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私は円盤を映画に撮った

斎 藤 雄 久（かずひさ）

この度久保田会長よ少直々に原稿をとる様御指名に
あずかhてでして︑誠に恐縮ながらこんな私が書かして

能にめぐまれてかhソませんが︑十分に皆様に御理解頂

私が空飛ぷ円盤に深い意味も判らずに関心を持ち︑甚だ興味を覚

えましたのが十三才頃だったと記憶しておhγます︒この頃はせだ空

しかし小さい頃上こク﹁人間はどうして生きているのだろうか？

頂けることを本当に光栄に存じる次第です︒稽念充こ 飛ぶ円盤なるものの深い理解は身についておらず︑ただ少年雑誌と
とに私は他の方の様に文章をすばらしく記すという才 かそぅいったたぐいの稚誌から学んだ？概念しかなかった様です︒

を深く考え︑いろいろ空想などにふけっておhγました︒この考えは

けたらと顆ってやみません︒とにかくこうして書かし 自分はなぜ存在するのだろう？ もしこの世の一切のものが浸くな
て頂けることを恐縮に感ずると共忙︑与えられた使命 ったら︑自分はおろか︑全てはどうをるのだろう﹂といった様を事

こで︑せっかく東京からみえたのだから︑体験と意見 店に

㌶エ飛ぷ円盤の真相″という本が目についたのでした︒

を喜んで御受けいたしたいと存じます︒
大きくなるにつれて益々つのるばかりでした︒それからそうこうす
実は︑先日私は巽先生に御会いいたしました折︑久
るうちに︑中学一年の頃︑たまたま夕方の散歩で途中立ち寄った書
保田会長が大阪GAP支部大会に参加されるので︑こ

をテープに吹き込む様御依頼を受けまして︑早々御依 これは一風変った本だと感じながら立ち読みしました所︑それが
頼に応じ吹き込みましたことが濠とな少まして︑こう をんと非常に私が今までに思っていたことに対する究明と解答がな

これはもうだめかと半ばあきらめていた折︑たせたま﹁実見記﹂

んでした︒ただときたませいぜい流星が飛ぷ位でした︒

観測を続けていたにもかかわらず︑一向に出現する気配はありさせ

約一週間続けせした︒しかし毎晩︑現われてくれる様に念じながら

それから毎晩定期的に三十分から一時間にかけて観測をすること

出来る売ら飛来してきてほしいと考え続けるように夜力ました︒

レパシー﹂とを揃えたのです︒
しばらくして︑私は空飛ぷ円盤を是非この目で一度見てみたい︑

して体験談を書かして頂けるといぅ光栄にあいなった されているではあ少ませんか︒伸々すばらしい内容であることに驚
き︑すぐ購入したわけです︒これがア氏の本を知ると同時にア氏の
わけです︒
これから未熟宏がらも私の体験と所見をかいつせん 存在を知るきっかけと売ったのです︒
こうして次々に﹁空飛ぷ円盤同乗記﹂ ﹁空飛ぷ円盤実見記﹂ ﹁テ
で書かせて頂きます︒

斎藤雄久君

一例をあげますと︑私がある目的地に出かける前︑上空︑天頂四十

それがまるで何かの予告の様になることがしばしば起きました︒最

るだろうという確信忙満ち溢れておhツせした︒さらにア氏でさえあ

五度付近上ニッ︑黒く丸い円盤が突然二機出現して︑それが降下寸前

中にア氏が雨の日も塁る日も風の吹く日も毎晩忍耐強く観測を続け

の様に努力したとあるのに︑この私如き少年が挫折しては売らじと

一つに重太った様になタ急に消えたことが有hてでした︒その目撃の

ことと︑どうしても離して考えることが不可能に浸ったのでした︒

思っておトγました︒それから一週間目︑最初からかぞえて二週間目

日︑目的地に着く寸前︑車にひかれそうになカさしたが︒もう一歩

初の頃は気にかけなかったのですが︑出現すると何か起きるという

に当るのですが︑その日の夜七時半頃だったでしェうか︑南東の空

という所であわゃ一命を失うところでした︒この様夜警告がいく多

たとある休験が日にふれ︑それに刺激かつ感銘をうけて︑再び一週

忙待望の円盤が一機出現しました︒それは育味がかった色で︑大き

もあ♪せした︒今思いますのにヤはタ円盤が助けてくれたのかも知

間観測を続けたものです︒その時の私の心境は︑必ず今度は見られ

さは月の二分の一位で︑南東から東へとゆっく少むかっていま七た︒

れないと考えてお力ます︒

さて︑そうこう過して高校一年の頃︑五月中旬池袋の西部デパー

最初の頃︑私はそれが円盤なのかそれとも人工衛星のたぐりなの
かはをはだ疑問に思っておりせしたが︑心でそっと﹁円盤ならばぜ

て円盤を見ましたが︑同年その報告は久保田会長に知らせたという

事も有トてでした︒その日はなんと昼夜続けて九囲も目撃したのでし

ト屋上てひるま連続して円盤を三回目撃しました︒その晩もつづけ

た︒この目撃はなにかを暗示していたのかも知れません︒とhh∵で

ひハッキリ証明してほしい﹂と念じるや否や︑その物体は急に今ま
かった色からオレンジ色に変化していました︒ジグザグ運動を始め

です︒場所は新宿の自宅から近い戸山ハイツで撮ったのです︒これ

た円盤はその壱チま急にターンして上昇して消えてしまいました︒こ
この日の︑しかも初めて目にふれたこと︑さらに心の疑問に応答

が私の最初の円盤実写シネてす．といいますのはこれを繚に次々に

すのは︑翌月八ミリシネに円盤を撮るという幸運にめぐまれたから

するかの様忙運動を示してくれた円盤に︑私は感激と喜びを味わい

円盤をシネに撮っていくからなのです︒次はその諸に入っていくわ

それから毎晩の様に円嫁が出現する様に孜少もした︒ある時は︑
その方向に目をやると出現するということがしばしばあ力まし

意識的に観測をしてぃ充くとも︑なんとなく外に出て上を見たくな
トへ
た︒
中学二年の頃︑学校に行く途中︑帰る時︑遊んでいる際中︑よく
円盤が出現する様に孜り毒した︒故意か偶然か円盤が出現すると︑

〝アフタヌーンy︼−︵今年七月十四日︶″ の二番組で行

去年の一月十五日︑富士山五合目付近で撮ったものです︒

なったのでナ︒この時公開しましたシネは八ミリカラーで︑これは

と村長T

居られると思いますが︑それは〝土曜ショー︵カラし 今年六月㌃

さて私がすでにテレビに八ミリシネを公開したのを御存知の方も

けですが・・︒

ました︒それは見た著しか体験でき凌いものでし工う︒

の間約一分位だったと思われました︒

での平行夜勤きからジ∴グザグ運動に変わヵ︑色もそれぜでの青味が

− 2 一

彗メぜ

ものの衝動をうけた様で︑﹁富士山に円盤が四時頃出現するだろう︒

行くわけが浸いのですが︑私はいわゆるいう所のテレパシーらしき

せんでした︒以上が大体の状況内容です︒まだ十分にいいつくせ凌

フィートしかなかったことなどが重なって︑思う様に全部は撮れま

ズームにさらに一・六倍コンバータを付ける時間︑フィルムが少量

した︒実際には八分位飛行しましたが︑八ミリセッL・の時間︑四倍

富士山へ行け︒八ミリカメラを持って円盤の飛ぶのを待て﹂ざっと

いのが残念で夜少ません︒

この日︵一月十五日︶は本来普通ですと︑こんな真冬に富士山に

こん夜気分であったのです︒そして知人Ⅰとuと私を含む三名で︑

この今回のテレビで公開しましたシネだけが円盤を写した唯一の

ものではあ少せせん︒過去にもいくつか八ミリに撮っているのです

すぐ富士に車で向かったのですが︑見事午後四時びったカに円盤が
出現したのです︒この時︑肉眼で観測した時は土星塾

が︑私の個人的な圧力︑及び社会的を保護を考虜しまして︑一切公

︵ポーシ塾︶

の典型的なものでした︒八ミリには丸く写ってぃます︒特に見事な

開はしてきておhソません︒今回の富士山のシネだけに限カテレビで

公開しました︒しかし︑やはカー年たってから公開したわけです︒

シーンは雲から出た少入ったゎするシーンです︒

さらにその時の状況と様子を詳しく記載します︒まず︑円盤の大

写真家のT氏にも八ミリフィルムを一コマ一コマ検討してもらい

切オミッ︑卜であるという事でしたが︑どうにかこうにか料金所でい

での有料道路が氷と雪でスリ〟／ブナるので︑チェーンの充い車は一

先にもふれましたが︑この日は一月十五日でしたので︑五合目ま

して︑最も質の良いシネにしますので︑今後はさらに質の良い映画

ます︒今の所八ミリですが︑近いうちに十六ミリシネカメラに転向

いうことです︒今後もさらに私は円盤を撮るという衝動がわいてい

から出たヵ入ったりするシーンがなにょりの決定的場面である﹂と

ましたが︑﹁見事に本物であゎ︑トリックは考えられない︒特に宰

きさは目測三十メートル位︑色は非常に輝く真珠色の様な白銀色で︑

わゆる誤魔化して︑ノーチェーンのヰてで五合目まで向かって行きま

を御見せ出来ると思います︒︵注‖同君は八月に十六ミリシネカメ

途中降下する寸前金色に近く色が変化した横でした︒

した︒途中スリップの連続で危険夜目に会ってきたのですが︑絶対

出来れば皆さんの中でどなたか私と一緒に撮影に同行出来るとよ

ラを入手した︶．

に満ち満ちていました︒案にその通力何事もなく無事であったので

いですね︒時間的に縛られ凌い︑余裕のいつでも出来る人は一緒に

的夜衝動を受けた限りにおいて︑事故は絶対に起きないという確信

ジェ

す︒そして五合目に到着︑いよいよ葺から降カる方ごり爆音をたてて
︑

盤だー﹂と指さしていせした︒見るとまさに上空真上からゆっくカ

人がよく争うのを見ますが︑︵世界的傾向？︶︑たとい主義主張が異

私はいつも思うのですが︑円盤を肯定するグループ︑フリー︑個

す︒全くその前後に衝動を感じる次第です︒

行けるかも知れません︒私はいつ頒影状態に孜るかわからないので

月の二分の一位の円盤が降下しているではあゎませんかー︒私は興

なれどもお互いの人間対人間としての信頼が確立され調和していく

真上から北に降下する円盤をⅠ氏がみつけ︑大声を張力上げて﹁円

奮さめやらぬうちに︑自動車にもど少︑八ミリカメラをセットしま

4

のが本当の道であると思っています︒特にグループ同士は対立しが
ちな傾向をみますが︑これこそ明らかに大間違いであると言わねば
︵派︶は敵を間違えているのではな

われわれの敵は︑その多くの人々がいう様に︑た

なら浸いでし ょ う ． 円 盤 肯 定 者
いでし上う か ？
といそれがどんなものであろうが︑真実を頭から否定し︑円盤を大
衆の目から抹殺否定する動きではないでし上うか︒
お互いに円盤の存在を肯定するグループ︑フリー︑個人が争って
いては︑それこそ敵を間違えているのではないでしェうか．
しかし否定する人々にも真実をみいだしている人々もかなh∴いせ
す︒私がいうのはこの人達では貴く︑円盤の存在を知っていかがら

をいうのでは恵 山 ︶ ︒

暗に円盤研究を妨害する動きをいってぃるのです︵否定する一般人
円盤について何も知らなぃある人が︑かつて私に次の様にいった
ことがあゎます．司盤があるをいは別として︑円盤を肯定する者同
士が対立しているのだから︑本当に円盤があるのか疑わしhよ−﹂

︵グループ︑フリー︑個人ふくめ︶︒

円盤を研究肯定する者は︑管すべて真実を世に問う重大孜責任が
あるはずです

﹁敵とは自分を誤解する友にすぎぬ﹂とあ

︵円盤の存在をど︶を軽くあしらいます︒

それがかえってあまヵにも円盤界が乱立するあ二チり︑逆転世間の
一般人は真実

かつてある 人 の 言 葉 に

hてですが︑今こそ円盤を研究する一大友人はl大田結すべきだと思
︵円盤を︶知ってい凌がら真実を大衆から抹殺

います．敵は円盤啓蒙研究者でもをければ一般の否定する人達でも
ありません︒ そ れ を

し︑頭から円盤を否定する動きこそ敵であるといえまし上う︒

†

／

私自身︑この点におきましても︑誰でも素直に受け入れてくれる

㌔

方にはシネをお見せしたいと思います︒

あ二テク長くな少ますとかえって御迷惑をかけますので︑この辺で

筆を置きたいと思いますが︑また何かあゎせした折には︑出来るこ
となら御報告させて頂きます︒

最後に︑こうして私の体験︑所見を述べさせて頂く機会をあたえ

て下さいました久保田会長に心から感謝をこめまして︑御礼を申し

て下さいました巽先生に感謝いたします︒

あげます︒さらに大阪支部総会にテープにょる発言の機会をあたえ

昭和四十五年九月三日記

それに私の体験記を読まれるGAP会員各位にこあいさっを申し
あげ︑筆を置きヰーす︒

編著注＝斎藤君は高校在学中にGAPに入会し︑その頃から編者と
は面識があった︒もの静かな風変トて夜少年だったが︑言うことはし
っか少していた︒その後同君が奇妙な休験を持ち始めたというニュ

ースがGAP内部で広まるように浸った︒また同君からも種々の報
告が寄せられもしたが︑編者自身は静観していた︒その後同君がS
君と共に八ミリの円盤フィルムの数コマを持って篠崎の編者宅へ来
たことがあった︒この小さな証拠物件は白黒フィルムに撮られた黒
い円盤を示していたが︑ルーペで子細に検査した結果︑トリックで
はをいように思われた︒写歴三十年の写真狂で八ミリもか孜hこヤり︑
学校では十六ミリの映写をやっていた綱者にとって︑同君のフィル

ムは実に興味深いものがあった︒八月には目撃証人のⅠ氏と共に再
度同君が来訪され︑問題の富士山円盤映画を見せてもらったが︑こ

れは全くすばらしいものであった︒来たる十一月八日の総会で公開
する予定なので︑ぜひ観賞していただきたいと思う︒

︑′︑

︑∵

シャトー・ド・マルタソの奇怪な夜
・ジ†ン＝クロード・パヨン

が︵正しく言うと牝馬三頭と子馬二頭である︶公園の中で走hてでわ

闇夜だったその夜︑管理人は自宅の台所にいた︒そのとき居たち

頃︑たぷん二月中に発生したと決定することができた︒それは月の
凌い夜で︑一九六九年の二月十六日頓に起こったと思われる︒

夜に起こったことが確かめられた︒こうして問題の事件は冬の終力

よって︑それは義兄とシ†−−の所有者が両方共不在であった或る

♪感

の垣のあいだにいるのだ︵図を参照︶︒

と彼の注意は激しく輝く一対の目に引かれた︒それはヤプと馬囲い

バヨン氏はフヲンス︑ポワチエのセルクル・ダンプォルマスヨン っている音を聞いた︒そこで外へ出て︑シャトーの階段の頂上の所
を数歩あるいたあと︑居たちが全速力で走少過ぎるのを見た︒する
︵異常現象研究会︶の幹事である︒

●ド・フユノ メ ヌ ・ ア ン ソ リ テ

︵桶者︶︒

彼の仏語原文はFSR語幹部ゴードン・クレイトンにょって英訳さ
れ︑それを病者 が 和 訳 し た

一九六九年八月の或る夕方︑私はフランスの西中央地帯に位置す
るポワチエの北東数ムイルのビニューにあるシャトー・ド・マルタ
ンに住んでいる義兄を訪問中であった︒二人は全体的に異常を現象︑
特にUFOについて話し込んだ︒ところが話しているうちに私の姉

が次のように語少出すのてある︒それ上ニッ数カ月前の或る夜彼女は
シ一−トー公園の居たちの動揺する物音で目が覚めた︒居たちは駆け

出して広場のまわヵを走力ながら大騒ぎをやっている︒この騒ぎは
殆ど夜中続いた︒彼女が言うところによると︑シャトー︵注＝アパ
ートか？︶の管理人メンゴー氏がそのとき公園内に入力込んで︑属

を追いかけている何か光る物を見たのだとその妻君が言ったという︒
これを聞いて私は即刻管理人に詳細を聞きただした︒まず始めに
私は破から正確な日時を聞き出すのにいささか困難を感じた︒メン
ゴー氏は日時の記憶をぜるで持たないのだ︒しかし徹底的な質問に
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」L

馬をおぴやかしている奴の正体を見きわめようとして彼はジャー

は公園全体の中で最も暗い場所と思われる所にいた︒

私は足跡を求めて公菌を探索したがだめだった︒もちろん次の事

が銘記されねばならをい︒すなわち︑問題の場所は通常人が殆ど歩

跡は雨や雪でとっくの昔に消されてしまったのかもしれをい︒

かない所で︑事件は数カ月前に起こったのだから︑足跡その他の痕

シ†トーの周囲を一巡した︒次に再び走力廻ってい

る馬たちを見たが︑馬たちは狂ったよう夜サーカスを続けている︒

私は自分が見た物をそのせ二まお話しているんです︒その正体を知っ

メンゴー氏はきわめて自然な口調で事件を述べた︒﹁そうですな︑

居たちを追いかけている或る影が存在するとぃう印象を受けた︒そ

ているかのど質問については・・・そうです夜︑全然わかトてでせん

︵ほんの瞬間的だったが︶

こで彼はもし襲撃者がいるのならば︑それをおどして追い払おうと

ね﹂そうは言うものの彼はそれが道に迷った犬だという説にははっ

︵管理人の犬も最近このひどい経験をした︶ か︑ヰー

き少反対する︒あの場合の属の反応としてはむしろ侵入者をけとば
すかもしれない

空中へ数発発射した︒しかし動物たちがまだ落ち着かなhのを見て︑
︵姉がこのことを確証したのだが︶居たちはせだ騒いでいた︒

えをい︒われわれの話中に彼の息子がわク込んて言った︒﹁たぷん

メンゴー氏にUFO関係文献に対する特別な偏好があったとは思

たはこの種の危険から静かに逃走するだろう︒

私がそこへ行った時はまだこわれたま二軍だった︒そこで私は十個所

時である︒問題の垣は太いクイて出来たきわめて頑丈なものである︒

火星人だったんだー﹂だが父親は耳をかたむけたようには見えず︑

九六九年八月二十二月付︶に出た或る記事が偶然目についた︒それ

この調査を始めてから数日後︑地方紙の 〝サントルプレス″ ︵一

以上も打ちこわされたことを自分で確かめることができた︒それで
というのは非常に青白くて︑特に輝く線色で︑そ

常識人にふさわしく手を積ってその憶測を無視した︒

〝目〟

はポワチエの古い伝説を扱ったものて︑〝ムーリエールの森の怪物″

脚賀正拘

ムーリエールの森の怪物

次にその全文を掲げることにする︒

ナぐ内側忙ある︶︒

︵シ†トー・ド・マルタンはこの大きな森の南西端の

と題してある

〝目″を﹁トヲの日

〝目″
〝未確認〟怪物の頚の特徴を述べることができ覆い︒といぅの

は︑すでに述べたようにその夜は特に暗い夜で︑加うるにその．目″

持つ

のベルトの高さ放である︒惜しいことにメソゴー氏はその

約一メートル十五センチ位の高さにあったということ︑す夜わち私

われわれがかなカ正確にたしかめ得たことは︑その．目″は地上

のようだが︑非常に輝いていた﹂と述べているト

を

植民地部隊にいたことのあるメソゴー氏はこの

の距離から見えたとすればかな少大きかったに違いなh︒フランス

彼が見た

メンゴー氏に詳細を続けるように頼んだ︒

馬囲ぃの垣にかをカの損傷があったのに管理人が気づぃたのはその

翌朝

彼はついにべッドへ帰ることにした︒

プを突き抜けた︒ち上っとのあいだ彼は

そのとき馬は普段なら脚を傷つける危険のために入らないようなヤ

難があったが ︶

ーへ引き返して銃を持ち出し︑それから︵暗黒のためにかな少な困
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︑ノ

一匹を射っただけだ︒その復しゅうは恐ろしいことになるだろう︒

︑．

むかしはポワチエ地方ては多数民が︑夜間︑特に一年の或る時期

この固い決意にエっていくらか勇気が出てきた︒彼は祈少の言語

聖ラデゴンド像などを買いに︑明日はまっすぐ町へ行こう・・・﹂

く安全に切わこ放けられれば︑聖水やキリストはヵつけ像ヤ聖母像や

とができたのだろう︒彼は言った︒﹁ようし︑もしおれが今夜を全

森の中でただ一人︑何の助けもなく一体どうして危険をのがれるこ

′狩猟ギャラリー〟と呼んでいた︒

に雲の上を寄怪な動物がスイと飛ぶのを聴いたヵ見た少できると考
えていた︒彼 ら は そ れ を
一八三〇年頃︑ムーリ工−ルの森の猟場番人が特別に成功したオ
オカミ狩少のあとて︑数名の友人と共に一夜楽しく祝っていた︒
〝たんせこク飲めた．宴会のあとの余力をか

をとなえたが︑貫こちh∵環物音にも震えて︑あの恐ろしい怪物す豪わ

真夜中に︑ こ の 愉 快 な

って猟場番人はこころよい気分で森の中を家路についていた︒空に

こうして心底からの苦しみの浸かに夜明けを待ったが︑夜が明け

ち悪魔が眼前に現われるのを待ちかまえた︒

は弾丸をつめた銃を肩にし

は星々がきらめき︑二月の夜は寒さもひとしおきびしい︒
︵これが彼の名前である︶

るまでに飛び出そうとはせず︑明るく孜ったら自分が射った怪物を

リコション

ていた︒そして歩きながら︑近くに現われるかもしれない有害な動

見つけることが実際にはできなくなることを望んでいた︒

とひとト∴ことを言う︒

間題をしばらく考えてから彼は自分の最も大きな荷車に馬を着け

手柄は人に聞かせるほどの価値があるのに・・ 二

地中へ埋めてだれにも内緒にしておこうか︒だが確念だI・おれの

さてこの怪物をどう処置すればよいか︒これは実際大きな問題だ︒

た︒手足が震える︒たしかにこいつは黙示録のケモノ忙ちがいない

るのがわかったが︑やはクびくびくし凌がら注意深く近寄っていっ

やっと平静さを取力もどしてから彼は怪物が結局完全に死んでい

に横たわっている恐怖の怪物を見たからである︒

しかし家を数歩出たとたんに全身が震え出した︒今や血の海の中

物を警戒して目を開き続けていた︒一時的な一杯きげんの状態にあ
っても︑生まれつきのハンターの感覚を失うようなことはなかった︒
森の中の小さな自宅から遠からぬ地点にさしかかったとき︑突然
†ラリーだな ！ ﹂

コーモリが飛ぶのに似たはばたきの音を聞いた︒﹁ははあ︑狩猟ギ
したたか飲んだ上等孜ワインで大胆になった彼は言った︒﹁魔王
のシカならいい標的になるぞ︒とどのつまゎ∴は近づいて見とどけて
やるからな﹂

突然︑濃い黒雲が星明hご官消すと同時に奇妙夜耳をつんざくよう
した︒恐ろしい悲鳴が響きわたると︑力を失ったかたまゎが足下に

て︑獲物を荷車上に載せるために持ち上げようとした︒この雑事は

充音が聞こえた︒銃を肩にあてて彼は黒いかたま♪をめがけて発射
落下した︒恐れかののいたリコジョンは一目散に家へ逃げ帰少︑戸

ち上っと頭を働かせて一種のウインチを使って完了した︒
ワチエに向かって出発した︒

この骨折仕事が終わってから彼はケモノの死体をワヲて覆い︑ポ

をバグンとし め て か ん ぬ き を か け た ︒

生涯てこんなにこわかったことは浸い︒完全にわれに返ってから

彼は一体何がどうなったのか思ぃ出せない︒ただ悪魔が放った怪物
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最初馬の脚はひどく震えたので殆ど動けなかったが︑数回強くム
チをあてると︑まるで何か危険た状態から脱出しょぅとするかのよ

うに全速力で走 力 始 め た ︒

ヤっとリコシーンは目的地たる菅察へ到着した︒曹察署長は怪物
を見て猟場番人にだれにもしヤベるなと命じた︒その結果半分ほど
自信あゎげに彼は︑だれに対してもこの．ケモノ∫が恐ろしい人間
ミステリーである！

しかしそうだ

の顔をして巨大をツノをはやしていたと述べたてた︒
この怪物はど う を っ た か ？

としても︑噂がポワチエの町に広がって次のよう充ことわざが生せ
れた︒﹁リコy−ヨソのケモノのェうに醜い﹂

以上の話からどのように結論づければよぃか？この不思議宏事件
忙はただ一つの確かな点がある︒ナ夜わちシャトー・ド・マルタン
の地所の馬は何物かに恐怖したということである︒一−少夜くとも馬
に関する限カでは普通では充かった︒この．何物か″はあの不思議
〝所有者″であったと推測するのが妥当と思われる︒

〝怪物〟とポワチエの伝説の怪物とに関連があるかどうかも

な緑の目の
この

疑問てある︒しかしそれは別として︑私に言わせれば︑そうだと答
えることに疑問もない︒ゆえにただあゎの肯こでを伝えておくだけに
とどめよう︒

﹁／〆

︵二十九ページよ少続く︶

次章は．自由な誕生■として続けるつもりである︒これは︑他の

ものである︒

惑星群が地球と同じ頃に創造されながらも︑宇宙のブラザーズが各

︵以下次号︶

自の惑星で享受している天国のようを生活をわれわれも作力出せる
方法が述べられる︒−第三章終ゎ−

ックアップすると−−

今年五月十四日から十六日ぜでの三日間米国シカゴで世
界予言者大会が開催された︒各国の大予言者たち百八十人
が集まって地球上に発生する未来の大事件について︑それ
ぞれ秘法によぅ予言したのだが︑その内興味ある予言をピ

発表される︒︵H・シ

隼

︶

争に介入しない︒︵ジ冒−・デルイズ︶

・米タイに戦争が起こる︒米国は物資援助をするが︑直接戦

ス・テンマーマン︶

蕃丁窟︵他の天体︶から︑援護を求める呼びかけがとどく︒
＊一九七〇年中に月の表面に別の国旗が立てられる︒︵ル

ュレタペル氏︶

予言する″ によるとーー
＊一九七〇年末︑多くの空飛ぷ円盤が目撃される︒円盤の
ナゾを解く特別なデータが︑一九七〇年中に或る小国から

＊ヘトナム戦争がエスカレートして︑アジア全体を巻き込
み︑最後にアメリカと中共の戦争に充る︒
また︑今年一月十日インディアナ州グーリーの腎WCA
局が九人の有名充予言者を集めて行売った．一九七〇年を

久︑大き夜被害がでる︒︵フランス代表︶

＊二十年以内に日本列島とカリフォルニアに大地零が起こ

虹ピ、ゾ〃系、．

寸言∵、アキ
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オラバリアの不思議な事件
ゴードン・クレイトン

威轡▼

地方紙〝エル・ポピュヲール″ の記者︵複︶

がそこへ出かけて目

とモニカ ︵

撃者たちに話しかけた︒アクイロニ7モン・アコスタ氏︵四四才︶

とその妻アメリア︑二人の子供ヘルマン︵六才の少年︶

で︑本日付の同誌には詳細な記事が出ている︒

アコスタの奥さんの説明にょると︑こうだ︒この前の日曜日︵一

十才︶

エル・カルメンという名の農場︶ へ行った︒そこの支配人イヒニヲ

九六九年十一月二十三日︶彼女は二人の子供をつれて隣カの盛場︵

の記事にょると︑アルゼンチン︑ヂエ〃スアイレス州オラバリア地

・メンドサ氏にオヲバリアまで車に乗せていってくれと頼むためで

ブエノスアイレスの新聞ラ．ヲンの完六九年十方二十音
方はまたもやきわめて不思議な出来事の発生地になっているという︒

ある︒

︵この垣は家畜視いと家とをし

相手の内十人は針金にそって行ったゎ来たゎして地面を照らしてい

最初私は奴らを鬼火にちがいないと思ったが︑こわくはなかった︒

ヤ断してぃる︶︒台所から約十五メートルの所だ︒

んだ︒奴らは針金の塩のそばにいた

たちがサーチライトのような非常に強力夜光線で畑を照らしている

として庭へ出て行った時︑奴らを見たんだー・幾人かの奇妙な人間

し始めた︒すべて静かで物音はしをい︒水ガメから水をくみ出そう

鳴いたので私は起きた︒台所へ行ってランプをつけ︑マテ茶を準備

鳴く時に目覚めるだろうと思っていた︒朝九時頃にニワトリが三度

来ないので少々気がかカだった︒ついに眠り込んだが︑ニワトリの

へ入った︒酒のよう恵ものは飲んでい浸かった︒妻と子供が帰って

ここでアユスタ氏の説明を引用しよう︒﹁私は十一時頓にベッド

起こったのでしょうか﹂

﹁私は可哀そぅを夫を家にただ一人喝してきせした︒天の身に何か

彼女は子供と一緒にメソドサ氏の鼻場で一夜を明かすことにした︒

オラバリアへ行ってから帰る途中車のダイヤがパンクしたので︑

一九六八年七月にオスカール・エリベルト・イリアール少年が父親
の牧場で薦に乗っていた時に宇宙人に遭遇したのもその場所であっ
た︒
︵複︶を放って︑それが物体

同じく怪奇をこの記事も或る農場ヘヤって来た十七個の奇妙を光
る飛ぶ人間について述べている︒光線

を粉砕し︑犬を眠らせ︑大騒動をひき起こしたのだという︒
それ忙よると次のとかクである︒﹁不思譲な人間たちが出現した
結果︑この地域に大騒ぎが起こっている︒その着たちの形︑へんび
売場所に集まったその態簸からみて︑ぉそらく大気圏外から来た着
であろう﹂
この奇妙な人間たちは夜間に現われて飛びまわ少︑サーチライト
のような︑見なければ信じられないよう左鮮烈な光線を放射する︒
人がこの光線にあてられようもの浸ら気絶し︑犬は眠らされ︑物体
は粉砕する︒
このような途方もない出来事に関して最もシー一ツキングな話が︑
一農場の支配人とその家族から洩らされた︒㌔︑・レクェルド．と
いぅ名のその農場はクログ・卜地方にある︒

へ入って来た︒私は贋から下方へかけて疑らを見ることができた︒

た所から約八メートルの距離に来た︒そいつは針金を越えて魔の中

た︒他の七人は家畜囲いの中にぃた︒家に最も接近した奴は私がい

エ︵三十センチ×二十センチ︶︒このガラスが不思議夜光線で紛々

事があったわ︒たとえばドア一にはめてあったガラス板がそうなの

セニョーラ・アコスタが口を出す︒﹁家の中にはほかにも奇妙な

かったわ﹈

にこわれていたの︒こわれたガラスの破片は長さ四センチ以上は左

続けてセニョーヲがぜくしたてる︒自分が帰ってみると主人はひ

ロはぜるで眠っているかのようにはいつくばっているんだ﹂

おれと一緒に外へ出たけどね︒台所へ飛んで帰ったよ︒別な大のネ

いう︒﹁こいつらは防衛態勢をしこうともしをいんだ︒一匹だけが

更にアコスタ氏にょると︑家の中の犬たちはほえもしなかったと

であることがわかった︒一番近くへ来た奴が−火星人か何か知らな

それで家へ帰少︑台所へ入った．殆ど

よかったのエー

どく興奮していた︒﹁その時にあんたがたが自分でこの人を見れば

ナることを信ずるぞ！﹂

ってね︒可哀そうに目は血走って︑頭痛が

﹁あんをものは存在しをいとおれは何度も言っていたが︑今は存在

この人は台所にいたけど何度もあたしに言ったわ︒

だ︒あま少ひどかったのて︑部屋に銃があったけれどもそれを取少
ョックにもかかわらず︑ドアーの小窓からのぞいて

して︑体が弄えていたわ︒夜に覆るとまた恐れ始めてサ﹂

アコスタ家はその土地で大いに尊敬されてお力︑しかもリカルド
全く驚いた話だ︒

・ポリグルエウ氏所有の農場に三十年間も住んでいる︒

汀二FO研究家はこの記事に多くの特徴を見出すだろう︒それはか

って発生した数例の事件を思い出させる︒ここでは一九六三年十月

線が壁を貫通し︑温鮭を異常に高め︑犬たちをマヒきせた︶︒その

生した事件を引用するにとどめエう︵鼻家がH二FOに囲まれて︑光

十二日にあったアルゼンチンのモンテマイスの事件︵背の高い怪人︑

うな足跡をいくつか見た︒アコスタは言う︒﹁属なぞ飼ってはいま

他にもアルゼンチンで強烈な光線を優った怪人の例が数件ある︒

以上の出来事は約一時間続いた怒﹂

せんぜ﹂また地面には多数の小さ夜穴があったし︑草はきわめてな

光線︶と︑それから九日後に同じくアルゼンチンのトランカスで発

めらかなローヲーでならしたかのように平らに浸っていた︒

新聞記者連は指示された現場へ筏

だったらしい︒みんながそこへ最も長ぐたかっていたからだ︒

味を感じたのは家から二十メートルばかりの所にある牛のフンの山

時折光線を樹木に向けることも参アた︒しかし放らが何よ力も興

ばか少走った︒そしていつも地面へ光線を向けて照らナんだ︒

んだー何と言ったらいいかなー放らは針金の端から端へそって三度

見るだけの勇気をふるい起こした︒それで奴らを見ることができた

だがひどい シ

佐行こうとさ え 思 わ な か っ た ︒

無感覚になったよう夜感じがする︒せるで気絶したよう孜状態なん

ぅに顔にパン チ を 感 じ た ！

した︒急に家全体が照らし出され︑私はだれかになぐられたかのよ

プに注意をこらすと︑一斎に強い光線︵複︶を私の方へ向けて照ら

のそばにいた連中と一緒になった︒庭のすみに集まっていたグルー

いが一手の中に棒のような物を持って飛び上がって遠ざか少︑針金

恐ろしかったけれどもどうやら放らの衣服が輝いていたために透明
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闇組

ポリビヤの兇暴な怪人

四

オスカー・A・ガリンデス

一九六八年の後半に円盤研究家である私の友人ペドロ・メドラー
ノ君から私は新聞の切抜きを受け取った︒これはもと彼がポリビヤ
のスクレのマウロ・ヌニュス氏から送られたものである︒この切抜
きはポリビヤの新聞．クリテイカ″紙に出ていたものだが︑惜しい
ことに日付は記載されていない︒しかし切抜きに出ている記事は一
九六八年の最初の数カ月間に発生したものらしい︒

・J

彼女はすでに囲いの中へ羊を入れたので︑ヲマたちをつれて再度

帰途についていた︒その時羊囲いがプラスチックに似た材料の奇妙

な網で覆われているのを見て飛び上がらんばかカに驚いた︒しかも

囲いの中で身長一メートル十セシチ位の不思議な人間が動きまわっ

ているのだ︒この者は端にカギのついた管状の道具で羊を殺してい
た︒

羊ドロボーに違いないと思った彼女は怪人に石を投げつけ始めた︒

すると怪人はラジオに似た小型器具の方へ歩み寄カ︑その上部の輪

を廻して急速に網全休を引き寄せた︒

このときまでフローレスおかみさんはコン棒を手にして囲いに近

づき︑打ちのめしてやろうと思っていた︒すると怪人は羊を殺した

あの鋭い道具をもって彼女の方にたちむかってきた︒相手は数渡お

かみさんをめがけて道具を投げつけたが︑そのたびに道具は典型的

夜ブーメラン運動を行凌い︑彼女の腕を切カつけては急速に相手の

これはきわめて重要な記事だということがわかるだろう︒という
のはこれはアルゼンチンの隣国ポリビヤから出た最初の宇宙人記事

やがて怪人は網を吸い寄せた例の機械と︑多数の羊の臓器を入れ

手許へ帰ってゆく︒だが切少傷のどれもひどいものでは充かった8

ングッチにょって一九五二年七月三十一日にべルニナ氷河で撮影さ

ていたプヲスチ︐クのエうな袋を急いで寄せ集めた︒怪人の＝ノユタ

てあるのみならず︑イクリヤのエンジニヤたるジ†ンピエト・ロ・モ
れた人間らしきものに︑ぃろいろな点で著しくよく似ているからで

調

査

じい音響を発し凌がら消えて行った︒

た︒するとただちに怪人は空中へまっすぐに上昇を始めて︑すさせ

クサックの両側から二本の延長物が飛び出る︒これは地面にとどぃ

遇

ある︒

遭

ポリビヤ南西部のウユニの近くの小村オトコで︑夕方六時にバレ
ンチナ・フローレスというおかみさんが︑羊とラマの群を家畜囲い

へつれ帰ろうとして外へ出た︒このラマは農場から一キロ離れた場 この事件が近隣に知られるや大騒ぎになった︒特に庖端に恐れて
この話の中忙未来の惨事の前兆を感じた田舎の人々の騒ぎは大きか
所にいた︒
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汀

一︑どちらの怪人も背中に長方形の物体を背負っている︒

ニ︑両方とも背中のその部分から．アンテナ〟 が突き出ている︒

三︑両方とも衣服が厚くてかさばってお少︑特に足はそうである︒

四︑両方とも右手に小さい管型の道具を持ってぃる︒

五︑両方とも頭部は一種のヘルメタトをかぶっているように見える︒

︵ただしモングッチ事件の怪人は海底探険の際に使用する水中

メガネに似たメガネを着用している︶

以上の類似点は明白であゎ︑注目に価すると言ってエい︒

セニョーラ・フローレスは初等教育を受けただけの人で︑ゆえに

耳0関係の文献を通じてモングッチ事件を知るようになったとは

殆ど考えられをい︒︵m二∫0文献もポリビヤでは殆ど見当ら凌い︶

ロヘリオ・アヤラ陸軍大佐︑その息子のパブロ︑アルフレド∴ア

った︒

ンプエロ中尉︑カルロス・コソ中尉︑ホアン・セア博士︑地元警察

それでも覆お彼女はインチキ物語をてっちあげて︑自分の羊を三

十四頭も殺すことにエって物語の裏付をしたと考えられるだろうか

私の考えではそうぃぅことはあカ得宏かったと思う︒というの

全然問題外であるからだ︒当然羊は羊ドロボーにょって殺されたに

のために唯一の生計の資源である羊を犠牲にすると考えるだけでも

は︑このよ久ノ充小農家の主婦の如き下層階級の人が︑束の間の売名

？

のだということになった︒アヤラ大佐の息子が怪人に関する彼女の

ると︑フローレスおかみさんは正直な人で︑確かに異常な物を見た

それはナイフのような鋭利な道具で切られたかの如き印象を
与えてぃるのだ︒

か？

が他の動物の腹をあのようにきれいに切少閑くことができるだろう

とすると何かの野獣にょってなされたのだろうか？ しかし野獣

き出した奴らというのは何と奇妙をドロボーだろう？

だがそうすると︑動物そのものを盗まないで︑ただ臓物だけを引

ない︒

ちがいなく︑そのあとの話は彼女がねつ造したと考えられぬことも

︵右図︶︒

﹁7ノ′少

︵注＝モングッチ事件についてはあとの付記を参照︶

とを比較してみると︑次の五個所の類似点があることがわかった︒

パブロ・アヤヲのスケッチと︑モングッチが頒影した宇宙人写其

モングッ チ 事 件 と の 類 似 点

記事中に裁っ た

説明を聞いてすぐれたスケッチをし︑それが地方新聞クリテイカの

分がなく売っている事実をつきとめたのである︒みんなの意見にエ

一同は三十四頭の羊が殺されて︑そのどれも消化器官の或る小部

人に対して徹底的かつ詳細な尋問を開始した︒

署のヘスス・ペソイヲ民らは︑即刻公式声調査を開始して︑目撃証

12

13

それとも近隣の農民にょる報復行為だったのか？

しかし兇恵な

独自にこのことに同意して写真の一枚を掲載した﹂

ニ︑類似点にはたしかに注目すべき点もあるが︑ポリビヤの怪人が

身長一メートル十センチ位と述べられているのに︑モングッチはベ

下手人を逮捕させようとして当局へ訴えるのをらともかく︑とんで
もない事件をでっちあげるというのは︑このようを報復行為の被害

ルニナ氷河で見た怪人は見たところ普通の人間の大きさであると判

︵ゴードン・クレイトン忙よる︶

ングッチ事件

ょると次のとおカである︒

になる技師で︑イクリヤ・エジソン協会の会員でもある︒彼の話に

ジ†ンピエト・ロ・モングッチはモンツア製鉄所の三十才︵当時︶

モ

プの人間とは関係ない︒

断したと断言している︒ゆえにどうやらこの二つの事件は同じタイ

者として合点のゆく行為ではなさそうだ︒
最後に一つ︒以上の可能性のどれかをわれわれが認めたとしても
やはカ次の事を認める必要があるだろう︒つせク初等教育と︑文明
からの実質的を隔絶にもかかわらず︑フローレスは現代の空想科学
小説の最も大腿な空想のレベルに充分に達しているようを材料を作

釈

少出すことの可能な豊かな頭脳を持っているということである︒
注

峰︵イクリヤ側︶のケルケン氷河付近を萱山していた︒突然二人は

一九五二年七月三十一日に彼は妻と二人でアルプスのベルニナ山

約百メートル触れた氷河の支流の縁の所に空飛ぷ円盤が着陸するの

一︑私はモングッチの円盤写真が机上のーリッタ撮影による下手な
作品だということに全く納得し浸かった人にまだ出会ったことがな

を目撃した︒夫人はひどく恐怖して︑夫にむかって物体へ近寄る夜

と言ってしきカに引き止めたので︑彼は近づくかわカに写真を撮力

い︒みん凌がその写真をインチキだと思っているばか少でなく︑そ
しかし個人的に私はモングッチ写真をどうもホンモノのようにい

始めた︒二枚の写真を撮ってから一人のパイロットが出現して︑歩

のことがわか っ て い る の だ ︒
つも感じていた︒それで今非常な関心をもってジーン・キールがF

いて機体の周囲を一周した︒どうやら機体を調べているようだった︒
〝すぐれた科学技術″と題する記事

SR誌一九六 九 年 九 ・ 十 月 号 の

モングッチは更に三枚撮影した︒すると間もなく円盤は無音で上昇

めた少︑写真をプロ写真家に慎重に検査させた少した後︑その

それでモング㌧チの物語が広まるや彼はイクリヤや外国の記者から

日にワシントン市で発生した有名な円盤騒ぎはこの頃のことである︒

モングッチはその写真類を現像焼付した︒一九五二年七月二十七

して飛び去ったが︑その時更に二枚を撮った︒

の脚注で次のように述べている部分を引用する︒
﹁殆どの研究家と同様︑私も最初はモングッチの円盤写真をト

写真がホンモノであったかもしれないというチ†ンスがあると

取少巻かれた．彼の写真を売ってくれというすさまじい申出があっ

りノックと片づけたが︑ヨーロッパの消息筋から多量の情報を集

患っている︒雑誌〝トゥルー︵真実の︶〟の臆病充編集者連も

．−一14＿

たが︑その結果みんなが写真の其び上う性に疑惑を表明した︒しか

各方面へ弁護記事を送っていた︒同女史の調査にょると絶対に真実

が突き出ているのが如何にもトリック然としてお力︑それが大方の

だというが︑円盤の中央部とパイロッーの背中からアンテナ様の棒

疑惑を招く原因となったようてある︒しかしベテランのゴードン・

も私立探偵たちまでが彼の私生活を詮累し始めた︒一アメリカ人は
ベルサッ‖ソ ェ ロ

クレイトンも注釈でホンモノらしいと述べてお力︑ジ†ン・キール

︵イクリヤの或る有名夜連隊の隊員︶として変装し︑

このようをやり口のため忙こ少た毛ングッチはだれにも会わない

もそのように言っているのは興味深h︒

モングッチを洗脳して矛盾にょってその事件を破湊しようとした︒
ことにした︒その後熟考した末︑彼は写真の権利をローマの権威あ
る雑誌′エポカ″に売った︒同誌の経厘陣はモングッチの手記を掲
載する際は写実も一緒に載せると確約したのである︒ところが写真
は発表されたけれども手記は載せられず︑しかも写真の説明に︑こ

のために自分

れはモングッチがミルク鉢とオモチャの兵隊を使用したト‖ノック写
真だとあるのを見てyヨ︐クを受けた︒
一九五七年にモングッチはこのひどい．いたずら〟

︵注＝ペ

ソゴ博士はイクリヤGAPリーダー︶︒モングッチの上司はエジソ

のよい職を失ったことをアルベルト・ベレゴ博士に語った
ン協会の会長であ少︑その協会からも除名された︒

彼の円盤写真のデータは次のとおカである︒カメラ‖コダック・
レチナ1塾︒レンズ＝シュナイダーFお︒絞り＝8︒五〇〇分の一
秒︒フィルム ＝ フ ェ ル ラ ニ ヤ ガ

術者注＝モングッチの円盤写真はローマのごポカ．誌が買い取る
前にすでにスイスGAPリーダー︑ルウ■テンシュクーク女史が入

手して各国GAPへ発表していた︒その公式な紹介記事はFSR誌
一九五八年九・十月号に．〝モソニグヅチ︑世紀の円盤写真を撮影．と

題して掲載されている︒しかし当時これはインチキだという見方が
強く︑円盤研究界では殆ど問題にされをかった︒ただチ女史だけが

モングッチ残影の円盤写真

ー15一

間

日本人は土星人の子孫であるということてナが︑それを歴史的
か︒︵滋賀県

関谷正明︶

仏教の原理は非常に深遠かつ難解で︑容易に説明できませんが︑

簡単に述べますと︑仏陀がラージ†グリハの大商人スダックの帰依

答

答

にょクコーサヲ国の首都シュラーゲ丁ステイの郊外に祇園精舎が建

に順序だてて話していただけせせんか︒
が私宛忙よこした手紙の中で︑アダムスキーが生前同地を訪れた際

設されて教団の基礎ができたとき︑そのメンバーは主として比丘︵

これはニュージーランドの﹇U甘0研究家へyク・ヒンフエラー

忙日本人の祖先について述べたというくだゎがあって︑それによ少

男僧︶

として入団を許可されせした︒その少年僧のための戒律が設さない︑

から成っていたのですが︑八才以上の少年はシーラーマネヲ

判明したものてナ︒情報としてはただそれだけのことで︑詳細は全
くわかhてで せ ん ︒

盗まない︑性行為をしない︑ウソをつかない︑酒を飲まない等の 〝

現在地球の周期的変化が徐々に進んでいせすが︑非常に危険な

間

一体なぜこんな苛酷充生活を強いたかといえば︑庵端にセンスマ

律を守らしめ︑きびしい修行が課されています︒

で︑二十才に達すると比丘に昇格して実に二百項以上もの戒

十戒■

対策というのは各国政府の対策なのかブラザーズのそれなのか

状態になった場合の対策はすすんでいますか︒
答

よくわかhてでせんが︑後者については何かが行をわれているのでは

インドをコンし﹁ロールしようとしたわけで︑その理由はアダムスキ

ー哲学とは異なって次のようなものです︒すなわち仏陀の真理はブ

孜いかと推 測 し ま す ︒
間

ヲーフマン・アートマン哲学の如き形而上学的主体ではなく︑現実

シ†カヤキリストの物語で︑真理を悟った時︑またはそれを広

めようとする時に必ず現われ︑それを阻止しょうとする悪魔は実在

的に悪魔にたとえたのか︑いずれかであろうと思い

または心中に起こるネガティゲ夜波動の感受をひゆ

答

切って絶対的を虚無︵安っぼいニヒリズムでは発い︶に没入するこ

するので︑その輪回の世界から解脱するためには欲望の根源をたち

間の欲望に基づいた行動にょって活動し︑それにょって人間は韓国

のでは浸く︑それは無常であカ︑諸要素は常住で︑この現象界は人

とが肝要て︑そのためにこそきびしぃ戒律にょる修行が必要だとし
シ†カはお金を受け︑許すことは官能の欲を許

間

たわけてす︒

ところがアダムスキー哲学では︑万象は〝宇宙の意識︵神︶〟 の
女をば悪臭に満ちたものであるとしてののしったと

私にはどうもこの両者が或る根源的なものを両側面からとらえたよ

うを気がしせす︒もちろん経典の記録位てはシャーキャムニ︵シ†

創造だといh∵ます︒そうすると仏陀の説とは矛盾ナるようですが︑
見られる物をも含めて︑どのように解決しています

あカセすが︑他の啓星の人達はそのような必要悪と

ないとし︑またマーガンデイヤーの要求をしわぞけ︑

すことである︒仏教の比丘は常に受け取っては浸ら

ます︒

妨害者を悪魔の如く描写した誇張された記述か︑

の事実をとらえた上ての縁起説です︒つま少現象界は神が創造した

回答 久保田八郎

ナるもので す か ︒

質 疑 応 答

1

カは正しく は こ の よ う に い い ま す ︶

の真意はわかhてでせんし︑第一︑
暗春︶

答

この答としてはアダムスキーが．記憶．であると述べています

シャーキ†ムニ以外のなにぴともその悟りの本質を理解でき充かっ

アダムスキーが金星へつれて行かれて︑かつての地球上の妻であ

が︑簡潔孜記述に終わっていぜすから︑ここで注釈を加えます︒

であったと信じられて

たのかもしれません︒現在でもインド奥地で修行するヨギの間では
︵ヨガの行者︶

ったメ‖ソ一t・の生まれかわ少の少女と会った時忙︑相手は前生の生活

y†−キャ ム ニ は 古 代 の ヨ ギ

をすべて記憶しており︑しかも過去の地球上の経験は進歩の妨げに

在るので故意に思い出したくないと言っています︒こうした 〝生ま

いるということですから︑当時の釈尊の境地が現代人忙容易に理解
さて︑たしかに女のからだは臭いのですが︑それは鼻持ちならぬ

れかわ少″を全くのナンセンスとして7タマから否定する人は別と

てきるとは 思 え せ せ ん ︒
悪臭というようをものでは浸く︑男からみれば心地よぃニオイにき

は〝生命の科学〟第七課の

って進化ナる実体−は本人の．記憶″ であるといえます︒このこと

結論から申しますと︑人間の進化−特に生まれかわ少を経るに従

せっています︒このニオイは男を引きつけてやま三はh女性共通のも
の創作であゎ︑女性

センスマインドにおぼれなぃ限少男がそれを賞美するのは自然の法

になるはすてす︒この

〝宇宙的記憶″ というのはいわゆる普通人の

を熟読されればおわか少

則に基づいた行為であると言えないでしェうか︒そうでなければ女

記憶−プラト・ンの名づけたムネ！メ︑アナムネyスから出発して近

〝宇宙的記憶〟

性がこの世に創造された理由が見当hてでせん︒ただしこれにおぼれ

て平等に分配されるということは︑アダムスキーの各著書に述べて

の記憶に基づいて述べた事柄を実地調査によカそれが真実であった

するもののように思われせすが︑詳細はわかゎてでせん︒しかし前生

学説で表わされる記憶とは異定ごタ︑もっと何か不可知な要素を意味

代のH・エビングハウスの研究を基礎とする再生−再認・固定等の

あ少ますから︑それをお読み下さい︒ただしこれをもって共産制と

ことが判明したという事実がインドにもあったように︑宇宙的記憶

が存在し凌いで︑必要品はすべ

早合点してはいけません︒それはいわば進歩した〝共有制″ともい

は有限の肉体を超えたものて︑人間の魂の中にひそむ神秘的な実体

︵かね︶

うべきもののようです︒所有欲の充い共有制ですから地球の共産主

であるよ∧ノに思われます︒たしかに記憶が残存してこそ反省と向上

アダムスキーの説にょ少ますと︑人間のセンスマインド止二代

間

ダ魁

アダムスキーの哲学はよく理解できるのですが︑精神の高揚が

があるのであってみれば︑字富的記憶があればこそ生まれかわカに
間

限少で肉休と共に滅びるものであるとし︑一方人間を生かしている
重松

エる進化があるということに走るのでしェう︒
わるごとに進歩してゆくものは何なのでしェうか︒︵兵庫県

のは宇宙の意識であるとなっています︒とすると︑人間が生せれか

義とはまるで異売ったものです︒

進歩した 他 の 惑 星 で は 金

すぎるよう売場合は前記の戒律の一つでも実行ナるとよぃでし上う︒

への増力物であると考えても不都合ではをいでしょう︒したがって

のですから︑そうをればやは少．字音の意識〟

して︑ここではそれを肯定して何かを考えようとする人を対象とし
ます︒
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す︒

㌔漸

さて︑人間の知覚力の程渡や思考内容は千差万別ですから︑自己

〝宇 の精神の高揚を図るのに︑一定の公式に基づいた万人共通の修着法

どうもうまくゆきません︒よい方法はないでしェうか︒︵質問者多
数︶

〝テレパシー．や

といぅものはなく︑各自が自己の程度に相応した方法を考案して修

その方法はそれこそアダムスキーが著書

宙哲学″で述べていますから︑私などがロをはさむ事柄ではあ；ツせ

であって︑一定の方法を万人に強制するのは誤カであるといえます︒

練を行夜えばよいと思います︒人間はそぅするよう匿出来ているの

害
せん︒つ卓二り自分の想念を観察して記録する方法です︒しかし具体

ただしどんをにすぐれた方法があるにしても実行し充ければ何忙も

的充実例が充いとその気にをれないでしょうから︑参考せでに私自
身の体験ヤ意見を述べることにします︒

の後の問題てす︒結局重要竜のは一方法の重要性をどこヰーで認識す

な力ませんから︑まずやってみることが肝要です︒批判や理論はそ

るかということです︒そんなことまてやる必要はないのだと考える

この想念観察法というのが何でもないことのようてあ＝ツ充がら︑

実はすばらしい方法であることは実行してみればわかhてです︒しか

人にとっては如何なる方法が示されても意味はないてし上う︒貧し

要を感じた時に︑その重要さを認識するように︑天の父 ︵宇宙の意
識︶慧郡席につらなろうという心底からの戯いが充ければ︑すば

h少女が初めて夜会へ出席する段に走ってダイヤモンドの指輪の必

計画する必要が あ ； ソ せ す ︒

〝毎十分想念観察法〟というものをあみ出して︑

し簡単そうに見えても相当孜忍耐力を要しますから︑そのつもカで
私自身はか つ て

らしい修練法というダイヤの指輪が輝いていても︑それが目に映ら

数カ月実行したことがあiツせす︒右の想念観察法をもっと精密化し
たもので︑手帳を用意して︑朝から夜までわき起こる宇宙的想念と

八起き︶

をくカ返すよカ仕方があゎません︒

ないかもしれません︒むつかしいことですが︑試行錯誤︵七ころび

利己的な非宇宙的想念とを左右のページに十分間ごとに記録してゆ
︵多いにき

反省して翌日はそれを少発くするように努力するの

き︑一日の終カに集計して点数を出し︑後者が多ければ
まっています ︶

ところで︑自分にとってはすばらしいと思われる方法を考案して

あとの大部分は日常の低俗夜想念海にひたっているというのはさほ

です︒詳細は本誌第三十八号︵品切れ・絶版︶忙掲載しましたから

です︒そこで或る会員の方は一日中腰に数取力器を何個もつ少下げ

ど効果はないでし上う︒﹁人間は神の子である﹂という思想をただ

ばだめであって︑一日の内わずか数十分だけの行法をやるだけて︑

て︑非宇宙的想念を感覚器官別に分けて︑それが起こるたびに数取

漠然と心にいだいているといぅ程鮭では殆ど何にもならないようで

もそれが想念のコンtトロールに関する限♪︑終日連続的に行なわね

少器を操作して点数を集計し︑それにょって反省度を膚めていると

す︒額庵的な想念観察と分析まてやらねばだめだと私は魔力強調し

忙達したことは事実です︒しかし職業にエってはこの方法は不可能

いうことです︒まことに高貴妄る努力であって︑非求道的な人が何

せす︒

ご存知の方も多いと思いますが︑これによって一時すばらしい心境

と批判しょうとも︑この努力は燦然たる輝きを放っていると思いま

−17−

⊥，

1

想念観察については右のとか少ですが︑更に別な方法として私が
︵いわゆる普通の意識︶

巽先生が大ベテランでナから︑先生に照会されることをおすすめし
ます︒

さてこの意識拡大法は一日の内わずか二︑三十分だけ行なうので

は浸くて︑道路を歩行中も乗車中も絶えず思念を続けるェうに習慣

づけます︒自己の意識を歩行中の道路と一休化させて︑われが地面

を

じせナ︒最初は自分の意識が室内一杯にまで拡大して室内と一休化

か地面がわれかという心境に到達するよう把浸るヰーで思念を続け︑

家との一体化︑町との一体化︑国との一休化︑地球との一体化︑太

です︒この方法にょって惑星単位のものの考え方を得ようというの

陽系との一体化︑銀河系との一体化︑更に広大な宇宙空間との一体
化

ですから別段わるい事ではあゎますまい︒あるいは夜間︑星空を見

というふうに意識を限hで発く拡大してゆきます︒そうして自分

が心身共に字音空間にまで広がって手首の中に没入してしまったと

つめて無限の大字盲に対する認識を深めェうと努力する人があれば︑

すが︑それはきわめて弱い思念夜のであって︑このような暦塩的孜

孜いかと言う人があるかもしれません︒空想は確かに一種の思念で

ゆる現象は−特に人間に重点をおきます−そのダイヤの表面の微小

れは手首空間内の現象一切を巨大な一個のダイヤと見たてて︑あら

次に私が考えたのはダイヤモンド観法ともぃうべきものです︒こ

実に立派な行為であると思います︒

強い思念とは別個なものであると思いセナ︒しかし何事もまず空想

な一フ丁セット

〝空想〟にナぎないでは

から出発しないことには具体的な結果は得られませんから︑空想と

にダイヤモンドはたしかに美しいものですが︑それは表面がカッl卜

ることがあるからです︒このことは神戸の巽直遣先生のグループで

思念を続ければ︑これはもう空想ではあこツせせん︒実瞭に病気が治

べてこの一フ丁セットに相当し︑どんなに醜悪忙見えても相手を凝

神秘的をフ丁イヤー︵炎︶を放つのがわかhてです︒そこで万人はす

関係の文献を翻訳しせすから少し知識があるのです︶︑凝視すると

であると見るわけです︒一こ存知のエう

は具体化へのかけ橋であると言えまナ︒たとえば︑肉体の病気は本

カットも実に巧みに行なわれてお力︵私は時折職場でダイヤモンド

されて多面休になっているために光線を反射するからなので︑その

イヤというほど豊富充実例をあげておられます︒ただし私の言う意

視すれば必ず本人の持つフ丁イヤーヤプリリアンス

が発見

識の拡大法はヤドカリみたいに自分のカラの中忙小さく縮んでいた

できるのでは充いかという考えが生じたわけです︒それが発見でき

︵輝き︶

意識を大きく広げることだけを目標としたもので︑病気を治すのと

ねば︑それは相手に対する凝視が足少ないということに左るのでし

−︑J

は違います︒それはまた別な思念法があるのでして︑その点は右の

︵切少子面︶

れば︑それはまだ空想の段階ですが︑やってみょうと横腹的な強い

人の思念力にょって治るのではないだろうかとフト思いつぃたとす

宇広大になったところで︑しエせんそれは

心の底から感じるまで思念を続けます︒そのような観法によって気

大地の中に没入してしまいます︒これも単浸る空想ではなく︑横庵
的孜思念であ少︑自分の思惟傾向ヤ内容を変化させるための一方法

したと腹の底から感じるように売るぜて思念を続け︑こうして次に

一点に集中させたあと︑それが次第に空間に拡大してゆくものと観

心身共に落ち着かせてから︑自己の意識

考えたものに意識拡大法があゎます︒これは身休をゆったh二ちせて
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超神秘的なすばらしい芸術作品を眼前に見ているということになれ

︑

上う︒凝視というのはヒユ的に言っただけで︑何も相手の頻を穴が
ば︑相

手の激しい感情の発露もこれまた神秘的な現象だということ

あくほど見つめるのではなく︑実際は相手から良き印象を受けるよ

るようにな力ます︒そして︑むしろ他人を観察するのが良い意味に

忙を力ます︒そうなると相手があたヵ散らしても冷静に客観視でき

おいて楽しく方ごク︑同時に自分自身の存在も楽しくなってきます︒

の状態にあることを意味します︒

しかし問う人があゎます︒﹁自分は他人を神の子として尊敬しょ

これはセンスマインドの視覚のみで他人を見て楽しくなることとは

〝警戒 〟

うと思っても︑どうしてもできない︒実際に︑利己的になって人に

意義が異舟㌻りてですから︑混同なきようにお願いします︒

うに

いか︒そん夜着がどうして神の子と思えるか？﹂と︒そこでぜた観

ブラザーズがアダムスキーを通じて伝えたティーチングズの中で

迷惑をかけた少当たヵ散らして人からきらわれる人間がいるではな
法をあみ出す必要があこソせす︒まず質問をしましェう︒一休あ夜た

すが︑私はできないと思いせす︒従ってこれは私だけの理論ですか

もっとも未来においては人体を創造できるという学者もいるようで

を持つ人体を手先で製作することが不可能だということになれば︵

すか？

しェう︒これを抑制できない人が一人でも周囲にいるだけでも︑雰

進歩した人とはせず感情のコントロールが自在である人といえるで

ラザーズにはそれが奇妙に映るもののようです︒その意味で言えば︑

私たちには地球人の感情的な表現は当然の如く感じられますが︑ブ

を克服して自由にコントロールする力を身につけよということです︒

最重要なものの一つは︑地球人は感情の抑制がてきないので︑これ

らそのつも少でお読み下さい︶人間の存在はまことに不思議なこと

囲気が低下してみんなが迷惑することはだれも知っているとおカで

は手先の技術でもって人休の如き超精密孜物体を作ることができま

だと思わないわけにはゆきません︒たとい隣家にどんな意地悪パア

す︒そぅした

おそらくできないでしょう︒どん夜に科学が進歩しても魂

さんがいて近所の人々にあた少散らすとしても︑よく観察すればそ

ったようなもので︑人間の感情の抑制という問題について骨のズイ

いh∵ですが︑私の過去の半生はそのジヲ者に取力巻かれるためにあ

択は当方におせかせ下さい∨

∧本号上ごり質疑応答憫を設けました︒ご質問を歓迎します︒取捨選

ですが︑私はあ二テクむつかしく考えないことにしています︒

た方々です︒人間の価値論になるととかく複雑な理論が展開しがち

高貴さを身をもって教えて下さったのは恩師数名とその他のすぐれ

まで考えさせられたものでした︒また感情を抑制するカを持つ人の

〝当たヵ散らし屋″を私の郷里の方言で そジヲ者″ と

れは実に不思議な存在です︒環境の変化に反応して怒ったゎわめい

できないでし上う︒人体どころか野辺に咲

た少して奔馬の如く感情を自由に表現する生物体を人間が科学技術
で作れるでし ェ う か ？

く一輪の花さえも作れ夜いでし上う︒とすると私たちの周囲には創
造の設計や過程に関して人間にとって全く不可知な物体が存在して
いることにな力ます︒考えればこれくらいに不思議なことはあトてで
せん︒
︵私にとっては︑の話です︶︒人間の手で創造でき夜い

こうした素朴な驚異から出発しをいことには覚醒ということはあ

少得ません
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聖書の予言の実現

なぜ彼らは来るのか

第二章

ノド・ステックリング

闇
プレ

一九六四年一月下旬にローマカトリック教会はバチカン機関誌．

った︒彼は言う︒

の住民のなかには天使のような

〝超人″ がいるか

て講演を行なったが︑その演題は﹁他の惑星︵複︶上の生命﹂であ
他の惑星︵複︶

もしれない︒神が自分の良さをわかち与えようとする欲望は︑人間

の住む無数の銀河系を持つことにょって一段と満たされるだろう﹂

の技術的を面に没頭したのである︒米国字音局エ

四吉名の科学者団は最後にリンチ博士に拍手喝采して︑〝大気尚
外の生命の探究″

ームズ・リサーチ・センターの生命学部の副部長てあるハロルド・

クライン博士はリンチ博士に講演を依頼した人だが︑次のように言
明した︒

﹁私はリンチ博士のとった積庵的見解に驚いたと言わざるを得な

い︒われわれが他の惑星に知的生命を発見する場合にそなえて教会

に声明を掲げた︒すなわち教会は目

下手首使節団を訓練中であるが︑これは地球人が太陽系内の人間の

一九六五年十二月十三日には︑福音伝道者のどリー・グラハムが

うな声明を発しているのである︒彼らは真理の使徒と称しているの

以上宇宙からの訪問者忙関する事実を否定できないために︑このエ

ハンドブックたる聖書の内容を熟知してぃる教会関係者は︑これ

が準備していることは明らかである﹂

ワシントン市の国防当局でクリスマス・メッセージを述べた︒ワシ

で︑真実を擁嘉することを恐れはしないだろう︒

このことはヨハネの福音書の中でイエス・キリストが述べた次の

もしなかったら︑わたしはそのように ︵住まいはないと︶ 言ってい

言葉を思い出させる︒﹁わたしの父の家には住む部屋が沢山ある︒

群忙も人間が住んでいると述べてあるが︑この地球は反乱の状態に

︵父の家には部屋が沢山あると言うわけは︶

るはずだ︒と言うわけは

わたしがいる所にあ夜たがたもおら

わたしがあ充たがたのために場所を用意しに行くからなのだ︒それ
せるためなのだ﹂

は︵場所を用意しに行くのは︶

触

右の言葉をこれとは別豪意味に解釈する人があるだろう︒だがイ

︵以上カツコ内は編者注︶

文学会大会の席上︑フォーダム大学の地震学者で科学者で僧職にあ
るジ曹ゼフ・リンチ博士は四百名の科学者や宇宙開発技術者に対し

六六年五月二十六日のカリフォルニヤ州アナハイムにおける米国天

またワシントン・イープニング・スター祇の報導にょると︑一九

ある唯一の惑星 で あ る 止

﹁地球は神にそむいている唯一の惑星である︒聖書忙は他の惑星

嘩員に演説して︑次のように話したという︒

ントン・ポスト紙にエれば︑彼は十二月十四日に五千名の国防当局

いうのである︒

住む別夜惑星に到達した時︑われらの信仰を相手に教えるためだと

オブセルバト ー レ ・ ロ マ ー ノ ″
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エスは

〝多くの部屋″

︑

という言葉の中に人間の住む別売惑星群を意

らを導きi﹂

︵出エリプI記一三二 ︶

しかし分割することなしに理解する人ならば︑宗教の起源と宇宙の

空飛ぷ円穏と宗教とを一緒にするなと忠告してくれた人々がいる︒

訪問者とのあいだには決定的な関係があって︑これを否定できない

味したのである︒この言葉を裏付けるものとして︑ヨハネ八二二こ

たしはそうで は な い ﹂

を読者に思い出させたい︒﹁あなたがたはこの世界の出身だが︑わ

しているような人々には次の記事をお知らせしたい︒ライフ誌一九

ことが直ちにわかるだろう︒

六六年四月一日号には円盤の存在に関して次のよう浸すばらしい記

以上のことからして︑もしグラハム氏︑リンチ博士︑イエス︑パ
ウロ︑エゼキエル︑エリヤ︑エノクらを〝ウソつき″と呼びたくな

事が出ている︒

以来︑今R∵ででずっと人々は空中に円鏡塾の物休を見てきたのであ

﹁旧約の予言者エゼキエルが〝火の車輪〟 と出会ったと記録して

ければ︑字音からの訪問者に関する次のよう左聖書の物語を一般人

が惑星間訪問者の輸送手段と

は認めざるを得ないものと確信する︒ゆえに聖書に従ってその参照
〝雲〟

個所の言及を続けることにしよう︒
旧約と新 約 聖 書 の 中 で 何 妊 も

コンタクトした彼の体験をお伝えすることにしよう︒エゼキエル書

ここで予言者エゼキエルの正確な物語と他の世界から来た人々と

る﹂

タ︑ダニエル書七二三−一四には﹁見エ︑人の子のような者が天

して出てくる︒詩篇一〇四二二では﹁雲をおのれの戦車とし﹂とあ
ゐ雲に乗ってきた︒わたしはそれを見たのだ﹂とある︒イエスもこ

の第一章は円盤とその乗員の詳細な記述を与えている︒問題の宇宙

船は一個の輪の真申にある輪のように見えた︒船窓は船体周囲の 〝

の〝雲〟を旅行用に用いた︒というのは使徒行伝一−九において﹁
イエスは

眼″と述べられているし︑円盤のドームのまわ少のリング

と述べ続けている︒この小型円鐘は︑エゼキエルが手首人から与え

語は︑エゼキエルがエルサレムへ旅するのにこの壇の乗物を用ぃた

さえもエゼキエルにょって第一八節で述べてある︒この物

った︒そして娘たちに子を生ませた﹂この

︵彼らが見ているあいだに︶上げられ︑雲がイエスを受け

入れて︑見えなくなった﹂と述べてあるからだ︒創世記六二一と六

コイル︶

︵パワー

・四では次のとおカである︒﹁神の子たちは人の娘たちを妻にめと
にょればわれわれと同様の肉と血を持つ人々であるが︑地球上の女

られた重要なメッセージを役人にとどけたあと︑バビロンへ彼をつ

〝神の子たち〟は創世記

を妻としてめとったのであゎ︑そのため女は強い健康な子供を生ん

う︒﹁わたしが見ていると︑見エ︑激しい風と大いなる雲が北から

れて帰るためにエルサレムの上空で待機していた︒エゼキエルは言

出て︑その周囲に輝きがあカ︑絶えず火を吹き出していた﹂宇宙船

だのである︒

イザヤ書六〇■八で再び雲が出てくる︒﹁雲のように飛び︑ハト

から四つの生きものの形が出てきた﹂更に 〝生きもの．のクツにつ

が着陸したあと︑エゼキエルは次のように報告している︒﹁その中

がその小舎に飛び帰るようにして来る者はだれか？﹂これは小型偵
察用円盤が母船に帰ることを意味するのである︒イスラエルの人々
はこの遠耳〟をたいそう頼りにしていた︒﹁昼は雲の柱をもって彼

一塩の宝石であ少︑偉大桑知識と知恵で満たされていて︑この世界
いて述べてお力︑それは子牛の皮で出来ているよ員ノに見えたが︑磨

〝輪″が行ったからで体
あ験ときわめてよく似ているので︑この章でそれに言及する必要が
あると思ったのである︒

をよ少良き住み家にするためのヒントを沢山含んでいる︒
かれた其鋳のように光っていた︒
また︑パイロットたちは宇宙船を完全に制御していたとも言って アダムスキー氏の他の世界から来た人々との休験はエゼキエルの

●
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庭てバイブルのように大切にされているとのことである︒その事はせよという言葉の生きた例なのである︒実際彼らは地球人の狭い考

はいない︒彼らはこの教えを生かしているのである︒彼らは兄弟の
追いつか浸い︒
何度も問いたことだが︑〝空飛ぷ円盤同乗記″は世界の多くの家 保護者である︒彼らは他人からしてもらいたいと思うことを他人に

そして全部が彼の著書中に掲載されている︒近年になって多くの円えば︑金屋や土星の隣人たちは大師がわれわれに与えてくれたよう
盤写真が撮られたけれども︑質においてアダムスキー氏の写真にはな教えに対して︑リップサービス ︵口先だけのサービス︶を与えて

またアダムスキー氏は地球人に伝えるための宇宙人のメッセージをされているのだ︒われわれも宇宙友愛の統合計画の一部になれるだ
与えられ︑数度にわたって円盤と母船を撮影する特権も与えられたろ
︒う︒
これらの写真は最もすぐれたもので︑今なお民間人の手中忙ある︒ 彼らがもたらした哲学はイエスの真の教えを例証している︒たと

と殆ど同じである︒このことは〝空飛ぷ円盤同乗記″に出ている′れがいつも話している其の救世主であゎ︑字窟的な変と希望に満た

の音を大きなシューッという音だと述べている︒たしかにこれはジの着陸の記録が存在するからだ︒他の惑星から来る人々は地球の幼
ョージ・アダムスキー氏が小型円盤に乗った時の休験を述べた内容い兄弟を援助することを思いとどまら凌いだろう︒彼らこそわれわ

と言った︒続いてエゼキエルは彼らの宇宙船に乗せられて︑〝輪″だ︒というのは︑殆どどの世紀においても大気圏外から来た手首船

キエルにエルサレムへ帰って︑これから与えるメッセージを伝えよのは︑この訪問は今まで決してと絶えたことは浸かったといぅこと

は彼に話しかける前に︑立ち上がれと言ったのである︒相手はエゼ上のあらゆる宗教の基礎に豪っているのである︒更につけ加えたい

たしはあ充たに語ろう﹄﹂エゼキエルはこの男に会って全く謙虚にろうとしている非常に興味深い物事について語った︒
なったにちがい凌い︒彼はひざ阜ついていたからだ︒それで宇宙人 以上はなにぴとも否定できない事実である︒宇宙人の訪問は地球

公表した︒﹁彼はわたしに言われた︒F人の子よ︑立ち上がれ︑わ

ているのである︒しかも彼は宇宙人たちとの会話を恐れること充くヤ書の第五章で︑〝飛んでいる葉巻″と報告している︒宇宙人たち
との会話で相手はゼカかヤにむかって︑間もなくエルサレムで起こ

ゼキエ．ルは別な惑星から来た宇宙船とその乗員の完ぺきな描写乱し

も静止していた︒そして生きものの霊は輪の中にあった︒ここでエ バイブルの時代に字音からの訪問者と話したのはエゼキエルだけ
では浸く︑予言者ゼカリヤも葉巻塾宇宙船について︑旧約のゼカリ

る︒′輪〟が静止している︵または停止している︶ときは生きもの

いるが︑これは彼らが行く所へはどこでも
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に基づいた宗教は存続の漁会を持たないだろう︒宗教が科学的在原

㌦

え方をはるかに超えて進化している1それはいわゆる宗教によるの

理を受け入れて︑創造力が働いている様子を論理的に説明しなけれ

全般的な宇宙の英知の存在を立証し説明するためには︑われわれ

ば︑未来の世代は多くの疑問を持つだろう︒

に真実を教えはし夜かった︒︵殆どあらゆる物事がウソに基づいて

の自由になる物理学︑数学ヤ科学がある︒ゆえに過去に基づいた如

何なる説明法でも人々はただちに拒否するだろう︒なぜなら︑過去

の偉大茂人々の教えでさえも科学的な原理に基づいているはずだが︑

状のもとに育てられてきた︒そして神秘的を物事やウソがわれわれ

知る者になるように指導されなくては売らない︒神はまさにわれわ

神すなわち創造主に至る其の道を見出すには︑人間は自分自身を

後代にひどく誤解され︑ゆがめられてしまったからである︒

の生活の一部になっていることを知っている︒しかもこれはまた他

れの内部にあるからだ︒ゆえに儀式やドグマは

人間のだれもが同じ創造主す竜わち英知にょって作られたことを

おける人間の正しい位置を理解させてくれ■る科学を探究することで

って置きかえられる必要がある︒人間に自己の理解を与え︑宇宙に

円盤︑宗教︑科学

在する混乱の多くをなくすことができるだろう︒

第三章

人︶

〝意識〟と︑日常生活

ではなくてノウアー︵知る人︶ である︒彼らはあらゆる生命の

ー与え手．すなわち人間を存在せしめている

の指扇〟とに対して︑確固たる信頼

感を持っている︒彼らは其の兄弟愛を実践しているが︑それは自分

〝意識〟

式で明け暮れしている︒教会は創造主すなわち神を見出すべき場所

を空しくして与えることを意味するのてある︒尊敬と理解が彼らの

で刻々行夜われている

をまだきめていないのに︑一方科学は世界の殆どの教会指導者の理

生活の基礎である︒

ゎ︑同時に未来の宗教の基礎と売るだろうーもし宗教が存続したけ

は人格的な実体として受け入れられているが︑これはこの偉大な無

という言葉を避ける傾向がある︒殆どの人間の心にとっては︑神と

しかし科学者の中には手首の調和ある働きに言及するとき︑J神″

ればだ︒未来の宗教は信仰だけでは存在でき凌い︒価値があるのは

〝創造力″についてかなカ狭い考え方である︒創造の働きを探

限の

したのは科学である︒論理学と数学は科学が達成した二大業績であ

解をはるかに超えて進歩してきた︒字音の英知の存在を人間に立証

教会の本堂は依然として存在し︑数千年も続いた伝統的行事ヤ儀

ある︒他の世界の人々は自己と自然の法則を研究すること忙よって
のみ進歩したのである︒前述のように彼らはどリーグ丁−︵信ずる

常に忘れては孜らない︒万人がこの事実を認識するならば︑今日存

〝生命の科学′ にょ

人に対する憎悪︑嫉妬︑差別等に役立っている︒

の世界で︑私は要点にふれてきた︒われわれは長い世代を通じて現

常に真実を損示すれば友人のすべてを失うかもしれないようなこ

面したがったカナる人がいるだろうか？︶

いる今日のこの世界で︑ほんとうに真実を知力たがった少真実忙直

われわれの教会は地球上の人間に慰みを感じさせてきたが︑人々

では浸く︑自我と自然の法則との研究にょるのである︒

、

知識充のである︒進歩した科学的な世界では︑迷信︑儀式︑ドグマ

ー23−
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われが人格化させているものについて︑よ少大きな理解力を持つ忙

究し︑それを全体的な手蔓の英知の働きとしている宇宙人は︑われ

も放射されているのである︒たとえば︑このことはイエスがかつて

方の原子ばかりで浸く︑われわれの肉体を形成している原子の中で

知を放射している場所であることが立証されている︒数百万光年彼

を研究すれば︑イエスが創造主す充わち父の万象に対する完全な平

不変の親和の法則に従って字音の万物を形成している原子の動き

ぬいて働いている父は︑あらゆる仕事をする﹂を説明している︒

言った言葉﹁われわれの肉体は生ける神の神殿である﹂ ﹁私をつら

至ったのであ る ︒
故アルバート・アインシータイン博士は愚かを人々から無神論者
のように述 べ て い る ︒
〝宗教．は︑無限の

〝最高の英知″に対する謙虚充崇拝か

ときめつけられたが︑神に関する博士の説明や感じ方においては次

﹁私の

等さにつぃて語ったときに何を意味するかがわかるだろう︒宇宙に

〝英知″はわれわれの弱い意志忙よって知覚し

ら成っている ︒ そ の

分裂はない︒生命の息は善人にも悪人にも万人に与えられているか

ることを立証する︒

ては夜い︒このことは自然が字音の英知の指導下忙正しく働いてい

い︒自然から学んでいるのは人間であって︑自然から人間が学ぶの

に材木を利用できるけれども︑生きた樹木を作力出すことはできを

子を作力出すことば絶対にできない︒人間は無数の品物を作るため

人間は善悪のいずれにせよ原子力を利用することがてきるが︑原

らだ︒宇宙の英知の指導なしに何物も存在し得ないからだ︒

得るごく微細充面の中に自らを現わすのである﹂
次にジョージ・アダムスキーが宇宙の神を説明した言葉を引用す
る︒
﹁形而上学の学徒ナらも非個人的竜神を充分に理解してはいない︒
神は無数の太陽系のどれにもひそんでいる︒太陽系を構成する太陽
ヤ各惑星︑形ある物を構成する原子群等の内部にてある︒しかるに
凌い︒神はすべて夜のであカ︑神の外には何もない︒神は︑限界な

人は神がどこかの特殊な場所にいるはずが浸いということがわから

イエスの言葉にょると﹁天国は人間の内部忙ある﹂

われわれは神は天に見出されると聞かされてきた︒しかし天とは

胞等︑あらゆる可視的夜物を形成している生命のレンガを利用して

科学は進歩している︒だが再度言うと︑われわれは原子︑分子︑細

ク︑ナイロン︑その他の合成繊維のよう宏物質を作少出せるほどに

この惑星地球の大気であるいわゆる 〝無″ の状態からプヲスチッ

どこ夜のか？

いるのである︒それで実際にはわれわれは自然の材料以外の物を用

きこの事盲全体に影を投げている力であカ︑〝英知″なのである﹂

匪なれば︑地獄も外部忙は凌いと考えるのが妥当である︒

㍊

そこで言えるのは︑神と共忙あれば万事が可能だということであ

ないと思っていたからだ︒

指導者を狼狽させている︒というのは︑彼らはこんな奇跡はあ少得

いてはい凌い把もかかわらず︑これらのいわゆる 〝奇跡″ が教会の

という︒ゆえにもし天国が人間の内部以外の場所には浸いといぅこ
科学者が伝えたところでは︑原子の中の生命すなわち英知という
〝生命″を．原子の魂〟と呼ぷ︒それは永遠

生気は実際にはわれわれが神と呼んでぃるものであるという︒科学
者は核の中に あ る こ の

に生きる宇宙の英知をのである︒原子核の中心はあらゆる生命と英

ヽ︑ノ
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る︒正しく理解するならば︑これはまさに真実である︒しかし︑わ

九六六年十一月九日発行︶︑次のとお少である︒

﹁法王︑共通の聖書採択計画を是認

とである︒バチカンの最近の報告忙よると︵ワシントンポスト紙一

︵しかし人間は自己の無限の能

れわれは神は人間の内部に宿るのであって人間と共存しているので
は夜いということを知っているので

キリスト教統合運動において︑

バチカンは本日次のように声明した︒法王パウロ六世は共通の聖書

バチカン市︑十一月八日︵AP︶

様であるからだ︒不幸にして科学者が行なっている奇跡の多くは︑

にきめるため︑他のあらゆる宗派と協力することをローマカトけノッ

力に気づかねばならない︶万事が可能である︒なぜなら子は父と同
破壊の目的に誤用されている︒しかし発明の夜かには文明の進歩の

ク教会に認可した︒共通の聖書計画が全世界のキリスト教徒を統合

近隣の惑星群の人々はアダムスキー氏と一緒に宏って全キリスト

書なしに統合はあカ得ないという﹂

する努力の基本になると省キリスト教運動で声明された︒共通の聖

ために用いら れ て き た の も あ る ︒

しかしわれわれの心が如何忙真実の宇宙的印象を曲解しょうとも︑
られる元素が親和の法則に従って融合する限少支持されるのだ︒元

教会議を開く￡うにとローマカト∴リック教会へ進言したのである︒

創造主はわれわれが何を作力出そうとも支持されるのである︒用い
素が誤用されればわれわれは自身を紛々にするだろう︒このことは

った︒この困難恵仕事で宇宙人と共に働いたジすージ・アダムスキ

ー氏は︑故ヨハネ二十三世から完全な承認を与えられた︒アダムス

そしてご存知のように︑この会議はこれまでにきわめて効果的であ

キー氏が宇宙人から厳封されたメッセージをバチカンへ伝えた時の

起こったのであり︑今後も多くの機会に起こるだろう︒というのは
い爆発を起こしたからである︒われわれは学習の段階にあるので︑

一九六三年五月三十一日に︑法王はア氏へ黄金の名誉メダルを贈っ

米国以外の数分所の研究所がサボグージ1のせいとはいえない激し
間違いをしやすい︒こうした過失の訂正な通じて︑われわれはそれ

たのである︒

会であって政府ではない︒父の仕事にとゎかかるのは教会の責任て

近い将来に世界を平和裏匿統合し浸ければ孜らないのは世界の教

から学ぶほどに謹虚である限カ︑未来の中に正しい道を見出せるだ
のだ︒

ろう︒全然何もやらなh∵よりも過失をおかすほうがよいこともある
近年にをって世界の各教会による非常夜努力が二︑三の理由でな

第二に︑分裂を排除する目的であらゆる宗教や教会を統一すること

て時代遅れにならぬように育てる必要を教会が認めたからである︒

とである︒これは聖職者を︑今日の世界で発生している物事に関し

を持っているのか？﹂と︒われわれはこれ︐ででにあま少に物事を分

分割したり所有権を主張したクするために︑人間は一体どんな権利

に住んでいるあぃだに利用するようにと創造主から与えられた物を

ときとしてわれわれは考えねばならない︒﹁われわれがこの世界

ある︒

である︒創造主の目の中には分裂は凌いのだ︒第三に︑教会の目的

割してしせったので︑神をも多数の宗教に分割してしまったのであ

されてきた︒まず教会の聖職者をあらゆる科学の分野で教育するこ

に関してこの世界の人々のあいだ忙ある誤った考え方を排除するこ
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二″

にほかを

る︒ちょっとすわって考えてみれば︑実際には創造主は決して分離
されるべきものではないことがわかるだろう︒神は
らないからだ ︒
願わくば宗教界のリーダー全員が右の言葉で考え行動し︑この世

の世界の大抵のクリスチャソ∴は二千年の周期が終わるのを待ってぃ

るが︑実際にはそれは一九三九年の秋に終わったのだ︒肉眼にはた

だ一個の異常に明るい星としか見えないこの完全な会合は︑二千年

の天文時間の始ヰ＝りであったのである︒

ルに遅れること六十一年であったのである︒そこでわれわれは今年

だ︑もっと正確な天文学的計算にょって︑それはタイムスケジュー

ローマ製の歴が一九三九年十月から十一月を示しっつあったあい

私の友人である一牧師との会話で︑われわれはあの雲のような字

が二〇二八年とぃぅ年になるのてあゎ︑一九六七年ではをいことを

界に永遠の平和と理解をもたらさんことを！

手はこの事は充分にあり得ることだと言う︒彼は︑黙示録に示され

軍船に乗ってキリストが帰って来る可能性について話し合った︒相

知らねば売らないのだ︒

この事実だけでもわれわれすべてに考えさせる事柄を与えてくれ

ているように二千年後におけるキリスーの再臨の予言を思い出した

るのである︒そこでわれわれは歓迎しょうとしている人−しかもわ

〝神の子たち√ 把つぃてー︒

さて私の牧師たる友人との会話忙返ることにしよう︒しばらくの

に乗って来る

要があるのではないだろうか？ 1偉大夜力と栄光とをもって．遠雷

れわれが心底から歓迎しょうとしている人−忙ついて再び考える必

のだ︒それには偉大なる力と栄光とをもって神の子たちが雲に乗っ

〝聖書はやはヵ真実である″と題する書物を数年前に読

て来ると述べてある︒これにエって私は一九六〇年にヨーロッパで
発行された

んだことを思い出した︒それ忙よると﹁イエスの誕生日の綿密な研
ュールよわも六年先に生まれたのである﹂という︒しかし何があっ

あいだ私は心中に靡問を持っていて︑それを相手に確証してもらい

究の結果︑天文学者達はイエスが実際にはわれわれのタイムスケジ
たのか︑なぜそう売ったのかについて詳細な説明はされていない︒

たかったのである︒私は彼がきわめてオープン・マインドの持主て

って来た時忙︑大師はどんた種類の歓迎を受け入れてくれるだろう

らわなかった︒﹁大師が雲のよう左手首船の一つに乗ウて地球へ帰

あることを知っていたし︑ゆえに次のよう豪質問をすることをため

私は自分自身の研究を行浸い︑或る興味深い事実を発見した︒すな
わちイエスはへロヂ王の時代に生まれたというマタイ伝に述べてあ
る件である︒ヘロデが紀元前四年に死んだというのは明確な事実で

他人を非難しないようにと教えたがっている大師がー︒われ

か？

あるが︑イエスはへFヂの死去前に生まれたのである︒ここで私は

われはどんな蓮類の歓迎会を大師のために開いたらエいだろうか？﹂

森攣

私は相手が言わんとすることを充分に理解できた︒そして軍隊や

歓迎を他の惑星から来た人たちにやってきたよ﹂

友人は私を見つめて答えた︒﹁いや地球人は全く．非友好的な″

ローマの修道士ディオニソス・エクシギウスがやった一つの誤卜二怒

これは明確な事実だ︒イエスの誕生の際に空中に現われた

あ去ナり得意で充かったので︑少なくとも六年を一年と間違えたので

指摘したい︒彼は六世紀にユリウス歴にょって計算したが︑算術が
ある！

シルシ︑ベツレヘムの星は太陽系の三つの惑星の会合であった︒こ

l
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私は尋ねた︒﹁もしイエスが現代人と同じヘアースタイルで︑グ

った︒

レーの背広を着て︑だれにも気づかれないで地球人のなかを歩いて︑

民間人が恐怖のためにこの友好的な人々に発砲した多くの事件を思
い出した︒宇宙人の宇宙船は地球のジェット機から追跡された︒そ

しかも二千年前と同じょうに人間の平等さを教えるとしたら︑大師
忙何が起こるだろう？﹂

して手首船に対抗する行為にかかわらず︑相手の存在は依然として
しかるに相手は其の救済者であるがゆえに︑

否定されてぃるのである︒相手に対する地球人の行動は決して慈悲
深いと哩言 え 凌 い ー

う︒一日のうち異浸る時間にブドーをつみ取るために労働者がやと

私は続けた︒﹁たとえば聖書のブドー園の物語を知っているだろ

﹁それはどういう意味だ？﹂と友は知力たがった︒

分が何をやっているかを知ら凌いのですから﹂と言ったときに何を

われたのだ︒しかるに彼らは夜明けにみ食間じ金額の金をもらった

大師が﹁父よ︑あの人たちを許してあげて下さい︒あの人たちは自
意味したかをよく理解しているのである︒そこで私たち二人は︑キ

のだ﹂

からだ﹂

﹂

︵カツコ内は編者注︶

かく刈ったこの見知らぬ男が︑薬品もをく手術もしないで路上にい

コーヒーを飲んだあと私は続けた︒﹁グレーの背広を着て髪を短

﹁とにかくコーヒーを一杯ヤろうじゃ凌いか﹂と彼は言った︒

もっと話し合えると感じた多くの考えが心中にあったけれども︑

したあとで︑こうした休験を待ったからてある︒

ばれるだろう︒というのは私自身一般人にブドー園のたとえ話を話

かったのである︒こんな原理を教える人はたしかに共産主義者と呼

友人は答える必要はなかった︒相手が何を考えていたかが私にわ

はどうしたらよぃというのた？﹂

﹁じゃあ︑この特殊な平等の原理を教える一人問に対して︑人々

﹁ああ︑君の言うことはわかるよ﹂と彼は言った︒

リストが帰って来ることは至難のわぎであるということに意見が一
であろうということにも考えが一致したのだ︒

致したのてある︒そして大師の帰星は完全な秘密裏に行なわれるの

︵宇宙人︶をもてなすことを忘れてはならない︒とい

友人は言う︒﹁ヘブル人への手紙一三ニーにすばらしい説明があ
るよ︒r旅 人

︵コンタクトした︶

ぅのは︑あなたがたの多くの人は気づかないで御使いたち︵宇宙人︶
をもてなした

﹁それは全くほんとうだ﹂と私は言った︒﹁われわれは相手の正
体や出身地に気づかないで相手をもてなしているかもしれない︒そ
の場合︑相手は全く地球人と同じょう夜姿をしているに違いない﹂

ゆる無数の惑星上ても同様であるからだ︒人間は地球と同様にから

というのは人間にとって地理的なパタンは︑広大な宇宙の中のあら

る病人を治し始めたゎ︑盲目の人を再び見られるようにしたら︑ど

友人はこのことを認める必要があった︒実際そのとおヵ充のである︒

だの大きさや皮膚の色で異なるにちがいないが︑彼らはやは少われ

その男がやった奇跡を人々は実際に認めるだろう

うなるだろう？

﹁ぃぃや︑少数の人々を除ぃて︑この社会はそんな能力を持つ人

か？﹂

われと同じてあり︑地球人に生命を与えているのと同じ創造主によ
って創造され維持されているのである︒
イエスの帰星の受け入れ忙関して私の心中に別を重要な考えがあ

−t、レ
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かも教会とはイエスが言ったような．父の仕事〟 をするために最も

重要夜宴実が全然強調されなかった所だ︒金があらゆる悪の根源で

をイカサマ師と呼ぶだろう﹂と友人は答えた︒
私は言った︒﹁それこそ私が知力たい事だったのだ︒左ぜなら︑

産業界︑株式市場︑不動産等に投資している教会︒恋人の宗教に合

あるにもかかわらず︑イエスの御名のもとに巨額の金が集められて︑

流しなければ結績もさせてくれ浸い教会︒

この世界の医学会は既成の機構や標準を固守する忙ちがいないから

だ︒彼らは医師や病院職員の名にかけて抵抗するだろう︒そしてそ

発見を受け入れるように心のドアーを開く必要がある︒自然の法則

封わかヵのように︑教会が統一されて真にイエスの原理を数える

であゎ︑創造主の行為を具休化する永久不変の因果の法則を教会が

ければ逃げ出せるだろう︒というのは︑みん充が男を捕えて裁判に

男にとっては非常に難儀な状態になるだろうということで二人の

教えない限少︑そして教会本堂内にいるあらゆる人が自然の法則に

ことを始めない限カ︑帰って来たイエスは宗教団体のどれにもつか

意見が一致した︒二杯目のコーヒーがすんでから二人は次のようを

反するかわヵにそれに従って生きようとしをい限少︑キリストはこ

ないだろう︒あらゆる宗教は統合し︑共通の聖書を作カ︑科学の諸

決定的夜結論に達した︒それは︑ここでもまた他人に援助の手を差

の世界に来るべき場所を見出さなぃだろう︒

かけるかもしれなぃからだ︒過去に封いてすでに似たようなケース

し延べることが好きだったこのグレーの背広の見知らぬ男はあま少

ゆえにそれは巨大を強力な教会ばか一夕でなく︑一般大衆たるわれ

われにもかかっているのだ︒われわれは地球上に永遠の平和を確立
できる︒望みさえすれば！

これ以上無知の中に生きることはやめ

ようではないか︒利己的充プヲイドを捨てよう︒自己の内部に宿る

が父

︵宇宙の意識︶

爪⁝攣

の元へ帰って来るのを忍耐強く待ってい

なければならないことをみな知っている︒それをわれわれに代わっ

われわれは各自が重荷を背負い︑地上で作り出した混乱を一掃し

して其の意味に封ける人間になろうではないかー・

識を受け入れることにしよう︒自我とうぬほれのジャングルを脱出

ブラザーズが差し出している援助の手を認めよう︒そして彼らの知

る〝意識′にほかなら透い︒この太陽系内の近隣の惑星群から来る

エゴ︶

創造主を認めることにし上てりーーそれこそ人体を維持し︑放蕩息子︵

なのだが︑私は別な工合に気づいた︒まず第一に︑もしイエスが教
︵たとえばローマカト∴リッタ教会とすれば︶他の

また彼がルーテル教会を選んだならばカ
そのいずれもあらゆる解答を知

儀式ヤドグマが教えられ︑彼が二千年前にもたら

︑ノ

した教えに対してロだけのサービスが与えられている教会にだ︒し

行くだろうか ？

世界的な統合がなくて分裂の存在しているこれらの教会へイエスが

﹁わが教会へ来たれ︒そうすれば天国へ行ける﹂と教会は言う︒

っていると称 し て い る ︒

トリック教会 は 何 と 言 う だ ろ う ？

宗教は何と言 う だ ろ う ？

会を選んだなら ば

中に避難することはできるだろう︒これこそ私が最初に思ったこと

今や読者は︑彼は教会の中に1少浸くとも自分で選択した教会の

種の援助を受 け 入 れ る だ ろ う か ︒

見栄えがしなかったということである︒しかし一体われわれはこの

があるのだか ら ね ﹂

の見知らぬ男を即刻その国から追い払うだろう︒その場合︑運がよ
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はならないことを知っている︒わが家車訪れて乗た友人にむかって

て帰って来るキリストにやってもらうことはてきないし︑そうして

て働いている創造主

美しい声で常にわれわれに知らせるだろう︒われわれの内部を通じ

少をやった尋

﹁毒ジ

昨夜の宴会の跡片づけをしてくれと績むわけにはゆかない︒宇宙人

くれるはずである︒人間の利己的なセンスマインドがやってくれる

珊︑萎び

についても同様である︒この世界でわれわれが作少出した混乱の跡

のではない︒これこそ放蕩息子すなわちエゴの心が父の家へ帰る唯

をゆだねようとするが︑この

〝神の手〟 にそれ

を教師として信締するために大挙してやって束ふと思うか？

いと思う人は︑この援助が全くあゎ得ることを認めねば在らぬ︒そ

われわれは自己の過失を修正してもらおうとして

るのではをh︒われわれが作少出したトラブルが大きく売るとき︑

神はわれわれと共に働くだろうが︑われわれにかわってやってくれ

くれるだろう︒しかしわれわれ忙かわってやってくれるのではない︒

宇宙からの訪問者は喜んでわれわれとl緒に建設的な婁をやって

一の方法である︒この物語は聖書にあゎ︑象徴的に述べてある︒

︵人間個人の意識︶ は︑あらゆる仕事をやって

過失を修正しなければ至ら浸いことなどを︑静かな

始末を彼らに頼むことはできないひだ︒
﹁私の言うことは正しいか？﹂と牧師の友人に尋ねた︒相手は同
意した︒
不幸忙して地球上の多くの人々は他人に対する責任という感覚を
殆ど持たない︒友は言った︒﹁これはほんとうなのだ﹂
私は続けた︒﹁もし教会がその多くの誤少を訂正するをらば︑一

各宗派が宗教的見地をふ少かざすこともなて︑▼世界平和︑理解︑人

の人は存在する万物に生命を与えている宇宙のカを信じなければな

〝偉大なる英知″ にょって助けられた

種平等などを目指すのに︑一教会の責任がよケ大てあると思うか？

る場所であって︑神は遠い宇宙の彼方にいたり玉座にすわった少し

らぬ︒自分自身の内部を探求せよ︒内部こそ最も容易に神を見出せ

また

この世界で人間を自由にするのに努力し浸ければならぬのは教会だ

般大衆はあらゆる教会を大入満員にするために︑そして坊さんたち

と思う︒明日の恐怖から人陽を自由にし︑万物との其の関係を人間

神殿てあるとキリストは言った︒彼は知っていたのだ︒われわれは

宇宙的夜襲解カに対する其の探究者のために︑十二課から成る 〝

〝

ているのではない︒神は人間の内部にいるのだ︒肉体は生ける神の

﹁そう︒それこそわれわれの仕事なのだ﹂と友人は言った︒

このことを認めねばならぬ︒もしわれわれが最大の贈男物である

に見させ豪いようにした神秘や迷信から人間を解放するためⅥだ−﹂
二人は小さなディスカッションを終えて︑友人は去って行った︒

生命〟

が提供してくれる多くの天恵事を楽しみたければー︒

私はしばらくすわっていた︒そして二人て音し合った多くの重要
点を心の中て復習した︒再度次のよう望一口える︒﹁近隣の惑星の人

︵ぃずれもアダムスキー著︶を壕カお

すすめしたい︒これらの文献鱒宇宙のブラザーズの生き方︑哲学︑

生命の科学〟と〝宇宙哲学〟

結局だれがわれわれを審くのでもをい︒−われわれが自分自身を

自己発蓮の方法等に関する広大た知識を含んでおぅ︑ブラザーズか

々は教えるために来るのであって︑審きに来るのではない﹂
書いているのだ︒というのは︑■もしわれわれのエゴが他人に反抗的

ら地球人の代表たるアダムスキー氏を通じてわれわれに与えられた

︵八ページヘ続く︶

な事をやったとすれば︑われわれの内部の意識︵神︶が︑自分が誤
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大阪支部大会、盛況裏に終了

者をも傾けさす事が出来得るものと信じる︒日本GAP全

日本GAP大陸‡串楷成一周年を記念し︑東京本部よ♪
久保田日本GA㌘代表ふ来憬盲れ︑去る八月十六日大阪婦
人会館におhて昭端甲∵五年度日本GÅP大阪支部大会が
開催された︒当日はお盆と万国博が重なってぃたにもかか
わらず︑会員の参加は予期していた以上であゎせした︒
本大会最初の話題は東京本部斎藤氏の富士山における円
盤の8ミリ撮影成功の様子であゎました︒残念なことに斎
藤氏直接の発表ではなく︑数日前に来阪されて巽先生との
質疑応答の様子をテープに録音されたものであこツせした︒
全員l同一言l旬間きもらさじと耳を傾けていまして︑テ
ープ終了後しばらくは室中に余韻が確少︑何か感動的なる
ものが心の片隅に残留する思いが致しました︒
すでに全会員が円盤の実在を信じ︑むしろ今ではその人
間性す充わち内面的哲学に移行している段階忙︑やは少こ
うしたカラーフィルムに依る撮影成功自体︑単に円盤実在
を証明するのみで浸く︑宇宙人の存在を証明し︑かつテレ
パシーの存在をも立証する貴重をる体験であったと思われ
ます︒我ら日本GAP会員を力づけるのみならず︑唯物論

員が柏手をもって迎えたぃ売持であろう︒
昼からは円盤スライドが上映され︑その後各出席者自己
紹介に移わ︑益々楽しさば倍化された︒
そして久保田代表に対する質疑応答に入った︒久保田代
表は稜々の質問に対し︑質問の要点がつかめ発かった場合
は要点右聞き正し︑そして一言一旬かみしめるェう忙して
発言され︑それは慎重の上にも慎重を積み竃ねるものであ
ゎ︑そのため思わずでしェうが隣席から﹁慎重ですな﹂と
声を掛けてくる位でした︒
或る質問の中でア氏からの手紙は全部公開済みをのでし
ょうかと︑何かア氏からの手紙を出しおしみナるなと言っ
ている感じて場内爆笑︑そしてこの返答忙御想像忙おまか
せし・七すと出てまたまた大爆笑する場面があった︒また専
門外の質問に対し︑知らない事は知らないと明確に答えら
れる事自体から︑久保田代表の人格をも推察され︑まさし
く機関誌第四十t言ちの編集後記忙記載されている通少︑﹁
鵡

宇宙問題は重要であるが︑その前忙まず大地に足をしっか♪とつけ︑
現実の問題に対処することが肝要である﹂の徹底した態度で返答に
臨まれ︑小生ただただ信頼の念を深めるのみで御座屠▼でした︒
遠路はるばる暑い中を来阪下さった久保田代表及び出席者の皆々
様あ少がとう御座屠ました︒近い将来またこの様夜大会が開かれん
卓を祈って会合報告とさせていただきます︒
︵塩原 勲︶

前列むかって左よカ斎藤俊一司会者、市川宏大阪支部代表、久保田GAP
代表、久世章業氏、重松昭春補佐。
（なお大阪支部例会会場は九月よ少変更された。詳細は32貢に掲載）

へ︑．

．︺

◎大阪支部では毎月二風研究会が開催されています︒出席者は少数

ながらこれは驚くべき熱意のあらわれであゎ︑特筆に価しますd関

◎平素は皆様方の多大な御支援にあずかカ︑厚く御礼を申
池し
昭博︑前原信行︑重松昭春︑久世長老の各氏︑それに炎暑の季節
上げ与︒先号室其オフセッ品刷にして喜んだのも束の のお盆という貴重な休日にわざわざ御参加頂きました出席者全員の
一
方タ
々に深甚をる謝意を表する次第でナ︒
記 聞︑再び資金難におちいヵ︑やむを得ず編者みずから和文
イプを打ってネガオフセット印刷にしせした︒このため勤務

先の公休を数日取ってタイプ打ちに専念しせしたが︑疲労の 西地区の方はふるって御参加下さい︒東京でも月例会があiγせす︒
塩に達して仕事がはかどらず︑機関誌発行の困難さを感じた ◎村雨光之助氏から次のエうた近況が寄せられました︒﹁妹がGA
次第です︒労力は喜んで堤供しせすが︑時間的余裕と体力に Pに入会したいとの事てすが︑会費と入会金を御知らせ下さい︒本
限界があ云ソますので︑タイプ打ちもすべて専門店へ依頼する誌の奥付を見ると頒価は書いてあ云ソぜすが︑会費については出て居
ことが望ましく︑そのためには資金を必要とします︒一エってhてでせん．︵注＝頒価プヲス送料イコール会費孜のです︶︒高電圧を
発生させる本格的なソリッド・ステート・・L・ワンスフォーマーが完
皆様の援助寄金は大いに歓迎致します︒エろしく分断いしま 成に近づいてきました︒もう一息でナ︒アウフ・ゲィーダーシュラ

︵カラー・16ミリ︶は月着陸の実写

の間柄です︒人物は保証します︒出資者を御紹介下さる方は絹者宛 御連絡

下さい︒すぐれた発明を生かして下さい︒
◎次号は十二月上旬に刊行の予定ですが︑これも資金次第てす︒誌

おられます︒吉岡氏もかつてm二FO研究の同志として礪者とは旧知

が四国の吉岡武居氏発明の砕石機を市販するための出資者を求めて

れ︑編者は十数年前上こク御援助を項ぃておhγました︒この久世長老

ナ︒
イベン！ 追伸︒サールの物︵宇宙船︶は多少金がかかゎ過ぎます
◎本号は目撃事件に主体をおき︑海外の気味悪い目撃報告も数篇加 ので︑もっと本質的にすぐれた物を独自に作わ孝二ビ ︵九月九日︶
えました︒こういぅ事実もあるという意味で参考程度に掲載したも ◎久世︵くぜ︶章某氏は京都の名門で元子爵︑明治天皇侍従出仕と
いう歴史的人物てすが︑丁ダ・：キー問題では非常恵理解を寄せら

のです︒気軽にお読み下さh︒圧巻は斎藤雄久君の体験記です︒
◎来たる十一月八日︵日曜日︶には豊島振興会飽で日本GAP徳会

プポロ 〃 号 ″ ． ガ 号 ″

を開催することにな少せした︒今度は視聴覚資料の公開に重点をお
いて︑証拠物件を充分にこらんにいれます︒アメリカ文化センター
糧供の

＊申込次第案内書急送
＊入会金不要．誌代三回

分以上（送料共）納入

＊総本部 米国力州GAF
にて可．

映画で︑興味深いものですが︑斎藤君撮影の富士山上空円盤実写映
代切れの方には﹁誌代切れ﹂と記した紙片と振替用紙を同封しせし
画はすばらしく︑本邦唯一の記録映画として貴重恵ものです︒ふる たから︑恐縮ながら早目に御送金を御願い致します︒購読中止の方
って御来場下さい︒
は至急その旨を御一報下さい︒︵久︶
◎八月十六日の大阪支部大会は盛況裏に終了して関係者一同心から
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感謝しておhソせす︒十四日夜若い諸君数名と共に東京駅を出発する

頃から奇妙な事が起こカ︑十五日忙は久世長老の御案内で一同万博
へ行きましたが︑ここでも妙左事があった少して楽しい旅でした︒
十六日の大会は出席者数二十四名で開催されましたが︑終始熱気の
溢れた真剣な雰囲気の中に終了しせした︒会場準備や編者の旅費工
面に多大充御世話に夜力ました市川大阪支部代表に厚く御礼を申し
上げまナと共に︑運営にあたって御援助を頂きました斎藤俊一︑川

会員募集

