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      あなたが 6月の連続した私の災難の話を読んで、その後私がどう過ごしている 

のか気にかけて連絡を取って下さっていいたなら有難うございます。  



全て正常に戻りました。--私の視力は再び素晴らしい状態だし、私達の「性
ト

転換
ラ ン ス

」 

バニーの Raiyne はいつも通りのキュートなトリックのアレコレをやっています。 

(この欄の最後にあるビデオをご覧ください)私は「トランス」と書いていますがその訳は 

 ペットショップのスタッフは私達にこのウサギは男の子だと言っていました。その後 

最初に見せた獣医さんはこれは女の子だと言い、その 8か月後に私が彼を逆さに 

してみた時に私彼は明らかに男の子だと私は判断しました。   

 

     来年の訪日が近くなってきたと感じるので、私はゆったり「源氏物語」を 

読んでいます。これは 11世紀初頭に紫式部という宮廷に仕えていた 1人の女官が書いた 1,000 ページの小説で

す。 

 これを読むと当時の京都の宮廷にルーツを持つ現代の日本文化を理解する助けに 

なります。 

    世界規模の セラフィム・ブループリントの拡大は継続しています。現在米国内に 

一番新しいメンバーを含めセラフィム・ブループリントのティーチャーがニュー・ヨーク、イリノイ、ユタ、カ

リフォルニア、コロラド、フロリダ、ジョージア、カンサス、ネバダ、メリーランド, ノースキャロライナ、ミネソ

タ、ミシガン、オハイオ、ワシントンで 15人名が活動中です。 

 またロンドンには 2名のティーチャーがいます。その訳は  Özlem Harmandagli が 

家族と共にキプロスからロンドンへ引っ越したからです。スゥエーデンの 

ストックホルムには私達の新人ティーチャーの Dilsat Pinar がいます。 

 パリにいる Grace Anglade はフランス語のコースの資料の最終仕上げに取り組んでいます。  

Thanapon Chaivanichakul はタイではトップクラスのスキューバ・ダイバーですが 

 水面下でセラフィム・ブループリントのエネルギーを拡げています。 

 (下記の欄の彼のストーリーを読んで下さい)  

 

      横浜セラフィムブループリント・フェスティバルへの参加予約は海外に在住 

する方々の予約を受け付け始めました。 (下記の特別記事を参照)  もしあなたが 

前回の告知を読んでらっしゃるなら 3つのモジュールがあることを御存じでしょう。there are to be three  すな

わちモジュール A と C は、週末の本祭- (モジュール B).の前後のオプション 

ツアーです。セラフィム・ブループリントの生徒/ティーチャーはフェスティバルの 

様々な活動に参加できますが、もしあなたがプラクティショナーではない家族や友人達を 

を連れて来たい場合、こちらのプランとは別な個人旅行や宿泊場所を用意すると良いでしょう。そして勿論、

日本の横浜には幾つかの VRBO rentals もあります。  

 

 セラフィム・ブループリント・フェスティバルは 2020 年 11月 14 日～15日の週末に 

 横浜ランドマークタワー25 階で開催されます。 

https://www.vrbo.com/search/keywords:yokohama-kanagawa-prefecture-japan/arrival:2020-11-13/departure:2020-11-16?eid=24619&usid=b65790e08908b6da3b04eb890e1956ea&petIncluded=false&adultsCount=2


 

 
 

       秋の色彩を楽しんで 

   ルース・レンドリー, 会長 

    

 

 

                   ジャパン・フェスティバル最新情報 te 

 

      週末のフェスティバル (モジュール B)では総数 96席を用意してあります。席数 

に限りがあるので 私達は海外の参加者に予約のチャンスを提供し、日本人参加者 

の予約は 2020年の 3月 15日までお待ち願います。モジュール Bに最初登録を終え 

た『海外の参加者』だけがこの週末のフェスティバルの前や後のモジュール Aやモジュール 

Cのツアーに応募できます。  

 

    そこであなたが日本国外に住むセラフィム・ブループリントの生徒または、 

ティーチャーであるならあなたは本日からスーパー超早割を¥16,500 ($153.00)両日共 

適用でき、料金には両日のランチ代が含まれています。 (ただしこの料金は納入後 

返金できませんので、キャンセルの場合はご自身でチケットを転売することが 

解決策となります)私達はスペシャル割引を、海外からの参加者に日本への旅費や 

滞在費を考えて提供しています。この特別料金は本日から 2020年 3月 14日の 

午前 0時まで有効です。  

 3月 15日から 5 月 31 日までの早割参加費は（日本人を含め）一律全員に ¥22,000 ($203) となります 



その後 10月末までの料金は総べての税金込みで全員 ¥30,000 ($277)です。 

 

     セラフィム・ブループリントのフェスティバルは横浜ランドマークタワー内 

のホールで行われ、同じビルの上層階には横浜ロイヤルパークホテルがありそちら 

に宿泊予約することも可能です。: 住所：〒220-8173横浜市西区みなとみらい 

2-2-1-3 ,  ロイヤルパークホテル  PHONE: 81-45-221-1111   

 

   日本国内リーダーの大平美穂さんはフェスティバル会場のホールを予約し 

使用料を払い込み、更に全てモジュール B の予約、料金振り込みと 

質問への応対を取り仕切っています。あなたは予約料金の振り込みを下記の 2つ 

の方法で行えます。: 

1. 大平さんのフェスティバル用のペイパル口座: 

 seraphimblueprintjapan@gmail.com, または 

2. 大平さんのフェスティバル専用の銀行口座へ電信送金: 

*担当者契約銀行/支店名:  新生銀行、本店 

*担当者の銀行支店住所: 東京都中央区日本橋-丸の内 4-3  

*担当者の口座番号 :  400-6369480 

* 担当者名；大平美穂 

*担当者住所 : 

 〒41-0822, 神奈川県横浜市さちがおか 163 

 SWIFT Code（国際金融組織間で送金に必要な相手先銀号の ID）:  LTCBJPJT 

 

モジュール A (1週間ツアー—金沢/京都) 

     ルースは 20 名の海外参加者にフェスティバル開催の週の平日に 

ファーストクラスの日本の地方の伝統的体験の提供を計画しています。 

 これは東京-金沢間の新幹線での移動、金沢-京都そして京都から横浜に戻る各区間 

は約 2 時間かかります。  

鉄道周遊チケットの料金は約 $300、宿泊は伝統的な日本旅館や温泉リゾート最低 

 1名あたり 1泊$120 で 6泊し宿泊料金には夕食と朝食代が含まれています。 

ルースはこのモジュールの予約を 2020年 1月 15日から受付します。このモジュールの合計 

料金の幅は宿泊場所次第で $1,500～$3,000 となります。興味がある人は 

tel:81-45-221-1111?eid=24619&usid=b65790e08908b6da3b04eb890e1956ea
mailto:seraphimblueprintjapan@gmail.com?eid=24619&usid=b65790e08908b6da3b04eb890e1956ea


モジュール B の予約をし料金を支払った後でルースに e メールで連絡して下さい。 

 

モジュール C (東京エリア 1日旅あれこれ) 

  皆さんの好みで 1日のみ又は複数の日への参加が選べるので、 日によってこれら 

のツアーの参加者人数は変動します。また日本人の生徒さんの参加も歓迎します。  

アレックス・ブランドンが厳選した都内や東京近郊の、日本文化の歴史的伝統的魅力 

要素や現代的魅力を持つ人気観光地へのお手軽な料金ツアーを用意しています 。  

  

   日本は一般的に、特に東京は物価が高い観光地です。私達は最高の体験を味わえ 

る安い選択肢を見つけよう努力しています。このモジュールは歩くことが好きで 

様々な場所を行動的な探求に関心がある参加者向きです。各日かなり歩く距離が 

長いので参加者は動くことが好きである程度スタミナがあることが求められます。 

バスツアーを好む参加者でも都内でのこのグループと同じ都内のホテルに宿泊でき 

ますが、しかしその場合は自主的に自分の好みのバスツアーを予約して下さい。 

東京発着で英語ツアーガイド付きのたいへん良いツアーは数多くあります。  

 

モジュール C の各日の日程: 

 

2020 年 11/16/月曜  横浜から東京へ電車移動 – 任意で東京タワーへのイブニング 

・ウォークを行い展望階へ- 周囲の公園、寺社等の見晴らし 

経費：公共交通機関乗賃、任意で東京タワーへの入場料、東京での夕食会とホテル 

 

2020 年 11/17/火曜 鎌倉終日旅 公共交通機関を利用して鎌倉大仏やその他の寺社 

を回ります。非常にユニーク且つ巨大な黄金観音像や古い歴史的家屋を見-海岸散策 

も。  経費；公共交通機関乗車料、任意での多彩な寺社拝観見学料金、鎌倉大仏内 

部拝観料、食事代、東京のホテル代 

 

2020 年 11/18/水曜 東京の寺社探訪, 市場や伝統的な店舗を著名な由緒ある浅草地区 

とスカイツリー (アジア最大のタワー)探訪。 

経費；公共交通機関乗車賃と任意でのスカイツリー入場料、食事代、東京のホテル代 
 

2020 年 11/19/木曜 高尾山へ終日の旅 – 日本で一番観光客の多い山、電車に乗り、 

 リフトに乗り、美麗な自然の中のウォーキング・ツアー。 (距離 4.7 km / 2.9 マイル 

の楽な舗装された登山道。但し何箇所か階段を上って行く地点あり。)オプション 

として 様々な歴史ある寺社を訪れます。もし天気が良ければ高尾山頂から富士山を 

見晴らす絶景が眺められます。富士山に近い日没を見る可能性。 



経費；公共交通機関の乗車運賃、寺社拝観料（自由選択）, 食事代金、東京のホテル 

代 

 

 Alex Brandin に連絡して下さい (alex@inspriredalternatives.com) 

 孤児になった海の哺乳類へのタナポンの ヒーリング H  

 [バンコック・ポスト紙より: “タイ国の皇女 Sirivannavari Nariratana Rajakanya は 7月 1日に Krabi の Bo Muang

ビーチに打ち上げられているところを発見されたジュゴンの赤ちゃん 

を "Jamil"と命名しました。『その名は Yawi 語で'海のイケメン"という意味です』と  

海洋/沿岸資源局の局長である Jatuporn Buruspat が語りました。"] 

 

 セラフィム・ブループリントの生徒である Thanapon Chaivanichakul は彼自身の 

体験を私達にこのように報告してくれています。: 

 

    "私にはクジラの赤ちゃんかジュゴンの赤ちゃんとワークをする機会が与えられ 

ました。私は最初にホープという名の座礁したマッコウクジラの赤ちゃんの世話を 

するボランティアをしました。私はジュゴンの赤ちゃんの 'Jamil' のことは知っていま 

したが赤ちゃんクジラとワークすることの方が、ジュゴンとのワークよりも稀な機会だと考えていたのです。

私は選ばなくてはなりませんでした。海洋生物は互いに混じってはならない異種のバクテリアを体に帯びてい

ます。私はクジラと接触していたのですぐにジュゴンに触れることは出来なかったのです。     

 

  まず私は彼らに受け入れてもらう方策として、海のセラフィムと交流するために 

SerAqua エネルギーのクオンタム・ハイパーコミュニケーションを使いました。 

受け入れてもらったと感じてから、SerAqua を使い続けました。: 赤ちゃんクジラの 

ホープのガーディアン・エンジェルと交流するためのクオンタム・ハイパー・コミュニケーションを使いまし

た。 

 

各アクティベーションの間、私は理由もなく泣いて、また泣きました。 私にはその理由が分かりませんでし

た。翌日朝に私はその理由を知りました。プーケット海洋生物学センター(PMBC)に到着する前に、私は前夜の

間にホープが死んだことを知らされたのです。そこで運命に導かれたように、私はジュゴンの雄の赤ちゃん

'Jamil'とずっとワークをし、世話をするように運命付けられたのです。 

 

Jamil は 2019 年 7 月 1 日に母親不在な状態でタイ南部の Krabi に打ち上げられ 

ていました。当時彼は僅か生後 3か月と判定されました。海洋生物の獣医は野生の 

雄の成獣ジュゴンが彼の母親と交尾する為に邪魔になる赤ちゃんを追い払ったと 

mailto:alex@inspriredalternatives.com


いう仮説を立てました。赤ちゃんのジュゴンは生後 18か月になるまで母親と行動するのが通例なので、彼は母

親から離れるには非常に幼いことになります。海洋生物の獣医チームは、発見時彼にストレスや感染症進行の

兆候があるのを認識していました。 

 

同じ年の前半にもう 1頭'Marium'と名付けられた雌の赤ちゃんジュゴンが座礁して見つかっていました。彼

女の体調はかなり健康でした。関係当局では解放海域で週 7 日 24 時間体制で彼女のリハビリをすることにしま

した。Jamil が発見されたことにより、ボランティア・チームと海洋生物獣医達は二組に分かれ、車で 4時間の

距離に あるそれぞれの場所に向かいました。 

 

私が最初 PMBC に到着した時, 私は空気の重さを感じ多数の海の動物がそのエリアで 

死んだことに気づきました。そこで私は空気の中のフィーリングを軽くするために 

すぐさま動物の地縛霊を光に戻す活性化をしました。 

新着のボランティアはリハビリ用のプールに入る前に接触した病原菌対策の為に 2-3日隔離されます。隔離

期間中、私はプールサイドを訪れ、私と Jamil とのサイキックコネクションを 

確保する為に SerAqua のクオンタム・ハイパー・コミュニケーションと共にガーディアン・プレゼンスを活性

化しました。私はまた惑星のヒーリングも活性しそれによって動物たち医、動物たちの守護天使達、ガイア、

そして海のセラフィムとも交流することができるよう 

にしました。 

ボランティアのローテーションの不足があったので、私は到着後 36時間以内にプールに入ることが許されま

した。それは一目惚れでした。Jamil が自分から私を確かめに近づいてきて、私をハグしてくれました。この行

動は、私にロープの扱いを教えるためにプールにいた獣医たちにも驚きでした。普通は Jamil が新しいボランテ

ィアに慣れるまでに何日もかかると彼が言いました。 

  

 私は経験豊富なスキューバ・ダイバーです。私は今まで 1年程海面下の水中で 

様々なエネルギーを実験し活性化しています。これ自体が全く別体系な一片の 

ストーリーになるでしょう。 そこでスキューバ・ダイバーとして、私は低温の水に 

非常に順応しています。そこで毎日私は 1回に付き Jamil と 4-6 時間過ごしまし 

た。そのため他のボランティア達は水中の任務から解放されました。海洋生物の 

獣医の責任者は、私の周りにいるとき Jamil がとても気持ちよさそうなのに気づき 

ました。そこで私は血液テストや超音波検査や他の多くの検査をする時 Jamil の傍に 

いてくれと頼まれました。 

 

私は猫や犬にするように、名前を呼んで彼を自分のところへ来るようにすることが出来ました。食事の前と後

に私は彼を泳ぎに連れて行くことが出来 

ました。彼はひっくり返って仰向けになり私にお腹を掻いて貰うのが好きでした。  



彼はその時自分の鰭を使い私の手を彼が望む場所にあてられるようしたものです。 

私が寝る前には私は彼のところへ行き彼の身体を軽く叩いてやりました。  

もう 1人の熟練の女性ボランティアが、他のボランティア達よりもジャミルは私の声と両手にもっと反応して

いるのに気づいたと言っていました。

 
 

     8月 17日に Marium が亡くなりました。Marium の死んだ翌日、私の滞在 5日目 



 と一緒にいると午後 8 時頃に Jamil はカラダが膨れる症状を見せ始めました。 

あまりに幼過ぎて彼は自力でゲップを出せなかったのです。獣医は彼に医薬を投与し始めその一方で私はプー

ルの水にもっと SerAqua エネルギーを加えて行きました。私は彼に 

自分が思いつくあらゆるヒーリング・エネルギーを与えました。私は一晩中寝ずに 

アレックスが Zoom でチャネリングする Co-Creation の様々なエネルギーを拡大し 

続けました。 

 

胃の中に溜まったガスのせいで、Jamil は水面下に潜って寝ることが出来ませんでした。  

彼は少なくとも 30時間 全く寝ることが出来なかったのでとても気分が落ち込んで 

いたはずです。 

私は母親が赤ちゃんを寝かせるために抱くときのように、彼の心臓と私の心臓を合わせて 

抱くように指示されました。私は彼の容体が悪かった 4時間ほどの後初めて Jamil を 

寝かしつけることが出来ました。 

 

8月 23 日の午後、私は他の 2人の獣医と一緒にプールの中にいました。Jamil は私 

が彼に頼んだとおりにゲップをしました。私は彼が私の言いたいことを理解してくれたと思いましたが、獣医

師達はそれを単なる偶然だと考えました。 

 そこで私は続けて合計 6回彼にゲップをさせました。〔その頃には私は医療チームの 

中で『ジュゴン
ジ ュ ゴ ン

・
と

ウイスパラー
話 し を す る 人

』として知られるようになりました。後日私はウミ 

ガメとも話すことが出来、彼らは私のタイトルを『海洋生物と話す人』に変えました。〕 

彼はその時まで 5日間ずっと具合が悪く、その容体は日に日に更に悪化していました。   

    

8月 24日の早朝、私はビジネス会議出席の為にバンコックまで飛行機で戻る前に 

Jamil を見舞いました。私はバンコック 1泊し翌日 Jamil のもとへ戻る予定でした。 

 "後でまた会おうね"と私が言ったら彼はショックを受けたようでした。 

私は出来る限りギリギリ迄そこにいて上げました。空港へ向かって車を運転して 

いたら何処からともなく涙が出てきました。私は即座に彼の地上での時間がほとんど尽きているのを知りまし

た。そこで私は自分がこれまで行ってきたあらゆる善のカルマと引き 

換えに、もし彼があちらの世界に渡ろうとしているなら、それによって彼がより 

良い世界と次元に行かせてもらえるよう祈りました。  

 

空港に到着した私は、彼がまだ頑張っていることを知りました。私はすぐに搭 

乗予定を変更し、その日のうちにプーケットへ戻ることにしました。その日の午後 

彼はカラダにガスが溜まる原因になっている未消化物を除去する為に、人間の病院 

で手術を受けることになりました。手術後彼はまたショック症状に陥りました。 

獣医達の一人は私に、Jamil がとても長時間頑張っていたと言いました。 

 獣医は Jamil は私の帰りを待とうとベストを尽くして頑張ったのだと本気で信じ 

ていました。しかし帰りの飛行機に私が搭乗した時彼は彼岸に移りました。 



検視解剖の場所へ彼を運ぶ前に、私は彼に花を一輪捧げました。 

 

   今日にいたるまで私が何か善行を行う時はいつでも、私はまだ 

のことを考えています。 私のハートの中で Jamil のことは永遠に忘れません。 

 あれは私の人生の中で非常に特別な 10日間でした。セラフィム・ブループリントのエネルギーに-特に惑星の

ヒーリング、セラフィム・アクア・ダイナミックス、ガーディアン・オブ・ガイア、そしてガイアとの共同創

造に私は感謝しています。 

それらが無かったら、私にはこのような驚くべき体験をすることは出来なかったでしょう。  

 

私はこれから先の他の様々なミッションを楽しみにしています。いつか私がセラフ 

ィム・ブループリントのティーチャーになったら、私は自分の生徒達にシェアするためのたくさんのストーリ

ーや経験を持っているでしょう。私は 2か月に 1回はあのセンターの 

リハビリ用プールに戻って,陸地に乗り上げた多くのウミガメとのワークをする 

決心をしています。  

 

[注: アレックスは Marium と Jamil がソウル・メイトだったと感じていたと述べ 

ています。彼は Jamil は Marium があちらへ渡ったのを感じたて、そこで彼は後を 

追ったのだと言っています。アレックスは Marium と Jamil が同じ施設の近所に 

いたなら今でも両方共に生きていただろうと言っています。海洋生物の獣医チーム 

もこの点に関して同意見です。Marium は実際に解放海域からあのリハビリ用プール 

へ移送されるところだったのに、ストレスのせいで PMBC のプールへ移送するには 

もう体力が持たなかったそうです。]" 

総べての医療従事者の皆さんへの特別リクエスト  

   あなたが現在または元、認可を受けた医師、看護師または獣医師であるな 

らば、ルースは 2020年の横浜フェスティバルにおいて 11月 14日または 15日にプレゼンテーション

を行う件に関してあなたの意見を聞きたいと思います。 

たくさんの医療関係のプロの人々がセラフィム・ブループリントに関わっ 

ていますので、あなたの視点は医療のテーマを備えた次のフェスティバルで 

大いにその価値を認められることでしょう。参加をご希望されるならどうぞ 

この eメールに返信ください。 

ウサギの Raiyne ジャンプ 

https://www.youtube.com/watch?eid=24619&usid=b65790e08908b6da3b04eb890e1956ea&v=T9X6dx2NAmE
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2020 年度短編ストーリー・セラフィック賞  

2020 年 11月に、第 2回セラフィック賞はスピリチュアル短編ストーリー（創作） 

又はオプションで天使達の記述を伴ったノンフィクションの最優秀作を執筆した 

一般人メンバーに賞を授与します。セラフィム・アライアンスはその後 2012年に 

最大 15編の優秀作品を をまとめて 1巻にして出版します。 

  

 

各応募作の文字数制限は 3,333 文字です。すなわち 1ページ 250字詰めで 13ページ分 

です。 

 3年に 1回開催されるセラフィム・ブループリント・フェスティバルで 

 発表されます。2020 年度セラフィック賞は 2020年 11月 15日に横浜の 

 



フェスティバル会場で発表されます。  

 1 等賞は賞金 $1,000 と受賞作出版 

 2 等賞は $500 と受賞作出版 

 ３等賞は 13名に。各人の作品は 2021 年の優勝作選集に掲載されます。 

 質問や応募作品は Ruth Rendely に送って下さい。 

全応募作品原稿は 2020 年 5月 30 日の真夜中までに受理されるべきこと 

 

  

 

 セラフィム・ブループリント・アロマセラピー 
 

 

- Seraph Space Cleanse (セラフ・スペース・クレンズ) 

 この空間クレンザーは最初に使う際にその部屋に個人的天使を招き入れ天使の波動

と意識をその空間にアンカリングします。 

- Seraphim ブループリント Level I のエネルギーグリッドを設定する前に空間浄化

のためにまたは過去に設定したグリッドをリフレッシュしたり強化したりするため

に使用すると良いでしょう。 

- 寝室、瞑想やヒーリングの時使う部屋にも仕事をする部屋にポジティブな環境を創

り出すためにも完璧です。 

 

セラフはこの製造法を浄化及び、私達がセラフィム・ブループリントのエネルギーに

繋がるためのもう一つの方法を提供する目的で創りました。1つの使用目的は私達の

オーラの波動を引き上げること、もう 1つの目的は個人的な空間、住まいやオフィス

に天使の存在を維持する目的があります。2吹きするだけであなたは優しい上昇感と

浄化を感じるはずです。 

  

Seraura Aroma Cleanse（セラウラ・アロマ・クレンズ） 

 

-  身体の周りまたは頭や肩回りに使用する個人的使用に特化しています。 

 

 

mailto:Ruth.Rendely@seraphimblueprint.org?eid=24557&usid=b65790e08908b6da3b04eb890e1956ea


- エネルギーを付与された水の霧状粒子が天使達やスピリットガイドの存在を引き寄せます。 

 

- オーラをサポートし、浄化し、保護します。 

 

- 即座にストレスを解放し至福に満ちた高揚感への扉を開きます。 

- ほてりを鎮めリフレッシュさせてくれます。 

注文書は Cynthia K. Weatherbie 宛てに下記のオーダーページをクリック: 

 

注文ページ  

 

 

Seraphim Blueprint Courses 
 

THE SIX LEVELS  

 Seraphim Healing 

 Seraphim Sacred Geometry  

 Seraphim Manifestation 

 Seraphim Cosmic Splendor 

 Seraphim Planetary Healing 

 Seraphim Grace & Union 

ADVANCED COURSES  

 Seraphic Tour of the Solar System 

 Seraphic Tour of the Galaxy 

 Seraphim Healing Advanced 

 Guardians of Gaia 

 Co-Creation with Gaia 

 Seraphim Blueprint Fusion 

 Seraphic Light 

 Seraphim Aqua Dynamics 

 Divine Biosphere  

 Seraphim Blueprint Teacher-Training 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezZyWncuEfaUQa7nOvj94pp-drjnVh-FifMQ73a3rKTeiE2A/viewform?eid=24557&usid=b65790e08908b6da3b04eb890e1956ea&c=0&w=1
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