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とえ電気の法則の誤用■把よってケガをしたり不愉快な体訝を持り

たとしとも︑本人旺電力を喜んで供給している発電所の従業員を

非難す計こと旺できませんロ法則忙たいする無知かまた旺自分の

無茶な行為のため紅白舟だけを非難すべ垂です︒

宇宙の創造者は人間忙生命力と意識という径路を通じて英知を

与えています︒そして個人のエゴ ︹自我︺の心は法則︹創造者の

法則︺に従ってこれらを︵生命力と英知を︺良い方向に応用でき

ますし︑または法則を犯して悪い結果を得ることもできますが︑

これ旺電気の場合と同様です︒万人はこのため凸自由意志を与え
られているのです︒

ここで別な好例としてテレビの受像器をとりあげること忙しま

しょう︒受像器自体の内部には電気も英知もありませんが︑人間

な表現が始まりますじ

っまり︑メッセージを運ぶ電波忙よって知

的な表現が起こ町︑・■■メ．・ツ七−りが人づて来る申みならず︑スクリ

てと分臆していますが︑たか虹は周波数が類似しているた岳忙他

作られている幻で鱒あ軋ませんロそれはぁた牲まえ掛ことキして

凸であって︑電流がモこへ流れているとき把持を突っ込むために

なか虻旺致チャ耳〃しか九をない受像器も畠ります︒しかし轟ら

す︒あらゆるチャヌルは同1．凸電力と同一の■法則を応用しますが︑

打身離させるため虹は垂わめて優秀な受像器を必要とするわけで

甲チャヌ■．ルを妨害するのもあります︒モこで各チャヌルなはっき

も濡れ手で号れ恕つ■かめ娃感軍ずること前あ打ます︒しかしtた

たとえば電気掛ナゲット庄電線をさし込むため杜仲られている

とさえできます︒

放い方を知っていますし︑一般人もその利用法智習います︒教え ーン上忙個人が生ける映像として示されますユ私の知るところで
られたとおり忙用いるならば多くの点でその恩恵虹浴することも は■︑米国忙は八十壇類のチャヌル︵周波数帯︺があってノそれ転
できますし︑モの法則に従うならばモれでもって実験を行なうこ よって番組が放送されています︒各チャヌ〝旺他のチャヌルすべ

自分た甘の福祉のため紅利用します︒従業員は電気の性質やその

電気を作る発電所の従業員は電気を送り出し︑一■般人はそれを性が受像器の中忙吸い込まれるといえるでしょう︒そうすると知

町例として電気を引用しましょう︒

第二課では 〝神の意志″という言葉を用い︑神旺人間の体験のの脳または心旺相当する各種部品があ．って︑それは電気が供給さ
責任者で措ないと説明し吏した︒こ田ことを旺っきりさせるため ．机る患では働くことができません︒電気が荒れ込んでくると知的
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ドを訓練しなければなりま■せん㌢これは︑もし調和あるメロディ

法則の正しい︑または誤りた応用法を知るでし上う︒そしてこれ

人間もこれと同様です︒人間には︑いわばあらゆ葛表現能力が

ーを表現しょうということ紅なれば音楽家がヴァイオリり′の各轟

ゆる受像器は電力と電波由力をかりなければなりません︒患た菅

内蔵され潜在Lているからです︒そして人間旺生命の呼吸を行な

が人間の存在の目的です￠前課で説明しましたように︑人間は敵

って﹂ それを吸い込んだり吐き出したりする必要が為ります︒も

を調律するのに似ています︒
心の意志のかわりに意識の意志でぁる

組を続けて映し出すため忙は電波を吸い込んだり吐き出したりL

しその呼恢をやめるならば︑何の動きもない静止した道具となり

てやって来る印象類を応用する方法をエゴ旺知らねはなりません︒

覚器官のすぺてを等位虹統合し■

ます︒しかも吸い込むだけで吐き出すことをしなけれは生命の連

調和ある生活を楽しもうと・丁れば︑心の愚意は意識聖息意匠従う

なければなりません︒

帯状態比停止するでL上う︒人件を活動させるた寧忙ほ絶えずこ

自らを押しっけはしないという点です︒意識の意志の表現は親切

〝神の意志″の指導とし

の＃生命の呼吸″が人体を流れねばなりません︒これはテレビ受

必要が畠ります︒そうすれば 〝神の意志″が行なわれるのです︒
心の意志と意諭由意志のぁいだの相違は︑意識の︹神の︺意志は

像器を生かす電波旺比較できます︒注意しなければならないのは︑
′′ノ
生命も電波もいたる所旺存在していてモこに障壁はないけれども︑

で豊かで菓しいのですが︑エゴの意志は攻勢的で威張っていて自

″宇宙甲法則″の意志忙よって働いていますが︑

生活すべてを通じて恐怖し︑多くの過失をおかします︒

己中心的ですロ意誼如意志ほ恐怖を知りませんが︑エゴの意志旺

表現するため旺は眉具を必要とすると示うことです︒

人間の心はテレビの後攻管忙たとえてよいでしょう︒これは電
気が供給されない限り職能を発揮できません︒意識はこの電克と

自然界の万物は

態を通じて現われるとき︑それは完全なメロディトを生み出し︑

しょう仁万物がその息旺頼ってい古からです︒その息が各撞の形

ます︒われわれが空気と呼んでいるこの息なくしては何物も生き
ること旺できません︒一粒の砂でさえも生きることはできないで

反して働いています︒
屑聖恩恵托常忙完全な調和をもって表現し︑いかなる現象紅も
ゆがみをひき起こしません︒だからこの意志のもと忙ある人捧措
かくも見事忙表現さ加ている■のです︒しかる虹人体は自由意志ま

同じ法則のもと忙働いているのですが︑人間の自由意志はそれ把

ち創造者の意志忙貸しているのです︒人体も自然の万物と同棲旺

知性のようなもので︑生命の呼吸という方法忙よって心を刺激し

い二人の人間を見ることはありません︒この理由は︑人間は自由

たはエゴの意志把よって︑．いかなる他の個体よりも濫用されてい

人間■だけは別です︒平たくいえば︑自然は白身をその法則すなわ

意志を持っていて創造者の法則の応用法を知らねばならないから

ますGたとえば人が食事するとき︑人間の心また托その意志は内

ご︑h

われわれが自然の中の調和した融合を観察するとき︑全く等し

充分旺生命を表現します︒

です︒人間が完全な表現の道具となれば︑自由意志をもってその
†
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体が︑創造者から与

の忙タ〆で与えられていま耳︒最初はた■だ￠チリの︹物質の︺人

墓命の呼吸．牲モ牢記拠で有っ■て︑そ打は生きとし・生けるも

ることを＝知らな下のか﹂

ける神の宮空とい■つた
もいえるでし

体中で食物旺何が起ころうとしているかな知りません︒もしか
エら
ゴです︒そしてだれも他人を信用しょうとはしません㌔
が楽しい調和ある状態にあるならば食物は肉体忙とって有益に畠
ななた拭ここでいうかもしれません︒﹁モれは迷惑な話だ﹂と︒
りますが︑一方︑もしエゴが動揺し︑混乱し︑緊張し︑法則だ
すが
なそれは掛上捜に由ちいったエゴすなわち人間の心の産物です︒
わち意識と不調和するならば︑必ず不消北と便秘が起こりまな
すぜ
︒たらエゴはもはや意識すなわち創造者忙よって指導されよう
神の意士還しかる忙人間のゅがめられた意志紅白らを貸し許と
せは
んし
︒ないからです︒
そこで人間は苦痛によってそのゆがみ忙た小する代価を真也い私
まが意識とい皇コロ葉をひんばん忙用いてモれを強調している阜
すロこれは或る撞の人々が学びとるための唯一の方法です︒を計なた旺盛ずるでしょう卓モして﹁なぜか？﹂と思うかもしれ
ませ
しかしさいわい忙も︑周体中で或る調剤の法則が働いていま
すん
︒︒
これ旺心とは別な存在です占さもなければ肉体は多年生き統き
げた
るの忙心は増長してきたからです︒イエ子は﹁あなたがたは生
ことはできないでし宜う︒

以上でもって人体内忙は知性甲l一つの面があることがわかりま
すローつ旺内接の損能を指示する宇宙的なもの︑他の一つーま肉体
内忙苦痛を起こす心血対抗です∩一或る牧師はこのことを次のよう

旺巧み忙表現しています︒﹁人間は反神助忙なってしまった﹂こ
−一

忙よって生ける人体となり︑生ける魂となり︑意識ある実体とな
ったのですじ新しく生まれた子供は仰向け忙ばたりと置かれ︑最

れは真実です︒なぜなら人々はもはや創造者の指導を求めよう七
です︒その結果人間ほ恐怖という主人のもとで塩端紅白由意志を

初の．呼吸妄するよう軋仕向けられま■す︒モ与しないと生きも濯

捜せず︑生命の贈与者をなくてはならぬものと思って■いないから

行使しています︒モこでどん欲が横行して小るわけですが︑これ

なら旦いでしょう：﹂こで注意して下さい︒心は部分的虹のみ働

いている軋も

幼児は恐怖忙■直面するまではモれを知り豆せ・ん︒恐怖が心と共忙

．

恐怖という雲の．下で1すな．わち互い軽敵対しながら一生きている

持
たないで恐怖の中忙生眉ています︒その結果生命とそ甲永続性
．

エのことは意識茄恩酪を鹿憩いことを示しています︒なぜな
が可能になるでしょうか︒
われわれはモの結果を息雪■﹂と華で■卓■ます沌なぜ虻ら世界中が ら意識はぁらゆる知識の所有者であるかむです︒心はその知識を

意志は他人を信用しなくなります︒しかし︑人間の意志が創造者

すっこうした状態旺自由意志の結果でぁって︑その場合

は今後も続くならばこの文明せ必ず破壊する廿yのよう應もので
の

働き始めて傷ついてから︑恐怖という状態が起こって寸るのです︒

人

すなわち意識の意志せ信用し■なぃとき︑どうすれば信用すること∴

個

r

ち
＿
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旺関してあらゆる種類毎神秘吉保達してい吉す︒

しかし両者掛組争合わされてバヲyjが保たれると︑完全旺現わ

統一や冥想を行なうことを読者紅要求しませんでした︒どちらか

をもたら写ないでむしろ多数の人を傷つけます￠神の目的雪一つ

宇宙の法則もこれと同様です︒陽性の独断的な考え方ほ好結果

れます︒

といえば︑こうした古代の方法は今日われわれが世の中で直面し

虹分割して良l︑結果を生み出すことは不可能です︒たとえ人間は

いまチ1の講座は璽壷虹Åっていますが一風吐これまで精神

ている不愉快な状態をもたらしています︒

う習慣が身紅ついてきた虹せよ︑およモ創造者甲法則を無視して

長い時代を通じて理解力が欠乏し︑利己的な攻勢力で物事を行な

たの内部虹宿る永遠の神性すなわ草創造着である部分紅気づくよ

その一部を除外すること旺できません︒しかる紅人間は万物由存

私があなた虹おすすめしたいの旺︑
う虹なりなさいということです︒轟なたの行なうすべての物事の

すると別な有名な敦酬﹁自身自身を知れロそうすれは万啓が理解

白我の心を増長させているのです︒

こうして人間は創造者そのものを無視し︑創造者の英知の上位紅

指導者としての J意識∫なるものをあなたの心軋気づかせなさ．いロ 在する理由を知ることもなく創造者の創造物を非難しています︒

でき古だろう﹂という青葉が具線化してくるでしょi︒そのため

しかも人間は創造者のものであるわれわれの意識から自分を分

離させること虹よって人間白身の誤った創造物把夢中把なってい

紅は心が常吋意識を信頼す雪㌻を知る必要がぁります凸
また私は読者忙普通の生活をすごすことを蒼じませんでした︒

ます︒モのため人間は知的な巨人とはなったけれども意鞄的見解

意識という海由中へぁらゆる生きものを集めるかわり忙︑人間

︹訳注︒特殊な行法や祈りなどの伴う異常な生活をすすめなかっ
﹁意線的な生活をすごすこと﹂これ忙尽きます︒モしてあらゆる

はそれを舟割し引き鯉しています︒だから人間は自身や全生物を

を持た虫精神的低能となり果てています︒

物事を適度把■行ない︑それを応用しなさい︒こんなふう忙して他

貫いて現われている神の生命を見ることができないのですが︑他

たの意︺あなたにすすめたいのは︑心の知力虹よる生括でなくて

の惑星の友は知識紅海いて生長し︑天国のような生活を遣ってい

の惑星の友は見ることができるのです︒というわけ旺︑進化した

惑星人が︑たとえ人間だろうが他の動物だろうが︑と紅かく一つ

るのです︒
法則由両面を応用しなければ現象または良い碍果は持てないと

≡I一︑
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の生物を見るときは︑その外酵だけを見ないで︑それを支えてい

箪

いうことを記憶して下さい︒モの両面とは客観と主観︑陰と陸︑

ゝ

る意識を見■るからです一缶

一L㌻

女性と男性です︒この一面のみ虻応用して他方を除外Lながら好

†

造者を見ることな釘で患って︑モのとき人間む心の意志でなく．

呈

結果を期待することはできません︒

■守

1．ヰ

あなたの︹神の︺意志■が行なわれる己と忙なるわけです︒彼ら

芦：竪

一

う︒電気は二つ阻面すなわち陰と除から成る一つの力です？陰陽

寧笹 痘；￣一

惑星人の世界や︑そこ忙住むすべての生命体は創造者の意劫的な

許

のいずれかt方のみでもって有効なカを得ることはできません︒
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現われであり︑またそのよう忙尊ばれているのです︒

晶なた忙はいま理解できると患いますが︑人間また旺人間の心

います︒
われわれ旺わかるよ

︑lJ

︳

がわれわれの義務であるのです︒ですから知識石女乏のために過

知ることができるように∴創造物のさまぎまの面を研究すること

なりませんでした︒つ

ったとLましょうGそこ

分を切り離しています︒
地球上の最初の人間が生活において白倉を導く教師を持たなか

法則忙よって支配されています︒人間甲部分を占める残りの十パ

去把やってをたようにほもうこれ以上創造者を批判しないことに

だを流れる風の昔を聴きながら︑彼は各風がそれぞれ異なる音を

は創造の過程虹あるのであって︑学習忙よって完全な現われ方の

しようでは為りませんか︒というのは︑実は人間は創造者やその

立てること忙売づきます︒また鳥の声や小川のせせらぎ︑その他

ーセントは自身の自由意志を用いること紅よってモの法則から自

創造物のいかなる物をも批判したりすることはできないからです︒

の自然の物音を聴きながら彼旺自らモうした音を作り出そうとし

方向へ働きかけています︒これ忙ついて酔間は関係ありません︒

人間が生命の目的を徹底的忙研究するならば︑理解が批判忙とっ

ます︒そこで笛のような物を作り︑壊忙は他の楽器類を作ります・︺

永遠の中把は時間はないからです︒そこで創造物の存在の理由を

てかわ牲ます︒そのとき最苗の表現としての人間は創造者と一体

結局︑人間は自分の創造者のよう忙な打たいのであって︑それで

こそこれまで自然旺人間の最高の教師であ

旺なり︑人間の英知は創造者の英知と調和するからです■−

轟なた路尋ねるかもしれません︒行為または表現の結果として

今日でさえも人間は海底や大気圏外へと活動⊥・卓ホすが︑これは

生きて表現している万物旺知能の或る面を利用して︑創造写れた

知能の蒔の中に生きでいるとい㌢ことを認めなけれはなりません︒

紅あります︒人間のおかす最大毎過失ほこの点忙ある切です︒〝

エゴ自体を自己■ロ教師すなわち創造者の上位旺層こうとする態度

全く自然から学びたいから忙ほかなりません一り
ところが︑人間の学習の最も不幸な部分は︑エゴが短気で島り︑

人間が分類している知性なるものを筆者はどのよう忙分類してい

目的を連行しています︒こうした低故な動物むすべては自然の指

あなたの︹神の︺意志″

るのかと︒われわれがこれと同じ分類法を用いるならば︑人間は

導由もと紅白動的旺働いています︒創造者の直其の指導忙よって

物事を単純忙しないで複雑にしているのです︒人間は︑自己中教

いか忙年令を重ねても絶対紅白焦から離れる己とはで計ない■から

の指導阻もとへ帰ること把量ります︒人阻怯まいか忙多くを学び︑

筈の自分の心紅従っていますが︑人間にとって唯lの救いは自然

師で晶り万物の生命でもある意識紅従わないで︑生徒であるぺき

のかわり丘自分の意志を応用し︑かくて・

といつてもよいでしょう︒

私が〝自然．と呼ぶとき︑それは神の母性原理の典型として用
一いられます︒自然は万物を生み出した母体であるからですロこれ
旺生命の女性面であり︑t．方．室上なる英知″は男性面です■︺モ

∵

ー してこの二つほ多くの現象を生計出すため紅t捧となつて働いて

5

ヽ

関な
する
確せ
な解
を出すことはできません︒
丁 です︒自己の知識を評価するもの旺自然であらねば
り正ま
ん答︒
然の要素と生命佐血生産を探究する己と忙よって自己の知識を自

を作り出した︺いみじくも次のようにいっています︒﹁自然が私

植物改良家︒ジャガ■イモ︑トマト︑ブドー■などのほか多数あ新瞳

ルーザー・バーバ

然に頼る必要がぁります︒また人間は生活それ自体を自然忙頼ら

虹植物改良甲知識を与えてくれたのでぁる﹂また荘は創造者と共

今日あらゆる探究の分野虹学者がいますが︑学者甲丁ぺては自

ねばならないので︑自分のエゴよりも自然を指導者把する必要が

その一部でぁるのです︒

はしません︒われわれはその指導者の現われの中旺生きており︑

は︑現在耐え忍んでいる骨折仕事や周囲の混乱などから解放され

間は真の敦甲丁なわち万物の意識という指導者のもとへ帰る計で

忙働き︑創造物を通して創造者と直面したとも述べています︒人

√

〝至上なる英知″忙よって支配

・

あるのですむ いいかえれば自分の心のかわり忙意識を自己の指導
者紅するぺきです︒

体験からしてわれわれは自然が
されてい一ることを知つています︒

モこで英知という言葉紅返ること忙しましょう︒われわれはあ

見ると︑われわれにはその人の表現から本人が全く知的であ局よ

いのがいるよう把見えることもあるの意︺だが謙虚な上品な人を

方の誤り紅荒づきます︒︹訳注︒人間のなか忙はまるで知能のな

ょう︒u如し人間が自己を表現するとき︑われわれは自弁の考ぇ

ねばなりませんっ意識的な知覚力こそ心忙とぅて知論由貯蔵庫の

ゴとしての知寵で荒づくかわり忙︑心が意識忙売づくよう忙なら

れわれは学習の過程を些警・亡せる盛宴があります︷︸心のlつのエ

生まれかわること忙よってもたらされるのです︒いいかえればわ

ません︒心の結果紅顔ら・試いで︑原因を知る完全な意識的実措忙

右のことなわれわれにユ■づたらすものは祈りや冥想などではあり

う旺見えます︒そこで人間は表現または行為によって知能母分類

錠をはずすカギであるのですロそ打は創造者と創造物のあいだを

らゆる状況からして人間が英知を現わしていると考えてよいでし

しているわけですL

ぜなら自己が創造された目的を表現し・ない砂一粒といえども存在

人間措もはや物事を複雑忙しなくなり︑自ら創造者との一体性を

ひとたび人間がこのこと忙売づいて日常それを応用するならば︑

つなぐ輪です︒

しないからです︒砂は人間よりも巧みにそれを表現していますG

感じるでしょう︒

あらゆる自然物はさまぎまの度合紅茶知を現わしています︒な

ほっそりとした若枝が最初は草の葉ヒして︑宇宙の九計応用し︑

金星人や他の惑星の住民はこのことを行なっていて︑そのため

紅白らを進化させています︒彼らは自然と関わないで︑そ甲溝則

自然界を指導する英知忙従いながら堅い・土地の中から出て来ます︒
Lかし人間が堅い土地の中へせのまま入り込むことは出難です︒

を理解すること忙よってそれと融合しているのです︒この理由で

∫︑

人間旦今日持つている知能のすぺてをもってして■む︑ワリ′ゴそ

′

雀卓は自身たちの惑星をも含むあらゆる現象を神の創造として専

醗艶配紺野鎧﹂エ賢く．︑′∧

の他の果実がどのよう忙してただの花からそんなに成熟するか虹
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ぷわけです︒．彼らは︑創造者は自分よりも︹創造者よりも︺＃る

るだけすぐれた性質の生命体旺向けるようにしなさい︒亡れを日

英田課

万物の相互関係

蜘せ創造することはできないという考えを生かしています︒そ常
し 行なえば進歩しないわけ把はゅかないのです︒
て万物にたいしてもこの感じを持ちながら︑いたる所．軋現われて

いる神性を見るのです︒
ルーザl■バーバンクがいったよう忙彼ら惑星人は創造者に直

面しますっかくて彼らは互い忙役立宮口将■ている万象の相互関先
係課では︑混乱をなくすため甘でき古だけ簡潔に万物の相互関
係を説明しようと述べました︒そこで人間打たいして役立ってい
と目的とを学び︑モれ忙よって創造者忙役立
る多くの領域虹ついて扱う・壱灯し訂し■音∵芸領域のどれが
沢山第四課ではこの相互関係を説明しまし上−㌣混乱をなくそ

なくても人間は生きることができないL︑宇宙の形成娃完成■写れ
うとするのならばモれは理解するの紅重要です︒読者におすすめ
したいのほ︑轟むゆる行為または想念の背後忙存在する真の自な
我 いからです︒
で轟古ところの 〝意識〟についてあなたはますます意識的忙な人
り間が白身自身虹関連する生命界甲あら阿る面を理解すること
ほ︑英知の最高表現としての人間の義務です︒
なさいということです
たり見たりするすべての物事紅海いて︑これまでエゴの心忙与え分析として先ずわれわれ中電辞力ではほとんど無価値なを出の
てきた認識窒息識忙与えなさいということになります︒計らゆ虻
る うに思われる不可視なガス類から始めること忙しましょう︒こ
のガス類のなか忙は密度と用途の異なるさまぎまの撞類が計りま
行為や吉葉の背後紅為る不可視の英知匠気づきなさい︒そうすれ
すDそしてこのガスから国璽化した多くの個掻が生じます︒
ばついに托それが自動的忙行なわれるよう忙なりますゥ
轟なたがもっと広い生命界を楽しみ理解し始めれば︑白身が進 このガス状訪中忙最高打活動が存在し■ていますゥそして各ガス

﹁信じ計れない﹂

します︒或るガス楓北阜レてかち中っ．く針活動暫蛤ぬ︑それを続

は各種の状態を生じるたむに抱吏ず互いに化合し詰り計画したり
歩しているこ七が申かります︒モしてこれまでよりももっと早く
丁イデ7や苧宗わき苧﹂ってくるでしょうロ

けて違竺個体となり寺子︒．その旗饅な段階由始めの部卦では︑
という立場からすぺてを疑わないで︑あらゆる想念や行為を分析
われねれが化学成分七Lて分類している液状となりますが︑その
して︑■モれらが前も

上の混合の過程を通じ．て髄端な熱■と塩端な冷帯とその中間甲数

段階忙おいては一連面化学成分は他の成分−化合して元甲状諒と
と庵意識的な反応な盾かを調べてみなさい︒そしてモの想念や行
甘異なる様相を呈して草ます︒
為が他
べてごらんなさい．︺

すぐれた性質中音楽忙留意するのと同様忙︑轟なたの心を多
でく
きの変化が発生しますコモして或各種凸耳スと液体の化合は︑

■
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虫だやかなまたは激Lい燃焼を起こします︒しかしこの活動から
ガスといくぷんか出物質とから成る液体の鼻固が起こりますロだ

しかしここ紅おいてさえも︑何かの変化が元のガ■ス類の轟いだ旺

起こったと考えてよいでしょう︒

れを放出することはできませんゥしかしそれらは存在するのであ

泥状忙なってきて︑水分が粗上虹落ち始めるからです︒これは二

ば︑大気はしめっぱくなり始めます︒というのはこんど娃ガスは

しかし

って︑この惑星上に存在する蜘を生み出すため旺︑存在しなけれ

度目の活動中領域です︒

がまだきわめて希薄であるため旺頚徴鏡その他の装置を用いてそ

ばなちないのですっ

ここ把引用した事柄を旺っきりさせるため忙︑液体が固体虹変

化する際の物体の創造を例証しましょう︒一滴の水が土塊に付着

そこでわれわれ旺当然あらゆる惑塵と物質旺ほとんど同．じ物で

できていると考えます︒ただ遭うのはそれらの大きさ︑密度など

面をゆっくりと流れさせると︑土は水のほとんどを吸収しますの

しますと土の中へ水を吸収します︒更紅もし少量凸水紅■土塊の表

こ打点にぉいてわれわれ些冗へ返って分析し︑白﹁王将生忙必要

で液体は哨戒して泥由かたまりができますゥそれはもはや液体で

です■︼
な成分のすぺてを具体化するところの．一形態を作り出すため忙︑

ほなく︑かたまりをなすため忙土を含んでいる水分です︒もし入
︑

このかたまりがどんなに大きくなるかはいうまでもありませ

手し得る限りむ土すべてを現収するほどの液体がぁるとするなら

何のた申出右のよケな段階があるのかを華見てみましょうロ

この太陽系の一惑屋は例としてよい場所忙なります︒それ旺多
く由個体を次々に生み出している無数の惑星を代表Lてい古から

土の分子すべては芽や壇子ばかりでなく︑無損物をも生み出す

ん︒

さて嘩倖を形成するため虹ガスがやったよう虹︑液体の活動が

可能性の為る道々のガスで成句立っていますゥモしてひとたび適

です︒
ゅっくりと行なわれて嬢固し始めるとき虹物体が創造革新る段階

当な条件が与えられれば︑右以外の蜘をも生み出すことが可能で

何らかの源泉から起こった活動が存在する所忙ほ必ずエネ甘ギ

勤は続き︑それが多く苺変化を生み出すわけです︒

すlリ．最初の段階から現在の段措旺至るまで︑さまぎまの度合に括

を心に思い浮かべてみましょうロひとたび静倖が凝固し始めると
き︑■液祝そのものはガスの場合と同様忙消癒するからですロ

比下 発生する物事の好一例ですじわれわれが賛しく晴れた空を
ながめる場合︑ただ空が早見るだけですロしかし自身と青空との

ーも存在することをわれわれ娃知ってい虻す︒与してこのエネル

ノ

−

y

ギーを摩擦︑静電気︑また揺運動エネルギTなどと分類していま

ノ

とをわれわれは知っています︒し■かしひとたびそれらが活動を始

升

す︒このエネルギーは雲が形成きれてかなりの速度で動いていて

王手H■H︵

めると雪が現われます︒そして雲の活動が始まるとそれほ再び元

︶

静電気を帯びるとき旺見られます︒そして充分紅充電されると︑

h㍗警■ご■㌢

の状態に返り︑つい監は全く見阜なくなって元のガス旺なります︒

あいだ虹技酸素︑水素など出目忙見えない元素がいくつもあるこ

」
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はそれ以上の雲が互い旺放電し合って二本の電線のようにエネル

要は電光のかたちでこのエネルギーを放出します︒もし二つまた
とって重要です︒

えず新しい結果を生み出します︒そしてその結果のいずれも他旺

生じます︒これがいわゆる雷光ですゥ

読者はなおも尋ねるかもしれません︒﹁そのガス類は始め忙どこ

どうして可能なのかがあなた紅旺埋廟できると思います︒しかし

こうなると︑最初甲領域や︑無の中から形ある現象になるのが

いる無機物のほとんどを含んでいます︒雲町政電忙先立って︑雲

から出て来たのか？﹂

ギーの交叉した鰻ができるならば︑その交点旺せん光と爆発とが

と雲とのあいだには明らかにただの空間しかなかったのですが︑

りする場合旺︑吸引■と反発の生きた法則をいったいだれ掛︑また

この雷光は地上で知られて

交点の所忙旺雷光を生じさせる何かがあった忙ちがい晶りません︒

何が定めたのか？﹂

書であったことをすで忙述べました︒

最初の二つの段階虹おいては或る撞の英知が現象の背後の指令

﹁各種のガスが次々と化合したり反発した

つまり必要な要素がモこ旺あったのであって︑モれを雷光のかた
ち虹するの紅︑適当な条件を必要とした旺すぎません︒
これだけでも空間は各種の要素から成っている証拠となります︒

〝現われ方∫を基礎として知能由段階を

分類しているのではないでしょうか︒われわれは人がいか忙立派

われわれは表現また旺

各形態は要素の結合の仕方次第でできるというだけのことです︒

紅自分を表現するか︑またはいか忙立派忙物を作り出したり︑行

この要素が人間忙知られている多くの形態を生み出すのであって︑

前述面ように個体の出生地ほ空間忙あ．るといえます︒不思議なの

あるように見えるこのような現われ方は︑知性の代表者でぁる人

動したりするか忙よって人間申知能面程度を計っているのではあ

あらゆるガス類はいくども周期をくり返してゆく可能性を背び

間旺とって迷惑にならないでしょうか︒それは恵しか紅迷惑なこ

は︑崩壊として知られている法則は出生の法則ともいえることで

ています︒自然界の万物旺このくり返しをやっているよう旺見え

とです︒そして先へ進むにしたがってこのことがもっとよくわか

りませんか︒ですから個人が社会の標準紅蓮していな．ければその

ます︒そのことほ元甲状麒忙あるガス類旺不変でぁるように見え

ってくるで七．よう．︹訳注︒だから他人を低能だと呼ばないほうが

すユなぜなら形態由如何にかかわらず崩壊が起こるとき︑最初そ

ますが︑一方個体結党生したり哨戒したりしているのです︒この

よいの意︺︒しかしこのことは万物を支配する宇宙の法則ばかり

人は低能と呼ばれます︒結果︹項数︺を生み出すの忙lそう秩序

現象由すべては︑われわれが速度または振動数ともいえるさ計ぎ

でなく︑全体的な宇宙の英知が存在することを示しています︒そ

れを作り上げた要素は元の状態忙返ってゆくからです︒

まの僅骨でもって絶えざる活動のなか紅起こります︒

いろの目的のため忙万物の内部旺具体化しているからです︒そし

してこの英知塩野態を必要としません︷−なぜなら英知白線が・いろ

わち因の結果時空わりやすく無常なものです︒このすべてはいろ

てオスや無頼物左通じて万物拭この英知肛従っているのですが︑

創造の基本的な力すたわち〝田″旺不痙ですっ一方︑現象すな
いろ皿摂動また措速度忙よって支配されていて︑変化しながら絶

′
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われわれはサイコメトリー︵訳注︒物品に蝕丸てその性質など

可能で届るという事実がわかってくるのです︒

分紅役立つため忙一団となっているのです︒これらの分子は個人
人間だけは別です︒
の肉体と心が行なった進歩の記憶を運ぶのみならず︑想像し得る
英知忙身をゆだねている物旺すべて絶えず存在甲状態紅あると
限りの最低の畏措から現在紅至るあらゆる成分の記憶を運び吾ゴロ
いう証拠があります︒そしてこうした物質旺常忙高次な表現の状
態に精化され︑万物把役立ち︑かくして宇宙の目的を遊行します︒ これは︑意識として知られる記憶骨子忙よって導かれる個体生長
の基礎でぁるといってよいでしょう︒これで一つの辛がかりが与
これが事実でぁることをわれわれ旺知っています︒というのは︑
えられます︒すなわち︑右の舟子群から確実に与えられている意
物質でできている地鞄は数十億年間存在し︑多くの変化を経てき
識的な印象類紅白分のせん書く好きな心を服従させる方法を会得
ました︒しかし人間の諸文明は興亡をくり返しています︒−文明
している意識的な啓戒性を持つ人鱒牽く甲知識を感受することが
娃創造者凸意志のもと忙続き︑他の文明は人間の心の意志虹よっ

て終演します︒これは人間を作り出す材料が消滅することを意味
するのでもなければ︑意識旺終わりが為ることを意味する皿でも

を察知する神秘力︺旺関心て多少とも知りています︒それ紅よる

性質などに関する知識を与えること︒たとえばこの指輪はこ七モ

って︑所有者忙リーディンダを与えます︒︑︵訳注︒物品の由来▼l

甘辛宙の意識″と︑この術忙長じた人は他人の所

畠りません︒エゴの心が宇宙の英知を臨克て行動したいと主張す
るとき虹終就が為るのですっ永続する唯一のもの旺

と材料なのであ竜て︑これほ絶えまなき活動と更新D過程を通じ
て儲いていますゥ

白分を訓練していますロ†√

何阜疑惑を起こすことなく︑やって来る印象帯を感受するよう紅

ノのルビーで︑いつーどこで︑いくらで買って︑だれの宇を転月
Lかし人体さえも進化しています︒これは人体を作り上げる材
料自体が宇宙の意志紅白らをゆだねて進歩し続けているためです︒ と渡りてきたかをいい当てたりすること︺こうした特殊な人々は
そして人体を作り上げている材料は心またはエゴ忙或る種の影響
を与えています︒モれゅえ心も多少は進歩しているのです︒つま
針モれは心自身の璽芯で進歩するのではなく︑内借凸英知が心忙

ってきた分子から振動となってやって来ます︒
この微小な記憶分子は巽牒には人体を維持し心を指導する意識
的実体ですっそれらはかつて存在した︑またはいま存在している
すべての蜘を〝知る者〟 です︒このことで︑ひとたび正しく訓練

たとえば生命掛の体験の記憶は︑その個体の細胞内の各分子内

働きかける部分が有るため把進歩するのです︒

虹記蕗されるということを最近科学者が発見しています︒人件は

ナ ＿

㌢￣
「■．二い−

9 む

∵む

いますロモして生命忙関するさまぎまの神秘旺むはや増大しませ
んロ秘密も推測も存在しなくなります︒なぜならこの微小な記憶

された人間の心緒自然界且万物と交わるこができることを示して

∧レ≡1

▲こ町㌧茎妄1Ju鞋諦

無数の細胞から成．っています︒また各細胞は無数の舟子から成っ
ていて︑∴これが螢去・現在の活動の記憶の塾や未来由情動のため

誓

の記憶の塾を運んでいるのですロこれら由分子は肉体中身数亀部

詰軒賢可．か
；そ∴
摂−

手∵や二k∵

遥竃璧﹁

■つ
L

1

．r

＋
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■

†

二、†

です︒こ揖発見は他の惑星の兄弟

︹

一個体中の陽子群は使者を作り出すの虹きわめて重要です︒科

ー

学で玉と呼ばれるハイ瞳すなわち∩＝n二山Ⅰは各個体の脹内で繁茂

しますが︑■これはリブソンといわれています︒各個俸は食物で養

う必要があ針ますので︑食物旺陽子群︹訳荘︒陽子群という釘は

少々変だが︑原文忙はそう書いてある︺や他の必要成分紅変えら
YI
れねばなりません︒己の手順すべては化学的なも凸で晶つて︑科

はこ甲知識をす守紅数千年間応用してきたのです︒そして彼らは

す︒

学忙よれば明らか虹H二フリンが普遍的な顧訳者として働いていま

個体中の細胞は特殊な目的︹複数︶のため忙集団化して小ます︒

たとえば心喋を作るために用いられる細胞は胸その他を作るため

者したことのある人は︑モの個体の構造を指示する或る撞の英知

旺︑このタイプの知性措心とは別個旺働いていることを示すため

私が記憶と遺伝紅関して科学的な発見のこの部分を引用するの

虹用いられません︒−︸かしど■の細胞集団も特殊な目的のための完

が存在することを認める虹ちがいありません︒全く等しい二つの

です︒しかし心は協力するため托そのことを知らねはなりません︒

科学者軋よればD珂且は生命空指示法の描かれた育写真原図で

個体は存在しないのですから︑轟らゅる場合忙小さな変化がある

こんなふう忙しで過去に何が起己ったか︑現在何が起こりつつ轟

全な個体の現われを生み出すた申忙互い虹調和し合りています︒

ことがわかりますn草しで個捧を作る際忙用いられる材料は指示

るかを心が知るわけです︒

把応じて遺伝の情報または箇旺関する指示を与えます︒これで宙

れ娃票田且と呼ばれる使者を生み出します︒この使者が個体の型

でし上

す︒そしてl走の時間的間隔をぉいて二本凸線は数字のBという

で他姓黒です︒白い方旺男性を表わし︑黒い方は女性を表わしま

きています︒．一．例として二本の平行線をあげまし上う︒一本措白

いる方法は︑地理の科学者のそれよりも簡単で一理解しやすくで

この問題紅関して進化した惑星人が用いてい牒装置類や国表な

わかりの′ように︑三位一体が空仕するのですロか甜Aの二面言計

字の形で互い忙交叉します︒そしてll車は絶えず能動的です︒■只∵

造化した惑星上ならば︑生命の研究紅おいて︑おそらくD甜且

首且竺面です︒また︑D罰聖高は塩把許す古メプ七−りを

という字形のなかに両者は目的忙応じて七ないし九徳宿面異なる

ど旺よって私が目撃した事柄を述べてみましょう︒彼らあ用いて

帯びたR耳且を生み出すこともわかります︒

の半分は女性部分と華且られ︑他の半分は男性部分と学兄られる

を受けるため紅或る彊の知性を持たねばならぬこともわかります︒
′

あるということです︒人間旺せよコン虫忙せよ何かの生命偉む二

す︒

の心草服従させるよう旺訓練してモれを日常生活旺応用していま

この 〝記憶翌週び手︹記憶分子︶■からやって来る印象帯に訂身

冨土算 pO土盾と名づけています︒しかるに他の惑星石兄弟たち

雷0肖当H叶冨呂已中土0 冨叶払︺及びRⅣ且︹H叶bOヨ昌

値や潜在性把売づいていません︒一部の科学者はモれをD打且

の援助によって行なわれてきたのですが︑地球幻科学者はモの価

これは真の 〝宇宙的な自我″

骨子琴がすべての活動を記録している■からです︒

・l、

された帯状態を排除することができるわけです︒そのとき心旺今

ー

結合状踪を生じ草丁︒こうした輸状を作った後︑特殊なメッセー

日やっているような過失なべり返さないでし上う︒

皇﹁‖封︐占．﹁■︼︑J小山ー■．い上．t・ト圭 こ 里 下 山

♂を帯びた使者が生まれ乱す？ての使者措次の段階がどのよう紅

は記憶なくして人阻たり碍ないからです︒この過巷転よって過去

性を持つ︑人間または他の個体の唯lの部分です︒たぜなら人間

はしませんロここにおいて記憶が運ばれる由です記憶こそは永遠

証できます︒だから心も∫知る蕾となるため紅■はこの英知と一

うして︑決して休むことのない或る橿の英知が存在することが実

とき︑意識は人体を働かせますが︑心は何も知りはしません︒こ

ていないということほぉわかりでしょう︒われわれが眠っている

心というものは人体内の意識的な英知の働き旺ほとんど売づい

の記憶は現在の体験としっかりつながっていることがわ■か軋ます︒

たるかの設計図を持っていますが︑自身智過去から切り摩すこと■・

モしてこのすぺては人間界とは別個旺起てります︒

はぁらゆる個体内で起こっている物事やモの目的を知るよう忙た

す意志〃″旺身を申だねな

げればならね理由です︒ただし前者が後者由正体やモ凸存在の理

こ甲大いなる英知と共紅潮く虹際して宇宙人が用いる方法ほ︑

ります︒区分というものはもほや不可解事をひき起こさな．くなる

前述のように宇宙人は数千年間右の知識を持っていて︑それを応

心のかわり紅白己の意識でもって万物を兢察すること旺為りますロ

由を知ろうとするならばです︒私旺︑右の知識の一端虹やっと到

用しています︒人間が真の自我を知ろうとすれば右の知識は堪李

わかりやすくいえば︑彼らは兢轟きれ■る個体が畠たかも自分でぁ

でし上う︒

的旺重要です︒右の知舐の中忙生命の絶対的な確実性があるかむ

るかのようにその個体について麓識的忙なるのです︒たしか忙相

手ほ自身で品るのです︒全体から切り許された勒は何もなlい■から

心は知らないの忙肉体ほ知っているということがねれわれ虹はわ

存在しません︒全く等しい土人の人間は存在しないからです︒七

人間が一定の規準とし．なければならないようなパタン︹型︺拭

ですロこんなふう忙して一つの心としての人間は全体と組合する

かっていますqゆえ紅心はこ旧己とを鹿成事実として盲信的忙受

たがって本講座は他の修養団体のごとくl■定の信条を設育たりは

とんど知っていないという事実を認め拍ばなりません︒しかし或

げ入れてきたわげです︒しかし心が調和的なおだやかな状態を保

しませんロ七だ溝なたの内部で働いている意識的な英知把克づく

のです︒

一
とうとすれば︑人体内で起こる物事のすぺてを知ることが心の義

、
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慣となるでしょうロそして心と英知︹意撃とは今日見られる■よ■

よう旺なればよいのです︒そうすればこれはあなたの思考上の習

る謹の知識が肉体を通じて働いていて︑﹁どうしたらよいか﹂を

われわれはみな自分あ肉体内で何が起こウているか旺ついてほ

です︒

達し止kす軒ない地球の科学に関連して甘上の事柄を伝え

これが︑人間頂 ″意志″が右の過程の

席化しなければな句ません︒これが達成きれ計と人間は常在耐え
忍んでいる不快な生活のすぺてを解消‖するでしょう︒そじて人間

√．ノ

務で為り特権であるのですロこうして心自らが創造書れた目的を

謹告

一 果たL︑不安紅よってひき起こされた混乱と恐怖旺よってもたら
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よう︒この矛盾旺低い性質及び高い性質の各記憶細胞紅よって起
こります︒もしわれわれが自分由自我紅ついて多少とも知ってい

うな二つ甲分離体としてでなく︑l体化するでし上う︒これが宇
宙人が進化した方法であって︑モのゆえ忙彼らは言葉を発しない

れば：﹂の二つ虻記憶細胞音調和させるところですが︑普通はモ

在理由を知っていると阜把のみなされるのです
われわれが創造者のよう旺なろうと思えば︑われわれは率直把
生命界のあらゅる面を見なければなりません︒創造者は何らの区
別をすることなく創造物を見つめています︒創造者が或る勤を好

傷つけること忙なります︒これはわれわれの心がすぐ・れた触媒作
用をなすよう旺訓練されていないためですユこれは心が生命の存

うし虻いで両塩端忙分けて︑いずれか一方を支持しようとします︒
こうした理解力の不足が不可解や考え違いを起こす原田となって
います︒人間はみな同じ存在ですから︑他人を傷うければ自分を

で万物と会話を交わすことができるのです︒
われわれが自己の何たるかを知ろうとすれは︑宇宙人の用いて
いるのと同じ方法を用いなげればなりません︒ただlつ銘記しな
ければならないのは︑われわれは〝酔き嫌い″忙従って他人豊野
難したり︑分割したり︑排他的忙なったり︑怨んだりしてはいけ
ないということです︒一度あなたが．記憶の芽″から来る印象類
をキヤ■Fチするならば︑あらゆる榎原の印象が来るでし上う︒そ

の印象類の中虹はあなた忙とって好ましくないのもあるでし上う
しト恐ろしいのもあるでしょう︒モれほ︑この地球上忙はきわめ
て低い段階の生命現象があるからです︒しかしこうした低い現象

あらゆる段階の創造物はその創造者忙よって愛されています〇各
部造物の目的が知られているからです︒差別待遇をする曲は人間
だけの特徴であって︑こ■れにょって多くの苦痛が生じていますが︑
これはエゴの心が自身を全体から離しているためですロ

み︑或る助を錬ったりす机lば︑創造者自身を分裂させること忙な
もなければ生命界は完全虹なりません︒あらゆる面が必要である
からです︒しかしそれらが一よ些理解されると︑モれら忙対する非 り︑人間以上にすぐれた業績をあげることはできません︒しかし
蕉は停止しますり これは︹生命界の低い段階は︶ち上うど残酷な

場面が展開される舞台上申請劇のようなもので︑これがないと生
命の各面が真紅表現されないこと忙なります︒
大きな魚が小さな魚をのみ込むのを見るのは︑われわれ忙とっ

リンゴは物質でできていて︑人間と同様紅意識的な生命によっ
て残酷旺思われますが︑それは人間がエソ少∴′を食べるのを見る
て支えられていますが︑われわれがモれ忙食いついても悲鳴をあ

げたりしません︒なぜでしょう？

のが残酷だというのと同じです︒なぜならニンジンも人間や魚と

同棲忙分子からできている生きものであるからです︒しかもこの

その理由は︑宇宙の法則忙た

記憶の運び宇︹分子︺は最も残酷なものから最高紀宝るまでの生

な

れます︒焼けている石炭上をハダyで歩いてしかも何ともない人

人間も肉体的な苦痛を感じな小よう旺なれるでしょうか？

いして絶えず反抗的な自由意志なるものを与えられた人間の持っ
ているような〝心″をリン

命界のあらゆる面の記録を持っています︒
これがときとして二元性の起こケてくる理由です︒あなたは或
る人を深く愛したがら︑しかもその人を傷つけることがあるでし

・一 が存在したりしますゥこの人たちは心の訓練由仕方を心得ても1る

崇賢
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ワ︺′ソトソ中▲ユーロ放送局旺保管しで計ります︒今秋の大統領選

t

響を呼び起上しました︒こ価ことは宋東町たいLて大きな可能性

くのラジオ．・テレビの放送関係者旺漬し首した︒これは著しい屁

これ髄質賛忙価します︒われわれ旺初島てワ〃′yLryから尭た多

ロードニイァ一夫人旺会の進行をうまくまとめてくれましたので︑

ばらしい仕事をやってくれました︒

のウールコツ・ト氏など︑すべてが私甲旅行を成功をせるため忙す

夫人︑ニューヨーク州のダイ才マy天人︑イリノイ州オーローラ

1スプHこ∴グズのロードファー夫人︑l一ユーヨークのブェサップ

かつてないほど旺成功した講演でした︒メリーランド州ツルザ7

部紅おける最近の私の講演旅行に関して報告しまレ上う︒・これは

温室ニヵ月問紅多くの物事が起工りました︒そこで先ず米国東．

うとも︑それは法則の誤用紅よって心自身が作り出すのであると
いう事実です︒モれゆえ︑生命がさし出すもろもろの祝福を葉し
もうとすれば︑心は宇宙の原理の自発的な探究者旺計る必要があ
りますロこうして︑人間の積んだ体験忙よって本人が得た価値を
思い出す瞭忙︑過去からの記憶が役立つのです︒
︹第四課請わり︺

⊥一 のであって︑心旺訓蹟されるため忙率直である必要があったので
▲
∴ す︒これでもつてわかるのは︑心がいか忙不快な状態に直面しょ

整詰

ノ′ ＝≦ヱゝ 巧言

′ 孟額
Yニ1

r㌧∵

ー15＿

−￡
Y

ものです︒画面旺出てくる葉巻型宇宙船ほパロマ一山の近くから

訳注▲︺ ケァH二ノォーニ丁州の小都市︺把引越してから撮影きれた

解説が付けられる筈です︒このカラー映画ほ私たちがダイスβ︹

が終了したぁとでそれを放送することになっています︒これ忙ほ

だったのでしょう︒

市からあまり遠方ではありません︒それがメキyコ甲会議の理由

申会合を開くこと忙あったようです︒サンホセプ丁ヲ旺メキyコ

−
め得た情報から判断しますと︑その目的はメキ訂コ政府関係者と

統領と会見したとき︑マ大統領は宇宙の平和と世界人類ぬ尊厳さ

メキシコのマテオ大統領がケアリアオーエア州でヂ■冒ンソン大

人が語った言葉を再録しましょう︒て﹂れは前代未聞の︑最もす

空琴識を願うと表明しました︒この声明旺金星人や土星人のいっ

やって来ましたロこれ忙関してワシソナrの右のテレビ局の支配
ばらしい︑最も信頼し得る記録映画だ︒どこの放送局がこれを入

ていることとほとんど同じです︒私はそのとき第﹂ハチャヌルでモ

の語を聴きましたが︑もし彼の姿がテレビ忙写っていなかったら

手Lても米国全土へ放送するだろう己
五月十八日把私lまメキ㌢コ市へ飛び︑そこで友人たち忙会いま

宇宙人が語っていると思ったかもしれません︒こんなわけで︑彼

かり把マ大統領が宇宙人とコンタクーしていたとしても私なら驚

した︒またサンホセプル7で少時をすごしましオが︑ここで旺彼
メキシコで行なわれた或る丑式会議旺出席させるため忙︑他の

きはしません︒多数甲冒の指導者もコンタタナしているからです︒

の言葉旺宇宙人が語ってくれた話にきわめてよく似ていましたが︑

惑星面人々を乗せた多数の宇宙船が最近飛来しましたが︑この国

しかし寸大統領は進化した他の惑星に存在するような理想的社．会

らはミネラル水を飲んで健康を保っています︒

で報苺された最近の宇宙鉛目聾事件旺︑実はその船田の一部が原

の出現を要望してそれを公然と説いた唯

の人です︒ただ彼の丑

因をなしていたのです︒金星が地球忙接近するこれから﹂ハヵ月な

職在任期間が終わろうとしているのは残念なことです︒だが彼の
後継者は彼む理想を引き謎ぐものと思います︒モの目的で宇宙人

いし九カ月先虹は︹訳注︒金星の近地点は今年十1月大乱︺︑宇
宙船由目撃事件がもっとふえるでしょう︒モしてこれら宇宙船の

の忠告蕃がメキyコへ行ったのだと私は信じています︒

した︒地球の自転速度がそれだけ遅れてきたというわけです︒し

及ぼす景観的な結果は患だわかっていませ
少し前忙︑天文学者は標準時計を一分間連戻しさせたと報じま

右甲会議でほ多く由講題が討論書れましたが︑そのすべてを日
下洩らすことはできません︒討論の内容由ほとんど旺己の太陽系
を扱ったものでした︒みなもご存知のよう紅︑太陽系披この数年
問次第忙変化しつつ晶ります︒変化は謹蛙で︑全惑星群虹宙響を

ほとんどはおそらく金星から来るでし上う︒
私がメ軒yコで宇宙人たち忙会ったとき︑彼らの宇宙船昭夫写
しの写真をなぜ撮らせないのかと尋ねたら︑その理由はアイヂy
ティフィケ√ション︵訳注︒或る人物または物品申写真などを見
て身元証明をしたりホンモノと確認したりすること︺忙支障があ
るからだということでした︒地球人忙はモの能力がないからだと
いうことです︒
その会議の指酋着たちは一日問メキシコ市紅いました︒私が集

・
・・−∴
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われは面白くない快感を期待しなけれはなりません︒

点が暴露してくるからです︒もし自転の遅れが誘くならば︑われ

でし上う︒大地旺たいする圧力忙わずかな差があって︑地中中東

気象虹夢寧を与え︑より多くの火山活動や地震などを発生させる

な遅れで苧見も多くの変化を起こしています︒すなわち世界中の

千マイ〝以上で宇宙空間を自転しているのですが︑そのごく僅少

かし宇宙人旺一身田十五砂遅れたといっています︒地球は時速一

地球忙たいする静響は変化する語状態高ほんの一面托すぎません︒

ンバ可∴′ス忙し︑モの終戒をもたらすことになります︒現在この

ば︑こ申惑屋を破壊すること紅なむでしょうロすると太堤系を7

填で現在一分四十五砂も遅ら．せていて︑この上遅らせ続けるなら

っとひどいこと忙なる可能性があります︒もし地球が核爆発の莫

からです︒この地球の文明も破壊的な舟野で持続するならば︑も

らは科学的また旺制限された技術的知識でもって自身を破壊した

科学上の装置では︑この遅れ．が小さな変化かモれとも永続的な

モれ旺次r静苛は世界中￠人間忙たいして起こっています︒不
ヽヽヽヽ
安感がすで旺その証人となっています︒ごくわずかないらだちが

人間同志を舟立させるでしょう︒地球が自転を遅らせ続けるなら

ものかはまだわかりません︒
もし地球の訂転が七分ほど遅れるよう忙なれば︑それ鱒太陽系

を学ばない限り︑いかなる変化でも必ず人間虹影曹を与えます︒

ば︑不安と正式が増大するでしょう︒人体旺地球の無喋物で作ら

地球の核藤寛が地球自転を遅︷するのを助長したということが

いいかえれば元素紅支配されないで元素の主人忙なるのです︒さ

が崩壊しかかっ七いることを意味します︒しかし目下のあらゆる

会議で指摘されました︒地球紅たいして核爆発の反応はプレ■−キ

もないと人間は︑地球は存続しても自分を破壊すること紅なるで

れているので︑人間が白己を支配t得る宇宙的性質を帯びた法則

のような作用をした出です︒これは横体を推進させるジェット棋

しょう8現在凸徴贋は自戒打方向旺あ灯ます︒なぜなら人間のエ

徴僅か極みて︑これ彗蒜だいぶ先のこと虻なるでしょう︒

の噴射のようなものです︒

モ由法則忙従って生きないで︑人間払いまそれ虹反抗して働いてい

ゴはあらゆる自然の法則の上位にモれ自体を置いているからです︒．

建設的忙用いれば価値が去るということを技術者は知ウていて︑

l︑ます︒﹁自然が人間忙そむかないよう旺荒をつけよ﹂とこれ珪

こんなことをいえは妙紀聞こえるかもしれませんが︑核爆発は
敵填的忙用いれば危険だという．こともわかりている揖忙︑現在こ

の世界旺技術的な世界を築き上げているのです︒■・ところが核爆発でいわれてきましたら人間旺宇宙の原理に背を向けてしかもレム

は上が．前記甲会議虹関してお伝えできるすべてです︒

のほどんどは破壊的忙用いられているの■■ですから︑これはきわめリア人やアーヲンテ■イス人以上忙生き伸びることはできません︒
て危険性を帯びています︒ところが大塩由撞術者は結果が．どうな

さて︑東部とメキシコで出された質問頬紅答ぇまし上す︒一っ

旺私が過去忙閣議した刊行物転関するものです︒︵訳注︒戦前や

るかを知らないモ実験していますロ彼らは人間性無視の連鎖反応
的慣例を具体化害せたこと忙なるともいえまし⊥う︒・レムリアヤ

I∴射

っていた哲学と現在のそれとの阻係を聞かれた質問︺たしか忙私
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アトラソティスのごとき大昔の文明もこれをやっています︒それ
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は−九二五年以来敢えてきました︒．そして一時私の教え娃．ロイ

遽tt

阜

■
別な質問埠次のようなものでした︒﹁なぜ或るグループ︹複凝

変ですが︑その応用凸仕方は人間が学ぷ忙つれて変わってきます︒

時精神科学と哲学紅関するものでした︒ところで宇宙や原理は不

としましたので︑こ甲田体名が選ばれました︒この教えというの

送局から放送されました︒私のグループ活動偲法的紅名称を必要

づていた最も親しい友人たちでさえも反対派把ついてしまいまし

更虹激烈忙なっていますゥモ九で︑この人だけは間違いないと息

したからですロこうした妨害は宇宙人が私忙コy慮rクーして以来

人間が白身の力で考えることを刺激した進歩的な思想を私が堤供

こうした妨害が泉；たことは私が数えを始めては来の事実です︒

腋畠なた空路LL入れようとしたのか．？﹁﹂

知識紅おいて人間が学んだり生長したりする必要凸ない時は決し

た︒

別な質問︒﹁あなたは助手を必要とするといったの旺︑モれが

らです︒過去においてわれわれは天と地とを扱っていましたが︑

わ丸に示しています︒目下それを用いるの忙重要な段階忙あるか

たる人捜そ凸其の意味をつかまねばなりません■︒■また旺私が不在

或る知識を持つ必要が畠ります︒つまり私ポロ述する鮭紅は助手

私が必要とする塩類の助字を持った・めには︑本人が私忙関する

撞供されると拒絶する亡なぜか？﹂

いま措宇宙がよ軒大いなる知識へのドアーを開いています︒昔の

であるときは助手が私忙かわりて仕事ができなければなりません︒

進歩を疑問視す計のであって上それは一カ所紅停滞しているので

となヶてい計サロしかし進歩に終わりはありません︒愚鈍のみが

じなのですが︑人間忙役立つ応用法ははるか忙容易な急速なもの

ています︒こうして人間は進歩したのです︒原理は依然として同

かつて人間ほ物資を牛革で諭達していましたが︑現代旺空輸し

ようとしています︒彼女が．それを学び取る由は困難でほないでし

保障のすぺてを喜んであきらめ︑真の保障として宇宙を頼り忙し

忙目下本人を指導してい三毛こ阻女性は現在所有している身の

います︒宇宙人はこのような人物を知っていて︑この仕事のため

tた︒しかしいまは別な優秀な人物を選ば＝ね鱒ならぬ段階旺きて

する︺本人が望むならば一つのチ†yスを与えようと待っていま

私はかつて︼縛忙いた人虹︵訳注︒ルーy−・マタギニスを意味

すが︑英知はいつまでも前進します︒だか虻或る人々は私が変化

上う中

生旺永遠の中の一瞬托すぎません︒人間の保障もモれと同じセす︒

この人

ません︒私は決Lて変化し拭け空﹂とをや

奉還紅■進歩する生命こそ︑本人がどこへ行こうとも︑どこで生ま

身血保障といえば︑．■その意味拭いったt︑何でしェう？

と叶う確固．たる基礎の上把亘ってい■紅いと息い・患す︒

∵見ることができないため旺・ジグと立ちどまっている忙もがいあり

したという由です︒進歩旺変化魔のですむ疑阻祝する人は進歩を

かげで全体を探究してい芋丁︒

知識の探究は制限されていましたが︑いまわれわれは宇宙人のお

得ることです︒しかし宇宙人は法則のもっと簡明な応用法をわれ

て当時応用された原理示現在も応用されるというのは真珠忙あり

てありません︒これ旺よって進歩がなされるからです︒したがり

アル●オーダーーオゲ■ティベタト■の名称で二壇頚血ラジオ放

■J

計上r−㌢r巨■己F■1書rトト′．F．⊥■＝t︐

【−・・・18＿

J▼．■．■■1．1一1

﹂1．︐一

1・．−．上

︻

L−J・■・▼■

■−・■■′・■・−−・−−′＝・r■−■・・−−■−−・−−−■・T■・・・■・−・†■＝■†√T一−▲−■■・■−﹂

巨︐卜■rrL′上＝ト昌H

れかわ．ろうともついて歩く唯一中泉続的な保障です︒

私自身を例忙あげてみまし上う︒私は一般人が求めようとして
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した︒夫妻はベルギーで新た忙研究田植を設立しようとし七おり

■持描琵Ⅲ▲″

今年か来年私を招待Lたがっています︒東洋への訪問計画も立て

います︒その内聖一人旺米国紅いる人で︑メリーヲyr州y■ルケ

私は世界中虹多くの新しい協力者を得たことをうれしく思って

られていて︑来年は忙しくなりモうです︒︵訳注︒これは日本訪

家旺住んでいます︒しかt私がモこを離れねばならぬ場合はその

アTIスプリングズのロードファー夫人とウイス■コyy

鹿起忙なっているような保障を持ってはいませんが︑人が必要と

家を持って行くことはできません︒したがって問題となるのはた
だ現在の便利さだけで︑それを私旺持っているというわけです︒

ルトニ二のyヤーロブ⊥ト・ブロブナ夫人です︒二人ともすで紅すば

問を意味する︺

私が持って行ける唯一の蜘旺︑創造者の目的忙役立つこと忙よっ

らしい仕事をやってくれました︒ブロッブ夫人は多数の大学生や

する物旺何でも持っています︒私はまだ金の支払ってない美しい

て得たかもしれない借用です︒この信用は永遠を通じて持続す畠

とする物智私よりも創造者がよく知っていて︑この世界での私の

の生涯虹おいて私は欠乏したことはありませんゥこれは私の必要

知識は大いなる助けとなるでし上う︒七十lニ才を数えるこれまで

ネというものを使用しないのですから︑金星へカネを持ち運んで
どれほり訂価値があるでしょうっしかし私が身虹つけた宇宙的な

ヵ月問教ぇ︑あと阻大力月は米国ですごすこと忙なります︒

けるための建設準備金です︒これが実現すれば私はメキyコで﹂ハ

メキシコG上戸のマリ丁・クリスティーナ・デ・ル霹ダ夫人を助

これはダアグラハヲとチャパラの付近虹学園を建設しようとする

メキシコ紅いたあいだ私は団体の設立旺ついて話し合いました︒

y州アブ

のであって︑これこそ唯一甲永続的な保障なのです︒金星で旺カ

教授忙関心を持たせて︑今秋彼ら忙私が講温をする手筈をととの
えています︒

晩年忙おいて凄も必要とする物を供給したまうのだという信念を

宇宙苦学を体得した人に必要なのは広範囲な活動性です︒・私は

基礎工事を完了しましたが︑私がこの世紅いなくなりた場合に︑

私が持っているためです︒創造者旺役立つことと︑多数の人を傷
つけるかもしれない物質の富を蓄積することと︑どちらがよいで

それを引き継r人たちがいなければなりません︒

こ凸．生命凸科学″講座といえば︑それをただ読んだぼかりで

しょう？ 私ほ創造者への奉仕が人間紅必要とされる唯lの奉仕
であることを身をもって証明しています︒創造者から品報いは人
さてG且P凸活動把ついて一つ報告Lておきまし上う︒私たち

す︒宇宙人たちも私もこれを非常忙喜んでいます︒たぷんその研

いうことで︑そのことをここで報告できることをうれしく思いま

なく日常生活紅応用した人たちはいわゆる奇跡を体験していると

はペル草−からメイ・モーV−とそ甲乗車−リスのt一週間にわた

究グループから必要な指導者が得られるでしょう︒創造草の仕事

間のそれよりも大きいのです︒

る訪問を受けて楽しくすごし吉した︒多くの層題が出た鎮︑彼ら

が停止しない限り多数凸人旺とっての必要蜘︹指導者︺時存在す

甜

旺．ベルギーG且P″のため忙豊富な情報をたずさえて帰国しま
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ようです︒

阻も絹謀

私中流行中紅奇妙な出来事が少々発生しました■︒〃⁚〃ヴTIヌ
プ町yダ．ズで私は政府関係者や■各官庁に講演をするよう忙と依頼

′

■l一．′

l

てありました︒ロサソリエ〝スから送って来た由です︒私はただ

ち忙それをこわして︑反対派がなぉも暗度していることを示すた
め托そのことを話しまLた︒

またメキシコ紅いたとき︑新聞記者たちが私の写真を通りまし

た︒周囲の景色はよく写っていましたが︑私の姿は写りていない

を受けました︒私は遺子力委員会〟旺属する二人の男″とき
わめて興味ある話をしたのです︒更に

で︑私が立・つでいた個所旺は白い光があるだけでした︒これ性別

呈ベイス・プロダヲム針

と関係のある一団の人々と全く愉快な話をしました︒すばらしか

な神秘です︒

一

ゥたのほ予備空軍の将兵との会合で1高官が出席しました︒ロー

どうして録音したかったのかわからないといっていました︒始め

最初彼らのテープV■コ■−ダ†をテストしてみて大丈夫だったので︑

てくれといってきました︒そこで貸すこと忙しましたが︑空軍は

ので︑私の方把録音テープがあればそれをコピ1したいから貸し

プを再生しょぅ

密忙していて■︑横根を隠してbた町ですロところが︑あとでテー

軍もチープリコrダトを持参し︑∵しかもそれで録音することを秘

いました︒このことは︑われわれが裏側紅宇宙の見舞と共忙働ぺ

にはもう耳が聴こえるよう忙なり︑少しばかり言葉を口紅出して

私の心中を察したかのようにうなずきました︒そして家を去る前

きるのだと念じてやりました︒すると彼の顔は晴れやかになり︑

から︑私はこの男は自分の意識でもって話すことも聴Yこともで

の者忙回答を書かせまLた︒こうしたことなち上つとくり返して

yでツンポだったのです︒相手旺質問を書きましたので︑私旺家

う︒或る午後︑一人の苦い男が我が家へやってき患した︒彼はオ

ところで私凸家で発生した興味深い出来事忙ついて話しまし上

旺テープ把録音してあつ姦少佐の・声までが消息ていたということ

ならば︑不可能な串はないという事実を示しています︒意識とは

ドフr−天人は私がこの会合で行なった講演を録音しました︒空

です︒これほ私という人物と︑どんな種類由力

宇宙の言語であることを理解するなら︑なぉさらそうです︒

々起こる出来許を建設的忙論理的忙推論するよう紅仕向けられて
います︒推理はハ■メ絵バズ〃のようなもので† その絵を組み合わ
せる忙ほ組誠的︑論理的なパタリて管用いる必要があります︒計れ

科学界では多くの賛否両論が行なわれていますので︑人月腋次．

建設的な推論

いうこと忙ついて1 ちょっとした神秘的な事件となりました︒し

かし空軍はこの次私がワシントンへ行ウたときまた講演してくれ
と依頼してきています︒
私がニューヨー㌢紅いたあいだ︑．小さなゲトトクー敦の人形が
私宛忙送られてきました︒︹訳注︒ザード・クー敦軋酉インド諸島

及び米国南部の黒人間旺行なわれる迷信的慣行で︑語法︑まじな
い︑ヘビ崇拝︑人身御併などを含み︑特把人形を作って憎悪の対
象を呪う︺その人形忙はビンが突き刺してあって︑盟は私忙似せ

■−

ワ
﹁L．・一計■二

︻

ら中量一戸い分を注意深く聴きなさい︒何をいわんとしているのか︑

闘開閉闘開閉闘闘H悶錆障鮎撞撞い⁝鞘捏付目用H瑞1・絹代描㍑錯鵜障班

を用いな甲れば自身がひどく混乱し︑うまくゅきません︒ハメ絵

の説が誤勺ているのをたしかめる旺は︑それを自分自身忙応用し

だれを攻撃しょうとしているのかを知るため旺︑その説を骨折し

もLその給が人間たちを描いたものであるならば︑あなたは他

てみて︑好きになれるかどうかを調べてごらんなさい︒こんなふ

と同様紅︑組み合わせてみればよくできた絵もあれば︑わるいの

の仲間のタブの中へ自分を押し込むよう忙して懸命忙努力し︑そ

うにして晶なたは他人からしてもらいたいと思うことを他人忙も

なさい︒もしその説虹誤りが晶ればそれを受け入れないようにし

の場合個人的な自我を排除しな望伸ばなりま甘ん︒▲Bの両者忙

すること虹なるのです︒氾きれた過失忙直面することを決して恐

もあります︒それを他人紅やってもらいながら白身で体験するこ

公平な態度をl訳そうとするならです︒特忙絵が完成するまでは非

れてはいけません︒いつまでも傷跡を持ち運ぶよ牒も︑モれ旺直

なさい︒本人のため忙それを訂正するのは更把よいことです︒そ

難を軒止する必要がありますロさもないと友人智さえも敵忙⊥て

面する方がよいむです︒

偉大なのは自己の弱さを克服して辞利をかち帝る人です︒忘れ

てならないのは︑完成きれた人間旺存在しないこと︑そして過失

せん︒たとえゴシップ崖があなた忙訴えて︑よい意図を持ってい．

を訂正できるほど忙われわれが成長すれ■ば︑過失をおかすこと紅

人々が互い紅推理することができなくなり︑そのため紅敵同志

井■茹■舟好

ハlり′レ

卜寸．・ご

木骨．亜甘潜り⁚打＃⁚早

係をも知らないで︑ゴy■ツゲ屋は自分で作って折る絵忙あてはま

とっては必読の蕃。
著者棺桶者の友人で

忙なれば︑世町中は悪い状態旺軒ります︒それは自戒への道をた

する詳細な解説も上

るよう忙物事を創作します︒たぷん他人を傷つけようという意図

名で、モの成果忙関

どるだけでし上う︒人間同志を結びつけている触媒がなくなるか

潜心理学実験器は有

旺ないかもしれませんが︑真相卑知らないのであって︑かくて本

特旺氏の発明忙なる

らです︒そうなると友人間︑兄弟間の対立が起こり︑神助似姿旺

で、超心理学研究家
としとも・一流町人。

人⁚は最も貴い物︑すなわち大抵の人が望んでいる．友人■なるも

気工学科出の科学者

消兢してーまた建設的な推論もな1なるでしょう︒

由。橋本氏揺東大電

な道が開かれていても︑本人は関係を復活させることを恐れるか︑

もある。

また推量占人に課せられた催眠的な呪文旧ため忙︑本人は推理の
原型と論理的な思考力を失うほどに自分の心を硬化させること旺
なります︒

ゆえ忙神から与えられた最も価値のある贈り物を失わないよう
旺︑こうした状態紅売女つけな書い︒結論に飛びつかないで︑あ

㊥

れば直送されるとの

幻を失うこと旺なります︒そしてつい忙は調和の止め忙どのよう

よって学び頓るのでぁるということです︒

記貯蓄物忙出ていろ 精神科苧の探究者忙
るよう旺見えても■︑それを避けなさい︒事の真相を知らず個人関

ぅも苺書記だ知っているだけで︑事実のすぺてをつかんではいま

しまいます︒ゴyップを避けなさい︒あなたが長いあいだ或る出
■■
来事や関係者を知ってきた場合は特忙そうです︒ゴシップ畳とい

とはできません︒

司山LH．願u
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少

の宇宙船団の一つが軌道紅葉サてい革限り︑それ措人工衛星だと∴

いえます戸こうした宇宙船が再度いなくなると︑即つて観測され

た軌道から急虹哨戒す亭物肱由不忠蕎な現象を説明します1リ

あと凪質問に朗しては直接入手の情報を経っていません︒私の

個人的意見では∵宇宙船はときどき人工衛星を妨害していると思

．います︒宇宙鰭は少数凸人工衛星を停止させたり︑軌道忙乗せる

もの︺を捕えて修理したも揖と思います︒

由紀失敗Lた衛星二定日情報を地球忙送り返すよう意図された
間i スブート：クー号が打ち上げられる前把︑宇宙人が地球の

間2

れたとき︑多数高科学者のあいだ把大きな動揺が起こりました︒

マイルでLた︒こ出荷星がレ十ダーテストによって偶然把探知さ

は時速 刀八千マイルで赤道の周囲を廻って由り︑高度は約六百

紅︑地球を廻る軌道旺二個■の大きな物体が発見されました︒一風

昔 最初のスプートニクが打ち上げられたときより二年以上も前

たか？︹アーカγソl州プチマザィル︑む・F︺

間ヨ

い骨を持っていますが︑白人旺はつなぎ目があり■思す︒

鱒屈源血相達智示してい草丁りこ幻相違旺広く争市した起頗また
は始まりあ結果

行されました︒現代の人類忙拭骨格上の相蓮がありますが︑これ

苔

大陸系からも来た人が■いま了か︒︵右旺同じ︺

を受

かつてあなたは︑各国の指導者は宇宙人からJ指導″

地球上の現在の種族由元となった住民は太陽系の内外から連

みな娃最初それをソ連掛打ち上げたものと考えたのですが︑いう

そ

と伝えていますがー︒︵看把同じ︶

うしたコ㌢βタIの最初の噂はアイゼ﹁ハ■ワーの任期中■モあった

したが︑そのいずれも米ソ甲衛星ではありませんでした︒この物

字宙式の指導は米国皿形成忙役立ちましたゥ﹂yヨ⊥lが・ワ訂

音

yト㌢を含む多数の大統領比−現在米国の指導者を指導している

国は自らの軍使を持っていて︑それが世話草し1・数百年前忙立て

のと同じ宇宙人たち紅よって酪助されています︒このことは︑．■各

−それが軌道賢人ウて尭て︑地寧上の或意地墳の上空紅

られた計画把モって国の行事を署こうとす吾こ述べてあ㌃聖書計

他凸惑星かち来た宇宙昏翰が一惑星に産近しーこの場合は地球

せんが︑その可能性娃ありますゥ

体のすぺてが他の惑星から来た宇宙船かどうか軋私にはわかりま

また最近数カ月問旺地球を過る十三個ほどの物体が発見されま

までもなく地球のものではありませんでした︒

けてきたと述べま■したが︑この指導はいつ始まりましたか？

地球の最初の住民として連れて来られた人々に関する件で

周囲へ彼ら虻人工衛星告軌道紅葉せたという情報があります：﹂

すが︑彼ら披この太陽講内だけから来たのですか︑モれとも他の

￠ ●A．●．ハニー

の情報は真実でしょうか？ それは地球の人工衛星忙貴地しまし

質・疑応答
うとすれば︑スピードと軌道とをつり合わさねば虹り患甘んロこ
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言葉の真の意味を明らかにしています︒各国の指導者は多くの点
聞古

まれかわるという紅すぎない﹂

﹂

で宇宙人から〝指導″され溝助されてきたのですが︑だからとい

をあなたは予軍できますか︒︹ミシガン州デアポーざ︑P・n︺

−．いJ・

って必ずLも指導者たちが相手を宇宙人だと売．ついていたわけで

筈

一一．

もありません︒

いし四年間はl般人が右の事柄紅気づかないと思います︒円盤の

■

問4 私は進化論に全面的忙賛成できません︒Lかし進化という

知識が大衆紅洩らされるということ旺なれば︑それは一国だけか

私は予言をほとんどしませんが︑まだあと少なくとも三年な

地球人が全般的に他の惑星の人類忙売づくよう忙なる時期

ものはぁるかもしれないと思います︒あなたの意見は？︵右忙同

らでなく国連かを忠義されるでしょう︒

ているような或る撞から別な憩へ・変化する進化なるものはぁりま

ーク州ヨンカーズ︑R・J︶

があります︒Lこれはヨガの形式のようなものですか一︺

︹ニューヨ

〝空飛ぶ円盤同乗記″中虹肉体の運動紅ついて述べた個所

せん

・

H廿

しかし哲学的︑霊的︑精神的な属性は筋肉運動旺よって発達しま

大武血肉体の運動はま健康紅まく︑筋肉の調子をとと苧早ます﹁一

筈

間7

りヤ リ・」 与・ ・．

解力のない人がこんな説を支持するだけです︒

考えは誤りであるばかりでなくバカらしいことです︒ほとんど理

置を変えて︑夜ごとに新しい位置直現われます︒四月中旺日没時

間β

動はそうではありません︒

せん︒ヨガは苦学的な大系を持っても︑ますが︑宇宙人甲行なう運

聞古 丁ダムスキト氏の著書虹よれば︑人間は地上忙肉体を残す

旺頭上にありました︒具にしては明るすぎるし︑屋面ように行動

筈

夜空に見られる

ことなくして別な惑星には行けないとあります︒アダムスキー氏

しません︒何でしょう■？︹テキサス州キンダズザイル︑且・撼・

筈 7氏の書物にはそんなこと旺述べてありません︒行く段にた

よって寛ごと旺位置を変えます︒望遠鏡でのぞいて見ますと金星

ロ︶

れば︑だれでも肉体のままで別な惑星へ行けるのです︒それ忙つ

ほ三日月のように見えます︒或る月虹技早朝忙見え︑或る月忙は

それ旺金星です︒金星娃太陰を廻る軌道や地球の回転など紅

いて何も心配することは盾りません︒7氏は次のようにいってい

夕方虹見えます︒古代人はそれをルシフ才一と呼びました︒

けないという意味で揺ない︒大鼓の例の拳骨は死後他の惑星で生

肉体の死と生まれかわりであ虻︒しかしこ雪﹂とは肉体のまま行

ます︒﹁この地球を去って高野な惑星虹行く場合の正常な径路は

行ったのですか？︹ゥィスコン〟′y州ミルウォーキー︑轟叩・二じ︶

は自分の肉体を宇宙人に殺してもらって霊魂となって大気圏外へ

人間は数十億年以上も■かかって動物界から進化してきたという

ぁくま言′コであり︑犬は犬でl人間は常忙人間ですロ

ティトが現われようとも︑モの踵はやはり元由ま寺号す︒ネコは

筈 変異甲かたちとしての変化は起こりますが︑大抵の人が考え

じ︺
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そ聖件放談は次のとぉりだ︒彼はア
帰る途中で︑ブコープア州ヲ〟ソォニアの付近紅きしか■加った︒そ

のとき円形掛物体がサーッと降りてきて︑亭の上空把鳥のよう虹
停止したっ

勒が来るとエンジンが弱り始めま七た︵︼大きさ措私の串の屋根ほ

﹁私は時速六十五ないL七十マイルで走ウていましたが︑その

肌の空風出現する不思議な物体の目撃報告が増加するためー官憲

どで︑高さは約六フィート︒革の

モリ7−ティーの啓官・トミー・リチャードスyの話忙よれば︑右

着陸するのを見た︒また︑当地付近のエツヤゥγFの青年ドγ・

十七日硬旺ラ・スヴュ二刀ス付近で︑燃えるような赤い大きな円盤が

明ら

降しながら二度のすれ遭いをやった︒始めはヘッドライナの前忙

〝ファミリー・レコードゴブラン″社のスパータンパーダ地区
支配人でぁるパーハ
ームの部分旺或る物質を落とした︒モの円盤は空中の高所から下

方向旺廻っていました︒全体が大きなコマといぅた感じです﹂

い七ようでした︒虞の部分が一方向旺廻っ．ていて︑上部は反対の

アダムズは二十八日早朝円盤めがけて十二尭ほど射ったという︒

の青年ほその物体の下をドライヴしていた︒急に皐をとめて外へ

体のよケな香料のごときものを落とした︒

二度日のすれ違い・で︑そ幻物体は再びへ

モの円盤はおそろしい熱を放った︒そしてパ氏は数個の丸窓を

︹

停止した観︑革甲屋根由上をかすめて︑そのときよい忙おいの液

フルとピストル甘いずれを任用したかは明らかにしなかったし
ロサアジェルス・タイムズ舐︑六四年四月二十九日付︶

約二マイル草について来た︒三度目のすれ違いのときパーハム氏

は車をとめてライ■−を消したaするとその物旺急速虹飛び去って

サウスキヤ・甘ライナ州ウ干ルアォードの男が奇妙な話をした︒

通して内部の黄色の照明を見ることができた︒外側のプチ凸まわ

消えていった︒
そ紆によると︑一個の空飛ぷ軌倖が六月二十九日の夜︑オヨー才

腕拝ヤケドtていましたロどんな忙恐ろしかったことかI﹂

﹁私措ラヴォ・二7へ向かって革を飛ばしてい・ました︒たしか旺

り虹ほ魚のヒリのような付属物があった︒

旺いう8 ﹁あまり忙眩っき

硫をやけどさせたりしたという︒本人■ビューフォードトパ∵寸ハム

7州のハイクェ★で彼の草揖上把急降下して︑塗料をこがしたり

円盤︑亭と抗をこがす

Fライト旺ひかれて

出た彼娃物体を中らって十l高射ったがだめだっ七という︒ライ

︑

はその静香紅多忙を垂わめているロ嘲某されるのを恐れて氏名を

︹オーナクアーク︹ニューメキシコ州︺且P︺ニューメキyコ

ニューメキシ コ 旺なおも円盤が出現

屠塵塚密廟厨晶箇窺■値即畳替

一仁一
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＜亡蚤1〜＝・−・．一望ちTt∋■・3■ピ．邑・︻．1亘・♪．

サウスキサロライナ州7ンダスン空港の官憲アルバート・1ミリ

メロり．↓Ⅵ＞パ1■

汀lほ・−
．﹂汁繋小．．リ．江ご．り・

汚．‡■目指描沌日展目指＝

L

宅へ売り込んで来た︒彼女と友達が屋をちりばめた夜空の下を自
ったという︒

ブタは他凸官憲数名と共にパーハムの卑を調べた上︑ジ▼ヨ・・プア転亭で走っていたとき︑n二F∧Uが低く飛んで来て︑しかもくきか
州サオーナーロビ㌢ズ空軍基地へこの件を報告した︒ミリ吋＝グ凸

であるマイク・ヘッドの語るところ忙よると︑彼のグループは望

こ甲話はたちまち土地凸高校生たちを動かせた︒悪童蓮の一人

いたという︒ガイガーカサンβtのテストでは︑畢旺別段放射能

遠鏡︑カメラ︑テープレコーダーなどを準備して先週の火曜日の

話旺よれば︑パーハムの最新型の革には抽のよ
をあぴた形跡旺ないことが判明した︒︹アトランタ●ジャーナル

夜︑付近の損

って来ました﹂と†イ㌢はいうロ

このじ甘こじは他の目

﹁ほくたちが見たのは大きな光る物体で︑地平線の彼方からや

した︒

所を設置し︑携帯無線機で連絡したり︑観測の桂子を録音したり

ル粗どターンした︒少年たちは観測忙そなえて二個所の無電連絡

撃例の場合と同じような物件で︑急降下して現場から二︑五マイ

後十一時頃紅︑出た出たー・くさいやつが！

7ヒ一山へ聾りトそこで観測陣をしいた∧︸すると午

舐六四年七月三日付︺

悪臭を放つ円盤
ョー■プア州北部の住

サヲのよう忙し︑鼻をヒタヒクさせながら悪臭を

︹ナコア︹ジョージア州︺甘二PI︺目下ジ
民たちは︑

している︒

椚銅

放つ円盤を

最初のロFOは六月tニ十日の夜︑サウスキヤロライナ州スパー

ー・ディルワースも右と同じ物体と思われるものを目撃している

この同じ夜にサウスキ†ロライナ州アソニダス∴′の新聞記者ビリ

さで︑巨大なコマのような形の物体だった︒モれは輝かしい光を

が︑この場合は半月形紅見えた︒低空を急速忙飛んでいたという︒

ダンパーダの示・玉・チエルフォもFが見た︒自動串ほどの大き
放ち︑鼻持ちのならぬ忙おいを由びていた︒チエルフォトドはサ

︹オーランド・センチィヌル紙︑六四年七月十﹂ハ日付︺

の物掛が出現し︑たびたび低空へ舞い降りるのが見られたが︑こ

人と数名の近所の人たちが夜遅く前庭で休息していたとき︑同様

牛後三時二十分忙或るヂパー・トを出たとき︑二人は一個の銀色の
物体私見たが︑それには三個空琴型着陸装置がついているのが見

ワ〃′γL﹁ソ市の叫ノレ山﹂ド⁚・ステックH∴ノダ夫妻が三月二十八日

ワシ∴′L﹁ソ市上空旺円盤出現

ウスキ†ロライナの州境付近旺ある米国ハイウェイ二十九号線を
ドライゲ中にその気味のわるい物を目撃したのでぁる︒ガイガー
・カウンターの調査の結果︑自動車の表面忙放射能を検出Lた︒

申物体もくさい紅海いを放っていた︒ところがこれから一週間後

えた︒︹ワシ．ント・ン・デイリーニーユーズ︑﹂ハ四年六月﹂ハ日付︺

その 週間旗紅︑タルヲ7オールズのフレブド・ロデイカー夫

の次の火曜日旺小娘の

第 五 課

テレパシー講座
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C・A・ハエⅠ

これまで旺電荷む吸引と反発忙ついて学びました︒相異なる塩
プラ■ス叶仙マイナスを引き寄せます︒l一つの陽極は互い

二

泉から来る想念波よりも高周波です︒一個人の進歩の段階娃︑本

人が感応■する想念周波数の段階を決定します︻︺

人間旺自己の既成概念に合致する印象や考え方旺急速旺感応す

るというのはよく知られた事実です︒これは結局〝頚は類を呼ぷ″

という法則を意味するも幻ですハ︸想念波を意味する場合に頼を嶺

を呼ぶならば︑これは矛盾でしょうか︒矛盾で埠ありま

忙その理由を説明しましょうっ

人間から放射される想念は︑電波を作っている放射性フォース

フィールド乾きわめてよく似た一連のフォースフィールドといえ

両者‖ほ融合して大きさと強さの増した一大

ます︒そこで号れが類似凸想念フォl・スフィール■F紅出会う場合
どうなるでし∴よう？

フォースフィールドになります︒この場合︑類は類を呼んだわけ

です︒一つのフォースフィーールドは別なフォースフィールド旺引

き寄せられて︑l一つ紘一体になったのです︒

こうした想念を作り上げている各フォースhィー〃ドが互い紅

︹陽薩︺とマイナス︹陰塩︶です︒それ紅ついて

類似しているにしても︑モのおのおのは塩智持っていると考えら
れます︒プラ云

いるとみなす方法がありますロ磁石中破力線の出ている端措北塩

の一つの考え方旺︑棒磁石が中心にあって磁力線の源泉をなして

外見上というわ打は︑ほんとうの矛盾は存在し．ないからです︒し

︹マイナス︶と呼ばれ︑磁力線が人づてゆく方を南塩︹プラス︶

するの紅役立ちますむ

と旺講座む注意深く読むことと︑■これまでの復習の血要性を説明

二つの磁界が結合するとき互い虹助け合います︒もし同名

の塩が互い■忙近づくと結合しないで互い忙しりぞけ合います︒

う旺1

ら出て南へ入ることを朱印が示しています︒第却囲で示されるよ

これは次の第夕図で説明されています︒ここでは磁力線が北か

てある文の前後■関係を荘意深く観察す■る羊と粛必要ですロこ・のこ といいます︒

かしそれ計理解する旺偲︑藷由正しい意味及び一定の語が使用し

さてわれわれ披こ甲法副症ついて外見上の矛盾に出会います︒

こ早晩引と庶卑の法制が働いていることがわかり患す︒

に反発し︑二つ．甲陰悔も互い忙反発しまナゥ自然界のいたる所忙

びました︑∴

ほ互いに引卓寄せ︑同じ檀類の塩娃反発することせわれわれは学

、

つと述べました︒苗度紅進歩した源泉から由想念は程度の低い源

前回の講座で想念演はモロ源泉次第で多くの異なる周波数妄持
一
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■

かり旺あなた■がすべて全く同じ形である二百ないし三富個の小
さな滋石を持っている七して︑それを室内の中央へばらまいたと
します︒するとそれらはくっつき合lって︺■つの巨大な磁石とな旦
各個乍の小碇石が持っていた磁界よりも数百倍も強力な．−1舟磁界

一

⁝．妻i▲⁚・

∬
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㌧

l≡ ＝ト

石は全く同じ形のものであるからです︒しかし各小磁石を調べて

みますと⊥草汎ぞれ紅l一つの異なる磁塩があり︑蹄笹した塩石山

反対の塩がくっついています︒したがってたとえ類は類を呼ぶと

1万ても︑反対の瞳同志が各磁石をつなぎ合わせて小．るわけです︒

さて想念は小磁石由周囲の龍力線忙似たフォースフィールドで

ぁると考えてみて下さい︒これが想念の場合忙正しく居てはまら

ない忙しても︑私が了解させようとしている事柄を説明するの虹り

億立ち患す︒人間の想念のいずれもが互い紅全く同じ性質由もの

であるならば︑それは近隣の想念を引き寄せ︑両者は元の個々曲

想怠よりも強力なlつ甲想念場というぺきものを形成します︒

前旺私は︑想念は送患者の進化の程度に応じてさまぎまの周波

数で存在すると述べました︒いぃ．かえ■れば︑宇宙的な水準忙肉迫

する想念は地上的な水準の想念よりも周波数がはるか忙高いとい

うこと虹なります︒こうした想念のパタン．︹型︺を作打上げるフ

ィールドは同じ水準紅ある想念場だけを引き寄せる傾向があるの

です︒低くても高くても想念辞はそれ自体の頒立tたダ〃′−ヂを

形成します︒

類旺類を呼ぶとすれば︑これはあなた旺何を意味するか

何かの問題紅関するあなたの考えなり知諭恵りあ結果として︑

あなたは自分が習慣的に持つている想念旺

〝類似した印象″だけ

ができます︒つまセ﹁つの北とTつの南とを持った一個の重石の

を感受しがちです︒たしかに低い︑またほ布い性質の
と容易虹現われます︒

として現われます■前︑通常は低級な想念が高級な想念よ牒もうん

ような働きをするねけです︒卑して各小磁石の個体性は失われま

一

、

す︻−

■

この場合忙類は頼を呼ぶといえます︒なぜなら︑すべての小磁
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︑

意のまま忙物質化

・■‖葦弓

またあなたが︑宇宙人と抵四次元の生物で︑

あなたはこうした

−

したり哨戒したりするも舟だと借ずるならば︑

・1■︑．︸ノ人

このためあなたは自分の方へ来る思想や印鹿層せ分析し︑自身
の軋める目許忙向か甘て進歩するのを助長しな叶阻象類を捨てる

事件虹出くわすかもしれません︒しかし宇宙人はわれわれと同様

1

よう把心がけ古必要があります︒ときとして感受する想念は宇宙

各種のチャヌル

︹往路︶を通じて来る印象︹テレバツ−︺

した体験はどこから起こるのでしょう？

虹肉体を持っていて︑このようなこと卑しません︒とするとこ■ぅ

〝宇宙の主″または

的な性質阻ものであり︑きわめて価値があるかむしれませんロそ
の場合はそれを応用しなさい︒しかしそれが
旺だまされてはい■け■ません︒Lこうした考えは︑こ血生涯でまだ用

の作用

高度忙進化した惑星旺住む宇宙人から来たのだというような考え
いられていなかっ豆あなた自身の満舐の貯蔵庫から来るのかもL
れません︒

この地球上の人間旺よってキャッチされる印象類を大別し患す

と︑少なくとも大塩遍むグループすなわちチャヌル忙分穎できる

滞価額を呼びます︒あなたが死者との通信を信ずるならば︑死

おのおのは互い忙他と旺異なる周波数で作用すると考えられ︑望

で︑あとの三項類は望ましくないものと考えられます︒それらむ

霊界通信∵霊界︑霊人

んだ人月から来る〟メッセージ〟計キャッチするよう忙なるでし

ましくな■

この内︑三連帯は望ましいと考えられるもの

上ケ︒しかし実際把旺死者と由■温厚なるもの望仔在しません︒と

持った旦親高曲周波数にまで及んでいます︒

ことがわかりますゥ

するとこうした〝メッセ−ジ〟■町rこから来るのでしょう？

看の望ましくないチャヌル三壇類の内一つは現在地球上紅住む

三十億の人間の心から成っているといえば︑品なた托驚てかもし

またあなたが地球の周囲町有計と考えられている道々の霊界の
存在薗信じているならば︑■■こうした世界から来る遥信〟を感受

このチャヌル中の考え方や

印象はわれわれの進歩や発達にとって有害です︒

などが満ちていることがわかりますり

l

l︑l

このチャヌル出中紅ほ憎悪︑悪徳︑不和︑差別︑サーソ

れません・り
はどこから来■るのでしょう？

することができるよう忙な針ますロしかし霊界は存在しません︒
そうすると︑こうした 〝通信″

またあなたが■高級な惑星凸人々はテレパシーでメブ七−ジを遣

ができるよう忙なります︒しかし他の惑星古人々はこんな方法で

類から畢せられる想念や印象です︒これらも最初のチャヌルと同

ただこの場合娃地球ほど紅発達していない惑星または太陽系の人

次の望ましくないチャヌルは右のチャヌルとよく似ていますが︑

地球人に連絡しません︒とするとこのメッセ−りはどこから来・る

じく誤ったものです︒

っていると信ずる計らば︑このようなメッセ−ジを感受す吏こと

のでしょうか？

■︑二
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望まLくない三番目のチャヌルIま︑かつてこの地球上で生きて

H欄指ほ眉ほ彗措指汀擢識埴牒ほ諾謂描旛請招桔措

管轄控抒罠屈強淫措提薩渚碍線路昔追詰・．議り㍉L⁚賢㌧ド冒㍉．■︑り誓︐・＝・い︐︼・′⁝＝j▲■

なる確実な．通信″を得ようとします︒大抵の場合症捧験をつん
だ

が﹁深入りをLて実習を涜げよ﹂とすすめます︒し即

死旺︑あとへ記憶を残した人々が洩った印象や想念か．む成ってい

し通常モの背後には金銭的動磯がひそんでいます︒︹訳注︒英米

或る意味で⁚旺霊界は存在しますが︑厳密忙いえばそれは幻想的

であることを銘記されたい︺

また︑この講座は本来英語を使用する国民のために書かれたもむ

には

〝先生″

ます︒
ここであなた旺︑先旺述べた霊界通信の真．の源泉がわかり始め
るモしょう︒そ胤は死者または霊魂から来るメソ︷セージなのでは
■J なくて︑地球の周囲を顎り巻いている広大な幻想帯から引き出さ

れているのです︒この誤った知識ぬ大貯蔵所は例聖二つ凸望まし

くないチャヌルから成る想念でもってできています︒荷は揮を呼 なものであって︑自分が深入りしようとしている対象紅ついてほ

びます︒■軍媒が感受能力を開発するとき︑彼らは自分の信念や既
とんど何も知二﹂いない人々の心虹よって作られてl︑るのです︒

成概念と合致する情報を感受します︺彼らが霊魂を信ずるならば 地球の全フォ．−スフィールドは長年月のあいだ人間から放射さ
霊魂からメッセー一シを碍ます︒もし彼らが 〝火星第六セクター
れ〟
た想念波の蓄積から成っていることを考えて下さい︒これ把含

この巨大なフィールド︑すなわち先虹述べ

いま

されてきました︒これは読者がこうした重要な事実を理解するの

私がいわんとしている要点はいろいろ表現を変えてくり逗心説明

死せる本人から来る〝メッセージ″として應現するのです∩︺

帯びた想念帯忙同調します︒そして死後長く存在し続げる想念は

死者となった近親者との霊界通信を倍ずる人は﹂故人の想念を

多くのメッセージを感受するでしょう︒

帯把きわめて容易把同調できるよう忙なり︑7yユターから来る

の宇宙人紅ついて考えるよう忙仕込まれた人は︑この時殊な想念

虹関する想念帯であるかもしれません︒7シュダーモの他の仮空

層牲アシユダー︵訳注︒低空の宇宙人名︺とその数千の宇宙給田

波数の異なること紅よって互い紅分社した層です︒たとえば或る

た．広大な幻想帯″ほいろいろの層刀︑ら成っています︒いねば周

た誤った想念群ですっ

と呼ばれる布高度な惑星の絵師″の実在を信ず昂ならば︑こ凸よ まれているのはすぺて類似の憩真正よっていくどとなく増強され
うな着から来るメッセ−ジを感受するでしょう︒
霊界は存在する郡

現代の社会では霊界む存在を信ずる人が無数紅います︒こうし
た人たちは霊界紅たいする想念帯を絶えず作っていて︑〝霊人の
●
マス点′−〟から通信を碍ようとしていますコこうした想念が放た

れるごと虹それは類似の想念紅加わって強力な幻想帯を作り上げ
ること忙なり︑そのため忙霊媒はそれ忙同調するのがうんと容易
虹なってきます︒

多くの人は初めて心霊現象旺出くわすと︑こうした霊的なチャ
ヌル旺たい．して心を開くようにとすすめられます︒頻旺揖を呼び

害すので︑自身が正しいことをやっているという決定的な証拠と
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．真紅感受的な人″は多数存在します︒モれ旺大抵の霊媒とは

異なります︒その場合︑トランス︵恍惚状態︺旺全然関係ないか

〝大師−が死んだと■します︒

すると彼の思想粗想念育として存在し続けます︒充分紅塵受的な

らです︒トランスを用も︑ても用いなくても︑印象は例の六在韓揖

かり虹この地上で生きて働いていた

精神状態忙ある人はこうした想念を感受して︑どこか甲高次な世

．チャヌル︑すなわち望ましい三種頼と望ましくない三革帯から感

受されます︒霊魂から来るのではありません︒

今日︑広告を出している大抵の霊媒旺︑手品・魔術用品店で買

マ師なのでしょうか？ この問題を論じるにあたっては︑使用す

其の霊媒は存在するでLようか︑それとも苺喋とほみなイカサ

数の人がいます︒真紅感受的な人はメガホン︑エタt⊥ノラズム︑

な甲ではありません︒しかし前述の想念帯紅葉陽に同調できる少

訳注︒これも米国での詰︶こうした連中のほとんどは真紅感受的

︹

る語の意味な定義し︑同じ語忙たいする他人の定義は一応無視す

ベルなどの小道具を使用しません︒︵訳荘︒これらは陣笠実験で

える簡単な手品師周のトリックを用いて詐術をやっていますむ

ること忙して︑私甲定義忙従うほうがよいと思います︒そうすれ

用いられるもの︺小道具の一つとしてここでユタトナヲズムを志

うを好みます︒しかし多くの心霊研究家忙よって用いられている

たからです︒むしろ私は・．印象忙たいして感受的な人．というほ

の神秘的なエネルギー源と考えられているもの︶これ忙ついては

エターナヲズム■とは降憲実駿中把霊媒のからだから出る半坂質状

揃いのセリーとして説明書付きで売っているからです︒︹訳荘︒

げた理由をあなたは変忙思うでしょう︒そ甲物旺手品用品店でl

定義忙従えば︑霊媒とは 〝肉体を失った実体とまだ肉体智持りて

プロスコ一丁著．死者は語らず〟を参照されるとょいでしょう︒

私は数年前忙あったt例を思い出します︒世界で最も有名な霊

媒ム二人が︑陵墓実験台の物質化現象を赤外フィルムで撮聾する

〝肉体から去った■また

は〝肉体から出た〟とも定義されています︒霊媒陪乗際忙は肉体

昔通霊媒というものは結果中で本人を撮影させるということ紅

ために写真家たちを招待したむですロこの結果ほ当時の或る心霊

る印象靖をキャッチしている虹すぎませんさそれゆえ︑真実の霊

なると︑本人はいかなる面白い仕草もしようとはしません︒しか

を失った実体と通信をしていない．と■いうことをこれ以上指摘する

媒でさえも！これが実鮮紅存在するとすれば−霊界または高度に

る托その記録映画フイルム智現像してみるキ驚いたこと旺霊媒

新開で報導されました︒

発達した惑星の宇宙人と通信しているのではないことがわかりま

ことば不

￠草す︒⊥肉体せ失った″という表現は

廿古人問とのあいだの通信のチャヌルとして役立つ人″となって

私旺霊媒という語を好みません︒それ旺しばしば誤用されてき

ば私由説明は明確になり︑混乱は少なくなるでしょう︒

霊 媒

界から来た生きた人間と通信しているのだと思うでしょう︒

ト

旺︑反覆が必要だと考えられるからです︒
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高度旺進化した惑星の人間から地球へやってくる想念通より成っ
ています︒これらはいろいろな方法で到着します︒或る場合は惑

宇宙的な価値な持つlつのチャヌルは︑地球人よりもはるか旺

Tよ

V

︑
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宇宙甲あらゆる天体間で絶えず物質む交換が行なわれているこ

葺は︑その周波数です︒

二番目掛宇富的なチャテルは︑イ宇宙の田〟から万人の内奥忙

存在する〝英知″．へやって来る印象類で成っています︒この印象

宇宙的な性質を持つ三番目のチャヌルは︑細胞から細胞へ伝わ

る通信です︒実際忙は原子から原子へ伝わる通信という払うがよ

人間は広大な混乱の海のさたか忙生きている

含まず︑自然の法則の一部なのです︒

め虹人間把よって用いられる便法托すぎません︒むつとこまかい すべての体験の記録を白身のフォースフィールドの中虹運ぶ■から
分類ができる凸ですが︑いまは六大別して一時旺一種穎ずつ説明 です︒各原子の魂の中忙ひそむこの 〝知醜″ は︑実際忙は″宇宙
の至上なる英知■甲微小な生気の一部です︒それは非難や差別を
するのがよいと思います︒

三笹苛の区分をすることは︑各直の印象やモの源泉を分溝するた いでし上う︒なぜなら自薦凸あらゆる原子は︑原子自身が持った

−の︑望ましい︑または望ましくないチャヌルの両方でそれぞれ

味しますLそれはわれわれの進歩を助けます︒実際にはテレパ■y

旺進化していて︑われわれの発達忙とって有用である印象覇を意 ます︒

宇宙的価値〟という場合それはわれわれ自身よりもはるか忙高圧 念紅白動的忙同調できるほど紅白身の人格を形成すること虹あり

ましたが︑こ申説明はいずれ適当な個所で何度も出てきます︒ 差別︑非難︑憎悪などを含んでいません︒われわれがこの講座を
宇宙的な価値を持つ三撞穎のチャヌルも存在しますロここで〝 研究する目的は︑われわれが高度な宇宙的性質を持つこれらの想

先忙三種栢心室ましくないチャヌル旺ついて簡単旺触れておき 箱は真風早宙的な性質を持つもので︑首然界の万物を貫いており︑

三種栢の宇宙的な印象のチャヌル

で写真を撮らせたことからもわかります︒軋ちろん本人捉フィル 旅し︑ついに近隣の惑星に到着します：﹂れら
ム忙何が寄るかを全然考えてはいませんでした︒
よりも程度の低い盛衰群■tから来る想念印象とのあいだの唯一の相

の正しいことを信じていたのであって︑そのことは暗黒中で喜ん 来る想念はチリ紅刻み込まれ︑こうした徴小物質忙乗って宇宙を

く啓奄意識的紀行なわれたからです︒本人はまじめ紅白身の行為 とはよく知られた事実です﹁二歯故な︑低級なチャヌルの両方から

マを行なっていたのではなく︑本人がエフyス虹あったあいだ

クでした︒なぜならその霊媒は︹この場合旺婦人︺故意忙イカサ ます︒

喋が自身で霊魂の所作を演じること忙よって︑霊魂の出現状態を 星間の空間を通万て直接忙来ますし︑或る場合は宇宙空間から地
作り出しているのです︒これは霊媒白身にとっても大きなショッ 球へ降りそそぐ無数の微小な物質に印せら打た阜■告蘇るのも島野
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もし計な打が憎悪︑■恐怖などの荒持を持つ人か︑患たはし

ノ1〝
ヽ

歩数の人埠︑あらゆる印象を感受してそれを応用しなげればい
けないという兢念を持っているよケです︒亡れは︑あむゆる印象

精神値葦の指導なすると称する団体のほとんどすべて旺︑会員

忙たいして精神統一力を発達させることが必要だと説きます︒そ

して更忙敏感忙なるでしょう︺彼ら推その場合特に強力な影響忙

たはナランスを用いる人は︑用いない人よりも外界の影響にたい

と︑つい紅葉許者は実際虹熱い■抽が首筋を流れ落ちるのが感じら

像するよう把準ぇ虻れます＝﹂の練乳前定期的紅くり返されます

畢勢をとることと︑精神兢﹂中忙想像力■を働かすー㌻妄すすめ虹
りします口号﹂で実習者は自分の首筋

してこ丸を行なうための特別な揖習法を教示しますったとえば靖
神科学なるものを教えると称す亮或る団体は・さま草ま■町ヨガの

たいして自分の心な開きますむで︑その結果こうした人々旺一種

し吏す︒

れるほど旺．進歩〟

と感じます︒しかし実際紅結わけもわからず旺深入りして︑これ

自分が地上で特別な役割を果たすため紅神から選ばれているのだ

的忙幻聴を起こします︒琴らは声を聴き始めますりそして通常は

心をこのような影響紅支配させているため忙︑多くの人々が習慣

出すよう把持導され早耳りこう■し七実習者は自分の肉体から脱出

次旺は自身で実行してみたい他の掛事旺たいして自己幻覚を生み

生み出す酪力を開発しただけのことですDこの心境紅蓮すると︑

自己催眠術と︑現実旺存＃亡ない物忙たいする幻想または幻覚を

にとって有害です︒この場合紅葉習者が実際紅蓮成するのはただ

このような練習はきわめて好ましく尭いむであって︑其の発達

まで何度も述べたよう紅例の幻想由想念貯蔵所から診響を引き出

暁などを必要としないのです︒

ころが人間む〝意識√忙よ塙真実の自己蓮l旺−ランスや自己催

かも自己僧院忙よるーランス忙よって行なう必要があります︒∴と

してニセモノの霊魂遊任を行なう方法を教えられます︒これはし

′

あなたのセンスマインドを正しい印象頬紅従わせる方法

してそれを感受しているのです︒

悪魔にとりつかれているのだと信じてい†且の

の〝緊迫感″で緊張しています︒今日甲教会では︑こうした人ほ

々︑場所︑物品などか・旦琴似の印象妄引き寄せます︒自己塵取ま

と不安の感情せ持つ人であるならば︑あなたは周囲のあらゅる人

ヽ

す︒なぜなら︑もし売づけはそれこそ周防は大混乱と喧燥の地獄

胞すべてから来る印象もあります︒われわれ人間がこれらの印象 は︹これらすべては各壇のフォース■フィールドの形をなしていま
類ぬほとんど忙荒づかないというのはきわめてさいわいなことで す︺望ましくないタイプのものであり︑避けねばなりません︒

な︑ほたは高蹟な惑星群から無数の人間がこちらへ向けて想念を を善なるものキ考えているためです︒先虹も述べました
放っています︒加うる忙万物幻あらゆる原子︑畠らゆる生物の細 これは真実で鱒ありません︒大多数の印象類︑想念︑影響力七ど

こ町地球上聖二十億屯人間がいて︑海田由の異なる想念を放
っ

【−．、こ ＝■ ■
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いの紅霊魂遊離が起こっていると本人が思い込む事実を理解する

得るほどの心境旺到達するとすれば︑実際忙拭何も起こっていな

実際虹技何も舐れていないの忙︑首筋旺抽が流れていると感じ

ません︒LかLあなたが学習や能力を増進させる把つれて︑望ま

ましくないフォーlスブィ・iルドや影響力の砲撃卑受けるかもしれ

それでもなおかつあなたほ︑自分を支配しようとする無数の望

ます︒想像や自己催眠のトランス旺望ましい幻覚を生み出します

験したがっている物事忙たいして信者の心を酪く方法を敢えてい

は丸儲けをやっています凸彼らは広壮な殿堂を達てて．信者が経

い段階把発達し︑あなたは高段な源泉から来る想念を引き寄せる

類なら受け入れるぺきです︒進歩する旺つれてあなたの想念は高

を助けること紅なり︑自然の法則︵宇宙の蕎法則︺虹準ずる印象

う︒あなたの埴木方計に圧する印象なら投げ捨てなさい︒Lあなた

〝先生し
″い印象とそうでない印象とを見分げる力が発達してくるでしょ

ので︑軽率な信者はこうした〝先生″忙ころりと参り︑自己の修

こと忙なります︒類は類を呼ぶのですかtり︑あなたは自分の根本

の結審見です︒■かかる自己幻覚法を教える多数のいわゆる

葦忙よって自身が俸未な〝芸人″の足下紅いて︑地上へのメソ．セ

方針や想念のパタンを高い水準忙引き上げるようにしなさい︒

寛容由心を持つよう紅白己訓練しなさい︒他人からしてもらいた

ウた意志姥捨てな書い︒皮膚の色や信仰の畢在る他人妃たいして

その選択は自由です︒怨恨の想念また揖他人紅対抗するような誤

あなたがいかなるタイプの想念紅白身の心を寄せるか忙ついて︑

ージを伝えるため凸チャヌル旺なったのだ七確信するよう忙なり
ます∩■ ︹訳注︒以上も米国での話︶そんな方法をこの講座で説い

ているのでないことはぉわかりで已ようー︒
自己訓練の■第一段階旺簡単でサロ先ず自分の周囲のあらゆる物
事や出来事虹ついて心醸するのをやめなさい︒世の中甲高らゆる

的紅鰊習すればするほど容易忙なり︑つい把は第l一の天性となっ

盛口〟をもたらすよ いと思うことを他人にするよう忙しなきい︒これをあなたが意識

ケな事をしなさい︒いいかえれば︑もしあなたが世の中の悪忙つ

て︑自分で意識的な努力をしなくても自然

∫悪″について憂慮するかわり把︑世の中旺

いて書いたり語ったりする時間を︑善を行なったり他人を助廿た

子悪
息のほ
灯すること忙費すならば︑先ず最初にあなた忙わかってくるのは︑ ‖
他人があたたに食ってかかっても怒りを去らわさないようにし
とんどは消滅して︑モのかわり紅善が残るということです︒

これが重要

な理由が少空量ります︒そ幻覚も重要なのは︑激しい感情偲肉体

なさい︒おだやかな態度で物事を処理することです几︺

ったりとした気分を持つことです︒自分の進歩は研究とともに自

忙大きな影響を与えるという事実です︒もう一つの理由は次の爵

白倉が進歩Lてゆく速度につい■て売を使うのはやめなさい︒ゆ

然紅蓮むよう忙しなさ小︒自分のおかす過失な心配するのはやめ

なさい︒過失なくしては学び聴ること旺できません︒過■朱という 六課で説明します︒そして怒り旺よって相手忙与える有害な結果

紅ついて述べるつも軒です︒畠なたはそれを読んで鴬くでし■よう︒

ミ・

もの旺どれもーつの教訓を示してくれます︒それから学び額づた
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と答えた次第ですか先号の本間でも少し触れましたよう旺︑これ
は円盤研究誌として世界最高権威を誇るも出です︒英語のお出来
紅なる方はぜひ購読されるようおすすめします︒語学の勉強軋も
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なってよいでしょう︒これの注文む仕方やその他の推せん図書忙
◎多数の会員の方から暑中見舞状及び七月下旬の島棍大水害紅た
ついては本誌十四ページお三﹂らん下さい︒
いする見舞状をいただき︑厚くお札を申し上げます︒有難いこと
⑳かつて天文学上︑月の表面はしゅん険怪奇な固い岩だらけの土
旺当地は水魔も訪れず︑全然被害はありませんでした︒今夏捉カ
地だと考えられていましたが︑これ虹たいして7ダムスキーは〝
ンカン照りの暑い日が続き︑長く雨も降りませんが︑当地拭断水
空飛ぷ円盤同乗記〟中で﹁或る地域は美しい砂粉状だが︑﹂方︑
の心配もなく︑日々が快適です︒遭紅都内の会員各位へ水キキン
粗い砂利忙よく似た大粒の石を敷いたよう忙見える部分もある﹂
のお見舞を申し上げる次第です︒
と述べて︵同書百二十九ページ︶︑要する把ソフトなのだという
◎先号凸摘果後記で少々弱音を吐きましたところ︑早速各方面か
ら絶大なご援助を寄せられまして心から感謝して由ります︒■ぉか 事実をほのめかしたのですが︑これをレインジ†1．七号が見事忙
証明しました︒これ忙ついて米国地質調査所のユーゴ▼ン・シュー
げさまでどう紅か危機を突破できましたので︑今後も引き続いて
メイカー博士は﹁月面把は約三十七ソニrの直さのホコリの層が表
本誌を刊行いたしますからご安心下さい︒情報や資料類旺豊富虹
ありますし︑タイプ打ち旺もだいぶ馴れてきましたので︑大い忙
面忙ぁって︑その下の彗凍帽哺噛止†還巾増塙層のようだ︒表
面層のホコリの性質は多分ごく細かくくだかれた多孔質の物質だ
活動するつもりでサロご期待下さい︒なお今後の不測の事態忙備
ろう﹂といつています︒面白くなりそうですね︒
えて︑寄金はいつでも︑いかほどの額でも歓迎いたします︒
⑳・甘生命の科学″ は日下手元紅茹七課告で到着してい吏すが︑次◎この．空飛ぷ円盤同乗記″が最近増刷きれましたり宋入手の方
は東京都文京区森川町七〇︑古文社宛ご注文下さい︒︹tニ五〇円︺
第紅重要な記述に進展しています︒この講座の記事は少々くどい
ような書きぶりですが︑これ措7氏著〝テレパシー″ の簡略な内
容を揃うためです︒なおハニー氏の 〝テレパシ1講座″の試験は︑

受験希望者が少ないため把先号申分から中止しています︒ご了解
下さい︒
◎八月一日に郡内在住の金員佐藤溝氏が遠路をわぎわぎ編者宅へ
来訪され︑その熱意のほど旺盛勤しましたが︑多忙で患ったため
忙充分なぉもてなしのできなかったことを恐縮しています︒その
とき﹁右忙も左把も偏しないで︑着実把︑しかも高度な知識を碍
ながら円盤研究を行なうには︑どのような文献を入手すればよい
か﹂というご質問にたいして﹁モれは何といっても先ず英国凸 〝
フライインダ■ソーサー・レヴュー■誌を読むのがよいでしょう﹂
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