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「全世界のクリスタルへ 目覚めよ！  

愛の星へ向かって！」 天野明 

 

 
 

 

皆さん、地球が好きですか？ 自然が好きですか？  

私は自然が大好きです。 

地球のエネルギーを感じることができるからです。 

それは美しい調和のエネルギーであり、自然からの愛を感じ

ます。 

私はこの地球を、愛のあふれる星にしたいと思います。 

宇宙に浮かぶ一つの星として、皆が調和して、いつも笑顔で、

お互いに助け合って生きていく、美しい星にしたいのです。 

宇宙中から尊敬される星にしたいと思います。 

 

自然の中にいる時に、私は美しさしか感じません。 

木々の緑、土の香り、鳥の声や虫の姿、かわいらしい花。 
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すべてが平和で、穏やかで、楽しい気持ちになります。 

そして地球はどれだけの思いで、この地上の生きものたちを 

生かしてくれているのだろうと思います。 

このような一瞬の自然の美しさ、一瞬の光を記憶したいと思

います。 

それは、地球の愛だからです。 

そして、私も地球を心から愛しています。 

 

全世界にいる、クリスタル・チルドレンのみんな！ 

地球をこよなく愛する子供たち！ 

みんなが仲良くして、いつも笑顔でいられたら、 

どんなに楽しい毎日になるだろう？ 

お互いに助け合い、優しくするだけで、どれだけ世の中が変

わるかな？ 

それをやってみようよ！ やればできる！ 

子供たちにできることがたくさんあるはず！  

地球を愛の星にする！ 

私たちはそのために生まれてきたのです。 

みんなもそうだよね？ 

 

みんなの愛と勇気と優しさをお互いに伝えよう！ 

人々が笑顔で手をとりあうような、光り輝く世界へ向けてが

んばろうよ！ 

みんなが愛の気持ちを持てば、みんなに伝わるよ！ 

みんなが優しくなれば、みんなも優しくなるよ！ 

みんなが地球に愛を贈れば、地球は光り輝くよ！ 
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みんなが宇宙に愛を贈れば、宇宙からたくさんの愛が届く

よ！ 

 

やってみようよ！ いつも笑顔で、ハートを開いて！ 

ハートを開くと、胸が温かくなるのを感じられる。 

だから、いつも胸が温かくなるように笑顔でいようよ！ 

ハートが温かくなると、そこから愛が出てくるから、胸が温

かくなるんだよ。 

明るくて、優しくて、良い言葉をたくさん使おうよ。 

その言葉には、愛が入っているよ。 

そういう言葉は、相手を元気にしてあげられるよ。 

 

自分が愛を持てば、周りも愛を持ち、すべての人が愛を持ち、 

惑星全体が愛であふれるようになるのです。 

そして地球が愛の星になって、宇宙の愛の中心になったら、 

素晴らしいと思いませんか？ 

地球が愛の星として、宇宙のみんなから尊敬されるのです。 

そんな星を創りましょう！ 

 

私には、そういう地球が観えます。愛に光り輝く美しい地球

が。 

 

みんなで、一緒に創ろう！ 

 

みんなの応援を待っているよ！ 
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ロード・キリスト・サナンダ ＆ 愛と光のクリスタル連合 

チャンネル：天野 明  監修：Ａｉ 

 

 

 

 

 

To the Crystal Children of the World’ 

―Wake up, for a planet of Love!― 

 

 

 

Dear friends, Do you love and respect Mother Earth? 

Do you love the nature? 

I love the nature because I feel energy from the Earth when I am there. 

It is an energy of beautiful harmony and coexistence. 

I would like to make this Earth a planet full of love. 

As one of the planets in this Universe, I wish to make it a beautiful place where people  

are cooperative, happy and harmonious. 

A planet which is respected by the Beings of this Universe. 

 

I feel only beauty in nature. 

The beauty of the green leaves, smell of the earth, songs of the birds and the adorable flowers,  

these are all peaceful, calm, and wonderful. 

I wonder, how much effort and love has Mother Nature spent to sustain us. 

I wish to memorize the moments of beauty and light of the nature. 

This, I think, is the Love of Mother Earth. 

And I love the Earth from my heart. 

 

To the Crystal Children of the World! 

To the Crystal Children loving much the Earth! 

How would you feel if everyone was always happy and collaborated together as one? 

How would this world change if everyone simply helped each other and became benevolent? 

Every day would become very positive. 

Let's make that come true! 
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We can, if we try! 

I believe that there are many things children could do to make this world a beautiful place. 

We can make this planet filled with Love. 

I think we were born to accomplish this. 

 

We can spread our Love, Courage and Benevolence. 

We can collaborate so that our communities are a place where people can happily live together. 

If everyone has kindness in their hearts, it would make a difference. 

If each person respects one another, you will also be respected. 

When everyone Cares and Loves Mother Earth, She will shine with Light! 

When everyone welcomes the Beings of this Universe, they will Love you back. 

 

We can do it! 

Open your hearts and smile! 

When you open your hearts you would feel the warmth of Love inside yourself. 

You can try to smile and open your hearts! 

Be bright, nice and use good words. 

Good words have positive energy that can lighten up your spirit. 

 

If everyone could use nice words and have Love, this planet would be filled with it. 

Wouldn't it be nice if the Earth was a beautiful planet filled with Love? 

We could be respected by the Beings in this Universe. 

I wish to work to make it possible. 

Let's strive for a wonderful planet! 

 

Lord Christ Sananda & Crystal federation 

 

Channel & Translation: Akaru Amano 

Supervisor: Ai 
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