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So, of course, the first celebration is Happy New Year! 

もちろん、最初の祝いの言葉は新年おめでとう！です。 

 

And you know we have four big celebrations every year. 

私たちには年 4回の大きな祝日があります。 

 

but this one for me is the most emotional. 

でも今日は私にとって最も感情が高まる日です。 

 

Other ones are very happy. 

他の祝日はとてもうれしい日です。 

 

First Sunday of April is the celebration of creation of life and it's beautiful, we... 

4 月の第 1日曜日は 生命創造を祝う美しい日です。 

 

we enjoy and we laugh. 

楽しみ笑いあう日です。 

 

December 13th is the first Message, beautiful. 

12月 13 日は第一のメッセージの記念日、美しいです。 

 

We laugh,we dance. 

私たちは笑い、踊ります。 

 



October 7th, is the second Message and we laugh and dance also. 

10月 7日は第二のメッセージの記念日で笑い踊る日です。 

 

But August 6th, every year, I cry. 

でも 8月 6日、私は毎年泣きます。 

 

I dance and sing also, but I cry. 

踊り歌いながらも、泣きます。 

 

Because there are 300,000 people in my head 

私の頭の中に 30 万人の人たちがいるからです。 

 

those who were alive in Nagasaki and Hiroshima women going to market 

長崎や広島で生きていた買い物途中の女性たち 

 

children playing…destroyed immediately by the most criminal crime against humanity 

of all history of humanity. 

遊んでいた子供たちが、人類史上最も人道に反する犯罪によって一瞬で殺されました。 

 

Nobody ever killed 300,000 persons in one second. 

誰も他に 1 秒で 30 万人を殺した人はいません。 

 

Genghis Khan killed many people but it took years to do it. 

ジンギスカンは多くの人を殺しましたがそれには何年もかかりました。 

 

Attila killed many people, but took many years to do it. 

アッティラも多くの人を殺しましたが、それには何年もかかりました。 

 

Julius Caesar killed many people it took many years to do it. 

ユリウスカエサルも多くの人を殺すのに何年もかかりました。 

 

Napoleon killed many people took many years. 

ナポレオンも多くの人を殺すのに何年もかかりました。 

 

But the Americans they even did better than Adolf Hitler. 

でもアメリカはアドルフ・ヒトラーよりうまくやりました。 



 

Hitler couldn't kill 300,000 people in one second. 

ヒトラーは 1 秒で 30 万人を殺すことはできませんでした。 

 

“Guinness Book” of killing. 

殺人のギネス記録です。 

 

300,000 people in one second. 

1 秒で 30 万人。 

 

We have to remember these people. 

私たちはこの人たちの事を覚えておく必要があります。 

 

Everybody in the world is always saying, "We must remember the Nazi holocaust and 

the killing of Jews." 

世界中の人がいつも「ナチのホロコーストとユダヤ人虐殺を覚えておく必要がある」と言い

ますが、 

 

But it's nothing compared to Hiroshima. 

ヒロシマに比べたらなんてことはありません。 

 

We must always remember these 300,000 people. 

私たちはいつもこの 30 万人の人たちを覚えておく必要があります。 

 

300,000 people killed immediately and hundreds of thousands dying in the following 

years of radiation. 

30万人が一瞬で殺され、その後何十万もの人が放射能で死んでいきました。 

 

Remember them for ever. 

彼らのことをいつまでも覚えておきましょう。 

 

Never more. 

二度とこのような事が起こらないように。 

 

But we are, of course,celebrating and we must laugh 

でももちろん、私たちはお祝いをしているのですから笑って 



 

laugh and dance but keep a little part of our brain saying, 

踊る必要がありますが頭の隅では 

 

"thank you, Elohim, for telling us to destroy every atomic bomb." 

「エロヒム、私たちにすべての原子爆弾を廃絶するよう伝えてくださりありがとうござい

ます」と言いながら、 

 

Enjoy, laugh and dance 

楽しみ、笑い踊りましょう。 

 

because crying doesn't help. 

泣くことでは助けになりませんから。 

 

Laugh and dance and sing in memory of these 300,000 people. 

30万人を追悼して笑い踊り歌いましょう。 

 

Then your laughing and your dancing and your happiness will be a celebration of peace. 

そうすれば 皆さんの踊り笑い幸せは平和の祝いになります。 

 

But looks like human beings never learn. 

それにしても人類はいつまでも学びませんね。 

 

Last year, I told you that every year I receive a message in the night of August 5th to 

August 6th about our future. 

去年言いましたが、私は毎年 8 月 5 日から 6 日にかけた夜に私たちの未来に関するメッセ

ージを受け取ります。 

 

And once again last night I received the information. 

昨夜もまた情報を受け取りました。 

 

Last year was 99% chance of humans destroying itself. 

去年は人類が自己破滅する可能性は 99％でした。 

 

And now...it's 99.5! 

今年は 99.5％です！ 



 

So it's not improving. 

何も改善していません。 

 

This information comes from the most advanced computer in the universe, of Elohim. 

この情報はエロヒムの宇宙で最も進んだコンピューターから来るものです。 

 

They know everything. 

彼らは全て知っています。 

 

But don't be sad 

でも悲しまないでください 

 

because there is 0.5% chance of survival. 

0.5％の生存の可能性があるのですから。 

 

Let's work to make this 0.5 grow in the future. 

将来この 0.5％を増やすために働きましょう。 

 

We are still alive. 

私たちはまだ生きています。 

 

there is hope. 

希望はあります。 

 

But the craziness of the Americans making new atomic bombs again! 

でも狂ったアメリカ人は新しい原子爆弾を再び作っています！ 

 

Russia, making new atomic bombs. 

ロシアも新しい原子爆弾を作っています。 

 

China, making new atomic bombs… 

中国も新しい原子爆弾を作っています。。。 

 

Israel having 200 atomic bombs. 

イスラエルは 200 の原子爆弾を持っています。 



 

And the world getting crazy about "Iran, maybe has one!" 

そして、狂った世界はイランが 1つ持ってるのではないかと騒いでいます！ 

 

10,000 atomic bombs in America. 

アメリカには 1万の原子爆弾があります。 

 

Not one 

1 つではなく 

 

10,000! 

1 万です！ 

 

I was shocked this week 

今週ショックな事がありました。 

 

I saw that some survivor of Hiroshima visited a memorial in New York, I think, of 

Hiroshima and Nagasaki. 

私はヒロシマの生存者がニューヨークの広島と長崎を追悼する場を訪れたのを見ました。 

 

A very old man 

とても年老いた男性です 

 

a Hiroshima survivor 

ヒロシマの生存者 

 

and the Americans told him, 

アメリカ人がその人にこう言いました、  

 

"You are lucky because thanks to the atomic bomb we saved the lives of hundreds of 

thousands of Japanese." 

「あなたたちはラッキーです、原爆のおかげで何十万もの日本人の命が救われたのですか

ら。」 

 

"Thanks to this bombing we made the war shorter." 

この爆弾のおかげで戦争が長引かずに済みましたね。」 



 

Wow! 

なんと 

 

This is crazy 

狂っています 

 

to say that to a Hiroshima survivor! 

そんなことをヒロシマの生存者に言うなんて！ 

 

This man lost all his family all his children 

彼は家族や子供たちを失くしたのに 

 

and they say, "Thanks to us the war was shorter and we saved many Japanese." 

アメリカ人は「我々のおかげで戦争は長引かずに多くの日本人が救われた」と言うのです。 

 

Is this planet crazy? 

この惑星は狂っているのですか？ 

 

Completely crazy. 

完全におかしいです。 

 

The mental health of these people is a… 

このような人たちの精神的健康は。。。 

 

that's why it's 99.5. 

だから 99.5％なのです。 

 

So thanks to the atomic bomb 

原爆のおかげで 

 

the war was shorter and less people were killed. 

戦争は長引かずそれ以上人は死ななかった。 

 

So they say it's good. 

だから原爆投下は良い事だと。 



 

No guilt no apologies to Japanese people. 

日本人に対する罪の意識も謝罪もありません。 

 

Almost saying,"Please, Japanese people, thank us because we saved Japanese lives a 

lot." 

「日本人の皆さん、私たちはたくさんの日本人の命を救ったのですから感謝してください」

と言っているようなものです。 

 

Wow! Where am I? 

いったい私はどこにいるのでしょうか？ 

 

What am I doing here? 

私はここで何をしているのでしょう？ 

 

Sometimes I say, "What is this planet?" 

時々私は考えます、「この惑星はどうなってるの？」 

 

So if tomorrow, there is a war between Russia and America 

もし明日、ロシアとアメリカの間で戦争が起こったとして 

 

if we follow the logic of the Americans 

このアメリカ人の論法に従えば 

 

it will be good, very good, if Russia bombs New York and Washington to make the war 

shorter. 

ロシアがニューヨークとワシントンを爆撃し戦争を終わらせるのは非常に良い事となりま

す。 

 

Would the Americans accept that? 

アメリカ人はそれを受け入れるのでしょうか？ 

 

Would they be happy? 

彼らはそれを喜ぶのでしょうか？ 

 

Will they say, Thank you, Russia 



彼らは言うのでしょうか、 

 

by bombing New York and Washington you make the war shorter." 

「ロシアよニューヨークとワシントンを爆撃し戦争を終わらせてくれてありがとう」と。 

 

Crazy! 

狂ってます！ 

 

This is a crazy planet. 

ここは狂った惑星です。 

 

But there is hope 

でも希望はあります 

 

and the hope is what? 

その希望は何でしょう？ 

 

What is the hope? 

何が希望でしょう？ 

 

You. 

皆さんです。 

 

You talk, you spread the Message 

皆さんが話をし、メッセージを広め  

 

you meditate for peace 

平和の瞑想をし 

 

you spread our beautiful values of absolute non-violence 

私たちの美しい価値観である絶対的非暴力を広め 

 

asking to all military forces to be destroyed 

全ての武器を廃絶するよう 

 

to be… all atomic bombs to be destroyed. 



全ての原子爆弾を廃絶するよう求めるのです。 

 

This is the only way out. 

これが唯一の解決策です。 

 

If we keep atomic bombs 

原子爆弾を保持していれば 

 

somebody crazy will use it one day. 

いつか狂った人がそれを使うでしょう。」 

 

The only way is to destroy it. 

ただ一つの方法はそれを廃絶することです。 

 

Israel is the most terrible example. 

イスラエルが最もひどい例です。 

 

They have 200 atomic bombs 

彼らは 200 の原子爆弾を保持し 

 

already targeting the most important cities of North Africa and Europe 

すでに北アメリカやヨーロッパの最も重要な都市を標的にしています 

 

and they have a plan, a crazy plan, secret plan. 

イスラエルは常軌を逸した秘密の計画を持っています。 

 

but there is no secret for Elohim. 

でもエロヒムには秘密にできません。 

 

I'm surprised to be alive 

私は自分が生きていることに驚いています 

 

because I know the Mossad's secret service of Israel is spying on me. 

イスラエルの諜報機関モサドが私の事を監視しているのを知っています。 

 

The name of the plan is "Masada." 



計画の名前は「マサダ」です。 

 

Masada was a city, a long time ago in Israel 

マサダは昔イスラエルにあった都市の名前です。  

 

who was surrounded by the Roman armies and the Jewish people of Masada killed 

themselves. 

かつてローマ軍に包囲されマサダにいたユダヤ人は自決しました。 

 

everybody. 

全員がです。 

 

They said, "We prefer to kill ourselves than to be taken by the Roman soldiers." 

「ローマ軍にやられるより自決したほうが良い」と。 

 

So Israel 

ですからイスラエルは  

 

if there is armies invading Israel 

もし軍隊がイスラエルを侵攻したら 

 

if the armies are invading Israel 

もし軍隊がイスラエルを侵攻したら 

 

they will send these 200 atomic bombs creating a World War III 

これら 200 発の原子爆弾を発射し第三次世界大戦を起こすつもりです 

 

and that maybe the end of humanity. 

それで人類は終わりになるでしょう。 

 

So, the other part of last night's message 

昨夜のメッセージには続きがあり  

 

is a special message for the Jewish people, who will be 

それはユダヤ人に向けた特別なメッセージです 

 



which will be published very soon 

それは間もなく発表されます。 

 

which said that, until now Israel was protected by Elohim 

内容は、今日までイスラエルはエロヒムによって守られてきましたが 

 

but this protection is finished 

この保護は終わり 

 

and the Elohim ask all Jews to leave Israel as soon as possible. 

エロヒムはすべてのユダヤ人にできるだけ早くイスラエルを離れるように要求しています。 

 

So we are living a very, very special time 

私たちは非常に特別な時を生きています。 

 

and, 99.5 per cent. 

99.5％ 

 

But we don't worry 

ですが私たちは心配しません。 

 

we work for peace. 

私たちは平和のために働きます。 

 

Even if it's 99.9 we will continue to work for peace. 

たとえ 99.9％でも平和のために働き続けます。 

 

Our mission is very simple: 

私たちの使命はとても単純です 

 

to save humanity. 

人類を救う事。 

 

Are you happy to help me? 

皆さんは 喜んで私を助けてくれますか？ 

 



Are you happy to help me? 

喜んで私を助けてくれますか？ 

 

And if, if everything goes bad, don't forget 

もし悪い方向に行ったとしても忘れないでください 

 

the Elohim will come and save us. 

エロヒムが私たちを救いに来てくれます。 

 

But we are not happy if we are only 

でも私たちは自分たちだけが 

 

the only ones to be saved 

助かってもうれしくありません 

 

because we are love. 

なぜなら私たちは愛だからです。 

 

We are not selfish. 

私たちは利己的ではありません。 

 

We don't want to be the only ones to be saved. 

私たちだけが助かりたいとは思っていません。 

 

We want to save everybody 

全員を助けたいです 

 

the blacks, the yellows, the whites 

黒人も、黄色人種も、白人も 

 

even the military 

軍人でさえ 

 

the Jews, the Arabic... 

ユダヤ人も、アラビア人も 

 



We want to save everybody. 

全員を救いたいのです。 

 

but we know, if we don't succeed 

でも、もしうまくいかない場合は 

 

be ready to fly. 

私たちは飛ぶ準備ができていると知っています 

 

Thank you for your love and your help to save this planet. 

皆さんの愛とこの惑星を救う助力に感謝します。 

 

The Elohim love you 

エロヒムは皆さんを愛しています 

 

each of you, they know you. 

一人ひとりを知っています。 

 

They follow you 

見守り  

 

they record everything you do. 

その行動全てを記録しています。 

 

Feel their love in your life. 

皆さんの生活の中でエロヒムの愛を感じましょう。 

 

Feel their light guiding you 

皆さんを導くエロヒムの光を感じましょう 

 

every day. 

毎日。 

 

Source: 

https://www.youtube.com/watch?v=4zbzp_85BeA&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4zbzp_85BeA&feature=emb_logo


●ラエリアン・ムーブメントについて 

 

地球外文明が地球上の全生命を創造 

 

 世界中の古代文献や伝統では、知的で力を備えた存在が、空から乗り物に乗って地球にや

って来たことを伝えています。 これらの出来事の説明に使われた言葉は、技術的に進歩し

た存在との接触を説明しようと、技術的に未発達状況にあった文化を営む人々によって用

いられたものでした。 

 

 私たち自身が科学の時代に突入した現在にあっては、高度な発展を遂げた人類によって、

生命が（神秘的にではなく）科学的にいかに生み出されるかを理解できるようになってきま

した。 

 

 書籍『地球人は科学的に創造された』では、まさにその高度な発展を遂げた地球外文明の

代表者からマイトレーヤ・ラエルに明かされた、驚くべきメッセージが詳述されています。 

ヘブライ語聖書の原典で知られているこれら「エロヒム」が、高度な科学力によって地球上

のすべての生命を計画的に創造したのです。 

 

聖書に登場するエロヒム 

 

 何千年もの昔、他の惑星から科学者たちが地球に飛来し、「彼らの姿に似せた」人類を含

め、あらゆる形態の生命体を創造しました。 彼らは高度に発展させた技術を持っていたた

め、原始人の祖先たちからは神と間違えられ、古代ヘブライ語の「天空より飛来した人々」

を意味する「エロヒム」という語で呼ばれていました。「エロヒム」とは複数形の単語であ

るにもかかわらず、時が経つにつれ、現代の聖書で言及されているように、単数形の「神」

と誤訳されるようになりました。 

 

科学的な創造 

 

 エロヒムは DNAと高度な遺伝子工学を用い、単純な生物から始めてあらゆる形態の生命

を創造し、科学を進歩させるに伴って植物や動物などさらに複雑な生命体を、そして最終的

には、自分たちの姿に似せて人類を創造しました。 

 

預言者 

 

 時代を超え、エロヒムは（ほんの数人の名前を挙げると）モーセ、ブッダ、イエス、モハ



メッドを含む多くの預言者との接触を維持しました。 彼らはみな、愛と調和と平和のメッ

セージにより、時代を超えて人類を導くため、エロヒムによって選ばれました。 

 

アポカリプス 

 1945 年、広島に最初の原子爆弾が投下されました。このとき人類は新たな時代に突入し

ました。予言されていた『アポカリプス』の時代です。（『アポカリプス』という言葉は、語

源的には「啓示」を意味します)  

今や人類は、科学を使って「黄金時代」に入るか、あるいは自滅するかの重要な段階に達し

ました。 エロヒムが最後の預言者を送る時が来たと決めたのはこの時でした。彼は私たち

の真の起源を明らかにし、過去の預言者たちが成し得なかった神秘の解明を行うでしょう。 

 

宇宙人大使館 

 

 私たちの創造者であるエロヒムは、公式に帰還し、世界の指導者たちと会見を行う大使館

を建設するよう、私たちに依頼してきました。 

 

1953 年に DNA が発見されて以来、私たちは、生物科学の分野で驚異的なブレークスルー

を目の当たりにしてきました。そして今では、私たちの身体の中にあるすべての生細胞が、

非常に複雑なものであることを理解しています。 そして、これほどのレベルの精巧さと緻

密さを真に理解したとき、「知的な創造活動」が介在している、という考えを否定すること

はできません。 

 

今日の発見 

 

 この無神論者の「インテリジェント・デザイン論」は、神を信じる者と進化論者の間にあ

る古くからの議論に、合理的な解決策を提供しています。 今日の科学的発見だけでなく、

あらゆる文化に存在する古代の歴史的記述とも矛盾を生じないものです。 

しかし、私たちの言葉を鵜呑みにはしないでください！ 

デザイナーたちからのメッセージである『地球人は科学的に創造された』を直接手にとって

ご覧頂き、ご自身で確かめてみてください。 

あなたの世界を見る目が変わることを 

保証します！ 

 

「地球人は科学的に創造された」（ラエル著）無料ダウンロード 

 

 

https://www.rael.org/ja/eb/intelligent-design-jp/


国際ラエリアン・ムーブメント 

公式ウェブページ 

 

日本ラエリアン・ムーブメント 

日本の公式ウェブページ。日本各地のイベントはこちらから 

 

宇宙人大使館プロジェクト 

宇宙人を地球に公式に迎える大使館建設プロジェクト 

 

平和のための1分間瞑想 

人類を救う愛と平和の瞑想をご一緒に 

 

ゴー トップレス運動 

男女平等にトップレスになる権利 

 

クリトレイド 

女性器割礼の犠牲者への支援プロジェクト 

 

マンジを支持する運動 

古くからの精神的シンボルです 

 

楽園主義 

仕事やお金の必要ない世界のために 

 

KAMAへの回帰運動 

 

 

 

 

http://www.rael.org/
http://www.raelianjapan.jp/
http://www.elohimembassy.org/
http://1min4peace.org/
http://gotopless.org/
http://www.clitoraid.org/
http://www.proswastika.org/
http://paradism.org/
http://backtokama.org/

