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ご挨拶とこんにちは皆、私の名前はT'niと私は地球上で生まれていないです。

私はニューメキシコ州アルバカーキの東にあるサンディアマウンテンの施設で
働くP'ntiのスタッフの一人です。私は上記の声明が多くの疑問をもたらすと確
信しています。
私の人々、P'nti、私の惑星、またはなぜ私たちが地球上にいるのかについて

もっと詳しく知りたいなら、あなたは私たちのウェブサイト、
officialfirstcontact.com を訪問することができます。
学び、吸収すべきことはたくさんあります。
追いかけっこに切り込みましょうか?私たちは、あなたが最初の公式地球接触
の準備を手伝うためにここにいます。
このプロセスを促進するために、2016年6月、私は私の人々とあなたの間のテ

レパシーの指示を支援する任務を割り当てられました。テレパシーは、この銀
河系で最も一般的な共有コミュニケーションの手段です。

異なる言語、民族、文化のギャップを最も簡単に埋めるのは、それだけです。
それは他のすべての感覚的な存在とのコミュニケーションの主な手段です。
あなたが着手しようとしているテレパシー101プライマーは、まったく新しい

コミュニケーション媒体へのあなたの個人的な旅を始めることを意図していま
す。近日発売予定の『無限の声の贈り物』という本のコンパニオンです。1日
、1週間、1ヶ月で学ぶものではありませんが、一貫した練習とフィードバック
があれば、スキルが向上します。
始めましょうか?



さて、このコースの中心に入る前にテレパシー
101...私たちはいくつかのことについて話したいと

思います。



私たちはテレパシーが存
在することを証明するた
めにここにいるのではあ
りません。

私たちはあなたがすでに
その事実を受け入れてい
ると仮定します。



• 私たちはテレパシーの
主題を日々の普通のも
のとして扱います。

• 私たちにとって、テレ
パシーは他のスキルと
同様にスキルです。

• 練習とフィードバック
で、あなたのスキルが
向上します。



• 私たちはあなたに何がう
まくいくかを教えるため
にここにいます。

• それでは始めましょう。



• まず、テレパシーとは何
かについて少し話しま
しょう。

• それはあなたの頭の中の
声だけではありません!

• それが映画やテレビから
学んだことですね。



テレパシーは、イメージ、感情、象徴的な概念、
そして言葉やフレーズであなたにやって来ます。



お名前は。 ご出身は。

どこに住んでい

ますか。
何歳ですか。

お仕事は何をな

さっていますか。

個人情報：

テレパシーには、方向と距離、および送信者に
関するその他の詳細を含めることもできます。



• テレパシーをより速く、より簡単に学ぶことがで
きますあなたの強みを満たし、うまくいくものは
何でも構築します。

• それはどういう意味ですか?

ええ、どういう意味ですか、何
がうまくいくのですか?



それぞれの学習スタイルは
少し異なります。

ある人々は、彼を見たらよ
り簡単に覚え、他の人は彼
を聞くと、さらに他の人は
彼に手を置くと覚えていま
す。



• あなたが何か他のことを学ぶのと同じように、
あなたの学習スタイルにあなたのトレーニン
グを適応させるならば、あなたはあなたのテ
レパシーをより速くそしてより簡単に学ぶで
しょう!

• それは完全に理にかなっています。



それでは、まず、あなたの
学習スタイルを考えてみま

しょう。



前回学校に通っていたとき
のことを考えてください。



• 情報を見たとき、あなたはよりよく学びましたか?

• そのように学んだ方が覚えやすいでしょうか。

• もしそうなら、あなたは視覚的な学習者です



• あなたは情報を聞くこと
によって物事をより簡単
に学び、暗記しますか?

• もしそうなら、あなたは
聴覚学習者です。



手で触れたり操作したりすると、物事を学ぶこ
とや覚えることがはるかに簡単であれば、あな

たは運動感覚の学習者です。



常に移動中だったり、3次元空間で体験したい方...
アスリートやダンサーとして宇宙見習いと呼ばれ

ています。



これはなぜ重要なのでしょうか。

• テレパシートレーニングをあなたの個人的な
学習スタイルに直接合わせると、より遠く、
より速くなり、より簡単になるからです!

• では、どうすればいいのでしょうか?

はい。。。どう。



• まず、学習スタイルの複数
のカテゴリに分類される可
能性が非常に高いです。

• これらのそれぞれについて
簡単に説明しましょう。

• あなたが識別するすべての
側面に注意してください。



視覚:あなたが見ることに
よってよりよく学ぶなら、
あなたは無作為な視覚的学
習者です。

• テレパシー情報は、画像
でより簡単にあなたに来
る傾向があります。

• 最終的には、他の画像よ
りも簡単にテレパシー画
像を送信することができ
ます。



• あなたへのテレパシー刺激
は、しばしば突然あなたの
頭や全身を回してもう一度
何かを見るという内なる本
能です。



• あなたの周辺視力は重要で
あり、あなたの正面視力は
それができないのでそれを
しないという情報をしばし
ばあなたに提供します。同
じ配線はありません。

• あなたの周辺視野で仕事を
練習し、それをはるかに信
頼してください!



• 視覚的な人々であるあなたに
とって、目を開けてアルファ
状態で作業している間、あな
たの目を引き付けるものや視
覚的に警告するものに注意を

払います。



アルファとはどういう意味
ですか?

• 私たちは、脳波が自然に
遅くなる状態について話
しています。

• あなたがアルファ状態に
あるとき、あなたはテレ
パシー的にはるかに受容
的!!!



アルファ状態であるかどう
かはどのようにしてわかり

ますか?

• あなたが少し眠いとき、夢の
ような、または時代を超越し
た状態にあるとき。



あなたはそれをあなたが望むものと呼ぶことが
できます。

それを「スロット」と呼ぶ人もいれば、「ゾーン」と呼
ぶ人もいます。



• 他の人は本能的に彼らが再
び目を覚ますのを助けるた
めに何かを探します。



あなたがアルファにいるとき...あなたはテレ
パシー的にはるかに受容的です!

「注意を払ってください。テ
ストがあるだろう」

もっと気を配り、時代を超越した状態にあると
きに頭に浮かぶものに「注意を払う」。



これは誰にでも当てはまります!
それは重要なので、もう一度言います。

• 夢のような、少し眠い一日を過ごしたり、時代を超
越した感覚を与える何かをするときは、ランダムに
頭に浮かぶものに注意を払ってください。

あなたは今これを知っていますか?



あなたがアルファにいるときにあなたが持って
いるそれらの「失われた考え」...



• ...これらのさまよう思考
は、想像力の小さなラン
ダムな出来事ではないか
もしれません。

• それはあなた自身の自然
なテレパシー受信があな
たのために働くかもしれ
ません、それが最もうま
くいくときだけあなたの
ために働く...それがアル
ファのとき!



• これについては、後ほ
ど詳しく説明します。

• さまざまな学習、視覚、
聴覚、運動感覚、空間
スタイルに関するト
ピックに戻りましょう
。



• 聴覚:聴覚を通してより
よく学ぶなら、あなた
は聴覚学習者と見なさ
れます。



あなたにとって、補聴器、音、振動は、あなたの
テレパシー意識をより簡単に引き起こします。



あなたはいつも「これを聞いた
か?」とか「これを感じました

か?」と言う人です。

...そして、誰もしなかった?



聴覚学習者とテレパスは、非常に微妙な振動の
変化を捉えます...そして、彼らはしばしば、他
の人が単にできないトーンや周波数の変化を区

別し、解剖することに成功します。



他の人が聞いていないことを常に聞いているな
ら...あるいは、他人が感じないバイブレーショ
ンを感じるために...この聴覚のカテゴリーに身

を置きます。



• 聴覚を学ぶ学生はしばしば
オーディオファンです。

• 彼らが何かを何度も何度も
聞き、そのたびに異なる
ニュアンスを捉えることは
珍しくありません。



また、聴覚テレパスは、あたかも「ホワイトノ
イズ」の絶え間ない障壁を作り出しようとして
いるかのように、他のものよりも音で自分自身
を囲むことが多いことに気付きました。

• 私たちは、いくつかの聴覚テレパスがあまりにも
多くのものを手に入れ、無意識のうちにそのつな
がりを溺れさせようとするので、これを行うので

はないかと疑っています。



• あなたにとって、ただ耳
を傾けるだけで、テレパ
シーの応答性の「時代を
超越したゾーン」に置く
ことができます。



• そして、自然界で繰り返
される音を聴くと、本当
にあなたをテレパシー的
に受容的なアルファ状態
に置くことができます!



2年生として: ストーリーテラー、ミュージシャン
、パフォーマーである聴覚の生徒は、しばしば、
新しくて明確なテレパシーの「声」をより迅速に
認識するテレパシーの耳を発達させます。



• 運動感覚:あなたが触覚を通
してよりよく学ぶならば、
あなたは触覚的または運動
感覚的学習者と見なされま
す。

• あなたの肌、指、髪を刺激
するものは何でもあなたの
トリガーになります。



• 運動感覚の学習者は、し
ばしば物事を分解して、
他のものよりもどのよう
に機能するかを見るのが
好きです。



• 「触れてはいけない」という
サインは、運動感覚の生徒が
内側でイライラする原因とな
ります。

• 本能的な内なる欲求不満が起
こるのは、何かを完全に理解
するために、あなたはそれに
触れたいだけだからです。



•アルファに入り込み、物体、人、あるいは空
間を保持している間にそれらの「散らばった
思考」とテレパシー感情を探すことは、他の
人よりもあなたにとって簡単です。



人であろうと動物であろうと、物理的な接触を
好むため、キネティックテレパスはしばしば最

も強い共感的になります。



• あなたの共感的なテレパ
シーの理解は、あなたの
手を通して同じように簡
単に来ることができます
...



• またはあなたの髪...



• またはあなたの全身。



運動感覚と共感的なテレパスは、サイトの「振
動」を他のものよりも簡単に捉えるものです。



宇宙/モーション:移動中に学習が深まれば、宇
宙見習いになります。アスリートやダンサー、
そして座るのに苦労している人はまだこのカテ

ゴリーに分類されます。
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• 動きはあなたのテレ
パシーの鍵です。あ
なたは動いて、どん
な源からでもあなた
の周りで起こるどん
な動きにも気づかな
ければなりません。



反復的な動きは、非常に迅速にアルファになります。
あなたが移動するとき、あなたは何度も何度も何かをする

ことによってゾーンに入ります。



• あなた方宇宙学習者は、
テレパシーハンターを集
めるグループにもっと頻
繁に陥ります。

• あなたはすべてのレセプ
ションを「あなたのテレ
パシー機能が何であれ」
で使用する傾向がありま
す。



• 地球上のほとんどの人間
は、テレパシーの学習ス
タイルと知覚スキルに関
しては「ハイブリッド」
です。



• あなたのほとんどは、1
つだけでなく、多くの方
法で多感覚の入力を取得
します。

• あなたは動力学のヒント
を持つ視覚的なテレパス
になることができますか
?

• もちろんします！



• 日記をつける:テレパシー
日記、夢、または超常現
象として使用するスパイ
ラルノートブックを購入
することをお勧めします
。



• 日誌は、寝る場所の簡単
にアクセスできる場所に
保管し、次の空白のペー
ジを開き、ペンを準備し
てください。

• 暗闇の中でそれをつかん
で、明かりをつけること
なく書くことができるよ
うにしてほしいのです。



-あなたの夢から覚えているすべてを記録します。
-毎日あなたの珍しい経験をすべて記録してください!
-送受信されるあらゆるテレパシーpingで停止できます。



• すべてのエントリには、
日付、時刻、およびムー
ンフェイズとともに詳細
な説明を含める必要があ
ります。

• 100日以上経ったら、振
り返って、自分のパター
ンを見つけられるかどう
かを確認してください。



話題を変えて、あなたの脳に
ついて少し話しましょう。

• 毎日、あなたは自然にベー
タ(覚醒と覚醒)からアルファ
(眠くて夢のような)に渡しま
す。



アルファがガンマ(本当に断固とした)とデルタ(
本当に眠っている)の真ん中にどのようにあるか

を見てください。



ベータ=意識が目覚めると

き、あるいはあなたが日常
生活の中にいるとき、あな
たが目覚めているとき、意
識が、毎日のペースで目覚
めるとき。



アルファ状態では、あなたは
テレパシーでより受容的でよ
り正確です!

アルファ=あなたが少し眠い

または夢のような、空間的
または時代を超越した気分
になる遅いペース。



あなたは自然にベータからアルファに1日5回レ
イズンします。

• 目を覚ます -あなたがちょうど目を覚ましていて、あなたが
まだここにいないとき、その感覚。

• 午前中にあくびをする -いわば、もう一杯のコーヒーが必要
なという感覚。

• 午後の真ん中にあくびをする -昼食後、あなたは消化する必
要があり、私は昼寝の感覚を使うことができました。

• 午後の真ん中にあくびをする -はい、私の体はそれがもうす
ぐ就寝時間だと私に言います、私は遅さを感じています。

• 眠りに落ちる -人が目覚めた状態から深い眠りの状態に行く
につれて。



• このアルファ状態で起こ
ることに注意を払ってく
ださい。

• この段階では、そのテレ
パシーの受信は自然には
るかに強くなります。



• あなたが積極的にアルファ
化することを選ぶ時間が長
ければ長いほど、あなたの
テレパシーをより速く発達
させるでしょう。



「自動操縦」ジャンルの大きな精神的努力なしに
毎日のタスクなどの反復的な活動は、あなたをア

ルファにすることができます。



• 音楽、絵画、芸術的な創造的な活動など、時代を
超越した場所にあなたを導く創造的なものと同じよ

うに。



毎日新しいスキルを学ぶには、文字通り脳のつな
がりを更新するため、定期的な練習とフィード
バックが必要であることは誰もが知っています。

テレパシーを学ぶことも同
じです。



• テレパシーを1日最低30分
間練習する方法を見つけ
て、すぐにテレパシーの
フィードバックを得る方
法を見つけてください。



しかし、ここに最高の部分があります...あなた
のトレーニングが楽しくなればなるほど、あな

たはより速く得るでしょう!



これは、娯楽やゲームの時代には、あなたの体
が異なる脳の化学反応を作り、新しい神経学的
つながり(すなわち学習)の創造をより迅速かつ

容易に確立するからです。



テレパシーのための実用的なアイデア:(私たちは
あなたがこれらを読んだ後、あなたが良くなる

と確信しています。

宿題があるということですか?



• 誰かが応答する前にメッ
セージを残している間に電
話のビープ音が鳴った場合、
電話をかけた人、感情、ま
たはメッセージの内容に関
連するすべてのものを決定

します。



昔ながらのカードゲームを
プレイしましょう。

• 良いテレパシーの不正行
為が許可されるだけでな
く、実用的な目的のため
に奨励されていることを
事前に同意し、その後、
あなたは楽しい時を過す
でしょう。



•友人とのテレパシー会議を設定し、一日を通して
一緒に彼らの正確さを追跡します。
テレパシーだけでいつまで操作できるようになる
のでしょうか?



• 大人や子供のグループのた
めの良い習慣は、テレパ
シーで隠されたゲームです。
大人、あなたはより良い注
意してください、子供たち
は通常、このゲームで非常
に良いです!



• 皆さんは皆、感情的な正
直さのレベルに達するた
めに働かなければなりま
せん。

• これは、自分の感情を抑
圧したり隠したりするこ
とを学んだすべての人々
に特に当てはまります。



経験上、認知的意識(頭の中)から明晰な意識(心
の中)に移行すると、テレパシーの飛躍が大き
なものになることが示されています。



• テレパシーを上手くやり
たいのなら、すべての感
情を完全に受け入れなけ
ればなりません。



• 自分自身に対する完全な
感情的な正直さは、テレ
パシーではオプションで
はなく、必須です。

• 物事が突然はるかに明確
になるのは、この段階で
す。



• 男の子の皆さん、あなたの
本当の感情的なバランスを
見つけたいのであれば、あ
なたの直感的で創造的で女
性的な側面を尊重し、受け
入れなければなりません。

• 女の子の皆さん、テレパ
シーのバランスを取りたけ
れば、勇気、内なる強さ、
感情的な男性的な側面を発
達させなければなりません。



• テレパシー接続を幅の広
い衣服として使用する方

法を学びます。



• あなたが常にオンになって
いる受信機であることを認
識してください。

• あなたのテレパシーの耳は
優しく調整され、毎日より
長い時間、バックグラウン
ドで実行されます。



• テレパシーでつながるまで
働くことを計画することを
お勧めします。

• 午前9時から午後5時まで仕
事に専念する時間がなけれ
ば、1年から数年かかるこ
とがあります。わかりまし
た。



• それはあなた自身のスケ
ジュールに従って進行し
ます。

• あなたが求めているのは、
完璧さではなく、個人的
な進歩を求めているので
す。

• あなたは間違いを犯すで
しょう。

• それは大丈夫です、それ
は学習プロセスの一部に
すぎません。



私たちはあなたのテレパシートレーニングに追
加する別の脳関連のトピックを持っています。

...背景と前景の思考。

つまりどういうことですか。



• あなたは本を読むと同時
に音楽を聴くことができ
ることを知っています。

• あなたの脳は多くの雑用
でそれを行うことができ
ます。



• また、あなたの「深い」考え、
常に走っていて、あなたの心
の中で静かに物事をささやい
ている人々に注意を払うこと
を学ぶことができます。



• あなたがいつもの考えで
そうであるように、彼ら
にもっと気づきを与える
ことに決めました。

• 定期的な練習を通して、
これらのより穏やかな背
景の考えを聞くためのよ
り良い機会を与えてくだ
さい。



しかし、どうすればいいですか?



• まず、生活の騒音を(設定
したいように)毎日できる
だけ消してください



• すべての人工的な音から休
憩を取ってください。

• 座って、あなた自身の内な
る静けさでよく見えます。



• あなたの前景の考えだけで
なく、あなたの背景の考え
を見始めてください。



わざと「ラジオ・ユニバース・フリー」に
チューニングしよう。

これは、何ですか。



• 「フリーユニバースラジ
オ」は、目に見えない世
界がそこにあるという象
徴的な言い方であり、24
時間365日無限のチャンネ
ルで放送されています。



• あなたがしなければなら
ないのは、チューニング
することだけです。

• 選択した音量とステー
ションを制御します。



• 非常に高い精度のテレパシー
現象があります。

• 精度は100%ではありません
が、非常に近いです。

• それは「突然の知識」として
知られています

突然の知識



この突然の知識とは何でしょ
うか。

• これは、98-99%の驚異的な
精度で知られている最も信
頼性の高いテレパシー現象
です。



• それを「気の毒な空」、また
はユーレカの瞬間と呼ぶ人も

います。

私はエピファニーを
持っていたと思いま

す!



• 突然の知識は、誰かがテ
レパシー情報を持ってい
て、予期せずそれを脳に
直接届け、一瞬前には考
えもしなかったことを突
然知っているかのように
感じられます。



• 何が起こっているかとい
うと、あなたの個人的な
テレパシー的なルックス
が突然の目覚めの呼びか
けを与えているというこ

とです。

(サインを無視しないでく
ださい!



劇的な「突然の知識」を受け取ったら、この情報に
基づいて行動することを躊躇しないでください。

• あなたはおそらくそうし
て喜んでいるでしょう!

あなた自身へのメモ:突然の知識は

本当に正確です -テイの出現!



しばらくの間、エレクトロニクスとその影響に
ついて話す時が来ました。

Lあなたの壁を通って走る50または60ヘルツの電気ケー
ブルは、あなたの脳と体の自然なリズムではありません。



惑星地球は通常、約7.83Hz(シューマン共鳴)を走
り、あなたもそうです。



すべての人工的な騒音や電子機器から離れて
ください...

• 約30分で、あなたの体は
母なる自然の周波数に再
び入り込み、あなたをテ
レパシー的に受容させる
地球の自然な振動にあな
たを連れ戻します。



それが聞こえるほど卑劣に聞こえるように、地面に
あなたのお尻と木にあなたの背中で座ってください。

• 自宅や車にすべてを電子
のままにしてください!



それから呼吸し、静かに息を吐き出して、あなた
の周りのすべてとテレパシーでつながります。



• 視覚的であれば、目を使って
ください。

• あなたが耳なら、あなたの耳
を使ってください。

• あなたが運動的であれば、地
球、風、木のあなたのタッチ
に集中してください。



• あなたが宇宙見習いなら、
静かにするのではなく、
移動してほしいのです
。

• あなたが集めるテレパ
シーハンターになりま
しょう。

• あなたの方法でテレパ
シーで歩く!



この演習を行うすべての皆さん
のために、次のことを忘れな

いでください。

• いかなる種類の電子機器も持ち歩
いたり、使用したりしないでくだ
さい。

• 大声で話さない

• 自分の思考が自然に漂う方向に注
意を払う。

• あなたの意識の底でも働いている
ものへのテイ・アペンション。



30分以内に、あなたの体は母なる自然の波長に
著しく入り始め、あなたのテレパシーの応答性

は劇的に増加します。

それは3分で起こらない、物事
を急ごうとしないでください!



あなたが自然とつながる時間が長ければ長いほど、
あなたのテレパシーは早く発達するでしょう。

誰でもキャンプをし
たいですか?



テレパシーの学習を困難にしているものはあり
ますか?



• あなたのテレパシー応答
性に悪影響を及ぼすすべ
てのホルモンの中で、ア
ドレナリンの高い毎日の
レベル(戦いまたは逃走)
はあなたに厳しい方法で
働きます。



アドレナリンは、極端な緊急事態の場合にあな
たの注意を引くべきであり、毎日、一日中NO!

正しい理由で再び使用するためにできることはす
べて行うことをお勧めします。



すぐにあなたの個人的なアドレナリンレベルを
下げ始めてください:

• より注意深く、受容的で、
気配りのあるペースで意
識的に動くことを積極的
に決定します。



• 可能な限りスケジュール
を整理します。

• ほとんど重要でないもの
にはノーと言う。



KISSのアプローチを生活に取り入れてください(
できるだけシンプルに保ちます)。

...必要に応じてチョ

コレートを追加して
ください!



•リビングルームとワークスペースを完全に整理し
ます。
•無秩序は精神的な混沌を生む。それを取り除く!



エンドルフィンを作成し、意図的にあなたの人
生でより多くの喜びをスケジュールします。あ
なたの幸せを最優先事項にしてください!

では、涙が顔を伝うほどに
笑ったのは、いつが最後だっ

たのでしょうか。



睡眠とテレパシーについて話す時が来ました。



• ディープデルタスリープ
(レム睡眠)は、毎晩テレ
パシーで集合意識とつな
がっているようなもので
す。



• 夜の休息がなければ、睡
眠なしで約100時間後、あ
なたの脳はそれだけで十
分だと判断します。

• それはすべて終わった。

• これで完全に完了です。



あなたは、あなたの肉体的、精神的、感情的な
幸福を維持するために、その夜の嘘つきのつな

がりが必要です。



• また、できるだけ多くの電
子機器を部屋から取り外す
ことをお勧めします。



テレパシートレーニングのためにあなたの体を
最適化するために他に何ができますか?

ええ、私の体には何が必要ですか?



• あなたのテレパシー脳は、
酸素が多すぎるときに最
高の状態で働きます。



肺いっぱいの呼吸は、どちらにしても、体全体
と脳により多くの酸素を送ります。

(深呼吸をする)



ここにはオプショ
ンがあります: 

運動

深い笑い声

熱意を持って歌う

ポジティブな気候体験

あなたの選択をしてください。



大量の酸素で脳を充電すると、エンドルフィン
も作成され、テレパシーをより速く、より簡単
に制御する学習に関連するすべてのものを最適

化します。

(エンドルフィン)
(ハッピーホルモン)



私たちが言ったように、あなたの脳はテレパシー
に最適な量の酸素を必要とします、それはあなた
が酸素を運ぶヘモグロビンを作るためにあなたの
食事療法で鉄を必要とすることを意味します。



あなたの脳はあなたの神経系の一部です。それ
は完全に調整され、健康を保つためにすべての
ビタミンB群を必要とします。

• あなたがベジタリアンやビー
ガンなら、あなたは毎日それ
らのことに集中しなければな
らないでしょう。



松果体は、常にあなたの直感の中心として考え
られてきました。



皆さんの多くは,額の中心にある皮膚や骨の後ろ
にあまりいないことを知って驚くかもしれませ
ん。それよりも脳の奥深くにあります。

松果体



しかし、それだけではありません。彼のテレパ
シー接続は、脳の海馬の一部である扁桃体を介

して彼の感情にリンクされています。

(感情中心)
(扁桃腺)



• 海馬は、端が前方に開いて
いる馬蹄形のように見えま
す。

• これらの両端には、扁桃体
と呼ばれるアーモンド型の
構造があり、2つの小さな
ヘッドライトのように前方
を向いています。



「ヘッドライトをつけろ!

• 目を閉じて、脳内のこれ
らの構造に余分な血流が
送られるのを見ると、余
分な酸素が得られます...
その仕事をするより大き
な能力と同様に。



血流とエネルギーが扁桃腺に
送られるのを見ながら、
「ヘッドライトをつけていま
す」と考えてください。

あなたの中に感情的な波が湧
き上がるのを感じても怖がら
ないでください。これは正常
な動作です。それが正直かつ
正確に表面に届くようにしま

しょう。



さて、私たちは脳科学について十分です。テー
マを変えて、楽しみ方について話しましょう!



10Xテレパシーをより速く学びたいなら、もっと
もっと楽しくしてください!

楽しんでください!



エンドルフィンを探してください!あなたの学習
を笑わせてください!あなたのテレパシー学習は
10倍速く改善されます!

そして、あなたもあなた
の宿題をすることを楽し
みにしているかもしれま

せん!



また、パートナーと一緒に練習を始めたいなら、
よく知っている人と練習してください。これは最
初は成功するのがはるかに簡単になります。

(友達)



• これを行う最も効果的で低
コストの方法の1つは、
カードのデッキを使用して、
対戦相手が自分の手を研究
する必要があるゲームを選

択することです。



• あなたが彼らが見てい
る画像と彼らが考えて
いることをキャプチャ
できるかどうかを確認
してください。

• 良いテレパシーの不正
行為は、速く学びなが
ら楽しみのために奨励
されています。



あなたのテレパシーの成功に報いる!

(私にとって)



しかし、あなたが何か悪いことをしても、自分
自身を罰しないでください。水がアヒルから振
られるようにあなた自身のその間違いを振る。



• 自分自身にうるさいと、
学習が遅くなります。あ
なたはそれを望んでいま
せん!

• だから完璧を期待しない
でください。あなたは間
違いを犯すことを理解し
なければなりません。

• あなたがしなかったら、
それは奇妙だったでしょ
う!



練習を続け、ポジティブなことに報いてくださ
い。あなたの毎日の進捗状況を維持します。

あなたは素晴らしい仕事をしました。



もう一度話題を変えて、テレパシーの初心者の多
くの学生が持っている非常に一般的な問題につい
て話しましょう...特にトレーニングの最初の月に。



私は本当にテレパシーの声を聞いているのか、
それとも私はそれを作り上げているのですか?

• 最初は、最初のテレパ
シーのやりとりで聞く声
は、自分の「内なる声」
のようだと報告する学生

もいます。



• これは珍しいことではあり
ません。それが、学生が
「私がこれを正しくやって
いるかどうかわからない」
と言うのを聞く主な理由で
す。



たぶん、次のように説明す
ると理にかなっています:

• 完璧な音色を開発する方法
を学びたいミュージシャン
は、鋭い音であろうと平坦
なものであろうと、特定の
音を認識するように耳を訓
練できることを知っていま
す。



• 異なる個人とテレパシー
で同調することを学ぶこ
とは、同様のプロセスで
す。

• 究極的には、ユニークな
振動シグネチャを認識す
る新しい神経経路を開発
しています。



プロセスを信頼し、時間を与えれば、それはよ
り簡単になります。

• 練習を積めば、ユニーク
なテレパシーの声をはる
かに速く認識することを
学びます。



• 1日30分、毎日練習すれ
ば、たいてい1ヶ月くら
いかかります。



• どうやって知ることができ
ますか、あなたがそれをす
べて作り上げていないこと
を確認してください。

• 単語、概念、および画像を
記録します。



事前の知識がなかった新しい情報を受け取って
いますか?

(新着情報)



• 情報の流れは、普段は考
えたり感じたりしない方
法で配信されていますか?



• テレパシーの相互作用の
内容を分析すると、情報
を入力しているのか、そ
れともあなた以外の誰か
を捕まえているのかがわ
かります。



だがしかし！！！(そして、これは素晴
らしいものですが、!

メッセージの受信中にこの分析を停止しよう
としないでください!!!

考えるだけで無駄です！



• テレパシー接続時間を自
然にコースを終了させま
しょう。

• 辛抱強く、あなたがすべ
てを持っていることを確
認してください。



• それが完全に終了するま
で受容テレパシーモード
にとどまります。

(終了しました)



それが終わったら、あなたはあなたのテレパシー
の経験を分析するために世界ですべての時間を持
つでしょう、しかしそれが起こっている間それを

中断しないでください!

あなたは彼女を失うつもりだし、あなたはそれを取り戻
すことができないかもしれません!



また、テレパシーの経験を見直して、肉体がし
ばしばどのように反応するかを確認することを

お勧めします。

つまりどういうことですか。



その声やイメージは、あなたの体のどこから得てい
ましたか?頭蓋骨の中にありましたか?後ろで、前に?

具体的にしてください。



あなたの腹部(腸)は異なって見えますか?蝶、おそ
らく?



• 胸や心臓の領域に変化を
感じましたか?

• 感情はそこに下がったの
でしょうか?他。



• 体に震えも感じましたか?



• 頭、腕、首の後ろの髪の
毛は反応しましたか?



• あなたはあなたにとって
全く異なるユニークな身
体的反応を得ましたか?



• あなたの肉体がどのよう
に反応するかを知ること
は、あなたに次回のため
のより大きな意味を与え、
自分自身に自信を築くで
しょう。

(信頼)



• 次に、私たちが呼びたいもの
について話したいと思います
。

• テレパシー的な質問をすると
...



• あなたが森に座って、自
分の人生に集中し、テレ
パシーで、あなたはオー
プンな質問をしているな
ら、あなたは正直なとこ
ろ、誰がそれに答えるの
か分かりません。



• それがウッドベンなのか
、ETなのか、多次元の存
在なのか、それとも私た
ちを訪ねに来たあなたの
大叔母マチルダの幽霊な
のかはわかりません。

• あなたは知らないだけで
す。



• あなたはテレパシーの質
問を特定の個人に投げか
けなかったので、誰かが
答えるのは公平です。

私が誰かって。



• たとえば、サスカッチの
ような特定の国と話をし
たい場合は、それらを集
団グループとしてテレパ
シーで扱うか、特定の個
人に相談する必要があり
ます。



• あなたが特定の人にテレパ
シーの質問をすると、各個
人は答えるかどうかを決定
し始めます。

• あなたは彼に答えさせるこ
とはできません。



• しかし、人生のほとんどす
べてのものと同様に、正直
な意図を持って丁寧に、あ
なたの心の底から提起され
た質問は、注釈が付けられ、
そうでないものよりもはる
かに迅速に答えられるよう
です。



• 正直に考え、行動するこ
とで、相互作用の可能性
が高まります。



• 一般的に、テレパシーでつ
ながった宇宙はあなたを大
人のように扱います。



• 質問をする準備ができて
いるとき、あなたは答え
を受け取る準備ができて
いるが、質問をしなけれ
ばならないという哲学に
従って働くようです。



pingとテレパシープロトコルを受信します。テ
レパシーのpingを取得しているかどうかはどう

すればわかりますか?



• 長年にわたり、私たちは地球上のこれらのより弱い人
間のpingにいくつかの共通点があるように見えること
に気付きました。

•あなたのpingがテレパシーの初心者(地球上の別の人間)
から来た場合、それは弱く、それほど明確に届いていな

いかもしれません。



• しばしば、誰かの中の突
然の考えが、あなたの前
景の思考の後ろにあなた
の心に浮かび上がります。
彼らは「明白な理由もな
く」思い浮かぶ (もう一度
推測してください。



• 先ほど話した答えの一つを
肉体で経験することができ
ます。



• 突然、あなたは自分が聞
き始めたと思っていた何
か他のものを聞く必要が
あるように、あなたの周
りの騒音をかき消したい
と思うかもしれません。



まるで周囲の騒音をこ
もらせたかのように、
本能的に手を挙げるこ
とさえできます。



あなたは突然、あなたが友好的な挨拶を受け、誰か
または何かがそこにいたかのように、何かを感じた
ことを認めることができます...「誰かが私の名前を

呼んで挨拶をしただけだろうか」というような気持
ち。物理的には、あなたは応答して「わずかなヘッ
ドリフト」を持っているかもしれません。

こんにちは。



• また、突然、自分が全身を回
して見たり聞いたりしている
のを見ることもできます。

• 体が最初に反応します。

• テレパシーpingは、フェルト
方向と距離、または送信者に
関するその他の情報とともに
来る場合と来ない場合があり
ます。



• あなたは突然、どこからと
もなく他の誰かと連絡を取
り合う本能を持っているか
もしれませんし、他の誰か
をあなたの頭から取り除く
ことができないかもしれま
せん。



• これはまた、特定の人々
ではなく出来事を伴うこ
ともあり、ことわざの
「事実上の震え」、感情
の波のように感じます。



• 地球人のpingはテレパシー
国家のpingとどのように違

うのですか?



• あなたの最初のテレパシー
体験が、コミュニケーショ
ンの主な手段がテレパシー
である国から来たのなら、
誰かがあなたに話しかけて
いることに疑いの余地はあ
りません。



• あなたから来ていないテ
レパシー情報の明確な流
れが、突然あなたの頭の
中に現れるでしょう。

• あなたの心には何の質問
もありません。

• あなたは彼らがあなたに
話していることを知って
いるでしょう!



• 最初は送信者が誰である
かわからないかもしれま
せん。

• 彼らはあなたがすぐにそ
れらを見ることを許さな
いかもしれません。

• あなたのテレパシーpingは
、方向と距離、方向また
は名前が付いている場合
と来ない場合があります
。



• すべてのテレパシーの個
人が、あなたをもっと信
頼するまで、自分のアイ
デンティティや場所を提
供するわけではありませ
ん。



• 私たちは教えられており、
テレパシー諸国の人々との
テレパシーの会話に礼儀と
敬意を持って取り組むこと
をお勧めします。



• あなたのテレパシーが明
確であれば、あなたより
も古くて進んだ国に対処
する可能性は非常に高い
です。

• あなたは正直に行動した
方がいいでしょう。



公共の場では、テレパシー文化は非常に丁寧で、グ
ループで働くときに厳密に尊重されるか、タスクに
向けられた社会的ルールを持つ傾向があります。

(ルールを知る)



• プライベートでは、良い友
達は警戒を緩め、自分の友
達と外出するときと同じよ
うに、よりリラックスした
方法で話します。



• しかし、人間の地球の文化
と同様に、テレパシー社会
はユニークで異なっていま
す。

• ルールについて質問し、そ
の文化的規範を学ぶことを
お勧めします。



• 言い換えれば、特定のテー
マについて話し合いたいと
きに大丈夫かどうか、そし
てそれについて話す方法を
尋ねるのは良いことです。
習慣を学び,学ぶ努力をして
ください。



• テレパシーを主なコミュ
ニケーション手段として
利用している国の一員に
近づいたときは、祖母の
家へ向かう途中のように
行動し、考えてください
。



• 尊敬される長老を訪ねるとき,
あなたは最善を尽くし,マナー
を守り,彼らを敬い,自分の家
や物を尊重しなければならな
いことを知っています。

• それは正直な心の行動の一部
です。

• あなたの行動はテレパシーで
観察され、判断されます。



• 気を配り、自分の考えを
コントロールすることを
忘れないでください。

• あなたが自分のスペース
にいるとき...あなたはテ
レパシーで調査され、
pingを受け取るでしょう
、それを頼りに!



テレパシープロトコル: テレパシー国家との最
初のテレパシー接触を開始する。



• 自分自身を提示するすべての
対話を開始します。

• 何を呼び出すかを定義します。
シンプルにしましょう。

• 彼らはテレパシーで、あなた
が正確に誰であるか、そして
あなたがどこにいるかについ
て、彼らが本当に知りたいの
であれば、より多くの情報を
収集します。

(こんにちは、私の名前は...)



• あなたの祖母があなたの頭
の中で聞いているかのよう
に、あなたの考えの選択に
非常に敬意を払ってくださ
い。

• これは思ったほど簡単では
なく、練習が必要です。

(敬意を払う)



• あなたの意図を丁寧に、シ
ンプルに、シンプルに、明
確かつ正直に、一文で宣言
してください。

• この手順をスキップしよう
とすると、接触の可能性は
非常に低くなります。

• どうしてここにいるんです
か。



• テレパシーの国々は、あ
なたの考えを聞くためだ
けにあなたの頭の中に入
るのではないことを忘れ
ないでください。

• つながっているのは脳で
はなく、あなたの意図と
心です。

•(意図)



• あなたは自分の行動と思考
に答えることができなけれ
ばなりません。

• 彼らはあなたが考えるよう
に考える理由と、あなたが
それを疑問に思うように導
くものを知りたいのです。



• テレパシー接続が確立さ
れたら、脳の右側の受信
モードにある間、会話の
脳の左側の論理分析を実
行するために停止しない
でください。

• (中断しないでください)



• 接続が失われ、元に戻す
ことができない場合があ
ります。

• (信号が失われました...)



• あなたの「私は今見つけ
なければならない」とい
う精神的な論理から抜け
出し、あなたの頭と心の
組み合わせで耳を傾けて
ください。

• あなたは後ですべてのあ
なたの経験を分解する時
間があるでしょう。



• テレパシーでつながってい
るときは、会話が終わるま
でその状態を保ちます。



• これは丁寧であるだけで
なく、発行者との連絡を
中断したくない場合や、
会話の最後に到達したい
場合に重要です。

•(丁寧に会話を終わらせるには...)



• たとえあなたが自分自身を
提示し、礼儀正しく、敬意
を表したとしても、あなた
が置いたテレパシーの質問
が期待どおりに個人によっ
て答えられるという保証は
ありません。



• 彼らは主題をあたかもそ
れが「あなたのビジネス
ではない」かのように扱
うことができますし、時
には扱います。

• 彼らが何をするか、そし
て彼らが何に反応しない
かに注意を払ってくださ
い。

(こんにちは私の名前は...それは
あなたにとって役に立たない! )



• あなたのコミュニケーショ
ンが終わったら、あなたと
話したり共有したりした人
に感謝し、良い別れを告げ
てください。



あなたが将来の連絡先や会話が必要な場合は、
それらを伝えることを躊躇しないでください...

また次回お会いしましょう...

また次回お会いしましょう...



テレパシーステップ:

• はじめに。

• 意図。

• リスペクト。

• 対話。

• ありがとうございまし
た。



最初のテレパシー会話で通常使用されるプロトコ
ルの使用例を次に示します。

• プレゼンテーション : こんにちは!私の名前は___で、
テレパシーであなたと話すためにここに来ました。

• 明確で正直な意図:私がここにいるのは、あなたとあな
たの人々を知りたがっているからです。

• 学びたいという願望:テレパシーは私にとっては初めて
ですが、私はもっとよく学ぶのが好きでした。

• 謙虚さ : 間違えたらごめんなさい。

• 丁寧な質問:私について少し教えて、いくつかの質問を
してもらえますか? 

• 丁寧な別れ:私と共有してくれてありがとう。



個人と何度か連絡を取った後、これらのプロト
コルは、一部のテレパシー国家(ビッグブラザー
サスカッチやP'ntiなど)にとって、より緩やかで

形式的ではありません。



• テレパシーの過負荷につ
いて少し話す必要があり
ます...

• それを頼りに!



• 地球上の人間の約98%は
、最初の大きな出会いの
後、感情的にも肉体的に
も奪われたと感じるで
しょう。



• あなたが素晴らしいテレパ
シーの出会いをし、そして/
またはいつでも通常よりも
長く接続を維持すると、こ
の感覚はレンガのトンのよ
うにあなたを襲うでしょう
。



それを取り囲むテレパシー的で多次元的な世界
の巨大さ、そしてそれに受け継がれたもの、存
在すら知らなかったもの、そしてあなたが現在
つながっているもの、そしてそれがどれほど重
要であるかを理解し始めるとき...あなたは圧倒

されるだろう。



• ティッシュの箱をつかみ、
テレパシーの友人に電話
して話してください!



• 確かに,肉体的にも,情緒的
にも,霊的にも,理解したり,
つながったりすることは計
り知れません。

• 私たちはそれを知っていま
す!



• しかし、彼らはこれま
で生き延びてきました
よね?



• しかし、たとえ今から1年
後、彼らのテレパシー能力
が今よりもはるかに優れて
いるとしても、テレパシー
的に疲れ果てた日々がまだ
あるでしょう。



• 同時にすべてにテレパ
シーでアプローチする必
要はありません。

(一度に1つのことに焦点
を当てる)



• これは千歩以上の旅です。

• 今日は、立ち止まって呼吸
し、落ち着いて、一歩ずつ
進んでください。



• 宇宙はあなたが扱うこと
ができる以上のものをあ
なたに与えません!



私たちは、あなたの感情が表
面に来るようにしてほしい
のです。

• 彼らを抑圧しないでくださ
い。あなたは感情的な正直
さを実践しなければなりま
せん、そしてここにあなた
のチャンスがあります。

• それらを外に出し、それら
を表面に持ってきて、それ
らを処理して成長させる。



• テレパシーは感情的な波
の中で起こることを覚え
ておいてください。

• まずはお互いを理解しな
ければ、相手を理解する
ことは期待できません。



• 狼狽した時も、細かい観
察力や識別力を忘れてく
ださい。



• それが巨大だからといっ
て、何が真実で何がそう
でないかを区別するあな
たの生来の能力を忘れな
ければならないという意
味ではありません。

• あなたの側にウィットを
保ちます!

(本当) (偽)



• あなたが現時点ででき
ることすべてを見てく

ださい。



• 接触後の感情的な影響の
影響を受けない助けが必
要な場合は、衣服を洗う
など、身体的に生産的で
正常で退屈なことをして
ください。



• 正直なところ、私たちは
冗談ではありません!典型
的な日常業務を行うこと
は、地面に足を踏み入れ
るのに役立ちます。



お湯の入ったお風呂やシャワーもおすすめです。



• 肉体的にも,情緒的にも,
霊的にも,自分に最も適
した方法でリラックス
してください。



• 覚えておいてください、
あなたは、すべてと誰も
が常にどこでもすべての
人とつながっている全く
新しい絵であなたの最初
の一歩を踏み出していま
す。



• この新しい正常な状態を
理解するには時間がかか
ります。



• 呼吸し、リラックスして
時間をかけてください。



• あなたは怪我をしている
のではなく、何か新しく
て大きなことを学んでい
るだけで、時には脳が揺
れるのに1日か2日かかる
ことがあります。

学ぶ



• このプロセス全体を説明
するために使用するアナ
ロジーの1つは、次のよ
うなものです。



• あなたの脳が固体ゼラチ
ンのように感じて眠るま
で、できるだけ多くを吸
収して学び続けてくださ
い。その睡眠中に、あな
たの脳は正常化し始めま
す。



• あなたが目を覚ます頃に
は、あなたは多かれ少な
かれ正常に戻ったと感じ
るでしょうが、何か他の
ものがあります。

しかし、これがそもそも正常で
なかったらどうでしょうか?



• また、このテレパシーの
訓練について誰にも話す
ことができないことも
知ってください。

• 多くの人が理解できない
でしょう。



• 私たちの経験は、個人的
なサポートネットワーク
を構築することがあなた
の学習のスピードに不可
欠であることを示してい
ます。



• 少なくとも、あなたの奇
妙な経験とあなたの正直
な感情について話すテレ
パシーの友人を探してく
ださい。

• 定期的に話し、相互信頼
を育む。



• このテレパシーの旅で一
人で動こうとしないでく
ださい、それはプロセス
を遅くするだけです。

あなたの部族を見つ
けよう!



• テレパシーを改善すると
いうあなたの決断は、あ
なたの人生において、あ
なたが今までに予測して
いたよりもはるかに大き
なものになることがあり
ます。



• 彼が電話をかけてきて
「何か奇妙なことが起
こった...話す時間がある
かい?」とバランスを保つ
のに役立ちます。



• 私たちを信頼してくださ
い、あなたはまだこれが
あなたをどこに連れて行
くかもしれないのか分か
りません、そして、私た
ちはあなたの部族を見つ
けることをお勧めします
。



• これをあまりにも劇的な
ものにしようとせずに、
毎日テレパシーを働かせ
るというあなたの決断は、
あなたが学ぶことを選ん
だ他の何よりもあなたを
変えるでしょう。



• それぞれの世界で片足で
優しく歩く練習をします
。

• あなたはまだすべての日
常的なものの世話をしな
ければなりません...



• ...そしてテレパシーで、
ゆったりとした服を着
ているかのようにあな
たの一日に直面してく
ださい。

• 牧師White Otter



• あなたはまだあなたの日常生活を持っています。
* 支払うべき請求書、
* ランドリー,
* 食べる食べ物。
* これは世界です。



• だから、あなたはあなた
が知っている物理的な世
界に固定されています。

• すべてのものとすべての
人がテレパシーで相互接
続されている目に見えな
い世界にもう片方の足を
置きます。



• 今、片方の足で物質世界
を歩き、もう片方の足で
目に見えない世界を歩き
ます。

• あなたが快適なバランス
ですべてを保つことがで
きるまで、これをより長
い時間、より長い期間行
い、練習する必要がある
でしょう。



• この目に見えない世界はあ
なたにとって新しくて異な
るパノラマであり、実験的
で正確な地図を作成できる
ようになるまで、フィード
バックとともに時間と試行
錯誤が必要です。



• あなたが努力すれば、
ある時点で、それはあ
なたが知っているすべ
てのものについての考
え方を変えるだろうと
私たちはあなたに言っ
ています。



• 今日あなたの日記を始め
ましょう。

• 1日に最低 1回はエント
リーしてください。

• 100日と1000日後、あなた
の個人的なエントリに
戻って、何がうまくいっ
たのか、何がうまくいか
なかったのかを評価して
ください。



私たちはすでにあなたのテレパシートレーニング
を始めるための基礎を築いています。最後にもう

一度要約しましょう:



1. テレパシーのトレーニングを最優先事項にする。

• あなたの異なる多感覚的知覚に関して、過去にあなた
とうまくいったことに基づいてあなたのワークアウト
を構築してください。

• テレパシーの経験、夢、珍しい出来事の日記をすぐに
書き始めてください。

1
日記をつけて...。完成です



2.あなたの自然なアルファリズムで作業すると、積極的にあ
なたの受信を練習するためのさらに多くの毎日の機会があな
たを提供します。

• 毎日少なくとも30分間テレパシーを練習してください。

• 24時間365日意識的に歩けるようになるまで働きましょう。

2
少なくとも1日30分アルファを練習し

てください....完成です



3.あなたの「背景の考え」に注意を払い、それらがあな
たの前景の考えと同じくらい重要であるかのように扱い
ます。

• 速度を落として、ますます頻繁に、より詳細に観察し
てください。

• あなたの突然の知識を信頼し、それに基づいて行動す
ることを恐れないでください。

• 忍耐を実践してください。

• 背景の思考、突然の知識と忍耐...完成です

3



4. 電子機器は1日30~60分は避ける

• 母なる自然の固有振動数を探してください。

• すばやくそれに入り込み、深くつながることを学びま
しょう。

電子周波数は役に立たないが、自然、はい...完
成です

4



5.高レベルのアドレナリンに住んでいないでください、こ
れはその受容を減らします

• 「集合意識とつながることによって」眠る。

アドレナリンいいえ、眠るはい...完成です

5



• 6.あなたの脳を酸素化!

• ゆっくりと深く呼吸すると、これはあなたの脳により多
くの酸素とより良い受容を提供するのに役立ちます。

• 周辺視野にもっと注意を払ってください。その使用は、
より強い神経経路を構築するのに役立ちます!

• これらの新しい道を構築するには、毎日バランスの取れ
た方法であなたのタンパク質、あなたの鉄とあなたのビ
タミンB群を食べる必要があります。

• 「ヘッドライトをつけろ」と考えて脳の扁桃体を刺激し
ましょう。

よく餌をやってヘッドライトを
つけて...完成です 6



7.ありがとう、幸せ、喜び、いたずらはあなたの学習速
度を10倍に上げるのに十分なほどあなたの脳の化学反応
を変えるでしょう。

• あなたの成功に報い、あなたが何かをすることができ
なくても隠したり、再現したりしないでください。

• 楽しんで、遊び、学び、繰り返してください。

楽しんでいた、私は覚えている。 7



8.初心者にとって、テレパシーの声はあなたの内なる声の
ように思えるかもしれませんし、完全にユニークかもしれ
ません。

• 忍耐、忍耐!1ヶ月の毎日のトレーニングをしてください
。

• それが終わるまで、進行中のテレパシー体験を必ず見直
してください。

• あなたの体の身体反応に耳を傾け、信頼することを学び
ましょう。

だから、それが終わるまで会話を止め
て練習しないでください!...完成です

8



9.正直な心でテレパシー国家に近づくと、肯定的な相互
作用を受ける機会が増えます。

• 特定の人やグループと話したいだけなら、その人やグ
ループに行きます。

あなたのマナーに注意し、具体的
にしてください...完成です

9



10. テレパシープロトコル:

• 礼儀正しく、

• 自分自身を提示し、

• あなたの意図と言葉に正直であり、あなたの別れに必
ず感謝し、丁寧にしてください。

• あなたの存在が認識されるとすぐにテレパシーで分析
されることを知り、理解してください。

丁寧に、あなたが分析されること
を知ってください...完成です

10



• テレパシーのエクスタシーを頼りにすれば、おそらく
それを避けることはできないでしょう。

• あなたのテレパシー部族を見つけて、あなたが地面に
あなたの足で感情的な正直さを実践することを確認し
てください。

• エクスタシーが起こるので、あなたの部族を見つけた
方がいいです。

• 過負荷が発生するので、部族を見つ
けた方がいいでしょう...完成です 11



あなたのテレパシーを信頼し、24時間365日歩く
ことを学ぶことはあなたの人生を変えるでしょ

う。(準備はいいですか?



• P'ntlの教師の詳細については、ツイッター
@sandiawisdomするか、ウェブサイト
(www.officialfirstcontact.com)をご覧ください。

• ご希望の場合は、www.suwalker.com で蘇についてもっ
と知ることができます。

• 私たちは、私たちのためにこのコースを指示してくれ
たT'niに深く感謝します。



• 私たちは、あなたがこの
材料を楽しんで、あなた
の学習にそれを適用願っ
ています。

• 最後に別れの挨拶をしま
す。

• 「安心して一日に向き
合ってください。


