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米国中西部と東部を通じて行なった私の講演旅行は︑ちょ■うど

今終わったところです︒これはかつてないほどの大成功でした︒
私を支援して下さった方々のl﹂努力にたいしてお礼を申し上げま
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にも私に放送させてくれた多くのテレビ︑ラジオ局があります︒

ワシソ：トン市では町中土Tた甘の第五千ャヌルでもって放送討論会

を行ない︑私と共に次の方々が出席し苦した︒ヴュズリー・神学校

々長ノーマン・トロブ・卜博士︑海軍天体観測所の天文早着丑■L

のハリー■

〜ハ︑■へヨコ責苛ノ璃．

この番組は私由ためでなく円盤問題そのも爪り

〝ヲ．yオ・プレス・インタナシュヌル″

・Lクロック博士︑アメリカン大学の物理学教授マーク・ハリスン
博士ウ司会は

クラークスンです仁

にとってきわめて重要なものでした︒これ．にょって円盤問題にか

ってないほどの威信が与えられたからです︒この討論会は高度の

知的な論証に基づいて行なわれましたので︑この種の情報をもっ

と与えてくれという電話が学者速から次々とかかってきたほどで
す︒

ルティモ7では第十三チャヌルにょってビデオテープの録画
■ヽ
ノ

になるものです︒私は先ずその態送届の支配人と二時間ほど話し

放送局から放送しました︒この放送局はノーブダイン兄弟の経営

サィスコン〃′y州のグリーンペイでは︑その地区最大のテレビ

いうことでした︒これはわれわれの努力によって一般の蘭心が増

そのためにテープが足りなくなったので︑追加出演してほしいと

問題にた卜する関心が高いため︑．このテープは毎日放送されて︑

ところが最近この放送局から欄連絡にょりますと︑視聴者の円盤

が行なわれましたが︑これは毎週一回放送して二カ月かかります︒

ましたが︑墟は非常な興味を持ち︑時間があれば乱について歩い

大しつつあることを示しています︒

す︑リ

て各講演のすぺてを聴きたいと洩らしていました︒大変に感動し

香組として放送されてい草す︒こ適者組の重要な意義は︑或電車

収めるように命じました︒このテープは日曜日の午後五時に特別

に出演しました︒こうした各放送局からは多数の礼状が来ました

わたって放送されています︒・ウォーチェス声1ではカラーテレビ

止り一般の関心の高さがよくわかりましたっ

ポユ∵トンではボブ・ケネディーとの対談に出演しましたが︑や

力な宗教団体がスポンサーになったという点にあります︒そして

が︑むしろ円盤問題に関心の苗る一腹大衆に呼びかける機会を与

たようで︑軍規のマネ−．1ジャーを呼んでビデオテ・・プに私の話を

このことは︑正しいかたちで資料が．摩供されるならば円盤問題に

えてくれた各放送局にたいしでこちらから謝意を表明したいとこ

この対談は三十州に

たいする⊥班の関心が高まってくることを示しています︒右以外
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なったからですロこの人丞は円盤の目撃例にさほどの関心はなく︑

た︒・この人たちは円盤研究の分野で新たに台頭した強力な前衛と

いからです︒私のとなえてきた哲学はこれまでに実行されてきま

いでしょ−つ︒ここ数年間ほど大きな進歩をとげた時期はかつてな

︵訳注︒実際には何の勢力下にもない︺その勢力は私を見捨てな

の変化です︒ゆえに︑かりに乱が或る壇の勢力下に為るとしても

むしろ宇宙哲学に興味を示しています︒円礎石目撃例というもの

した︒多くの機会に私は︑世界の太宗教団捧に他の惑星に人類が

l ろです︒放送関係者の協力はわれわれに大いなる勇気を与えまし
2
一
はみな大同小異にすぎないからです︒多数の目撃事件はブラザー

存在することを認めてもらう必要があることを述べましたが︑そ

人の存在する事実を認めるならば︑その知識は世界中に広まり︑

ズ︵訳注︹︼他の惑星の兄弟︺が依然として地球の周辺を飛んでい

現在はブラザーズが当初にもたらした哲学を生かす方向へと変

他の宗教団体もそれに従うようにな古と考えられますr−しかしこ

れは次第に実を結びつつあります︒もしtつの未完教団体が苗星

化しっつあります︒世の中をより以上によくするにはそれが必要

のことは急速に達成できないでしょう︒

ることを証明しますけれども︑しかしそれだけのことです︒

です︒惑星人の計画は地縁の人類と他の惑屋商人類間甲よき関係

の時機となりました︒喜ばし▲いことには︑社会で重要な地位を占

二田拠点です︒今や円盤にたいする興味本位の時期は過ぎて行動

しかしこれまでこの地球こそ人間の住む唯一の惑星であったと考

ているとすれば︑これはきわめて独善的に見えるかもLれ圭せんコ

一つの宗教団体が自分たちこそ宇宙の真理の体得看でぁると思っ

次はケァテイカンの機関誌に掲載された記事の再録です︒或る

める人で私の知っている人月のほとんどが初めて稟実の関心を示

えてきた或る独善的な社会こそ何ら期待の対象にはなりません︒

を確立するからです︒これこそ地球の文明の存続を願うための唯

しっっぁります︒この種の知性によって真実が広がることをわれ

問題は独善的に見えることではなくて︑宗教が惑星人の存在の可

ら惑星人の哲学を説くようになるのもそう遠くはないでしょう︒

能性をすでに認めて小る点にあります︒世界の聖職者が説教壇か

われは期待できるのです︒

私は次のことをたびたび言ってきました︒真理は望む人のすぺ

⊥

′

ヰ

星人間題を嘲笑しましたが︑今や彼らは．■モれに直面する必要にせ

れた日のことを忘れることはできません︒当時聖強者の多くは惑

事して︑右の問題に関して聖職軍たちに詰をする協会を与えてく

亡しま⊥■たっ櫨がかつてウインス1﹁ンセイレムで乱の講演会亨王

さて私の親友で五った7ダニュー・バンスンが飛行韻事放で死

のです︒

密結社的な団体を組織して多数者の参加を拒否してはいけないとブ
︒ラザーズや私が期待してきたことは今や実現しょうとしている

てに知られるぺきで︑当初さまぎまのゲル■−プがやったような秘
一

だか㌢﹂そ私は団体を組織しませんでしたし︑また如何なる団体
にも参画しなかったのです︒真理は万人の■ものであると乱は考え

ていますっ
ところが最近にな■って﹁私部﹂︑二塩類の団体の勢力下に巻き
込まれてしまい︑私自身が変化したと言われています︒しかし︑

∫r

右らゆる進歩はより高直な知識と■よりよき生活の方向へ進む一つ

Vノ

笥ノ

まられています︒︹訳注︒バンスン氏については本誌■前号奇参照︺
以下は 〝プァテイカンはすでに宇宙伝導団を訓練中″と題する
記事の一部です︒

ユ
㌦

導団の訓練法研究に熱中しているとは驚くべきことで居る︒これ
には次の二つの方法がある︒

一つは︑すでに訓凍されている宇宙飛行士を使用するので亙る︒

が他の惑星に到着して知的生物を発見した場合︑・どのように対処

いる︒しかしヴァテイカンにとって最も重要なのは二番目毒方法

かにはゲァテイカγと暫某な荏触を持つ人がl一人いるといわれて

月旅行または惑星間旅行用に訓席されている若いアメリカ人のな

すべきか旬問題を考慮していた︒このためきわめて活発な神学上

﹁ヨハネ三．一十三世の当時すでにゲァテイカyは地球爪こ干苗船

の討論会が行なわれて︑一九﹂ハ三年二月に︑■ケァテイカyの丑舐

である︒すなわち少なくとも二十四名のまだ学生である青年が最
もあり与っにない仕事1違ぃ惑星へ伝導に行くとぃう仕事卜由た

はその意見を掲戟し︑他の惑星の

めに注意深い訓練を受けてい古のでぁるぺ彼らは特殊な技術的な

〝オセルケァ十−レ・dマ．ノ″

人類の状態について理論づけたい他の惑星の人類は罪を知らない

になるはずである︒

を得るのに必要なあらゆる教育を厚けている︵．出発前には宝蔵者

訓練以外に︑いつの日かロケ．ワトの乗員の一人として参加の許可

神学者の大半は

それとも汚れ果てていて︑

のだろうかり・ また彼らは7．ダムが堕落する前に持っていた超自

然的な能力を有しているのだろうか？
そのために救済を必要としているのだろうか？

なわちカトリックの教義を最遠方の惑星にも伝えることで去る︒

彼らの任命の内容についではすでに公式に声明されている︒す

いうことはあり碍ないからだというのである︒ゆえに惑星人とい

たとえ一千年かかっても−︒しか．し準備しなければならない︒い

後者を信じる傾向にある︒宇宙空間の如何なる場所にも無原罪と
えどもいつかどこかで罪を曳かしているにちがいない・︒惑星人の

つか実現するか属しれないからでぁる﹂

雲を貫いて自らを現わし始めていますゥ

歩しなければなりません︒モれゆえ真理の光は長い間争の後の措

以上は進歩を意味する一つの変化です︒宗教も科学と同様に進

宗教はわれわれには未知でぁる︒Lかしいずれにしても惑星人草
罪から救い出し︑カト甘ブタ甲敬遠を知らしめることが教会の義
務である︒
〝墟らは人間なのか？〟 この惑星人なるものは人間の形態を有

さて各国政府はこの方向に動いているでしょうか︒私は﹁動い
ている﹂と断言しますゥ

しているのか︑それとも彼らの心はわれわれには完全に未知の形

態の中に存在しているのかという問題について首だ悩む旦要はな

なタイプの社会を建設するよう努力tています山︺

力が遅々たるものに見えるでしょうが︑程憧な進歩こそ着実な成

ときにはその努

モしてわれわれが惑星人から学んだよう

いlリ ねれわれの救済の教義の伝達とそれによる和解は常に他人に

一たいして可能であるゥしかしこれをどのようにして行なうか︑だ

ジョンソン大統領は︑いつか世界は自動化時代を迎えるように

3 れが選ばれるぺきか？ そこで︑最近ゲ7テイカンのサークルか 長です︒
一ら知ったのであるが︑今や神学者の少数グループが未来の宇宙伝

ハ■上h竺乃門川卜hh﹁‖・≦︼弓．．︼

き

て・︶
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類を絶滅させるボタンを押しさえしなければ︑右の機会はぁるの

るための時間を人間に与えるでしょう︒短気な感情的な人間が人

人間によるこの創造は人間の必要物を供給し︑よりよき世界にす

働を磯城とロボットがかわってやるようになるでしょう︒そして

野で活動し続けるならば︑他の惑星でやっているように人間の労

なるだろうと言明しました︒たしかにこれまでのように技術の分

こめることはなかったでしょう￠

られていて生かされていたならば︑破壊の層は現在のようにた九・

リ昇トを革めるようになりました︒もしイエス．の教えが受け入れ

いに全く暗黒となったために人類は絶滅の恐怖に直面し︑再びキ

人間の個人的な解釈によって酷くされてきました︒その時雲はつ

理を生かしはしませんでした︒そして始めに示された光の多くは

団体がイエスの名のもとに結成されましたが︑イエスの教えた原

る社会を待つためには︑多くのトラブルをひき起こす原因が除か

米政府はすでにこの線に沿って出発しています︒健康な繁栄す

数えを生かすことの重要さに売付き始めてい．ますユ

ました︒その結果︑この世界の多数のすばらしい人々がイエスの

とによって︑希望の光を燃やすためにブラザーズが派遣されてき

しかし創造主甲慈悲と早モ︑よ．−γ

です︒

れねばなりません︒だれも知っているように︑この汚点はすなわ

る生命体の意敦である﹂という費えです︒捷は白身に音放したと

それは﹁父とはあらゆ

多くの悪の要田であって︑それが除かれればこうした悪しき現象

き﹁私と父とは一体である﹂主言いました︒これは昌身の

イエスは一体何を教えたのでしょう？

は消滅するでしょう︒世界のトラブルの原因をつかんで︑人間に

と先の■

ち富裕のさなかに存在する貧困です︒それは病気︑犯罪︑その他

でなく貧困にたいして宣戦をした政府の先見の明に感謝してよい

心は意識なくして生卓ることⅦできないからです︒これはブラザ

とは一体であるという意味です︒なぜなら人体の

″心″

でしょう︒他の惑星でやっているように︑新しい社会は宇宙的な

ーズの持っ生命の概念の基礎です︒彼らは万物を通じて意詰が現

〝意哉打

基礎の上に建てられねばならないからです︒

は﹁あなたがたが私を見るとき︑あなたがたは父▼管見るので造る∩−

われているのを見るのです︒これがイエスの費えた事柄です干按

とは日々の秩序セあ．って︑停滞は死を意味します︒ゆえにこの一

︵すなわち万物の生命としての先の憲詰を見るのである︺﹂と言

〝宇宙の生温〟の中には静止しているものはありません︒進歩
九﹂ハ四年が一九六五年に移り変わろうとしているときに︑われわ

っています︒意識を父と呼ぶのは適切です︒それは万物の親でぁ

と言ってよいでしょうl︺

多数の

多数の人はキリストの第二の到来を待っていますが︑この意識

るからですり

れに与えられてきた多くの祝福をかぞえることができます︒

この十二月中にはこの世で最大の知識を掃っていた人の生誕を
祝います︒キリスナの誕生のとき︑創造主の意轟がイエスとして

〝再臨″

こ聖﹂とは︑こ打世界

的な目覚由は約束された

さ∵†H㌧㌧㌧﹁∵ヾ∴∵

知られる謹虚な人体を通じて世界の心の中に生まれ出たからです︒

ヘ

人が今や心よ町も意鼓の重要性を悟り始め︑イエスの教えた宇宙

・︑l︑︑︑ト

しかし人間の世界は墟を受け付けず︑ついに

バ．︑︑

︑

の原理のもとに生き始めているからですっ

︑︑︑l︑l

した︒しかし真実なるものは容易に排除できませんので︑多くの

芋
■；・ ∴︑

若返らせたと言っていました︒何よりも重要なのは︑この人たち

々もあります︒また多数の人は化粧品を用いなぃで肉体を莫しく

し︑不幸な生店状態を明るい諾栄甲状態に転換せしめたという人

ました︒肉体にできた悪性盟寝が消拭Lたという人々もぁります

いましたが︑講座の応用に成功したという実例をあちこちで聞き

ょう︒最近の講演旅行で︑あの講座を研究している多数の人に会

うな結果をもたらしているかについて︑ここで報告しておきまし

生命と希望の祝福があなたに来ることを私は祈るものです︒

このクリスマスに喋して︑明日乱新しい生活のために︑復活した

に串いて永遠の原理が生かされ得ること智示しています︒そこで︑

じが正しければ︑その実は木に咲いた花と同じほどに真しいもの
になると思い皇す︒これまでのようなスモモの実の如き葺相なも

私の奇跡はリンゴの実がなるまでは充分とは言えません︒亀甲感

たのかと尋ねます︒そこで︑私が行なっている研究を自分がもっ
と充分に理解したならば缶詰しょうと答えることにしていますロ

人々は一環に乱がどのような処理をしたのか︑どんな肥料を用い

色︑轟昧がかった色など︑豊かな見事な色彩に満ち溢れてい訂すゥ

ょぅ︒現在は村の一大奇跡となって︑かつてその未を知っていた
人はすぺて麿嘆しています︒その木は絵のように美しくなったか
らですむ枝が見えないほどに花が咲き乱れてぃて︑薄青色や乳白

現象︺甲異にある因について思念をしたのです︒するとどうでし

が兼しい未であることを心中に憩いて︑数えられたように結果︵

意詰といえば︑〝生命8科学″講座がまじめな研究者にどのよ

ほそれまで知らなかった自己の半身︹意識︺に気付くようになっ

のではないでしょう﹂

の生活にも■ろもろの変化を証拠として起こすばかりでなく︑宇苗

〝生命の科学″講座を研究する人は︑講座が完了した凄も白己

たということです︒その他に多くの苛跡が発生していますが︑次
にモの中の一例として或る人から寄せられた手紙の一部を範せて
みましょう︒

ただし充分に研究して

いれば︑自分の内部に感じる諸変化に背かなくなるでしょう︒新

らの啓示をずっと受け続けるでしょう︹︺

本の大きなリンゴの束がありますコ もとそれを植えた人は十五年

﹁私が現在中家に住みついてから二年半になりますが︑直に一

問どのように手を施してもその木に成功しませんでした︒まとも

人間は宇宙の法則に圧するような行為をした場合︑モれにた

質問に答えて

しい物事というものは自分の一部になるまでは奇妙に■応じられる
ものなのです︒

に成長しなかったのです︒やがてモの人は埠宿して今は三軒へだ
てた所に住んでいます︒また︑かつてここに居住していた撰家の
家族は二年間いましたが︑モの東京1故に立たぬので切り倒そうか
と言っていましたゥ しかしどうにかそのままになっていたのです︒

〝生命の科学〟講座を読んだとき︑■弘 問

いして必ず償いをしなければならないのですか︒

とこ■ろが約三カ月前に私が

5 自身ばかりでなく接触するあらゅる物事に変化が起こったように

筈

宇宙の外部には何もありませんので︑宇宙の法則に反する物

l 感じましたので1モの未に近づいて一本の琵を手でつかみ︑モれ

ド㌢一日H
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ります︒

Ⅰ 事ほ先ずそれを修正してから︑しかる後その法則に撃っ必要があ
6

一問 不正計行為をしたままで︑やりっぱなしの人もあるようです
が・I−︒

何なる人でも不正な行為をやりっぱなしですますことはで

〟

モ甲王要点を直視するという行為こそ︶教師が負わねばならぬ茸

任です︒値正される側の人は容易にその儀正を受け入れようと推

しません︒むしろこれは教師や指導者の如き皐人数を扱う人々が

直面すべき問題です︒■かつて乱のもとにいた助手たち■卓立から盛

れたとき︑遮らは各自の責任を無視したばかりでなく︑指苺を衷

ん︒しかし明日という未来はどうなるでし上う？

明日になって

きません︒人間は意義から自身を分離させることはできないし︑ めていた人空曹混乱させましたゥ この程西行為によって償いは二
第一︑自分自身から逃避することはできないからです︒本人の意 重となります︒t見したところ放らは−つまくやっている■壬つに見
殻は廟正を要求し続けます︒頑固な高燥な心は五十年またはそれ えますし︑彼らの態度は正し■かったと言う人もあるかもしれませ
以上も︹訳注︒終生の意︶この値正を拒否し続けるでしょうが︑

磋正が遅れればますます償いは大きくなり︑やがてはその償いを もうまくやれるでしょうか︒それとも償い■をし始めることになる
実行しなければならなくなります︒これは病気とか貧困とか︑そ でしょうか︒しばらくの基い■だは物事が順調にゆくように見えて
の他さまぎまのかたちでやって来ます︒人間は自己の茸任をのが も︑そのうち不快な物事が起こるかもL丸ません︒同じ人間がl一

れること・はできないからです︒その一例として私自身をあげてみ人といないために︑これ■には個人差がありますけれど1も︑結局宇
ましょう︒私はこれまでに境度も意気消沈し︑何度か挫折しそう 宙の法則をごまかすことはできません︒

∧火星ロケットのマリナ一三号について∨ たとえロケ〃ノトが
になりましたが︑一万私の指導を求めている多数の人にたいして
責任を感じていました︒もし利己的な気持を起こして活動を放棄 火星に到着しても正しい情報が一般へ生麦されるかど一つか争わか

していたならば︑私は個人的にはしばらく有利たったかもしれま りません︒火星人は地球盟磯城が火星の周辺を〝探革″すること
を好みませんので︑この実験にはトラブルが起こるでしょう▲J こ
せん︒しかしそれから先はどうなったかわかりません︒
与っした利己主義的行為は本人を一たん停止させ︑生命全体に れについてはもっと詳細な情報が入甘次第にお知らせ︑します︒

に再会しますD私■は休醍中メキトー二行き︑モこでユカタ三†
への反省が役立つのです︒人日間

ついて考えさせて︑行為の償い■智割り当てます︒人間は他人の忠 十二月十七日から一九六五年一月半ばまで私はケァ珊の自宅を
告だけに従って生きることはできません︒むしろ他人の援助にょ 留守にします︒その間︑日曜日の午後の集会は．中止し︑一月十七
って行なわれる 〝非利己的態度″

Lh一

・ウェルズ︵訳注︒

︑ ■

ペ

l㌧シヘ

アダムスキーの秘書︺■が私と同行する

というものは自分の持つ問題には慣れてしまいがちですから︑主 島の探険に関する準備について︑参加を望む人々と共に調査する
要点を見すごすことがありますが︑他人はそれを直視することが つもりです︒これについては三月に報告しましょlつ︒7リス・註
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できます︒普通の学校にせよ生活という学校にせよ︑これこそ︵
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一九五■三年五月︑
デンマークにお
ける講演会より

数千年間開催されない

に言え■ますかね︒蓼つまりこの太陽系には惑星間会蕎が五って︑

各惑星はそれに参加するのです︒

この会議は必要なときに召集されます

〝土星旅行記〟

を碁碍して下さい︒︵

こともありますので︑開催されるときは重大な意味を帯びていま
す︒この点に関しては私の

他の惑星での日常生活には何らかの画一性が董りますか︒

は本誌一九六三年五月二ハ月号に掲載︶

問

訳注︒〝土星旅行記〟

問 他の惑星の日常生活はどうですか︒やはり苗ちらでも午前九

れと違って︑人間というものは自由意志を持っており︑しかもそ

あなたが考えるような画一性はありません︒惑華人はわれわ

をやっているのです■か︒

〝手さげ れは創造的な支配力によって与えられたということを忘れてはい

ません︒あなたが自由意志を行使するならば︑画一性は創造主と

菩 放らが働く時間は一過で計t一日問ですむ

カバンを書げた勤め人″ は存在しません︒日常生活においてはだ

の有産な一体性を得ようとして存在し得ることに克ります︒それ

生活即事梗であることを知っているからです︒他人の審判者にな

らうので︑階級制圧はないのです︒各人は互いに尊敬し合います■︺

筈 ぁりません︒通貨が存在しないし︑だれもが平等な報酬をも

問 何らかの牌繰制度があるのですから

筈

間

間

日常の交通は？

せん︒

害

地球とさほどの差はあ■りませんが︑推進力に自由エネルギ■−

われわ■れの言葉の意味にぉける画一性はこの分野にもぁりま

農業や産業については？

が生活の要素ではありませんか︒

るほどの人間は存在しません︒人間はだれもが意義のある仕事を

を用います︒

筈

間

惑星人は自分たちの聖なる先の存在に気付いていますが︑地

宗教については？

大学数育で決まるかはさほど国選ではありません︒

間 他の惑星の財産権はどうです？

球の教会由ような丑共の場所で聖なる物の長所をやたらに誇示す

ることによってその物を台無しにした刃はしません︒

筈 だれもが自身に必要な物を所有しています︒そして︑何かを
l 必要とする限りそれは本人のものです︒

コ

会も説教も存在しないの意︶櫨らは神の子として生きなければな

L⊥

7 問 どんな種類の政府が為りますか︒

訳

らないような生き方をし︑それによって最高贋に宇宙の英知に役

′￣ヽ

一等 それを納得のゆくように説明するの娃困難です︒こんなふう

敦

持っています︒この世界でも個人の仕事の程度が熟練で決まるか

ょって最高度に創造主に役立つことを知っているのです︒

れもが自分の能力に忘じて義務を果たしていて︑そうすることに

したがって

筈

G・アダムスキー

時から午後四時まで働く〝手さげカバンをさげた勤め人″の生活

質疑応答

一

立ちます︒それが嘘らの宗教ともいうぺきものですじ
間 売贋や植物はどうですか︒

・

−

‥

…
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・−

て︑肉体的にも精神的にもわれわれがスーパーマγと呼ぶよ■うな

すGすぐれた生活態度や〝原田と結果″に関する高い知識によっ

パーマン七いうのは不適当です︒スト．パトウーマンもいるからで

者なのであって︑高圧に訓練を受けた科学者や専門家です︒スー

筈 与っだとも言えるし︑そうでないと皇吾えます︒彼らは志願

ジョソ：∴グレソ中佐みたいなー︒

間 円盤のパイロブl卜は或る踵のスーパーマンですか︒たとえば

規準もありません︒

に用いられるだけですっ貨幣制度は存在しません︒その他の価値

筈 黄金や宝石が金星に豊富にあったとしても︑こんな物は装飾

間 貸幣制珪はないのですかり

す︒

代があったし︑今なお地球のどヱかにはそんな地域があるはずで

きわめて低い段階の人類がいます︒われわれにもかつては石器時

筈 この太陽系の各惑星にはありません︒しかし他甲太陽系には

問．モこには未開発の地域が轟りますか︒

琴かもしれません︒

す︒Lかし精神的に高度なそこの生活に地球人が順応するのは困

筈 ▼それはあなたの言葉の意味にかかっています︒気圧は快適で

間 モこでは慣れなくても心地よく感じますか︒

でしょう︒

が覚めてか皇凪贋や植物については地球のど■こか申それだ■と思う

t■ 筈 あなたが眠っている問に金星へ連れて行かれたとすれば︑目

呂

・

．

．

‥

・

l ＝

・
・
−

・
・

−

−

‥

金星の動物はどうですか︒

たしかに多くの危険があるのです︒彼らにとって最大

・l‖︐でH㍗︻︑FL引早く．見りr

■

はが

全般に地球の動物に似ています︒しかしいわ擾る凶暴な野獣

惑星人が地球へ来るときはかなりの危険せ冒しているのでは
号コロ

他の惑星では権力欲というものが知られていますか︒

言葉の上では知られていますが︑そんな欲望を起こす人はい

それはサルの一種で︑いわば半人間です︒

−

﹂

カ．−■エディ一乗人にょって創始され▼︑・〝科学と健康‖″と題する

ついて知っていますか︒これは一八六六年に米国のメリー・ベイ

親・あなたは一種の新興宗教である■ク‖リスチ■ヤ・ン■サイエンスに

害

間・阜7ンデルタール人につ■いては？

ません︒

苦

間

人は常に高度な教育を受け︑訓練された人なのです︒

の危険は病気であり︑肉体的な故障ですむだから地球へ来る惑星

筈

ありませんか︒たとえばいろいろの病気が去りますし量り

聞

められているのです︒

仲間であって進化の過程にあります︒そしてその資格で真価を認

物が凶暴になったのです︵︼他の各惑星ではすべての動物は人間の

はいません￠地球では人間が絶えず動物を恐怖しているために動

筈

聞

由名︺
害 そうです︒しかし正確には表現でき憩いと思います上

エイムズトヒルトン件の小説〝失われた地平線″中の架空の薬園

の〝シ︑ヤングリラハなのですか︒︹訳注︒〝シャンゲリラ″

人間になるのです︒
問 金星の生活は永遠高著さの溢れ■た︑日常の売苦労凸ない一蓮

・

︑

︑−

Jh

一・一

︑・・．■．．1一▲

■

■．■ト■▼・‖1

ヽ∴・

㌔ニ′︷

損㌣／
ノ．1

脚

と言ったでは轟りませんか︒そう言明することによって︑万人は

宇宙の出であり︑そのことをだれもが 〝応用〟 できる可能性を持
ってい古ことを意味したの．ですコしたがってわれわれは特定の碍

キり一ストの死後t一百年ばか

病人を治すのは正しいのだけれども1

仰の中に自己を失う必要はありません︒

能力は失われてしまった凸だ﹂と言明しています︒そして冶病能
力の典拠としてエ天人は聖書を用いています︒
人間がすべて霊的な本質を意識し︑唯物的にばかり考えないで︑
万物が霊的存在であると見るな．むば︑クトスチャン●サイエンス
は人々にとって有益なものだと思わ‖れます︒金星人は病気も戟争
そこで私は円盤・惑星

力を跨っています？それでも憩おこの能力が

にたいする信頼︑人間を信じょうと．いう信念がーー七

々の人間の過失です︒つまり信念が欠けているのです︒ヱ千古の
父″

﹁求めよ︑さらば与えられん﹂です︒しかしあなた自身の内部

で求めなさい︒そここそ最も容易に神を発見できる場所です︒

ャン・サイエンスに関する正しい知識をお伝えできるほどの資格

す︒それで轟なたの意見を聞きたいの．です︒私はぺつにクリスチ

なって表現されるとも言えるでしょう︒その印象は前生から来る

筈

なたと通信することができますか︒

惑星人はあなたが眠っているあいだにテレパシーによってあ

のある看ではありませんし︑誤った知識を口外したくもありませ

こともある■⊥︑惑星人を含む人間界から来ることもありますむ私

す︒

す︒

の著書

〝テレパシー″

にあるように︑﹇目覚めていると垂にも来ま

です︒したがってそ甲印象は︹夢は︶テレパy−にょって寧放か

何かの事故の夢を見たとき︑その事故は不可視の世界で進行中

って大盤の宗教を徹底的に研究しました︒クリスチャン・サイエ

ら来るとも言えます︒

火山が爆発する前にはその切通した活動と危険とを示す多くの

9 結成それ自体が不自然な境界と差別と壷生じがちになります︒イ

一称してい訂すロしかし宗教団体が如何に正直で雪ても︑団体の

に感応しません︒その結果がどうなるかは︑■み■克さんがご存知の

って︑その爆発を事前に知っています︒しか■・るに人間はその警告

トロールしている宇宙的なカモのものから起こるテリバツ1によ

徴贋があります︒動物jたとえば・ネズミ︑ネコなどは火山をコン

一エスは﹁君たち個人ほこの私よりも大きな物事を達成できるのだ﹂

あらゆる宗教団体は︑自分たち■こそ真理への道を数えるのだと

ともぁります︒

ンスが何で占るかは熟知しています︹︺そこの幹部連と討論したこ

ても差支えはぁりません︒参考にはなりました︒乱は多年にわた

筈 あなたがクリ左チャン・サイエンスについて多くを知らなく

睡眠中に直感的に印象な感琴丁ることはぁるし︑それが夢と

んが︑一つの真相をきわめるには多くの探究の道があると思いま

人問題と同様にク‖リスチャ■ン■サイ■エンスにも興味を持っていま 問

も知らないという記事を私は読みました︹■

だれでも病人を癒やすことはできるのです︒人間は常にその能

り経って︑ローマの教会が粉飾されてから︑人間の精神的な治病

エディ一夫人は﹁世の中へ出かけで福音を伝えることによって

教典以外に種々の刊行物を発行する世界的な団体となっています︒

一
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なぜこの地球には極端な獣性を示す人間がいるのですか︒i

澗

うに拡がってゆくでしょう︒社会的によい結果が起こるまでに轟

もしわれわれが自分からそれを始めるならば︑水中のさぎ渡のよ

善に■は︑・この地球の人間の心を改造する必要があり草丁︒そこで︑

っ走り︑■生活を通じて身につけたりするのです︒向上のた迫の改

んコ■人間は獣性を母の乳と共に飲み込んだり︑学校でそれを畢わ

筈 この地球には精神的に低劣な人間が住んでいること括軍冥で ▲
す︻り しかし人間は生まれつき獣性を帯びているわけでは去りませ

獣性という言葉ではまだ不充分なくらいですがー︒

間

朋門

くかかろうとも︑少なくとも自分白身を改革することにはなりま

す︒

にかして知らされることがありますか︒
筈 ごく少数の例においてのみ

．宕

畑

これからヒントを得れば︑大体■に魚類娃食用に

惑星人は薬草王轟音だということですが︑肉食と粟生とのあ

惑星人は薬草王轟音ではありません□啓捧酪に言って︑野琴

u

㌦

紳

．・﹁㌧・ニ

属︑牛︑山羊などは動物を食べませんが︑．ラ＋オ

魚︑〝内金をしない動物〟の肉を食べるのは藤廉にょいのです︒

筈

と同様に人間に番きないのですか︒■

いだには道徳的な相違があるのですか︒勤物の細胞柱野莱の細胞

間

適していることがわかります︒

てはなりません〇

するのを見れば︑ニワト■りは■人間の食用には適さないことを忘れ

くならば︑地球のニワトリが占ナを食ったりそ苧皿を味わったり

よいと小う原理に基づいて食べるのです︒モれでこのことに売付

肉は必要です︒しかし彼らは草食敷物だけの肉なら貴ぺても

金星人も肉を食べ

間

音 義りません！ こ由地球上で生まれる人は︹地球人をも含め
て︶すべて宇宙的意識を持っています︒しかしそれは幼時期に失
われるのですI・しかし惑星入のほとんどはきわめて幼い時に．自
己の正体に気付きます︒

﹂

問 マリナー二号が発見した事実で米政府が秘密にしているとい
うのは何ですか︒

寄 金星には人間がいるという事実です︒
問 ソ連には 〝第二の了ダ■ムスキー■がいますか︒

●

筈 たくさんいます︒・

一ヽ

苦

かに売付く人もあります口車打たはしばしばそれを感じて次のよ

問 惑星人は芋苗的意識なくしでこの地球上に生まれかわって来

く仕方がない﹂と︹■それが何をなすぺきかの直感的な確信です︒

〝天啓″

川

ですか︒

︻l

瑠璃凋l⊆1

うに準里亨を苦 つことはありませんか︒﹁これをやるより他に全

にょって何をしたらよい

問 私たちが人類の発達に謁して何を行なったらよいかを︑■どう

がその爆発をひき起こしたのではありませんら

そしてこの場合も例の夢の説明が卦てはまります︒しかし惑星人

苔 少年たちが事前に知っていたというこ・とはあり■得ることです・︒

0

人の少年が事前にその事故の発生を知らていた形跡がありますが

によって遠隔操作されることがありますか︒こや事故で死んだ二

問 何かの事故が−この場合は或る爆発事故なのですがー・惑星人

とおりです︒

持普

1ることが泉ニッますか︒

教

−10 【
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﹂

ーー11−

あるのですか︒数年かかるのですか︒

問一個人の死と生まれかわりのあいだにどれ位の長さの期間が

よく知っておく必要があります凸

にするのはよくないのです︒したがってわれわれは動物の習性を

同族■のヒナを食ったりします︒こうした劫物頻の肉を人間が食用

などは他の動物を食べ草丁︒l∵ヮトリもー度血の昧を知ったなら

た︒これは今なお行なわれていますが︑それでも一般人は信じょ

の人間は地球の大気圏内に入って来て︑無数の着陸を敢行しまし

筈

から︑知らせよう七思えば容易ではありませんかlリ

地球人にモのことを知らせないのですか︒比較的近臣軸なのです

開

とはなりません︹︺

．

筈 数秒間です︒数年もかかることば絶対にありません︒常に数

うとはしません︒

へ■・︑︑

秒間です︒死期のせまった人が目を閉じるか最後の息を吐く直前

聞

ここにソ連が接辞した月甲裏側の写真が量ります︒この写韻

容易どころか実は困難なのですー・過去十王年間に他の惑星

高度に進歩した人間が月に住んでいるとすれば︑なぜ彼らは

に︑本人の魂埠丁でに別な新しい肉体︹妊娠した婦人︶に移行し

は次のとおりです︒踪終の置︑意識はすでに心を放れつつあるの

莫しい物を見た﹂などと言ったりすることがあります臼

えるはずであるからセす︒史㌣りのままの写真ならば︑山前または

す︒というのは月には表裏とも直線のスジ︹複数︶が現われて見

筈

について思いぁたるフジがありますか︒

であって︑意識はすぺてがわかっているのですが︑心は生前に常

噴火口に通じる完全な直線や影のような暗黒の点などが現われて

﹁

に多忙であったため何らの注意を払ぉうとはしません︒しかし心

いるはずです︒その直線はハイウェイな盾であって︑ト・ンネルに

ています︒ときとして人間は死の直前にl韓気分が立ち直って

は軍旗の瞬間には静まり返るために遠方の光景を見てそれ卑語る

続いています︒長さは数百マイルもあります︒モんな直線のスジ

があります︒科学者は月に人間がいることをいつか発見するでし

ん︒一般人が現在の程度しか考える力がなくても︑まだ長い未来

苔一般人が私の体旗を疑うことを私はぺつに気にしてはおりま

でしょうか︒

その発見はあなたの捧旗を疑う人にとって証拠になるのではない

をいずれ発見するようになるとあなたは思いますか︒そうなると

ってもらったと言っていました︒しかもせっかくの二百√ソテ反

の前日に地理学会のメンバーたちが来て︑同天耳古で月写革智腐

て月の写真を撮影してもらうのだと言っていました︒ちょうどそ

る日空軍の将故蓮如やって来て︑これからパロマ一天文台へ行っ

天文台からもらったものです︒多数の人がそれを見辛したが︒或

月面写真を所持していました︒モれはテキサス州のマクドナルド

私はパロマー・ ガーデンズの例のレストラン■にいた頃︑大きな

米空軍です一︺

モれが完全な写真ならば︑そうだと証明できる証遇が量りま

のです︒

を最初に発見し■たのはだれだと思いますか？

ょう︒昔もそIコでしたが現在でも月面上に光体の活動や物体の動

射鏡を使用しないで四十几インチを用いたという幻です︒その聾

この理由

問 科学者が月探菜の努力を読けるうちに︑月に住民がいること

・きが東胡されています︒しかしそれはまだ大衆を納得させる証拠

＋

▼

ノ コ
ケ■事￣

ネルたど■智もっと詳細に写し出すためだ上言うのです︒そして彼

由を尋ねると︑．彼らは口々に︑月面上の道路︑ハイウェイ︑・﹁ン

モしてまた離陸して森林地帯へ．飛んで行き︑・そこヘ音陸したかの

ランスの線路ばたへ着陸し︑小柄な乗員たちが外へ選て■釆ました︒

スの首相であった頃の一事件を話しましょ⊥つ㌔一機聖子石船がフ

築柑畢

らは私が持っていた月面草薙を拡大鏡で調べながら道路やハイウ

細く思われたので︑多勢の人々がこ幻惑星人たちをやっつけるた

器

ェイなどがあることを指摘し始めました︒それらの道路は完全な

めに銃やクワなどを手にして現場へ行ったのです︒しかし何も発

く別な橋を発見したが︑二度目の橋は次に親側したとき完全に備

と数名の少年がそれを目撃して ﹁この決着達したら放らを射ち殺

星人といえども人間ですからやはり水を必要とすろのです■︺

米国では一機．の円盤が水を求めて用の付近ヘ音堕しました︒事

えていたと語っていました︒そこで私ほ︑それは全長純一寺イル

してやりたいから許可を出してくれ﹂と保安官の所へかけ込みま

l九五四年にはニューメキシコ珊のファーミンL﹁ン上空に五官

する

の大母船に何かの故障が・読∴ノたた迫に二つの山頂間にそれを橋渡

した︒

ってきて

磯の円盤群が出現し︑しかも大群集雪白前で一人の畳宍をさらっ

れて来ましたので︑当然のことながら近隣の人たちから質問攻め

レーン切役目を早せたのだろうと話しましたゥ
訳注︒月面に観測された濡として有名なのに

にあったのですが︑惑星人から口止めされていたので何も語らず︑

て行ったという事件がありました︒二年後にこの畢未は送り返さ

る︒一九五三年七月二十九日の硬︑ヘラルド・トリビューンの科

真相を家族にだけ洩らしたのです亡

〝オ：−ル橋″があ

学記軍ジョン・オニール暦望遠鏡で月を観測中〝危韻の海″に巨

たため︑たちまち本人は官憲に掃えられて輿問されてしまいまし

ところが家族がしゃペリ歩い

大な滞が出現しているのを発見した︒英国の天文学著H・P・ウ

た︒実に五首磯も甲円盤が出現し︑新聞記者産も目撃し︑証拠は

充分にそろっているのに結局何にもならず︑むしろ多くのトラブ
は姿を潤した︑︶

ム︐−アも観測した︒しかしまもなくこの

りでしょう︒

■ −︑−

山

くさんあります︒惑星人が容易に出現Lない理由がこれで宙わか

こんな例摩右以外にた

ルやl大恐慌を起こLたような有様ですら

−

〝掃″

ィルキンズ博士もこれを発見し︑英国天文学協会のパトリゾク・

終わったので大母船が見えなくなったと考えられるわけです︒︹

したがって僅理が

しにし■︑値璽用の巨大な嘩確を移動させるために別な太母船を持

がわかったのですり また彼らは月面に一個の膚を発見し︑まもな

直線で︑数百マイルも続ぃていて︑山脈中忙姿を消してお甘︑ト

矧矧矧

見で

珊腺級

ンネルの入口でできた静も串り︑括磐に調べてみると山の反対側

風樹

いました︒

腰潮矧

から再びハイウェイが出ていて︑結局山ヰにトンネルがあること

撫

問 惑星人はなぜ丑然と姿を現わしてだれにも話しかけないので
すか︑一

筈 そんなことをすれば惑星人はわれわ丸よりも大バカだという

八．∴∴二

ことになります︒一九五六︑七年にメンデス■フランスがフラン
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士になる■なかれ

8

じきせ与コとするのあまり︑十字軍戟士や過激論者になってはい

数の知識がなければ徴靖分など準ぇてもモノにならないことを学

いでいきなり敬語分を準ぇたりするよI㌢空﹂とはぁぃ・ませんロ代

これは冷淡仁見えますが︑実はそうではありません︒出前にも
述べましたキュに︑円盤・惑星人問題は興味車持たない人のだれ
にもかれにも知らされるぺきものではなく︑或る少数の人がそれ
を知る特権を有しているのです︒轟なたが円堪問題にさほどの誠
心がなければこれはシ一ヨ吋′クとなるかもしれませんが︑高直な知
識に関する限り右の理由が長いあい貯一般化してきていますっ大
学にぉいては何かの学習を始める前に一定の必要条件が学生に容
求されますロ円盤問題においても同磋ですロ学校では︑ただ学生
に授業料を払わせたり新しいアイデアの伴った追韓・な加古ユ子嘆鼎
持っているように見せかけたいために︑初歩の代数キ準えむしな

けない七いうことです︒︹訳注︒殉教者荒東リになったり︑メタ

校はよく知っているからです︒

円盤問題でもこれと同じことが言・キます︒人間というものは︑．

研究しなければなりません︒或る知識にたいして白倉が▲〝準備″

高度な原理を理解するためには筋道の立った順序を経てl歩丁歩

い物事のすぺてが自分にとっ．てもっともらしく思われてくるよう

できていないとは思いたがらない人は︑．そのこと自体が右の論点

私や場合桔情報を求めて私の所へ来る人にのみ知識を伝えるこ
とに⊥て小ます︒円盤・惑星人問題を他人に伝えるのに機関誌と
いう手段による場外に︑私の方からむやみに他人に語りかけたり

るでしょうロあなた■が出かけて話しかける必要はありません︒他

ょうロそこで﹁ブタに真珠を揖甘与えるな﹂と．いうことに凍りま

琴コ人たちにも及ぼすべきで︑相手を納得させるためには新富た
る努力を払うぺきだと考えています︒しかし結果は連となるでし

はしませんロあな■たが何かの問題についてよく知っているという

人があなたの信じている事柄に興味を持ってくれなければ︑それ

す︒

ことになれば︑他人の方からあなたへその知識を求めてやって来

以上他人に関⊥て時間を浪費しない土とです︒

を証明していることに本人は気付いていません︒
多数の人は︑惑星人の高遠な哲学をガムジャヲに瞳凸申に周知
せしめ︑世間が見のがしている撞々凸事実を一般人にも知らせる
ぺきだと患っていますロまたわれわれの円堪研究活動のすぺてを︑

になりがちです︒

ます︒過激になると高遠な目的をはずれてし．まい︑幻想にすぎな

軍♯士になろうとし︑その結果相手から物某いのタネになってい

ヲ滅法に他人にすすめたりしてはいけないの意︶多くの人が十字

重要な事が一つあります︒白骨が信じている物事を他人にも信

十字軍
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うしなければならなかったかといぷかっています︒その筈えは明

墟は寓話を用いて人々に語りました︒多数の人はなぜイエスがそ

ために地球上で生まれかわることを君恩します︒だからこそ舐ら

ています︒また夢くの場合︑この人たちはそのゴールを軍成する

確立されていた一定のゴールを遠慮するためにこの地上に生まれ

或る人々は前生において

瞭です︒それはクリスチャンを自認する人たちにとってyヨ■▼ツタ

いる■のです︒類似の物事に直面する他の人でも︑その知識を埋葬

エス自身の言葉に見い出されます︒故と兢1しく⊥ていた少数の人

す︒正しい意味はマタイによる福音書第十三章十節−十五節のイ

眉身が聖書の真実甲知識を全然持っていないことを表わしていま

理解を容易ならしめようとしたのだと説きますが︑これは聖職苛

まれかわ申説に関する知識にたいして準備できてぃない人は・︑円

のです︒
以上を別なふうに説明してみましょう︒円塞・惑星人問題や生

が︑理解力と進歩直の不足のためにモの知識を全然現収できない

ょう︒大衆も同じ物事に直面したり視いたりするかもしれません

し応用し得畠ならば︑進歩の正しい段階にぁるとい■つてよいでし

だけが寓話の意味に関する説明を聞かされました︒しかも寓話の

〝十字

盤の写真や書物などの資料に接したところで︑彼らは資料幻撞供

者を狂人祝し︑関心を示すものでは恵いロです︒加うろに

らしました︒﹁運命のもとにある︹許されている︶﹂という言葉

とを許されていた︺少数の弟子たちに自分空言葉の真也意味を洩

第十三幸三十四節

とは円盤研究から離れてしまうのです︒

心霊的な空間旅行の記事などです︒だからこんなものを読んだあ

りですロ通常それらは空想とナンでンス以外の何簡でもない軍甲

わしい内容のものか1少なくとも嘲笑の的にたるようなものば■か

によって一般に流布されている円盤情謹由殆どはいかが

は聖書中に四庶出てきますが︑どの場合もそれは﹁或る人々は或

りに科学的な事実を碍させるということ措きわめて重要ですへTこ

軍戦士〟

る知識に接触するように運命づけられている﹂ことを明らかにし
ています︒このように或る出来事または行為は或る人々に発生す

れを行■写っのに最上の方法は︑相手に最初から牢直にそ甲克識を

︑一

．1

■

巧みなイカサマ師にだまされていると亨兄ば︑円盤問題に野心を

タクティーのうち九十九人までは心霊勢力かまたはカ■ネを求める

あなたの所へ知識を求めて来る人紅白日夢やナンセンスのかわ

るように運命づけられているのですけれども︑ただtそうした出

与えることであるとい−つことが私にわかってトますハ︺■百人のコン

．

︑

なぜ或る物事が少数の人にのみ起こるように運命づけられてい

間はl ノの遣を行くことができるのです︒

来訝の 〃藷異〟は運命づけられてはいません︒自由意志を持つ人

イエスは常芯寓語でもって群集に話し■て︹マβイによる福音書

ことはできませんでした︒

意味が説明されるまでは︑彼ら弟子たちも一般人以上に理醸する

一般の聖砥者は︑イエスは寓話を用いることにょって一般人の

いようにするために寓話を用いたのです︒

∵はその達成に必要な或る蓮の物事に直面するよテ運命づけられて．

て︑他の人に起こらないのでしょう？

1

となるでしょうっ イエスは自身が話す事柄を一般人に海鮮苫．せな

大抵の人はイエスが偉大な指導者であったことを認めていますゥ

闇

J

津

：上ノ ￣￣・

ー15 【

な書物と何の関係もありません︒モしてもっともらしく述べられ

しまった人が如何に多いことでしょ一子︒真実の惑星人はそのよI7

されるナンセγスな記事を読んだぼかりに︑円盤問題に失望して

せんするに足るものであると︒後に列挙するよ▼ユな書跡に見い出

持つ一コングクティーによって書かれた唯tの書物で︑大衆に推

同乗記″ 〝空飛ぷ円盤の真相″の三冊こそは充分な真実の知識を

ましょ−つ︒アダースキ1氏著望飛■ぷ円盤実見記″−完工飛ぶ円盤

持つ人には大抵ジョブタとな牒牒す︒私欄また次のように断言し

少の罫理をも含んでいますので︑あなたが︑真実の惑星人はこう

するだけのことですロこれらの書物の多そはナンセンス

の書籍類や著者たちを攻撃するので軋なく︑ただ参考までに列記

題ヒは何の関係もない書籍類を計とで挙げますが︑私はぺ・つにそ

でサロー先ず以上釘ように断言し︑モして真実の町境・惑星人間

ものはたしかに或る活動のl部です︒すなわち彼らは金額けを目
的として大衆に働ぎかけでいる大規模なイrチキ行為の一部な由

は少なくありません︒一体にトかがわしいユノ耳クティーという

関係があ㌢全体的な惑星人の活動の一部であると思っている人

のでぁるから︑・その努力を認めてやるぺきだと考えているようで

物の著者たちはみな大なり小なり大きな円遥問題の一部分をなす

ますり この人たちは︑円盤関係由雄頗を持りと称する硯箱の各書

の真偽を私がはっきりと表明するために︑

内容が真実でどれがウソなのかを知りたがっ・ています︒そこでそ

ここではフィクジョン︵作り事︺から真実を分離させようとする

持たない研究者にこれむの書物を推せんすろわけにはゆき草せん︒

かの益を受けることもぁるでしょチ︒しかしさほどの予備知識を

によってそれらの内容を検討するならば︑こうした書物から何ら

たものもあることなどを銘記しながら︑個人感情を排して︑真価

い古真実の惑星人に対抗する

した著書と関係のないこと︑．モの著書の中には地球上で活動して

す︒しかし実際には大塩の自称コンタクティーは円盤問題の心霊

．＝ハ・い︹い・

千㌢で

まじめな研究家の便宜をはかって挙げたまでのこと甘．甘り昔畢骨申

によってそそのかされ

的ニセモノにだまされているのであって︑顧るに足らないもので

しますと︑以下の各書物の内容の大部分娃完全な7

遥州い勢力″

サー︸また私が︑必ずしも惑星人との体験を主演する人のすぺてを

す︒

タ

訂

喜ばせよ計として︑・インチキだと知uながらあらゆるコンタクト

つから宇宙の諸原理をおかすことになったのでしょう︒だれをも

るか﹂︑グロリアーリーの﹁われわれが地球にいる理由﹂その他

団とその関係文献類︑．ゴーr∴†Jコケゲの﹁だれが路盤を操静す

グチの﹁円盤の秘密と大鹿の子﹂．︑ペルl苧セヴン・∴

著書類︑コ■ルンバ・クレブス阻﹁来訪する宇宙人︑そして月には

・ストーリーを認めるというー一半になれば︑どうして宇宙の真理
惑星人とコンタクトしたと称する人はだれでも多少とも真理に・

の若草甘・T・・ダヲントの円盤関係書書類︑ダナ・小ワトドの

ゴードン−アレン切﹁三次元の重から来る円琴﹂∴す

イ

を伝えることができるでしさコ︒

える人も車台ようです︒・不正やインチキを暴霹することが一体い

後押ししないため■踪︑・敵は宇宙申請原理をおかしているのだと考・

多くの人が円盤関係書物について質問状をよこし︑どの書物の

たその情報類はアダムスキー氏の書物から盗用されています︒

Tぎ雫ゝ

蘭

Ⅷ瀾
瀾

︑

ません︒著者のなかにはたしかにまじめで︑自分が実際にコJβ

記したのです︒モれらは論理的な推論に全然役立つものではあり

実の惑星人とは関係のない資料・文献を知るための手引きとして

くり返しますが﹁右の各軍著は高度に進化した惑星から来る真

地に基づく心霊学的刊行物一切︒

円盤は超現実的なものであり︑惑星人は本来霊体であるという見

γルコ芸円盤関風文献や刊行物︒霊飛行体説の文献穎︒その他︑

ドールの﹁金星人﹂︑■カール・7ンダスンの著書類︑ピー升−・

ンの著書類︑ラインホトルト■■㌢ユミトナの物語︑リー■グラン

の﹁先の内部か．年来る甘藍﹂︑・㌢コーチ ハント・ウィリ

書類︑ブョ㌧てキンザの著書憩全部︑レイモンド・バーナード

J・

人間がいる﹂︑ディノ・クラスべドyの﹁円盤．とのコングクー﹂︑

淵

クトを体験したのだと信じている人もあります︒それで︑たとえ

があれば虫害せ下さし「（編者）

瀾

死んだ人さえあります︒

ー・yとメ．リランF州及びボストンの三個所です︒桶集がすみ次第

ところで7ダムスキー氏の著書以外に私が推せんしたいのは次
の図書です︒ガーゲァンの■﹁空飛ぷ円盤と常識﹂︑キーホ1の各

﹁㌔＝L

ことをお祈りいたします︒

円盤関係書書類・ルリベルトの﹁廿FOリ粛−上︑G・8・ユ
ング博士の﹁空飛ぷ円盤﹂︑

ー●

神

府県鞄

に一般へ公開する予定です︒これは行動中の母船を撮った映画で︑
丑開は二月一日以後にな番でしょう︒観覧希望の方はその頃に連
絡して下さい︒
あなたがク‖リスマスの真の意義車知る歓びによって祝福されん

録映画を撮影することに成功しました︒ウィスコン〃′ン州7ブル

なっ．ていて︑メキシコ市に建設予定の学園の問題も現地で協議す

その他、この講座に関してご意見

牌欄

なく︑実は世間をあぎむいている心霊的克黒幕にたぶらかされて

思います。

閥

いるという事実に気付かないで︑熱心に或る幻影に従ったために

何らかの変化を体験された牙は、ご
面倒でも購者宛に詳細をお知らせ下
さい。貴重な参考資料となりますの
で、 編纂した上いずれ発表したいと

潤

るつもりです︒
最近の米国内の講演旅行における途中︑私は宇宙船のカラー記

︹占ペー一シより︶

「生命の科学」1講・座せ賽習されて

闇
瀾

ばグロリ7■リ1のように†自分の体験が惑星人とは何の関係も

お．願 い
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塚舶闇屠卵
惑星人の着陸？ ∧少年たちの目撃∨

l一ユーヨーク州コンクリンの町のウッドサイド通りに住む五名

の少年たちの語るところによれば︑七月十六日に彼らの家から約

顎

亜離

しがっているふうに見えたんですって﹂とトラダイス夫人は語る︒

そこで一人のおとなが他の土岳の少年を深しに出かけた︒する

とll人は野原から家へ向かって帰る途中だった︒現場由原っぱは

トラダイス家からサブドサイド通りを約二マイル行りた所である︒

この二人は惑星人を見たことを最許否足したが︑後に白状した︒

彼らはlおじいきんが話を信じてくれず︑・中ソ計ついたといって

こむしめになぐるのではないかと心配していたのである︒

子供たちの話によれば︑そのJ人間∵は小さ正子供くらいの大

きさで︑人間のような顔付きをし1

には白文字らしきものが見えた︒その人間は両眼にプラステ■イブ

ヽヽしていた︒ヘルメットの頂上にはアンテナ嵐の針金があ㌣・前面

少年たちはモこを歩いていたロそ打卦たりがコケモモのやぶに

クまたはガラスのような物を着けていて︑奇妙な音を発していた

二マイル離れた野原で惑星人らしき人間とその乗物を見たという︒

なっているため好んで遊びまわる場所だったのだ︒すると五十な

が︑．モれはパイプから出て来るような音だった︒子供の用いるカ

の方へ歩いて行っ

いし七十五ヤード先に惑星人を見た︒とーLれは一人の母親の話ロ

〝乗物折

ズー笛に似ていたともいう︒

のバンパーのように輝いていた︒

たが︑磯雄の一瓢はカン木で早耳甘くなっでいた︒嶺体は乱勒車

その惑星■人︹らしき人間︺はモばの

﹁ほんとうだよ！﹂と子供たもは■ムキになって苦い張廿︑﹁ケソ

をついたら承知し憩いわよ﹂と叱ちれて不服号コにワッと泣き出
した︒
二人の少年エドマンド︹九才︶とランディー︹七才︶はエドモ

何か必要な物はないか﹂と尋ねたら〝人間″は乗物の盾上から後

惑星人．は遺物〟の頂上に上がったので﹁水はいむないか︑

︶︑どリーtダンヲップ︵七才︶及びゲイリーーダンヲップ︹五

方へ降りるように思われた︒そこで子供たちはそこを離れて家の

ンド■トラゲィス夫人の息子で︑モれにフロイド・ムー7︹十才︶
才︶の五名である︒ムーア家はウッドサイド通りに住み︑ダブラ

方へ走った︒後に現場を調べた人は︑磯雄があったという場所に

生まれかわり説を調査する学者

個所の穴があいでいるのを発見した︒

カン木が押しっぶされていて︑周囲には脚がぁったかのように三

アブ家はエディスソ連りに住

トラダイス売人は︑牛後十二時三十分すぎ頓に子供たちのうち
三人が水を求めて家へ売り込んで来たとき︑その事件を初めて知
った︒﹁子供たちは宇宙人へ水を持っていつてやるのだと言うの
ですロ宇宙人の言う・ことはわからなかったけれど︑どうも水を欲

♪∨ 鎧∵
才㌻
置軒

⊥」1呂＿

h
トヘ

北部イン・ドの一大苧で苦い一科学者が生まれかわり・説を証明︹
または否定︶しょうとしてい・■る・︒

〝前生〟

の生活を思い出す驚く

一．ナシ†√プ■−ルのラ︑lジャスタ・ン大草パラサイコロジー科長昔日・川朗
・・バネ〃リー博士は︑ときとLて

ぺき能力を示す人々が存在する例を科学的に解明しようと数年問
研究してきた︒まだこの現象を合理的に説明する段階に至っ■てい

J

の実体を説明することは不可能であった︒
﹁このような例にぉいて用いられる 〝輪廻″という言葉は大げ

さで心霊学的な．意味を含んでいる︒現在行なっている研究は蓮屈

を抜きにした純粋に科学的なものだ﹂と博士堕亨っ︒生まれかわ
りの実例が他の如何なる国よりもインドで最も多く報告されてい
るのは︑虻ンドゥー教徒が生息れかわりを信じているからである︒

の記憶例について諸外国を探し歩いて︑各国の資料を蒐集中であ

ソティー●デゲィーという名の十才になる少女が︑自分はかつて

調査済みの少し古い例がt九三六年にデリーで発生した︒計■ヤ

る■︒そして約二百件の実例が目下大草で研究されている︒

デリーから七十五マイル経れた町マトクーラで︑妻としてまた母
乳として住んだことがあると言い出した︒この詰はたちまち造園・
の評判となり︑十五名の権威者が調査したところ︑少女の■話は正

ないが︑墟はとにかく大量の資料を集めた︒現在は生まれかわり

満足させたけれども︑なぜ特殊な人々が全然未知の過去の死者の

しかったことがわかった︒少女はマL・クーラへ連れて行かれたが︑

バネ〃ジー博士によれば︑或る．■例︵複数︶は真実のものとして

生涯を思い出せるのか︹自分が何其の生まれかわりだと称するの

の家へ案

そこで先頭に立って学者団をまっすぐにかつての

〝未″

だが︶に関する基本的な問題は未解決でぁるとい一つ■︒

憶を埋めた場所を見せるために 汀を寝室へ導いたのである︒モ
の場所で一個の空箱が発見されたが︑彼女の前生の 〝宋″ チャウ

内し︑その家にたいして完全な懐旧の情を示してr更に妓女が記

る少女がいる︒この少女は或る中流の家庭に生まれ︑父親は地方

ピーは︑箱の中の金を自身が取ったと説．明した︒．更に調査によっ

一九五九年に調査されたこのような⊥例として︑中央インド

の硯苧官であ■つた干幼時からスワルナは自分甲ほんとうの家は数

て︑チャウピーの要はl九二五年十月二十四日に7㌢7の町付近

一−・●＝＝ニー

卑＿

J

チャゲルプルという町に住むスワルナ⁚フグという名の十才にな

マイル♯れたカトニの町にあり︑l一人の息子があると言っていた︒

の病院で死亡したことをつきとめたゥ

Y‖−

く．′≡■㌢誓好㌃㌘且訂

シャンティー・デゲィーは

モして驚くべき正確さでその家の瑛子を語ったりした︒モこで調

一九二﹂ハ年■の十二月十一日に生まれており︑現在もなぉデリ1に

敏

査したところ︑たしかにその家で十八年前にビンディ7・ヂゲィ

一■−・−・・・−−川 ■−￣

住んでいる︒独身で︑きびしい宗教的な生活を苛っている︒

一■・・−一一一一−−■一■−■一

rという主婦が心腰痛のために死んだことがあり︑二人の息子が

ミ・・・■

健在であることも判明したので居る︒

〝記憶〟

、距

スワル

〜

せ

はなかった︒パネル㌔−博士はその実例をイカサマでない正真正
銘の生まれかわりであるとは断定できなかったが︑少女の■

泡習■
√

一汀＼︑

′′ −

亡

j
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暮

〝宇苗的記憶〟を

これを説明するのに︑自分の正陳に関する記憶を失った人を例

つちかわない隈り何にもたりはしません︒

が︑これを記憶と呼んではいけません︒人間は

日常甲きまりきった物事は習慣となり︑自我を支配しています

物事に執着したがります︒

のであり︑時に ﹁殆ど価値闇ない﹂と自我が感じる︑重要でない

、

心というものは︑変動してやまない束の間由諸現象に額づている

な価値ある物事を記憶する術を全然学んでい庵かったためです︒

前生における体験を記憶していない甲田は︑心が過去に得た重要

−1J㌦

Ttrさ写阜∫

■1⁝与1⊥⁝・！ 1トーi ⁝ ＝⁝−⁝ぎ⁝＝⁝1・ト・1︑L〜ぎ・⁝LF

にあげましょう︒こうした例はときどき起こります︒裕福で︑

い地位についていて︑家族を維持している人が︑自分の正接の記工

憶を失うとします︒しかし本人は他の場所■で新たに生活を串彊し︑

家庭を持ち︑普通の労働者として働きますd．■かつ■ての知人から探

し出されてむ︑自身は別人だと主張して否定しますが︑これ■はか

っての生活に関する事を何一つ記憶していないからです︒これは︑

最初の個性が心にたいして死滅してしまい︑一方肉体はなおも正

体を保っていることを意味します▲＝■

これこそ各人が

ところが人間の宇宙的な正体ということに■なれば︑有と同棲由

事が一般人にもごく普通に起I■﹂っているのですコ

と

〝個

前生についての記憶を持たない理由です︒これでもって︑現在で

もそうであるように前生にぉいても〝意識損な真爪り白哉″

性すなわちエゴの心″との分離があったことがわかります︒とい

ぅのは前に述べたように︑藩論こそは人蜃口唯一甲真の永横地東

その場合︑黄白我は白骨のエゴ

かし各結果︵現象︶の背旗には結果ほど明らかでない厚田がひそ

識すなわち全包容的なるものと混合しなければだ助なのです︒し

えるのは困難です︒これは自分の肉体の心が自己切真の実体中意

のように現在の個人的なエゴ虻心にそれの過土苗括験や■関嘩卑怯

私は他人にこれを成功させた多くの体験を持っています∩一申茄

の心を失ってしまっていますり

とめる■ことができるのであって︑■

しかし宇宙の意識に自分を同調させた人は︑白身凸正体をつき

り合わぬ限り︑本人は自分の正体を見失うことになるのです︒

卦であるからです︒そしてあらゆる行為が記録されるのはこ遺書

科

人間は記憶力を持たないということばないので︑記憶力こそ生

の

詰の中であるのです︹−したがってもし人間の心がこの藩論と混ぎ

芋苗的記憶

日日

活凸続行にたいして基本的■■荘ものとなります︒しかし殆どの人が

第七課
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＝ト・

官の場合も同じことです︒ゆえに人間娃

〝恵丑で見ること〃†′な

らず︑あなたはもはや見ることはできないからです︒一触凸感覚器

たが無意識になるならば︑視覚器官はなおも存在するにもかかわ

−H・1．﹁日日巨人l．パリ∵﹂．﹂・けりトーーjl＝H∴1Jhl山＝卜‖け＝−＝‖持ドh・圧−＝．け・江川．J卜‖T‖トド‖■托ド‖持

そこで︑もし心が意識と混合しなければ︑それは︹心は︺生命
の詣由中で失われてしまうことがあるということがわかるでしょ

人間は記憶のページの中から永遠を生きる白倉に売付くことがで

わちセンスマインドが善哉と畢カサることの重要件ごト売付かねば

この言葉の意味を考えてみましょう︒人間は二つの魂を持って

きるのです︒これは個人が永遠の生命を程よう上する場合に重要

﹁肉体を斬る者を恐

いますn︸ センスマインド⊥∵同体の心︶の魂と意識の魂のニーつです︷︸

です︒これ■がイエス爪二言葉﹁白身の︹慣人の．︶生命を草っ者は永

う︒だからこそイエスの如き偉大な指苺者が

いわゅる具体的なもろもろの結果︵現象︶にのみ執着することに

遍の生命せ見い出すだろう﹂の意味です︒

なりません︒もし宇宙的な記憶を持とうとするならば・−．すると

ょって起ころ記憶の喪失のために斬られるのは︵無価値とされて

■われわれは日常において或る程度乃宇苗の生命に売付くように

れないで︑魂を祈る者を恐れよ﹂と強調したのです︒

しまうのは︶センスマインドですゥ永遠の生命を保つためには記

心を訓練しなければなりませんロこれ竺

イエスは自分のセンスマインドを意詠と混和させていま．した︒

による場合であり︑他の一つは︑あなたの意識が轟なた白身のセ

ます︒lつは︑〝宇宙の記録″を読み頁るのがきわ蛤て巧みな人

ノの面を通じてなぎれ

憶というものが基本となることがこれでわかるでしょう︒
それで墟は﹁私はこの世にいるが︑この世から出た看ではない﹂

なかったら︑イエスもそうした記憶を保つことはできなかったで

記憶を運び記録の書を含んでいる意識なるも打に自己を混和させ

きあなたは宇苗的な原田とその請結果をよく自覚しなが苧早さる

混和させたとき︑あなたは啓示を知るでしヱう︒なぜならそのと

れをなすには心が意識を信頼しなければなり革せん︒この二つを

と言ったり︑その他自身の過去に関して多くの発言をしたので︑す︒ ンスマインドに啓示を与えるように仕向ける場合ですっしかしこ

しょ▼コ︒
うに意丑を信頼させねばなりません︒これにはときとして盲信と

は普通の態度で日常の義務を果たしながら生活して▼しかもかつて

験を持って以来︑二つの生活面の中に壷・きています︒−一つは︑私

たとえば私はブラザーズとコンタクトの捧

もいうぺきほどの強烈な信念を必要とします︒盲信ということを

ないほどに人生を楽しんでいます︒と同時に他方では弘の体験や

ことになるからですロ

もう少し明らかにしてみましょう︒われわれは物を見るのに道具

他の惑星から来た人々などについて私望恩設的に知覚しています︒

これをたすためには︑人はセンスマインドに︑神を信頼するよ

として目という物を持っていますが︑窓ガラス自体が外景を見な

そのため体験渾は日常の行動と同様に乱の記憶上で消し去ること

1

ヽ

ニ一

Ii

■︑

臣

トト巨打巨匠軋桂措置監罷

生命の宇宙的な概念を得るために甘︑自己内部聖恩諸による知

のできないものとなっています︒

いのと同棲に目自体が物を見るのでは苗りません︒窓越しに外景

ぺ

です︒なぜなら︑あな

−
ト

〝あなた〟なのです︒したがって目

．．∧

〝あなたの意詰″

y

を見るのは目ではなくて実は
を使用して．物を見るのは

■
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来どおりに日常の仕事を華汀しJlすが︑結果︹現象︺の世界にぉ

いて賢明に行動するための力と英知とせそれに︵センスマインド

じ感じを持つことになりますロ

﹁私がす■電のではたく︑父が私

てなし給うのだ﹂これが■芸烏的善哉″ です︒
れは全く両者が一体であるかのように・相手を知覚するよう通
にじ
なる
からです︒犬やネコなどの動物でさえも主人の個性をまねたり意
す識とは︑さまぎまの個体を．はらん．では生碁出す万物の父母で
ることが晶ります︒そこで結局︑絶えず宋になるような人ます
た︒
はそしてその内部には設計図または■記憶が常に存在していて︑

身につけ合うのみなら．ず︑両方が相似た人間になり始めます︒こ

に持
︸与えてい皇愚詠なるものの存在に本人は気付いています︒す
されますり両人とも各自の生き方の中にそれぞれ異なる習慣を
ると
つ人間ですが︑何年かを共に生活した後ほ︑互いに相手の習慣
をセンスマインFはイエスが債のまうに述べた言葉重患韓と同

このよい剖は︑生活を共にしようと決めたl一人の人間に見い出

が︑くり返しは一つの記憶となります■U

物て
が身
茸力甲拡張が必要・です︒・こうしてあなたは二つの面におい
自辺
分にあると︑モれは︵気にな古ことは︺そ雪空蓋票封的・昔
象となり︑もはや努力は必要となくなることがわ■か望三㌔人
の行為に一層警戒的︹知覚的︺になるのです︒それは飛行塙現
の中
間は
にいるかまたは高いビルの屋上にいるのと比較できます︒とい
う記憶のパタニ塾︶に基づいて行動するからです︒ここで売
付かねばならぬ最も重要な事ほ1その記憶のパタyは︑いつの問
のは︑
か人間の個性を作り直すとい†ユト﹂とです︒その場草本人は■
うになるからですコあなたは同じセンスマインドを用いていに
るの
ですが︑その場合はただあなたの知覚の範囲が拡がったにすう
ぎ元
ま のままではなく︑他人が本人にとってかわったとも亨吋んるで
ょき
一つロ一方が他方を吸収してしまって両者措一体化したのです
せんロ白身がどこにいようとも一︑あなたがこれをなすことし
がで
るようになれば︑多くの過去の体験を洩らしてくれる音読の記以
憶上ここでは互いに密接な関係にある二人の人間を割にあげま
に関連してあなたは制限なくどこまでも撃空﹂とができますし
︒た
こが︑こ
表可
者にする例にもなります︒このことは︑われわれ■が神と呼
うして自分の・真自我を見い出して永遠の海の中に生きるこを
﹂代
とが
んでいる意識なるものは全包容的であることを示してい・ます︒二
能となるのですか
人部
の分
人間が親密になることにょって一括化し︑互いに相・似てくる
この生命の特殊な面はぜひと■も学ばれねばならない主要な
のと
ですコ センスマインドがこれまでやってきたように勝手気ま
ま同
に様に︑一個人はエゴのかわりに常に碑︵意講︶というもの
考えるたらば︑いつか神と一括化し︑碍に似てくることになる
行為するかわりに︑意識と皐に苧さ始めるならば︑右の主要を
部分
のと
ですn−しかし本人の個人性ほ存続します︒ただ普通の人間と違
を身にらけるのはさほど田輯でほ轟りません︒センスマインド
のは︑本人のセンスマインドがわ九∵ゎれが神と呼ぶところの昔
意識の二つが一体となって生きるとき︑結果は著しいものとう
なる
詰と
でしょう︒この事はこれまでうるさいほどくり返してきた事で
す混和しているという点です︒その場合のセンスマインrは従
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涯由伴侶とLて共に生活しなければなりませんゥ
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必要なときにはいつでもそれを引き出して照覧することがで卓ま

の自我のみについて考えないで︑もう一方凸恵謡をも考えて︑調

・ゾ∧・・己

す︒しかしセン■スマインドだけではこれはやれません︒意惑とセ

布ある一体性を生み出すよ−つに二つを混和させなさい︒このこと

ミkこ

γスマインド凸両方の組合わせが必要です︒なぜなら︑われわれ

がなされると︑人は最初に意図されたように神甲姿せ硯わすこと

′一

が知っているように︑セリ′スマインドはいつも結果︹現象︺から

になります︒これはちょうど︑・一人の男とその妻が互いを現わし

1

学んでいるので串っ・て︑今度こそは結果を生み出す原因を理解し

合いト最初の出会いとそれ以後のあらゅる行為の記憶がいつまで

ヤ∴ノスマインド

なければならないからです︒結果とは一原因の実現ですが︑セ■ン

も痍り︑共に人生を楽しむのと同様です︒

こ爪ご﹂とが実説すると

センスマインドと意琴との結■嬉は︑ライオンと小芋とが仲島く

横たわっている話で衰微されてきました亡

ように

神の目︑すなわち意識

っています︒このことは︑人間は見なけ一ればならない物の半分を

いると教えられてきました︒しかしセンス■マインドはあらゆる結

人間は宇宙的な記憶を持とうとして磨ってはいけません︒なぜ

も見ていないことを意味します︒しかし神の一括異である人間は︑

これが・任されないとしても少しばかり凸記憶が残るかもしれませ

なら焦りは法則の誤用を生み出すからです︒意識は永遠のもので

神が見る物を見る可能性を持っているのです︒神が見るように■わ

果︹現象︶の不可視な原因までも見競かないことをわれわれほ知

あることを常に記憶して下さい■﹈だから意．識はどこへも逃げよう

もし窓自体が話すことができれば︑﹁私が存在する

声㈲

からこそ外景が見えて森が描かれるのだ﹂皇苧コかむしれません︒

っていますっ

います︒モうです︒家が窓を持っているよぅにわれわれは目を持

イエスは﹁あなたがたは日■を持っているが︑見ない﹂と言って

れわれが見ないのは︑われわれが生命を理辞していないからです︒

︐V

なるためには︑人間はそれを︵音読を︶生かし︑配偶者の如く生

永遠の記憶を持ち掃け﹂押すなわち〝至上なる意識〟甲似姿に

るのです︒

からです︒これを記憶することによって人は多くの過失を避け得

とはし卓喜んし︑急いでもいません︹−音譜自体は全包容的である

んが︑その記憶はゆがめられてしまうでしょうコ

にやってもら空っとする物事を行■苧コように仕向けられるのです︒ われわれはこれまでに各種の宗教で︑神はぁらゆる行為を見て

す︒一このようにしてセンスマインドは︑裏白我がセンスマイr川卜

スマイγドのた．めではなく意詰のた功になされねばならないので

しかも退歩がなされる前に値正されねばなりません︒それはセン

身由誤りに気付いてそれを僅正する損金を持つことになりますC

が入って讃ることになり︑この法則によってセリ′スマイ■γドは白 人間は〝永遠″ への途上にあることになり︑蕪示■鐘で荊束された

解によって過失が生じ−空﹂とも苗ります︒ここに恩ちょうの法則

ヽヽヽ

たと奉りに正確にそれを遊行しないかもしれません︒それゆえ誤

スマイ．ンドはコーズマインド︵因の心︺がこ■うあれかしと意図し
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と思えば︑宇宙の意辞というわれわれの生命の他の半分を堵毒す

七な

まで

記憶は束の間のものとなりま■す︒それは．︵その記憶は︶永遠のも

話しかけはしませんが︑英知に話しかける英知としてあなたに反

う︒花というものはあなたが開きなれている音声といIコか・たちで

るよ﹂と白 これは或る程度真実です︒というのは︑あなたが意識るのではなくて︑形態を通じて現われている英知にも売付いてい
的でなければあなたは生きてゆけないからです︒しかしあなたは るからです︒

応を示すでしょう︒同じょうにしてあなたは万物に話しかけるこ t
永遠のものになるのです︒
ここで串耳た些亨コかもしれません︒﹁おれにだって意識はあ とができます︒なぜならその場合あなたは静態だけに売付いてい

のでないからです．︒しかし前述したように︑結びつければそれほ

己の体験を記憶しなければならないからです︒もしセンスマイン じ種類の反応を期待してはいけません︒あなたは花の生命を知覚
ドが自己を意識と結びつけなければ︑その︹センスマインドの︺ するとき︑その結果︹現象︺を生み出した英知にも気付くでしょ

あなた卑混乱させるような多く苧王義⁚王張にとらわれないよ
最も重要な部分です︒なぜなら意讃はあらゆる行動の記録係であ
って∴生酒を続けようということになれば︑センスマインドは自 うにしなさい〇 これまで轟なたの心中によく起こっていたのと同

それは万物の裏面であり︑基本的な力であり■︑精神生活においてにょって達成できるのです︒

望愚論と一体である！﹂とい−つ言葉を常にくり返して亨っ反覆の
部分を全然知らなかったからです︒
私があまりひんばんに音譜という語を使いすぎると思う人があ 技術を意味する︺しかしこれは．宇宙の全体性″にぉいて′花され
るかもしれませんが︑〝真のあなた″であるのはこの意識です︒ るぺきであって︑〝宇宙的視覚″すなわち 〝神の目″ で見ること

過するや精神は．沈黙してしまいました︒なぜなら意識という真の

生命″にたいして完全に無意識なのです︒死体はかつて帽の付属 事を暗記するのと異なるものでは重りません︒つまり意識が白碁
人と同様に碍禅的な生活をすごしたのですが︑ひ七たび意識が徹 のセンスマインFに充分に印象づけられたと確信するようになる

識のまま横たわっていますが︑それを運ぷ人たちも実は

死んでいるという意味です︒指の中の死体は生命にたいして無意 をもたらすからです︒
〝宇宙の ではどうすればこれがなされるでしょIコか？ それは苧硬で物

を葬らしめよ﹂と︒これは死体を運ぷ棺の付添人は死体と同様に る必要があります︒意識は︑その記録のすぺてと共に永遠の生命

しか生きていないのです．イエスは言っています︒﹁死者に死者

しかし祝儀器官■は結果︹現象︺を映しているだけで︑結果の生 〝宇宙の意識〟を意識していますか？ この 〝意識∵と‖い■う英知
命までも映してはいません︒それは窓または鏡と同じです︒何か は宇宙のみならず︑創造きれた結果︵現象︶■をも知っているから
を映すためには原因がなければなりませんロゆえに或る意味では です︒言いかえれば︑善哉の記録は原田と結果から成っ．ているか
われわれ人間は半分メタラなのであって︑つまり人生の半分だけ らですロですから︑われわれが人間が都道された目的を果たそう
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の場合︑調教師が動物にたいして持ってい首位と同じ感覚を持っ

いものであって︑また他人の英知を認めるのと同じほどにしっ
かは︑あなたも動物を扱三し行なうことができます〒ただしそ
仕事
りと花の英知を認めるならば︑花は応答するでしょうD花にむか

生命の知識にー1って置きかえられるでしょう︒
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あなたの各行為は︑型式の塑の如何にかかわらず︑人間にた
要い
があります︒古い習慣というものほ︑あなたがそれを良き習慣
するときと同様にハッ
の中に吸収してしまうまでは︑いつまでもあなたの行事につきま
たの安ける 感じ″や■行為の中に疑惑が存在してはいけませ
んこ
︒とを忘れないようにして下さい︒畠なたがどこへ行こうと
とう
啓示のかたちで来ろ 雄健じ″はハブキリとしているはずです
ロを
と見ようとも行な写っとも︑右なたの心か万物心裏面である
も何
いうのは︑遺じ″は曹戒の意識的な状態■であるから
宇宙の生命と英知にいつも売付いているかどうかを確かめる皐コ
動物は人間空言語を用いませんが︑何かの芸当を動物にさせ
にる
しなさい︒あなたばかりでなく︑如何な■る物でもその宇宙の生
ように訓練する人は︑動物にばか刃でなく自分にた小しても絶
大英知と無関係な蜘はありません︒tチ眉の轟小の分子でさえも
命や
な自身を持ってい億ければなりません︒調教師は動物が眉分高
命なる他の物体と同様に英知を有し︑竺きていて︑自身の目的
如何
令どぉりにやることを知っています︒これは白身の荒持を相手
にたしているからです︒あなたの肉眼はその分子を見ませんが︑
を果

許欝賢哲■註薔■墓昔宣告

沖l諾．謹露h．F・け寧▲J克︸吋て淳．．1毒n持．F等
． ■．．．．

だれでも莫しい花を愛するためにここで花を例にあげました
通︒
じさせることによってなされますゥ言いかえれば︑両者は互い
に感じ合うのです︒■調教師が動物を放って訓皇ヨのと同じ壬コな

花にたいする■ぁなたの愛廓︑白．分にたいして持っている撃と等し

」．

って﹁顔を左右に動かしなさい﹂と命じるならば︑この応答て
がい
見る必要が奉ります︒肇とたび季なたが自身のこ望空言量産
られます︒その花が太陽に琴っのと同様にあなたの指示に撃っ
かるならば︑あなた■は如何なる性質の制限や分割もなしに幸吉
させ
らです︒しかしその場合︑あなたは華知ある物体に意識でもっ
て詰と混和していることを確信できる与つになるで・し・Lごつ︒苗
中音
話しかけているということを常に記憶していなけれはなりませ
んは
ロ 〝宇冨の生命の海″の中で行動しているからでサロ知的に
なた
ひとたびあなたがこ■れを達成したなら■ば︑あなたはセン
・スマイ
あなたは各要素甲主人と計っています■＝二﹂れは至芸爪左程確で
ンドを意識に混和させたのみならず︑記憶をも培養して・いす
る︒
こ聖
と書ではこのことを人間は大地をも含む万物毎支配権を与え
になります︒そしてここから苗なた自身は拡大し始めて︑生命
為たと言っていますむしかしあなたほ練習することたしにこlコ
られ
る万物を自己の中に包容することになります︒モして今まで知
ら状態になること■はできません︒また練習とはできるたけモれ
した
なかった生活の他の半分を肱廟するでしょう︒あらゆる行為は
宇日常生活に生かすことを意味します︒
らを
宙の図書館の中に記録されます由で︑創造主と同様に必要とあそ
らこで︑あなたは最初先ず花で練習を始めてもよいのですが︑
ばいつでもそれに接近することができます︒そして生命の神初
秘め
はの試みでうまくゆかないからといって失望してはいけ手首ん〇
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のすべてを見る余裕がある﹂と語りかけてきましたコ

そこでモーコ

活を値正するならば︑あなたがこ■れまでにかかっていた如何なることではありませんでした︒心というものはきわめて利己的で︑
壇類の病気も哨戒し患す︒
消化し得る以上に食べようとし︑そのためにそれ■はあらゆる方向
心というものを創造したのは心自体ではなく︑宇宙の意識がそ に散ってしまうからです︒しかL私の蕎戟は﹁帰途にこの装置類
の創造者で■ぁったといlヨ﹂とと︑センスマインドがそれと混和す

このとき私の感情は心の好奇心と旅行の宇富的な目的甲養いだ

るならば︑創造者が作‖り出した物なら混和暑が値正することがでこうするうちに私の心を意識に同調させる七とができたので︑乱
き︑それを完全に働かせることが可能であることを記憶して下さ は与えられた必要なレッスンを吸収することができたのでした．
い︒モうすれば人間の老化現象さえも防rことができます︒老化

はセ㌢スマインドの概念であるからです︒人間が自ら年令を重ね にはさまれていました︒それゆえ︑H私自身をコント・ロールするこ
るのですから︑著さも人間によって得られると亨見るでしょう︒ とが私の義務であったのです︒貫いかえれば︑弘は意識という教
これは人間が宇宙の意識と一体化するときになされます︒宇宙の 師である私申真自我へ私自身をまかせる必要が去っ七わけです︒
意識は年令︑時間︑場所などを知らないからです︒それは常に生 この教師は私の個人的なオ■モチャは必要なときに現われることを

知っています︒
命の基本的な状態にあり︑全包容的であるからです︒
このことに成功するや乱の心．は無限の視界へ導く巨大なド7−
ここで私が土星旅行にぉいて得た小きな体験をお伝えすること

にしましょう︒これにょってあなたは私と共に意識の中に岳なた が開かれでいたことに売付きましたっそして私は自分の心がモれ
自身を如何にうまく置くことができるかということを調べること まで決して聞いたこと也ない物事の革分な理解を俸虚しました︒

ができますし︑こんなふうにしてモロ土星旅行が私にとって真実 それは無限という感じであり︹モの母鎗の静捧をも含めて乗員す
であったようにあなたにとっても真実でぁるかどうかを調べるこ べてが私の一部であるように思われました︒その母翰は一個の生

きものになヶたように思われ︑洋上客鰭が沈没するときに︑モの
とができます︒
ケァリフォーニアを離れてから私は一機の円堪の甲へ歩いて入 船長がどんな気持がするかを私はそのとき初めて重爆したカでし
りました︒するとそれほ母船へ直行しましたが︑その母船は私が た︒大抵の場合︑船長は乗員を脱出させて自分は諒と運命を共に

それまでに乗った如何なるものとも異なるタイプのものでした︒ します︒もし船長が船を離れる︑ということになれ．ば︑彼は給が見
その内部には私を夢中にさせるような物が多数ありましたので︑ 阜往くなるまで見続けますが︑そのとき彼自身の﹂部が般と■共に

奇妙に見える装置類に・大変な興味を持ったのです︒しかし告もな沈むように感じます︒そして彼の一部は決して忘れることのでき

、よメ適iiii

品J

配茎肇篭彗へ㌔
品

あなたの 冊青識眼″は見ることができるのです︒それで︑ひとたく私は白倉が夢中になっていたことに売付いて丁直感覚琴官の機
びあなたがこれを自分の生活の一部にしてしまい︑自分の精神生 能を統合して︑本来の旅行目的を思い出し■ました︒これは容易な
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ほど強烈であったからです︒船長と船と浸きわめて密接に暮ら⊥

そのときは心は忍耐強くなっていて︑音読にょって与えられろ説

帰途において私は以前と同線に装置類に興味を持ちましたが︑

の解答が与えられていたからです︒

ていたので︑両者は互いに荒持をわかち与え合っていた二人の人

明を受け入れる準備が■できていましたへ︺ワてれは元の好奇心ではな

ない船長と共に沈んでしヰ：たのです︒なぜなら胎の印象はそ

間のようになっていましたけそのため船の生命は翰長の生命であ

疑惑を起こすことなしに理解してゆく生徒のようなものです︒

ったことがわか■るでしょう︒一つは船長の英知で︑船はそ周徒者 くて︑知識を求めようという欲求で満ちていました︒教室で何ら
でした︒この状態を通じて両者は一体化していたわけです︒

的に充分に売付くようになりました︹■

そのような気分でもって私は船内各装置の碩碓な部分やそ打目

識の英知に関連した万物にもたとえられることです︒これが︑乱

部であるかの如き感じが起こり︑私の目的が他との協力にある凸

以上は︑ひとたび人間が生命の一体化のもとに生きるとき︑意
が宇宙船上にいたときに感じ一た事柄です︒第八課ではこのことを

だと感じたのです︒このことはきわめてはっきりしていましたが︑

かし鮮烈な印象を受けましたので︑その捧験を忘れること結でき

そのときの私の荒持をー︸まく説明する言葉は今見当りません︒し

そして私自身がそれ良品二

もっと詳細に説明しましょう︒

宇宙の一体性

そしてこのセンスマインドと書誌との混南東謹詣︑私を選んで

第八課

前課では土星旅行における体験をお伝えしました︒そのとき述

いた鯨をも包括していました︒というのは︑私の肉体聖富誼的実

ま■せん︒
べましたように︑最初私が巨大な母■姶に入ったとき■︑礼の心は各

し各物体の嶺何学的なパタyは異なっており︑結果の世界にぉい

しか■し私はその旅行の本来切目 体である各分子は船体の各分子と一体化していたかちです︹︸しか

的に沿うように︑■自身を意識的な知覚体にするため︑この心の浮

ては異なる目的享有しています︒だが︑

装置に魅せられてしまいました■︺

かれ騒ぎを静める必要がありました︒そのときの心は解答も聞か

体は宇宙の目的に役立っているからです︒

〃因″は同じです︒各物

ないでやたらに多くの質問を届先したがる子供のような状態でし
制

がその部分になったわけです︒如何なる物体の壁十や細胞もモの

が意前によって作られていることに気付くことに■よって︑私書身

言いかえれば︑私は︑自分が意隷的に理解したいと思った部分

議中に乱は 〝聴く″準備ができたからです︒そのときでさえもセ

物の生命でぁ皇思識が与えられているからです︒■この生命によ．っ

た︒そこでセンスマインド卑静めて︑好奇的にならないように抑

ンスマインドはさまぎまの疑問を起こしたのですが︑私は結局そ

て維持されていない分子は存在しません︒
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ちょうどあなたが他人のクツをはいてみて︑モの持主の気持が

れらを無視し︑それを口には出しませんでした︒そこで会議の終
わりには私の心はもはや疑問を起こしはしませんでした︒すべて
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■

命体は意識を持っています︒それは各個体の生命力でぁって︑自

認めるのは始めは容易でないかもしれません︒し■かしあらゆる生

間が持っているようなタイプの心を持たないために︑このことを

万物は英知の各段階にあります︒生命体の九十パーセントは人

万物が 〝全宇宙〟．の完全な表現を求めて一体化されています︒

万物はそれの毎の中で生きているからです︒そしてこの毎の中に

とに構塩的にな■る必要が苗ります︒意識こそ万事を知る着であり︑

存在しないからです︒しかしセンスマインドが憲誼から教わるこ

排除することができます戸意識を通じて関連し合っていない物は

は実行するのによい方法です︒これによれば多く甲誤解や心痛を

わかるのと同様に︑万物にたいしてもそれがやれるのです︒これ

よゼ肇
￣
しキ

誤け伝えられていることポーつあります虻つまり創造革は〝老

意識の内部で生きているからです︒

とはできます︒なぜなら万■物は神の音読から生まれてきて︑その

はできないでしょう︒しかしわれわれは神の創造物を研究するこ

﹁．神とはこんなものだ﹂と感じても︑それ皇売薬で表現すること

神というものを説明するのは容易ではありません︒たとえ個人が

近私は﹁神とはど■の

理解を慣ならしめるために説明の仕方を変えてみましょう︒最

て拭まります︒

行が似てくる現象を説明しました︒これはぁらゆる生命体にもあ

第七課では二人の人間が一定期間の親密な関係を保った後︑性

とき︑混合が行なわれるのですり

の心が他の個体のセンスマインドと関連しながらこの面を認める

己が創造された目的に役立っています︒それゆえ︑ひとたび人間
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その中に何むの失敗をむ見い出しませんが︑一方センスマイγド

とのあいだの主な相違は︑創造主は創造の目的を理解していて︑

がなければ宇苗は完全に■はならないでしょう︒人間とモの創造主

が宇宙を形成するための必要な部分となっています︒こ甲各部分

の中には多くの対立がありますが︑創造主甲苦讃の中ではすべて

ん︒太陽は正しい者にも不正な者にも等Lく輝草ますゥ人間の心

人間が作り出した差別や審判の法則は創造世界には存在しませ

的な段階において生きていることがわかります︒

て来るのであって︑老化は出て采ないので︑創造主は絶えず基謹

していることがわかります︒そして新鮮さのみがこの意識から出

することはありません︒これでわ丸われには創造主望愚論が活動

求めているのです︒かくして自然は常に前進しながら決して後退

のない奉仕のために古い物のかわりに新しい物を置きかえていま
すロこうして各個捧は自然の進化につれて㌘が精妙な雪空訳現を

階においていつも変わることはありません︒そしてモれほ絶えま

にもなると言えます︒しかし生命または自然の法則は基礎的な段

しい個体に置きかえるために個体の目的の遊行を成就喜せること

われは老化現象を見い出しますカモしていわゆる老化現象は︑嘉

二つの面があります︒一つは自然が生み出．す物体で︑これにわれ

われわれが自然または自然の法則について語る草書︑モこには

しんでいます︒

に︑他の惑星の人間もこの知識を生かして長く若々しい人生を楽

りでは始めも終わりもないからです︒そしてみな知っているよう

皇風韻は常に生命という基礎にあって︑われわれが探知し得る限

人〟だと考えられているのですが︑号コで埠ありません︒なぜな

さ
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向けねばなりません︒そうなるとあなたほ次のように言えます︒
﹁センスマインドでぁるこ凸社がなすのではなく︑意識が私を通

じてすべての物事を行なうのでぁる﹂これを実行すれば︑生命の

■

一■覧葉■箪震

・

﹂針厚晶結寓■

﹁

ンドに決心させて︑′すべてを知る意識〟の指導に従うように仕

かりの変化が起こるでしょう︒しかしあなたは自己のセンスマ★

くの不快な物事が理解に琴苧かえられて︑壷なたの生活に背くば

慣があなたの一部に・なるのと同じです︒これを実行するならば多

行して自己の習慣踪すればよ・いのです臼これはあなたの親友の習

は草江たが如何なろ救世主を信奉していよIコとも︑その教えを実

エスの教えを応用してそれを日常生活の一部にしてもよく︑また

方法があります︒われわれはクリスチャンでは晶りませんが︑イ

れば︑われわれは過去にやってきたよりも一層よくなし得る別な

あなたが自然という見出からこれをなし得ないということにな

必要がぁります︒

くる苧と同様■に︑自琵㌫一旗性の法則を観葉してそれを応用する

的な表現であろからです︒モして二人甲親暫な人間が互いに似て

れまで以上に自然を研究しなければ在りませんロ自然は神■甲意識

ゆえにわれわれが創造主の完全な表現たらんとするならば︑こ

別の法則を応用することもなくなるでしょう︒

全生命を誓ぎるならば︑創造む目的を元ることになり︑もはや差

不愉快な状龍盲生み出していますむしかし人間が意識と混和して

て人間は別学王の創造物に過失があるものと思い︑自分で勝手に

ず︑生活を心に頼ってすごしているという点に苗ります︒こうし

に積り廻されている人間は意識すなわち眉身の真の部分を理解せ

守牒阜

新鮮さが自分を通じて現われるのです︒そして老衰は若さにょっ
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と認めて︑その

謝してよいでしょう︒
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〝父″

〝父．のもとへ帰らねばなりません︒

邑

吏

音読と

しかし墟ら■は正し

〝意識″

意識は生命の海ですから万物はその内笥で生きています￠

﹁
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そし

というキイを与えてくれた身の惑星の兄弟たちに︑われわれは感．

になってしまいました︒万物を創造主と一休化せしめる

たが︑それらは創造主の家にでなく︑結局別な場所へ通じること

う︒一方地球人は各値のハイウェイやパイウェイを作ってきまし

い道に足を置いてきていますので︑ついに．は目的を達するでしトh

それに到達するまで長い道をたどっていますっ

他の惑星の人々はこの理解力を生かしているのですが︑放らも

続けるでしょう︒

の支配権を意識にゆずり渡すまでも音読はやはり人間にささやき

せてきたのはこの意識なので五って︑人間の七ン7ハマインドがそ

ひそむ音読なのです︹−長い轟いだ良き生活甲方法を人間に気付か

くれる甲はあちこちにいる教師や説教師ではなく︑万人の内部に

っとよい方法があるぞと自分にささやき漬け草す︒方法を語って

いう静かな小さ室戸は︑心ががなり立てて指示する方諒よりもも

きません︒われわれはすぺて意識ある実体なので為って﹂

人間は■許身のためを思って自分の心にいつまでも役立つことはで

蕎殻を．父〟

の可能性を持つ唯一の生命体であるからです︒しかし先ず最初に■

して地上に品る諸要素はあなたに役立つでしょう︒人間は

要です︒そうすればあなたは自分を支配することになり草丁︒そ

ただしこの講座を読むだけでほだめで︑これを生かすことが必

ことにな古でしょテ︒

て置きかえられ︑病気．は健康にかわり︑生活を天国の状態にする
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もしあなたが短気︑または利己的な仕事な通じて七．ンスマイン

されるとき︑美しい情景が展開し︑はめ給血各部分は完全な絵を

ります︒そのためわれわれの興味の対象はA．からBへと変わりま

ドから来る干渉に売付くならば︑子供をLつけるような調子でセ

が見えます︒同様にセンスマインドが

〝意丑的な知覚〟

というのは︑知識を求め

持てば︑それは意識という象の中のあらゆる勤を見たがることに
なります︒これは冒険かもしれユ訂せんじ

以上甲部分を読者はしっかけと把覆する必要が売ります︒今旗

を得るのですr−分裂や神嘩をひき起こす割れ目も存在しないでし

りません︒この悟りによって心は物事の連続の中に一歩一歩知識

の結果は混乱が起ころでしょうし

かもしれません︒そして心は︑各感覚器官甲態度如何を考慮して︑

は︑前生︹複数︶で無数の異なる表情をしている自分の宴を見る

るものを嫌悪する慣向が起こるかもしれません︒たとえばあなた

て読者次儲では多くの啓示が来古でしょ・Iつ︒そして心は自己が見

〝宇宙の意識の毎″を探究するからです︒これに■よっ

ょうけ 心が持つ興味は時間というものが含まれない性質のもので

それらに差別をつける慣向があります︒そこで心は鼻実に直面す

こ申講座で

あるぺきで︑ただ一歩t歩が何を差し出そうとしているかを知る

ることを学ぷ必要があるのですっ

ようとするこの餓えは短気を促進するかもしれないからです︒そ

だけです︒すると次の一歩を踏み出さねばなら由とき︑心から来

味だけでできているのではなく︑その計画中には酸味もあるから

というのは︑生命はただ単に甘

るかもしれない異質の要素を何ら伴うことなく例の混和状態が起

態を碍ます︒人間の肉体と心を憩速させて︑より精化された状態

です︒その両者を組合わせること虹よってわれわれは快い結合状

完全な啓示が来ないうちに音読が啓表しようとしている事柄に

にしようと思えば︑右のようにしなくてはなりません︒人間が充

こるのです︒
ついて疑惑を起こしてはなりません︒また何物をも恐れてはいけ

分な知識を持とうと思えば︑何物をも排除してはならな．いのですハ︺

除しやすいのです︒しかしわれわれは︑あらゆる現象は互いに調

数えによって︑理解できない物事を恐れやすく︑不快なものを排

のはセンスマインドです︒これはエゴ■または個体性であり︑人間

があるけれども︑意識にはそれがない﹂探険をやろうとしている

もうー庶政のことを強調しましょうコ

われわれが心によって意識の世界の探険を進める前に︑ここで

和し合っていること︑また宇宙が完全であるためにはそ∋なくて

の第二の部分︑すなわち意哉の

〝結果〟

です︒ご存知のように︑

﹁センスマイり′Fには隈界

はならなぃことなどを知ってい訂す口このことが心によって理解

からです︒あなたはすでに知っているように︑心は過去の誤った・・

ません︒恐怖は人生の∵ブス．ンの連続を中心せしめることになる

それゆえ心は自制を学ばねばな

混乱を招くでしょう︒

ンスマインドを訓練しなさい︒これはただちに行なう必要があり
方を望めばその方向にある物が見え︑西方を望めばその方向の物
に興味を ヽヽ ます︒そうしないと︑そのはめ結から何かが失われて︑その結果

す︒これは高い塔の頂上に立つことにたとえてよいでしょう︒東

て宇宙癒始めも終わりも知らないので︑・われわれは多くの興味あ

・
主項
■審

作るために適当な場所に落ち着きます︒

苛

る物を包括している広大な大建薬物の内部に住んでいることにな

≡海

■L■誹凋過

毛√

′亡⁚ノく■一

なた
ら″
ば︑神秘的な分野に属するものとしてかつて轟なた
意識は︑個体として知られる 〝結果″を生み出す〝真のあな
りし
聞い
なので去り︑それは 〝宇宙的な人間〟の可能性と似姿とを有
てたりしたことのある物事の何かな見ることになるでしょlつ︒
もしあなたが白倉のレッスン亨っまく学んでいるならば
います︒
のう
物事価背後に何がひそむかを理解するでし三っ︒そし
宇宙的人間は全包容的です︒櫨はどこへも行きません︒とい
のは櫨はいたる所に遍満しているからです︒あなたの宇宙的ま
なの
片神琴重義的団体または宗教を通じてしばしばひき撃
異常
現象の原因が何であるかがわかるでしょ−つむ
割れ︹もう一人のあな・た︑すなわち意識︺は︑あなたを案内
しなて

宇宙という家の中で旅をさせ︑部屋から部屋へ︑行為から行為あ
へなたが体験するかもしれない各種の〝感じ″によっ
けませんロなぜなら︑実は肉体や拍甲中平無数の細
と導いて︑轟なたの持つ遺産・管理解させて︑それによっては
全い
体と
までなすぺき仕事がなかったのでサロそれらほ冬眠して

一．体ならしめます︒

t≠

く一≡∨≒

∫

㌔
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■1−

■一日一・で克↓

って︑利用されるのを待っていたのです〇そこであな
あらゆる信仰や宗教はもといわ唾る神秘思想または超自然あ
現象
に基づいていました︒超自然現象とは万物の背困すなわちわ的
れ裏
わ白我にたいして心が関心を持つならば︑モれは細胞
直ま
鶴を与えるでしょうロそして細胞群が行勤を始める
れが神と呼んでいるあの 〝意識″以外の何物でもありませ言
ん︒
て1
た理解力の不足のために神秘が作り出されてきましたが︑実際
にあなたは〝感じ〟の相違や︑過去に待ったことのない音読的
は神都は存在しないのです︒知られるものはもはや神秘ではな
な警
く戒状態に売付くでしょうロあなたが或る彊望息惰な
なるからですコ正しい辛がかりを用いれば不可恩義な物事のせ
正始
体 めるにつれて︑頭の中に或る奇妙な︑かすかな駅勤
もわかってくるということ草地の感屋古人々は知っていますこ
︒と
彼 があるかもしれません︒しかしまもなくそ空恩情な
の細胞と・融和して︑しまいには脈動を感じなくなり享
らは或る程度このことを証明しているのです︒
分の細胞を働かせる必要が生じた璧昌誓﹂るのです︒
あなたはこれまでに静秘思想や秘学︹訳注︒古屋学︑陣笠余
術そ
の他︺を探究してきたかもしれませんが︑モうした種類の源で
泉脳
か の細胞の半分以下しか働いてい・なかったからです
ら流される情報類に近づいてはいけません︒これらは分裂を有私
しが以上のように説明するのは︑何か工合の悪い挙が
なたが考えて助けを求めたりすることのないように
ていて︑二つの異なる対■象を扱っているか針です︒一つはと
物畢
質的
ため
たもので︑他は霊的なものであって︑この両者が恐怖と理解力
のです︒私が言わんとする方法は︑︐■従来どおりの〝結果〟とい
う半
不足によって大きく分離されてきているからです︒一方︑われ
わ身︹肉体︶のみに頼らないで︑完全なる人間を表讃す恵方向
に向かってあなたのセンスマインドの活動を拡大するこ
れは 〝巽埋〟を放っています︒
せる
ん︒
ひとたびあなたが自分の心を■意識という子宮の中にまでま
拡げ
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この活動によって体内に起こる一握の脈動現象を

〝頭の中の連

↑

︼

ついには更に良き家を求めてそれを去って行くのと変わりほあり

いるという人もありますが︑そのいずれでもありません︒神秘主

学ぶや死の苦痛は除かれるでしょう︒そしてわれわれは常に聖な

適した肉体が新生するにちがいありませ．ん︒ひとたびこ幻ことを

打現象″と呼ぷ■人もありますし︑ト・ンツーのモー■ルネ符号に似て ません︒われわれが知識において進歩す電克っれて︑その牢舐に
義者の中には︑これを死者または他の惑星からのメッセー︑ジと考

る父の子であり掃けて︑ついには父と同様になるのですハり

的な力が実在するものと思っているためですハ︸

ありません︒この憲讃がさまぎまの目的を持つさまぎま寧静態と

つの意識があるのであって︑これ以外の推参なも甲■があろ出では

ただ一

えている人もありますが︑これは真相をよく知らず︑各種の神秘
動は︑﹂業際にはセン一︷マインドの構成分子がより大きな関心の分

して現われなが皇子苗のメロすィ一考完成しているのです︒

こうした体内の脈

野．の中で拡大したためです︒

ってのみ︑永続的な知識が得られるのです︒だから知恵の言葉﹁

すものではありません︒自然の法則を■知り︑それに従うことによ

れ娃もちろん不自然であって︑個人にとって有益な知識をもたら

の場合は幻覚か本人の欲求の圧爵現象を起こすにすぎません︒こ

の刺激物を用いて■いますが︑■これは一時的なものであって︑大抵

て無知と

理由なくして人間に属するのではぁりません︒人間はきしあたっ

ます︒われわれが肉体または惑星と呼んでいる現在平家でさえも︑

り︑永遠を通じてのわれわれの意詭であることを知る必要が苗り

なりません︒そして

内接や惑星︶を改造して︑その中に万人の

しかしこの大きな報いを得るためには︑われわれの現在の零︵

自分自身を知れ︒そうすればすべてがわかるだろう﹂が長い時代

分由ものだと主張するかもしれませんが︑こうした軸ほ人間から

多くの神秘主義者は■︑未知なるものの正体を知ろうとして各種

を通じて競いてきている出です︒その意味はそれが初めて語られ

去って行くことがあるのであって︑人間はそれを妨げることはで

から寧分寵によってそれらを︵肉捧や惑畢■智︶自

ヽ

L ヽ．
十．−V

ヽ

に従い■
父︑
〟が こモあらゆる知識で売

〝丈〟を入れなければ

われわれがこうした教

〝父〟

た時代と同様に今日もなお京葉なのです▲︺

分のエゴを満足させているだけのことなのです︒

限り︑自分を愚者にしているにすぎないので五って︑一時的■に出出

ことがわかります︒要するに人間が何かカ所有権を主漬していろ

〝父〟

訓を生かすならば︑音譜にょって指示される宇宙という図書館︑

きません￠ン抽むか引手掛卦力掛酎†軒卦朴掛J㌢か軒﹂即い告い
ヽヽヽヽヽヽヽヽ

すなわち知識甲宝庫へ入れるわけです︒

論理的に考える人ならだれでも︑各人の正当な継承観であるそ
甲知識凸宝庫へ入ることの有利さに売付くはずです︒意識こモわ

﹄愚謡″

しかし人間から絶対に逃げ去らないものが一つ轟ります︒それ

はこれまでセンスマインドが売付くことのできなかった

れわれが生み出された宇宙出家であるからです︒他の惑星の兄弟
たちは︑この悟りに到達することの重要性を示してくれました︒

です︒藩論こそ万物の背旗にある

この先の各課では︑宇宙についてもっと詳細な解説を試みるこ

〝宇宙の英知〟なのです︒

これを自己の生酒の一部にするかどうかは各人にかかっています︒
このことはわれわれが地上に家を建ててその中に住み︑学んで︑
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とにし︑無知な人々によって応用されていた神秘主義的な方法を
用いないで宇宙を推する方法について説明しましょう︒
また肉体細胞の活動についても研究することにします︒細胞は
人体を構成するのみならず︑宇富全体をも構成するからです︒そ
して宇宙旅行に際してその細胞を如何に広東するかを述べましょ
一っ︒
革近科学者は︑如何なる構造物の細胞といえども︑それはその
横道物の英知であることをついに発見しました︒細胞というもの
は永遠を通じて一定の目的のために分揮されている基礎的なもの
です︒

◎

−編僅茶後記−

前号で紹介しました7ダムスキーの友人7ダニュ1・バンス

ン氏が最近飛行機事故で死去されました■・一乗は米国に軍ける7ダ

ムスキー支持派の第一人者であった人だけに︑全く惜しいことを
したものだと︑あらためて豪快かつ親切で基った真の人柄■ごしの

んでいますI︺温蕪さんの操縦される自家用損に同乗しての事故で

どこそこの会合で7ダムスキーをポロタソにけなしていたと

はなかったかという気がしますが︑異相結わかりません︒
⑳

いう情報が時折入って来ることがぁります﹇Iモれで考えさせられ

だれでも実験できるすぐれた或る科学実験についてひとつお知
るのは︑他人を一方的に攻撃︑嘲笑するのはいとも容易で売るけ
らせしましょう︒推誌 〝ライフ〟 の一九六四年﹂ハ月十二日号に科
れども︑多数者から嘲笑される立場に立つのはさぞかし韓壊であ
ろうということですロ 人間のセンスマインドは︑人をからかって
学者の発見した色周波数に関する記事が苗ります︒これはすばら
自己満足を得ようという意欲に満ちていますから︑一殻に嘲笑は
しい発見です︒というのは︑人間の生長にとって全く基本的な二
ごく普通に見られる現象ですが︑それだけにだれしも好き好んで
つの発達の面に関係があるからです∩−それは触覚と記憶です︒そ
他人からパカにされたくはぁりませんので︑よほど爪山白信と勇気
の実験というのは︑被験者を目隠ししたまま異なる三撞の色石上
とがない限り︑コン月′クティーとして長年月の活動はで亭在いで
に三木の指を置かせて︑白かち放射される振動によって︑各色の
しょうら結局︑嘲笑や非難は科学的な研究態宜ではないので去っ
て︑私には多くの嘲笑がーか≠みな白胡的な声に響くだけで号大
名称を当てさせることができるというのです︒■これは触覚の力を

体︑人間の集まると■亡ろ必ずといってよいほど︵動物や自然界に

そのものにほかならな でなく︶同じ人間にたいする批判が出るのですから︑人甲山存在

発達させるのに役立ちます︒なぜなら︑周波数すなわち韓勤とは︑
センスマインド上に自らを印する 〝感覚″

自体が私には全く不思議です︒﹁それほ地講■人がまだ目覚めてい
いからです︒あなたがこの実験で正しく包新二言い当てることがで
ないからだ﹂と冨えばそれまでですが︑人間の貴大の摘心事は実
きた場合は︑そのときの 〝感じ〟をそのまま記憶するように心が は人間であるという事実に大きな問題が去るように思申・れます︒
こんなこと皇一己うのも私自身がいまだに睡眠状態たあるからにほ
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努力に関する限り乱が他人の批判など百万だらとな填てもど−つに

〝感じ″すなわち揖動ほ︑ かなりません︒それで︑覚醒するのは私自身な■ので養って︑その

けて下さいロそうする七確実度を増大させること踪なり︑それが

身について各分野に役立ちます︒そして

■′

実際には両雄の各器官に馨戒を与える意識なのです︒︹八課終り︺
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もなりません︒

■r

◎ ．生命の科学″ でアダムスキーが説いているのは非常に簡単
なことなのであって︑﹁肉体の心を宇宙の意識と融合させよ﹂と
いう︑ただそれだけのことをあれこれと表現を変えて説明してい
るにすぎません︒もともと真理は簡単なものだと思われますが︑

それをこうまで執ど㌢に解説してあれば︑知的に理解するのはさ
して困難ではありません︒問題はそれの実験にあります︒これは
モう簡単にはゆきませんが︑実行するとなれば日常生活がそのま
ま実験室となるのですから︑とにかく好都合です︒私がアダムス
キーの苦学に魅せられるのは︑従来の宗教団体に存在した排他的
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のひらめきを示して周囲の人々をハブとさせるような人間−．そう

した︑きわめてすっきりとしたものを感じるからです︒淡々たる
態度で日常の仕事を行ないながらしかも常人とは全く異なる英知

月・十月号︵以上送料英一二〇円︺っ九冊一括ご注文の場合は送

一月ニー月号︑三月・四月号︑五月二ハ月号︑七月■八月号︑九

◎ 本誌のバックナンバー︵旧号︶は︑目下次のものが各少部数
残っています︒一九六三年五月・六月号︑七月■八月号︷以上送
料共一〇〇円︺︑九月・十月号︑十1月⁚†二月号︑一九六四年

記すれば︑三インチテープで十円︑五インチで四十円の送料です
みます︒密封すれば書状とみなされて送料は高頂になります︒
◎ 大阪の近代宇宙旅行鱒金字王事される高梨純一氏から丁重な
挨拶状と鴇閑話数冊をいただき︑心から感謝しています︒今後は
機関誌交換のおつき合いをさせていただくことになりました︒ま
た同会の東京本部を世話される直井寛伸氏からも何かとご好意に
ぁずかり︑これまた有難く存じている次第です︒互いに研究態度
こそ異なりますが︑ゴールは結局同じであるはずです︒とかく嘲
笑の的になりがちな円盤問題の究明に同会のご曹聞を期待いたす
ものです︒

したものにわれわれがなるように了氏は仕向けようとしているよ

独善性l神聖土義的田芸せぷり︑軒小芋的学問異など空切払試

うです︒

い︒︵久︶

料共九〇〇円︒
◎ 今回は先行が遅れて申し訳ありません︒年が明ければ倍旧の
努力をするつもりです︒お手紙︑テープ靖を遠慮なノ︑お寄せ下さ
は第六回分より一″宇

◎ 前号の礪集複記で宗教について云々しましたが︑あれは狂気
じみた或る新興宗教団体を対象としたもので︑宗教全般を意味す
るのでは晶りません︒ご了解下書い︒
⑳ キャロル・ハニーの■ √テレパシー講座″

苗科学″ と題名を変更し︑最近到着しましたが︑紙面の都合であ
とにまわしました︒

⑳ 書状のかわりにテープをお送り下さる方に厚くお礼を申し上
げます︒ただ包装の仕方に問題がありますので︑今後は次のよう
にして下さい︒包装する際に外箱に穴を轟けたりしないで︹穴を
あけるとゴミが入りますから︺︑テープを入れた箱を更に厚手の
大きな封筒に入れて︑封をノリ付けしないで封筒全体にゴム輪を
二︑三太かけます︒つヰ仇り郵便局の人がいつでも中のテープを顧
り出せる状態にして萎ればよいわけです︒そして 〝五撞債″ と蓑
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