ヽJ

一一19 る る一
第32号目次

人間は奉仕単位‥・り…‥……・＝…………一 ス・E・ウェルズ

最近の掃報■恒‥…−一…‥…‥‥・・……・……‥￠・▲・ハニー

史V

アダムスキーの体験は事実なり‥・…・・・……・，‥ロウヲyド●クセヲ

∧■

り＿ヲクセイシュyの効用（遺稿）・‥‥・…・‥・8・アダムスキ￣

12

1．心証的コングク＝噸り‥・‥・…叩‥−・1・・・・・・・……‥‥…‥・・・・…・・12
2．月にはいま人間がいる卜・‥・一−−−・・−・・」・・・・−…■…・…・…叩【叫〔1・13
3．円盤目畢はまだ発生する・‥‥

15
18

金星と土星のブナザーズの人間性■‥…・…‥‥ロケヲyド●クセヲ

コ抑

生き生きしたヤyグ †′………‥t▼…叫・……・・・…■…‥℡ 生

21

米 国 の 円 盤 騒 ぎ‥−・・・…・−・−・…・・・・・・・・・−t−−−r・■−‥■●‥■■1■…

22

′

J一人ヾ三人VJ劃もJ︻も︺︷も﹀一入y息Jノ＆J⁚もJ◆︻勺；

円盤の推進方法‥…・・・‥−・一・…‥岬……‥リム・エソツミyオー

尺Yr㌢武1−￡Jバ・9るJ人・9もJ︷も︶︹もJ▲もJ1年−J

日本GAPニューズレター

l

．＼

もJ長tJ・入Y−′阜l・∧入J尽J︿八丁︻hJ人入JハもJ一入Y一入J￡VJ一入y・ÅVJ一入J・尽J︽もJ︷も︺一隻︵もJ

J∠わゆく∠わt∠わゆゆく∠わゆゆく♂叱hくイわゆ泌わ ゎしdhゆゆゆ

1．人間二人が空から降下㌧た？‥…‥…・一……叫−……・、†‥リ‥▲・22

2．他の惑星の人間は友好的たとヴュyチープ のウェハyスは寄る………‥・……−・…‥・■・……一…叩…‥＝…23
3．る名の高校生、4偶の気味悪い物体を目撃▲・‥‥−・・…・…・・…・・‥‥盈

4●ミyガy州の円盤事件・‥‥…▼…・…・・、…・・・・・・叫………・｝，…‥方
ヵ ボ キ y の 円盤▲，……・……‥チャールズヰギプスミス 2丁
30

J

媚薬後記・叫・、………‥・…・・・・・……‥…・・………・・・‥・・……■−…・い・32
§

尽♂くかt♂￠hく♂巧hゆく♂くか泌hゆゆ■￠hくかゆく♂〃、ゆ

﹁︑．一

リーラクセイシュソの効用
8・7

A

ス

︵遺稿︶
ダ

キ

︑J

けノ・・ヲクセイyユンによってこそ︑エネルギーと英知とを溢れ出

させている創造の大貯蔵庫にたいしてわれわれはドアーを開くの

です︒リーヲクセイyユンは調和した無盈抗の行為の領域におけ

中に真空状態を生じるこ．とや行為の停止を意・味ナるものではあり

から積窟的に避ける必要があり左す︒リーl妄クセイシュンとは心

かもしれませんが︑かかる状態は︑肉体細胞の境勤を低下させて
細胞を一時的なコン陸状態にするところの︑平衡状態の喪失によ
って起こる結果にほかなりま甘ん︒これは実は破壊的な状態です

陸状態た入ることもできてそれをソーラクセイシュyと解釈する

静かな人がリラプクスしているとは限りません︒人は一直のコン

リーチクセイジュンは不活動ではありません！ きわめてもの

1 る再建の通巻であって︑大師の次の言葉を再現する真の方法です︒
﹁わしの意志ではなくて父の意志が行なわれるのじゃ﹂

精神と肉体の健康化を阿るのに最も有効な方法の︼つはリヲブ
タスする︵心を弛緩させる︶能力の発達にあかます︒心理学や医
学ではこの方法によらて得られる有効な結果を認めて．いますが︑
一般人はり1ヲクセイy一一yを行なうのを困難事のように思って

います︒

dソl▼ヲクセイシュンに関しては大きな誤解があるようです︒一
ません︒それは肉体の意識が宇宙の大活動に自らを解放すること
般にそれは不活動の状態だと考えられていて︑多数の人が﹁自分 なのであって︑ゆえに肉体のどの部分にもコン陸の状態を起こす
は常に多忙だから竺フ︐クスする時間がない﹂か言ったりします︒
はずはないし︑起こすこともできないのです︒もし人が自分の肉
体中で起こっているどか精緻なぶか激しい活動に気付かないなら
しかしリーヲクセイy一︻ソが真に理解されるならば︑いわゆる休

がひそんでいせす︒この裏

が︑この中心のカを取り巻く分子群が概して索摂の状態に保たれ

⁝冊鴇摘絹⁝鴇銅綱銅絹⁝銅錮㍑鴇紺卵嘉

′1・ラクセイy⊥ソではありません︒といぅのはこれは肉体を構

無関心の状態になっているにすぎません︒
人は自己催眠によって肉休を静めることはできますが︑これは

息時よりも仕事をしているときのほうがぶか大きなリーラクセイ は︑本人は真のリーヲクセイyエソに入ったのでほなくて︑単に
yユyになることがわかるでしょう︒なぜなら宇宙の法則は目的

のある行為を要求しており︑また人間が自分の仕事に大きな関心
を持つならば︑行為を通じて現象化しようとしている千ネルギ1

の自由な表現にたいして人間は径路になるからです︒言いかえれ
ば︑何かの仕事に我を忘れている人は︑宇宙のカ旺たいして自分
の普通の肉傭的抵抗を起こすことを忘れてしまい︑意鼓という大
きな力にたいして自動的に自分を解放するからです︒

一ると︑各細胞を構成している外側の分子が中心のエネルギーにた

を起こすときです︒

こすような緊張状態に入るのは︑自由な生命活動にたいして蟹抗

完全に遂行されます︒人間があらゆる塩類の苦痛︑病気をひき起

かれていて︑そのあらゆる想念は純粋な状態にありながら自由に

きています︒そのような人は．あな七Jもつ ∴や︐ご畑のもの■
一ているため監内部の力の放出を阻止する障塵となっていて︑その
ヱ ため中心のカ紅左右されません︒ところがこの紫野状態が解かれ・という区別を知ちないからです︒本人は完全に ′父．によって導
いして受容的と．なり︑そのエネルギーの活動痘よウて帯板勤化す

るのです︒

リーヲクセイy

受け入れようとするだけの生命とエネルギーしか持っていません︒

らゆる現象は個人的なエゴの努力によってもたらされるのだと患

態ですd所有欲︑貪欲︑恐怖︑野心などこれらすべてが肉体内に

の心が理解するのは困難です︒人間は填維な頼動の中で生きるこ

なかにこそ摩擦のなかよりも激しい活動があるということを肉捷

を労費しています︒無抵抗の遭とはカの道であり︑おだやかさの

とが普通になっているために︑ムい特級な静かなおだやかな状態

−毯の強情な状態を作ります︒きわめて所有欲の強い性格の人に

●

宇宙的な人間は平静さとリーヲクセイyエンの状態のなかに生

状態．です︒

いものであり︑利己的な欲望にふけって心る人は達成できない．

の場合あらゆる活動は容易に迭行され︑完全な結果をもたらすの

す︒本人は疲れや背痛や失望を知らないからです︒このような人

の受容的な態度のなかに生きる人は其の幸福の道を見出していま

れは生物の宇宙的な自然な状態であって︑常に保たれねはならな の中に存在する活力を自覚することができません︒しかし無抵抗

クセイy一−ソは解放と非抵抗から成り立りているからです︒そ

とぅてはリーヲクセイシュンは最大の難事です︒というのはリ1

う習慣を作り上げています︒完全に展開させることができるはず
ですぃ
一波人は自分が如何に利己心によつて完全に束縛きれているか の諸状態を無理やり紅展開させようとして不必要に自分を疲れさ
という事実望丸付いていません︒緊張というものは全く人間的状 せでいますd肉体に優越性をおいているために多くのエネルギー

です8そして細胞をかい大きな自由な状態にするのはー肉体の心〟

な鉢に入れてやりますと互い監衝突すること斗兼く気ままに泳ぎ 人間がそれらを表わすことは可能ですけれども︑そうしようと思
まわります︒この場合ほ魚たちが持っでいむユキルギーを放出す えばそれらFたいして無法坑にならねはなりません︒人間は傭人
るべき正しい伏線匠意かれたわけです︒肉体の細胞もこれと同じ 的なエゴを高めることによつて其の行動の遭を失っています︒あ

各点の活動は不活発となります︒しかしこの魚たち．をもっと大き

の中に多数の魚を入れてやりますと︑互いに避け得られない凄触 いうカの方へ人間を解放するものであって︑人間はその力へ近づ
のために絶えまのない摩擦が起こり︑クヨクエした状態正よって けはよいのです︒生命とエネルギーは無限ですが︑人間は自分が

内部の摩擦を減少させます︒例をあげますと︑きわめて小さな鉢

りlヲクセイシュンは細胞間の抵抗をなくすこと旺よって肉体

▲

︑

です︒
何かの大仕事を達成するためには人間ほ歯を食いしはって奮紹
努力しなけれはいけないとか︑個人的に刻苦勉励しなけれはなら
ないというような考え方は誤っています︒輝かしい業濱をあげる
人は自己の行動のすペてを静かなおだやかな状態正保っている人
であケて︑人間は力と英知の放出着ではなく︑それらを現わすと
ころの径路正すぎないということを知りている人です︒その径路
たる人間が力と英知の働きにたいして解放的であれはあるほど︑
その働きも大 き く な る の で す ︒
人間の生活に大いなる知恵をもたらすのは︑ク個人の意志の行使．
ではなくて︑神の前旺個人の意志を捨ててTン葦り・∵二二言っザ一す︒

われわれはただ．自我〟という塵を取り除きさえすれはよいので
す︒そうすれは愛と理解の大波が自分の中忙流れ込むこと匠なひ︑
やがて平安な活気と静穏なカの中忙ひたるようになうます︒人間
の最大の栄光はリー．ヲクセイシュンによってもたらされます︒と
忙到達

ぃうのはこれによってこそ人間は．宇宙の意饅．という光輝ある
ものと一体化するからです︒リーヲクセイy一鼻ンは．カ〟

するための大通りです︒解放こそ至福に至る遭なのです︒平安と
カとは並行しなければなりません︒そして人間が意識的な生長と
いう建設的な前進を続けようとするなちは︑誠実さ七行動とが一
体化する必要 が あ り ま す ︒

ス K・サ き

間は奉仕単位

ア リ

財団の幹部たち妃よる手記です︒
機械類の必要性

ル オ

るだろう︒これは或る面では真実であるが︑地球人と同棲に惑星

保てるので︑彼らブラザーズもそうしているのだと考えておられ

良き想念と友好的な愛の心を持ちさえすれば望ましい健康状態を

の書いた論説によって︑彼らは必ずしも機械装置は必要とせず︑

用しているのかと多くの人が質問している︒家書はアダムスキー

進化した惑星人は健康を維持するのに機械類や何かの装置を使

﹁

ジム・エンツミンガl記

々が各自の分野で奉仕を辟けています︒以下は米国アダムスキー

星の友︶の計画の連行に立派な仕事をしています︒また多くの人

らです︒米国や各国のリーダーはブラザーズ︵窮注＝進化した惑

i−ジ■アダムスキーが最後の講演会をこのダイスダで開いたか

旧の会員はみな出席を楽しんでいるようでした︒この一年前旺ヅ

ませんでしたが︑l同が驚いたこと忙はイス席は満員でした︒新

わらず大成功でした︒人々がアラyをついてやって来るとは思い

二月六日監当地で行なわれた日曜日の会合は︑悪天候軋もかか

人

J
∴∵∴∴∴ ∴∴t∴ ∴

供給するならば︑一人間はいらいらした気分や︑こ琴サツさ︑疲れな

人といえどもときとして耐えがたい隠どの状挙が発生する・の短あ1〜−−界声たは痍旅装鹿のいずれによる笠よ︑隠宅荷の庶子を多量戸〜・l・︑
る︒薄紅こ千首空間を旅する惑星人l￡こうした体験を経てきている

のであって︑その原因と結果とを研究し︑肉体に抱こる望ましく ぜを感じるのである︒人芸なか忙ほイオン発生機によi多大
ない結果を消波させる装置を開発してい乱のである︒あらゆる惑 の影響を受ける暑があり︑そうした人たちは事務所や家庭監陰イ
オン発生損を設備している︒これはいつか良き装置であることが
星に住む人間はわれわれの肉体を形成しているのと同じ化学物質

御できるように作られている︒人々のなかには惑星人の宇宙静の

他の惑星の人々が用いている宇宙船は︑推進力のみならず†象
内において理想的な空気を供給し︑富苗空間の放射線を温実に鮒

から成り立ウており︑栄養上の必要物は全く同じであるというこ 認められようし︑それ上も始めに述べたように人間が進歩すれは
とを知らねはならない︒彼らは地球のわれわれよりもはるかに進 不必要なものとな古かもしれない︒
化しており︑トラブルの発生は少ないのであるぜ︑やはりそれも
起こるのだ︒
われわれが人間を動かす動態とい争ものをもつと輝く探究して

理解するならば磯城装覆ほ少なくなるだろう︒われわれが分裂的 酸素供給は地球の有人ロケニソトと同棲忙タンクを利用するのだと
な想念を起こすならば︑肉隠の化学物質の漁乱を生じること旺な 考えている人もあるが︑これは誤りだ︒というのは彼らの宇宙船
は磁気的な吸引力によって宇宙空間竪面濁する酸素な集めるよう
り︑これは精神と肉体の両方に苦痛を増すこととなって︑無限の

かの実妹が船体を包んで移動させるような不可視の幽霊的物体で

である○
ゆえに彼らの宇宙船ぼ或る場所から別な場所へ進行するのに何

温鎖反応をひぎ起こレ︑そのために何らかの静寮を必要とするこ 紅蓮適されているからであるっこれは彼らがきわめて短時間に宇
とになるのである︒或る惑星では高周波の応用法が地球よりもよ 宙空間を進行する莫大な駐盗を考えてみれば不可能なことではな
い︒また彼らの食物ほ二酸化炭素を減少させるような鐘類のもの
く理解されているが︑地球でも脳細胞の働きを正常忙もどす電気

装置がある︒．

機械装置というものが人間の想念や幸福の実現に影響を及ぼし︑
同時に人間を動かす動機にたいする観察力を与える好例として︑

いる多くの波動をコントロールする能力などは不幸にして殆ど理

惑星人が高速で宇宙空間を進行する能力や︑大宇宙を形成して

自然界と同棲の新鮮な空売をもたらしてくれるイオン発生機の利 はないことがわかる︒それは小さな惑星のように作られていて︑
用をあげてみよう︒この装置は陰イオンまたは陽イオンを放つの われわれが住んでいる家慶と同じほどに現実の建造物であるとい
である︒一例を述べると︑雷鳴がとどろく直訂正われわれが呼吸 うことを惑星人ほ地球人忙納得ざせようと果てしない試みを続け
ているよう忙思われる︒
する空気は陰層荷の尿子で満ちている︒この原子は肺を通じてわ

れわれの線内に入り込み1血液中些温ぎるーすると大盤の場合本

人ほなごやかなゆったりとした気分になるのである︒︼方︑自然

解されていない．われわれが一個の原子を肉眼で見ることができ

︑J

つながれて取っていた或る想念を目覚めさせたのでした︒動機と

ないからといってそれが存在しないということにはならない︒原 いうものが純粋で高遠であるならば︑強い直感力は決して本人を

する明快な概念を私に与えました︒彼はダイナミックなカと高貴

していましたが︑その異常な確膚カは或る的確な宇宙的知識に関

先駆者でした︒彼の言葉の簡潔きは知恵と知識という富を覆い隠

ジプ・㌧ジ●アダムスキーは私たちを目覚めさせた人です︒彼は

子が個体であることはだれも知っている︒われわれに必要なのは 迷わきないということが私にあかってトます︒
巧みに磯城装瞳顔妄作ってそれを立派忙生かすようにするための
知能である︒ ﹂
アドニリエンヌ・ムンクバーグ女史は多年ジ曹−ジ●アダムスキ

ーの研究家でした︒彼女はニューヨーク市に音楽研究所を持ウて な素質を持つ人でした︒彼は数青の聴衆の前で賛非両論の蓮々の

いましたが︑最近隠退して母国ノルウェイに帰りました︒以下は 質問に答えながら立っていました︒しばしばきわめて不作法な態
彼女の手記でナ︒
度で反発してくる人もいます︒しかし彼のおだやかな平静な態度

に変化はありません︒いまにも暴徒化しそうな聴衆もいて︑各ド

﹁リ▼ヨージ・アダムスキー忙たいする私の個人的印象についてみアーのところには治安維持のために警官が待機している光景を見

なさんにお伝えするようにとの依頼を受けました︒彼がニューヨ たことがありますが︑アダムスキーの寛容と忍耐力までが破壊さ

ークで講演を行なった際に会う機会を得ましたので︑以下︑私が れることはありませんでした︒なぜでしょう？ これは彼が聴衆

受けた印象の分析について偽らざる記事を少し書いてみることに を理解していたからです︒私たちに述べられた彼の体験は一般人
します︒
にとつては革命的なÅので︑数世紀のあいだ祖先から伝えられて

の考えを打破されて自己満足の場から振い落とされることを好み

♂ヨージ・ア〆ムスキーは論争好きな人だといわれていました︒ きた伝統的な考え方のすペてを打破するものでレた︒このような
しかし円盤研究にたずさぉる人はみな多少とも論争好をなのでは 挑戦に対抗できるほどに強い人がいるでしょうか︒だれしも自己
ないでしょうか︒私たちといえども他人の目にはそう映るでし上

ぅし︑自分の意見を強固に打ち出そうとする人は特にそうです︒ はしません︒そもそも私自身がかつてはそうでした︒

私たちはときとしてかつての姿とは異なる自分白身に直面しな

物辛が古い．あなた″を打ち砕く必要があるのです︒

時の話題について各自がまちまちの意見を持つのは当然です︒私 飛び出る前監先ずマユが二つに割れなけれはならないのと同機直
にとってアダム．スキーは全然論争好きな人ではありませんでした︒

彼の話を開いているとたぶん彼の言りていることは正しいのだろ

ぅということがわかってくるのでした︒実際︑俗に直感力と呼ば けれはならないことがあり︑それ忙よって自己発見という大変革

れる自然の感知力が私の心中に起こり︑子供の頃から心中に鎖で を体験しきナ︒これは時間という糸が複雑な模様を織りなして︑

一どこでそれを着たらよいかわからないからです︒
￠
−りましたが︑それは私にとって温理にかなっていました︒彼の誠

ちのなか忙起こってい零す．人間の心は科学的′濁臨を持つように

なり︑深い直感力を身旺つけるよう紅なっています︒少なくとも

私の場合がそうです︒現在想像もつかない未来の生活法の原型を

ものはダイナミックな変化の過程にあること︑そして他の慈庭石

覚すむようになっています︒私たちはこれまで夢想もしなかつた
広大な可能性という海をのモき見ています︒そしてあらゆる生き

形作るためには科学と哲学が密接な関係にあサます︒私たちは新
実さはたいしたもので︑罵菅雑音打あびせられるさなかにあって
しい科学の進展監よる宇宙の探険や新しい発見物匠直面したとき
も観葉な態度に変わりはありませんでした︒知論を他人忙伝えエ
の人乳の柔軟性監驚異の目を開いています︒最も小さな砂の泣か
ーとして飽くことを知らない努力を腋けているうち忙︑最大の屈
ら人間に至るまで︑・しかも宇宙における一つのカとしての人間の
辱的な体験に耐えなければなりませんでしたが︑金魚勤務はしま
教特な能力に至るまで︑あらゆる生きものの内部匠ひそむ美を知
せんでしたゥ外界の騒ぎによってモれ落ち着いた態度が変化する

こともあり
明らか灯し︑新しい考え方を起こきせます︒聴衆に直面する際の
彼の最も大きな特質の一つは青菜の平易きでしょlソ︒少なくとも

私は彼の講演や青葉からこの上ない喜びを感じています．またこ

性を注意深く考えた上で︑事実を空想から分離することに上って︑

lにたいする私の印象です︒その印象の中にあるさまざまな可能

に宇宙的な意義を持つ知法に目覚めさせたブヨ−ジ・アダムスキ

茨の来訪は実際旺宇宙的な計画の遂行であることを知っています
ニューヨークにおける公開講演で私が聴いたときは︑難解な学問
が︑それを伝えてくれた人こそアダムスキーです︒
的な言葉は殆ど使用されませんでした︒難解な言葉は何かの要点
抜上が︑あずかな言葉であらゆる既成概念を打ち破り︑私たも
の意味を明らか紅するどころか不明にすることがあります︒私は

聴衆の反応や意見を知るため旺参会者としはしば話し合いました
が︑その結果わかったのは︑心が成蒸するとき関心の範組がひろ
がり︑人間の各段階は発達の一様相であって︑そのために理性の

﹁パーカ1横︒あなたがジ才1ジ・アダムスキーの伝記を着こ

虹宛てた私の︵アリスの︶手紙のコピーです︒

次は一九六六年一月二十六日付で円盤研究家ダリ√・パーカー

lジ■アダムスキーです﹂

で立りている人であることを知りました︒このような人こそ少■i

秩序が保たれるのであると小うことです︒各人は自分の心中にお
の世で最も強い人とは︑何らの賞賛をも求めることなくただ一人
いて自分にとつて正しい物事をわきまえています︒賢明な人とは
自分自身の分別や判断力な自分の案内人としてそれに従う人です︒
そうすれほ本人は他人の貫に惑わされることなし軋．わが這を行
く．ことができるからです︒私たちは過去という結晶を打ち砕き︑

自分の考え方を現在という点にまで持ってきながら孝び直さね
はならないこと〟を知っています︒このめまぐるしい時代監事宙
的な考え方が次第監発達し︑宇宙的な生命にたいする自覚が私た
l

＿」＿
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の件を考慮されることを望みます︺

か︑鹿野

／l†＼

L結果″の一単位であることを坦解ナる必要があります︒

物事が発生する当月∴∴∴ ．′∵バヨに瞑る状態のままにそこに存

在ナるのかーをよく考えて︑自分の弱さを′品性と理解力．とい

ぅ強さに変えるよう努力しなければなりません︒すると次男に生

アダムスキー財田理事長アリス・t・ウェルズ

命の目的︑他人にたいする寛容︑宇宙の父にたいする謙虚きと倍
額などが発達します︒

さて多くの円盤事件や誇張された目撃報告類の多いての頃︑私
たちはそれらに惑わされたり混乱したり・ンないよう忙注意する必
要があります︒アダムスキーが伝えた知識によって寮付けられて
いる私たちには︑常識と論理的な推理力こそ多くの事件せ判断す
る指針となります︒また観賞と啓戒心も私たちのたゆまぬ生長に
とって必要な要素です○
私たちは周囲の環境︑世界︑宇宙忙存在する生命について学ぶ
ためにこの世に生をうけています 人間は人嵐と創造主にたいす
る微小な一奉仕単位です︒働くために必要なすべての道具に悪童
れています︒すなわち四つの感覚器官と意蒜的な英知です︒人間
が楽しむために特典として与えられているヘダくの有難い物を日々
が認識させてくれます︒
他人にたいしてより大いなる奉仕を行なーソためには︑人間個人

（右）と秘書のマーサ（左） ダイスタにて

ケ

ン

F

●

ク

アダムスキ1の体験は事実なり
ロ

セ

ジョージ●アダムスキーが私たちすべてに残した仕事があまり

▲■▼

ヲ

あって︑しかも家族のよき支え監なっています︒しかし近年は本

来の専門である社会学の読書ですごしたした︒

私は一九五こ年にダヨージ・ア〆ムスキー町会い重した︒当時

急速に伸びて成長しました︒これは彼掛円盤について大ヲプバを

彼は円盤や母沿のかなりな写真を浸っていました︒二人の友情ほ

吹いていたからではなく︑未来においてきわめて成功する要素を

しい年月をすごしました︒以上がアダムスキーと私との交友ですト

アダムスキlとコズミyク●ブラザーズ︵他の惑星の兄弟︶と

関心事︑機械穀雨︑輸送機関︑通信手段等はすべて示されて︑完

l

全元
な事実盲して説明されています︒空想を排除し︑正しくない︑
な男の子と三人のすはらしい女の子が授けられましたが︑みな
統が
一性のない中途半端な物欝を含んでいません︒こうしでブラザ
煮で健康です︒それはともかくとして︑電子工学の分野は魅力

はあたりました︒やがて妻のルト∴ylとのあいだ虻田人のすてき

のコ
の定数を自動的に乳限しょうというわけですが︑同時にこれを
定ンタクト︵接触︶はたしかにあらゆる点で広大で深遠です．
彼のコyダクトは他のコンタクー事件にくらペて或る程度の凍き︑
期的なものにしようと思っています︒
広書と一貫性を有する唯−の記録されたコンタクトです︒アダム
乱は南ケケリフォルニアで生まれ育ち︑当地で学枚へ行き︑
イ
スキ
ンヂ十アγ大学を出ました︒最初の専攻は社会学でしたが︑そ
のーのコンタクトは他のコンククティー︵惑星人に会ったと称
する人
後再び大学を出て電子工学の分野で二皮目の学士号を受けまし
た
︒︶のそれよりもプヲずーズの生き方のあらゆる面に絶して
よれ
り多くの知識を与えてくれました︒ブ︐ザーズの好み︑人間性︑
電子工学を修めるほヶが経済的に有利だと思ったからです︒こ

様〟というのは各国d▲Pのリーダ1を意味する︶こうして通倍

忙今後は毎月一度皆様に通信するつもりでナ︒︵崩注けこの．皆

そな
乾きぴしいため旺︑心から謙虚な気持で︑しかも敷いの意味で
曹えた著者ヅ■−ジ・アダムスキーの帝きを放っていたからで
もなく︑披から放奉れる限りない温かさと鼓舞さから友情が芽生
操方にご挨拶申し上げます︒皆棲方にお話しょうと長いあいだ
生
えた
んでい富したため︑私は少なくとも救いの意味を見出していま
すの
︒です︒このことはだれもが経験していると思います︒数年
滞は
最近数カ月で私はあなた方と多数のすはらしい手紙の女換をい
た他のだれよりも私法しばしばジ冨−ジに会いましたが︑これ
は前
しました︒そして新しい友を得る栄に浴しました︒しかし多く
の述のとおりこの世に大型家族を持ったために起こる経済的な
問題
場合私は朝のホンのわずかな時間に手紙を書いてゝいます︒そ
んに
なつ
トいて助言を受けるためでした︒しかし一方ではジョージ
とこ人で実験をしたり︑エ︑ネルギー●マyンを計画したり︑星や
わけで時間の欠乏のために思うように青けませんが︑この雀の
手
野球
舐を自己の成長のための新しい凄近手段とみなしていまナ︒ゆ
えなどについて誇り合りたり︑生活を共にしたりして多くの楽

さ．−●

tズと共に芽生えたゾヨーク■ア〆ムスキ1の意議のクネは︑地・

を完全に分離するのは不可能です︒

ーダーたち忙送られました︒第二号以下は硬いて出る予定です︒

ゾ諷−ジ・アダムスキー財団の円盤スライド第一号が−部のリ
球の兄弟たちと共にゆっくりとしかも着実に根を張りつつありま
ナ︒たしか鱒私たちの．意議．という土はコズミヅ㌢●ブラザー

ます︒あとの写真はアダムスキーの先駆的仕事を裏付ける多数の

これはかなりの労力と費用を要しました︒いずれはすペてのリー
ズのそれの肥沃さとは比較忙なりませんし︑今日でさえもこの
地
〆ユ
−にこれを送るつもりです︒このスヲイドは三十六コマから成
球はアダムスキーのような感化力を持つ人からイスカリオテの
るは
もの
ダを生み出す可能性はあります︒し▼かしタネや土が悪いので
あで︑このうち六コマはアダムスキー撮影になる−遵のすは
ら時
しい母船の写真で︑スクリーγ忙映写すれはすごい迫力があり
りません︒私たちが挫折し︑短気になり︑絶望したりするのは
間の感覚の中においてのみそうなるのです︒しかしアダムスキl

ジ▼才一∴y・ア〆ムスキーの伝記と︑私の執筆になる・円盤を地上

題目は．円盤を地上へ降ろそう．ブラザーズから示された友愛

に知らせるのにきわめて役立つでしょう︒これは今年中に完了す

遣れたわけです︒しかし

す︒これに時間を必要としたためにリー〆−からの手紙に返事が

る上うにあらゆる努力が払われています︒

椅神■．プヲザーズの三月訪問︵礪注‖三月の円盤臣動を意味す
ザーズの人間性の分析と理解のための試み．です︒この最

ーポー†とパルポア海岸地区の上空を飛ぶUFOを目撃しました︒

しを
かし女昧ある点は︑翌日のラジオで︑二十五マイル北方のアズ
ける講演は科学的な内容のもの忙なります︒これは毎月の講演
サ市では午前九時から十i時まで全市の．取分の一以上が停電旺な
科学的なものと香草的なものとに分けて交互に行なうことにし
て
芸と
七放送したことです︒これまでや名の事件の真相空芋多ぺ
いみからです︒しかしこの種の研究活動においては哲学と科学

て伝えられるはずです︒︵碗注‖別海記事参照︶六月の会合忙お・

三月三十日の午後九時三十分頃︑私と妻と二人の娘とは︑ニュ
後の請演は数章に分けましたが︑最初の章の一部はアリスによっ

．ブ

る︶の報告と分析．．ブヲザーズと比較した地球の科学の分析〟

への
降ろそう．と題する書物の発行が推進されているということで
だくことは︑まことにすはらしい特権でした︒これまでの講演

今年の二月以来毎月一度アダムスキ1財団で講演をさせていた

円せ
盤写真です︒当分の聞このスヲイドは一般に入手できません︒
が伝えたように︑コズミック・ブラザーズは時間に束縛されま
有に
力なりー〆−だけに送ります︒スヲイドや例の記録映画はこん
ん︒ゆえにブヲザーズはこの地球が遂げている其の発達を確実
な耐
ふうにして最上に目的を果たします︒またこれらの写真は貸出
直視しています︒注意して見るならば︑ブ ザーズが完全な忍
しで
をいたしません︒スライド第こ号は目下桐集中で︑第︼号に劣
力と理解力とでもつて地球人を扱りていることがわかります○
ら理
ぬはどすはらしいものです︒
ナから私たちもアダ⊥スキーが示してくれた限りない忍耐力と
次にきわめて興味あることは︑．アリス●ウェルズの執筆紅よる
解力を常に思い出そうではありませんか︒
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的な情報リグーカ暮何らかの役に立つならば︑これを続けることに

ず−ズ￠活敵に上サて妃こ

の証拠が存在 し ま し た が ︑ 今 後 の ブ

−博士が．情報リサtノと

名付けて下さったことに感謝します︒︵礪注＝ビューヲ一博士は

ゾルのどlTI

し生し上う︒私ほブ

氏の六月情報から︶
＊

fルニアでは多くの物事がありました︒私たちは

巷て最初の隋報レタ1を出して以来きだ†九月にしかなりませ
んが︑ケアサh

先月中︑大芝竺固の朝食で自宅に好いで冨0の遠碍月撃を

体験レてトます・︼ま注かなり接近してき諷したが︑あまり速く
て細部を見ることは不可能でJた︒

要の〝1y−︵璃注＝名高いルーy−・マタギニスとは違う︶

誌の発行などで多忙な方もあるでしょlフ．したがってすべてのり

のために重荷紅なるj患います︒また︑なかには講演旅行や機粥

年前に撮影きれたダニエル●フ

とは比較にならないつまらないヽので︑その中の最上の場面は数

会に出席しました︒彼の円盤映画はγダムユキー撮影の円盤映画

yクースーVインタズ博士による円盤の講演と映画の

ーダ1からの鱒答な期待してはい士せんでした．しかしこの情報

は有名な円盤研究家で︑かつて．ホワ√トサンズ事件〟と題する

い七分ばかりとなります︒しかし私のみるところではス博士はす

場面を陰示て円盤の鴇面だけにすれは全巻七十分のものがせいぜ

仝びl〆−を竺することにあります︒科学または哲学上の三

ぐれたメブセージを伝えました︒彼は聴衆を納得させることを主

体険記に上り世に名を出した人︶︒この映画からインタすさーの

−ズはかりでなく︑私たち自身の人格︑個性を含む個人的な善徳

目的としでいて︑立派な仕事をやったと患います︒続いて彼は円

先回も申しましたように︑この種の通信の巨的は︑7ダムスキ

という手段による直喪通信でナ︒エゴと個性とのあいだには相違

た︒私の考えでは︑わすかな資料にもかかわらずス博士は確実紅

lをやりましたが︑これは聴衆を再び納得させること忙なりまし

聴衆の心に確信の念を植え付けたようです︒ス博士は聴衆忙たい

盤フィルムに関する質疑応答を行ない︑豊富な説明とインタグー

きます︒私たちはア〆ムスキーが停大牢真実を述べ伝えるのに成

があること卑銘記して下さい︒自分自身を表現することによって︑

功したことを知っています︒しかし最も重要なのはー彼のきわめ

l

して︑真相をただすため堅肖会議員へ手紙を出すようにとすすめ
−︳▼

て純粋な温かい個性のために成功したという点です︒ゆえに個人

個人の人格は社会的なエゴの束縛から其の個体の自由へと成長で

I財団を姐織する意味でなく︑直接遺骨の乱金華提供すを意味で︑

イのものでしたパ礪注目フナイ

レターが有用であるならば今後も送り裁けます︒

印刷機を持たない方があるかもしれないことに先付きました︒そ・′十 と私は丁

ています︒この情帝レターを沌始したとき︑リーダ1のなかには

に厚くお礼を申し上げます︒また皆様の各瓢の蛙菓を有難く息○

私の六月情報kたいしてきわめて温かい甲答を寄せられた方々

＊

成する手段となります︒︵頗注Ⅲ以上はタセ

行なうのは︑最少限の努力で私たち相互のゴールのいくつかな達 リオ〆二y†鼻イ三晶壷するア〆ムスキー㌻派の著名な円盤研究家

アダムスキー財団のジー〆l間で非公式な友好的な．討論．を

るこの種の事件を注意するのは興味あることです︒

−10・＿

●

ていましたが︑すでに円盤を認めている人は必ず㌦もゃユリる巌
﹁官舎賢ダで一丁狙巨に衰■∴・づ人字三観的でも客観的でもなく︑
要はないと注意深くつけ加えました︒また円盤を嘲美し続けてい この両者が見事に融合したものである︒真実は一般人を圧倒する

る人忙は︑国会で立法化すれは政府にたいして不平を鳴らすタネ ために応用されること邪ある︒これはしばらくのあいだ人の心を
を与えるだけだろうと言っていました︒真実を知るのは全く個人 閉ざす︒なぜなら一般人は多くの分析すべき事柄を持ちたがらな

界の先駆者たちに与えられた︒︵病注‖ケネス・アーノルドは戦

的な体験に上るのであって︑教会︑グループ︑党派︑政府︑予言 いので重要な糸口が見失われるからである︒これは公明正大さを
者が一般人にかわってやってくれるのではありません︒要は個人 望まず︑真実を拒絶することによつて混乱を起こすことを望む人
次第です︒
の用いる手である︒真実﹁其の真実はアーノルド以後の円盤研究
私は址ⅠⅣD︵新次元の精神研究会︶のクエズりr■ベイトマ

ンに意見の交換を申し込んだ手紙せ出しました︒この団体は円盤 後初應て円盤目撃を発表した人で︑それ以来フライイン〆●ソー

た︒全力をつくして活動した︒この勇気ある人々の多くは大衆の

目撃と地巽の研究をやっている新しい円盤研究グループです︒以 サーー空飛ぶ台皿−なる呼称が生まれた︶この勇敢な人々は大衆
前私は︑推進力や資料を持たないために多くの円盤研究グループ の所へ帰ってきて︑信じて耳を傾けようとした人々すべてに語っ
が起こっては消えてゆく実状を述べましたが︑址丁土∬Dの場合は
リスト教統lについて功労あるものが存在するとしたら︑それ．は

の不可能に気付き始めたとき︑或る場合にはコンタクトを中止し

ヲザーズがそのメッセージを元の形のままで地球人に伝えること

資料を持っていると思います︒私は更にべ一イトマンに允小し︑キ関心と好奇心を充分英換起してより深い探究へと駆り立てた︒ブ
円盤研究界とコズミブタ．ブヲザーズの活動であると述べました︒

元ラジオアナウンサーで古ぐからの円盤研究家であり︑Ⅳ二王二U

待ったのである﹂

またアダムスキーが法王ヨハネ二十三世に﹁ブラザーと呼んでよ た︒またコンタクトした人々のなかには完全に沈黙した人もあっ
いでしょうか﹂と尋ねることによつて如何に偉大な先例を確立し た︒しかし真のコンククティーほ座り直してニセ暑が滅びるのを
たかも説明しました︒﹁私こそあなたをブラザ1と呼びたい﹂と

いうのが法王の答えでした︒このキリスト教統一のタネと︑アダ

ムスキーが使者となったプヲザーズから法王への書簡はたしか忙 ▲．p︵米空中現象調査委員会︶のメンバーであるフランク■エド

〃の機関誌．ザ・プリズム■の第︼号中の声明で︑彼ら

古代の歴史や予言類に関心のある人のために次のニューズをお

ヴューしたテレビ香組は著書そのものにあまり言及していません︒

ています︒この書はかなりの写真を掲げていますが︑彼にインタ

芽生えてきて世界中に栄えようとしています︒なお私は尊敬すべ リーズは 〝危険︑空飛ぷ円盤〟という新著を出しました︒警告の
き団体址→こ雲仙軒別段支持するわけではなく︑ただ意見の交換とメッセ一汁のほか鱒彼は新型の円盤が空中に見られることを述べ
撼ⅠⅣ

一相葛研究の促進な願っているだけだとつけ加えておきました︒
11

一の努力が真剣なものであることを示す次のような記事があります︒

・・−12一●

伝えしまし1う︒昨夜のテレビで〝イス・−ウマブタニ棉注＝
ミプr忙ついてきわめて子細な研究をやった人で

著名なこノレビ司会者︶は或る技師と対談しました．この技師はエ
ブナ︸の大ビ
ナ・二の人の番の中に次のょうな予晋がありました．皿1I一九−四
年から一九六大年までは諸国家の分裂時代．望九六七年から一

最近のー情報

心霊的コyダクトlま誤り

￠ ▲ ● ハ ニ1

巧円盤の乗員と地球人とのあいだ旺フィジクル・コッククー︵

きれた刊行物を受け取りましたが︑それには︑彼らが知る限りで

最近私は⊥lⅣD︵新次元の輯神研究会︶と称する団体かち出

九七九年まではキリストの例にならう時代■籾︼九七九年は至福 ム
一千年︵黄金時代︶の始まり・これは︑一九六二年にエ二yブーで
生まれた新しい特大な摺凛暑が−九八〇年から人■の指導を始め
しかし私が確信するのは︑私たちに必要なレ︐スyのすべてはす

るという米国のジーy・ディクスyの予言と大体に−致しまナ︒

ない︒制大衆賢︼のような考え方をまき散らす人は知ってか知ら
ぬかインチキを行なっている︒㈲その動機は金もうけか売名であ

盈人は絶対㌫監卑催眠状態などえ上る手段でコり′ダクトし

揖フ1yクル・コンタクトは実際に発生したことがあ卑︒切惑

直接
でに与えられてきたということでナ︒私たちはただ理辞してそ
れの対面︶は行なわれたことはないという意味の記事がありま
し用
た︒そこで私は次の諸点を記した手紙を送りました︒
を応用すればよいのです・たしか鱒私たちは常に新しい例を応
できますが︑多くの人は個人的な重荷を運ぶのに予言者を．勅用

′でほ春と文が美しく︑花々はかつてないほ

する．だけで︑兄弟の重荷を軽くするの忙予言者の体験例を応用
再ケ7りフォ ル ー

しません︒

︳■

の方法をあげるだけで本人の氏名は公表しませんでした︒

甘FO心霊派におけるインチキな指摘するのにこれませ私はそ

名塵などは問題になりません︒

はいえ︑その行為がまじめな場合もある︒
以上が手紙の大要です︒心霊派の人でまじめな人を私は知ケて
いますが︑本人の考えが誤っている証拠を私は持っています︒し
かし金もうけを企んで純真な人をだましでいる人や︑偽善者︑売

ーゾを感受した︵と思い込んでいる︶理由について無知であると

るの
︒かかる心霊団体のサーダーは心霊的手段で惑星人からメッセ
どに美しく咲き乱れ︑果樹は多竜類の果実で満ちています︒私
家には三分あーエイカーの塵があり︑庭いじりが▲︻家の趣味の−
︵は上は七月滞報から︶

つです・自然界のこの美しさ−土取りない神秘を秘めています．

lr
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日に私はハリウッドに住む撼Ⅰ打力会見のジi−●ネル●ベイト
マγという人から怒った手紙を受け取りました︒址ニNおなる団
体に誤った情報をだれが与えたかは私にわかむなかったのですが︑
彼女にはわかつていました︒それは夫君のクー一メ川yl●ペイ︸マ
γ．．−す︒

彼女かうわ事績は次のとおりです︒﹁私の宍が或る感応法によ
って予言していることは間違いありませんし︑それが金を作るた
めであることも事実です︒ところが︑あなたは手紙や著書や刊行
物の中味からみて大の言動を判断する資格はありません︒

改めるまではあなたの声明を帝り上げることはできません︒

ジョー・ネル．ベイトマン﹂

夫がやっている事に罪悪感を持っていないの

なぜベイトマン天人は私が彼女の天をベテγ師だと言ったと思
ったのでしょう？

なら︑そう思う必要はなさそうなものですがー︒︵縞注‖右のベ

イトマン天人の手紙の原文︵英文︶は誤字だらけで文法の誤りも

日立つが︑ハニー氏により遺文のまま″という注が付してある︶

g．月にはいま人間がいる！

て得策でしょう︒きもなければ攻撃者忙−人角カをとらせること

し米国で行なわれたものでなけれは無視されるのが普通です︵凋

合それらは公式に取り上げられていません︒通常かかる報告はも

月面に多くの不思慕な現象が観測されてきましたが︑大老の場

になります︒あなたの場合︑あなたの偶の資料を知り︑それ堅撃

人が攻撃する前で犠牲者が教える事柄を知るのはあなたにと．つ

解することによってーそれゆえに私の意見が事実に基づいている

海外の報告類の殆どは借用匿が低いというのは奇妙な事実の一つ

注＝この記事は米国人を対象に書かれたものであること旺注意︶
です︒

ことになるのですがーあなたがアダムスキ．1氏の名声軍属尭する
ことによって栄光を得ようとしていると判断できます︒それはア
の思慮のたル守を暴露することにもなります︒あなたの推理によれ

プス山脈の峰々のあいだに星のような白光を放っているのです︒

中︑−偶の輝く物を見ました︒ブラー・・一孔の南西側に沿ったアル

l七八八年九月二十六日に天文学者のy一ユレ1守が月を観測

は私の天はペテン師でウyつきで︑ドロボーだということになり

十五分閲見えた後に消えました︒

ダムスキー氏を支持したということ阻もなるでしょうが︑あなた

ます︒私の忠告は次のとおりです︒他人の資料を自分自身でよく

は一定期間以上地球の振動の中に︑すなわち肉体の中にとどまる

私は個人的なコンタクトの例を知りています︒この関係者たち

名な天文学者のグロウケア−が同じ場所に光体を認め︑これは三

で︑もう光体は見えませんでした︒一八六五年一月一日︑別な有

この報告の後シュレーダーと多数の学者が観測を続けたが〆メ

ことはできないことにな′っています︒あなたはもうー皮アダムス

明がなされていません○

十分間続きました︒この二つの目撃は現在までだれからも全然説

理解するまでほ他人を非難してはいけないと︒

キー氏の資料を検討するとよいでしょう︒あなたが愚劣な態度を

．、■ 」 ＿
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一九こ二年十一月二十八日に英国の大天文学者故訂・P・サ亀
ルキyズ博士は︑月の孤立した山ヲイナを朝測中︑その山が異常

れまた説明が与えられていません︒

これまで忙何度も孔の内部監光が観測されたのですが︑その原

にとがった影を投げているのを見ました︒そのときの異常な出来 田については全く不明となっています︒或る場合には孔の内部全

状の物体を発見しており︑これには．山高帽．というニックネー

‡●P●ウィルキンズ博士だけでも官個以上の白く円いドーム

事は︑その長い影を横切っている一本の白いスジの存在でした︒ 体が明るく照らされたこともあり︑たとえばアリスタルクス孔な
これは約二十分続いたが︑両方とも消滅しました︒以来この報告 どがそうです︒
も全然項り上げられてはいません︒
米国の天文学者Ⅴ・旺・︵−ス教授はティコ孔の外部東壁上竺

不恩譲な白い発光体を観測しましたが︑これは一九四〇年七月十 ムがつけられています︒これは人間を保暮するために作ちれた或

ューン紙の科学部長であった故ジ一ヲン・J・オニールは四イyナ

四日のことです︒一九四〇年には米国の別な天文学者パークロフ ろ竜の．小量．ではなかったでしょうかク
トによつて〝アラシの海〟の中のリヒテンペルタ孔のまわりに赤
ー九五三年七月二十九日に︑ニューヨーク・ヘテルr・トリビ
茶色の地帯が発見されましたが︑これと同じものはもっと早くマ

の屈折望遠鏡で月を観測していました︒このとき．危機の海．に

あるラグイニケ▲とオサケィサム押間の五千フィートの深さの湾

ドラーによって報告きれています︒
⊥九四一年七月十日監ハースはガセyディ一礼を観測していま

した︒突魚一個の小さな光俺がガセシデイー付近の地域を移動す を横切って伸びている巨大な 〝樺∫を発見したのです︒当銀世界

ところがそれから−ヵ月後の八月二十六日にその．庵rが月の

士は円盤否定論者として第一人者︶

るのです︒これはほんのち上づとのあいだの現象でしたが︑きわ の天文学者は彼に高らかな．バカ笑い．な与え︑メyゼル流に彼
めて明瞭でした︒知的生物がその光体を動かしたという推測以外 の報告を嘲笑しました︒︵崩注＝ハー〟ソ7−r大学のメンゼル博
の唯一の説明は︑月の大気中で應えた流星ではなかったか．という

一九三九年三月二十九日にコペルニクス孔の内側全体は暗黒で 大権威着である‡・P・ウィルキyズ博士によって目撃され︑更

ことです︒

した︒大腸の最初の光が中心部付近の峰々に落ち込むまで忙はま 監約二分月後軋今度は別な大天文学者バナぴ ク亡ムITによ○

だ少なくとも四時間あります︒すると突然一つの光が孔の中心部 て再確認されて︑世界の天文学者は沈黙しました︒それが存在し

忙出現しました︒これは十五分茂き︑それから四時間後に太陽の たということについて疑問の余地はありません︒ただ疑問として

最初の光が峰々の頂上を照らしました︒しかし太陽がまだ照らさ は﹁それは何であったか？﹂です︒如何阻も人エの建造物のよう
ないのに隆々の頂上ばかりでなく山並のすべてが︼時に内部から に見えたからです︒人工の物ならば︑一体︑だれが︑何のために

l

の光で照らし出されたのです︒この光はどこから来たものか︑こ 作ったのでしょう？二桐注−1これ紅ついてはかつてアダムスキー

l
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﹁空軍のスポークスマンによれは︑替官︑保安官︑空軍の係官

は空中に見られる胡測気球︑惑畢

スイ星等のごくありふれた助

′ミアとは物体の名称を正式望一口う能力を喪失する症状︶︒これ

その他の人々は一鍾のアノミアにかかってい季こいう︵礪注‖ア
ヽ

の社説忙表明されていると思います8

の〝タイムズ・スグ1″統一九六五年八月十日付に掲載された次

誌十六ページに掲載された円盤問題に関するジャーナウズムの典
形的な論説です︒
﹁次の年にはぎっと二育件の確実な円盤目撃例が報告されるだ
ろう︒それについて国防省は二百十件の反証をあげるだろう﹂
右は古い声明ですが︑一九六五年と六大年には米国中の新聞社
誌にこれと似たような論説が戟りました︒
現在のジャーナリズムの態度は︑ケアリフォルニア州アヲメ〆

ています︒次に掲げるのは一九五八年一月六日発行の；イh．

無意味な見解発表もどうやら終りに近づいてきたようです︒態度
は変わってきました︒これまで一般大衆や新開などは米空軍の円
盤にたいする公式見解なるものが全く無意味であったことを知っ

票童謡マ∵芸㌣・い㌫孝三至大芸から出される

が﹁惑星人の︑故障した大母船であったのかもしれない﹂と説明
したことがある︒その後まもなく．オニール希．は消えた︶

す︒

円盤目撃はまだ発生する

盤目撃︑着陸というかたちで行なわれるだろう﹂と述べました︒
またそれは︼九六大年の始め頃だろうと言明しましたが︑世界中
の新開が目下このことを立証しています︒予告どおり忙発生した
からです︒

ヽ
り

ヽはヽ

にはなりません︒目撃事件の発生

右の時期における円盤出現騒動が大きなものだったと思うのな

ヽ

、大、

ら︑あなたはまだ 何 も 見 た こ
ヽ

は硬きますが︑
ヽ

九月︶中に起こ

ヽ

、最ヽ

省略︶

−般には空飛ぷ円盤と呼ばれるーことによって誤りをおかしたの

円盤否定論看たち︑特に∧イネプクらにたいして激烈な調子だ
でと
︑いう︒
しかも論理的な見事な文章で挑瀕しているが︑紙面の都合によし
りかしヨーロッパの自由世界から送られる無数の甘FO報告は

盤情報を入手しています︒︵絹注＝ハニー氏はこのあと米空軍の

他の奇妙な出来事も今年の後半に起こります︒地震︑異常天を
候な
彼らが確認しそこなうことによって証明できる︒彼らはこうし
どが頻発するでしょう︒私は二股に公表する情報以上に詳細な
円をはっきりと見たのだが︑それを¶二yOと名付けるlもっと
た物

ヽ

って各国政府への働きかけが・ポこ∴㌶丁増大するだろう︒それは円

数カ月前に︵今年の始め頃︶私は﹁円盤のパイロットたち肛よ

孔

でいることになります︒その写真がそのことを示しているからで

ヽヽヽヽヽヽ
していません︒彼の言葉を倍ずるならば月匠はすでに人間が住ん

︑悪霊はふて意志昔思念恩恵き恵

ー15−−

＿16−

誤りだと︑いうこ と を 寧 膏

レスポークスマンはどのよう㌍して語る

ことができるの⁚︵芸さ︒緯に円盤報告が入ってから二∵四時間以
けることが山薄どうて■こしできるのだろう︒空軍のスポークスマン

内にそれを﹃畢もすさセごレいカミ■プリの例のlつである﹄と片付
が正しかったとす れ ば そ ㍑ 投 ∇ 藷 だ ろ う
しかし今ゃ明らかなみほ︑円盤問題の知謹のある無数の人々が
長いあいだ写軍㌣姦㌻てーぎエが・妙え琴▼空軍のスポI・クスマyは

誤っていたとい苧ことでき▲Q︒U㌘ヱが伝えたミシガン州ホー㌣
ンの或る事件によれぼ︑クワィヮi上ノ！半島紅ある空軍ソ⁝〆冨基
地の係員は浣の︐1‡ノ芦戒告した︒嘲スユ・㌔ヒアジて⁝湖の上空な

七損ないし十竃誓．Uざ0がⅤ字豊頬放で飛ぶのをレtlダ！で確実
にキャッチした﹄こ爪り絹琴は五千二百ないし一万七千フィートの
rこの物体群

高皮を時速九千マノんで蕪辞から克た東町′響かって進んだという︒
この事隼が他の空軍鑓肇誓−JFO事件と異なるのは

はカモ︑スイ星︑気球︑その他これに類する物と確認された﹄と
この早天の彗麗らしきものは︑見た

いう説明が付けてなかっということである︒
なぜ付けて曳か っ た か ？

ところ不可撃た物事な﹃ぁりふれている﹄と一宮で片付けること
を仕事にして︑いる空軍のスポ呈クスマγが︑ロぎ0が破壊活動を
始めたか︑またけニUFOの優勢さが空軍の言明をパカげたものに
しているーこい声よりか︑このいずれかの結果になるようにじぎ0例
の試錬も雫ヱしい字之︑いケこ■エである︒
右の二つのうちでほ姶畜云充分に考えられる︒大衆を混乱から
乱の原雪が︑て︶きりに飛びまわる奇妙な物体の群れ紅あるとする

守ぞJいう空軍爪付弁解はそぅ︑いつまでも支持されない︒特に大混

j

場合︑なおきらである︒多数の一人丞托それを見ることができるか

らだ︒大衆を混乱ホら寄るた仁いったところで︑どうせたいしたこ

とほな一い︒大衆はせいぜい故障宰相机ぐだけだ︒人々は他の惑星か

ら来た閂盛三人欝をしぼちノ︑姦がめているだけで︑やがて飽いて︑

一γかし空軍ハリスポークスマ㌢が次寅に済寂しっつある理由が何

きて何かしょうかな・こ座う込むだけだ︒

であろうとも︑繹盤間遠一札つ．いてよく．知っている大衆に政府が真

相を打ち明︑■けるにはすで藍特売が遅いのである︒

地費だけが草甲管轄つ峰一望八撞でみ≠いことは科学界で一般に

認められていて︑地球人も大宅忘外へ遠出しっつあるのだから︑

他の惑星の人間︑もすでにそれをや三Jいると考えるのは少しもお
かしいことでほこ誉い

言いかえれは・・軍ざGほ太陽系め語意真から1または別な太陽

ある︒実際﹃そんな物ではない﹄と野言するほうが驚くべきこと

系から来る手車漁であるというこ′妄知って驚く者はいないので

である︒ゆえにじ皆︵︶㍗刑題について公益㍍一致となる唯一の方法

は︑一日も早J︑・棄漕が汚感問題爪り束絹を八星空きることである﹂

以一言社説ほ︑政市が大・叫㌍をご悪品しているロぎ0問題にたい

今は米国民の約

する平準▲は琴詐窯琴へた多数の＝鷲説苧芋かの一つにすぎません︒

前軋も述・へたように形穿は琴芯三三ヾてい寧て﹀

七〇パセントがぴぎ0寧実年㌻ること︑大気遍叔㌫ら人間が地球

へ来る可能性があごア︼と︑幼悪人が他の惑星に劃撃レたとき地球

人主同壌の人間学発見するかも㌦れないことなごを考えています︒

∵鱒政普長汀蒜ニュ問題正ついて罵を知っているのでしょう？

それについセ考えられろのは次の雪消でナ︒
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つ
r闇生命を経緯することのできる近辟の惑星苦から人間が地球へ
来つつあ．る︒

長期間地戎 を 観 宗 し て き た ︒

闇他の惑星の人間ほ地球の衛星である月紅基地を持っていて︑
ほこの人間たちほあら−ゆる点で地球人によく似ているが︑体・は

∋

▲遷lt 姦

戟孝二テ琶舷︶〟に乗って璧〃・惑畢㌣芸1つて来て︑地環の予言

者たちと全署を委した人々であることも知られています︒

′ルウェイの参革不語‡畏ゲルfノ・■○ダ・ルソビル大佐は一九五
五年に次のように報告しています一︶

﹁︵縞注‖これほ琵靂攣二票軒件に富及したもの︶スピッツバー

われわれの現在の科学知識で抒このナゾを解明できないけれども︑

ゲγにおける例の円盤墜落事件はきわー撃て重大軍ものであった︒

スピッツバーグッで爪り円墾の残或は実に重大な要素を含んでいる

小さいのから巨大なのまでいろいろある﹄
火星︑金畢∴エ星などから来た数千の人間が現在普通の地球人

ものと確信する︒光宏言の汚攣禁買主くソ連のものであろ且

〝秘密出国認

会保障ナン．ハ！などを持っており︑なかには政府の

という声明によって票寒が生じたが︑われわれが褒詞したいのは

の姿をして地球上に住んでい草す︒彼らは家庭︑仕事︑家族︑社
可書〟を持っているのさえい要す︒また彼らの多く■は宇宙技術関

これは地球上の和何なる堅の蓮見でもないということである︒円

盤の建造に僚持された材堪⁚虹討杢紀あたったあちゆる専門家にと

係で働いていま す ︒

︵ジュトクツゝ・ガルター・クーダ

って完全に未知のもガである﹂

現在︑各国政府は大衆に円盤問題の貧相を公表するように惑星
人からそれとなく仕向けられています︒しかし利己的︑経済的︑

省のスポークー︵マンによって︻となえら

ブラツーI紙︑∵九五五年九月四ヨ付より︶

のなかでも最も重要たも盃の

ノです︒ハ詞注＝尭訳書はなし︶

軍学・土藍大問題〟を奉読み仁たるとよいてしょう︒これほ円盤寄

件堅讐して詳細・一ぜ知hソたい万はフランク・ニドア▼iズ著〝空飛ぷ

かかる声明が行なわれたからです︒右の事件やその他の¶二FO事

れたところに興味深いものが︑あhソ書す︒事実を・少しも知らないで

げソ違製″詞がり芦国々矩

政治的その他の琴田で︑殆どの政府ほそれ匠老成しています︒
次第に増加する円盤ヨ撃雲空邑事件なごのかたちで行なわれる
おそらく一九六六年の殆どに

惑星人磯のデモは今年串監更に激しノ︑なnノ︑特にこの七月と八月
がその頂点に達する見込みですが︑i

J一ンタクト

一方︑精神的︑心霊杓に惑星人とコンタクナレたと称する人々

及ぶはずでナ︒
は︑人間の心の性質打開する通解カの不足によって

したと思い込んで一いる〟にすぎないことが次第に明らかになるで
しょう︒と同時に一般・八も他の琴盈の人間は地球人と同じように
めています︒

肉体を持つ現実の生きた人間でなけれぼならないことな認識し始
また聖事に出てくるい年少る美佳打訪問〟とは︑実は〝火の

．．＿1さ．＿．

円盤の推獲方法
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自然現象−科学的な記述や説明が可能な科学的興味のある事実

行なうといわれている物事のナペて．かゎれろような機械など何が

r沼地のガスが燃えて円盤のように見える発光現象

出来るものか﹂︵蠣注＝ミシガン州で円盤目撃事件が発生したが
ハイネックは

を起こしたのだ﹄と一シュウしたため︑米円盤研究界で大論争の

的となったのは今年四月頃のこと︒更にハイネックはア〆ムスキ

ーの円盤写真を手にしてコしれはヒヨコの飼育器を撮影したもの

だ﹄と説明している場面がロサンジェルスータイムズ紙の三月こ

物″はきわめて危険な武器になるかもしれないし︑地球人はきわ

方法を地球人に洩らすのはあまりに危険なのだ︒このような．乗

の主な理由の一つがここでわかると思う︒現在彼らの円盤の推進

なぜブラザーズは円盤の秘密を地球人に洩らさないのか？ こ

または出来事︒最近この言葉が別な惑星から来た人々について弁 十大日付に掲鼓されている︶
明ナるのに用いられている︒
最近英国のバーナー∴ド・ローンクエルは︑汀ニーOの冒馨は自然現

象の結果であると述べた︒
ロバート・S・マクナマラ国防長官は︑現在の甘冨￠目撃に何

らかの実体が存在することを否定すると正式に発表した︒長官は めて不安定な人類であるために信用できないのかもしれない︒し

育う︒﹁目撃者の諸状態や周囲の物理的環境によって光学的な幻 たがって惑星人は人気のない荒涼たる地域に着陸するのである︒

ゆえに今は他の世界から訪問者が到着してわれわれを白波させ
影が生じたのである﹂と︒これは〝自然現象〟を意味するものと
思われる︒
るような新しい道具をはらまく時期ではない︒むしろ彼らの出現

元衆が円盤は現実の物体であることを信ずるのが困難な理由を

たしかに多数の人は知識がないため忙この種の説明に同調する やその生き方によって啓発されねばならない時期である︒今もし
だろう︒そして一般人にとってほこうした自然現象説はきわめて 彼らが大都市に強行着陸するならば大混乱におちいるだろ員ノ口
都合がよいのである︒円盤の機動性やスピードは地球の自動車や

航空機に比較すると人間の■耐久力の限界を超えているように見え少し検討してみよう︒いわゆる円盤写真の多くが静止していると
るからだ︒
きでさえもあまり鮮明でない理由を尋ねる人がいる︒その筈えは

気圏を通り抜けたり︑船体のフォースフィールドを放射したまま

次のとおりである︒大抵の場合彼らの宇苗船︵円盤︶は地球の大

計画︵鋼注＝鵬u⊥rOの調査楓関︶什の科学顧問官あるE●7レy

で地面近くに滞空する︒これは飛行機が電気のアラシの中を飛ぶ

ヱノループツタ

・ハイネック博士は︑ミシガン州デタスクーで発生したm二甘二じ事

ときに機体の表面に静電気が発生する現象と似ている︒このため

ノースウェスクy大学の教授であり︑米空軍の

件を調査した人であるが︑次のように言明している︒﹁打二FOが
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る︒ゆえに乗船者は内

︑大気圏内を飛行する

あ、て、
ヽ

⑳
に機体が光るのである︒打盤写真においてしばしば船体がど㌢ポ
ケの状態で写るのはこのフォースフィールドによるのである︒写 場合もこの飛行原理は保

円ヽ

化忙も耐えるように正常な気圧が保たれている︒そして一個の小
さな惑星のように作られている︒つ磨か藤愚か卦かかか卦掛肘か

験するような状態とは異なるのである︒円盤の内部は如何なる変

部の状態は︑地球の人工衛星直宇宙飛行士が乗っているときに体

いうことを或る人々はどうしても理解できないという︒円盤の内

加速を行なう場合に︑乗っている人間の肉体に何も影響はないと

ゆえに不得要領なことだが︑次のように言わねばなるまい︒﹁

いるユノログラグイチイー︵重力に乗る︶．状態なのである︒

人が何か卑結論づけるには先ず徹底的に調査研究してかかるか︑

場所では強いために︑円盤が自動的に強い磁力線忙乗るからであ 者は全然ジョックを感じない︒しかるに地球の航空機はそのよう
な装置を持たないので︑急激な方向転換や加速をすると機内の壁
る︒
ところでこのような飛び方をする場合︑特に急激な方向転換や にたたきつけられるのである﹂ ︶

﹁†のような場合は︑円盤内のフォースフィー．ルFが乗船者の
ときとしてジグザグ忙飛ぶけれどもこれは地球の表面近くで起こ
る︒この理由は︑或る場所では磁場すたかち磁力線が弱く︑或る 人体中欄分子までも一緒に転換する方向へ引っ張るために︑乗船・二

︵絹注‖円盤がものすごいスピードで飛行中︑急激に方向転換
のままに機首となってそのまま方向を変えることが可能であるか
らだ︒急角度の方向転換においては円盤内部の磁塩を変化させれ する場合には人体が耐えられないではないかという疑問にたいし
イ⁚︑⊃ド射は宇宙空間に常に存在する磁力線に乗って進行する︒て﹁かつてア〆ムスキーは次のように答えている︒

とおりである︒円盤が急舅に方向転換なやるとき忙は特定の機首 それともあっさり投げ出して一切そのことに言及しないか︑いず
を向け直す必要はない︒なぜなら円盤の外周のどの部分でも思い れか一方だ﹂

動性︑ジグザグの航路などは一体どうなのか？﹂その解答は次の

或る人々は尋ねる︒﹁円盤のすさまじいスピーF︑驚くべき機

まで変質することがある︒

真用フィルムには乳荊が日中し∵去るが︑これは各鐘の光に感応 部を自由に動きまわることができ︑飛行中にべルトでからだを縛
する︒円盤は磁場を持っていて︑これが戸・二の㌻机宍須ヤ六可視りつける必要はない︒高速で走行する自動睾の中でハエが自由忙
光線などと結合しているためにポケた写真になるのである︒もし 飛びまわるのと同棲允のだ︒これは或る人が言う．アンチィグヲ
円盤がカメラとかなり接近していれは︑フィルムの未撮影の部分 ゲイティー︵反重力︶■の状態ではなく︑アダムスキトが育って

、擾乱

金星と土星のブラザー

ズの人間性

アダムスキ︸財団における

ー一九六大年五月一日
講演から最初の一部分を再録−
ロ ウ ヲ y ド・ク セ

としながら︑年令と進化は早

のためです︒真実の知識は︑どんなに大昔にそれが得られたにし

ても︑容易に離れるものではありませんが︑たびたび繰返された

ご覧のように︑私たち宇宙人は老裳しません︒これは充分に学

人類の重荷と苦悩は数千年間記憶され︑克服できないほどに人間
の魂にのしかかっているのです︒

んだ教訓の賜物を日常生活に持ち込むからです：無益だと判っ

以上によりますと︑進化した惑星の兄弟に関しては三つのきわ

本日私は一つの試みを行ないたいと思いますが︑これはみなたさ
ものはすべて捨てるからです︒常に生新さを肉体に表現すると
ん方にもできると思います︒つまり金星と土星のブラザーズの
き人
︑このよう忙若くなるのです﹂︵同書一五一ページ︶
間性を私たちの．心眼″の前に描いてみようというわけです︒そ

ます︒このためにITSS︵網注‖邦訳版．空飛ぶ円盤同乗記〟

ブラザーズの人間性の大体のパタン︵塾︶を描いてみようと思い

気を知らず︑注ぎ込まれる知識と知恵を楽しみ︑．無限なるもの

人間もー千年近くの寿命があり︑その間に多くの子供を生み︑病

の進化論を否定する︒・すなわちノアの大洪水以前忙はこの地球の

して彼らの〝意識の窟■を私たちが見通すことができ︑彼らの
め理
て重要な面があることがわかります︒
解力と解れみの息を通芳て私たち自身を見ることができるはど
闇に
彼らの寿命の長さは旧約聖書中の記述を裏付ける︒そして近代

の原名の略称︶中のブラザーズに関する記述を応用します︒

鑓寸

さ︑老衰しない非常に長い寿命などは︑彼らが病気や苦痛を知ら

制私たちが孝を取りながら〟人生の三分の一を賛したときには︑

以上もの長い期間を有している︒迷い多き怠惰な私たちの年月の

うノ

﹁地球では個人の幼年期から成熟期までの発達正長期間を必
要と影響については全く問題にならない︒
記憶

二年です﹂︵ 同 書 一 五 〇 ペ ー ジ ︶

盈では周波数が高いため︑生まれた子供は幼年期から成熟する
人ま
類に奉仕できる働きざかりの期間があと三十年しか残っていな
でに緩やかな発達の期間を必要としません︒出生から青年期ま
いで
︒これを奉仕の分野はかりでなく．生長し拡張してゆく．彼ら
の平均期間は︑地球の十八年またはそれ以上紅比較すると僅か
のに
可能性について私たちのそれと比較してみれは︑彼らは二十倍

波数はそこに住む住民忙よ？てのみ確立されます︒私たちの各遊

﹁遊星はある周波数のもとに磯能を果たしていますが︑この
周㌧．年を取る〟という考えなどを持たないことを示している︒
ず︑

以下は〝空飛ぶ円盤同乗記．からの引用です︒

ブラザー︑ズの身体に関して最も驚くべき点の一つは︑私た
のをはるかによく知覚していた︒
ーち
神″
身体に比較して寿命が著しく長いということです︒
闇青年期を通じての彼らの非常に急速な発達︑いつまでも保つ若

・・−・20−

−
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認

謬

なびさせています1︑ブラザーズは姓大な生き方をしています︒

人間−は︼方で肉体をしなびさせていますがー怠け者は心までし

yが語ウたところによると︑彼女らの年令は三十才からこ育才に

彼らは意議はかりではなく肉体忙も注意を払っているのです︒︵

﹁婦人たちは▲二十才そこそこにしか見えないが︑後にh7−︼
ゆったりとした流れるようなそれぞれ

七月の六日のことなんですが︑近くで進んでいるこ人の子

及ぶとのことで あ っ た ー

供とー一緒に︑ケガをして遭はたにお：Jうているツバメを

以下紙面の都合により省略︶

℡

︵撼一︶時計と答える

︵H︶消ゴムと答える
︶消ゴムを思う

こ回目︵址

︶エンピツ養える

二⊥︶ハサミと答える

全離卵ぷ紀絹J鮮節垂賢礪

︵‡

三回目︵ヱ︶ハサミを思う
四回目︵⊥︶エチビツを思う

■回目︵甘︶時計を思う

たのを言いあてる︒全部で五分閤以内でした︒

助けたことから伸長くなり︑私の家で三人で紙に絵を描い
て少時間道びました︒そのうち私の部屋正空飛ぶ円盤とそ
の乗員たちの絵がかかりているのを見た子供たちは思わず
元気よい楽しい声で﹁あ！ あれ円盤だぞ！﹂ ﹁わ丁字盲
人もいるや！Jとしはし目をまるぐしていました︒そして
﹁看たち︑宇宙人が円盤でやって来てると患う？﹂と開く
と﹁そんな気がする﹂とハキハキ答えたものです︒﹁とこ
ろで看たち︑テリバy†つて何だ．か知ってる？﹂と聞くと︑
二人が二人とも﹁ターン︑知ってをぞー﹂ ﹁つまり感じるん
だ﹂ ﹁電波だってネー﹂と答えたのには再び閉口︒そこで
﹁ひとつ看たちチッバy−やってみない！ こうするんだ﹂
と提案して行なったのが次の実験です︒
ハサミ︑時計︑エyピッ︑消ゴムの四つを二人の前にお
いて︑−人が思念し︑他の︼人ほ相手の方を見ないで感じ

生

のガウyは︑完全に均整のとれた体をそれとなく示しているが︑
後になって皆が比邑びったりと合った制服に瀞換えたとき︑その
実しく優雅なy体がはっきり表われた﹂︵同音−〇七べⅠゾ︶
コカたちの容貌は︑皆そろりて美男子ではあるが︑地球人と大
た

場合他の遊星の人間だということは絶対に判らないだろう︒三十

差はない．したがって︑私は断晋するが︑彼らが地球人に混
こ︑三才より年上はいないよう忙見えるが︑この印象も後にフ7
−コyから訂正きれた●彼の話によると．ここにいる男たちの年
今は地球式の計算でいえば︑四十才から数百才に及ぶそうである﹂

﹁二人の体はよく均整がとれていた．﹂人の身長は六フ∵ィーー

︵同書一〇八ベ ー タ こ

を少し越える位︑三十才そこそこの上盲ソに見える︒頻色は血色が
よく．黒カツ色の眼には深い生の歓書を示すような光をたたえて
ハ

ぃるが︑何故か異常に鋭い眼差であった︒波打つ漆黒の髪は普通

同書二八ベータ ︶

のスタイル紅刈りてあり︑服は焦茶の背広で−無帽であゥた﹂

﹁したがって人間は仮の姿ではなく︑′氷遠．の具体化なので
ハ六

す︒そしてこの真理を会得している私たちは︑常に現在の中に生
きています︒真理そのものが永遠であるからです﹂︵同書
ページ︶

惑星人に関するタ才−ジ・丁ダ▲スキーの知識はいわゆる進化

−論を否定しています・ただ一種類の活動しかやらない遠化した

下町の宇宙プ子
生き生きしたヤyダスターーー

ー衰ト＿

り︑白い服を着て潜水タンクのような物を背負っていた︒子供の

一人が口笛を吹いたところ︑二人の〝人間″は驚いて波打隙へ向

かって売り出し︑水上に浮かんでいた〝白い円い物″に飛び乗っ

迂R

pS

R‡Dと

いう文字があった︒二人の妙な人間が遠ざかウノて行くと同時に子

えた︒横腹には灰色の星のマークとHb

その船には窓︵複数︶があヶ︑その内側には人々がいるのが見

号に乗って大気圏のフチを廻ウていたとき︑別な惑星から来た宇 た︒するとそれは海岸から盲ヤード沖合鱒停泊していた奇妙な船
笛飛行士たちがケーブカナダテルを訪問したのかもしれない︒そ の方へものすごいスピードで進行した︒
れとも三名の少年が梼神錯乱を起こしたのだろうか︒
こ人の少年の父親で︑ウィyスロク訂地忙住むジェイムズトハ
ーキyズによれば︑子供たちは砂浜で奇妙な格好をした二人の人

のような物がバッと光って︑建物の背後へ消えるのを

っちあげたのではないかという問いを彼は否定して︑そんなタイ

は全員一致しています﹂とハーキンズは言う︒子供たちが許をで

親をうながしたので一同は飛んで出た︒父親は行かな

報告すべきだと思ったからだ︒だが仰々しい話はしなかった︒彼

なかったかという︒彼はカナダヲルの啓察へ電話をかけた︒−応

供たちと母親が見たのは海軍の潜水隊か潜水艦の乗員の演習では

プの子供たちではないと答えた︒しかしハtキンズによれは︑子

かった︒すると五分もたたぬうち忙みな帰って来たが︑

は〝空飛ぶ潜水艦〟というものがあるかどうかパゝ・和一ヅク空軍基

lす

2．他の惑星の人間は友好的だとダ土二′チエヲの

地へ依額したが︑何の回答も得られなかった︒

恐怖で青くなり︑ガタガタと震えてい㌢何■を見たと

へ趨汐

目についた︒それはメガネのついたヘルメプトをかむ

の人間が背を向けて互いに話しながら立っているのが

みなが海岸へ行ったとき二三十ヤードむこうに二人

いう の か チ

三人の子供は家に入って︑・洛岸へ行ってみようと母

見た︒海中へ落ちたようだった︒

﹁子供たちはみな別々に同じ答え方をしますし︑くわしい内容

答を得た︒

たが︑大体に回答は同じでをった︒後にス≠イープからも同じ回

間を見たが︑この人閤たちは子供たちに出会うとあわてて円盤に 供たちと母親は逃げ出したが︑給が上空へ飛び立つものと思って
乗り︑波止場のむこうに着水してい吏不息演な船の方へ逃げ帰っ ふり返ったち︑水中へ没して見えなくなった︒
子供の一人ステイーヴも家に走って帰って両親にこのことを話
たといラ︒しかし父親は子供たちの話忙たトレて否定的で︑何か
した︒一方ハーキンズは二人の子供を別々に離して各自に質晒し
その二人の子供マ．イれル︵六才︶とジエ★ムズ︵七才︶は凡才

感違いしたのではない郁与貰っている︒

紅なる友達のス≠ィトゲと一緒に午後七隠半頃ア．パートの建物の

米国の円盤騒ぎ

うしろで遊んでいた灯そのとき上空でロケットまたはジェット機

一最近のⅤ℡0情報一

●

市︵ケアリブォルー一丁州︶のクエイトレスが今8

ケよイトVスは誇る
サニーyチ エ

訝りたところ忙よると︑彼女は数十機の円盤を見たことがあり︑

環邁

大変災に向かっているのだという︒惑星人はこのことを知ってい

て︑すでに大量のミツバチと魚を宇宙船で運び去ウた︒その他の

生きものはたぶんあとで運はれるだろう︒

﹁政府が惑星人を入国させれは彼らは戦争や飢俄の諸問題を解

lこ習の高い人間らしきもの針目馨した︒

三名の少女が七日午後五時三十分頃︑け＝ト■クルトンから約十マイ

ナy・スクリブナー︵十七才︶の話によれは︑他の二名の少年と

ヲヅセル・スタリグナ一夫妻の息子でイース

空中に停止﹁ノに飛∵再わh

七日にテンゲ7−の南方にある〆ニエルズ公園でピクニック中︑

デyゲ7−地方の六名のティーyエイダヤーが一九六六年四月

古．六名の高校生︑四偶の気味悪い物体を目撃

その乗員たちと語り合ったし︑︼まは円盤に乗ウたこともあると
決
す
る
のを援助してくれるのですがI﹂惑星人が地球人に容易に
／
いう︒
ヽ
喪近しないのー王撃たれるのを警戒するためだという︒
同市のウエストヲ電ナ通りに住むこの女性はルース●ボメーと
いう︒彼女は八才のとき腋来．この世界以外の声から来た人た
上空を飛ぷ数千の円盤を見た︒

ちと語り合ってきた︒きたこヵ月前には︵六大年の一月には︶ヴ
ュy▲′ユ

彼女の言監よれは︑この大円盤群はケア州に大変災が発生した
場合にとるペき処置をテスーするための済晋をサケていたのだと
いう︒もし大変災が発生した場合は︑地球上に住んでいる他の惑
星の人々と〝少数の地球人の友．を円盤群が救出することになる

だろう上がダ

﹁大洪水︑大地震︑核戯争のような緊急事態が払こったときは︑ル南方の〆ニュルズ公園へr イヴした︒−同は草を停めて︑−
私は想念伝達旺よって〝あの人たち．に合図をします︒すると〝

ブタした︒

︵十七才︶は調べてみようと儀中電燈を取って外へ出たが︑何も

く足音のような物音を開いた︒そこ一丁 ㌢とドン．オーティス

すると午後九時三十分頃︑小屋の中にいた一同は屋根の上を歩

軒の古い小量まで三育ヤードほど歩せ︑そこで火をたいでビタニ
y︑スを失

ブ

あの人たち″はちゃんと私を救い上げてくれます﹂
惑星人が地球へ来るのは︑地球が核厳争によってバ

小︑他の惑．星に影響を与えるかもしれない連鎖反応を防ぐためだ

と彼女はつけ加えた︒﹁惑星人は地球人にたいして絶対にト

助しました﹂

ぇしていますし︑．アラスカの大地震そ砂地の大変災では人命を救

事の停めてある方生早地を見た︒すると大きな円い尾燈︵複数︶

て︑ドンと丁ヲンが立ちど亘れはその昔も立ちどまった︒二人は

が聞こえてきた︒するとあたりで何かガサガサという青も聞こえ

〝を起こさないはかりか︑核爆発実験に⊥る大気の汚染を浄化さ 発見できなかった︒外は全く静かだったが︑突然ブーyという音
か

彼女の話によれは︑このまま事態に変化が起こらねは地球は一

l

一

もの光は動きまわっていたがやがて行って心ま云た二一人が小

ーをつけた︑自動辛 の ょ う な 物 が 見 え た ︒

混
−星へ引き返すと他の看はまだ火を然やしていたが︑みなが著すに
は︑たった今大きな人影が明りの中を通りすぎるのを見たという︒
yよりも大きかった︒

﹁そこでぼくたちは小屋を雑れることにして︑草の方へ歩みよ

モれほ六フィー t − イ ン チ も あ る ア

lティスは言う￠

﹁四偶の光体は空中に浮かんでいた︒はっきり

と識別することができたよ︒直径は約二十フィーーで︑二個は速

く動き︑他の二個は上下忙動いていたね︒それらを見てからほく

は確信したんだ︒以前は空飛ぶ円盤を信じなかったが︑今まはか

りは納得したな7︒あの円盤はばくらを傷つけようと思えばでき
たと思う﹂

他の同行者は次のとおり︒マイクル・yミyLドン︑バLエッジア

●レザフォード︑ケイ●ハー・川ソ▲l︑メリ1・ゾラー︵全員高校生︺

りたとき︑ドンが一つの光皮点て叫び声をあげた︒日もくらむよ

ヶィ・ハ﹂リー媛は言う︒﹁小屋の外にすごく大きな人が立ウ
rお

うな白く光る物があったんだ︒真紅二つの弱い青い光休と︑足下

がって如こ十分見つめたよ︒盛りながらほく牒︵﹁アラツが︶

にもっと蛍く光る一個の光休も早歪︒四鳳ば事の蓮根の上紅あ

†ボI〝のような四個の光体を見たが︑それにはみなドームが付

いたけど︑次第に速くこちらへ近づいてくるの︒すぐ目の前には

ていたわ︒するとヤプのむこうの左側忙柔らかい青い光体が一つ

レザフォード媛の話︒﹁ゲイと私はこねくなって事の中に入り

ていたわ︒なんだかわけのわからないブーンというような青も聞
−
こえるのよ﹂

いていて︑押しっぶされた球体のようだったト周囲には奇妙な音

辛のヘッドライーくらいの大きさの赤い光体がいて︑もうこわく

い︑みんなこれを見ようじゃないかJと言ったんだ二同はフ︐

ウたね︒強弱を く り 返 す 音 だ っ た ︒

あがった︒するとブーツという奇妙な音が聞こえた︒カン高い音

いた︒彼の話︒﹁ド・ンとぽくは小壷から出て最後に革の上へほい

yミyトンはビタニブタ前に足を痛めたので松葉杖を使用して

て身動きできなかったわ﹂

が響いていたが︑それほ一定の方向から聞こえてくる音ではなか
三偶の光体は右手にいて︑そのうちこ個は空中忙停止し︑︼個
近づいてから色が赤に変わった︒一同は革で逃げ出すことにした︒

じゃなかったね︒すぐ近くで聞こえるんだ︒革を廻すと青い光体

は上下に浮動していた︒四個日のやつは左手からやって来たが︑

てーよく走るんだ．だがエソ﹂yンはかかろうとせず︑革内ヲジオ

ぽくの草は五四年型のフォードだが︑新しいエンジンを付けてい

別な光体は谷の内外を上下に浮動していた︒アラyの事にはブ

が空中に浮かんでいた︒ちょつと見つめたらすぐに飛び去りたよ﹂

レーキがかけてなかうたのにガタガタ揺れて容易に走ろうとはし

はケンともスy と も い わ な い ︒
やっと走り出Lてから−同は︼個の巨大な光体が道路上をあと

なかゥた︒

乱す
′′ポ

この少年少女たちは事件を通報するために警察へ来たとp−ク

をつけて来るのを見た︒辛から約三十フィトト後方に．いたが︑右
﹁奇妙なことにその光体はパブクミヲ1に映らないんだ﹂とオ

寄りに近づいて来て︑そのまま飛び去ってしまっ在

独1す

一﹁
ルトア普茶署長のタブン●￠●マカイヴ7†ほ育った︒

．．1■t一．1

︑〃ノ

−
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−

＼て ︑︑11

▲︑ ：︑

パトカーが編隊を追跡したが︑損隊は飛び去った︒

▲．．．

ワy二千チノー郡の治安官補スタyリ・マタファドクyは︑少な

したと述べている︒マタファドケンと治安官禰デイゲィブド・フ

くとも六十名の住民が︑空中にまたは地上にいるその物体を目撃

﹁彼らはみなたいそうまじめで︑女の子のうち二人は恐れおの
キな話をでっちあげようという意図もなかった︒実厳何か奇怪な

ツパトワブタはアナーバーから十二マイルの所にある問題の

えなかった︒

見ているとマタhァFケンは言う︒ただし暗夜のために光しか見

四十名ないし五十名の住民が地上に藻地している物体を確実に

追跡して行った︒

て明らかに着陸したのを目撃してから沼地の中を泳ぐようにして

沼地で︑主物体が樹林の高さにまで浮かび上がり︑綬いて降下し

ィ

のいていた︒たしかにみなは酒を飲んではいなかったし︑インチ
物せ見たのだ︒通報後にバ㌧rp−∴〝マソが現場へ急行したが何も
︵ロッキー・マケ︶′ティy・一ニーズ六六年

ミシガy州の円盤事件

発見できなかっ た ﹂
四月九日付︶

4

一九六六年三月二十日忙ミシガン州アナーパ1で少なくとも十

これは米国の円盤研究界で大セy＼セイyユylとなり・﹁沼地砂れ

偶の姉妹物体忙付せ添もれて軍隊詰沢他に恕陸するの︑管F撃γ莞︒

いたが︑それは柔らかそうな材料で出来ていて︑表面には光︵複

主物体から五首ヤード以内町蒙近した︒ぞして後に物体の図を描

十九才︶が響官紀誇ったところによれは︑二人は沼地を突進して

だが農夫のフヲツタトマナー︵四十七才︶と息子のロナルr︵

スが然えて円盤のように見えたにすぎない﹂と否定説をとなえた

数︶がまたたき︑アyチナ︵複数︶が出ていたと言ウている︒

二名の替官︻．L四﹁名の仁民が︑一個の気味悪い．飛ぷ物体■虻田

ハイネック博士と肯定論看たちとのあいだに猛烈な論争がうず巻

だとぎトその物体は離陸した︒﹁そいつは大の高さまで上昇して

﹁お父さん︑あの恐ろしい物をごらんよ！﹂とロナルドが叫ん

よちノ︒

ッパトリブタは見物人に啓告するため監後退したが︑大体に四十

いたのはこの春のことである︒以下詳細近内容を詠むることにし
∧四十名が円盤の着陸を目撃∨ 汀二pこ工の伝えるところによると︑
だま
その夜主物体はハネ弾のような音をたてながら踵陸するまでその

ないし五十名の住民がながめていた︒少なくとも十二名の管富も
いた﹂

からまた下降したんだ﹂とマタファドタンが言う︒﹁私とフィク

真上に四偶の物体が扇形に空中に浮かんでいた︒
二名の治安官補の言によれは︑その主物体の表面に瞥苅味悪

うな形で︑頂上には隠がついていて︑色は茶色だった﹂とマナー

中心には白みがかった赤い光があった︒二個の深皿を合わせたよ

﹁物体には赤と最の光がついていて︑両脇忙一つずつ光があり︑

その息子は主物体から五首ヤード以内鱒接近した︒そこで六合の

た降下した︒管官たちもこの数個の物体の鋼鉄を見た︒一兵夫と

一光︵複数︶がまたたいていた︒それは林の上忙浮かび上がり︑ま
l

怨

近くの小村ヂクスダーのバト甘−ルマy︑ロバーーニニーク

一父 子 は 語 っ た ︒
部
ーよルは︑彼と同僚の革が現場へ急行する途中︑物体の−つが革の

上をかすめ去ったと言う︒
そこから約五十マイル離れたセルフリップ空軍基地は︑ニュー
ズマンに照会するのならバナルタリークのヂ三イト防空隊本部
へ開けという︒しかし同本部の情報保の電話は出てこなかったし︑
基地司令官は留守だということだった︒
響官隊がカメラを持って現場へ急行したが︑到着したとき忙は
物体はす甘に見えなか芸︒治安官事務所はハニークェル︑マナ
ー父子︑その他の人々の目撃報告を∫鹿証〟したと声明した︒

Tソテナ

︵細注＝以上の事件忙ついて米空軍プロジェクト・ブルー・ブ

マナー父子の描いた主物体の見取図

クの科学顧問ハイネブタ博士は﹁沼地は他の惑星の人間がおよ
そ来そうな場所ではない﹂と反発し︑﹁沼地忙たまったガスが燃
えて円盤のように見えたのだ﹂と説明しているが︑その反論の内
容は如何にも科学的説明であるにしても︑マナ1父子が見取り図

一r。ヽ t

まで措いているレ吋′キとした物体の存在の否定論としてはあまり
に独断的である よ う に 思 わ れ る ︶

？−′

＿ J
舟りでプ

ポ

キ

ン

の

円盤
●

ギプスミス

−英国航空協会名誉会員−

チ†−ルズ

﹁J

というよりもむしろ付着ノているように見える︑炎のような光＃

を持つ．羽毛状の物．があったが︑これは壊その他の航跡を残さ
なかった︒

ウイングフィールド嬢はカメラを携行しなかったので︑モルチ

yセy嬉に︑車中においてあった毛媛のカメラを取って来るよう

にと彼女に呼びかけた︒そこでモ嬢はカメラを翫り出して町FO

が遠くに消える前にど㌢にか▲︼枚の写其考撮ったのである︒使用

カメラはアグ二Jァ・クリブタⅡ塾で︑幸いにも操作は簡単であっ

た︒さもないとセクトする時間はなかったことだろう︒

さてこ．の写真が出来てからそれを見たときモ嬢は少々とまどっ

た︒彼女の記憶ではその︹こJOはもっと細長い形で︑．羽毛状の

当初彼女はこの未現像のフィルムを私の所へ持って来たが︑数

釣合に大きく写ることがあ牒という原野で説明できるだろう︒

嬢とデンマーク人の娘リスベター・モルテンセγ嬢が︑︸九六五

日間私たちはこれをうまく現像するのに最上の方法はないものか

めた︶︑革外に出てから低空を無音でゆっくりと飛ぶ不思議な物

それは二人の前方を横切って飛んだ1草を停めて︵エシジンもと

晴で青空がひろが．っていた︒二人はmニーOに気付くとただちに1

現像・焼付をしてやろうと気前よく申し出てくれたのであるかこ

務所へやって来た︒そして彼の私有のスデューディオクで直裳に

私の友人で有名な写真家の山バージr・ヘヌル氏がまもなく私の事

以下はヘヌル氏の手記である︒

実さを持つ人の手紅ゆだねられたと私は息？を︒

の申し出によって︑フィルムは最高の技術はかりでなく最高の誠

のように見え︑淡い色がついていた︒その後尾には噴射している

見たところその物体は曲線の輪郭を持った細長い物体で︑固体

体を見つめた︒

の自動革忙モルテンセン墟を乗せてドヲイヴしていた︒天候は快 結果を得なけれはならないからである︒しかし都合のよいこと忙

でのあいだに目馨したものである︒ウィングフィールド嬢は自分 と考え込んだ︒ネガに何か重大な物が写っているとすれは最良の

年十二月二十六日︵日曜日︶の午後三時十五分から三時三十分ま

この叩こFOは私の同僚であるジャタリン●ウイングフィ仁ルド

えてあって︑多数の事例を見てき寧攣諸バ徹頭徽属保証できる第 つれて角度が変化することにより説明ができるだろうし︑．羽毛
一級の目撃例であるからだ︒
状の物■については︑肉眼で見たよりヰヵメラで写したほうが不

による目撃事件であり︑しかも完ベキな確実性を持つ写真まで添 物−はもっと短かかったからだ︒形のほうは㌍二冒こJが遠ざかる監

といえるだろう︒というのは︑これは信顔すべき目撃者︵複数︶

て知られるようになった現象の研究に︑われわれは︼歩前進した

円盤目撃事件と写真撮影によって︑不幸にも．空飛ぶ円盤．とし

アイルヲンr︑ウォーターフォrド州カポキン付近で発生した

﹁！カ

・−・：打−

○て好みの現像液中で正常な現像時間により処理されました︒問

︵ノ

次ぺtタ下段がその写真︒

ここに掲げた写其は︑異常な特徴を強調するため
にできるだけ譲黒調に仕上げた引伸写真である︒私
はそのネ〟〟を科学●技術の各分野の多数の専門家に
検査してもらっているが︑或る方面でいわれてきた
．幻日現象．であるという説にたいして意見は強迫
になりつつある︒請専門家の判定に関する報告文を
いずれまとめるつもりであるが︑これにはかなりの
時日を要することをつけ加えておく．

﹂

パ・一y−・ヘ ヌ ル

のネガは写真専門家ならだれが枚査してもかまいませんが︑ネガ
一 ﹁私はウィングフィしルド塵からアダファ・イブ水芸︐ィル
却 ムを受け頼りました︒これは私の監督指導のもとに助手の手によ に事後処理は加えられていないことがわかるでしょう︒
一九六大年一月十九日
ー

題の；マは休暇旅行中些撮影した一連の風景写真の中の一つで
クリックⅡ塾で︑比較的簡単な塾のスナブナyヨプーカナチであ

した︒私は今カメラを検査したところですが︑これはアグ⊥／7・
り︑絞りなしのF8・8レyズ︑焦点は八フィートから十三フィ
ーーまでと十三ブィ！トから無限遠吏でのこ段階となっています︒

などはできそう忙もないようなこの程度の写真技術は別問題とし

私はネガを検査しました︒そして撮影者が先を見通したとして
もこのようなネガを偽造するのは不可能だと確信しました︒偽造
てです︒その理由は次のとおりです︒闇物体の周囲が異常に暗い
こと︒必暗部のプチ虹著しく荒い粒子が明瞭に見えること︒特に
物体の左端にそれがよく現われていますが︑これは普通の写真の
引伸壌の照射時間を少しずつ増加した一連の引伸写真を硬調の

粒子と類似していません︒引伸写真の暗部に現われて見えます︒
印画祇で作ってみましたが︑当然各印画にほ修正を施しませんで
した︒そのなかで最も薄日の印画には︑前景のプレからみて︑物
では

体をファイy〆−内に捕えようとして撮影中忙カメラプレが起こ
？たことがほっきりと出ています︒加うるにこの種のカメ

露出が五十分の一砂以上であったとは思えませんし︑むしろ二十
五分の一砂あたりでしょう︒現像後にみチエもディオク内で表面
的にこれと類似の効果を作り出す方法を私はよく知っています︒
このフィルムは厳封きれた現像クリ′クで現像されたばかりでなく︑
現像と定寿が完了するまではタブク外に出されませんでした︒こ

一

「

19d5年12月2る日にアイルヲyドのウオーターフす−ゝr州カポキン
付近でリスベット・モルテyセy廣が撮影したⅤ甘0写真。三端に見える
白く円い光点がUFO。白雲のように見えるのが羽毛状の物。

お

知ら

せ

⑳㌣pの会合揚所妄変更
従来行！て苛ました芸盲本望−の別称︶の月例会合

所

六︶；言〇・小田急線．成城学

東京都世田谷区成城町至ハて中田晴久氏宅
電話ハ閃

慮蒜㌢下手︒徒歩約十分．下の地図参照︒
︵注意︒今年二月まで行な；いた虜叫喰増

還詫言詫吋等唖㍍諾坤諾Ⅷ

︵ただし八月だけ腋第三巳隠官吏由還︶

毎月弟︼日庸日・年功十暗から牛彗ハ時まで．

＊巳
＊目

時
的

＊苦晶

七月よ旦元の家の隣家に移転されましたから
ヽヽヽヽヽヽ
ギ注意下さい・元の崇を目標に行かれればす
ぐわかります︒

中田氏宅付近略図

は八月より会場示変奏藍た窟呈した︒旧会場は世田谷区‡多見町
＊場

時

・生命の科学−の研究を主体にし︑その他宇
宙哲学︑−股円盤問題の研究討論︒

テキストとして遥命の科学＼昼食︷当日
メy崖へ注文も可能︶︒その他研究発表を行

なう人鱒資料持参︒

着金揚︒

几冬亭一日二空言品首︶︒年前十蒔から

午後六時まで︒

日本8▲†主宰者久保田八払出席のもと三

股会合︑特別話し合い︑宇宙哲学の研究討議︑
質疑応答などを行なう︒記念写真提琴

蛋命の科学■︑昼食︵当是部から晋許

せることもできる︶︑そ．の他研究発表を行な
ケ人Il資丼持参︒

点呼拶郎粉塚

の曽根有氏宅でしたが︑八月〜ごり左のとおり変更しまて

＊日
＊呂．的

＊携行品

所

八月は特に左のとおり特別給金を開催します︒

◎八月に特別総会 を 開 催 −

＊場

0

嗟如郷

・−一劫＿
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﹃プ

〃

6月10日発行5
︑・′0月号︵全一冊︶

▲月10日発行第
︑占・7号︵金一冊︶

＊昭和37年2月10日発行︑ 第4号

＊
〃

8月旭日発行︑7・8月号︵金一冊︶

◎日本G▲P副機関誌．宇宙同好通信″を発行
従来発行していた〝日本G▲p号空軍軍鱒華麗．に加えて︑今
＊

〃

一部定価送料共有円︒

＊

代

した︒これは．ニ鼻−ズレタ1．．の補足的機関誌として︑主とし

＊誌

回新たに副機関誌として月刊．宇宙同好通信．を出すことにしi
て会員相互の会話の場とするための肩のこらない交歓誌で︑読者

＊申込先

ように︶

○ヽ
生来まいしり放れた生変さ後
′以りさ身あをれな︐一下今

し刊庫文て撃の解︐こ

た行あ下挺で光さありは

し単たは理ム著書不気がひも

境

︵洋慧︒右は久保田宛にお申込み忙ならない

桶元幸二

東京都大田区調布千鳥町七八︑記陽荘内

の投稿哀歓過しています︒詳細は左のとおり︒

一部首円︒送料二十五円︒

代

＊誌
安斎純夫
︵注意だれに㌫折県益田前の久保‖犯にお
申込みにならないようにI︶

〒 55

毎回主要連戟記事1．古代虎陸ムー″．テy

￥500

東京都豊島区雄司力谷一の三七四︑太田方

容

ジョージ・アダムスキー

久 保 田 八 郎 訳

＊申込先

＊内

バy−講座″．泉声一顧〟．故克と電気の性
記事を満載−当分の間編集費住着虻ニチ沢潤

層■マンガ遠テレの富子′その他興味ある
ご

博て在注し絶滅理し起環そさ
をしだごとの不を消きてお下
評とまに雄一て容解ふしにり

なえ
い○

再版の見込みはあ りません。

︼郎︒
︵右の副機関誌につトてど意見︑感想︑希望
事項があれは遠慮なぐ久保乱宛お寄せ下きい︶
◎日本G▲pニューズレターのバブクナンバー︵旧号︶増刷︒
．一ニーズレター〟旧号の殆どは品切れとなりましたが︵ただ

＊ご注文は久保田宛に○ 美津タイ
上質紙使用。送料は2部85円。

ミサ

に科がでれぎ最のら限驚で悩
先の文のこジ代もあ無にる○
命注す た現つばに活すい

上は10 0円。

し．礪集後記．忙記載のものだけは久保田方に在庫︶︑次のもの

が有志の手監よって増刷きれました︒いずれも貴重な記事恕満載
したもので今後二度と入手できません︒新しい会員の方はこの際
＊昭和37年l月3日発行︑療養骨葛司葛

ぜひご入手下きい︒
■

生命の科学

■−32一・・

◎長らくお待たせして申し訳ありません︒四月以来個人
的な事情のため忙本誌発行髄遅れてしまい︑心からお詫
びいたします︒各国からの貴重な情報が山積していせす
が︑そのなかのホンの一部分しか乾せ得なレのが残念で
す︒
氏が ア

リス■−t●ウェルズの片腕とレて活躍してい吏す︒

塩の日額は︑人野を宇宙空間へ送り出して︑理想的かつ章農な生

〕窒
化
さ
れ
た

◎目下米国の丁〆ムスキト財団では仔ケサンドtクセヲ

A 【コ

−方チアマーク︑ベ〝ギt．英国あたりも強力に連動を

活を営む他の惑星に到達し︑進化した人類の思想や科学を直視し
て驚嘆し﹁なんとわれわれは井の中のカワズであったことかー﹂
と大い忙恥じて赤くなっている地球人に自己反省を行なわしめ︑
進化への限りない意欲を燃えたたせることにあるのであって︑問
題はそれだけのことなのですが︑ここで比較対照の法則が重要と
なってきます︒これこそものの優劣を知り︑向上するための道凛
守なるからでナ︒たとえば合理化された快適な生活を送ろうとし
て大半の日本人は欧米の生活様式些憬れますが︑これは決して西
洋かぶれと侮蔑すべきことではありません︒より良き生活様式が
存在するこ
するのであって︑これは前進でこそあれ退化ではないはずです︒
理想的な生活法のバク
大体人間旺とってす
って︑その下にあケては徽小な地球の
群が宇宙匹存在するので
らも東西の区別などありはしません︒
君津も西洋もなく︑息恩
ゆえに現在のもろもろの分裂状態を統合し平均化して．生活を楽
しむ自由〟を人間に享受せしめるのは科学技術であることは明白
です︒その科学技術発展の土台として膏学が根を張っている必要
がありますので︑什リーO研究にも哲学は不可欠です︒単に目撃報
く

か

告の分析や推理だけで終始しているのは味気ないことです︒私た
ちは．推理クヲブ．の域を脱して︑先ず軍学する人間の集団を形
成しようではありませんか︒
◎山梨県の高校生︑山本佳人君からの報告によれは︑去る五月二
十八︑九日にわたって同君の学校で開かれた学校祭で﹂同君主宰
の円盤研究クラブは日本G▲Pの資料を展示して大成功を収めた
ということでした︒特にテレバyl︑宇宙哲学の解説に多数の生
徒が倭包心せ不したそうです︒若い人︑賂紅少年や幼児が意外
に宇宙的な物事に関心を持つの忙驚かされます︒実はアダムスキ
ーの 〝空飛ぶ円盤同乗記．からヒ新一を得たと思われる宇宙もの

上ぉし

畏関しており︑結局ジさ一夕；ダムスキtの名は不滅となるで
し上ご轟ノ︒
◎科学界でもアダムスキトの体験は次男紅裏付けされる方舟に敵
いています︒たとえば去る大凡上旬に打ち上げられたサーブェイ
ヤエ与が月面で撮影した写真によって︑月鼻面忙希隠れ大気が
存在することが確証される段階に至ってlいますし︑また米国ジェ
プト推進研究所サーブエイヤー狙当者yオナルFトジャフエ博士
は︑月の表面を﹁画さや地相は地球の砂質地に似ている﹂と述べ
ていますが︑これ腋アダムスキーが．空飛ぶ円僅同乗記〟中で説
明した月の地相を裏書きします︒更忙ソ．連が打ち上げた自動ステ
イyユy金蔓二号が三月て出忙金星に到達した結果︑金星の表面
温度はかつて伝えられたような数百度の高温ではなく︐もっとは
るかに低温であることも確認ぎれました︒ジ→鬱ナ︐ズムを通し
てのこうした発表を盲信するのは危険ですが︑きわめて緩慢なが
らも大衆は次第に大気圏外へ目を向けるようになり︑他の惑星群
に人間が存在することを意識し始めるようになるでしょう︒そし
ていつか地球人は宇宙船で宇宙を航行するようになり︑進化した
他の惑見方人類の生き方に驚異の目をみはるときがくると信じま
すが︑そこに至る重要な要素は科学技術の発達であって︑その科
学を正しく伸ばすには嘗学を必要とするわけで︑したがウて科学
と哲学は不可分の関係妃あります︒この文明期における科学の究
﹁﹂

ば
ら

編 集後記

︑﹂ilill一11−■

﹁
マンガやドラマが国内にハン渡していることも原因の一つです
上客送料共

︑−−−

ハ五円︶の計五点︒

⑳欧米における円盤研究の盛んなこと︑そして円盤問題にたいす

−

が︵なんとアダムスキーは大きな影響を与えたことか！︶︑それ
◎ご承知のように七月から郵便料金が値上げとなり︑本誌送料は
からみても︑テレビ等のマスコミの横路のあり方が問題視される 一撃二十五円になりました︒したがって本号から誌代雪二十円︑
忙しても︑その果たした役割は絶大なもので︑・ここにも科学の勝送料三十五円︑計首六十五円となります︒すでに会費払込みの分
利があります︒
はそのように割算し直しますからご了承下さい︒
◎別掲．お知らせ■でお伝えしましたように︑八月には窮者出席
◎これまで東洋でアダムスキーの支持活動をやっていたのは■日
のもとに特別絵会を開催することになりました︒猛暑の折から難 太良▲p■だけでしたが︑セイロンの住人︵り■ベレイヲという
儀とは思いますが︑ふるってご出席下さい︒遠隔透視力を持たぬ 電気技術者︵五十−才︶がグループを形成したいというので助言
私たちは文通だけでは相手のイメージを描くことさえできません︒を求めてきました︒立派な英文を書く人で︑七月から八月上旬ま
で東京に滞在していたのですが︑遠方のため会えなくて残念な思
いをしました︒
hィジクル・コンタクト︵対面︶によつてこそ未知の人を知り■︑

何かを学ぶことができます︒

⑳副機関誌．宇宙同好通信〟を出すことになりました︒これは都

と怪しみたくなるこの頃です︒一国の国民の民度を計るには円盤

内在住の有志の献身的な奉仕によって作られるもので︑ガリ版な るジャーナウズムの理解ある態度1 これからみれば日本ははる
バう・や円容はきわめてユニークです︒ぜひお読み下さい︒
か忙後進国です︒一体日本人は何を考えて暮らしているのだろう
⑳これまで本誌に港載したアダムスキーの論説を−本にまとめて

単行本として都内の出版社から出すべく日下編集中です︒刊行は 間男を持ち出すとはつきり七てくるようです︒
ィ

寄金を歓迎します︒︵久︶

◎当方資金難で活動が停滞気味です︒如何ほどでも緒構ですから
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の伝記も出次第に翻訳レてお目にかけますからご乳待下きいー
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19dる

来年になるでしょう㌔てリス・E・ウェルズによるアダムスキー

行
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詔墨品行

◎占鴨二フyド・クセヲ氏娼集になる．円盤写真スヲイド．と記録

映画も入手すべくクセラ床疋照会中です︒入手したならば映写会
を開催します︒
⑳人間にとって重要なのは知識よりも意識の問題です︒これにつ
いては星命の科学■をお読み忙なれはよ
まだ在庫多数ありますから未入手の方はぜひご購読下さー︒

・六月号︑同年七・八片号︑同年弟30号二九大六年第31号︵以

◎本誌のバックナンバー︵旧号︶は次のものが腐者方に在隠して
います︒︵注意︒これは31ページに掲載した．パイクナyパーの
増刷本−とは別ものですから混同されないように︒ご注文は久保
田へ︶一九六三年九・十月号︵送料共一三五円︶︑−九六五年五
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