
日本のみなさんへ、http://www.wuji-gong.org の創立者アンドリュー．フレットウェルと 
www.healingtaousa.comの創立者マイケル．ウィンからのメッセージ： 
 
今回ワークショップのために来日しましたが、放射能汚染に関して日本のみなさんが 
いかに深くの痛みと混乱の中にいるのかを感じています。私とマイケルは、この事につ 
いてメッセージを届ける事が何かしらの理解と貢献になることを願って、全人類に対する地球の変化という大

きな観点からお話します。 
 
私たちはこの情報が出来る限り多くの日本の皆さんのハートに届くよう心から願いま 
す。もしなんらかの平和な気持ちや、より深い気づきを得た場合はぜひあなたのお友達や家族にも伝えてあげ

てください。 
 
マイケルウィンからのメッセージ～ 
現在起きているこの大きな地球の変化で、最前線にあるのは環太平洋地震帯です。それは、地球をベースに考

えると、古いレムリア的な考えを持つ文化（中国で後日タオとなったもの）と、技術や個人 
主張の西洋的なネオアトラス(アトランティス文明が現在西洋に残したもの）の文化との架け橋となっています

。 
 
日本は多くの西洋的な考えや技術を取り入れてきましたが、古代に基づく文化も保持 
しています。おそらく中国よりもそうでしょう。（中国も少しずつ取り取り戻しつつ 
はありますが、共産主義国として殆どの文化と叡智を消失してしまいました） 
そのため、日本が民族魂的に東洋と西洋の手綱を持っていて、それは中国よりも成熟した状態にあると言えま

す。 
 
日本は小さく落ち着いた状態の島国文化を持っているので、現在の地球のために、炭鉱の中のカナリアが水先

案内人の役割を果すのと同じような役割を担っているのだと言えるでしょう。大きな意 
味での地球の変化の中で「日本がこの経験に選ばれている」というような感じです。 
 
アンドリューフレットウェルからのメッセージ～ 
 
私は現在日本に来ています。 
日本の人は、人類の意識の進化という大きな観点から未来を理解すると同時に、皆誰もが緊張と恐れを身体と

マインドの中に持っているということを理解するのが、とても重要です。 
 
この緊張は、様々な場面で見ることができます。個人 対 集団、自己中心的 対 無私無欲 
的、またはマイケルが言ったような、レムリアン意識的なグループマインド 対 
自己や経済を優先するような資本主義のアトランティス意識、と言い換えることもできます。 
 
あなたは自分の身体を持って、そしてハートの願いとして、もっと他人を助け貢献するような人生を送りたい

と感じていることでしょう。それと同時にあなたの身体の中には、このとて 
も深い恐れ、自分には十分なものが来ないのではないかという恐れが存在しています。あなた 
のマインドがどれほど人を愛していると言ったところで、貴方の身体にはそれとは別に「恐れ」と「サバイバ

ル（生き抜いて行く）」のための緊張が同時に存在しているのです。 
 
どのようにしてこれらのバランスをとればいいのでしょうか？ 

この問題は、特にあなたの経済的な状況や、自分の生活のしかた、お金に対する態度に顕著に表れます。 
 
私たちの中で今目覚め始めようとしているものは、個人と集合意識の美しいコンビ 
ネーションです。日本はこの緊張をとても強く持っていますが、それ故に日本人の一人一人が、この気づきを

認識し意識化することが重要なのです。 
 
未来は「今」です。今、目の前にあります。私たちは全ての人間は同じであると理解しています。他の人たち

の力になることや、その調和のために動く時、私たちは自分の奥深い場所でそれもまた自分のためなのだと自

然に知ることができます。 
現在、私たちはこれを殆どマインド（頭の知識）のみから行っており、身体の奥深くで感じるユニティの真実

を確信して行っているわけではありません。 
この生き抜いて行くための深い緊張を身体からリリースできた時に、本 
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当の意味で私たちは自分の身体の中でリラックスする事ができます。 
 
自然災害が起きた時は、人は自然にお互いをより助け合うようになります。地震と津 
波の後、独りになってしまった日本の人は、皆で集まりお互いを感動的に助け合いま 
した。多くの日本人の年配の方は、“昔はこのようにお互いを助け合ったよ”と言い 
ます。でも、残念なことに災害が終わると私たちは再び個人のニーズを満たす事だけ 
に専念してしまいます。 
 
こうなってしまう理由は簡単です。お金、生きて行く上での安全性、そして人生の確 
実性という人間のニーズに関係しているからです。昔はグループや家族組織の中でい 
る方が、生き抜いて行く上で簡単でした。家族や住み慣れた土地、自分が属するグループから離れてしまえば

、と 
ても辛い思いをしておそらく死に至った事でしょう。現代に至るまで私たちは随時調 
整しながら、生きて行くにあたってのニーズを得ています。例えば野生の動物に食べら 
れてしまうという恐れはなくなりましたが、代わりに孤独になる事や死への恐れが金 
銭的なものに投影されていたりします。 
 
もしあなたが、多くのお金を持っていれば他の人は必要ないし、独りでも安心できると思っているとしたら、

それは幻想です。 
 
自然災害が起こった際、その間違ったお金への信頼に関する理解はとても素早く消滅 
してしまうでしょう。 
 
たとえあなたが何億というお金を持っていたとしても、地震の後で孤立した場合、人の 
助けを必要とするでしょう。真実は、私たちは災害時だけでなく、いつもお互いを必 
要としています。個人が持つユニークで創造性に溢れた部分を表現しつつ、他の人々とグループを作るのは自

然なことです。 
けれども私たちは、もうグループのためだけではなく、又は自分の 
ためだけでもなく、この地球でまだ見たことの無い様な双方の美しいコンビネーショ 
ンを必要とする時代に入って来ているのです。 
 
今の日本であなたの健康を守るために最後に一言。日本では昔から放射能汚染と戦う素 
晴らしいものがあります。それは味噌と海草です。3年物の味噌（長い間発酵された 
味噌ほど効果があります）を毎日摂るのと、太平洋岸北西部かアイスランドの綺麗な 
海から採れる海草を輸入してください。他の人のためにもなりますから、海草を海外 
から輸入する事が出来る人は多くの人の助けとなってあげてください。 
 
これらの事についてもっと多くのシェアしたい事があります。特に、この孤立する事 
に対する深い恐怖が、いかにお金や、経済的に独立するという事に投影されているか 
という意識を持つ事について。 私はWuJi Gongを21日と22日に東京で教えていま 
す。これらの事についてもお話します。 
出来る限りの事をしていらしてください。 
詳細はTarika 0908 4639382 に連絡を。メール翻訳©Anand Nadi 
INEnglish 
 
 

 

A very important message for all Japanese people by Andrew Fretwell founder www.WuJi-Gong.org & Michael Winn 
Founder www.healingtaousa.com 

Being in Japan for teaching I could see that  all Japanese people are really in a lot of pain and confusion over the 
radiation situation and myself and Michael  would like to contribute our message about this in the bigger context of 
Earth Changes for all of humanity.   

 

http://www.wuji-gong.org/�
http://www.healingtaousa.com/�


We both hope deeply that this information will enter as many Japanese  people's hearts as possible. So please if this 
information brings you some peace and a deeper understanding please pass it on to as many of your friends and 
family as you can. 

Michael Winn shares 

"I think the Pacific Ring of Fire is the front line for the earth changes, the interface between the old Lemurian group-
mind earth-cantered culture (that became Tao in China) and the neo-Atlantean cultures of the West, driven by 
technology and individual will. 

Japan has adopted many of the western technology beliefs, but still holds to ancient culture, perhaps more than 
China (since the communists wiped out so much of it, although it's now making a comeback). So Japan is holding that 
east-west tension within its national psyche in a more mature way than China.  

It's very likely that Japan is a small, contained island culture that is strong enough to be the canary in the coal mine 
for the planet. Japan is leading the way within the larger context of earth changes." 

Andrew Fretwell in  shares 

It's important for all Japanese people to understand what the future will look like as far as the evolution of human 
consciousness and by understanding that presently nearly everyone is holding a  tension and fear in their body mind. 

This tension is expressed as the individual  versus the group, or a more selfish versus selflessness  or as Michael 
shared the Lemurian group consciousness verses the more technological individual me first and my independence 
Atlantean consciousness  

In your own body you will notice your heart wants to contribute and help others and lead a life of contribution and 
caring but you also  hold within your body this very deep fear that there won't be enough for me.  No matter how 
much your mind will say you care for others your body is holding a very different individual fear, survival tension. 

How do you balance this?  This will be played out most obviously in your finances and how you provide for yourself 
and how you relate to money.  

I see what is trying to unfold within us is a very beautiful combination of group and individual consciousness. Using 
your unique gifts born from naturalness in service of the whole. Japan holds this tension very strongly especially the 
group mind aspect, and its why it's so important that each Japanese person recognises and brings into consciousness 
this  awareness 

The Future is now, it is unfolding now, we  will one day all recognise that every human being is the same,  and when 
we contribute to the good and harmony of another we will automatically know deep inside us that it's is also us. 
 Mostly now we only do this from the mind not from a deep conviction of the truth of unity deeply felt in the body. 
Its only when our bodies can release this deep tension of survival that we finally truly relax in our bodies. 

Interestingly at times of natural disaster human beings naturally come together and support each other if you 
remember all the Japanese people who were isolated after the Earthquake and Tsunami  organized themselves and 
helped one another very beautifully. Many of the older Japanese people commented "this is how it was in the old 
days we would all help each other." But it seems as soon as the  disaster is over we revert back to taking care of our 
own individual  needs again. 

The reason for this is very clear to me and its related to Money, Security Survival and the very real human need for 
certainty in life . Long ago in our past it was much easier to survive and be certain  in groups and family structures, to 
be isolated from the family or tribe or group would most likely lead to extreme suffering and probably death.  More 
recently  as we have shifted so that  most of  our basic survival needs being taken care, of we no longer have the 
 fear being eaten by wild animals for example, but the fear of isolation and death  has now  been transferred onto 



financial security. If you have plenty of money, the illusion is you don't need other human beings you can isolate 
yourself and "feel safe" in the context of natural disasters that false understanding  of money being related to  
security will disappear very fast even if you had billions and you were isolated after an earthquake you would need 
your fellow brothers and sisters to survive.  
 
 THE TRUTH IS WE NEED EACH OTHER NOT JUST IN TIMES OF CRISIS BUT ALWAYS, ITS NATURAL TO BE ALL IN THIS 
TOGTHER  BUT ALSO EXPRESSING OUR OWN UNIQUENESS AND CREATIVITY . So now we are entering a time when 
its neither only the group or only the individual but a  beautiful combination of both, something that has never been 
seen on this planet before. 

One final note about protecting your health at this time Japan has always had the best counteractive to radiation 
and that is Miso  and Seaweed. I think very important at this time to consume 3 year old Miso (the aged miso is more 
protective) every day and also to import Seaweed from the Pacific North West or Iceland's clean waters, this would 
be a wonderful way to serve others, so if anyone has the ability to set up the  import of Seaweed from abroad into 
Japan it would be of great service to everyone. 

There is a lot more I would like to share about this specifically how to bring into consciousness this deep fear of 
isolation that has been transferred onto money and being  financially independent. 
 
 I will be in Tokyo teaching WuJi Gong on the weekend of 21st and 22nd Jan and will specifically transmit this.  Please 
do your best to come 

Contact Tarika  in Japan for details  。  0908 4639382 

 


