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アウェイクンド・ライフ
グローバル・ユニティ・ギャザリング

クォンタム・リビング：
目覚め

フロリダ州ネープルス　
2019年12月5日 - 8日



2

母なるガイアと私たちとの、そして、私たちのお互いのつながりに
敬意と尊崇を表すために、アウェイクンド・ライフでは今回のギャ
ザリングに、以下のサステナブル・ソリューション（持続可能な解
決策）を実施します：
 ・　 紙の使用量を最小限にするための電子パンフレット
 •　 100%再生紙製の名札
 •　 全ての食事と休憩時間における、再利用可能なグラスと食

器の提供
 •　 埋め立てされるゴミを最小限にするための、全会場でのリ

サイクル・ボックス設置
 •　 持続可能なマネージメントの実施と自然環境監督管理

を称えるグリーン・トゥ・ゴールド・アウォード（Green to 
Gold Award）を受賞しているネープルス・ビーチ・ホテル
とのパートナーシップを育み、今回の取り組みを行なって
います。
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オム・ジェイ・ジェイ・サイマー
親愛なる魂であるあなた、

偉大なる偉大なる愛とともに、あなたを私のハートへ迎えいれます、あ
なたを私たちのグローバル・ギャザリングへお迎えします。

愛しいあなた、私はあなたのために準備が整っています。このワークを
する準備が出来ています、加速化している変化の時局で、あなたの目覚
めのためにサポートする準備が。新たな文明が、あなたを通して、あな
たとして、花開き展開するために、古いパラダイムは揺さぶられているの
です。

日本での「あなたは星です！」のプログラムで、私はもうじきお目見えす
る新しい、よりハイ・スピードで走る新幹線のことを話しました。
これまでにない加速度。そうです、あなたはクォンタムのスピードで動い
ているのです。そしてあなたは、あなたの人生に乗っているのです、人類
の目覚めのために。意識によって定義された人生を生きるあなたのクォ
ンタムな動き（ムーブメント）、あなたの中で、行動として現れる、究極の
意識からなるクォンタム・ライフ。
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意識
クォンタム

光
愛

創造性
意識は、創造主としてのあなたとなる準備ができています。意識は、あな
たがこの世界に生まれてきて、より良い世界のために、進化するこの惑
星・地球のために、光と愛の大使となるという約束を果たすための準備
ができているのです。あなたは存在の新たなレベルへと入りつつあり、
あなたの人生の遊び場を創造しつつあり、これまでずっとあなたの中に
ありながらあなたにとって未知だった数百万の銀河、宇宙、多重次元、
領域へと旅立ちつつあるのです。

あなたがたはたくさんの国々からここへとやってきて、一緒に体験し、一
人ひとりの中に宿る壮大なパワーを憶（おも）い出すために集っていま
す。あなたがたは意識の物理学の修練・練習をし、新たな情報、新たな
信号によっていきいきと活気づけられることを待ち望んでいるあなたの
細胞たちに指令を与えるのです。クォンタムDNAが人体のDNAと、クォ
ンタム・ボディと接合されます。あなたは意識の物理というものをマスタ
ーして、細胞レベルで地球全体の目覚めに貢献するのです。

私たちは変貌の7年周期の5年目、この大いなるシフトの驚くべきフェイ
ズ（段階）に入ろうとしています。「新しいあなた」になるための、あなた
のハートの栄えある門のその中心へと入るために、広大で無制限なあ
なたの内なる世界を発見するために、この素晴らしい好機、素晴らしい
大冒険を祝うことへとあなたをお誘いします。

「今」という瞬間の永遠性の中で、私たちのワンネスを喜びあいながら、

ずっとあなたの
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会場であるホールを聖なる空間としてともに創りあげてゆく上
で、皆様には以下の事項をお守りいただけますようお願い申し上
げます：

 •　 ホールにはいつもサイレンス（沈黙）の状態でお入りくださ
い。天恵に満ちた優雅さと認識とともにお入りください。

 •　 ホール内では、キャップ付き容器に入ったお水以外の飲食
はなさらないでください。

 •　 ドアが正式に開かれる前に入場したり席を確保したりなさ
らないでください。

 •　 二席より多く座席を確保することはなさらないでください。
二席よりも多くの座席を確保なさっている場合、そこに置
かれたお持ち物は落し物お預かり所に届けられます。

 •　 他の参加者の皆様への敬意として、プログラム中は毎回異
なる場所にお座りいただくご配慮をお願いいたします。そう
することでどなたも皆、前方席、中央席、後方の席へとお座
りになる機会が得られます。

 •　 “Reserved Seat” （予約席）の紙をどかせてお座りになっ
たり、すでにどなたか確保されているお席にお座りになるこ
とはおやめください。

 •　 サイマーの写真やビデオを参加者が個人的に撮影すること
は許可されておりません。マーの写真はブティックでご購入
になれます。

 •　 各セッションの完了ごとにお手持ち品を全てホールからお
持ち出しいただけますようお願い申し上げます。

ホールでの心得
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プログラムの
スケジュール

ブティックの
オープン時間

プロファウンド・
アウェイクニング
7:30 - 9:30 pm

プロファウンド・ユニオン
7:30 - 9:30 pm 9:30 - 10:30 pm

12月1日（日）
スケジュール
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プログラムの
スケジュール

ブティックの
オープン時間

瞑想
7:00 -8:00 am 8:00 - 9:30am

プロファウンド・
アウェイクニング

10:00 am - 12:15

プロファウンド・ユニオン
10:00-12:30pm 3:00 - 4:30pm

プロファウンド・
アウェイクニング
12:45-3:00pm

5:30 - 7:00 pm

プロファウンド・ユニオン
2:00-5:00pm 9:30 - 10:30 pm

プロファウンド・
アウェイクニング
7:00-9:30pm

12月2日（月）
スケジュール
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プログラムの
スケジュール

ブティックの
オープン時間

瞑想 
7:00 -8:00 am 8:00 - 9:30am

プロファウンド・
アウェイクニング

10:00 am - 12:15

プロファウンド・ユニオン
10:00-12:30pm 

プロファウンド・
アウェイクニング 
12:45-3:00pm

3:00 - 4:30pm

プロファウンド・ユニオン
2:00-5:00pm 5:30 - 7:00 pm

プロファウンド・
アウェイクニング
7:00-9:30pm

9:30 - 10:30 pm

クォンタム・インドラ・サイマ
ー・パーソナル・セッション
9:45 pm - 12:00 am

（満席）

12月3日（火）
スケジュール
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プログラムの
スケジュール

ブティックの
オープン時間

瞑想
7:00 -8:00 am 8:00 - 9:30 am

プロファウンド・ユニオン
9:00-1:00pm 1:30 - 3:00 pm

プロファウンド・
アウェイクニング

10:00 am - 1:00pm
5:00 - 7:00 pm

クォンタム・インドラ・サイマ
ー・パーソナル・セッション

7:00  - 11:00 pm
（満席）

12月4日（水）
スケジュール
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プログラムの
スケジュール

ブティックの
オープン時間

アウェイクンド・ライフ・テ
ィーチャー・ギャザリング 

10:00am - 1:00pm
5:00 - 7:15 pm

マグダレナ・
イニシエーション
2:00-4:00pm

9:30 - 10:30 pm

クォンタム・リビング
7:30 - 9:30 pm 

サイマー・シャクティ・セッ
ション

10:00 - 11:00 pm

クォンタム・インドラ・サイマ
ー・パーソナル・セッション
10:30 pm  - 12:30 am

（満席）

12月5日（木）
スケジュール
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プログラムの
スケジュール

ブティックの
オープン時間

太極拳／ヨガ
6:30 - 7:15 am

瞑想
7:30 - 8:30 am

サイマー・ディクシャ・
トレーニング  
8:30-9:00am 

8:30 - 9:45 am

グループ・
ギャザリング（集い）
10:00 - 11:00 am
クォンタム・リビング

11:15 am - 3:00 pm 3:00 - 7:15 pm

昼食
3:00 - 4:00 pm

サイマー・シャクティ・メンバーの 
マーとの会合

4:30-5:30pm
（登録者のみ）

2019 　クンバメーラ参加者と 
マーとの会合

5:40-6:30pm
（クンバメーラ参加者のみ）

クォンタム・リビング
7:30 - 9:30 pm 9:30 - 10:30 pm

サイマー・シャクティ・セッション
10:00 - 11:00 pm

クォンタム・インドラ・サイマー・ 
パーソナル・セッション

10:30 pm  - 12:30 am
（満席）

12月6日（金）
スケジュール
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プログラムの
スケジュール

ブティックの
オープン時間

太極拳／ヨガ
6:30 - 7:15 am

瞑想
7:30 - 8:30 am 8:30 - 9:45 am

グループ・ギャザリング
10:00 - 11:00 am

クォンタム・リビング
11:15 am - 12:45 pm

休憩とスナック
12:45 - 1:15 pm

クォンタム・リビング
1:15 - 2:30 pm

昼食
2:30 - 3:30 pm 3:30 - 7:15 pm

クォンタム・インドラ・サイマー・ 
パーソナル・セッション

3:15  - 5:00 pm（満席）
10:00 - 11:00 pm

クォンタム・リビング・ 
セレブレーション・
チャンティング・
ダンスパーティ

7:30 - 10:30 pm
クォンタム・インドラ・サイマー・ 

パーソナル・セッション
10:30pm  - 12:30 am

（満席）

12月7日（土）
スケジュール
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プログラムの
スケジュール

ブティックの
オープン時間

太極拳／ヨガ
6:30 - 7:00 am

瞑想
7:15 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am

グループ・ギャザリング（集い）
9:15 - 10:00 am

クォンタム・リビング
10:15 - 11:00 am 11:00 am - 3:00 pm

サイマー・ダルシャン
（参加者及び一般対象）
11:00 am - 2:00 pm

12月8日（日）
スケジュール
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参加者の皆様の名札についている丸印の色は、
お話になれる言語を示しています。

 
  

 

 　 シャクティ・セッションにお申し込みの方には、
お受けになる日付を示すスタンプが押されま
す。

 　 クォンタム・インドラ・サイマー・パーソナル・セ
ッションにお申し込みの方には金色の星印が
張られます。

 

　  ご質問やご要望がございましたら青色の、幅広
いリボンを着用しているホスピタリティチーム
のメンバーまでどうぞ。

ご注意：プログラムの会場であるホールにお入りの際には必ず名札をご着用ください。

名札について

  青　フランス語
  緑　ドイツ語
  黄　日本語
  赤　英語
  桃　スペイン語
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インターステラーDNA エッセンス
アンロッキング・ザ・ブレイン エッセンス

これらのエッセンスは、かつては特定のサイマーの上級プログラムでの
み入手できたものです。クォンタムの加速と拡大によって、これらの限定
エッセンスを今回初めて、どなたにもご提供できることになりました。こ
れらの上級エッセンスとともに「今」のクォンタムなエネルギーの中へ、
お入りください！

プログラムの間、私たちがともに過ごす時間がもたらすクォンタムなエ
ネルギーとパワーがエッセンスに注ぎ込まれ、特別な活性化が行われ
ます。
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インターステラーDNA エッセンス
アンロッキング・ザ・ブレイン エッセンス

クォンタム・グループ・ヴォルテックス・ヤギャと
人類のためのインドラ・ヤギャで活性化されたアイテム

8月、9月、10月、11月のクォンタム・グループ・ヴォルテックス・ヤギャと
人類のためのインドラ・ヤギャで活性化されているアイテムです。いずれ
も聖なる都市・カシの私たちのパンディット（高僧）たちによって、クォン
タムなエネルギーを保持していると認められたものばかりです：ムルティ

（神聖な神像）、マーキュリー（水銀）のアイテム、クリスタル・リンガム、
ヤギャの聖なる灰が込められた金と銀のペンダント。

シャクティダム・アシュラムのムルティ（神聖な神像）

これらの生きた神像（ムルティ）はインド・カ
シにある私たちのシャクティダム・アシュラム
に5年間ずっと安置されており、今年10月ま
でに捧げられたナヴァラトリ、ディワーリ、個
人のためのヤギャ、クォンタム・グループ・ヴォ
ルテックス・ヤギャ、人類のためのインドラ・
ヤギャなど数えきれないほどのプージャ（儀
式）を経てきたものです。
私たちのパンディットが過去5年以上も毎日
プージャを捧げてきたこれらのムルティのパ
ワーと神聖さは、手に取るほど明らかなもの
となっています。

数に限りがございます。
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サイマーのシャクティであなたのサダナを高めましょう
サイマーの衣装から手作りされたアサナです。---高品質なペンデルト
ン・ウール製。2019年のクンバメーラにてサイマーが着用されたスワ
ミ・ガウンからカットされたシルクが手縫いで縁取りされています。

サイマーのリニエージ（系列・道統）旅行用祭壇/プージャ---ご旅
行に、またはご家庭でプージャをなさる時に大いに役だってくれ
る美しいポータブルな製品です。

サイマーのローズ・インセンス（お香）---サイマーのために特別に
創られた、大地と光と軽いバラの芳香。神聖な香りがあなたの生
活を甘く優しくすることでしょう。

一回で$300以上のお買い物をな
さった方にはギフトを進呈します：

活性化されたマハ・ヤギャ・スカーフ
限定販売版ギリシャのサイマーの切手

なくなり次第、プレゼントを終了させていただきます。

数に非常に限りがございます。
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セールと特別なギフト

 www�awakenedlife�love をご参照ください。

すべてのお気に入りの健康製品に

30%（またはそれ
以上の割引）オフ
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