平和使節団

主催：ジャスムヒーン＆C.I.A（宇宙インターネットアカデミー）
Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy

より明るい、より健康的な未来のためのニュー・パラダイム（新しい概念の枠組み）
NEW PARADIGMS FOR BRIGHTER, HEALTHIER FUTURES

個人レベルそして世界レベルでの楽園を共同創造しましょう
CO-CREATING PERSONAL & GLOBAL PARADISE

永続的な平和を皆で協力して共同創造することに力を捧げれば、地球はさらに高いパラ
ダイムへと上昇し、そのレベルを維持することができるでしょう。我々、平和使節団は
、『平和大使』＆『愛の外交官』のギャザリング（集会）とトレーニングに携わります
。推進するという意図、そして完成への明確な意志を表現するための様々な調和プログ
ラムは、ずっと続く平和の状態を実践的に創造することでしょう。
Dedicated to the harmonious co-creation of permanent peace so that Earth can rise into a higher paradigm and stay risen,
the EMBASSY OF PEACE is involved in the gathering and training of AMBASSADORS OF PEACE & DIPLOMATS OF
LOVE for the express purpose of instigating, and manifesting to completion, various harmonization programs that will
pragmatically create this state of lasting peace.
Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://www.jasmuheen.com/what.asp

～平和のプログラム、実用的なプロジェクトと潜在力の扉～
PEACE PROGRAMS, PRAGMATIC PROJECTS & PORTALS OF POSSIBILITY

私たち平和使節団は、地球を純化するため、全てのものがより調和する
ようになることを信じています。今、個々人の波動の浄化と上昇が必要なの
です。
そのようなわけで、私たちは肉体面、感情面、精神面、そして霊性面（スピ
リチュアル面）の健康維持に効果的に働きかける２つの綿密なトレーニング
をご用意しました。
At the Embassy of Peace, we believe that in order to refine a world – so that it
operates more harmoniously for all – we need to refine or ascend the individual.
Hence we offer two in depth training programs that are specifically designed to
deliver physical, emotional, mental and spiritual fitness and health.
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それらのプログラムは以下です―：
「愛の外交官のパーソナル・チューニング（fine-tuning）プログラム」
「平和大使のグローバル集会とトレーニング・プログラム」
These PROGRAMS are:The Diplomats of Love Personal Fine-Tuning Program
The Ambassadors of Peace Global Gathering and Training Program

『愛の外交官』と『平和大使』プログラムとともに、次にご紹介する
３種類の調和プロジェクトを完遂することにも力を注いでいきます。
このプロジェクトが意図するものは、戦争、テロ、暴力、貧困と飢え
をなくすこと、そして文明的により進化した地球の未来へ向けて準備
することです。
Along with our Diplomats of Love and Ambassadors of Peace Programs we also are focused on
bringing to successful completion three specific Harmonization PROJECTS that are designed to
eliminate war, terrorism, violence, poverty and hunger issues PLUS prepare earth for a more civilized
future.
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これら３種類のプロジェクトは以下です―：
「プラーナ・プログラム」
「マドンナ周波数 惑星平和プログラム」＊
「惑星間プロジェクト」

These are:The Prana Program and
The Madonna Frequency Planetary Peace Program
The Inter-Planetary Project
＊ ジャスムヒーン著作『神々の食べ物』邦訳の中で、対訳があったのでそれに準じた。
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それでは、さらに３つの「調和プログラム」をご紹介しましょう。
これらは平和使節団で提供される、ホリスティック（総括的）な教育プログラムの
基礎を成すものです。
In this presentation we will address three additional HARMONIZATION PROGRAMS that
form the basis of the Holistic Education Program offered
at the EMBASSY OF PEACE.
３つの調和プログラムは以下です：
「パーソナル（個人レベルでの）調和プログラム」
「グローバル（地球レベルでの）調和プログラム」
「ユニバーサル（全宇宙レベルでの）調和プログラム」
These are:The Personal Harmonization Program
The Global Harmonization Program and the
Universal Harmonization Program
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この３つのプログラムは、具体的なアジェンダ（行動計画）を
備えた３種類の実践的なプロジェクトによって構成されていま
す。
それは現在、十分に訓練を積んだ、平和使節団の理念およびビ
ジョンと協調する人々によって実践されています。
3 PROGRAMS with 3 pragmatic PROJECTS with specific agendas that are
currently being implemented by well trained individuals who align with the
principles and vision of the EMBASSY OF PEACE.
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＊注：ジャスムヒーン著作『神々の食べ物』邦訳の中で、対訳があったのでそれに準じた
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健康と幸福；全ての人々のための全ての人々による平和と繁
栄

Health & Happiness; Peace & Prosperity for all, by all
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GLOBAL
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＊注：ジャスムヒーン著作『神々の食べ物』邦訳の中で、対訳があったのでそれに準じた。
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E-book at: http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
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http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program

マドンナ周波数
惑星平和プログラム
MADONNA FREQUENCY
PLANETARY
PEACE PROGRAM

９つの平和を創造する
プログラム

無料 インストラクション
Eブック

永続的な
惑星（世界）の平和

9 PEACE CREATING
PROGRAMS

FREE E-BOOK ON
INSTRUCTION

PERMANENT
PLANETARY PEACE

Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://www.jasmuheen.com/what.asp

惑星間と全宇宙のプログラム
地球の未来 文明世界に仲間入りしよう
INTERPLANETARY & UNIVERSAL PROGRAM
Earth’s Future Taking our Place among Civilized Worlds

各コースの情報と予定されるトレーニング・プログラム
COURSE DATA & TRAINING PROGRAM TO COME
地球外の実態、マルチバース（並行宇宙）、次元間領域への
コンタクト（テレパシー）とコミュニケーション
アジェンダ（行動計画）と個人＆惑星レベルでの準備
EXTRATERRESTRIAL REALITIES, MULTI-VERSES, INTER-DIMENSIONAL REALMS
contact (telepathy) & communication agendas & personal & planetary preparation
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平和使節団についてのさらなる情報は以下まで。
オーダーメイドの平和大使＆愛の外交官トレーニング・プログラムは
オンライン経由又は直接ジャスムヒーンにご連絡下さい。
More detail on the EMBASSY OF PEACE now follows.
Personalized Training programs for Peace Ambassadors
& Diplomats of Love will occur via online or with Jasmuheen in person

「プラーナ・プログラム」のEブックはこちら： E-BOOK THE PRANA PROGRAM at:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
無料Eブック：「マドンナ周波数 惑星平和プログラム」はこちら：
FREE E-BOOK: MADONNA FREQUENCY PLANETARY PEACE PROGRAM at:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
さらにジャスムヒーン著書『バイオフィールドと至福シリーズ（三部作）』はこちら：
ALSO READ THE BIOFIELDS & BLISS TRILOGY at:ペーパーバックのご購入は Paperback copy can be purchased at:
http://www.lulu.com/content/850017
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At the EMBASSY OF PEACE we classify an Ambassador of Peace as someone who is actively involved in
creating a peace filled world – personally and globally – in a harmonious way that honors all life.
The PEACE AMBASSADOR’S PROGRAM has three levels with each section having basic training in
understanding and applying Inter-dimensional Field Science (I.D. Science).
☺
Level 1:- AP – Understanding and applying the PERSONAL HARMONIZATION PROGRAM for self
and others
☺
Level 2:- AP – Understanding, influencing and directing the GLOBAL HARMONIZATION
PROGRAM
☺
Level 3:- AP – Understanding, influencing and directing the UNIVERSAL HARMONIZATION
PROGRAM
The outcome of this training is that the Ambassador has all the tools to live permanently in a state of the
deepest contentment and peace, with absolute clarity of vision and purpose, where they feel fulfilled,
healthy, happy and in harmony with all.
As such they are effective and efficient on both personal and political levels.
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平和使節団では、積極的に“平和に満ちた世界”を創造するべく、個人レベルあるいは地球規模レ
ベルにおいて、全ての生に敬意を払う調和的な生き方をしている人々を“平和大使”と見なし
ます。
『平和大使のプログラム』は３つのレベルで構成されており、各セクションごとに次元間領域科
学（I.D.Science）の理解と応用についてのベーシック・トレーニングが含まれています。
☺
レベル１：「パーソナル（個人レベルでの）調和プログラム」の理解と応用（自身または
他者のために）。
☺
レベル２：「グローバル（地球レベルでの）調和プログラム」の理解、その及ぼす影響と
指示。
☺
レベル３： 「ユニバーサル（全宇宙レベルでの）調和プログラム」の理解、その及ぼす
影響と指示。
このトレーニングの成果は、平和大使となった皆さんがそれぞれ、深い安堵と平和のうちに永続
的に生きるための道具を手に入れることです。明瞭なビジョンと目的を持ち、充実感を味わ
え、健康で幸せな状態で他者と調和するのです。
そういった事は、個人的レベルまたは国家的レベルにおいても、効果的で効率的でしょう。
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•

The aim of this training program is also for the Ambassador to have a minimum
calibration level of 500 as explained in Jasmuheen’s book The Law of Love. This is the
calibration of someone who is wise, compassionate and loving, someone worthy and
able to fulfill political-type roles for the highest good of all. A person can be an
Ambassador of Peace who has done basic fine-tuning with the Diplomats of Love
program, or just a Diplomat of Love.

•

All people undergoing training with the EMBASSY OF PEACE must first take the
Diplomats of Love base program before moving on for further fine-tuning as an
Ambassador of Peace.

•

Each Ambassador of Peace will also be trained in working with and harmonizing
group, community and global fields plus they will gain a good understanding in interdimensional protocol as we join with more civilized worlds. Training will also be given
in working with extra-terrestrial intelligence and how to utilize higher forms of
communication.
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•

このトレーニング・プログラムのもうひとつの狙いは、平和大使の皆さんが（必要）最小値の
周波数測定レベル５００に達することです。詳しくは、ジャスムヒーンの著書『The Law of
Love（愛の法則）』（※邦訳未出版）で説明しています。 この測定値レベルに達する者は、
博識で、思いやりがあり、誠実で、尊敬すべき人物であり、全ての人々にとっての最高善のた
めに、政治的な役割を果たすことができます。 『愛の外交官』プログラムのベーシックなチ
ューニングを習得した方、もしくはまさに愛の外交官であるあなたも（又は：愛の外交官プロ
グラムを完了したあなたも）、平和大使になれるでしょう。

•

平和大使として訓練中の全ての皆さんは、まず最初に『愛の外交官』基礎プログラムを受けて
から、その先の平和大使のチューニングを行ってください。

•

個々の平和大使は、グループやコミュニティ、または世界的なフィールドの中で調和しながら
働くことによって学んでいくでしょう。 加えて、次元間プロトコル（通信接続手順）に対す
る正しい理解を得るにつれ、より高い文明世界へ参加することになるでしょう。 さらに、地
球外知的生命体との交流も訓練として与えられ、より高度な段階でのコミュニケーションの活
用法を学んでいきます。
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•

The DIPLOMAT’S OF LOVE PROGRAM also has three levels with each section
having basic training in understanding and applying Inter-Dimensional Field Science
(I.D.); and while it is less political in orientation, it is still designed to deliver similar
results i.e. a healthier, happier more effective individual who is less dependant on
external resources and thus more in harmony with all.

☺

Level 1:- DL – Understanding and applying the PERSONAL HARMONIZATION
PROGRAM
Level 2:- DL – Understanding and being active without effort in the GLOBAL
HARMONIZATION PROGRAM
Level 3:- DL – Understanding and being active in the UNIVERSAL
HARMONIZATION PROGRAM

☺
☺
•

As the Diplomat of Love program is apolitical, there is no calibration testing required
as the main indicator of success with this is a constant flow of Grace in a person’s life.
If Grace is not flowing then the individual’s personal model of reality will need
adjusting.
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●『愛の外交官プログラム』は３つのレベルで構成されており、各セクションごとに次元間領域
科学（I.D.Science）の理解と応用についてのベーシック・トレーニングが含まれています。
このプロジェクトは、政治的な方向性ではなく、次のような結果をお届けすることが目的で
す。すなわち、よりヘルシーでハッピーな、地球の資源（external resources）に依存しない
効率的な人間になることで、他の全ての生命とさらに調和していけるのです。
☺
☺
☺

レベル１：「パーソナル（個人レベルでの）調和プログラム」の理解と応用
レベル２：「グローバル（地球レベルでの）調和プログラム」の理解と、その努力するこ
とのない活動（実践）
レベル３：「ユニバーサル（全宇宙レベルでの）調和プログラム」の理解と、その努力す
ることのない活動（実践）

● 『愛の外交官プログラム』は政治的要素は全く入っていません。成功の主な指標となるもの
は、数字で表したりする必要のあるものではなく、人生に一貫して流れる恩寵（神の愛）で
す。もし、人生に神の愛が注がれていないとなると、その個人の現実モデルは調整する必要
があるでしょう。
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EMBASSY OF PEACE - PERSONAL HARMONIZATION PROGRAM
At the EMBASSY OF PEACE our fine-tuning and training programs begin with basic
PERSONAL HARMONIZATION where our Diplomats and Ambassadors are provided with
pragmatic tools plus holistic education that is based on Inter-Dimensional Field Science.
When applied these will allow us to harmonize our own internal energy flow and also have
our presence harmonize the world.
There are three aspects to discuss in this section of personal attunement.
☺ The Luscious Lifestyle Program to get us fit and healthy on all levels from the physical to
the spiritual – i.e. the efficient and effective use of time as discussed in the Biofields Series.
☺ Attitudes & Intentions - fulfilling our potential on physical, emotional, mental and spiritual
levels PLUS understanding and utilizing the Science if I.D.
☺ Designer outcomes – conscious co-creation with incredible results.
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平和使節団

―「パーソナル（個人レベルでの）調和プログラム」

平和使節団では、全てのチューニングとトレーニング・プログラムはまず、「パーソナル（個人
レベルでの）調和プログラム」から始まります。基礎となるこのプログラムでは、外交官や
大使として活動できる実践的なツールと、次元間領域科学（I.D.Science）がベースとなるホ
リスティックな教育が与えられます。それらを実践すれば、私たちは自分の中に本来持って
いる内なるエネルギーの流れと調和し、「今」という瞬間に調和することができるでしょう
。
このパーソナル・アチューンメントのセクションに関しては、ご説明すべき３つの要素がありま
す。
☺
「快適なライフスタイル・プログラム」では、より健康な自分になるため、肉体から霊性
まで、全てのレベルに働きかけ、効率的で効果的な時間の使い方を学びます。ジャスムヒー
ン著書のバイオフィールド・シリーズでも詳しく取り上げられているテーマです。
☺
心構えと意図―私たちの持つ潜在力を肉体面、感情面、精神面、霊性面で実現させること
。
さらに、次元間領域科学（I.D.Science）の理解と活用。
☺
成果を思い描く―共同創造がもたらす素晴らしい結果をつねに意識する。
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EMBASSY OF PEACE - PERSONAL HARMONIZATION PROGRAM
Research conducted by Peace Ambassador Jasmuheen over a period of 44
years has found that a way to have our presence nourish our world is by
increasing our Chi flow. This in turn will increase our personal health and
happiness levels and so we will look at this in detail in the Global
Harmonization Prana Program Training.
Her research has also determined that one of the main ways to increase our
health and happiness levels is to become physically, emotionally, mentally
and spiritually fit and that we can achieve this fitness by how we spend our
time and the lifestyle we develop as a consequence.
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平和使節団― 「パーソナル（個人レベルでの）調和プログラム」
平和大使のジャスムヒーンが過去４４年間におこなった調査によると、私たちの存在に私
たちの世界を育てさせるためには、（又は：私たちが今存在する世界をより良いもの
にするためには）、私たちの気の流れを良くすることだということが分かりました。
それは私たち個人の健康と幸福の水準を高めてくれます。 詳しくは、「グローバル
（地球レベルでの）調和プログラム」の中のプラーナ・プログラム・トレーニングで
学べます。
彼女の調査からはまた、次のようなことも分かりました。
私たちの健康と幸福の水準を高めるための主な方法のひとつは、肉体的、感情的、精神的
、霊的すべてにおいて元気になること。
そのようになるには、私たちが日頃どのように時間を過ごすかにかかっており、その結果
はそれぞれのライフスタイルに表れるのです。
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THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM
for Personal Health & Happiness
Step one for both our Diplomats of Love and Ambassadors of Peace is to
begin the immediate application of the following 8 points:Meditation.
Prayer.
Mind Mastery & Conscious Programming.
A vegetarian diet where possible.
Exercise.
Service.
Time in silence in nature.
The use of devotional or sacred music.
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パーソナルな健康と幸福のための快適なライフスタイル・プログラム
『愛の外交官』と『平和大使』へのステップ１は、次の８箇条を今すぐ実
践することです。
瞑想
祈り
マインドのマスターと意識のプログラミング
可能であれば、菜食主義になる
運動
他者への奉仕
自然の中で静かな時を過ごす
お祈りの言葉を唱えたり、神聖な音楽を聴く
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Elaborating on these 8 points further as they apply to our
Diplomats and Ambassadors:1.

Meditation. Basically this means – sit down, shut up and be still and silent for a period
of time every morning and if possible also every evening. Do this with an intention to
hear, feel, sense and know the already enlightened aspect of your own nature. This
pure and perfect part of all people will grow and blossom when it is focused upon and
this is due to the universal law of resonance. Instruction re the detailed of use of this
will be provided through the Ambassadors and Diplomats Training modules.

NOTE: We recommend that you ask the UFI to bring you the perfect meditation tools so
that you can fully explore your ascended nature. While waiting for these to come we
suggest you practice utilizing the breathing tools that we offer in the section on
GLOBAL HARMONIZATION and THE PRANA PROGRAM.
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ここでは『愛の外交官』と『平和大使』に適用される８箇条をさらに詳しく説明していきまし
ょう。
１．瞑想
基本的に瞑想とは、毎朝、もしくは可能であれば毎朝晩、静かに座った姿勢のまま、一定
の時間じっとしていることです。
瞑想をする際には、あなた自身の中の、すでに悟りを開いた側面（内なる叡知）に耳を傾
けよう、感じよう、見分けよう、と意図することです。誰の中にもある、この純粋で完璧
な部分は、そこに焦点を向けたとき大きく開花するでしょう。
これは宇宙の共鳴の法則なのです。

この詳しいやり方についての説明は、『平和大使』『愛の外交官』の各トレーニングを通
して提供されます。
ノート：瞑想にふさわしいツールをあなたに提供してくれる「無限の愛と知性のユニバーサル
・フィールド」UFIに尋ねてみることをお勧めします。より高いあなた自身の内面が掘り起
こされることでしょう。UFIからツールがもたらされるまでの間（又は：UFIという高次の
意識へ繋がるまでの間）、「グローバル（地球レベルでの）調和プログラム」のプラーナ
・プログラムで提供する呼吸法を練習されてみることをご提案致します。
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The LUSCIUS LIFESTYLES 8 Point Program - continued:2. Prayer. In this sense we mean establishing intelligent communion with the UF.I. the
Universal Field of Infinite love and intelligence that responds to the thoughts and feeling
patterns of all life forms.
3. Mind Mastery & Conscious Programming. This means using the mind as our servant rather
than being the servant of our mind. It also means letting go of all limited and negative
thinking and by studying inter-dimensional field science as provided by the Embassy –
understanding the power of mind in reality creation.
Detailed instruction in all of this will be provided through the Ambassadors and
Diplomats Training modules.
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快適なライフスタイル・プログラム

８箇条の説明続きます…

２．祈り
私たちの言う祈りとは、“無限の愛と知性のユニバーサル・フィールド”（U.F.I.）との知
的な交流を確立することを意味します。UFIは、全ての生命が持つ思考と感情のパターン
に反応します。
３．マインドのマスターと意識のプログラミング
私たちがマインドの家来になるのではなく、むしろマインドを私たちの家来として使い
こなしていくことを意味します。
また、あらゆる制限とネガティブな考えを手放すことも意味します。
平和使節団が提供する次元間領域科学（I.D.Science）を学ぶことで、現実世界にかいま見
られるマインドのパワーを理解することができるでしょう。

この詳しいやり方についての説明は、『平和大使』『愛の外交官』の各トレーニングを通し
て提供されます。
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The Luscious Lifestyles Program continued ….
4. A vegetarian diet where possible. Begin to lighten up your diet. Eat smaller amounts and
less often and refine it until you firstly vegetarian, then vegan, then on raw food only,
then on juice and then eventually mainly only prana and eating only now and then for the
pure pleasure of it. (Before attempting to live purely on prana, make sure you have
researched this fully and applied all the programs and training so it is safe for your
system.)
Again detailed instruction re how to do this will be provided through the Ambassadors and
Diplomats Training modules.
5. Exercise. Treat the body as a Temple that houses our enlightened – ascended nature. Find a
combination of exercises from tai hi, yoga, qigong etc and even dance and weight training
that allows you to create a strong and fit physical system in an enjoyable way.
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快適なライフスタイル・プログラム続きます…
４．可能であれば菜食主義になる
あなたの食習慣を良くするためにまず始めたいことは、食事の量を徐々に少なくし、それから身体
に不必要な食物を除いていくことです。最初はゆるめのベジタリアンから始めて、だんだんと完全
菜食主義のベーガンを目指します。
そして次は生の食物だけ、ジュースだけ、そして最終的には主にプラーナだけ、時々純粋に楽しみ
として食事するという生活を目指しましょう。
（プラーナだけで生きることを試みる前には、必ず入念にリサーチをして、全てのプログラムのト
レーニングを受けることが、あなたの生命組織にとって安全です。）

詳しいやり方についての説明は、『平和大使』『愛の外交官』の各トレーニングを通して提供されます
。
５．運動
自分の身体をまるで神殿のように大切に慈しんでください。その神殿には、あなたの中の高次の存
在、内なる叡知が住んでいます。
あなたに合った運動を見つけましょう。太極拳やヨガ、気功、またはダンスやウェイト・トレーニ
ングなど、自分が楽しめるやり方で、身体の機能を鍛えていってください。
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The Luscious Lifestyles Program continued ….
6. Service. Ambassadors of peace and Diplomats of love who support the EMBASSY OF PEACE
paradigm have discovered that a sincere hearted commitment to service attracts to us a strong
wave of Grace so that our service work in the world unfolds with great ease and joy.
7. Time in silence in nature. Ambassadors of Peace and Diplomats of Love are considerate of their
environment and love honor and respect all life. Time in silence allows us to not just absorb
more Earth prana but to also become more conscious of our planet in a positive way.
8. The use of devotional or sacred music. Two of the most beautiful frequencies that our
Ambassadors of Peace and Diplomats of Love are compassion and devotion. A well tuned
heart centre that is pure attracts powerful support in the realm of service.
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快適なライフスタイル・プログラム続きます…
６．他者への奉仕
平和使節団の概念を支持してくれる平和大使と愛の外交官の人々は次のようなことを発
見しています。 誠実な、心からの奉仕への献身（コミットメント）は、私たちを強力
な恩寵（神の愛）の波動へと引きつけます。
ですから、地球での私たちの奉仕活動
は、大きな安心と喜びとともに展開するのです。
７．自然の中で静かな時を過ごす
平和大使と愛の外交官の人々は、生活環境に気を配り、愛を称え、全ての生命を尊重し
ます。 静かな時を過ごすことは、地球のプラーナをより多く吸収するためだけでなく
、私たちの住む惑星について，より意識的になるための好ましい方法です。
８．お祈りの言葉を唱えたり、神聖な音楽を聴く
平和大使と愛の外交官の最も美しい２つの周波数は、慈悲と献身です。
よく調律されたハートセンターは、奉仕の分野で強力なサポートを純粋に引きつけるで
しょう。
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THE BENEFITS OF THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM:The daily practice of these 8 points will make us healthy, happy and harmonized within and without
and as we change so do our societies. By refining ourselves energetically we also release our highest
potential and experience who we really are, the Self that breathes us and gives us life. Now we know
how to activate this Divine power that lies within – our DOW – by frequency matching with it via our
lifestyle, then the next question may be “What’s in it for me?” Apart from the overwhelming joy and
fulfillment, the practice of L.L.P. en masse will
•eliminate all war and violence and hence bring world peace, as inner peace brings outer peace
•eliminate dis-ease by acting as a system of preventative medicine hence it will
•save governments and taxpayers billions of dollars on traditional and alternative health care systems;
as L.L.P. delivers to each person improved health and vitality on all levels.
The main benefit of the practice of L.L.P. is that people’s needs and desires are satisfied on the deepest
levels so that they naturally become more altruistic and caring towards all thus promoting global
harmony.
•L.L.P. increases communication with the Divine Self as the perfect inner teacher who will then guide
each person to always be in the perfect place at the perfect time doing the perfect things for themselves
and their planet.
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快適なライフスタイル・プログラムがもたらす恩恵
先ほどの８箇条を日々実践していくことは、私たちをより健康で幸福にし、自分の中にも周囲との間にも調和をも
たらしてくれるでしょう。そして、そのように私たちが変われば、私たちをとりまく社会も次第に変わってくるで
しょう。私たち自身をエネルギー的に純化することによって、私たちはさらに、自分の最も高い可能性とすでに持
っている知識（経験）をリリースします。本当の自分―私たちに呼吸させ、生かしてくれている「自己」という存
在が解放されるのです。さて、このように“内なる神”（DOW）をアクティブにする方法は、その周波数に合うよう
な日常生活を送ることだと理解しました。そうなると次に、「私にはどんなメリットがあるのか？」という質問が
出てくるでしょう。計り知れない喜びや充足感だけでなく、快適なライフスタイル・プログラム（L.L.P.）をみん
なで一斉に実践すると、こんなことが起きるでしょう―
●世界中の戦争や暴力を撲滅し、世界に平和をもたらします。内側の平和は外の世界に広がるのです。
●（快適なライフスタイルが）予防医学の役目を果たし、不安感や病気がなくなります。
●（ストレスフルな社会に生きる）行政機関・企業で働く人々や高額納税者を、病院あるいはセラピー等の代替治
療といった従来の医療システムから守ります。 L.L.P.は皆さんそれぞれの健康を改善し、（肉体面から精神面に
至るまで）全てのレベルにおいて活力を与えます。 L.L.P.を実践するなかでの主な恩恵は、人々のニーズと願望
が最も深いレベルで叶えられ、満たされるということです。 その結果、人々は自然と利他的になり、もっと周囲
を思いやることができるようになります。こうして世界的調和が促進されるのです。
●L.L.P.は“聖なる自己”とのコミュニケーションを増やします。自分にとって完璧な内なる教師であるこの存在は
、常に自分にとって、そして世界にとって、完璧なタイミングで最もふさわしい場所にいて最高の事ができるよう
、人々を導いてくれます。
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THE BENEFITS OF THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM continued:L.L.P. activates the four-fifths of the brain we usually don’t use which houses our higher mind and
higher nature consciousness.
•L.L.P. is the lifestyle that people use to access the Divine Nutrition channel. This choice saves us
lots of money, gives us lots more time and has huge long term benefits for our global economy and
environment.
•L.L.P. moves its practitioner beyond ego, pride, greed, materialism, power games and the baser
nature of the lower mind. While humanity may lack the discipline or even the skill of a highly
trained adept, all have DOW power which can be released at will. The practice of L.L.P. releases
this power more effectively than we can imagine.
•The sincere practice of L.L.P. will move us into a state of such satisfaction that we are free from
all desires. We also become more detached, discerning, impeccable and filled with love.
NOTE: These details of The Luscious Lifestyle Program are now offered freely by the EMBASSY
OF PEACE so that those interested in our agendas and projects can begin their own process of
refinement by experiencing the benefits of living points 1 to 8.
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快適なライフスタイル・プログラムがもたらす恩恵

続きます…

L.L.P.は私たちが普段使っていない脳の５分の４の領域を活性化します。その領域には、高次のマインドやより
高尚な本質の意識が収納されています。
●L.L.P.を実践することで、私たちは“神聖なる栄養経路”にアクセスします。この経路を選択することによって
、私たちはお金を節約でき、より自由になる時間が増え、私たちの暮らす世界の経済と環境に長期間多大な恩恵
をもたらすのです。
●L.L.P.の実践者は、エゴやプライド、強欲、物質主義、権力争い（パワーゲーム）、低次のマインドに存在す
るさもしい性質を乗り越えられるでしょう。同時に、人間味というものは規律や高度に訓練された達人域の技能
に欠けることがあるかもしれませんが、人は誰もが“内なる神”DOWパワーを持っていて、それを思いのままに発
揮することができるのです。L.L.P.を実践することで、私たちは自分が想像するよりも、もっと有効にこのパワ
ーを発揮できるようになるでしょう。
●L.L.P.を真剣に実践していくと、非常に満ち足りた状態になり、あらゆる欲求から解放されるでしょう。
より超然とした、洞察力のある、非の打ち所のない（後ろめたいところのない）、愛にあふれた人になるのです
。
ノート：これら「快適なライフスタイル・プログラム」の詳細は、只今、平和使節団が無料でご提供しています
。ですから、私たちのアジェンダ（行動計画）とプロジェクトにご興味をお持ちの方は、この８箇条の恩恵を体
験すれば、ご自身の純化のプロセスをスタートできます。
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GLOBAL HARMONIZATION PROGRAM
PROJECT NO 1 OF THE EMBASSY OF PEACE is THE PRANA PROGRAM – this is a project
that is designed to minimize and eventually eliminate any limiting health & global hunger issues.
For a brief look at this go to:
THE PRANA PROGRAM POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen
The following pages are an extract from THE PRANA PROGRAM book
as it deals with Third World feeding programs.
The Prana Program for World Health & Hunger Challenges
Specializing in Third World countries – to be used in conjunction
with existing aid and resource redistribution programs. Researched and written by Jasmuheen and
the Cosmic Internet Academy, as presented to The Society for Conscious Living at the United
Nations, Vienna November 2005, after 12 years of trial and experimentation in the west among
30,000 people.
For a free E-BOOK on Project no 1. THE PRANA PROGRAM at:-

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-booksfree/EP-PRANA-PROGRAM-Project-1-TWF
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「グローバル（地球レベルでの）調和プログラム」
平和使節団のプロジェクトNo.１は、プラーナ・プログラムです
これは、全ての制限されている健康と、世界的な飢餓の問題を最小限にし、最終的には撲滅を目的としたプログラ
ムです。 概要は、こちらへ：
プラーナ・プログラム（ジャスムヒーンによるパワーポイントファイルでのプレゼンテーション）
こちらの概要は、「プラーナ・プログラムブック」からの抜粋で、発展途上国の摂食プログラムを取り扱っていま
す。
世界の健康と飢餓問題のためのプラーナ・プログラム
このプログラムはいわゆる第三世界と呼ばれる発展途上国を専門にした、既存の援助活動・資源の再分配計画と連
動して使用されるものです。
ジャスムヒーンと宇宙インターネット・アカデミーによって調査・執筆され、2005年11月にはオーストリア首都
ウィーンにある国連ビルで、『The Society for Conscious Living』へ発表されました。このプログラムは、１２年間
の試行・実験を繰り返し、西洋諸国の３万人の人々に試みられました。
プロジェクトNo.１

プラーナ・プログラムの無料Eブックはこちら：

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/EP-PRANAPROGRAM-Project-1-TWF
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THE PRANA PROGRAM
The Prana Program manual is the compilation of over 33 years of personal trial and experimentation
by Peace Ambassador Jasmuheen as she lived the lifestyle to allow this alternate form of
nourishment to be available for individuals in the west. Everything you need to know about
prana. Alternate Energy for the New Millennium, including a practical Prana Program for
eliminating hunger in Third World countries.
Can we eliminate all health & hunger challenges on our planet? Is there a way of satiating everyone’s
physical, emotional, mental and spiritual hungers and do it in a way that creates peace and harmony
in our world?
After over a decade of experiential research in the field of alternate nourishment utilizing chi or
prana – also known as cosmic particles – Jasmuheen as leading researcher in this field, now puts
forth a program to do just that. Specializing in Third World countries, THE PRANA PROGRAM ebook is an encyclopedia type compendium of ‘everything you always wanted to know about prana
and more’. Styled in Question & Answer format this book covers alternate methods of nourishing
and even hydrating the body using an inner energy source already produced in the body thus freeing
us from our dependence on world’s food resources and changing the economic status of our world.
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プラーナ・プログラム
プラーナ・プログラムのマニュアルは、平和大使ジャスムヒーンによって３３年間以上かけておこなわれた試行・実
験をまとめたものです。 彼女は、従来の食事法にとって代わる新しい栄養摂取法を実践して生きています。この方
法は西洋では個人レベルで行われているものです。 プラーナについて一言で説明すると、新世紀（ニュー・ミレニ
アム）にふさわしい、従来の方法に取って代わるオルタナティブなエネルギーだということです。実用的なプラーナ
・プログラムは、発展途上国にまん延する飢餓を撲滅する目的があります。
私たちは世界中のあらゆる健康と飢餓問題を撲滅することができるのでしょうか？全ての人々の肉体的・感情的・精
神的・霊的な飢えを満たす方法はあるのでしょうか？世界に平和と調和を作り出すやり方で実行することはできない
ものでしょうか？
何十年もの間、気やプラーナと呼ばれる宇宙粒子を利用した次世代の栄養摂取法を実践しながら調査・研究してきた
この分野の先駆者であるジャスムヒーンが今ここに、それを可能にするひとつのプログラムを送り出します。
発展途上国を専門に開発されたプラーナ・プログラムのEブックは、“あなたの知りたいプラーナについての基礎知識
ほか詳細が１冊につまっている”百科事典タイプの概要一覧です。Q&A方式で、次世代の栄養摂取メソッドを分かり
やすく説明しています。さらに、体内ですでに生産されているエネルギー源を利用して身体を潤わせる方法も取り上
げています。
このプログラムは、地球の食糧資源への依存から私たち人類を解放してくれ、世界の経済状態を変化させてくれるの
です。
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THE PRANA PROGRAM
Compiling questions from the last decade of her travels, this latest book also offers details on:
Prana Program Benefits; Prana & the Bio-system;
Prana & The Brain; Prana & Darkroom Technology;
Prana & The Heart; Prana & The Cells; Prana & Field Science;
Prana & Inter-dimensional Life;
Preparation, Physical Changes & Preprogramming; Calibration, Testing & Comfortable
Conversions;
Social Scenes - Prana & Social Scenes; Prana & Parenting; Prana & Other Family Members –
Harmonizing Households;
Prana & eating Disorders; Prana & Sexuality;
Global Issues - Gifts & Growth - Past, Present & Future; Prana & Health; Prana & Religion;
The Prana Program & the Environment; The Prana Program & Politics; Skeptics & the
Media; plus Solar Nourishment, Bigu & The Bigger Picture are in Chapters 2 to 8 of THE
PRANA PROGRAM.
Chapter 9 deals with a pragmatic simple nourishment system for both first and third world
health and hunger challenges.
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プラーナ・プログラム
プラーナ・プログラム・ブックは、ジャスムヒーンがここ数十年間の旅から得た研究結果をまとめたもので、以下の
内容が盛り込まれています。
・プラーナ・プログラムの恩恵；プラーナ＆生命組織（生成システム）
・プラーナと脳；プラーナ＆ダークルーム（暗室）テクノロジー
・プラーナとハート；プラーナと細胞；プラーナ＆フィールド科学
・プラーナと次元間ライフ；準備、肉体的な変化とプレ・プログラミング；（身体の）調整・補正、検査＆快適な転
換
・社会生活において―プラーナと社会生活；プラーナと育児；プラーナと家族―家族の調和のために
・プラーナと摂食障害；プラーナとセクシュアリティ
・地球レベルの問題―ギフトと発展―過去、現在そして未来；プラーナと健康；プラーナと宗教
・プラーナ・プログラムと環境；プラーナ・プログラムと政治；懐疑的な意見とメディアの反応；太陽エネルギーの
栄養分； ビグ（Bigu または：不食 ※次ページに脚注有）＆より広い視野で
これらの内容は、プラーナ・プログラムの第２章～８章に掲載されています。
第９章は、先進国と発展途上国双方の健康・飢餓問題のための実用的でシンプルな栄養摂取システムについて取り上
げます。
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The Prana Program Specifically addressing: Third World Challenges
Intentions & Outcomes:☺ Part a) Mental Attitudes & Mindsets
☺ Part b) Community Life & Supportive Fields
☺ Part c) Alternate Pragmatic Internal Feeding Mechanisms
☺ Part d) A simple Solar Feeding Program, Bigu & Research
☺ Part e) Resource Sustainability & Environmental Statistics
☺ Part f) Resource Redistribution & The Prana Program
The Prana Program – Research with Jasmuheen - Minimizing Global Health & Hunger
Challenges – for more on PARTS A, B, E & F of the above go to:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#prana-program or
for the complete research read the THE PRANA PROGRAM at:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
THE PRANA PROGRAM POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen
http://www.jasmuheen.com/ezyedit/fileLib/Press/THE-PRANA-PROGRAM.htm
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プラーナ・プログラムが特に重点的に取り組む課題：発展途上国問題
意図と成果
☺パートa)
☺パートb)
☺パートc)
☺パートd)
☺パートe)
☺パートf)

心構えと理念
地域生活と支援現場
オルタナティブな実用的栄養摂取における体内メカニズム
シンプルな太陽エネルギー摂取プログラム、ビグ（Bigu 又は不食）* とその研究
資源の持続可能性と環境に関する統計データ
資源の再分配とプラーナ・プログラム

ジャスムヒーンの調査・研究によって生まれた、世界の健康問題・飢餓問題を最小限に食い止めるプラーナ・プ
ログラムのパートA、B、E、Fの詳細はこちら：
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-peace.asp#prana-program
プラーナ・プログラムの全章をお読みになりたい方はこちら
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
プラーナ・プログラム（ジャスムヒーンによるパワーポイントファイルでのプレゼンテーション）
http://www.jasmuheen.com/ezyedit/fileLib/Press/THE-PRANA-PROGRAM.htm
* ビグ：食べ物を全く摂取せずに健康的に過ごせる人間の状態のこと。（ジャスムヒーンHPより）
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The Prana Program Specifically addressing: Third World Challenges
Introduction:- Intentions, outcomes and definitions.
Q: What is your intention with offering The Prana Program to Third World countries? What
outcome would you like to achieve?
A: After 14 years of experiential research and refinement of this feeding system in the west, and with the continuing
focus on providing more effective aid packages into countries like Africa, and Third World countries, we would like to
add our research as an additional layer to the usual aid programs. Using modern technology of the internet with audio
and visual presentations, we can train people to understand and teach a simple program of alternate internal nutrition,
and thus alleviate some of the stress of trying to distribute other resources into these areas. We also hope to reduce
mortality rates and pro-actively improve health and happiness levels of those struggling to survive who currently suffer
from lack of proper nourishment. With a child dying of hunger related diseases every 2 seconds there is nothing to be
lost and everything to be gained by adding The Prana Program to existing aid packages.
Q: Is it your intention that The Prana Program replace normal food supplies in all countries?
A: In the short term definitely not. However increasing the pranic flow, and adding the mindset that prana can provide
an additional level of nourishment, can be very beneficial to all. For example, I know of many people who for years
have lived very healthily without taking vitamin supplements and whose calorie intake has averaged less than 300
calories per day – myself included. By relying on prana to provide what we need nutritionally, our dependency on
global food resources has dropped substantially with no detriment to our health. For example, in a recent BBC
documentary where people in Ethiopia were existing only on wild cabbage grass, when their food rations ran out, this
would not be a problem if prana can supplement their diet until aid programs were more effectively placed. In the long
term the successful implementation of The Prana Program will eliminate the need for many external aid programs.
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プラーナ・プログラムが特に重点的に取り組む課題：発展途上国問題
イントロダクション：意図、成果と定義
Q：プラーナ・プログラムを発展途上国に提案する意図は何ですか？また、成し遂げたい成果は何でしょうか？
A：西洋においては、ここ１４年間ほど、この栄養摂取法について様々な実験を通した調査・研究と改良が行わ
れてきました。また、引き続きアフリカのような発展途上国へより効率的な援助政策としてこのプログラムを提
供することに焦点を当て、発展途上国に対する通常の援助プログラムとあわせて私たちのリサーチも加えてもら
いたいと考えています。インターネットのような音声と映像両方からプレゼンテーションできる現代テクノロジ
ーを使えば、私たちは人々に、この“第二の栄養摂取法”のシンプルなプログラムを理解してもらうこと、教える
ことができるのです。その結果、これらの地域へ援助物資を配給しようする中でのストレス（問題点）のいくつ
かが軽減することも期待できます。また、死亡率の減少と、現在ちゃんとした栄養をとれなくて、生きるのにも
がき苦しんでいる人々の健康と幸福のレベルがもっと改善されることを、私たちは願います。２秒に１人、飢え
た子供が病気にかかり命を落としている現状で、もう失うものはありません。この状況を何とかするには、既存
の援助政策にプラーナ・プログラムを加えてもらうことが全てなのです。
Q：あなた方の目的は、全ての国でプラーナ・プログラムが通常の食料供給に取って代わるようになる事ですか
？
A：短期的な視点で見ると、答えは「ノー」です。しかしながら、プラーナの流れが増えることと、プラーナを
付加的なレベルでの栄養として提供できるという考えを付け加えると、これは皆さんにとっても有益なものにな
り得るのです。例えば、ビタミン剤を飲まなくても、何年もずっと健康を維持している人たちを、私は大勢知っ
ています。彼らの摂取するエネルギー量は、私自身も含めてですが、１日平均３００カロリー以下です。身体に
必要な栄養分の供給をプラーナに頼れば、地球の食料資源への依存は大幅に減っていくでしょう。しかも、私た
ちの健康を損なわずに。もうひとつ例をあげると、最近のイギリスBBCのドキュメンタリー放送によると、エチ
オピアの一部の人々は野生の植物（cabbage grass）だけを食べて生きているそうです。食糧が底をついたとき、
プラーナ・プログラムがあれば問題ありません。援助プログラム（※もしくは援助物資）が届けられるまでの間
、人々に栄養を補うことができますし、また届いた援助プログラムも効果的に使用されることになるでしょう。
長期的な視点では、プラーナ・プログラムを上手に実施していけば、外国からの援助プログラムをそれほど多く
必要とはしなくなっていくでしょう。
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Questions continued:Q: Wouldn’t the correct implementation of The Prana Program
also affect the operational status of existing aid programs?
A: Yes definitely. Many aid programs provide water and food and the
means of cultivation of both. As community calibrations change and
success is activated with the physical nourishment aspect of The Prana
Program then we will see an improvement also in community health.
Programs with an emphasis on farming and food production will change
dramatically.
Q: How can this be most easily achieved?
A: In four ways.
1) Education to understand The Prana Program and the adoption of new
mindsets;
2) Breathing techniques based on ancient proven practices;
3) The use of specific internal feeding mechanisms that magnetize an
increased pranic flow to nourish and hydrate the physical system;
4) Community support to experience and support The Prana Program first
hand;
5) Responsible media reportage to highlight the success and spread The
Prana Program methodology.
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Q&A続きます…
Q：プラーナ・プログラムの的確な実施が、既存の援助プログラムの稼働状
況に影響を及ぼすことにならないでしょうか？
A：はい、その通りです。多くの援助プログラムは水と食糧の供給と栽培方
法の両方を供給します。地域社会の目盛りとして（community calibrations）
変化と成功は、プラーナ・プログラムの物質的な栄養面を活性化させます。
さらに地域全体の健康も改善するという結果が見られるでしょう。農業と食
料の生産に重点を置いたプログラムは劇的な変化をもたらすのです。
Q：プラーナ・プログラムが苦労なく達成されるには、どのような方法があ
るのでしょうか？
A：５つの方法があります。（※four waysとありますが、回答は５つなので
それに合わせた）
１）プラーナ・プログラムを理解するための教育と、新しい考え方の選
択
２）古代から実績のある訓練法を基にした呼吸テクニック
３）増加したプラーナを引きつけて、身体組織に栄養分を与え、潤わせ
る特殊な栄養摂取メカニズムの使用
４）実際にプラーナ・プログラムを体験し、支援してくれる地域のサポ
ート
５）プラーナ・プログラムの方法論の普及と成功を世に知らせるための
、信頼できる報道
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CHANGE OUR FOCUS and CHANGE OUR FUTURE!
A lot of people are saying “We don’t want war!”
Why wait for our world leaders, when we can unify and co-create peace now?
How?
By eliminating the causes of violence and terrorism.
‘The Madonna Frequency’ PLANETARY PEACE PROGRAM was
given to Jasmuheen in October 2002, in response to the USA – Iraq and
Middle East situations, and the general disharmony facing earth’s people at
this time. As millions protest the use of violence to combat global terrorism,
it has become obvious that with a shift of focus a more positive outcome can
be obtained. We know in metaphysics that what we focus on becomes real,
for our energy feeds it. If we focus on fear, on war, that becomes our reality
but if we shift this focus to “What can we do that is positive and
beneficial for all?” then a new reality can begin.
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焦点を変えて未来を変えましょう！
多くの人はこう言います、「戦争なんて望んではいない！」と。
世界のリーダー（政治家）達の決断を待つまでもなく、今、私たちは一
致団結して平和な地球を作り直すことができるのです。
では、どうやって？―暴力とテロの原因を撲滅することによってです。
『マドンナ周波数 惑星平和プログラム』は、２００２年１０月にジャス
ムヒーンに与えられました。これは当時のアメリカとイラクおよび中東情勢、そして一
般的にも地球の人々が直面している不調和へ応えたものです。
世界的なテロに対して、大多数の人々は暴力で対抗しようとしますが、その焦点を変え
れば、よりポジティブな結果を手に入れることができることは明らかです。
形而上学的には、私たちが焦点を当てた事柄は現実化されます。私たちはエネルギーを
注いだものに力を与えるのです。
もし私たちが恐れや闘いに焦点を当てれば、それは現実となって表れるでしょう。
しかし、もし反対に、「人類にとってポジティブで有益になることとは何か？」という
考えに焦点を当てれば、その新しい現実は具現し始めるのです。
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For deep and ever lasting peace, this shift must now be towards
eradicating the very causes that create violence and global terrorism.
This means ceasing to focus on retribution and war, since our governments will do what they will do whether
we like it or not.
Yes we can protest but we need to do more!
Do not underestimate people power, particularly when each person is focused on and radiating ‘The Madonna
Frequency’.When we are in ‘The Madonna Frequency’ Field we have the power, the love and the wisdom to
unify and harmoniously change the course of history.
This means providing aid that creates health and happiness, peace and prosperity for all.
This means delivering aid packages and empowering tools in a compassionate and loving manner.
When we are all tuned to the incorruptible channel of Divine Love, Divine Wisdom and Divine Power,
anything is possible.
Co-creating peace really is up to us.
By utilizing our will, our intention, specific programming codes plus
a powerful day-to-day lifestyle that keeps us tuned and in the Madonna Zone,
we can unify and achieve great things. The time is now!
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深淵で永遠の平和のために、暴力と世界的テロを作り出しているあらゆる原因を撲滅することへの焦点のシフトは不
可欠です。
報復と戦争に焦点を当てることをやめるのです。
各国の政府は、国民が望むと望まざるとにかかわらず、自分たちの好きなように国を動かすでしょう。
それに対し、私たちは抗議することができますが、これからはさらに踏み込んだ手段が必要になるでしょう！
一個人のパワーを見くびってはいけません。
とりわけ、世界の一人ひとりが『マドンナ周波数』に焦点を当て、そのパワーを放射していくことは強力なのです。
『マドンナ周波数 』領域の中で、私たちはパワー、そして愛と叡知を得ます。
それによって世界をひとつに統合し、歴史の軌跡を調和的に変えることができるのです。
『マドンナ周波数』は人類全てにとっての健康と幸福、平和そして繁栄を創造してくれる援助を提供します。
慈悲深く愛に満ちたやり方で、皆さんに援助政策と、力を与えるツールをお届けします。
私たちが完全に、神聖な愛と神聖な叡知、そして聖なるパワーの高潔な経路にチューニングできたとき、全てが可能
になるでしょう。
平和を共同創造するのは、まさに私たちの手にかかっているのです。
私たちの意志、意図、特定のプログラミング・コードを使用すること、そして毎日『マドンナ周波数』にチューニン
グして、その圏内にいる状態で過ごすパワフルなライフスタイルを送ることによって、私たちは一つに統合され、素
晴らしいことを成し遂げられるのです。その時は、今です！
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The Madonna Frequency - Projects 1 to 9:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
Project 1:
To healthily feed, clothe, comfortably shelter and provide Holistic Education for our earth’s people by
2012.
Project 2:
The adoption of RECIPE 2000> as a Holistic education program into all educational institutions as a
positive Life-skills tool for positive personal and global transformation
Project 3:
To provide Divine Nutrition for all who want it and hence eliminate hunger and health problems on earth.
To be done via a) the effective use of media and b) holistic education programs (see project 2).
Project 4:
The elimination of poverty and hunger in all countries via the specific support of the Divine Nutrition
Research Projects. Test Country: India
Project 5:
The elimination of global health and hunger challenges via our specific DIVINE NUTRITION: Pills or
Prana “eat less, live longer” Project.
Project 6:
The Revision of International Agreements and Trade Treaties and practices to ensure that they operate for
the good of all.
Project 7:
The elimination of poverty and violence in all Third World countries via Projects no. 2 and no. 6. Test
Country: Brazil
Project 8:
The Creation of Peace in areas of Conflict using the perfect resolution program. Test Country/s: The
Middle East
Project 9:
The I.R.S. Program – To officially Instigate, Record and Summarize humanity’s co-creation of paradise.
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マドンナ周波数

―プロジェクト１～９：

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
プロジェクト１：健康的な食事、服装、住み心地の良い住まいのために、2012年までに地球上の人類にホリスティ
ックな教育を提供する。
プロジェクト２：ホリスティックな教育プログラム『レシピ2000＞』を全ての教育機関に導入する。建設的な生活
技能ツールであるこのプログラムは、個人レベルあるいは地球レベルでのポジティブな変容を助ける。
プロジェクト３：“聖なる栄養”を求める人全てに供給する。それによって、地球上の飢餓と健康問題を撲滅する。
このプロジェクトは以下のプロセスを踏む。a)メディアを有効に使う b)ホリスティックな教育プログラム（詳細
はプロジェクト２を参照）
プロジェクト４：『聖なる栄養リサーチ・プロジェクト』の支援を通して、地球上の全ての国から貧困と飢餓を撲
滅する。試験国：インド
プロジェクト５：『聖なる栄養』を通して地球の健康問題・飢餓問題を撲滅する：錠剤またはプラーナを摂取する
“小食で長生きしよう”プロジェクト。
プロジェクト６：国際協定、通商条約、そしてあらゆる施策の見直し。それらが全ての人類の利益のために確実に
実現されるために。
プロジェクト７：発展途上国における貧困と暴力を、プロジェクト２と６を通して撲滅する。試験国：ブラジル
プロジェクト８：紛争が勃発している地域での平和の構築。完璧な解決プログラムを使っておこなう。試験国：中
東諸国
プロジェクト９：I.R.Sプログラム―人類の楽園共同創造を、公式に「推進（Instigate）」「記録（Record）」「集
約（Summarize」」するプログラム。
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Projects 2 to 9 are all part of the main agenda of Project no. 1 but they each utilize different approaches and
have specific programs attached. Projects 4 and 5 are part of Project 3.
‘The Madonna Frequency’ Projects are designed to shift our focus from war to co-creating practical peace. If we
eliminate the causes of violence and terrorism, via our unified and focused effort, we will create planetary peace.
It is up to us to change our focus and change our future.
‘The Madonna Frequency’ Planetary Peace Project involves a 4 part alignment and action plan.
Part I – Agreements and Programming Codes that are made between you and the intelligent universe that
surrounds us and see us as Gods in form.
i.e. this is our commitment.
Part II – Are the Questions we need to ask, the Attitudes we need to adopt and the Attributes that ‘The Madonna
Frequency’ imbues us with.
Part III – Requires our united focus on 9 Peace Projects that if attended to will eliminate the causes of violence
and terrorism in our world.
(see over for details)
Part IV – RECIPE 2000 >. A Lifestyle and Programming package that will keep us tuned as individuals, to the
frequency of love, wisdom and compassion, so that we can always be perfectly aligned and take the perfect
action to create, then to keep our world in peace.
Let us co-create with joy and ease and Grace …
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プロジェクト２～９は、プロジェクト１の主なアジェンダ（行動計画）の一部になりますが、各プロジェクト
はそれぞれ異なったアプローチと特徴があります。またプロジェクト４と５は、プロジェクト３の一部になり
ます。
『マドンナ周波数プロジェクト』は、私たち人類の焦点を、戦争から現実的な平和へとシフトすることを目的
として作られました。
もし世界中の人類がひとつになり、たゆまぬ努力を続けて暴力とテロの原因を撲滅すれば、私たちは地球全体
に平和をもたらすことができるでしょう。私たち人類の焦点を変え、未来を変えるのは、他ならぬ私たち次第
なのです。
『マドンナ周波数 惑星平和プロジェクト』は全４章構成で、行動プランが含まれています。
パートⅠ：あなた個人と、私たちを見守り人類を“形を持った神”とみなす知的宇宙との間で取り交わされる協
定とプログラミング・コード。
すなわち、これが私たちのコミットメントとなります。
パートⅡ：私たちが聞いておくべき質問（疑問）と、選択すべき心構え（姿勢）、私たちに浸透する『マドン
ナ周波数』の特質
パートⅢ：私たち人類が一致団結して「９つの平和プロジェクト」に焦点を合わせる必要がある。そのような
方向性で意図すれば、世界中の暴力とテロの原因は撲滅する。（詳細は本章をご参照下さい）
パートⅣ：『レシピ2000＞』は、私たち一人一人が、愛と叡知、慈悲の周波数に合わせるためのライフスタイ
ルを計画していく政策です。これを実行すれば、私たちはつねに心身が完璧に調整され、さらに世界に平和を
もたらしてそれを維持できるだけの完璧な行動を起こせるのです。
さあ、喜びと安息、恩寵（神の愛）の中で共同創造しましょう…
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The GRACE of ‘The Madonna Frequency’
Grace is an energy that is attracted to us when we flood our systems with the cosmic electricity of Divine
Love and Divine Wisdom and Divine Power.
Grace brings magic and synchronicity and joy, a feeling that everything is flowing perfectly, unfolding
perfectly driven by some Divinely orchestrated beat. Grace is the feminine principle, the cosmic mother
of nurturing love that supports and soothes creation.
PART I:- PLANETARY PEACE INVITATION
The Inner Net Peace Corps invites us all to take a stand now and we ask you to support this by signing the
agreements outlined in the free e-book below. Please note these agreements, once signed, are to be kept for
your own records, they simply symbolize on the innernet, your willingness to be part of ‘The Madonna
Frequency’ Planetary Peace Program. ‘The Madonna Frequency’ Projects are our ‘green campaign of the
heart’, for it is an ‘emotional environment clean-up’ program.
Recommendation: Read this whole document so that you are comfortable with the proposals, then come
back and sign the agreements that you relate to. For your complete copy go to:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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『マドンナ周波数』の恩恵
神の愛のエネルギーである恩寵に引きつけられた時、私たち人間は、その神聖なる愛と叡知とパワーを持
つ宇宙の電力でいっぱいになります。
恩寵がもたらしてくれるものは、魔法のような力や出来事（magic）とシンクロニシティ、喜び、そして
全ての物事が完璧に上手くいっているという感覚、なにか神によって仕組まれたペースで物事が完璧に展
開していっているという感覚です。
恩寵は女性的な原理であり、地球上の生命を支え、癒す愛を育む宇宙の母なのです。
パートⅠ：惑星の平和への招待
「インナー・ネット平和団（The Inner Net Peace Corps）」は人類が今立ち上がるために、私たちに要請し
ます。 このプロジェクトをサポートして下さる方は、下記の無料Eブックに記載されている協定に署名を
お願いします。 ご署名頂いた協定は、ご自身の記録として保存しておいてください。それらはあなたの内
なる通信網（インナーネット）上で記号化します。つまり『マドンナ周波数 惑星平和プログラム』の一
部であるあなたの意欲を象徴するのです。 『マドンナ周波数プロジェクト』は、“ハートの環境保護運動”
ともいえるでしょう。なぜなら、それは“情緒環境クリーンアップ”プログラムだからです。
リコメンデーション（お薦め）：こちらの文書をお読み下さい。提案に賛同して頂いた場合は、関連する
協定にご署名ください。 文書の全文はこちらへどうぞ：
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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PART 11 - ‘The Madonna Frequency’ Questions, Attitudes, Attributes
CAN WE REALLY CO-CREATE PEACE and PARADISE???
In order to successfully manifest deep and lasting peace on earth, we need to adopt some specific
attitudes. Each one of us is surrounded by an all loving, all knowing field of intelligence that looks at us
and says:
“Hello God, what can I do for you?”
This is how the universal quantum field is programmed to recognize and respond to us, regardless of
how we see ourselves. When we really get this reality, everything begins to change. The blame game
ceases to exist and all we can do is look at all we have created and ask if it is as we really want it all to be
and if it is not, then why not? When we understand that this intelligent universe is awaiting our
direction, then we realize that we need to have not just have clear desires but that we need to send out
clear signals and instructions. Here clarity, will and intention become the key. In this field, the purity of
our heart determines the outcome. If one person can choose to spend their time wisely enough to make
a positive difference, then imagine what the unified can achieve?
For more on this go to:-http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MFpeace-program
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パートⅡ―『マドンナ周波数

』その疑問、心構え（意識・姿勢）、特質

私たちは本当に平和と楽園を共同創造することができるのでしょうか？
成功裏に地球で深く永続する平和を顕現するために、私たちはある明確な態度を選択する必要があります。
私たちの誰もが、愛に満ちた全知全能の存在（all-loving, all knowing field of intelligence）に見守られています。
彼らは私たちを見て、こう問いかけます。

「こんにちは、神様。私にお手伝いできることは何ですか？」
このように、私たちが自分をどのように見なすかにかかわらず、宇宙の量子フィールドは私たちを（神と）認識し、応
答するようプログラムされているのです。私たちがこの真実を本当に理解して自分のものにしたとき、全てが変わり始
めます。責任のなすり合いは消滅し、私たちができることは、自分たちが作り出したもの全てに目を向け、生きる上で
本当にそれがほしいのか、また、もしそうでないなら、なぜ要らないのかということを自分自身に尋ねることです。知
的宇宙は私たちの指示を待っている、ということを私たちが理解すれば、欲しい欲しいとただ欲望を持つだけではなく
、はっきりとしたシグナルや指示を送ることが必要なんだと気づくことでしょう。
このように明確さや意志力、意図する力が鍵となります。
この領域では、私たちのハートの中にある純粋さが、もたらされる結果を決定します。もし一人の人間が、今とは違う
ポジティブな世界を作るために賢く時間を使うことを選択するようになるとしたら。想像してみてください。世界中の
人々が同じ選択をして統一されたら、何が実現できるでしょう？
さらに詳しい情報はこちらまで：
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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PART 11 - ‘The Madonna Frequency’:- Questions, Attitudes, Attributes
continued ..
If this intelligent Universal field sees us as Gods in form then it’s time for us to get clear and ask ourselves,
and each other:
•Who am I? Am I just a body with emotions and a mind, or more?
•What is the purpose of this life? Can we ALL thrive here and eliminate the struggle to survive?
•Can we co-create health and happiness; peace and prosperity for all?
•Can we create a more civilized and harmonious world? What is true civility?
•Is it to love, honor and respect ALL? All life? All kingdoms?
•What does all life have in common? Can we really bridge the worlds? What of religion and science – where
is their common ground? Can we take the best of all cultures and focus on what binds us in harmony?
•Can we be respectfully interdependent rather than co-dependant or selfishly independent?
• What about new fuel and energy systems? Can we decrease our personal and global resource
dependability?
•Can we operate via an incorruptible network?
•Can the Higher Laws of Science create order amid the chaos and if so HOW?
•Can we stop and reprioritize our goals – personal and global – so that they benefit all?
•If so, can our new global priority be to healthily feed, adequately clothe and shelter and holistically educate
all who need and want this?
•HOW CAN THIS BE DONE? Can we free ourselves from our limitations and really be free? What is true
freedom? What does personal and global paradise mean?
Many of us have thought long and hard about these questions, many have received answers and also the
guidance to become PERFECTLY ALIGNED SO THAT WE CAN ACT PERFECTLY.
For more on this go to:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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パートⅡ―『マドンナ周波数』その疑問、心構え（意識・姿勢）、特質

続きます…

この知的宇宙領域が、私たちを“形を持った神”としてみなすのであれば、今度はそれを明確に理解するため、私自身
あるいはお互いに尋ねてみる番です。
●自分は誰なのか？私は感情とマインドをもった肉体にすぎないのか、あるいはそれ以上のものなのか。
●この人生の目的は何か？私たち全てがこの地球上で繁栄することができるのか、生存するための争いはなくなるの
か。
●私たちは全ての人類のための健康と幸福、平和と繁栄を共同創造することができるのか？
●私たちはより文化的な調和のとれた世界を創造することができるのか？真の礼節とはなにか？
●それは全てを愛し、称え、重んじることなのか？全ての生命、全ての王国（世界）を？
●全ての生命が持つ共通点とは何か？私たちは本当に世界をつなげることができるのか？宗教と科学における、接点
はどこにあるのか？ 全ての文化の最善のためになるような選択をして、世界中の人々を調和の内に結びつけること
に焦点を合わせることができるのか？
●相手によりかかって満足する共依存や、利己的に自立することではなく、私たちは慎み深くお互いにお互いを必要
とする相互依存の関係を築くことができるのか？
●新しいエネルギー源、エネルギー・システムとは何か？私たちは個人レベルまたは地球レベルの、資源への依存性
を減少させることができるのか？
●私たちは高潔な（不朽の）ネットワークと同調することができるのか？
●「高次の科学の法則(Higher Laws of Science)」は、混沌の中で秩序を作り出すことができるのか？
また、もしできるなら、どうやって？
●私たちはいったん立ち止まり、個人レベルあるいは地球レベルのゴール、つまり私たちの最優先するべき目標を見
直すことができるのか？ その結果、全人類に利益をもたらすのか？
●もしそうなら、健康に良い食料、適切な衣料と住まい、そしてホリスティックな教育を必要とする、あるいは望む
全人類へ教育を施すことを、私たちの新たな世界的優先事項とすることができるのか？
●これはどのように行うことができるのか？私たちを縛るあらゆる制限から本当に自由になることができるのか？本
当の自由とは何か？ 個人のあるいは地球の楽園とは何を意味するのか？
●私たちの多くは、これらの疑問について長くそして深く考えてきましたが、今多くの人々が、その問いへの答えと
、さらに、「心身ともに完璧に調整され、完璧に行動できる自分」になるためのガイダンスを受け取っています。
さらに詳しい情報はこちらまで：
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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PART 11 - ‘The Madonna Frequency’:- Questions, Attitudes, Attributes
continued …
Knowing that we are Gods in form, surrounded by a living field of Supreme Intelligence that mirrors our
awareness, the attitudes that the Self Empowerment Academy recommends that we adopt are:
☺
☺

☺
☺

Gratitude – spend time daily giving thanks to all that is right with our world.
Pretending – this is part of the ‘ACT AS IF we are Masters’ reality. It is an attitude of ‘we have all the
power, all the love, all the wisdom to co-create what we desire on this earth, so let’s do it!’ It is also
part of the ‘what we focus on we feed’ reality so by looking for the Divine Perfection in life, we soon
see, then experience and become mesmerized by it.
Walk through this world as if you are a Divine Transmission station for Divine Love, Divine Wisdom
and Divine Power to radiate through you and transform all that is open to this frequency. Radiate
don’t absorb.
Look for God and the good in all. See everything as inter-connected, born from the One. As above, so
below, we are made in the image of the Divine etc.
For more on this plus Parts 3 & 4 go to:http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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パートⅡ―『マドンナ周波数

』その疑問、心構え（意識・姿勢）、特質

続きます…

私たちが、形を持った「神」だと知ることは、私たちの意識を鏡のように映し出す至高の知能というべき存在の領域に
そして「セルフエンパワーメント・アカデミー」が推奨する、私たちが採用すべき態度や姿勢の中にあります。：
☺
☺

☺
☺

感謝の気持ち― 世界は上手くいっているという気持ちで、日々、全てのものに感謝をして過ごしましょう。
ふりをする― これは、実際に“私たち自身がマスターであるかのように振る舞う”ということを示します。具体的
に言うと、“私たち全ての人間は、この地球上に自分たちが望むことを共同創造するためのパワーと愛と智恵を持っ
ている。だからそうしようじゃないか！”といった振る舞いをするということです。また、“私たちを満足させるも
のに焦点を合わせること”でもあります。生命のもつ神聖な完全性というものを探していけば、私たちはすぐにそれ
を見ることができます。そして経験すれば、私たちはその虜になっていくことでしょう。
自分を、「神聖な周波数を送信する放送局」と見なし、この世界を歩んでいきましょう。聖なる愛、聖なる智恵、
聖なるパワーがあなたを通して放射され、周囲を変容させます。そして、この周波数へ開かれるのです。放射して
ください。ただし、吸い上げないように。
神（神性）、そして全ての中に宿る良きものを探しましょう。この世のあらゆるものは、お互いに関わり合ってい
る存在であり、同じ「一つのもの」から生まれた命なのだと考えましょう。上にも下にも＊、私たち人間は「神」
という聖なる存在をひな形にして創造されたのですから。

さらに詳しい情報と、パート３＆４はこちらへどうぞ：
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
＊ As above, So below：メタフィジックス（形而上学）の概念のひとつ。天があれば、それは地にも対応し、地があ
れば、それは天にも対応する。物事を完遂するには相反する両極の要素が不可欠であるという理論。
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GLOBAL & UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM
PROJECT 3 OF THE EMBASSY OF PEACE is our INTERPLANETARY PROGRAM
– Understanding and applying the Pathways of Elysium to come into a permanent state of expanded
consciousness and peace. The Embassy’s main focus with this program is to prepare Earth to enter into a
higher paradigm among more civilized worlds, an agenda which we will discuss in more detail under our
Universal harmonization Program. There are five pathways of Elysium that will be focused on in depth that
supports the Universal Harmonization Program.
FIVE PATHWAYS OF ELYSIUM
The Field of Love
The Field of Compassion
The Field of Health & Harmony
The Field of Grace
The Field of Freedom
During our Diplomat of Love and Ambassadors of Peace Fine-tuning and training programs we will study
these fields in depth and how they relate to the creation of permanent peace and taking our place among
civilized worlds. We will also look at why and how we need to implement them and provide pragmatic tools to
do this.

Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://www.jasmuheen.com/what.asp 73

グローバル（地球レベルでの）＆ユニバーサル（全宇宙レベルでの）調和プログラム
平和使節団のプロジェクト３は、惑星間プロジェクトです。
つねに拡大された意識と平和の状態にある理想郷の道に入るための理解とその方法をお教えします。
このプログラムにおける平和使節団の主とする焦点は、（宇宙に存在する、）より文明的に開かれた世界の中で、地球
が今よりさらに高次のパラダイムへと入っていく準備をすることです。このアジェンダ（行動計画）は、ユニバーサル
（全宇宙レベルでの）調和プログラムでさらに詳しく説明します。理想郷の５つの道というものがありますが、これも
ユニバーサル調和プログラムで焦点を当て、深く掘り下げます。
理想郷の５つの道
愛の領域
慈悲の領域
健康と調和の領域
恩寵（神の愛）の領域
自由の領域
愛の外交官と平和大使のチューニングとトレーニング・プログラム中に、これらの領域を深く学んでいきます。それら
が永遠の平和の創造とどのように関連しているか、どうやって私たちが高度な文明世界の仲間入りをするかを学んでい
きます。また、私たちがなぜそれらの理想郷を遂行する必要があるのか、それを実行するために実用的なツールをどう
やって準備するのかを考えていきます。
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GLOBAL & UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM

THE FIELDS OF ELYSIUM
A brief look at these five fields:The Field of Love:-This field contains many layers from self love, love of others, conditional and
unconditional love, divine love, love’s field of the deepest peace and contentment, love’s field of pure joy
with its cosmic orgasm and the layer that melts us into itself where mind disappears and all questions
are answered.
The Field of Compassion:- In order for earth into enter into a higher paradigm among civilized worlds
her people need now to exercise compassion toward those in need. New priorities need to be agreed to
such as the redistribution of the world’s resources so that basic human rights are addressed and poverty
is eliminated. The pragmatics of this are outlined in The Madonna Frequency Planetary Peace Program.
At the EMBASSY OF PEACE we have found in order to evolve we must become compassionate to the
suffering of others and pragmatically address their needs via the programs also shared in The Biofields
& Bliss Trilogy.
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グローバル（地球レベルでの）＆ユニバーサル（全宇宙レベルでの）調和プログラム
理想郷の領域
次の５つの領域の要約です：
愛の領域：この領域は以下のような多くの層から成ります。自己への愛、他者への愛、条件付きの愛と
無条件の愛、聖なる愛、心からの平和と安堵の領域、無限のオーガズム（陶酔）とともにある純粋な喜
びという愛の領域。これらの層は私たちを自分自身の中へと融合させてくれます。そこでは、マインド
は消え失せ、全ての問いかけに答えがもたらされるのです。
慈悲の領域：地球が、（宇宙に存在する）文明的に高度な世界の中で、今よりさらに高次のパラダイム
へと入っていくために、母なる地球の人々は今、困っている人に慈悲をもって接することが必要です。
基本的人権の問題への対処がなされ、貧困が撲滅されるように、地球資源の再分配など新たな優先事項
に同意する必要があります。この実際的な方法は、「マドンナ周波数 惑星平和プログラム」の中にま
とめてあります。
平和使節団で、私たちは人類が進化するためには、他者の苦しみに対して思いやりを持てるようになる
べきだということに気づきました。
そして彼らが必要としていることにプログラムを通じて実際的に対処していきます。
その方法は、ジャスムヒーン著書『バイオフィールドと至福 三部作シリーズ（The Biofields & Bliss
Trilogy』でも詳しく説明しています。
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THE FIELDS OF ELYSIUM continued …
The Field of Health & Harmony:-Again this issue has been addressed in some of Jasmuheen’s earlier
manuals particularly in relation to physical, emotional, mental and spiritual health. In the Diplomats
and Ambassadors training programs we know that health and happiness and harmony levels come
into being via the practice of the Luscious Lifestyles Program and the issues discussed in the manual
“The Food of Gods.
The Field of Grace:- “All good things comes to the one who stands firm in the field of Grace.” Being
anchored permanently into this field allows us to co-create with joy, ease and grace in a way that
benefits all. Accessing and staying anchored in the Field of Grace is a basic part of our Diplomats
and Ambassadors Training Program where our motto is ‘Maximum impact for minimum effort.”
The Field of Freedom:-This means having the freedom to manifest the best of our human nature in a
way that is harmonious for all, it also means the freedom to co-create a world that is worthy of
knowing its galactic kin and a future that our children will thrive in. Training in this field will allow
us to move beyond all limitations enough to experience our pure and perfect ascended nature.
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理想郷の領域

続きます…

健康と調和の領域：この議題は、特に肉体的、感情的、精神的そして霊的な健康に関するジャスムヒーンの研究マニュ
アル（著作）でも何度か取り上げられてきたテーマです。
愛の外交官と平和大使のトレーニング・プログラムにおいて私たちは、健康と幸福と調和が仲良く共存するのは、「快
適なライフスタイル・プログラム」の実践から生じることを理解しています。この議題はジャスムヒーン著書『神々の
食べ物』＊で扱われているテーマです。
恩寵（神の愛）の領域：“全ての良きことは、恩寵の領域にしっかりと立っている人にやってくる”
この領域に永久的につながった状態でいれば、私たちは喜びと安心感そして恩寵とともに共同創造することができ、そ
のやり方は人類全てにとって恩恵をもたらします。恩寵の領域にアクセスし、しっかりと繋がることは、愛の外交官と
平和大使のトレーニング・プログラムの基礎的なパートです。そのモットーは、“最小限の努力で最大限の効果”です。
自由の領域：これは、私たちは全てと調和するやり方で、人間性の一番良い部分を示す自由があるという意味です。ま
た、銀河系の親類を知るにふさわしい世界、私たちの子孫が成功する将来を共同創造する自由を意味します。 この領
域でのトレーニングは、私たちに全ての制限を乗り越えさせてくれ、私たちの純粋で完全な高次の本質というものを体
験させてくれるでしょう。
＊ The Food of Gods：邦訳『神々の食べ物
）

聖なる栄養とは何か』（鈴木里美

訳、ナチュラルスピリット2007年出版
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The EMBASSY OF PEACE and its UNIVERSAL
HARMONIZATION PROGRAM
This program is being offered so that people can be aware in a clear way of what will occur to our
planet once we harmonize ourselves on both personal and global levels. Many metaphysicians know
that what earth is going through is a very normal cycle in evolution that many planets have undergone.
We do not wish to discuss the validity of the idea of life on other worlds - or planets that exists in the
multi-verses - for there is enough scientific research now to attest to this possibility.
For those who would like further data on this you may wish to also look the supporting science of Ray
Kurzweil as per his book The Singularity is Near. While we will look at Kurzweil’s work in more detail
throughout our Peace Ambassador’s Training Program, Jasmuheen’s work at the EMBASSY OF
PEACE deals with the inter-dimensional realms with insights that add another layer to Kurzweil’s
current understanding and will educate many into a clearer understanding of the variety of extraterrestrial life.
Our training programs will also provide all the tools necessary to make contact inter-dimensionally
and prepare our Ambassadors for all of what is discussed below so that our experiences can be based in
dignity, truth and conducted with honor and diplomacy.
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平和使節団が贈るユニバーサル（全宇宙レベルでの）調和プログラム
私たちがいったん個人的あるいは地球的レベルで私たち自身を調和させれば、この地球に起こり得ることをはっきりと意
識することができるように、このプログラムが実施されています。多くの形而上学者は、地球が通っている過程は、進化
において非常に標準のサイクルであり、これは多数の惑星が通過してきた過程であると理解しています。私たちは他の世
界における、―もしくはマルチバース（並行宇宙）＊に存在する惑星における―生命についての考えの有効性を説明する
つもりはありません。この可能性を証明するために、現在では十分に科学的な研究が行われているからです。
この件に関してさらなるデータが欲しい人は、レイ・カーツワイルの著書『ポスト・ヒューマン誕生 コンピューターが人
類の知性を超えるとき』**で彼の支援する科学をご覧になりたくなるかもしれません。平和大使のトレーニング・プログ
ラムを通してカーツワイルのワークの詳細を見ることができると同時に、さらに平和使節団でのジャスムヒーンのワーク
は鋭い洞察力をもって次元間領域を取り扱っており、カーツワイル氏の現在の見解にまた別の層が重ねられる結果となっ
ています。そして、地球外生命の種類について、さらに明確な理解を多くの人々に植え付けることでしょう。
私たちのトレーニング・プログラムはまた、次元間的にコンタクトをとるために必要なツールの全てを提供します。そし
て私たちの経験が尊厳と真実に基づき、そして敬意と外交（他者との交流）とともに行われるよう、私たち平和大使に準
備させてくれます。
＊ the multi-verses：無限に広がる宇宙空間の中で、可能性のあるものは現実化される。つまり、望遠鏡で観測できない外
側には、私たちの宇宙とそっくりな別の宇宙空間が存在している。こうした並行宇宙の集団が、もっと大きなマルチバー
ス（多宇宙）を形成する。（日経サイエンスより）
** The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (2005)（邦訳『ポスト・ヒューマン誕生 コンピューターが人類の
知性を超えるとき』井上健監訳他 NHK出版 2007年）
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How evolved do we need to be to attract
the most supreme
Cosmic Colleagues to us from within the
web of life?
What are portals of possibility?
Who are the Lords of Peace?
What is the Intergalactic Federation of
World’s Council?
What are the Universal Nations?
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ウェブ・オブ・ライフ＊と呼ばれる、太陽エネルギーと多種多様
な生物の繋がりの中から、究極の宇宙の仲間を引きつけるために
、私たち人類はどのように進化していく必要があるのだろうか？
潜在力の扉とは何か？
平和の神とは誰か？
世界評議会銀河系間連盟とは何か？
ユニバーサル・ネーションズ（宇宙国家）とは何か？
＊ 太陽エネルギーを源にする地球環境と生命の繋がりはウェブ・
オブ・ライフ(WEB OF LIFE)と呼ばれます。食物連鎖に見られるよ
うに、多様な生物が相互に繋がる事で、はじめて生態系全体＝生
命圏が成り立つのが生命の本質です。太陽エネルギーに起動され
る、地球の気圏・水圏・地圏の大循環と連動しながら、多様な食
物連鎖のプロセスを通じて、生命圏は活性化し健康な状態を維持
しています。（平磯太陽観測センター＆CSOピースシード共同プ
ロジェクト資料より）
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The EMBASSY OF PEACE and its UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM
Below are some of the areas that our Diplomats & Ambassadors will be trained in:Understanding & directing Earth’s Future, Taking our Place among Civilized Worlds.
☺ Inter-Dimensional relationships – a new species, the superhuman and the ascended human plus insights into
the new Divine Marriage
☺ The Bigger Picture – Blueprints, Brotherhoods and Balance.
☺ Universal Law - Understanding the dynamics of what drives energy fields:- While these laws are covered in
detail in Jasmuheen’s manual “In Resonance”, the main laws utilized via the Embassy of Peace programs are:
The Law of One; The Law of Love & The Law of Resonance.
However a full of understanding of Universal Law is required and will be provided for all our Ambassadors of
Peace who are to work inter-dimensionally.
☺ The Extra-terrestrial Reality Paradigm.
☺ Multi-verses and Inter-dimensional Realms; Grid points and the Oneness Matrix.
☺ Inter-Dimensional Communication and Contact plus intelligent personal and planetary preparation for this.
☺ Beyond Quantum: Clear insights into Trans-humanism plus the supporting science of Ray Kurzweil as per his
book The Singularity is Near.
☺ The Program of Personal and Planetary Ascension - The Why and How of it all & Understanding the Cycles of
Descension and Ascension
☺ PLUS the Science of I.D. (Inter-Dimensional Field Science).
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平和使節団が贈るユニバーサル（全宇宙レベルでの）調和プログラム
以下は、愛の外交官と平和大使が受けるトレーニングの一部です。
地球の未来への理解と指示、文明的に開かれた世界への仲間入りをすること。
☺ 次元間のリレーションシップ―新たな人種、スーパーヒューマン（超人的人種）、アセンデッド・ヒューマン（
高次の人類）、
☺ そして新たな神との融合への洞察
☺ 対局を見据える（広い視野で見る）―ブループリント（青写真）、ブラザーフッド（兄弟愛）とバランス（均衡
・調和）
☺ 宇宙の法則―エネルギー・フィールドを動かしているダイナミクス（力学）を理解する。：
これらの法則はジャスムヒーンの研究マニュアル（著作）『イン・レゾナンス（共鳴の中で）』（
邦訳未出版）に詳しく取り上げられていますが、メインとなる法則は、この平和使節団のプログラムでは以下のも
のを使用しています。
いち（一）なるものの法則：愛の法則と共鳴の法則。―これは宇宙の法則に対する深い理解が必要
とされますが、次元間的に働く予定の全ての平和大使の人々へ提供されます。
☺ 地球圏外の現実におけるパラダイム（新しい概念構造）
☺ マルチバース（並行宇宙）と次元間領域：グリッド・ポイントとワンネス（同一性）の根源（母体）
☺次元間のコミュニケーションとコンタクト、そのための個人あるいは惑星レベルでの知的な準備
☺ 量子力学の超越：トランスヒューマニズム（超人間主義）への洞察と、レイ・カーツワイルの著書『ポスト・ヒ
ューマン誕生 コンピューターが人類の知性を超えるとき』で見られる、彼の支援する科学への洞察
☺ 個人あるいは惑星レベルでのアセンション（次元上昇）プログラム―なぜ、そしてどうやって行うのか？そして
、ディセンション（次元降下）とアセンションの循環
☺ Ｉ．Ｄ．（次元間領域）の科学
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TRAINING:- The programs of the EMBASSY OF PEACE are covered in
more detail via in-depth training which will begin in 2008 via:
1. Online Courses for both Diplomats of Love and our Ambassadors of Peace. In
these courses you will receive personalized instruction in the form of MP3 files
plus the Embassy's workbook. They will be available from early 2008.
2. The training and gathering of the Diplomats of Love and Ambassadors of Peace
will also continue in person with Jasmuheen as she tours annually around the
world. Click here to go to her annual tour schedule. During her retreats and
weekend seminars she also provides training in the Embassy's Personal, Global
and Universal Harmonization Programs.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#EP-training
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トレーニング：平和使節団のプログラムは、2008年に始まる、
以下の綿密なトレーニングでさらに詳しく取り上げられます。：
１．愛の外交官と平和大使それぞれのオンライン・コース。これらのコースでは、個人に合わせ
た指示書をMP3ファイルでお届けするほか、使節団のワークブックもお届けします。2008年
初頭から配信予定です。
２．毎年世界中を回って直接、ジャスムヒーンがあなたと交流する、愛の外交官と平和大使のト
レーニングとギャザリング（集会）も続けてまいります。毎年恒例のツアー・スケジュール
は、こちらをクリックして下さい。
ジャスムヒーンのリトリート（ retreat）、そしてウィークエンド・セミナーでは、平和
使節団の「パーソナル、グローバル、ユニバーサル調和プログラム」の中からトレーニング
をご紹介していきます。
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#EP-training
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ADDITIONAL SPECIALIZED TRAINING:3. Training in the PRANA PROGRAM with Jasmuheen in person:
Please note that apart from her annual seminars and retreats, every
two years Jasmuheen trains a small group of people in the Prana
Program via the unusual process of Darkroom Retreats. You may
wish to read her free e-book 'Darkroom Diary Downloads & The
Freedom of the Immortals Way'. Click here to find out more about
these retreats.
4. Jasmuheen also touches on the Embassy of Peace's Universal
Harmonization Program at her Sacred Art Retreats.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/training.asp#SCHEDU
LE
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さらに専門的なトレーニングはこちら：
３．ジャスムヒーンが直接あなたに手ほどきするプラーナ・プログラムのトレーニング
：
恒例のセミナー、リトリートとはまた別に注目していただきたいのが、２年ごとに行わ
れる、少人数制によるジャスムヒーンのプラーナ・プログラム直接指導です。（暗くし
た部屋で行われる）ダークルーム・リトリート（Darkroom Retreats）の一風変わったプロ
セスをお楽しみいただけます。この件について、無料Eブック「ダークルーム（暗室）ダ
イアリー・ダウンロード」＊と「永久なる自由」でもお読みいただけます。これらのリ
トリートのさらなる情報は、こちらをクリックして下さい
４．ジャスムヒーンはさらに、彼女主催の「セイクレッド・アート（神聖な芸術）」リ
トリートでも、平和使節団のユニバーサル調和プログラムに触れています。
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/training.asp#SCHEDULE
＊ 「Darkroom Diary Downloads」：タイのリゾート・セミナーでのジャスムヒーンの体験
が綴られている。（「マドンナ周波数マニュアル」巻末Eブックリストを参照）
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