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●E T大使館の建設
メッセンジャーであるラエルには、２つの大きな使命があり
ます。『エロヒムメッセージの全人類への普及』と、創造者
エロヒムをこの地球に歓待するための『大使館建設』です。
ラエルは質問に答えて次のように述べています。

『私は時々、“なぜエロヒムは、ニューヨークのど真ん中にやって
来ないのか？”と質間を受けますが、答えは簡単です。エロヒ厶
は私たちを創造した、宇宙で最も大切な人たちです。彼らを
迎えるためには、私たちが“敬意”を示さなければなりません。
それには安全なところ、すなわち“大使館”が必要なのです。

ここには許可なくして誰も立ち入れず、エロヒムだけが自由に
入れます。彼らはここで、現在世界中の大使館で行われて
いるのと同様に、テレビなどのマスコミ関係者や政府の要人、
その他の地球の重要人物などを招いて話をされるのです。

●会員の種類は貢献の仕方により 3種類
『国際会員』は、エロヒムのメッセージを世界に広め、大使館を建設するという活動の中心と
なり、貢献度によりレベルが授与されます。レベルは責任の重さを表しています。レベルは
授与されませんが国際会員として会費面から支援する『賛助国際会員』や、各種活動に参加
しながら国際会員をサポートし貢献する『国内会員』があります。会員資格は自己申告により
毎年８月に更新されます。

●会員になるには
〈 入会の申込み方法 〉
① 『入会申込書』を郵送またはＦＡＸ ／ ②ホームページの 『オンライン入会申込 』より

●最後に
各個人の自由を最大限に尊重する人たちの集まりが『ラエリアン・ムーブメント』です。他人の
自由を束縛することは、私たちのラエリアン哲学に最も反した行為です。したがって、一部の
団体に見受けられるような束縛や強制は一切ありませんのでご安心下さい。
人類が真実の愛と平和を手にする日は近づいています。今こそ、あなたも、私たちの運動に
参加なさいませんか。あなたのご参加を心よりお待ちしています。

公式サイト
ufolove.jp

私たちラエリアンが世界中で相当な数になり、エロヒムを
敬愛の念をもって待ち望むならば、彼らはやって来て、２万５千年
進んだ膨大な知識を私たちに授けることになるでしょう。
エロヒムは必ずやって来ます。その時、その場所に皆さんが居合
わすことが出来るかどうかは、皆さん自身で決めることです。』

１９９１年７月、フランス人建築家の手によって、大使館の
『模型』が完成しました（写真）。これは、エロヒムがラエル
に要請した内容に基づいて作られたものです。そして、大使館
プロジェクトの一部として、国連やイスラエル、各国政府、
さらに日本国内の自治体に候補地の要請書簡が送られ
ました。海外だけでなく日本国内の自治体からも前向きな回答が
寄せられるなど、大使館建設計画は具体的に進行しています。

私たちの活動は既にこの段階まで進んでいます。この運動に
ご理解・ご賛同いただいたメンバーからの会費が、“歴史的”
な大使館建設の費用に充てられるのです。

ET大使館のイメージと模型

Embassy

オンライン
入会申込

Let’s Welcome Our Fathers From Space

日本ラエリアン・ムーブメント（非営利国際ボランティア）
〒289-2311 千葉県香取郡多古町本三倉 640-A1

TEL   0479−75−8030（月～金曜日 9:00～17:00）　　FAX   0479−74−8007
 E-mail     japan@rael.org



私たちの運動
クロード・ボリロン・“ラエル”。フランス人。
最後の預言者であり西方からの仏陀 マイ
トレーヤ。１９７３年当時、彼はカー・スポーツ
専門誌のジャーナリストでした。しかし、
１２月１３日の朝、彼に運命的な大事件が
起こりました。

中部フランスのクレルモン・フェラン山中に
ある火山、ピュイ・ド・ラソラのふもとで、
直径約７ｍ、高さ約２.５ｍほどの、銀色に
輝く“空飛ぶ円盤”と遭遇したのです。

中から現われたのは、緑色のピッタリ
した宇宙服に身を包んだ、身長１２０cm
あまりの宇宙人でした。

宇宙人は自分たちのことを『エロヒム』
（注❶）と名乗りました。そして、その日から
６日間にわたり、ラエル（注❷）に、地球人類
の起源と現在、及び未来に関する大変
重要なメッセージを伝えたのです。
注❶　『エロヒム』とは、古代ヘブライ話で『天空
より飛来した人々』の意味。

注❷　『ラエル』とは、宇宙人がクロード・ボリ
ロンに特別に与えた称号で『（エロヒムからの）
光をもたらす者』の意味。

ラエルは、この６日間のコンタクトを、一冊
の本にまとめて出版しました。それが、
ワールド・ベストセラーとなっている
『地球人は科学的に創造された』（邦題）
です。同時に彼は、エロヒムを公式に地球
に迎えるための、『大使館』を建設する
運動を始めました。

こうして、フランスに誕生した『ラエリ
アン・厶ーブメント』は、今や１２０カ国以上
に広がり、世界的なネットワークを形成
しています。メンバーは、世界中で現在
約１３万人を超え、今も増え続けています。

第一部 『真実を告げる書』
ラエルが創造者エロヒムと出会い、最初に
授けられたメッセージです。人類の起源や
聖書・歴史の真実が明かされ、人類の指針
も示されています。

第二部 『異星人が私を彼らの惑星へ連れて
行った』

最初の出会いから約２年後、エロヒムの
惑星に招かれたラエルは、２万５千年
進んだ科学により永遠の生命も可能にする
楽園で、キリスト・仏陀・他、過去の預言者
の方々と出会います。ＵＦＯでのスペース・
トラベルの様子も描かれています。

第三部 『異星人を迎えよう』
エロヒムのメッセージの疑問に答える
書です。さらに個人・社会・人類・宇宙に
幸福をもたらす新たなメッセージも明か
されます。

日本ラエリアン・ムーブメント
日本ラエリアン・ムーブメントは、１９８０年
１１月２９日のラエルの初来日を契機に
設 立 され ました 。ラエル 一 人 から
始まったこの運動は、日本ではわずか３人
でスタートしましたが、今では全国に
数千人のメンバーがいます。
各地での講演会・瞑想会などの活動は、
医師、教師、主婦、学生、デザイナー、
ミュージシャン等々、多彩なメンバーに
より支えられています。
すべてボランティア活動により運営され、
有給のメンバーは存在せず、全くの非営利
国際ボランティアの団体です。

世界のラエリアン・ムーブメント
今や、ラエリアン・ムーブメントは、
全世界に国際的なネットワークが広まり、
エロヒムをこの地球に公式にお迎えする
大使館建設の準備を進めています。

ハピネスアカデミー
基本、大陸ごとに毎年ハピネスアカデミー
が開催されています。

ハピネスアカデミーは、肉体と精神を開花
させ、自分と他人をよりよく意識し、過ぎて
行く一瞬一瞬に無限の喜びがあることを
発見させてくれます。多くの人は、花に
たとえるなら、未だつぼみの状態です。

この眠っているつぼみを満開に咲かせ、
肉体と五感を無限のエネルギーが包み
こむのを感じられるようにするのがハピ
ネスアカデミーの目的です。

自らを開花させてくれるワークショップや
レクチャー、無限と調和し五感を豊かに
してくれる瞑想などを体験しながら、無限の
中で『今、ここに、いる』ことや幸せを感じ
られる、愛にあふれたセミナーです。

ハーモニー・メディテーション
エロヒムからラエルを通して伝授された
ハーモニー・メディテーション（感覚瞑想）
は、あらゆる人々にとって有益であり、スト
レスを軽減させ調和へと導いてくれます。

それは、単にリラックス感を得るだけでな
く、本質的に、肉体の覚醒を通じて精神の
覚醒に至ることを目的としています。

人体各部の生体組織を構成する個々の
細胞間のつながりを強め、それを意識して
行うところに大きな特長があります。

訓練によっては、細胞レベルでの生体エネ
ルギーの流れを、自らの意思により自在に
コントロールできるようにさえなります。

瞑想によって得られる覚醒現象は、人体に
一種の爽快感をもたらします。それは筋肉
や内臓器官、呼吸器系、循環器系、さらに
細胞レベルにまで、全身的な感覚として
作用します。

組胞内の（電気化学的な）反応の活性化
によるもので、これこそ肉体の正常な
生理的状態です。

通常、人はこのような生理的状態には至って
いません。すなわち瞑想は『完全なる
調和に至る道』なのです。

各地でのハピネスアカデミー
ハピネスアカデミーは、沖縄で開催される
ものは、アジア大陸のハピネスアカデミー
として他国からも人が大勢集まり、大規模
に行われます。日本国内のものは、オンラ
インで開催されています。また、各地で
小規模で行われることもあります。毎回
少しずつ違ったテーマで行われ、最新の
情報を取り入れながらもマイトレーヤで
あるラエルの教えにそった内容である
ため、自己開花につながります。

平和瞑想
集団瞑想により地域の犯罪率が低下する
ことは科学的に証明されており、私たちの
脳から発生する波動（テレパシー）は、
互いに共鳴し、高め合います。

毎晩の平和瞑想を通して人類に愛をおく
ることで、本当にその愛の波動が人類に
伝わり、地球の愛のレベルがアップします。

コンタクト
毎週日曜日の午前１１時に行なうコンタ
クトでは、創造者エロヒムに、私たちの
愛と心からの感謝・敬意をお伝えします。
一般参加をご希望の方には、沖縄での
コンタクトがお勧めです。詳細はホーム
ページ （ 全国イベント情報▶沖縄 ） を
ご覧ください。

トランスミッション
エロヒムのメッセージを真実と理解した人
（１５歳以上）は、エロヒムを私たちの
創造者として『承認』する行為であるトラ
ンスミッションを受けることができます。
あなたの細胞設計図がエロヒムのコン
ピュータに登録され、あなたの生涯について
の審判の時に役立つことでしょう。

１年に４回の定まった日に、ラエルから
資格を授けられたトランスミッターにより
行われます。

４月の第１日曜日
エロヒムが地球で最初の人類を創造した日

８月６日
広島に世界で初めて原爆が投下された日
（アポカリプスの時代が到来した日）

１０月７日
ラエルがエロヒムと２回目のコンタクトを
して、エロヒムの惑星を訪問した日。

１２月１３日
ラエルがエロヒムと最初のコンタクトを
した日。

人類の歴史始まって以来の運動
かつて、人類の長い歴史の中で、これほど
合理的な考えのもとに宇宙人の存在を
認めようとしたことがあったでしょうか。
また、これほど具体的な形で“彼らを
この地球に迎えよう”という運動があった
でしょうか？　これは人類の歴史上
初めてのことであり、この画期的な運動は
世界中で高まっています。

エロヒムは私たちの活動を公然と助ける
ことはしません。物質的な証拠もなしに、
知性によりエロヒムのメッセージを理解
することが重要なのです。それでも、人々
に問題をさらに気づかせ、真実を理解し
たいという気を起こすために、これから
世界中でＵＦＯの目撃例は増えるでしょう。

“ 誰も真実を理解しないからといって、
真実が誤りとなる訳ではない。”　ガンジー

クローン人間にＹｅｓ ！

天才政治

ハーモニー・メディテーション地球人は科学的に創造された

マイトレーヤ

Amazon・書店での
購入のほか

  が
可能です。

無料ダウンロード ▶

平和瞑想 ZOOM
毎晩 21 時より

約 10 分間
▶

感覚を磨き、無限とのつながりを感じ、脳に
調和をもたらす宇宙的覚醒を得るためのプロ
セスが、段階的に示されています。（瞑想音声付）

選択的な民主主義で選ばれた『天才』に
よる合議制の政府が、現代の『凡人政治』
による戦争や飢餓を解決するだけでなく、
全ての人々に恩恵をもたらすことを明らか
にしています。

病気もなく誰も働く必要のない楽園の世界、
７００歳以上の寿命だけでなく永遠の生命
を実現させる、最新のテクノロジーによる
『エロヒム化』の未来が描かれています。

愛、幸せ、静けさ、精神性、非暴力、科学、
恋愛関係など、過去３０年にわたるラエルの
教えの神髄をまとめた書で、自己の開花
を目指す人々の指針となるものです。

無限のシンボルマーク
『チベット死者の書』や日本の寺社にある
このシンボルマークは、エロヒムも使われ
ている紋章です。重なった２つの三角形
（ダビデの星）は『上の
ものは下のものと同様で
ある』を、中央のまんじは
『全てのものは循環する』
を意味し、空間と時間の
無限を表しています。

瞑想センター『光臨堂』
『光臨堂』はラエルがデザインし、世界で
唯一のラエリアン・ムーブメントの瞑想
センターです。光臨堂では創造者エロヒム
が教える科学的な
瞑想法を、その瞑想
自体の意味や効能ま
でも体全体で感じる
事が出来るでしょう。


