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この一時代すなわち天の摂理が終わりを告げようとするときに

ー

︑J

としてニセ宇宙人を信ずるようにたぶらかされた人︶がすぐれた

主義／に背せ向ける場合︑だれかがその愚かしさを指摘しようもの

なら本人は悪質になハ．てくるからです︒本人が自分で見いだした

新しい環境は快適であるためにそれを守ろうとして一生感命にな

火星及び金星紅向けて竃射きれたロケブ■トから送り返された新

ります︒

れてきせーした︒このことは今どんどん進行中です︒より妓きのす

このあいだ金星が気球から観測された事実を知ることができます︒

ってみますと︑われわれは最近の火星ロケッ一に似た葉虫でつい

キ・

苛見に謁して︑大衆の考えを混乱させるために右と同様の手段が

用いられてきました︒まず第一に私は二人の科学解説者が同じ語

をしているのを聞いたことがありませんし︑公表吏れた二つの韻

事が同じ清報を伝えているのを聞いたこともありません︒︵注︒

ぐれた人たちの殆どは或る勢力によってかきまぜられていて︑こ

その気球の観測車告によれば︑金星はその大気の上層部に地球よ

︑公賓される滞積の内容がその都度みな異なるの意︶少しさかのば

れを暗黒勢刀と呼ぶ人もいますが︑われわれはむしろサイレンス

た︒当時科学者のなかには金星はおそらくフロリダに似ているか

りも三倍ないし五倍も多くの水蒸気を含んでいるということでし

多くの物事が薫こ㌔人貴間の混乱は冶讃に零するだろうといわ

グループ︵拷問長田体︶と呼んでいます︒彼らはわれわれの間貸を

もしれないといった人たちもいます︒しかしマリナー2号は水蒸

ュ

混乱させるために知られている暖りのあらゆる陰謀を利用してい
ます︒

伝えたという・を的確に示しました︒もしマリナー2善からの

気は存在しないと報告し︑少なくとも一つの実療は誤った情報を

いってもよいでしょう︒彼らはきわめて巧みに組織きれてい七︑

一つの報告が誤っていたとすれば︑われわれはどうして他の報告

このグループは多数の人間から膚成されている﹁頑張り蜃一と

手段を応用していますので︑本人にとっては等讃書かまたは冥股

利用しようとする用事にたいしてきわめて多くの友好的な接近の

かつて地球をまわ古人工衛星が地球を親潮したことがあって︑

を信頼できるでし上う︒

マリナー2号による金星の観測と同様なテスナをしたところ﹁地

上の神のように見えます︒そして狙われた老は︷日分の最良の友に
もそむきヾこれまで倍じていた主義︒思想をも捨てるようになり

球には酸素も生命もなぃ﹂と報告したことがあり草す︒しかしわ

れわれは地球に酸薫も生命も存在することを知っています︒私は

ます︒
この証池は明白です︒というのはこうした狙われた者︵任︒主
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この情報はマ

金星の表面温度が高温

マリナナ二Z号が実は一般軋公表された情報とは全然逆の事実を発
見していることを偶然に知りました︵注っ
セはなぐて実は低温であつたというような事実︶っ
とこ．ろが︑いったいなぜ彼らが問題を混乱させるのかといいま

ザナ一計画に参加した一橋威着から伝えられたものです︒
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することもありませんでした︒彼らの塵近の貸洛についてここに

﹁教か月前に一個のブードゥー教人形が栗東部

一つの列が為ります︒︵ジェイムズけⅣ＝︒モズリー礪蒸の円盤ニ

ーズかゝ引用︶

に送られてきたむそれを見ると︑人形の心讃の部分佐屋い針が突

ーよ︒この人形はジョージ︒アダムスキからのものである0

Oモズリ

玖の頴がつけてあり︑それにはただ次

知られたならば科学者や世の中は早まってひっくりかえるような

しかしあれわれはだれか悪い奴がこのいたずらをしたのだろうと

のように一番いてあるだけだった︒・︒︒ジェイムズ︒W

き刺t七あって︑．針には

大騒ぎを始め︑それにつれて多くの物事が大混乱をきたすからで

思った︒われわれが知っている限りでは︑ジョージ︒アダムスキ

すと︑それについては多くの理由があります︒もし寅相が契幣に

す︒加うるにこの世界はあらゆる真相を受け入れるだけの準備が

ほそんな不作法なことをするような人ではない﹂

長年のあいだこれと同藁のことをする人がいて︑そのために私

0 ら

できていません︒これは地球の観測装痙がまだ発達の段漕にあっ
てとても完全とはいえない状凄にあるからです︒もし人間の血竣

進歩した知識を伝えようとするわれわれの運動にたいして︑な

こそ互いに異なりますが︑モズリー氏は私の友人であって︑私が

おそらく毛ズリー氏に人形を送った頭本人だと思われます︒ま鼠

う名前で知られてぃますゥごれは世界で最も悪質な団体であって︑

の身辺にはかなりのトラブルが起こりましたっ 彼らはサイレンス

ぜ反対勢力は私にそれほどの対坑をしてくるのかという質問状を

軍しく屈服するような人間でないことを妓は知っています︒屈服

が金星上で高温のために沸騰するとすれは︑なぜ政府は金星へ人

よこした人が多数ありました︒この答えはきわめて商単です︒凝

グルナ7．の凄も大きな部分をなすもので︑﹁世界秘密逮社﹂と．い

らは私が知っている事柄を恐れているからです︒彼らは私が﹁空

すれは私は現在やっている仕事に掘達して私の名にあたいしない

間を着陸させようとして巨額の費用をつぎ込んでいるのでし上う︒

飛ぶ円靂間奏記﹂軒に番いた情報を撤回させようとしました︒破

人間になりさがるからです︒

思いせす︒なぜなら﹁償い打法軋﹂はその代償を要求するからで

このグループによってたぶらかさ働ている人々を私は気の責忙

らほその情報をボストンの或る科学者団の説に同調させようとし
ましたが私は彊絶しました︒それ以来彼らの私にたいする対琉活
動は徴烈に な っ て い ま す ︒

は私の協力者たちに応用してきたブードゥー教と私とをかかり合

金環はなんの益にもなりませんでした︒この記事を読まれる方々

彼らの思いのままになりました︒彼女は苦しんで死んでしまいV

す︒グロリア・リーは知っ．てか判らずか彼らの娼食の一つ忙なり︑

いにしようとしました︒しかし有惑いことに協力者たちほこんな

にたいする私の忠告は︑もしなにかが気になって仕方がなければ︑

私を饗してやるという脅迫とほ別に︑最近の或る攻撃で︑彼ら

ことで息から離反しませんでしたし︑私も彼らのおぴやかしに屑
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百分でそれから逃げ出しなさいといぅことです︒これほ本人の考
え方を交えることにょってなされます︒これをな■すためには︑人
㍍還雲寧隼満ちた︑またほ通しゅう心に解えたような慈恵のす．へて
や不正な悪念のすべてを避ける必要があり窯す︒こんな想念は翼
賛汚社が涌いているキーなのです︒いかなる電預の恐準心が起こ
すてもそれを捨てなさい︒なぜなら恐怖心は彼らグループが求め
ている人間の一頭さであるからです︒
彼らがつけ込む人間の恐溝の剖をあげてみまし上う︒白身が他
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心霊如な詐

円盤問題に

部

このシリーズ忙おいて売号の記事ではテレパシーによる質問の

件に答えて他の蓬星の人間から来るものと思われているメッセー

人から不当に・苧たは誤解さ九て競われていると霊じる人の恐怖心︑

ジに増して窃単な解説を謹みきした︒テレバシ︑一によって知識卑

得ろこと自体はなんら雫りではありませんが︑慮濁しなけれはな

彼らの黒い行為を認める恐怖心などがそれです︒
官軍た汁仰置劫者としての役目をします︒

不当に箪笥れたと感じるように仕向けてきた人たちにとってクサ

らないのは︑テレパシーで感啓へされる印象頚は他の遊星の琵汽ま

他の造星の人間は地頭上の人間と浦神威応にょる通常をするこ

たは宇宙繚内の苫屋人から透られてくるのではないということで

ころへ行ってあなたの気持ちを話し︑依然として救のままの状鹿

とはしません︒地球の表面に窪む地球人は︑なにかの．問題で雲間

す︒

であることをやめなけれは筋竃の立った理解力に凄することほで

答を得るのにテレパシーを罷免するほどに発超してほいないので

して案際に葛人にとって有益だと思われる完全に信戎のおける回

場合はそれを避けなさい︒これはあなたがフナに濡ち入らないよ

きないことを調べてごらんなきい︒こんなふう忙してあなたほ多

す︒テレバ′ylを教えると称する指導者の殆どすべてが自分でそ

な原理さえも知ってはいません︑アダムスキ氏によって定義され

れを用いることはできませんし︑しかもその応卑について基本的

ば▼かりでして︑これについては別た記事でお伝えするつもりです︒

印象類の多くは望ましくない頚泉から来るのであって︑そのよう−

たテレバy−というのは印象澤のすべての感受を意味しますが︑

ります︒

する予定で︑そうなれは八ないし十週間元ど留守をするととにな

すべての計叫幽が㌢まくゆけほ︑四月二十九日にヨーロッパヘ出発

私は葦星人たち．と．の協同拡よる広汎な研究からちょうど偉った

むよりも公明正大であるほうがはるかによいのです︒

くの不愉快た状撼を避けることがで．ぎるのです︒後の藷異に苦し

うにするためです︒もしその㌢ナに落ちたならば︑リーダーのと

それゆえこれらの印象に気をつけて︑そんな印象が白身に寮た

漢音は・苧サが

／

人

絹蔓−一

3

一rレバツーの能力はいわゆる靖神的な発達によるとは限りませ

なものが人間の発達に価値があると考えられてはいけなV︑のです︒

はた▼だ検証だけが決定します︒そしてそれを譲意する唯一の方法

琴っているかもしれません︒本人が正しいかまたは漬′ウているか

円堰が夷際に革んだかどうかをたし︑かめるには円惑の乗員に会っ

調査することにあり草すハ一塊聖上に住んでいる宇宙人といえども

は写寅中の円蓋が突然急蜂下して童形者に姿を見せたかどうかを

︵注︒アダムスキ氏著﹁テレパy−﹂参照︶の一つを通じておそ

ん︒この地球上で最低の未痴人でさえも︑例の六通りの安倍径路
そろしいほどのテレパy−打能力を持っていることがあります︒︵．

て聞きただす必要があります︒さもなけれは一般地球人と両様に

彼ちも確実なことほ琴雷できたいのです︒つまり﹁あれは円盛だ

琵︒米国の戎ろ地方の黒人やアフリカの輿地の蛮人のなかにテレ
パシーのすほらしい能力を誇っている櫨族が存在することを識者

った﹂というテレパシー忙よる印象を字忠人は馨るニー′−ほできる

及人から聞いている︶この抽潤カを韓つ

は世界を旅 行 し た 米 人 の

一明をちげますと︑あなたが一周力扶のかたまりを請っていた

のです︒

でしょうが∵地球人と同増小にやはり準正というものを必要とする

﹁印象滞にたいして敏感な

人々は多くの人によってだ′いたいに﹁登頂的な薄雲早せ持つ人﹂と

呼ばれていますーが︑私としてはむしろ
人﹂といい た い と こ ろ で す ︒

．に見えない気泡がもゥたとします︒テレパシーに執∵⁝崇した人ほ次

とします︒そしてその内頭・にrは中空つ諦分すなわち肉塊では細寿

成闇念竺ア窟しない或る慨念に同調しやすい程度忙至っている本

のようにいうかもしれません＝−﹁この訣のかたまづの貴かには尭

この敏感な人の▲感受力は︑想念ばかりでなく︑本人の性質や竣
人の預解刀と発達の段階に応じて決定されまナ︒

泡があろ半こうした感じまたほ印象を琴けろこと緩も為でしょうり

鉄は気泡を含んでいる人間に語り布ける心と．いうものを滞ってはし

例の三つの望ましい径路の†つから来る印象のテレパシツクな
感受は他の遊星の人間かち去られる﹁メッセージ﹂ではなく︑本

いません︒エックス蔑の椅査だけ・によってその印象が確認でぎ崇

すご‡﹂でもしエアクス複写其が鍵の内部走者∵一が去る享こ

人が築鷺に気づく﹁底意﹂または﹁感じ﹂以外の何物でもありま
せんゥ

見したならば︑そ汽ほ真実のテレパン−例だということになりや︑

この一例として完成の記事で述べた胃朗事務の分析につい

てもう一度考えてみることにしましヱう︒

たぶん読者があの写実をごらんになれはふ車ンモノだと意思され

あなたが何句かを1．たり︑またほ雪嶺かについて疑問をもつと

にすぎないのです︶本人は

ノ㍍

かぬトチブル虹向かちていることになります︒

ることにちります︒こんなことを膚ずるならば本人はとり返しの

るのは︑その﹁屑二脊﹂が宇宙人またほ苗竣重から来るのだと濡ず

きにこうした印象を得ることは全く宜しいことです︒誤りといえ

すけれども︑しかし人瑠同志の心から心への伝達ではありません︒

しかしそれは他人の心から発

それは葵実のテレパシ

るでし上う．読者−り心にひょっこりとわき起ころこの蔑研の印象
はまず正しいものといってよいでしょう︵り

ックな印象であるかもしれ▼誓せんむ
﹁愚じ﹂または﹁知識﹂

せられたもので・ほありません︒その写真がホンモノだという本人
白身の再東 の

⊥㌧＼

瓢

∵

い人の感受性という入口が開くのを待っています︒この意味から
すれノは私は温界なるものが存在するということは確言するととが

J

ことにきめているとします︒あなたが一〇〇パーセント正しい印

できます︒︵注︒︵ニー．氏のいう霊界は霊魂の住む世界ではなく

かり把手有人があなたに或るアイデアまたは知識を印象づける
象を得るならば︑それは繕撃心中にひ上つLりと浮かび上がる﹁

いますが︑いうまでもなくかかる霊感も右に述べたのと同じ知識 5

キなコンタクーにだまされているということ芯気づいていません︒
殆どすべての心霊研究団体には指導霊がついていで それが﹁
黙示﹂去たは﹁霊感﹂によって彼らに知識を与えると考えられて ー

しかし私たちの運動にたいする反対派によって計画されるインチ

分たちに起こった出来事を次々と語っているにすぎないのですが︑

のだ﹂と信じやすい一つの理由となっています︒彼らはたんに自

れどもたぶらかされた人たちがまっ正直に﹁自分たちはまじめな

或る心領団体によって演じられていて︑これがまじめではあるけ

き起こしている多くの他のコンタクトマンに同潤するために新し
い想念をつくり出しています︒多数のインチキなコンタクト例は

を自身の目的に利用して∴∵ます︒彼らは世界中にすでに混乱をひ

する人︶はこの貯蔵堰からパイプを引いているのであって︑それ

多くの自称コンタクトマン︵注︒宇宙人から連絡を受けたと称

べた巨大な幻想貯蔵庫のなかに存在しているのです︒

は其契の人間ではなくて︑人間の心の創造物なのであり︑者に述

・デスカなど多くの仮空みメッセージ放送者がいますが︑これら

の貯蔵庫から出て来るので計って︑その他にもサナyダとかラマ

宇宙人名︶や・﹁霊化協会﹂にかかってくる高級霊などはすべてこ

るのです︒人間がつくり出したアシlクー︑モンカ︵注︒仮空の

セージ﹂と考えてはいけません︒ の人間の心によ▲つて表現された考え方や想念の題額として存在す

予感﹂または﹁感じ﹂としてのみそれに気づくようになりますが︑ 七︑想念群が貯えられた世界を意味する︶それはこの地上の潔数
その場合にもそり印象を﹁メッ
むしろ苧汀が﹁何かをしなけれはならないのだ﹂という感じを待
ったのだとみなすべきです︒こうした印象に従うことを身につけ
ればつけるほど︑ますます印象は容易にあなたへ来るようになり
ます︒すると時が過ぎるにつれて次々と確証すべき物が現われて
くるでしょう︒
いわゆる﹁メッセージ﹂なるものが宇宙人または高級完から来
るのでないとすれば︑それほ実桧這はどこから来るのでしょうか︒
大きな改発毎倦︵軍票は彼らが芸界または他の遊星からテレバ
漸﹂によってコンタクト︵住り連絡︶しているという盲想におち

いっ
いて
ます︒グロリア︒リーは他の速星からテレパシーによっ
て自分へメッセージが送られて来るのだと確信したために︑その
メ︐セージの内容に服することによって生命を失汀ました︒ジヲ

ージ・キングの﹁霊化協会﹂はこうしたメッセージにもとづいて
古くられたのですが︑その内容の殆どは誤ったも侃です︒
われわれが気づかねばならない一つの法則は．﹁親和の法則﹂で

す︒この法則亮﹁類は類を呼ぶ﹂という瀞濃な言簸で自然の吸引
の現象を表現してい′ます︒一個人によって表現される想念をかた
ちづくるエネルギーは︑領似した性質の想念をかたちづくるエネ
ルギーのほうへ引きよせられます︒こんなふうにして幻想的な知
識の巨大な貯蔵庫が建設されていて︑類似した考え方を持ちやす

の貯蔵摩か ら 来 ま す ︒

別な嘘泉が存左しています︒故グロリア7リーやジ才一ジ︒キン

漁妙をDかっや浄力み掛碁敵静か紛争むチ射か逢隈働掛絡﹂と名付

言葉を私は用いています︒さらにこれを私は﹁浄碑力右ル猿江伽

の定義でもっ﹁て﹁メズマリズム︵注︒動物滋気僅浪術︶﹂という

グ■によってとなえられた野忠状態におちいる霊媒も︑多年忙わた

けています︒これはいわゆる﹁菌体飛行﹂の応用にょってなされ

㌢た各竜の刊行物のなかに出てくるいい加減な宇宙人情報には

る読書︑研究︑思累︑他人との凍触にもとづいた彼らの潜在意識

るのであって︑狙われた相手のいる場所へ向かって行く霊媒の意

この方法にょって狙われた本人は︑自分のいる場所に﹁放射さ

にょって苫矯された知識の貯蔵薄からパイプを引いています︒そ

れたエネルギー﹂が存在していることに気づくかもしれませんし︑

識の放射を琶味します︒

またキリストや他の偉大な暮取払篭遅した宗教的なまがいものの

うした著書の殆どほ明らかに箋感的な性質の文賛を含んでおり︑
文責も含んでいます︒そして恐怖や拶碧や予言類を伝えています︒

気．つかないかもしれませんっ これは多分に本人の感受カと放射し

としてそれを考えてみることです︒それは本来電磁気的なものと

菌体飛行者の意識を含んでいる集中化されたエネルギーの﹁末﹂

にこのエネルギーが存在することを説明するのに最もよい方法は

た霊媒の能力いかんにかかっています︒狙われ

こうした著書にときとして出て来るホンモノじみた知識ほかつ
てアダムスキ氏が．講演や刊行物で．誓へた知識の焼き宜しです︒そ

置から出て 凍 る の で ナ ︒

れ以外の個所は彼らの潜在意識かまたは青に述べた想念群の貯蔵
葦実の宇盲人の活劇にたいして横腹的に対抗するために心霊胎

考えられろのであって︑このようなものが宣磁力の碧引と反発の
例の﹁黒服の三

な■﹁∴官制薫している人鳩とはだれでしJうか？

法則によって他人に影習を与えるこ糸できるのです︒

つったりし上ごつとして︑心電術師は相手に悪臭をかがせたり︑声

ルギーの字音を悉じるかもしれません︒相手を恐れさせたりあや

狙われた嶺性者︻たとえばベンダーのような人︶は︑そのエネ

人組﹂はこのグループの−味です︒サイレンスグループのこの分
あ示ソ意す︒そして三人どころではなく多数軍産しています︒彼ら

野こおけるリーダーたちは熟達した心完術繹であり僧職騰師でも
は互︑いの髄力を増強する七めに遷宮二名ないし三名のグ〝−プを

ったいどんなふうにしてこんなことがやれるの

⁚J＝㌦

私はかつて﹁夢の構造﹂について述べたことがあります︒一意

になるでしょう︒

かということです︒答えはきわめて簡単で︑読者七は容易に明白

問となるのは︑い

その他これに似たような物事を体験させたりします︒ところが疑

を健かせたり︑本人を引っばる目忙見えない力を感じさせたり・︑

︵

組んで行功 し て い ま す ︒

彼らが他人に術をかけようとサーⅧ場合は︑二︑三の華近方法の
どれかを用います︒産土の方法は狙った相手を恐れさせることに
ありまナちこれほ相手の心をコツ1月﹂ルするのが一そう零易と
なり︑各壇の方法で相手を慮ろうすろのがさらに塞になるからで
す︒いかなる方法でこれがなされるかを説明するために︑私自身
・
．⁚1

︑．

︑J

サしヤいることは︑﹁自己催眠術または走胡的な濾択▼術にょって

を人はどんなふうにして防げばよいでしょうか︒まず最もハブキ

この連載記事でこれまで述べてきたサイレンスグループの影響

るのであって︑夢のなかでわれわれは声を穂いたり︑物を見たり︑

あなたの琴力がたかまるように指増してあげよう﹂と宣伝する個

人は夢の構造やその働きなどを知らないで生き生きとした夢を見

飛んだりします︒夢のなかでわれわれがなし積る物事に制限はあ

人または団体を避けるようにすることです︒

人々忙話しかけたり︑からだが用筆エな経れて空間をただよつたり
りません︒こうした夢をひき積こすものがなんであっても私は︑

を開発したいとは思いませんか﹂ ﹁急速に憲莱の適力がつきます

われわれは次のような広告をよく見かけます︒﹁あなたの霊性

かの刀がこの一夢の−遥遠を郵政して懐かせるのであるとすれは︑敬

があなたのものになります﹂等々︒

﹂

夢の構造と呼んでいます︒あな七がヨ覚めているあいだにもし何
っているときと間接に当意苗ていてもあなたは冒に見えるかまた

﹁あなたの第三の白︵魂の日︶を礪きなさい﹂ ﹁健児術の秘法

は耳に璃こえる幻覚な持論すろでしょう︒

しかし殆どすべてのこうした団捧ほ自己催涙雨を教えているの

であり︑それを滞坤科学と呼んでいます︒つまり本人は幻覚を体

また何かの絹薄⁚閏な動揺が人間に声な聴かせたり幻覚な見させ
たりするこ．とが為って︑それらは心という病院のなかでシ曹二γ夕

験することな教えられるのであって︑本人はそれが葉菜だと信じ

いで右の瑚き鴇転が起こ−空軍含もあり左す︒その現象は地球上で

とることを数えられて︑だれかが熱い油を本人の背中へ流しかけ

で例をあげてみましょう︒入門者はヨガの行者のような姿勢を

ています︒勢やかや掛かや掛か▼かか酎む↑ぃかか一撃㍗かわかかや

照．蒼を韓ハけながら静まってゆきます︒この他にもこれと同じよう

広髭昆にわたって暗遺してい予心霊グループのメンバーたちにょ

ている状態を絹還貰−せられセエ㌔ そして本人はそれに滞肇を嬢中

な体琴芝持つ人がたくさんいまナが︑韓神的な間囁を原書としな

って︵悪童ではかくて人間によって︶ひき起こされているのであ

させてそれが寅実だと想像し簸けます︒これを続けているとやが

て本人は実際に熱い油が背中を流れ蕃ちているかのように感じま

って︑彼らは前に述べた方法を用いることによって狙われた本人
の夢の機構に影位を与え親戚するのですっ

す︒すると﹁あなたほ実際に漬歩しっつあるのだ﹂と数折から頂

その体捜は犠牲者忙と

ってほ全く票誓約なものです︒このゲームの或る段階においてほ・

かされるのです︒

さらに行法を漬けているうちに︑本人はこの自己催眠術による

敵は個人的に瑳を要義し︑ベンダーの場合と同頓に俸験が起こり
始めますが︑殆どの例においてはサ√レンスグループが個人的に

恍惚状態を意のままにつくり出すことができるようになりますっ

億取術師がいっている﹁解体飛行﹂なるものによって空蘭をさま′ ワ

体を離れることができるという幻覚を体験するように衰えられ︑一

姿を見せることほ不必頑なのであって︑あらゆる現象は彼らの精

部

またこの諌習をや

四

神的な影葦力によって達成されます︒

第

−

L

︑

1
ようかの知き感じを嶺こ︒苧ように指導されます︒しかしこれは真
宙人や葦化した人頭は正しい幽⁚滞兼行を行なうことが．できます︒

ではありませんか︒他人忙たいして立派な亜度でのぞもうという

き方にたいする正しい通であるというのはもうわかりきったこと

菜食量養老である必要はあり塵せんし︑タバコや漕などもやめる⁚冶
必要はありません￠萬物においては申請ということがすぐれた生一

なかにほ意のまま這これを行年っ人も与りますし︑環濠預に行な

見地からのみ考えれば︑この中背が望ましいことです︒

実の空間飛行ではな十㌦︑て︑摩のニセモノにすぎません︒多くの宇

う人・lもちります﹂こみ遥化した人々の窃合ほ寒繚警？ごり官報の

よる幻党なあです︒芋軍人にょって体食きれる其卓の電隅櫓硯は

牧童をまねることを填えられるだけですへーそ？軍令ほ甥溜状態這

自己購読南を用いて自分の慈覚衰官・をごまかすことにょって右の

で遠方の出宣誓草薮見るのです︒しぃし前記の滴凍斗学の周究者は

ないことがわかり︑恐怖心を逗こすかわりに﹁面とむか って案い

りますので︑あなたが埋滞力を縛っていれはなんら恐れる超越豆

わるい出発撃の主な目的は鳶稀と心つ不安を壇こさせることにも

なたの知識です︒以周にたびたび述べ草したよう忙︑多くの気味

ちなたのためになる農大の武繹は︑かかろ霊力の慮泉に増するあ

れが次第に強烈になってきた場合に︑あなたほどうしますか？

サイ∨ンスグループの心葛カがあなたのほうへ向けられて︑そ

恍点状⁚．蓑や▼いかなる遥頑の自己饉虜術とも錮係はありません︒こ

一部を物濱わ鶉体乃カラから外へ引き出すのであって︑その状態

の達化した人々は自分がなにかの仕事をしながち︑しかもその仕

と増す﹂ことができるのですっ こうした牒司兼な対抗は相手の∴臼
になるでしょう︒

的を巻線させて︑逆に相手がはるか忙大き・竺摘手をこうむること

事を全然やめないで遠塙透視を行なうことができるのです︒
こ九については﹁助成﹂といぅものが寅寒の回答になります︒
なぜなちはサイレ／スグル・・プの心義的年分子ほ広華・γ這わたっ

は蔓ましくない弓故にこれ苧応鰯しています︒こ■代でもってきわ

称したり︑ ﹁或る声がそれをやれと命じた﹂などといっていますむ

分で璃くとします︒今日多くの度し量は﹁神が成せと命じた﹂と

かりにあなたが悪いと患っている物事をやれときさやぐ声を自

めてハブキリしてくる︑りは︑このいわゆる﹁選挙カ﹂なるものの

多くの凝教団棒や宗教のリーダーなどもこうした・斥淡から得た﹁

しかし彼ら

発議這一茂でよくいかれている﹁入露﹂とか﹁斉禅的﹂預蔓とは

釈⁝示﹂だと移しています︒或る声が﹁アダムスキの書物やニュー

て﹁ほんとうの肇凋連高率﹂を用いているからですっ

増ど適格〃は な い と い う こ と で す ハ

かにこれほ心電グループの寄竃にとって邪魔になるような影醤︵

ズレターを焼いてしまえ﹂ともなたに命じたとしましょう︒明ら

荘︒英軍のコンタクト︶からあなたをそらせようとして．なされま

多くの人々は﹁稽碑璃誓庵嶺﹂告望むばかりにこうした心電上
させておきまし上う︒いわゆろ超人の膏薄的な発達はいかなる壇

の行潰をだまされてやつています︒一つの番所をここでハブキリ

方法についてあなたに†適してもらいたくないわけ守篭

す︒彼らは︑彼ら自身を排除したり彼らの彪省力と戦ったりする
リま隠ん︒われわれは

領の霊的詣力とも鴻藩悠あり・正せんし︑また青汁ばかりを飲んで
肉を食べなかったりすることとも適掻はヘ

∵

・■

︒イ・▼

㌧

∵

あなたは次と同様な方佳で対抗することにょってこの声を打ち

∋

い︒私が私自身聖運命を支流するのだ︒私は告分で望むことを好

加えて宇宙人との会見記を劇作し始めます︒また多くの．コンタク

って︑大衆の冒をひきつけておくために自分の実廉の体験空手を

に韓入りしています︒また﹁金銭﹂の誘惑に屈服している人もあ

な圧力忙屈しやすいのであって︑このグループは本人をさまざま
の方法で攻撃するからということにあります︒

きな七きに読んだり研究したりする︒私にむかって物華葱なせと

返しなさい︒﹁これらの着物を焼けと命じるおまえの正体はいっ

命じたうナる天使も悪覚も私にほ必要ない雪﹂あなた白身の琶烹

ーマンは最初から全くのペテン師なのであってY金のために人々

多数．のコンタクーマンは催涙術現象に巻き込まれていて︑これ

を働かせて押し返すことです︒必要とあらほ怒り査ぜい㍉そうす

をだまし続けているのですが︑その金は素朴な人たちからまきあ

たい何であると思うのか︒お準えが私の生活を支配するのではな

れほ何物もあなにを打ち負かすことはでせないで心Jう︒

げるわけですのなかにはサイレンスグルー■ブにょって仕掛けられ

人々のなかにはこれまでの知識からして心から心への意志伝達

．∴いいかえれば︑こうしたサイレンスグループの影響力をあたか

︵淀も

た催眠術に上る﹁仮空のコンタクナ﹂を休漁していて自分たちが

の生活寧日分で支配しなさい︒私個人介垂えとしては︵窪︒ハニ

のだと考えている人があるかもしれません︒しかし寒瞭たはテレ

も∵人の生きた入閣を輔手にしてねじ伏せたり叩きのめしたりす

ー氏の考えとしては︶人間ほだれも竃分自身で物寧を決めるべき

だまされていることに気づかない場合もあります︒

であって︑自分の信念や主義に反すると思われることをやったり

パy−現象は存在するのです︒心から心への意志伝達ほ多くの人

るように扱うことです︒あなたは白身の理解力にしたがって自分

してはいけないと思います︒たとえ﹁やりなさい﹂といぅすすめ

比よってきわめて容易に行なわれていますっ サイレンスグループ

テレパシー︶は不可能か寧たほそうした現象はインチキな

が＋へ揚宗門の東電の人間からあったにしてもです︒第一︑相手の

も人々をたぶらかすために一徳のチレバダーを応用していますし︑

別な宇宙

宇宙人が正七いということがどうしてわかりますか？

﹂般地球人のセシスマインド︵注︒感覚器官の心︶はあらゆる物

す首れ■がホンモノかそれともイカサマ師か撃空しくれといって私

ytを用いるかもじれませんが︑地球人忙擦蝕する場合はテ∨パ

忙連絡するこ阜はし賓せん︒宇宙人は彼ら同志のあいだでテレパ

事をひどくゆがめますので︑早苗人はテレバy−を用いて地球人

宛に事菰をよこされた方があります︒それ忙たいして私は﹁本人

y−を避けることをずっとむかし知ったのです︒

或るコンタクトマン︵琵ウ苧富人に会ったと称する人︶虻づい

人たちは▼これとは琴プ謁見を持っ．一ているかもしれません︒

の最初の棒験はあるいはホンモノだ・つたかもしれないが︑その後

宇宙人ほ地球へ■向けて絶えず想念を放送し続けてい写すが︑こ

ホンモノだとは思えない﹂七答えたこLがあります︒この理由の

パ．ざー監熱・菅て￠れば放送者の能力い・かんにかかわらず相手の

れはテ．レパ√㌢−▲▼で連絡することではありません︒われわれがテレ

の本人のいっていることは信用できない︒あとの体験なるものは
．−つは︑コンタク†マンといヶも打はサ√レyスグルーナの大き

9・一

∴こうした人たちは霊界から地上勧運命を導いて小皇簡級霊なる

ものをきわめて容易に信じやすく′憤り亨丁︒．心霊上の▲イカサマ紆

想念忙同調することはできます︒テレパy−の上手な人は意識申
に想念を放送しょぅとする人がいなくても︑もろもろの印象を羊

きとれるような強烈なハリキリとした印象を現実に感受した場合

印を押してしまいます︒社会の改善打と．ってよき影響を与えるよ

を精神病院へ投げ込むか︑少なぺとも↓気が狂った﹂・とい・′予っヰ

ます︒r痍牲者から金や知識など羞肯とってしまった後劇︑・哀人

は人々のこうした信念を充分に利用していて存分に慮ろうしてい

それほ本人にとって非常な驚きとなります︒こうした人たちが青

ぅな体験である限り︑巧みに本人を﹁琴軍誓レ﹂の立場にぉい■て

テレパシー研究の初歩者が∵突然︑思いがけなく殆んど耳に億

ちえることがで き る の で す ︒

苗人は霊媒を用いて通信するのだという考えにとらわれたならば︑

しまうのです︒

計画されたもので†したがサて反対勢力も貢い期間にか・作仏り発琴

目下地球上で展開きれている宇宙人の活動はだいぶ竜かしから

本人は通常自分がコンタクーされていて︑新たにコyタクーの実
例が発生しっつあるのだと思いがちです︒これはすぐそばに交需
用のヘルパーがいる場合特にそうです︒
分の体漁は他人のすべての体放とは異なるものなので︑これはき

たちに与えられた知識が今日きわめて正確た実現してい昂理由で

年にわたるでしょう︒これが真実の宇宙人によって古代n一予言者

してきています︒同様に現在行なわれている諸計画ほ未来の数百

っとホンモノの宇宙人通信かまたは他の遊星から来るのだ﹂と本

す︒これはまた︑聖書の予言というものはそれを理解するた⑬の

多数の人がこんな方法でまどわされていろ蔓由の−つは︑﹁自

人が考えることにあります︒休漁そのものは太人にとって現実に

正しいキーが存在しているかどうかにかかっているといぅ理由に

長い時代を通じて−定の道を歩んできた人間の足どりを導くた

起こった出来事なのですが︑それは真実の宇宙人から来るのでは
人間の心の動きやテレパシー現象の例の六つの径路に関して一

めに多数の教師が出現してきまし・㌢しかし彼らの死後その数え

もなぃリますっ

般大衆が全く無知であるからこそ︑サイレン⁚スグループの催耽術

をひろめようとする団体は︑発達するのに長い期間を経た反対努

ありません︒

師たちは現在のような強固な足場を得て多数の人をコyL﹁ロール

力にょって打ち破られましたゥ

うに育てられてい草す︒・百分で埋葬できないものはすべて超自然

次のことを直視することにし軍レよう︒人々は迷信的になるよ

た︒このことほ別格の宗教の起源に関する記事で詳細に述べてあ

千年間も行なわれていた秘数の準えのすべてを含んでしまいまし

られた活動です︒この活動は後になってゆがめられてしまい︑数

このよい例はイエスによ．って始め

することができ た の で す ︒

せいにします︒それが望ましくない俸放であるならば悪魔のせい

的なもの︑幽霊︑女鹿法使い︑邪神︑悪蔑︑天使︑または神々の

︑ノ／

別な例をあげますと︑宗教の指導者によって行なわれる﹁魔よ

ります︒

忙し︑望ましい休漁であるならば神か天使の行為とします︒
・b汐r

コ＿0

ノ

けの祈意﹂は︑以上の出来事の背後にひそむ心霊上の勢力との戦
い
があっますが︑﹁見えない実体﹂がわれわれと重任することは正
さの横転約な否定です︒−←とわぎにもいっています︒﹁対抗す
この時代の最後の数年間は心霊勢力による激烈な活動が轟関す

るならば悪魔はあたたから逃げ出すだろう﹂
ると思ってよいでしょう︒一般大衆も目覚め始めているといって
反対勢力が恐ろしい戦いをやめてしまうと考えてはいけませんっ

︑㌔J

ウィ∴−ソの￠Apニッー〆−であるドヲ・パウエル女

史から六月一日付で来た報告によりますと︑アダムス

キ氏の第二回目のヨーロッパ旅行で各地へ同行したド

は去る五月二十四日にスイスのバーゼルでア氏と

ともに宇宙人に会ったということです︒・．次は彼女の手

紙の一節です︒﹁私のすはらしい休漁はバーゼルで発

生しました︒ア氏のホチ〝の食堂は小さな都塵でした

が︑テーブルは三つありましたゥ その夜そこへ二人の

芸人が現われました︒一人はアメリカ・インディア

yのよう忙見えるすぼらしくきれいな顔をした青年で︑私たちの

女がチープルについて私の真向かいに座り︑徽笑しながら一同の

会話に英語で一言だけロを入れました︒するとそのあと一人の少

貴市が牢草し︑そのなかには地球人をはるかに凌謁する人類もい

あたたかい諷なざしで忙つこ．り．と笑いましたので︑私はテレパシ

声に耳をかたむけてぃました︒そのうち急に彼女ほ私を見つめて

へ完︶

これからの十二か月間︑円盤研究界を注意深く見ていて下さい︒
読者は大きな驚きを休漁されるでし上う︒

ると信じていか︒破はまた︑どこかの文明が篭球の現段階に達す

後者の場合︑このように進歩した人類は必然也忙≠苗を探険する

て翌日ア氏は．この二人が宇宙人であったことを確証しました︒二

たら彼女は無言のまま二度はかりやさしくうなずきました︒そし

ーでもってーあなたは他の連星から来た人ですか？−と尋ねまし

ように▼なりヾこれまで地球を訪問して

って一同の会話をたいそう熱心年間い︑ていました︒或る話は特に

日後に食堂でまた別なきわめて美しい若い婦人が私のとなりに座

鴻チtンスを失わせるかもんれないと米ソに啓告した︒前もって

かもしれない と 華 ベ

氏が今回のヨーロッパ旅行で歩く先々に宇宙人が出現した▲ことを

宇宙人であったことが後になってわかりました﹂以上のほかにア

輝から別な事柄にかわったとき彼女は出て行きました︒この人も

面白かったらしく彼女は愉快そうに笑いましたが︑話題が宇富間

彼は巨大な遊星である木星にも生命が存在するかもしれないとい

であったということです︒︵縞者︶

r

は詳細紀報じています︒なおチッマークでの講演会は大成功

ぅたが︑われわれが知そいるような生命であるとはほの

部を代表して博士は月の凄層の内部にも有機体の生命が存在する

昨年八月の月探険会儀でケアリフォーニア大学の字窟飛行科学

た人類だとい っ て い る ︒

または戦争なしに存在することを学ぶのでぁろと唐昭じてい

るとき︑その人類ほ数十得で自滅するか﹂按摩争か他の琴由で−

︵二十三ペー ジ よ り 続 く ︶

ウィ＿ソからの便り

なかった︒

1 1

／

質

疑

応

答
︹︶L

A・へ一

手＼i

宇宙人は個人の過去の生活についてそれを正確に撃琳と

だまされやすい人なのです︒

問2

る力を個人に与える能力を持っていますか︒︵右に同じ︶

答あなた湾竃問を出された笥虫はわかり享︒次芸答え

しましょう︒宇宙人のなかにはこの地上に住んでいる多数の人々

の過去の生活について知っているのもいます9たとえば︑彼ら宇
問・1⊥

それによって現代の地球上の運命を切り抜けさせているかもしれ

球人のさまざまの生清を密寮に追求しているかもしれませんし︑

宙人は﹁彼ら自身の一人﹂である︑生まれかわった或る特殊な地
草㌔造出のようなにおいをかいだ占いう点です︒その覚・誓を説明

ません︒

古今の円朗璃目撃体掬に おいて共通している増徴は︑目撃

して下﹁−Cい︒︵アーカンソー州プラマブィル︑も・℡︶

あなたがいわれるリーディり′グ︵過去の生活を読みとること︶

に関する限り︑これは私がついてゆけないものです︒私に七って

芋たしかに日学菩てで目撃したという空軍霊議において感
異モカ︑いだという例が報告されてき・思した︒多くの瘍合それは粛

はそれは他人の頭のコブを見分けるのと同じことです︒たしかに

人々のなかには何かの物または人間から印象を受けとる能力を持

軍というーいりもむしろ浸烈な︑にがい︑報い
れていやェ㌔

つ人がいます︒イカサマや金もうけ的な動機が存在しない限り︑

たいていの場合︑それは﹇n墨のいたあたりの大気の

イ・オン化に上ってつくり出されたガスのせいだということができ

これは別に轟いことではもトません︒

あなたの過去の生活笹関してそれを伝えてくれる宇宙人套たは

写で▲︒オゾンは適当な電気の放電によってつく軒／凋されにガスの
好パJです︒心一義グループのメンタル・コツ月／クーと調達のちる事

活について事実逐知ることほあなたを現世における邁歩から妨げ・

件やネ÷はその様に硫黄カようなにおいを肇塗させます︒このこ
インチキという言葉は︑素面ほ葦左しないように見える或る出来

るにすぎないでしょう︒私の考えでは︑かかるリーディングを望

も私はそれを好ましいことだとは思いません︒あなたの過去の生

事空軍宇しっつ▲−カるという窓経で用いられているということです︒

むこ云は賢明ではないでしょう︒次に︑宇宙人があなたに過去の

他のだれかについては︑たとえその人たちが伝えたがったとして

かくてそれらはインチキなのですが︑こうし・た事照を起こす人々

生活を知らせてでれた忙しても︑そのリーディングが真実である

とについては別掲記事で説明してあります︒私が招請したいのは

は寧中二﹂ち聖行為の．イカ．サマ性に▲琴ついていろかもしれないし︑

ことを証明する方法をあなたは持たないでしょう︒これが宇宙人

㊨

気づいていないかもー︸≠ません︒いいかえれば彼らは世界中で行

Ⅷ

が地球人のあいだに来て直凄に情報を与えることのできない痙由

ル＼Ⅷ

なわれている巨大なチェス︒ゲームのコマとして利用されている

＼

・− エ2

′

′／

＼︑遥

ような一物体の他の物体にたいする吸引力によってひき春Jされ

︵アダムスキ氏にたいする質問︶質問状紅たいしてすぐ

の一つです︒服装といぅ点からしても︑だれが彼らを宇宙人だと
4

に返事をいただけませんか︒

問

る重力といぅものは存在しないということです︒

無重力状態は近くの宇軍空間にのみ見られる現象です

倍ずるでし．よう︒

3

か︒遠い宇宙空間にも重力はちるのですか︒■︵右に同じ︶

問

r■ているように思われます︒その結果︑ほう大な数の手紙が殺到

︵アダムスキ氏より︶人々はやたらに私から回答嘉めた牒

みのがれることはできません︒地球の宇宙飛行士が無筆刀状熊に

して返事を書く余裕がありません︒そのうち各手紙に返事を差し

答

なる望㌫は︑彼らが軌道に乗っているときに契慣には﹁自由な落

上げましょう︒

答重力は宇宙空間のどこにも存在しますGあなたはその影響か

下﹂状態になるためです︒あなたがエレベーターの中においてあ

問

あなたが取り次いでおられる書物のリストのなかにほ疑

るハカリの上に立っていれは同じことを休漁するでしょう︒あな

わしいものがあり草す︒︵注︒．ハニー氏は読者の一般扱者を高め

宙飛行士によって体訣される無重力状態というのはそれだけのこ

あなたはその上にいかなる重みをもかけることはできません︒宇

下するのと同じスピードでハカリもあなたとは別に落下します︒

たは無重力状態になっていろことがわかるでしょう︒あなたが落

もしあの書籍類を︵宇宙人に従えば誤っているかもしれない賽物

内容のすべてを知っていますか﹂と尋ねるのは無理でしょうか︒

ることが．正しいかどうかを知るために﹁あなたはそれらの書物の

れねはならないことになります？それらの書物のなかに書いてあ

から伝えられる新しい知識に従えは︑地類人の思想や書物は改訂
される必要が起こつてきます︒私たちの学問の殆どは学びなおさ

るために多くの科学書や思想書を顎り次ぎ頒布している︶宇宙人・

5

たもハカリもエレベーターもみな一緒に落下するのです︒エレベ
ー

とです︒飛行士やそのカプセルほ地球の周蘭を自由に落下する状

を︶研究したとすれは誤った遠を進むことになり︑未来の知識や

魚打落下して行くのであって︑そのときハカサを見ていればあな

態にありますっそれらが地球に向かって落下するにつれて地球も

説明は吸収されないことになりはしないでしょぅか一︶ ︵英質︑ハ
ーツ︑J・R天人︶

それとは別に落下する状態にあるのです︒
もし飛行中にエンジンの活動によって加速されるならば飛行士

答私は自分で顎り次いでいる書籍のすべてをまだ読んではいま
アインシュタインの相対性原理にほいわゆ

は重力を体篭し ま す ロ

せん︒いま一生懸命に読んでいますし︑字もたく読了したいと思

ん︒加うるに私は現在のGAPの仕事に入る前にこれらの書物の

収することができますので︑これはさほどの大仕事では■ありませ

っています︒私は普通の書物を一︑二時間で読み︑その内客を攻

る等価値伊原頭に諾する説明があり左す︒素人の言藻でいいます
とト引力打効果と加速の効果は等しくて切り離しては語れないと
いうことになります︒それらは同様に感じ︑同様に動いているの
です︒アインyユタイツによれば︑一般にいわれている説のよう

ユ3 −−

大部分を読んで い ま す ︒

しわれわれは進歩した運論を学んだりする前にまず基礎のAヨC

命が寺庄することは不可能だといっていろ書物もあります︒しか

理れで誤った科学的な璽論を伝えてい吏す︒また︑別な遊星に生

パーーセン・卜正しいというわけではちりません︒多くの薄物は樺代

たちの必読の蕃であることをつけ加えたいと思います︒私の加胱又

かわりを倍じている人々の弱い心について無賃任な放言嘉する人

ドとクランストンの著番﹁生まれかわり︑東西名言集﹂は七二言れ

説を僑じている事宍を廃らないにちがいありませんCまた︑ヘッ

出します︒ツル師沃西半球の多数のすぐれた人ぺが生まれかわり

りを倍ずるのだ﹂といっているのを読んだときに右望一三業を思い

無知なのだ﹂私はジル神父が﹁少数の病的な八だけが生まれ．かわ

から始める必頚がち′ります︒そしてついには蔵ぎ去った学説の少

と母はあなたのニューズレターを熟読していますし︑あなたはた

私が或る春物をおすすめする場合︑その内容のすべてが一〇〇

なくとも一部をマスターするのですゥ代数や凄譜分などを学ぶ前

いそう価値のある教育的な仕・軍をしておられると私は思います℡

あなたのお仕事に多くの人が濱味をもてはうれしく存じまナ︒︵

に算染の加法ヤ滅法を孝ぷ必要があろのです．

各篭の毒物に詭べてちる材料の大讃分は正しいのですけれども︑

く琴警︒きるようになるのです︒私が或る誤った説をよく知らな

とです︒そうすればあなたは別な説をとなえる人たちを一そうよ

異なっているにしても︑それら全部を謹んだり研究したりするこ

とそ？中の世界﹂のちとに﹁多くの生命︑多くの愛﹂と還された

なわち︑彼女の︵セルミナヲ博士の︶すばらんい著書﹁多くい適

私ほ次の雷葵以外にこれ以上注釈を加える必要はありません︵

筈

電葦なことは︑たとえすべての考え方や意見がもなたの考え方と

かったらそれにたいして効果的な議論を出すことはできません︒

す

︵以下は紹介︶セルミナヲ博士は申し分なく説明してい写すり

あなたが或るテーマを検討したい場合︑すべての意見を知れは知

の分野における壌近の発達を解説しています︒国際的な名声を博

青物が競いて出ていますが︑こ？書物は生まれか．わりと詣心彗学

ハリウッド︑ジーナ・セルミナヲ︶

るほどふつなたはますまナそれから煉れるようになるでしょう︒
のオープン︒マインドを持つべきです︒また︑各人ほ白倉がいか

ろ心霊家に関する報告をセルミナヲ博士が奮いてねられることは︑

しているオランダ人の．ヒーター︒フルコスやその他現代の淵完÷

に糧道．していてもいかに多くを学んでいても︑古い腎念を捨てる

エドガー・ケイシーの死を嘆いている人たちにとって大きな興味
を呼び起こすでしょう︒

各人ほ新しい考え方を認めたり自身の譲りを認めたりするほど

ために常に透歩した考えや発見が現われてくるということに売づ

この考にはさらに或る高名な精神所掌者の過去世忙濁する調査

簿菜が戟せられていますし︑また現代の混乱にたいする重安な中

こ￠ことほ宇宙人にとっても窒賓です︒彼ら

かねば・花りま せ ん ′ J

も口々新しい物事学事んでいるのです︒

和物として︼紛意味論の方法論をも扱っています︒同じほどに興

或る人が次のようにいいました︒﹁遠隔遠視現象の事実

讃

味ある部分は一心箋研究の限界とその落とし穴及び透視と生まれ

6

を否定すろ人は懐疑論者とさえ呼ばれる資格はない︒本人はただ

︺

▼

・、

教の輪過説を欝試していて︑そのなかにはユダヤ教︑イスラム教︑

よ・つて先に紹介された﹁生まれかわり︑東西名言集﹂は世界の宗

かわヶについての慶端な盲信の危険性を述べた葦です︒セ博士に

が宇宙人と一緒に彼らの遊星へ行って来る選択権を与えられてい

った場合に起こる現象です︒別な列では︑地球のパイロブトたち

行士として働いて生活している宇宙人が白倉の遊星へ矯︵一七しま■㌧

I㌧⁚ぜ

ヒンドゥー教︑道教︑禅などが含まれてい草す．い

る場合に発生します︒こうした場合は︑パイロ ットが再び地類へ
∵
帰ってきて︵特に燃料が切れてからだいぶ後になって帰って采て︶

いつかあなたのミーズレターで宇宙人との協力に閲す

自分が長くいた遊星のことを活したりして式違いの汚名を受ける

7

る傍証を公表するということでしたが︑いつ︑どんな方法でそれ

問

の製作に成功したという罰を知っていますか︒︵右に同じ︶

問D

よりも︑むしろ行きぎりに行︵一てしまうことを本人ほ選びますっ

答

答知っています︒私は同じようなタイプの誓軍旗準智とりつけ

イ︑W・だ︶

し一事竿先になるかもしれません︒いつ発表するかについてほ私

た円盤肇の草笛船を韻姦した或る研究所の所長に会ったことがあ

を讐荒されま す か ︒ ︵ ノ ー ル ウ ェ

が決′完者ではないのです︒この傍証というのはこれまでに全然発

りますゥしかしこの製作計画は昏毎にされています︒目一﹁これに

地球の科学者で閂撃と同じダイナの推進篤関を持つ円盤

車量れたことのない新しいすぐれた写藻類です︒それは弘がい蜜

いつといぅことはいまはいえません︒次号かもわかりません

∵いえない投票をおぴています︒私の回答はいたずらにミステリー

関する情報を漏らすわけにゆかないのです︒

いつぞやあなたはまじめな研究藷のために通信講座を出

す旨を述べられましたが︑その計画を捨てたのですか︒︵カナダ︑

り

を鱒遺するためになされるのではなく︑絡計画を反対努力から秘

円震が米慧の飛行場で政府娼係者の眼前に着陸したとい

問

8

しておくためにそのようにお答えすることが必要なのです︒

問

答いいえ︑捨ててはいません︒ただそれ還さんするたかの時

オンダリオ︑R︒で・ゴールト︶

答知っていますむしかし残念ながらそれが発生したといぅ事実

間と金がなかったのです︒私は字音質草とテレパy−に関する丁︑

︵右に南じ︶

を私は芥川明することができません∩一私がかりにその証拠を出した

ダムスキ氏の書物議の素引を持ってい草すが︑やはり出版するだ

うような到を知 っ て い ま す か り

ところで官曇によって否定されて︑私はクツつきだといぅことに

けの時間と金がありません︒いまのところ私はこのGAPの仕事

が︑やはり時簡約な余裕がありません︒

があるのです︒私はまた一九六二年度の年鑑を発行したいのです

っていますがヾ現在はあらゆる物事がゆっぺりと行なわれる必要

を頑雑に思っています︒いつかは仕事に全時間をささげたいと思

されるだけ・でしょうぅ同環の理由で︑多くの事件が発生していて
嘱望熊ぞそ冴乗員が突然に消えうせて簿を全然残さない

に全時間をついやすことができませんので︑仕事についてゆくの

9

ち公表されないままに終去っています︒
問

という例をど︹りように説明しますか︒︵右に同じ︶

・
答私は多くの実例を解くことはできませんが︑円盤に関係のあ か
少数の例を知っています︒これは地球人のあいだにまぎって飛

工5

G

A

P

本邸硬り
e・A・ハ

ニ

ー

て少々注釈を加えておきたいと思います︒マリナー2号の伴を義

知であるかまたはわぎと串巽を無視しようとしたことを示してい

孝した記者の殆どは︑マリ・ナ1が発見した新軍実について全く無

ます︒第一︑一九五九年に行なわれた帯空気球の観潮撃告は完全

紀忘れ去られたかまたは無視されてきましたゥ
ダイアの各撃こスペインを含むヨーロッパ各竜へ向かって四月二

上空と同じ高度において金星には一二倍ないし五倍の水薫気が存在

セ︐ツ︑ケンブリッジのチャールブ・B・ムーア博士は︑鶉球の

一九五九年に米海軍のマルコーム・⊃・ロス中佐とマサチュー

十九日に出発します︒それで五月五日から約八ないし十週間私は

することを発見しました︒マリナーはこのことを笥流するのに失

すべてが計画どおhソにゆけば︑アダムスキ氏はスカソティナ

アダムスキ氏に︑がぁって日曜日の定期講演を行なうことにしてい

敗し︑その装置が不完全であったことを示したのですが︑・冥は一

◎

ます︒これは五月五日の午後一時三十分から始めてア氏が帰るま

暮れています︒金星の大気接の上零封け芸妄蓑？空㌫寅が存在して

般にたいして誤った概念学与えるためにその筋の準轟か巧みに穏

いることをいまだに否定する科学者はお・L呈し科学者−こ呼ばれる資

近ごろの私のニューズレターに為義される記事に変化がある

で二還閏に∵ 炭 謁 く 予 定 で す ︒
ことに読者は気づかれたことと思います︒年月は急達に過ぎて行

格はありません︒︵ジョンズ︒ホプキンズ大字の駕豊を参照︶

◎

℡て︑−われわれは長いあいだ掬いてきた目的に次第に近づいてい

の気球が火星上に水蒸気が存革する事実を莞見したこと▲をわれゎ

が入り次第に︑その新発見に関する記㌫■を式∴でるつもりです︒そ

最近行なわれた火星観御霊熱球について何らかのすはらしい博識

てゆ′︑つもりです︒いままでに配されていた物事は明らかにされ

ます︻二及対汚がますます攻撃的に・なるにつれて私もそれに対抗し
てくるでしょ う ︒
忙必繋とされたポイントにまで前遷しなかった人々を攻列から排・

ら送られてきた報告によりますと︑氏はマリナー記号の発射計画

⑳

れはすでに知っています︒

除するために萎かれました︒それでも私の新しい滞集は予想以上

に参加した首脳部の一人に会いましたが︑その人が禁に語ったと

準ニ・哀か月間に祝せられた記事は︑われわれの運動において後

に好評を博しています︒われわれはいわは積れ木︵やっかい老︶

軒掛か卦針レか砂敷い射落含芸▼㌘蒜■監奉二琶．払り．砕かい一戸

とろによりますと︑﹁賂丸れ﹂警諾∵わ㍉轟暮心∵二∵よ去益

∵一一

月二十六日に行なわれた栄所望宇岩嵐の

発表にょれはー金星の表面温度はセ氏四官主十度前後の高温であ

ことです︒︵注︒今年

■●●

ところで新事実を次にお知らせしま心ょう︒アダムスキ氏か

草す︒深い理解力と広い生命観とを持っている人だけが︑われわ

を排除してきましたし︑運動に協力する人たちの才能を高めてい

マリナー2号とその新発見に関して私が準備した記事につい．

れの運動のために績麗的に括勧する能力を持つでしょう︒
◎

iJr

⊥−ト．．⁚

＝．㌻．＝

ることが判明したので︑これではいかなる生物の生存にも適さな

﹁清人全軍一︵十弓年後入時︒主催︒

五月十日︑十一日︑十二日に私はサンフランシスコの次の場

い七いぅことにな っ て い た ︶

◎
斉準望諦行に行 き ま す ︒
︵十言︼牛撃八時︒主億・オー

サンフランシス三警空軍軍会︒会意アンゲラトキルスビ・1．天人︶

﹁オークランド 望 ま る こ ホ テ ル ﹂
ダランド円誓研▼相窒・﹁全売デラ：フ・・ス．ンー㈹︶五月十二日にサク

リン・テン・テンは先週発射され▼雲誓空︼ケソト爪りカプセ

科学的な情報を送り︑さらに精神修養苛捧に遽的なメッセージを
送るゥ

ル中で死亡七た大のスポークスマンの役をつとめる或る大の南緯
霊である﹂

このもと長いメッセー．ジが続いて︑そのなかでリン・テン○ナ
ンは︑これからの芋蔓言ケツ

硬の犬を債汚すろのかよいと涜﹁へています︒明らかにこ．れはエイ

のメプセージを全くまじめに罵り上げているからですゥ まきかこ

プリル・フールの冗談ではもり妄ふん︒というのはこの耗寧はこ

てお︐〜べきでしたが︑鷺撃完の原頂締切りまでに連絡がありませ

ラメソーで試清会を轟くかどうかは真だわかりません︒計画をし
んでした︒サクラメント地区の読者はサンフランシスコ宇宙研究

コンタクト・スト−リ・・のなかにほこれに劣らぬほどバカげたも

んなものを本気苧なって信ずる人はいないでしょうが︑いわゆる

会へ照会してみ て 下 さ い ︒

のがあります︒一撃丁魂がさまぎまのロ撞から流されるこうした

最近ニューヨークの宇宙研究団体﹁スタ！二フィト一フェロウ

◎

種類刃物語を知って円盤間項がイヤになってしまうのは当然でナ〇

す︒

われわれの宇宙計撃とR電︒宇宙人間遠に絹する啓衰運壷這

私のニューズレター中の記事を各自の機饉誌に対訳転節していま

られません︒各国のGAp二リーダーもア氏から直選される情事や

監大証した上で公準丁るつもりです︒これは他の刊行物からは得

ど遠い先のことではありませんて多くつ疑管に答えた倍撃字充分

びこのニューズレターつ真実の役割が一般に責蔚化するのほさほ

おいて︑われわれはいまや散橿突髭の蔦菌ぎわにあり草す︒私及

︑◎

氏の記事をのせることもあります︒

二ページのせてあり︑ときにはロンドンのデスモンド○レズリl

知識を伝える唯﹁の情市源です︒各号ともア氏の論文を一ないし

◎私のニューズレターはアダムスキ氏から直選出される克美の

シダブ﹂から﹁スターライト︒メッセンジャー﹂と題する小冊子
そ空け凝りました︒土のなかにテリバy−によって受信されたと
考せちれている宇宙人メブセージなるものが載せてありまナが︑
これは実技には一三フンス︵琵︒恍惣状態︺を用いることにょって
芳繕の潜中空忠誠から来るものです︒その内容はご自分で判断して
み三︑iごい︒この最初のメッセージには﹁主イエス﹂と署名して︑．

ぁり︑次のメッセージには﹁ソヲルノ﹂と祢する宇宙人から送ら
れたといぅ説明があります︒︵しかしこれは例の想念の巨大な芳
澤屋から引き出された夜空の人間です︒ハニユ氏注︶三苛日lのメ
ッセージにはフランクり′ン・D・ルーズ﹂ソニルナと署名して泉ごり︑

四汚冒のメッセージは全くのケプサクであって︑一九六二年七月
十七日受信と記して次のように述べてあります︒
﹁リンニ／ン■ナンの魂が米国の宇宙開発計囲に路する新しい

こ 、●

第六部

語

￠・A・ハ

現代の宗教の起源
結

ニ．−

予璃した以上警Jの達戟記軍をすすめることができました︒初

ところで︑イエスの生涯でナゾとなってい各部分についてほど

うでしょうか︒西暦二一年以来中国で正確軋保存されている次■い
ような記壕があり一票す︒

﹁われ．われの団体頚成介一年前︑敬愛すべき経督ホー︒ヤ■ケ︒

カサォの統治三十年軋ヰわれわれにとって栄光ある日が来た︒そ

れはわれわれの光明と知藷の時代の始孝ニッであった︵チャイニ

期の琴㌍は山広遠せられたと思ってい一首す︒こ雲㍍串は一般で教・ズ︒メイソニック・ロッジの記辱から︶︒
率賓について︑徹琴甲かつ論争の余地のない璧一Jにこれまでに認

人の知恵と知識とを持つ青年がいた︒比琴なく実しかったのはこ

がこのキャラバンのなかに二十二才くらいでありながら七十才の

牛︑それに交換用の商品から成るキャラバンがやって釆ちところ

そのころわれわれの都市へ百三頭のラクダ︑十頭の鱒︑■多数の

められている憲史的な源泉から考証された璧慧畠示することに

わえていた︒神石名はハソス︒ホーといった︵ハソス・ホーは善

えているような現代の奉撃智イエスが軍学したのではないという

ありました︒
各童の芦澤がこれと同様な研究をやサて讃町㌫望犬を発見して

の青年の冒であったっ度慮はきわめて白くYきれいなヒゲをたく

います・U私がこの道撃聖甲な書いたのは撃疑揖淳や教会や應人を

か月のあいだ環蒜逢え歩いて︑われ中れが同準竺苧福にナるため

なんという驚くべき知恵を彼は持っていたことだろう！ 十三

るかなろ西の竃から来たのであゥた︒

誓埴すためではありません︒あらゆ皇警招訂轟曇伏にある草本的な 良なイエスを宣鏡する︶︒そして彼はみずからガリラヤと呼ぶは
草道はまたあらゆる科学？背窪にある基京待な浣由です︒冬教会

ほこβ社会≒一つの鷺分を逢行しており︑信仰というあの特殊な

方法を教えて︑その後攻はわれわれを結束させて各人がよ・り大き

が心身ともに董福慧仏るためにわれわれの内郭の生気をたかめる

忙同飽苧にいしてなさねば姦らぬ薫香を伝えた︒さらにわれわれ

ナ亮至こ琴えられ二た撃‖Cれています︒こうした設えは個人がそ

でより導き人徳になるため．に︑この禁しいグループを組織したの

多くの全書が或る轄嘉美感喜どその数えに悉麹することによっ

ソヴュルに遷した人々に準正▼つています︒

れを把率㌻るの竺止しいレゲエルにありましたし偶人を太い紅助

である﹂

けていまナ︒
早晩発達の段将において個人はより高度な理解力を身につけ︑

﹁
ー．︶

ますが︑それにはこれと同じ青年が前年の八月に北方から滑って

肴の記濠にはもっと詳細に述べてあって︑﹁善良なイエス﹂が
学び続けるでしょう︒しかし個人が自分の信じているとおりに生
きないで他の生き方をするならば︑それは偽善と一いぅことになり なんども出てきます︒西歴二六年元日の記録には別な記事があり

ます︒

■

†1ささ

け那抒−

■響

︑J

姐五

重

ポーの名が七度も也て一ぎます︒しかしこの種笥は設八い㌫や聖職者に

が．︑その記録によれば哲衰二ニ︑二三︑二照芸人り需分にハソス︒

こにほイエスの生託欝二空丁年にさかのぼる記諒ホ部首れています

北京から約六十マイル申万け二︵きな花こう岩の山があって︑そ

として知られているあの古い聖書は必要なあらゆる数えを含んで

の第ニ？苧恵三︒十五がウソでないとすれば︑いわゆる旧約憂撃

らない溺所をかなり含んでいます︒その証拠としては︑一r≡∴︒

いにしても︑所持は他の多くの書物と同量にフルイにかけね緩㌦山

るのに宍隕には不必要だというこ七になります︒そこまでゆか∴

新約箪華甲に出て来る記鏡にしたがえは︑新約聖寄ほ寅垣を．⁝瑞

らは言葉かずが多けれは掃き入れられるものと思っ七いる﹂

よって世間から軍学れてきました︒︵は上三崇諾二黒雲肯−ニ甘一・

凍て十二月まで滞在し︑さらに数えを伝えたとなっています︒

p−︒ブシー節によるもので︑師の雷蓄﹁教震か敷挨主かーいずれ

いるということになります︒しかし今日旧約または新約から賽索

の知識丸遠詳出すことは殆ど不可能です︒われわれが知識を正し

か？﹂より引用 し 亭 し た ︸
イエスが現代の宗致・莞ろもの・をつくり増したのでな︑いとすれば︑

くするために持っている唯一の異契のキー・は苧甲人の数えです︒

冥持には憲は古

いったい彼沃巧守なえ借料養ふた這壱しょう？

書物﹂と考えています︒そのように信じたいのならばそれは本人

れにもかかわらず多数の人は聖零を﹁神の票毎にょ って零かれた

からやめさせようとしたつです︒これについての慧琉⁝としては︑

の白・巴です︒しかし人がそのよう仁清じて︑しかち当分の学会の

同じことが軍学︑︑倫理︑科学・誓この書物にもあてはまります︒そ

彼の鷺薩たをの雪いたものが㌍一一道っていないで彼らがウソつきで

礼渾式などに反するような個所を読んだとして︑そのまま畠妥ふ

くさい欝鱒．準弓．課程︑くだらない祈りのくり返し︑棒議だけ

なかったとすれば︑空事た沖㌫手玉た吾訴がちり雲す︒すなわち︑

だと読者はお考えになりませんか︒

考えを交えないとすれは︑本人は偽善者だとみなされるのが至当

の儀式︑人間の発窮した押しつけが︑賢しい数琴㌣ごJを当・希書人・々

ったい空しめを教えているとな三しおり′︑七・九では彼らは字富

マルコ七︒七によれは致票ほ窮策の蓋え﹁‡雇えないで人間のつく

本来廃止されろぺきものであろことを敢えています︒出エジプー

者にあげた空軍の各個帯は多くの教会で行なわれている慣革㍍

に伝托に荏こ㌦ほ．いけたいと述べたものです︒七︒十重では人徳

記二十−四はどうでしょうか︒ここでは満伐を抒ウてはならない

の法則に買うかわりに伝統を守ったとありセュプが︑これ・は明らか

のめかし︑

が摘草食べようが食べまいがなんちの雷憲軽症ないと†は

います︒これこそ沖の声でなくて何でしょう︒

ということばかりでなく︑その前にれ︶ざまづくことさえも禁じて
・三まではゎれわれ示正しい逆にそって遷歩

教会が葦奨であるょす予誓りば翠啓は凝っているといぅ点†

聖賢が諾童であ去とするならば教会ほウソを設えているのや

こんな同所はまだいくらでも見つかりますが︑明らかな⁚い■け﹁

七鐸十六から 七 二

応諾詳言つ心︑軍・∴は肉体の心︶であるといっています︒

す予にめ定克警レ合こりれはたらない芦揉萄寅あセン㌃マインド︵
マタイ六︒七はどうでし上う︒ここでほイエスが次のようにい
ハ一ています︒﹁㍍る協身に罪野人のよう紅くどくゾんと祈るな︒彼

なったことでしょうが︑この奇妙な文章の繹釈についてほ客室数

力説いていることがみた琴雪雲Jと竿ご辛党でし■︼言一︒しかしこ

もちろん実等にほ聖書も教会−や多く望具壇と誤りとを含んでいま
に謂ナる予言の一部分でサリ聖書中の約三分の一は予言なハであっ

す︒今日われわれに適用できる空事中？宇な部分けけ﹁世の終■かり﹂

今日現存する或る抽について血沈べていることが．ヂかり亨丁︒寮†

の第十七草窒素夏デルでみますと︑それがこの致界のこの蒔代に

七襲わ十八部にはその女・は﹁壇の三にちをキ諾すろ大いなる郡㌫

て︑われわれがそれを蔓頒するのにそれを正し′卜するキーを持っ
ているとするならば︑これらの予言は意揖湾岸です︒

りの時男に撃てな倍額をもって後にコンタクトし■た二千笛人との

のことなのです︒九煎にはその葦︵女︶は七つの山に逼っている

ことであろ﹂となっていまナ︒混乱してはいけません︒女とは部

会毒の琴照つ始まりです︒これを平易な言葉でいいか▼えれば︑﹁

都市が・為るとほ穿7十られたいからです︒さらに読んでみますと︑
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黙示義弟十七牽莞草昧については︑こ？琴表記簑の舌代の貴三定

演する普分⁚霊現繹できるほどに遷歩している人︵それは少数です

0

十のツノは十人c・三でち．や三笠ていて︑翠幻にはその新・は壷や

0

彼はそれが理解できなかったのだ︒宇宙人は・童犀には次帯ように

0

宝石で身を薫り︑撃と赤の衣を亨こって︑宇仁ほ重り杯・︵イシュ

0

いったのである︹．−香味は・やなたの知っヤことではたい︒もなた

0

タールの杯︶を持っているとありますl︶この攻︵七つの山の上の

0

郡市︶といぅのほ実はバビロンの税賢の篭式なのであって︑これ

0

ほ．斬らねばならぬということほ・互いし︑琴味は世ハリ終わりの噂が

0

来るまでは明らかにされないだろう﹂ところが近年になってこれ
0

についてはかつてこの嘉武記詣で解説したことがありますっ看■り

勺

キー・を会声丁ること■にしましょう．Uそして帯署廷空軍甲の予言が

以上の特についてもっと軍籍に研究することを望まれる方は︑

にとってはなんら草税湾なものではありません︒

が︶
そ

前に七びたびちげたヒスロァプ著﹁二つのバビロン﹂をお読みに

なることをわすすめします︒この竃は熱心な研究家にとってはす

ばらしい事物ですが︑通りいっぺんの読者にとっては全く無味牽

梯腺

それはきわめて簡単です︒すなわち蔓云詫みずから説明していま

㍉

燥なものでしょう︒︵完︶

りません︒ひとつ例・竿ぁげてみ草しょうゥ黙示韻帯革十七膏にケ
モノ︑女⁚その他七つの頭とか十のツノとかいった奇妙な言葉が
出てき患す︒読者はこの部分を説明した沢山の注釈書をお読みに
︑濾r

l

すっ空事が何・軍よ嫁しているかを偏差二りに説明者や琴会ほ必要あ

そのキー︵複数︶の一つはいやいでも公表することができます︒

うすれほ寒雲が 環 き 出 て き 孝 丁 ︒

にかく塑睾から軍撃三義・や箱詰などを除いて﹁しまうことですっ

今nコ空で箆たれてきた真宗の撃︷出がおもかりになるでしょう︒と

00●匂わ000〇一〇●qOn

賓T︒いつ？薫が劉tたときに芯ほ誘電明らかに掌れているこの

らの予言を蔓浸するための義後月なキー・が明らかにされつつちり

とムりますが︑この・警告は一鑑除外しましょう︒七つの山莞上に

・U

ダニエルは葺き㌍すよう忙と命じられた相手望菩り琴線を尋ねた︒

ダニエル毒十二・八から十二っ九■まではダニエルと︑世の終わ
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レイクランドの円盤

−

次の事件は昨年十二月に英国で発生した円錐目撃零件で▼
ランカジャ1
導された記章を﹁フライイング・ソーサー・レヴュー﹂誌が−
九六三年三・四月号にかかげたものです︒︵絹者︶

﹁

スキ氏の円盤写真を正射影法で比較して︑トずれも同じ物体であ

しかしコニスl﹁ン円盤の写真はビンポケで︑少年が興奮のあま

ることを証明した︶

りカメラのゾヤバラを完全に開いていなか ったことが後になって

判明したが︑この目撃事件は世界にすさまじい関心を呼び起こし︑

ロンドンや米田の覇学童が少宜の棒誘な手綱に詞憲した︒

スレ〃タルド君は二枚の野面な接いてくれた︒彼の叢は次のと
率りである︒

彼はヒイヲギの禾を軍し求めてーフングデイル地区へ出かけて行

き︑スケルウイズ橋を盛り抜け︑エルグウォーター村から飼養マ

イルの地点へ来たとき宰をとめて︑道路の右手の山の斜所掌祁ノい

彼はいう︒﹁山を歩いて行ったとき一な望撃誓約なブーンとい

て琶りた︒

ラングデイル付近の債い高原地群でクリスマスに飾る禾な摸して

ぅ音を聞きました︒最初は気にとめなかったのですが︑しだいに

丁九六二年十二月十九日︵水曜日︶の牛後︑輝く日光のなかを

いたウニムスランドの一骨年が円盤とおぽしきものを冒鼠した︒

たような大きな物が空中にいるのが見えました︒それは高覧約七

そこでひょいと見上げますと︑円盤塾またほ台皿をさかさにし

ころ何も見えませんでした︒

筏にそれが■苧甲に停止しているのを数・分間見たが︑そのあとそのその昔が大きくなるように思われたので︑あたりを見まわしたと
物岸ほ石造で飛び去って見えなくなった︒以下は彼が見た物につ
いての・軍人の鰐重な説明である︒
この青年はケンダルの近くのス≠イヴリー︑グヲスダース・コ

てきて︑私はさらに二分闇ばかりそれを見たと患います︒

れを見つめました︒するとそれは純一五〇フィートにまで降下し

テッジの二十一才になるハ▲ロル︑ド・スレルタルド看で︑バーンサ〇〇フィーーの位置に停止していたようで︑私は一分碩はかりそ
イドのクロバーズ輿農工場に勤めている︒
ところで数年前ユニストンの医師の息子とその友人がコニスー

そして金属的な曹宣誓ざ帯びていました︒自転はしていませんでし

その物の径は五〇ないし六〇ブィ︑−トばかりあったと思い観ぷ㌔

ン・オールド・マン山のふもとの斜面で一機の円墳を目撃する事
突然それはすさまじいスピードでサッと飛び去り︑ライノス山
件が・裏こったことがある︒彼らは目撃した物体の写真を洩ったが 道の方向へ消えました︒・
それはをぎれもない空飛ぶ円磐の形を示していた︒︵琵︒有名な
コニスナン円盤︒レオナJ・r・タナンブがこの円盤写黄とγダム

rl「

た三飛び去るとき旺その物の圧部をハブキリと見ることができま

るものが三つありました︒物持が動くときほその色が酪嘉島完ら

はヒソがついていて︑そのフチとドームのあいだに円窓と思われ
最躯かった白色に変化しました﹂

した︒底部にはビールだるによく似た三個の突出物があって︑飛
んで行くときの填きで上部に一種のドームがあるのが見えました︒
円晃の上部の周溜には別な突出物があって私ほドームを達して

ギ宙の人類が地球へ来る

﹁地球ほおそらく大気閣外の進歩した文明の人頴にょって訪問

・2

部に烹るい部分があり︑ちょうどハチが飛ぶとき？ような音を出

きれてきたのだろう﹂とケァリフォー・・ニア大学の有名な天文学者

のようなものがありました︒それは全く台皿によく似ていて︑い上

内需・を見ることができましたが︑そこにはテーブルまたほベンチ

していました︒ただその昔⁚か大きかったというだけです・い

かール・サガン博士は最近米彗ロケット臨会に語った︒さらに博

という︒

地が維持されるはずで︑おそらく月の要諦が適当な場所であろう

く度となく訪問されてきたにちがいなく︑かかる訪問揖ために基

私はこれまでにこんな物を見たことばありませんりそれセまだ
て桁のような幼がありました﹂

士の語るところによると︑地頭は詣河系のさ・まぎまの文明からい

体にわたっ

驚きから抜けきれない状豪にあります︒その物持つ周毘のフ・ナ全
スレルタルド君はよく晴れたヨの午後口酵ごろにその物帝を見
たのである︒その後筏は次のような詳細な話を演題社へ語一つてい

した︒見上げると七〇〇ないし八〇〇フィーー思われる苗澄に再

り始めましたが︑約十分間覚ったところブーンといぅ普を聞き・ま

てV運ばたへとめまし■た︒ヘイをのり適えて弄董ム山へ歩いて登

命に関する軍側の討論委員でちる︒シカご大学卒菜の彼漂マスタ

研究グルー・プ︑米国科学院などのメンバーであり︑大気盛外の生

物羊諮問委亀会︑米航空宇︷発電︑大京薫外生物学委員会と大気慧

骨十5この意見ほ多琴＝科学者にとって重要である︒韻は事由産

﹂・′隼人のそ刀輝かしい経歴と広範講にわたる研究のためにサガン

姫川想の由体を認め・まし・に︒二分後にそれは降下して約四十五度の

ー︒オヴ︒サイエンスの称号を持ち︑天文学と天体物理学で学位

る︒﹁私はクリスマス用のヒイラギを指し奈がら茸を飛ばしてい

角度でまた停止の姿勢を漬けました︒私ばさら▼に二分半ばかり寵

をとっている︒

■レ

︵十一ページ上段へ続く︶

他の指導的な科学者建と同様にサガン博士はこの宇竿′には広く

物体︵碩数︶がどこから来るものかは明らかにしなかったゥ

這体不明の物体が存在することを私はかたく信じている﹂▼その

盤を貰ずるかと問われて次のように答えた︒

宇宙からの訪問者に関する講演の後に︑サガン将士は空飛ぶ円

察し・貸した⁚か︑突然それはおそろしいスピードで飛び姦りました︒
色はアルミニウム色ないし銀色の金属纏な青色でした︒物体の底
部には三つの突出物があって︑それらの中心には円移の銘刀よう
な漕がありました︒上京にほ透明なドームがもって︑そこから放
射状の青色が蒔︑いていました︒そして内部にはベンチまたはイス
のようなものを見ることができました︒円盤つプチに・小判肺休また

効吋
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産主義とカルマの法則

アスモンド・レズリ

軽

減しさえすれは自分たちが生き痍るのだJと信じている側にほん

とうの恵が存在しています︒両方が力のすべてを出し合って争え

は︑ノ両方とも死滅するでしょう︒かかるカの競争は無知︑迷信︑

恐怖のカ︑すなわち今日多数の人の心を支配しているこの罪深い

三位一体物のためには兵巽の隋刹となるかもしれません︒

もしあなた方がなにかを恐れるならば︑それを目の前において

分析し︑構禅的な見地からそれを頻り返してその正体や存．在す

る理由などを調べてみることです︒もしあなた方が共産主義を恐

れるならば︑それを目の前においてなぜそんなものが存在するよ

はなつかしい友カルマ︵注︒カルマの法則︶のもとへ帰ろ必妥が

あります︒はるかな大昔︑時桑時代と呼ばれるあの凶暴と暗愚の

ぅになったかを調べてごらんなさい︒これをなすためには私たち

にわからないのでしょう梯1真実のカー最大の核爆弾よりも−千

時代に世界がはじめて突入した当時にさかのほってみることにし

今日私たちは狂気じみた溺力争いの動きに直面しています︒物

席−至墾力な力︑すなわち小切らゆる時代の偉大な改野たちによって

イエスから示された兄弟愛によって﹁敵︵往︒白哉︶﹂−軒一荏謁す

まし上う︒この時代から宇宙の諸法削はかえりみられなくなり︑

ることはすたれてしまって︑大いなるカルマの負債が蕃積され始

それにあてはまるただ一人の政治家はガり′ジ1でした︒

そこでその力がどんなふうにして働いたかを調べてみること忙し

めました︒

世界の他の副︵他の国︶は邪悪で間違っているといぅ線にそって

いまナ︒米国人は世界の︑一方の側︵あなたの国︶が良く正しくて︑

つきのように互いに打ち返し︑ついに一方の側が相手を許そうと

会しますとまだ裁いは続いて︑状況はますますわるくなり︑羽東

なた方は利子をつけてその寮を返します︒三度ヨの代において再

なた方に寒を加えるとします︒すると後の生まれかわりつ汽にち

例をあげてみまし上う︒或る生まれかわりの代において私はち

な子供っぼい考え方です︒プチザーズ︵琵︒草笛人︶がいってい

ることにおいて未人は過去のキズのすべてを解消してしヰ㌃︑そー

決心し︑それによって大きな靖禅的な詳利を獲得しますゎ そうナ

のときから相手を友として引き寄せます︒これは世の中爪り最も去

ますように︑茂らブラ・サーズはいずれの半球からも選ぶべき多く
かしており︑また徳をも有しているのです︒﹁相手側の半球が死

のものせ見い出す▼ことはできません︒つまり南半球とも誤ちをお

すべてを信ずるように条件．つけられています︒しかしそれは危険

残念ながらあなたの国︵江︒米国︶では感情が理性を支配して

ましょう︒

もカで・す一 ︺

設ぇられ示さ れ た 力 こ

質的な力は結局麗藁をもたちすだけだということが人間にはつい

「

い法則なのです？しかしどれほどの入がこの意味を知っているこ

もん朽ろ果てた建物が愛にこたえないならば︑カルマという葬渾

な人々は恐ろしい仕事をなしとげるためにこの世へ出て来資した︒

神は努力し溝す！．禅はその鶉切なやり方を人間に数えようと

な力にょってたたき切られ︑破濱されるのです︒

上でしょぅ︒

今や私たちは籍笥壇族︑家族︑国家︑社会上の緒頚︑そしてイ

して一生懸倫に努力するのです︒しかし私たちが開こうとしな．け

デオロギーさえも分裂させていますか︑カ〝マという見地からみ

しかし神の愛のこの上ない証撞です︒感領的な神ならばこんなこ

・‡れらは個人と同棲の法則にしたがりているのですっ数千年の

とはやれないでしょう︒蒋は人間を完全な蔵褒にまで導くかもし

れば神は謂礎な題を数え季てこ以外に仕方がないのです︒これは

めにどうな

れません︒しかし無限に愛する者のみが︑人間が胃莞治て砕と同

あいだ持てる謹は持たざる賢母食いものにしてき■讃したっそのた
しています︒始めに法則は牽によって試みょうとします︒そして

様に完全になることができるように︑誤ちで悩まさせるための勇

たでしェぅか︒カルマの法則ほこれな訂正しょぅと

ンサン︒ド・ポルたどがそれです︒すると他の塊笹島教師が氾憩

気と愛とを持っています︒帝よりも劣る者︑神ほどの愛を持たぬ

穏厚な孜紆や蔓草者が申ヲれます︒イエス︑聖フランシス︑プア
しました︒少数だけもげてもウィタリフ︑．刀リレオ︑聖トーマス

者はつまずいて失敗するでしょう︒

︑らはたとえはトルストイのような
の状態にあります︒そうだ彼

さてロシアを例にあげましょう︒それは二十世紀にあって中龍

○ムーアなどがい亨す︒この人たちに何が撃Jったでしょうか︒

説教者を持っていました︒しかしロシアの教会は致裁者に身を売

この愛c▲使者たちは問題にされなかったではありませんかり入婿

続けています︒

は弱い兄弟から強奪することや言語道断な非行を行なって満足し

れた﹂のです︒他の多くの人がこれと同様の冒にあいました︹一結

局︑レーニンと呼ばれる演じんな小さな夢想家がカルマの違命を

って国攻の防護となりましたり・﹁ルスーイは﹁寺院から追い出亙

その料果︑強じんな改聾者が戎われました︒ルーテル︑カルグ
．
十でマ︑
ルクス︑エンゲルスたちです・⁚一ああ︑そうだ︑この人々
∵の各をあげたことに驚かないで下さい︒人閲がチャンスを与えら

共産主義は宗蓑と関係を持つことを望みませんでしたが︑これ

遂行しています︒

薄な透を見︑い撤す亨宣†フテンスとロ：ノの革命空﹂らんな

はロシアの宗豊がその高度な目的を裏切ったためですリ カルマ上

れた後に愛によって草ほうとしないならば︑人間は別にょって蕎
さいやケアンサン●ト∴・ポルけような人■たちが献身的な受と模範・

の理由からしてロシアが無神論の時期を経るということは論理上

そして西欧備によってこの無神論なるもの

診

語り︑月曜から土曜までは隣人から金をふんだくっている西欧側

に過大な重要性が付与されました‡日曜日には神について多くを

必然的なことでしたり

と故実の生清によって社会上の不正智打ち破ろぅと努力し空した︒
そして多数霊叫昭︑い栗族が日己爪り財産をなげうつて生半な分配に同
．訝し一ました︒しかしこれは充分ではありませんでした︒充分では
ありません︒そこでロベスピエール派が現われました︒この残酷

■
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・・

優勢を示し始め︑古い中世風の社会がたいへんな社会主義者の自

・1・・㌻

にで守︒あなた方がどれほど教会へ通い︑神につい・で帝りたとこ

由主義を持っていることを示し始めました︒

︑ノl

ろでそ丸が何になるでしょう︒価値があるのはいかに神の法則の

共産主義その他の主義は武力によって決して破壊されないでし

ょう︒しかtそれを破壊できる唯一の方法があります︒それは︑

′もとに生き牒
おとなとしてのイエスが故会を訪問んたという唯一の記録は︑

カルすの法則にょる因忙気づいて︑現代の混乱のなかで神の宇宙

主義を克服tなけれはなり針せん︒相手にたいする盲目的な恐怖

の法則に従って生きることです︒このためには両側が自分の感情

﹁冥﹂の家を汚した雨空軍票伍が追い出したときのきわどい暴動
が馬放した非滞禅的

な賀長ご∵︵って行ってそれを骨っぐり返したときにもこれ．と殆ど

竿鱒希終わっています︒ルーテルやソーニン

私が米国の教会へ行ったときはいつも香料のようにただよっ

の側にも善なるものが多くあるのです︒私たちの仕・事は一緒に落

益な戦争の組み討ちでなく︑兄弟愛の結合においてです︒い．すれ

と憎悪がしザめられて東と酉との辛が握られねはなりません︒無

くるドルのにおいと貴会打撃教にある富裕た珂体の鼻孔のなかの

にそなえて自分で準備しておくことにあります︒

ちウいて両世界をセきるだけ利用し︑新しい世界−地上の天国−

同じことが起こっ て い ま す ︒

家のない人々がいる限り読会というものはすべて殆ど意味をなさ

文明化された方法で互いの相選点を解決するチャンスを与えてい

再度いいまナと︑﹁電﹂は私たちに︑﹁敬﹂とともに落ちつき︑

甘いか軍りをかいだといったとしてもどうぞお許し下さい︒また
ないこと︑人々がポロをまとっている限り高価な法衣は殆ど意味
をな．さないことを私が磁じるといってもどうぞお許し下さい︒教

るのです︒しかし人間はあまりに時間とカルマの付帯唇異に不足

﹁陽気なよき金もうけ仲間の大先輩﹂㌧

しようとしていをす︒

てほあ の イ エ ス は

として革致されて い ろ の で す ︒

会にとっ

にあるでしょう︒この﹁敵﹂とは人間の低劣な自我︑すなわち肉

たぶん最大の危険は真実の敵を見い出すことが不可能といぅ点

ら一九手玉卑までは行なわれま竺んでした︒世界は新興ソビエト

体の心またはセり′スマインド︵感覚器官の心︶です︒その﹁敏﹂

ああ︑しかし軍憫についての古い・カルマの機簡ほ一九一七年か
にたかし．て恐怖をむって向きを変え︑それを駆除するために全力

の名は

ロンドンにて

です︒

﹁恐怖︑憎悪︑無知﹂であり︑戟的なカといぅ言葉でしか

考えることのできない▲﹁動物的な人間﹂

てさらに多くのカルマをつくり出

をつくしせ︑︸たが ︑ そ れ に よ っ

一九六二年十月二十一日

してtまいせ㌻︶た︒そしてこの最悪の結果はスター・りニズムを生︑
み出すことになりました︒かつてないほどに残忍なあのスターリ
ン号・祝祭等奈︑ごう問︑その他恵のあらゆる賓め遠臭が精神的
二∴ぢ．．た汚覆竺打なうことのできたはずの場所に現われました︒しかし

蕊隆にたいするものは陽です︒苦痛のなかからゆっくりと﹁父﹂は
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土星旅行記
G

●

ア

ダ

ム

ス・キ

が大通りといぅのは︑地球で私たちが知っているような彗讃のも

のではありません︒というのは土星れ大通りほ花で作ら九ている

ではなくて︑何マイルも何マイルも花がしきつめてあって︑各大

からです︒地球のiンクリートまたはアスファルトのようなもの

通りが異なった色を帯びてい計す︒

土星の乗物には車輪がありませんので︑地球にあるような壇類

の道路を必要とせず︑ただ進行路頂があればよいのです︒この各

路線というのは横幅の広い花壇なのであって︑この上の空間を電

述べましたように︑すべてがあまりに美しくて地球の言葉ではと

です︒私たちは多くのこうした大通りを進行しましたが︑先にも

磁作用で進行する乗物が檀えてある花を傷つけないで滑空するの

︵一九六二年三月二十七日より三十日まで土屋で行なわれたこ

ても表現できません︒目撃したとおりに正確にこれらの光景を私

ほよいと思います︒私はカメラを携行して写其を撮りましたが︑

が思い浮かべるにつれて私の心のなかを写真に浸ることができれ

の太陽系毒十二道盈の代表者会褒に出席した標の宇宙旅行に関す
る報告︶

地球へ帰ってフィルムを魂條してみてそれがすっかりだめになっ

こ？芋蔓蔵汗は捧速二千万マイル以上ものス．ピードで九時間ほど

この会談後︑字電機はもとの遊星へ帰ることにたったわ汁です︒

そこで光政滞 の

各確物やその他一切は乳白色を呈しています︒それは息のつまる

ますけれども︑そのなかを歩いたり乗ったりして通過しますと︑

れの想像を絶したものであると︒遠くから見れは都市は白く見え

私は次のようにいうことができます︒土星の建築様式はわれわ

フィルムを傷つけたのでしょう︒

ているのがわかりました︒カメラさえももとのままには行勤しま

かかりました︒−三な会議は二十九ヨと三十口Hに開かれたのですが︑

ような体乃でした∵建物の幾何学的な構造があまりに美しいから

ニ十六日に私は一機力宰領磯に棄∴てこの旅行に出発しましたけ

私は二十七日に剥増したとき隼揖薄着の殆どに′誓い空した︒二十

です︒それはわれわれがこれまでに填えられてきた﹁天国﹂その

せん︒どういうわけか私にはわかりませんが︑たぶん粉体の磁場

八日は会合予ナ丹√︑て︑訪問者は都・葦やその周辺の見学に案内され

ものであるといえるでしょう︒人々は一大家族として住んでいま

この字音携は二十四日に米・塁の或る航空基地へ意・■増しましたが︑

ましたが︑それ代言葉ではあらわせないほどに箋しい光景でした︒

間宮がその宇宙蔵の乗組員と会誰をしました︒

建築物や大通りなどの壮還さほ信じられないほど千丁︒ここで私

・一之ら

︳

生命の充実にたいする権利を得よケとして︑・．いったいどれほどの

壷

すが．︑この地球上の兄弟姉妹よりももっとすぐれた生き方をして︑

するでしょうし︑数十億■年かかって到達する人もありましょうし︑

います︒土星人ほ︑われおれ地球人がいわゆる﹁神﹂にたいして

なかには全然到達しない人もあるでしょう︒われわれの自我また

璽息を払う以上には阜かに大．いなる敬意を人間同志が互いに相事
ことができました︒といぅのは︑われわれが地球で知っていろす

は個性を創造者の意志にゆだねることは容易ではあづません︒し

つかはだれもがそれを行なうでしょう︒或る人は早くそこへ到達

ばらしい音楽におぃては多くの音符が︼つの美しい旋律をつくっ

かし自我にどのよ

人が努力しているだろう？﹂そこで私は永遠なかものを考えてき
／
ました︒そのなかには万人が含まれていますので︑そのために卜

ているのと同韻に︑宇宙︵り法則という関係においてそれは最低か

にたいして示し合っていろのです︒だれでも完全な調和な虎じる

ら最高に至る多く？心を含んでいたからです︒まただれも土屋人

柄なのです︒

次のようにいぅ人があるかもしれません︒﹁もしわれわれが自

の想念や行動によって彼らのあいだに全くいささかの疑いや不信
をも感じとること は で き ま せ ん で し た ︒

我または個性を捨てるならばわれわれは間抜けになるのではない

か﹂と︒そうです︒地球的な見地かちすれはそれはほんとうです︒

もちろんわれわれすべてが知っているように︑土星は天ザん︑

しかし人間は創造者の意志以上に大きな間抜けになることがでせ

及そこへ行

ってみればこれを疑うことはできません︒しかも土星人は宇宙の

すなわち完全なつり合いを表わしています︒そして

﹂ぅ︒それが創造の目的なのです︒わ．れわれが黄金や他の物の言

るでしょうか︒自我を捨てればあなたは聖署三体になかでし

ていまし た ∩

生き物つあいだにこそより大きな実とより大きな調和があるのだ
といっ

葉で富を計っても︑いかなる富といえどもか締る参与者になる人

そうです︒私が目撃したすはらしい莫を表凰することは困難で

われわれの規在の靖神状態からみれは︑われわれはこのことを

す︒それはこの地球上のいかなる物をもはるかに凌駕しているか

全然理審できないようにも思われます︒しかし︑われわれがこの
の所得物となります︒私は何度も考えることがあつます︒この地

らです︒われわれの取るに足らぬ﹁心﹂は攻勢的であるかもしれ

でしょう︒

球上のすべての人間はかかる大きな名誉を受けるほどに自分な向

ませんが︑まだ目覚めてはいません︒と．いう

を待っているところの報いをわれわれ呈えそとはできない

上させるのだろうかと︒地球的な見地からみます七︑ときとして

して永遠の子宮のなかにあって︑創造者の冒でもって実際に存在一

すぼらしい生命の計画に自己をゆだねるならば︑それはわれわれ

心はあまりに個人的な努力に熱中していて︑容易に漠を立てるか

する物を見るかわりに︑存在するかもしれない物を夢見ているか．

少数の人だけがこの特権を持つのだろぅと思われます︒地球人の
らです︒このことはすでに長い時代を通℃て行なわれてせました
ので︑次のような質問が起こってきます︒﹁創造者から与えられた

らです︒そうです︒協力者のみたさん︒私は今度の宇宙旅行で私

の壁も必要に応じて調節できるよチにな軍ていますゥ会議のあい

かり空Jと㌃心いますが︑例の世界講演旅行から帰って以来ずっ

ることがでや一れば︑一冊わ番転が書けるでしょう︒しかし︑おわ

者の前になるように位置しています︒冬頃水はそれぞれ異なる色

そのなかには十この囁炊がしつらえてあり︑一つの噴水が各代表

ブルの端から端までにはまんなか旺一兵のくほみが貫いていて︑

調

年号えられた 名 沓 を

だそれらの壁は優美な紫色に旛いていて︑膏金色の藻積が浮かび︑一
きわめて高い柱がついていヰこた︒ ㈹が蓮りたテーブルは長
︼

何をやったのか私にはわかりません︒

と私には多くの複詫査状接が透こっていますし︑また人間ほ二人

と芳香を放って︑建物中にこころよいふん囲気を生み出しながら

て︑片側竺ハ人が座り︑端に十三人目の議長が座りました︒テl

の主人に仕えろことはできません︒それゆゝ㌃︑私が美しい宇宙を

もし私が知る特権を与えられた物＄のすべてを心のなかに奨め

くるヨを待つこ と に t ま す 一 ︶

ながめている・めいだに受けた▲印象のすべてが充分によみがえって

ぅな音楽でした︒それは宇宙の為らゆる活動の音響の融合であり︑

一体となって混ざり合っています︒その噴水や天井︑各璧な虻か
ち音禁が流れてくるように思われましたが︑地球には全然七いよ

木々ハりあいだを流れる︑そよ風またはさざ波の音にたとえてよいで

私にはあまりに仕択ツが多すぎるので

す︒冬は督身空肇粛を遂行することができるように必要な援劫が
となく︑私が洩らす物章にたいして人間の心望空風さをそれは必

撃われろことを祈っています︒いかなる性質の凝譲与も起こすこ

しょぅ︒地球人に知られているあらゆる音や未知の多くヤ吾が完
全に調和して融合した音禁です︒そしてその旋律がどのようたも

さて︑土屋︑り会篭の説明を続けましょう︒地球特用の三月二十

のでもったにしてもそれほ地球人の理解力を越えたものと思われ

要とするでし ょ う ︒
七≡に私たちは浸箱ハり会議を絹きましたが︑それは三陸閣議きま

ます︒私にわかったところでは︑その音楽は創造者に捧げられた
創蔓の葉栗なっでした∩・

演場で譜用するために各人は長い外衣を与えられました︒私に

各遺墨から采た代襲者が紹介されました︒全部で十三名で

すりそして各自の道草を表わす故事を一同ほ授けられました︒こ

渡された外衣は璧売な青色のものでしたが︑賀陽にはその包を言

したっ

のA表明ほ︑その都市ム・小さな会合や演劇爪∵エ演C▼ような譜清朝の

葉で表わすことはできません︒看袖にはバラ榛の刺しゅうが施し

てあり草したが︑そのバラは私が地球で見たことのないものですn

英今場所として用いられる或る建物のなかで開かれ写した∩ニ十
へ日け蒜冊達ヤ見学っために費やされました

れを見て私はイエスの次の言葉・智思い出し▼諾した︒﹁わが遥はイ

そ爪りバラのトゲは地球上の生命を表わしていました︒一そして︑そ

ました︒投揮はすべて挿しボタン式です︒会溺揖後に一同はこつ

バラで満ちている﹂．宗長は宇宙の諸原理を表わした乳白色に反射

二十九ヨにきわめて美しいデザインハ⁚逸物で主な会稽が開かれ
操悍法の説明孝雄きまし・琴︶ポメソを押すと床が摺り除かれて会

する外衣を苛用していました︒その十入時簡の会合のあいだ︵通
︑ヽ﹂jダ

誤用の準備のできた議場が床の下から現われてくものです︒四方
勾〆

球時闇に換算して︶私が底℃たのは︑私∴一しはや自分串身の心を

驚建学ることの雫靂を強調してい葺︒そして現誓うす

地球人は責任感を失いつつあるということ︑そしていつか目覚

るよう狐地球人を援助しでいるのです︒

めなけれはみずからを池波ぎせることになることが指摘されまし

持たず︑また個人という感じも起こらず︑むしろ或る完全な実体
と調和している一つの畢苧い旬部分としての自分を感じました︒

ので︑実漁を中止しないならばその結果はただ文明を失うだけ■に

た︒／現在の原子エネルギーの爆発は聞達った方向に進んでいます

議事と七て彙箭におた喜蔓昔この太陽系と地球忙琴アる問讐
いァに巾早柄です︒論点は次のようなものでした︒すなわち︑われ

なるでしょぅ︒かつてきわめて平穏に存在していた宇宙空間の諸

・二﹁〜

われの太陽系は貴盛運た去るハりか︵﹀もしそうだとすればいかなる

風にたとえられます︒これは他の遊星群にも影響を与え︑バ太陽系

状態を放射能はひどく妨害しています︒それは海洋を惑乱する暴

太揚の■慧語草誓言れ．雲完？基にどのような璧湖妄与えるかと

処置をとればよいか︑といったことです∩﹀畏時間にわたる熱濱の

全体に妨害な加えて崩壊を早めること忙なるのです︒．宇宙の各凌

宋の軍需は鱒革草字ものではありませんでしたが︑しかし科学装

な気象などが地撃に災難をもたらすでしょう︒これらの一連の実

のカが悪用されてきて︑宇宙空間の平穏さに反して作用してい■ま

験はあらゆる自然の法則を不均衡にしています︒宇宙人たちの言

で︑太陽系が鞘藁期にあるということになれば数年以内にそのこ
地球を除く冬草基は字竃論を所有していますので︑犀佳に適し

によりますと︑．それほ全く好ましからざる状態であるということ

置に示される鳥豆字は喪諾しっつある諸変化を記毒していますの

ている新しい太陽系へその住民を移動させることになるでしょう︒

です︒つまり地球人はみずからの手で地獄をつくり出しているわ

す︒最近の突放がさらに続けられるならば︑竜巻き︑地震︑異常

この新しい太陽系にはすでに各遊星から連れて行かれた百万の人

とを明雷することになるでしょう︒

零住んでおり︑そのなかには地球人もいます︒太陽系崩壊の場合

けです︒別な楽しい状態をつくり出すこともできますのにー．り

かし彼らは白波するかもしれないことにすぐ気づいて︑破壊刀か

当時︑現在の地類と同椋の状態になったことがあるそうです︒し

この太陽系の或る遊星群もかつてやはり同じ原子力を発見した

は﹂地球人はみずから宇宙船を建造しない限り昔滞に遭遇するこ
しかも地塚人を救出するための余分な宇宙船があるならば地球人

わりに人類の福祉の方向へ転じた結果︑このエネルギーを用いて

とになります︒もし他の遊星群の住民に時間的な余裕があって︑

は他の連星群は各自の住民をまず輸送しなけれはならず︑この全

串葵上の天暫を築きあげたといぅことです︒地球でも同じことが

を救うでしょうが︑それが可能かどうかは疑問です︒というわけ
太陽系中の人口は應計一千巧百四十億に達するかうです︒このこ

やれるで心ようにー︒

われ考啓発することに費やされましたが︑それについてはいずれ

三十日孤朝三時間と夕方の三時間は﹁宇宙計画﹂についてわれ

とは財産の輸送までを含んではいませんっですから︑財産までも
運ぶとなれば大仕事です︒この時期が．いつになるかはだれ忙もわ
りません︒しかし︑いつか来るでしょう︒彼らは地球人が宇宙

之9・・−

られました︒私たち二人だけはその場で話される軍柄のすべてを

いだに火星から采た代表と私の二人の頭部に或る器具がとりつけ

お話しすることが許されると思います︒といぅのはこの会合のあ．

す︒近いうちにこの計画の準備ができると思います︒

絶滅という言葉でおびやかしている危険を取り除く必要がありま

い−つの計画を私は与えられています︒それにはまずわれわれを

浴そうとするのなら︑われわれのすべてが遂行しなけれはならな

た︒そのためにワシソ：トソ市へ旅行に出かけたわけです︒卒直に

私はまた米政府の一高官へメッセージを渡すように績まれまし

記憶することばできないことを一同ほ知っていましたので︑こん

申しますと︑私たちすべてにはこれから多くのなすペき事があり

な琵莞苧よって私たちの脳細胞に知識を印琴つけたのです︒洩ら
してもよ．いという時がくれは私たち二人は聞いたことを思い出す

ってやみません︒

いいかえれほ私ます︒そのすべてを片づけるのに必要な援助が得られることを願

ことができるでしょう︒そのとき印象は活性化され︑開いたとき
と同じように新鮮によみがえってくるわけです′∪

はいまテープ・レコーダーなのであって︑与えられた印象はすべ

内容が私の声をも含めて地球へ放送されたのですが︑特に二十九

さて︑この土星の会議の件を知った協力者各位は︑各自が愛息
て鑓冠位に頭のなかへ話力られているわけです︒その機械はまる
で多く︑の針が私の脳の各細胞へ雫き刺さるような奇妙た感じを与 した印象っ内容が正しいかどうかがわかるでしょう︵︑会議全体の

えまし・書その機械の使用や急速な字雷旅行は︑私の肉捧がそれ

からといっても︑あなたは自分白身に判決を下すべきです︵︺一つ

︑日はそれが強力に行なわれました︒受信カがいか竺止確であった

私がいえることば︑メッセー．シの幾らかを正確竺受信した人は受

妃太れていなかりたために︑私のバランスを失わせてしまいまし
この処置というのは一つの読動機領からなっていて︑それ

た︒そこでなるべく正常な気分を保っために或る処置を受けたの
三㌔

が量の肉・竹内のエネルギーばかりでなく緬歳のバランスを保つの 倍の能力を持うていることで祝福されるだけでなく︑その持って
生まれたカのためにも祝福されたということです︒そして未来に
です︒こちらにいる宇宙人はそんな薄根懲持たザ︑また私を治療
できる人もいませんので私はそれを自分でやらねばなりませんが︑ おいて想念伝達に同じ方法を用いることができるように自分を分

禁なことではありません︒こんな事岩滞完りり後転かちだの調子を 析することです︒あのメッセ−ジを受信した当時にあなたの璃碑
鶴聖の状態に合わせることは︑ただ心で想像ナろ以上に凋薫です︒ 状態がどのようであつたかを考えてごらんなさいァそうすれはこ

私は他の人もかかる旅行をしないほ六ノがよいと思い草すし︑移住 れはあなたにとって大きな助けになるでしょう︒
するために刹な遊星へこ爪り流体宝準んでもち・おうとほ全然思いま ワシソトソにいたあいだ私は〇APとは掴係のない一人の男に

会いましたが︑彼も約十パーーセントはかり受信していました︒彼
むしろ宝韻のままで行って生まれかわり︑新しい環境で生

せんJ

わせることができるほずで︑結局それには一．定の心の状態を必要

彰

は税務局に関係のある人です︒そこで︑だれでも着組に波長を合

遺するほうがはるかに柴です︒
彼ら字名人が浴しているのと同じ創造者の栄光にこの地球上で

診

3∩

・

r

とするだけで︑ただそれだけのことだと一一いうこ．とがわかります︒

受信するためには構碑的に肯くあか必要はありません︒由在の危
機から人学を救い出そうという気持ちさえあればよい紆です︒こ

■

ー1■

紗ぐかか㍗かむかサニ計ルかむか捏か掛㌢嘩かい砂やで疑わ

へないで互いに信じ合いなきい︒われわれが﹁至上なる戌﹂のた冶

に働く七きLそれは自分自身のために働いていることになるので

す︒天使．のような顔をして現われる人がいるでしょぅが︑その姿一
読軋また結局養人をも功けることになりますⅧ
と劫磯は異な︐ていきす︒それにたいしては忍耐強くあることで
もつとこれ以上に洩らもてもよい時がきたら私はそうしましょ
う︒んかし軍葦はこれだけの■膚克で二吟輝足して下さいり物警軋 す︒その人々のワナ軋落ち込まないよ．うにして下さい︒悪魔でさ

右の記事中に土星からの想念放送陀謁する音が
編者付記
述べてありますが︑これはアダムスキ氏が昨年土星へ行った僚に

−九六二年六月

えも神のよケに行動できるからです︒すべからくへどのように賢
成功する鱒は一時竺歩ずつ踏み車すことが肝要でで多くの妨
軍か私たちの前で行なわれるでしょぅ︒それに▼っいて疑いはあり 明に︑ハトのように穏和にあるべ計です︒そうすれはわれわれは
勝利を得ずにはいられません︒
ませんDしかし人間は何をやっても妨華や敵対行．為がつきまとう

われわれの計画に対．抗しようとする一冬のパタン︵型︶があり

ものです︒
ます︒計は二名町人を心に思い浮かべます︒︼人はかつて哲簾な
協力者でし′たが︑い針は協力することを忍んでいまナ∵他の一人
はかつて私を防衛ナるために働い五人でしたっところが彼らの両
方とも疑惑のワナにひっかかってしまい︑不信の沃俄におち入り
ました︒私はこの証拠せ持つています︒彼ら二人が出す滴報の内

全体に′試射されている一つの影響力があ1二し︑それがみずからを

タィヲ女史が七十パーセy・卜の適中率を示して最高点︑私ほ五十

んました︒後日の発表によりますと︑オヲンダの協力者レイ︒ダ

がぁりますが︶テ∨パy−にょってそれを受信し︑ア氏宛に頬骨

地球へ向けて宇宙人とともにメ︐セージを放送してテレパシーの
容と私にたいする非藁は一致していますが︑土人とむ数千マイル
受信栗玲を行なう計画を出発前に各国GAp二リーダーに琴平した
離れています︒東海岸にいるあいだに私は他の妨害者たちに出く
わしました︒このことで一つの事実が′わかります︒すなわち地頭 件を意味します︒各リーグーは一定の時刻に︵地域によって摩逼

或る葛の考え方にゆだねているという事賓です︒それは想念伝導
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とです︒われわれのものであるほずの美を失うことよりも︑忍耐

−ゾの内容直ついては省鴻します︒

パーセント適中といぅ成溝であったことが判明しました︒メ．ゾセ

テレパシー︑またはその他の各称で呼ばれてよいでしょう︒それ

○

ゆえ疑惑の念年式をつけて下さい︒そして早計に他人を疑わぬこ

異常天候の原因
C●A・ハ

ニ

ー

昨年八月号の一lユーズリグ1に気象上の異変に関する記事を掲

ら︑それが気象に影響を与えるはずはない﹂とか﹁一回の爆発で

発で見られるような噴煙のLtパーセントにすぎないからだ﹂など

舞い上がるホコ．サは日光を妨害しない︒なぜならそれは火山の爆

といって︑一例とし七一八八三年にタラカナア火山が漬菜したと

き︑噴煙が太陽光線を妨げたために米国の東海岸までも売温が低
下したことをあげています︒

しての作用をし︑その高度が高いほぃど発生する電流は強大に．なり

き起こすのは爆風ではありません︒高空核突放の爆発は発電磯と

しかし︑私が昨年八月に精通しましたように︑気象の異変をひ

の気象状態をひっくり返すよ

ます︒この電流が大気中の微粒子に帯電してフォース．・フィール

載し︑その異変の背後に存在する原因について述べました︒世界

似た意見を打ち出している科学者︵複数︶もいます︒

とこの変化した気流が気象に影響を与えることになるのですが︑

ドを生み出し︑それが上層気流を大きく変化させるのです︒する

の人が認め始めていますし︑昨年の例の記事で述べた私の考えに
しかし核突放が気象に影響を与えらという考え方に反対してい

銃声にすぎないといっている人々もいます︒彼らの意見では核爆

地球の滋場をゆがめています︒そしてこの地球の磁場の変化はた

また核爆発は膨大な畳の荷電微粒子を出しますが︑それが現在

このことはごく最近科学者連によって認められています︒

る人もあります︒科学者のなかには︑現在のように強力な核爆発

発のエネルギーは台風のチネルギ一にくらべれはきわめて小さい

だちに電流を発生させます︒すると地球のフォース︒フィールド

でさえも−つの台風で解放きれるエネルギ1にくらべればただの

ので︑気象に影響を与えることはおそらくないだろうというわけ

各地で地震を発生させることになるのです︒

はこの電流に従って変化し︑このフォース︒フィールドの変化も

です︒
昨年から今年にかけての冬は世界各地に異常天候の新記録をつ

ことがわかります︒この点にりいてはかつてたびたび説明しまし

このことからして核突放だけが気象に影響を与えるのではなく︑
くりました︒イングランドでは今世紀最大の降雪をみましたし︑
米国のノーニスキ†ロヲイナ州では気温が氷点下四十度以上にも低 太陽の滋塩の逆転によって起こる磁場の変化も娼係があるという

下しました︒北半球の温度は過去四年聞達続で例年よりも六度な

数か月前に行なわれた高空核突放のために地球の周囲に新しい

た︒

放射能帯ができたとき︑その影響は数週間で消滅してすべてが正

いし二十度低下しています︒ティパー河はこの五官年間に始めて
米語しました︒これらは多くの新記録のうちの少数にすぎません︒

常にもどるだろうと科学者は言明しました︒しかし彼らはいまや

原子力委員会のサミュエル・ブラストン博士は﹁核爆発干ネル
ギーは自然のエネルギLに比較すれば取るに足らぬものであるか

32
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その放射能滞が十年またはそれ以上も存在するかもしれないこと
と︑それが今後の寝言孟宗蓑莞や空軍害するかもしれないことを認
ンダ︒ク

﹁われわれは昨夏北米中

めています︒加州二科大≠の先兵重義であぅたアーブィ
り′ツタ博士は次のようにいっていますし
に見られた軍記の畢雪や攣﹂荘司こ治めた二流象は気圧の分布状

生命の科挙

G︒

キ

■一．一 ．こ；．⁝≡．萱▲予﹂

ア ダ ム ス

．几していないぐ高エネルギーの時期に

ら1・来るエネルギーが点畏となっている︒太陽は変光星である︒

冊持っているだけです︒私が持っている図書室は﹁宇宙の英知﹂

度も質問されました︒答えは﹁ノウ﹂です︒私は大きな辞審を一

﹁あなたは研究用の大図書室を持っているか﹂とこれまでに何

そのエネル ギ ー の 放 出 は

であって︑なにかの輝答を必要とするときはそこから引き出すの

態によって決充されるが︑これは字串望聞からト主として太陽か

は篭球竺望蒜㌫㌍㌫㌣︶い頑諸が得られる︒逆にいえほ︑この熱

です︒

また次のよう広間われたこともあります︒﹁なぜまじめな研究

ほ光電の寒冷な空気を拙筆㌍二糖に吹かせることになるぅ地球は
現在大隠エネルギーの隻︑い渾現にある︒これが意味するところは

を意韓した︒−大損エネルギーの増大と等しい何物かであるハーこ

ものがあった︒このことは高空に何かが発生しているということ

のは自分で問題を解こうとしないでただ読んだり潤いたりするだ

研究者自身ほ安定していないかもしれません︒研究者というも

備的な体顎という英加犬のバックグラウンドを持っていません．

たいていの教師は金をもうけるため∴にのみ仕事をやって︑いて︑予

を持たず︑また故えるために必要な知識を持っていないからです︒

で到達することができないのか﹂これは数えてくれる先生が実力

者はほんとうに自分のものでなけれはならないと感じる拓さにま

れについてわれ．われは綬懲完によってできた放射能帯が太陽エネ
ルギ・−の増大と同じ影欝を及ぼしているといヶ意見を持っている︒

ところが昨年カナダから蔓りてきた毒液の徹しさは予想以上の

寒きは激しくはならない⁚︹ごううということである︒

この予測し指▼巧い⁚打㌫付が︑かつてめったに雪の降ったことのない

には直接私と二繹に働いていた研究者がいたことがあって︑各自

けでは高く向上することほで．きないのです︒励をあげますと︑私
︵ジス・ウィーク誌一九六三年三月十日号か

場所にまで雪をもたらすほどのスピードで北嶺から南方へ寒波を
走らせるの で あ る ﹂

の意見が・象由に述べら丸るような状態にしてありました︒彼らは

かなり進歩しましたが︑やがて他から乃思想を受け入れて争いを

ら引用︶

起こすようになりました︒或ろ場合は凍らの進歩は停止して︑彼

あってはなりません︒あらゆる研究者は自分が故師になり得る高

右の説が其実であるとすろならば︑太陽の滝魔の逆転と相まっ

︼▼

て︑核宍鴨uが過去の異常天浣わ主な原調となっているわけです︒

車．

らは得ていたはずのすペてを失ってしまいました︒こんなことが
☆

近い将来も︵一と多くの異変が起こるでしょう︒

一

3ろ

書にまで蓮歩しなけれはなら憩いからです︒一個の積械で他人を

べての仕事と未来のために捧げられたものであるからですっ

が私虹わかっています︒なぜならそれは私忙従って来る人たちす

ゃしょう8人膚によって蓄積された知識という冨はこの世のすべ

の安全保障がなくなったとしても創造者は決してそれを無硯しな

人偶

﹁・㌻ろ前にその機械の各部倉を知っておくのが重安であると司

ニ蓉﹂ともに一つの間慧晋撃筈とも芸です表物に

ての賃金以上に価値があります︒それは永遠に人間に付屈して運

︑■

㌘ヲ？ゆる列において孝雄は訣窒で事物や嘗築から学ぶでしょう

与三高這ちなたにそんな休漁卑与えないでしょぅ︒人間の努力

ん︒主の世の望還そんなふうにして行恕われています︒成功す

琵琶項ケ組むことによって学準こしで勉強し花けれほなりませ

合体を見い出すのです︒これが他の速星の人類が進化してきた方

役立ちます︒こんなふうにして二人は衆口．ぺのテレパy−による結

に同調するようになり︑同じ知識の濾泉七引き出す者同志として

一研究者が一致肺とともに密寮に研究するとき︑ 人は自動的

ばれる冨であるからです︒

るため軋は人はあらゆる小さな物議一にも稚心の蓬豪を払う必領が

が︑もし本人が指穏着か攻師になれ．ほ本人は寄物で学んだ問題と

ちります︒すべての研究者が雇まれるわけではゐりませんが︑恵

﹁冥想﹂は宇宙の法別とのほんのわずかな不一致さえもない高

法です︑︶

遠なものであるべきです︒しかし﹁清神統一﹂は一般に信じられ

まれていた数名の人が私のところにいたことがちり草すユ
最近︑もう少しで私に代わることのできた人がいましたが︑本

ている効果をあらわしません︒むしろそれは二憐凋も媚心が分巌

することのない一つの想汲または想像作用にすぎません︒∵蛋明

人の関心がなくなって身につけていたものすべてを失いました︒
日下別に二名の人が速歩しっつあります︒一人は特に一年草ほ

︻もう貯蔵会は二 度 と 来 な い で し ょ う ︒

瞭な心像が充分に浮かんだならば︑それを完全に酵き放って・苧と

これはテレパy−にょる印象の感受ぞ放送身一するときに

必要です︒心像が浮かんでから放たれるまでの時間が早いはどよ

のですっ

は忘れてしまう必要がありヰす︿叫それに親藩していてはいけない

かりで驚くほどに進歩して︑私り期待以上の活発を示しました︒
先に述べ鳶別のように鱒心を失わない寂り︑この人はいつ乳でも
われわれの仕事を続けることができるでしょう︒

いげです︵︸囁神統一をすることはー一殻に清辞統一というものが

人間は日常の必要品についてどうすれは未来に準信が持てるで
し式㌢か︒それは人間を地上へ遣いた創滝蔓を信ずることにょっ

定義されているとぉり妃したがえは一線異を破壊してしまい︑印

私ほ目下﹁生命の科学研究講座﹂を設ける準備をしています︒

て持てるのです︒なぜなら剥選者は生命の譲与音では量りません

それはこれまでに歌えられてきたいかなる精神科学とも異なるで

象は正しく送受信されませんっ

しょうゎ私はこの拳法のために食物や家を欲したこと・は一ハリり烹せ

しょう︒それは万物のすべての分野とそれ牢支密している諸法剣

かぐ創造者の目的に役立つ・人はきっと忘年云られることはないで
ん︻﹀突しい土地や建物を私は持っていますけ■れども︑それにはや

U

ほり代価を支払わねばなりませんが︑その支払いはなされること
あW

一 言4

㌧
∴

l∵

を包括すること忙なり1ます︒宇宙人が現在の進化の状態に達した

のはこの宰相の科学によるのです︒

の進歩には著しいものがありました︒

後になって彼女は私が不在のときには私に代わる︐︺とができる

妄拾てたり交えたりする必要はありません︒それほちょ†ゼエン

完全に排除されるでし1う︒しかしこのためにだれも自分酉唐念

から混乱していろ他の人々の諸に彼女が耳を

っています︒この不幸な状態はIト生命の真実の性質についてみず

明析な其実の概念はつまらぬ神職的な故えに置き代えられてしま

ほどになりました︒ところが現在は︑彼女がそうして蘇っていた

デニア一になろうとして勉強している人が自分の信念を韓でる必

こりました︒

人間がこれまで研究してきた神話は事実旺よって置き代渡られ︑

要がないのと 同 じ で す I ︒

います︒以前に彼女がきわめて立派にやっていた仕事を私が再び

歩み始めています︒いまや彼女のかつての確信ほ恐怖にかわって

この結果この人は一そう大きな混乱にさえ通じる異なった遺を

し上う︒それには生命の哲学が含まれていて︑しかもあゃ

績んだとき彼女は答えました︒﹁私にはできせせん﹂

私のいう生命の科学の研究は多数の人にとって容易ではないで

はすペて或る一つの草稿を凝滞する必要がありますのて∴jこで

念はl慧三軍ついているからです︒この研究を行なおう悠する人

ら何かを待ようとするならば各人はオープン・マイy・ト︷荘︒寛

契の知識のことですり

へ入ることはできない﹂の苦味せす︒天の国といぅのは生命の其

以上はイエスのいった言葉﹁幼児のようにならなけれは天の国

容の量祥︶とルッキリした論堪的な考え方を持たねばならないと

それを明らかにしておきたいと思います︒すなわち∵との研究か

いうことです︒自己の既成知識を持ち込んで心中に混乱を生じさ

可能ならしめることにあります︒

由です︒それは研究者を向上ぎせて教師とし︑他人を助けるのを

オランダの女王は私にむかつて次のようにいったこ一とがありま

これが﹁生命の科学研究講座﹂を設けた理

せてはいけません︒われわれは研究者にたいして他の人々の教師
になっても ら い た い か ら で す ︒

す︒∴﹁あなたの平易な言菱と蓑現の仕方のために︑素人でもあな

たのい・りている事柄の其宍性を感じることができますり 長いあい

一九四五年に研究と私の仕事の援助の目的で私のところへ一人
の欝人がやってきました︒彼女は神秘的な性質を帯びた知識を殆

もたらしてぃます﹂人間は一人の主人をだまさないで 人の主人

ど持ってはいませんでしたが︑神の摂理を信じていました︒一方
した︒彼女は念頭から除くべきものを殆七持っていなかったため

旺仕えることはできません︒人間がだましている相手は通常自分

いた神秘的な言葉を用いないで︑あなたは人間に生命の鼻翼さを

に︑こちらの指導に柴問を生じることな

自身です︒﹁生命の科学研究講座﹂については︑最後的な計画が

だ人間を混乱させてきて︑しかも人間を不安な生活に縛りつけて

に把達することができました︒質問を放つとそれは分析すること

でき次第に詳細をお知らせします︒

私は子供のころから尊まぎまの神秘的な性質の知識を持っていま

旺よってさら鱒よき理解の助けにな？たのセもた・﹀その結果彼女

3一生

1編集後記−

オ番組﹁電話リクエスト﹂の時間監九州大学の塩谷博士がゲス†

番組の全部を私は聴くことができませんでしたが︑塩谷先生及び

として出席され︑﹁宇宙人は実在するか﹂と題して聴取者からか
■∴・・◎ 長いあいだの念頗がかないまして今度やっと和文タイプヲイ
かってくる電話での質問に
タりを入手することができました︒この号は私がみずからタイプ
む七製版し印刷したものです︒素人のすることですからあまりき ナ氏の質問に答えて電話で五分閥ほど円盤について話しましたっ

∵

平野三郎氏からのご報告近よりますと︑質問者の半数以上は宇百

人の実在を信じているということで︑この番組は大成功であった
とのことでした︒

丁ダムスキ氏や私にたいして依然として攻撃や妨害が行なわ

れているようですが︑私はいささかも意に介するものではありま

◎

せん︒今後も全力をつくして活動したいと思っていますク ﹁アダ

ムスキの番いた文章には葉辞葉旬や修飾語句が多いのでイソテキ

る団体に属していたころからそこの幹部がいっていたことですが︑

だ﹂といぅ声をときどき聞くことがありま曳これはかつて私が或

そんなことをいう人の文章を見ると一見して頭の程度が．郊れるよ

うな幼稚な文章であったりします︒これは要するに求道清禅のか

けらも持たぬ人たちがアダムスキ氏の高遠な啓学が理解できぬま

れども︑それと︻︺APとを結びつけるのは遠慮してほしい＝なぜ

は少ないほうで︑少々古めかしい簡潔な文体であることは私の友

ません︒あいにくア氏の文章は修飾語が多いどころか英文として

ますと﹁軍記はアダムスキ氏忙たいする有力な窯元完璧仲であるけ ま感情的にムキになって妙な理屈をつけているだけのことにすぎ
ならGAロ⊥を頭からインチキ祝している人々に聖昇一流の円堪研

︑U

語法までも云々するのは見当違いも甚だしいというものででと

はありません︒ましてやシンタックスの何たるかを知らない人が

から本人の体験の信憑性いかんまでも読みとることができるはず

文法︶を究明するのは日永人にとっては困難なのであって︑文体

む∴∴∴究誌の名声意でをも疑あせること旺なるから﹂ということ・なの人
でで
︑ある米人も認めています︒だいたい英語のシソ＝タックス ︵膚
・転撃竺∴応蓋しひかえるこ守にします︒英語の達者た免ほ肯轟這
ロンドンかち凝り事せてお読みになる七．はいでしょう．？申し込み

去る四月二十八日午後一時から三十分閻九州朝日放送の．ヲジ

の方法についてほ私福にご照会下きい︒
◎

齢V

ー き6

ことば■いうまで．も詰りまゃん︹⁚ソての■ためにほ倦宮詫間・誓精根するこ

もります︒心理学的にこれを分析するのは少々複碓になってきま

学力の相違から生じる琵者側の或る心理状態を考えてみる必要が

殆どいません︹・そこでこれについては著者と読者とのあいだの語

ところが少数侃学者を除いて︑これをインチキだと批判する人も

とはできないのてすーノ紙記の人々がア民望竺人な軍票ないで私の

すが︑﹁大衆は催眠術にかかり・やすい﹂とだけはいえます︒これ

にかく重要な戎空文で土∵○ほど立派な文寒で書いてあるのがよい

を非琴Tろべきです︻︑﹁婆二二人・棒を変えよ﹂と︑ししかし菩．丹と

は一例にすぎず︑あたりを亀まわせはこれに頚した例はザヲにあ

訳文だけかち▲モーゼ．ご∵プ︑いように寒じるとすれほ︑ア氏でたく私

りますが・■

・㌍からぬようでは・雫

のあいだにけJrに加が∵ろ肌︺でもって︑それが

譜驚コご餞隣をお祈りしますむ

所

︵久保由︶

日

久

本

保

G

田

日本︹けAp：一エーズレター
行

邁琴発行人

発

A P

八

郎

5月∵⁚わ月

生じると粗いますので薫蒸毒点は還程なくお知らせ下さい︒誌友

もわからノサ∵いでし上う︒
⑳ 多忙でちり草したために与退のご照会にたいし返事が磨れて
申し訳ありません⁚﹂れかちしばらくのあいだは韓闇的な余裕が

はなんのことやらわけが．わかりません︒おそらく罵倒する本人に

にかかっていて︶一方ではア氏をサギ軒として罵倒すろーこれで

ひどいサギをやっていて不当な大もうけを甲っている

いぅものは本人雲ぷ一ぺ︐で三言ごみ出るもので心つって︑しかも楓豆

．ニ丁ん■リ

篤かれっきとしたイカサマ㌍モ頬現して︵いいかえれほ催眠術

て■ご㌧

黎耳精神に籠した冒∵二放論富で﹁たるべノ＼平為な文茸で話頭し

こ去−つ

関門ご∵二 ∵ ノ

．L一てニッも7氏がいったい何をいわんとしてい

よう﹂という主小薫りもこにやっていますから︑檀皐に変えるわけ

〇

ろかにありま†し・㌔⁚︷∵仙人闇の招∵心や頸攣カニ︒・二偶人毒が㌔り

ますかtっ︑アたを誉豆÷る人を鶏緩しても寧万がふりません︒そ

﹁曇1Jく﹂のと﹁他人にたいする鴎繋﹂と

こはハニー氏のいうよ・∵に・宰己つ信ずる遠を行きさえすればよい
ハご㌧しよぅが︑﹁草 が

だ子供だということにへ†つでしょう︒いったいに世の中はインチ

一読

のは私には寄妙に冬至ふす︒二剖を浣げますと︑このごろしきり

キで満ちているのにやたらに7氏のみをイカサマ箔呼ばわりする
にい警㌫わっていろ碍成望皿憲章肩参
考室親はどうしょ
でう︒

島損壊益竜市遠出石川
︵■という

しただけで明ヨから芸語が話せるとか︑もうちょっとで

頒価一〇〇円︵選科華︶

昭和≒十入年六月十日発行

︵久保田八郎個人名率︶

二六三︹︶

読替一松江

1963

題名からニ︑三口蒜肌■めはと︑いう寧盆を受ける︺簑靂がしゃ．へれる

とかいう不が飛ぶよう隼禿れてい富すが︑こんたのを読んで実際

ません︹−つまりなんら信痔できない脊物であるにもかかわらず︑

に急速に英語が話せるようになったといぅ例を頂いたことがあり
いい加浣な題名と誇大な広告で大もうけをやっているわけです︒
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