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真実の人、アダムスキー ……………‥．

G・アダムスキー

1

鼻 こ の 誕 生

第

二

の

誕

雨

生

︵遺稿︶

G・ ア ダ ム ス キ ー

園

がr第二の誕生は歯〟の理解力を偉人に与えてぬ雷ず∵今卓人

間の義務は︑制限のせずなを打破して︑地上という子宮から飛び
出て︑すはらしい 〝因一の広大さを知覚することにあります︒﹂

第二や魔生は意識隠または肉体の死を意味するものではありま

せん︒それほあらゆる生命との一価性における意詮の三っ▲鉄面の

結合を必要とし書す︒パウロは次のまうに言っ．てい草丁︒・﹁わ．れ

われは地の似姿を持っているが︑せHた天の似姿をも持・ヲて．い卑﹂∵

が等しくつり合うよ㌢になり︑人乳サ〝父の学年つい一て知り準

の意識を生じさせます︒肉体人間と七．てや概念と宇宙的な好賞耳

﹁まことにまこと忙あなたがたに言うが︑人間は生まれかわら 第二の託生Ⅰすなわち塵まれかわり．偲天と地と‖を結合させで無痕
なければ神の国を見るこ七はできない一とイエスは生命の神秘が
決らされた人々に語りました︒また︑天からくだってきた者以外

に天へ昇る者はいないとも言っています︼この〝第二の誕生〟と めます︒限定された知覚状態にあや人周は目下．〝父や国竺の広大
〝因なる意識のさの中で迷ってい

かしとごで生まれかわって〝瀾の遺産〟■虎引苫つヾ克ちほ︑彼は

いうのは︑万物を物質の世界に生み出した版元の

状態〟に帰ってゆくJlとを意味します︒万物と同様に人間も〝困

■1・

もはや迷うことば■みそ宣んむなぜ憺う‡壱見守うが何を研

の漣情態″からくだってきた︵生まれ出た︶のですから︑′氷遠の

㌣本人はむの清勒がr〝父〟の昌

生命〟を楽しむためには︑その蕎誠の状態忙帰る必要があり藩す︒究しょヶが︑それによ工芸え書なき活動の存在す透ことがわか
人間が物質の世界紅生まれたとき︑結果︵現象︶の状態でも・つ

て迷うようになり二仏大： ′因の状態〟の記憶を失ってしまいま
いことを知るからです︒
した︒その結果︑有蹟のセソいスマインドの指令に身をまかせてし 義和や望囁軍は以上㌢﹂十を蓮解しなけれほ他人や自分を救う

苦い︑〝宇宙の慧故〟の指遵法たいしては日を閉じています︒人

ことほでざ喜んじ右十予に粟㍍ように言＝ています∵↓各人は

自分・琶身の■蚤増車畏っている﹂白姦にとっ

です㌻十ころが人間軋計分乾けにとらわれて．遠〟の中の一結果

海の生命の目的のハケロは結果の世界において融浪されるように ・ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
ヽヽ
なっていますJ人間の注意力のすべて寵物質の分析忙向けられ︑

もし人間が恵ザか数千・ハの人口しかない見知らぬ郡市へ入って

I−・・†でJ

物質の背後にある 〝因〟にたいしては盲目となっています〇ゆえとな
に本来の真の自我に立ち返るには先ず生まれかわらねはなり富せ 知るこど置Lよケて〝父望㌘の中にいる自身を発見する必要があ
ん？宇宙の無限の意識的な知覚力の中先生まれかわるのです︒

第一の誕生は本人に身分と同様の物質界の理解力を与えました

2

ること軋よって得られろ新しい啓示のいずれも︑無限の知覚力へ

通じる一里塚です︒第l石誕生に関して不可解なことは何もあり

ゆくならば︑道に迷ってもと来た方向へ引き返すのには人忙尋ね

〝父つ国〟

ません︒それは発展であり︑生長でもあるのです︒人間がいつも

へ入ることを許されるということはわかつてき書す︒隠されてい

なけれはならないことがあるでしょう︒その近道の地理紅くわし
然自由とはなりません︒もし人間がせまい世界のさなかで簡単に

る物事は必ず洩らされるときがきます︒人間が地上の生命を知覚

にいるということ︑そしてもし望みさえすれはその国

迷ってしまうならほ︑境界のないこの広大な宇宙の中では完全に

するようになるにつれて︑人間はより大きな〝因〟を知覚するよ

くなって︑行動の確信をもって歩きまわれるようになるまでは全

迷ってしまう七いうことや︑その中で自分を発見するにはより長

へ入ろうとするならば今自分がその〝天″ の中

の中には多くの住家︵惑星︶があることを知らねほなりません︒

にいること翠知覚するようにならねほなりません︒そしてこの天

．天︵囲の国︶〟

するためには家そのもの警官ず気づかねはなりません︒と同時に︑

〝父の家〟の中の幸福空二子になるのは人間の義務です︒そう

うになるでしょう︒

い時間を要すると考えるのは不合理でしょうか︒
第二の誕生とは知覚の誕生なのであって︑それによって人間は
それほ暗黒の無知という濃界から全知の知覚の世界へ意識が生ま

物質の束縛から解放され︑時間と空間の限界からのがれるのです︒
れ出ることです︒これを宗教的狂信にょる神話的な幻影と混同し

ち上うど広大な宮殿の中に住んでいることを自覚するためにほ︑

てはいけませ ん り
こんにち︑いわゆる措辞主義者よりも多くの科学者のほうが第

人間が活動の原因はかりでなく物体の構成についてもより多く

その中に多くの毒があることを知らねはならないのと同様です︒

二の誕生に近づいてい草す︒或る偉大な科学者は次のよりに言い
きした︒﹁私が心の努力忙疲れはてて問題を考えることをやめる

を知ろうというたえまなき衝動が各人の心に起こることについて

︵注︒これは1．・

その解答はここにありまヂ︒結果︵現象︶としての子供に広大な

と︑そのときこそ問題の真の解答がやってくる﹂

−マス・エディスンの言葉として伝えられるもの︶これが瞬間的

宇苗を知らせようとすろ芳ほ

〝因〟 なる雨読であって︑そのため

ゆだねられて︑制限というダニイルがはがれると︑真理が急速に

な第二の託生です︒肉体人間の意識が広大な宇宙の意識の御手に

忙人間は〝父〟が絶えず与えねはならぬすべての物事を楽しむこ

／∴

︶

常に活動する生命とを知覚することです︒

することと︑決して現われることをやめない︑万物を包含する︑

以上が第二の誕生です︒すなわち︑〝因″の無限の領姐を知唱

とができるのです︒

姿を現わして く る の で す ︒
天文学者は宇宙のドア・・tを絹き︑宇宙で行なわれている活動を
伝えます︒科学者は活動を規制している諸法則を立証し︑化学者
ほ因の世界へ入ってゆきます︒化学物質や化合に鱒丁る知識が新
ペてはより大いなる生活への一段階となります︒現象界で観察す

しい誕生への道を周拓するからです︒人間の直感のひらめきのす

駁

リ

▼

真実の人︑チタムスキー
・E・ウ

ス

ェ

ル

ズ

もに︑この休暇が幸福と愛の一っにならんざとを祈軒ますチ∴今年

このクリスマスは今後長いあ．けだジチ一打いア〆ムスキト▼から専・ト

かし彼はいつか私たちの中に混じウて人類に葵墾を伝えよ㌢とい

かれたメッセ一−ジ鳳やってこなぃそゐ最初のれリス．千みですかし÷

うわれわれの努力を推進し導いてくれるものと確信します㌣ぞしT

てこの世界を住みよい場所にしようとした彼の㌢むこと併熱い穿

力の報いを彼ほ受けたことを喜ばしく思一いますひ
◎以下に記す横塩的な計画はヨ一口

汽ノ︒

当方で出している情報パンフレットの継続刊行はともふて可紛で
し上

ンス●ペテルセy少佐から送︵−てきました︒この計弥はジョーオ

〝愛〟の琴線 アダムスキーの死後古APの宋束の計画〟・がデy．マトク取ハ

﹁宇琶の息子や娘た▼ちよ︑ただ一人の宇皆崇蔓

愛と︑生命の授与者へ．の感謝をあらわして一∴体上なって√いまもた⁚︒

〝父〟からめ贈物でした︒
〝父〟

︑／持琉−㌔㌫知ることにありて丁︒

今やアダムスキー氏は姿を消しましたので︑彼の思想や知識は

私・たち協力者の手で強力牢広められねばなりません︒

に心から感謝しますとと六三年にアダムスキ■r⁝氏がデー占プパを訪問したとき︑彼はス

以上は︑地球を出現せしめ︑〝子供たち〟のすべての心を神性
で満たした

私たちはこの生得権紅たいして

ます︒

の愛の歌を歌い︑花々は自然の莞と芳香を放ち︑人間の・心は兄弟として発展し︑一九大玉年四月に彼が他界してのちも存験しで

続いて髄黙−しかし真の沈黙でほ息っぎせん︒ふ鳥たちは．創造物孟八年より以静にざ辟のぼる︶その後この活動ほ遥．際G▲P．

てきたわれわれは︑ヰなたが完か試活憩うれし天恩うもゐである﹂のもとに・ぽA′P〟なる圧体な設立しました︒▲︵注︒実際は一九

場所にしているからである︒あなたが一七や針路図の作成忙線助し円盤に関して簸た知誠を・1興味をもつ人々に伝えようという目的

リストの誕生を迎えるために白身のぬというウ．マヤを適当な歓迎 一九五八年忙ジョーダdアダムスキ︐︐氏は自己の体験や乱分か

いただく人の子や娘たちよ︑∴毒∬凄しめ︒∴ぁなたがたの多く慄キ r国際8むPの未来計画についせ︒ ルソール・ペテルセン売

ってきまtた 予

す︒大気欄勝気さで満もてヾ一つ．の旬・凌が次のような声としてや
・アダムスキ・・財団㌣京王て︑他の惑星かラ人間が地球へ来ると

が鳴う暮れてJ．食創造物の俸み之菜と喜びとを感じ坂ったからで

た︒あち暦る生命はエの虚勢佗こたえました︒みな

すj上その▲昔慮大きくこだまして返ってくるように思われまし

れ︑眉乾草虚空間の見ぜでも響いてゆきます︒

誕生の記念日の到来虻告■げていますゾこの鎧の音はせ界ヰに聞から私の意見を求めて送られてきたもので

んだ屡わやか鬼胡の空気の中に鳴り響き︑あの．平和の王子〟の

一九大玉年の⁚才り▼スマスがやってきました9．兵しい鐘の音が澄

ア

4

キャンディナダイアに滞在し︑そのときS﹇UFOエ︵スキヤyデ

ムスキ▼・一に関して書かれた或る記事から硬ったものです︒これは

コンタクトに関する特殊な情報としてでなく︑アダムスキーの発

∫0情報︶のリーダ！で︑またGAPのリーダーで

ィナダイア︹

見について

て十二年後のこん忙ち貴重な資料となり書す︒もともとこれは雑

﹁あり得ることだ﹂という個人的な意見を述べたもの

もあったデンマーク空軍少佐ハンス●ペテルセンと共にすごしま

です︒これはまた当時の筆者クセラ氏の受けた印象のテストとし

アその他の地域をまとめて︑一九五七年に設立された只

U二∬0エ

した︒一週間の討論の終りにアダムスキー氏はヨーロッパ︑アジ

誌忙掲萌する意図のもとに書か新たものではありません凱︑アダ
ムスキー氏は目を通しました8

と同じ線に沿った一大グループを形成するようにうながしました︒
この塩案は何度も熱感を重ねて方法論が討議されてきましたが︑

rコRンプチの時代軋は発見といぅものは一人の熱意ある人が

ある︒

よるものであり︑探険者たちは証言のために故国へ帰ったもので

容易に満足すべき緒論に達しませんでした︒デンマーク人の考え
甘0工匠似た団体を作っ

他の熱意ある脇力者を統率して行なわれる肉体的な探険の結果に

でにノルウェイ︑ベルギー︑英国が只γ¶

方を他国人にあてほめるのは困難であるからです︒しかし現在ま
ています︒︵注︒GAPを組織している国は実際には十カ国以上

代の人と同じ知力を持ってはいるけれども︑比較にならぬほどの

精神的探険の時代である︒こんにちの熱意ある人はコロンブス時

二十世紀は科学的哲学的な発見亨物を用いて行なう︑普くべき

それはともかくとして︑アダムスキー氏のアイデアを継承する

高度な教育を受けておヶ︑通信機薦の有利さを持っている︒した

にわたっている︶しかしこれだけでは不充．分です︒

つあります︒アダムスキー氏を支持した人のすべてが私たちに協

ことによって彼が描いた夢と新しい計画はゆつ．くりと具体化しっ

この惑星の限界に挑薮し始めるということは不思議ではない︒し

って新発見や新発見物の理解はご・ばらしい勢いで増加している︒

かし未踏の領域に新しく一歩を印するにあたって︑発見者たちは

力し︑このアイデアを百パーセγト生かすならば︑この計画は発
簡単に説明しますと︑計画というのは次のとおりです︒国際的

未発見の岸辺の不溶かな石の上に安全に足を踏みしめるために確

い．つか人間の探険の常勤が︑間碧的な観測よりも多くの方法で

な情報サーヴィスを組織して︑状勢を分析し︑その結果を英文機

展してゆくでし ょ う ︒

関誌を通じて関心ある人々に伝えようというわけです︒この機関

のみならず︑自分自身に

また本人の揆究が広がれほ広がるほど︑ハ．本人

／／／て＼

誌は世界各国の著名な政治家や科学者︑教会︑町村ESGO︑ヲ 実な歩み．を続けている︒それから発見者は新しい岸辺這挑戦する
ジオ︑テレビ放送局などに送られます﹄

び哲学的思想忙たいする自信恨絶大なるものなるがゆえ忙︑当座
ができるのであるク

自分の心中にある新しい概念をテストするのを安全に感じること

◎ロウランド● ク セ ヲ 氏 の 意 見
次の抜粋は︑一九六三年中のク㌻スマス●▲シ・・−ズ・y中に︑当時

金星から来た人と会ったとして鴬くべき人物と目されていたアダ
〔

ー二㌧

⑳一︑

＋

匂知識七理解力ヰ向上する打でむる︒
ごh・勺．でウ〆やスヰトの森見は絶対遠雷▲告七はない㍉
故障．■宰アγブスを発見したイてァィァγ〟ではなか一つた︒ア〆

▲
チザーズ賜ら選ばれた上信ずべき多く
何であろう

◎

しかし十凡年汝上にわた・つで藤生し．■た事件のいずれをも消すこと

ば多少とも困難であつた†実際∵多数の人々が円盤の存在を信じ
T

円盤とは一体何であるのか︒また一体何でないのか︒■空飛ぶ

円盤．は罠封きれ嘲笑きれているが︑▼′多数者晦よって目撃される

空中現象に関する．強固な．用語である︒円盤はこの地上で知ら

ないということである︒一たしかにそれは確認されて・はいないし︑

し円盤がそうでない理由の一つは︑それが未確認飛行体のままで

したしかにブ ザーズほ︑アダムスキーこそ古い岸辺と新しい岸 れている如何なる飛ぶ磯城とも完全に異なつた行動をし︑出現す
辺の両方に確固たる立場を保つことができふと断定したにちがい る︒十八年前と同様に想像もできねば作ることもできない︒しか
ない︒
タ■−ジ・アダムスキーの発見革や探険をあえて信じようとす

弁を弄する時代でなけれほ由盤はHざ0︵確認飛行体︶と呼ばれ

る人々は︑彼がそうであったように︑或る程度用意ができている 多数者が正体を知⇒ていない︒しかし写真と・いう証拠物件を提供
のだろう︒このための特定な時とか方法とかいったものは存在し できる多数の人にと；ては円盤の正体はわかっている︒現代が卸
ない︒アダムスキーの場合と同様に．︑如何なる発見紆キlも．個人

るだろう︒

ジ．−リ・．．アダ・ムスキーが撮影した円盤写真や映画は独自なも

次第である︒虻が諺間者たち″はこの地球上の人間の大多数は．
今世紀最大の先駆者︵アダムスキー︶忙さほど連れをとることは

ないとみなしていると信ずべき多くの理由がある︒
の甘はない︒
人間の歴史におけるこの十八年間は文字通り無数の円盤目撃事 女にかけて多ぐの人が円盤の写実を撮っている︒しかし多数の人

件で満ちていた︒もちろん︑これは同時に続いた否定のア ㌢の 町たいしてア外心スキー孤写実は大声で話しかけてくる︒だがこ
十八年間ほどにハブキリしたものではない︒この主な理由は︑計 町写真から結論を出そうむする人は少ない：完璧Jの問題にま

る虻至ったのである︒またその男は自分の出費でもbてそれをや

かめ忙われわれは現在のような円盛忙ついての豊富な知諭を有す

見率を公表しようという強固さと誠実さを持っていた−人の男の

撃事件が発生すれはするほど否定のほうがはるか阻†般性をかち つわ
七るからである︒この否定の仕方は性格が全然変わっていない︒ ︼人の男が大胆な立場忙立っで先駆者となったd一そして自己の発
またこの十八年間円盤目撃の内容も変化していない軋
この十八年間平和と安全がわれわれの思想監獄ケてきた号別
な円盤事件が発生した︒︵注︒アダムスキーの事件を意味する︶

しかし依然としてそれを吸収するのが困難なのは政府筋であった︒ったということも忘れられてはならない︒

、

■i

︑

た声の証言者として世界中に散在していを無数の立派な円盤写真

円盤を地上へ降ろそ⁚うでは発いか卜予荒野の中の多くの孤立し

る︒．

のカメラの多くも幻影を写したりしないことを知っているのであ

おいて官意も各方面から送られた明瞭な写寡を見ているし︑官意

ア〆ムスキーの体験以静竺一塩類の異なる時間と傷所鱒おいて
壷巻塾宇宙紛．を目撃したという・或る．夫妻と吏笹別な人と私軋

話し合ったことがある・︒彼らはアダムスキーに
ていなかったし︑互い鞋顔見知りでもな
な質問を試みてからアダ・．ムキキ・−の葉巻型手官給み写真を見せた

写真を所持する方がおられれは︑ぜひチビーをお送り願いたい﹄

プよう▼︒そして自分の目′でそれを見ようではないか︒読者中に円盤

いするアピールと亮るだろう︒されば証言者たる円盤写真を集め

ところ︑夫妻が見た物はち上うどこ本意昔ような物であったと
のす■べてを大衆に見せてそれを自分に判断させノ瓢ことは大衆に磨
P︵類似現象の多数者目馨︶は人間の目撃した草構を諷

証言した︒
址OL
査するのにきわめて有効な力を持？ている︒

Pの事実を証明したり

結局電子工学技師中空た人で∴1秒両方の分野で学士号を持っ

私は二つの異なる時間と場所において円盤を見た三人の子鱒︵牢
注︒ロウランド︒クセラ氏宛︶
◎や
．一
知っている︒あまりに接近して見たので︑円盤の基本的な輪郭
″九六六年二月六日かち毎月好一日曜月にダイスタの8A2声
部う
にお
球型着陸装置︑丸窓︑キャビン︑プチなどをはつきり見たとい
︒いて右の．；一
・よ
注意深い詳細な質問を発してからアダムスキーの円盤写真を見
ゃり四時まで許なわレ対頂サロクすヲ或は社会学者として出発し︑
たら︑彼らは M O L

おそら︷計分秒目撃をl友人や刊行物伊編集者たちに納得させよぎ

方はク乍ラ氏の講演悪ててとができざて

会員の方でアダムスキ1tの円螢写真映画を見ることに興味のある

ては
います†今年景初の会合の瞭は︑南ケァ∴リフォーニアのGAP
円盤や葉巻型字昏鎗を撮影した人庚は他にも沢山いる︒彼ら
としたごとだろう︒そして自分が真実を語；いるⅥであると力

説したことだろう︒．ところが例外なべこ
乱の荒野の中の淋しい声として吹き飛ばされてしまう9↑の人た
−J

三舎・惑．き翫・gもど・†威r誌：⁚卑爵．︑㌢︑喝．芦︑r︑ア．・ぎ・争竜．．芦か・篭．多野も︑ノ⁚㌢ヽデ・宅彦・・砂乙喝一夢ゝデ亀．．虔r争；筍﹂夢L7

ちは自分が何か異常な物を見たということを疑いなく知っている︒
しかし孤独な人として彼らは周囲の強い否定的反応にもかかわら
こうぺ
ず︑自分の信念を確証するような反響にしばしば出会うこともあもし頭をめぐらすを得ずは
る︒目撃者の殆どは自分が見た物について官意からきわめて基本如何にして影以外のものを見るを得んや？
−プラトー〝レバブリク七巻〟−
的な尋問を受けているが︑それは自分たちが実際には何も見ては
いないのだと思い込富されるためである︒ノところが多くの場合忙
批．′
︹㍊

−1
…−

・−・7 ＿・．

一九六六年を注目せよ
−

㊨

もちろん円盤は磁石に影響を与えることもあるでしょう▼溺︑こ

のような証拠物件を大衆へ見せ七ところで何にもならな小・完は

たしかです︒打感に関して私が自分の体験や主張を公表し．兼や王

な理由は以上のとおりです︒．如何なる種類の証拠物件を私が轟出

できたにし亡も︑例の滋石と同様に何にもなりません〇

ケて小るため本号への転載は中止した︶

G・▲・ハ

◎先般イン．グランドで円盤が凍影され書．七たが︑今度はその写真 ＋

一九一∵∴一り三ユヨ宅箪はケァけンオ︐ニ
トナ州サ．γタブナで

◎メキジ︒では過去数週間にじざ0事件が急増してlいまサブ七の

を掲載しぎすから読者は自分で判断して下さいe ︵注︒かなりポ
マイクル﹂曳・▲パ∴っJ†ンの藷演会に出席しました︒私はかねてか

ゆがめられみふと卜㌢1．と．．を示していますり目撃者が実際庭は何

㍗

ら心霊的なコ∴γダクティ⁚一L︷注︒心釜的な体勢に・よって宇宙人に
号ではメキシコから入っ七情報を少し教書サ︒∴脅の声い∵赤
会った上林する人︶．の顔演拳阻は行かなトLと疫しで．い．る曙管す
い日の∵鼻のなぃ宇宙人〟世閲す．る記事が︑円学事盲人問題紅
■
が︑この会合革出かげたの軽ほ特別な唾由があれます︒そ鉦暫鳳 っいて

を見た

とは或る機関誌に鵜野された次のような広告そず︒﹁マ．√クルの
体験実話！

偲の付・打た芋官服を着た人間せ見たのであ．つ七︑おそらくそのの

ネヴァダ地方へ▼旅行中に円盤廉が出猟し．て︑そ鉛て

磯が付近の山・に着陸し︑マイクルの磁石の塩を変えてしまったa

方たのでしょうっあるいば地上を講究す夏めに使用される芸

北のかぁりに南を指している︒講演会でこの磁石をごらん下さい﹂てき窓からライト
なるほど演壇灯そばのテ11ブル上にその磁石が置いてあり針すげ

に出ぐわしたのかもしれ豊ん︒これは別な太漂か孟た

ためにこの地球になれて．いないので︑地上忙足跡を印する前に凍

バ！LソV氏が休息の証拠物件としてそのコンパスを見せてくれる
ならば見たいものだと私は思うて．いました︒それでのぞ．いてみる

険用ロボブナを曇り出したのだと・ち考えられヰーす︒

◎以前に潟執したボブ・ガイア
すので︑ここに再攣レます︒多くの円塞講凍の背後紅．あ牒動機に
関する彼の考えは私の考えによく似てトます︒彼の記事は読者に

とたしかに彼の旨うとおりです︒
これほ私が次︵りような陳述をして樹木を証拠物件とした場合と

同じ証拠物件でナ︒
﹁先日︑一機の円盤が私の家の裏山忙生えている一本︵り大のそ

に引き込むような旨辞を弄する人を響成しなけれはならないI﹂

ばに着陸した︒それを信じないならば証拠を見せよう︒私の家ま 偉かを考えさせるでしょう︒﹁円盤の講演などで聴衆を宗教団体
で来なさい︒そうすれはその木を見せてあげます﹂
−−−■■

霊的︑宗教的︑超現実的︑霊喋的︑霊交的な方法を用いません︒

びてはいません︒円盤に乗っている人々ほ︑地球人との連絡に心

たびたび述べましたように︑円盤は心霊的︑宗教的な性質を帯

るでしょう？最近発生した米国東部の犬侍電事件は︑停電によっ

きないでし上う︒彼らは先ず全地球上の電気を完全に停電せしめ

地球を征服するでしょう︒それにたいして地球人は全然遮抗はで

星人がこれまでに地球を征服しょうとしなかったという事実その

て地上に許廃をもたらす可能性を示してい富す︒しかるに彼ら惑

もれは︑彼らが地球にたいして高貴なる意図を有している壬とな

マイクル●Ⅹ・バーーン氏が円盤からメッセージを受けたときに
応用したと称 し て い る

証明してい

〝クリア・チャヌル︵注︒︼壇の重安法︶″

なるものは円盤のパイロットとは何の関係もないことです︒

以外の円盤でこの太陽系以外の世界から来るのがあって︑それら

その他の多くの惑星からこの地球へ来つつありますが︑更にそれ

来る人を捕えたり︑やつつけた．り︑．殺したりすることだ．けを考え

ルの原因となっています︒こんな質阻を憩する人は他のl惑星かち

です︒こうした態度こそ現在地球上で発生している多くのトラブ

れて思考している多数の地球人の態度をあらわし克典塾的な・ヰの

問は義行∴欲〟〝他人に・たいする支配〟といった言葉畏

しい技術をわれわれは凌駕する︐

われわれにはそんなことをする力はありません︒惑星人のすはら

懐疑的な心を持つ人は︑円盤を捕えたらどうかと放言しますが︑

◎多くの人々は次のような質問を発します︒﹁円盤が実殊に地球
扇ぜ円盤は帯板的に着陸して政

上に着陸したり上空を飛んだりしているとすれは︑なぜ政府はそ
れを捕えよう と し な い の か ？ ﹂
府要人と会見 し な い の 一 か ？ ﹂ 等 々 ︒

は必ずしも友好的ではないかもしれません︒私が特に金星︑火星︑

ています︒虻から多くの人は正体不明の円盤を銃で射とうとする

いわゆる空飛ぶ円盤に乗っている人々は︑・金星︑火星︑土星︑

土星というのは︑地球人にまじって働いている惑星人の大多数ほ

政府が円盤にたいして無力であり︑同時に．大衆を守るのにも無

わけです○

右の三つの惑星のどれかから来た人であるからです︒
米国は惑星人の往来に干渉してはいません︒これはきわめて合

力であるの

理的な理由があるからです︒つまり︑と忙かく米国は惑星人忙干
渉したり指図したり︑円盤の飛来をけん制したりするほどの力を

たちを守ってくれ﹂といっても︑政府はその〝訪問者たち〟が他

の惑星から来つつあるのだということを大衆忙認めさせるこ上や

持っていないからです︒他の惑星から来る円盤は如何なる時でも

できがいでしょう︒こんにち多数の人々が︑自分よりも大きな強

い力が存在しているのではないかという考えのもと忙恐れおのの

いています︒この人々は︑或るすぐれた人類が地球人忙みずから

の道を行かせ︑みずからの手で学はせようとしていることを想像

llt∴．rrしrl卜f■l一i■■■
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表するよう匪政府へ凄壌的近働ぎか

ヰま・￣う
行 こ

ミ︑㍉⑳
することはできませんヤー般大衆にたぃしてT註外
ろ ろ・＿将 の ち

う・二う′来多 で
と 、に く 発
言1そ∴−が え
う し 達 右 る

人もあり．ます ︒

て各蜃政府が長小港小だ髄やて．い．た知琴を公開す

惑二け
星∵て
人三∴き
の・￣た
清ニニと

増
加
す
る

で

上

や を
れ 少
て・し
き 前

◎三月九日に米国北東部ご療に骨1芸大停電は︑カナダのオ

私なら贋きはしませんヤー

一芸年の凄初の三功月間のh．つかヾ呆きな眉層韓ぎが起こ・つても

し
か
争こ

政府の或る高官︵複数︶は地球に住むこうした惑星人の正体を

に基づいてわれわれの科学者と共に働いてぃますQ

の十一月九日の犬侍電中に各地で汀二ざ0が出現したことが伝えら

障中に巨大な宇宙船が頭上に現われたと報告しています︒書たこ

球人のなかにまじって住んで小ます︒彼らはわれわれの衣服せ層
y
．クリオ洲タィγストン．のサ1・アダム・ペック第二発電所で発
で︑われわれの串を運転し︑われわれの象匠住み︑政府の諸計
生層
美継電器の故障のせいでした︒イ﹂号オーの住民はその故

金星︑火星︑土屋などから来る人々は′まさに今−ゎれわれ地

る

ぎをr豪華生ltもー弓

㌻を許してや言はいけ狭い﹂と思っている政治
経書いたことがあります8一．か
のよきガ恕乳を示していノます︒しかしなか忙は・近 虎のノや為っ・て︑㌧あ阜で逮べ・卑よケ．に今後ももっ七行
数玖人が訂升たちで孝法線るという事実忙首覚め・み ﹂ニぅ︒世界の多くの戦域で巧塩町乱撃もし ぅ︒一九一
だ だ い・屋一．た

ヽつヽで

、い、実
てヽ施
言売、さ
るヽと

近はイ夕日ソ7で一件起こつています︒ケァ州の官意は︑回路の・状

態によつて同州の南部地区全体が停電になることはない▲といすで

いますが︑私に言わせれは︑■ヶァ州南部の全体を尭全紅停腎ぎ†

この時代において

宇宙から来る訪問者は︑各国政府が大衆に円盤問題の情報を公

までも無知のままにあるでしょう︒︻日を開いて注目しさえすれぼ
事件はどんどん発生し続けていることがわかります︒

な事件が発生して心中のわだかまりを吹き飛ばさない限り︑いつ

円盤・惑星人間題に関心を持たずに疑っている人は︑よほど重大

して信用ある情報を纏供することにありますロ

の惑星の人間旺関心を持ち︑より多くを知りたいという人にたい

ーオールダス●ハクスリート

われわれは知ろうとしないために無知でいることが多

ある0

たいていの無知は克服することができる種類の無知で

∴芸V㍉壬ん⁚H．学事H⁚芸：≡ニ⁚；＝川三J⁝ニHV・竃︹≡り：芸芸Y⁝字⁝⁚芸芸＝ぢ

州∵′

ることは可能です︒数横の円盤を投入すれは七とは簡単でサロど∴ル

．nノ

です︒

、間、に
、題、各
、に、国

知っています︒ただしこれは惑星人が或る特定の人だけに自己
れの
ています︒その時以来︑別な発電所でしばしば故障が発生しま
正体を洩らした場合に限ります￠そして或る壮大な計闇が樹立
しさ
た︒ケァ∴リフォーニア州で一件︑ニューメキyコ州で一件︑最
れつつあって︑この計画は

はヽの

◎私が故アダムスキー氏の重要な仕事を引きついで以来︑ち上

れること忙な ． つ て い ま す ︒

、或、も

私は公表するつも

、にヽ力

紅かぺ′今年発生する各竜の異常な出来事に注意して下さい︒

l＿ヽ ． t

ぅど第五年目になります︒要約すれほ︑この仕事は円盤及び他

ヽ
実

ー轟、惑
九、星
六人
を、六ヽと
ヽ年、の
、中、協

＿10−

0● A・■バーニー

リサプ上川で非公式の会合に出席したとき︑数年前に政府高官か

ち﹂惑星人聖二十五ミリカメラとフィルムが渡されて︑金星の都

市を預影して持って帰るようにと依頼されたということですが︑

真実です．︒この写真は米政府のトップ・シ■−クレプト︵極秘

これは真実ですか︒
答

後依頼者に返却されました︒現段階ではこれ以上の草は言えませ

けです︒すなわち︑金星の都市や住民を撮影したフィルムは撮影

事項︶として厳重に保管されて・い書す︒私が言えるのは次の革だ

間

読者はかの有名な〝ストルイス寧簡事件″を記憶しておられ．る

が︑絶対に真実なのです︒

しょう︒アダムスキー氏の主表は途方もないような革ほかりです

んが︑いつか政府は秘密情報を公開して︑ア氏の主張孝確証するで

大抵の場合それは次のうちⅥどれかです︒フィルムの；︑

よつてせまるのです︒ところで船体の周囲のフィールド︵磁場︶

体から放たれるフォトスフィールドの強度やその他各毯の要素忙

ると人間の目には見えないように作られています︒真の距離は船

く用いられてきた或る壇の宇宙船ほ四首フィー・ト以上の距離

その筈ほ簡単です︒動作や目礼について秘密を保持するために長

ごくまれにホンモノの汀ニJO．が撮影ぜれることがありま

国務省が貴下の主演を証明する確固たる証拠を多数入手している

多くの結論に達し得たということを貴下に納得していただきたい︒

貴下の体験については︑国務省がその調査を行なっていることや︑

書簡の一部を再録しまし上う︒﹁ワシ‖ンしrソ市国務省・・・・・

はその当時ア氏のところで働き始めたはかりでした︒ここにその

出したおぼえはないと称してこれを否定し︑物議をかもした︶私

の真実性を確証して激励したが︑後些国務省はそのような書簡を

イスなる人物がアダムスキー宛に公式の書簡を送り︑ア氏の体験

でしょう︒︵注︒一九

は肉眼には見えませんが︑写真用フィルムは肉眼で見える範囲外

ことを貴下は喜ぶであろう・・■・・﹂

アダムスキー氏がかつて生存中︑ロードアイランドのサーγ

′

一

用紙がホンモノであったことを確証しています︒用紙は盗難にあ

損査局︵冒BI︶がこれを研究所で椿密に調べた上で︑ylルと

この書簡には米政府蜃務省のシールが付けてありました︒連邦

の光の波動に感応します︒この感応力のために︑ホンモノのmこ∫

問

え︑霧のような輪郭忙するわけです︒

現われます︒フォースフィールドの偲射線がフィルムに影響を与

0を撮影した場合に霧のような︑またはビンポケのような輪郭が

心︶︑現像申に使用される器具忙よってついた点︑ゴミ等々︒

カメ．ヲの光 線 洩 れ ︑ レ ン

音

うしたわけです か ︒

像したらmこFOが現われたという例がよくありますが︑これはど

円盤写真のなかに▼は︑浸影者には何も見えなかったのに現

／−一一一′
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一
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∠土

㌻㍉一熱7耳

ったものとも考え綜れぬことはありませんが

′
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朋印機革触執るこ

㌔がで増計のはわずか数名の高官だ蛛ですqこの書簡がニセモノ

であ■っ財どい㌢反証はまだ出て匪ませんq

聞

ソ連のい．わゆる

．︺・

∴

廿秘密政府れ︑はジ去yγン大統領にたいして

〝心の力〟を広尾しでいると思いますかq

汁

由 あなたの哲学︵■︹レバシト講座その他︶は舞宗教的︑非政治
答∵私服う達その他の国の秘密政府なるものを知りません︒ソ連
的なので︑それほ計由主義的といえますかヵ宗教に関する限り︑ 政府．打要人温は米国政肝と同様にその正体が公表されています︒

あなたは不可知論者なのですか︒

答 現代においては噺事を分類して名称を付けること嶺あまりに ると思われるような物事をかなり実施しています︒一方︑私は米
重視されてい草す恥率直にいえは︑私はこれまで自分自身に〝自 国の社会隠祉計画類に賛成でき書せん〇カルマの法則は必ず実現

由主義者〟その他玖名称を付したことほありません︒政治的な事 するの下駄
柄に関する私の意見の多くは︑或る場合に共和︑或る場合に民主 ない考え方のブタの中にはめることばできませんD人間はすべて

の例の思想をあらわしています？私はあらゆる思想から善な諸も
画一的な生活をするように創造されているのではなく︑平等な〝
のーすなわち望蕾しくない物事を排除することーを認めて実行し 磯会〟を与えられて創造されているのです︒

あると考えている人を意味しま÷こ私は神が存在することを知っ

ヽヽヽヽ

た宗教は存在し普せん︶もとは正しい基礎をもって出発した団体

たいと思っています︒私は自分を不可知論者とみなしてはいませ 間 人間の考えでなく宇宙の法則忙基づいた宗教がありますか︒
ん︒不可知論者とは神が存在するかどうかを知ることは不可童で 答 私が自分へ〃新発で知った限りでほ︑宇宙の法則や原理に従っ
ヽヽ

ています︒ただ帝の正しい性質を言葉で定義することは人間紅と でも︑長い時代忙わたって ヱ革教″と化しています︒忽体的に現
って不可能だと申しまし上う︒しかし神は宇宙のドまんなかのど 代の票数をながめれは︑その教義C九十パーセントまたはそれ以

こか忙存在する物質的な存在吻だとは思いません︒これまでに書 上が 〝人工的〟 であるといえるでしJう︒

いた多くの論文中で私は墓誌的な力〟とか．ソウルマインド〟
閏
死の義軍て超邑然的なものにたいする恐怖を克服するの紅よ
等の言葉を使用−ノましたが︑これは人間が神と名付けているもの
い方法偲あけ書せんか︺
を表わします︒箱は遠︑い宇笛の中にいるのではなく︑あらゆる物答 こ●㌢レた恐怖の殆どは幼児のと・尊かち吹き込まれる宗教的な

質や存在物をつらぬく〝巨大なフォースフィールド〟と教
しえ
てに存
起在
因します︒これを証明するには︑宗教というものが発生
∵ しています︒われわれはこの雰〟の結果として現われた物
を様
分子や︑﹁自分の嘗うことを信ぜよ︒さもないと汝は永遠忙
した
㍊
類して名称を付しているだけです︒実際には︑神という
集火
はの中〝
地言
獄の
で焼かれて苦しむだろう﹂というようなことを教祖
一語の意味する物〟を持たないのであって︑多くの意味を有し
て何い
が如
なる権威をもって言えるのか︑といったことを考えてみる

12

必要があります︒これを詳細に検討するには︑私の著書r宗教の

が賢明です︒通常このような．ひそナなコンタクトは︑地球上の科

各国の主として科学者とひそかなコンタクトが行なわれることが

学的な努力に関与するという重要な野良のために行なわれます︒

多く︑これはほとんどすべて．極秘にされていて︑外部に洩らされ

〝多くの飴．〝多くの生活︑

㌶エ飛ぶ円盤同乗記〟ば惑星人の言

〝空飛ぶ円盤同乗記〟などをお読

起源〟︑ジーナ・セルミナラ博士の

みになるとよ い で し ょ う ︒ 特 に

多くの愛〟や ア ダ ム ス キ ー 氏 の

ることはありません︒

やかた

葉でもって︑人間がこの世界に来た様子︑なぜこの地球で生まれ

間

叫九大四年四月にニューヨーク州で発生したというウイルコ

たか︑死後どこへ行くかなどが述べてあります︒私の

ックスの火星人とのコンタクーにおいて惑星人から伝えられた情

〝テレパシ

ー講座〟にもそれが述べてあります︒死とは一軒の家から別な家

報なるものは︑あなたやアダムスキー氏の情報と一致していませ

〝真の性質″を知るようにな ん︒或る惑星人はウソをついているのですか︒
苦

の

り︑病的でなく︑新しいレッスンと薯異的な事物を学び取ろうと

思いますか︒この人たちを別々にして個々に質問してみれほ︑み

〝人間の其の自我〟

へ移動することにほかなりません︒これを何度もくり返すことに

いう期後に燃えて︑死を恐れるかわつに次の生涯の冒険を待ち望

ソをついているのではありません︒各人は自分こそ真実を語って

な内容の異なる語をするで

ょって次第に

むよう

問⁚地球の人間と他の惑星から来た人間との正式なコンタクトに

でしょう︒それは科学的にいって不可能な事なのです︒

たり︑手を加えたりします︒如何なる事件の如何なる説明忙も個

成概念を持っていて︑それに適合させようとして真相に色をつけ

いるのだと思っているのでしょうが︑地球の人間の心は何かの既

かり竺一十名の人が何か

ょって個人の存在を中断することは不可能だということがわかる

筈．もし＝惑星人が地球人とコンク︑クトを望むとすれは︑個人的に

おいて実際に用いられる会見のテクニックはどんなものですか︒

る人間が惑星人でをることを相手に崩じさせるためです︒宇宙船

船を近くに者隆させることもありますが︑これは内部から．出てく

を発した場合︑彼らはそれぞれ異なる回答をするでしょ・うPこれ

方を持っています︒もし地球にいる惑星人のすべて忙同一の質問

ロボッ・卜ではありません︒或る惑星人は別な惑星人と異なる考え

の進化した惑星の人間といえども万人が全く等しい考え方をする

人的意見が少しほ忍び込みますqこ・の点を別な側からみれは︑︑他

を用いない場合ば飽け方法によって惑星人たるの証拠が示されま

は彼らがウソをついているのではなく︑質問に関する彼ら．の知識

対面して話し合うような会見を望むでしょう︒或る場合には宇宙

す︒コンタクトする細字の地球人次第でtさまぎまの方法が用い

ア

︵讐1老練く︶

言りたとするならば︑私はそのコンタク†身虚偽であるとみなし

しかし﹂もし或る惑星人が金星や火星には生命は存在しないと

の内容が異なるからです︒
ンタクトする場合︑それ甘関係者止る本人以外には意味をなしま

られるの

■

せん8ゆえにその事件に阻もて当事者は他人忙しヤぺちないほ㌢

︑︑
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テンゲンホーの事件
バーナ．−ド・E・フ

一九六五年九月十四日にエセプタス州マl一y

て興味あふ計堅甲件が発生し美︒
が︑．

ィ

ン

チ

技師が休験したのである︒彼は・壱体験によってかなり動揺した
姐︑要件の全線を記録するだけの食裕ほあ

ジンは快調に響いていました︒
ランゲンホー公会堂の南側に伸びた直線道路に近づいたとき︑

左手の上方に︵東側忙︶ブーンという高い音が聞こえました︒一こ

の音席次第に大きくなりましたので︑飛行機でも鼓近して来るの
かと機影を求めて見上げたのですが︑何も見えず︑東方の約五マ
イル離れたブライト町トグシーあたりの上空竺偶の小さな青い

光点に気付トた．だけ暫した︒ところがこの光点がまたたいていて︑急

急速に大せくなるのです︒そこでこれはヲンケンホーの沼地の上
空あた︑りからこちら∴へやって来るのだということがわかりまし

事件より二週間後に私は︵筆者フ．ィン．チは︶彼と会見し︑二名
ブーy・︳いう音は虎いそう大きくなってせて︑高音のうなり音に

の立会人の出席のもと忙尋問を試みたが︑彼の物語は疑いもなぐ 変わってきました︒光七音と虻▼関連が届かということがわかって
きました︒すると私のバイクのエンジン欄不調になってブスブス

真東で計り︑加う

結果であるとしか考えられない種々の主胡的徴僕について述べた︒ いい始．め︑数変とせってからついに完全に停止し︑ライトも消え

見たところその磁場は大変に強九であ
てし雇い苦したひ青い光点は東方約一マイルの彼方忙近づいてい
一塩の光を発生したという︒
ます︒輪郭がやや識別できたと思ったら︑巨大な物体が空中を走
以下はポール・グリーンの体巌▼を本人の言葉どおりに再録したってきて︑薄気味惑い姿を現わしたのです︒それは大きなコマの
ものである︒
上半分に似ていて︑ガスタンクほどの大きさです︒濱上にはドー
﹁私が最初にそ打揚″を見たのは九月十四日紆旦曜日︑年前 ムがあるの・が抄かってきて︑その内部には奇妙な青い光がきらめ
いていせした︒物体はゆっくりと下降しながら懐きましたので︑

コルチェスクーにいる私の許底部をチラリと見ることができました︒周囲は多数の円い物でフ

一時頃でした︒明るく晴れた夜で︑月が出て小て︑頭上で輝いて

いる屋々を見ることができ軍七たぃ

に似てい書した8

チどられていて︑全体がポールレイス︵注︒玉・ころ軸受の環体︶

した︒酒を飲んではおらず︑すこぶる元気でして︑モー

私ほ尊から降りて︑物休の方へ数歩接近しましたが︑呪文で縛

瘡者を訪問したあと︑ウエスト︒マーy−のわが家へ帰る途中で
クで走っていて︑時速約四十マイルでした︒ラングyホ．−1の数ヤ

すこともできません︒．きらめく青い光は激しYなったので直視す

ード南にあるビート・タイ公道にさしかかる直前に一食のスクー られたような感じがし︑マヒにかかったように．動くことも声を出
ターに追いつきまし㌢私のバイクはうなりをあげていて︑エン
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ン是住んで・いる芸人に話しましたら︑彼の話では︑同じ時刻
ることができず︑しかもそれは私の心臓の鼓動と同じリズムで変
に犬がほえ始めたので︑外へ出してやろうとドアーを掩いたら︑
大きな青い光が頭上を急速匠適癒し・て︑北西の方打へ飛んで行っ
動しているそ／であり︑私︵り胸真二・てい・るようでもあ．ケ鼠す︒

このヰき全身が冨ヒリ痛み亨レたが︑それは家畜用の帯電サク
うる
こも
とでした﹂
年長く触れているときに受ける感電のショックとはた
少と
し︻
異いな
のでした︒うな皇昆静かにな管薮茸の農家ぁあるケィツケの

地区に物体が着陸しました︒
撃琴・路上で私に追いつかれたスクーターが接近してきました
が︑その1ふン㌧ジ・Jもし・了1り始め七停止しぎした︒草ジャンパ．−

を着た乗皇J？若い男は革を降りて︑ぽう然として立ったまま青

ラ ンサンホーの円．盤

せん︒私の一頭ほガ・㌣ガシ鳴・り始め︑頭のまたりをバ．ンドでしめつ

れ︺

ポールレイス状の光

い光を見つめてい草したJ彼はものも言わず・．私の方を見もしま

⑬

数日後私はこの体貴をタイプクから北西五マイルのシュラブエ

ことに気づきました．︒電気を帯びたよう忙見えます︒

翌日︑私の宴の毛と衣服は異療警．ビ割れた状態忙なっている

が︑な寧還空に牽い光を←ばらく見ることかでぎぎした︑︒
年竺障近孟家芸いそか嘉身の母慧起こし等した帆洛
夜に母を起こすことはかつて票ことですが︑先の体験で私は塩
端に恐怖していましたので︑そゎことをだれか旺話さずにはいら
れなかったのです︒

おらもh⁚物俸ほ．道路ぎわの高い生慧っら・なり忙遮蔽され雷した

けられたよう査感じがし︑テレた︒感命に努力してなんとか鹿を動
かすこ鳶のできた私疫パ・ィグをつか・んで始動亭せようとしました︒
道路ぞい革瀕して打▲つたら突然⁝ジン・がかか言ホ・ソとし・草し
虎︒すぐ雷雲た私はあのいやな二言い青い光からできるだ
恵丁く遠ぎかろうと恩・いきり飛ば宣した・∬道路を全速芸りな

青い閃光

−

／
同L
■︑

V︑∫1．︑．⁚

壬
撃報告
i

し︑．ついに小さな点となって消えた︒

を放つこ

ノ

この簸告で氏名を明らか監した五名のうちの二人は次のよ．うに

主張している︒﹁われわれはこの話をでっちあげたのではないし︑

酔っぱら一ってい・巾芯でもない︵︸だが1どんなふうに説甲レてよい

わっ．ているのだが︑彼は氏鱒を明らかにすることをこぼんだ︒

かよくわからない一 外白から米た一外交官がこわ乱撃者中に加

ビ局などに疲れ込んでおhソ︑ときには身の毛のよだつような怪奇

円塔の目嚢報告が依然としてメ■キyコの新聞社︑ラジオ︑≠⁚レ
な︑・呆気圏外から来た訪問者〟の目建物語がオマケとしてついて

ら粛へゆつイlづと薄望ハ︷∵竹∵

∵万これに負けじとはかり︑メキ

た︒この．円竪は要撃よ仏が▲ち色光が変化したが︑市の上空を頭か

yコ市のタクシ・tエ嘩転手浄衣珊汁嘉虹一機の一円盤を見たと報告し

直後︑尖鮮潰減圭てしまった・︸

忙していたという︑誉ノな例がた㌃∵﹂の〝人間〟はハラバの街路
で一記者︑∴一名の妄ク㌣⊥琴転手︑一周竿士によつて目撃された

コの目のような繹′︑日付の黒1い琴智者七人間が︑光る金庫簿を手

来ているが︑それよ二軋よるキ 言い光を放つバスケットボール大
の物体が着筆レかけてから再び上昇したり︑空中虹停止した物体
⁚がその表面のすき苛から青竜色やオレシジ色の光を放ったり︑ネ

メ㌢ノ七湾付近のハラバや㌢イリヤ・エル・モサから︑更にまた
メキ

いる︒
ここ亘述べるのもその一つ︒身長十フィート︑輝く赤い冒をし
て︑鼻を甘もない．人間〟の一団を︑メキジコ市の南部郊外を散
歩中の三人の婦人が目撃したという︒
この化け物たちはきらめく灰色の服と長グッを青けていて︑マ

記者団とインタ．ヴュー暮した薄人たちは︑褒初は恐ろしくて逃げ

ンガに出てくる写倭人示上うな撃好をしていた︒
出したが︑結局勇気を出して元の場所へ引き返したところ︑その
〝訪問〟と関係があるよ

違きむの″はすふ二ていな三ごていたと語つやっ
空中を飛ぶ光る物体の目撃報告がこの

ぅだ︒ほとんどが夜間に目盤される未確認飛行体の顔告によれぼ︑

メキシコ市￡エ彗蒜琴芝係員︵援数l︺の諸に

その朝

これは赤色の光を帯びた円盤塾から︑ちらつくよう⁚な光を発す古
河転コマのよう母型に至るまで壇埼のも

円堰の劇場た光景が虔発し︑そのため類立祭でにぎわっていた同

をやか草しく撃？し■た▲が︑寧琴誓iTもくれザに韓ぎたてるだけだ

早エげて大騒ぎしている詳寅？た紅打二日動牽ほみな停止して曹笛

これに続いて

に停止するのもあるし︑あるいは．航空機よりもはるかに早く超高

市の日琴ぎ通りほ一路問に缶たって大混乱をひき起こした︒空を

．
〝きわめてきれいた琴く畢〟を見たとーいうゥ

速で動くの．もあるし︑．複雑な旋画運動をするのもある︒

或る夕方︑メキシコ市空文街餌完ドl・ムや尖塔のまわりを二つ
の物体がジグザグに飛ぶのを十二人が胃察した︒断続的なもん普

18

っ た︒
無数の自動革がひしめきむっているあいだ︑興奮した群集は首
を伸ばして︑晴れた夕空に無音のまま停止している六磯の円盤を
見上げていたが︑円盤はやがてすさまじいスピードで上昇して行

て記録された︒南米各地で円盤目撃がひとしきり続いたあと︑こ

一九六五年の夏はメキシコ史上空前の．空飛ぶ円盤の夏■とし

ウた︒
これと同時に西方の郊外地区上空に一個の浮く物体が断続的な

んどはメキサコでそれが始まった︒あたかも全メキシコ人が浮く

光を放ちながら三十分問無音のまま停止していたが︑そのうち奇
妙な消滅をし て し ま っ た ︒

事がメキyコの新開に出ない日はないほどであった︒ときとして

おぴえたとか︑夜中に或る町の全市民が汀こyOを見たとかいう記

が起こつたのである︒どこそこの農家の家族が日中に円盤を見て

ス■エソリケの話でほ︑彼ほ双眼鏡で二偶の輝く物体を観摸した

円盤︑停止した光体︑高速で飛ぶ光球などを見たかのような現琴

という︒−個は直線コ盲スを移動したが︑日没後や日の出前には

一団の円盤群が葉巻塾の大母船に集結したこともあった︒二㌢

メキシコ市で円盤日章があたりまえのことになってから空港の

しはしは多数の人工衛星が飛ぶのが見られると語った︒だが二菅

このロイター電が．葉巻塾の母船〟という語を使用している点は

係員が叩こア0を見たと初めて発表した︒空港の監督官ホセ・ルイ

mの物肱はコースを変えて加速し︑消えたが︑別な方向に再び現

士はこれらの円盤目撃を．単なる幻想〟だと片付けた︒定期的忙

聞は﹁そんなことはない︒メキyコの天文学暑ホセ・ポニリヤ博

ゾ〟と言っている︒一九四二年に目撃が始まったからだ︒別な新

或るメキyコ市の新聞はこの円盤現象を〝二十三年間続いたナ

興味舞い︶

岡天文台から打ち上げられる気象観測気球を見たのだろうという︒

士は一八八二年忙望遠鏡の前方を通過した数盲のクマざ塾物体を

同市の西方にあるタグバヤ天文台台長イグナシオ・ユリアス博

われた︒これについて正体を説明することは避けた︒

しかし︑毎日日没二時間前に打ち上げられる気球が︑六五年夏の

観察した﹂と述べている︒

めな勤め人たちが双眼鏡を手にして各自の事務所の塵棍に昇ウて

円盤目撃儲がメキyコの首都に満ちてからというものは︑えじ

円盤騒ぎ以前になぜ騒動の原因にならなかったかは説明しなかっ
ぜすさまじいスビ！ドを出すのかも説明しなかった︒︵レジスタ

たし︑風のまにまにただよう二個の機械箱をぶらさげた気球がな

いる光景が見られた︒或る大きなデパーーは次のような広告を出

︑ノ

い︒朝測用の望遠鏡や双眼鏡はぜひ当店でー﹂

した︒﹁円盤の存在を信じない人はご自分の目でたしかめて下さ

ー紙︑一九六 五 年 十 月 二 十 日 付 ︶

i
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ぅに言明している︒﹁円盤はたしかに存在する︒しかもこれは明

しかし国立天文台の物理学者ハゲイエル・ガルソン氏は次のよ

ギ的な空想の産物とみなすことができる﹂という︒

さは野球ポール大から六十フィートの円盤塾に及んでいて︑空中

らかに他の惑星から来るものだ﹂

空飛ぶ円盤は赤︑白︑青︑黄︑灰色などの光を放つ︒また大き

スパークの雨を放つこともある︒キノコ塾もあれほフットポール

を無音で飛ぶが︑ときには耳をろうするような轟音を発するか︑

〝ウルティマス●ノティシアス〟は︑円盤が存

現した︒夕刊舐の

九月こ十五日と二十九日妃メキシコ市の上空で別な円盤群が出

在する証拠はいまや驚くべきものとなりつつあると書いた︒しか

型もあり︑ドーナツ型やクマゴ塾もある︒太平洋岸のアカプルコ
で見られたし︑メキシコ湾のヴュヲクルス︑ずっと北西部のティ

し朝刊紙の．エクセルシオール〟 は︑幻影を見たり︑それを円盤

ファナ︑ユカタン半島のメリダなどでも観測された︒

と感違いしたりするような︑生理学的に変な人間が多いのはどケ

九月十六日には首都の大通りで約二時間も大混乱が発生した︒
無数の車がとまって運転者たちは身をのり出して大群集と共に︑

したわけかと反間している︒

首題熟の絶頂は﹁十月一日午前九時にメキシコ市の上空を金星

上空に停止している六磯の輝く円盤を一せいに見つめたのである︒

應ら来た三千機の円盤が飛ぶ﹂と看板描きのクレメンテ・ゴンサ

なか︑つたし︑記者団が故に会いに行ったときも本人は現われなか

この日はメキシコの独立記念日で︑夜空は花火などでいろどられ

ウた︒だがこの予言によつて円盤の大パレードを見ようと記念碑

レス●インファyテが予言したときに来た︒レかし円盤は出現し

報告類は次第に怪奇なものになってゆくー︒

広場に集まった約二千人の大群集を警官や消防隊が追っはらうの

ていたが︑円盤を倍じない人でも﹁あれは花火とはちがう﹂七断

三名の学生が誠意をこめて宣誓したところによると︑かねてか

竺一時間を要したという︒︵レジスター準一九大玉年十一月三

言した︒

らテレパシーにょってコンタクトしていた背の高い宇宙人たちに

日付︶

つれられて彼らほ木星の第三衛星まで三時間の宇宙旅行をしたと
に出会って逃げ出したし︑或る家族が乗っていた事は一個

いう︒また三名の婦人は宇宙服を着た十フィ1r・トもある二人の．
人間〟

のクマゴ塾の物体によって三十五マイルも追跡されたが︑やがて
目もくらむようなスピードで夜空に上昇して行った︒
一方これについてメキシコ湾気象局局長エルネスト・ドミンゲ
ス博士は︑人々は人工衛星や観測気球を見たのだと主張したし︑
或る原子物理学者はメキシコ市での講演で︑円盤目撃のすべては
親測気球か何かの見誤りによるものだと片付けた︒﹁すべてはサ

乙く且月．
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A・

シベリアの不思議な大爆発
C

ハ

ニー

最近多数の新開が一九〇八年に北部ジベH一・アで発生した大爆発
事件虻関する記事を揚げています︒これについては部分的に確証
された或る新しい説によケて︑反物質的な流星と大地との衝突が
原因であることが判明したと述べています︒
他の各新聞も同横の記事を絡げて︑流星が地面に撃突したのが
原因だと書いています︒しかしこれらの説ほみな正しくありませ

地から牢十マイル盤れた地区竺住ん．しいた重夫で︑その名はS・

B︒プアナプァヲといい∵ェ八壷発が畢生したときには自宅の前に

すわって．いま†ノた︒故ぷ√当局に奇岩したところによれば︑着てい

こ侶還貰サ毒た・訟に濠心地からかなり遠方まで各所に火

たシヤツほ殆ど焦げてしまい︑一一得の巨大な火球が見えたという
ことですっ

災を撃﹂†レたテ三ごぞ〃㌍壷でやか．サ︑・右の革天の聖一一口の正しか
ったことは成毛韓箕確証され亨︐ンた︒■

その後与■いや︑いだ軍菜案が流星の磁⁚首を求めてその地域を探来

しましたが︑何も発見できま亨九
▼．
これはその克空で何か人工的な幼が爆発したこ
つか？たのでナ・︶

とを示しているようでした︒

∵九草八発たその飽戎を需重したソ遷の探険隊は現場に異常な

放射能がも▼︵こ■宇ざ革馨し苦した予せた声年にわ・たウてその地域

すこ≡化んで1いますポ︑これ接放射能を浴びて死んだのであるこ

ん︒昇相は次第に判明してきているのであって︑琴買を究明し

こ．の寧件について私が入手している情報やよれは︑・■︼磯ないし

ヰか判明しまー是C人工？童厩片や放射能地帯を調査したソ連の

の原住民が現在の▲ような原字士療代の到来前に︑不忠黍な病気が

二磯の早苗庵が謁侍しています︒貴意ごの地寧菅調査した科学者

科学者ほ﹁爆発した物鱒は■志そらく〟遠い惑星から来たもので

ぅというあらゆる塩茹の努力が払わぶていす与︒

団が発見した⁚ところでは︑私の情報が正ヤいことを確証してい争

・耳ろう︒一や蔦いは筆写照が一塁嘉したのふもしれない﹂と声明して

であるとし︑いかが

わノーこ筆耕打壷づいたー芸と反駁しています︒ゆえにこ㌢した例

しかし他肴科学者はこの考えが 〝空想的〟

ぃ−写す︒

ように思われます︒ひとつこの事件をふり返って皇統を明るみに
出すことにしましょう￠この大爆発ほ北緯六十一度︑東経高二酪
で発生しまし た ︒

の︑事件から十九年後までは科学者が訪れなかった荒涼たる地域

にはく遠浅ように︑霊芸試筆ンた科学者団は詞李むレなか．った

科学者ふら・ヌ位羞義軍れき∵こい∴っこ．とがわかります︒調査結

この爆発の力を現代の核兵静と比餃すれば︑三十メガトγの水
爆と同じほどのカを持つものでむると小えるでしょう︒・爆心地か

果が▼〝空想的㌣であるといきだけで葬り去られるのです︒

＼ノ

多年の調査研究の後︑夢先の残緊と思われるイン石の承片が見

ら半径二十マイル血内の李隼ゆを樹木は吹き倒され︑・いキ敬お横
たわった・ままにな一？ています︒
i
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つからなかったヱと蕃ら﹂療局反物質的なイン㌃が原因セあった

が故障を起こしたために救援笹藻た射な一機が爆発を起こして︑

宙船の原子炉の爆発であったと思われます︒私の考えでほ︑一機

発生したのであって︑他の惑星から采た．一機ないしそれ以上の宇

扁駆子鹿隠

のだろうということになってしまいました︒というのは︑反物質

こっぼみじんになったのでし上う︒爆発前の苑

清適

掌らほ痕跡を残さないかちです︒かかる憶測はバカげているので

した︒このためヨーロッパ秒或る地域では真夜中に新聞を読むこ

ランスの天文学者達によって観測されていますし︑爆発から生じ

とができたほどです︒現代の科学者はこれをスイ星の尾のせ小に

あって︑およ そ 科 学 者

また他の科学者は現場で発見された放射能を現代の核爆発によ

し︑これが√タンダースカのi星〟と称きれ右ように軋りま

た無数打破片は二カ月にわたって異常な〝白夜〟を現出せしめま

ってひき起こされ■尤結果だと片付けています︒もしそうだとする

したが︑この件に関しては新しい証拠が日毎に

斗−いものでしょうか︒′ばかばかしいー・

ならば︑・放射能を偏びたためであ為というむかしの死者をどのよ

すので︑これが人工の宇宙船と関係かあケたのせあって︑単忙ス

というので反物質の存雇監関する確証さ汎ない説をで・．つちあげて

ルの地域だけ や 贋 ヰ も て

イ星やイン石の落下とは異吼をも

うに説廃しょぅとぃうのでしょうりな．ぜ放射能が約九百平方マイ
多傲の円盤車掌の摩食せ周嘩絃︑料学事の説明は必ずしも既成の

でしょう︒
﹁﹂﹂．1．

ト十歩J

J

き声サミニ／

事実ヰ一致守る滝ので牒ありきせん︒

＿

∵

ヰの爆凝が草警莞貰；■孝三マ・Jん見いし三マイルの高度で

メメメ／計

雪雲′▼メい′メ
ガ‡ヤ
一−￣￣−

ヽ乃木ノ′

二▲， 乍二重

発生7γたということは確実票誠萌され．ています︒生き残った樹木

モ；

Ⅵ校庭敬マヽ肇︵了けちれていてナ特−い吋樺太の尭端は焦げていまず

が下郡のあた

三：、∴ニ；

ぎ莞㌔毎≠

ヅ・連

次の図ほ† タ ン グ
の北方五官マイルの地点です︒これは山九六一年にここを調査し
たソ連︑り探検隊の調査結果に基づくものです︒小さな矢印は薗木
が倒れた方斥 ざ ホ し 辛 す ︒
爆発地外周ガ聖域では鱒芯の竺j空か促進された⁚ことが判明んま

胸裏発は地上一ないし三マイルで

した︒国中の小さな黒い四角克は調査によって土地が肥沃になっ
た地点を示し て い 軍 丁 ウ
実相は鵬凍 何 で ぉ っ た の か ？

爆発範囲
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モ

妙

な

スクワ郊外に現われた

奇

人

地質学者でも医者でも技価にでもなれるのだが．︑そのどれでもな

い︒ただ自分の故郷火星に帰るため︑宇宙ロケサトに乗せてほし

破はその異人を狂人だと心に思った︒その瞬間異人は﹁そうで
す︒精神病院にいました﹂と答えた︒異人は書類を指さして言っ
た︒

物00qOOO
Oと言った︒
い︑

今から二十年以上も前のこと︑モスクワ近郊トウシ

中国語︑日本語︑その他地球で使われているどの雷雲ででも書け

﹁私はロ㌢ア語︑英語︑フラ

が︑ソ連の天文学者アレクサンドル▲■

たのですが︑これは表現力と莱軟さをもたせる必要から︑非常に

ロフ記念ソ連中央航空クヲブに非常に不恩讃な人物が訪れたこと
られてい︑る︒ここにそれを記してみよ員ノ︒
るでだれかに会うような感じを受けて︑帰宅をためらっていた︒

古い賢い種族の言語を使って書きました﹂
㌔嘗類貯は不思議な記号がこまかく書き込んで点った︒彼は顔を

ガザンツエフが航空クラブから家に帰ろづとしているとき︑ま
するとそのとき一人の男が近づいて来た︒その男の歩き方に彼は

どうしてこれが読めます？﹂彼はいらいらした︒

ん．かめr狂人のたわごとではないかと疑ったのである︒﹁でも︑

ー会員に選出された天意貰った︒∴︼の数学者が電子計算機のこ

その対面の直後︑有名な数学者が訪ねてきた︒この学者は十六
才で大学に入りト二十才で

再会す渇ことを約束して別れた︒

する目には偽りの邑を感ずることができなふ．っ．モ異人は半年後

さに手がふるえた︒しかし︑異人の︑意志々伝え

﹁そうです︒それ忙だれ水音いたかもわかサますよ﹂彼は異常

﹁それでは電子計算機でこれを解読で計るというのですか﹂彼
は言った︒

異人が答えた︒

若い惑星仁地球！には胸にかわる機械が発明薄れたでしょう﹂と

その瞬間︑異人の目におだやかな同情の気持が見えた︒﹁この

何か異轟なものを感じた︒その感じは︑その男1異人−が近づく
忙したがって強まった︒異人は頭が大きく︑背が低く︑眼鎗をか
けで
カザン
すべてを理解しているような︑大き虻︑資そうな︑悲しそチな日
であ
ようすすめた︒異人は分厚い啓類を机に置いて︑おだやか旺徴．貧
して彼を見つめ︑彼の目の中忙軽い驚きがあかのを見てとり︒姐
の気持を感受したらしく︑彼が百薬払出して聞いもせぬヶち
う答えた︒
﹁遠い曹す︒これは女学の相談のため▼釘どで紛ありません︒私
軋あなた灯将来役立つことをお話に来たのです﹂
木可解忙
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金 星

て科学者の見た金星

・埼∵

生 命

笥日朝舶川

に は

−

が あ

︵ワシントン発Vp工︺最近科学者︵複数︶は金星は全然死の

世界ではないと宣言しでいる︒金星は夜空に優美に輝いている星

である一︒太陽と月を除けは天空で最む明るく輝く天体でぁ鳶∵
説によれは一九六五年前の
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−■ノ
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それはともかくとして︑三年前の一九六二年Ⅵ十二月十四日に︑

記した︒火星人は地球人のような発声方法で自分がだれであるか 行者たちの道を照らしたという︒
を知らせようと努力した︒ところが︑シベリアの商人と巡査は彼

し七少し不気味な報告を送り返してきた︒その要点は︑美しいけ

人工惑星のマリナー二号が金星から二万一千マイルの距離を通過

挙世冠間︑火星人は地球人と共同生活を続けつつ毎日日記を書

−火星人卜を狂人と思って精神病院に収容してしまったのである︒

き続けた︒火星の民は太古の資明な撞族であって︑地球の発展段

ナーの電波係によれは︑金星の表面温度はF八〇〇廷で︑それは

れども金星には疑いもなく生命はないということであつた︒マリ

亜鉛の融点よりも高温でおる︒これは以前に地上の電波望遠鏡で

階をとうの昔に経過してきており︑ウソ偽り︑偽善︑ネコかむり
などの地球的人間関係をもつていない︒火星人︵異人︶は火星の

︑才︐

．ソバブリク七巻〟1I

〝物象の影〟以外に

＋

ところによると︑高温説は金星の大気中濫発生サ牒電子力懐射の

ン・J・F・マクドナルド博士が上院宇雷問題委員会監証肯した

ロサγジェルスのケアーリフォーニア大学の天体物壇学者ゴ．−ド

多くは電汲による測定の官用慶に疑惑を投げて．いるのである〇

面温度を六〇〇度ないし七〇〇度に下げてきた∵そー︶て科学者の

ところが．マリナ⊥亭の報告から数年たづて刹学者牒金星の表

う結論を支線するよシに思われた︒

すぎて如何なる想像し得る竃魔の生命の存在も不可能であるとい

民よりほるかにうまくやってのけ︑精力的である地球人が︑いつ 得られた資料︑すなわち金星の厚い雲で覆われ七層の下部は高温
か自分を︑あの厳しいがなつかしい火星に送り返してくれるだろ

く

ぅと期待している﹂

5

とら

ラトー

囚われし人にとりては︑真実とは
何の意 味 も な か る べ し

ー

22

ための襲った解釈かもしれないという︒彼と︑ダラスの高等研究

︹ハリウ．・ブド空九六五年十二月二十月︵ⅧP
︼

話した！ニjれほ冗儲で裾な心∵凍

るところによると︑先月発生し空一

に円盤︵複数︶が彼のホテルの窓の所へ

マンが誓って語

クの犬侍電中

で来て︑円盤

ィル︵注︒北米産のヨタカの類︶の暗を声のような音がす

私は︵筆者は凌がからかつているのではないかと患って彼の顔

ぅに思われるからだということでした﹂

員が私虹恵んカ︑骨．た■のは私の心に邪心や憎悪などがないよ

ん私が彼らの波長に同調していたからでん一ょう︒円盤の乗

た︒それは他人には聞こえなかったかもしれません︒たぶ

私に若しかけてくるのが聞こえ㌢す︒その言葉は英語でし

富と中の人間がち上うど拡声器．を使鳳して

ついているのか︑申に人間がいかのかはわかりません8す

るのを開きました︒円盤の﹁つはオレシジ色で他の一っは

﹁ホテルの十二階にある私の象の協の外をホィプパーサ

行士殊空″誌忙．︑義孝金星は発しいは・かヴでなく
るかも．レれないと

ご
波廟㈲か．サ∵一つの巨大な山脾が交差もてやて二つはロブ七㌻
山ほ︑ど．聖草ざ璧埜㌣他の■﹂っは営つ孝長いことを推測している﹂

三月十盲i・青菜計賢遵が発射した土偶の金星ロル

︑︑Jノ

∴・
しし

l

執す

︑ナl

えられないという︒﹁われわれは美味に金星へ行って温監計を使 も気が狂っていたのかもしれない︒ホイブt﹁マンは円盤映画の宣
用しない限り真の温度はわかりはしない﹂と述べた︒
伝をやっているのではなかった︒また彼は軋蛋目撃を売り物にし

ころによると︑電波という方法が信頼すべき解答を与えるとは考 をさぐつてみたが︑相手は全く真剣そのものであった︒−それと

米航空宇宙局の高い地位にある一科学者がm二P二王記者に語ったと

男見町．よ
方︑それも電波を利用するので混乱が起こることも考えられる︒

′

を書い阜︒
に▲とつで嵐当でをき∵彼は線ゆる︒▲■﹁金星忙は手頃な温度をも

に冷静になって・いたとき円．笹木飛来した︒

ホrッミン誓じや芙で∵夜明けちょと前に完全

垂﹂した原因は自分史ちにあると怒ごい．㌻

の乗員と話し合ったぞその．セき乗眉はこの．．犬停電をひき

き＝ イ

︵プアーノン・スご︒言記︶米国の俳優†チエ

窃岡西串セン

イットマンが空飛ぷ円塞に乗った小さな縁．邑の人間たちと

た
大気の許たい静分で楽譜しているかも㌧レれないとヘスは言這た︒
﹁結尽この地準工芸盛や多蟄顛の・ブタシケトン∵ほ乳動物さ㌧え
も海中で生ぎてい・脊が∵そ打と同様だ﹂・という︒

】シソ
や ￣．ヨート

青色でした？二つ共異常な蛍光を発していますので︑窓が

先且︑濱置研究所侃ハ︑﹁バ・．1ト▲▲・；りトドマヤ博士は≠苗飛

つ l

星偲何ふの生命瓜住象であかょもしれないという説に意見が哀
し︒

三菱の．丁∵∵．▼臥㌧へ︑ス隠士は同委見合肛たいする証言で︑金

米国の俳優、円盤・の乗員とコンタクト

ノ

㌣小

㌻︐一〜1

てタ〆酒にありつけるよケな有名人且篭ろう支いサ気・持もなふっ
た︒彼は話題続
﹁乗員たちは地球を恐れているという七とでした︒これは
人が或る〝物〟でもってよけいな事せや▲っ
は宇宙のバラγスを破るかもしれないかちです﹂ホィッ下㌣yの
顔は信ずる者の熱心さで輝いていた︒

一

▲J

﹁あの大停電は彼らのカを示すためのちょつ．とした≠モンスト
レイジエソにすぎず︑必要とあらはもっと多くの物事が腐単にや
れるのだと乗員ほ語りました︒それは掛告として役立つのだそう
です︒全地球上の機能を停止させることもできると語っていまし
た﹂
これにはホイブJマンも少々とまどつたけれども︑この小さな
緑色の人間たちと友好的に話し続けることを望んだ︒

生

ノ

︑．

∵㌧い∴∵

の 谷 間

∴．t一．︑︼t．ト

と■ 死

先般発生tた全日空機の大惨事の直前︑テレパシックな予感に

よって乗らなかったために助かったという人が数名いるようです︒

そこでここではテレパシー研究家として有名な米国デューク大学

超心理学教授J・B・ワイン博士が集也た事例のうちテレバy−

と思われる実例を少しあげてみます︒

旧著い婦人が嘗を見た︒夢では彼女の兄が一通の電報を手にして

沈みかけている船のトモに立っていた︒彼の周囲には泣きながら

立っている親類が数人いる︒その鉛の名は．アンダスン〟 であっ

まもなく彼女は兄の乗組んでぃた油槽船リバブけ′ヅ⁚ク号が

た︒t以上彼女の夢r

の攻撃を受けて兄が死んだという電信を受け取うた︒更に詳細を

﹁彼らは私が地球上監存在する邪悪︑偏見︑憎悪などと戦うペ
く︑できるだけの事をやるようにと言い残して飛び立って行き￡

った︒

調べでみると︑その紛の船長の名がアンダスンであることがわか

した︒円盤の大きさについてはよくわかりませんが︑それらが飛
び去ったとき︑私は意気揚々たる感じがしました︒心中にショッ

闇英国人ウィリアム・℡・ステッドは一九一二年︑渡米に先立ち

クさえ受けませんでした︒決して眠って夢を見

鶉友のトゥデイル師に再会を約していた︒一九一二年四月八日の

晩︑ト⁚ワディルー家は午後十一時に就襲した︒女中のアイダとマ

ブキリと目を大きくあけていたからです︒
彼らが私をコンタクトの相手に選んだ理由はわかりませんが︑

ーサは子供たちと一緒に育児室で寝ていた︒・・・まもなく育児

ん︒私は窓のところに立っていて︑コンタクトのあいだずつとハ

神旺誓って言えるのは︑彼らはたしかに窓の外にいて︑私に話し

室の外側の廊下や上り段のあたりから発する号泣の声を二人の女
一かけたということです﹂
中は
たク
︒よほど沢山の人が大悲惨事に遭遇したらしい横子だ
・裂
この次もしワナを待った白い服を着た小さな地球人と
コ開
ンいグ
ートしたら気をつけろと私はホイブトマンに忠告した︒ と二人は感じた︒それほ約十分間あるいはそれ以上続いてやんで

−2す−

したがって八日葦に女中の開いた声は事前のもので透り︑夫人が

しまった︒一方トてアイルの妻は彼のところにかけ寄って言っ虎︒ タイダニツタ号のサザンブトン出港は四月十日Ⅵ七・
﹁まつ季の準い．斗ケゴや顔の周囲紅ヒゲの学芸小るl人の男

た作琴ズボンをはいて悲しげな顔つきで零箋に入って凍た︒﹁お

制一人の男が或る晩着がえをしている最中︑その父が油でよごれ

が今各所を通ゆ枝弄こ合∵衣服は灰色がかったツイトドのもので︑十五日に開いた声は事後のものであるれしかし事潜と時刻は一致
しているQ正夢と対応する看過しがたい．′㌘でかったといえる︒
上賢い香寺外層せ清孝いた︒それからまもなく群集の怒号の
㌍何か．の大惨唇に遭遇して示るとし▲か思えない︒声は家の中から

轟が聞・†ぇた︒

父さん！﹂と男は叫んで手をさしのべ．た︒吏欄届い毒手をかわす

そのときペルが鳴ったので著者はあわてて海摩をかけ寓りた︒

や否や︑かき消すよう虹姿を消した︒

褐Lと盲が︑見当がうふなかつ・た﹂
音執︑′ス﹂ァふの凛った旅客船タイ皇．ツタ号が磯没した三

−．ズ吾ヤアィ．

ニ㌻〆啓が氷山主調突したのは西片ヰ由自牛後十一時三十五分で︑戸白にはメッセンジャーボーイが立ケていた管彼が渡七た電報

沈没したⅥ甘十五日の午前二時二十分であったっト⁚ワディル家のは︑数首マイル産れた所で︑彼の父が訂動革修蟄工場で作業中に

った︒後日ト⁚ワデイルが妻にステ一プrの写真を見せると︑彼女の

上げた二度読んだことのある▲書物なので︑手あかり次虜．警−

一九四七年没の米国の女流作家︶の小説〝大司教の最後〟＼智取り

死んだという知らせであつた︒
女中が号泣Ⅵ骨を関心長のが八日の牛後十蒜半頃︑披か妻が争
泣の声を開き︑かつ人の姿を見たのが十五日の午前一時半頃であ ㈲フランス生まれの銀行家が或る夜何心なくウィヲギャザー︵注︒
見た人の姿はそれと酷似しており∴そ．打勝装もスデッドが平素着

用したものであったという︒彦イ褒卓立〆号の生存者た首は次玖 ジ
小説せ読んだときは︑こ．の場面で殊更に感情せかせ乱されること
よ㌢に誇っている︒

ヶ絞りた悲蘭某㈲Ⅵ．苦悶の合奏は︑陰耳と畠を流した周琶菩ん

泣いだや欄母の死わ．ときだけだっ・た︒それで今泣くというのは父

いう・七とだった︒それで披は次のよヶに考えた︒﹁成人してかち

のは今なお父が生きているフラノ？で母．が死亡したときたけだと

﹁そのとき我々の耳孝打↓寵騒音は︑人間界で頭かれた最も物 は
すごいものであつ七︒千六盲の人間が死め海隠緻入したと針に頗 チJで気づいたのは︑彼がおとなになってから涙を流して泣いた

曙琴か阜響惹悲乳と絶叫は実に一時間にわたって続い亮1我々

の死以外にあり得ない﹈翌日彼は父が死ん虎こと−例の小説を読

ぎ・いで
生存者耳それ気味意．い廓宋魔の叫びから由が・．れたいはか㌢に腕の

鳶服y

んでいた時刻に−を知らせる電報を受け取った︒

穆

つ．つぐ晩卜温いだ︒あのときのものすごい悲鳴はおそらく終生我
々の耳につきまとうであろう●●●﹂

5
2

⑳

y・ロ

ニユ−イングランドの重要な目撃事件
〆

イ

ド

lニーイングヲンドのこの異常な目撃事件は一九六五年九月三
日にニューハγプyヤー州エクセクー付近七発生した︒
その日午前十二時tニ十分頓にエクセ㌢卜響察署の替官ユーダン
パー！ワン ド は 1 エ ク セ ク ー

J

ムスカレロはラブセル家の人々を起こそうどしてドアlをどんど

んたたいたが︑この少年が酔っぱらつているものと思った家人は

ドアーをあけようとはしなかった︒ついにあきらめたムスカレロ

は通りかかった車をとめてエク七夕一審察署へ急行した︒

年前二時四十五分頃にムスカレロは内勤攣準の・ルジナルド・ダウ

ヲンドに事件を報告したが︑恐怖のた也にま杢阜㊨町なり︑口も

ろくにきけない有様である︒バートランド攣官が暑へ呼びもどき

にも見当らなかった︒そこでバート二7yドは一緒に野原を探して

れて︑ムスカレロを車に乗せ︑現場へ引き返したが︑物体はどこ

みることにして︑彼が一つィーをあちこち照らしていたとき︑ムス

て打た︼婦人のはうへ近寄った︒この女が興奮して語るところに カレロは近くの樹木のケしろから例の物体がゆつくりと上昇する

ものすごくきらめく赤い明滅する光を放ちながら︑樹木くらいの

ょると︑輝く赤色を帯びた一個の飛ぶ物体にょって一〇一号路線 のを見た︒﹁出たぞトッ！﹂と彼が大声で叫ぶと︑パ﹂トランド
を十二マイルものあいだ追跡されたというのである︒その物体は は摂り向いて︑一個の大きな黒い物体が︑一列になら≠だ甲つの

の富さの智東を越えて︑二人から育フィート以内に近づいて来た︒

この事件後約三十分してから︑エクセクーの郊外二マイルはか 高さで野原へ入って行くのが見えた︒すると物体は七十フ﹂−寸

彼女の草をめがけて数度急降下した︒
りの一五〇号路線を︑十八才のノーマyトムスカレロが町の方へ

て礎助を求めた︒ディザイッド・R・ハント替官が激分以内乾到

人ほ奉へ土管′込み︑バー・トランドはただちに無電で本部へ連絡t

行くどれかの亭に便乗させてもらおうと思いながら歩いていた︒ 本能的にバートランドほ腰の拳銃に手をのはしたが︑革に乗渇ほ
突然彼は少なくとも四つのものすごくきらめく赤色の明滅する光 ぅがよいと考えて︑ムスカレロに車中へ退避せJ七ゼなつた二二
を飛ぶのを見七びっくりした︒それはクヲイド●ヲyセル氏の家

昏官バートテンドどノーマン・ムスカレロが物体を見たの濾大
りである︒

体監約十分問で︑ハンーr警官が来てから目撃したのは五分問はか

強弱に変化する四つの赤色光は︑．規則正しく順次に左から右へ︑

思われた？物体の光があまりに強烈なのでラッセルⅥ家ほ赤色光
これはラッセルの家よりもうんと長いl︑完全に無音であつた︒

で照らされた︒その物体の長きは八十ないし九十フィートあり1

しろへしヤがみ亡んだため︑物体は彼の方へ近寄って来るように

の上空で停止したが︑恐れたノ仁マンが野原との境目の石垣のう 着して︑三名は物休が樹木のむこうへ去って行くのせ見守ったG

を放つ一個の物体が付近の森から飛び出て︑

鵬

ーー
一記事旺よれば︑空軍の一将校がその後エクセクー市内の新開を
一 左から右へと官らめいたようで協った︒パー†孝ツドの詣では1
部．その光は見たこともない強烈微光で︑その光度はわず．か数ヤード 売っで■いる店をすべて巡回しで︑詳細な記事を乱せたマンチェス
一 の哀簸で顔面に直射するときの草のヘッドライナに似たようなも
ターの−呈ニオン・リーーダー〟紙のコピトをすべて買ったという︒

のだというr︶光が強弱に変化した読子からみれは︑これは人間の
哲官た質問する綴紅空軍将校は特に物体の大きさや診に関心を寄
手で建造された嚢物で︑∴絶対紅白然撃家ではないという印象をバせた︒

ます︒また或ろコンタクティ1が︑円盤は地球布教の中心部ぁら

︵12ぺー・ジより︶

早そその反射光のためにカグ現象︵注︒太鱒−月なセに撃J為︶

出てくるのだと教えられたと称するならば︑やはり私はそれを葱

−ナヲンドは受けたとい
を起こしていた○

きた円盤が和一次元の世界の中に消滅したという人もあ鞍草て㌧

接近してきたときでも看破紺こえなかったが︑付近の納壷にい 偽とみなし言ノ︒個芸コツ・タクト物許芸いてせ芸相星誓
た動物たちは明らか忙何か恐怖すべき物を感じた︒いな㌧ないて小 っても主要−怒竺致すべきです︒
蜃をけった針したから琴二匹の犬は威しくぼえたてた︒替察の

巡回自動革の無電装置にはべつに故歯が起こらなかったし︑電気 この人の話は真実かインチキのどちらかです︒・真実とせ施ほ︑路
系統監も影響はなかった︒野原には焦げた跡もくぼみもなかつ▼た盤
っの推進原型を知っていなか．っ長た軌に︑降壇が消親したの恩L
くm二好二じの目撃を報告守るために聾察へ電話をかけようともてい

かつて人々ほ円盤は≡真二問の生きた有機

慮されるべきで︑また地諜人の知議の限界をも考える・ベ㌢です︒

この事件監粥産んて∵氏名不摩の興奮した一人の男がその朝早 誤って考えたのセし辛う．︒ゆえ紀︑あ・らゆ
た︒

たわけではなかったのにー㌧

これはすべて地球人閏年無知誓るも．署∵惑星人灯の無知かせj
いではありませんっ

元から来るとか︑こTレポートされるのだなどと考え冬ものでナe
．A

くれ﹂逐興奮ん七嶺んだ︒しか．んつ一ながらないうちに電蓄はだめ
になって．しせっ㌢勇も電話ポ．づクスもその後UFすに追跡さ郡

膏薬がこの事件をチエーハンプシャ﹂州ポーツマスのピース空 問 右の質問に踵逢して︑惑星人ばあなたが琴レられないような
軍基地へ報苧レたあと︑一少佐と中尉が軍頗の守までやって来た︒ 寧を言ったことがあります・か▼0

を彼らが言ったことはあり・ます軒じかし後．払私が知識において少

彼らは瞥官たちに尋問して現場へ連行した︒激しい質問の後︑地 答いぁりません︒しかし私が⁝当時はし受け入れられなかつ︑だ牒
方人に恐怖心膏撃

血︑リⅦ耶

し進歩してから彼らの情報が正しかlノつ鱒ト︸とがおかケ首した∵

ある︒確証されない

新開故に知らせないようにと申し渡されたqだが遷すぎた︒数名
の記者がすでにこの事件をかぎつけ

■
、
￣T■も・
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十 L

る敵い甘傾が蘇．つ▲．でいたこ阜を今で・もおはえていますが︑・この志

は遵康き一れませんでしたGですから一九六三年の場合もおそらく

失望する．ご一とになるのではないか．と息つ▼ていました︒彼はアント．′

ュ
クー・ク
ワープのすん・モーレ1天人︵注︒ベルギーニじ1Pのリー．ダ1︶

と一緒にバーゼルへ到着しましたが︵・注︒バ．1ゼルは

在住地︶︑彼の心はローマヘ飛んでいましたので︵注︒アダムス

キーはプアテイカンで法王と会見することを再度切望した︶︑メ

とにしましたヶ今度は法王ヨハネ二十三世との会見です︒．﹁今度

イと私が旅費を出すことにし︑もう一度運だめしをやってみるこ

として︑′またヨーチッパきっての女流円盤研究家として多年清慮

取った個人約なメッセ・1ジを法王佗渡すこと尤なってい㌧るん．だ﹂

はきっと会ってもらえるだろう︒数週間前コぺェー

肇者ルウ●ツインスッユターク女史はスイス8Apのり↓ダI
んてきた人で︑彼女の．論説ほしばしば英国の円盤研究誌．iライ

とジョージは語りましたG

︵注︒夫三年のヨーロッパ請済旅行の

ダム

途中︑エペンハーグγで〝或る人物〟から慮王宛のメ賞与一夕を

イン〆●ソーサー．・ヤプキー〟誌に掲載された︒一九六三年にア
が宮殿に入右のな目撃した︒これ忙ついては英国のデス′モンド・

●ピエト・ロ大聖堂の前虹行くこL壱なっているといサや■で苦

託された︶彼の詣では︑去月三十∵日金礪月の午前十一■隠賢ン

私たちは予定時刻前に彼をそと

レズリーが書い・た記事を本誌前号に掲載したが︑ルウの記事は更
−網

者

に詳細に当時の様子を伝えていて興味深い︒

へ通じる石段のところへ′到草した妄首∴ザ÷ゼ服過た．輿を．見通

してすぐに口を粥きました∵﹁例の男ぶ小る′骨が見え−†⊥時間 −

すはやく彼は私た▲ちを凝れて歩いて行宮︑群集のあ．いだを通り抜

叔かりして帰って来るから同じ璧筈持．って聖モユご

ジョージ・ ア ダ
追憶の記事で︑私は∵九六三年の五月から六月忙かけてローマで

のにはじめて気付きました︒私たちが立っていた場所から首メ1

左方へ歩いて行くのです︒その方向に一枚の木製のドアーがある

入ってゆくものとばかり思っていたからです︒しかしジョージは

けて大聖堂の入口の左手の方へ向かっ一て行きました︒私はそのと
きまで右手を見ていました︒スイス人の護衛兵のいる門を通って

アダム
してもよろしいかと思います︒読者はきつと興味をもたれるで七

た︒氏はすでに亡くなりまレたので︑当時起こつた出来事をお話

よ汽ノ0

私は一九五九年に一度ジi−ジのお伴をしモローマへ行ったこ
とがあります︒そのとき法王ピオに個人的に会いたいという切な

一三治

トルはかりのところです︒このドアーは少し開いていて︑一人の たら一﹁うん︑そう思う︒少なくともそう．いう印象を受けた﹂とゾ

た法王は新開社に公表されたような．広場に画した部屋に藻てい

男がその内側に立っていました︒だれかを待っているようです︒ 曹−ザは言います︒どうも法王の側近であるらしく︑信任の秘密
この男は黒い服を着ていましたが僧服ではありません︒胸のとこ 顧問のようであり︑多くの物事を知っているということです︒ま
ろに篭のついた光る物があるのが見えました︒桐のチi︐キの一

ました︒﹁法王は決しt瀕死の洩態ではない︒食べられないから

部のようでもあるし︑金属板のような物にも見えます︒その色は るのではなく︑部屋の窓はゲ二′テイカン庭嵐︵注︒宮廉の裏手︶
赤と簸でした︒その臣蝕まで紀は多勢の人がいましたが︑私はド に向いていたとも語ります︒ゾすIジは断固たる態度でつ．け加え
ア−のところの男の様子を見たのです︒

i−ゾがヴ7テイカン宮鰯内部へ入ったからといぅ

ていて︑少し赤味がかつてさえいる︒私は胃ガンで死にかかつて

メイと私はそのあと大聖堂の中へ入って行き︑続いて食堂へ入 たしかに弱ってはいるけれどふ︑子供のよ㌢軋きれいな皮膚をし
りました︒﹂ y

て実際に法王に会うとは破らないことがわかつてはいたものの︑ いる人たちを見たことがあるが︑その皮膚は㌢んと違ったもかに
二人は心がはずむのをお㌣えました︒朝刊は法王の健康状態につ 見えた︒それなのに法王忙は手術せ應そうともし牢い︒手術を受

されないことになケます︒．これは面白い︑と思いました︒

隠Bの朝刊では最悪の事態を伝えました︒

したことを報じ︑血色もよくなったと述べていました︒しかし土

ところがちょうどその夕方ローマの新訂は法王の状態がもち直

いて博いニューズを粧せています︒しかしジー一夕が正面入口以 けるの濫そんなに年をとってい争わけでもないのに卜∵ハ︐−●
外の別な入口から入ったとトうことは︑毎日の訪問者名簿忙記載 トゥルーマツは八十才のときにこの事術を受けたんだ﹂︑
一時間後に私たちは再びジゴ⁚＼ジ監会いました︒彼が見えなく

なっ

ウたよ﹂と彼は深い声でゆつくりと︑しかも勝ち誇りたように言 ランへ行きました︒ジョージはずマネギ付き．のキデ√久右

は喜色満面というところで︑茶色の日は宝石▲のように輝いていま jて最初の興奮がおさまナてから私は昼食はどうかとゾコーダ
す︒この横手をいつまでも忘れることはできません︒﹁法王に牟 に轟ねたら喜んで同意しま⊥たので︑一同は或るすてき釘レスト

のブラステイ︐ク

透
⑳明な覆いの下にきわめて呉線な銘があれ針そそれ鱒私がかつ
∵ノ

−

次の日

せるにはかなりの時間がかふりまんた︒

いまし㌢▼﹁法王は私と話した︒私はメプセージを渡した﹂それ ぜし．たが︑給仕たち．のだれ予1の英語を知
で法王は私に祝福の言葉を与えてくれた︒結局或る物事がうまく 私もこのイダサ．ア裔を思い出せなかつたた訂で彼の意志を通じさ
いったんだ﹂
法主との会見その．ものは数分間にすぎなかったけれども︑その
あとダフ−ジは入口で迎えてくれた例の男とかなりの時間をすご
したということでした︒﹁その人は宇宙人ですか？﹂と私が尋ね

ー29−−

トはあり︑そうでなけれは二十二カヲソ・トはあります︒もともと
金細工師の娘ですから私の推測は誤っていないと思います︒この
メダルは少なくとも二百ないし三百スイスフランの価値があるで
しょう︒ジョージがそんなものを買うはずはありません︒彼は現
金を持ち歩かぬ人で︑各国の通貨の相違も知ってはいません︒ま
た私たちが付き添わないで町の中へ出ることもありません︒
次の日にローマの空港で彼と別れたとき︑彼はまだ楽しそうな
気分にひたっていました︒そのときの写真がそれを示しています︒
これが彼を見る最後だろうという気がしましたが︑法王との会見
に私が一役果たしたということから私もうれしくなっていました︒
そしてそのとき初めてジョージ●アダムスキーなる人物がこの世
における何かの使者であったのだということが私の胸に響いてき
たのでした︒もっとも彼は内奥の秘密を決して洩らしてはくれま
せんでしたが− ︒

ノ

ノ

披か使命を完全に遂行したかどうか︑また最後までその特殊な
仕事によつて見事な劇を演じたかどうかは︑私の判断の限りでは

ありません︒しかし彼がヨハネ二十三世の死ぬ三日前の一九六tニ

のです︒また披が語ったように︑別な重要な建物

年六月三日月耀日に法王から待ち受けられて対面したことを私は
．知ってい矛

で別な重要な会見︵複数︶が行なわれたと信じてやみません︒

プアテイカン宮腰のサン・，ピエトロ大聖堂前の広場

こ−30一−

◎先やぉ知らせし﹁まし七ように日本GApには．〝ロD″と称する研究会があり︑毎月一回東京都内で会合を開いており

ます︒これについ▲てま尭よくご存知ない方もあるようですから︑あらためて内容をここに記すことにしますので︑なる
べく多数ご出席下さいますようお願い．．い施します︒

◎pDというの元宇宙研究同好会の略称です︒といっても本会とは別個な団体ではなく1日本仁T▲ pの別称ですから・

いわば本会そのものでサが︑ただ会合を主体たした研究会であるために一応〝VD″といっているわげセす︒

◎上の会合を待った選由は次のとおりですb私たちは家紅ただ一人でこもって静かに読書したり冥想したりすることも

大切ですが︑■とき忙は多勢の人と直接元コン．タクトtて話し合いや討論を行なったり意見の交換をしたりすることも重

軍です︒．必ずや何か得るところがあるはずです︒その意味でこの汀こじの会合はかなりの成果をあげてまいりました︒

︑方でも行ないたいのですが︑目下会長が多忙の允めその余裕がなく︑当分の間左記の場所を会場としますから都内また
席でせまサ︒
毎月第二日曜日︑︶

正午から牛後一時まで休けい︒午後一時から午後五時まで．昼の会㌔

．はその近辺の方︑あるいはたまたま開催日頃紅上京された方はふるつてご参加下さい︒日本G▲P会員ならだれでも出
◎月時

◎藤間∵年前九時から正午までは∫朝の会㌔

∴乍後五時かち午後六時まで休けい︒・午後六時から午後九暗まで一夜の会∵

有方︒電話︵四一六︶〇五一九︒

醇二二時から少し無想︒個人的な研究発表︒講話︒録音テープの公開そ
会ほ主として個人的な話し合い︒
∴東京郊世田谷区喜多見町ニー八七︑曽故

乗って▲．成城学園前■駅︵二月までの汀二D会合下車駅︶の次の．喜多見″駅で降りて勧業銀行︑オモチャ虔

新宿からの場合に・は小田急線に

︵二月までは世田谷区成城町

◎内容∴議の会竜王として真の科学″を研究⁚昼の会〟は慧の科岸その他の∴ァーマにつぃて全般的垣

◎会場﹁

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

の中田氏宅で行なつ七おっましたが︑主月より曽根氏宅に変更しました︶
の前を通ってす．ぐですむ詳細は左ペ・−ジの地図を参照︒

一回．一人盲円パ茶菓代等を含む．︶これはニュ▲−ズレター誌代とは即︒由席亭忙は別製のパシフレットを差し
上げま焉

を必要とし
∵︶

◎食事．：各自靡彦濫て可︒ただし曽根氏宅から注文もいたします︒携行品として毎回■アダムスキー著⊥生命の科学︐

◎会費

■

・′一

F

i−rr

毒編

集

後

記i

◎本号はt一月中旬に発行予定でしたが︑一カ月も遅れる始末と相
成りました・︒毎回遅れて申し訳ありません︒今や資金も底をつき︑
加うるに多忙のために︑本．誌刊行は困塊をjゎめていますが︑縄
者が健在の限り決して刊行を中止しませんからご安心下さい︒会
員各位の絶大なご支澄と激励には心から感謝申し上げておりますU
◎本号からC・A●ハニー氏の．テレパシー講座〟 は掲戟を中止
することにしました︒一般円盤関係の資料が錨そうしているのと︑
それ忙 〝≠レバy−講座〟の内容が近来きあめて購解な哲学的五
∴ものとなつてきた止めに︑円盤研究誌としての性格からはずれる
ことなどがその翌由ですロハ：−氏はまれ鑑みる英才てその論
説はすぐれていますが︑生活のガイドとしてはアダムスキー著 〝
テレパy−㌧と 〝生命の科学〟で充分であろうと思います︒

◎アダムスキ﹂著≠

︒

行されました‖︒決して宣伝の行なわれない書物ですが︑着実に人
々の目にとま・るようです︒未入手の方は直接左記宛にご注文下さ

亨

東京都文京区西片デ■日一五の一八︑文久書林︵︵堰替・東京
二五二こ竜一部莞傲二三〇円ウ送料四〇円︒
︵注意！ 文久書林は二月七日から右の新所在地へ移転じ諷し
た︶

◎本号中の記事 〝モスク㌣郊外に現われた奇妙な人物．について
詳細を知りた小方は左記の著書をお読み下さい︒これは全篇がコ
ング久トの物象ではなく一↑大半‖嫁光臨探険記なのですが︑学問的

価値の高い書物や︑一読濫あたいします︒
アレクサン∫ル・カザすげ
●

三野

備代

三荘
○冨
円士

政大学出版局発行︵表替●東京九五

三五〇ページ︒

8見

◎昨年十一月十九月より五日間早稲田大学で開催された早稲田祭

升出席の方でも許望者には鼠布するということですから︑送料共
一二〇円を添えてじこ芸語例抱当の曽填有氏気付VD係へ毎月第一
日曜日頓に申し込んで下さい︒これは月刊機関誌です︒

神奈川県庭木市金田三八八7・和田這隆
◎本誌のこの部分を型版中に入った連絡により首すと︑UD例会
の琴に出席者に配布するパン

︒

替東京三六七八大︶・睾意三．〇〇円9送料五〇円︒
◎本誌のバヅクナンバl二堰了︶は目下次のも玖が在庫していま
す︒一九六三卑九月十星ワ︵一〇〇円︶︑六五年五月六片号︑七
月八月号︑第三〇号︵艮上各三5．円︶
◎右以外．の各号はすべて品切れとな三﹂おり︑そのため旧号の増
刷を望む声もあり書す爪りで︑都内の有志の方々のご厚意粒より︑
目下旧号の・増刷な準備中です︒これについては左記へご照会下さ

東京撃†汽缶区神石佐久間町一の一て株式会軍産 報︵振

説明があります．

避心理学の研究家として高名．な︑本会の有力な会員であ牒積木健
氏がテレパシー実験署の公鼠実験を行なわれることにな・つそいま
す︒この更改益については同氏の著書〝超心聾学入門〟一に詳細な

する余裕はあり書せんからご了承†さい二二月十三召の会合で・隠

力により少部数のみ作製されるものでして︑GAP全会員に頒布

◎Ⅴコの会合ほ毎月革官八灯二付なわれています︒ご存知ない方が多
いようなので︑ちらためて詳細欄を謁戟しました︒ふるってご出席
下さい︒出席者にはこ一ピ1ふ市による別製パンフレットを酎布しま
すが︑これには本誌中紅渇戟しきれない興味ある有益な記事が乾
せられていますゥこのパンフレ吊ノトは都内在住の有忍会員灯ご努
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付私信が到着しました︒これは当方から贈呈した．生命の科学．

ー︑
において姜盲円盤研究会︵同大学学生森鼠十九男氏主事・日本

六十才くらいの婦人です︒
◎去る二月十五日の午後六時頃︑当市在住の私の友人である増野
一郎氏が犬をつれて川の土手道を散歩中︑突如北方の空にクマゴ
塾の白銀色に輝く物体が出現し︑水平にかなりのスピードで東か
ら酉へ飛んで空中で消滅したのを目撃されました︒氏は航空機研
究家であり︑また六イγチ反射望遠鏡を所持する天体観測豪でも
ぁり︑天空の観測には憤れている人ですから︑先ずは円盤に間違

◎全日空機の大惨事の際︑テレパシックな予感によって乗らなか

いなかったと思っています︶

ーサとが写っているカラ1写真が同封してありました︒どちらも

G▲Pの外郭団体︶′は展示部門で参加し︑当方浪供の円盤写真 邦訳版旺たいする礼状で︑それによれは︑米国ではア氏の支持者
が次第旺増加しっつあるということです︒なおアリスと秘書のマ
その他の資料を公開して多大の成果をあげました︒特忙入場者か
らとぅたアンケートは興味深く︑現代の学生の円盤問題にたいす
る反応を如実に示しています︒この結果報告は同会発行の機関誌
．宇宙円盤研究会誌．第三号に掲載されています︒入手希望者は
左記宛お申込下 き い ︒ 送 料 共 一 二 〇 円
東京都新宿区戸塚町一ノ六〇七︑柳井方︑ 森脇十九男
◎アダムスキーにたいしては依然として攻撃が行なわれており︑
なかにはひどく感情的になって妨害工作をする団休もありますが︑
私の信念は不動です︒かつてニチータトニフンドd▲Pのへyク■
ヒyフェチーが私信でもつて次のように言ってきたことがありま
す︒

れ鴇欝

ったため忙助かったという人が数名いるようです︒今やテレパy
−現象が存在することは厳然たる事実で︑これが次第げ二般で認
識されつつあることは︑マスコミが．テレパy−〟という語をし

に対立してくる▲氏の心理を分析してみれは．結局そ
．以外の何物でもないことがわかる︒︵注︒▲氏とは

ニュークーラアドの或る研究家︶われわれは冷静な態度を持して

かったといえるでしJう︒お互い監頑張ろうではありませんか︒

きりに使用することでもわかります︒私たちの努力は誤っていな

田

P

八 郎

第三一号

︵久︶

◎一九五二年十−月二十日︑デザート●セγダーにおけるアダム

19るる

保

本 G A

頒価↓三〇円・送料こ0円

〜鐸甑節覧輩転

︵ 別 称 ・ P カ ︶
島根県益田市益田古川

日

日本GAPニュしスレタl
所

翻訳編集費行人

行

久

勇気と忍耐力をもって前進しょうではないか﹂
スキーの歴史的事件の六名の目撃者の一人で︑ア氏の秘書であっ
たルーシー・マタギ一lス女史は︑数年前ア氏のもとを離れて話題
をまきましたが︑これが巷間に伝えられるような．ア氏に疑惑を
起こして″離別したのでないことは︑昨年十二月にルIy−から

第31号

私宛に来た次のような書簡虹よってもわかりますー
﹁アダムスキー︑キ†ロル●ハニー︑その他私たちにたいして

あなたがこれまで如何に忠実な友であったかということを私はよ
く知っています︒私も冨S首L︵注︒実見記の略称︶やIT二只 S
︵注︒同乗記の略称・︶に述べてあるジョージの体験や膏学を支持
◎米国せ▲p本部のアリス・E・ウェルズ女史から今年一月十日

し続けています︒また惑星人来訪の事実を知っています⁚・﹂
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