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軌
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．︺

スキI氏は︑去る四月二十三日︑ワyントシ市の病

今春米国東部地方を講演策行中でありましたジ ョージ．

アダム
で

お知らせ

い

たします︒

院で急性肺炎と心放病のた︑めに急逝されました︒ことに謹
ん

日 本 G

A

P

なお米国G▲P及び各国G l pは今後も活動を続ける予
定でありまして︑本誌も継続発行しますからよろしく御支
援のほどをお願い申し▲上げます︒

一九六五年六月一日

＼

＿．2 ＿

今彼がどこにいるかはわかりませんが︑たぶん金星であろうと

いう感じがします︒その惑星こそ今度の新たな奉仕の生活におけ
る

〝損失″の感じ．を起こしてはなりません︒

にコンタクトするでしょう︒

に地球へ来るでし上う︒そして必要があれば指導的な人々と直蒙
情報源を持つ私たちは

むしろ〝子供たち″のすぺての必要物を知り給う創造主にたいし

アダムスキーはかつてしばしば﹁反対勢力は決して私の活動を

ちすべてにとヤで正しいものとなるでしょうD

ケア刃こノォーニア州ダイスタのGAぞ本部は従来通りの活動を

ク・ト︶は今後も発行され︑私がジョージ・アダムスキー財団の理

続けます︒コズミグク・ブレティン︵GAP本部の情報パンフレ

乳したが︑出発前に各国G▲Pへ通知するよう芯言い残しました︒

事長として働きぜすロですから休験記や情報を提供しかい方は本

部属お送り下さい︒奉仕機関として私たちのグループを強大な知

識と理解の源泉にする．ことができます︒

偉大な道標であったジ㍗㌣アダムス㌣の祝福があなたに

メキシコGAP︑マリア・クリスティーナ・ヂ・ルェダより︵

師の死去に関する恐ろしいニューズをきっかけとして手紙を書く

〝生まれかわり■の径路を通月以来お知らせしたいと思っていました︒ところが︑敬愛する大

﹁

アダムスキーの肉体は地球に属するものでありましたから︑そ 五月十九日付︶

肉体を与えることに決定しました︒

て︑彼の健康状態の如何にかかわらず︑惑星間会読は彼に新しい

にいます︒あらゆる奉仕活動をすすんで行なってきた故にたいし あらんことをー﹂

﹁ジョトジ・アダムスキーは死んではいませんq彼は私たをの中

米国名AP本部アリス・Ⅹ∵ウェルズ女史より︵五片四日付︶

世界にとって大きな損失です︒︵注︒マーサはア氏の弟子︺

ウェルズ天人があと始末をするために今軌ワシソ：﹁ン市へ飛び

する予定でしたが︑風邪を引いたのが肺炎となり︑心概マヒを併
発したということで︑長くは苦しまなかったようです︒

けており︑計画が大体に終了しましたので五月八日までには帰宅 停止させることはできない﹂と言っていました︒この言葉は私た

いて死亡しました︒彼ほl一月下旬以降東部地方へ講演旅行に出か

﹁お知らせいたします︒アダムスキー氏は昨夜ワシントン市にお て看びと大いなる感謝の念を起こすべきです︒

日付︶

米国GAP本部マーサ・ウルリブヒからの第一報︵四月二十四

各国 G ▲ ア

れは地球へ返されねはなりませんが︑彼の英知空手苗のものであ
りますので︑低い英知の人のように
る必要はありません︒

〆
Jlも

、−−・一・・

ア氏を思う

◎

＼

ことになろうとは思いも上むないことです︒私の．家族が如何に丁
．氏を愛していたかは皆さんご存知のとおりです︒︵注︒アダムス
ソスニマl∵をメキyコのマリアの家ですごすことにし

したがって一家が受けたy甘ツタははかり知れないも

キーは毎年 ク

ていた︶

す︒それがせめてもの救いになるのですが︑アリスからの手紙を

受け取ったとき︑この感じを理解することができましたqそうで

す︒彼はまだ私たちと共に生きているのです︒

これからは彼の教えに従ってより良くなろうと患います︒．そう

﹁あなたは何度も7氏と一緒にいる機会を持りたのだから大変革

のがあります︒このため私は気分か悪くなって数日間寝込んでし すれはまた故に会えるときがあるかもしれませんq
まいました︒
私の親友Fヲ・バウアー︵注︒オーストリー・8▲p主宰者︶は
今年は私たちたとってあまりよい年ではありません︒彼のこの

前の情報でご存知のように︑メキシコ訪問のためにア氏とアリス 運だった﹂と貫いましたが︑たしふにそれには幸運以上のものが

ありましたりそのイエスの肖像画のそはにいれは心地よYなり︑

が措いたイエス・キリストの肖像画です︒彼はすてきな画家でも

とジムの乗っていた旅客機は途中でト ブルを起こし︑︼同は危 ありましたレまた彼は私の生涯でこれ以上のものはないと思われ
険におもいりました︒私がどんなに気をもんだかおわかりでしょ るようなすばらしい贈り物をくれました︒それはかなり以前に彼
う︒︵注︒これに関する記事は本誌先号に掲敢︶
丁氏も常にもなくあせっていました︒彼はできjだけ早くメキ

︻追伸︼クボタへ

彼の近くにいるような気がしますり

あまり時間がない﹂と嘗りていましたが︑私はその雷葉の意味が

あなたからしはらく連絡がありませんが︑元気で活動している

yコで新しい団体を作ることを望んでいたからですじ彼は﹁もう

理解できませんでした︒おそらく丁氏はせまり来る死期を予知し

ていたのではないでしょうか︒
ことと思います︒美しい絵ハガキを送っていただいたのに礼状を
丁氏︼行がケァ∴リフォーエアへ帰ったあと私の長男が病気にか出さなかったことをお許し下さい︒︵注︒オリンピックの絵ハガ

かり︑︼家は緊張しましたひそのあと悲報が舞い込んで私法悲嘆 キを大量に送った︶しかし前記のとおり私が心痛していたことは

にくれたのでした︒私には債じられなかったほどです︒私はあな おわかりでしょう︒あなたのことを決して忘れていないこともわ
た方ほどに勇気はありませんので︑病気になり︑まだよくなって かって下さい︒

〝永遠に〟ではないと思います︒そう患いませんか？

あなたが彼に全然会う機会を持たなかったというのは先の蕃で

それは

敬愛してやまない大師は突然私たちから去って行きましたが︑

はいません︒これが連絡の遅れた理由です︒
ア氏にかわるほどの人は目下この世界にいないと思いせす︒或
しかし毎年クリスマスにはア氏とアリスをわが家に迎えること は心から悲しんでいます︒
ができて一家は幸福でした︒この大いなる特権にたいして心から
．天の父 ． に 感 謝 し て い ま す ︒

ときとして彼がまだ死んでいないような気がすることがありま

l

ト

す︒彼を知ることは彼を敬愛することでしたuしかしあなたが心
早く手鑑を下さい︒あなたからの手紙を受け瀬るととてもうれ

とにかく詳細な情報が到着するまではジョージの遺志に従って

にしようではありませんか﹂

ちの心にとどめて︑．創準王の導きの下に永遠の道を行かせること

l応落ち着いて︑d▼ヨージを休ませてやりましょう︒彼を私た

見を出し合うことにしたいと思います︒

から彼を敬愛していることは私にもわかっています︒ 真理を伝え続けよきではありませんか︒また︑互いに建設的な意
しいのです﹂
デンマークG▲P︑ハンス・ペテルセy少佐上n二五月四日付︶

﹁世界の大衆に甘FOの真実の物語をもたらした最大の人ジョ

﹁われらの敬愛する友がこ′の世を去ってから︑私たちはしはら
￠・▲・ハニーユり︵彼の機関誌五月号︶
くからだを休めて今後の処置について決める必要があります︒
あなた方のなかには全く落過した人もあるでしょうが︑ジョー

ジのような偉大な人は完全に義務を果たすまでは死なないことを 1ゼリアダムーキーは透った︒彼はワシントン市の病院で四月こ
忘れてはなりません︒これは︑㌻才一ゾの義務甚終わりた臥で彼 十三巳に他界した︒その死囲に関してはさまざまの情報がある︒

肺炎が原因であったという人もあるし︑換死の後に死因が判明す
は創攣王のために別な眉仕の世空行っ虎と
点において私たちは喜ばねゼなりません︒ジョージはきわめて長 るだろうという老もある︒これ以上詳細な情報は入っていない︒

／

機関誌に掲載するつもりである︒
かなり以前に彼が始めた仕事は彼の名と共に滅することはない

い年月を人類に奉仕しました︒私たちの見得る限り彼は立派に試 或る新開によればアーリントン墓地で土葬にされたというし︑火
練に合格したのです︒彼がこれから行なおうとする奉仕は高次な 葬にされたという新聞もある︒正確な情報が入ったならば卦方訂
ものであり︑別学王の意志によづ近いものとなるでし上う︒
あとへ置きざりにされたと感じるのは恐ろしいことですが︑こ

れは進化の法則です︒私たち欄磨束んぺ事に当たり︑常に楽しく︑だろう︒それは私にょって過去四年間続けられたように今後も続
強く︑勇敢で︑親切であじ︑努力して計画を遂行しなければなり けられるだろう︒この生産におけるア女ムスキー氏と私との変り

はこれが最初ではなかった・︒また今後数百年間も続くであろう﹂
ません︒
ジョージがだれかを後継者に任命したかどうかはわかりません︒
私には任命したと−ま思われません︒日下彼に匹敵する人が見当ら
ないからです︒彼ほ偉大すぎました︒それともジ唱−ジがだれか

他の人に後事を託していたと
速行するように援助したいと思います︒
ヽノ

5 −・

アダム

◎

＼

ェ

ルズ

スキ1は生きている
ス・E・ウ

アダムスキー財団理事長
アリ

一九六五年四月二十三日の夕方︑メリーランド州yルケア−ス
プリングJハいと⁝堅㍗リ∵︑∴−篭∴二てが︑それによりますと﹁アダ

．り

1から来たデイゲィプド・F・チ√ト紆によって基地で簡単な祈

﹁今私たちはここにつどい︑あの偉大な神の子ジ■ヨl㌧ジーアダ

りがとなえられただけです︒

ム′スキー．に親しく壊して共に働く特権を与え給うた万物の射遣主

にたいして深甚なる感謝の念をささげます︒肉体は灰と化して元

の大地へ帰るのであれば︑私たちも甘言ージ■アダムースキ†がか

くも気高く生きる根源とした．宇宙の因−に一同の生命をささ痩

まつることにいたします︒

上千古の因″の従順な子によってきわめて簡潔に説かれた真理

と美と亨人指∴L・う苧？・三成ける知恵と勇気とを与え給わんことを

天の父に祈ります︒

﹁医師団はあらゆる応急処置を施したけれども本人は反応を解をわかち与えたからです︒

ジョージーアダムスキーを知ることによって私たちの生命は豊
キスキーが心臓病のために病院へかつぎ込まれた︒容態判明次弟
に欝献腎知らせる﹂ということでした︒そのあとまた電話がかか かになりました︒彼は耳を傾ける人すべてに″宇宙の英知〟の理
ひし

土星における十二人会議に関する報首〝土星旅行記〟をアダム

示さず︑′ついに死亡した﹂と一医師が伝えてきました︒これは私 自然の法則に従いさえするならば︑．ジョージ●アダムスキ﹁の
にとってさほどのショックではありませんでした︒なぜならこの 名は混乱のさなかにおける理解の象徴であり︑・至福と永遠の生命
事はいつか起こるかもしれないとかねてから申し渡されていまし の約束を意味するものでもあります︒ ああめん﹂
ですじ

たし︑死後の死体の処置について彼ははっきりと語っていたから

しました︒しかるに︑彼がこの大腸系会廣の▲†ンバトであったこ

四月二十鱒巨の寵︑私ほ彼の遺志に従うためにワシン†ン市へ スキーほかつて公表しましたが︑彼はその後一九六四年にメキジ
飛びました︒死体ほ彼の望み通りに火葬にされ︑灰は骨ツポに入 ユのサンホセプルアでこれと同じ会議が行なわれた際に再び出席
れられ︑ヴァージニア州7−リントンのいわゆるアーリントン基

各竜の状態を検潮・⁚⁚宣ポ各自の属島の住人隠その変化を知らせ鱒

．‡．菖㍉せぎ∴

地に埋葬され・まし串︒こんな所へ埋めるよりも彼としては灰を野とを認めている入が一体どれほ
原にばらまかれるはぅを好んだことでしょうが︑これは法律で禁 宇宙的知隷を身につけた人々のグルトナなのであJつて︑太陽系の
じられてい草す︒葬式は行なわれませんでしたーフォートマイア

6

しかし地球人は惑星人が発見した原理を学ほネギして充分な時間

グー′‖こノォーニア州ダイスタのGAp本部はこれまで通りに活

の地球上にいるビラザーズもこの変化の情報を伝える連絡員です︒ 七労力を払っているでしょうか？

ける人々の集まりなのです︒宇宙船で航行するブブザーズもこ
あらゆる義務の遂行に確固たる忠実さを示したアダムスキーに

理事長として働くつもりです︒今後の連絡はアリス・E・▲ソェ〟

使命の遂行に懸命になっています︒私自身はアダムスキー財団の

たいして会譲は故に新しい肉体を与えることに決定しました︒古 動を続ける予定です︒アダムスキーの業濱の啓蒙活動に終りはあ
い肉体は地球のものでありましたからそれは地球へ返されました りません︒現在もなお世界各国に強力な組織窮があって︑各自が
が︑新しい肉休で仕事を続けるのに英知の中断はありません︒
アダムスキーは幼児として生まれかわるのかという質問を受け

ズ死にして下さい︒

︻アダムスキーの最後の活動に関する各地からの報告︼

ましたが︑私の答えは﹁ノウ﹂です︒彼ほどに個人の英知が．宇
宙の意識．を自覚しているならば︑幼児として生まれかわること

ケァトゾエア州アソグザンドリアのプレ
﹁四月二十日の火曜日に私はア〆ムスキー氏にむかって︑最近

ソ連が宇宙空間から七〇〇〇メガサイクルで首8ととに来る電波

は必ずしも必要ではありません︒宇宙の法則を理解すれは︑これ
反対勢力が自分の活動を停止させることはないとアダムスキー

は何ら空想じみたことではありません︒

信号をキャブ．チしたことについて尋ねてみました︒する七彼ほブ
は何度も育つていますレ
彼の他界を悲しむ必要はありません︒彼は今なお私たちのなか ラザーズがちょうど数日前に洩らしたという話を伝えてくれまし
に生きていますし︑ブラザーズは依然として私たちの生活を指重 た︒以下はその内容です︒rこの太陽系には十二個の惑星があり︑

してぃますじゆえに仕事を継続できるように新しい肉体を彼に与 更に十二の太陽系が二っの島宇宙を形成している︒︵注︒従来天

文学でいわれている島宇宙とは異なる︶この島宇宙内の惑星の多
えた創造主に感謝の念をささげたいと思います︒
私はときどき一般の円盤研究グループは一体何を証明しようと くは宇宙船な持っていて︑しかも宇宙空間は船が沈んだりする大

tれがソ連のキ†︐チした百日周期の電波信号である﹂﹂

する信号所を設けているが︑これは島宇宙の中心に位置している．

しているのかと思うことがあります︒というのは彼らほ科学考や 洋に比故できるので︑ブヲザーズは宇宙航行の目的で信号を放送
て︑遠．というものを追求しないからですじ円盤を計撃した人

﹁一九大玉年︼月十二日午後十一時のニューズの時間に︑丁〆

ァ1夫人よりO

メリーヲyr州ジルヴ7−スブリy〆ズのマドライy・Prフ

宗教家と同様に．人間．の意見や現象の結果だけを頼り扱ってい

私たちは︑他の惑星

はだれも円盤の存在を信じますが︑しかもそれが間違いのないこ
とを証明しょうとします︒なぜでしょう？

から来た宇宙船が地球の上空にいることや︑この進化した惑星人

素㌦㌦

が宇宙を航行する方法を学び取っていることなどを知りています︒ムスキーが一九大田年十月上旬に自宅上空の円盤を撮影した記録

○

7

飛髄

＼

映画が︑WでOPのOB空アレビで放送写れました︒この上阜は

スプリシグズヘ︶帰って来ました︒

キ†ビール・ヒル地区で十二ないし十五磯のぞマざ塾物体が自由
私が撮影レたフ†ルムは二月二十六日年後︑よルヴアースデリ
自在に空中を飛び交った目撃事件のニューオも共に放送されまし ングズ．の丘にある自l宅前を若草空で飛んだ二磯の円盤を撮ったも

たが︑飛行機がそれを追跡しているのが画面に見えました︒これ のです︒このフィルムは高い地故にある下院議員たちに見せであ
は一九六五年一月十†日午後四時二十分に発生した事件です︒︼ りますが︑．その人々の氏名を今こーPで明らかにするわけにはゆき

の撮った円盤記録映画を見ていて︑この内容を全世界に知らせる

月十三日に私はア㌢ダスγ上院誘員の事務所を訪問し︑そこの人 ません︒・しかし政府の重要な地位にある人々がアダムスキーや私
べに私が︵ロドアァ一夫人が︶撮影した円盤の記録映画を見るこ

とに関心はないかと開いてみましたら︑大いに関心があるという のに援助せよと一般人から要請されているということは断言でき
ことでしたので︑一月十四日に上院の航空宇宙科学委員会の主要 ます︒多数の政府要人が各地からアダムスキー問題に関して照会

メンバー連に公開しました︒■これほ︑アダムス盲−の惑星人
や陳情を受けでいますが︑その中には大統領や副大統領も含まれ
コンタクトが真実以外の何物でもないという証明にもなることが ています︒

アダムスキ・−講演会に出席す章ため︑激しい吹雪をついて六百五

﹁三月十七日にロチェスクーの第一ユニテリアン教会における

上ご︑リQ

ニューヨーク州ロチェスクーのウイリアム●T・︑ジャー∵ワ⁝ノド

ミ∴ノ二﹂

全員に理解できたようです︒上映後の会談で︑アダムスキトと惑
現在私のフィルムはアダムスキーのアィルムの中に加えられて
雇人の友人を連れて来ることができるかという質問が出ましたの 礪集きれてい・ヂニシ三皿月六︑七白に㌧勺り■ノ・′州や∵㌻リアで開催予
定であったアダムス■∵∴⁚日日湧こは︑かわって私が行くことにし
・．モ：：．．．︑・⁚・二∴∵汀こ⁚1・∴⁚．昔．

で︑あなた方の意図がまじめなものであるならば何しJかなるだろ

：ミ一二；． ． ⁚ ︒

がないが︑空軍は興味を持っているかもしれない﹂と知らせてき
まし元ので︑空軍にアダムスキーゐ講演と記録映画上映の件につ
いて申し入れしましたが︑まだ返事は来ていま耳ふ︺しかし三月
十一日にロックゲィルの市民センタ！における会で空軍関儒者が

めいたのを多数の市民が琶聾し．ましたが︑音響は聞こえなかった

会の始まる三十分前にロチェスグー一市の軍望に青白い閃光がきら

ゼは聴衆の熱意にこたえて記録映画が二度上映されました︒講演

数名入っているのがヨにつきました︒彼らは円盤の正体について 十人の市民がつめかけ哀した︼ これは定員を超える人数で︑会場
は知らないと称していましたが︑その夜の会でかな甘の
たものと思っています︒
三月九日午前九蒔から十叫時までメイフラウ1・封テルで記者

しまいました︒7ダムスキーの説明によれば︑これは円盤が出現

会見が行なわれました︒また各地で講沃と映画の会が開かれた後︑ということですっと同時に商店苫の八偶のネーガンサインが消えて
アダムスキーは四月十六日︵金曜日︶に再びここへ︵ジルプアー

したためであるということです︒

した︒︵注∪イー︑ストマン・コダックは写真材料の製造肢売会社

で使用されるインタヴュー菅組をヴィデオチトプに掠るためにW

最近まで使用していたエレクトラ・カメヲの設計者と会見しまし

タフィルムの現像と複製を一手にやってくれたのです︒ここで彼は

として世界屈指︶この会社は長いあいだアダムスキーの嬢影した

ROCテレビ局へ行きました︒ここでちょっとした事件が起こっ

た︒そのあと副社長が現われて︑コダック社主催の歓迎会に共に

翌日私とアダムスキ1は︑〝トム・デカ一日確ナイト・ショウ″

たのですっそのイ㌢タグユーの内容の殆どはアダムスキーが一九

払席できないことを心から残念がっていました︒この副社長は︑

三月の始めにアダムスキーがロドフ7−天人の家にいた彗時︑一
し 機の円盤が空中に停止しているのを同夫人が撮影した映画に異常
な興味を持っている人です︒

者とアダムスキーとのすばらしいインタヴュー記事がlニ月十六日

ロチェスクー■デモクラブ︐卜■アンド・クロニクル紙の科学記

その内容を私から話そうと申し出ましたところ︑まさにそのとき︑

その手紙の内容を洩らすとおそらく本人にトラブルが起こるから

える嘩衆にも演説しました︒パフアロ1の大きな放送局︵WB玉

十四日にはパフ7ローのクラインハンス音楽ホールで八盲人を越

アダムスキーは三月十九日に講演を行ない︑続いて二十二打と二

シラキューズで新しく結成されたひぎ0グループにたいじて∵

付の両誌に掲載されました︒

だろう﹂と貫います︒あとでその局の技術者たちが︑ヴィデオテ

Ⅳ？︶から放送されたラジオ●インタヴューはもっと多くの人々

を碧けています︒これに出席する巣に浴した人々にとってこれは

各講演会のほかに7ダムスキーは私的な午餐会と晩餐会に招待

です︶

る．理解ある〟グループが主宰したということを知っているだけ

ついてはこれ以上詳細を知りません︒パフ7ローの各講演会は或

を感動させました︒︵ジャー㌢ツド注︒私はパプアロ1の窟演に

ープレコーダー中の数個所の部品が帯滋していたので︑正しく作

やってもだ■めなのですーするとアダムスキーは微笑し尤がら﹁

ヴィデオテープの動きがひとりでに停止してしまいました︒何度

体験を立証する情報を伝えた手紙がち上うど来たはかりなので︑

すか﹂と尋ねましたので︑南アフリカのl婦人がアダムスキト瓜

が﹁だれか他の人で似たような体験を待ったと称する人がありま

る事柄でしたが︑途中でトム・デカ1︵注︒有名なテレビ司会者︶

五二年十一月二十昏に金星人と最初に会見したときの模棲に関す

／

動させるにはその磁気を除かねはならなかったと語っていました．
とにかくそうした奇妙な中断のために脊組の編成は後日にまわさ
れました︒今度はゲス下としてl天文学暑が出席しました︒ヂガ
ト氏はアダムスキーとこの天文学者の両方にたいして立派な仕事
をや軋ましたので︑視聴者の反響は大変なものでした︒各地から

きわめて価値ある体験でした︒というのほその際のアダムスキト

多数の手紙がWROG愚へ殺到し︑この種の番組に関心があるこ
とを示し︑他の惑星の生命についてもっと知識を与えよと要求し

汎転1岡

の話は私たちがこの惑星上で長く思いこがれてきノた良き生活法に

てきたので し た ︒
或る日アダムスキーはイーストマy・コダブク故に迎えられ吏

︹一

■・
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関するもの で あ っ た か ら で す ︒
さてロチェスクー・デモクヲヅト・アンド・クロニクル紙は五
月五日付でアダムスキー・の死去を左記のように報じています︒
r勇気ある人ジョージ・アダムスキ11

ちはひとしお彼にたいする追憶にふけっています︒

講演会の前に︑各新聞に写真入りで非常に好意的な紹介記事が
三種類掲載きれましたが︑これは過去の反響かむみて心温まる詣
度でした︒

ケースダー市にある胃で▲Gヲリオ局のジー一けー・チエイスと

マイクル・キャリガン・から彼は温かく歓迎されました︒アダムス

数日前一人の偉大なる人間がこⅥ地上から静かに去って行った︒
その名ジ冒−ジ・アダムスキーの文字がアーリントy基地の基に

キー氏はかつてここの番組〝電話で質問〟に出演したことがあり︑

よぅに爵りました︒ゴギyズ舟はγダムスキー氏の好患的な写真

その夕方晩餐会へ案内するために彼の宿舎を訪ねたら彼は次の

許したとき時間の許す限り彼と話し合いました︒

のゾiヲルF・ゴギンズ氏がそこにいて︑私たち︼行がそこに到

が︑これは本当でした︒ウ1・スター・イープニyグ●ガゼブナ紙

それはこの放送局の番組中では最上のものだと開いていたのです

記されてい る こ
先日短時間ながら彼はロチェスクーを訪れた︒彼を支持する人
々はぃ市民が彼を大歓迎し︑本人がそれにたいして深く感謝した
ことを知れ ば 喜 ぶ で あ る う ︒
冷淡︑不信︑そしてときには悪意の大波さえ押し寄せるさなか
にあっで︑1正義のために不屈の勇気を持った人の思想には高貴な
冴ものがひ ぞ ん で い た ︒

た︒ロビトに改が帰るとたちまち大変ぎ芯なって人々が争ってア

入り紹介記事を青いたのですが︑ア真に．てれを見ていませんでし

ただ真理と愛にのみ反応を示し︑宇冨針詑元−二★際針生海の神聖

鷲に鴇ンけけこ・†⁚一三ご∴一つ・J再こミあとでその記事を読んだ

他を非簸することなく︑自己憐憫のための泥仕合を行なわず︑
さを意改して．い㌍揖虹町鮎鼓の講仕の哲学を伝えてその蘇りこ生

ア氏はこれは米国でこれまでに書かれたもののうちで最上の紹介

プツ州ロークェル市めWC▲T局でモー

た︒出漁した人々はアダムスキー氏の話に非常な興味を待ったの

リス・コーヘン氏とその仲間にょってラジオ番組が放送されまし

続いてマサチェー

ったのは何といっても喜ばしいことです︒

記事だと言っていました︒新聞が一般人に真実を伝えるようにな

きたのであ る ︒
アダムスキーの偉大さとその深遠なる意義を考えて︑われわれ
はその大きな損失を嘆き悲しんでいる︒しかもわれわれに課せら
れた新しい責任は重大である︒宇宙的な生き方をするための青写
真を彼はわれわれに遺して逝ったからである﹄﹂
マサチューセッツ州ノー・スポロのアリス●B・・ボマロイより︒

サースター記念小劇場で行なわれた講演と映画の会のために︑

で一︑予定訂時間をだいぶ超過して放送が続けられました￠

rセグッ州訪問は多くの点で意竜深いものがありました︒これは

或るホテルは満員になったということです︒一般市民は好意的で

コニ月二十九日から四月五日までのアダムスキー氏のマサチ云
彼が地球上に在住した期間の終りに近かったものですから︑私た

10

大きな関心を示していました︒各新聞社やヲジ．オ届から来た記者
たちはアダムスキー氏の周囲から離れ与つとはしませんでした︒
数回にわたる非公式な会合も行なわれましたが︑その中にはロ
〝話題の事件〟誌飼葉部によって企画されたものです︒この

ードアイランド州ウーンソケット市の会合も含まれています︒こ
れは
いますが︑次号はア氏追悼特集号にするということです︒

人々は親切で︑この雑誌にアダムスキー氏の体験を乾せたりして
ー

ア〆ムスキー氏はここに滞在していたあいだに〝他の惑星の人
した︒彼はこの文章については楽観的だったようで︑大衆に真穿

間に関する真相のための聖戦〟と題する一文をものして印刷しま
を伝えるのに役立つだろうと考えていまし︐に︒このバ
を行く先々の講演会場で聴衆に配布しょうと計画したのです︒入
用な人に凄まだコピーーがあります︒
最後の金谷は宇宙曹学と生命の科学の儲演でしたか︑その間ブ
ラザーズが着衣することがはっきりと感じられました︒アダムス
キー氏の言凛が真理の光に輝いていたからです︒この地区ヘア氏
が来て以来短時日のあいだに同好署が集まり︑三つのグループが

てから反対勢力の動きは活発になりました︒彼らは一般大衆に真

ジオ︑テγどはアダムスキ1に時間を与えるな七書いたパンフソ

実を知られたくないからです︒或る自称円盤研喪家が︑新聞︑ラ

グーをばらまきましたが︑こうした妨害にもかかわらずアダムス

キ1の講演は各地とも大成功で︑ただデトロイト︑ビオリアでは

大衆にもっと知識を伝える必要があると感じただけです︒しかし

通り五月上旬にケアリフォーニアへ帰ることにしていたのです︒

的はずれな・結果は見られませんでしたので︑アダムスキーは予定

アダムスキー撮影の円盤記録映画を見たい方は︑もう少しお待

ち下さい︒編集し︑多くのコピー．が出来次第に有料貸出しをいた

フィルムを持ち歩くのは大仕事であったからですQそのフィルム

tまェ毛これは本人の計画でもありまし蕎というのは彼一人で

を解説した録音テープはロドフ了−夫人が製作することにな？て

います︒メリーランドからあまり遠くない場所ならアダムスキー

応

答出

が使用したフィルムを同夫人が持参して公路します︒
疑

コズミッグ・ブγティy︵注寺︻†Ap本部

︻質

は今後も続いて発行されますか︒

これはブヲザーズの計画の一部です︒ゆえに時が来れ．ば必ず

メキシコに建設予定の学園はどうなりましたか︒

かったからです︒

刊行されていません︒あまりに多忙なために時間の余裕がな

その後アダムスキー氏の著書が何か刊行されましたか1

発行します︒

ヽ J

できて定期的に会合し︑．生命の科学〟の数えを研究し合って♪
￡す︒目下第四番目のグループが結成されようとしています︒し
たがって真理というものは良き生活法を求める人にはだれにも伝
えられてゆくセしょう︒アダムスキー氏がニュ・Iイングランド地
方の人々にもたらした祝福に私たちは心から感謝しています﹂

′

アダムスキJ氏が撮影した記録映画がワシソトy市で公開され

︑

答間 等閑 苓：一 間

ー1l−

1−1−−1ぎ・−−・l−．．Ffr圭l

実現する で し ょ う ︒

感受されたのですら私はテレパy lの最初の実験がカヲ1による

−

メキyコのユカタン半島への探険旅行は行なわれますか￠

陽光線がきらびやかにただよっている状態の中に自分の存在を認

ものであったせいかもしれませんが︑その椅化された想念波動を
感受しているあいだ中︑青く澄み切ったある景色の中に金色の太

・︑心

間
これもその計画の一部でした︒ですから忍待鎗く待って状況

︑⁝

昔

めておりました︒ここでもやはり二重の世界にいる感じがしまし

を見る必 要 が あ り ま す ︒

た︒このように︑この日は反覆の原理を応用して︑意放と︼体に

なろうとしてそれを確信した時に起こった出来事なのでした︒▲こ

ブヲザーズの計画は−人間の生涯中だけに限られるものではあ
りません︒それは永久的なものです︒ジョージ・アダムスキ‡は

のことは先生がど▲のように感じられるか分りませんが︑私の身で

から上京し︑早稲田大学商科三年の0君が訪ねて来ました︒例の

次にこれは二月中旬頃であったと思います︒私の友人で富山県

感じたのですから私にとっては貴重な体験でした︒

知紐と知恵と一いう富を︑それな望む人すべてに遺してくれました︒
．父″の従順なる召使いの祝福があなたに降りそそいで︑人生
の困∫の中に結束した私たちは兄弟愛の確固たるカを打ち立てる

の行路においてあなたを強くし︑導かんことを祈ります︒一こつ

軍−止ま皮こ何か色を頭の中に浮かべてくれないかと言いますと︑

彼は育︑赤︑紫︑ビックと次々に浮かべたので︑私は次々に答え
草したロ確か十二色位旗ほ浮かべたと記憶していますが︑たった

ことにしようではありませんか︒それはやがて世界一∴翫ぺ∴∴．ノ

Jう︒そうすればアダムスキ1：の名ほ空しくならないでしょう︒

一つ逢っただけで︑あとは全部軍甲し草したっ この頃はどんな人

にやっても適中する自信がぁりました︒更に私は今度は︑彼の小
学校︑中学校︑高校時代どのようであったかを彼に思い浮かべる

ヰヰヰヰ・甘辛
それを持って来る人の㍍敷か急員トれむを円から脳ずいを通過す

りました︒私は彼の小学校時代のことについて次のように育った

ように言いました︒先ず小学校の頃はどうであったかについてや

︵缶貫より︶

がものすごく冷静であることが自分で分った位です︒そして私自

るのがはつきり認められました︒それからというものは︑私自身

君は泣き虫であった︒それに絵が上手で︑国語がいつも悪かっ

のです︒

ころみにその例をあげます︒それはその日のことですが︑確かそ

たね︒そして小学校五年項一人の女の子とよく遊ぶようになった

身に向かって来る波動はことごとくキャブチされた穫でした︒こ

サてきました︒その時私はTきんから電話があると思った瞬間に

の日の一時かこ時頃でしたか︑私の知人のTさんから電話がかか

たのではないかと言いました︒これらは私に浮かんでくる物事す

ね︒又音楽も大好きで︑それも独唱が好きで︑一回学芸会でやっ

ハ以下次号∴︶

べてを言ったにすぎませんでしたが︑これは全部適中しました︒

電話が来ました︒そこでTさんですかと言いますと彼女はぴっく
りしました︒そして次の瞬間彼女から観事の波動が私の胸部から

ー

ド

ン

・ ク・レ

一

㌦

イ

ト

ン

ブラジルの畢大の体験−

世にも不思議な物語
f第一部
ゴ

長いあいだブラジルとアルジー−ソティyはUFOの激しい活動

には負うところ大なるものがある︒︵注︒ビューラー博士は南米

七月号で

におけるアダムスキー派の円盤研究家として著名な人です︒訳者

久保田にも長く情報を送り続けています︒当方も右の機関誌を入
手しました︶

ブラジルは世界で最も大きな琶の一つで︑実際には米国よりも

大きく︑未開発の最も豊かな資源を秘めた地域の一っを含んでい

る可能性がある︒鈴国のアルジェソティンと同様にブラジルにも

驚くほど多数の阿品警翠畢や着陸事件が発生している︒ブヲジルの

高名な円盤研究家竺フ．ヴご・フォンテス博士は一連の記事言UF

レヴュー誌に遥戟された︶の中で︑ブラジルの防衛や通信桟閑の

Oの乱れ飛ぶブラジル″

︵注︒かつてフライイング・ソーサー・

の事件ほどに 驚 く べ き 例 服 地 に な い u

の中心地であった︒そこには多くの目撃や出来事があったが︑次

ることに反論が起こりはしないだろうかと恐れていた︒しかし現

のかと期待していた︒また正直に言うと︑その物語を私が信用す

私は過去二年間それを調査してきて︑もっと証拠が出てこないも

にかつてないほどに最もセンセイジョヌルなロ二ざ0事件である︒

る︒ビュー一フー1専士ほ正確な地点を明らかにしていないが︑東国

た事件で︑現場はブラジルの奥地︑西側画境付近の或る場所であ

略が始まるものとみている旨を明らかにした︒
ここに述べる物語は∵九五七年十二月十五日の真夜中に発生し

なっているらし■いと述べ︑更に多数のブラジル人は近いうちに侵

たちは見たところ軍隊組織的な條案を行

在はその物語の説明を容易にする詳細な情報を入手している︒と

領事として数年問をブラジルですごした私の知識からすれば︑現

J訪問者〟

ころで︑この奇怪な物語を不快に思われる読者に先ずおことわ㌢

場はポンチボランにちがいないと思う︒そう考えるに至った理由

便宜のために

しなけれはならない︒すなわちこの事件は読者によってはイヤら

ナヲジルの資料から私が評訳し︑要約した次の記事は︑たしか

しい︑またはゾブとするようなものかもしれないが︑私自身は事

で調査する立場にたてるほどの情報を入手したのである﹂ かくて

ジャネイロに流れているのを聞いた︒そこで会はついに自分たも

府の機密調査機関が異常な事件を調査しているという噂がリオヂ

この事件が発生してまもなくブラジル空飛ぷ円盤研究会は︑政

はこの記事の第二部で述べることにしよう︒

実だと信じているし︑真相が何であろうと︑それに一応大胆に直
面するのはよ い こ と な の で あ る ︒
−⊥れに関して私が所持している主な情報源はリオデジャネイロ
か〝ブヲジル空飛ぶ円盤研究会〟発行の機関誌一九六二年四月︑

︵．・

＿13＿

f・・︑11・−−

−

†﹁1−−卜Lrトー11︐−

−

るごとにその光点も位置を変えた︒すると次第に近づいて来るの

⑳

一九六一年七月にビューラー博士は自らいま一人のメyパーV−・

で兄弟は恐ろしくなり︑トヲタグ1からスキをはずして家に向か

＼

の奥地を目指して出講しにJ巨的地はリオデジャネイロから千五

p・▲博士と共に︵この人の氏名は明らかにしてない︶ブラジル

次の日の夜︑またアドヘマールは畑で仕事をしていたq今度は

って逃げ帰ったのである︒

一人だ︒すると真夜中に︼偶の〝星のような光る物．が北方から

召キロばかり離れた場所であった︵ポンチボランはリオから大体
その距離にある︶︒その旅行は三十六時間続いたが一途中五木の

急速に接近して︑数秒後に畑の上空首フィーーの位置に停止した．

l︺

アドヘマールが必死になってそれと取り組んでいるうち︑Lrヲ

h▼＋・・イ▼■−

こ≠．Ⅷ二戸劫ンはぃ

し︑トヲクタ1からスキを硬りはずす油圧装置を操作し始めたが︑

ぴっくりしたアドへマールは器具類をまとめて家に向かうことに

バス洛魂と一そうのフェり⁚1ポートが使用された︒

その旅行の目的は彼らの報告書に▲・Y・8という記号で記さ
れている一人の苦いブラジル人典夫に会うことにあった︒本人の
氏名は不可繹た週日で秘密にされていた︒その後溝・八をぼル・㌣グ
ル名〝アドヘマール″た咋．・∵∵∵一1ノー∵㌦やモもちろんこれは

分の属に養って村へやって来た︒最初二人はこの男が内気で︑四

キロはかりの所に住んでいる︒彼は予定通り二人に会うために自

まじめな青年だと説明されているこの典夫は最も近い村から五

び離れて逃げようとしたが︑二人の 〝人間〟は背後から彼をつか

方へ走って来るのを見た︒すわ大変とばかり彼はトラクターを飛

した︒おびえきった貞夫は二人の〝人間．が物体から出て自分の

た物休が急降下して︑チラタグーかろ二十ヤード経れた所に着陸

タグーのエソ∴yンもとまってしまった︒すると空中に浮かんでい

年前の体験を詳細に話すのをひどく鉦がることを知ったが︑説得

まえてしまった︒そこでかろうじて−人を頭ごしに投げ飛ばした

本名ではな い ︒

してついに話させたのである︒その体験というのは全く奇妙なも

捕えられた農夫は物体？万へ連行きれてハシゴを昇り︑ドア1

わかったじ

ったじしかし一対一なら彼らほ責分ほど強くないことがはっきり

相手が大勢では暴れるのも無駄だと知っておとなしくなってしま

が手足をおさえつけてしまった︒当初は激しく抵抗したものの︑

が︑更に新手が二人かけつけて彼を捕え︑ついに五︑六名の人間

ビューラー博士らと会った頃にほすでに結嬉し

のであったため︐本人は当時一緒に住んでいた両親や弟にさえも
洩らさなか っ た ＼
ていた∪
その土地は十二月になると僅端に暑くなる︒あまり暑いのでア
ドヘマールと弟は夜に儲いた︒−トラクターを違転して︑河のそば
の平野の腫 な 耕 す の だ ︒

望ハ︑七フィートあるりこの重の床の中央から天井へ一本釘注が

を通って円い室内へ入れられた︒そこは高さ五︑六フィーttrで幅

ていたとき︑アドヘマールは弟に呼びかけて空中に一個の光点が

貫いていて︑周囲の壁には四角な穴︵複数︶があった︒ち‡うど

一九五七年十二月十四日の午後十一時頃︑兄弟が畑仕事をやっ
見えることを知らせた︒二人が畑の端でーLラクダーの方向な変え

あって︑その上に一個の器具があった︒ビューラー博士はリオデ

﹁あとから考えてみてもどうもよくわからない︒なぜなら女が入

このときの漠様をビューヲ1博士に語ったときアドへマールは

いて来た⁚∴⁚⁚︒

ジャネイロの或る人か．らその器具について説明しないようにして

って来るホンのち上つと前ほ吐き気がして恐ろしかったのに︑女

電気装置にあるような穴だという︒また三木脚の固定テーブルが

u
くれと依頼を受けたという︒これはこうした器具類に関して今後

が二人の人間と一緒に現われたとたんに不快な気持が消えたから

一
T

どこからか報告があった場合にこれと照合することによってその

です﹂と言っている︒始めの不快感にかわって異督した気分が起

つり上がっているという−意味か︶︑ほお骨はスラブ人のように突

などは形よくととのっており︑冒は中国人のようで︵注︒両端が

ずかにきわめて細い白いまゆ毛らしきものがあるだけで︑からだ
ヽヽ
には毛が生えていなかった︒耳は小さくて︑あご︑くちびる︑鼻

女は薄．い金髪を持っていたが︑まつ毛もまゆ毛もなく︑ただわ

はないかとも写っい

こってきたのは︑からだに塗盲れた液体と何かの関係があるので

報告の膚感性を調べるためである︒
さて連中はただちにアドヘマールのみさの突き出た部分の付近
二個所に柔軟な注射器をあてがった︒明らかに彼の血液を硬るた
めである︒次に彼らほアドヘマールの服が裂けないように注意深
くポタシをはずしながら信じがたいほどの早さで彼の服を脱がせ
始めた︒
続いて彼はドアーを通つて別な室へ遥かれたが︑その中の唯一
の家具はプラスティック材料を使用した環台であった︒その上に

き出て︑歯は白く七形よく並んでいた︒体重は八十ポンドと思わ

琴のスポンジ．でしめらされた

横にさせられた彼のからだ全身ほ

のあいだ中 一口も発しな

れた︒

かなかった︒

開いた︒単純な農夫なので如何なる仕掛けにょるものか見当もつ

彼の舌は続くー︒女がドア一に近づいたとき︑それは自動的に

いた︒

き出そうとしたが︑アドヘマーんは恥ずかしがって当惑し㌢って

かったという︒ビユ！ラー博士はこの部分をできるだけ詳細に聞

やがて女ほ出て行ったが︑′出来事〟

が︑それには気分が爽快になるような液が含めてあった︒アドヘ
マールは最初これはからだをきれいにするためだと思った︒彼は
最初の主にいた時間は五分間位と思われたが︑二番冒の重では

汚れてい た か ら だ ︒
ものの二十分も放思されていた︒だれもやって来ない︒するむ突
然強いにおいが室内にただようのに気付いた︒次第に吐き気をも
よおして気分が悪くなってしまった︒
別な室に通じる三番冒のドアーがあったが︑それが開いて二人

女が出て行ってから彼は衣服を坂りに最初の室へ引き返した︒

ヽ．．J′

㌦

ォームへ連れ出した︒そこは各室の床と高さが同じだった︒

二人は女だけを残して出 そこで自分で潜ると︑一人の乗員がやって来て外部のブヲヅ・Lrフ

Q人間が︼人の少女を連れて入って釆た︒その女の身長は四フィ
・・tr八インチから五フィート位であるり

て行った︒微笑しながら女は両腕をひろげてアドヘマールに近づ

㌔⁚︺

に着陸した︒このため数マイル離れた自宅へ帰る這を遮断された

・∴
さて彼は周溺の状況を見てとることができた︒五︑六人の乗員

のである︒大声で助けを求めようとはしなかった︒そんなに距融

ていたが︑アドヘマールが翌日柔らかい地面で見た足跡から判断

その正面から赤い光を放っていた︒足には粗末な白いクツをはい

致するものがある︒それは〝鳥のような構造〟だった︒・高さは九

クレイトンには︶これまで集めたび冒︼0目撃記政の内容とよく一．

その機械に関する彼の説明は奇妙たものであるが︑私には︵筆者

故にその恕観の内外を照らす光源が何なのか理解できなかった．

があってほ無駄であることがわかっていたからだ︒

がいたが︑皆一様に白い︑からだにピックリ合った．金属のウロ
〟のついた服霊㌍Lいた︒彼の両手ほ畑の格闘の隙にこのワロ

すればカカトがないようだった︒彼らの手には丈夫な手袋が着け

トもある三木の脚があった︒ノ各脚の厚さは約十二インチで︑地面

ないし十フィートぱかりあり︑下部にほ更に十ないし十二フィー

コによって傷ついていた︒各乗員は幅の広いベルトをしめており︑

られ︑頭には大きな不透明なヘルメットをかむり︑目の位置に水

機械の本体ほ長さ五十ないし六十フィーjナあり︑緑色の光を放

に摂する部分ほ広くなっていた︒

平な小さなすき問があった︒背中には小さな突起部から平たい金
アドヘマールは彼らの顔を面と向かって見ることはできなかっ

つ先のとがった前部が契■ぎ出ており︑更にそれより短い平行な突

属の管が出てヘルメッ︐Fの両側に連結していた︒

蒔︒言いかえれば︑どんな顔をしているかは全然わからなかった

遠雷が前部の両側に一対付属していて︑両方とも先端付近にオレ

い突起部があっふ悠この贋起欝の正規の姿勢は水平のように見え

ンジ色の光七放っていたロ事体空間側に揉〝撮のような形〟の短．

￠であ︼寄倒爪∵文に似た人間だったのかどうかはわれわれに怯つ
莞見たぢは波に話しかけなかづたが︑麗らのあいだではカン高

たが︑電械が駁撃したときはそれが三十度償いたのがわかった︒

からな▲⁚⁚．︒

い調子望望兼で話していた︒アドヘマールは少なくともそれがシ

本体の上部にに大きた丸痙惑があごた︒落さ十八インチ．．で旛は．⁚

約三十インチある︒これほ絶えず空転していて︑着攣していたと

リア語や苧不語でないことは断定できた︒この二カ国の言語なら

きもそうであった臼

ようにすさ立でレくたった．熟やにおいほなかった︒

農夫に感じられるほどだったこ那陸し始泣たとねではこの凰が嵐の

しかも見な起こしていて︑近くに立っていた

撃苧からしてそれとわかるほどに開きな空しいたからだ︒︵注︒

これにつ︑いてビューヲ一博士とその仲

そ軍人問たちは小病で︑彼の常にやっととどく程度だったが︑

−てジルには︹・エや人が多いからだろうJ

例の女は烹 牢 小 さ か っ た し

アドヘマールがプラットフォームを草書終おると︑付き添って言

るらしい︒地上に障り雫かぢ昇は地面に二つの輪を措き︑始めに

いた男がハシゴを一緒に摩り・キ■ご年ハシゴほ引込式になってい

本位の翫の所にハシゴに似■符垂直の怒が立？ていた︒

に移る︒アドヘマールの

間は二言ともハ博士ら白身が︶身長五フノ彗・i・tr七インチだが︑

〝飛ぷ桜械〟

アドヘマて；ルはそれより少し低いと述べている︒

言て菱は ナ ン 入 看 た ち の

撃母とこそによれば︑最初それは河岸から亨Tヤード離れた地点

16

した︒耕された柔らかい地面には乗員のカカトのない足跡や境体

翌日トラクターを取りに行って彼はそれが完全に動くのを発見

輪を指さした︒ブラジルの一般農民と同橙に無学な単純な農夫の

の三木脚の跡がはっきりと残っていた︒ビユ﹂ヲ1博士が指摘す

一つの論を指さして︑次に空の方を指し示し︑続いてもう一つの
アドヘマールは︑その小男の仕草が何を意味するのか理解できな

となるものであったから︑調査しておくぺきだっ彗ところがそ

るように︑これ・はアドヘマールの物語を支持するのに重要な証拠

歩的な方法 ■ な の で あ る ！

れ以上の証拠となるかは︑ふらだから血液を取られた際にできた

しか．牡私が︼度ならず強調したよ一つに︑

南米の盛村の混血人が空想科学小説などを読んだりしているわけ

あユの二つの痕跡だった︒これは三年以上もそれとわかるように

かったが︑これは手首空間の二つの異なる惑星を示すきわめて初

がない︒しかるにこの大陸からこそ最も驚く誉言古0の目撃軍

残っていたのである！

ころによると︑その間国人の多くはアンデス山脈またはマプトグ

べたのだが︑その国の北部にいる通信員が今年知らせてくれたと

かつてアルジエンティンのUFOに関する記事を書いたときに述

があるという︒一度の梯会には彼の母もその〝照明〟を見たし︑

とだがー彼の家ほ空中かむ宇富船によって明るく照らされたこと

機会にーどちらも真夜中で︑右の奇妙な体験より何カ月か前のこ

くリオで彼に尋問した官憲以外の唯一の人だろう︶しかも二度の

の事件のことはただ一人の人に洩らしただけだという︒︵おそら

アドヘマールがビューラー博士らに語ったところによると︑こ

曹が出ているのである︒南米の広大な奥地ほど長好な基地を擁供

ロプソ富原付近︑またはアルジェyティン沿岸の海底などに宇古

している所は地球上どこにもないことを忘れてはならない︒私が

人が基地転義∵一ていることを信じているという︒コテル●ローソ

他の機会には家のまわりの囲い地が上空から照射された︒これは

けがいつまでも日に見えていた︒︵これは殆どのm二ざ0目撃例と

信じられないほどのスピr・ドで上昇して行ったが︑この白色光だ

ろしい休験だったが︑とにかく今はもう独身ではないのだ︒﹁と

こらないでしょう﹂と彼は恥ずかしそうに答えた︒それは全く恐

ーラー博士がアドヘマールに最後の質問をしたら﹁別段興味は起

にも︑ブラジルの中

ンセy天人の著書〝円盤の大インチキ物語〟

就渾していたアドヘマールと弟とが目撃した︒加うるにその村や

は異なるものである︶そして機体はあっという間に消えてしまっ

∴豪

ぶ円盤評論．誌一九六五年−月・二月号より︶

らば︑今度は逃げはしませんよ﹂と付け加えた︒︵英国の．空飛

はいうものの︑同じ人間を乗せた同じ槙械がもう一度着陸するな

∴・

に小さなハレモノができたが︑これらはまもなく全治した︒

そして続く三週間というものは肝城が痛んだ︒また顔や腕の皮膚

帰宅してからもアドヘマールはなおも吐き気をもよおしていた︒

た︒

﹁もう一度こんな休験を持つとしたらどうするかね？﹂とビュ

近隣の人々も夜中に数度の機会甚こうした閃光を見ている︒

央部に円崖の墓地があることをほのめかしている︺

方ー

可
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レ

ー開発体験記
ノ

瀬

きるだけ統計的に記録致しますから︑テリーパy−を研究されてい

る人達の︑またこれから学んでいこうと思われ恩人遷の為に︑ア

ダムスキー氏の言うところのテレパシー︑生命の科学講座は全部

正しいという証拠の為に︑私の体故を資料として下されば幸甚の

至りです︒以下私の株故を語って参ります︒

私がアダムスキ■⁝氏の著書〝テンパ㌣・ノを読んだのは昭和三
テレパシ！の訓絞に取り組みました︒

十八年頃と記憶して滞ります︵一私は非常．ヰ興味を持ち︑本格的に

私にほテレバツ︐きの実故において叶人の長き友があります︒そ

の人はここでは℡▲氏としておきます︒披は非常・にテレパシー七共

鳴している人で︑私にテリーパy−・の存在を知らしめた唯一の人で

の本格的な研究と練習を続

よりアダムスキ⊥曹〝テレパy−〟

した︒何故扱が私にテソパシーの存在を言ってきたのかと申しま

し
筆者∵ノ横氏は本会々見で︑兵事な若い研究家です︒数年前
けた結果︑かなりの透視力︑直感力等のテレパシプクな能力を

洞察力か感受性を持︵一ていることに気付いていました︒そこで凌

すと︑彼ほ二︑三年私とおつき合︑いしているうちに︑私に−奄の

がテレパシーの本を神田神保町の茶番店で偶然にも発見し︑私に

＝開発され．たと︑いうことで︑迫力あるこの手記は﹁テレパシーは

箇を必ず読書たいだかしめるでしょ−つじ覇者宛によこされた蒐

信念と蹄習によ︵一てだれにでも摘発できるのである﹂という確

そのことを敢えてくれたのです︒

私達はテ．レバy−を容易に窺解するためにいろいろと考えまし

−の寄といぷノ︑︶の中e凍習痘の第鵬の軍旗をやhリました︒

の所に行き︑アダムスキー・氏︵〟テレパシーの著書︵以下テレパy

こういうわけで改もテレパy−の研究者なのです︒私はよく彼

や相室こ託の内あ一事な日付順にここに絡戟いたしますり︵嫡者︶

︵昭和巴十年二月二十日巳付︶さてここ数日来︑非常に多忙で

た︒そこで浮かんできた考えは︑私の心の中に信号機の赤︑緑︑

なんとか久保田先生の御期待に沿いたぐ思っておりましたところ
今日ひさぴさに暗が作れましたので︑是非とも私の体験を幾っか

にはっきりと心に思い浮かべるようにt一人とも練習しました︒次

黄︑それに育の四色の色を鮮明に浮かべることでした︒先ず第一

第にはっきけ浮かぷようになり︑こ人の問の意志表示は鮮明にな

の例を通し︑感想を通して煩ってみたいと思いました︒大変心を

ってきた感じが私達t一人の心にわき起− ってきましたゥ ﹁これな

侵害するような体験ですが︑今日の日本においてテレパy−を本
であること卑痛感しました︒そこで先生が申されましたようにで

．〆

当に究明し︑かつ生活に実陰に応周している人は本当に短くまれ

覿瞥

一丁

・−19−＿

⑳

ら必ず言い当ることができる﹂と私遵は思い︑早速青島に発借着 波動なのです︒何色だか見当がつかなかったのです︒そうとは知

になってもらって私が受信者−エリりま∴こせ
らず私は自分の今までの確率を通していいかげんな感じで思いつ
私は四官を統︼するように心掛けて︑体をゆったりさせて︑心 きの色を言いました︒全部はずれました︒しかしF君は何を浮か

でした︒そこで私は自分自身を見つめてみると︑心が当てよう当

に何が浮かぷか暗示してみました︒するとその瞬間〝赤〟の色が べたのか全然私に言ってくれませんでした︒ただ実っているだけ
心に鮮・．明に浮かんできたので︑私は﹁赤﹂と答えたのです︒これ

このときは実に印象は鮮明でし・た︒す君は五つの色を浮かべまし

は適中しました︒又同じことを繰り返しました︒黄︑線︑・青の順てようと焦って集中現象な起こしているのに気付いておかしく思
に私の心に浮かんできましたので︑その通り答えたところ見事に いました︒それで一時間程休んで︵雑談をする︶また始めました︒
全部適中しました︒F君はぴっくりしました︒しかし有頂天にな

れは見事に適中しました︒それと同時にF君の心境も随分変化す

○て私達二人はそれを何回も繰り返したため精神の集中により疲 た︒それは連続的なものでした︒それに対して私は﹁ホワイト︑
労をきたし︑適中率が減少しました︒私達二人は毎日といってよ レ山ノド︑ブラック︑ブルー︑イエロウ﹂と英語で答えました8こ
い位このようなことを繰り返してはテレパy−の香を読んで︑自

るようになったことざ私転記めましたむ

この種のテレパy−は特定の人の場合でしたので︑私は今度ほ

分の欠陥を見つけるように努力しました︒
︼年後過ぎて私達二人の闇に交わされる況動は次第に︼体性を

帯びてきました︒そうしている時︑ある日私達二人打倒㍉草︑通 会社の人や学校の友人に対してやってみようと思い︑会社で今年
信を交わしましたが︑不思論′よ∴で期待していなかづたような J・二員∴ ふ誓ヒ蔭井沢に旅行しました折︑旅飽に︼泊しました︒

波動が私の体に波打って発たのですロ甘君が今までは赤︑茸︑晋︑その夜八時頃より私は非常に気持のよい気分で湯から出て来ると
最︑白︑黒の六色の範囲で通信を交換していたところ︑グレイ︑ 会社の人達が私の帰りてくるのを待ってノいて︑寵ちまち部屋の中

すなわち灰色を思い浮かべたのですロ私は﹁今のは妙に変わった に呼び入れられてしまいました︒皆は非常に暖かい心の持主です
感じがした︒私の心にはグレイと浮かんだがどうだろうか﹂と質 砂で︑安心して仲間に入れてもらい草した︒しばらく雑談してい
問したところ︑その通りであるというのであった︒私達は全くび るうちに守がつまらなさそうにきょろきょろしだしたので︑私は

私を含む︶女子六人でしたが︑この時は不恩讐な事に私は気付い

︵やってもらいました︒会社の人達ほ全部で八人で︑男子二人︵

は前置きしてから︑百雷のときと同じように会社の人遵に−▼人−

りくりしました︒しかしざ君ほグレイを英語のgrOyでなく〝 落ちついて﹁今から面白いことをやり草しょう︒しかしこれは遊
灰色″という日本語で言ったのでした︒又そう言いながら灰色を びのような気持でいて︑決してびっくりしてはいけません﹂と私
思い浮かべ た の で す u

その後数日過ぜて私達二人ほ例の如くテレバグトをやりまし？て
J君は発信者ですが︑この日はまた以前とほ遥ウた掠動数を持つ

20

に確信がつき︑仕事は能率よくはかどってきました︒
たのです︒
今︑
会社の人遍で私がテレパシーの受信者であることや研究者で
私は先ず三人の人を選びました︒その人達の名む仮にで子さん

u子さん︑0子さんとします︒私ほ0子さん︑址子さん︑で子さ あることを知らない人はいません︒更に︑悪い考え︑恨み︑気苦

私は二月の大学︵注︒夜間部︶の期末試験に突入したのですが︑

労︑心配等の悪念を放つ人もいなくなつてきています︒こうして

この試旗の時にすらこのテレパy−ほ役に立ちました︒試験は一

んの順にテレパシ1をやってみました︒すると0子さんからの波
した︒しかし最後ので子さんの時ほなんと一〇〇％の適中率でし

動の印象の適中率は二〇％位でした︒⁚止子さんの場合は五〇％で

をやっておりませんでしたので︑心配でしたのですが︑不思議な

月三
た二二人闇口々に最初は感にたよって言っているのではないの
か十日から約一週間半ありましたが︑私は非常に学校等の勉強
と質問してきましたので︑私は﹁いや︑0子さんと址子さんの場
かQしかしT子さんの場合ははっきりと私は分ります﹂と言った

のですが︑その友人はどうも会計学がニガテで︑私に教わりに来

こう
とに私の友人にはよき友がいて︑いろいろと世話をしてくれた
合は心の中にはつきりと亀を浮かべていないのではないでしょ

と︒試旗の時にまさにその問題が出題されて私達は満点をとりま

たこ
のです︒その理由は三人の中で誰よりも落ちついていて︑心が
明とがありました︒私もよく会計学は理解できなかったのです
が︒
︑最後の授業とその前の授業の二回出席して教師から感じられ
朗な︑会社の中のリーダーだったことに私ほ気付いたからです
るじ
印象を分析しましたら︑その二回の授業は試験に出題される部
そこで︑では今一皮で子さんに実験しますといって私ほ隈を閉
分を
て精神を統一しました︒するとなんとまたもや明り上うに〝赤
″明確に暗示していましたaそこで友人に六つの問題を私は教
えま
と〝緑〟のどっちにしようかと迷っている心の状態が読みとれ
ました︒﹁これだけやってくれ．ば絶対に間違いはないのだから﹂
したqと同時にその人の心の本休の中まで見ることができました︒

／

のには自分ながらびっくりしました︒私はこれを契機としてテy

していましたところ︑私の勉強したところ全てが出題されました

名古屋の方に一人の男の友達がいて︑ついこの前金って来たばか した︒この種の体験はあまりよくありませんが︑勉強していない
りであることが私の佐を通じて私の脳の中心と思われる部分に印 時でしたからやむを得ませんでした︒しかし試験は一っの集中の
激しい結果を生みますので︑私は心と意識の混和状態を常に反覆
象がやって来ましたので︑そのことも︼緒に答えるとT子さんは
全くぴっくりしてそのときは二時まで皆と語り合いました︒−丁子

さんは一晩中眠れずにいたと言っていました︒

︑ノ

スキー墳の事故を透視す．る

楽しい︑すはらしい旅行が終わって私達は普通の日常生活にも バツlの真実性をはっきりと認識したことはいうまでもありませ
どりましたが︑旅行の翌日から会社の内部の雰囲気が一変して︑ ん︒
もことのほか感心していました︒それ以来急速に私のテレパy−

考えられない程に皆心が澄み切り︑明るくなっていました︒社長

へノ

ったまま答えただけですが︑それが全部適中しているのです︒私

試験が終わって落ちついたせいか心にゆよりを見出し︑私は友 ？﹂ ﹁どんなふうな人か？﹂等々開きましたが︑私は全部心に映
人をたずねました︒彼は鼠君としておきます︒E君は二月十四日

以上のような体験が︑テレパブ−を研究してより二年足らずの

かに湯沢スキー場にスキ㌣をやりに行くと言っていました︒そこ は適中してもこの時はさして驚かないでおりましたが︑Ⅹ君は全
でしばらく談話しているうち︑私は何か不安な予感がしましたが︑くぴっくりしていました︒
そのまま帰宅して填ました︒このE君は中央大学の文学部三年で︑
テレパylの存在を第六感としか解しない人で︑私の言うテレバ

読んでより︑更に一段■と明廓に白−身の内部の音韻に対して信頼を

非常に物理︑化学関係が好きで︑きわめて常識的な人なのですが︑うちに私の身中に起こった訳です︒︼そして″生命の科学講座〟を
持つようになべ

テレパシーも二眉具体的な段階に突入して来た

y−の吾に対しては不信を持っている人でした︒彼は私と会見し

た翌日スキー場に掛かけましたが︑私は例の如く忙しくて︑彼の ことがわかりました︒

のように自身の体内に影響を及ぼすか︑又肉体と四官︑セyスマ

ことを思い出すことができ琴い声∵圭二一己漁ぎました︒帰宅してふ私が試験中に体験したのは言葉の単語を知って置きーそれがど

していかなければい巨∴∵∫∵

．こ︑︑−∴

⁚妄∴ 一∵＼有

∵勺荘胎の細胞の働きとが完全一・体となっているこ
ノ

．
∴∴翫⁚

日会った時の一ハ㌍㍑気持がせまってくるのです︒そのI．り二∴私に撃

と心が静まりかえると彼のことを思い出したのですが．やはり七

﹂そこにE君と︑彼よ

てし■まいましたが︑その翌日の昼少し前︑鼠君の行っているらしとが特に必要であり︑完全↓−体とな
いスキー場が私の心に鮮明に浮かんできて

犬知にも︶向けられていけば︑もはや悪念を放つことは塩めて

り少し高くてメガネを掛けた人と︑もう一人の友人がⅩ君を抱き るので報告しておきます︒
起こしている姿が映り・ました︒毘君は前向きになって右寄りに倒 このように私達の謁心が内部の恵詰や広大無辺な宇宙の生命に

有害で︑全体的に悪影響を及ぼし︑又逆に入って来る悪念等を防

れ︑ネンザしたことがわかり︑私の富者に対する不安が解消しま
し．た︒そこで私は彼が今日帰っていることを思い出し︑早速彼の

ぐことになることを知りました︒

生活をやっていく上において私達が串草しなければならないの

家を訪ねましたところ︑彼は食事中で−○分浸したら私の家へ行
ぐから待ってい．て下さいというので︑私ほ帰宅して大学イ声とチ

ことを忘れずに行動していけば︑本当にアダムスキー︑氏の言う通

すコレートを買って来て待っていました︒やがて彼が現われたの は︑精神統一の莞力をより以上に高め︑絶えず藩論と一体である
で︑ゆっくり談話をしました︒そこで私の感じた︐︺とを話します

これは事実です︒私はテレパシトを芙疏しできて

感ずることは私の人間として中三きな変化であると患う︒以前雷ま

わってきますロ

と彼はびっくりして︑気味が悪いと雷七よしたむが︑彼は別に私 り︑宇宙の絵巻の如く私達の生活が心よいものになり︑環境が変
﹁何人で行ったか

を変人と見る様子は全くありません︒州嵐君はつjこんで開いてき
ました︒﹁何時頃？kとか﹁晴れていたかゃ﹂

＿；Jゝ

甲
たとか︑随分ほがらかになった︑一緒に生活をしていることが実

虫罫が︑現在は周囲の人達から以前とはまるで違った人間になっ

一橋神集中が激しく︑だれと会ってもむっとして恐い顔をしていた
l
に楽しみである等々の声が聞こえ︑私も喜んでおります︒しかし
やはり四官の統一を乱す社会組織がある以上︑これに打ち勝つだ
けの精神統一能力を維持しなけれは︑また前の古い考えが統一を
乱し︑再び絵巻が崩れて不幸をまねくことは事実です︒忍耐の法
則は絶対に必要であることをテレパy−の実験者に知らせておき

これを書いております︒

てみますとやはり手紙が来ていました︒そこで早速ペンを取って

以前私が初めて先生に手紙を出しました折︑私の紹介はしてあ

東京都千代田区霞力閑一丁目一番地︑巴商会︵虎護

ったと思いますが︑ここにつけ加えます︒
揖勤務先

東京都立戸山高校卒︒東京経済大学四年︵夜︶在学

士金銀内︶

校

蘭学

中︵商科︶︒高校では物理︑化学︑数学等に熟ヰ
闇年

した︒

全体に︶ものと思っておりましたので︑先生の回答で納得致しま

四月で二十五才︵昭和十五年四月生︶︒独身

たいと思います︒実は私もこのことはしはしば起こるので特に書

私は宇宙の意融から来る声は肉体の奥底より起こって来る︵体

令

き添えたの で す ︒
とにかくテレパシーの真実性を認め︑確信をつかむことが第一
で︑自信がない場合は信念が欠けることですからテレパy−の受
私は現在なんとかして意識から禿せられる声を開きたい︑それ

の受信も同じであるという意味の事が書かれていますし︑女静か

テレパy−の奄の中には︑耳宜聞こえるの七同様芯﹂腰念波動

が念願であります︒私は以前にたった一度ですが︑完全なるテレ

とは難しいと言われておりますが︑〝わき起こる感℃〟との関係

な小さな声を聞くようにしなけれは真のテレパシーを理解するこ

償は無理でt ﹂ ぅ ︒

これは不動です︒証券会社にい

？﹂と官う 非 常 に ハ

キリした声が私の全体に響いたのですが︑

です︒私がいつものように通ろうとしたとき窓口の人が﹁入金欄

た頃のことですが︑ある銀行へ何億という金を入金に行ったとせ

メくると︑森羅万象の流転の申で太腹の光に輝いて一切の生命が

聞き︑深々とふけてゆく夜の静寂が静かにりんりんとわき隠こつ

はどうでしエラか︒私は夜床に入るとしばらくして血液の流れを

パy−がで き た こ と が あ り ま す

そのとき﹁え？﹂と私は窓口の人を見て声を出した時︑驚いたの

ほんのりぬれて喜々として生ける楽しみを満きつしてい

生かされる姿が心に映ってきます︒植物︑特に壇々の花が朝霧に

るのです︒そして何か静かに語りかけて来る感じがするのですが︑

です︒それはまぎれもないテレパy▲tでした︒耳で開いたのでも
ありません︒体全体でした︒この体験あれはこそテレバylの研

現在私は意詮と一体になるために反覆の原理を応用しておりま

これは参考になりませんか︒
︵三月二日付︶先生から手紙を受け取つた日︑その朝︑今日は

すが︑これによって色々と体験しました8その詳細はいずれまと

究に余念が な い の で す ︒
手紙で返事が来るな︑という反応を感じましたが︑会社から帰っ

めて書いてみ た い と 思 い ま す ︒

︑︑．．

私は透視︑透聴をやるためには︑実のところ盲信的であり︑田
宮を別線すること日々に激しく︑ある人から見れば気逢いじみて

r欄奥底であることは間違いありません︒

した︒アダムスキー氏や比嘉の科わ㌫m日管読み︑私は大変驚きま

︵三月七日付︶待望のニューズレター一月こ月号が到着致しま
した︒それは︑アダムスキー氏の透視は私がテレパy−を実験し

ぬ結果が生まれたわけです︒テγバツ−を実際の生活において生

かすには随縁真如の知︑すなわち宇宙の英知の働きによることを

いると思われる放でした︒それが二年続いた今日全く思いもよら

がわかったからです︒私が二十三日付の手紙での透視の際私が一

付言しておかなけれはならないと思いました︒

ていろいろと考え研究したことと全く同じ性質のものであること
番懸念していましたのは︑蓄積した個人的な観念をいかにして避
は透視をする娯に全くの障害なのです︒勝手な想像をするからで

先生の許にとどくと思いますが︑よろしくお願い致します︒

なお体験がふ

す︒これは願望的思考でもあり︑空想であるからです︒正しい透

一︼ユーズレター一月こ月号は全くすぼらしい良書です︒私の体
から離しません︒

けなければならないかということでした︒何故なら個人的な観念

視をサるにあたっては絶対にそれらを避けねはなりません︒私腋

又アダムスキー氏のチャバツ﹂の書は何百回何千回読んでも読

み切れるものではありません︒一私は絶えずこの事を持って離した

以上の懸念される状態が全然なく︑瞬間的に︵時間がl致︶E君
−警Jとを偲rった時に意識からの印象をセンスマインFがキャ㌢チ

それは即座です︒又︸切の思想︑書物もテレパy▲1の原理から分

l三uなノ▼．何わ疑問が退これば必ずこれを読んで修正をします︒

有での状態とレえ烹しiう︒肇論的に説明すれは︑全てのもの七

別していくようになっています︒テレパシーは私が修得した最大

︶

一体となっていたという感じです︒苦痛も心痛もなく︑血液の響

のもので︑如何なる人もこれを打ち破ることはできません︒

ノJ㌻11・︐十のです︒その時の体と精．河い▼べ牒ま賽で一り㌧∴∴∴

きもなく︑おだやかな流動体の中にセンスマイ■ン

訓練をしようとはげんでいるのを私は見るにつけ︑歓喜の波動を

ています︒私の周囲の人は皆知っています︒今では皆関心を持ち︑

態を起こすし疲れを生ずるからです︒タバコは一日平均二十本す

れは集中をほぐすためにやります︒とぃうことはまだ私も集中状

バコもやり乱す︒お酒の方は一週間に一度位Gビール一本で︑こ

︵三月十六日付編者からの質問にたいする回答︶私はお酒もタ

感じます︒愛と信頼にみちみちた波動をD実にうれしいことです︒

りていましたが︑最近でほテレパy−の障害が大になってきまし

た状態でした︒透視の実例︑透聴の実例なら私はいくらでも持っ

フグムスキー氏の言われる全てが正しいことを私の体験から立証
ずにその印象をセンスマインドにキャッチさせることであると思

体に不快の念を起こさせ︑テレパy−の効果を半減させます︒セ

本程度にしております︒障害の主な例は胃に出ます︒すると休全

たので︑昼こ本︑夕方一本︑会社の帰りに一本等︑一日に五︑大

温

います︒唯盲信的に意義のみを信じて従っていくととがテレパ㌢

一しますゥアダムスキー氏が言っていることば︑意識を信じ︑疑わ
一
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何度も成功するまで楽しく試みるだけです︒決して焦る必要はな

以上の程度にしておきます︒適中しておれは幸い︒不適中なら

テレバy−が完全に完成されるならば︑自然にこれらは不必要に

ンスマインドがそれをひどく重視するために心の発現を作ります︒

叉私は鰻心しているのでもないからです︒饅心境テ

いからです

lに害になるものはないからです︒

を見るように見えました︒ただし私はテレパy−の際に蓬々の色

実の環境は目に見えておって︑スキー場の光景が透明なガヲス絵

私の友人がスキー場で負傷したときの透視の状況は︑周囲の現

レパy

なってしま う で し ょ う ︒
︵注︒以下は当方の姿を遠隔透視されたいという依頼にたいす

付した︶

る回答︒適中している個所には○印を︑不適中の個所には×印を
先生に対して遠隔透視のテレパシーを試みてみましょう︒先生

に連続的にバツバッと反射して映ります︒それが透視の瞭には非

を相手の人に浮かべてもらっていますので︑カヲーが自分の肉体

イは右ななめの黒と白のスリ入り︑コンのもあります︵×︶︒仕

常に拡大されるということです︒ですから映画のスクリryを見

ほメガネをかけたハ○︶︑中背の人でしょう︵×︶︒たいして肥

事をする際ほワイシャツにネクタイか︑仕草着を着てやるのでは

ているよぎだと富えば言えるでしょチが︑透明なガラス絵を見る

の目といわれる与つな部分︑アダムスキー氏によれはスクリly

をりませんか︵〇︶︒仕事場もち上っと映乳だのですが︑英文タ

といっ長方があたっているように思います︒何故ならスタリト・シ

内をセキズイを中心としてスープと上がって︑頭の中心部︑第三

イプ︑和文タイプの機械があって︵○︶︑並べておいてあり︵×

いるような場合は全然絞れず︑いつまでも見続けることができま

を見て廿る場合は疲れを生ずるからです▲︺透明なガラス絵を見て

ってもおりません︵×礪者の身長ほ一メートル八〇センチ︒肥満

︶−先生の奥さんと思われる婦人が一人おります︒背丈は先生と

型︶︒メガネのふちは黒茶です︵○︶︒客人の来訪の時はネクタ

同じか少し高い︵×ただし小柄ではない︶︒ややほっそりした美

ただ忍耐さえあり︑焦らなければよいと思います︒自分の体内の

しい人で︵×︶︑メガネ結かけていないようです︵○︶かこ人の

想念活動に関心さえ持っていれば≠レバy−の能力は伸びると患

す︒スクリーンを見るように見る場合旺︑冒をつむっているとき
にそう感じます︒

を書いたりしております︵○︶︒奇妙なことに︑よくハンテンを

問はいつもなごやかである様子︵×︶︒又仕事が終わって六時か

着た寝巻姿で何か考えている状態が私の心に映るのですが如何で

います︒物事を重大視しないで︑気楽に当てる練習を相互にやる

／

すか︵×編者は和服を好まない︶今年の正月頃か去年の暮ですか

ならば容易にできるでしょう︒センスマインド・が緊張するのは大

ら七時まで食事をし︑それ以後は会員からの手紙を読んだり返事

よく分りませんが︑何かの宗教団体から︑︑その一員と思われる人

体物事を重大視し︑焦るためであるからですQ

閲

二手月こ十五首付︶私の先生に対す

から︑自分とこの教義はアダムスキー氏の教義と同じである等々
の手紙が来たと思いますが如何ですか︵○︶︒

⑳
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以下は今月の始めに書いた体験記です︒ところで︑やは．り卑ゼ

とか心廃寮がまキ生じたときはテ・レンパ㌢トは全く狂っでぎ番号・叶㌻

三割から四割程度だったと思います︒

さて最近数日の間に米ソ両国より衛星船の打ち上げが成功数レ

テレバylができる時とできない時はすぐに分ります∴テレバy ⁚・

にひどいときは思想が一つのものに執着しています︵集中です︶︒

−ができないときは大抵の場合自分自身の内部に障害があり︑特

妄したが∵e・A・ハニー氏の言う通り︑Ⅴ㌢0情報が一般に知
ノ
・障打∵り．？弓矢に︑いよいよテソバツ−時代に入って凍∵

た感が致しま す ︒

以下述べむ体験は右の場合を除いたときに起こったことです︒そ

れから言い忘れましたが︑テレパy−のできないときは︑アダム∴・†〜1

最近の私の休内にわき起こるものは〝−Jレバy−を広めJ︑卑
えよ︒それが自分の役目だ″というものなのです︒叉〝先生に一

思われる部分を必ず読みます︒すると大体自分の欠防が分ります∴

スキー氏のテレパy−：の香を開いて︑自分訂欠陥の参考になる与華▲

1一争る訳ではなく︑この

テレパシーの書はいつも内ポケツ一に入れておきますので︑いつ．川

トを広めりて㌫∴︑∴∴∵∵⁝∵う．︑．

度お目にかかっておき太い〟ということなのです︒何もテレバy
ニa−ズレターが隔月刊誌から月刊誌へと賢⁚ノrへ︶⁚二で足りふ

？ムイ了∴一・1㌘・lりノlこミ

も﹁私は憲諭とl体で▼ある︒蕃託と一体である﹂と反覆してみよ

三月一日︑私忙穀む如上山転三︑ふと考えたことは︑仕事中で

このこたンし付冒ソて体験に入ります︒

と思うのです︒その手伝いをしてみたいと思っている￠二︸∴
四月上旬に先生宅へ訪問致す計画がありますので︑ぜひともお宅
への地図と．その他の詳細をお知らせ下されは幸いに存じます︒

ほいたずらに眉分の半身に苧ヲつようにいろいろな事をやり︑内

みは全く解消していくことば間違いないと思います︒現在の人々

れります︒テレパシーが広く知られていくならば︑これらのゆが

間本来の成長を止めてしまいます︒■まことにゆがみ切った社会で

ると進歩していたテレパシーは集中のために急激に半減して︑人

も考えてもみなかった言葉がわ︑さ起こってくるのです︒その時の

け込んでいる実感がわき起こって来ました︒するとぬ々と自分で

起こる流動体︵おそらぐ恵致の藩でし上う︶の中に虐分自身が溶

すがしく︑頭がさえてきました︒すると非常にお増やかに内部に

目の朝︑たしか十時頃だと思います︒仕事中でし恵が身体がすが

醇なことに︵これは決して焦ってや？たの．∵はありません︶三日

うと思いたち︑その日から三日間連続的にやってみました︒不息

部分裂を起こしているために如何なや八も不快感を持っているこ

私の顔ほ紅顔でつやつやしてー・見る人が全てふり向く位でした合

最近の社会にはいろいろの圧力団接があり︑そのうずの中に入

とは明らかで畢㌣それがやがて乱分自身の崩壊を余儀なくされ

︵会社がひけて帰りの電事の中で証明された︶それからしかも仕

そう私ほ思いますので︑テレパシーに関する体験はどんどんご

一J〜

ていくこ

同時に住んでれるようでした︒私の仕事場︵机払ある所︶にはタ

事は正確に運はれ︑まるで仕事と他の別の世界との二つの世界に

イプの掛来上がったものが選ばれてくるのですいが︑︵．鱒頁窟く︶

報告致しますので︑それに対す空し返眉は必ず頂き尭いと思いま
す︒

．一t，

￣￣ニ・一
ー チ一 山
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で

ます︒

こうした観察によって彼らは地球人よりもはるかに▲．父〟 とそ

彼らの子供たちは︑常に以上の点を考えにおいて受

の目的とをよく知サているのです︒
門出生︼

胎され︑育てられ︑尊敬されユ㌫す︒彼らが生み出すように特権を

与えられている一つの新しい跨簿は︑それ自体が限りない体験を

経てきていることを彼らは知っています︒そして肉体という神殿

〝住人″を神の屁聾の現われとして尊敬します︒受胎は愛

のなかに行なわれ︑婦人の妊娠期間中揉性行為は避けられていま

の中の

す︒しかるに地球ではこのような慈愛の念は払われず︑行為が続

けられるために不具暑が生まれたりします︒

幼児がきわめて小さいと・琶その心は周囲の環境

からあまり多くの印象を感受しません︒その人体の内奥には一生

門幼児期出

質を生み放し︑万物に㌢宙の息〟を吹き込み︑そ．れによシて万

肉体の作り手である〝全包容由美知〟は白︻由な状賂にあります︒

命の火花〟から放射される概念と感覚とがあります︒そしてその

金星の両親はこのことを知っていて︑子供たちから多ぐを学び取

物が成長して互いに琴立ち合っているのであることを知っていま
呼吸を感じ取ることができます︒彼らにとっては全人類は〝宇宙

或る子草搭土星からやって来て金星で生ま

るのです︒
︻生まれかわり出

れかわる・囲もしれません︒■これは本人がそれまで知らなかった生

したがって自然界は至上なる英知の母であるといってよいでしょ

わってぉけ︑それぞれ地球の進歩にたいして知弛に文化的に科学

陽系のあらゆる惑星上で体験を持ってきた人々が地球で．生まれか

るのを助けるためです︒これは地球でも行なわれていて︑この太

命の或る分野を学ぶためで︑透り︑患た各惑星人の知詰が均等にな

う︒至上なる英知が現われるのはこの母を通じてであるからセす︒

∵J

金星の住民は自分の意志を子供に決して押し付けよう

的に貢献しています︒

囲

様に︑母なる自然はその母体から生まれる万物の必要物を供給し

母体が︑はらんでいる小さな幼児に必要な栄糞を供給するのと同

然〟と．は神自身の法則の働きであるという結論に毒しています︒

創造された目的を遂行している有様を観宗していますので︑〝自

彼らは樹木︑草花︑岩石︑小鳥︑致物などを研究し︑これらが

を与えてい る の で す ︒

の息〟の現わ誓あり︑その庭が各個人 に生命とエネ

す︒彼らはきわめて感軍刀が高いために︑草の葉の鼓動や岩石の

ニ彼らは自然界を詳細に研究し︑董畠の父〟が母なる惑星の物

みましょう．

私のこれまでのコンタクトは主として金星人と行なわれました

G・アダムスキー

ので︑ここで金星人の人間関係や態度を地球人のそれと比較して

金星人 と は

7／

ノ

／

∋
円尊

敬︼

J

この地戎ではすぐれた人物であると思われる人だ

す︒しかし金星人の万物にたいする見方は異なります︒彼らが絵

けを尊敬し︑ありふれたミゾ掘り人夫を軽ぺつの目をもって見ま

の指導や世話はしますが︑その人格に干渉しないのです○

はそれぞれの運命をになっていることを彼らは知っています︒子

やんし︑・子供たち寧日分の塾にるてはめようともしません︒各人

事か起こった場合は社会が子供の世話をします︒彼らの社会は−

を措いたり像を作ったりする場合は︑使用する材料にたいして高
い敬意を払い︑それが生きものであると考えます︒そして作った

現に何

大家族として互いに密凄に結ばれているからです︒したがって両

を見れは︑製作者の個人的満足感は表われていません︒

ウた彫像はあたかも生きていて話しかけるように見えます︒それ

物すべてに自分自身の生命力の一部をしみ込ませます︒彼らが作

こうした態度によって彼らの家庭生活がどのよ

親なき子供も両親との離別感を起こしません︒
︻日常生活 ︼
うなものであるかはおわかりになると思います︒彼らはわれわれ

というのはだれもが肉体の構造や働きを熟知しているからです︒

理解するのは容易だと思います︒彼らは医者を必要としません︒

絶えず宇宙のエ翠ルギーを知覚し︑それによって生きている金

ゴミを集める機械があります︒そして集めたゴミを外へ捨てない

事故で骨折しても本人はその傷を治すことができます︒彼ら博肉

と同様に8常の雑用をやりますが︑仕事の殆どはその目的で作ら

で容器の中へ貯えておきます︒それを更に大工場へ運び︑そのゴ

星人が年をとらず︑肉体の病気にもかからない理由をわれわれが

ミの中から無機物を選り分けます︒彼らは何物をも浪費しないの

れた機械によってなされます︒一例をあげますと︑家屋から出る

です︒

体を母なる惑星の材料から出来た衣服とみなし︑その衣服が各人
の個刊亮きん∴表現αプめト畳与されていると考えています︒

せる必要があったからです︒彼らほ自分自身よりもむしろ全体の

真において心を訓練し︑個人的自我を他人への奉仕径路七転換さ

きました︒J彼らはわれわれを理解しています︒なぜなら彼らもが

たれています︒それによってその肉体の所有者は人体の体験から

細・隊は各自の体験を有していて︑各細胞の原子の中には記憶が保

その有用性と美しさを保ちますが︑新しい衣服を持つならば更に
好都合です︒新しい肉体が組み立てられるときは︑そこ

われわれが肉体と呼んでいるこの衣服は長いあいだ愛用され︑

∴考﹂∵元号つこ努力して

密替に．犀心を持っています︒彼らは楽しい人々です︒それは単な

得るところがあるのです︒私はこのことを〝テレパγ−．と題す

われbれの牢訂▲レ一L巨h㍗・八り﹂モ

る気分的な挙レ芦ではなく︑仕事を立派になしとげたことからわ

る著書の中で説明しました︒

われわれの言う．死″という現象を彼らは恐れません︒宇盲は絶

るためには時機が来ると喜んで古い衣服を脱ぎ捨てます︒ゆえに

金星人は右の事を知っていますので︑新しい肉体を得

意な払います︒美しい建物の基礎に必要な地面を準備する人は︑

ノ′−／

円死出

き起こる内奥の喜びです︒彼らは万物や万人にたいして最大の敬

′

る人が相互に助け合っているのが社会であることを彼らは知っで

塵に壁画を措く画家と同じほどに高く尊敬されています︒あらゆ

ーー′．

㌘−

／

／
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しまったということなどをもっと詳細に私に説明できれはと思い

え間なき変化の状態にあることを知っているからです︒彼らが他 に置こうとして︑元の記録を自分の都合のよいようにねじ曲げて
の惑星へ移動する︵生まれかわる︶ときは︑その惑星の材料から

作られる肉体が与えられ︑それはその世界の条件によぐ適合しで jす︒しかしこれは必要ないでし上づ︒というのはこうした利己
いることを彼らは知っています︒それは一軒の家から新しい家へ 主義の結果をわれわれ欄現在あらゆる面で見るてとができるから

惑星人はこの塵の考え方や慣行の結果が終局の破壊に至ること

移動するのと異なりません︒古い肉体の化学成分は目的を果たし︑ ヤす︒
再び利用きれるために別な変化過程に入りてゆくことを彼らは知
史出

を知っでいますので︑われわれの誤った態度を指適することもで
っているのです︒
金星人は彼らの〝記録された歴史の図書館■の中 きます︒このことは過去に何度も行なわれたのであり︑警告によ

︻歴

に太湯系の全惑星の記録︑すなわち惑屋の構造︑文明の興亡︑住 って︑滅亡した各文明はそのせまいカヲを破って一惑星としてで
なく︑太陽系の一員としての特権を享受する好機を与えられたこ
民の科学技術や文化の発達などの記録を保存しています︒
彼らが語ったところによりますと︑この地球上ド鱒多数の記録 とがあるのだということです︒

︻発 達︼ 金星人といえども過失をおかすことはあります︒
文書が残されているということで︑それは広大な知議の貯蔵庫と
なつていたのですが︑これらの文書は破損した攣散逸じた￠︑記 これは以前に述べましたように︑﹂人間の心の発達の限界を一〇〇

文書は簡単な．わかりやすい説明で︑物体の創造︑惑星や太陽系の

をわかち合いますノっ絶対に他人の行為を非議しません︒

ん︒しかもそれによ・つて何かを学び取ります︒彼らは自分の体験

繰り返しますが︑金星人推過失を卒直に認めて再び繰り返しませ

号敷から丈掌に何度も覇訳されたり各国語に訳されたりしている ％としますと︑金星人のそれは約二〇％です︒ゆえに彼らも過失
うちに元の意味を完全に失ったということです︒こうした太古の をおかすわけです︒地球人は多くの過失をおかしてしかもそれを
発達や変化ヽ人間がヱテ苗の父〟と†体となって生きていた．エ

︻金星人の精神生活出・他の一惑星の人間は地球人がやっている

ヂyの園〟︑の真の意味などが述べられていたのです︒また人間が
自我を強大にすることによってJ宇宙の因″から自分を分離させ

．至上なる英知〟を絶えず知覚して生きといるということ虻これ

るときに起こる実例の詳細な説明や人間の堕落と文明の破壊など ように神を礼拝するか︑教会のまう尤礼拝の場所を持っているの
の発生例もありました︒また放蕩息子の帰電の物静に述べられた かと多数の人が質問します︒金星人は草の葉にさえ現われている∴︑
永遠に許す〝父〟︑すなわち．宇宙の英知．の其の意味や︑その

魁

．映画〟を見ましたが︑これはテレビに似たもので丁画面には彼

とき息子が本来の生得権を再び得たという説明などむありました・まで説明し尽くされたと思います︒
或るとき母船に乗ひ込んで私はスクサーッに投写された彼らの
こんな記録はわれわ㌦山聖書にありますが﹁その其の解釈法は
失われています︒人間が次第に貪欲になけ︑大衆寧日我の支配下

◎
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﹁

て︑地球の美しい大寺院の本堂に似た長い室の奥には︑大き

らの建物の一つが映っていました︒入口に通じる巾の広い階段が
あ
まるような光景でした︒その肖像が生命で貰えていたからです︒

な塵に．無限の生命″を表わす肖像画がありました︒それは息藩

彼らは海だやかな人々ですから︑けはけばしいものや壌端なヂ

サイrは彼らの調和した生き方に適合レません︒

草花︑樹木︑カシ未︑ツル革などが豊富に生長していますので︑
これらは

そこの景色を見て私はプヲザーズが語ってくれた金星のみずみず

かつて私がメキyコの熱帯地方の河に沿って旅行していたとき︑

きほど神に近づいたという感じ︑のする時は他にないと息lIます︒

しく繁茂した青草を思い浮かべました︒金星には多量の水分があ

この．宇宙の生命■の輝かしい肖像の暖かい抱搾の中に立っ尤と
この建物の内部では宇宙の驚異や︑宇宙の英知によって促進され

すべでが生活を楽しむためのものとして多く見受けられます︒

せん︒美しいブールや優雅な彫像︑草で覆われた公園や台地など

りますので︑風景を美しくするのに殆ど手を加える必要はありま

〝礼拝．という言葉の其の意味を理解する

る．宇宙の働き．の完全な同等活動などについて研究されていま
す︒ところ が 地 球 人 は
ようになるにはまだまだ遠小道を歩まねばなりません︒

金星には多量の黄金がありますが︑金星人はそれにたいして金

しかも巧みに使用されています︒黄金で作られた帯状彫刻塵の像

銭的な価値を与えていませんので︑建築物の装飾品として自由に

金星では黄金が豊富に使用されていますので︑古代の予言者た
ちが黄金
ととがあるのでほないかという気もします︒それとも金屋から来

石板が建築材劇として多方面に使用されています︒水晶が大き

や模様が︑建築物の用途を示すために外面に坂り付けられていま
す○

う説明をしているところをみますと︑㌧どうも彼ら鱒金星へ行った
た人が地球人の生活法と彼らのそれとを比較して描写するために
．天国〟という言葉を使用したのかもしれません︒

く切られて使用され︑これは半透畔￠㌃が∵二て理想的ですが︑
透明な壁面構造ではありません︒彼らは石を研摩して宝石の表面
家皐の構造や大暑さの相違は地

のようにする簡単な方法を発見していますので︑これが建築に応

︻金星の家屋と公共建築物︼

型にたいする鞄味や好みを持っているからです．各人の住む地域

球と同様に金星でもさまぎまです︒金星人もやはり建築や家具の

用されると材料の石は宝石のように見え︑高度に磨かれるために
さまざまの色を反射します︒

は職業によって決まりますが︑これも地球と同様です︒
彼らは実にたいして心中に緩い観賞眠︑というよりも殆ど畏敬

ょって体質が決まる﹂と聞かされていますが︑私ならば﹁人間は

われわれはよく食物の専門家から﹁人間は食物に

自分の考えによって休質が決まる﹂と言いたいところです︒肉体

︻食・物︼

家具︑家屋の構造などに反映しています︒放ちの仕事の材料は柔

の中に摂軍する食物の化学反応は各自が感じるとおりの結果を起

感というぺきものを持っていますので︑これ鱒彼らの肉・体︑衣服︑

るように思 わ れ ま す ︒

らかい優美な色を帯びて震動しています．ので∵それらは生きてい

・︐■
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状態は︑栄養分の吸収とエネルギーへの変形に解して重要な要素

ことはできません︒しかしわれわれが食物を食べるときの感情の

こします†ただしこれは個人的な事であって︑一般的に規定する

いってよいでしょう︒騒がtい声ではなく︑気分が浮き立つよう

もうまく表現すれば︑澄んだ美しいフルーーの音色に似ていると

ります︒それはカン高い調子の音楽的な話し声で︑そのことを最

私は惑星人が彼らの言語で話しているのを何度も聞いたことがあ

譲皮を詳潮に説明してくれた人がありました︒彼らは︼定の条件

じを伝えています︒彼らはまるで小鳥の歌︑木々の間に流れる風

彼らの話し言葉でさえも音声の中に現われるあらゆる生命の感

な陽気な声です︒

下の化学物質の反応や︑人体の細胞︑絶え間なく変化する細胞の

に思われるからです．

の音︑水流の歌うよぅむさざなみの音尤どを捕えているかのよう

私がこれまでに全ぅた惑星人のなかに︑彼らの食物にたいする

となります ︒

るというこ と で す ︒

交代に必要な．燃料■などについて広範囲な研究をなしとげてい

テレバy−の能力を有していますのセ︑無言のまま互いの想念や

音声による会話は必要ではありません︒彼らはきわめてすぐれた

しかし彼らにとっては想念や感情を他人に伝えるのに必ずしも

七

感隊を感じ合うのです︒大体に音声による会話を行なうため町は

再度諷しますと︑彼らは地球人よりもはるかに恵まれています︒
れが作物1に雀命せ与えていますので︑モQ惑星は生産においてま

先ず心め中に想念な起こすか︑またはイメータを措く必要があり

ます︒すると相手はその想念と一体化することによ

な吻すべてを巧みに自然が補充する有様をよく理解している彼ら
はし自然界と共に調和して働くことができるのです︒しかも彼ら

の波動と同じ周波数を持つために心中のイメージを見ることがで

ぜ処女地帯であるといってよいほどの状鰊にあるからです︒必要

は作物の生産を強行しません︒こうして土から貴重な栄華物を項

きるのです︒発倍暑が何を言おうとしているのかを知るのに音声

に料理する方法を知っています︒また肉体の適当な機能を果たす

もありますが︑彼らは食物の基本的な栄養素を破壊することなし

たし︑またこの地球上における私の目的や︑／最善を尽くして私が

自己頼介する必要はありませんでした︒彼らは私を知っていまし

私が彼らに会ったとき﹁私はゾラージ・アダムスキIです﹂と

に頼る必要はあ勺せせん︒

っていま す ︒

のに必要な炭素を補充するため︑充分な肉類を食べます︒私は．

彼らや地球人のために奉仕しょうとしているてとなどを熟知して

彼らは食物を料理する場合もありますし︑生のまま食べること

空飛上円盛岡乗記．を出してから後︑彼らの食事の仕方について

魁

の体験を持つ必要があることも彼らにわかっていました︒そこで

いたからです︒また私が生命の目的や宇宙の広大虻概念などを他
多数の人を輸送する巨大な宇宙母船に象ったとき︑

人濫伝えるためには︑私の信念や確骨を証拠だてるために或る種
許︼

多くを知りました．彼らの一人が︑異なる各鍾の食物を摂政する
︻官

ことの重要性を説明してくれたのです︒

圏

︑一■一
＼

⑳

﹁︑．壬号．．︐t

大γンフォニーを作り上げています︒彼らがダンスをするときは

考えられています∵そのl〝エネルギ

ゆる動きを音楽のリズムと一致させることによってなされ

星人の行なうダyスの本来の目的の記録をまだ保っています︒し

かし大抵の場合︑土人はその踊りに含まれている創造の秘密まで

華ゃ乍つ主三匂限り︑きわめて制限学れ七千ネルギーと理解力の

範囲内にとどまらねばなりません︒

できないという知覚に達しない限り︑われわれほ結果の世界の∵中

金星人はわれわれと同線にあらゆる竃類のスポーツやゲ．−ムを

楽しみます︒また宇宙船で航行中はカードや他のゲrムせやった

らは地球にある如き法韓を必要としません︒なぜなら︑彼らの個

おかすようなことがあれば︑ただちにそれに気付いて過失を修正

閂ダンス︼ 彼らの音楽は宇宙の各現象の波動の記録であって︑するからです︒評議員団の中には老若いろいろいます︒また宇宙
それらは完全な調和の中に響き合って︑喜ばしい表現の伴ったー を旅する人たちもいて︑他の惑星上で発生している出来事を観察

しかめ面をしてはいません︒

れない行為の喜びを表わしているからです︒しかし彼らは厳格な 人的な倫埋親がきわめて高圧なために︑もし彼らが自然の法則を

彼らにとっては︑．草笛の英知は常に自由な状態にあって︑妨げら

神性を表わすことばかり考えているのではないか﹂と この質問 内の他の惑星群には︑一惑羞に一種類の評講員団があ・つて︑局ら
の後半の部分については﹁そうです﹂と答えましェう︒なぜなら ゆる問題を調整したり︑各地域の必要品を世話し凍りします︒彼

円リクリエイ㌢﹂ヨソ︑ゲームその他︾ あなたは尋ねるかもしりします︒
ヽヽヽつら れません︒﹁金星人はいつも厳格なしかめ面をしていて︑
人間府
の出 これまでたびたび述べましたように︑この太陽系
円政

理解することはできません︒

でもが諷続けるだけで︑．因〟すなわちあらゆる現象の膏写真を

膚のあら掛る部分が鯛互関係にあり︑切個に機能を異芋ことま

のですが︑地球人は稜々の名称を付しては分類し︑分割できない も表わすことはできませんし︑そうしようともしません︒われわ
ものを切り錐したりして︑ものの考え方を複雑にしています︒宇 れは他人の感情を無視ユンて官女の個人的意見や感情を日常生活に

本来生命の本質というものはきわめて容易に理解できるむのな

体化というものが知られるようになるでしょう︒

してそれを応用するならば︑右の困難は消・滅し︑想念との真の一す︒この地球上で原始的な生活をしている土人たちの多くは︑惑

やっているように︑地球人も各人がテレパyJの何たるかを理寧

ちに元の意味や感情が失われて誤解が生じるからです︒金星人が 特権を彼ら人間に与えているからです︒これは彼らの肉体のあら

すが︑これほ不幸なことです9というのは︑圃訳などしているう

放されていることを知っ．ています︒それでダブスをすることは．
たらんがためです︒
一方この地球ではきわめて多くの塩類の奮語が使用されていま 宇卑のエネルギJにたいする礼拝または感謝のか克ちであると

の一人として認められるため七はなく︑ゝ・人類のための⁚よき奉肉
仕体
者細胞が︑常に著さを保つ絶えざる喜びの自由な状態の中に解

さまざまの体験が私に与えられたのであって︑それは私が権威者

，

31

蓼 」

−32−・
いて多くを学 ん で い る の で す ︒

しています︒こうした知識の交流によって彼らは絶えず宇宙につ

彼らは神ではないからです︒国際地球観測年の観測をするために

せるのでもなけれは︑新しい宗教を始めるためでもありません︒

ていません ︒ し か し 彼 ら は

あることを知っていますが︑それが発生する時期については知っ

この地球が或竜一大変化すなわち自転軸の傾きを体験する選命に

の各惑星で発生している自然の藩変化に気付いています︒彼らは

地球人の疑惑をとがめません︒なぜなら︑彼らはいつかは地球人

の計画は遠大であって︑すはらしい原図ができています︒彼らは

て︑現状では自己破壊に至るほかないことを知っています︒彼ら

す︒しかし彼らは︑地球人の生活態度が誤った前提に基づいてい

ちらが受け入れさえするならば喜んで彼らの知識を伝えてくれま

異郷の地へ派遣された地球の科学者以上に︑別な人々が現地の人
々を救援するために派遣きれたのです︒しかしこの隣人たちはこ

この交流によって彼らは太陽系内

に興味がありますので︑完全な地軸の傾きが起こるならば︑何ら

︻惑星上 に 起 こ る 諸 変 化 ︼

球上に住んでいる﹂ととなえてきまtた︒︑その

かの方法で地球人を援助するでしょう︒私は長いあいだ﹁多数の
惑星人がこ の

J

︵宇宙研究同好会︶第一

至急本会へ御連絡下さい︒■案内状
を差し上げます︒

籍会を七月十七日︵土︶に都内
開催致します︒出席御希望の方は

ⅤニD

ろうということ︑そして神秘︑重義は自薦の法則の理解によっで置
き代えられるであろうことを知っているからです︒

の空想のディレンマが真実のために解消することや︑地球人はい
っか心というものを実際的な考えのた也に用いるようになるであ

ために次のような質問を数限りなく受けました︒﹁彼らは地球上
で何をしているのか？﹂その行動の一．つは︑彼らの多くは出身惑

ているので す ︒

星と絶えず連絡していて︑地球が体験しっつある諸変化を観察し
一方︑火星︑︑金華土草木星などから発進した宇宙船は地球
の上空を絶えず飛びまわつていて︑大気圏内の磁力線の変化を彼
らの装置に記録しています︒また各惑星では同似の変化が彼らの
惑星上で発生したときに作られたグラフがあって︑このグヲフと
地球の変化とを比較することによって︑地球の内部に発生する物
事を探知す る こ と
五八年の国際地球観測年を通じてその変化に啓戒的になっていて︑
親潮を延長する必要があることを感じています︒その変化は急速
なために︑新発見事を比較して記録する前に藷状態はすでに変化
他の進化した惑星から隣人が地球へ来るのはー地球人を楽しま

していたか ら で す ︒
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アダムスキr氏はついに他界しました一人間であ
◎ ジ富−ジ
る以上いつかは古い虎㌣脱ぎ齢∵れに
■ヽ 結ぃ㍑紺⁝監㌶＝
現象を別に恕ノ■∫必要もないのでしょ
死去に関して国内の某甘FO団体が虚偽の情報を流して︑い∴ナ．い

J

始テレパy・1について論じ合い︑氏の実験も親しく拝見しました

が︑その能力は相当なものであったと申し上げておきまし上う・

来たるUD忽会で同氏が体験をお話しになる予定です︒またたぷ

．宇宙円盤研究会．を設立され︑︑本会の外郭支援団体として発足

ん実験も行なわれることと思います︒
⑳ 早稲田大学の学生森脇十九男氏が学内サークルの一環として

野良は．白木G▲F一二−ズレター■の第︼号から第十五号まで

感じるのは人の子としてやむを得ないことです︒ところでア氏の されました︒五月に機関誌第一号せ出しておられます︒ところで

日本GAアニユしスレタ1

行

翻訳編集発行人

発
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六月十日発行

昭和四十年
−隔月刊
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保
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5月・6月号

田 八 郎

島収集益田有益田古川
振替・松江 二大三〇

︵久保田八郎個人名儀︶

頒価︼三〇円・送科二〇円
☆岬カ年分送料共900円

き

所

久

死亡日時や場所等について正確には本誌に掲載した通りです︒こ を参考資料として欲しがっておられますが︑本会には在庫があり
ぅした攻撃や嘲笑をする人たちを当方は一切無視することにして ませんので︑右をお持ちの方は同氏宛お貸し下されば幸いに存じ
い生す︒なぜならこ つした人々もいつかは皆死なねはならぬのサ す︒住所は東京都新宿区戸塚町一の六〇七︑柳井スガ子方で︑
ま
あって︑そQ意味で万人は．大自然の子．であるからです︒
この会の会長は田辺貞之助教琴会員は学生その他で計四三名と
なっています︒
◎ 本誌の冒頭に発表しましたように︑本会は今後も−般円盤問
題と宇宙哲学の研究活動を続けますからご安心下さい︒頑張らね ◎ 会員諸賢の絶大な御援助により何とか維持できまして厚く御
斗・ゼ月∴一存ますーしかし今後凪運営については予断を許しませ
んので︑寄金は如何にどでも歓迎いたしますから︑よろしくお願
一国籍会せ開催することになりましに︒ふるってご出席下さい︒ い申し上げます︒︵久︶
本誌の巻末を飾るアダムスキIの〝金星人亡は〟は︑昨年十

ばならぬのはむしろこれからです︒すで竺現る湿増？三⁝はゝ‡
は発展策を′ 由∵∴．︑手始めに右の急告濃りて月にm二りの第

◎

二月にア氏がウィーンのドラ・バクア一女史に原稿を送り︑ドラ
バ複写して各国へ発送したもので︑これまでア氏の唱えてきた惑
星人間題詠要約した手記です︒本人は迫り来る死期をすでに予知
していたかのように思われます︒予感といえば︑先号に一ノ瀬氏
の手記を謁戟する予定であったのを急拠変更してア氏に無断で金
星旅行記を発表したのも︑偶然ではなかったような気がします︒
最初の訃報は本誌三月・四月号を発送した直後︵四月二十九日︶

に到着しました︒
◎ 〝テレパシー開発体験記″の一ノ瀬氏はまれにみる熱心な研
究家でありまして︑去る五月一日に編者宅へ来訪され︑二日間終

通巻第か号
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