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も私の仲間にたいして妨害が試みられましたが︑私が法則の知識

をもっていたために助手を悲惨な目にあわせないで済んだのです．

そこで私は暗躍グループの活動を指適するハニー氏の記事を︑

こうした勢力が活動し始め

恐怖は暗躍グ

読者が注意深くまじめに読んで下きるようにお顔いしたいと思い

ループの武器の一つであるからです︹︺

ます︒ただし恐怖心をもって読んではいけません

るときにそれ．を見分けるのは容易です︒たとえばその教侯として

例をあげますと︑一生懸命に働こうが働くまいが︑肩甲骨問の緊

世界中の罪のない善良な人々にたいしておこなわれているサイ 張すなわち頭部が脊椎骨に連結する場所の緊張はひどい頭痛をお

や理性が想念の基礎となっていたのに︑それにかわって不信と疑

レンス・グループのあつかましい活躍ぶりを結適しょぅとするハ こして洞察力に影響を与え︺ます するとかつては論理的な考え方
ニー氏の努力にたいしこ︑私は敬意を表するものです︒

きわめて功妙に組織されているこの暗躍勢力は︑今ゃ必死にな 惑が入り込んで来るようになるのですゥ恐怖心のともなった混乱

プレックスにおちいり︑かつて信用していた人を恐れるようにな

これについて私は証拠を持っ 態にします︒すると︑ときとしては本人は自己隣びんと迫害コン

っています︒現在彼らは裔望的観測をもって私のような人間を抹 状態と筋肉運動の共同作用の欠乏は︑本人を絶えまのない防衛状
殺せんものとおびやかしています

ています︻︶ というのはかつて私が信用していた一個人から私は脅

迫状を受けとったからです︒彼らがまさかこんな手段ほ訴えると るのです︒
は信ずることができませんでした︒この手紙は個人の署名つきで そこで本人は心の平静さをとりもどそうとして聖書を読んだり

うした結果をもたらすかに気づいていないのだろうと思います︒ すが．満足すべき結果は得られません︒本人の正常な理性はもは

来ましたが私としては彼らは無知なのであってこんなやり方がど 不安な心を静めるために他の修養的な方法を応用したりするので
やなくなっている一からです︒
真実が表面化するにはときとして長い時日を要しますが︑いつ・

精神修養がまだなっていないことを示しています︒さもなければ

かば明らかにされます︒チュー‖ノブヒで私はひどい日にあいまし 例をあげますと†私を殺してやるという前記の脅迫状は本人の
たが︑．そのとき私の講演が妨害された理由は今私にょくわかって

力をもたねばなト′ません︒たがいにゆずり合う相互扶助の精神が

います︒私は病気になり︑肺炎を克服するためにつらい日々をサ こんな手紙は書けないでしょう︒
ーごしました︒その当時でさえも反動勢力が二方面に働きかけてい かかる問題を解決するためには︑状況にたいする理性的▼な理解
1ましたっ世界講演旅行と自宅の両方にです︒病気が回復してのち

必要です︒関係国が各自の諸問題をすすんで相談し合って責任を
分担しないかぎり︑相互破凰のとむなわない戦争は決してなくな
らないでしょユノ話し合えば戦争の危険は消えて平和は回復され
ますっ両方のがわの誤ちをみとめて︑しかるのちそれを許し︑忘
れてしまうことです︻し
過去の一協力者から昨年九月に私宛に送られてきた手紙によっ
てひきおこされた混乱と誤解とを解決するためほ︑私は海外の全
GAPのリーダ1に対する私信としてこの紙面︵注︒ハニー氏の
ニューズレター︶を借りることにします︒これから述べる声明は
私自身の声明ですから文責は私にあります︒
過去の関係の解消に関する例の出来事ほついて︑みなさんはそ
の語句一面のみしか聞いていないということ︑あらゆる話には二
つの面があるのだということを先ず銘記して下さい︒世界語演旅
行で私がみなさんをお訪ねしたときのことを思い出されるでしょ
うが︑私はあの当時協力者たちをほめたたえて︑彼らの能力をこ
よなく信頼している旨を述べました︑しかし今は状況が異なって
います︒
発生した出来事について私はこれまで沈黙を守っていましたけ
れども︑混乱を解決するために記事でもって説明する必要がおこ
るかもしれません．なぜなら書かれた文章はその意味内容に関し
て他人の個人的な印象でゆがめられることはないからです︒それ
ゆえ忍耐強く待っていて下さい︒一如何に悪質な陰謀によって罪の
ない人々がだまされているかという事実を万人に伝えるために︑
この次に出す私の書物のなかで以上の事件を引用する必要がおこ
るかもしれません︒だれしもグロリア・リーのようになりたくは

たこの暗鑑勢力のた妙に替玉になって死んでいったフンラ！トや

ありませんし︑死でもって代価を支払いたくはないでしょう．︒ま

ウィルキンスンの二の舞いをふみたくもないでしょう︹︼

それゆえ︑ハトのようにおだやかに︑ヘビのように賢明になる

われ

ことが大切です︒当事者からの直接の声明を聞きもしないで結論

に飛躍したりデマやうわさにとびついたりしないことです一し

われが最後の真実の瞬間に近づいてゆくにつれて︑デマやうわさ

はますますひどくなるでしょう︒この暗躍勢力︵サイレンス▲グ

ループ︶は人頬の向上のために働く人々のすべてを妨害しょぅと

するでしょう︒ですから気をつけていて︑世界的な組織をもつ反

私の土星旅行に関する休験記がハニー氏の機関誌に掲載されな

対勢力にまきこまれないようにして下さい．

かったことについて︑これまでかなりの誤解が行なわれてきまし

た︒このような知識︵注︒体験記の内容を知ること︶を求めるの

に必要な謙虚な心というものが一般大泉にはないのですっそのた

め一般人向けの記事としてその体験記がハニー氏の機関誌に鼓せ
られることはありません︒

体験記のコピーは特に希望される方にのみおわかちすることに

しかし紛争はまだ終ってはいません︒

ジはキュ！バ問題その他の事件の解決に絶大な役割を果たしてい

なっています︒土星旅行から帰ってワシントンヘ伝えたメッセー
まオ㌔

右のメッセージのためにわれわれがこんにちもなお生き続けら

れるということに感謝してよいでしょう︒あのキューバの危機か

ら人類を救ったのは宗教や秘教団休ではなく︑冷静な現実在義著

すなわちときとして物質主義者と呼ばれる人々でした︒彼らこそ
∴ノ

つくす必要があります︹自我を満足させるのがよいでしょうかっ．

球人は︑自我と個人的な私欲を忘れて他人の啓蒙の奉仕に全力を

︑ぷ

してどこかへ行ってしまおうとする人々が真の働き手で．はありま

人類の向上のための真の働を手であっ七︑責任回避者や羽を生や

それとも文明を救うための理解の言葉を身につけて︑無知の荒野

ノ

せん︒われわれほあらゆる物事を．宇宙人にやってもらおうとして

で泣いている多数の人を救うのがよいでしょうか︒

自我は何かを捨てることができず︑真実ば二風面するこ∴とができま

始めに多数む人が奉仕するように求められたのですが︑人々の

いますけれど︐も︑われわれ白身を助けてもらおうと一半しいるので
はないのです︒

せんでした︒その結果︑残った人は少数でした︒聖書の時代から

神は木にリンゴをならせて人間にかわってそれをふるい落とし
てもくれますが︑われわれがその恩恵に浴そうとするのならみず

歴史ほ変わっていたいように見えます︹

こいぅのは例の魅惑的な

からリンゴをつみとって傘べなければなりません︒神は人間のた

出来事︵注︒円盤飛来事件︶が過ぎ去ったあとでは宇宙の法則を

失われた文明 になるとすれば︑蹟道へそれた

1■

めに多くの物事をや∴てくれますけれども︑各人は神の指間凶にL

の時代が一つの

探求することを選んだ人はほとんどいなかったからです︒もしこ

人々の丁八︼人が自分の任務を果たさなかった責任をもち運ぶこ

その教えはわれわ

れの過去に照らした上でのわれわれの人としての存在にたいして

とになるでしレナう︒このためにその人々は脱却することができま

えられる教えについても同じことがいえますへ﹀

たがって自分の手で行なう必要かあります︒これは宇宙人から与

必ずしも心地よいものではないかもしれませんが︑それはちェう

せんっ

イエスがエルサレムをなげき悲しんだ理由をわれわれは知って

どヒマシ油が心地よくなくても自分のからだのために飲むのと同

かにはl通以上も受けとった人があります︒これは受けとり人の

最近宇買入から多数の手鑑が多数の地球人へ送られました︒な

といえないでしょうか︒すでに期限のきれた地上の修正・こいう仕

のを拒絶している現在︑地球人は同じょうな真剣さ亨失いている

∩字苗人︶の忠告
を
い・ます地球人宇看の兄弟︵注一
入受
れける

︒が

謙譲さとまじめさをテストするために発送されたものです？その

事に〝自然

じこ畦ですり

手紙のなかには或る人々の弱点ぞ誤解が指適してありました︒或

と祈りぞ冥想や賛成の言重などが人間を救うことにはな一三ません︒

るのですがf息告を受け入れても達すぎるでしょ・つ︒そうなる

それはちょうどこんなものが戟填で命を失った無数の人−〃姦わな

がーニーCノかかってからーー今やとりかかろうとしてい

みました︒この人々の内部に真理がたかまって︑本人の役立と・︸

る人たちはこの手紙を無視し︑或る人たちは疑いの目をもって読
という願いが非利己的な葛のであったら﹁彼らはその手紙にとも

かったのと同じです︒人間ほヒェ・−マニティ1のために何事かを

こ．とがい・むかのですっ

なすチふ︑ンスがあった琴合にもそれを干らなかったことからこの

なっていた祝福を感じながらそれを受けとったことでしょヶ︒な
この文明の存続が達成きれるたあにそれを援助しょうとす与地

一ぜならこの計画は土星の会議できめられたからです︒
5

信用を獲得ナることにありますっ被術者が術者の意のままになる

各例における最初の投弾は︑親切さと甘言などによって儲人の

なわれる迷信的慣行で︑魔法︑まじない︑ヘビ崇拝︑人身淘摂な

ることができないのは．あたかも自動車をただ挑めていたり自動

自我のために生きたり生活を夢うつつにすごしたりして人間は

車の夢を見ていたりして運転法を学ぶことができない一りと同じこ

前に︑術者は相手の完全な信額を得て▼ヲ︑ことが必要なのですハJ

どを含むし

とです︒実繚の体験というものを教師にしなければなりません︒

ヒプノティズムは外科治療や病気なおしに有効 ですが︑ただし熟

至上なる英知〟の物事を学んだりその日的の真意を知ったりす

そして人間は・たがいに⁚諾し合うことによって学びますので︑体験

練した医師の手でおこなわれる場合にのみ有効です︒それ以外の

ことがあります︒信頼し得る術者のもとへ行くのでさえも︑あま

てでなくゲー・ムとして面白半分にやりますと︑ひどい害を及ぼす

人によって施行されても有効ではありません︸医学的な治療とし

は奉仕を通じてのみ得られるのです．1一

しかしなかには人間の低級な個人的な属性を克服して勝利を得
の人たちはいっか法則の下位から脱け出してその上位にいるでし

りびんばんに施術を受けてはいけません■﹂

る人もあるでしょう︒抹験を通じて知識を獲得するでしょう︒そ
ょう．そして最高の山を登る力を身につけるでしェう︒たとえ足

を弱める傾向があるからです

今日大多数の人間は自分白身で作り出した見せかけの軍票りな

この術は被術者の意志

もとの基礎は弱くても︑体験の楽しさ︑不愉快さのいかんにかか

肯定∵でごぜ

かで自己催眠にかかった状態で生活しています︒
を理

嘉題詞するのであり︑本人が自分を生み出してくれた〝父

わらず前進しようという決心をもつでしょう■︒そのときこそ宇宙

だれもが持っていることをあなたが肯定するとすれば︑予は

眠術はしばらくのあいだ被術者を満足させるかもしれませ・んが︑

し得ない力︵複数︶をあなたは分割していることになります二臆

か︒このいずれの場合にして︑も︑混乱以外のなにものをももたら

ないからといって︑あなたはそれを否定する理由があるでしト．∵フ

ことをみずから認めることになります︒一方︑あなたが持ってい

たは自分が持﹁−ていないことと︑自分でそれを得ようとして∵・つ

かへし

といって︑なぜ人はその物を肯定しなければならないのでしし㌻

走∵砧どもその一っです︒大多数の人が或る物を持っているから

スキ

辞し始めるときです︒こうして本人は〝無限者〟になるのです︒

ヒプノティズム︑メズマリズム
ヴードゥ†・・・一・イズム

G・アダム

ヒ

それは長続きしません︒一時的な幻覚にすぎないからです・′この

︵払っ

﹁三つとも同じものではないのか﹂基本的な原理は

多数の人が次のように質問します︒﹁右の一こつの相違はどのよ
うなものか﹂

プノティズムは暗示による催航術︑メズマリズムは動物磁気催眠

方法を利巧する人は真実に直面するよりもむしろそれを安男な出

同じことなのですが︑あらわれる結果はみな遠いますっ

術︑ブードゥー イズムは西インド諸島及び米国南部の黒人間に行

︑㌦

議など切すぐれた性質を失い︑自分白身かわからな′1なってしま

㌔ノ

﹇﹂と考えています▼ しかし結局それはゆがみと失望と富もたらす

います︒心がからっぼになったような気がするのです︒いいかえ

メズマリズムとグードゥーイズムは同じものなのですが︑グー・

だけです︒

たすためにあらゆることをやってみようとします︒こんな状態の

れば信者はすっかり洗脳されてしまうために︑そのからっばを瀞

もとにあってば︑実行力孤ある人も仕事を失い出世の桟会はなく

ドゥーイズムのほうが残蕎です︒それが及ぼす影響はきわめて広
範囲にわたっています︒被術者■は蔚者の言薫をほめたたえてその

なってしまい︑冒分の準刀をべつに必要㌢︺ないありふれた仕事

本来の自分を失ってこんなふうに変わってしまうと︑本人ほ自

意志に従うようにされますので︑絹始の方法はヒプ㌧ティ．スムと

分ほぼかトノでなく自分を愛してくれる人にまでトラブルをおこし

を求めるようになります︒

ままに考えきせたり行動させたりするために︑街着はあらゆる種

気持ちをおこすまで術をかけられます︒被術者にたいして思lいの

始めます〇時として㌃との自分に返ろうという望みが心におこる

ほとんど同じです︒被術老は自分の最も忠実な友に学h三て？フな

粗の甘言をろうし写す︒被術者が術老を疑ってかかったり︑忠譲

こともありますが︑恐怖心の為に返ろうという決心と力を持つこ

くの人がこの方法を利用しているかに驚くほかありません︒白人

るのを援助することのできろ人は︑理解して何をなすべきかを知

術者の影響は信者に残っています︒この信者たちが本来の姿に返

衝者は一応の目的を達成したために次第に関心をそらしますが

とができません︒もと持っていた自信をなくしてしまつたのでナ︒

・ぶりをあまり示きないと思われる場合は︑ときとして術者は夜前
者に高価な贈り物を与えたりして恩を着せようとし

の左かにもこの信者がいて︑特にブードゥー・教を宗教としている

っている人です︒

い結果を得るためには数年かかることもあるでしょう︒いかに多

未開の黒人と交わっている白人にそれが多いようです︒

きわめるほどの知恵を持たない人で︑かなり強固な意志の持・ち主

これに似たメズてリズムは︑おこなわれている物事の真相を見
にさえもかけることができます︒

このヴ！ドゥーイズムの信者は最初の傾向として現在の生活の
を二時は楽しんでも︑次第ほそれはくずれ出して︑疑い深くなり

態度に不満を示すようになります︒そして自分のおこなった奉仕

グードゥーイズムのなかには信者に苦痛を負わせたり︑死に至

らしめるのもぁりますが︑詳細に述べるには多′︑のペイジを必要

そんな失望の状態に

追い込んだ責任者の名をあげようものなら︑術者の激怒によって

は助けてきましたので︑これについて私は個人的な体験をもって

とします︒こうした状態から逃がれ出ようとする多数の人々を私

始めは信頼した術者を信用しなくなります︵︶

暴行沙汰がおこることもあります︒こんな事態が発生すると︑∴附

てきましたが︑私は彼らに成功させてはいません︒

います︒私に対抗して或る団体︵複数︶がこの種の催呪術を試み

者が信者にこれまで加えてきたリンチがいつも成功したという証
このブードゥーのまじないにかけられた人は︑理性︑推理︑知

一拠が示され． ま す ︒

5

円盤間諜における

二

心霊的な詐欺行為
▲I −i■■ラー﹁し・ユ・ハ

・l・

行物によりますと︑心霊研究界のリーダー−たちは﹁アダムスキ民

とい

て

は実捺には字雷旅行を霊魂でやったのであって︑自身はそ︵りこと

に気つかず︑∵それが肉体的なものだと思二しいるのだ﹂

います︒しかしこれは全く・のたわごとです︒

ン

なぜ遊星の人々は心霊的なコンタクトをぞらないのかといいま

すと︵正しいテレパシー▼によ﹁一て感受される印象は心霊約な

タクトではぁりません︶︑その理由はきわめて簡単です︒地学人

の心は︑個人の既成概念や信念にしたがって︑もたらされる知悉

に色をつけてゆがめるからです︒このことが宇盲人から送られて

菜たと称されるメッセT∴ソ類が子供っぼいナンセンスにすぎない

郭を洩らすべきときが来ましたへ∴今まで私学﹂の情滝キ

これまでアダムスキ氏と私が一般に知らせないようにしていた
情報の

度も﹁砂漠またはこれこれの場所へ行けjという強い感じをもっ

アダムスキ民が語ごてきたところによりますと︑民はかって何

媒を利用することばし︑ません︒

理由の一つです︺他の遊星のブラザーズは恍惚状態におちいる霊
ベンダー・

伝えるにはまだ横が熟していないと考えていたのです︶しかし二
︑三の物事がおこってそ．れが私の心を琴イ几させ草したっ

動機は︑ベンダーがその著書で述べているのと同じような立場に

たことがあって︑そのたびに﹁これはたしかほ宇盲人から送られ

著の〝すべてを語ろう〟という書物がその一つの動機です︒別な
ある人たちが援助を求めて私のところへ来るようになつたことに

た印象にちかいない山

テレパシーの能力を駆使するほどにはるかに進化している他の

たのですが︑しかし虔にとっては現実そのものであったわけです︹一

希望的観潮︵注︒︑こうあってほしいという類い′︶の卜りノブクだっ

なかったという例がよくあったといぅことです︒これは氏巨身の

と患って現地へ行ってみると何事もおこら

あります︒
助け・を求めて私のところヘヤって来る人のなかには︑心霊現象
の悪夢にうなされているのがいます︒この悪夢が彼らの精神的な
破滅をもたらせたのです︒世界中の人々がこれと似たような体験
をしていますので︑なぜこのような体験がおこるのか︑なぜこう

遊星の住民といえども︑感受する印象が正しいものかどうかを調

霊界など︶の人間から送られたと称きれている多くのメッセージ

したことがますますふえてゆ′︑のか︑といったことについて︑今
アダムスキ氏は著書ヤ講演などによって︑氏が接触した他の遊

頬を載せている円盤研究誌︑書物などは誤りを促進しています︒

べるためにきちんと確証を求あているのです︒高次元の世界︵注

星の住民は心霊的な︵または心だけの︶蓮絡をおこなわないとき

宇有人ほこれと関係はありません︒こうしたメッセー・ジ濁の殆ど

はきっばりとその理由を明らかにする時機です︒

わめてハブキリと述べてきました︒われわれが読んだ心霊上の刊

へd

一

ノ

・

は︑地球上の混乱した人間の心から発せられ．る想念に接触する霊

最近ケァリフォ▼＝一1・ニア州のある人が黒い服を着た三人の男にと

り巻かれて︑きわめて内緒じみた態度で﹁芙㌢七ンカという名の

邪悪な火星人があなたをねらっているので︑自分たちはあなたを

媒白身の潜在意識からもたらされるのです︒

だからといって心霊現象のすべてがインチキだというわけでは

なたを殺そうとしているので︑われわれはそれを防ぐために送ら

保護するために火星から派遣されて来たものである︒モンカはあ

と耳打ちしたのです︒

黒服の三人連れのなかの‖ノーダーらしき男を見て本人が気づい

れて来た遊星問巡察警官である﹂

ありません︒真実の心霊現象も多く存在するのですけれども︑通
まるで宇宙人とコンタクトしたかのような体験例がおこりますが︑

常はそれが誤って解釈されるのです︒多くの心霊現象や実験でほ
重要な相違点が一つあります︒それは真実■り遊星人は関係ないと

たのは︑柏手の呂が奇妙な目付きをしているということでした︒

しかし悪魔的なあるグループがこうしたコンタク

いうことですっ

の体内まで見透かきれるように感じたのですハ︶

南限がまるで光線を放っているようで︑見つめられた本人は自分

意のままにあやつられるような状態にしてしまいました︵︶

遷した健扶術師なのであって︑ぞがて本人を術にかけてしまい︑

三人連れの男は熟

ト例に関係があって︑個人の感受性やだまされやすい性質を利鞘

たちに気をつけなければいけ

宇宙人だと自称している人や︑いろいろな理由をつけて人々を

していますし

だまそうともくろんでいる〝俳優

だ断食をせよと教えたのだと思い込み︑その結果波女は束部の病

うな偽り■の印象ほすっかりだまされて︑宇富人．か彼女に長いあい

には︑もしいわれたとおりにしなければ本人もその奥さんも程度

ならべたてて本人−こその奥さんを脅迫し始めましたG

たちまち相手は前記の話の内容をがらりと変えて︑おどし文句を

こうして櫨振術によって本人が相手の意のままの状態になると

院で死んだという例があります︒宇宙人がこんなことをとなえて

の低い遊星へ逼れて行って再び帰れないようにしてぞるといいま

ないとアダムスキ氏は幾度も警告してきました︒一掃人がこのよ

いるということを信じさせるためには︑人々を完全に盲目にして

す︒混乱した精神状態におちいった本人は相手の三人組がたしか

ハニー・︻・氏ほ．︶これ以上だまっているわけにはゆき

ハニー氏のところへ︶助けを求めて来ました︒その結果︑太人は

る見あがって生きた心地もしなくなり︑ついに私のところへ︵注

帰宅して奥きんが三人組の一人に連れ去られたのを発見して︑ふ

に凋んものの遊星人だと思い︑すつかりおびえてしまい草した︒

彼らがいう

あまりに多くの人が傷つけられている

︵注じ

おく必要があるでしトニつ▲い
ので私は

⊥ノル

真実のスぺ十ス・ピープルはこの事件には賂係がないことを知っ

ません︒まじめではあるけれども自分たちは真実のスベィス・ピ
ぅきれている人々にたいして私はたたかいを宣することにします︒

︵注︒草笛人︶と接触しているのだと思い込んでいて愚ろ

大抵の人ほ彼らが大衆をあぎむいているのだといぅことに気づい

たのでした︒

このような事件のすベTには．一つ釘卦磯が存在しなげればなり

ていないのだと私は思います︒次に実例をあげることにしまてェ
■ブし

一

寸l

Lb

t−

室一件ほどもっていましたが︑これを右の三人組がだまし取ろう

ません︒右の場合は金でした︒私の友人が静電装置に関する特許

に敷物を踏んだ足跡があったとか︑室内にだれもいないのに∴爪︺

へこんでいるとか︑だれもいないのに人が室内を歩いたかのよぅ

にべγドの上にあたかもだれかが腰かけているかの如′1一部分が

■宇

としたのです︒そこで警官の出動となってただちに詐扱が防がれ

気配が感じられて︑そっ息づかいの青まで聞き︑または悪阜がた

サイレンス・グループイの手先となってい

たことがあります︒

だよったという︑ような体験例もあります︒

ベンダーの場合も披みずから各種の事件に出くわしていナ二

るこうした連中を公然と制すべきときが釆たと私に感じさせるよ

が︑結局何事もおこらなかったという実例があります︒こうした

宙人と自称するペテン師と甲と向かって会ったことちあるのです

いゲル！プの存在にとって邪魔になってく・れば︑本人ほさまぎま

っとひどい例になると︑人影はないのに声を訊くという体壌によ

ことは他の多くの人も経験しているのです︒ベンダー畠よりちも

金以外の別な動機もあります︒もし一個人がこんないか■かわし

うほなったのはこの事件からですっ

の手段で防害を受けます︒また︑もしだれかが円盤間領の真相に

また自制心を失ごてあ

って≧殺にまで追いやられた人もいますハノ

くわしくなり︑円盤の存在を多数の人に知らせて︑飛来する理由

げく爪〟はてに精待帯院へ入れられるか︑狂人の一歩事前にまで来

サイレンス・グルー・プ．は本人を沈黙さ

せるかまたは活動を中止させようとしたりします︒ベンダ⊥山著

などを伝え始めると︑

る人もあります︒

似たような経験をしたことがありますL−私の一友人かおそく仕事

き続けたことがあります︒一彼女はそのとおりにしました︒ところ

物とハニーのニューズレターを焼き捨ててし孝三

心は全然安寧していませんりあるとき一婦人が﹁アダ′＝人キの書

人影かないのに声を聞く人たちはペテン師のぎせい看であり︑

書に述べられている事件例は右のグループによごし応用される額
洛の異形的なものです︒

から帰ったときのことですハ⁚▼彼は疲れていました︺居間へ入った

がなおもその声が聞こえ続けたので彼女は私の壕助を求めてきま

という声を頴

とき︑ふいにそれまで感じたことのないてソッとする▼ような恐怖″

だちに好転して現在はぅ亨〜いっていまナ︒

した′り私か事の真相を少し説明して防禦法皇苧してから事態はた

私が最初に円盤研究を始めたシアトルの円盤研究団体もこれに

を感じました︒どうしてもその感じを消すことができないため︑

ようにしょぅとして︑反対勢力はきわめて強力になってい草す︒

アダムスキ氏の著書や・文献が一般大衆の信念に影響を与えない

散歩しょうと外へ出て︑再び部屋へ入ったときに彼はだれかの辛
すると突然部

彼らは大衆の心を支配するために全力をあげての戦いをもくろん

ませんでした︒そこで彼は安楽イスに坐りました︺

しか

が肩にさわるのを感じたのです︒しかしその部屋には他に人はい
屋のまんなかに一人の人影が出現し始めるのを見たのですっ

でいますが︑すべて真相をわ・からせないようにするためにすさま

じい努力が払われているのです︒超自然的な物事や幽霊を信じて

しその人影は次第に消えていって見えなくなったというのです︒
これとちがぅ体験をした人もあります︒たとえば人影はないの

J

一 −︑・ l−

一

とい

そうした現象が自分の考えを説明していると思

いて︑心霊現象がその証拠であると考えている人たちは︑犠牲者
になりがちですっ
﹁．ている か ら で す ︒

︵注︒超感覚的知覚作用または霊感の略語︶

大砥の人が信じているような超自然的な物事は実際には存在し
ません︒ESP

︑過

第一部を発表してから私は多数の手紙を受けとりましたが︑そ

れには或る人々の心の混乱ぶりが述べてありぎした一︺これについ

てもハブキリさせる必要がありますので︒第二部で完結する予定

のしまいに轟示された疑問ほ回答を与えましょう︒

だったのを少し競けることにします︒蓮戴が終わるまでに第一部

∵時日ほ見えない力に支配されることがあります︒この記事で述

多く・の場合︑人々は円盤二千有人問題の知識を碍るに先立って

統の範圏内であるからです︒私はこの問題を信ずる人をおもしろ

べる事柄は現在の円盤研究運動の到来とともに始まったというわ

ぅ言裳は誤った名称です︒なぜなら発生する物事は人体の感覚系

れれば︑同じような奇怪な現象が身辺でおこった場合︑自分の知

半分にやっつけようというのではありませんり読者が真相を知ら

といわれて

ぴどかったごろ教会から〝悪魔にとりつかれたのだ

けではあ・つませんrし かかる日に見えないカの支配は︑それが最ち

識でもってうまく押し返すことができ草T﹁．﹁真相はいったい何

いたのですが︑これは昔からあったことです︒それは円盤時代の

彼

か﹂ についてひしJたび知識を得られれば恐怖すべ■き理由ばなくな

それではなぜ

夜明けとともに始まったのではないのです1

たしかにこれは悪魔的な楽し

二婦人が次のような手紙をよこしました︒﹁云ンダー・の書物に

みのためではなかったのです〜

ら〟はそれ﹂付与ったのでしょうかゥ

ってしまいます︒
もし読者のなかに奄妙な声を聞いたり︑幽霊のようなものを見
たり︑革具をかいだり︑いやな感じがわこったり︑白に見えない
何者かにつきまとわれて︑しかも心はシャンとしている場合︑そ

深い感銘を受けたまじめな円盤研究グルー▲プを私は知ってい草す︒

そんなことが事実としてありうるものでしょうーか︒ 或る夕方そのグループの二︑三名の人が円盤について語り合いな

の原因は何でし⊥うか︒■雷規なのでしょうか︒それとも寧実なの
でししふうか︺

あるとすれば何がそんな現象をひきおこすのでしェうか︒以上の

した√﹂

がら坐っていたとき︑彼らは突然室内に人影が現われるのを見ま

そのために居合わせた一群士はたいへんおびえてしまって

疑問にたいする解答を私はこの記載記事で追って載せることにし

歩いていたときベンダーの物語について考え続けていまし・た︒そ

あえて家へ帰ろうとしませんでした︒また別なメンバーが一人で
を読みなおして下きい︹▼

してあの物語は全くのデッチアゲなのだ

ます︒一方︑かつて私が発表した記事〝攣芸現象と霊界通信びと
ァダニスキ氏の著書〝テレパシー

は本誌丁九六二年七月−八月号に

掲載しまし た ︶

第二 部

臭をかいだということですハ一
節一部で述べまんたように

悪臭

七か

ゾッとするような慈

あたりに何も見当らないのに突然腐ったタマゴのようなひどい悪

︵・注′■ 〝幽霊現象と霊界通信

一 ▼フ

とか

他の研究家に・とってよき制動力になったでしょう︒増大する混乱

まるで背骨をそよ風が吹いているような感じ

1じ〟または

口

と稟実を包むモヤはこよなく〝露躍グループ を助けることにな

ベンダー∴には不思議な電話がかかってくるようになりました︒

るのです＝

一その他冒に見える原因がないのに発生する物事は︑人々を支配し

のです︒

て恐れさせるために心霊現象を応用している連中の日常の道具な

受話器を持ち上げると人の声ではなくて︑﹁まるでテレパシーの

ようにメッセージを受け一とるような気がした﹂

この奇妙な物事のほんとうの原坦は何か︑どういうふうにして
そんな現象がつくり出されるのかを説明する前に†

は﹁奇妙な︑断続的な︑ブーン・とうなるような音﹂を聞き草したり

というのです■︺彼

の書物に出てくる実例について話したいと思います︒この実例に

するとそれは急にぞみました︒彼はドアーの下から入って乗る青

私はベンダ．−

ていますぐ

は無数の種類があるのですが︑こんにち世界中でくり返し発生し

色の光線に気がつき︑調べているうちば二∴形のハブキリしない一
個の大きな物体⁚︼に気ついたというのです︒

ベンダーが著書のなかでいっているところによりますと︑まだ

ところで︑私の友人たちのなかには 光る物αが室内を飛びま

わっているのを見て急にハリとしたという経験を一度ならずもっ

子供であったころ彼は迷信的な雰囲気のなかで育てら．れて︑家族
から超自然的な物語を聞かされましたり

これ．は明らかに彼の心に

強い印象となつて残り︑著書に述べられてあるような事件にたい

白分たちが講演をやっているあいだに窓のまわりや会場のなかを

暗躍グループのカモになご﹂いる或るコンタクトマンたち雪

研究を中止したのもいました︒

ている人がいます︒その 物 はゃがて窓か壁のすき問から消え
てゆくというわけです︒なかにはそのために恐れてしまって円盤

して彼は潜在意識的に受動的になりました︒
彼のおこなった交豊実晩会が円盤の乗員し﹂コンタクトしようと

光る球体が飛びまわるのを目撃することがあって︑これはてっ皇

して試みられたという事案において︑右の証拠が存在しています︒
したが︑これは神秘的な意味を帯びた品物で︑室内へ入って来る

加うるに彼は自分の室内を気味のわるい心霊的な物で飾りたてま

り上空の円盤から放たれた偵察用円盤だと感違いした・2しますっ

ベンダーの体験の別な例では︑彼は後頭部に腺勃を感じて﹁自

人にある種の気分をおこさせるように作られたものでした︒これ
らすべては︑のちになって円盤問題に混乱をびきおこすために彼

と

述べています︒通常この種の頭痛は頭部が筆柱とつながっている

分の両足が地面から持ち上げられるような奇妙な感じがした﹂

あたりに集中するか︑またはひたいに近い両こめかみにおこるも

を利用した人々にとって絶好の土台になったのです︒
しかしベンダ1が自分でいっているように真相に近づいていた

ば用いられるのですが︶ ベンダーによって体験されましたu・とき

のです︒奇妙な悪臭も︵上れは心霊術師によってきわめてしはし

かどうかば疑問です︒なぜなら彼の物語には何もこのことを裏書
りついた神秘的な環境下にぁることを彼がやめたならば︑それは

きするものはないからです︒気味のわるい異常な出来事がまつわ

へ遜

い光が脳中をチラつき始めて︑自分がまるで雲の上をただよって

ふくれ上がった㌧−仇

としてこれは腐ったタマゴ︑または燃えか硫黄のようなにおいだ

ぅに感じられたのでナウ

こってきて︑冒のすぐ上のひたいの部分が

いるように感じました︒ズキズ与するような痛みがこめかみにお

燃える地獄の火〟のにおいだといわれ︑悪魔と

といわれています︒こ爪り悪臭はあまりたびたび用いられるので︑
過去においては
結びつけて考えられました︒

ます︒そして個々別々な事件と思われてもそこには一連のつなが

の犠牲者たちは相手のことを一様に同じような表現で説明してい

すると彼の〝宇竃の神秘の探求 をやめるようにという声を聞き

横たわったままで見ることができるような

ているような

こうした小細エをろうする張本人に個人的に出会った場合︑そ

りがあることがわかります︒すなわち相手の員は通常﹁暗い顔の

始めました∧﹀

したっ

らは地琴人を〝さらって

て神秘的に行動しているように見えました︒人影がいうには︑彼

は黒い服を着ていて︑きわめ

これも他の多くの似たような事件の代表的な例だと

気がした〟のでした︒

のですが︑その肉体をしかもベッドに

なかに光っている小さな閃光電球のような奇妙な日である︒その

いえます︒その後ベンダーは床の上の空問をただよっている人影

気がした〃

日は私を焼きつけるかのように思われた⁚⁚⁚私ほ頭のなかがグ

を目撃しました︒その人影︵複数︶

mを開くとベンダーは自分が肉体から脱け出て空間にただよっ

ルグル廻るように感じ︑映画のスクリーンがぼやけたような気が
てみると柏手の男はいなかった︒しかも立ち去る足音などは聞こ

私は数度まばたきをしてから数秒間目を閉じた︒臼を開い

えなか﹁ノた︒続いて私の左方の坐席をチラリと見たとき︑そこに

ろうとした精神状態にしてしまいましたが︑また体験がおこるた

使用するのだというのです︒かかる体験・のどれもベンダ⁝をもう

幻

がつきまとっています︒

彼は他にも多くの体験をもちましたが︑そのいずれも結局は或

びにズキズキする頭痛と各種の

行き︑．その肉体を彼らの目的のために

相手がいてあの目付きでなおも私を見ているのに気がついた一︺相
手が私の右側にいたというのは私の考え違いだったのだlウっか︒

私は発狂したのだろうか︒あのおそろしく

る人間たちが実際には芝居を演じているのだということをベンダ

そんなことはない！

光る目は私の目をジノと見つめ続けたが︑私は急に立ち上がって

！
に確信させるようになりぎ︺たっ各種の化学研究所ぞ

精巧な

館内の別な坐庸へ移動した﹂ ︵ベンダーの著書より引用︶

宇宙船″を用いて︑彼らはベンダ∴か円盤に乗ったかのように思

い込ませたり︑この二世宇宙人の基地が地球の内部に存在するか

ヰ以上の体験のすべてはベンダーを好都合な気分にきせるための
大きな道具立の一部でした︒連中がベンダーを精神的に意のまま

のように思わせていたのです︒字富ヤ他の遊星に関してベンダー

これと同じ事件がニュージーランドで発生しました︵注︒いわ

神状態においてはそれを真実なものと思ったわけです︵︺

が彼らから得た回答は完全にバカげていましたが︑ベンダー−の精

にすることができるように︑必要な精神状態に仕向けるわけです︒

ほなりましたっそして彼は意識を部分的に失いました︒すると青

適当な時期が来たとき︑ベンダー・は全身にゾッとするような寒気
一を感じましたし︑頭痛がし始め︑奇妙な悪臭をふたたびかぐよう
11

け入れられましたっこうしたニセ宇盲人の影響下にある人々は正

2．ゆるⅩ民事件︶︒そこではバカらしいことが真実なものとして受
l
して明らかに盲目になっています︒

常な推理力に基づいていないのであって︑真実に似た物事にたい

今週私はヲ一口ヅパから次のような手紙を受けとりました∩︑
﹁弘たちのテレパシー・受信者が三後の円盤が編隊を組んで飛ぷ

私たちは始めそれをインチキ

も︑それは宇盲人から送られたメッセージでほありませんゥ

この

はありません︒真実なものとして頼ることはできないのです︒ま

ようなメッセー巨ジは霊媒によって受信されるものと異なるところ

じめにとりあげるとトラブルをひきおこすことがあります︒

答

右にあげたメッセージのような︑ものがベンダ1ふ︑他の多くの人

応

にトラブルをおこさせたのです︒︵未完︶

疑
曾問ニ

質

は事実にもとづいたものですか︒あなたがこの本をおすすめにな

〇・A・ハニー

できるっ先頭を飛ぷリーダ・■▲・・一はあとの二織のために磁場を放って

ベンダ1氏の著書〝空飛ぶ円盤と三人望刀 の内容

いるので︑あとの二浅はその磁場に合わせて適当な距離を保つこ

らなければ私は買わ・ないことにしますがーーーib

︵ケァリフォーニ

と以外に何もすることはない︒リーダー∴か方向をきめるとそのた

ア州︑M・Ⅴ︶

この手紙の次の節にはこのようにも書いてあります︒﹁アステ

出来事の背後にびそむ事実をお伝えするのに今は機が熟している

って私のところヘヤって来た人たちと私は会っています︒かかる

ほおこった出来事が述べてあります︒これに似たような体験をも

官一私はこの本を読みましたゥそのーなかには多数の人に芙瞭

ロイド帯について尋ねたら︑テレパシーによつて新しい事実がわ

て真相と三人組の行為の目的などを説明するつもりです︹﹀

ベンダ

ように思われますので︑私は連載記事を書く予定で︑それによっ

てきた事柄にまさにあてはまります︒右のテレパシ・−による回答

によってひきおこされたのでもなければ︑是

プル

︵注︒宇諸人︶

認されているのでもありません︒ベンダ了−氏が聞いた話の多く・は

ー1氏によって述べられている各種の事件は真実のスペィス・ピー︼

しかったとし七もそれは

或る特殊な目的を遂行するために語られたゥソであったわけです︒

自身の心から発したものにす
ぎません︒かかるテレパシックな印象は確証の機会が存在しない

受信者

かぎりは意味のないものです︒たとえ正しいと確証されるとして

は真実の宇雷人から送られたのではありません︒回答の内容が正

このことは私とアダムスキ氏とがこれまでに何度となく警告し

かり始めました︒その回答はこれこれしかじかです⁚⁚﹂

ものである﹄ という声を聞いたのです﹂

びに後続桟が正確にそのあとを進行するのだ︒その写真は真正な

と・︐り︑われわれ﹂千首人はあのようなすばらしい編隊を組むことが

感受したのです︒すなわち﹃・あなたがたがどんなふうに考えよう

だと思いましたが︑前記の受信者が急にテレパン・−による印象を

規をあてることができるほどです′︺

写真を撮影しました︒その編隊は見事な一直線をなしていてー︑定

t

︶

∴

ヾ頑

健

＼
︵注らベンダー著の右の書物を編者はまだ読んでいま▲せんがこれ

曾問二︺

︑7遜

駁撃

か駁サ

i

スベィス・ピトプル︵他の遊星の住民︶の肉体はこ

の地球へ来た場合ももとの遊星上にいるときと同じ形をしている

︵テキ

は横行するニセ宇有人の暗躍ヤ霊的﹁一ンタクトとそれによって実

サス洲︑コレットニノリシュキー⊥

のですか︒地球へ釆たときは肉体の形を変えるのですか︑︸

こうした出来事はいわゆる〝サイレンス・グル

際に被害をこうむった人たちの体験例が述べ七ある書物のように
見受けられます︶

心霊約なコンタクト例から流される誤った情報によって

多数の人は他の遊星の′寧民ほ地帝人のような肉体をもっていない

零︺

ている知識活動に激しく反対している適中の公然たる団練によ﹁一

のだと思っています︒つまりスペイス・ピープルが地球へ来ると

ープ〟か︑または真実のス．ヘイス・ピー・プルにょっておこなわれ

で仕組まれているのですっ

と思っているのですし

きは霊魂のま吏で采て︑こちらへ東てからは地球人の肉体のよう

な姿に変化する︵かまたは肉体を借用する︶

かかる出来事は一つの目的に役立っていま・す︒すなわち︑それ
でっちあげられた多くのナンセンスをまきちらして真相をかくす

は混乱をひろがらせて︑人々を全く正道からはずれさせるためほ

は︑もとの遊星にいるときと同じ肉体のままで来ます︒人間の進

この太陽系内の高渡に進化した遊星から住民が地球へ来るとき

これは真実ではあゎノません︒

レンス・ゲル︐・・・プのインチキな行為を体験していますので︑こう

化というものは〝魂″または 真実の自我

のに役立っているのです︒あまりに多くの人がニセ宇笥人ヤサイ
した出来事は次第に確定的となり︑人々はそれを兵冥なことだと

ます︒これと全く同じ

とができます︒しかもあたりまえの肉体のままでそれをおこない

われわれはだれでも飛行機に乗って世界のどの国へでも行くこ

と関係があるだけで

畢㌢ようになっています︹▼これに関しては別な記事を載せますか

肉経とは関係ありません︒

らそれをお読み下さい︒

何かの問題について何かの書物から有益な記事を見いだすこと
はできますから︑どんなものを読みなさいとか︑読んではならな

たちにもあてはまるのです︒

ベンダー︷

たが判定するわけにはゆきませんっ
いと
こか
とい
をっ私

宵闇三︺

ある各種の事件は心霊打な事物の信奉者軋よってひ塞こ？﹂された

とし穴について警告しているからです︒︵その著書の中に述べて

常闇盟

〝空飛ぶ円盤同乗記″の百七十五言に︵注︒邦訳紆

たならばニュー⊥人レタ盲にその旨を載せます︒

筈

プア−﹁一ンが二九五三年にケァリブォ・−ニア洲プラッ

知らせ下さい︒︵カナダ︑モントリオール︑B・R︶

ものです︶それゆえ︑円盤研究を志す人はコンタクト例のすべて

百四十亘︶

のであればその書は有益となるでしーニつ︒その書は避けるべき落

アダムズヰ民はその後も本を書いているかどうかお

氏の著書でもその背後にひそむ事実が知られるようになるという

を自分で検討して︑物語の内容に関して横故な判断力を蓋うよう

シュ・クリークで発生した事件について﹁あの光景は実擦の出来

アダムスキ氏は目下新たに書物を篭亭です︵∴出警れ

に努力しなければなりません︒

∴
用

事です︒もっとも︑あの宇盲機と乗員は私たちのグループではな

ですか︒︵シアトル︑ソテャ！ド■オグデン︶

同じ意味に翻訳することは殆ど不可能に近いということをまずご

或る言語で表現された或る璧心を別な言真でもって全く

宇雷人のグルー︐プがいるのですか︒そしてどのグループも他のグ

宮︶

︵ア富力

といっています︒いったい何種類くらいの

ループすべての存在と活動を知っているのでし上うかっ

をおこなった学者たちは︑実嬢にばイエスの時代に存在した真の

記憶下さい︒聖書の内容が大部分蔀訳された時代において︑それ

一かったのですが−盲﹂

ンソー州︑T∵F︶

状況について何も知らなかったのです︒加うるに︑学者たちが聖

書にっいて知っていた唯一の濁病は︑学者たちの時代の教会によ

私がこれまでに聞いたところでは六種類の異なるグルーー・

プがいるのですが︑たぶんもリーこ多くのグループが存在すると思

って説かれた教義だけでした︹︑したがって彼らは教会から提出さ

言

われます︒宇盲人の各グループは他のグループが地球へ来ている

すべてのものの上に当分の

︵イエスの︶教えをおかなければ︑自

正しく訳されたすハ章によれば︑﹁人は本人の全家族を含む他の

成したりすることは許されなかったのです︒

れた概念にしたがわねばならず．−また白−身の概念を検討したり形

その方が全面的な計画に．たいし

ことを知っていますけれども︑他のグルー−プがおこなっている活
動を必ずしも知ってはいませんり

次の質問はだれもが興喋をもつと思いますので︑お

て安全となるからです︒
骨礪皇

とがわかるでしょう︒これは盗人にむかって﹁監獄へ入らないで

とイエスがいっているこ

憎まなければ自分の弟子になることはできない﹂

済む唯一の方法は盗みをぞれることだ﹂

分の教えの真実の信奉者にはなれ・環い﹂

か︵注っ ルカによる福音書琴十四章二十六節︶＝一なぜイエスは憎

草す︒まず正撃というものがあらわれねばなりません︵′もし〝憎

答え下きればさいわいと存じます︒イエスはなぜ﹁人間は父母を

しみの教えを説いたのですか︒私はこのことを一枚緬に話しまし

しみ∵か正しい訳だとしますと︑．その言葉は今日の意味▲よりも二︑

といったのです

奄彼ほたいそう討ってしまいました︒実はその牧師は私が最初に

サタンと呼ばれる者はイエスのようには肉体を

と教えてやるのに似てい

危な問題をもち出したことで私にたいして怒ったのです︒

私の考えでは

三百年前は全く異なる意味をもっていたということになります︒

もご﹂存在していないと思い草すっ

アダムスキ氏の〝空飛ぷ円盤同乗記″にイエスはもと金星から
来たと述べてあります︵︶ サタン

る一つ？刀が世界に存在しているのですが︑発生しょうとしてい

つまりサタンとして表現され

うか︒サタンの別名はルシファーです︒そして昔の人は金星をル

る混乱を少なくするたゎに私は別の名称を用いることを好んでい

︵悪魔︶も金星から来たのでし上

シフ7−と呼んでいたのですがーード︒

ルシファー・またはサタンという名は︑人間の肉体の感覚器

官の心︵センス■マインド︶をぁらわすために︑アダムス妄氏に

ますゥ
をクリスマスとして祝いますが︑実際には十二月ではないという

よって象徴的に用いられています︒世界に存在するこの望ましく

イエスの誕生は十二月ということになっていて︑一般人はそれ
事実が発見されています︒どうして十二月ということになったの

です︒

ない力は︑万人のセンス・マインドのなかに見いたされる望まし
部分すべての集合体︵または総計︶

︵注︒瓶は頚を

のと同様に︑望ましくない想念群は一つの巨大な

〝同じ羽毛の鳥はおのずから一カ所に集まる

く

もって集まる︶
貯水池を作るために集結して．いるのであって︑その貯水池には高

・一

現韓∵∵宗教二∵重源

C ■ A・ ハ

二

私は多くの儀式の起源に関する事実を報告するだけであご㌧

クリスマスのおこり

り付けられています︒そしてこれが今日見られる人間の不幸の水

いかなる宗教や教会︺γ㌻b攻撃するものではないといぅことを今一

第五部

源地であり︑多くの心霊実験会ぞ霊的なコンタクトから流きれる

度述べたいと思いこ予て﹂結局︑かかる儀式窺のすべては排除され

度の知識と理解のレゲエルに達していない人によって吐けコが取

ナンセンスの源泉ですっ アダ′二スキ氏の著者〝テレパシ⁝〟には

真理．ほ変わることはないでしト∴つ︒

ることになるかもしれませんし︑世界の太宗教の背後にある京菜
の基本的な

このことについてもっと詳細に述べてあります︒

イエスの誕生日の十二月説に関するご質問については︑別掲記

ことを讃べるのだからといって︑私は傭人の信覇を危うくしよう

宗教上の慣習がどのようにして存草 するようになったかという

月二十五日というのは例の太陽神︵ニムロッドーバール︶

というわけではあーりません︒読者のキリスト教の信仰がいったい

でいずれお答えすることほします︒十二

を祝う異教徒の祝祭日であったということ︑そして旧約聖書には

どうしてク＝・云マス▲卜︷リーや・復活祭の日の出の礼拝と関係を

事〝現代の宗教の起源

これが神にたいする嫌悪のあらわれだ・と述べてあることがおわか

もつようになったかご存じですかン

の誕生

りになるでしょう︒エレミヤ書第十葦の一節から六節にかけて古

むが︑そのとき無言のまま川から淡んできた水は人間に莞と確度

︵注︒復活祭には日の出を拝

代に用いられたクリスマス・トゥリ⁝のことが記してぁります︒

とをもたらし特に眼病によくきくといわれている︶

人間は﹁なぜ﹂或る物事を信ずるのかという理由を知る必要が

イエスの誕生日については全く不明なのですが︑たぶん八月下
旬か九月上旬に生れた形跡を示す証拠が存在しています︒これは

によって制定された㌍クリスト・マス

のなま

はそれよりも約百

年おくれてそれを祝い始めました︒十二月二十五日という日付ほ

った形ですご西部教会︵ロ・！マ⁚チトりノック︶

ギリシ・ヤ正教会︶

クリスマスという言薫は西暦二二︵︺年に教会︵東方︑すなわち

ません⁚J

あると私は思います︒たしかに盲ヨ的に物事を信じて満足はでき

■

ユダヤ人のすぎこしの祝いよりも約六カ月後です︒とにかく秋の

﹂

始めごろなのであって︑冬のことではありません︒
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スマスというものはなかった︒これは最初エジプトから入ってき

三八〇年ごろに採用されたものです︒それ望別には一月六日が一

﹁一月一日に集中すろ異教徒の

日

また

たものである﹂

︵すなわちキリストの；＼サ︶
用されてはいなかった﹂

マス

は教会の初期の隠祭日として完

大英百科から引用しますと次のような個所がぁります︒ク∵二・ハ

が彼らの誕生を祝った﹂ とあります︒

習慣はクリスマスに引かれた﹂ 忘玉音には︑聖人でなノ＼罪人ヤけ

とあーりますっ

一般に．現われていて︑地方の教会で四世紀の終わりごろまでこの日

ルカによる福音書第二童八節に羊の群れが夜羊飼いたち

聖書からだけでもイエスが冬至に生まれたのでないことがわか

を祝い続けていたのもあります︒

りますウ

と述べてぁります︒このことば十月ごろにそ

によって番をされていた ︵Tこいうことば辛かその土地の草を食っ

ていたことになる︶

アメリカ百科辞典には﹁キリスト教会のおこった最初の言産療

ばクリスマスはおこなわれなかハ′たハリー般にキリスト教徒の慣疏

︵注︒この羊飼いたちは天空に建現した不

の地方で始まる冷たい雨季以前にイエスの誕生かあったことを決
定的に示していますり

︵太陽神︶

を記念して祝いがお

と述べてあり︑また次のようにも記してあります︒

﹁四世紀にこの出来事︵キリストの降誕︶

からである﹂

として笹人の誕生よりもむしろそ爪り死をいたむことになごていた
にば次のように述べてあ

思議な人物からイエスの誕生を知らされた′︶
アダム・クラーlLクの注釈書︵第五巻︶

五世紀に胃部数会が︑ソル

の誕生を祝う古代ローマの祝祭日にキリストを祝うベンと布令を

こな．符丑∵Q上ごノになったJ

最初の而はマーチェスプアンの月の始めに始まったが︑これは現

出した﹁ノ

﹁その当時︑羊たちは野外にいた︒羊飼いは昼夜羊の番をしたり

ります︵J

在の十月と十一月の一部に一致ナるので︑羊は夏中ザっと野外に

ためである﹂

天の女神

ととなえられたイシスの息子

が冬至ほ生まれました︒旧約聖盲に述べられている太陽神バール

エジプトにおいては

これはキリストの誕生日に関する確実な知識がなかった

放たれていたことがわかる︒そして︑この羊飼いたちはまだ羊誉．
たこと︑それからしてイエスは羊たちが野原に聖しいなかった十

の誕竿も筒じ時期となっています一U

家へ蓮れて帰っていなかったので︑十月はまだ始まっていなかっ
二月二十五日に生まれたのでもなければ︑羊かまだ野原にいた九

と同じ時期に生まれたといわれていました︑ノ

を意犠し

これはその冬重から

バビ︻−二アでも太陽神がこれ

月以降に生まれるはずがないことも推定できるのである︒牧草地

太陽が次第に轟く空にとどまり始めて︑再生したのだといわれた

ユルというのはバビロニア人の言葉であって〝幼児

からです︒

で夜中に羊を飼ったことは年代学的な事実である﹂
旧約聖書は使徒たちに異教徒の習慣にしたがって神を礼拝して

ますが︑これもキリスト教以前のユルの日すなわちクリスマスの

はならないと教えましたので︑彼らがイエスの誕生を記録するの
を重視しなかったことは当然ですむ

起源を証明しています︒古代のアングロサクソン人は︑キリスト
︑諷蓼7

カトリック百科辞典には﹁カ

ヽ︒．′

．√

に改宗しない以前の古代ケルト族の宗教団体員︶

夏

教に接するよりもだいぶ以前に︑十二月二十五日とその前夜を〝ユ

︵未完︶

を記念して同じ日を祝祭日にしていますっ

もその神バール

て必要な広い基礎を読者はまもなく得ることになるでしょう︒も

をそろえて下さい︒そしてこれらを勉強されれば︑将来にそなえ

︵二十三貢より続く︶

ルの日︑及び聖母の夜∴と呼んでいます︒︵シュイロン・ターナ
ー著二′ングコサクソン人〟第一巻より︶

るシベレを記念して︑一年に一度の祝いをもよおしました︹・これ

し私からこの目録中の書籍を購入されることを望まれる場合は喜

古代ローマ人は三月二十五日にバビロニア人の救世主の母であ
はバビロニア人とアッシリア人の地方でおこなわれていた類似の

んで心配いたしましょう︒それほGAPの支持に役立つからです︒

れはだれにも容易に買える価格であるからです︵−

ト▼・与

目録申の書籍について私はわぎとポケット灰を選びましたが︑．こ

祭日から直接にローマ人の方へ流れ込んだ習慣です︒
ヒスロノブのけ二つのバビロン〟に次のような個所が見られま

韓に私は次の二冊の書物をおすすめしたいと思いますこ

ス・ペイン著〝理性の時代〟及びチャールズ・フランシス・ポタ

にあるこし﹂は明らかである︒三月二十五日と十二月二十五日の問

す︒﹁聖母マリアの日とクリスマスの日とはたがいに密接な関係
にはちょぅど九カ月ある︒そこで︑もしニセモノの救世主が三月

一博士著〝イエスの謎

から引

伺された最新の啓示が述べてあります︒

死海の巻き物

に体内にはらまれて十月ほ生まれたとして︑ホンモノの救世主の

す︒今ゃ怠け暮らすことはゃめてジックリと落ち着いて研究迂と

読者は磁気と電気の基礎的な知識を身につけておく必要がありま

る通信講座に掲載されるテンパシ▼・・と宇甫の法則を理解する前に

これから先︑このニューズレター一や私が始めようと計画してい

です︒後者には

みごもりと誕生が月ばかりか日付まで正確に一致しているとはま
るでおかしいではないか︒それゆえ︑聖母マリアの日とクリスマ
スの日とは全くバビロニアにあったものである﹂
キリスト教で祝われる最も重要な祝祭日のlつちで︑五つは直療

．りかかるべき時期が釆てい草す︒芋苗のプ一ブザー㌧スと地球の︒ナ

クリスマ

ットの両方からもたらされる新しい知軍かまもなく目前に現われ

にバビロニアの起源ほまでさかのぼろことができます︹W

ス︑聖母マリアの祝い日︵注︒三月二十五日∩一特にこれはみごも

想などによって行なわれる報告を望んだりはしないでしょうっ

は科学的な事実を望むでしょう︒自分漕手な判断︑霊界通信︑竿

ひとたび世間の人々が物事の真相に気づき始めるならば︑彼ら

備しなければなりません︒

ようとしています︵︺われわれはそれを理解して応用するように準

りの勧告げ祝い日をいう︶︑復活祭︑洗礼のヨハ竺鱒生条︵注ト︸
六月二十四日︶︑聖母被昇天条︵注︒八月十五日︶です︹一六月二

十四日は古代バビロニアにおいてベルすなわちタムズの礼拝とし
て祝われました︒奇妙なのは︑ペルータムズの別名はオアネスと
いぅのですが︑これが洗礼のヨハネの本名であるヨハネスと殆ど
前夜から始められていました︒ドルイド教団員︵注．キり′スト教

︼一致しているということです︒この祝いは現在と同様に古代にも
1

7

デスモンド∵レズリ﹁からの手紙

最も厳格なロー・マカト＝ノ
クノ
教徒として育てられた者の一人しし

に見受けられます︒

﹃hユn駒

物・誓証

物的証拠〟を要求す

シル神父は自分の教会のドグマのいずれにたいしても

拠√を与えることができないことを忘れて

るという誤ちをおかしています︵︸神を信ず古か信じないか︑文字

による聖書の解釈を信ずるか信じないか︑カトリソ・クの砲車達

人閣は一回だけの生挙党のかそれとも多くの生涯をくり返すでか

といった事柄は物的に証明されるものではありません︒一もしそれ

らが物的に証明できるものならば小学校の理科の時間に教えられ
叫

っば二項の学び

すなわ†っ書物または他人の意見ヤ主張

るでし⊥う︒右の事柄に娼する知識は二つの方法によって得られ
ます︹

などを通じて得られるのであり．一つはり魂の学び〟によって得

無

後者はたえず頚のおしゃべ︐ワに

られます︒後者が丁でうたしかなのでナけれども︑これを達成す

るにほよけいな困薙が伴．いま︑す一り

ょって反ばくさ小ご∴亨丁︒ですからわれわれが自身の内部の

言の声l・に耳■草かたむけることを学んだり︑既成準急︑ドグマ︑．

魂の記

偏見などで頑をこり固まらせたりせず︑おしゃべりをやめた．りす

を聞く・こ・とができるでしょう︒

がいかに価値があろうとも︑それが私の

︑あの小きな絶対的な声︑前世において得た知詰の取ってい

小感の学び

るならば︑その三戸
憶

る記憶ト・・−横からじを出すことが許されるならば︑これらはあら

ゆる説やドグマの妥当性を自分に知らしめるものであるといえる

でしょう−−に対抗してくるのを一私がくい止めることができない

かぎり︑私はその方頭の学び〟を見いだすことをヤめることにし
ています︒

ブラザーズ″の教えは受け入れられるべきものです︒．なぜな

㌔＝y

らそれは二詳の偉大な哲人や賢人の教えに一致するからでナハ∵ノ﹂

S書c竃な︸i≡︹．・L岩倉d

は純粋に地上の出来事であったこ

すのただ神父にとっての障害点はガ生まれかわり説〟であるよう

おこされるならば︑それは神父ほし′ちて役立つであろうと思いま

いるであろうということなどを述べている事実をシル神父か思い

と︑そして肉体的にも精神的にも地球人よりもはるかに進化して

と︑他の遊星の住民は原罪をのがれ†いるにちかいないというこ

ピウス法王が〝アダムの堕落

ました︵注︒結局同じ宇看の法則を述べたものであるの意し∴叫玖

している教義を根本的にひっくり返すものではないことに気づき

けれども︑その後よく考えた結草その著書が婆り聖職者の信奉

に出発されたときにはその内容をのみ込むのに少々麺類を感じた

︵注︒▲ 空飛ぶ円盤実見記″アダムスキ︑レズリー共著︶が最初

数ありますが†彼らは

大いに激励を与えられるべき人です︒・私には聖戦にある宰八が多

存するという考えに同訝しようと或尊をつくしてヤ．りれますめで

寅っ向から対立している∵ゾル神父はこの宇封に多くの人類が生

ムスキ氏の哲学を否定し︑証拠物件を出せと要求して︑GÅPに

た︒︵注︒シル神父はマサチエー〜セッツ州ローンンスの人二Jダ

して︑私はぁなたのシル神父との応酬を興味をもってみてきまし

−18 −

の偉人たちはあらゆる時代を通じて宇宙の法則を保ってきた人た

しよル

凄

とごし有益であると考えられただけの教えを︑その都度世界にわ

年−−益州知−暗黒︑残酷さなどが今日よりもはるかほひどかった

放した自由な魂を表わした・ちのです︒
カトリノクーぎ漁夫の教会喜は︑双魚雷の陰惨な困尭な二千

比較してみて下さい︒この象徴はあらゆる妄想からみずからを解

かち与えた人々です︒これはこの教えに接してきた人の〝魂の記

られました▲︶

時代−・−を通じて西欧のヒューマニティーを獲得するためにつく

籍を教育するのに成功しています︒︵スペインと宗教裁判のよう

蛮人から今日の大部分の西洋人のように適度に親切な人間へと入

に恐ろしい例外はありましたが〜︺︒それは長いあいだ失われ

わめて美しく述べられた基本的な教え︑すなわち﹁私たちは創造
というのは同じです

の

とそれは

ていた一っの教義を再び導き入れて︑他の何にもまして〝愛

説き︑多くの人はそれを心ほとどめました﹁一しかしきわめて短期

教えを強調しています︒﹁汝自身の如く隣人を愛せよ﹂

しようとするドグマ ︵頑の学び︶

間に︑しかもおそろしく困難な条件のもとにくわしく述べること

を見いだしました︒そこであら

ゆる物事から私の心を我り払うようにして︑私の教師︵魂の声︶

不幸にしてそれは二つの大きな真理︑すなわちカルマの法則と

り︑その時代に適応した教えが示されました︒

は不可能でした︒ただ一つの簡単な教えだけが基本的なものであ

ー︑それで私としては決してバラバラになっ

マユをもたないサナギは死ぬかもしれません︒しかしサ

﹁一または赤ん坊を包む巻き布と考えるならば︑それは役に立つで

われわれが今日のオーソドックスな宗教をサナギを保護するマ

いて︑﹁自分はまだ数百回の生まれかわりをするのだ︒何を心配

こらんなさい︒そこでは人々は座り込んで満足し︑何もしないで

わりに関する教えは全くすたれてしまっていたのです︒インドを

が何か悪い目的のためになされたのだとは思いません︹一生まれか

生まれかわりの法則を葬り去ってしまいました︒しかし私はこれ

しょうっ

といったりしています︒キリスト教は︑人

が大切であるということを

することがあろうか﹂

強調しょぅとしましたへ︺

今

る必要がありますハJ さもないと︑かつてのサナギの宿であり保護

はできません︒エジプトのあの栄光ある翼をつけた球体の象徴を

いかに生きるかできまるので︑

間が生まれかわりを信じょうが信じまいが人間の未来はこの世を

19

一押し破って自分の羽根が伸びているのを見いだすまでは飛ぶこと

器であったマユがサナギを殺すことになります︒サナギがマユを

ナギの羽根が伸びてくるとサナギはみずからマユを破って外へ出

す︒

て失われることのない断片を充分に集めてきたと考えたいわけで

うになりましたが

に話させるように努力したのです〜それはやがて話しかけるよ

べてを通り按けてきたからです︒始めに私は魂の学びに強く対抗

私はシル神父に心から同情します︒私自身も彼のもつ障害のす

いるだけです﹂

者のもとに生きていますが︑あなたがたは創造者について語って

それは︑壮大な拷問劇に熱中したローマの堕落した

異なるかもしれません︒しかし㈹二ノラザーズ．の︸人によってき

憶㌃と一致します︒その内容は自我のもつ誤りによ一つて少しつつ

ちであって︑彼らが助けようとした比較的単純な〝子供たち″に

ノ

・竺まれかわ◆ワの問題は一八七〇年のプァテイカン会議の議

るならば︑カルダィンの説いた〝宿命〟というあの恐ろしい教え

は論理的にせ止しいということになります・︒琴芝れかわりとい㌧フ

ものがない・とすれば︑罪に満ちた環境のなかに生まれ出る幼児︑

︵こ

または幼いーそさから売春婦になれと教えられてきた少女が∴︒う

したが．一それ．が決議されない・ユちに会議は解散しましたので

れは普仏戦争のためです︺

してパラダイスほ到達することができるでしょう︒それができな

この議題は全然討論されなかったので

のなかではおそらく否決されたと思われ．るからです︒

す︵∵たぶんこれはよいことだったといえるセしェう︒当時の風潮

った垂連な人々を引き立たせるために一部の人たちはよけいに現

い・・′︑いうことになれば︑カルケインがいったように︑現われなか

として死ぬべき存在であると説くのは正しいことです︒・その内体

われプ？こいうのが神の意志であ二．這といシととになります卜・な

一個人または白象としての私デスモンド・tレズリー・が肉体人間

ほこの地上またはどこかで再生はしないでしょう︒しかし霊魂︑

んという恐ろしいこじつけでし上う∴人間が雫た一度だけの生

そしてデスモンド・レズリーによって 涯を生きてそれを終了するのであるとすれば︑他の何を信じるこ

すなわち真の私は︑いっかこの地上かまたは別な遊星で肉体切衣

とができるでしょうかっ．宇宙を見わたしでみるならば．人間は完

を軍とうかもしれません﹁ん

得られた体験のすべてを持ち運び︑それを麻生児の個我と魂の記

全な秩序と運動と何物をも浪費しない売A首線兢とを見いだしま

依然として疑惑につつまれていながらも∵古いドグマに因って

ー∴刀ステインは洗礼を受けない子供はリンボ︵注︒地歓の導羊︶

す・レ

なる貴会を不親切に扱ってはなりません︒むしろ教会を助けて各

マから脱皮したとき︑われわれを乳群れさせてくれた年老いた母

のマユをサギ師としてののしることにあります︒・われわれがドグ

てることか︑または脱皮という価値ある仕事がなされた後に︑そ

かで胎動しています︒大きな誤りばせっかちにそめて妄脱ぎ捨

て袖に仕返しをする者︑それは地球の人間です︒

を検査される必要のぁる者︑そして問題を混乱させることによっ

限に正気な

う︒．神は正気なのです︒驚くほどに︑またすばらしく︑しかも轟

の組織のなかでいったいどこにこんな馬鹿げた場所があるでしょ

と呼ばれる場所で永遠にさまレナ︸伊であると教えました︵一創造者

しかし私は年老いたなつかしい巻ゝ︶ト布と母とを攻撃︑する気持ち

はあり′ませんユ彼女は私を助けてくれて︑金では冬至休い多′＼の

宮中しますと︑それは人間

の魂が知っているか︑または知っていない何物かであるといえま

な7牒のです︒なぜならば︑今や双魚雷の時代は終わり︑宇雷︵宝

膚重な物事を教えて′︑れました︒彼女もまた生まれかわることに

l

瓶宮の︶時宵がき一しせまっているので︑▲？世界の教師〟が再び出

とので㌢ないものなのです︒
われわれが前世を生きたことがないというのが真実であるとす

しょう︒それは宗教的な信仰と同様に教えたり証明したりするこ

あります﹁︶ 生まれかわり説について

日が自分自身の道を見いだすように教会の信者を歴助する必要が

カルマというものを知らない例として再び引用しますと︑オ

る人は目覚め始めている人です︒そのサナギは自身のマユのな

憶のなかに書きとどめるでしょう︵︶

ー ニつ −

−

現しょぅとしているからですら今世紀が終わるまで．に︑科学︑心

暇

のもとに生きる必要があります︒イエスは彼が神の子であること

理学︑宗教などを満足させ︑混乱をしずめて︑人間の真実の理解

ることを教えようとして︑そのために死に至らしめられましたっ

を示しました︒また彼はわれわれ人間のなかに神性がひそんでい

に似ています︒あらゆ

㌘

父″を︑弘の7︐父〟キ︼

そして︑どこかの遠い天空のなかではなく㌧

○

■

本部

A

9

の

ハニー・

近

況

デスモンド・レズリー・

㌻几六二年十月十四日︑ロンドンにて

A

ー

一九六三年には多くの新しい物事が展開しようとしてい子て

G

〝自分白身″のなかに見いだすでしょう︒

見いだすでしょちノハノ

ょぅ︒そして人々も〝父″を︑あなたの

今出現しているけ宇富時代拓は無数の人々の員を開かせるでし

を通じて新しくより幸福な生き方を人間に与える宣ころの一つの
新しい世界︵哲学︶の誕生を人間は見るであろうということが星
ことが実現し始めるでしょう︒

座のノなかに記されています︒いいかえれば﹁神の国が天になるよ
ぅに地にもなる﹂
シル師のような多数の善良にしてオーソドックスな教師たちは
これが実現する前に︵この地球がそうであるように︶魂の危機を
通過しようとしています︒しかしそれは実現するでしょう︒そし
てあらゆる世界において人類の真実の兄弟愛が事実となるでしょ
︐﹁ノし

この魂の危械は長い年月を通じて世のなかに罪悪︑狂気︑邪悪
られるパップ剤︵注ウ ノリ状のあん法避︶

などをふやすようにみえるかもしれません︒これはできものに塗
る害毒を除いて遊星を清浄するためほは毒物を一時激烈にする必
多くの人は落伍して破滅するかもしれません︒急な坂を昇りつ

これは興味あるニュー㌧スが世界の科学者から大衆へもたらされる

要があるのですっ
致ることはできないでしょう︒しかしこれは績神の未熟さのため

ハニー氏のコズミ

を〝サイエンス・バブリケ

︵注h︺

であって︑彼らはまた他のどこかへ送られるでしょうが︑それは

まず第一に︑私はこのニューズレタ1

年ですじそれはまたこのケアリブォ一三ア州に二つの変化がある
ことを伝えています︒

懲罰の神を喜ばせるために永遠の拷問部屋へ送られるのではあり
ません︒

ック・サイエンス⁚一ユーズレター圭︶

イションズ・ニューズレター″と改称しました︒この新しい怒号

われわれが今なさねばならないことは︑ドグマについて論議す
る︵神について語る︶時間を浪寧レないようにすることですへ︺そ

はニューズレターの科学的な立場をあらわしていますが︑内容は

従来のエセンシャルな型を続けてゆきます︒

んなことは全く重要ではありません︒われわれは他の遊星の人々

21がやっているように︑イエスが最高にやったように創造者蒜︶

アダムスキ氏は本誌を通じてかつて声明した諸計画を変更しま

方におすすめします︒

ハニ7・

氏の手元に︶ポケ㌧卜版があります︵九十五セント︶︒■

死海の巻き物の英訳を望まれる方ほは私の手元に︵注っ

ます︒氏はまたこれまでの〝コズミック・サイエンス〟・という団

解︑索引︑引用文などのついた厚い蕃です︒死海の巻き物に謁す

した︒そしてケ▼リフォーエア用ダイスタの新居に落ち着いてい
体名のかわりに新名称として〝サイエンス・オブ⁚フィフ．を採

る他の多′〜のポケノト仮については十四貫からなるカタログに記

これは注

用しました︒前記の氏の培宅において．毎日曜日午後一時三十分か

そこに河がある

を

載してありますから︑カタログをおもちにならなければ帝し込ん

で下きい︒また私はトーマス・サグルーl著

ら四華まで講演会が開かれることになっています︒聴講料は任意
の寄付によります︒

おすすめします︒これはニドガー・ケイシーの伝記であって︑こ

の審に述べられている哲学の八十五パー・這ントまたはそれ以上ほ

空飛ぶ円盤の真相正の結語で述べられているように︑将来は
二つの分野︑すなわち菅学と科学技術の両面の研究が促準される

ブラザーズの哲学と一致していますっ

多′〜

の知識を得ればそれ．だけやがて世界に与えられる知議を確率ナる

のための指針として私がすいせんする書物をお読み下さい︵ノ

ができるでしょう︵二削ほも述べましたように︑よき教育的な読書

この書から多くを学ぶこと

ことにな二しいて︑アダムスキ民は前述のとおり白身で学んだ哲
学を教えることになっています︒私は︵注︒ハニ▼・・氏は︶科学技

術空想に力をそそぐことになり︑ブラザー㌧ス及び科学界からもた
らきれる最新の情報を本誌を通じて撞供する予定ですハ︶

売号のニューズレター︵注︒ハ∴丁⊥氏のニュトスレタⅠ一月吉
に印刷不鮮明な個所があったことをお詫び致します︒このごろ私

きな生命観を得ることに興味はない・という事実です︒すなわち．

た〇まず︑きわめて明らかになったのは︑ほとんどの人ほより大

ーカ年が経過しましたが︑そのあいだに多くの事情が判明しまし

コズミック・サイエンスニーユトスレタ1を発行し始カてか二ツ

のにすぐれた土台ができます︒

の娃用する機械に故障があって︑何かの見えない力が私が心霊上

にべィンの数字の誤りがあったこと︑及び本号︵注︵︸右の二月言

のサギ師に関する情報を載せるのを阻止しょ・つ上しているのでは

とにかく本号はいつもより㌧も この人々は自分自身の考冬万を堅冠にすることにしか関心は﹂毒り

ません︒多数の人は自分のもっている既成概念以外の何かを雷嫁

なぃかとときどき考えた牒します■︺

約一週間お＞︑れて発送されることになりました︒今後は発行日付

ところが老いたことには︑ぼう大な数のニニトスレタ・−鰐・賃率

受けられます︒

する証拠類がもら出されるとそれを避けようとしているよスノ′．∵晃

︵注︒ハニー

に先立って毎月の十五日を発送日にしたいと思っています︒
新刊書〝イエスの知られぎる教えーは私を通じて

込者が申し込みを総統して激励の言菓を寄せてきましたぺ

私が期

要きにおいては死海の巻き物とならび弥せられるナグ∴

待した以上の継続申し込みがあり︑加うるほ一カ年を通じて著鵠

氏を通じて︺入手できます︒この書にはエジプトで発見されて重
の巻き物の訳文が載せてありまサ︒厘表紙の装丁で三ぺ・ル五〇セ

忽y

申し込みが絶えずやってきて︑特に宗教の起源に関する達哉記事
J

ントとなっており︑イエスの初期の生活に琴丁る文献に興味ある
一．

†・
を始めたときはそれが急激に増加しました︒

●

の意味を説明するのは容易ではありません︒そこで私のなしうる

最上のことは読者に一つのアイデアを与えることにありますっ

人間は創造者によって三つの表現径路を授けられた唯lの創造

その他興味ある記事を

載せましたが︑あいほく多くの人はそれらを理解するのが困難で

ましょう︒心は選択して分類するための自由意志をもっていて︑

物です∩︑これを分類するのにまず精神的な面から始めることにし

昨年私は幽霊︑幽霊現象︑テレパン㌧
あったようです︒これはそうした現象を述べるのに引用した特殊

おもにいわ．ゆる生命の物質的または結果的な面をもっています︹︼

な実例について読者の科学知識の基礎と教育とが欠乏しているた
めです︒読者の八〇パーセントは哲学の遵載記事ほ引用された実

ておこるのであ︹て︑このために個性または自我が存在するわけ

心による判断は心といぅものを作り上げている諸感覚器官を通じ

です︒こうしてつくり出されるものには終わりというものがあり

例を理解することはできませんでした︒
そこで新たに一種の教育運動を近いうちに始めることにしてい

ます

︵肉体の心︶

れますので︑私はそれをも解決したいと思います︒しかしこうし

ます︒多くの読者が科学のさまざまの部門について質問をよこさ

す︒﹁肉体の心はほろぷべきものである﹂

イエスや他の偉大な救世主たちは次のようなことをいっていま

意識を・もっていて︑これが人間の第三番目の部分です︒心の感受

た質問のすべてに回答をお送りする時間的な余裕はとて▼ら私には
ありません︒そこでこの問題を解決するために︑科学のあらゆる

力はこの意識にたいして敏感になっていて︑その意識がなければ

と︒しかし肉体の心も

部門に関する参考書の目録をお送りします︒この参考書は素人に

心は薇能を発揮することができません︒ところがこの意議は心の

感受力がなくても作用することができます︒これが意味するとこ

わかりやすく書かれた最新の内容をもつもので︑一般でほ入手で
読者はこの目録をごらんになって自分の最も興味ある部門の畜

ろは心に感じを与える意識なるものは実際には〝宇苗の寧詭″で

きません︒
籍を入手きれるようにおすすめします︒もし地方で入手できれば

あるということです︒

宙

の

意

識

からです︒

の一個の小片として宇宙の意識から引き出されたものですじ

だか

ストという言葉は︑一つの個体を通じてあらわれた︑全体のなか

キリストの真実の精神が内部に生まれるのはそのときです︒キリ

なされるのではなくて創造者の意志がおこなわれる﹂

て︑肉体の心は宇苗の意識と一体化します︒もはや﹁私の意志が

す︒ここでは好き嫌いや区別の法則はもほぞ存在することばなくー

気づいて心それ自体を全包容的な意識にゆずり渡すことほありま

肉体の感覚器官のもつ心にとっての大きな目的は︑右のことに

そぅして下さい︒しかしできるだけ多くの種類を入手して︑科学

宇

G︒アダム

〝宇箇の意謹㌃とは何でし上うか︒限られたわずかな紙数でこ

スキ

のあらゆる分野を網羅した一通りの参考書︵十七亘下段へ続く︶

− 25 −

4らイエスは次のようにいいました︒﹁私はあなたがたにミルクを

宇宙の意識〟なのであ

一飲ませるが肉は与えない︒あなたがたはキリスト︵救世主︶に粗

2

神のほんとうの息子または娘とはこの

かれた赤ん坊だからだ﹂

って︑それは万物を支えている生命であり力でもあるのです︒そ
れは永遠の個人です︒ひとたびわれわれがそれを知ってそれのも

上げるのはいったい何でし上・つ︒

母親は白身の体内に創造がおこなわれつつあることを知ってい

ますが︑彼女の心はそれがどんなふうにして達成されるのかを知

せん︒意識である創造者が母親にたいして彼女の体内に創造がお

りはしません︒ただおこなわれていることを知っているにすぎま

こなわれていることを意識的に警告するのです︒彼女の心は何が

発生しているのかを知らないかもしれませんが︑内部の意議は知

ということができ

とに生きるならば﹁自分と父とは一休である﹂

と一体であるから

っています︒なぜならそれは

自我の意志″が︑

れるのは世の中ばかりでなく心自体をも喜ばせるために︑人間の

人間の心は一片の草をもつくり出すことはできません︒心がや

万物を知る者

られ︑表現されて︑こんにち見られるような分経というものはも
と一休化したのばキリストを通じ

ます︒これが生命の目的なのであって︑そうなると一体化が感じ

父

です︒

はや感じられませんっ

個人としてのイエスが

過失の貯蔵に頼ることだけです︒このことば
神の意志

ることによりまし・たハ︶結果の世界においてわれわれが道に迷って

しまった場所からわれわれをもとの家に帰させるのはキリストな

〝字苗的〟及び

とは宇甫的な生命にたいする関

心を意味します︒それは自我の関心が優勢であるような個人的な

意識的意志

すなわち〝宇宙の意志〟になるまでは続きます︒

るこの意識です︒しかるに人間は結果のすべてを支えている因の
かわりにこの〝結果″を崇拝するようになっています︒人間は一

われわれは心または個性をただ失うためにのみその心または億

ものを意味するのではありません︒

であるかわりに個性が有勢となっています︒そのために人間はた

つの固定した現われと化していて︑その場合︑本性として宇宙的

がいに快・不快の影響を与え合っていて︑永遠の平和を知ること

の生命である〝宇苗の意識

盤を吐き出してはなりません︒そんなことをするかわりに︑永遠

に努力すべきです︒白出身の︵個人的な︶生命を救おうとする者は

のなかへ個人の心を没入させるよう

はありません︒平和というものば個人の意識が宇宙的になるとき
にのみ見いだされるものなのです︑︶

宇宙の意識″とは意識的な

宇苗の意識〟とはその永遠の生命です︒

そのなかには恐怖は存在しません︒

それを失うでしょう︒
意識の意識的な知覚です︒

二千苗の意識〟のなかには好き嫌いや区別はありません︒あら
ゆる現象は始めも絡わりもない全体の一部であるからです︒

宇
貰の意識″は現象すべての両親です︒ちっとよく理解できるよう
それでは人間の体内に人間を

に例を示すことにしましょう︒心ほ人間をつくり出すことができ
るでし上うか︒できはしません！

つくり出して︑しかも人間の心の干渉なしにそれを完全な形に仕
ゝ温■

編

集

後

記
のなかに

㌔勘釘‰彗1

︑ノ

水館の乗員苧宇苗飛行士を実験台としてテレパシーの研究をさか

んにやっているということで︑テレパシー現象は騒の電磁浸を利

︵畳 アダムスキ氏の〝おだや・かに︑資明に︑忍耐遠く

草脳が反射し︑それが空間を光速で進行して他人の脳の神経に刺

激を与えるのだとソ虐の一群学者は語っており︑彼らは心霊現象

用する物理現象であって︑肉体から生じる雑多な放射エネルギー！

が︑この韻告は当時各国のGA？∴リーダーにだけ送られて︑事情

説を否定しているということです︒

昨年三月未におこなわれた土星夜行に関する緯が述べてぁります
により永二表は禁じられていましたけれどーも︑．できればこれを次号

ところが国内の宗教団体のなかには円盤・宇古人問琶をやた

∂

哲学の焼き直しばかりではつまらないではないかと考える方があ

ば︑なぜその体験記を次々と発表しないのか︑いつもコ和一じような

るのではなく︑われわれと同様に内径をもった現真の人間である

的にマ﹂小口︑⁚二山如く出現したり霊眼の開けた人にだけ見えたりナ

否な競空磯で丑︐Cノ︑他の遊星の住民は地球人にたいして幽霊現象

どうも本誌は真数が少な▼いために

隼毒気したいと思ってい草すっ

あります︹F︷⁚盤は高彦な科学技術によって製作された

らに心霊謁魚と結びつけて︑とんでもない感違いをしているのが

るかもしれませんが︑美津には円盤■宇宙人問題の何たるかばア

準の懇請

笥−ア氏がその後もブラザー㌧スとコンタクトを涜豆て．いるのなら

記事を豊富に鼓せることができず︑串しわけなく存じますじ

氏の例の三頑類の書物に述べつくされてい享丁︒円盤研究におい

へぜ

というのがァ露完∴ニ！氏の主張するところです︒

人閣が青からのくだら

事

r汀

所

完別

保

田

田

タ

イ

︵㍍八州持田八部個人史還警
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ご質問は道家な′＼お寄せ下さい︒︵久保田︶

ては珍しい抜強記類を興味本塩で読む時期は過ぎてしまい︑今は
哲学と科学の探求時代に入﹁一ています︒ア氏の哲学が．いかなる意

罵代の宗教の起源

は七

義をもっているかは︑本誌中の記事をお読み下さるだけでおわか
ハニー⊥竺の

りになると思い・ます︹﹀

◎

たい習慣や行事にいかに縛られているか︑いいかえれ．ば詳論菱約
はレスリー・氏がハニ！

思考からいかに脱しきれないかということを意味しています︵一
◎ 二丁／スモンド・レズリーノ伊らの手紙

真に送った書簡の全訳で︑原文は⁚∵一▼・真の蔵東夷二木∵六三年一
月号に掲載されました︒
◎ 近着の英国の フライインゲ・ソーFサ⁚i・ンヴユ■・・／∴誌︵空

飛ぶ円盤評論︶三月∴四月号により草すと︑ソ遠の科学者琵は清

