
愛の集合意識とともに行く 
スピリチュアルジャーニー

BOSNIA PYRAMIDS 2019

含まれているもの 
夏至の祝福 

ワークショップ、神聖な地の訪問、セミール博士による講義 
2019年6月14日 - 22日 
五つ星 Hills Hotel 
四つ星 Mostar Hotel
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ヤンタラジローと共同創造

サラエボ / ヴィソコ/ モスタル / クラヴィカ  / メジュゴリェ 

夏至 
地球上のいのちを祝う 
太陽のピラミッド
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~輝く美しいあなたへ~ 

~内なる光があなたを招待します~ 

 

世界一大きいと言われているすばらしいボスニアのピラミッドで2019年の夏を体験しませんか？　
世界各国から集まり、夏至をボスニアのピラミッドでお祝いしましょう！　ボスニアの太陽のピ
ラミッドは2005年セミール・オスマナジック博士によって発見され、すぐに世界的に注目され、
様々な人々を魅了しています。ボスニアの太陽のピラミッドは標高235メートルあると言われ、エ
ジプトのギザのピラミッドの標高137メートルを上回ります。 

発見以来、物理化学者や、科学者、地質学者、考古学者、精神世界を学ぶもの、探究心溢れるも
ものが、ピラミッドとその下にあるトンネルを訪問しはじめ、すばらしい体験を世界中でシェア
しています。 

ヤンタラは、2012年、2013年、2016年と3回、ボスニアピラミッドへ夏至に訪れる聖なるツアー
を実施しており、太陽系の太陽とつながり、世界の平和を祝い、地球をたたえ、すべての生きと
し生けるものへの祝福を神聖なセレモニーを介して、届けてきました。 

参加者の多くは、ポジティブな集合意識の状況下で、高い目覚めの状態を感じたと報告していま
す。神聖なこころの空間がオープンになり、偉大なる自己愛へ拡大していき、苦しい感情が解放
され、さまざまなレベルで深い癒しがツアー中に起きたといいます。 

ピラミッドの登頂でさまざまなスピリチュアルリーダーと一緒に夏至の特別なイベントを300名を
超える人々と行なったこともあります。また、セレモニー中、ボスニアの地元放送によりヤンタ
ラジローが歌う姿も放送されました。 

ヤンタラジローは、エジプト、ボスニア、メキシコ、日本、中国など、世界中にある特定のピラ
ミッドを複数回訪れていますが、ピラミッドが人々に波動的な影響を与えていることを目撃する
ことで、引き続きインスピレーションを受けています。 

人々のマインド、心と身体が楽に開いていき、人生に流れて、入ってくる直感的な導きとメッサー
ジに感動しています。 

パワースポットや、ボルテックスと呼ぶような場所に人が頻繁に訪問するのも、その場所が人々
を魅了するような、共鳴するような磁力を常に放出しているからです。 

2019年の夏至 

一年に一度、夏至のとき、太陽光線がボスニアの太陽のピラミッドに完璧に合い、月のピラミッ
ドに完璧な影を落とし、完全にその影で包み込みます。このような日、太陽のピラミッドの力が
頂点に達すると言われ、DNA、ライトボディのなかにある生まれながら持っている潜在的な能力
を点火すると言われています。 

また、感情的なエンパワーメント、物理的な癒し、精神的なアップリフトメント、エネルギーの
ダウンロード、サウンドライトアクティベーションのために、ボスニアに集まり、一緒に
神聖な儀式に参加し、祝福します。 

たくさんの人と一緒に歌って、踊って、瞑想する心の準備はできていますか！？　1年に1回の特
別な宇宙のイベントを一緒に祝福しましょう！ 
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エネルギー放射能 - ボスニアバレーのピラミッド
(PIP)

Polycontrast Interference Photography（ポリコントラスト・インターフィーランス・フォトグラフィー）、PIPは、
エネルギーフィールドを撮影するビデオシステムです。このシステムは、イギリスの権威ある生物学者ハリー・オー
ルドフィールド氏が発明したものです。PIPは、リアルタイムである物体のエネルギーフィールドの動く映像が撮影
できるもので、人間の身体も撮影可能です。 

ハリー・オールドフィールド氏は、ボスニア・ヘルツェゴビナに2008年と2012年に訪問し、セルビアの科学者とと
もにボスニアの太陽のピラミッドを録画しています。そして、同じような大きさの丘の録画とピラミッドの録画を比
較しています。

録画では、ボスニア太陽のピラミッドの上のエネルギー
フィールドが垂直に登っている事を示し、一方自然の丘
では、エネルギーが均一で水平に広がっています。 

データ分析は、生物的、そして地理的なシステムのエネ
ルギープロセスとの何年にも渡る経験を持つ、原子物理
学者のLjubo Ristovski博士により行われました。録画は
３日間行われ、太陽、月、愛、地球のピラミッド、そし
てVratnica古墳で行われました。

これまでのところの研究によると、ピラミッドがエネル
ギーを放出していると結論付けています。エネルギーの
放射は波のようなもので、その波は情報であると（たと
えば、地場、電磁場、超音波、赤外線だったりと） 

多くの人は、ピラミッドが人工的なアンテナのようなも
ので、情報を送信したり受信したりする役割を持っていた
と推測しています。 

太陽のピラミッドの登頂で、30kHzの周波数が発信されるには、ピラミッドのなかになんらかの根源がなければなり
ません。科学者たちは、電磁場が変化可能ななんらかの発電機と放射を放送しているアンテナが必要だということに
賛同しています。 

30kHzの周波数の放射をするには、アンテナは少なくともその波長の1/4の大きさでなければなりません。太陽のピ
ラミッドに関していうと、そのアンテナは2.5キロの長さが必要です（10km/4） 

軍隊では、この周波数で機能する装置は、衛生のレーダーとのコミュニケーションに使われています。30
から150kHzの間の週は風は、宇宙的なラジオコミュニケーションで使用されているのです。

こちら録画されたイメージ

Credit Source: Duh Rtnja
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「すべての神聖な遺跡がこの惑星の新しいライトな存在により、発掘され、チューニングさ
れ、歌ったとき... 地球の歌が再度⽣まれるでしょう。天界の⾳の球体が聞こえてきて、地球
のどこにいてもそのコーラスが聞こえてくるでしょう…この惑星のホログラフィックなグ
リッドとすべての⽣き物の意識がまっすぐ明るく⽴つようになるでしょう。まるで、光り輝
くまばゆい光の柱みたいで、無限の光がまばゆい太陽のように光を放つでしょう。～  

黄⾦時代の地球の歌 
 

この創造を絶する歌、愛と叡智に満ちた歌が、時空を超えた虹⾊の橋を創り、銀河の意識の
統合をお祝いし、⼈類、地球の惑星からの訪問者が受け⼊れられ、意識的に⽣きて、⽬覚め

た状態を介して「統合されたフィールド」を体験する準備が整います」 

ヤンタラジローを介して、ヘルメス・トリスメギストストス

The Earth Song of the Golden Age 
（黄⾦時代の地球の歌）

2016 Bosnia ツアー、ヤンタラジロー、セミール博士と
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3 日程 4 
OUTER JOURNEY / INNER JOURNEY 

JUNE 14 - JUNE 22, 2019 

6月14日金: 1日目: サラエボ到着 /  Hills Hotel 
グラウンディング、統合、探索、調律、育む、勇気 

サラエボ空港到着。空港ピックアップを経て、Hills Hotelへ移動。夜、グループの集まり。(夕飯 ) 

6月15日土: 2日目: サラエボ / ヴィソコ / トンネル / 月のピラミッド 
将来のビジョン、こころの勇気、ソースとの対話 

朝食。ヴィソコへ。標高190メートルの月のピラミッドを訪問。ステップ様式のデザイン。月のピラミッ
ドは、紀元前1万2350(誤差50年）と言われ、古代シュメール文明、バビロン、エジプト文明よりも古
いとされている。月のピラミッドの下に水が集まり、龍と太陽のピラミッドの下にある地下の湖とつ
ながっているいう。しばらく時間をとって、月のピラミッドで瞑想をする。 

ヴィソコにあるレストランで昼食。太陽のピラミッドから約2.9km離れてい
るRavneトンネルを訪問する。クリスタルボウル を鳴らし、トンネルの中
で瞑想。地下水の影響で、Ravneトンネルの中には負の放射能、自然の放射
能、あるいはネガティブなエネルギーさえもないという。ホテルに戻り、夕
飯。それから、セミール博士によるイブニングトーク。(朝食、昼食、夕飯) 

⽩いシャツセミール博⼠　　トンネルの中のパワフルな巨⽯       ⽉ピラミッド 
           

6月16日日: 3日目: サラエボ / ヴィソコ / 太陽のピラミッド（北）/ ワークショップ 
アクティベーション、内なる美、地球の叡智、グリッドの拡大 

朝食。太陽のピラミッド（北側） 訪問。ヴィソコ市内で昼食。Ravne 2 Parkにある会場で午後ワーク
ショップ。ホテルへ戻り、夕飯。  (朝食、昼食、夕飯) 
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3 ⽇日程 4 
OUTER JOURNEY / INNER JOURNEY 

JUNE 14 - JUNE 22, 2019 

6月17日月: 4日目: ザヴィドヴィチ　石の球体 / バシュチャルシヤ 
ニューアース、魂の目覚め、新しいライトボディ、物理的なウェルビーイング 

早めの朝食後、ザヴィドヴィチ（Zavidovići）にある考古学的な石の球体遺跡を体験。一緒に瞑想し、
内なる女性性、男性性のエネルギーとつながる。受け
取り、与える自分へ解放、メキシコやコスタリカ、
ニュージーランドなどにある世界中にある巨大な石
の球体とつながる。 

ヤンタラジローを介して、ヘルメスは、石の球体は身
体にあるそれぞれのチャクラに働きかけ、世界中のピ
ラミッドとつながる手助けをするという。球体の中
心にある共鳴磁場領域は自然にできたもので、ピラ
ミッドの構造と組み合わさることで、特定な周波数
を放出する。これについてはまだ、実証されてはいな
いが、少なくとも石の球体を訪れた多くの人は、近

くで瞑想すると深い静けさ、ピリピリするような感覚を体験するという。 

自然のなかでランチ。その後、ホテルに戻ります。　 

Vranduk Old Townで昼食。バシュチャルシヤ（Bijambare）でショッピングをしてホテルへ。 
 (朝食、昼食、夕飯)  

                                
6月18日火: 5日目: サラエボ / ヴィソコ / Vratnica Tumulus / Ravne トンネル 

インスピレーション、変化は美しい、天使のガイド、高尚な意図 

朝食。Vratnica古墳を訪問。ピラミッドがある地から約5
キロぐらいのところ、道路から32mぐらい高い古墳です。
クロアチアの物理学者が2010年に電磁現象を検知、古墳
の天辺で28kHzのエネルギーが放射されていると。古墳の
登頂でのわたしの体験は、とにかくすばらしかった。静か
に座って、古墳と意識を合わせ、ただそのまま座っている。
そうすれば、あなたの波動が上がり、自然にこの地のボル
テックス
の周波数
とシンク
ロしてい
く。まさ

にここでわたしは過去行われた儀式のメッセージを
受け取り、将来の子供たちが非常に大事で、音と光
の新しい将来へとわれわれが導いていくと。 

再度、Ravneトンネルを訪れ、再び瞑想をし、自然
の中で昼食。 

午後は、セミール博士のグループに参加し、プレゼン
を聞く。それから、サラエボのホテルに戻って夕飯。
(朝食、昼食、夕飯) 
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3 ⽇日程 4 
OUTER JOURNEY / INNER JOURNEY 

JUNE 14 - JUNE 22, 2019

6月19日水: 6日目: サラエボ / クラヴィカの滝 / Mostar Hotel 
リリース、シンプリティ、全体性と流れ、手放す、美と喜び 

朝食。サラエボのHills Hotelの部屋はそのままに、一泊分の荷物を持って、とても美しいボルテック
スのひとつであるクラヴィカの滝へ行き、地球からのすばらしいギフトを受け取りましょう。祝福の
ボジティブなエネルギーに意識を合わせ、地球の生物圏にわれわれのエネルギーボディをシンクロ。 

素晴らしい滝のそばで、アルケミークリスタルボウルの音と一緒に瞑想。それからBuna川の河口のそ
ばで昼食。そのあとは、有名なモスタル町でショッピングしたり観光！　 

モスタルホテルにチェックインして、夕飯。   (朝食、昼食、夕飯) 

6月20日木: 7日目: メジュゴリェ / 出現の丘 / 聖ジェームズ教会 
ハートチャクラを開く、聖母マリア、薔薇のギフト 

この日の朝、聖母マリア様が出現したと言われ、今日まで
人々にメッセージを伝えているとい言われている出現の丘
（Apparition Hill）を訪問。深い静寂、平穏、愛、奇跡的な
癒しの場所。 

そのあと、聖ジェーム
ス教会を訪問し、ホテ
ルに戻って朝食をとっ
て、しばし休息。モス
タルで昼食を取る前に町を回る時間がある。それから、サラエ
ボへ夕飯までに到着。夜は、夏至の前のエネルギーの準備のた
めにアルケミークリスタルボウルの演奏と歌。 

(朝食、昼食、夕飯) 
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3 ⽇日程 4 
OUTER JOURNEY / INNER JOURNEY 

JUNE 14 - JUNE 22, 2019

6月21日金: 7日目: ヴィソコ / 太陽のピラミッド / 夏至 
満月、ソーラー曼荼羅、純粋な力が潤沢に、増幅 

朝食後、集まって朝の瞑想とアクティベーションを行う。午後
に太陽のピラミッドへ行き、ピラミッドの麓にある芝生の広場
を楽しむ。リラックスして、この日のエネルギーを吸収、シェ
アしたり、音楽を楽しんだり、踊ったり、笑ったりして。 

ピラミッドのそばにあるピラミッドロッジでビュッフェの夕飯
を食べ、世界中の集団が集まって音楽、歌、瞑想と踊りを通し
て夏至を祝い、世界へ愛を調和を送る。統合意識（ユニティコ
ンシャスネス）を体験し、世界の中でも大きい、太陽のピラミッ

ドからの祝
福を受け
取ろう！ 

夜の9時ごろ、サラエボのホテルに戻り、次の日の
出発に備え、その日受け取った祝福を統合。                   
(朝食、昼食、夕飯) 

6月22日土: 8日目: サラエボ / 空港 
再誕生、 アップリメント、明晰性と力、具現シフト 

朝食。チェックアウト。みんなに感謝。空港まで移動し、みんなそれぞれ旅を続けます。                  
(朝食) 

 
 

(旅行日程は、よきせぬ事態により、突然変更する可能性があります)  
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ボスニア 2019年6月14日 - 22日 夏至  
ホテル＆ツアー日程 

  五つ星    Hotel Hills   6月14日 - 22日  8泊  
  四つ星    Mostar Hotel   6月14日 - 22日  1泊    
   
  合計        　　9泊 / 9日  
  

早割 
4200 ユーロ　(ツインルームシェア） 

（4月13日まで支払い） 

4500 ユーロ　(ツインルームシェア)  
(2019年4月14日以降) 

 
シングルルーム　追加料金　+225 ユーロ 

含まれているもの: 
サラエボ空港の送迎 
ボスニア国内エアコンバスによる移動・観光ツアー 
ボスニア滞在におけるツアー通訳費 
団体旅行保険（個々で入るのもお勧めします） 
Ravneトンネルへのプライベートツアー（2訪問） 
そのほか、日程表に明記されている場所への入園料 
モスタル、クラヴィカの滝、メジュゴリェのツアー 
石の球体遺跡公園への入園料 
夏至の祝福儀式 
神聖な遺跡での瞑想 
通訳費 
ホールの利用費 
ワークショップ費 
ホテル宿泊費（9泊ぶん） 
旅行日程に記されているご飯 
ホテル宿泊の税金、サービス費など 
 
(旅行日程は、よきせぬ事態により、突然変更する可能性があります) 

含まれていないもの 
ボスニア・サラエボ空港までの交通費・国際線飛行機運賃 
旅行日程に記されていない飲食クリーニング、電話代など 
個人の旅行保険・健康保険など 

前泊する場合、後泊する場合: 
6月14日前、6月22日以降:  
シェアルーム: 一泊 140ユーロ (朝食込）税込  
シングルルーム:   一泊 95ユーロ (朝食込）税込 
空港送迎追加料金なし 

キャンセルポリシー: 
3月22日までにキャンセルした場合、100ユーロ 
4月11日までにキャンセルした場合、500ユーロ  
4月22日までにキャンセルした場合、1,000ユーロ  
4月23日以降キャンセルした場合、返金なし
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ヤンタラジロー(Yantara Jiro) 
ヤンタラジロー氏は、スターネイション、アセン
デットマスター、多次元の光のそんざいと深くつ
ながっています。高次元の周波数の橋渡しをする、
通訳をするライトランゲージを話し、エネルギー
アクティベーションだったり、ヒーリング目的で
話します。 

彼は歌手であり、音と意識を探求しながら、気づ
き、よき世界を創造する手助けをするリーダーで
あります。歌と音が持つ力を通じで、愛と調和を
人々に伝え、この土台を通じて、人々が自分に、
自分の力に気づき、内なる声を表現する手助けを
しています。シンガポールを拠点に台湾、日本、
シャスタ、エジプト、イギリスなど数多くの国々
で聖なるツアーを実施しています。 
 
世界10カ国以上で、ワークショップやセミナーを
実施、世界各国のみなさまと交流するのを楽しん
でいます。自分の気づきの旅をみなと共有するこ
とにより、一人一人が内なる力を使ってソースと
つながり、広い世界の気づきの波との共同創造を
行なう、きっかけを促しています。 

2008年以降、気づきのボルテックスをめぐる、聖なるツアーを実施し、個々の精神世界の旅
をサポートしています。最初に行ったツアーは、2008年のエジプトで、それ以降毎年、ソース
に導かれるまま、異なる聖なるスポットをめぐるツアー実施しています。日本では、京都の三
十三間堂や、明治神宮のライトシティ、屋久島、与那国（海底ピラミッド）を案内。そのほか、
ストーンヘンジ、グラストンベリー、トール、クリスタルマウンテン、スコットランドやシャ
スタなどで、セレモニーを執り行ってきています。2012年と2013年に、全世界でも最大規模
といわれているボスニアピラミッドで、発見者のSemir Osmanagić博士、英国のクレアラッセ
ル女史とともに、太陽のピラミッドで夏至のセレモニーを一緒に行い、登頂で世界各国から何
百人ものの人と一緒に、太陽と月が星とつながる瞬間を祝福しました。 

サウンドユニバースインターナショナルの共同設立者で、米クリスタルトーン社のアルケミー
クリスタルシンギングボウルを世界６カ国以上で販売し、ヒーリング楽器を世界中に広める活
動をしている。世界中の都市、パワースポットでアルケミークリスタルシンギングボウルを演
奏している。 

音の力を介して、愛と調和のメッセージを伝え、インスピレーションを与えることに努め、み
んなが内なる声を表現するサポートをしている。いま、量子学と自然療法について学び、発見
に興味があり、スピリチュアリティと科学の融合に努めている。 

過去に実施した聖なるツアーやプログラム: 
2018/2011             エジプト ‒ 大ピラミッドと神聖ナイル11:11:11 
2018/2015/2013     日本 ‒ 世界遺産屋久島神聖ツアー 
2018/2016/2015/2014 日本 ‒ ウエサクセレモニー（東京）  
2017                     米国 ‒ セドナスピリチュアルボルテックス＆ライトシティツアー 
2017                     中国 ‒ ウエサクセレモニー（上海） 
2016/2013/2012     ボスニア ‒ 夏至のピラミッド聖なるツアー 
2014 エジプト ‒ 銀河のスターゲート聖なるツアー 
2014 中国 ‒ 北京・紫禁城でフラワーオブライフセレモニーに参加 
2014 世界 ‒ 『Crystal Rainbows』と『Gifts of Blessings』発表 
2012 メキシコ ‒ マヤカンファレンス「ソースの変容」にスピーカーとして参加 
2012 台湾 ‒ アルバム『Star Journey 』発売記念コンサート 
2012 米国 ‒ シャスタにて、光を生きる聖なるツアー 
2012 英国 ‒ グラストンベリー聖なるハートのツアー 
2012 日本 ‒ 目覚めた地の歌・聖なるツアーSacred Tour 
2011 エジプト ‒ 11:11:11 グレートピラミッドの目覚め聖なるツアー 
2011 日本 ‒ ワンネスアースサウンドコンサート 
2010 英国 ‒ 地球の歌聖なるツアー 
2009 日本 ‒ ダイヤモンドライトボディの旅・聖なるツアー 
2008 エジプト ‒ グレートセントラルサン聖なるツアー
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テオさんは上海、中国にある製造会社の代表を10年間務めてい
ました。時間が経つにつれて、不満が増え、最終的にソースに
導かれ、2008年に人生の大転換を迎えました。それからヤンタ
ラジロー に出会いました。2009年から、ヤンタラジロー の台
湾での拡大をサポート、中国、日本の地域マネージャーも務め
ています。 

テオは、代替療法、スピリチュアルなことに深い造詣を持ち、
彼自身の長い愛と目覚めの旅をみなさまとシェアしたいと願っ
ています。楽しく、面白く、温かいハートを持ち、あなたのハー
トが開くのをツアー中サポートしていくでしょう。 

ツアー中、あなたがたのツアーリーダーと調整をしながら、み
なさまが楽しく、実りある体験ができるよう務めてまいります。

ドイツで社会学の修士を取得、多言語を操り、マンダリン、英語、ドイツ語、日本語が話せます。 
www.serpentinespace.com

Our Evolutionary Leaders
THEO YEH
コアツアーリーダー 

ヤンタラアジア地域マネージャー 
サウンドユニバース台湾

Sarleia betty
シンガポールツアーリーダー 
サウンドユニバースシンガポール

若い頃から様々なチャリティ団体でボランティアを行なってい
ました。年齢を重ねるに従いその熱意が進化し、カウンセリング、
音とエネルギーヒーリング、そして瞑想セッションを家族、友人、
そのほかの人たちに提供するようになりました。2012年にヤン
タラジロー とともに、サウンドユニバースシンガポールを設立
し、地元の人々にサウンドメディスンと波動ヒーリングをシェア
するプラットフォームを設けました。運営とは別に、サレイヤ
ベティさんはホリスティックなプラクティショナーで、調和を奏
でることで人々を調整し、育むサポートをしています。 

瞑想をするのが好きで、旅をし、健康的な生き方をするのが大
好き。20年間務めた会社員生活を2017年7月に離れ、いまは人々
に奉仕することに従事しながら、クォンタムヒーリングと意識
について学ぶことに積極的に取り組んでいます。 

サレイヤベティは、ハッピーで喜びに満ちた性格、この旅でたくさんの愛と喜びを与えてくれるでしょ
う。英語とマンダリンが話せ、オーストラリアで会計とファイナンスの学士号を取得しています。 
www.thesounduniverse.com
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人生の探求者。18歳でビジネスを始め、車の販売に21歳で参
入。35歳で、中国の車販売代理店トップ500に入る。36歳の
とき、ビジネス競争社会を離れ、内なる精神世界の探求を始
める。 

2013年、先生であるヤンタラジローと出会い、意識、ワンネ
スレベルでパラダイムシフトを体験。今も、先生とともに、
学び、意識を高めている。 

2019年、サウンドユニバースチャイナを共同設立。心地よく
共同創造しながら、もっと健康的に、豊かに、自由を得るた
めの叡智をみなさまとシェアしたいと考える。 

Our Evolutionary Leaders

西川ゆずこ 
日本ツアーリーダー / 英日通訳 
サウンドユニバース東京 

株式会社ゆずカンパニー代表取締役。プラッ
トフォーム事業のゆずワークス、サウンドヒー
リングを提供するサウンドユニバース東京運
営。幼少時代、中高とイギリス、オーストラ
リアで過ごし、慶應義塾大学美学美術史学、
政策・メディア科修士を経て、出版、モバイ
ル事業立ち上げ、映像配信、ゲーム制作を経
て、2012年8月8日に株式会社ゆずカンパニー
設立。古代遺跡好きな父の影響で、小さい頃
からたくさんの遺跡を訪問。中学校の時に、
エジプトへ家族旅行で連れてっていってもら
う。高校のころから、体育の授業でヨガを選
択、社会人になってからデトックスしたいと
ヨガをはじめてみたら、はまり、精神世界へ
一歩踏み入れる。現在社会のなかにいながら、

自分らしく、楽しく、自由にできるかサポートしたいと、会社を退社し、いま現在にいたる。
ここ数年、ヤンタラの日本展開のポジティブな前進をサポート、音、光、喜び、楽しみのコ
ミュニティーの拡大に貢献しています。ヤンタラジローの東京ワークショップの通訳を行い、
雑誌記事の翻訳も行なっている。 www.yzworks.jp 

Wu Hai Dan 
中国ツアーリーダー 
サウンドユニバースチャイナ共同設立者
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Our Evolutionary Leaders

マーサの周りをケアする性質はさまざまなヒーリング技術を使った職
業へと変わっていきました。いちばん興味あるのは、波動的な薬・医
療で、古代からのサウンドヒーリングです。声、音楽、音叉、アルケ
ミークリスタルシンギングボウルを組み合わせて、運営するセンター
や、世界でセッションを行ったり、ワークショップで行なっています。
カナダでいちばん大きいアルケミークリスタルボウルセンター、アル
ベルタ・コクランに「Amaryllis Centre For Healing」を運営してい
ます。 

インドネシアの青年プロジェクトでワークした経験もあり、アニマル
コミュニケーターとしてのスキルを活用してスマトラの象、ボルネオ
のオランウータンとワークしたこともあります。人間と動物に対する
ボディートーク認定施術師、電動指圧施術師でもあり、国際バイオエ
ネルギーメディスンで引き続き学んでいます。人間と動物のための
ファーストエイドホメオパシーケアを完了しています。引き続き、さ

まざまな講座、セミナー、カンファレンスにでて自分自身のアップグレードに勤めています。 
 
www.amarylliscrystalgarden.com

Martha Birkett
カナダツアー代表 

サウンドユニバースカナダ

ウィニー
台湾ツアーリーダー

2011年にヤンタラジローさんと出会ってから、変容の旅がはじまりま
した。台北にあるサーパンタイン空間のプロジェクトマネージャーで、
台湾でアルケミークリスタルボウルを積極的にシェアしています。 

世界中さまざま土地を訪れ、例えば屋久島、ボスニアの太陽のピラミッ
ド、イギリスのストーンヘンジを訪れ、アルケミークリスタルボウル
と一緒にその土地と共同創造をしてきました。 

日常的にヘルメスの7の原理を遂行し、神聖な場所から受け取ったエ
ネルギーだったりギフトをセッションでシェアしています。また、同
時にセッションでは、アルケミークリスタルボウルと一緒にどのよう
に共同創造するか、願いを現実に実現化するサポートを行なっていま
す。アルケミークリスタルボウルをみなとシェアすることに熱心で、
人々が自分の精神の道を進むサポートをすると心底信じている。「人
生はいろいろな側面で豊かさに満ちている」
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Our Evolutionary Leaders

Teresa Lee 
日中通訳

台北在住。2007年から自己の探求をはじめている。この8年
間は、スピリチュアルに関するワークショップの通訳として、
中国、台湾、マレーシア、ネパールなどさまざまな場所で勤
めている。また、インドで有名な哲学と瞑想学校O&Oアカ
デミーのシニア通訳である。 

コロンビア大学から卒業後、通訳として働き始めるまで、旅
雑誌、写真家としてフルタイムで働いていた。また、書籍「人
間関係の自由」（ Preethaji) と「愛に目覚める」 (Amira 
Loo)を翻訳している。 

2016年以降、ヤンタラジローの聖なるツアーに参加し、ボ
スニア、セドナ、屋久島で中国語の通訳をとして参加し、ユ
ニバースのシンクロを楽しみながら、旅をしている。

セミールオスマナジック博士（Dr. Semir 
Osmanagich）、ボスニア、ヴィソコから20マ
イル離れたゼニカ生まれ、サラエボ大学で国際
経済、政治で修士取得 。後に歴史社会学で博士
号を取得。1993年にボスニアを離れ、テキサス
ヒューストン在米。 
 
彼の世界史観 - ボスニアで発行した書籍（アメ
リカで訳されて発売）によると - は一風変わっ
ていて、「マヤ象形文字によるとを彼らの先祖
はプレアデス人であると、　アトランティスに
到着し、高度な文明を創造した」と。 

2005年4月、様々な壁にぶつかりながらも世界
にシェアするという意思でボスニアのピラミッ
ドを発見。ボスニアのピラミッドは世界のため
のものと信じている。その発見が、希望、愛、調和、光と祝福をボスニアを超え、与えていくと心
から信じている。 

世界中を旅し、ボスニアピラミッドを紹介、科学と精神の橋渡しをし、一つであるとみなに伝え、
気づきを伝えている。10年間で、ボランティア、そしてピラミッドを世界中にシェアする重要性に共
鳴したものの手助けで、たくさんのことが成し遂げられている。

セミール・オスマナジック博士 
ボスニア太陽のピラミッド機構の創立者
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