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THE TWELVE Q&A
英語のQ&Aビデオ（字幕なし）を視聴またはダウンロードするに
は、https://lecielfoundation.com/watch-the-twelveにアクセ

スしてください。  

1.	 このカウンシルのアイデアはどのようにして生まれましたか？
2.	 12人の長老をどのようにして見つけましたか？	
3.	 なぜ長老たちが選ばれたのですか？彼らの伝統が選ばれた理由は何	
	 ですか？
4.	 なぜニューヨークの国連で行われたのですか？
5.	 国連との協力の目的は何でしたか？
6.	 儀式にかかった時間はどのくらいでしたか？儀式では何が行われま	
	 したか？	
7.	 その2日間で何が起こりましたか？
8.	 長老たちは宗教的な存在ではないと言われますが、映画の中で時折	
	 「神」という言葉が使われます。それはなぜですか？
9.	 長老同士はどのようにコミュニケーションを取っていましたか？
10.	 長老のニューヨークにおける経験と儀式自体の目的には何か意味が	
	 ありましたか？
11.	 まだ長老たちと連絡を取り合っていますか？
12.	 Le	Ciel	財団内ではチームとしてどのように運営されているかにつ	
	 いて教えてください。
13.	 共同設立者が出会ったきっかけはどのようなものでしたか？
14.	 The	Twelveで達成したいことは何ですか？
15.	 The	Twelveはどのような行動を促すことができますか？
16.	 The	Twelveを製作する際の具体的な課題は何でしたか？
17.	 Le	Ciel	財団はどのように資金援助されていますか？
18.	 Le	Ciel	財団とその使命を支援するため私達に何ができますか？

https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve
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1.	 カウンシルに12人の長老が集結するというアイデアはどのようにして生まれましたか？

Le Ciel 財団は2016年に9人の共同設立者によって創設され、その全員がスピリチュアルな成長の道
を実践しています。それぞれの道程で、ビジョンや伝達を通して人生の使命が私たちに与えられまし
た。これらの使命のほとんどは自分一人で達成することはできないほど大きかったため、私たちは共
に、生涯をかけてすべての集団的使命を達成するため積極的に協力することにしした。

12人のカウンシルはこれらの使命の一つであり、設立者の一人が受け取った非常に明確な一連のビジ
ョンを体現したものでした。特定の日までに世界中から12人の長老、つまり6人の男性と6人の女性を
見つけ、ニューヨークの国連に連れて行き、私たちの知らない特定のタスクを実行するという使命です。

このビジョンが私たちの一人だけに送られたのではないということを明確にする必要があります。 他
の多くが同じメッセージを受け取りました。実際、私たちは、長老を探す旅の途中で、そしてカウンシル
の後でも、一語一句まったく同じ伝達を受け取ったけれども行動を起こさなかったか、それを実現する
方法を見つけることができなかった人々に出会いました。
私たちの一人がそのメッセージを受け取る前にこの使命を人から聞いたことさえありました。 

2.	 12人の長老をどのようにして見つけましたか？	

私たちは長老たちを見つけたとは思っておらず、むしろ彼らが私たちを引き寄せたのだと感じていま
す。それにもかかわらず、私たちは彼らを見つけるため、いくつかの異なる方法を使用しました。

• 直観、夢、リーディング、チャネリングの組み合わせによって、次の完璧なステップを見つけることが
できます。 正しく、誠実であり、成功への道へと導くステップです。 

• 私たちは、12カ国の国名と訪問する順序を受け取りました。また、各長老が男性か女性かという情
報も受け取りました。 

• 長老を見つけるためのステップに導いてくれる連絡先を手に入れました。私たちが連絡した人々
は、必ずしも長老を知っているわけではありませんでした。彼らは驚き、協力できないとさえ感じて
いました。ある時点で、十分なエネルギーを持って目的を達成しようとすると、それに最適な長老を
知っている誰かが魔法のように現れたと言う人が出てきました。名前を教えてもらい、正しい人物で
あるかどうかを通常のプロセスで確認しました。

• その人物の名前が正しいことを瞑想で確認したら、チケットを予約し、長老に会いに行きました。 
• 私たちが長老に会うことを可能にするプロセスは、フローの概念に完全に基づいており、それを完

全に信頼して実行に移します。私たちはこれらの概念に関してグループとして、また個人として体系
的に試練を経てきました。飛行機に乗る特定の日付が示されたという理由だけで、飛行機のチケッ
トを取り、長老と合う約束もないまま他国に到着することもありました。私たちは最終的に彼らに会
うために、完全なフローと精神の中にいる必要があり、そのためには謙虚さ、信仰、正確さ、信頼、喜
びなどのトピックに関する試練をうまく乗り切る必要すらありました。 

ついにその長老たちに会いそこに来た理由を説明したとき、多くの場合、私たちが来ることを、その旅
を始めるずっと前に予測していたと伝えられました。私たちに限らず、その理由のため誰かが来ること
を知っていたのです！
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3.	 なぜこの長老たちが選ばれたのですか？彼らの伝統が選ばれた理由は何ですか？

彼らは、映画の中で彼らの名前と共に紹介されているスピリチュアルな鍵を完全に体現しているた
め、国連でこの非常に特別な儀式に参加しました。 
彼らは、宗教、伝統、あるいは文化を代表して表現するためカウンシルに参加したのではありません。彼
らのほとんどは有名な人物ではなく、 指導者でもありません。
彼ら全員がスピリチュアルに働くようになったとき、この12の鍵はパズルのピースのように共に引きつ
け合い、儀式の持つ力を強め、より高いレベルに到達しました。さらに、人類が12の鍵すべてを融合さ
せた場合、調和のとれた世界と持続可能な再生の基盤となることでしょう。

4.	 なぜニューヨークの国連で行われたのですか？	 

ニューヨークと国連は、私たちに伝達された一連のビジョンの「パッケージ」です。この場所は私が選
んだものではなく、ずっと« 計画 »の一部でした。

映画で詳しく説明されているように、国連とマンハッタン全体は、そこで行われる儀式の拡大鏡として
機能するエネルギーの中心です。国連がここに建設されるはるか昔、この地域はアメリカ先住民の聖地
でした。エネルギーの中心は常にそこにあり、伝統的な知恵はそれを知っていました。

5.	 国連との協力の目的は何でしたか？

国連との協力は特にありませんでした。 国連事務局は私たちが来ることを知りませんでした。私たち
は1年以上前から多くの様々な人々からアクセスを約束されていましたが、こうした約束は具体的な形
を取ってはいませんでした。カウンシルの数日前、私たちは国連を拠点とするNGO団体であるEquator 
Initiativeに紹介され、その団体が部屋を確保しました。これについて、私たちはとても感謝しています。

前にも述べたように、それは国連というよりエネルギーの中心と捉えられていましたが、この映画が国
連総会で上映されることを私たちは強く希望しています。これを達成するための支援は大歓迎です。 

6.	 儀式にかかった時間はどれくらいでしたか？儀式では何が行われましたか？

カウンシルは2日間続きましたが、儀式自体はわずか7分間でした。 
ニューヨークに到着したとき、国連で何が起こるか見当もつきませんでした。
カウンシルの2日前に、ガボンの代表団は、儀式を完全に「受け取った」として、それを私たちに伝えに来
ました。彼らは、長老たちはこの創造的儀式を行うためには多大なエネルギーを必要とし、相当な労力
を要するので、最終的な瞑想の所要時間を7分以上にはできないと言いました。

7.	 その2日間でどんなことが起こりましたか？

初日は総会の開始日でした。カナダからやって来たモホーク族の代表団は、カウンシルをアメリカ先
住民の領土に公式に歓迎すると述べました。ハウデノサウニーの伝統で、彼らはカウンシルを「束ね」（
明確で特定のミッションワークのために集まった人々のグループで、成功する結論に導かれることを可
能にするため）、グループがスピリチュアルな指導と目的の下で連帯し平和に協力できるよう方向性を
提供しました。それから、一日かけて、長老たちはお互いに自己紹介しました。 
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初日の夜、長老たちは、儀式に対する意図（結果に望んでいるもの）を述べるよう求められました。  そ
の後、彼らの意図をまとめ、それらすべては平和と調和という2つの言葉に集約できることに気付きまし
た。

国連での二日目の朝、各長老は、真にスピリチュアルな側面に接続できるよう、他の人々に翻訳して解
釈することもなく、祈りを捧げる時間をそれぞれ与えられました。それぞれの祈りはキャンドルを灯すこ
とから始まり、徐々に光の輪を広げていきました。

すべての長老のビジョンと意図を伝えることから始め、彼らがどのように平和と調和のテーマと共鳴し
ているかを共有しました。平和と調和は、儀式中に作成された計画の2つの主軸です。 

この時点で、儀式を開始する準備が整ったため、撮影を停止して出席者全員が儀式に集中できるよう
にしました。

この儀式では、指導にしたがって7分間瞑想が行われ、長老たちは平和と調和に基づいたまったく新し
い現実と世界の意図を創造しました。その7分間の後、彼らの意図は永遠/宇宙/根源へと送られました。

この時点で、エネルギーは非常に強力であり、部屋にいた多くの人々が、空に向かって昇る光とエネル
ギーの筋を（心の目の中で）一様に目撃したと言うほど明確でした。

その意図の送信が成功すると、大きな音で音楽を流して心と精神が別の何かに集中するようにし、送出
された意図と祈りを永遠/宇宙/源が受け取れるようにしました。これに関しては、レストランで注文する
ところを想像してください。料理を選んで、メニューを見続けていると、ウェイターは注文を受けること
ができません。 

ガボンのマスターアトームが閉会の辞を述べ、カウンシルは3年前に受けた明確なビジョンを確認す
るための行事であることを述べました。 そして光の輪は閉じられ、12人のカウンシルの閉会を告げまし
た。

8.	 長老たちは宗教的な存在ではないと言われますが、映画の中で時折「神」という言葉が使われま
す。それはなぜですか？

「神」という言葉は、ガボン人の長老マスターアトームによって使用されています。彼が話している神
は、私たちが宗教で語るところの神ではなく、原始の伝統、永遠、宇宙または源からの創造主のことで
す。彼らの寺院の前には十字架がありますが、それは、水平性と垂直性というスピリチュアルな原則を
表現しています。

9.	 長老同士はどのようにコミュニケーションを取っていましたか？

映画で描写されているように、彼らはお互いを感じ、精力的にコミュニケーションを取ることができま
す。 
彼らには、翻訳者とアシスタント（しばしば精神的なマスター）がいますが、ほとんどの場合、彼らはエネ
ルギーのレベルで、心と心でコミュニケーションを取りました。
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10.	 長老のニューヨークにおける経験と儀式自体の本質には何の意味がありましたか？

彼らのほとんどは村から出て旅行したことがなかったので、旅行とニューヨーク訪問は新しい経験で
した。騒音、活気、自然の欠如、および街の喧騒は彼らを疲れさせていました。
彼らのほとんどは、たった1日で家族、コミュニティ、自然が恋しくなって、できるだけ早く家に帰りたがっ
ていました。

しかし、彼らは楽観的でした。 皆、強い使命感を持っていて、この共通の儀式に参加することが彼らの人
生の目的の一部であることを知っていました。 
彼らは私たちに無私無欲な協力の美しい姿を見せてくれました。彼らは皆、ためらうことなく、惑星のす
べての生き物のために、ある集団の儀式を創造するため、伝統をしばし無視することを受け入れまし
た。 

儀式の後には、彼らはその成果に充実感を感じ、私たち全員が再び一緒に仕事をすることができるかど
うか、そして彼らが毎年儀式を行うことができるどうかを私たちに尋ねてきました。

11.	 まだ長老たちと連絡を取り合っていますか？

はい、もちろんです。  私たちはさまざまな方法で長老たちと関わっています。

まず、コミュニティプロジェクトを通じて連絡を取っています。資金集めのエキシビションとオークショ
ン販売会、「知恵と自然」の開催後、各長老は自分のコミュニティ内でのプロジェクトに着手するため
10,000ドルを提供されました。
例えば、ボツワナの長老たちはブッシュスクールを設立し、トランスダンスを通じて、ブッシュ、狩猟、植
物、薬についてや治療法について若者たちに教えています。そのイニシアチブは大成功を収め、カラハ
リ砂漠全体に噂が広がり、今ではより多くの学校をブッシュマンは求めています。そのため、今年もこの
取り組みを継続する予定です。
他の長老たちは、言語、治療、文化、保全、音楽などに関するコミュニティプロジェクトを開始していま
す。

2つ目は、ホリスティック・ビジョン関するシンポジウムを通した関与です。12人のカウンシルでは、将来
の変化の可能性を高める計画が策定されました。このシンポジウムは、具体的かつ実用的な継続性、ス
ピリチュアルな支援と長老たちの教えの力を借りてこの変化をどのように顕現させるかを検討したの
事例です。37か国以上から144人のイノベーター、インフルエンサー、投資家が、現代の主な問題に関
する12のトピックに取り組んでいますが、彼らは共通した手法で取り組み、他者を考慮しないと問題は
解決できないことを認識しています。各トピックはグローバルな問題解決の一部であり、そのうちの1つ
だけでは改善につなげることはできません。これらの12のトピックの中心で、長老たちは「現実におけ
る神聖性」を示しており、適切な価値（完全性、責任、団結、連携、進化）と、自然、宇宙、生きとし生けるも
の、そして人類の真の本質への適切なレベルでの繋がりなしに、持続可能で責任ある解決策は生まれ
ないことを認めています。そうすることによって、彼らはそのイニシアチブ全体を精力的かつ精神的に
支援し、現代に生きるすべての年代層にとって、伝統的な知恵がどのように役立つかを示す完璧な事例
示しているのです。
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12.	 Le	Ciel	財団内ではチームとしてどのように運営されているかについて教えてください。

Le Ciel 財団の主な目的は、現代文化と伝統的な英知の架け橋になることです。私たちは、子供たちだ
けでなく、生きとし生けるものに持続可能でより良い未来を築くするため、そして自然とつながり、人間
の本質と再び近づくために、世界中の伝統的な知恵が精神的で非常に実用的な鍵を私たちに与えてく
れると信じています。

チームとしての私たちの目標は、この知恵を現代生活に取り入れ、それが複数のレベルで実行可能で
あることを証明する方法の具体例を示すことです。私たちはそれを実行に移し、提唱している事と行動
の一貫性を保つよう最善を尽くしています。

Le Cielは完全にフラットな組織として運営されています。私たちの組織はコミュニティベースであり、コ
ミュニティによって支えられています。前に述べたように、私たちは一貫してフローで機能しようと取り
組んでいます。私たちの決定は、ほとんどの場合、ガイダンスに従って行われ、ガイダンスに従って整合
性のとれた次の正しいステップを求めます。私たちのソウルを成す使命の道を歩み、目的に導かれて
います。毎日が、自分自身のための、学び、成長する機会です。私たちはお互いに愛情をもって正直にな
ることで成長できるようにお互いをサポートし、善悪を問わずあらゆる状況が様々な理由で私たちにと
って教訓であることを認め、目前にあるすべての問題に対処します。私たちが他者の中に見ているもの
は、ポジティブなことでもネガティブなことでも、常に私たちが心に秘めているものを反映しています。

私たちはチームとして結束して機能し、フローに乗り維持するために十分な集団的エネルギーと共鳴
力を維持して成功しなければなりません。状況が停滞しているように見える場合、外部の要素が私たち
を圧迫している、または減速させているように見える場合、私たちは一度立ち止まり、どんなグループ内
の要素が困難を引き起こしているのかを見つけようとします。私たちが直接持った経験から、その道を
受け入れている限り、手放し、宇宙の計画に心を開くというこのプロセスは常に最高の結果をもたらす
ことを知っているため、私たちは疑問を持たず心から信頼してそれを実行します。どんなに複雑で難し
いものであっても、私たちが成長するために必要なものです。

例を挙げましょう。カウンシルの5日前（メンバーの大半がその2日後に到着）、モホークの代表団が開会
式を行う会場、つまり、国連の会議室を確保できていませんでした。 

何十億人もの中から12人の長老を見つけた私たちは、一見簡単に達成できる課題に直面したことに驚
きましたが、カウンシル開催には自信を持っていました。私たちがここで障害に遭うのであれば、それ
はチームとしてフローの中で動いていないためであり、これを解決するには自分達で取り組む必要が
あることも感じていました。
そのため、私たちは状況をより詳しく見定め始めました。私たちは、過去のスピリチュアルな取り組みか
ら、カウンシルのテーマが団結であることを知っていました。チームとして、私たちが直面した数々の困
難と挑戦に立ち向かうことで、団結の状態を達成したと考えました。しかし、誠実さと謙虚さを持って注
意深く見てみると、まだ達成できていないという結論に達しました。私たちの間にはまだ誤解、抑圧さ
れた感情、解決すべきことがありました。

その週、ニューヨークは晴れていましたが、この日の空は暗い灰色の雲に覆われていました。私たちは
誠実さを持って一緒に取り組み、真の団結を目指しました。
怒り、涙、笑い、長い沈黙、告白、そして激しい議論がありました。しかし、約6時間後、空は晴れ、私たちは
団結に達したことを心の奥底で感じました。
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それを達成してすぐにコンピューターの電源を入れると、数分後に、私たちのメンバーの一人が最後の
望みをかけて連絡した国連NGOであるEquator Initiativeから最初のメールが来ていました。そのNGO
から、国連の部屋とすべてのメンバーのセキュリティパスを取得できるという通知を受けました。

翌朝、総会から連絡があり、数日前に私たちが送ったリクエストを検討しており、カウンシルの初日を
開催できるという知らせでした。

圧迫していたすべてのものを手放すことで、私たちは再びフローの中に入り、ガイダンスで次のステ
ップを受け取り、それを信頼して従う準備ができました。

13.	 Le	Ciel	財団の共同設立者達が出会ったきっかけは何でしたか？

それぞれのスピリチュアルな道が私たちを導いてくれました。12年以上前の2007年に出会ったメン
バーもいれば、他の5〜6人は2016年に財団が設立される数カ月前に出会いました。数年にわたって一
緒に変革ワークショップを開催してきた人もいれば、これらのワークショップの1つに参加しグループに
紹介され、その後参加した人もいました。共通の価値観、目的、目標があり、そして精神的な共通点によ
って私たちは集まってきました。

14.	 The	Twelveで達成したいことは何ですか？

私たちは、長老たちと時間を過ごすなかで強く経験したこと、そして伝統的な知恵、つまりメッセージ
に共通することを意図的に伝えようとしました。長老たちは大きく異なる伝統世界や国々から来ており、
彼らのほとんどは他の人の伝統や精神性とは一度も接触したことがありませんでしたが、皆同じメッセ
ージを共有していました。 

私たちは、長老たちのメッセージが広まり、視聴者が彼らに共鳴し、映画に影響を受けることを願ってい
ます。 

この映画は、人間であることの意味と、自然と共に調和して生きることの重要性を思い出させるもので
す。
私たちは皆、同じように神聖な魂を持つ存在です。私たちが自然や真の本質とつながっているのであれ
ば、神聖な次元の経験をすることができます。このリコネクションを経験するには、直接的な経験が必要
です。 それは信条、考え、教義が与える結果ではありません。 

私たちは皆、源との直接なコネクションを持っています。それは謙虚さと誠実さの本質とつながること
から始まります。そこから、人生、目的、意味、結果、行動に関する多様で幅広い視点を持つことができる
ようになります。このコネクションを育むことは、人類の進化への道です。

公式に公開されると、映画はQ＆Aを含めてダウンロードできるようになるので、人々が集まり、経験を
共有し、感じ、つながり、議論し、一緒に行動できるよう、視聴者が映画を共有し、自分のコミュニティで
上映会を行うことを願っています 。 
コミュニティがこれらのメッセージと価値に基づいて創設され、明るい未来を構築するという点で先住
民の知恵の価値を十分に理解し、そして積極的に変化をもたらすためにコミュニティとオープンに協
力することを願っています。 
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15.	 The	Twelveはどのような行動を促すことができますか？

私たちは、行動を起こす方法はいくつかあると感じています。 
まず、責任感を持つ必要があります。私たちの周りで起こっていることは、私たち自身に起因するもので
す。自分自身、他の生物、自然から自分自身を切り離すことにより、私たちはこうした現実を自ら作り出し
ています。私たちがいる状況は、私たちの思考、行動の結果であり、分裂、個人主義、否定といった見方
をすることで引き起こしているのです。個人および集団レベルで、私たち以外の誰もこれに対する責任
はありません。私たちのほとんどがシステムの構築に関わっていなくても、それを唯一の具体的な選択
肢として受け入れることで、その存在を強化しているのです。

第二に、私たち自身の本質、自然、すべての生きとし生けるものと再び繋がる必要があります。とてもシ
ンプルです。個人やコミュニティがその本質を頻繁に経験し始めた場合、彼らは再び自分自身を見つ
け、自分自身について気づき、スピリチュアルな瞬間を持つ自分の時間を大切にし、すぐに手が届かな
いように見えるものが、第二の本質や必要不可欠なものになります 。
これは石器時代に戻ることを意味するのではなく、自然と宇宙と完全に調和した、より良い現代生活を
送ることを意味しており、完璧に出来上った2つのモデルの恩恵を受けます。

3つ目に、私たちは愛とオープンな心を持って一歩下がって長老たちに耳を傾け、彼らから学び、彼らと
協力し、敬意をもつ必要があります。彼らの教えにより、私たちは神聖なものの重要性を理解することが
できます。それは、成功して調和のとれた社会モデルとライフスタイルを構築するため、直接的な経験
とエンパワーメントからくる真のマインドフルネスを手に入れることを意味します。

先住民の文化は、破壊的な行動を止め、自分自身そしてすべての生物や地球との関係を改め、すべての
生きとし生けるものと再び繋がり、私たちがこの宇宙で正しい場所を取り戻すために人類に5年から6
年の時間を与えます。 こうした時間においては、謙虚さと感謝を持って、人はフローの中に存在します。
私たちの信念や生き方を変えなければ、人類は革命の中で行き場を失います。それは、人類が同じこと
を繰り返すことを意味します。古代の知恵を学び、宇宙がどのように機能しているか、そして宇宙におけ
る人間としての真の役割を理解することによって私たちの生き方を変え、進化への道、つまり良いスパ
イラルに入ることができます。
多くの人々は、これらは重要な時期であり、世界中で起こる多くの驚くべきイニシアチブと動きによって
変化の可能性が現れてきていると感じます。十分な数の人々がこれを感じ、何かが起こっていると信じ
る時、変化が本当に訪れる可能性が現れる転換点に到達します。
現時点では、すべてのアクション、すべてのメッセージ、すべての目的に突き動かされたイニシアチブが
重要です。 
今大切なことの全ては、コラボレーションです。私たち一人一人が、本質の内側を見て、私たちの個人的
な、そして集団的な行動を促すものが何であるかを確認する必要があります。 

16.	 The	Twelveを製作するにあたって具体的な課題は何でしたか？

映画を製作することにおいては、計画と予測がすべてです。この映画の条件は真逆であり、計画性はま
ったくなく、すべてを一度に1ステップずつ実行する必要がありました。

私たちの共同設立者、映画製作者、共同ディレクターの一人であるルーシーは、私たちが誰と会うかも
分からず、調査不可能で、翌日何をするかも分からない絶え間ない挑戦の下で、コンフォートゾーンか
ら抜け出さなければいけませんでした。この映画の制作は、骨の折れるプロセスでした。ルーシー自身
は、映画製作の開始時点では、自分のスピリチュアル性に気づかず、自然についての映画を作りたかっ
たと言います。
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しかし、彼女が多くの長老たちに会うにつれて、彼女は精神世界とのつながりが本物であることに気づ
きました。映画の主題の本質を捉えるために、彼女は一度立ち止まり、手放し、自分自身を見つめ、その
プロセスをさらに信頼する必要がありました。それと同時に、映画製作プロセス全体が変化し始め、徐
々に自分自身についての継続的な学習プロセスと成長の機会へと進化していきました。

17.	 Le	Ciel	財団はどのように資金援助されていますか？

Le Ciel 財団は、英国を拠点とする慈善団体です。当財団は個人の寄付により支えられています。私た
ちの最初の4つのプロジェクトと長老向けのコミュニティプロジェクトは、個人的な貯蓄だけでなく、Le 
Cielの使命に共感する個人からの寛大な寄付に支えられてきました。ニューヨークで開催された「知恵
と自然」エキシビションの最終オークションでも、300,000ドルを集めることができました。

今日、私たちのプロジェクトがより大きく、参加者がより多くなるにつれて、一般からの寄付だけでなく、
私たちの取り組みやメッセージに共感する企業や企業、財団、組織からの寄付にも頼っています。ミッシ
ョンとプロジェクトを実行するにはお金が不可欠です。さらに多くの支援が必要なため、当財団の取り
組みを支援されたい方はどなたでも歓迎します。

18.	 Le	Ciel	財団とその使命を支援するため私たちに何ができますか？

当財団とその使命を支援できる方法は、複数あります。

• 映画を広め、コミュニティで上映会を開催し、他のコミュニティが独自に上映会を開催することを奨
励し、映画のメッセージについて議論、ディベートし、世界中の伝統的な知恵や人々の知識について学
びましょう。少ない金額でも寄付をしてください。そうすれば、私たちは活動を続けることができます。
 https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve

• CitizenOSと協力して開発されたコミュニティプラットフォームに参加するには、まずはこのリンクに
アクセスしてください。そして、上映会を通して、変更を起こすためのコミュニティ活動を計画し実施して
ください。
 https://lecielfoundation.com/the-twelve-community

• 映画の翻訳をご希望の場合は、hello@lecielfoundation.comまでご連絡ください。

• 当財団ウェブサイトにアクセスして、プロジェクトの詳細をご覧ください(https://lecielfoundation.
com/our-projects-for-2019-2020/)、そして変化を起こすための経済支援に力を貸してください。

• パートナーになれる可能性のある企業、組織、財団をご紹介ください。（
hello@lecielfoundation.comまでお問い合わせください）

• Facebook(http://facebook.com/lecielfoundation)とインスタグラム
(http://instagram.com/lecielfoundation)で「いいね！」とフォローをお願いします。

• このリンクにアクセスしてニュースレターを購読してください：
https://lecielfoundation.com/subscribe-to-our-newsletter

ありがとうございます！

https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve
https://lecielfoundation.com/the-twelve-community
https://lecielfoundation.com/our-projects-for-2019-2020/
https://lecielfoundation.com/our-projects-for-2019-2020/
https://lecielfoundation.com/subscribe-to-our-newsletter
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この映画が私たちに無料で配信され、世界中の多くの視聴者が長老たちのメッセージを見たり
聞いたりできるようにすることが重要です。

ストリーミングとダウンロードはCO2排出に影響します。この映画が気に入りミッションに共感さ
れた場合は、映画配信に使用されているデータセンターからの二酸化炭素排出量を軽減するた
め、2ポンドを寄付していただけると幸甚です。

より多くの寄付をすることで、映画をより多くの言語に翻訳する支援をしたり、次の映画製作やさ
まざまな取り組みをサポートすることができます。全ての寄付は大変重要です。ありがとうござい
ます！

 £2-木を植えることにより、映画の配信に使用されるデータセンターの二酸化炭素排出量を軽減し 
 ます 

 £5-映画の配信に使用されるデータセンターの二酸化炭素排出量を軽減し、より多くの言語への 
 翻訳資金を援助します

 £10-映画の配信に使用されるデータセンターの二酸化炭素排出量を軽減し、本映画と次の映画 
 をより多くの言語にの翻訳する資金調達を助けます

 £50-映画の配信に使用されるデータセンターの二酸化炭素排出量を軽減し、本映画と次の映画 
 をより多くの言語にの翻訳すること、さらに他のプロジェクトの資金調達を助けます

 Le Ciel 財団の進行中のプロジェクトおよび将来のプロジェクトの支援のために寄付する金額を 
 選択してください

Contribute here : 
https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve

https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve

