円盤と宇宙哲学の研究誌
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宇宙的真理と個人的真理
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解の欠乏によるものです︒しかしこれ▼ほ太陽系が消波しかかって

用いられている装置類は現在このことを記録してはいないと．いう

ことです︒

これまでの二万六千年間に︵これは一サイクルなのですが︶︑

太陽系は五十六兆マイル・動きました︒これは太陽系が二万六千年

前に存在した場所と同じ位置にいないことを意味します︒
ですっ

そしてこれはイエスが﹁天と地とは

あらゆる太陽系には始まりと終わりがあります︒聖書の言葉で
いえば太陽系は．天〟

消滅するだろう︒しかし新しい天と地がそれにかわって出現する

だろう﹂といっている言葉の意味を説明します︒この現象が発生

りません︒このことは地球ばかりでなくこの太陽系内の全惑星団

する正確な日時はだれにもわかりませんし︑宇宙人にさえもわか
〝最近の情報■を発表してから︵荘．本誌今年一月︒土

変動を恐れるな
先般の

に会いました．以下は彼

月号に轟載︶︑私はまた．ブラザーズ′

にあてはまります︒
太陽系をも含む宇雷の万物は活動していて︑各自の運命の遂行

数年前︑地球の科学者は太陽の磁塩が逆転したことを発表しま

ては消えますが︑結果の背後にある英知は働き続けるからです︒

に向かって動き続けています︒なぜならもろもろの結果が現われ

らが与えてくれたニューズです︒
した︒このため太陽系全休が太陽に従って変化しっつあります︒

かつて述べましたように︑宇宙人のすべてが他にたいする意図

において慈悲深いとは限りません︒最近︵今年一月︶テキサス州

それは太陽系内の全惑星灯影響を与えています︒それがどの程度
かはわかり意せん︒太陽系の終成期に近づいているのか︑それと

ダヲスで︑一かたまりの金属が空中から落下して家屋の一部を破

球人のあいだに不安な状態が起こる理由となりています︒こうし

度め低い惑星上の人間の心に影響を及ぼしていますし︑これは地

いう情報を受けとり吏した︒この場合︑友好的な宇宙船は相手か

敵対的な宇宙船と出会った一宇宙船から落とされたものであると

が報善しました︒ところで私はヽ この金属は地上のものではなく︑

壊しました︒この事件は多くの人によって目撃され︑地方の新開

てカタストロアィト︵大変動︶の発生説や戦争勃発の噂などがひ

ら攻撃を受けた凱です︒

この変化によってひき起こされた不安な空気は地球のような程

も単に部分的な変化なのかはまだ確かめられていません︒

ろがっていますが︑▼これは人類による宇宙の法則の開発または理
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ケガ人はなかったという▼ことですル

界であって人間はいないのだという従来の説が誤っていて︑実際

庵威者を失墜せしめるかもしれないからですゥそして月は死の世

るかもしれませんが︑人間がいることを間違いなく写し出すで了レ

されたとしても私の説にょる鳶景とは少し異なる場面を示してい

には人間がいることを知らせることになるから．ですノ︒写真が公表

・われわれは時がたつにつれて宇宙の遭遇載に閲し多くを聞くで

′

よう︒jた他の惑星の人間が月に保有している多くの基地をも示

すでしょう︒しかも写真というものは言葉よりもほるか

しかるに月面牢衝突する少し前に写真は公表されないこ

忙よって撮影された写真は世界に公表されると聞か．されていたか

るでしょう︒そ

惑星︑月などを研究する多数の権威者は大衆から無能者扱いされ

のかわりに新しい教科書をよこせと大衆は騒ぎたてるでしょう︒

界中に起こり︑現代の最新の知識よりも三十年も遅れている学説

もしその月面写真が公開されたとすれば︑教育界の大反乱が世

を持っているのですむ

もし科

らですゥ

学者が写真の．公開を望まなかったとすれば︑−彼らの最上の逃げ道

はカメラ番が作動しなかったと述べることにあります︒衝突の十
分前払カメラ群ホ作動しなくなることをどうして彼らは知ること
ができたのでしょう︒

彼ら権威者はこの教訓をグレン中佐の〝宇宙空間におけるホタ

ル火．の報告から学びました︒グレンが大気圏外を飛ぶよりも数

ら権威者が事実と零していたならば︑グレンが大気圏外で目撃し

年前に私が卓飛ぶ円盤同乗記甘ヰで述べた宇宙空間の光景を彼

た︒なぜそれらが同時にストップしたのでしょう？

た光景について﹁何もしゃぺるな﹂士命じたことでしょう︒この

与えられた

情報によれは︑各カメラは別々に電気装置を持っていたというこ

してあります︒しかtグレンは．いまや国家的英雄です▼から︑簡単

体験にかんがみてグレン以後の宇宙飛行士にたいtて
tかも

育機関た隠こるかも

これには多くの．理由瀦あ巧ます︒打ち上げや責任者虎や溺自宅の

は絶対的■な真相を知ら︳れることはないと考えてまいでしトう︒

地球人が大気圏劣へ何を送り越そうとも︑当分のあいだ一般人

に無能者扱いされることはありません︒

するように命じました︒写裏が発表されれば天文学界のい・わゆる

開することを約束し妄のです︒しかし科学界の上層部は米国の教

実験に関係した科学者はカプセルから直境に撮影される写真を公

療影にたいする興味と興奮と不安は大変なものでしたゥ

とです︒

しかもレインジャー六号には六偶のカメラが装備してありまし

ため砿何をやったかを白

とになったといケ声明が出されましね︒なぜでしノよう？

があります︒というのは当初われわれはレインジャーのカメラ群

カメラ︵複数︶がだめになったのでしょうか︒この問題には疑問

月へ向かって飛んで行ったレインジャー六号は︑果たしてその

今日の科学

しょうが恐れる必要はありませ・ん︒宇宙のよき友がいるからです︒
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美てて︑︑それに数百万ドルをつぎ込むのでしょう？

・・

見解について自信を持▼つようになり︑離陸から着陸までの大気圏

ような高温にたえられないとすれば︑この計画貯何の価値がある

︑

外飛行のす一ぺてをテレビで放送でき︑カプセルと地上間Ⅶ連絡が
でし．よう？

人間がその

確保できて︑宇宙飛行士が目撃する光景を自由に語ることができ

たむは異相をよく知っていて︑しかもそれは一般人に決して洩ら

今日︑科学者によって生命が探究されています︒これまでに知

創造的科学

っているのですが︑大衆は知らされていません︒

されなかったことを意味します︒宇宙空間には多くの物事が起こ

このことは﹂実際にば地球の宇宙廟発計画の専門家

るようになれば︑一般人にも真相がわかるでしょう︒
権威者がもしレインジャー六号の撮影した写真を公開したなら
だといっても過言ではないでしょう︒

ば︑月の植物や住居だどが示されたと思います︒月は目下〝建築
ブーム″
聞くところによりますと︑米国は再び実験を行なうということ

られている文明が決して持ち得なか︵一た知識の時代にわれわれは

です︒この次うまく写真がとれたとしても︑果たして真実の写真
だけを見せるのでしょうか︒私にいわせれはマリナー二号の場合

を公開するでしょうか︒それとも望遠鏡で見られる荒漠たる地帯

た也には人間の世界の感情に浮動しない︑あらゆる分野に精通し

生きているからです︒人間が生存し続けようとするのなら︑その

た︑高度に発達した人を必要とします︒このような人間になるた

と同様に︑真実の報告がなされるとは思いません︒
マリナー二号は金星の表面から二万二千マイルの距離に到達し

めに人は自由で寛容的であらゎばなりません︒

一方で人間は災難に直面し︑他方では黄金の未来を持っていま

ました︒この位置と表面とのあいだには厚さ数千フィートの雲の
不可能でしたゥかりにマリナー二号が伝えられたような高い温度

層があります︒このためにこれまで金星の表面を撮影することは

六十五度またはたぷん零度さえも記録したかもしれないというチ

けて金星の表面に到着したとすれば︑マリナー二号の観測装置は

生した摩擦によって起こったのかもしれません︒もし雲を突き抜

政府打倒︑むやみやたらな大量殺人などに満ちた世界の現状をご

れは精神病院の患者のことをいっているのではありません︒暴動︑

歩み︑狂気じみた感情に支配きれていることを示しています︒こ

現在の多くの状態は︑世界の大多数の人間が精神異常者の道を

す︒このいずれを人間は選ぶでしょう？

ャンスが九十九パーセン・卜あります︒というわけは雲は冷たいこ

らんなさいっ

を実際に記録したとすれは︑それは雲のフチに到達する直前に発

とをわれわれは知っているからです︒そしてマリナーの記録した

て小るのであって︑そこにはもはや理性などというも

そもそも︑金星では人間の血液は沸騰するという説が真実であ

な階層の人々にだけあてはまるものではありません︒なぜなら︑

ません︒一もかも狂気じみた行動といってよいこの革の感情ほ席定

こうした状態は爆発的な感情によってひき起こされ

温度も低下したことでしょう︒
るとすれば︑なぜ有人宇宙船を金星に着痙させようという計画を
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ノ
す︒

宗教界やその他あら掛る社会の人々がそれに関連しているからで

一成しか必要はありません︒す庵わち﹁自分が尊敬してもらいた

も箕際には十戒にそむいて小せす︒︐忘文明を救うため紅はただ

いように他人を尊敬せよ﹂です︒これがなされればわれわれは偉
大な未来を持つこと

すぐれた社会を建設する可能性のすぺてを持つ米国においても
狂気じみた感情が大衆の支配力となっています︒どん欲︑憎悪︑

科学者は多くの分野で働いていて︑この文明で始めて彼らは生

になるでしょうっ

命の神秘を解明しよ﹀つとしています︒これは人間を長生きさせる

不信があばれまわっていて︑尊敬や礼節はもはや支配的な要素で
はありません︒故ケネディ一大統領が暗殺されたのもこれらめ力

のみならず∵人間が過去の記憶を呼び起こすのを可能にするでし

ょう︒そして夢想したけれども達成できるとは考えなかった︑多

によるものでした︒政治︑精神主義︑．宗教と分類されてはいるも
党派の統合というのは彼らにとって逃げ道とはなりません︒こ

くの物事に満ちた未来を理解する儲カを人間に与えてくれるでし

のの︑これらのあらゆる党派は右の力に加担しています︒
んなことは容易に国家的または世界的な反乱に通じます︒反乱を

ょスノ︒

目下それを研究心︑素人の言葉で翻訳しっっあり草す︒いまやわ

宇宙の英知は一つのコード・システムを持っていて︑科学者は

起こすには数名の人間をつついて大衆を扇動すれば充分であり︑
そしていわゆる精神主義の人々はそうでない人と同じくらい急速

そうすれは理由を何ら知らされることなしに暴動は発生します︒

金星人や他の惑星人は長い

れわれほ︑これまで地球人に知られていた何物にもまさるこの知

複雑な名称をつけています︒

ました︒しかしすべての科学者と同様に︑彼らも単純な生命体に

がこれまでに作ったもののなかで最もすぐれた装置類を必要とし

私は自然科学の或る研究団体に参画しています︒それには人間

あいだこの知識を有していました︒

識から恩恵を受けることができますハ︶

に自分を売ってしまうでしょう︒
〝何物か〟を現代人は失ってしまったかのよ

かかる状態のまだ存在しなかったころに大国を建設した分別あ
る人々の持ってい た

いまは世界の人月が立ち止まっ

ケに思われます︒それとも過去の情意と不正がいま▼になって窺代
人を支配しているのでしょうかっ
て自己を見つめるぺき時です︒
この文明を絶滅させるのは爆弾ではなく︑憎悪︑不信︑他人に

ます︒この細胞という言革を聞くとき︑一つの構成単隠を思い浮

われtわれは生命体を作り上げている細胞についてよく知ってい

かべますが︑実際にはこの構成単位は生ける紆胞の恕かに宿在す

たいする尊敬感の欠乏ですP創造者の法則は﹁他人からしてもら
いたいと思うことを他人にせよ﹂で▼あっ宣︑これこそいまの文明

るより小さな構成単位すなわち分子から成り立っていますm各分

子はその過去と現在の浄軌に関する

●●

が黄金の収種をあげることのできる唯一の法則です︒
十戒はわれわれの前に置かれてきました︻︸現在その十戒を守る
ための数百の法則をわれわれは持っ．ています︒しかしそのいずれ

議ヨ
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まざまの分野を超えたもの−をれが宇宙の基礎であるよケ・に思わ

れます︹■
人間を創造した潜在力について考えてごらんなさい︵−そして人

この講座はこうした意識的な実体せ応用する方法について述べ

てあ軒ます︒読者がひとたびこれを学びとるならば︑聖書に述べ

てあるように生命の主人公になるでしょう︒そうすれは病気など

は消滅し︑・いかなる種類の食養生などする必要はなくなりますC

そして老衰することもなくなるでしょう︒

なぜなら︑そのとき本人は完全な入線の所有者になるからです〇

二﹂の種のキーが︑現在生命を部分的にもマスターしつつある人

々によ︵一て地球人に授けられたのは︑これが人間の歴史で始めで

る方法を伝えているのだといっているのです︒

す︒著は︑宇宙人が地球の科学者にこの最も重要な問題を認識す

﹁陽性の態度は価値のあることか﹂とこれまで私は何度も質問

を受けました︒穣端な陽性の態度は頑固ということになります︒

宇宙の原理の線にそってよい結果を得るため忙は︑人間ほ等量

体が無数の細胞を含んでいる事実に気▼づくとき︑人間に痩けられ頑固というものはだれにとっても有益ではありません︒
た広大さを考えてごらんなさい︒細胞は無数の分子から成る構成

単位であり︑各細胞は他の細胞に隠して自分の活動の記憶を持っ の陽性と陰性とを持つ必要があります︒陰性の態度は受容的であ

ています︒われわれは人体内に取っている多数の記憶の単位を持 るからです︒このどちらか．一方が欠けていても悪い状態をひき起
っているのです︒
こし︑その結果は死です︒人間はこの一方が欠けたままで機能を

すなわち︑男は揚性の側にありますが︑もし陰性である女とい

人間は自己の内部の知識の宝庫に気づきさえすればよいのです︒果たすことはできません︒
しかし人間の心が自らを〝意識十にゆだねないかぎり︑この宝庫

を見い出すことはできませんっなぜなら細胞を構成している分子 ぅものがいなかったなうゼ︑人間を作り出すことができず︑やが

は意識的な実体であって︑精神的実体ではないからです︒したが て絶滅するでしょケ︒．ぃいかえれば︑猟象というものをもたらす

−

︼

生命のあらゆる現象もこれと同じです︒よい結果を得るためには

いずれが欠けても得られません︒両方が結合する必要がありますっ

って利己的な人はそうした知識の研究者にならねぽなりきせん︒ には等量の陽と陰を必要とするのです︒電光は陽電気と陰電気の
生命の科学講座

陽・陰の両方の法則が応用されねばなりません千人間はこの一方

たね﹂と語ることにしたのです︒これが三

類しました︒そこで友人たちは本人せ見舞って﹁元気そ今になっ

㌫態度だけを橿端に持することはできないのです︒もしそうすかれ
を知った彼らは︑本人の友人たちに逆の実験を行なう謹言遠
6はきわめて不満足な生き方をするようになります︒
−あなたは生命のあらゆる面がこの二つから成り立っていて︑わ

間の潤うがはるかに短くてすんだということです︒

れわれの肉体や他の生命体にもこの二つが働いていることがも
わと
かの健康体に立ち返ったのでした︒しかし病気にかからせる期
るでしょう︒これは必要なことです︒Lそうしないと細胞の再生も

保とうとした切です︒そこで肉体内に蹄争が生じたのですが︑病

は病気克という陪云た従ったのですが︑他の半分は肉体を健康に

不可能になるからです︒肉体の傷つ小た部分の治癒も不可能にこ
な打実例において実際に起てったのは︑本人が暗示によって肉
ります︒弟和の法則とはバランスの法則です︒
体のカ︵複数︶を分割してしまったということです︒肉体の半分
アンバランスな想念の影響

気だ七暗示された際の疑惑によって生じた〝悪化の過程″のほう

れます︒その結果︑人間は肉体的にも精神的にも病人になります︒

健康な肉体がゼのようにして不健康な肉体に変わるかについ
がて
捗ったわけです︒
説明しましょう︒
ある国が他国を疑ったために発生した戦争がこれまでにありま
数年前︑医者が見つけたかぎりでこの上ない健康だといわれ
しる
た︒個人の内部に闘争が起こりますと同じ瞳類の戦争が行なわ
人忙たいして実験が行なわれましたDこⅥ人は計己の健康体を意

ゆる分野にもあてはまりますぺ

識していて︑しばしばそのことを語っていました︒食欲も充分
には肉体の健康にあてはまるほかれでなく︑人間の努力のあら
これ
ぁり︑あらゆるものを食べて︑体重は三ポJド以内の変化を示す

のですが︑々のことは本人に南緯にしておきま1た︒実験という

悪または無関心のいかなる暗示にも従㌢のですロ

だけでした︒そ
調和の法則は確実性紅基づいています︒結合すべきものを分割
彼の想念をアンバランスにするために本人の豪人たちを利用す
しれ
たば必ず悪い結果をもたら七ます︒周体のあらゆる部分は善︑

て貞モ線示を▼かけていまず︒三これについて瀬多くの書物が書ける

のは︑友人たちが本人に向かって﹁顔色がわるいじゃないか↑七 は暗示に守ってただちに暗い気分になることが知られてい
人
間
語りかけるのです︒吏初これは本人に影響を与えませんでしま
たす
が︒
︑し
一定期間実験が続けられたところ︑本人劇実際に．ひどい病気にか

かっで病院へ運び込まれるヱとになりまし彗 ヾ
でし
予定の実験が終了しでから︑医者たちは本人の肉体の変化に
む驚
です︒有れゆえわれわれは︑分割されて
いて心酔になってきまんた︒この変化がゼの七う濫んて起こし
っ発
たいぅにするために︑
／

宣∴∵

へ㌔ノ

真理忙は二種類あります︒すなわち宇宙的な真理と個人的な革

いるかについて注意しなくてはなりま臆ん︒
理です︒大抵の人はエゴを喜ばせる自分だけの個ノ人的真準にまっ
て生きています︒だからてそ種言の衰理が．存在するわけです︒

〝新しさ〟粧よってのみ生命は現われます8．〝新しさ〟∴は宇宙

りやません︒

．︻frl■■■■■■l■﹁r−■﹂■■︻■︼

の原理であるからですゥ宇宙は年月や習慣によつて支配されませ
ん︒．

個人的真理を捨てて宇苗的真理の牒とへ帰るのは容易なtとで

この閲争が肉体を健康にするかわり忙逆に引き裂い七いるのです︒

分を持っていて︑それが利己的な人・せ闘争の状態に保って

宇宙の真理はただ一つ

理は個人的真理虹反するからです︒現代においては特にそうです︒

提供しましJう︒予言によってこれまですでに文字通りに実現し

たとき︑私は聖書の予言類を正しく理解するためのキーを読者に

廃するのに尭分な素地を持っているならばです︒いずれ時機が来

しそれは聖番を読む入が右のなかに描写されている状況全体を畢

じてよいでしょうっ多くの利益が聖書から引き出せますが︑ただ

︵十人ベ1▲ジより︶斉−を知っ互いるならば︑あなたはそれを信

軋ありません︒人間は長い期間につちかわれた個人的な習慣せ持

嘆するでしょう︒いうまでもなく最大のキーの一つは︑他の惑星

モいる物事や︑今後も実現するであろう出来事にあなたは全く驚

宇宙的な真理のもとに生きている人はごく少数です︒宇宙的其

っているからです︒しかしわれわれぷ持㍉て生まれた〝宇笛的な

予言者ダニエルが未来に︵すなわち二十世紀に︶発生する出来

から地球へ来る人々の知識と彼らの目的です︒

しかし個人は宇宙と融合することによって一体となることはでき

人的なものはいっさいォ宇宙切住み家″に入ることはできません︒

はその意味が悟れなかったので次のよう紅・い■っています︒﹁わが

事に関して宇宙人から与えられた知識を記壕したとき︑ダニエル

目的″を遂行するためには右のことがなされねばなりません︒個

ます︒これは自我の救出といってよいで．しょう︒

れわれが未来において進歩した知識から恩恵を受けようとすれば︑

現代から飛躍しすぎているではないかというのです︒しかし︑わ

エル奮第十二章八Ⅰ九節︶﹂それが秘密に保たれてきたのは︑正

ゐ時孝で秘し︑かつ封じておかれ凛﹂とになっています︒︵ダニ

た︒．﹁ダ．ニエ⁚ルま︑あなたの道を行きなきい︒この言葉は終わり

主よ︑これらの．事㊥結末はどうなるのでしょうか﹂宇宙人は答え

準備のできている人はいまこそ私の哲学を研究し︑その知識にた

しく解釈するためのキーがやがて失われてしま．

私の哲学に関して質問をよこ

いする欲求がl般化するときにはすでにそれを身につけている必

かしいまや・そのキーは預り返されて覚醒の時機がせまっています︒

べてをよく評価して下さい︒

とへお送りするということを約束しておきます︒新しい概念のす

いつか私はそのキー﹂を詳細に説明した記事を︑望む人にだけ事も

要があります︒
この準備のできた少数の人々がいつも存在しているということ
職者難い壱とセす︒彼らは未来の世代のために基礎となっている
的真理めなかには時代から飛廃したもめは何もあ

一九五八年にソ連の天文学者ニコープイ・A・コズイレフは月面

点が出頭し事払たア地球から観測されるほどの巨大なこの光点を

何が起こしたかについては︑今日まで原因がわかっていません︒

ケアリブォーニアの．シティズγ・ニューズ■舐一九六

いますが︑後者がもっともらしく聞こえます︒

学説によればガスの噴出だとか火山活動だとかいろいろいわれて
さて︑

三年十二月三十一日付紅左記のような記事が渇粧されました︒こ

ませんり津波と地震に関する予言ほ特に▲興味があります︒明確な

れは興味ある記事なので再録しますが︑内容忙関して保証はでき

﹁大津波の発生を予書針−︵琶yティズン・ニューズ紙の読者

に一つの爆発現象を発見し︑ガスの流れを撮影したと報日
告付し
してあるからです︒
がま
述べ
た︒︵注︒一九五八年十一月三日︑クリミキ天文台のコズイレフ

一九六四年五月九日に発生すると予言されている大災害の範軍曹

よ火
り︶
の日曜日に私はケァジフォーニア州の地図をひろげて︑
は要一十五センチ反射望遠鏡せ硬廃して︑ラルフオンス欄ス
口この
中央峰をつつむ赤色のガスをスベ．クJル撮影した︶いうまでもな

のであろうっ被害をこうむる地域は同州の上方左端鱒ア．−ル湖か

く米国のほとんどの天文学者はエⅥ報告を嘲笑しました調
︒べてみた︒
日て
に大津波が発生してケァリフォーニア州沿岸を襲い︑内
続いて一九六一年にもコズイレフは︑スベタール分析に右
よのっ
をし
．洗
流すということになっている︒その破壊力ほ恐るぺきも
アリスタルコス火口付近に水素ガスを発見したと報告し陸ま
たい︒
︵琵︒一九六一年十一月二十六日とt一十八日︑及び十二月三日に

われて叶る︶で赤色光を発見しまんた︒そして個人の米天文学者

ロンポクから︑ソール十デイルまでバ ロサンジモルスからクルセロ

リヤまで︑サンルイス●オビスポからナウイン・オークスまで︑

グサジャラ・温泉からブレスノまで︑サンマrティン岬からダイサ

クルスからオークレイドまで︑▲モンテレイからメルセッr盲で︑

プら
﹁一
水素ガスの噴出を発見した︶またもや彼は他国の天文学ら
者コか
冷潮まで︑フォーーアラブグか阜エゾジェルマイyまで︑
二っ
フフ
実の的になりましたが﹂いまになってみれば結局彼は正サ
しンか
たァエルからプレ√サーゲィルまで︑ボウルダートクーリ
かス
らロックフォード・プァ∴リー・スプリングズまで︑サンタ
ようです二九大三年十月三十日に︑米国アリゾナ州フラー
グクダ

±月二十七日尤もヘロドトクス谷︵注︒〝コナラの頭■ともい

タプアのローウ∵ェル天文台の二十四イン．チ望遠鏡は︑アリスタル

コス火口付近に発生したルビーのユう尭赤色光をとらえましたし︑

がこⅥ報告を支持もています︒
まで︑サンホ︑アンーカビス†ヲケからダーネ．グーまで︑サγディ
エ域
ゴか
サルトンまでとなっている︒
右打十月に甘けむ発見の際は月面上の三功所の異なる地
でら光

﹁ノ
．・J

右以外たケァ州の大部分は海洋下に沈むだろう︒大津波には地 たのだとも考えます︒一読者から私宛に来た手紙を掲げましょう︒

﹁あの忘れられない昨年の十一月二十二日以来発生している多

いかに神格化したがるかという実例を見て︑興味深く思い参考に

くの出来事を考えてみますと︑人間というものは偉大な指導者を

震が伴▼うからセある泊その地域を記すと次のとおりである︒サン
泉︑フレスノ︑サンルイス．●．オビスポ︑ホポ温泉︑トタイシ●﹂オ

多数の街路︑橋︑学校︑宇宙センターなどがすべてケネディー

もなれソました︒

一タクル入︑．サンホセ一︑オ︑−グデイふ︑モンテレイ︑タサジャヲ．温

ー▼クス・︒
エドガー・ケイシ︑−の予言類と関連した第二次のケァ州大災害

は︑一九六七年の四月なかはに発生するといわれている∵そのと の名をつげたり改称したりしています︒明らかにこれは最大の悪
ある︒かかる予言はどこまで真実性を持つだろうか？▲享ドガー
〝神の警告の

れは︑人間というものは大体においで

〝礼拝の対象物〟を持つ必

わしていますが︑こうした感情の表現を考えてみますと︑われわ

き右の五月九日におけ︑る第一次の浸水地域は全部沈下するはずセ徳によって倒れた指導者紅たいする大いなる尊敬と愛着とをあら
・ケイy−は二十年昼﹂も前にこれらを予言したっ

合図″をわれわれに与えたのは彼である︒彼の予言類のなか・に次要があるのだということを痛感させられます︒この 〝半熟狂的感

人か￡高く尊敬されていた当時はわれわれと同様にただの人間に

の言葉がある︒﹃ピーリー山が爆発したならば︑それから九十日 情″を未来がどう処理するかは興味ある間項です︒
経過してケアリフォーニア州は大津波に襲われるだろう﹄西イン
また故ケネディ一大統領が存命中に有能な指導者として多数の
ド諸島のマルチィ：−タ鳥にあるピーリー山爆発に関して私に与

神秘以外の何物でもなかったと思われます︒少なくともイエスが

イエスの行為が現代でも奇跡とされるならば︑二千年前は奇跡と

ちからいかに神格化されたかを理解できるのではありませんか︒

すぎなかった事実を考えれば︑イエ▼スがその死後に弟子や信者た

マイクル・シェファ▼−ド﹂

えられた日付は一九六四年二月五日であった︒
ロサンジェルス

︵注︒ピーリー山は予言された日に爆発しなかったようです︒

オズフルド事件に関してー︒人々は常に自分の過失をタナに上 神の子としてかっさいを浴びたことは不忠着ではありません︒

編者︶

ったという宇宙人の説を信ずれば︑いわゆる彼の奇跡は︑われわ

イ主スが太陽系の高度に進化した惑星︵金星︶からの使者であ

側の憎悪が故大統領暗殺事件の背後にあっ．たことに気．つきもしな

れが何も知っていない高度な自然の法則に関する知識を通じて実

げて他人を非難したがります︒存在する証拠を直視せず︑白分の
いで人々はあの犯罪にたいして塩左を非難しています︒．進歩と自

ずこの私が認めますが︑一方私は︑一般人が事実を直視して世界 生︑食物の由現︑その他の奇跡的な現象にユって示jれたこの法

由にたいして共産主義が大きな脅威であることは︑だれよりもま 際に可能であったということになります︒病気の治癒︑死者の蘇

の難問薙をなくすため紅自分の生活で具体埠な物事を行ない始め 則の駆使の▲例は︑由らか旺エめ地球上に高度紅進化しキースの人
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いっています︒﹁私を信ずる者︑私の行為む倍ずる者は︑みずか

閤がいたことを示しています︒しかるに√エス自身は次のように

いるあいだは多くの人によって反逆者とみなされます︒

時英雄とみなされ︑その行為が尊敬されますが︑本人が活動して

人たちによってもたらされてぃます︒年月がたてはこケ⊥た人々

も現代の思想の苦境から自己を救い出して︑他の惑星の進化した

る政党やほとんどすべての国から尊敬されていますが︑彼の存命

ト●イマンシペイクー︵偉大な解放の父︶″と称されて︑あらゆ

この好例はアブヲハム・リシ．カンですっ今日彼は〝ザ︒グレイ

らもそれを行なうことができる︒私よりもも▼つと偉大な物事を行

兄弟によって楽しまれている生き方に返るぺき能力を持っている

今日多くの人は故ケネディ一大統領と彼が議会を通じて強行し

中はかなり異なったふうにみなされていました︒

ようとした諸計画を批判しています︒これと同じことはジョンソ
ン大統領にたいしてもなされていますっ進歩というものは︑世界

アーカシソー州ブラマゲィル

の指導者たちの決意に含まれている諸要素をほとんど理解してい

ているようです︒﹃あなたがたが神なのだ﹄
読者のなかには私が機関誌を発行する目的や私の企図している

ない非難者を無視して行なわれるのです︒

■升

・背

仕事について理解しない人があります︒私は人々を楽しませたり
ません〇私は人々の思考力に刺激を与えたり知識欲を旺盛ならし
めようとしたりしているわけです︒これを達成するための記事を
書くのであって︑藩論のための議論をするために書くのではあり
ませんっ
かつて︑十字架軋かかつた十六人の救世主に関する書評や記事
を書いたため軋一婦人が抗議してきました︒彼女のい・い分によれ
ば︑だれをも非難しないような記事を書くぺきで︑既成宗教を批
判するような記事は熱し撃えよというのです︷︺たしかに私はノそん

な記事を書きたくはありません︒私の目的は真実にたいして人々
を目覚めさせることであって︑．次第に既成宗教にたいする信仰が
薄れで￠れば︑そのほうがむしろためになるのです︒
この世界阻大半の進歩腋︑急進的で自由主義紆な人︑周囲から
あらゆる事をつくして抵抗されながらも自己の計画を挿し達めた

☆

気持ちを玄惑させたり︑自我を喜ばせたりすることに興味はあり

L・・F﹂

のだと考えられます︒どうもわれわれはイエスの次の言葉を忘れ⁝

なうことができるだろう﹄この言葉によってわれわれは︑だれで

ー10＿

f

火星に住む人々は地球人よりも精神的に発達しているの

C・A・ハ＝ン・一

J

ると︑たとえばケネディーのごとき偉大な指導者の死後は︑本人

球紅送り返すのだといっています︒これについては？︵アーカン

の死体がひそかに宇宙船に運ばれて︑それを生き返らせ︑再び鱒

そんなことをしなければならないという理由はありません︒

ソー州プラマザイル︑L・F︶

害

肉体はさほど重要ではありません︒もし〝肉体の奥にある英知〟

じて働くでしょう︒ケネディー氏の場合は︑宇宙開発計画におけ

がこの地上で働き続ける必要があるとすれほ︑全く別な肉体を通

火星人は地球人よりも発達心て車ますが﹂棉神的な面では金

右のl一つの質問は聖書とコンフリクトする︵相容れない︶
ただし聖書に関して正しい理解を

5

〝指導力〟がジョンソン大統領を

あらゆる宇宙人がすべて友好的であるとはかぎらないと

すれば︑それはどこから来たのですか︒

あなたは以前に述べたことがあります︒敵対的な宇宙人がいると

間

れを地上にもどさねばならぬという理由はありません︒

はそれはすはらしいことですが︑努ネディー氏を生き返らせてそ

を及ぼしていたとすれは︑こんどはその影響力をジョンソン大統
領に向き変えるでしょう︒〝生き返り〟ということが行なわれれ

導くでしょう︒いいかえれば︑もし宇宙人がケネディー氏に影響

れでケネディー氏の背後にある

る彼の仕事ほジョンソン大統領によってひき継がれています︒そ

星よりも遅れています︒火星は金星に比厳して科学技術の進んだ
地球は太陽系内の他の惑星すべてに比較して構禅的に最

太陽系内でこれまでに知られている惑星群だけについていえ

β
そんなことはあ り ま せ ん っ

された場所であるからです︒これが現在の各種族の起源です︒こ

か︑または処罰のために地球へ追放されて他人に強烈な恨みを抱

現実に敵対行為であったといわれる事件のほとんどは︑地球人

それはこの太陽系以外の別な場所から来るものと思われます︒

れは聖書中に︑天空の〝御使いたち〟を地上軋堕落せしめて処罰の

いている人によって起こされます㌦彼らは多数の人を支配するた

答

ために閉じ込めたと述べてある部分と一致します︒︵ペテロの第二

五節︶

4

このようなことは尋ねたくないのですが︑ある団休によ

めに心霊的な方法を応用していますし︑なかには迷信によって悪
魔のせいだとされている現象を起こしたりするのもいます︒

地球が最低であるのは︑むかし地球ほ他の惑星の厄介者が追放

持てばです︒

害

のではありませんか っ

問

では地球より程度の低いのがあります︒

ば︑そのなかでは最低です︒しかしこの太陽系以外の他の太陽系

答

も劣った惑星ですか ︒ そ れ と も

闇∵︿∠

惑星で︑多数の宇宙船を建造して世の惑星へも供給しています㌔

答

ですか︒︵カナダ︑宝 ・ S ︶

間

質疑応答
の手紙第二章四節︑ユダの手堅ハ節︑イザヤ書第十四章十二節−十

間

11−

︑上∴︑∵仁．．∴

民主党の勝ち

＼．11−

ルース・モ

ン：rゴ

メ

︑
リー

ハースt﹁・ヘッドライン
サービス︑ワシソ⁚トン員
一九六四年一月十二日記

態にたいしてばしっかりした指導力を持っています﹂

はまだ状況観測の段階にありますが︑さいわいなことに国内の状

最大の町題は中共

彼女の水晶球は︑米国にとって目下最も切迫した間窟は人種問

題と中共だと告げている︒﹁中共のアフリカへの浸透と米国共産

分子にたいする呼応策及び中共のキューバ基地使用などは︑米国

内で人種間題上の暴動．を起こします﹂

彼女は︑一九六四年から六七年にかけて︑米国にとって国内及

び海外問題で大きな危機が起こるものとみている︒
ソ連に新しい指導者

この危機は︑これから十八カ月以内にソ連でフルシチヲフにか

ご﹂の指導者の名前はSという字で始まります︒この男は学者

ってヤフルシチョフよりも扱いにくト人です︒本人はすで忙ソ連︑

の破壊をたくらんでいます︒しかし成功しません﹂

ソ連はより大き

な経済交流を図るでしょう︒ベルリンの壁は取り除かれますが︑

拡大し︑ドイツと︵琵っ東と西のいずれか不明︶

′﹁英国では保守党が辛勝するでしょう︒英国はソ連との貿易を

九六四年には︑諸外国にたいして米国はさほど干渉しないと
ジ▼才一ソソン大統領について彼女は次のように語る︒﹁ジ一ヨン﹂ソ
ン氏が今秋の大統領選に立候補するかどうかはわかりませんゥ氏 彼女はいう︒

日前．にその悲劇を見事にいいあてた人である︒

一九六〇年に選出される青い目の大統領が暗殺されることを一 中共∵東独の科学者と共同で働いて．いて︑彼らは米国のレーダー
九五六年に的確に予言したディクソン夫人は︑更に事件発生の五 を作動不能にし︑通信施設をマヒさせる巨大な武器を用いて米国

後の得票数が計算薄れるまでは共和党が優勢だからー﹂

一重の差七凱歌があがります︒これは逆転勝ちですっ尤ぜなら最 タイプⅥ知的な人で︑背はさほど高十はありませんが︑米国にと

に予言した︒﹁水晶球の示すところによりますと︑民主党側に紙

ツ在住の世界的に有名な女予言者ジーγ二アィクソンはこのよう う︒

﹁民主党は来たる大統領選挙戟で辛勝するでしょう﹂ワシント わって一人の新しい指導者が出現することにょって拡大するとい

九六四午− ・」‖＝Ⅶ・

今年末までは実現しないでしょう︒
フランスのドゴール大統領は一九六四年中に権力を失うでしょ
う︒ソ連は政治的には東よりもむしろ西側に手を出し続り︑・・√ン
ドは新たな経済危機に直面します︒エジプトのナセル大統領や彼

﹁テディー・ケネディ一着員の政治生命は長く続くでしょう︒

これは彼自身の実力によります︒しかしロバート・ケネディー司

法長官は他の二人の兄弟ほど政治的な功績をたてません︒
です﹂

新しく任命されたーr−マス・C・マン副国務長官は米国にとっ
〝きわめて有利な存在〟

ところで残念なのは︑ジーンの予言で最も意義深いものがある

て

けれども︑二︑三十年先でないと結果がわからないということで

の盟友から〝多くの知恵″が出されます﹂
ざっと以上がジーン・ディクソンの海外問題に関する予言であ

ある︒彼女の水晶球が告げるところによると︑昨年二月にエジプ

トで幼児が生まれたが︑これはイエス出現以後の最大の救世主と

る︒選挙戦を迎えた米国の今年に掛ける国内情勢について軋次の
﹁ジヨソソン大統領は目下参謀格としてミネソタ州のエージン

して世界に君臨する運命をになっているという︒いずれにしても

ように述べた︒
︒マッカーシーを引き入れようとしていますが︑マッカーシーが

いえるだろう︵一

この苦＃の時代にジーンはわれわれに希望の光を投げかけたとは

平和部隊のサージエソト・シェリヴァーの運勢が急速に上昇し

最終的忙選ばれるかどうかはわかりません︒
ています︒いつか大統領になるかもしれません︒彼はすばらしい
大統領的素質を持っていますが︑今後数年は彼の命をねらう陰謀
を警戒する必要があ り ま す ︒
ヒューバーナ・ハンフリー議員︑ケァリフォーニア州知事パブ
ー・ブラウン︑ニュー︑ヨーク市長ロバート・ワグナーたちも六四
年のニューズでかつてないほどに輝かしく頭角を現わします︒
共和党側としては︑黒幕の勢力がり′チャード・誠・ニクソンを
持ち上げていますし︑バリー・ゴールドウオーターは白倉の立候
補の宣言を長いあいだ胸中に秘めていました︒彼は提供されつつ
あった支持運動にすぐ手を出すぺきでした︒この基盤のロスは克
服できるでしょうが︑いまどうしているかはわかりません﹂
新王き秋草王︑ 出 現 す I ・

新しい概念を評価せよ
C

・・A

ようにしてい吏す︒もしそうした証拠が存在するならば︑私は自

分の意見をただちに改めるでしょう︒
ある人たちほ︑私がすべての宗教的信仰を破壊し︑特殊な教会

に攻撃を加えているのだと感じているようです︒しかしほとんど

すべての場合に︑彼らが正しい信念と生き方にたいするガイドと

して聖書だけに従えばよいと主張しているかぎり︑この人たちが

ほんとうに真剣なのではないことを私は知っています︒彼らは︵

琵︒主として聖職者を意味する︶自分たちの教会が教えている物

事にあてはまるわずかな部分だけを聖書から拾い出しますが︑自

分たちの教えに一致しない部分は無視していますっ私にいわせれ
私が機関誌に掲載した各種の記事について寄せられる非難のほ ば︑彼らが聖書を唯一のガイドとして認めよとまじめに主張する
のならば︑﹁聖書に述べてあるすべての事柄を受け入れるか︑さ

とんど．は︑

言葉〟として受け入れているのだともいっています︒そこで異な

非贅せ寄せ′る人たちのすぺてが︑彼らが正しくて私が間違ってもなければすべてを無視せよ﹂ です︒
私の宗教論文に媚して非難する人のほとんどは︑聖書を〝神の

いることを追っている″

しぁらる場合に彼らは私の考証を完全に無視していますし︑私

の意見を罫書きするために提供する史実のいずれをも見す七して る見地からこの稿を進めてゆくことにしましょう︒私は聖書を私
の捗れ所として用いながら記事を書くことにします一︺聖積に牒え
います︒
だれでも自分が望ましいものを信ずるのは自由ですが︑同様に と主張する人は私の記事を注意深く調べて︑それが自身の意見と

私が百分の信念を持つ自由は等しくあるのであって︑意見を印刷 一致しないかどうかを見て下さい〇もし一致すればその人たをは
して発表する権利もあや︑何かの特殊な問題に関する意見を述べ 考えを改めるほうがよいでし・エうl
教会が主張し得る唯一のガイドは聖書であり︑またそのなかに

円盤問題に▼関する私の意見を無視して︑自己の信念のために 描
〝かれた︑イエスの弟子たちによって述べられた藩例ですぐ黙示

る権利もあります︒

戦う〟真剣な人を私は尊敬します︒あらゆる場合において可能な ▼㌧■ 録はだめです︒それを信じでいる者以外の人忙とって︑それは単
かぎり私は自分のとは異なる信念を読んでみて︑私の意見や信念 なる噂話にすぎませんゥ蟄伝は役に立ちません︒そのほとんどほ
の変更を保証するに足るほどの証拠が存在するかどうかを諷べる 想像で色づけされていて︑それを支持できる証拠はないからですも

身でそれを得るための努力をする必要があります︒もし人が野心↓

と意図された

る福音書第干草一節から十二節にかけて述べてありますっ特に七

やがるのせ蔑膚⊥ようとはしませんでした︒同じことがルカによ

ることがわかります︵■彼らは決して信じない人の家へ行って︑い

弟子たち牒各信者の家・へ行って宿泊や食事の応静を受サたのであ・

を示さねば︑それはそれでよい︐宣として︑関心のある人だけに

は有の例と同じく正しい文脈を作っています︒すなゎち︑人々が

節は明痍ですり

かつて私は︑宇琶人の進歩した教え．は必ずしも万人に庖えまぅ

奉仕サることに全力をそそぎます︒いいかえれば︑私は改革運動

を押しっガはぅとします︒私が彼らの教えに闇請があれば押しっ

に或る教会のグループや個人が私の家にやって来て︑彼らの信仰

の方に引きつけようとするのでもありません︒しかるに数且ごと

︵注っ∴凄なるものを犬にやるな︒また真珠をブタ濫投げてやる

とは︑マタイによる福音書第七草六節に明確に述べてあります︒

兼イています︒これ寮聖書中の基準からみて正しい行為であるこ

人々が迎えてくれないならば︑足のチリを払って別な町へ行けと

迎えてくれるならば︵信者の家ならば︶出される食物を食べよ︑

﹁家かろ家へと渡り歩くな﹂これに前後する数章

をやろうとするのでもなければ︑他人の意志を心るがえさせ七私

けられることに反対はしませんが︑息が﹁ノウ﹂といえはそれは

なっ

おそらく彼らはそれを足で踏みつけ︑向きなおゥてあなたが

らいたいことを意味します︒ところが実際に打破らは家のなかか﹁

彼らが問題をひっこめて自己の信ずる道を勝手気ままにやっても

たにかみついてくるであろう﹂︶

宇宙人の教えを伝えるの紅もこれと同じことがいえます︒それ

ら出ようとしないで︑議論し︑容易にあきらめようとはしませんっ
彼らの信念は︑イエスやその弟子たちが示した例にならってやる：

ことは︑かかる知識︵宇宙人問題︶は﹁押しつけるのでなく︑望

で私はその教えを望む人にだけ提供しているのであって︑関心の

．
聖書中で︑戸別訪問の信念が正しいことを支持するのに用いら

む人には入手できる﹂ということを万人に知らせること虹あると

ない人に押しっけて迷惑がられ

れる部分は使徒行伝第二十章二十節です︒この部分は文脈からみ

いえるでしょう︒一流新聞に広告を出せばそれは可能で．し∫うが︑

です︒この間題に関する事実はどうでし・よう？

ればその信念を支持しているように見えますが︑これに先行する

それには金がかかります︒一ページ分の広告でも数千ドルを要し

ということなのであって︑戸別訪問をやって歩く上きは特にそう

個所を読んで一みますと︑パウロは一般人にで克く教会の長老たち

ます︒これに次ぐ方法としては口頭による宣伝です︒これは日数

この場合もだれ

さて聖書紅返りましょう︒

口頭骨壷に頼っています︒

し尭︒ときどき定瀾的な宣伝はや・りますけれども︑通常は読者の

がかかり牒すが︑実際的であって数年問私はこれを実行してきま

に話していることがわかります︒いいかえれば彼は長老たちを一

別な個所もこれと同じ問題を述べていますが﹁

個所に呼び寄せて教えたのであって︑信じない人紅まで信じさせ
＋
︻ようとして戸別訪周せやったのではないのですプ
15

もが信者なのであ？てみな．〝一緒に″なっていたのです︒それで

／′

イエスまたは他の使徒たちのいずれ

マタイによる福音書第二十八章一節うごれはすで忙右に述べ

マルコによる福音書第十六草﹁卜二節ウここでは安息日が過

マルコによる福音書第十六章九節︒ここでも選一の始め．の日に

ます︒
㈲ ルヵによる福音琶虜二十Ⅶ章一節︒この軍手三幸の最後の

起こった︵一簡で述べてある安息日の後︶事件に∴つい七語ってい

闇

日鬼依然として土曜日でした︒

ヤコブの母マリヤとサロメとが茎へ年ったとあり︑ここ■でも安息

ぎたあと︑適の始めの日︵日曜唱︶

似

ことを示しています︒

ました︒安息日がなおも週の最初の日︵訂曜月︶の前日であった

揖

そこで日曜日に関する聖書中の八個所の記述を調べてみましょう︒

礼拝声としてずっと日曜日を守ってきたか？ といった問題です︒

も安息日を日曜に変更する権限を持っていたか？ 新約の教会は

ここで疑問が起こりますっ

とほかのマリヤとが茎せ見に来た﹂︶︒

安息冒が終わって︑週の始めの日の明け方に︑−マグダラのマリヤ

の前日でした︵注︒マタイによる福音書第二十八草一節︒﹁さて

られてから三日後も︑この安息日は還の最初の日すなわち日曜日

日として守るのが彼の習慣だったのです︒．イエスが十字架につけ

んでした︵ルカによる福音書第四章十六節︶︒週の七日目を安息

イエスは過の七日目︵土曜日︶を大切にし︑一日曜日を守りませ

曜日であった日と同じ日になっているわけです︒

じて守られてきましたかち︑それで今日の土曜富は二千年前に土

され▼てぃ患す︒曜日の連帯隆はあらゆるカレシ．才−の．変遷凌通
一として用い︑・日経日には礼拝している﹂とい記お
うものなら︑私は
8

それは︑聖書がその間題に関する典拠であ

﹂相手の像仰についてそれ以上論叢する義務から静放されたよう忙
感上じます︒なぜか ？
るとするならば︑日曜日の礼拝は神にとっては忌むぺきことであ
って︑聖書中では禁じられているからです︒これは読者にはシ一ヨ
プキングな説かもしれませんが︑聖書から完ぺきに証明できます
か打︑＼読者は自分の目でそれを確証できるでしょう︒

あなたが聖書を信ずるならば︑テサロニケ人への第一の手紙第
五章二十一節に述べられた言葉に従わぎるを得なくなるでしょう︒
そして﹁すべてのものを識別して︑よいものを守る﹂ようになる
でしょう︒あなたの信念が試錬に耐え克いならば︑その信念は変
えられるべきです︒またあなたが聖書を〝神の言葉〟と信ずるな
らば︑テモテへの第二の手紙第三章十六節を必ず受け入れるほず
です︒この節において︑あなたの信念が聖書に照らして誤ってい
るならば︑あなたは非難を受けねばならないし︑自分の信念を訂
正しなければならないということに気づくでしょう︒聖書はわれ
われに﹁安息日を記憶してそれを聖なる日にせよ﹂といっていま
す︒それはキリスト教の初期の創始者たちが命令として伝えた律
法の一部です︒安息日を守らないことは当時罪であったのであっ
て︑ほとんどすべての教会が認めでいるように︑それは過去にお
いても現在でも土曜日を意味してい吏す︒日曜日は新約豊富では
〝童の日〟と呼ばれています︒

〝週の景初の日″．とされており︑今日では土曜已すなわち安息日

に比較して

とい誉表現で

訂隆日という名称は聖書中に全然言及されていません冬全新約
聖書中性日曜日は正確紅A回ほど1〝週の最初の月〟

︶
︑

たが︑日曜日の集会で欄篭かったのです︒彼らの過の最初の．日は

ユテコという青年が華ぺ篭って儲から落ちるという事件が発生し

ウ

日没に始まったのですが︑これは現在の土曜日の夕方と一致しま

節には︑女たをほ帰って基の中のイエス．のた▼め忙香料と香油とを

次の革の﹂節になると︑日曜日︵普通の労働日︶に彼女らはかね

す︒．一したがってパウロは夜中まで語り続サたけれども︑現代の時

用意し︑言れからおきてに従っせ安息日を休んだ﹂の一てすがJ
てから用琴じておいた香料を携えて琴忙行ったことがわかります︒

刻でいえば実際紅は安息日が終わるまで話していたわけです︒日

曜日の朝になってからパウロと他の者たちは普通の労働日を迎え
たわけです︒

ここでも土曜日が休息の日であったことは明白です〇
ヨハネによる福音書第二十章一節︒この個所はイ主ょの死か
がなお真実であることを確証していますっ

ら約六十年後に善かれたものです︒したがって右にあげた各記述

ルコによる福音書第十六章の︑イエスが生き返つたことを弟子た

から︑それを祝うために集まるはずはありません︒このことはマ

す︒彼らはイエスが死からよみ返ったことを信じなかったのです

て﹂とはっきり述べてあるからです︒弟子たちは障れていたので

がありますが︑これはこじつけです︒なぜなら﹁ユダヤ人を恐れ

首曜日の儀式″を行なうために集まったのだと解釈しているの

ょってはこの部分を︑弟子たち−はイエスの生き返りを祝うための

がユダヤ人を恐れて︑日曜日にひそかに集合しています︒教会に

ヵヤの教会に同じ指令を出しています︒これは説教師に与え耳た

人への手紙第十五章二十五−二十八節にも︑彼はマケドニヤと

に同様の命令を与えたといっていることからわかります︒ローマ

にコリント人へ依頼していますってのことは彼がガラチャの教会

ロはエルサレムの貧しい人たちのために食物や果物を集めるよう

かむためには︑その前後の節とともに読む必要があります︒パウ

て手もとに貯えておき！﹂とあります︒この節の正しい文脈をつ

始めの日ごとに︑あなたがたはそれぞれ︑いくらでも収入に応じ

㈲

さて新約聖書中に述べてある日曜日に関する最後の記述例とし
て八個所ヨを見ることにしましょう︒

ち軋知らされ・たけれども︑信じなかったという説明でわかります︒

めの献金を依頼したのではなく︑エルサレム紅いた︑貧しい︑食

ヨハネによる福音書第二十章十九節︒この個所では弟享たも

これはまたルカによる福音書第二十四孝三十七−四十一節に記し

物のない︑よるべなき人たちの福祉のために寄付してくれと頼ん

それはコリン′ト人への第一の手紙第十六章二節です︒﹁週の

てありますっ

でいるのです︵：﹂の通達は日曜日に行なわれたのであって︑その

使徒行伝第二十章七−八節︒﹁週の始めの日にわたしたちが

冊

日に金品を集めましたが︑それは宗教的な意味を帯びたものでは

そこで甘曜日のおせてを定めた典拠がなかったとすれば︑いっ

あるとなっています︒

ありませんでした︒とにかくこの場合は日曜日が普通の労働日で

パン﹁をでくために︵食事をするために︶．集まったとき︑パウロは

一翌日払発することにし▲でいたので︑しきりに人々と語り合い︑夜
中まで語り寮けた︒﹁泰た．したちが集まっていた屋上の間には︑あ

これは週の始めの日の会合で︑

l九六二年から六三年にかけて連載した私の記事〝現代の宗教

漉いゼこから日曜日即休日の習慣が起ナ﹂ってきたのでしょうっ

はいうで

どがみな異教徒の習慣から起こったとしても︑それがどうしたと

いうんだ︒自分は異教徒の神々を祝うためにこんな祭日に従うの

ります9

申命記︵旧約︶の第十二幸三十1三十一節に次のよう軋記してあ

ではない︒イエスとその教会を礼拝するために祝っているのだ﹂

た人々と自分たちの宗教︵キリスト教︶を区別するために︑労働

．

日として厳重に守られてきました︒しかるに異教徒たちは日曜日

と︑初期のキりノスート教徒は三世紀の終わりごろまでは日曜日を條

以前に存在していたのです︒ウェブスターの．儀日″

たが異教徒の習慣に従って礼拝してはならないということをはっ

娘をさえ火に焼いて神ぺにささげたからである﹂この言葉はあな

るもろもろの忌むぺきことを︑その神々にむかって行ない︑息子︑

﹁コ﹂れらの国々の民はどのようにその神々に仕えたの

を太陽神の礼拝日としていたのです︒

日としなかったとあります︒ところがその後︑キリスト教に浸透

きりと述べています′︶

聖書というものが︑その教え虹従うぺきだと主張する人々から

異教徒の慣例はキリス†教に混入されてしまったわけです︒コン

ロ

ょ

の言葉を聞くとき∵または町角でそれを聞くときには︑マタイに

げまし上告っ︑この次あなたがラジオまたはテレビで説教師の祈り

実際に政江かに無視されているかという事実について別．な例をあ

スタソティン大帝はローマ帝国の民間出の為政者であって︑聖蔵

って祈ることを好む︹⁚ムく言っておくが︑彼ら．はそ．の報いを受け

ることをおすすめします︒︵注︒﹁また祈るとき紅は偽善者のよ

てしま．っているっあなたは祈るとき︑烏身の部屋に入り︑戸を閉

う紅するなっ彼らは人に見せようとして︑会堂や大通りの辻に立

陽神バールの日に礼拝することを拒否したばかひに︑ライオンの

護者で指導者であるとして礼拝されたのです︒白曜日すなわち太

じて︑隠れた所において牢なるあなたのへ叉に祈り尭さい︒すると︑

出で祀ありません︒彼は四十才までは異教徒の太陽神宗教を信仰

も守へ送られたキリスト教徒がいかに多かったかという事実を知

多数のキリスト教徒

です︒あなたが去れを理解するための正tい︵七ペ﹂ジ下段へ︶

聖書中の約三身の十は予言ですっ文字通りに実現する予言なの

綴れ尭軍を見ておられるあなたの父は報いて下さるだろう﹂︶

述べた個所は聖書のどこにぺあるでしょう？

日曜日に神を礼拝する切は神にたいして忌むぺきことであるせ

っている人は少ないで

していました︒太陽こそはコンスタソティンの偉大な不可視の保

コンスタンティy大帝の有名な布告︵三ニー年︶は︑日曜日を

す︒

していた異教徒の改宗者虹よって日曜日が教会へ導入されたりで

．神の日″と呼ばれた日曜日はイエスが出現するよりもはるか

か︑私もそのようにしよう﹄といってはならない︒あなたの神︑
主にたいしては︑そのようにして■はならない︒彼らは主の憎まれ

の起源〟を読まれた方はすでにおわか
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生活への助言
ナ

ム

ル

テ

ィー

は私以外の人を信奉したことがあったし︑多くの退屈なグループ

や団体に入ったこともあった︒そしてついにこの私という特異な

人矧匿眉分を同化さ．せてしぎったのである︒彼の言葉から察する

と遍歴の旅は終わったようであったっ彼は態度をきめた︒そして

事は終了したのであったっ訝は自ら選んだのであって︑何物も彼

を振り離すことはできなかった︒彼．はこんどはゆっ吏りと落ちつ

．いだろうか︒実際には同化とは所有することなのであって︑所有

ュ

あなたはなぜ自分を他人︑グループ︑国家と同化させるのか︒

権の主張な町である〇だとすれば所有することは愛を否定するこ

シ

なぜぁ克たは自分をキリスト教徒︑ヒンドクー教徒︑仏教徒と称

とになるではないか︒所有することは確廃することである︒すな

J・クリ

いて︑私がこれまでに発表した言説のすぺでを熱心に追求しよう
としていた︒

われわれが他人と同化する場合︑それは愛の同化なのだろうか︒

するのか︒またなぜあなたは無数に存在する宗派の一つに属する

わち所有は防衛であって自己を不死身にし

同

のか︒宗教的にも政治的にも︑人間は伝統または習慣︑衝動︑偏

同化は試みを意味するだろうか︒同化は愛と試みとを停止させな

見︑模倣や怠惰などにょって自分を各種のグループに同化させて

たち虻ろうか︒防衛が存在するところに愛が存在するだろうが︒

に腋多少とも抵抗が伴う︵一すると象は自己防衛的蟹抗の一つのか

のかたちであるが︑同化は無感覚を助長するっ愛と同化は相容れ

愛は不死身でVしなやかで︑受容的であるQ愛は感受性の最高

いる︒この同化はあらゆる創造的理解力を停止させ︑そのために
グループのボス︑聖職者︑お気に入りの教祖など紅あやつられる
単なる道具となり果てるのである︒

が自らを像護し拡張するた払㌢心考鳳程なので計る︒自己を形成

ない︒後者が前者を破壊するからである︒同化とは根本的には心

するの灯心偲去抗し防衛しなければならないし︑所有したり捨て

い
そう語りながあもこの同化の意味に全然気

すが︑私はクリシュナムルティー派です﹂といっていた︒本人は

なぜ彼はクリアユナムルティト派になったのだろう︒かつて彼

かるに自由のなか
何かを試み

：

すをす強力に虻か有能にな．ってぐる︒同化は自由を破壊するかし

この過程において︑心または自我はま

たりしなければならないが

彼自身の貫実は感傷的︑感情的でもなく︑それどころか明快

ほどう見てもバカではなかった︒知識もあり教養も身につけてい
た

で︑動揺はなかった っ
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感情的︑知覚的頑容を持つ思考というものは愛ではない︒思考

は常に愛を拒絶するっ思考は記憶に基づいているが︑愛は記憶で

ものは探求と発見を停止させないだろうか︒自己発見どいう試み
がな．いかぎり裏理がもたらす幸福はあり得ない︒同化は発見を停

はないっあなたが愛する人のことを思うとき︑その患いは愛では

ないっあなたは友人の習慣︑態度︑特異性を思い出し︑その人と

止させる︒それは怠堕の別なかたちである︒同化は身代りの体験

他人︑グループ︑イデオロギーなどとの同化を助長するのは恐怖

試みるためには恐怖があってはならないゥ恐怖は休験を妨げる︒

から生まれる︒そして愛があり得るのは思考過程が停止するとき

を持っている︒時間と空間︑離別や悲痛などの感覚は思考の通巻

ないが︑思考が呼び起こす情景は愛ではないゥ本来思考は分離後

のあいだにあった楽しい︑または不快な出来事を考えるかもしれ

である︒恐怖は何かに造抗し︑それを抑圧しなければならないっ

養するあの所有欲を生み出す︒しつとのあるところには当然愛は

思考ほ所有欲︑すなわち意識的または無意識的にしっと心を培

だけである︒

探求する旅を企てないかぎりやって来ないゥあなたがイカリでつ

しっとは思考の結果であり︑思考の感情的内容の反応であるっ所

ない︒しかるに大去の人にはしっとが愛の徴俣とみなされている︒

有したい︑または所有されたいという感情がふさがれるとき︑空

ながれているならば遠くへ出かけることはできない︒同化は逃避

所ができて︑羨望が愛にとってかわる︒それは思考が愛の役割を

あなたが或る人について考えないとすれば︑わたしはその人を

にさまざまの同化行為のあい▲だにたえまのない線争が生じるので

愛していないからだとあなたはいうかもしれない︒しかし他人に

もなく破壊される︒同化はそれ自体に破壊をもたらし︑そのゆえ

同化を求めて︑または同化に反してわれわれが苦闘すればする

ついて思いを起こすことが愛といえるだろうか︒あなたが愛して

果たし︑それ紅よってあらゆる混乱と悲しみが起こるからである︒

ほど︑理解にたいする抵抗はますます大きくなる︒人が自己の内

なたはむしろ恐ろしくなるだろう︒あなたが死んでいる友人につ

いると患っている人について思いが起こらなかったとすれば︑あ

いて考えなかったとすれば︑そのような態度を冷酷無情とみなす

れは内部の要求によって投影されたことを知るならば︑発見と幸
福の可能性がある︒自分を何かに同化させている人は決して自由

だろう︒そこでその人について考え始めるかもしれない︒あなた

しかし

そんなものであなたの心を満たすならば︑費のための空地を残さ

は辛か心で作られた故人の写真を所持するかもしれないり

を知ることはできない︒白由のなかにだけあらゆる真理が生じる

思考と愛

のである︒

外両方の同化行為の全部に気づくならば︑また同化の外的な現わ

ある︒

である︒逃避ほ保書を必要とするけれども︑保護されるものはま

ない海に乗り出すことができるだろう︒真理または幸福は自己を

それでふかる自己防衛の状態において︑どのようにして地図にも

体験をするためにはあらゆる同化行為をやめなければならない︒

であっ．て︑それゆえに完全に間遠ったことなのである︒
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ないことになる︒あなたが友人と一掃にいるときは相手について 愛をもたらさない︒思考の深い意義が充分に翌解されるときにの

は考えないゥすで紅消波している光景や休験を思考が再現させる み︑思考から解放された自由がある︒このためにはむなしい理論
のは友人のいないときだけであるっ過去のこの再生が愛と呼ばれ でなく︑潔小自覚が基本となってくる︵﹀

ている︒それゆえ︑われわれのほとんどにとって︑愛は死であり︑ 冥想することりただし経典の反復はいけない︒知覚すること︵一

生の否定である︒われわれは過去や故人とともに生きている︒そ ただし定義してはいけないっ そケすればこれらは思考の方法を悟

︑

れゆえわれわれはその状態を愛と呼ぶけれども︑実はわれわれ自 らせる︒・思考の方法に気づくことなく︑それを体験しないままで
身が 死 ん で い る の で あ る ︒
は︑愛はあり得ない︒
思考の過程は常に愛を拒絶する巧′感情の混胤をひき起こしてい
儀式と改宗

大きな境溜なかの生い誉木々の

〝現在あるもの″と〝あらねばならぬもの〟とのあ

るの は 思 考 で あ っ て 愛 で は な い っ 思 考 は 愛 に と
ある っ 思 考 は

いだに分裂を作り出す︒道徳はこの区分に基づいている︒．しかし

道徳も不道徳も愛を知ってはいないゥ社会的な関連を保つために 色人も白人もそのなかに入っていた︵−内部にはヨーロッパの教会

心によって作られたこの道徳なるものは愛ではなくて︑セメント よりも多量の光がみなぎっていたが︑諸準備は同じだった￠儀式
の凝固に似た硬化過程である︒思考は愛に通じないし︑愛を培養 は進行中で︑そこには美があった？終了したとき有色人で白人に

別な大陸には寺院があり︑一同はサンスタリソーの詠覇歌をう

もしない︒なぜなら愛Ⅶ庭の大のように栽培できないからである︒話しかげた者はほとんどいなかった．し︑白人側も話しかけてはこ
愛を培養しようという欲求そのものは思考作用である︒
なかった︒出席者はみな異なる態度を持していたのである︒
あなたがかりにも目覚めているならば︑あなたの生活で思考が

重要な役割を演じていることがわか．るだろう︒思考は自らの場所
たっていたっヒンドゥ
を持っているが︑愛とは全然関係はない︒思考に関係あるものは その集会は別個な文化的要素を帯びた

宗すること劇で溝るが︑真琴の理解へ転向することばない︒信仰

あなたは或る借間から別な信仰へ︑或る教義から別な教義へ改

思考によって理解することができるが﹂思考に関係のないものは プト語の調子はあたりによく通り︑力強く︑奇妙な重厚さを持っ
心紅よって捕えられない︒あなたは尋ねる虻ろう︒﹁それでは愛 ていた︒
とは何．か？﹂と︒愛とは思考の塞い存在の状態であるGしかし愛
の定義そのものは＝思考の過程なので︑それは愛ではない︒

われわれは思考そのものを理解しなければならないaそして思
は真理で菰ない∵鼻孔心や意見を変えることはでき計が︑真理
考によって愛を捕えようとしてはいけない︒ただし思考の否定は または神は確信では太ぃ︒
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それど

引きつけるのである︒古い塾はもはや満足させてくれず︑生命せ

与えてくれないことを心が見い出すとき︑それは他のもっと心地

よい強力な信仰と教義に転向するよケになるゥゆえに心は環境の

産物であり︑種々の感情と同化作用の上にそれ自体を再生し＼支

であるっ心が過去の結果であるかぎり︑それほ決して真理を発見

えている︒だからこそ心は行為の律︑思考の型などに執着するの

することはできないし︑真理を出現させることもできない︒団体

にすがりついているあいだは︑心は真理の探究を放棄するのであ

たしかに宗教上抄儀式は︑参会者に心地よく感じさせる雰囲気

る︒

を提供するっ集合的︑個人的儀式のいずれも心に或る静けさを与

㊨

けれども︑ついには心を眠らせるっ

この眠い状態において種々の

経典や祈りの文句の反復は︑しばらくのあいだ刺激剤とはなる

履∵行為はほとんど意味を持たない︒

なしい反復現象であることがわかる︒自覚すなわち悟りがなけれ

るならば︑儀式は自覚かちのすはらしい逃避を与えるところのむ

な冥想とみなされているっしかしこの過程をもっと子細に戟察す

の必要物ほ霊的な蘇生︑生活に直面するための力の集績︑定期的

となり必要物となっている︒人はそれなしにはすまされない︒こ

ように︑儀式もやがては心をだらけさせるのである︒儀式は習慣

本的には興奮剤なのである︒そしてすべての興奮剤がそうである

い相違を与える︿−儀式にはかな針の実と秩序があるけれども︑根

えるeそれらは毎日の単調な生活とは異なる︑活力に満ちた著し

団体やグループが信者に与えようとしている庵のなのである︵■も

●

団体にスタミナを与えるものなのである︒そこにほ常に頑張り崖

心は宗儀や政治の型虹安全と力とを見い出す︒しかしこれこそ

−から脱出しなければならない︒

理の至福を発見しようとするのなら︑あらゆる儀式やイデオロ寿

らゆるイデオロギーの型︑恐怖︑希望の外側にある︒あなたが凛

んで繁栄している︒この過程のなかに相互利用がぁるっ真理はあ

題にせよ彼らの差し出すイデオロギーの塾のなかに信者をはめ込

行なわれている︒指導者をいただく各団体は︑宗教にせよ経済問

宗教的にも政治的にも︑異なる文化水準層で︑この改宗は常に

でないかもしれない︒しかしどっちみちそれは牢獄であるっ

し題す︒それはあなたの気性に応じて快適かもしれないし︑そう

なたを転向させるためである︒彼らはあなたに立派な鳥カゴを差

っと道翠広かなった︑．または不合理な教義︑迷信︑希望などにあ

ころか満足は真理にと．て障害となるっしかるに満足こそ宗教の

ることでぁる︒しかしそれは真理へのドアーを開かないっ

義へ︑或る儀式からもっと大きな満足を与えてくれる鋲式へ変わ

改宗とは或る信仰から別な信仰へ︑または或る教義から別な教

のである︒

常に死んでいて︑生きている現在との貴触においてのみ生き返る

現在との寮触に反応するところの記憶の連続にすぎない︒記憶は

つの体験を持ち︑次々と体験をつみ重ねるとしても︑その体験は

の条件づけられた反応なのである︒あなたが思いがけず自然に一

新仰
参者がいるっ これらが自己の財産や所有物を投げ出して団体
一義︑いかなる古い体験にも基づかない体験である︒あなたがや信
竿から生まれた体験を持っているならば︑あなたの体験はそのを
信維
仰持し︑団体の権力と威信が︑成功と世才とを熱望する人々を

ヨー． j−．。j、

﹁︑〃

びしい戒律を正しいものと信じていた︒彼自身のカスト︵注︒イ

体験が発生するが︑それは自己投影である︒いかに満足しょうと の神は書物の神であった︒生活にたいする態度は因襲的であり順
も︑こうし・た体験は幻影である︒真理の体験睦由かなる経文の反応的であった︒彼はむかし行なわれた〝強制的結婿∵や生活のき
復︑修な甘からむ得られない︒真理は終了︑緯果︑れ．1ルやはな

太陽は沈みかけていて︑汽車は美しい田舎を走っていた︒牛た

ど考慮諭していた︒また妙なことに自分の知識や地位にうぬぼれ
ていた︒

い︒それは招かれぎるものである︒それは心に関する物事ではな ンドの特異な世襲的階級︶や︑各カストの持つ知的水準の相違な
いからである︒
知︑識

ちは家路についており︑黄金色の砂ぽこりがただよっていたゥ 地
われわれは汽車を待っていた︒それは遅れていた〇プラγトフ 平線上には大きな黒雲が現われて︑遠方で雷鳴がとどろいていたっ

ォームほ汚くて騒がしかった︒われわれと同様に多数の人が待っ 最の草原は何という喜びをたたえていることか︑うねり続く山の
ていた︒子供たちは泣き︑一人の母親は赤ん坊に乳を飲ませてい くぼみの村は何と楽しそうなことだろう！ すでに暗くなってい

知識とは二つの暗黒のあいだにきらめく光である︒しかし知識

音とともに通過しても知らぬ顔をしていた￠

た︒売り子は品物の名を叫び歩き︑茶やコーヒーが売れていて︑ る︒一頭の大きな青いシカが．野原で草を食べていたが︑列車が轟
全く騒然たる光景を呈していたDわれわ．れはプラットフォームを

あちこち歩きまわり︑自分たちの足どりや周囲の生命の建動を見

っめていた︒すると一人の男が近づいて来て︑へたな英語で話し は暗黒の上に出るものではないっ知識は︑石炭のエンジンにたい
由めた︒彼はわれわれを注視していたということで︑話しかけた するように︑技術にたいして基本的なものである︒しかし知詠は

いった︵丁人力車の少年奉天だったので教育は受けなかったという︒

ヽ

れは何とむつかしいことだろうー・

捕えるためにほ︑知識をわきへのけておかねばならないっ だがそ

い衝動にかられたと述べた︒さわやかな気分で︑﹁自分は新しい 未知なるもののなかへ到着することほできない︒未知なるものは
生活を始めるつ牒りであって︑いまからタバコをやめるのだ﹂と 廃知なるもののアミのなかに捕えられないのだ︒未知なるものを
強そうな目付きをしていて︑楽しそうな微笑を浮かべていた︒

まもなく汽車が入って来た︒車中で一人の男が自己紹介した︒
われわれは過去のなかに自分の実体を持っている︒そして思考
疲は高名な学者であり︑′多種類の外国語を知っていて︑それを駆は過去や基づいている︒過去は既知なるものであって︑過去の反

通ぷ・て眉ちを押し出す過去にすぎない︒このすき問は知識という

﹁臆して自由に話すこ．と・ができた︒かなりの年輩で︑豊富な知識を
義は常に現在すなわち未知なるもの一に影を投げていを未知なる
ち︑裕福で野望的であった︒彼は冥想について語ったが︑それ ものとは未来ではなく現在なのである︒未来とは不安定な現在を
ているのではないと．いう印象を与えた︒彼

﹁T﹁︑．

︑
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断続的な光で満たされ︑そ丸が現在という空所を補うのである︒
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︹碩老荘︺
ジグドクー●クリシュナムルティーは一八九七年南部インドの

きへのけることほ容易ではない︒無知であることは知識をまぬが

り︑悲しみや喜びを受けやすくすることである︒しかし知識をわ

招き︑人間の持つ唯lの知覚の道具である心を否定することであ

にとって障壁となるのである︒知識をわきへのけることは恐怖を

どのなかへ逃げ込む︒それで知識そのものが未知なるものの理解

心はこの未知なるものに恐れjので︑知識︑学説︑希望︑空嶺な

であって︑その下には心が浸透することのでせない暗黒が・ある︒

ことの恐怖から逃避を与えてくれる︒知識という光は微妙な覆い

それは空虚さ︑淋しさ︑失敗の恋怖︑とるにたりない人間である

ではこの

英国へ送られて高等教育を受けながら成長しました︒一方インド

め︑彼女は少年の保護者となり︑その後クリシ

り氏がクリシュナムルティーについてベサン・卜天人紅説得したた

サン・ト夫人の協力者であり︑その協会のリーダーの一人でした︒

ナムルティーの面倒をみることになった神知学協会のアニ1・ベ

ることを発見しました︒当時リードビーター氏は︑後にクリシュ

ナムルティーが〝新しい世界の指導者〟としての素質を持ってい

らに話しかけ︑自分切バンガロ﹂へつれて行き︑そこでクリシュ

をしていた少年のクリシュナムルテ

一九〇九年忙英国人チャールズ︒リードビーターが︑河中で水浴

マダナパルで生まれました︒バラモンの家族の八番目の子供です︒

れたことにはならない︒無知は自覚の欠乏である︒そもて知歳は

設立され︑そのメンバーはほとんど神知学者でした︒そしてクリ

九二九年八月忙クリシュナムルティーは神知学でかためられた〝

シュナムルティー虻広範囲に及ぶ講演旅行が続きますゥしかし一

を支援するために〝東方の星協会″が

自我の感度の理解がない場合の無知なのである︒．．自我の理解ほ知

集積の過程︑累培の動機が理解されるときにのみ知識から解放

対的な無条件の自由をこそ人間は求めなければならないー﹂とい

教や宗派の道を歩んでいては真理に計達することはできない︒絶

東方の星協会〟を解散させ︑﹁真理は道な㌢土地である︒既成宗

実性を求めようとする欲求が恐怖の原因なのであって︑それが深

のケ

う声明を発して√以来単独で啓蒙活動を続けており︑現在厄米国
種の偶像崇拝である︒それほわれわれの生活

り昭
・・

い内省のすぺてを破壊する︒深い内省があれは蓄碩の必要はないっ
にたいする崇拝は

の．層争や悲惨を解決しな㌧いバ知識というマ．ン†は髄えず増加する

混乱や悲しみからわ歌われを決して解放するこ七はなく︑心しろ
われわれを包んでしセう鱒であ⁝湧

＼

蓄積は自己閉鎖的抵抗であり︑知識はこの抵抗を強化する︒知識

する欲求である︒他との同化作用︑非難や正当化などを通じて確

され得るのである︒貯−スエうという欲求は確保し安定写せようと

〝新しき指導声

識をまぬがれる︒

知識にたいする熱中は他のものにたいする熱中と異ならない．︒

しかしこの空所は生命の奇跡を保っている︒

一24−
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て小ることをあたまから否定するでしょう︒∫きわめて

藤烈な想念一・朝象以外に注意を向けようとしないからです︒

印象類を聴きとることをマスターせよ

ここで印象類を〝聴きとることをマスターする〟という場合︑

肉体の耳で聴くというのと同じ意味で〝聴く．という言葉を用い

るのでないことはおわかりでしょう︒ここ・では︑自分の心のなか
を流れ・る印象類に注意を払うことを習得せよという意味で用いて
あります︒あなたは心のゆったりとした状態を保つように努力し
なけ弟ばなりません︒これは印象類が意識の層に浮かび上がって
来て本人から気づかれるようにするためです︒

印象というも．のは各種のチャヌル︵径路︶からやって来ますっ

本講座の虜一課及び要義には︑過去数世紀間の各種切教えに
一つの渾濠だけから発生するのではありませんゥ印象類のなかに
見い出される基本的な要素が述べられていました︒それらの要素
は高尚な有益なのもあれば︑自分ほどに発達していない低級な源
のなかには一見して奇妙紅思われるの偏あったかもしれません︒
泉から発して︑明らかに何の足しにもならないような望ましくな
なぜなら︑そうした要琴は一般人の目立たぬ所に隠されていまし
いのもあります︒望ましいのと望ましくないのとの両方にわたる
たし︑哲学や普遍的な知識を教える指導者でそれを明るみに持ち
実際の清泉が何かということについては︑本講座でいずれ
出した人がほとんどいなかったからです︒第一課及び第二課で述
述
べる七とにし写すが︑ここで大切だといえるのは︑自分が受け
べられたその基本的な事柄は今後更に詳細に解説されること紅な
る印象類が自分の進歩に役立つか︑それとも望ましくない源泉か
っています︒先へ進むにしたがって読者の理解力を増すの紅きわ
ら来たものか︑といったことを見きわめるために︑それらを意識
めて重要であるからで す C
的に分析してみることが必要であるという点です︒この段階にお
無数の想念や印象が絶えず人間の蘭ずいを通過んていほすロし
い
ては︑自分の理解力に応じて︑感受した印象類を普遍的︑宇宙
し通常われわれはそれに注意を私小ませんし︑それらのほ的
とな
んもろもろの理念乾比較してみることによって分析することが
′ 鱒気づくこともありません︒美原﹂大抵の人々は想念・印
与
り
で象
き・
硬が
す︒
もち遵ん人々のなかには飽水よ幻も異な一つた低い理解力を持つ
歯 ど か

人があるでしょう︒そのために誤りをおかすならば︑その誤りと
電荷の性質に潤する基礎的な概念を得るために︑われわれは原
いう体験から新たに何かを学びとれはよろし小のです︒そうすれ 子自体を追求する必要があります︻︶ ここに出された各解説はある

電荷︑物質︑静電気

l

ば︑プ17ス︑マイナスの電気とも電気を待ったきわめて小さな粒

この

子ともいえます︒二垣類の電気のあいだの唯一の相遷は︑一つは

プラスといわれ︑他方はマイナスといわれていることですっ

プラスの電荷を持った粒子︵原子のなかで︶はプロトン ︵陽子︺

覿貯−

電子︑．陽子︑原子核を調べることにして︑その他のもの∫はすぺて

ニェートリーノ︵中性敬子︶もこれに含まれます︒ここでは一応

から成り立っているといわれています︒極端に小さな粒子である

クス︑原子核物理学︑磁石︑磁場︑磁気︑電荷︑物質の性質︑︑静の電子が毅を適してきます︒
電学︒
現在の原子構造理論によれば︑あらゆる物質は原子︑分子など

いて少し研究することにしましょう︒特に次の事柄について基礎 われわれに最も関係が深いの▼は電子であって︑テレパシーの基礎
的な知識を身につけておきたいと思いますヲ電荒︑エレクト・ロニ理論や各竃の超自．然現顔︑心垂現象などを説明するのに︑今後こ

めに︑この講座の本論に入るのをしばらく中止して︑肴の件につ と呼ばれ︑マイナメの粒子はエソクト・ロン︵電子︺と呼ばれます︒

それで︑本講座をこれから理解するのに必要な土台を与えるた

一ておく必要があります︒これと同じ力は磁石︑磁界などにも見 は持ち前の相違はないのであって︑ただ同じような環境のもとに
られます︒
置かれ姦場合︑その羨舞いが異なるというだけです︒

拠紅基づいて決定されますっ プラス及びマイナスという語は︑両
ネルギーまたは各藩あフ了ス
に自然界に見い出される吸引と反発の性質紅ついて少しばかり知 者が相反するという以外紅さほどの意味はありません︻り 両者間紅

今日大抵の人ほ想念が1ネルギーまたはカであることを知って
ことは粒子が電荷を持っているともいえます︒どちらがプラ▼スの
います︒ですから︑想念の性質を理解するために︑われわれはエ 電荷を持ち︑どちらがマイナスの電荷を持つかは︑全く任意の棍

想念はエネルギーまたは力である

ることになるのです︒反対にそれらを投げ捨てるならば︑あなた 電気︵荘︒電荷といっても同じ意味︶には二塩類ありますゥプ
は感受力を妨げることになります︒
ラス︵陽︶の電気とマイナス︵陰︶の電気です︒理論上からいえ

合した印象を感受するならば︑それに従いなさい︒或る一つの印 専柄について多少とも知っていると思われるた雪月並な説明に
象に注意するたびごとに︑あなたは印象煮を感受する能力を高め ょって混乱を防ごうというわけです︒

ば本人は進歩し続けます︒あなたが璽解している宇宙の法則と融 程度月並紅なっていますが︑これは大抵の読者がすでにこれらの

−26−−

止

省略することにしまし上 う ︒

︹法則エ．同象類の電気は互い︑灯反発し合い︑昇蚤敷の
電気蛛互いに引き合ケ︒
いまか牲に二個の電子をとり上ザて二つをすぐ近くに置きます
と︑ち上うど二個の棒磁石の同名の塩を近づけたのと同様に︑互
こで同種類の電気は互いに反発し合い︑異種類の電気は安いに弘

いに反魚し合います︒両方の電子が相手を押しダるわけです︒そ

ところが一個の電子

き合うことがわかりますっ同じように二個の陽子が接近して塵か
れるならば︑それは互いに反発し合いますっ

をとり上げて一個の陽子の近くへ置きますと全く異なる現象が起
こります︒すなわちきわめて強力な〝引き合い″が両者間に発生
に打ち消し合って中性の粒子になります︒右の二つが個々に大き

します︒そして二つは一体となり︑それぞれの異な．る電気は互い

に︑核のまわりを余分な電子がまわっています︒その電子の群れ
はむ隼うど太陽系の惑星訂よケ紅核の吏れりを運行しています︒

むし核の周囲をまわっでいを電子の稔数が核・のなかの陽子の総数

暮

と等しければ︑その原子全線軋中性であって電荷を持たないこ
とになります︒
﹁l妄11‡暮 −

子

子子性

電陽中

学⑳●

合には原子核という新しト名前が用いられます︒一つの核は有性

って︑こうしたことが各原子の中心部に起こっています︒この場

子にな？たわけです︒これらの数個が結合して存在するこどがあ

は中性となります︒定義によれば︑その二つは一個．の中性由微粒

と貯︑ばをし一㌻うっ∴この仮．定の例においては五偶の陽子が存在して

略すること忙して︑づ7ンスのとれていない陽子に目を向けるこ

います︷−中性子はすでにバラン．スを保っていますから︑これは省

っています︒十偶の中性子は十個の電子と十個の陽子からできて

は原≠核を表わし︑この場合は五個の陽子と十偶の中性子から成

第ヱ図では仮定の或る一個の原子を表わしていますゥ中心の円

の粒子．六複数︶か貯炭りでおり︑各中性の粒子は一個の電子と一

これは橡自体が全休にブラスの電荷を持っていることを

い￡す㌻

意味します町そこでこれらの粒子を表わすために図中に記号を用

︻

いることにしましょう︒丸い黒点は中性子︑プラス︵十︶をかこ

1

子によってバランスの保たれている数個の余分の陽子が存在する
﹁

む円は陽子を︑

中性の粒

個の陽子から成っていて互いの電荷のバランスを保っています︒

な電荷を持っていても︑合体して一っになれは︑すでに電気的虹

第 ヱ 図

ことがあります︒そ・の湯合︑電気

ー27−

︻記号の下につけてある数字ほ各粒子の数を表わしています︒数字
28がつけてないの竺個を意味します︒さて次へ．進みましょうウ

イオンとは何 か
第1図の原子核は余分な五個のプラスの電荷を帯びた琴ナを持

電子を持つ原子︒

学説によりますと︑自然界のさまざまの元素間忙見られる唯一

の相畢は︑各原子の電子︑陽子︑中性子の数にあるといわれてい

ます︒たとえばアルゴンは十八個の陽子と二十二個の中性子から

成る原子核を持っていて︑その周囲の軌道には十八個の電子があ

ります︒ヘリウム．は原子核内に四個の粒子があり︑その内訳は二

っていることを示しています︒この原子全体のバランスを保ち︑ 偶の陽子と二個の中性子となっていて︑その二個の陽子の電荷と

原子を電気的に中性にするために︑五偶の電子が原子核のまわり バ．ランスを保つために周囲に二個の電子を持っています︒

をまわっています︒これらの電子は︑たとえ五個の余分な陽子と 七
一緒に原子核内にいな一くても︑陽子とバランネを保っていて・︑述原
べ．ましたが︑ヘリウム■の陰イオンは︑それが軌道に二個の電子
子全休を中性にしています︒
のかわりに三偶の電子を持つものを意味します︒この余分な一個

ところがもし外側の軌道から軍ナ一個を取り除いて四個だけに の電子はヘリウムイオンに電子一個分のマイナスの電荷を与えま

してやれば︑原子全体は中性とはなりません︒原子核内に一個分 す︒次にほう素︵注︒非金属元素︒記号B︒番号5︶の陽イオン
ほど過剰のプラス電荷を持つととになります︒とのように原子核 を考えてみましょ▲う︒その原子核は五個の陽子と六偶の中性子を

内に一個分またはそれ以上の過剰のプラス電荷を持った状態にあ 含んでいて︑周囲には三個打電子がまわっています︒この結果︑

マイナスの電荷を持つ粒子︒

ただしこれは相対的にいってのことです︒︵琵︒一個の原子を一

れを引きつけている原子核から莫大な拒敢をへだてて存在します︒

陽子によるのではありません︒この理由は簡単です︒電子は︑そ

〝陰イオン〟ほとんどすべての電気的な現象は電子の動きによるのであ︵一て︑

合わない過剰な二個の陽子を持っているからです︒

る原子は〝陽イオン■と呼ばれますっ反対に原子咳の周囲の軌道 全体の電荷はプラスとなれます︒というのは原子核が電子とつり
竺ハ番目の電子を一個つけ加えたなら．ぱ︑その原子は電子一個分

の余分なマイナスの電荷を持つことになって︑それは
︹電子︺

ブラスの電荷を持つ粒子︒

と呼ばれます︒そこで次のような定義ができます︒
︹陽子︺

電子の数よりも多くの陽子を持ノっ原子︒り り︑それを中心に半径百メートルの球を考えると︑それが原子の

兆倍の大きさ紅考えると︑原子核は豆粒くらいの大きさの球にな
大きさになるっ

電荷を持つ原子︒

子寮存在する︒原子はこのようにガヲアキなのである︶したがっ

︹イオン︺
︹陽イオン ︺

陽子の数よりも多くの電子を持つ原子っ

その範囲内に数個あるいは数十偶の豆粒ほどの電
︹原子︺＼本来電気的には中性のもので︑等しい数の陽子と

︹陰イオン ︺

㊨

て電子を軌道から追い出して種々の目的に利用することは容
す︒
しかし原子核内に存在する各粒子はしっかりと結びつけられ七

帯電に関する興味ある現象

帯電に関する法則を調べてみますと種々の興味ある事柄がわか

いますので︑すさまじいエネルギーを用いないかぎり︑それらを りますっ かけ紅一方ロンの量の電子を集めて平たい円板の上にば

追い出すことはできません︒これは原子炉を利用すればできます らまくとしますと︑それは円板全体に等しくひろがるでしょう︒
どの簡単な器具を用いて導体︵銅︑アルミニウム．など︶の原子の

にたいして反発力を用い︑物理的紅可能なかぎりの拒鹿を保って

れた状態が存在するわけです︵−というのは各電子は隣接した電子

が︑大変な費用がかかります︒しかし電子は摩中電燈用の電池ほ 各電子問の鮭雄は等しくなるはずです一︶ この場合︑バランスのと
周囲 の 軌 道 か ら 引 き 離 す こ と が で き ま す ︒

一個の中空のポールの表面に同じことを試みるとしましょう︒

原子核に寮近した位置にある電子を引き離すことは困難ですが︑他の電子から錐れるからです︒
物質によっては数個の電子が原子核からうん上離れているのがあ

ります︒これは電気の導体と呼ばれています︒しかるに原子がた やはり等しい間隔の配置現象が起こるでしょうが︑ただしこれは

気の絶縁休といわれていますったとえば導体として広く用いられ たない中性の状態直なりますeこんなふう・にして電子を集中させ

くさん集まってもどの電子も原子から簸れようとしない物質は電 ポールの表面のみに見られる帯電です︒ポールの内部は電荷を持

ている鋼について考えてみましょうっ銅は各原子核の周囲に二十 をとき︑それを静電気の帯電といいますゥ これは電気が静止した

状態にあるこ七を意味します︒電荷を持つ物は同棲の電荷を持た

九偶の電子を持っています︒アルミニウムも電気の良導体ですが︑ないこ
偶寄
のせ
電ら
子れを
ま吸
す引
︒を起こすのに金属でな
他れ
のは
妙十
に三
引き
ま持
すっ
︵て
−い
この

静電気が起こす興味ある例

けれぽならぬということばありませんロただ必要なのは二つの物
これらの誓言一個を引き証すにはただ一つの陽電滞を持つも
のを必要とするだけです︒電池の陽庵と陰塩せ鋼線の両端につな 価間に存在する陰陽の相違です︒
ぐならば︑陽庵はそれに最も近い原子から電子︵複数︶を引き寄

せ蓬ヲ︒するせそⅥためにできた〝空席″をおぎなおうとして他
の原子が自分の電子をゆずってやります︒そしてこの現象が連鎖

あなたが自動亭のなかに座って金属製のドアーの取っ手に触れ

と︑恥すかながらも火花が飛んであなたは電気のショアクを感じ

るのであって︑これはいわば導体を流れる電子の運動でぁるわけ でも何も感じません︒ところが座席上をすべヶて取っ手に触れる

反応的に銅線中に伝わります七︑これが銅線中を流れる電流にな
です ︻ 一

るこLが計ります︒これはあなたが温風上をすべったとき匿衣服

がマサツにょって大量の電子をため込み︑それがあなたに大きな
〝

のです︒その取っ手はやはり中性の状態にあって︑もし

の座席上でからだをすべらせるとき︑あなたが電子を訃き寄せる

か失ケかをきめるのは︑座席のカグァーとあなたの着ている衣服

れを通過して︑あなたのからだと革のいずれにも電気的にバラン

です︒そのために︑あなたがドアーの取っ手に触れると電子はそ

のは除雪荷を持っているといえますが︑二つを並べて置いた場合︑

せん︒また︑二個の物体が過剰な電子を持っていますと︑おのお

の条件を満たす決定的なルールというものを述べることはできま

ち電気の性質ほ多くの条件次第できまるということです︒すべて

以上述べた事柄によって一つの要点が引き出されます︒すなわ

の材質なのです︒

スのとれた状態にしようとするわけです︒その際の電気的なショ

現象が起こることは明らかです√一これは︑異種の電気は引き合い︑

一方が他方よりも大きな陰電荷を持っていれは︑他の方へ電子を

同種の電気は反発するという法則忙矛盾することになるようです

ック︑火花︑パチパチという音などはこうした運訃の自然の結果

らだから電子が除かれたとしてもやはり同じ現象が発生します︒

が︑そうならないのです︒これは自然の相対性の例です︒同じ陰

ゆずり渡します︒したがって二個の除雪荷を持つ物体間紅吸引の

あなたのからだはマイナスのかわりにプラ．スになるのですが︑碍

電荷を持つ物同志でも︑小さい陰電荷を持つ方は大きい陰電荷を

右のような場合に事の電子がたまって過剰となりVあなたのか

とが起こるのです︒

持つ方に比較して実際には陽電荷を持つことになるのです︒

相対的または相対性という言葉の意味

ぺる場合︑私はその書物に関連した意見を述べているわけです︒

の一節に関して意見を述べるとしますCこのよう鱒して音見を述

かりに私が或る書物の一節を参照する．としましょう︒そしてそ

ってきまりますeたとえば絹でガ．ラス棒をこすり車すと

それゆえもし私が﹁或る電荷が他の電荷に対して陽電荷である﹂

マサツし合ケ二つの物体の分子の性質によ

棒は電子を失ってそのために陽電荷を持やます三方︑絹ほ電子

というならば︑それはあくまでも他の電荷に関連させた上でのこ

○●●●

が過剰となって陰電荷を持つことになれます∵ところが称じガラ

とか︑または他の電荷に比較した上で﹁陽電荷である﹂という意

味にすぎません∩﹀ この場合の 〝他の電荷″は唯tの比較対照物で

■●○■○

ス棒を石綿でこすサますと︑この道の現象が起こって
子を与えたためにプ一

は電子を引き寄せで︑マ√ナスの電気を持ち︑石綿はガラス捧に電

マイナスになるかはヾ

右の例のようにマサツによって発生する電気

電荷がプラスになるかマイナスになるかを何が決定するか

果は二つの異なる電荷が等しくなろうとするので右の例と同じこ

です︒︵荘︒これは米国などの空気の乾燥した地方でよく起こる︶

それが電荷を持ったとしても人体のそれよりははるかに弱い電気

たまる″

陰電荷を帯びさせることになるからです︒それはからだ全体に
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いまこれらのバッテリ
︵端子︶をつけて

これはBがAに比較し

あいだに存在します︒このため虹電池Tは電池Zと直列挺つない
であるといいますゥ

同じ考え方に従って︑かはAに関して十八ポルーほどプラスに

なっているといえます︒しかしDからCまでを測定するとどうな

るでしょうか︒⊃はCに比較して六ボルトだけプ一γスです︒そこ

でCはDに比較して六ボルトだけマイナスであるといっても差し

支えありません︒どちらの表現の仕方も意味は全く同じです︒た

だ比較対照物または戟点が変わるだけです︒

Cは︑われわれが他のいずれ．の点を比較対照物として選ぶかに

まってプラスにもなれはマイナスにもなります︒CはBに比較し

てプラスであり︑CほDに比較してマイナスです︒BはC■に比較

してマイナスですが︑Aに比較すればプラスです︒わかりにくけ

ればよく考えてみて下さい︒第2図をごらんになれば容易に理解
できるでしょう︒

フォース・フ√−ルド︵力場︶とは何か

いま一個の磁石と一かけらの軟鉄があるとします︒この二つを

近・づけますと互い瓜し■っか勺とくっつくことがわかります︒とこ

ろが高著間を少し離したまま固定しておきますと︑そのあいだ近

なります︒

本講座を正しく理解するためにこのことはきわめて重要ですか

引っばろうとする力が存在します︒磁力線という言葉裾こめ連動

●●●●●●

●
てプラスであるということになりますt︶

ので︑磁力線がまるでゴムヒモと同じように引っばろうとしてい

ヒモでつないだ二個の物体を引き離したのと同じよう虹働きます

31

る有様を知ることができます︒右の二個の物体間にできた滋引力

十二ぜルトほどプラスです︒なぜならGは各電池︵電池Aと電池

一︑Z︶の電気を含むかむです︒こ跡電気の両方とも▲から0までの

一半こんどはCからムまでを測ってみましょう︒．Gは血に比較して

を表わすためにつ⁚げられたものセす︒この磁力線はちょうどゴム

ら︑再度申しますと︑AはBに比較した上で︑またはAに関連し

一■■

なっている︵いいかえれは︑より小さなマイナス︶ということに

て電子が不足していて︑Aよりも六ボルトほどよけいにプラスに

す︒これは二点間の電子の童の相違ですe

う︒BからAまでの電圧を測定してみますと六ボルトと出てきま

さで端子Aを標準にしてAに関する事柄を少し述べてみましょ

おき︑それをA︑B︑C︑Dとします︒

ーを図のようにつないで︑測定用にターミナル

たは引っばるカの強さを表わす言葉ですっ

テリーです︒ポ′ルトという言葉はバブ草リト中の電荷の強さかま

第2図のなかセⅩ︑Y︑Zはそれぞれ六ボルトの自動車用バッ

．

多くの異なるタイプのフォ■トス●フ十−ルドが存在しますが︑

に引っばり合う︒

◎鵬個の電子が動くとき︑そのまわりにフ・方−スニノイールドが

生じるが他数の電子が導体中を動くとき電流の流れを生じる︒と

ラジオやテレビの放送は針金すなわちアンテナからフォース・フ

そのあと︑たぷん第五深からいよいよ想念の性質︑心の性質︑想

せんので︑・次の第四課ではラジオの送受信の方法を説明します︒

この第三課は読者によって聾解するのが困難であるかもしれま

今後この講座を吸収するのが困難になるでしょう︒しかし簡単に

電界などのフォース・フィールドについてよく理解しなければ︑

であるっ同種類の電荷は互いに反発し合い︑異種類の電荷は互い

／

はフォース・フィールドとも呼ばれています︒
それら隠者の伸ばされたゴムヒモに似た力線と考えられます︒し

この電界は数千マイルの彼方にまで到達する︒こうしてラジオや

ィールド︵琵︒電気波と磁気波︶を空間に送り出して行なわれま

念に関する知識などの解説を始めます︒本課と第四課︑第五課を︑

シーもこれと同じ方法で行なわれると考えることができる︒

テレビの信号が伝達される︒きわめて広い意味でいえば︑テレ■パ

同時に︑その導体のまわりに電界ができる︒一定の条件のもとで

この

かしフォース・フィールドは必ずしも二つの異なる物体問の引っ

フィールドができますゥ

・フィー．ルドにつけられた名前です︒

電気の基礎理論にういて詳細な知識を得たい方は︑本講座以外

よく理解できるまで琵意深く研究して下さい︒

◎電界や電磁場は力線からできていると考えられるっ

あきらめて挽いけません︒努力して研究を続けて下さいぐ そうす

に別な良参考書を入手して読んで下さい︒特紅電子の性質や磁界
◎どの力線も一方払端はプラ︑スの電荷を持っており︑他の端はマ

れは本講座を学んだ結果がやがてあらわれてきますぎ

約

イナスの電荷を持︵一ていることがわかるっ各線は常に引っばろう
◎力線は伸ばされたゴムヒモ邪縮まろうとするかのように働き︑
プラスとマイナスの電荷をつな．ごう上するっ

◎或る電荷は他の比較対照とな
ばマイナス軋もなかと考えられる︒

一

◎二種類の電気か存在する︒十つはプラスで他の一つは÷イナス

⑩

麓猥踵

とする力の方向に従う︒

要

す︒電界や電磁場は︑本来右に述べた考え方に類似したフォース

フィールドは数千マイルの彼方にまで到達することができます︒

れると︑針金のまわりにフォースd

なフォース○フィールドを生み出します︒針金のなかを電流が流

ばを力とは限りません︒一個の電子が動くと︑それは周囲匿小さ
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◎ アダムスキーの 〝宇宙的真理と個人的真理〟はア氏が単独で
発行しでいる〝コズミブタ・ブレティン″第二号に掲載された情
報の全訳です︒この情報誌は季刊で年四回発行となっていますハ∪
別に 〝生命の科学講座″が出されていて︑目下第三分冊まで到着
していますが︑これもいずれ紹介したいと考えていますゥ
◎ 三月三十日付でアダムスキーの秘書︑アリス・Ⅹ▲︐ウェルズ
天人から編者宛に来た連絡によりますと︑目下アダムスキーほ米
国東部を講演旅行中で︑帰宅次第にア氏から手紙を出すだろうと
いうことでした︒これは録音テープその他の件紅ついて当方から
三月二十二日付で送った書簡にたいする返事です︒
◎ ハニーの 〝新しい概念を評価せよ〟は︑決して聖書を誹讃す
るものではなく︑それどころかその内容を重視してい．るのであっ
て︑クリスチャンの聖書にたいする誤った解釈を指適して重かれ
たものですっ ハニー氏の説によれば︑新約聖書は二千年前に発生
した一種のコンタクトの記録きのであって︑その内容ほおよそU
FO問題と予言で満ちているということです︒実際そのように考
えなければ解釈のつかない個所が多数ありますし︑イエスは当時
のコンタクティー︵別な惑星の人間と接触した人︶であったとみ
れば︑あの不可解な記述に満ちた 〝書物〟も俄然興味の対象にな
り︑そこには現代に関連した重要な示唆も含まれていようという
ものです︒
◎ 本号にはクリ∴ンユナムルティーの 〝生活への助言〟を載せま
したっJ・クリシュナムルティーはインドの生んだ大雪で︑現代
思想界の最高峰と日される一人ですが︑どうしたわけか日本では
ほとんど柘介されていませんゥ円盤問題と直接の関係はありませ
んが︑その曹学にはアダムスキーの宇宙哲学と一脈通じるものが

た︒

ノノ．

あり︑各国GAP問でも高く評価されていて︑フランスの几TAこど
リーダー︑シュニサンヌ・ソニエ女史はクリシュナムルティーの講
演を親しく聴いたということで︑そのときの模様を数年前に知ら
せてくれたことがあります︒本号にはクリシュナムルティーの名
著〝﹁一メンタリーズ・オン・リゲイング″中の数篇を掲載しまし

◎ 今回から〝テレパシー講座″ の試験問題は本誌に試せないこ
とにし︑別紙に用意しましたから︑解答用紙を希望される方はハ
ガキで申し込んで下さい︒
◎ 難病で悩んでおられる方は神戸市兵庫区矢部町五三の巽直通
先生が主宰しておられる 〝新精神学会〟 へ照会されるとよいでし
ょう︒これほ宗教団体ではなく︑〝心の持ち方〟 によって奇跡的
に韓病を治す精神科学の研究会で︑多くの驚異的な治癒例をあげ
ておられます︒
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◎ 周囲の人たちが円盤の存在を信じようとせず︑狂人祝されて
困る︑といった手紙がよく来ます︒こうした場合は然して語らず
という態度を保つのが賢明です．音痴にたいして音楽の実を百万
だら話しても相手払わからないのと同様です︒
◎
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