラルネットワークへのオーリン技術の第三段階、 終的にはモーフと一致している。  

グランドポータルは、人類がソースの現実を観察し、そこに通信するのに経由するレンズです。 グランドポータルは、人類の頂点

の発見であり、人口のすべてのセクターへの大きな変化に告げる。 それは三次元に存在する間、多元のすべてのディメンションを

採用する立場に人間を置くこと、科学、形而上学、芸術、そして superuniverse を conjoins。  

 
 
 
オーリンテクノロジー  

インテリジェントなネットワークは、グローバルな性交を可能にする変換インタフェースを持つ単一の言語で動作することができ

ます。 これは、言語はもはやコミュニケーションの障壁がないことを意味します。 インテリジェントなネットワークは両方とも

リアルタイムの読み書き会話のアプリケーションを変換するメタ言語をご紹介します。 それは、構築し、グローバル経済のデジタ

ル化を促進するグローバルな遺伝 mindís に革命をもたらすでしょう。  

そこにグローバル、デジタル経済の概念に激しく反対する人、階層内の多くのですが、私たちはあなたを教えてくれる、それは関

係なく、苦情および登録懸念の発生します。 あなたの も強力な銀行、コンピュータメーカー、ソフトウェア企業は、この重大な

技術を作成するにはマージされ、1 つの言語インテリジェントネットワーク（オーリン）はすべて worldís コンピュータベースの

システムの標準のオペレーティングシステムになります。  

これは 2008 年度まで発生しないので、それはあなたの経済のこのグローバル化が発生する前にいくつかの時間ですが、システム

とアーキテクチャのすべては、すでに設計して、優秀なエンジニアや科学者のいくつかの心の中で概念化されている。 我々は、こ

れが懸念されるものではない、あなたを確保するのではなく、受け入れ、およびないので、経済的価値が、しかし方法からオーリ

ン技術は世界的な文化の発展を促進します。  

オーリンの技術が進化するにつれて、それはますます、個々の制御の対象となります。 言い換えれば、個人が密接にグローバル化

となる networkís エンターテインメント、教育アプリケーション、にリンクになります。 もはや世界的なメディア企業は、地理

的な市場のために公開されません。 彼らはグローバルな聴衆のためにコンテンツを生成し、各個人が何を、どのように楽しませた

り、教育を受けることを希望するを定義します。  



オーリンの技術は、そのネットワークにリンクされているすべての個々の好みや興味を"知っている"だろう、と 2016 年で、それ

は 20 世紀後半の電話よりユビキタスになります。 したがって、ネットワークは、個人によって制御され、コンテンツやサービス

の生産者は"スレーブ"または個々の反動的力になります。 したがって、個々は慎重に彼らのエンターテインメント、教育欲求を定

義する必要があります、またはオーリンの技術は、望ましくないコンテンツをお届けします。  

我々は、これが明白と陳腐な音を知っているが、それは道のエンターテイメントと教育がプリオーリンの技術のあなたの世界で配

信されるより大いに異なっている。  WingMakers が取り残されていることをタイムカプセルには、それが存在する前であっても

遺伝的精神の制限力の外で動作、およびオーリンの技術のためのコンテンツを作成するために希望者にテンプレートとして機能し

ます。 タイムカプセルは、これを行うと理解し、照明の新たな廊下に、その視聴者参加者を運ぶ多次元コンテンツを作成する方法

を実証する方法を示します。  

これは、遺伝的マインドがフラグメントとテラコッタ地球の人間の楽器によって統一された力を発揮できなくなる方法です。 それ

がこの状態にある時には存在の変換/マスターシップモデルに屈すると、それとの合成を形成します。 それは自分自身を変形させ

る、そして遺伝的精神は、代わりにそのバリアーの力のテラコッタ地上のエンティティの変換のリーダーになります。  

 
 
 
ソブリンインテグラルネットワーク  

ソブリンインテグラルネットワーク（SIN）はすでに、実際に、常に存在している存在。 しかし、それはあなたの技術で接続する

か、またはインターフェイスにするための手段がありませんでした。 テラ-地球が自然の中で主に機械論的および電気的な技術を

創出し、そしてそれだけで電磁エネルギー分野とホログラフィック技術を理解し始めている。 残念ながら、技術が開発の彼らの幼

児の段階にあるとき、彼らは非常に頻繁に軍事的または経済的な制御アプリケーションに準拠しています。 そしてこれは、これら

の新技術の場合と同様です。  

 SIN は、そのようなアプリケーションをベアリング技術とインターフェースすることはできません。 ないので、それは技術的に

不可能ですが、それは倫理的に好ましくないからである。  SIN は、実際には多元のすべての次元に存在する光でエンコードされ

たフィラメントのサブアトミックネットワークです。 他のすべてのエンティティと 初のソースにそのエンティティレベルですべ

ての生命体を接続し、ウェブと同様に、ソースのリアリティから発行する光のスレッドの数が無限として SIN 考える、と。 これ

は、エンティティに知識を送信すると、エンティティから知識を受信する 初のソースで利用される有機的なネットワークです。  

 SIN は、 終的にオーリン技術とのインタフェースになりますが、これは数百年にわたって発生しません。 インタフェースは、

あなたの技術と宇宙論の理解の両方を越えて遠すぎる、そしてそれはそのコンテンツとアプリケーションに完全に純粋になるまで

は惑星系は SIN とのインタフェースに装着することはできません。 唯一の 初のソースは、惑星系は SIN 上のノードになること

ができるときに、この判断を行います。 インタフェースにその機会が過ぎている前にテラコッタ地球は SIN 上のノードになるた

めのこれは、WingMakers の中核目的です。  

各エンティティは、SIN のノードですが、そのいくつかは、この接続は、彼らが読んで聞いたり何を介する以外に存在する実現。 接
続は、実際と永遠であり、そして 初のソースのレプリカの心を打つエンティティの中心、 も内側の側面に発生します。 これは

初のソースのリポジトリであり、無線塔のような独特の振動が全方向にその信号を送信する醸し出しています。  

も、あなたの物理学者は彼らのいわゆる超弦理論とその研究の SIN の予備的な証拠を発見した。 我々は、このネットワークは

終的にそれは永遠に導管であることを主な理由のために他のすべてのネットワークに置き換えることに、しかし、あなたを確保す

る。 そして、これは 終的にソースのリアリティの無の世界につながる、エンコードされた光のフィラメントで構成される生物の

形態に似たポータルに導くあなたのインターネットに似て、技術のポータルを介して、 初は、すべてのヒューマノイドの種を描

画先になります。  

人間の種がソブリンインテグラルネットワークを活用し、その遺伝的精神を変換した際に、これは、宇宙の海は、帆時に"船"にな

ります。 とこのように、種は、その存在の前の段階で達成された、その知識ベースと知恵を活用した壮大な実験のプロセス全体を

再制定することのできる新しく作成された世界の"神"になることを許可されています。 壮大なスケールで、このプロセスは、多元

宇宙全体の無数の世界にキャスト、そして創造のこの不思議な活動のすべてを結集するソースインテリジェンスと SIN です。  

 
 
 
ソースインテリジェンス  

ソースインテリジェンスはすべての世界、すべてのディメンション、すべての現実、すべての生命体、全ての時間と場所にキャス

トされた 初のソースのエネルギー意識です。 ソースインテリジェンスは、つまりすべてに投影 初のソースです。 ソースイン

テリジェンスは、実質的に、 初のソースの"目と耳"であり、その役割は主に表現に関与している、支持する、と 初のソースの

意志を維持する。 もっと個人的なレベルで、それは意識の拡大を加速し、自分自身を無制限に希望者を支援するために提供するエ

ネルギーインテリジェンスの解放力です。  



 
 
 
つまり、すべての  

ソースインテリジェンスでは、まずソースの投影インテリジェンスです。 この意識内になるすべての合成と蒸留が存在する。 そ
れは、アチューンメントと創造的な意志によってに侵入することができる知識及び経験の無限のライブラリです。 ソースインテリ

ジェンスは、宇宙統一の車両ですが、それもあり、この情報およびそれのために達すると意識の拡大のためにそれを利用するため

に喜んですべてのエンティティへの創造的なエンパワーメントを"循環させる"オールザットの情報を保持します。  

 
 
 
全体性の宇宙  

全体性の宇宙は、すべての次元と現実の集合体です。 それは、統一されたとソースインテリジェンスを介して相互に接続です。 そ
れは、実験的な変化と進化の状態で動的な、常にです。 それは単に、理解したり、いかなる種類の測定を確立するには余りにも広

大でダイナミックです。  

 
 
 
振動のフィールド  

全体性の宇宙は、知覚と存在の無数の次元で構成されているエネルギーの広大なフィールドです。 このマクロは、宇宙の中で人間

の命が根付いている第 3 の次元の現実のような経験の支配的な領域である存在の大きさです。 各ディメンションは、経験のその独

特の性質を持ち、各次元の振動速度は、その存在の決定因子であるため、これらは、振動のフィールドと呼ばれます。 次元の振動

率が高い、より広々と unlimiting それがあります。 全体性の宇宙の中で振動のフィールドは無限にエンティティまたはソブリン

積分がに同調し、体験や支配的な現実として利用できることを、すべての実用的な目的のために、あります。  

 
 
 
ソースのリアリティ  

初のソースは、ソースの現実に存在する。 ソースのリアリティは、常に拡張の限界に挑戦された意識の次元である - 意識の全

体のための開発と進化の 先端。 動的拡張のこの領域では常に見られるソースのリアリティです。 それは 初のソースまたは宇

宙論的展開のインキュベーターの内部聖所にたとえることができます。  

 
 
 
主権  

主権は完全性と相互関連性の状態です。 それはアニメーション化して、身体的、感情的、そして精神的な側面、そしてそれがこの

精神を介して、完全かつ普遍的精神の意識（ソースインテリジェンス）を介して他のすべての生命体に接続されていることを人間

としてあなたが individuated 精神力を持っていることを認識している。 ソブリン人間は、彼らは単独で彼らの現実を作成し、彼

らの人生を経験する責任を負うことを理解しています。 彼らはまた、他のすべての生命体が均等に主権であることを、彼らはまた

彼らのユニークな現実を作成することを理解しています。 主権は、解放の情報源が自己内に含まれていることができ、新たな現実

を作成するために必要なものすべては、自己に含まれています。 それは、エンパワーメントのポイントと愛の周波数を介してすべ

ての接続です。  

 
 
 
ソースコード  

ソースコードは、エンティティの意識内に存在する"アクチベーター"を埋め込まれている。 彼らは、エンティティとエンティティ

の意識内に保存されている開放的な情報の多次元性に人間の楽器を目覚めさせるの明確な目的を果たす。 ソースコードは、ソース

コードは、意識の拡大を加速し、容易に変換の特定の青写真を活性化する程度の DNA の遺伝コードに多少似ています。 実際には、



ソースコードは、人間の楽器の目覚めを触媒し、それが社会化、人間からのものであることのすべてへの接続を意識している主権

実体に飛躍することをお勧めします。  

 
 
 
階層  

階層は、発見の非常に国境に宇宙全体に拡張。 それはすべての星系、あらゆる次元から延びる枝を持つのに対して、事実上すべて

の生命体はこの宇宙論的なツリーの"葉"です。 それら各々が木の枝を通して進化として階層種、精霊、惑星、そして星の壮大な教

化を構成している。 階層：それはすべての構造の 大の内のどこかにネストされたサブグループの支援で彼らのエネルギーを投資

することを望む外観の集合です。 サービスは、階層の運用動機であり、そしてほとんどの場合、この変換 saviorship のコンセプ

トに。  

階層は、サブグループにそのエネルギーをリンクされているすべての動機のエンティティで構成されています。 ソースリアリティ

の外ですべてのものを包含する構造 - 広大な、宇宙論的ツリーの独立したブランチとして、これらのサブグループと考えてくださ

い。 ツリーの根は、遺伝的記憶と潜在意識の同一性の土壌にバインドされます。 木の根元に 初の支店は、もやしと、彼らは正

貨のネイティブの宗教を代表する、 も古いです。 上部の枝は、新たに宇宙に浮上している現代的な信念体系を表しながら、中央

の枝は、正統派の宗教と教育機関です。 ツリー全体は、この定義では、階層であり、その目的は、教師/生徒の結果は、宇宙の順

序付けている上部構造を通して生命の進化を推進することです。  

初のソースは、個人ではない組織に接続されています。 このように、階層は重要と動的な方法でソースに接続されていないです。 
階層は、より、助けるために提供するため、積極的に電力の使用を可能にする機能を実行するための独自の集合的欲望に接続され

ています。 それ自体では、これは間違っているか、見当違いではありません。 それは、集団から個別的及び集団的に個々に意識

の unfoldment を組織化するプライマル青写真の一部なのです。 これは、ソースインテリジェンス内の品種の全体性と完璧な統合

のスパイラルです。  

 
 
 
全体性の視点  

人間の楽器は、それが断片化し、五感に制限されているため、真の全体性の視点を望んでいる、、人生の経験を吸収し、それを処

理し、そして優雅さと使いやすさで、次のものに移動する方法。 これは、望まれているのか、それを記述するために使用されるも

のの名前に関係なくはない。 全体性は、すべての現実を受け入れ、統合感、団結、平等、および非判断でそれらを介して動いてい

る。 それは本当のものは二元性がないことを意味しています。 それはすべての経験が等しくなり、すべての One の超越的現実に

根ざしたであることを意味します。 そして、 も重要な、それはすべてである 1 つは、私、彼、彼女、それ、それ、およびそれら

を使用することを意味します。 何も除外しないまたは拒否されます。  

 
 
 
全体性ナビゲーター  

進化の理論は、右の楽器と知り得るか客観的な現実で動作している分子機械で構成される機械的な宇宙の既存のパラダイムに基づ

い積層されている。 宇宙はどんな楽器でも統一と全体性のあなた自身の感覚を保存すると、本当に不可知です。 多次元宇宙の文

化が一体に根ざしているため、全体性の認識は永遠に人間の楽器で展開される。  

植物は彼女の物質の地球とドリンクを貫通するルートシステムを持っている。 このように、すべての植物がリンクされています。 
各プラントは目に見えないいた秘密のルートを持っていたが、それでも地球の中心部に接続されていたことを想像してください。 
収束のこの時点で、すべての植物は、秘密のルートは、個々の表現が地球の表面に持って来られたに経由する生命線ととしてリリ

ース、その統一された意識であることを確かに統一し、その正体は、相互接続された根のこの中核となるシステムであることを認

識していた、と個性の香り。 この同じ方法で、すべての存在は、その秘密のルートを持って 初のソースの未知の領域へのスパイ

ラル。 これは、多次元宇宙の文化を定義する団結のフィールドです。  

すべての人間の生活は、全体性ナビゲータが組み込まれています。 それはコアの知恵です。 それは全体性と統一への通路として

の断片的な存在を感知する人間の楽器を描画します。 全体性ナビゲーターは、何よりも全体性を追求し、まだそれは多くの場合、

構造のエネルギー、極性、線形時間、そしてテラコッタの地球支配の分離独立の文化によってコースを吹き飛ばします。 全体性の

ナビゲーターは、エンティティの意識の中心であり、そしてそれは秘密のルートがそれは人間の感覚に無形である可能性があって

も、存在していることを知っている。 それは、自分の人生の中で優先順位として精神的な成長を配置生命の相互関連性を受け入れ

るのは、この非常に状態です。  



人体の五感は、個人の全体性のほんの一部を養う。 彼らは経験の唯一の経路であるかのようにまだ人間の器は、これらの五感にし

がみつく。 全体性ナビゲータの種子のビジョンは、まずソースと同じです。 それは 初のソースのレプリカと同じ周波数で正確

に振動し、意識の同じ偉業が可能です。 と洞察力を持つ 初のソースを提供する無数の秘密のルーツは、経験、知性、そして視点

はではなく、あなたの自我の意識のために設計されている五感を通して、アクセスすることができます。  

全体性ナビゲータ preceptors は秘密のルートから主に構成されています。 これは、すべてと一つである全なものを見につながる

情報の微妙なキャリアです。 これは、ソブリンインテグラルの意識の生命に人間の楽器を誘致するための手段として人間の楽器で

マニフェストを作られている 初のソースの一面です。 秘密のルートと全体性ナビゲーターがご案内しましょう、と五感がむしろ

人間の楽器のための分離主義者の思考のコレクターではなく、エンティティの expressionary ツールとなることができます。  

あなたは秘密のルートにアクセスする方法は？ 観察のそのポータルは、大きく分けて一体の意識として定義することができます。 
これは、あなた自身があなたがあなたの物理的な身体の外に生命に統合されているかを認識できるようにするものだ。 それは感情

とあなたがすべてのものとの時間を通して編まれているホログラフィックエンティティであるという認識であり、そしてあなたが

この感覚に触れるとき、あなたは、全体性のナビゲーターであるあなたの意識の周波数をリコール - によって育まれている神秘的

な普遍性秘密のルート。  

これは、人間の器が獲得するだろうという状態ではありません。 むしろ、それは人間の器が結果として、その目的の理解を変える、

垣間見ることが一時的にできるとことの一体感と全体性です。 全体性ナビゲーターは、テラコッタ土にエンティティの意識の延長

としての役割を見ることができるエンティティの意識と整列するように人間の楽器を取り出し、そしてソースの現実に人間の楽器

の延長のようなエンティティの意識。  

 
 
 
進化と時間の概念  

個人が意識で進化することは物理的な身体の面で進化の過程はかなり異なっています。 対照的に、物理的な体が徐々に数千年にわ

たって形をしている間、例えば、個々は、時間内の単一の瞬間の中で意識の飛躍を行うことができます。 特に物理的な身体 - - 線
形時間の広大な経験を通しての進化人間の器が間にこのように、エンティティは、記憶の過程を通して変換します。  

エンティティの individuated 意識は人間の器の中で記憶さしようとしている 初のソースの断片です。 それは、 新性の永遠の

状態に住んでいると現実のすべてのディメンションにわたって時間と意識の連続性を表しています。 言い換えれば、時間のすべて

の次元が同時に実体の意識が経験している、しかし、テラコッタ地球に、人間の器は、通常、一般的に線形秒単位でキャリブレー

ション時間の一つの次元、の唯一の意識です。  

これは、時間が人間の器のような三と四次元構造の進化におけるこのような重要な役割を果たしているが、意識そのものの変革に

はほとんど影響力を持っている理由です。 人間の器は、常に自己に作成されるすべてが経験、感情、と考え、によって形成されて

いる物理的なボディに接地されている。 一方、実体の意識は多次元自己です。 それは接触の楽器を通して時間/空間の宇宙内で投

資されている意識のすべてのさまざまな側面の和集合である、そうでない場合は、ヒトまたはである。  

エンティティは、同時に線形時間の 20 万年にまたがっ千人間の楽器に生息することがあります。 特定の期間の人間の器に、それ

は唯一無二の存在であると思われますが、エンティティに、その生活のすべては、 新性で発生している。 エンティティの意識は、

その様々な人間の楽器は、車輪のスポークのようにに接続するの周囲に"ハブ"です。 とホイールの外側リムは惑星の生命の寸法内

で円形の時間として表されます。  

 "スポーク"、または時間ベースの生命のすべては、彼らが非時間に収束するエンティティの意識で一緒にリンクされます。 エン

ティティの意識から、全体性ナビゲーターのポータルを介して、この同じ経験は、 初のソースに送信されるソースインテリジェ

ンスによって処理され、運命の事項について entityís 視点を拡大するエネルギーの形態としてのエンティティの意識に戻って、存

在、と目的。 それは 初のソース、ソースインテリジェンス、エンティティ、人間の楽器、そして時間の間にこの相互関係を表現

することは事実上不可能です。 時間は、個々の人間の楽器の間で共有することができるの断片に分割し、この知識をすることが可

能になります。  

人間の器は、放浪生活を体験するためにエンティティの意識のための車両を形作るために一緒にリンクされて、精神的感情的、お

よび物理的な機能の複合です。 人間の器が良くエンティティのニーズに合わせて進化。 エンティティは、まず、ソースの純粋な

振動、個別の式から、そこに惑星の経験によって自分自身をそれ自身の経験的な現実を作成し、再定義しているソブリン積分に変

換します。  

永遠に、それは時間を除外するように見えるかもしれないが、それにもかかわらず主権現実に分離されたが、その代わりに、労働

組合に異なる現実を描く、光の糸のようにすべての現実に統合されていない絶対的な時間の形式です。 実体の意識が全体であり、

すべて現実が収束組合----のこの次元では - 時間は平等や愛の振動の拡大によって、むしろ秒の線形の進行ではなく明確に表現さ

れますが。 このように、永遠に、時間は単に実体が確立し、彼らの成長を認識する際に新たな価値体系によって再定義されていま

す。  



 
 
 
存在のモデル  

人類の相互作用と運命を形作る存在の 2 つの主要なモデルがあります。 存在のこれらのモデルは以下のとおりです。  

 - 進化/ Saviorship モデル  
 - 変換/マスターシップモデル  

それぞれの人間は存在のこれらのモデルのいずれかまたは両方から自分の信念のシステムを開発しています。 進化/ saviorship モ

デルは、階層によって公布された支配的なモデルです。 その基本的な教義は、その人生は、階層構造の教師/生徒方法論を通して

進化しており、様々な教師が（救世主）副階層は、情報の開発と制御を可能にする人類に記載されている。 そうすることで、個人

は彼らの主権から力を奪われたと切断されます。 存在の進化/ saviorship モデルの基礎式は次のとおりです。  

 saviorship を通じて人間の楽器+階層=神の接続。  

存在の変換/マスターシップモデルの場合には、その原理の教義は、エンティティは、無限の不死、そして主権であることです。 す
べての情報は、したがって、ソースインテリジェンスに自分自身を attuning と階層から自分自身を"デチューニング"による自己啓

発と自己解放になるためにエンティティの責任である、エンティティにソースインテリジェンスから流れる、と。 それぞれが独自

のマスターとなり、それぞれが時間と空間の発祥地内ソブリン積分する人間から変換します。 存在の変換/マスターシップモデル

の基礎式は次のとおりです。  

エンティティ+ソースインテリジェンス= 初のソース平等。  

個々の課題の 1 つは、合成モデルを設計するために存在のこれら二つの支配的なモデルを認識し、それらを統合することです。 合
成モデルでは、ゆっくりとテラコッタ地球上に浮上している、と高い確率で、 終的にこの宇宙の存在の支配的なモデルになりま

す。 それは、実体と 初のソースの主権に衝突することなく、意識を統一するために 善のことができる存在のモデルになります。 
それは、エンティティがソースインテリジェンスの活気のあるコンテナになると 初のソースの完全に意識前哨基地としての振動

の新しい分野を探求することができます。  

 


