GAPニュースレター第51号目次

ホワイトサンゴ事件〔2）t……………‥ダニエル・フライ 1
生きるための助言〔3〕・‥……

J・クリシュナムルティー 9

13

†デリソ．ロドフ丁−の円盤実写映画………………………

とGAP哲学研究講座＞意識と悪星と人間……久保田八郎16
G・アダムスキー30

＜改訳＞空飛ぷ円盤同乗記（4）‥・・…・・

「声」……‥t………＝…‥＝……………………………＝……・

41

大阪安部大全，盛況…＝…………・‥………‥川……＝………

44

群馬県で研究会開催……‥t……………………………………

45

月例研究会案内………………………・−………・………………‥

45

＜予告＞日本GAP給金開催…………………………・・……・

46

廟

GAPは「知らせる運動」という意味の世界的なれレープ活動で・
世界中の人々が空飛ぷ円盤の真相にっいて∫知る■機会を与えられる

ぺきであるという見地に基ずいて1959年にジョージ・7ダ■ムスキ

ーによって創始されました．彼の麻いは「最大多数の人が現代の真実
を発見して．乗たるペき時代に限を転じること．人間はすペて〟コズ
ミ，．ク．パワー′の御子であり，モのパワーの諸法則が宇宙に遺荊し
ている事案を確信をもって知ること」にありました・この諸法朋は他
の世界〔惑星〕から来る友好的な■訪問者からもたらされた■生命の科
学■の研究と理解を通じて体得できるものです・

日本GAPの目的は円盤とスペースブラザーズ問題を関心ある人々

に伝えることにあり，奉仕活動を通じて真実の解明と宇宙の法則の乗
暁を呼びかけることにあります・モの中心思想は次のとおりです・

1．この太陽系の他の惑星群から偉大な発達をとげた人類が地球を
訪問しつつある．

2．他の世界から来る人々はこの世界の政治家や科学者とひモかに
コソタクト（接触）しており，危故にひんした地球に対して救
援の手をさしのペている．官民を問わずスペースブラザーズと
コソタクトしている人々が

少数存在すると思われるが，通常そ

の実相は洩らされていない．

3．ジョージ・アダムスキーがもたらした哲学は，人類の起源と未
来の運命の真実を知るのに有益である・

☆本誌撮載記事はすべて翻訳転載権取得済︒禁無断転載︒

♯

☆表紙写真はロド7丁−夫人撮影円盤映画竺コマ︒詳細は十三ページ︒
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本誌は他の団俸・個人と対立するものではなく・政治・宗教と関係

のなVl非営利刊行物です．本誌が読者に対して多少とも役立てば華中
■

です．

⑳GAP参加れレーナを有する国は次のとおりです・

アメリカ，オーストラリア，ベルギーー ブラジル，カナダ・デソ†
一夕，イソダラソド，フィソテソドードイツーオラソダ■イソドネ
ッ7，日本．メキシコ．′ルウエー．

の順．1971年6月現在）

スエーヂソ，スイス（ABC

覇．︒名詩バ岩ヨ．吉己奈ブ空∈

−1−

＞■

中を飛ぷ．′
驚異的スピードで空

仁

ん︑

その推進力のナソ■は？‥‥‥

1∧・．ヨ■︑くへ≦ヒヽ√ノ旬

：

円盤に乗せられたフライは

■J′

︑亡べ

一一重J鵡川皇▲月叫﹂付与Yゴ電．意モせh■毒．d

J

己√﹁

ホワイトサン式事件

て

・三

hトも・17J∵トト

コ

■

■岩■■コ七‖γ．エーー

■≡︐■至論環空室■三■ド乍⊥ざ∴∵ソ∵当千■′・

（2）

ノ

︵

ダニエル・フライ

一三ゝ

チノ

たしか君たちのあいだにはr自衛本能こそ自然の基本的法則である﹄

■

一・と・モ二こ⁝L■．与上†tl

ということわぎがあったはずだ︒知識欲がときには動物本能に打ち勝つ

こ妄りあるというのを見ることができたのは頼もしいことだ︒君に警告

を与えたとき︑君の反応は自分で思うかもしれないような恐怖というも

のではなかった︒純粋な恐怖の反応なら少なくとも一瞬間君のからだが

凍りついて動けなくなるはずだ︒だが君はすぐに︑しかも適当な態度で

行動した︒君がためらったという事実は︑船体の詳細に関する注意力の

集中がきわめて大きかったために︑はっきりした退却路を確保しなかっ
たことを示すにすぎない︒

ここで私の話を信じてくれというのではない︒それはわれわれにとっ

て最も好ましくないことだ︒いま必要なのは証拠を︵あらゆる既成概念

に反するような証拠であっても︶受け入れるだけの受容的な精神の持主

と︑その証拠を即座に吸収して筋道の通った結論に達するような精神の

持主なのだ︒体験したために君がまったく特殊な立場にあるにもかかわ

らず︑君が静かに私の声を聞いて筋道聖止った回答をしているという事

実は︑君の精神がわれわれの見つけようとしている種類の精神であると
いう最上の証拠なのだ﹂

しかし君聖一一口菓は地球人の科学的進歩をうながす何か

﹁お世辞をありがとう﹂と私は言った︒﹁そのお世辞に価する人間なら
よいのだが

君が着陸した場所にまったく偶然にぼくが居合わ

■

の計画にぽくを利用しようとしていることをほのめかしていた︒なぜぽ
くを選んだのかね？

せたというだけのことじやないか︒この基地には科学的知識でぼくより

もはるかに進歩した人が沢山いるから︑そのなかのだれにでも簡単にコ

．皇軍む上rノ■・知■︑

ソタクトさせられるんだけどね﹂
﹁君はまゥたくの偶然でここに居合わせたと言うが︑それはわれわれ
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く容
こ易
とに
の送
で信
きで
なき
いる
状態
ひどく過小評価した言い草だ︒多くの地球人の脳は
がで
︑あり︑そのため進歩の唯一の方法とし
な自
数分
学の
と宿
い舎
うへ
地帰
下っ
道を通ることになる︒
君は受信もできるごく少数の脳の持主聖人なのだ︒
正し
て調べてみれば︑今夜冷房装置が故障していなかった
こく
とな
がが
わめ
かれ
るば
は基
ず本的な真理は常に簡単で理解が容易である
ら多
幹く
のの
上一
か流
ら科
な学
が者
めの
れば桂は〝枝〟として簡単な理解の容易な
だ︒だが話をもとにもどそう︒われわれは君の国の
る学
の者
だた
︒ち
ての
っ精
と神
りが
早既
く言えば︑君らの科学が進歩し続けようと
精神を調べてみたんだ︒大抵の場合︑われわれは科
に必要なのは︑君たちがとまっている桂から幹との分岐点まで
成概念という鋳型で固められていることを知った︒笹bは遠くまで進み

せ†＃壬嘗・

手篭茸音字弓

たたび登り始めることだ︒これをやろー︸とするのならわれわれが援助
すぎている︒その結果︑遠い道のりをあともどりしふな
ければならない︒
しょ
てう
や︒
れ科
る学
が知
︑識
たを
だし君たちが援助を望んでわれわれが示す道
私望冒意味を比喩によってもっとやさしく言ってみ
とは
が上
で方
きへ
れ動
ばい
だて
︒い
だる
がこれは未来のことだ︒われわれが地球人
求める人間は木に登るアリのようなものだ︒自分で
るを
前見
に通
二せ
つな
のい
事︒
がそ
達の
成されねばならない︒聖に︑われわれの肉
ことが拍かっていても︑その視野は狭すぎて幹全体
球の
の方
環へ
境移
に動
生す
物る
学か
的も
に順応するようになること︑そうすれば地
ために幹を離れていることに気づかないで下方の枝
かだ
に上
は方
いへ
り登
込れ
んる
でし
も︑
間違えられなくなる︒これには前に皇一口
しれない︒いっときは万事うまくゆく︒自分ではま
なくとも四年はかかるだろう︵荘︒これは別な太陽系から釆た宇宙人
進歩という果実を少しっみとることもできる︒だが少そ
の桂が急に無数の
でる
あた
るめ
たに
め本
に人
︑は
わま
れご
われの太陽系の各或墓の住民とは肉体の条
小枝に分かれていろいろな方向に菓がちらばってい
るも
のの
でで
ああ
るっ
︒た
ア〝
ダ基
ム本
スキーの体験記頸に出てくる宇宙人と混同
つき始める︒同様に︑知識の探求者は常に確固たる
︶ロ第二の条件はもっときびしい︒地球の各国間に存在する政治的緊
的法則″がいまや分かれ始めて反対の方向にちらばとり
始めていることに
張知
が識
やの
わ限
ら界
げに
ら近
れづ
ねい
ばならない︒地球の二大国がたがいに相手
気づくロすると科学者は心によって受け入れられる
決ま
定っ
的た
なく
科統
学計
的的
優な
勢も
力を持つようになれば︑当然絶滅の戦争が
ていることや︑あらゆる物理的な法則は究極的には
ろに
う乗
︒っ
わて
れ行
わく
れよ
はう
戦な
争を起こす国を助けるために来るのではな
のになるという結論に達する︒これは地下鉄の列車
起こす動機をな＜すようなある程度の進歩をうながすために来るのだ︒
ものだ︒たぶん最後には目的地へ着くだろうが︑どをこ
へ行くのかがわか
れな
わ方
れ法
も数
自と
分たちの戦争の動戟をなくしたのだ︒だが
らないために︑同じ場所へ着くのにもっと短くて容わ易
が千
あ年
る昔こ
砂の
のよ
中う
にな
立立
っ場
て科
をたしかめることができない︒君たちの科学はいまはこ
に学
あや社会のあり方に関する話を聞くのにくた
き二
た重
ら性
しを
い持
︒つものと
る︒たとえば地球の科学者は電子が粒子で波動性の
そを
れ持
で私
なし役だということを思い出したよ︒船体
定義せぎるを得ない状態にある︒彼らは電子は確率波
つの
粒方
子が
だも
とて言
いれ
っは
て心
少に
しよ
飛っ
んで
うことによってこれを正当化させようとしている︒はこ
てみ
措ないかね守 これは遠隔操縦の輸送機なの
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から︑外にはほとんど聞こえないのだろう︒

で構に動き︑船体の壁の中に消えた︒すると高さ約五フィート︑幅三フ

寄って︑頭を少しかがめながら入口の中へはいって行った︒もちろん船

体のわん曲のために私の足はまだ地面にあったが︑頭は中へはいってい

なく︑しかも心地よくながめるのに十分な光量を放っている︒

らだ︒そこでこの船体はほとんど防音になっていることに気づいた︒や
しその他の可動部牙は見あたらない︒このレンズから光が出ていた︒映
かも吸い込まれる空気の音のほとんどは船体の内部で発するのであろ写
う機から出るような光線ではなく散光状の輝きだが︑べつだん強烈では

満たせるほどの大きな船倉ならば︑すごく大きな音が出るはずである物
かがあるが︑これは小型映写機に似ている︒しかしフィルムのスプール

私はその昔の小さいのに驚いた︒十五秒間でこの大きさの船体を空気でうLろの壁の中央の天井と接する所に管とレソズのついた箱のような

取入ロは船体の頂上にある︒さあそれを開くことにしよう﹂
口にむかっていて︑部屋の中央に二つずつ二列にならんでいる︒イス炉
船体の頂上からシュッというような︑つぶやくような音が聞こえたと
︒両壁のあいだには通路ができている︒

からにすると取入口を開くとともに船倉は空気で満たされる︒また空が
気︑それは地球の近代的な〝からだにぴったり合うイス″によく似てい
中の細菌も研究や抗毒素の製造用に空気といっしょに取り入れられるる
︒︒ただし地層のものよりやや小型である︒各イスは私が立っている入

われわれは自分のからだをそれに慣らすことができるんだ︒貨物船倉が
をこの壁の中に引き込まれたのである︒この部屋には四つのイスがある

この貨物輸送機は地球の大気の見本を採集するのに使用される︒それ同
でじようにわん曲している︒この壁は絢四インチの厚さ．があり︑ドア−

令船内にいるんだ︒それはいま地球表面から九百マイルの位置にあるど
︒い角はない︒もちろん私に最も近い角は船体そのものであり︑内外に

はこ聖子宙船内にいるのではなく︑君が〝母船″と呼ぶかもしれないは
司わずかにわん曲して︑壁と壁との接合点は斜めになっているのでする

だ︒これは君に何かの影響を与えるんじゃないかね﹂
行き紳九フィート︑幅は七フィートの部屋だが︑床は地面上絢十六イン
﹁前にも言ったように︑この宇宙船は遠隔操縦の貨物輸送機なんだ︒
チ私
の所にあって︑天井は床から六フィートを少し越える高さにある︒壁

ぼくが中へはいればからだといっしょに空気を持ち込むことになるはずのぞき込んで見た乗員室は船体の小部分を占めているにすぎない︒奥

ないんだ︒しかも君は地球の大気に慣れていないと言ったじゃないかた
︒︒

ばよいのかね了

﹁しかも乗せてもらえるとすればありがたい︒Lかしどうやってはいれ

﹁船体の中を見せてもらえればたいへんうれしいんだが﹂と私は答えィて
ートのタ7ゴ型の入口が現われたのである︒私はその人ロの方へ歩み

あるんだ﹂

単調ながらもまったく快適な二︑三人用のイスのついた小さな乗員室も
見ていると︑そのうちに船体の左側の一部分が数イゾチほどひっこん

し
＝∵
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屋じゃないな︒まるで独房だ﹂と私は思った︒

l J

すると船体表面からかチッという音が一回だけ聞こえた︒小さな音だこのイスと照明がなかったらガランとした金属製の部屋にすぎないが︑
がするどくて︑シングル・アーム・リレーまたは小型ソレノイドの作動
これらが唯一の器具であるようだった︒﹁これはどう見ても招待用の部

I

のために起こるような音である︒
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﹁前にも言ったように︑単調な部屋だがイスはすわり心地がいいの
んを
だ全︒
然感じないだろう︒とにか＜すわりなさい︒発進させるから︒飛

乗りたければ中へはいってすわりなさい︒あまり時間がないんだ﹂
行と
中声
に何かわからないことがあったら説明してあげよう﹂

が言った︒
私はドア一に最も近い左前側の座席にすわったが︑それが実にすわり
ほとんど自動的に私はキ†ピソの床に足を踏み入れてイスの一つ
心に
地向
のよいものであることを知った︒作られた材料はビニライトの力寸ハ

かった︒すわる前にカチッという昔がして︑背後の壁の中からドア
ーー
をが
つけたフォームラ十ハーのように感じられたが︑外側のカバーには縫
すべり出始めた︒本能的に私はうしろの広々とした砂漠の安全な場
目所
やへ
つなぎ日がなければならないのに︑そんなものがないところを見る

飛び出ようとするかのように半分ふり向いたが︑ドア−はすでにLまっ
と︑材質が何であるにせよ︑たぶん一回だけの工程で型にはめて作った
ていた︒もしこれがワナだとすると私はもうその中にとじ込められ
もて
のい
だろう︒

る︒のがれられないヮナに対してもがいても無益だ︒
するとまた声が聞こえてきた︒﹁キャビンの照明を消してビューイソ
﹁どこへ行きたいかね了﹂とまた声が響いてきた︒今度は私のそダ
ば・
かビ
らームをつけよう﹂

聞こえるのではなく︑むしろからだの内部から禦いてくるような感じ
瞬が
間︑室内は真暗になった︒そして映写機のような物がふたたび作動
する︒まるで自分がしゃべってい皇自棄を聞いているかのようだ︒
L始めた︒今度は散光ではなく︑映画またはスライド映写機のようなビ

﹁君の持ち時間内にどこまでつれて行ってくれるのか見当がつかな
い︵
︒光線︶なのである︒このビームは可視スペクトルの最上端は濃い
ーム

おまけにこの部異には窓がないのでどこへ行こうとかまわないよ︒
紫ぼ
色く
である︒これがドア−の部分に広がった0このドアーは最初のとき
には何も見えないんだからね﹂
のように壁の中にはいり込まないで︑ただ存在しなくなったのである︒

﹁君は見ることができるんだよ﹂と返答があって﹁少なくとも夜少
間な
にく
飛とも見た目にはなくなったのだ︒まるで栴上の板ガラスか澄んだ
行機から見れるほどには見えるんだ︒こちらのすすめを受け入れて
窓も
をら
通して見ているような気がする︒
ぇれば︑君をニューヨク
ー市へ案内して約三十分問でここへつれて帰っ
﹁この宇宙船やわれわれ宇掃人について吊が知りたいと思う物事のすペ
てあげよう︒約二十マイルの上空から見るニューヨークの夜景は︑
てこ
をの
完全に理解させるほどの時間はない︒だが君にとって奇妙なと思わ
地球上で最も印象的な光景だ﹂
れる基本的な原理を少L屈明できるだろう﹂と声が言った ー というよ

このイスには安華ヘルトもつ

﹁君が見ていたドアーは透明になったのだ︒これで君は驚いている0

な

﹁ニューヨークヘ ーそLて三十分問で・・−−帰って来る！﹂私は諾った︒ りも敵中声が言ったのだ︒なぜなら聞こえてくる芹は音波として耳には
﹁そうなると時速八千マイルになるぞー・一体どうやってこんない
宇っ
田て
船くるのではなく︑払の脳の中で直接に発生していることに気づき
出したからである︒

にそれほどのエネルギーが出せるんだ？

いていないじゃないかー﹂

﹁君は加速度から悪影響を受けることはない︒実際には加速度とぜ
いな
うら
も君は金屁というものを完全に不透明なものとして考える習慣が

一6一

のし
よか
うに輝いている︒エルパソとシウダド・ホアレスの煙火は地平線上
るからだ︒しかし普通のガラスは金属類と同じほどの密度があり︑

も固いのだが︑それでもきわめて容易に光を透過させる︒いまドアの
ーか
のたまったにぷい光にすぎなかったが︑上昇するにつれてそれが接近

し大
て器
種々の光の帯のように分かれてくるように思われた︒プレシディオ
金属の表面に作用しているエネルギーのビームは︑いわば振動数増
地て
域来
を示す光の帯や︑フォートゲリスの無数の燈火︑エルパソ下町地区
とでもいうべきものだ︒このビームは金属を透過して︑そこへやっ
の強烈な燈火帯なども見える︒またエルパソをメキシコ側のシウダド︒
る光に作用する︒これは光の振動数が君がエ︐クス線として知っている

物と宇宙線スペクトルとのあいだの幅の振動数まで増大されるからホ
そア
うレスから分けているリオダラソデ川の薄黒いスジを識別できたとも
思を
っ通
た︒更に数秒間たって船体はなおも回転していたが︑やがてこれら
なるのだ︒このような振動数になると光の波はまゥたく容易に金属

過する︒そこでこの波がドアーの内壁上で金属から離れるとき︑ふの
た郡
た市の燈火がスクリーンの右手の端に消えてしまった︒

ビ同
ューイソダ・スタリーソはいま南東の方に向かっていて︑船体の回
びビューイソダ・ビームと相互に作用し合って︑光のもとの振動数と

転に
はとまっている︒もう地球の表面はかすかな緑色のリソ光を発して輝
じであるいわゆる〝ビート〟振動菅生じさせる︒そこで君は表面的

いる
ての
いるように思われた︒同時に船体の外の空はうんと晴くなり︑星々
は金属を透して見ているように見えても︑実際には再生懐を見てい

の輝きは倍になったような感じがする︒
だ︒君の準備ができたら宇宙船を発進させよう﹂
﹁を
成層圏にはいったにちがいない﹂と思った︒﹁そうだとすれば︑十五
本能的に私は座席の中に自分をしっかりうずめて︑両手でヒジかけ

な方
いへ
し二十砂ばかりで十マイル以上も上昇したのだろう︒だが加速の感
にぎった︒一瞬の後に地面が突然すさまじいスピードで船体から下
じの
がか
全然しない﹂
落ちて行った︒私は地面が〃落ちて行った″と言うが︑それは自分

から空中から地上の都市をもっとよく見ることができるだろう︒水平飛

﹁そして秒速約l︑五マイルで上昇しているんだ︒少し速度を落とした

らだが全然動きというものを感じなかったからで︑しかも船体は岩﹁
の君
よはもう地表から約十三マイルの所にいる﹂と声がするのが聞こえる︒
うに固いのだ︒このとき少なくとも一〇Gの割合で加速していたにちが

いないが︑私はジッと静止していたと断言できる︒

小さな丘のむこうにかくれていた実験場の陸軍基地の燈火が急に行
視を
界するために三十五マイルまで上昇させよう︒そ聖同塵なら船体の訂

に流
対Lてほとんど抵抗を示さないほどに空気が希薄になってくるんだ﹂
にとび込んできて︑母島から呼ばれたヒナ鳥たちのようにいっしょきに
﹁と
れ始めた︒数砂後にはラスクルー七スの町の燈火が窓の左下方に見え
てころで﹂と私は尋ねた︒﹁月はどうなゥたんだ7 ぼくが船体には

たとき︑月はちょうど昇ってくると．ころだった︒まだ空中のどこか
きて︑わずか二︑≡秒間で少なくとも一千フィートも上昇したことい
がっわ

かった︒船体は上昇するにつれて左の方向へわずかに回転しているに
︒い
ラるにちがいないが︑外は何もかも真暗だ﹂
ヽ スタルーセスからエルパソへ続くハイウェーも見える︒狭い道﹁
路暗
だく
け見
れえるのは光を散らすほどの十分な空気がこ望同産にないからだ︒
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だろう︒月光は大気の上で非常に激しく輝いているので︑私はぅ
わに
ざ空
と中
船に浮かばないのだろう了﹂と私は思った︒
体の回転をとめて月光をスクリーンに出さないようにした︒月が﹁
見そえ
のて
筈もまったく簡単だ︒船体が動き出す前に君は座席にすわった︒

いるあいだに他の物を見るのは不可能ではないにしても困難だろ
うと
︒君
君の肉体と座席とのあいだに一つの引力が作用したのだ︒船体と
する
はもう垂直に水平運動を加えるほどの高度に達しているのだ︒ 君のからだの両方を加速するこの力は等しい割合で物体に作用するし︑

惑星と惑星のあいだを航行するときは自然の引力の源泉からはるかに

このあと数分間は見ておもしろいものはないだろうから︑ここ
を力もこの両方に作用し続けているので︑君のからだと座席のあ
地で
球君
の引
いぶからせていた二︑≡の物事について説明しよう︒まず第一に
君も
はとの力はいつまでも残っている︒ただし地球の引力が距離とと
い︑
だの
〝安全ベルト″について何か言って︑加速に耐え得るかどうかも
とに
考減え
少た
す︒
るにつれてその力も減少する︒
これは君の惑星の科学者たちの心にLぱLば浮かんでくる疑問だ︒

ぅ︒これは単なる予測ではない︒過去に数度起こウたために真実である

われわれの宇宙船が地球人から観測されるときや︑宇宙船の速
加まっている︒それで実際的な理由によって︑この引力を人工的
離度
れや
てし
速度について話が出るときには︑必ず不信感が起こる︒地球の第
のす必要があるのだ︒われわれが慣れている引力は地球の引力の
に作慌
り出
科学者が次のように言ったのを聞いたことがある︒﹃人間その他
専程度にすぎない︒これが︑われわれが地球人の仲間になるのに
二の
分高
の一
生物がこの種の加速度に耐えられるはずはない﹄これは地球人の
性時
を間のかかるおもな理由だ︒いまわれわれが地球の裏面に着陸し
多知
くの
評価する際にいつもわれわれを失望させる問題だった︒地球の一
て般
︑的
船な
体の保護装置をとり去ると︑高い引力のためにわれわれの肉体の
知識を持つ普通の知的な素人でさえも︑この言葉をただちに否定
きひ
るどい緊張が起こって︑数日間で重病となり︑ついには死ぬだろ
内で
膳に
はずだ︒もちろんこの解答は簡単だ︒船体を加速させるフォース︵力︺

ルできる船内にとどまって︑わずかながらも一定の増加力によってその

が︑船体自体のあらゆる原子ばかりか内部に乗っているパイロッ
たかっているんだ︒われわれが受けているその引力をコントロー
こト
とま
がわ
は乗員などの人体のあらゆる原子にも等Lく作用するのだ︒

地球の飛行機は状況がまったく違う︒プロペラまたはジェット
力が
をつ
増い
すことによって︑われわれは補充組織を作り上げて筋肉を強化で
ていて︑それが棟体の一部に推力を加える︒この部分的な推力が
体が
をて地球の引力もわれわれの引力と同じほど自然に利用できるよ
き機
︑や
加速するが︑パイロットまでは加速しない︒パイロットは座席に
着る
しだろう︒
う密
にな

ている肉体の各部分を押しっける推力によって加速されるにすぎそ
なう
いな
︒ったら︑君やオープソマインドを持つ少数の地球人がわれわれ
すると肉体の他の部分の慣性のために圧迫が生じて︑そのために
感て︑われわれと君たちのあいだに存在している大きなプチに橋
を加
援速
助し

†サ皇軽レH．︻‖．■■‖．‖．‖﹂り

1tリ拝し

■■
一】

．‖．‖．‖‖り
−．■．■

1．］U

‖．‖」．リ〝

．P・

一イT

】r

が起こり︑極端な場合は意識不明または肉体の崩壊が起こる︒わ
をれ
かわ
けれ
ることができるだろう︒だが前に旦山芸たように︑われわれは自
の加速度の唯一の限界は︑利用し得る力の限界なのだ﹂
分の知識や文化を地球人に押しっける気は毛頭ないし︑地球人がそれを
﹁しかしこの場合は︑なぜ私は落下する飛行機の内部の人間や望
物ん体
での
いよ
るというはっきりしたツルシが出てくるまでは地球人に近寄る
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こともしない︒

この地球探険の目的はまったくの博愛のためではない︒地球人とわれ をターピソの中に通してタービンを回転させ︑それによって発電機を廻

われの両方の進歩のために利用できる物質が地球にある︒地球だけにあ して電力を得ようというのだ︒もし彼らが三〇パーセントの総合的な効

ってこの太陽系の他の惑星にはほとんどないような物質だ︒われわれは 果をあげれば︑これはたいした技術上の功績ということになるだろう︒

この物質の利用を望んでいるけれども︑われわれの地球人に対す■る奉仕 だがもし彼らがもっと簡単な言葉で考えることができれば︑現在持っ

る温度変化を直接に電気エネルギ1に変えることができ︑少なくとも九

はこのような物質の利用次第でなされるのではない︒こちらから与え得 ている知識でもって核分裂炉のまわりに簡単な熱電堆を作って︑発生す
る知識または援助は自由に提供されるだろう﹂

﹁この宇宙船の作動原理を説明してくれないかね了﹂と私は尋ねた︒﹁ 四ないし九八パーセントの効果をあげられるだろう︒これには可動部分

この宇宙船をこんな高速に加速できるほどのものすごいエネルギーをど は不要だし︑費用も安上がりで︑エネルサー出力の単位あたり少ない物

君たちにとって最も必要なのは︑自然の基本的法則または事実がまっ

複雑なように思われる︒

うやって作り出すのかね了 またそのエネルギーを応用しているという 量ですむ︒だがわれわれの方法にくらべれば︑この方注さえも不経済で
形跡を外部に洩らさないで︑どのようにしてそれを応用するのかね？﹂

﹁それを説明するには基礎物理学のまったく新しい原理を君に伝える必

要がある︒前にも言ったように︑君たちの科学は一本の低い枝を知識と たく簡単だということを発見することだ︒そうすれば君たちは現在不可

地球の技術者が貨物または乗客の輸送用の乗物を作る場合︑彼らは推

いう全体の樹木に代えていて︑そのために科学がひどく複雑になってい 能に思われる物事を容易に生み出すことができるだろう︒
る︒そこでこの科学が実用面で応用されると︑できあがった装置は辛が

れをやろうとLている︒その原子炉の中ではウラソの軽いアイソトープ

の記事はかなり昔に発表されたものである︶彼らは原子炉を建造してこ

原子エネルギーで推進する潜水艦の建造計画に従事している︒︵注＝こ

は必ずしも頼りになるエネルギー源ではないけれども︑結構うまくいっ

いで︑まったく大気の運動のエネルギーによって動かされたのだ︒これ

ゆる場所へ旅行した︒この船というやつは内部にエネルギー源を持たな

ると考えている︒しかし地球人の祖先は数千年間船に乗って地球のあら

出ないほど複雑になる︒たとえば︑君の国の科学技術老はいまいわゆる 力として乗物自体の中にエネルギー発生機を作る手段を簸じる必要があ

が熱エネルギ1と数個の中性子を放ちながら分裂し︑これが他の重いウ

ランに吸収されて︑またそれが分裂する︒かなり複雑だけれども︑この たものだから︑自然界では多くのタイプのエネルギー発生源がいつも利
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結果を生み出すためにエネルギーの流出を見るような方法を講じさえす

方法は地球人がいままでに作り出した方法としては最も有効なエネルギ 用できるのだということを地球人に気づかせたはずだ︒だから望ましい
ー発生法だ︒しかLこの執州エネルギーを宇宙船の推力に変えるために︑

︑J．．′．﹂．√

彼らは原子炉の中に流動体を循環させようとしている︒つまり熱変換器 ればよいのだ︒︵以下次号︒久保田訳︶
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の中に流動体を循環させて圧力下に別な流動体を蒸気に変え︑この蒸気
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其の生き方を示す

偉大な哲人の言葉
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二

二

丁

口
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生きるための助
（3）

ミュッドゥー・クリシュナムルテイ＿

口

栗

識

われわれは列車を待っていたが︑それは遅れていた︒プラットフォー

ムはきたなくて騒がしく︑空気はにごっていた︒多くの人が待っている︒

子供たちは叫び︑一人の母親は赤ん坊に乳を飲ませている︒行商人たち

は大声で品物を売り︑茶やコーヒーが売れている︒まったくあわただし

く騒がしい場所である︒私はプラットフォームをあちこち歩いて自分の

足もとや周囲の生命の動きを見つめていた︒一人の男が近づいて果てブ

ロータン英語で話し始めた︒彼は前からずっとこちらを見ていて︑私に

何か言いたい衝動にかられたという︒かなり興奮しながら自分はこれか

ら清純な生活をするつもりだと誓い︑この瞬間からタバコをやめるのだ

と言った︒人力車夫なので教育は受けていないともいう︒意志の強そう

な目をして楽しそうな微笑を浮かべていた︒

まもなく刑事がやって釆た︒客車の中で一人の男が自己紹介した︒彼

は有名な学者で︑多くの外国語を知っており︑会話の中に自由にそれを

用いることができた︒かなり年輩で知識も豊富であり︑裕福で野心的で

ある︒彼は冥想について語ウたが︑どうやら自身の体験から話している

のではないらしい︒彼の神は書物という神であり︑人生に対する態度は

因襲的で従順である︒あらかじめ予定された早婚を奨励し︑生活の厳正

ロ

している︒自分の知識と地位について妙にうぬぼれの

な規律を竜んじている︒自分の階層を意識しており︑社会の各階層の知
的能力の差を血

強い人であった︒

太陽は沈もうとしており︑列車はきれいな地帯を通過している︒牛た
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つr 宣
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ゝ

のに
がは
れる
で黒
は雲
ない︒無知とは自覚の先王である︒そして知識
ちが家路につき︑金色の砂じんが舞っている︒地平か
線ら上
巨こ
大とな
の這
道満
の理
在曲
しない場合の無知なのである︒自我の理解とは
が出て︑遠くで雷鳴がとどろいている︒緑の野原は自
堅我且
ち解
︑が
わ存ん

らー
自・
由に
こせ
とま
である︒
した山のくぼみの村が何と心地よさそうに見えるこ識
とかか
暗な
黒るが
集帯の過程︑堆箭の動機が理解されるときにのみ︑知識からの自由
っているロ大きな青いシカが野原で草を食べている︒列車が通過Lても
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ら隠Lこそすれ決して解放してはくれない︒心の持つ多くの道は真理や

その
の念
方は
向過
へつ
われわれは過去のなかに実体を持っている︒われわ
れ至
の福想
去な
にがってはいない︒知ることは未知を否定するこ
︒在に︑未知に
もとづいている︒過去は既知であり︑過去の反応がで
常あ
にる現
対して影を投げかけているのである︒未知は未来ではなく︑それは現在
である︒未来とは不安定な現在の中を突き進む過去にほかならない︒こ
のギャップ︑この間隙が断続的な知識とい・㌢光で満たさ
れハ
︑現
在の
の空探
虚求
亘
理
さを覆うのだが︑この空虚さが生命という奇跡を革葺いるのである︒
知識に対する耽溺は他の物に対する耽溺と異ならない︒それは空虚さ︑
彼知
は識
数と
千い
マう
イ光
ルは
のデ
長距離を船や飛行戟でやって宋た︒自
淋しさ︑挫折︑虚無などの恐怖からの逃避を与える︒
リケートな覆いであり︑その下には心がつらぬくこし
と︑
の最
で大
きの
な困
い難
晴を
黒も
がってこの新しい不安な環境になれよう
存在する︒心はこの未知を恐れるので︑知識︑諸説こ
︑ち
希ら
望の
︑食
空物
想や
な気
ど候
のにまったく不なれで︑非常な高地で生
中へ逃避する︒知識そのものは未知の理解に対するめ
妨に
害湿
物気
での
あ争
るい
︒暑
人さ
間がこたえていた︒教養聖同い人で科学
にとウて知識をわきへのけることは恐怖を招くこと書
にも
な出
りし
︑て
心い
をる
否︒
定東
す洋と西洋の哲学に精通しているらしく
ることでもあり︑悲しみや喜びに対して傷つきやすリ
くッ
なク
る教
こ徒
とで
でも
もあ
あっ
るた
︒︒本人の話によると︑長いあいだこ
しかし知識をわきへのけることは容易ではない︒無足
知で
にき
なな
るか
こっ
とた
はが
知︑
識家族のために信仰してきたのだという

つはむつかしいことだ！

ある︒蓄積しょぅという欲求は安定しょうという欲求である︒同一化
見上げようともしない︒
非難
明し
な知
どに
安定の欲求は恐怖の原田であり︑それがあらゆ
知識とは二つの晴黒のあいだにきらめく閃光である
︒︑
し弁か
識よ
はるそ
を対
破す
壊す
での
あよ
る︒変りがある場合︑集積の必要はない︒蓄積
の暗黒の上下を出ることはできない︒知識はエソジ交
ソサに
るる
石の炭
的の
な中
抵抗
りは
︑い
知識がこの抵抗を強化する︒知識に対する崇拝
うに技術に対して基本的なものであるが︑未知なる自
も閉の
にで
まあで
偶い
像も
崇の
拝で
︑︒
それが人間の生活の闘争や悲惨を解決するの
り込むことはできない︒未知は既知の網の中で描え一
ら種
れのな
であ
ありる
はない︒知識という7ソトはわれわれを絶えず増大する混乱や悲しみか
壷知を存在させるためには知識をわきへしりぞけねば
ならないが︑こい
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大体に幸福であったし︑二人の子供を可愛がっていた︒子供たちは遠特
い別な気候︑特定な人々の中に見出されるものではない︒ここにはある

本国の大学にはいっていて︑輝かしい将来が待っている︒しかし彼のけ
生れどもそこにはないというようなものではない︒ある人が真理へのガ

イドであって他の人はそうではないということもない︒一体ガイド■とい
活と行動に関するこの不満は多年次第に高まるばかりで︑数カ月前に頂

点に達した︒そこで妻と子供たちのために必要なあと始末をして︑いう
まものがあるだろうか︒真理が求められるとき︑発見されるものは無知
ために釆たのである︒自分は7ソバランスなところは全然なく︑目的は

らめねばならないのである︒

である︒人は実体を探し出すことはできない︒実体の存在の探求をあき

ここへ釆たのである︒やってゆくだけの金はあり︑そして神を発見すか
る・h由て来るものにすぎない︒なぜなら探求自体は無知から生ずるから
はっきりしていると語った︒

やハランスというものは挫折した人や成功した人などによって判断さ﹁
れしかし私は名のないものを見つけ出せるでしょうか︒私がこの国へ来

るべきことではない︒成功した人もアンサハラソスかもしれないし︑た
挫の
折は︑ここには真理を探求しようという大きな感覚があるからです︒

した人はひねくれている︒つまり彼らはある自己投影にょる幻影を通物
じ質的にはここはうんと自由です︒さほど多くの物を持つ必要はありま

て逃避を発見しているのである︒やハラソスは分析家の手中にあるのせ
でん
は︒ここでは他のように所有によって悩まされることがありません︒

ない︒型にはまることは必ずしもバラソスのとれたことを意味しないだ
︒から人が慣道院へ行くわけです︒しかし修道院へ行くのは心理的な逃

〝型〟自体はアンバランスな教養の産物である︒さまぎまのパタソや避
型です︒私は隔離された場所へ逃避したくありませんので︑ここへ釆ま
つける能力があるでしょうか？﹂

した︒名のなきものを見つけるために生活しながらー︻︒私はそれを見
を持つ欲の深い社会は︑左派だろうと右派だろうと︑その欲望が国家の
ものだろうと国民のものだろうとアン†ハランスである︒パラソスとか7

ソパラソスとかの考えはまだ想念の分野にあるので︑判断はできない︒これは能力の問題だろうか︒能力は特定の行為︑予定された道に従う

みずからの基準や判断を持つ条件反射たる想念自体は真理ではない︒こ
真とを意味しないだろうか︒このような質問をするのは︑普通人として
の本人が求めようとしているものを得るのに必要な手段を持っているか

理は考えや結論ではないのである︒

どうかを尋ねていることにならないだろうか︒たしかにこの質問は例外

見つけ 者だけが真理を発見し︑一般人は発見しないことを意味している︒真理

神は︑それを︹神を︶探求することによって見つけ出されるものだろ

うか了 人は知ることのできないものを探求できるだろうか？

は少数者に︑例外的に知性ある人にのみ与えられるのだろうか︒なぜ人
出すためには自分が何を探そうとしているかを知らねばならない︒見つ

は︒
自分にそれを見つける能力があるかと尋ねるのか︒われわれは真理を
けようとして探すならば︑見つけ出されたものは自己投影となるだろう

それは望んだものであろうが︑欲求の創造物は真理ではない︒真理を発
求見したと思われる人の実例を持っている︒われわれをはるかに凌駕し

たその実例は︑われわれの内部に不安を生じさせている︒こうしてその
めることはそれを否定することである︒真理は一定の住居を持たない︒
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そこへ至る一定の道もない︒言葉は真理ではない︒真理は特定の場所実
︑例は大きな意義があるように見せかけている︒そしてその実例とわれ
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何かということと︑実例はどのようにあるべきかということとの意識的

とを望んでいる︒﹁自分はその能力を持つか﹂という質問は︑自分とは

われ自身とのあいだには争いがある︒われわれはまた記録破りになるこ

て絶対的なものの知覚こそ︑それを開放する︒この間放こそ知恵の始ま

存在するもの″の否定である︒″存在するもの″は絶対的である︒そし

的にせよ︑比較︑正当化︑非難︑同一化等を伴う抵抗なるものは〝

ある︒しかし抵抗は相互関係︑行為のなかに発見される︒消極的または

音呈毒害i一語j

J量せヰ

■叫一一一一一■一﹂

重量っ

的要素である︒︵久保田訳︺

りである︒知恵は未知なるもの︑無限なるものの中へはいるための基本

または無意識的な比較から出てくるものではないだろうか︒
なぜ人間は自分と理想とを比較するのだろう︒比較が理解をもたらす
だろうか︒理想は人間自身と異なるのだろうか︒理想は自己投影︑自家
製のものではないか︒ゆえにそれは白骨自身の理解を妨げるのではない
だろうか︒比較は自分の理解からの逃避ではないか︒自分自身から逃避
するには多くの方法があり︑比較はそのlつである︒たLかに自分自身
に対する理解がなければ︑いわゆる真理の探求は自分からの逃避である︒
自分自身を知らなければ︑求める神は幻想の神である︒そして幻想は必
然的に闘争と悲しみをもたらす︒自分自身を知らなければ正しい考えは
あり得ない︒するとあらゆる知識は結局混乱と破壊にのみつながる無知
同様となるのである︒自分を知ることは究極の目的ではない︒それは無
限なるものへの唯一のキイなのである︒
﹁自分を知ることは極端に困難ではありませんか︒長年月を要するので
はないでしょうか﹂
自分を知ることが困難だという考えそのものが︑自分を知ることへの
妨げとなるのである︒困難だとか長年月を要するなどと考えてはいけな

自己知︵自分を知ること︶

い︒それは︹自分を知ることは︶何なのか︑何でないのかと予測するこ
とではない︒とにかく始めることである！

は〝相互間倖の行為″の中に発見されるのである︒あらゆる行為は相互
関係である︒自分を知ることは自己隔離︑逃避などによって達成される
のではない︒相互周係ゎ否定は死である︒死は究極の抵抗である︒何ら

■︒√て・・言三遷号

かの形の抑制︑代用︑理想化である抵抗は自己知の流出に対する妨害で
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アダムスキーが撮影した一連の円堪写真や円醒筆

写映画はあまりにも有名であるが︑更にもう一人す

ばらしい実写映画を撮影した人がある︒その名は7

デリソ・ロドフ丁−︒彼女とそⅥ夫君はアダムスキ

ーの良き協力者で晶ワ︑親友かつ弟子でもあった︒

このフィルムが米国で公開されるや大七ソ七−ショ

ソをまき起こし︑同時に7ダムスキーの体験の確固

たる傍証となって︑世界GAPのために万丈の気炎

を吐いたのである︒これに関しては本誌肇二十四号

に詳細な記事を発表したが︑新しい会員諸氏のため

にあらためてその一部を再録して︑わが国ではほと

んど知られていないこの驚異的事実を紹介すること

にしよう︒

なお日本GAPは今秋十一月十九日の東京におけ

る給金で︑ロドフ丁−夫人撮影の円盤実写映画を公

開する予定である︒これは今年八月八日に日本テレ

ビから放映されたフィルムのコピーであり︑すでに

ごらんになった方もあると思うが︑日本GAPは日

本テレビの御好意により︑このコピー製作の許可を

得て鮮明な映画製作に成功した︒同テレビの朱追氏

が世界各地の円盤関係者にイソタビューして取材さ
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いるという貴重なものであぇ

イルムは︑7ダムスキー撮影の円盤映画も含まれて

なカラー円盤実写映画を観賞されたい︒なおこのフ

見のがした方はぜひ給金にご出席の上︑この圧倒的

介した結果この大収穫となったのである︒テレビで

れるにあたって日本GAPが米国GAP関係者を紹

し
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タ1へ行く途中︑あるホテルに滞在中に盗まれた︒
を持ってテレビやラジオに出演してはアダムスキー

ルムでは下部の球塑着陸装置が出たりひっこんだり
7丁−夫人がやってきた仕事のことを聞いている︒
町から町を施して歩き︑ときにはどこかのテレビす
番るにつれてフォースフィールドが円盤の均整蓑を
彼女とその未はアダムスキーの友人だったし︑7
くずしてしまったが︑典型的なアダムスキー型円盤
中っ
止た
にな
ダムスキーが死ぬ前に会った最後の友人で組
もがあ
︒ったという簡単な広告を見て︑ひ上つ
れを
ば看
自分が出演させてもらえるかもしれないで
とある︒
夫妻はアダムスキーが病床にある最後の数と
日す間
立か
っら
て︑それに間に合うように夜に飛行機か列このオリジナル・フィルムの一部は︑コピーを作
護ですごし︑親しく話し合い︑いけなくな思
っいて
と﹁
びあ
乗った■り︑ときには講演でもらう手当る
だた
けめに一九六五年三月︑アダムスキーがロチェス
病院へかつぎ込み︑他界する直前に三丁リ車
ソには
なたの仕事を引きつ．いでやります﹂と約束したので

■⊥・lく■t主・寸︑
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垂軍や官憲のスパイが彼のホテルに網を張ってい
ある︒彼女は世界GAPのために次のように語って について語り︑過去二︑三年以上にわたって撮影さ
たとジョージは語っていました︒
れた宇宙船のフィルム︵アダムスキ1撮影のもの︺
いる︒
を見せたり︑また最近メリーランド州の自宅の庭でジョージは私が撮影したフィルムをたいそう誇り
﹁私は四十二才で︵一九六五年現在︶背が高く︑華
にし︑ワシソトソの新聞記者やその他あらゆる人に
7ダムスキーと一緒に撮影した円盤の映画フィルム
人ではありません︒ペソツル中ハニ7州で生まれ︑こ
そのことを話しましたので︑みんなは心配し︑フィ
を公開したりした︒
れまでのほとんどはバージニ7州の美しいシェナソ
ルムがショックを与えるのを恐れていました︒
月関
二係
十六日の撮影に際しては︑その日の日中い
ド一巻に住みました︒私はいままで官吏で医二療
彼はクリスマスの日にまったく子供のようにはし
も間
カ王
の書記でした︒子供はありません︒夫も十つ
九で年
官7を持って準備しておくようにとあらか
やいでおり︑とても楽しそうだったので︑ブラザー
ブす
ラザ
ズ︵別な或基の人々︶から二人は予告
吏です︒私望口菓には少し南部なまりがあじ
りめま
しー︑
ズがあんなに捷近して撮影させてくれたのです﹂
言葉使いには十分に改良の余地がありますさ
︒れていた︒そしてできれば一摸の円盤が庭へ飛乗
になっていて︑写真がなるべく鮮明に写るこのフィルムは多くの都市や町で公開され︑三丁
こちらワシソトソでは私は手ひどい目にす
会る
っこ
てとい
リソが解説し︑アダムスキ1の体験を語った︒六十
円ィ
盤のフォースフィールドを極端に減らす手
ます︒あらゆる非難をあびせられました︒よ
私う
のにフ
なで
っあ
ていたロ疑う人のために︑動いている円局
盤以上にわたるテレビネットワークが︑マイク・ダ
ルムを見た政府の役人たちはそれが真実の筈
もにの
グラス■ショーの時間にこのフィルムを放映した︒
たん
め︒
である︒
ることを知っていますが︑何もしようとはを
し写
ますせ
日地
午後四時頃一機の円盤がやって来た！ 二 彼女はモントリオールへ放してテレビやラジオに出
私はフィルムを航空宇宙局の高官連や上下そ
院のの
初手
それを居間の大きな星根窓を通して目撃演
ししたが︑一方アダムスキー撮影のフィルムはワシ
位甲高い人たちに見せました︒多数の政府人
要は
人最に
ソトソのテレビ局で二度公開され︑一度はその直後
紙を出しましたが︑そのなかには大統領︑た
副︒
大統領
に一群の円盤がワシソトソ記念碑の上空を旋回する
﹁こ
それ
も含まれています︒彼らが手紙を受け取ウた
とは
は濃青色で︑二十四メートルから三十メート
のが見られた︒
の高度でした﹂
わかっていますが︑これは彼らに刺激を与ル
えぐ
てら
︑い現
彼女の友人といえばすべて新七い友達ばかりで︑
盤で
がす
前庭
在起こっている事実を認めさせようというわ円け
﹂の一本の樹木付近の空中でゆっくりと
を続けているときに二人は撮影した︒フ大
ィ半が官吏だった古い友達はもう訪ねて宋ない︒し
われわれは米国の別な情報源によって右振
の子
ロ運
ド動フ
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づくほど敵はますます必死になゥて真相を醸そうと

︑−

す︒あちこちでトラブルが起こウてもそれを忘れて

する﹂

﹂l∫T﹂■TTl

かL多数の新Lい友が個人的に手紙や電話で連絡し
努力し続けます︒

メンバーから少なからず罵倒されている︒この機関

裡に絶えず干渉Lてきた政府のある円盤調査機関の・

私やイソグリッドを見ようとはしませんでした︒︵

す︒宇宙委員会の部屋で彼らは頭をたれてすわり︑

がそんなことをするとは政府も思わなかった運動で

のうちのどれかだろう︒

のか了

れが義務なのか了 誤って導かれた愛国心のせいな

そ

は個人の人権と言論の自由を尊重している民主主義

仕什＝イソグリツドはアダムスキーの弟子であったフ

たはこの戦いにおいて孤立してはいないということ

なぜ彼らはそうするのか了

国の誇りを保つ国で︑だれもが期待している道徳律

レッド・ステックリソダの夫人︒夫妻ともGAPの

だ︒あなたは多数の人々の好意と支持を受けている︒

散とはだれか了■

のあらゆる教えを破っているのだ︒彼らはこの記事

ために活躍した︒現在はメキシコに居住︶これは一

その人々は古くさい心を捨てて︑人々が他人の家を

私はワシソトソで運動を起こしました︒まさか女

を見て気づいたことと思う︒そこでこの鶴関のリー

九六五年一月にジョージの円盤フィルムを委員たち

悩ませたり︑古いウリにかわって出現する新事実を

L
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りた
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望んでいるのだ︒︵ロナルド・キ†ズウェル︶

†デリソよ︑もう一度言いたいことがある︒あな

恐怖心によるのか？・⁚以上

ダーに二︑三の事実を知らせてやりたい︒

に公開した直後の光景です︒私の撮ったフィルムは

ゴごさ一打′㌣サー．：．叫が︑LF︑

うぬぼれか了

マデリソ・ロドファlはアダムスキーがそうであ

嘲笑したりすることのない新しい社会の出現を待ち

が︑以来彼らとは絶えず接していますし︑実写フィ

一九六五年四月に下院の少数の要人に公開しまLた

と同様に賛嘆と好意と援助のさなかにある︒アダム

ルムを一コマずつ贈呈してあります︒
し︑子供さえも見ています︒そのことを議員たちに

多数の人が飛行機が円盤を追跡するのを見ている

ではない〝忍耐力″と真相にたいする知識とでもっ

話してやりました︒あらゆる人がl般の背後に隠さ

ょって抵抗できたように︑7デリソも男だけの特権

て戦い抜くだろう︒しかも彼女を支持するのにわれ

れているものを見つけ出しているという町に︑私は
彼ら議員のまねはしたくありません︒父はジョージ

われ︹世界GAP︶がついているではないか！
﹁他の惑星から釆たブラザーズやシスターズは︑地

が他界してからlカ月後になくなりました﹂

いまや隠されている真実事を知り始めているのだ︒

そうだ︑7デリソ・Pドフ丁−よ︑世界の人々は

に決してよろめきはしませんでした︒私も絶えまな

われわれはいつの日かあなたに会うことを願ってい

球人が歓迎しなかっ五からといって引き返してはい
ないことを私は知っています︒ジョージは敵のため

く努力を続けるつもりです︒私が間違っているとき

る︒あなたの重荷が軽くなった日にーb

もしわれわれが秘密裏に圧力を受けるならば︑ま

はみなさんが指摘して下さい︒私の自我は両親︑未︑
ジョージとどに迎合したことはありません︒私が間

上レけノノ＞一■一H﹀

ージ・アダムスキーは言った︒﹁目標に近づけば近

だ数年はのろのろと歩まねば走らないだろう︒ジョ

㌧い∴ソ
L

違ウているときはこの人たちがはっきりと指摘して

げ

くれました︒女だからといってくじけないつもりで

己宣言笹翼

▼一一t喜〜hノ

写真はロド7丁一兵人埠影フィルムの−コマ．表紙
写真申達織部分・ごある．

スキーが力という商標と世界中の信奉者の寺持とに

ったように孤立Lてはいない︒彼女は7ダムスキー

罵倒はずいぶんある︒特にテルビ放送のあいだか

てくる︒
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．●●●GAP哲学研究講座●●●・

♪

■

（1）

久 保 田 八 郎

まえがき

﹁宇宙哲学﹂等に述べられた

今回からGAP哲学研究講座を連載することにしました︒これはアダ

ムス車1著﹁テレパシ1﹂ ﹁生命の科学﹂

いわゆるアダムスキー哲学を土台にして︑それを詳細に解説補足して具

体的な実践法や体験例なども加えた講座で︑人間の生き方について宇宙

的な見地から研究考察し︑未公開の資料の発表と相まって︑読者の皆様

に人生の道標を提供しようとする庵のです︒

この講座で〝アダムスキー哲学″と称しないのは︑発表するイソフォ

メーショソ︹知識・情報︶のすべてが必ずしもアダムスキーから与えら

れたものとは限らず︑かつ筆者の見解も加えてあるために︑あまりに偉

大であったアダムスキーの名を傷つけないようにしようという配慮にも

とづいたためであって︑本講座では特に〝GAP哲学″と称しますが︑

基本的にはアダムスキー哲学からはずれるものではありません︒

本題の〝意識″とはアダムスキーの各哲学書で用いられている〝宇宙

の意識︹または英知︑パワー︶のことであって︑一般的な意味での昔

﹁生命の科学﹂を

ではありませんからご了解下さい︒したがって本題の意識は絶対至上な

万物の創造主を意味します︒この点についてはア氏の
ご参照下さい︒

アダムスキー哲学とGAP問で呼ばれているこの非常に独自な哲学は︑

もともとアダムスキー個人が独力で樹立したものではなく︑進化した別

な惑星の偉大な人々から伝えられた宇宙的な生き方に関する思想を基礎

にしているといわれています︒またアダムスキーの哲学は単なる観念の

遊戟ではなく︑実生活わ向上を目指した生活哲学ともいうぺきもので︑
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した受容器を通じての外界からの影響は常時受けているのですけれども︑

これ以外にもっと未知な放射線または波動というペきものが物理的に存

在して︑それを肉体の未確認の受容分子が感受していると考えても不合

理ではありません︒たとえば︑むかし終戦後まもない頃のある夕方︑自

宅の風呂にはいゥていた私は突然激しい胸騒ぎが起こってしきりに兄の

ことが気がかりになったことがあります︒フィリピソの戦線で九死に一

毒貞瑠ヨー﹁り∃7

とLて科学的にも認められつつあるのでして︑このことは米ソの科学者

するかは︑心臓を動かすエネルギーがどこから来るのかという問題
定と
さ同
れないで︑何らかの物理的な形となって外界へ放射されるらしいこ
様に医学上では未解決なナゾとなっていますけれども︑どうしてもと
否︑
定その放射された想念を印象として感受するらしいことは明白な事象

根本的に誤っていることは科学的にも次第に立証されてきています読
︒み
現下さい︒
在のところ人間の思考というものがどのようなメカニズムによって発
右生
の例からもわかりますように︑人間が起こす想念は肉体内だけに限

の他の超能力的な現象が発生するはずはありません︒したがゥて人テ
間レ
のパシー現象が多数発生しているのですよと申したいところですけれ
精神と肉体には密接な関係があって︑両者を分離して考えること自ど
体も
が︑紙数の都合により詳細な実状は省略しますので︑別な専門書をお

まず人体は超精密な送受信棟であるということを明確に認識するー
必現
要象を起こしたと仮定することを非科学的だと考える人があれば︑実
があります︒送受信機でなければテレパシツタな印象感受︑遠隔透は
視こ
そのような現象はまだ序の口であって︑世の中にはもっとすばらしい

も想念印象の観察にあります︒これについてはア氏の哲学書でして
院へ入院していたのです︒その夜電報が来て兄の死を知らされたのです
ありますからすでにご存知と思いますが︑実行する人が少なく︑そ
がの
︑意
死亡時刻は私が入浴中に胸騒ぎの起こった時刻と一致していました︒
義についてよく理解されていない方が争いと思われますので︑ここ
死で
ぬあ
直前に意識をとりもどした兄は私の名を呼び続けながら死んでいっ
らためて解説することにしましょう︒
たことが後に判明しましたが︑私が兄の強烈な想念を感受してテレパシ

アダムスキーの説いた哲学の実践法の根本をなすものは︑何といって 生を得て帰還した兄︹異母兄︶は当時精神錯乱状態となって遠隔地の病

想念印象の観察が基本

で説くことにしました︒

に〝GAP哲学″と称し︑難解な哲学用語は避けてなるべく平易な文章 すし︑音波をとらえた耳を通じて外界の音響を知るわけですから︑こう

ー哲学〟と呼ぷべきですが︑本講座ではGAP活動甲意義を考慮して特 光線をキャッチした肉眼を通じて物体の存在を確認する思考が起こりま

洋哲学史の系列に加えることはまったく無意味なため︑むしろ〝ブラし
ザ て発生する可能性が大であることもわかります︒もちろん物理的には

発法を伝えているところから︑これを単にアダムスキー哲学と称してょ
西る自由菅笠心的な現象ばかりでもなく︑外部からの影響を受けた結果と

特に人体と精神との関係を詳説してテレパシーその他の特殊な能力の開
視など − を子細に検討すると︑想念の発生は肉体内部のメカュズムに

∴一㌧

できないある種の不思議な現象−−テレパシッグな感知︑予感︑遠隔透
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他レ
のパ
惑星の人々から送られる想念径路であり︑第三の宇宙的な印象
がテレパシーの実験研究を行なゥていることからもわかりますた
︒テ
シー現象の発生理由はまだ不明ですが︑多くの事実から帰納的路
には
研細
究胞
すから細胞への通信です︒ただしこの場合の細胞は宇宙的な記
雪﹂とはできます︒しかしGAPの私たちが目標とするのはやたらと物 を保つ細胞であって︑人間を迷わせる悪魔細胞ではありません︒とこ
理学の数式をならべたてることではなく︑事実として展開してが
い人
る間
超は
能習慣的想念という強大な防壁を築いていて︑外部から乗る宇
力現象を足がかりとして人間の有する偉大な滞在能力を考察す的
る想
と念
との
も 印象感受をみずから拒否しているのですから︑結局低俗な想
するだけで︑わずかな物資や財産にしがみついて︑それを失う
に︑人間を存在せしめている絶対的なるものの認識を深めるこに
と同
に調
あり
いとあせるのあまり闘争と不幸な人生をまねいています︒
ます︒
宇宙的な印象を感受するにはある程度環境にもよります︒かつて私は
アダムスキlによれば︑この世界は全人類の放つ巨大かつ低俗な想念

たちといっし上に喫茶店へはいゥたとき︑耳の鼓睦が破れんば
帯にとりまかれていて︑各個人は何らかの形でその影響を受け若
てい
お人
り︑

によると︑音楽の音響にもオーラが見えるとのことで︑空フシ＝豊日楽

そのために地層上の人間は習慣的想念のトリコになっているとり
いの
う大
こ音
と 響でジャズ音楽が鳴り響いているのに耐えられなくなり︑い
出したことがあります︒不思議なのは︑こんなひどい騒音の
です︒このことを数式で証明せよという人にはこの講座は向き早
まく
す逃
まげ
い︒
この記事をフィーリンダをもってお読みになることを望みますか
︒で若人たちが楽しそうに談笑していたことで︑これでは人間の感覚
7あ
ヒっ
して
さて︑この習慣的想念というのが人間を不幸にする元児なので
てし
︑辛プでしょう︒音楽といえば︑オーラの見える超能力者Ⅹ氏
隣りの息子がXX大学へはいったから︑うちの息子もそれ以上の大学へ

ばして︵したがって氏には各レコードのジャナットの背の文字は全然見

級こ
なものほどオーラの色が良くて︑低俗なジ†ズ音楽はオーラが
入れねばと︑出来ない子供のツリをたたいて親が躍起になるな聖
ら同
ば︑
そ現
う行
です︒このⅩ氏が私の家へ見えた折︑託たまたま音楽の話にな
れがまず習慣的想念の一例となります︒このカセから脱却するい
には
が所有するレコード額のなかでどれが最も良いオーラを発する
の教育制度をのろったり否定したりすることではなく︑人間のて
何︑
た私
るか
問度
したら︑Ⅹ氏は間髪を入れずレコードボックスの真横から手を
をちょっとでも考えてみるとよいのです︒そもそも人間というと
の質
は何
も生まれ変わるのですから︑ある一生涯においてX■X大学へ入学できな

え他
ない
くても別な生涯でその機会はあるでしょう︒習慣的想念によって
人︶の ﹁これです﹂と言いながら二枚組のレコードのはいったジャケ
ットを引っばり出しました︒何とそれは私の最愛好曲であるブルック
まねをしないことが救われるための第一のコツです︒
ーえ
のた
交な
響曲第八番ではありませんかー・二番目にオーラの良い曲を尋
皮相的な事象だけにとらわれて他人のまねをする段階を一歩越
られて氏がすばやく取り出したのはモーツ丁ルトの﹁フルートとハー
ヽ． らば︑次に必要なのは高次な想念径路から来る印象を感受するように自

y

書㌧■■■イ墓︑﹂完蓮華現有妻止︵
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の物
ため
協奏曲﹂！ これらを宇宙的な音楽として愛好していた私のカ
己訓練をすることです︒その高次な宇宙的印象の第一の径路は万
をの生
ソを
はと
あげ
たったわけです︒こうい・㌢たぐい翌日楽を流しているとスピ
かす宇宙聖息識そのものであり︑第二聖同次な印象は偉大な進化
り′∴．■ヽ1
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ーから燦然たるオーラが室内に噴出しているのが見えるのだそうで︑人・される各個人の心であって︑これは肉体の死とともに消滅する︑きわめ

体にも良い影響を与えるとはⅩ氏の話です︒余談ですが︑ケイ光煙から て不安定な頼りないものです︒しかもはなはだしく利己的で︑他との分

はかなり有害な放射線が出ているのがオーラでわかるそうで︑旧式の電 裂感を起こしやすく︑特に宇宙的印象の感受を拒否しようとする傾向が

球の方がよいとのことです︒また植物はきわめて有益な生命放射線を出 あります︒これは右の各器官を形成している細胞のなかに利己的な非宇

︵いわゆる想念︶が利己的になるのは当然です︒何度も警察にあげられ

していますから住居の周閉に植物のあるような環境が好ましく︑それが 宙的な想念を帯びているものがあるからで︑これらを通して作られる心
無理ならば窓ぎわに鉢植えなどをならべるとよろしい︒カーテンの色は

暖色系のものより寒色系のグリーン︑青︑柴などがよいのです︒そして たことのある一人のスリがふたたび構えられて警官から尋問されたとき︑

室内をなるべく静寂に保ち︑高級なグラシ両′ク音楽がかすかに流れてい自分ではスリをやめようと思ってもこの右手が勝手に飛び出てどうする

て︑鳥カゴからときおり小鳥の生命の賛歌が響いてくるというような優 こともできないのだと泣きながら語ったという記事を読んだことがあり

いて︑それがセソスマインドに強烈な指令を発するわけです︒スリとま

雅な雰囲気は決してキザではなく︑宇宙的な印象を得るために大切なこ ますが︑この場合は本人の目と右手の細胞のなかに悪魔細胞がひそんで
とですから︑そうした環境づくりを心がける必要があります︒

さて自己訓練として最も重要なのは︑まず自分の習慣的想念のパタソ でゆかなくても私たちのセンスマイソドは好き勝手なことをしたがる赤

を知って︑それを序々に変えてゆくことです︒日︑耳︑鼻︑ロその他の ん坊みたいなもので︑その駄駄をこねる赤ん坊に振りまわされながら︑

受容器によらないで人間は外部から来る印象を感受できるものではない 魂の目的に合致しない欲望の起こるにまかせているのですから︑これで

とか︑物質の財産こそ安春な生活を送るための唯一の武器なのだという は宇宙的な印象の感受はおろか物事の簡単な判断さえ容易にはできなく

想念印象の観察は結局自分のセンスマインドをならしてソウルマイン

考え方を自分の習慣的想念にしてしまったのは教育内容にも原田があり なります︒
ますが︑とにかく世界中の人間によって形成されている低俗な想念帯の

大海の中を泳ぐ魚のような私たちは︑よほどの意志と信念をもってまず ドと合体化せしめる手段の一つであって︑これにより自分の内部の利己

干宙の意識または英知︶と

﹁宇宙哲学﹂の一〇一ページに

﹁自

己訓練法﹂と題して述べていますが︑すばらしい方法ながらも簡単に記

この想念観察法はアダムスキ1が

量口同めようというわけで︑人間の進歩にとっては不可欠な方法です︒

自己の内界を直視してかかる方法を実行しないことには自分を変えるこ 的な分子を次第に消滅させて中立状態にし︑外部から乗る印象の感受力
とはできません︒
そのためにはまず人間はソウル†インド

センスマインド︵肉体の心︶との複合体であるということをしっかりと

心得ておくことが大切です︒ソウルマイソドは人間を生かす根源的なパ してあるだけで詳述してありません︒そこで日東GAPは扁心念観察手

﹁宇宙的﹂と﹁利己的﹂のページに分けて︑更にそれをこまかい項目に

ワーで︑いわば宇宙の英知ですから絶対的なものですが︑セソスマイソ 帳﹂を製作頒布していますが︑これはだれでも容易に実行できるように
ドは肉体の受容器中おもなものである目︑耳︑鼻︑ロなどを通じて形成

邁韻
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らしい方法です︒アダムスキーは生前この方法により相当な超能力を開

にる
︑そ
分類して記入の囁か囲ってあります︒これにょって日常わき起こ
想れ
念も
︑ただなんとなく人間は神の子なのだという漠然とした考えだ
けに
印象︑感情などをかたっばしから分類してチェックする仕組にな
っ終
て始
いしているのではほとんど向上しません︒先述のとおりア氏の説
いっ
たた
G場
AP哲学は︑人間の持つ潜在感受力を引き出して人体を超高感度
ますが︑一つ大切なことがあります︒つまり利己的な想念が起こ
な受
合︑それを記入するとともに︑ただちにそれを打ち消して宇宙的
な信
想椴
念に仕立てあげることを目標としていますから︑議論だけを盲万
だら
に切り変えることが必要なのです︒ただ宇宙的と利己的の二つに
分と
けな
てえても無意味です︒しかもその潜在能力は万人に内在している
のる
です
記錠するだけでは観察力は高まっても︹しかしやらないよりはは
かか
にら︑意志力と忍耐力さえ用いれば︑これはだれでもやれるすば
よい︶宇宙的印象の感受力が向上しません︒そこで当初は利己的な想念

発は
しま
ばかりが次々と起こるためにいやになるかもしれませんが︑これ
サし
ビたが︑能力自体については秘して語りませんでした︒他人聖刑
生を
取る能力︵いわゆる7カシ〝′ク・レコードを感知する力︶もあ
おとしみたいなものですから決して失望しないで︑希望を持ち続
け読
なみが
っう
たに
よし
うです︒
らただちに利己的克想念を打ち消して宇宙的想念に転換させるよ
ます︒この〝打ち消しの技術″が重要であって︑このとき意志力と忍耐
力が絶大な役割を果たします︒つまりこの二つの力の行使は電圧をかけ
真
るようなもので︑これは創造主が人間だけに与えた特権ですから︑
この
の 想念観察と生命の連続

特権を応用しないのはソソです︒
このようにして利己的想念を次第に宇宙的なものに変えるならば︑や

がて外界がバッと光り輝くように見える時が釆ますし︑直感力が想
向念
上観
し察
︑はセンスマイソドを抑制して宇宙的な印象を感受するための
テレパシッタな能力も少しずつ出てくるようになります︒利己重
的要
なな
想方
念法ですが︑これはテレパシックな生活をするための不可欠な手
段手
で帳
もを
あります︒一般人は無意識に内部の印象や衝動に従って生きてい
をただ宇宙的なものに切り変えるだけのことならなにも想念観察
使用する必要はない皇苧つ人があるかもしれません︒しかしそま
れす
ほが
ど︑
のこれはほとんどセンスマインドから来る非宇宙的な印象ですか
ら︑
の行動に際して正しい指示を与えてくれず︑結局へ7ばかりや・
段階に達した人がこの地球上に大勢いるとは思えません︒やはり
記日
録常を

るム
とス
いキ
うことになります︒新しい取引先ができようとする場合に相手が
行なってこそそれが進歩の辛がかりになるのです︒だいいちアダ
借用できるかどうかは七ソスマイソドに頼るかぎり容易に的確な印象は
lほどの人でさえ記録を実行したのですから︑初めてこの方法を知った
得られません︒そこで日常のあらゆる行動にはいる前に︑一瞬静止して
人が7氏と同じ体験を経ることなしに氏と同等かまたはそれ以上の境地
内部からわき起こる正しい印象の声に耳をかたむける習慣をつけるとよ
に達することはまずないでしょう︒大体にGAP哲学は絶対的にと言っ

い論
のだ
でけ
す︒たとえばどこかへ重要な電話をかけてみようとする場合︑フ
てよいほど実行を必要とするのであって︑実行をともなわない議
■一▲葺Tlイ．JJJ音・ゴ．†∫．﹂一丁Jl﹁一けJ14巧††．1Irjll■l−︳寸J⊥1．■﹂I．▲．tllヰ†言1．1J−jう1
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テフラとやらないで︑しばらぐ心を静めて︑いまこの電話をかけてよい 生する直前にその体内に定着する招か普通で︑したがゥてこれは連頗的在
かどうかと自問して︑その解答が内部から来るのを待つのです︒﹁よか ものであって︑死後に霊界という場所で休息するのではないのです︒ゆ

ろう﹂という印象を得て電話をかけた結果が思わしくなければ︑その印 えにいわゆる霊界は存在しないことになります︒ただし人間の実体であ

象は誤っていたわけですから︑正誤はあとの結果で判定すればよい︒こ る魂︵とでもいうペきもの︶を否定するのではぁりませんから︑その点

さて︑人間の実体︵昔

︶が肉体の死後にいかなる両親のもとへ移行

のようにして日常のあらゆる行動を意識的に印象に従いながら行なう練 を誤解なきようにお願いします︒
習をしますと︑少しずつテレパシックな能力が出てきて失敗が減少しま

す︒手紙が来た場合もすぐに封を切らないで︑中に書いてある事柄をテ するかは︵生まれ変わるかは︶︑実体の移行前にすでに実体そのものが

レパシックな印象で感知するようにしますと︑感受力の向上に非常に役 決定しています︒これはもちろんセンスマインドが決定するのではなく︑

立つ練習になります︒しかし前述しましたように︑これらは想念印象の 選択権は実体にあるのであって︑或る環境へ何のために生まれてきたの

観察記録が土台となりますから︑この訓練から始めることが肝要です︒ かは七ソスマインドにはわかりません︒実体︹魂︶そのものはセンスマ

つまり内部の印象観察を日常のクセにしてしまうのです︒こういうクセ イソドの命令に応じることはなく︑﹁こんな環境に生まれ出たのはいや

を身につけないでテレパシー能力が突然に出てくることはまずありませ だ﹂とセンスマインドが泣き叫んでもセソスマイソド自体はどうするこ

自由″なのであって︑センスマインドに自由があるのではないのです︒

ん︒一方︑練習をすれば必ずそれなりの能力が少しずつ発現しますから︑ともできません︒したがって人間の真の自由昔芸心とは〝魂が環境を選ぶ
開発を望む人はぜひ実行にとりかかって下さい︒

せる必要があるわけで︑その魂の目的を知ることが其の想念観察なので

想念観察の意義は以上のとおりですが︑これには更に重要な音義があ だからこそセソスマイソドをコントロールして〝魂の目的″に従順にさ
ります︒其の想念観察は各人が自分の内部の意識︹ソウルマインド︑魂︶

一般人は自分の魂の目的にほとんど気づいていません︒なぜ自分はこ

の目的を知ることにあるのです︒人間はこの世に生をうけて或る生涯を す︒
迎える前︑すなわち生まれ出る前に︑内部の魂が生まれ出る場所をきめ

ています︒偶然に或る環境へ出てくるのではありません︒ここにおいて んな不遇な環境に生まれ出たのかと自己の境遇を悲しむ人があれば︑そ

生命の連続の法則が重要となってきます︒よく転生とか生まれ変りとい れこそ大変な誤りをおかしているわけです︒どのような環境に生まれた
スパン︵生涯︶と次のライフスパンとのあいだに断層があるような感じ

す︒あるときは王侯貴族として︑あるときは貧民としてさまぎまの環境

のです︒人間は何代も生まれ変わりながら生命の連続を蓬奇してゆきま

われている現象が生命の連続なのですが︑生まれ変りというと一ライフ にせよ結局自分が選んだのですから︑そのことに気づきさえすればよい
を与えますので︑GAP側ではこれを﹁生命の連続﹂と呼んでいます︒
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なぜなら人間の死から新生までにはほとんど時間を必要とせず︑実体は を選んで体験を積みながら次第に自己の魂の目的に気づくように成長し
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︵意識は︶数秒間で移行してしまうからで︑それは新生児が母胎から出
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しかしここで非常に重要な問題が一つ出てきます︒それはカル†︵業︺

こ必
う要
みる
宇宙の意識に気づいて七ソスマインドをそれと合体させる
がと
あ人
り間
まの生命の連続にまつわる不可思講な運命と︑転生の
なて
すし
複ま
雑い
なま
人間
す︒さもないと十五︑六回の生命の連続後は完全に消滅りし
す模
︒様に︑あらためてこの世の深遠さを感じないわけ
はゆきません︒
生命の連続に関する一例をあげてみましょう︒日東GAP会員でF君

という人がいます︒GAP哲学をよく理解した想念観察に執芯皇円年で︑

ので
概は
念あ
でま
すり
︒こ
精神的に高い発達をとげた立派な人です︒この人は今生
恵れ
まは正しくはサンスタリブートでカルマンといい︑も
パな
ニか
ッゥ
†た
ツの
ドの
れた環境を選びませんでしたので高度な聖目を受けられ
で哲
す人ヤージュニ†ヴ丁ルキャが善悪の行為によって善
報の
を建
受築
けに
る関
という必然的法則をとなえて以来︑サハラモソ︑ジャ
が︑ヨーロッパの中世の時代には建築家として活躍し︑の
宮果殿
︑学
仏ん
教だ
なの
どで
で信
係していました︒この当時の生涯における建築学は独学丑で
すじられるようになった因果応報の概念です︒このカ
いに
うの
をづ
﹁動
反動または作用・・反作用の法則﹂と解すればそれで
が︑技術は相当なもので︑この頃に精神的にレベル望同マ
いと人
近
かqね

いれ
の変
でわ
すっ
がて
︑後
ばだめだということを悟りました︒地球上で七︑八回生よま
い世では極端にゆがめられてしまい︑一部の宗教信者
ち験
にし
よて
っい
てま
人間
ますが︑二︑≡の例をのぞいて大体に恵まれた環境を体
すの
︒環境やその他あらゆる行為がすべて前生からの因縁
と考えられるようになりましたが︑こうなるといけません︒結局は無
その中世王1ロッパ時代に一人の妹がいて︑この兄思いの妹が何かの事
にの
な妹
っさ
てん
人で
間の
件で兄をかばうために自殺していますが︑この女性が現力在
す創
︒造的活動を低下させてしまいます︒先にも述べま
た在
よの
う兄
に妹
︑も
人間
何回かの転生を経て現世で再度めぐり合ったわけで︑現
まが
れ或る環境のもとに生まれ出るのは︑魂の目的の連行
とって今世ではこのような環境がよいとして魂自体が選ぶのですから
にみる美しい兄妹愛で結ばれており︑高校lニ年生の妹さんもGAP哲学

あくまでも自由意志にもとづいているのであって︑何かの絶対的な圧
に熱心な立派な女性です︒
決し
定か
されるのではありません︒人間の転生を説く人のなか
同君は中国の明の時代にも建築家としての生涯をすごで
し自
て動
お的
りに︑
ひま
どす
く︒
カし
ルた
マに
も高官として皇帝に仕え︑紫禁城の建築に功績をたててはい
がこだわるのがありますが︑そもそも過去の事柄に執
すの
る記
こ憶
と自
って同君がいま中国へ行って紫禁城を見るならば︑過去
が体
よが
み未
が来への前進を大きくはばむのであって︑その昔蕪で
自日
分本
やの
他関
人西
の過
えってなつかしさを感じるでしょう︒二代前の生涯では
に去
住世をせんさくしない方がよいのです︒過去はすでに
ぎそ
去の
っ他
て中
消滅
み︑武家として精神的なきぴしい修練を積んでいます︒
南し
米た
でのですから︑消滅したものに固執すれば逆行するこ
なと
りき
まは
すコ
︒ピ
重要
すごした生涯もありますし︑あるときは農民として︑あにる
トなのは﹁現在の一瞬﹂であって︑この一瞬にこそ目
めと変化の機会がひそんでい古す︒現在は過去の行為の結果であり︑
としてすごした生涯も協りました︒
在わ
のか
態ゥ
度て
によってきまりますから︑現在ほど重宴なものはあり
以上は一例ですが︑私自身の過去世もアダムスキーの来
そは
れ現も
せん︒﹁いまの瞬間から自分は大変化をとげよう﹂と決心したときが
います︒しかしここでは省略しましょう︒
斗う井﹁iJ一ユチL語召しモ真上章一・．一︑1一号t手﹂喜一モI鷺十
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合
なるのですが︑これも偶然に出現するのではなく︑自分の魂の目的
のも
連ありますから︑そこは内部の意識からくる印象に従えば︑物理的に

的妻
のと
一つであるからです︒ただし病気によっては思念だけで治らない場
です︒したがってそのレベル帯にある女性のなかのだれかが今生の

気
るのではなく︑前生の自分と同じ精神レベルの女性が今生で結ばれ
るを
の治そうとするのは差事兄あり■ません︒本来健康なのが人間の魂の

魂
すが︑ただし今生で配偶者となる特定の一個人は前生から予定され
ての
い目的に合った思念をする必要があります︒病人が思念力によって病

ら
なも偶然につくられるのではありません︒やはり前生と関係がある
のれ
でているのです︒したがって望ましいことを思念する場合は︑自分の

理き大
が多く︑何回かの転生後に再会するケースがあるようです︒夫婦の
ず臣になれる人は魂の目的によって少数の人だけにその可能性が与え

は思念内容が魂の目的と一致した場合に限ります︒強烈な思念さえすれ
の目覚めの第一歩であり悟りへのプロローダです︒
ばこだ
人間の生命の連続においては親子よりも兄弟姉妹のきずなが続く
とれでも総理大臣になれるかというと︑そんなことはありません︒総

・一一二一一■

適
行に最適の女性を本人の実体が引き寄せるのです︒ところがセンス
マ当
イな治療を受けるのに必要な最適の病院が指示されます︒ここでも印

象婦
観人
察が重要な問題となってきます︒
ソドの欲望が強くて魂の要求に従わないで七ソスマインドだけで一
を選ぶと︑自分の魂の目的に合致しないことになり︑夫婦間がトラブル

宇宙の意識との一体化実習法

で満ちることになります︒また魂の目的に合致した相手と結婚しても片
方が進歩Lすぎるとうまくゆきませんから︑その場合は協議によって円

満に離婚して差草花ありません︒進化した惑星の人々でも離婚はあり得

るということです︒
宙の意識︵英知︑パヮ1︑創造主︶と自分のセソスマイソドとを一
今生において何かの仕事を行なっていて︑ふと空虚感におそわれる宇こ

体仕
化事
させる方法としては想念観察法を基本としますが︑これをもっと積
とがありますが︑この場合は本人の魂の目的が大きいからで︑その

が目的の遂行に合致しないならば当然空虚な満たされない感じが起極
こ的
りに行なうためのすばらしい方法がありますからお伝えしまし上う︒

ます︒しかしこの場合も心配する必要はありません︒どんなにつま本
ら誌
な第五十号の四十一ページに︑例会で行なゥた﹁一体化実習﹂なるも
のが紹介されていますが︑あれは初歩者向きではなく︑相当な理解を持

ち訓練を積んだ高等老向きの訓練法ですから︑失礼ながら初歩者にはお

く思われる仕事でもセソスマインドを抑制して内部の意識︵魂︶と一体

化しながら精一杯に遂行していますと︑そのうち土 の指示によって自

すすめできません︒指導者なしで一人で実習すると︑へたをすれば危険

﹁スペー

分に最適の仕事が見つかります︒

を︒
生じる恐れがありますので︑中止tて下さい︒したがってこの実習法
さて︑強烈な思念をすれば望ましい物事が実現するといわれています

は現在例会では行なっておりませんβそれよりも同誌に掲載の
これは一面では真実ですが︑他面では誤っています︒いかなる物事セも

」ヨ瑠「
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ス・プ乍グラム﹂と題する記事で二十六ページ下段の左端から二十七ぺ
やたらと思念することによって実現するのではありません︒実現するの
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ージの上段右端にかけて﹁だれでもやれる未発表のすばらし
こい
の方
練法
習を
を後
続けますと次第に樹木の内部にひそむ感覚的なも
日お伝えしましょう﹂とありますが︑これから述べるのが
方う
法に
でな
すり
︒︑脈動が感じられるようになってきます︒うん
すそ
るのよ
人体を生かしている宇宙の意識︹英知︑パワー︺の存在れ
をば
最樹
も木
端と
的意
に土一
器達ができるようになるはずです︒樹木に豊里
ぁらわしているのは何でしょう了 それは心臓の鼓動です
七る
︑こ
八と
十は
年科学的に立証されており︑これは果たる十一月十
が︒あ
もあの小さな心臓を動かし続けているエネルギーがどこか東
らG乗
の会か
Aる
P総
では
橋本博士がサボテンを用いて実験される予定ですから︑

㌧墓

フォーム︵形態︶と人体というフォームを無視することではありません︒

させると鼓動が激しくなってついには心臓病になります︒む
心し
臓ろ
のフ
鼓ォ
動ー
はムが生命の現われであることを感知するのが眼目
一つの例としてあげたにすぎません︒
物質︑特に人体を無視してはいけないのです︒宗教によっては

L往昔芋べきは︑自分の心臓の鼓動に心を集中させないことです︒集中

医学的にはナゾとなっていますが︑これこそ宇宙のパワー
英﹂
知ら
のん
現に
わなって下さい︒超能力者Ⅹ氏の話によりますと︑
ぜ︑望
れなのであって︑まずその現象に着目することが肝要ですと
︒自宅近辺の樹木らしいものから﹁自分はこんな所におりたく
次にこの宇宙のパワーは人体だけではなく︑あらゆる生く
物ど
をこ
もか
生へ
かつ
しれて行ってくれ﹂という想念が発せられたような
ている事実を認識します︒それは小鳥一羽︑草花の一かけ
さの
えで
人︑
間窓
のを開いて丘の上にある一本の樹木にむかって﹁お
けらた
手では絶対に作れないという素朴な驚異を感じる人ならばと
︑問
容い
易か
にけ
認た
識ら︑風もないのにその木が全身をばさばさとふる
できるはずです︒ゆえにあらゆる生物も人体と同様に体内い
がう
脈こ
動と
しで
てす
お︒そこで考えてみると︑そのあたり一帯は宅地造
ヮ︑あらゆる生命の存在のツルシはこの脈動で表現されて土
いが
ま掘
すり
︒返されて樹木群がかたっばしから引き抜かれているの
このような生命体の一つとして樹木に着目します︒樹木残
もっ
立た
派そ
なの
生樹
物木が悲痛な想念を発したのだろうと話し合った次
であり︑その内部には生命の脈動があるのです︒そこで庭か
と森
こへ
ろ行
でっ
樹て
木甲意識との一体化がすすめば練習着はテレパシ
一本の樹木を定めてから︑それに接近し︑見つめながらそ
受の
力樹
が木
開の
発脈
さ動れつつあることにもなりますから︑これはテレパ
を自己のフィーリングによって感知する練習をするのです習
︒に
こも
のな
こる
とわ
はけです︒大きな樹木でなくても根のあるものなら
自己内部の意識と相手の樹木を生かしている宇宙の昔話とがl体化する
小さな木でもかまいません︒練習相手の木を写真に撮影して︑
こと皇愚昧しますから︑結局これは宇宙の意識との一体化
習ち
と歩
いき
うな
こがら一体化の練習をしてもよろしい︒距離に関係
を実持
とになるわけです︒このときは目や耳などに蘇らないで内ら
部で
のす
意︒
識た
にだ
蘇し実在する樹木に限ります︒ありもしない木を空
るのですから︑各感覚器官によってセソスマインドがぼかい
ばけ
かま
しせ
いん
﹂︒
という叫び声を出して妨害するならば︑それを極力抑制しな
大け
切れ
なば
のな
はり相手の樹木の物理的存在を明確に認識するととも
ません︒あまりに目が邪魔するようならば閉じてもよいでの
し肉
ょ件
うの
︒存
た在
だをもはっきりと自覚することです︒この練習は樹

・・−24−・
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適し
度て
にやるのは一向差支えありません︒
肉体無と説くのがありますが︑これは誤りで︑人間は物理界に君臨
人極
体の諸器官中︑特にホルモソ分泌腺が重要で︑これが記憶の貯蔵庫
いるのですから物理的法則を重視する必要があるのです︒したがって

て︑また超能力の開発分担機関として大切な役割を果たしますが︑
端な精神主義は間違っています︒人体や樹木のごとき生命体からはと
一し種

の不
ことは現代医学ではまったく知られていません︒その意味からも肉
の放射線が放射されているのですが︑これは現段階の物理学では解こ明

体解
のな
健康を保つのは想念を観察するのと同様に重要なのです︒
可能であるにしても究極的には物理的なものであって︑絶対に不可

漠然とした形而上的なものではありません︒そうでなければ樹木も人体
も物理的な法則のもとに育つはずはないのです︒

聖書はコンタクトストーリー

肉体を大切にすることは人間の進歩にとって重要です︒﹁健全な身体

に健全な精神が宿る﹂ということわぎがありますが︑これは良き想念を
起こすための真理をあらわLています︒﹁なんじ自身を知れ﹂という言

uJ

聖自
書の諸に移りましょ・つ︒旧約聖書を一応別問題として︑いわゆる新
葉もありますが︑これは自分の想念パタソを知ることばかりでなく︑
約聖書は約二千年間キリスト教の教典とされています︒そしてこの書に
己の肉体の存在を知ることも曹操しているのです︒ところがl般人は自

述半
べを
てある教えは大体にイエスキリストが弟子たちに伝えたもので︑そ
分の肉体の存在を感じているようでありながら︑実は日常生活の大

った処女マリアが聖霊によってみごもったとの告知を神の使いから受け

れ部
らに
は神の言葉と草耳られて世界のキリスト教信者の中心思想となって
肉体を無視して忘れ去ウています︒スペースブラザーズは自分の内
います︒またイエスキリストなる人物はナザレ村のヨセフの婚約者であ
宿る宇宙の意識ばかりでなく常時肉体をも出 しているのであって︑そ

うしてこそ自己を完全に表現できるのです︒

ですから私たちも極端な精神主義に走ることなく︑適度に運動を行て
な 生んだ子で︑それがイエスと名づけられて後にキリスト教の始祖にな
しますから︑これによって想念もよくなってきます︒アダムスキ1の﹁

現したものであると考える人もあります︒その思想の根底にはイエスと

ん︒むしろ聖職者のなかにはイエスとは神が人間に化身してこの世に出

たということにキリスト教信者はいささかの疑惑も起こしてはいませ
って肉体のヾハランスをとることが大切で︑特に入浴は血液の循環をっ
よく
テレパシー﹂には︑テレパシ1受信訓練の際は身体をリラックスさせる

一湯
般の人間とのあいだに次元の相違があって︑イエス対信者とは神村人
必要があると説いてありますが︑このリラッガ′スした状態はちょうど

間の関係があるような印象を受けます︒果たしてそうでしょうか︒一体︑
上がりのときの爽快な状態にたとえればピタリです︒全身をだらりと休

ませるのがリラッタスの状態ではありません︒また極端な精神主義者処
に女が人間を生む可能性があるでしょうか︒宇宙の創造神が或る特定の

人間に化身して現象化することがあり得るでしょうか︒
ありがちな菜食主義︑洒その他の刺激物の忌避︑禁欲等も身体のバラン

スを失わせがちで︑特に刺激物は絶対に不可というようなものではなくこ
︑れにたいして爆弾声明を出したのが7ダムスキーで︑彼の著書﹁空
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飛ぶ円盤の真相﹂︵高支社刊︶の第十章﹁聖書と円盤﹂によると︑聖書

イエス．の実在を疑惑の目で見るのは当然です︒

中には別な惑星から果た人々の訪問に関する記事が数百．
個端所
も出てお甘︑
的に申しましょう︒︑イエスとは当時の或る予言者のことなのであっ
この聖書なるものが実は古代のコンタクトストーリーな
との
言子
っ富
て者
いが後世の信徒たちからイエスキリストと
ての
︑だこ
ます︒この詳細は同書をお読みになればわかりますので
こた
この
でで
はす
そ︒
のこの偉大な人は現代のアダムスキーのごと
な︑っ
反覆を避けて︑アダムスキーが同書で触れていない各種ィ
のー事
実をお伝え
でした︒その彼が当時地球へ釆ていた綺二十名のスべ■−スブラザー

キリスト︹救世主︶と称されるようになり︑そのため一人のキリスト偉

まったく記録されていないのがナゾであって︑こうな
とき
多あ
くが
のっ
学て
者し
がまったわけです︒彼が洗礼をほどこした
がるで

いう重要な文献のヒ1・ローにされたイエスが︑当時のローマ側の文献に

すがキメ手はありません︒実証歴史学の対象とLて研究したD古・シ
系の十二個の惑星を象徴的にあらわしたもので︑反逆のユ
ュトラウスはイエスを歴史上の一人物とL︑福士曇は神話にすぎないと
重恩味しています︒つまワユダがキリストに反したのは十
言い︑ケルソスはイエスをローマの兵士とユダヤ女と
のの
あ地
い球
だだ
にけ
生が
ま宇
れ宙の意識に従わなかったという音環なの
内
た私生児と断じ︑B・バゥア一に至ってはイエスなる人物の歴史的実在
スペースブラザーズがコンタクティーやその協力者たちか
さえ否定しています︒だいいち︑あれほどに民衆の支
をて
受い
けた
ての
聖で
書す
とが︑予言者自身も偉大であったために︑
ぼ持れ

しましょう︒もちろんこれは私個人の推測ではなく︑或
方テ
面ィ
かー
らム
与と
えひそかにコンタクトしながら⁚プラザーズ
ズるの
られたインフォメーショソです︒
た宇宙の法則を人々に伝えていたのです︒現代に残る聖書
まず︑聖堂〒・I−特に新約聖書
は︑もともとキリスト教の・教典と
がしかなりゆがめて書かれたものでーー占いうよりは非常に
て作られたものではなく︑古代において別な惑星から
偉カ
大ム
なフ
人ラ
々ー
とジュされたもので︑その窒早がウのみに
用釆
いたて
当時の地球人で高度な発達をとげた人々とのコンタク
スキ
トリ
ース
リト
ー教
での
あ教義自体に相当な誤解が生じています︒
めトに
るということをここで断言しておきます︒すなわちこ
書げ
はに
現よ
代り
に子
お供
いを生むというような不合理なことは宇宙
ぉの告
てアダムスキーという傑出した人物がスペースブラザ
ズ絶
と対
コに
ンあ
タり
ク得
トないことですが︑他の惑星へロケットを
てーも
して宇宙の法則やスペース・プログラム︹地球救済計
︺も
を多
伝数
えの
ら人
れが
たこのことを信じているのですから︑聖書
さ画え
のと同様な事実が古代にもあったことを述べた記録な
ても
︑無
い理
わからぬことです︒
がの
困で
難あ
なっの
ば﹁空飛ぶ円盤同乗記﹂や﹁生命の科学﹂の古代版であ
さる
てと
予み
言て
者よ
はい
いのつのまにかイエスキリストにすりかえら
です︒
彼
の
協
力
者
で
弟
子
で
あ
っ
た
人
々
は
こ
の
偉
大
な
教
え
を
広
め
る
イエスとは一体だれなのか了 これは現代に至るも実
証史学の面では
した︒Lかし弟子の数は±一人どころではなく︑少なくとも百人はいた
ナゾとされていて︑多数の歴史学薯によりさまざまのは説
が出されていま
ずです︒聖書でなぜ±真に限定されたかといいますと︑1■Jれは太陽
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宇宙の意識と一体化せよと説いたことを意味します︒こうしていわばG

新約聖書中には世界の終演説が述べてあるように見受けられるために︑

AP活動の古代版が展開していたのですけれども︑ローマの官憲の圧迫 これを大抵のキリスト教信者は一大天変地異の発生の予言と解釈してい

が激しくて︑ブラザーズ1予言者1協力者という径路で伝えられた宇宙 るようですが︑これも誤りで︑これは大変災の発生ではなく︑﹁人間の

的なティーチングズをそのままの形で残すのが困難なために︑非常に苦 セソスマインドが宇宙の意識と一体化するならば︑肉体内に大変化が起

心してカムフラージュされた文章で残しました︒これが新約聖書です︒ こる﹂という意味のことを比喩的に述べ．たにすぎません︒大体︑聖書の

﹁ヨハネ黙示録﹂です︒この黙示録スペースブラザーズは古代でも現代でも大変動発生の予言によって地球

だからこそ聖書は聖書学者を悩ますようなわけのわからぬ言葉で満ちて どこを見ても自然界の大変動発生を予言した部分はないのです︒真実の
いるのであって︑その最たるものは

新約聖書中で弟子たちが書いたとされている書簡その他の記事は︑各

るグループがあればニセモノとみて差支えありません︒

をそのまま読んで真意のつかめる人は世界中のキリスト教信老中に一人 人に恐怖心を起こさせるようなことはしません︒このような説をとなえ
もいないでしょう︒黙示録のヨハネもコソタグティーでした︒
その黙示録の中に﹁四つの生き物﹂という言葉がしきりに出てきます

が︑これは実は﹁肉体の四つの感覚器官﹂を意味するのです︒また﹁七 自の宇宙哲学の実践体験記なのであって︑これが見事な比喩で書いてあ

つの金の燭台﹂は﹁七つのホルモソ分泌腺﹂を︑﹁二十四人の長老﹂は るのです︒そしてスペース・プログラムが遠い古代から一貫して行なわ

﹁また︑これ

さて︑当時予言卓軍Jコンタクトした約二十名のスペース・ブラザーズ

りますが︑特にそれを明確に記述しているのはエゼキュル書です︒

﹁二十四の神経系統﹂を意味します︒﹁御座についている方﹂は﹁宇宙 れてきたことを物語ってもいます︒旧約聖書にもコソタクトの記録があ
の意識﹂のことですから︑たとえば黙示録第四の九−⊥1の

らの生き物が︑永遠に生きておられる︑御座についている方に︑栄光︑

替れ︑感謝をささげるとき︑二十四人の長老は御座についている方の御 の内︑一人は中近東を経てインドに達し︑このインド滞在中に宇宙哲学

前にひれ伏して︑永遠に生きておられる方を拝み︑自分の冠を御座の前 を説いているのですが︑この人がシャカムニと呼ばれた人で︑これは更

が︑時代のズレは後世の歴史家の推測にょるも酔で︑実際には同時代な

に日本にまで足を伸ばして現在の青森県で没しています︒そうすると予

統も意識によって偉大な力を発揮するようになる

のです︒シャカにしてもまったく伝説と神話に包まれていて︑経典の解

﹄﹂を正しく解釈すれ

味になるのであって︑この黙示録はアダムスキーの書いた﹁生命の科学﹂

読だけでは異相がつかめません︒換言すれば︑それほどに地球人は伝説

に投げ出して言った︒﹃主よ︒われらの神よ

と内容がほぼ同じもので︑人体と宇宙の意識との関係を説いた偉大な生

作りの名人だということになります︒結局︑地球人は偉大なるものを神

言者とシャカの時代が歴史的に合致しないことに疑問が起こるでしょ・づ

命哲学書であるのです︒また新約聖書は当時のブラザーズによるスペー

格化させる債向が強いわけで︑特に日本人はそれが著しいのですが︑こ

ぱ︑﹁肉体の四つの感覚器官が宇宙の意識に従うとき︑二十四の神経系

ス・プログラムの意図や予言を含ませた︑しかも巧みにカムフラージュ

れについては次号で述べることにしまL上う︒

﹂というような意

された計画書でもあったのです︒
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間7ダム芸1は人間の霊魂の存在を否定しているとい・呈とですが

これについては了
筈これは非常に誤解されています︒彼は心葦でいう〝霊界〟

を否定しているのであって︑肉体を生かす実体︵意識︺は実在し︑肉体

の死後も生命の連続をとげる皇ロっているのです︒

問超能空テレパシー︑遠隔透視︑オーラ透視等︶を早く開発する秘

を持ちたいという強烈な欲求を起こすこと︒2．その欲求の拝読として信

間想嘉察を行なうゎに私は職業電念親筆帳を使用す至とがで
法︒
をご存知なら敢えて下さい︒
きません︒この場合はどうすればよいでしょうか
筈特別な秘法は存在しません︒やはりアダム芸1の説く想念観察実
苦手帳を使用する余裕がなければ︑常時自分の想念観察を行ないなが
験から始めて忍耐強く年月をかけてじっくりと練習をしない
ら︑非宇宙的利己的な想念茄わき起こるたびに︑すぐにそれを打ち消し
これは外国語の習得に王道がないのと同様です︒ただし外国
て宇宙的な想念に切り変えるとよいでしょう︒この〝打ち消しの技術〃
方法によって習得速度に若干の差が出てきますが︑超能力開
を積極的に応用す至とは非常に重要です︒これをやらないと進歩しま
い練習法を実行す至とが大切です︒その基本的態度としてはL超能力
せん︒打ち消そうにもどうしても非宇宙的な酷い署に害われるとき
は︑7氏の哲学書のどの貢でもよいから開いて少し読むか︑または一時

吾痔ち続けること︒3・しやべらないことロ皇嘉を肉体から解放する

休息して戸外に出て無限の大空を響見たり︑地上の植物に近づいて手
こと︒5面体から脱出して目を宇宙に向けること︑などがあげられます︒
を触れてみて下さい︒必ず宇宙的な晴れやかな気分が起三るはずです︒
先天的に超能力を持つ人がたまにいますが︑これは生命の連
手帳の使用が不可能な場合でも︑絶えず白骨の内界を見つめて想念印象
過の
去想
世か
た判
才能です︒
の変化に注意する習慣を身につければ︑結局自分
念ら
を持
客ち
観越
視さ
しれ批
印象観察の∵方法として︑睡眠中に見る夢を記録して︑そ
的になるようになり︑これが宇宙的な性格の人間になる竺歩です︒い
析冥
す相
ると
わゆる無念無毎暦冥想はよくありません︒単なる
違有
心益
霊で
的す
に︒
なりや
問英語の習得法でよい方法をお知らせ下さい︒
すく︑宇宙の音義との諒化にとって有害です︒
筈何といっても外人の吹き込んだ璧早−プ晶いてはそれを白雪
問いわゆる幽霊現象はいかなる理由で発生するのですか︒

声に出してまねる練習をす至とが先高雫︑このようにして
筈これは死者の残彗岳が目撃者のホルモソ露腺に吸収された苦
をならすことから始めます︒印刷された文字だけに頼って
に増幅されピジョン化されると考えられるのですが︑非常に複雑な問題
す︒テープを聞く回数が多いほ呈達が早いという関数関係
で聾には説明できません︒ただ言えるのは︑従来の心葦でいわれて ＼
そのためには小型テープレコーダーを常時辛から離さない

いる説はすべて誤りであるということだけです︒
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語学ばかりではなく︑アダムスキーの各哲学書を自分で朗読してそれ
をテープに録音し︑室内に流します七︑ただ黙読するよりも早く理解で
きます︒そうすれば室内の雰囲気もよくなってきます︒
間 アダムスキ1問題を扱っている或るグループの機関誌に︑アダムス

∧まじめに研究される方のために∨

日本GAPは単なる円盤目撃の調査研究だけにとどまらず︑今後はG

キーに会ったことのあるという日本の一学者が︑日東GAPには特別な AP哲学の研究に主体をおいて活動を展開してゆく方針です︒そのため

哲学とスべ1ス・プログラムの意義について詳細な解説を行なうととも

使命はないのだとか︑代表がアダムスキー活動とは関係のない人である に本号から﹁GAP哲学研究講座﹂を連載し︑アダムスキーの宇宙的な
ような意味の発言をしていますが︑これについてはどうですか︒

筈 とんでもないことです︒日本GAPばかりか︑この世のあらゆる人 に︑﹁質疑応答﹂欄を設けてご質問に応じることにしました︒ご遠慮な

間個人にはみな各自の魂の目的があり︑それぞれ特殊な使命を帯びて生 く質問をお寄せ下さい︒この欄には質問者の氏名を公表いたしません︒

ている各国の代表︶の個人店動であって︑一般のグループ活動とは意味

GAP活動は原則として各国コーワーカー︹世界GAP機構に参加し

哲学であり︑その哲学の推進活動を行なってきたのが日本GAPです︒

が異なります︒合議制にょるグループ活動にすると必ずトラブルが生じ

をうけたのであって︑そのことを気づかせようとするのがアダムスキー

私の力は微力でしたが︑多数の方のご協力により日本における世界GA

るために個人活動としたのはアダムスキーの賢明な配慮にもとづくので

あって︑しかも各国コーワーカーは争年独力でよくその重責を果たして

P活動の役割の一端を果たしてきたと思います︒

アダムスキーがGAP機構を設立するにあたり︑ 彼は各国の熱心な信

はなく︑信じて協力Lようという人が口頭により他人にGAP哲学を伝

奉者のなかより原則として一国から一人だけをコーワーカーとして選び きました︒﹁知らせる運動﹂とはlグループの確立強化を目指すもので
ました︒日本で私がコーワーカー︵協力者︺に指名されたことは︑硬か

ぜならば︑GAP哲学は個人の実践を重視するのであって︑団体活動に

ら私宛の著名人りのぼう大な数の書簡で証明され︑これらは法的にも有 えるだけでよろしく︑必ずしも入会を強制するものではありません︒な
効であって︑なんぴとといえども否定できない事実です︒

GAP開始当時日本からも少なからぬ人が彼宛に手紙を出したにもか ありがちな集団心理作用による同一化現象を避けることにあるからです︒

した際に私宛に回送されてきました︶なぜ彼は日本では私を選んだのか了

願いいたします︒GAP哲学研究における不明な点︑その他個人的な問

精神に徹しています︒ゆえに他人に伝える場合は強制をしないようにお

かわらず︹これらの手紙は後に彼がパロマーガーデソズから他所へ移動 すなわち個人の自由を尊重し﹁去る者を追わず︑来る者をこばまず﹂の

これには実は7カツック・レコードに関連した深遠な問題がひそんでい

たのであって︑彼の単なる好みで決定したのではありません︒アダムス 題で解決不可能な事柄が生じた場合は遠慮なくご一報下さい︒当方責任
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うだけでは何にもならず︑問題は哲学の実践にかかっています︒︹以下次号︶

日本GAP代表

久保田八郎

キーに会ったという人は世界中で数万人はいるはずですが︑会ったとい をもって回答しますとともに︑できるだけのご援助をいたします︒

．…
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久保田八郎訳
ジョーモアダムスキー

改訳空飛ぷ円盤同乗記
＼

4章初めて大気圏外を見る

このとき私と同年ぐらいに見える男が部屋の左隅のドアーから親しみ

のある微笑を浮かべながらはいって釆た︒その隅に船体の上部デッキに

通じると思われるハシゴがあるのに私は以前から気づいていたが︑その

人がはいって来るまではドアーが見えなかったのである︒姿を現わした

瞬間︑二人の婦人は席を辞して操縦室へ通ずる戸口から出て行ったが︑

まもなく火星人のイルムスが引き返して宋た︒彼女は美しいガウンを︑

男たちの着ているのと同じスタイルのパイロット服に着かえている︒服

の色は明るい茶色で︑腰のベルトの上のふちと下のふちが濃褐色である︒

操縦室へいっしょに行きたいかと尋ねるので︑私はよろこんだ︒

7丁−コソが仲間に加わって︑三人が次のデッキに通ずるハシゴを登

ると︑母船に到着したときに最初みんながはいった操縦室からちょうど

オーソソが出て乗るのが目についた︒年輩の男と土星人ラミューが休憩
室に残った︒

上部デッキの通路を歩きながら7丁−コソが言った︒﹁このような大

母船には多くのパイロットが乗．っていますが︑四人交替で勤務につきま

す︒男二人と女二人です︒カルナとイルムスはこの金星の母船のパイロ
︐トです﹂

私が見た船内のあらゆる部分と同様に︑この通路は目に見えない光源

から心地よく照明されていて︑これは大母船の端にある小さな重まで上

り傾斜となって前方へ続いていた︒
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一同がこの部屋へはいる・と︑一種のチャートの上にかがみこんでいた
一人の青年が頭を上げて敬語したが紹介はされなかった︒イルムスの同

したがって故障が未発見のままになって大事に至るようなことはばとん
どありません﹂

送船です︒実際にはこの内部は外観上の大きさから判断されるほど広く

−コソが言う︒﹁本船は私たちが乗って来たような円盤を十二機運ぷ輸

﹁この母船をもっとくわしく説明するのにちょうどいいときだ﹂と7丁

は室内の反対側の小さな座席に位置を占めた︒私は軽い動揺を感じた︒

のような穴︵複数︺が現われ始めたのである︒すると二人のパイロット

タンに手を触れた︒とたんにいままで固い壁だと思っていた壁面に丸窓

とができた︒ファlコソが語り終わると︑青年が手を伸ばして一個のボ

この操縦室内で私はあらゆる方向に頭をめぐらせて子細に観察するこ

はありません︒それは壁と壁のあいだに装置してある棟舐設備が多いた

どうやら船体の鼻先を上方へ向けたらしい︒

債パイロットなのだろう︒

めです﹂

これはたぷん彼らの惑星へつれて行くつもりなのではあるまいかと思

ウて心臓の鼓動が激しくなったが︑その望みはむなLかった︒まもなく

イルムスがつけ加えた︒﹁この特殊な母船は四層の壁でできています︒
ただし大きさや建造目的によっては︑もっと多くの壁があるのもあるし︑

船体が停止したような気がしたからだ︒イルムスが私の方へにっこり笑

外を見たとたんにさっきの失望感はすぐ消えてしまった︒宇宙空間の

際にはどんなふうに見えるか知りたいでしょう？﹂

77−コソが丸窓の一つへ行けと合図をして言った︒﹁宇宙空間が実

いかけて言う︒﹁いま地球から的八万キロの地点にいます﹂

少ないのもあります﹂
室内のおびただしい奇妙な機械類をながめながら︑壁と壁のあいだに
どんな〝横紙装置″があるのか知りたくてならなかった︒﹁利用できる
短時間内にできるだけくわしく話しましょう﹂とフ丁−コソが語り始め
た︒

るときに相当な技術を用いて注意を払っても︑やはり部品が破損したり

になっていますが︑その中には修理工場も含まれています︒もと建造す

多彩な色光を放ウていて︑宇宙の花火大会ともいうべきすさまじい美観

所をあらゆる方向に飛びまわっているように見えるのだ︒しかしこれは

発生している現象︵複数︶があった︒まるで無数のホタルがあらゆる場

視界が完全に暗黒なのに驚いたのである︒しかも船体の周囲いっばいに

材料が摩滅したりしますので︑宇宙操行をする母船には多くの修理設備

をロ王している︒

﹁最初にみんなではいって行った場所の全域が偵察機︹円盤︺の格納庫

が必要になるわけです︒

この壮観さに感嘆していると︑地球の方をふりかえってこの距離から

私たちの小さな天体がどのように見えるか観察したらどうかとフ丁−コ

船内に適温を保つ気密装置は壁と壁とのあいだに仕掛けてありますし︑
その他にも皐＜の設備がありますが︑説明するのに十分な時間がありま

ソがうながした︒

光によく似てい古が︑地球で澄んだ夜空に見られる月光のような清純さ

私は見た︒驚いたことにわれわれの天体は白い光を放っている︒月の

せん︒船内のあらゆる部分のさまぎまの壁には中へはいるためのドアー
がついていて︑そのために各装置へ容易に鮭近できます︒各般には数名
の棟概技師が乗っており︑交替制で働いて各部を絶えず点検しています︒
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ではない︒地球をとりまく白い輝きはかすんでいて︑大きさは早朝に地 宙とその活動に私は仰天した︒例のホタル現象以外に︑燦然と輝く無数

平線上を昇る太陽ぐらいである︒地球裏面には地球だと断定できる痕跡 の巨大な光体が空間を通過するのが見えるのだ︒私にわかったかぎりで

は何も見えない︒ただ下方に大きな光の球のように見えるだけである︒ はこの光体群は燃えているのではなく︑ただ光っているだけである︒特

また︑ときどき宇宙空間よりも黒い︑いろいろの大きさの黒い物体が

﹁いいえ﹂とイルムスが微笑して言ったが︑それ以上は説明しなかった︒

の宇宙船なのかと尋ねてみた︒

ここから見れば︑そこに無数の生物がひしめいているとはだれだって想 に或るl個が二雇の異なる色−−・−赤︑紫︑青色を放っているようだ︒他
像できないだろう︒
この八万キロ聖局度でパイロ㌢トたちは自動操縦装置を作動させてい
た︒イルムスが一同に加わって私に説明した︒﹁各操縦室には自動操縦

装置が 口ずつそなえてあります︒これらは単独にもいっしょにも作動 通過するのを認めた︒しかしこの動く物体のどれも母船に衝突はしない

によると︑これはわれわれが流星といっているもので︑地球の大気中を

しますが︑船体の進路を完全に制御したり︑危険が近づくのを警告した ようである︒ときどきこの黒い物体すらも部分的に光ることもある︒話
りすることもできます﹂

ないのかと尋ねてみた︒

フ丁−コソが説明した︒﹁母船自体が自然の力

〝電磁気″とあな

見たところこれらの物体は母船の方に直進しているのに︑なぜ衝突し

男のパイロットは自分の部署にとどまっている︒イルムスが説明に注 通過するときに摩擦を生じ︑そのときだけ地上から望見されるのである︒
釈を加えた︒﹁各操縦室にはいつも一人はパイロツトが働いていなけれ
ばならないのです﹂
もっと近寄って操縦装置を見たらどうかとすすめて＜れた︒

も過剰なパワーを持っていて︑このパワーには外壁をつらぬいて空間の

各座席の片側には床にチューブのような物があって︑パイロットが楽 たがたは言うでしょうがfを利用しているのです︒しかも船体はいつ
に内部をのぞけるような高さに立っている︒イルムスが説明Lた︒﹁あ

いのもあります︒しかしときにはこの影響が外部の数マイルにまで及ぶ

なたが最初に船内にはいったときのあの大きな操縦室で気づいたかもし ある距離まで放射されるのもありますが︑なかには少ししか放射されな
れませんが︑これはそこにある望遠鏡に接続しているのです﹂

しかしこのとき望遠鏡は操作されていなかった︒これは母船が実際に 場合もあります︒これが微小物体すなわちあなたがたの号口うイン石をも

彼は説明を続けた︒宇宙空間のあらゆる天体は空間に対して陰極にな

石塀をよせつけないわけですJ

惑星間を飛んでいるときか︑または観測や調整の目的で停止していると 排除する防壁として作用し︑絶えず放射されるこのパワーによってイン
きにだけ使用されるのだろうと思った︒
室内のこの部分の床全体が偵察機の床の場合と同様に拡大レソズにな

がって陰極の放射線は陰極の天体すべてに反発し︑同時に船体の摩擦熱

っている︒しかしこのときにかぎっての船体の角度では︑ひぎまずかな っており︑いわば電磁力の海の中を泳いでいるようなものである︒した
くてはそれをのぞけないだろう︒

外で発生しているーヽとをすべて見ようとして目を緊張させたとき︑宇の発生を防ぐのだという︒

LT土

まー屯
私はこの葉しい光景を楽しみながらいっときたたずんでいたが︑

︑︑︑l︑︑・︑︑リ・︑

で青年の心に吹き込まれている〝敵″に対する憎悪の信条について考え

を少しでも理解している自然人の天性ではないからだ︒また︑愛そのも

てみた︒というのは︑殺したいという欲求は創造物のなかの自分の位置
なくパイロットたちがもとの庸へついたので︑われわれは最初に乗船し

たときに母船が停止していた六万四千キロの位置に帰った︒

のである万物の〝永遠の父″にささげられる祈りを︑名状しがたいほど
船体が動くときにそれとわかるほどの急降下やターンなどは感じられ

冒漬していることも考えてみた︒しかもこのようにして天性の人間性そ
なかった︒母船の動きはあまりに静かなので︑ほとんど気づかないほど

だ︒

のけ
ものを裏切りながら自分たちを祝福してくれと″父″に頼んでいるの
である︒聞こえてくる昔は回転中の一局凰槻を思わせるかすかな音響だ

だ︒

止

に浸透Lたことはない︒これはいつまでも私

二人は沈黙していた︒こんなことはいままで何度も考えたけれども︑こ

呼吸やバランスを保つための特殊なヘルメットその他の装置をつけて こうした思いが私の心を流れていたあいだ︑イルムスとフ丁−コソの
いる老はいないが︑私はあらゆる事にずっと気をくぼっていた︒

のときほど痛烈に私の昔
非常に感心したのは︑船内でこれまでに見たあらゆる設備が押しポタ

ソで操作されるらしいことである︒しかも破壊用の武器らしい物はどの
こ胸から消え去らないだろうと思う︒

にも全然見あたらない︒しかし母船から放射される放射線でコソトローまもなく7丁−コソが呼びかけたので︑普通の家庭用ラジオほどの装

ルされる自然の反発力を宇宙空間で見たあとなので︑必要とあればこ置
のに目が引かれた︒スクリーンはテレビとそっくりである︒彼が説明し

まで未知であった言語を短時間で知＝ることができるというのだ︒未発見

ゆる言葉は音楽の音階に似ている︒この法則を知ることによって︑これ

た︒あらゆる旋律は一定の音譜で組み立てられるが︑それと同様にあら
放射線の力は自衛用としてきわめて有効に応用されるだろうという強い

感じが起こってきた︒
この考えにフ丁−コソが答えて言った︒﹁そう︑そのとおりです︒だ

我の生命の対抗と

が何を意味するかを正確に示すのである︒いうまでもなく︑ 彼が見せて

の振動が現われたときは画像に変えられて︑この未知聖一基聞または振動
がまだその必要が起こった例はありません︒その上︑もしその問題が単
に私たちの兄弟一丁−好戦的な地球人でさえ

﹁大昔地球に住んでいた人々は音響と振動に関する宇宙的な法則を完全

んだにちがいない︒とにかくイルムスは楽しそうに笑って尋ねた︒

これはまったく掛掛絵のような話なので︑私の顔には当惑の色が浮か

いうだけのことならば︑私たちは兄弟を殺すよりも自分たちが殺される くれたテープは地球で見たいかなるテープとも違っていた︒
方を選びます﹂
含蓄あるこのさりげない言葉に私は深＜感動した︒そして地球の同胞

の︑分裂した民族のはなはだしく異なる考え方を悲しく思わないわけに

はゆかなかった︒各国はいまも多くの恐るべき破壊用武器の生産競争に に理解して応用していたと申し上げれば︑びっくりなさるかしら了﹂
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イルムスが続ける︒﹁この知識は地球の現代の文明ではすっかり失わ

没頭している︒それは世界中の増加してやまない多数の同胞に死︑苦難︑ その真実性を長いあいだ考えていたのだと私は述べた︒

∃≡∧1盲∨毒■

病気などをもたらすだろう︒殺人の準備をするための必要な一部分とし
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青空から二個の〝ミサイル″が落下したのである︒そのミサイルは碇泊

た考
︒まず一つは︑韓国の西海岸の押合︑亡川湾の海中に︑雲一つない
れていますが︑あちこちの少数の人がその可能性についてほんの少しし
え始めています︒他の惑星︹複数︶ではこの振動の法則が教育システム

中から飛び出て上昇し︑やがて視界から消えたと報毒された︒別な事件

ルの高さの水柱を巻き起こしたが︑そのあと〝ミサイル″はふたたび海

中と
の表
水上鹿母艦ガーディナーズ・ベイ号の近くに落ちて︑約三十メート
の基本的な考えになっています︒これを基礎として生徒たちは知識

現のあらゆる分野で急速に学ぶことができるのです﹂
このときプア−コソが言ウた︒﹁さあ︑休憩室へひきかえさねばなり

る︒

コットランドの沿岸沖で発生したもので︑これもほぼ同じ内容であ
ません﹂イルムスを先に行かせようとしてあとずさりをしながら︑は
こスの
巨大な母船がt万二千メートルから八万キロまで上昇したときに︑船内

フ丁−コソは私の心を読み取ったとみえて次のように言った︒﹁あな
に動揺が全然感じられなかゥたのはなぜかと尋ねてみた︒
たが
﹁まったく簡単なことですよ︒船体が非常に精密に作られているか
らこ
での種の宇宙船を撮影した写真に〝潜水艦型″．と名づけたのはまっ

正い
しかったわけです﹂
す﹂とフ丁・トコソが答えて︑更につけ加えた︒﹁地球の潜水艦がた
そくう

ている︒近寄って行くと二人は立ち上がって︑多くのイスにかこまれた

このとき私たちはラミューと年輩の人とを残したまま出て行ったあの
られているのと同じです﹂
うふうに作
この人々が地球人や地球上の発達状態に博通しているのを知って大
︑き
私な休憩室へはいった︒二人はまだそこにいて彼ら空音葉で語り合っ
はまたもや驚いてLまった︒

彼は続ける︒﹁地球の潜水艦は水面下へかなり深く沈みますが︑小
乗型
組テーブルの方へ歩みより︑私たちにも仲間に加われと手招きした︒

こ艦
れらのイスは食堂用か事務所用みたいだが︑はるかにすわり心地が
員は艦の装置によって記録される動きをほとんど感じないでしょう︒

い航
︒一同が着席するとカルナとオーソソもグループに加わった︒
は注意深く設計してありますから乗組員はまったく快適です︒水中よを

︹ト
台つきダラス︶
テせ
ーブルの上には澄んだ液体のはいったゴブレッ
行する船と宇宙を飛ぷ船とのあいだに実際にはさほどの相違はありま

かった︒なんとも言いようのないような微妙な甘さをもつ味である︒ね

がが
な︑
らべてあり︑その液体はきわめてスカッとするものであることがわ
ん︒ただ違うのは私たちの宇宙船は〝自然の″力で推進するのです

薄氷艦は人工的な力に掃っている点です﹂

スが抽出される果実の名を知らされたが︑地球でこの味に比較できるも

あって︑すすらねば飲めないような種類のものだ︒このジュー
相手聖二ロう相違は大変なもののように思われたが︑私はだまっば
てり
い気
たが︒
フ丁−コソが続ける︒﹁もし地球人が宇宙のいたる所に存在する自然の

の飛
はび
思いつかない︒
エネルギー源の利用法を知れば︑私たちの宇宙船みたいに海面から

地水
球を出発してから現在までに経過した時間はかれこれ一時間ほどで
上がって大気圏を通過してそのまま宇宙空間へ舞い上がれるような潜

ある︒しかしこの束の間に地球での六十一年の生涯中に得られなかった
艦を作ることができる王うになりますよ﹂
のより偉大な概念にむかって私の全生命と理解力が開いたのである︒
このことで私は一九五一年の始め頃に報毒された二つの事件を思宇
い宙出
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さて一同がテーブルのまわりにすわると︑全員の目は年輩の宇宙人の

方へ向けられた︒彼が語り始めたのだ︒あらゆる惑星にはこ聖干宙人と

同じほどに発達した人がいることは後に説明されたけれども︑偉大な進

化をとげた人の面前に私がいることに気づかないわけにはゆかなかった︒

そして私ばかりでな＜同席者全員の態度も︑みんながその人の前できわ

めて謙虚な気持になっていることをあらわしていた︒この人の現在の肉

体の年令が一千年近いことを私は知ったのである︒

続く一時間ばかりのあいだその人は話したが︑それは一分間ほどにし

か思えなかゥた︒全員は細心の注意を払って聞き︑偉大な英知を持つこ

の人にむかってただだまっているだけだった︒

5章指導者との会見

一

﹁友達よ﹂と偉大な指導者は言った︒﹁あなたはここへ案内されて私た

ちの小型棟やこの大母船の内部にある物を見ました︒小型株にしても母

般にしても乗ったのは短距離にすぎませんが︑地球の同胞に伝えるため

の豊富な知識を与えるには十分な乗船です︒また大気圏外がどのような

ものかとか︑それがまったく絶えまのない活動をしていて︑結局は万物

を生み出す活動分子で満ちていることなどを知りました︒そこには始め
も終りもありません︒

広大な宇宙には地球人が惑星と呼ぶ無数の天体があります︒これらは

万物がそうであるように形が異なりますが︑私たちの惑星や地球に非常

によく似ています︒しかも戒心尾のほとんどには人間が住んで︑あなたが
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る重いヘルメyト︑付属するパイプ︑携帯袋などに関する一般の概念を

たや私たちと同様な人間によって支配されています︒私たち草
と耳
同ら
じれ
よる
うようなものとはまったく異なることがわかロます︒
な人間を維持できるほどに発達した惑星もあれば︑生長においか
てつ
そて
れ地
ほ球の大陸間の距離は大変なものと考えられ︑両方を横断
どの発達段階に達していないのもあります︒あなたが知らねの
ばに
な長
ら年
ない
月を要したことを思い出してごらんなさい︒いまは航空
のは︑各世界は〝形態〟にすぎず︑それらの世界も最小の物去
かの
ら時
最代
大に
の必要とした時間を比例した短時間にちぢめています︒
物に至るまで万物が体験する長い生長の期間を経ているとい距
う離
こに
と変
でり
すは
︒ありません︒あなたがたが自分の知隷をのばして無
各惑星は中心の太陽の周囲を他の多くの惑星と完全なタイ間
ミソ
でグ
作を
用保
している諸法則を知るならば︑そのようになるでし上う
ちながら同等に運行し︑一単位またはいわゆる太陽系を構成しぁ
てな
いた
まが
すた
︒地球人がまだ知っていない別な事実がありますが︑そ
私たちが宇宙旅行によって学び得たかぎりでは︑どの場合でど
もん
一な
太人
陽間
系の肉体でもどこの惑星でも適応して生きられるという
には十二個の惑星があります︒それ以上になると十二個のこす
の︒
よ惑
う星
なの
太大きさや年令によっては大気の状態に多少の相違はあ
陽系が太陽に相当する中核の周囲に結合されていて︑これらが
の︑
太地
陽球
系の
が海面と数千フィートもある山上問で経験する相違と大差
地球の科学者の言う〝島宇宙″を形成しているのです︒更にり
こま
のせ
よん
う︒
ななかにはこの変化で影響を受ける人もありますが︑や
十二個の島宇宙が多くの館を持つ〝覚〟の住み家の中で広大み
なな
一順応するようになるのです﹂
形成する⁚・というわけで︑結局は無限です︒
漫画から専門家と目される人々のまじめな論説に至るまでよく措
私の惑星や私たちの太陽系内の他の惑星︵複数︺では︑あなたがたが

〝人間〟と呼ぶ創造物は︑各種の発達段階を通じて︑地球人
つがら︑われわれの世界︹地球︺こそ宇宙を通じて最も未
思の
い想
出像
しもな
かないほどに知的に社会的に発達し︑進歩しています︒このな
発の
達で
はは
︑な
あかろうかと考えてみた︒

なたなら自然の法則と名づけるかもしれないものを固く守るこ
との
に想
よ念
っを読みとウて休むことなく話し続けながら︑この偉大な
私
てのみ達成されたのです︒私たちの世界︵地球以外の各惑星︺では︑そ
者は言った︒﹁そんなことはありませんヲ地球はこの太陽系では最
れは時間と空間のすペてを支配する〝至上なる英知″の諸法発
別達
に状従
こりますが︑他の太陽系の惑星︹複数︶にはそこの住民が社
態う
にあ
とによる成長として知られています︒
会的にも科学的にも地球の水準に達していないのがありますし︑ま
あなたもごらんになったように︑私たちはあなたがたが部学
屋を
の横
分切
野る
ではすばらしい進歩をとげて︑宇宙旅行などをやっていな
のと同じように容易に宇宙空間を航行できます︒宇宙旅行はも
︑︑
惑人
星間
やや
人社会的な理解の面では低いままにある惑星もあります︒
間ばかりでなくあらゆる天体を生かして活動させている諸法則
をた
マち
スの
タ太陽系の地球を除く全惑星の住民は自由に宇宙を旅行し
私
ーした人にとっては困難ではありません︒そうなると︑宇宙ま
のす
こ︒
の近
よ距
う離だ
ヽけを行なう人もあるし︑非常な遠距離の旅行に出か
な二個の天体問の距離すなわち各世界問の距離は︑地球で距別
離な
に太
つ陽
い系
て群に到達する人もあるのです︒
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この冒険にたいして地球人は新語を作る必要があるでしょう︒あなた

がより大きな理解をまじめに求めようとする欲求が地球の各地で増大し がたは私たちの宇宙船宇−地球人は空飛ぷ円盤と呼んでいますが

す︒それどころか人間自身についてもほとんど知識はないのです！

他の世界や宇宙の構成について多くの誤った考え方を持っているわけで できるその速さに驚かれるでしょう︒

生命と宇宙に関する地球人の理解力は葉に貧弱なものです︒その結果 時間の概念に従ってさえも︑宇宙旅行を達成したときは他の惑星へ到達
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本的には地球人のそれと同じです︒あらゆる人類の天性としてI−・たと

いその天性がどんなに深く埋もれていようともlロ同遠なものにたいし

て昇華しょうというあこがれがあります︒地球の学校制度はあ皇日蕪で

んで︑彼らがやっているように他の世界を訪問することができるように

なるだろうか︒
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ちがこの力を︹推進力を︶あなたやその他の地球人に洩らして︑それが
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球人はいわゆる〝時間″に束縛されているのです︒しかしあなたがたの 建造に成功するだろうと考えています︒この実現はまったく可能ですが

私の心中の質問にたいして指導者はペつだん答えないで続けた︒﹁地 は遠からぬ未来に惑星間航行用として私たちの宇宙船と同様な宇宙船の

有権をすでに主張していることをご存知でしょう︒地球の多数の科学者

の地球上に住みながらいつの日かわれわれも宇宙を支配する諸法則を学 を占有する者もあるでしょう︒
地球のあるグループが軍事基地として使用するために月の財産権と所

高い発達をとげた惑星に進歩してゆくことを意味するのがわかった︒こ 建造し︑銃砲を積みこんで︑征服の書簡をもって撃ちまくり︑他の世界

指導者がこのような説明をしたとき︑地球人も用意ができたときには 一般の知識になったならば︑地球人のなかには宇宙旅行用の船をすぐに

くからです﹂

んで︑宇宙的な生長と奉仕について次第に高度な理解と発達をとげてゆ て互いに平和と兄弟愛でもって生きることを学んでいません︒もし私た

は学年から学年へ学校から学校へと進み︑より高度な充実した教育を受 いに役立ったこの知識をよろこんであなたがたに伝えることもできます
けてゆきます︒同様に︑人間も惑星から惑星へ︑太陽系から太陽系へ進 しかし地球人は私たちが他の惑星で持っているような万人の幸福を求め

宇宙の生命の進化の過程にならっています︒というのは︑地球の学校で について多くを伝えてあげることはできるでしょう︒また︑私たちに大

船は進行方向に急角度で方向転換したり︑地球の飛行家や科学者たちを
不思議がらせるようなスピードで動いたりできるわけです︒
私たちは引力の制御法や︑或基からの安全な離陸と到着に必要な知識

まず地球人が理解しなければならないのは︑他の惑星群の住民は根本 のです︒あなたがたはそれを〝無重力″と表現しています︒こうして私
的には地球人と変わらないという事実です︒他の世界の生命の目的は基 たちは引力の干渉や抵抗から妨げられないのです︒だから私たちの宇宙

うとする人のすべてに私たちの知識を伝えようとしているのです︒

ているのも事実です︒したがって地球人が現在歩んでいる道をすでに通 飛ぶと言っていますけれども︑この〝飛ぶ″とい皇コロ葉は地球の飛行
ってしまった私たちは︑よろこんで援助の手をさしのべて︑受け入れよ の作動にふさわしいものです︒私たちは地球人が言っているように〝飛
ぷ〟のではありません︒機械的な方法によって引力を無効にしてしまう
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︶︒問題はそれなのです︒テスト爆発のエネルギーや放射能が地球の大

の科学者もこの原理にもとづいて研究すれば多くの理解が得気
ら圏
れ外る
にで
まし
だ出ていないにしても︑この放射能は地球人の生命を危険に
ょぅ︒というのは︑自然自体はオープソマインドをもって探し
求てす
いる
ま人
すの
︒やがて分解が始まり︑そのため科学者や軍人が〝爆弾″と
すべてにその秘密を洩らすからです︒
言っている物の中に閉じ込めている致命的な元素でもって大気を満たす
すでにお聞きになったように︑私たちは学ぶために宇宙を旅
行ょ
しう
ま︒
す︒
でし
私たちの宇宙船内には多くの轢械装置があって︑そのなかにはこ
あのな
爆た
弾が
から放たれる放射能はやっと地球からこのあたりまで達しよ
見たのもあるし︑まだ見ていないのも沢山あります︒地球でぅ
はと
私し
たてち
いの
るところです︒空気より軽くて空間自体より重いからです︒
宇宙船のすべてを〝円盤″と呼んでいますが︑多くの目的のし
たか
めし
に地多
球種
の人類が大戦争で互いにこのエネルギーを使用するならば︑
類のさまぎまな型のものがあるのです︒最大の宇宙船は絶対地
に球
地の
球人の
口大
の大部分は絶滅し︑土地は不毛となり︑水は汚染され︑長年
気圏内にはいりません︒実際には︑それらは地球から数百万月
マの
イあ
ルい以
だ内
生命は生存できなくなるでしょう︒銀河系中の地球のバラン
には決してはいらないのです︒この巨大な宇宙船で旅行する数
千草の
人ど々
スを
コほ
に地球自体のボディーが破砕される可能性もあります︒．
を危険にさらすことはできないのです︒というのは︑もし地球こ
でれ未
ら発
は達
直接地球に関する影響ですが︑私たちにとっては宇宙旅行が
な地球人の眼前に着陸しなければならないような事態が発生長
しい
たあ
場い合
だ︑
困難かつ危険になるでしょう︒なぜならその場合こんな多数
私たちの同胞が危うくなるからです︒
の爆発で放射される放射能が地球の大気をつらぬいて大気圏外に出てく
友よ︑この頃私たちが地球へやって来るおもな目的は︑今日
地で
球す
人﹂
るの
から
をおびやかしている重大な危機について警告することなのですも︒
し地
実球
際人
に戦争が発生した場合︑彼らはどの程度に地程人を阻止する

亭うです﹂と指導者が答えて﹁まった＜そんなものです︒だから地球

地球人は今日の地球で見出されるような利己的な個人生活よの
りな
もか
︑の
他いの
かなる人が気づくより以上に多くの事を私たちは知ウていま
世界の人々によって生かされている全包容的生活をとり入れす
るか
こら
と︑を
で学
きるならば地球人を啓発することがわれわれの義務であると
ぶまでは︑大勢で来たり滞在したりすることは許されないで思
しっ
ょてう
い︒
る地
のです︒あなたやその他の人を通じて︑私たちが伝えたいと
球人には大気圏外について学ぶべきことが沢山あります︒あ思
なっ
たてが
いた
るが
知識を地球人は受け入れることができますし︑反対に彼らは
空間を動くのは宇宙自体に乗ることであるからです﹂
耳をふさいで自分自身を破壊することもできますが︑その選択は地球人
私は宇宙を︑活動してやまない大海にたとえながら︑よく側
用に
いあ
たる
たの
とであって︑私たちは命令することはできません︒
えを思い出した︒そして地球の海洋定期船が海の波に乗って︑あま
なた
たは
がそ
私たちの兄弟と地球で初めて会ウたときに︑彼は地球の原爆
れを突き抜けて進行するように︑この惑星間宇宙船皇子宙のの
活爆
動発の
にちの関心の的になっているのだと述べましたね︵注‖一九
が波
私た
乗って進行するのだと思ウた︒
五l亭十一月二十日のデザートセンターにおける会見時の話皇息味する ▲
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しながら︑この同じ原理によって地球人は同胞に暴力で対抗することは
ことを正当と感じているのだろうかと考えてみた︒
指導者は私の心中の質問に答えて言った︒﹁ご存知のように︑地で
球き
のなくなるでしょう︒あらゆる人間の中にひそむ信念や天性がー与れ
がル
自ギ
分の生活を支配し︑自分自身の運命を形成するという聖なる特権を
兄弟がやっと用いることをおぼえた爆弾よりもはるかに強力なエネ
人間が持っていると本人に感じさせるのですがー たとい試行錯誤の道
ーを用いてコントPlルする知識を持つ私たちは︑望んだとすれば私た
であるにしても︑あらゆる集団︑国家︑民族に等しくあてはまるのです
ちの強力なエネルギ1で地球人のエネルギーを無力にすることもできる

進た
歩からはずれる多くの下り道があるのと同様に︑上方へ通ずる道も
でしょう︒だがいままでに話したことを思い出してごらんなさい︒私

あのり
ちはたとい自衛のためで旦干苗の兄弟を殺しません︒地球人の行動
意ます︒一人は前著を選び︑他の人は後者をとるかもしれませんが︑

こ
義を彼らに知らせることによって︑このような戦争を防止しようと
努れ
力は兄弟たる二人を分離させるものではありません︒たしかに人間は

望は
む無
ならば他人から皐くを学ペるでしょう︒無限の創造という広大さの
していますし︑今後もその努力を続けるつもりでいるのです︒人間

なかでは︑これしかないという一本の道だけがあるのではないからです
知のゆえに戦争を起こすからです﹂
地幻
球で私たちは〝幸福への道″とい皇ゴロ葉を何度も聞きましたが︑
一条の光線が相手の商を照らし︑その目は内部にひそむある葉しい
れそは
影を見つめているようである︒その人は静かに話し続けた︒﹁およ
人よい言葉です︒進歩とは幸福なのであって︑その始まりから上方へ
の道にずっと敷かれているからです︒そして幸福は人々を︑他人の努力
間でいわゆる〝ユートピ7″すなわちほぼ完全な世界をかつて夢想しな

がで
自す
分︒の努力とは異なる性質のものであるにしても︑その他人の努力に
かった老はありません︒人間が想像するものはどこかに実在するの

た人い
したがってあらゆる物事が達成される可能性を帯びています︒地球
にして寛容の心を持つ兄弟にするのです︒

地っ
球て
や地球人に悪いものは何もありません︒ただし理解力の欠乏のた
とってもこれは可能なのです︒銀河系の他の戒心星にいる私たちにと
もいまそうなのです︒地球人のなかに次のように叫んだ人々がいまめ
すに
︒〝唯一の最高者〟の宇宙的な生命界において彼らは幼児です︒すで
にお聞きになったように︑私たちの世界では創造主の法則を〝実行〟し
r万事に達成の可能性があるとすれば︑ずいぶんおもしろくない完成だ
て
ろうなー・﹄と︒そんなことはない︑友よ︑万事に段階があるよう
にい
完る
成のですが︑一方まだ地球ではその法則について語っているだけで
する︒
にも段階があるのです︒私たちの世界ではみな幸福ですが︑停滞す
者いまあなたが知っている教訓だけでも〝実行″するならば︑地球人
はいません︒丘の頂上に登ると下から見るときと違ウて更に別な丘は
が出
見かけて行って互いに殺し合うようなことはしないでしょう︒そうな
えてくるのと同様に︑常に進歩というものがあるのです︒次の高され
にば
ま彼らは自分が生まれてそれゆえに〝故郷″と呼んでいる場所で︑善
と幸福とを達成するために自分自身の内部で︑自分の集団内で︑自分の
で登る前に︑あいだにある谷を横切らねばなりません︒

宇宙の法則にたいする理解力は向上もするし停滞することもあり国
ま内
すで
︒働くようになるでしょう︒

】当1

I

」当欄月頂

地上
球人は地球全体にいかに早く変化が起こり得るかを知ったら背くだ
現在の私たちもそうですが︑地球でもそうでしょう︒知識によって向

東叩丁

られて仕事が＝鱒落するまで七︑八年間をどうしようもない日本の田舎

ろうと思います︒あなたがたは世界中に放送の媒体をろ
持が
ウ実
てに
い幸
る運
のだ
でっ
すたのは︑すばらしく語学の達者な親友の
から︑疑惑や非難のかわりに万人にたいする愛と寛容病
ををう
ながすメッセ
得て日本橋白木屋を休職して帰郷L︑日赤病院へ入院されたことで
ージを流すならば︑受容的な人が出てくるかもトれま
︒渡
地り
球に
人船
のと
大ばかり早速ゲラを見せてあれこれと教示
ぁせ
るん︒
部分は闘争とその後に残る悲哀でいやになっているか
でこ
すれ
︒は
彼偶
ら然
はな
白援助ではなかったと思う︒その後﹁テレ
がら︑
骨たちを救ってくれる生き方の知識をかつてないほど
渇と
望に
しな
てっ
いた
る︒
ここれがひどくむつかしい︒するとまた奇
すにこ
とを私たちは知っています︒また彼らは第三次大戦の
種人
子の
を姿
残な
すど
のめ
にっ
役たに見られない島根県の片田舎ヘアメリ
外
立ったにすぎない二つの大戦の結果を見たり︑ひどい族
思ぐ
いる
をみ
しで
た赴
り任
しし
たてきて住みついたのである︒天の助けと
ために︑彼らの心中に恐怖と混乱があることも知って
いを
まか
すか
︒えて先生の家へかよった︒意味のよくわからなか
書
そこで地球上のあらゆる所にいる受容的な人々ととイ
もン
にド
情︑
動ソ
する
ウな
ルら
マインド等のアダムスキー独特の造語を明
ば遅すぎることはありません︒しかし︑友よ︑これはヵ
急英
ぐ語
ので
で詳
す細
︒に
あ説
な明して下さったのが︑このロバート・カ
たの使命に〝無限なる父〃の祝福をこめて前進しなさ生い
そ
こ﹁の
希パシー﹂は成功Lた︒
で︒
ある
︒し
おかて
げで
テレ
望のメッセージを伝えている他の人三他のコンタクティ
増ー
野た
氏ち
も︺
カ甲
ニ声
ソダハム先生も実に立派な方で︑私は大きな
たが︑なかんずくアダムスキー関係の訳業を助けるために
にあなたの声を合流させなさい﹂︹第五章終り︒以下次号︶

≠乙L一L呉l‡をt︐諷ナ星l繋F月l■■︐ft一

の十二月にやっとゲラが果て初校にかかった︒Lかト自信がない︒とこ

ぁがっ．てくる︒クリスチャンになれとは一言皇ロわず︑語学の問題だけ

る﹁何か﹂である︒︵訳者︺

校の英語教員とはいうものの全く実力のなかった私と
はな
翻っ
訳て
に固
ずめ
いら
ぶれ
んて
難いる︒私の語学はまだ幼稚なものだが︑
渋Lた︒勤務のかたわら聖一カ月かかって志脱稿し︑ただちに高支社
何かを学びとウたと思う︒語学以外の﹁何か﹂である︒その
へ送ったが︑すぐにはゲラにならない︒なかばあきは
ら何
めか
て冒
いよ
たく
らは
︑わ
同か
年らないが︑白骨よりもすぐれた人々から

くLて私の存在の昔碁はあり得ない︒これを翻訳して世にひろめるため
を語り︑おそろしくていねいで︑驚くほどに親切であったこ
に私はこの世へ出てきた人間だったのではないかとよ
いり
うも
寛若
がか
すっ
るた
︒が︑偉人であった︒
初めて訳にとりかかったのは昭和三十年の十二月で考
あえる
︒当時田舎高
てみると私のささやかな力はすべてこうLた方言ご援助が土台

っぶやく声を耳にLながら二十年近くが過ぎ去ってしまった︒この書な

ですごされたとしか思えないこの先生の出現は︑まことに不
∧翻訳閑話∨﹁空飛ぶ円盤同乗記﹂という題名は私た
の︒骨
のシソにまでく
教会の広いホールの中で先生とただ二人で対座Lてアダムスキーの
い込んでいて︑私とは同乗記であり同乗記とは私な原
の文
だの
と講
内釈
部を
の聞
何い
かた
がときの先生望同貴な凰ぼうが今もあぎや

ー40一
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生いかがお過ごしでし

続いておりますが︑先

本当に毎日暑い日が

二人で出席させていただきます︒

んでいるしだいです︒僕の友達の近藤君と

ただきました︒今年は出席できることを喜

長い摩をはき出していました︒見た当時は

不思議なことに後部からもくもくと択色の

塑で︑ひじ1うにゆっくりと飛んでおヮ︑

ました︒

確率が八十．ハーセソトになったときもあり

先日︑全く知らない人が二人︑僕の家に

いました︒

御幸抵ありがとうござ

元気でやっております︒

上うか︒もちろん僕は

の思想の中からこの存在を見つけることが

感じているしだいです︒よくまあこの無限

ができることは非常にしあわせなことだと

て人間本来の畢にもどろうと努力すること

しこの宇宙を貫く法則の存在を知り︑そし

僕はまだ理解はできていませんが︑しか

ムスキーの著書もすべて読み宜した︒今は

盤に関する本を徹底的に読みあさn∴

盤だとわかったのです︒それ以来空飛ぶ円

が写りていたので︑あとになってそれが円

ーで撮られた円盤の写真にまったく同じの

それが何だかわかりませんでしたが︑．ヘル

思うのです︒空飛ぷ円盤の持つ驚異的なス

の推進方法に関する記事も載せてほしいと

らです．ところでぽくとしては空飛ぷ円盤

APは宇宙哲学についても研究しているか

の報苺にとどまっているのに対し︑日本G

かの円盤研究操関は主に空飛ぷ円盤の出現

内容は非常に充実していると患います︒ほ

ところで日本GAPのニューズレターの

事実︶を初めて聞き︑知ったなら︑驚き︑

に苦いておりました︒もちろんこのこと︹

知識も幾分話してあげました︒彼等は非常

話したと思います︒アダムスキーから得た

校一年生の人たちでしたが︑蹄二時間程度

先生︑より御活動を続けて下さい︒心か

するとすぐ心の快へと進む傾向があります︒

のが持てるようになりました︒でもへたを

われます︒僕にも幾分心のゆとりといぅも

実にすばらしく︑知識そのもののように思

GAPの会誌読ませていただきました︒

も暗記するまで︑つまりキリスト教徒でい

分間ずつ毎日少しずつ読むようにし︑何度

くなってしまったものですが︑今ではtニ十

とで何が書いてあったかさっぱりわからな

説を読むようにさっと読んでしまって︑あ

﹁生命の科学﹂などははじめのころ︑小

おります︒

いでしょうか︒それではご活薩を期待して

推進機関として研究の価値があるのではな

になる可能性がつよく︑ロケットにかわる

ピードと飛行方法は未来の地球の推進横関

ある程度疑惑が生じるのは当然なことだと

ら祈ります︒僕もがんばらしていただきま

のことを見るペきだと言われるかもしれま

ればいいとお考えでしょうか︒現在の彼等

こういう場合︑先生はどのような態度を取

なにか彼等に悪いような気がするのです︒

な立場をひきうけ︑彼等に話したことに︑

もできず申訳なく存じて屠ります︒とまれ

もいろいろな事情から分相応並の御協力？

導賜り誠に感謝の言葉もありません︒小生

専きお仕事をお進め頂き︑また後輩をお指

いよご健勝のこととお慶び申し上げます︒

残暑御見舞申し上げます︒先生にはいよ

をつぶりて﹁ネコよ︑私のそばに来なさい﹂

りていたネコの輩を中心に思い浮かべ︑目

今年の八月に旅行した時︑そこの家で飼

寛がします︒

すが︑近頃では急に精神が高揚したような

ました︒始めはあてにしていなかゥたので

ないので︑数取り器による想念観察も始め

います︒もちろん読むだけでは何にもなら

えぼ聖書のつもりで読んでいこうと思ウて

中学≡年の私は︑事実上一人でUFOの研

争いためです︒また昨年の文化祭にも当時

帯︼日経日という日は練習日にあたるのが

後輩を教える立場にあるので︑ピうも毎月

のも私は．ハドミソーソクラブの主将であり︑

に出席するのがやっとであります︒という

月例会に出席する畿会にめぐまれず︑総会

くの事を学んで集ましたが︑実際にGAP

中の学生です︒GAPに入会してから数多

私は東京都内私立芝学園高等学校に在学

実験も友達とやっています︒主にぽくが送

また学校ではテレ．ハツーの色を伝達する

コがいたのには本当にびっくりしました︒

と念じていて目をあけると︑そばにそのネ

化祭にあるグループ参加者の部畳を少々わ

たのです︒そして今年も九月九日十日の文

私は発表出来た事だけでも大変うれしかっ

あり︑あまり反響はなかったようですが︑

究発表をしました︒資料不足や人手不足も

草生・武田堆児︺

せんが︑彼等は今もより研究心を燃やして

先生の御期待に副うような自分になりたい

ぽくは高校生ですが︑空飛ぶ円盤に興味

信し︑友達に当ててもらうのですが︑色は

けてもらい︑研究発表を小さいながら開こ

中学丑頭・

その原因はこの僕がもっとよく理解したう

をもって以来︑円盤の研究を兢けています︒

≡色ときめ︑黄色は．ハナナを中心に思い浮

うと準備を進めていた日︑私の所へ来たG

︹香川県

いるようです︒実にうれしいことであり︑

と努力しております︒︵東京

学生・御棟直人︺

思われるわけですが︑僕は少し誤ちをやっ
す︒

本当にしあわせだと感じておりますが︑す

羽鳥雅己︶

えで︑彼等に適切なことを言えなかったと

ぼくがそもそも円盤問題に関心を持ったの

かべ︑育は空または海︑赤はり∴′ゴといっ

等が宇宙の意識に目ぎめなかったなら1

ころにあると考えられるのですが−−−b こ

は︑実際に母船と思われる葉巻き型円盤を

h■巧．J

＜．︑．

れは少し考えすぎのようですね︒

■七っ真．．T

■↓一ヨ︐．Jj．一月﹁〜．

APエーーズレターに︑東洋英和女学院で

■洞〟∫二Y宜j︵石

7．∃︼≠﹂．．r■く．I︑−±．一︐−−h︼I．1≦く︑︼上．︼1■．．竃i

た工合です︒人によってさまぎまですが︑

■

この前日本GAP大阪支部から案内をい

m

き

見てからです︒これは銀白色に輝く葉巻き

解もできてないことを︑そんな貴重︑重大

ぐ〟もしも″ のことを考えてしまって︑彼

︵東京

たような気もするのですが︑自牙がまだ理

めています︒

アダ

やって釆ました︒円盤に興味があるそうで

もっぱら円盤熱から宇宙哲学の実践につと

ン沖沖沖ン拍抄抄舛弥沖拓竹抑

できたと思われるしだいです︒

＝暮士 fロ

した︒僕はうれしく感じました︒彼等は高

吻御地

音素諌■謹告
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の学園とすぐ近くにある学校でこんなにU

尭表を行なゥているということを知り︑私

六人もの私と同年の女の子が︑盛んな研究

後鳴り︑それが数回あったように思う︒八

ときは規則的に︵一1二秒おき︶二十回前

に初めて昔がしているのに気づいた︒この

ウて気持を落ち着かせようとしていたとき

命でした︒前からこんな大会に出席したく

と入ってくる新しい情報を維持するのに懸

きまして誠にうれしく存じます︒心に続々

生の実にすばらしい講演を聞かせていただ

八月二十日の日本GAP大阪大会で︑先

すが︑幾分理解できました︒先生ならびに

り理解しがたいものとして置いていたので

た残留意隷についてはいつもどうもはっき

喩を用いているとは知りませんでした︒ま

と思いました︒新約聖書がそれほど深い比

ストないしシ十カのことにはなるほどなあ

寺藷葦芽諸藩貰珪革藩篭豪雪意貰茸一﹁■■号瑞 崖ギ号音埴藷語尾屋耳宣

FO研究が盛んなのだと︑白骨が今までや
日の夜︑不規則的にかなり激しく鳴ること

てたまりませんでした︒他の慾星はいぎ知

たくさんの先輩たちに会うことができたこ

苦器鶉誓昂藷■増強叫封語■日長Hユて

ウて来たことがあまりに小さい事だと思わ

が数回あり︑それによって頭の左側半分は

らず︑この地球上であのような生命の奥義

とは実にすばらしいことだと感じておりま

蓋■笥■てンこ■l蓮

れ︑とても心悲しい思いでした︒機会があ

非常にスッキリしてしまった︒十日に至っ

を聞けるとは私たちは幸せものだと思いま

点薬音ち増子逼

れば彼女たちと交換をもちたいと思います︒

て午後四時頃︑頭の右側の部分でキーソと

特醤巧守

︵川崎市 学生・野川雅行︶

とうございました︒

す1毎年出席させていただきます︒ありが

ところで想念観察があのようにすごい意

す︒

数秒間︶︑右側の方も左側程ではないがか

というような金属音のような音が起こり︵
久しぶりでペソを取ります︒近ごろ私自

した︒実は私はいつごろからか鼻がつまる

以上︑これまでの手記からまとめてみま

何をしていいのか今だにさっぱり解らない

たかったのです︒というのも︑︼体自分は

その魂の目的というのは実は前々から知り

か︒

かと思っているのですが︑間違いでし上う

いは反射する役目を有しているのではない

り″というものは多分残留意識を吸収ある

この前から思っているのですが︑〝お守

六月四日午後七時半に初めて宇宙の意識

ことが多くなり不快で困っていました︒と

のです︒内部からの強烈な衝動が自分をあ

−利益目的で売られているお守りを身につ

味を持っていようとは知りませんでした︒

を体験︒机にむかってポサッとしていたら

ころがありがたいことに十三日の朝起きた

・り方向へ導いているのは社会人になってか

けていてもまったく無意味です︒それより

なn二︵ヅキリしてきた︒

︵﹁生命の科学﹂を一時間程読んだ直後で

直捷︑鼻の輿で妙な昔︵プツナツというよ

ら特に痛切に感じているのですが・・・︒

もアダムスキーの﹁生命の科学﹂

身に多少の変化が起きてきましたので︑そ

した︶急に何かに引き寄せられるような感

うな︶が少しして︑左側の鼻づまりがスー

それが想念観察によって知ることが出来る

分にとって最も気に入った部分を数行清‡

れについてご報告いたします︒

じがして︑改印瞬間には自分が後ろの方へ

ツとなくなってしまいました︒現在は右側

とは少しも思いませんでした︒これは実に

の中の自

学生・武田雄児︶

達のいたような︑別の世界にいるような感

もだいぶよくなってきたようです︒

︹香川県

じになった︒頭はスカヅとさえ︑身俸はひ

識の体験︵ほんの一瞬問ながら︶と頭の中

いた手帳で再開いたした訳です︒

り中止していた想念観察を先生からいただ

ズレタ・・の五十号を有難うございました︒

して携帯している方がよいでし上う︒編者

持がよい︒歓喜の情がわき起こった︒この

での昔により︑﹁感じ方﹂というものがだ

日常生活を大切にして周囲の人たちにと

先生のますますの御活躍に広島の地から声

重大な事と思い︑さっそく1年教カ月ばか

間わずかに十五秒前後であった︒この件験

いぶ変化したということです︒以前と比較

け込み︑その上でこの地球上で最高の知隷

援を送っている昔の一人です︒松江で二匿

その他私が特に気づいたことは︑宇宙意

の旗わかったことだが︑頭の中が以前より

して驚くほど楽天的になってしまい︑一体

であるアダムスキー哲学を学んでゆくこと

きしまり︑驚くほど生々として感じられ気

もすっきりして︑いままで激しかった感情

感などもよりハッキリと感じ得るようにな

暑中お見舞申し上げます︒GAPニュー

の波が青くほどおだやかになった︒

が変化したのだろうと思っています︒この

ぼかりUFOを見てから︑就職の関係で忙

らうつらしていたときに宇宙の意識と同調

ことにともなってでしょうか︑実は最近家

りました︒きっと脳の中の想念のパタ・・ソ の大切さを痛感しております︒また大会か

したらしい︒これも十−二十秒くらいのも

の中がとても明るくなってきたのです︒私
幾分しのぎ易い気候となりましたが・・︒

七月二十六日︑朝遅くまで寝ていてうつ

のであろう︒特に目立った変化はなかった

一人の想念が変化することによって周囲に

先日の大阪支部大会に出席させていただき

Lrt

︵広島県

会社員・加藤知行︶

︹広島県

井上隆夫︺

月日は秒一砂刻々と流れて人類の歴史を

祈りいたします︒

ターが舞い込み苦した︒先生の御健康を蕗

てしまいましたが︑警鐘の如くニューズレ

しさにかまけて空を見ることも少なくなっ

が︑以前よりもなお一層感情の乱れが少な

これほどの影響を与え得るとは思ってもみ

ました︒本当にすばらしく感じました︒ま

刻みつけ︑実相界においては過去む未来も

亡

j．︑慣

らグループ学習の重要さを痛感しています︒

＜なった︒

ませんでした︒こうなってみると全体の中

た実にたくさんの知識を得ることができた

八月十日︑四日から今日に至るまで時折

の自分に強く責任を感じる次第です︒

止．

︵足利市

なく︑今のみの久遠の生命が輝くのみ︒

l：rサ．L㍍汀

とつくづく感じている次第です︒特にキリ

誌紆監貨芋

¶

学生・村山祐一︶

∨五ノげ■≡

頭の中で音がしている︒舌を軽く鳴らした
ヽ
ような音がほとんどである︒四日の朝すわ

へ′

ll■−r．
ll
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たので︑不明な点はまた問い合わせてくだ

くなりますので︑箇条書きにしておきまし

ま書くと支離滅裂となってわけがわからな

にお知らせしようと思いましたが︑そのま

さて︑これから先日話しました体験を詳細

でした︒出席できてたいへん喜んでいます︒

先日の月例会はたいへんすばらしいもの

を心よりお祈りいたしております︒

りましても常に御使命を果たされますこと

御信じなされて︑いろいろな面の困難があ

な時代にいつも創造主とともにあることせ

たしていることと存じます︒今後たいへん

すが︑GAPの任務もまた大きな役割を果

いう言葉が今こそ大切な時はないと思いま

て今何が大切か︑﹁なんじ自身を知れ﹂と

日毎に変りつつある物質界︑現象界におい

ださる御奉仕にいつも感謝しております︒

し上げます︒l冊にまとめあげてお送りく

お送りくださいまして︑ありがたく御礼申

ラシイと思います︒どういう縁かこうして

がいないようで︑日本GAPの活躍はス．ハ

ューヨークにさえこれといってGAPの方

の皆さんにぜひぜひ伝えたいことです︒ニ

久保田先生のおかげです︒このことは日本

とても安く手に入れることが出来ますのも

＝分冊で出されている︶︑︵日本語版を︶

ぅに︹これらは︶本にはなっておらず︵注

れていると思いました︒先生もご存知のよ

保田先生を中心にしてとてもとてもめぐま

のですが︑あらためて日本人の私たちは久

同じく﹁テレパシー﹂も送っていただいた

んでいるせいか︑わかりが早いようです︒

課がとどきました︒さすがに日本文に親し

お瞬いしていた英文﹁生命の科学﹂の第︼

にアリスさん︵珪＝アリス・ボマロイ︶に

シイ串便りを今朝いただきました︒同じ日

来なかったのをとても残念がられたスパラ

られて︑私とニューヨークで会うことが出

︵旺＝米国GAP本部所在地︺の近くへ捗

ところ︑七月にカリフォルニアのダイスタ

たので︑ピうしたものかと思っていました

便りしたところ︑御返事がしばらくなかっ

ばよいのかわからないので︑まったく自信

らえるように︑またどの程度のことを話せ

した︒もちろん私にはまだ十分わかっても

のですが︑時間がなくなったので助かりま

時間があまれば話さなければならなかった

先生が私に話させたいらしいのです︒先日

思っています︒というのはク与ニハの担任の

とについて発表しなければならないように

かグラスのHRの時間にこれに関連するこ

してやりたいと考えています︒また︑いつ

ですからこれから数回くり返して今度は心

います︒まったく無関心よりよいようです︒

しこれも現在の段階では仕方ないように思

ず︑またこれがまずかったようです︒しか

そういうふうなので︑前おきがあまりでき

ぐに感じられました︒しん．折って雰囲気が

残念ながら興味本位であるということがす

ったのは一年男子二十五人でした︒反応は

先生に許可を得て放課後借りました︒集ま

ラスの担任の大へん理解ある私の尊敬する

年生だけにとどまりました︒教室はわがク

ておきます︒まず連絡は公的にできず︑一

ます︒それでは簡単にその時の感想を書い

無事映写が終わりましたのでご返送いたし

のでしょうか︒勝手なお廉いですが︑よろ

りません︒これを何とか治す方法はないも

いならいいのですが︑何年先になるかわか

ベルまでマスターして母の目を治せるくら

うです︒騰が﹁生命の科学﹂をかなりのレ

話を聞くと子供の噴からかなり悪かったよ

って迷惑をかけることは日常茶飯事です︒

いている人が目に入らないために︑ぷつか

いでし上う︒町を歩いていてもすぐ横を歩

画面のほんのわずかしか見ることができな

す︒おそらくテレビを見ていてもテレビの

なりません︒さらに大変視野がせまいので

えないために手さぐりで入ってこなければ

き︑玄関に電気がついているのにそれが見

かがえます︒とにかく在家に帰ってくると

を歩くことも困難なほど夜盲症の症状がう

むことができません︒さらに夜になると道

電気スタソドを事前まで持ってこないと読

を読むにもメガネをかけ︑虫メガネを使い︑

は大変目が悪くて困っています︒新聞の宇

誠に勝手なお願いで恐縮です︒実は僕の母

ところで本日お手紙をお送サするのは︑

す︒

これからも御指導よろしくお願いいたしま

は︑日常生活に生かそう︑と努力していま貫

さて先日はGAPニューズレター五十号

さって結構です︒︵以下略︶

親しく久保田先生に接することが出来ます

がないのです︒第一︑資料がありません︒

しくお願いいたします︒︵千葉県

︵福島市 佐藤テ■ル︶

1あなたの異常な現象は過去世に原因があ

のは無上のよろこびです︒もう総会のころ

ニューズレター五十号の東洋英和女学院の

l︑

ります︒薬やショック療法はだめで︑精神

と存じます︒＜れぐれも御大切に︑ますま

足立亘宏︶

学生・

的な療法と奉仕的生き方が必要です︒編者

彼女には頭が上がりません︒

‡目の網膜がやられており︑手術を必要と

無理です︒御本人は両生で死ぬときに人か

学生・田村和生︶

先日はGAP月例会に出席して大変充実

ら目をつぶされたため︑恐怖心を目が持ち

︵北九州市

した時間をすごさせていただいて︑とても

越しています︒手術をするまでは﹁生命の

しますが︑今は体が弱っているので手術は
あまりよくないお天気が続きますが︑先

感謝しております︒僕も自分なりに﹁生命

科学﹂をしっかり読んであげて下さい︒こ

画家・宮内温尭︺

生は毎日快活にご活動のことと思います︒

の科学﹂を読んだり想念観察をしておりま

れだけでもかなりよくなるはずです︒編者

いただいて大へんありがとうございました︒

さて九月四日にUFOスライドを送って

すが︑日に日に7氏哲学の深遠さを感じて

︵ニューヨーク

によろしくお伝え下さいませ︒

す御活躍のほどを祈ります︒それでは皆様
久保田先生いかがおすごしでし上うか︒
ニューヨークもすっかり秩の気配で︑ウィ
I⁚クエソドにはセソトラル・．ハーグの芝生

の上でカセットテープのバッハを聞きなが
らメイソウにふけるのがとても楽しみです︒
先日お知らせいただきましたエイドリア
ソさん︵注＝米国GAPメソ†ハー︺は︑お
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大阪支部大会︑盛況

﹁

■‡ご∴Jも

た円盤実写映画が上映される︒これは当局

そしていよいよ先般テレビでも放映され

ムが進行した︒お菓子とフルーツジュース

んでから︑質疑応答︑座談会へ主プログラ

そのあと参加者全且による記念撮影がす

ないものを措いてはいけないとのことで︑

なくて︑自己の魂の目的に沿った線におけ

の許可をもらった代表が十六ミリ︵カラⅠ︶

でくつろぎながら生命の連続やカルマに関

時に一九七一年十一月十四日にフラソスで

る物事のみ実現するのだという︒

でテレビの画面をコピーされたものである︒

する高遠な問題が提起され︑何かを学び取

また捏端な精神主義に走らず︑健全な肉体

静穏な雰囲気のなかで実に深遠な問題が

これは技術的に困難であったがコピーは成

ろうとする真剣な空気は乱れなかった︒

発生した車乗光線を放つ円盤等︑最近の円

会が開催された︒当日は盈あけまだまもな

代蓑の口からとうとうと語られてゆく︒代

功した︒アダムスキー撮影になる軽やかな

定刻五時に市川氏の挨拶により︑大会は

の維持の大切なことも力説された︒

く出席者の数もあやぷまれたが︑遠くは九

表は自分は情報を伝えるパイプの役目をし

匹のチョウのように飛ぷ円盤や︑画面一

無事終了した︒関係者の皆様に厚く御礼を

盤関係の云ライドも上映された︒

州︑中国︑東京方面からの参加者もあり︑

ているだけにすぎない︑しかももう所々こ

ばいに巨大な姿を見せる紺青の円盤等︑迫

去る八月 十日︑尼崎塵某郷土会館にお

その教は三十余名という盛況ぶりであった︒

われかかった．ハイプだとユーモアをまじえ

申し上げます︒

いて昭和四十七年度日本GAP大阪壷部大

会場には数年前に斉藤雄久氏撮影の一連

力あるシーソが展開し︑そのすばらしさに

大阪支部代表の挨拶となる︒市川氏は御自

午前十時︑浅井揺一氏司会のもとに市川

も飾られてある︒

アダムスキーのコソタクトに関するパネル

写真︵拡大︺がはられ︑市川英︼氏作製の

のスペースブラザーズのチームがあり︑そ

であるという︒またイエス時代に紛二十人

変動発生とは肉体内部における変動のこと

体生理に関する生命の科学書であって︑大

お話は新約聖書のこととなり︑これは人

ひっこめたりする光景はま

ことを証明するためにl個

に舞い降りて︑本物である

Pド7丁−夫人の家の裏庭

なく飛来した一蹴の円盤が

蛙了される︒どこからとも

の講

それを変えることにある︒最重要なのはそ

基礎であって︑自分の想念パタソを知り︑

もに窓をたたくが︑室内はそれとは対照的

雷鳴がとどろきはじめる︒雨は戴く凰とと

午擾になって二天にわかにかきくもり︑

を説かれた︒つまり一本の

として樹木を見つめる方法

わかりやすくて簡単な方法

なくて︑だれにでもできる

︵中山正史記︶

た巧みな話術で皆をひきつける︒

身の貴重な想念観察の体験談や大阪支部の

の内の一人がイソドを経て日本に果た︒イ
≠
ソド滞在中にこの人がシ十カと呼ばれたそ

さに壮観である︒

の円盤写真やニュー．スレター五十号の表紙

現況報告などをされ︑この大会から皆より

うである︒新約聖書時代から蹄二千年後に

識との一体化実習法﹂

に久保田代表の﹁宇宙の意

すばらしい雰囲気のうち

の着陸用ギヤーを出したり

多くのなにかを学ばれんことをと願い︑結

まさにアダムスキーは歴史をくり返す役割

非常に深遠な問題と多くの新しい事実が

を演じたのである︒

びの言葉とされた︒
次いで久保田代表の挨拶︑講演となる︒

まずG且P内において多数の人が関心を示

甲印象観察によって自分の魂のこの世にお

におだやかな状態が保たれていた︒照明が

樹木をきめ︑それを見つめ

演となる︒代表は以前に月

ける目的を知ることにあるのだと力説され

消され︑﹁想念観葉﹂と層するスライドの

てその内部の脈動を感じ取

われわれにもたらされ︑あっというまに午

た︒代表によると人間にはそれぞれ魂の目

上映となる︒これは市川大阪支部代表と藤

りながら一体化して宇宙の

しはじめた想念観察について代蓑より重要

的があり︑各魂は生まれ変わるときに環境

原孝幸両氏の多年にわたる不屈の忍耐力と

意識を感じる練習である︒

例会で行なった実習法では

を選ぶ自由がある︒だから一般のカルマ説

強固な意志の結晶であり︑不凍の輝かしい

この場合重要なのは実在し

前の部は終了した︒

は誤りである︒また思念によ協物事の実現

業績はさん然たる光を放ち続けている︒伺

な示唆が与えられた︒代案は︑想念観察は

も︑何を望んでも実現するというものでは
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の跡と類似するスライド中敷コマについて

時剤は午後六時︑雨のやんだあいまの東の
荒井君よりUFO目撃談︒

町田君より念写実験の写真の公開︒

り︒定刻の時間がくる頃には冷えたコーラ

日本GAP月例研究会

去る七月二十二日︹土︶大田市民会備に

おいて日本GAP群馬支部とGAP太田同 の話をはさみながらの上映を終り︑いま会

空にめずらしくくっきりとニジが出ており︑
服部君よりテレ．ハシーの自己体験諌︒

合の山場となった座談会となる︒

この日群馬安部と太田同好会にもニ．ンの橋

三田亮一氏から遠視俸験訣︒

好会の合同研究会が開催されました︒開始

がかかり︑参加者十七名と予想以下ではあ
熊倉君の司会のもとに自己紹介︑両グル
を飲みながらの会話もかなりの熱気が感じ

りましたが︑かなりの盛況をきわめました︒ などが話され︑話題はますます深まるばか
ープの活動と歴史の鯖介 行なわれ︑続い

られた︒
最後に︑今後の組織違背については︑次

て≡田尭t氏の解説によるGAPスライド
︵七二−三︶を上映︒上映中荒井君より館

と決定︒一つのGAPま部にはま
とまりませんでしたが︑合同して
活動してゆ＜からには︑いずれ日

時︑場所︑名称その他運営につい
ての詳細もー冠にし︑はっきりさ
せようと思っております︒
次いで記念撮影となる︒定刻時
間がせまり︑町田カメラてソがあ
せったせいか︑フラッシュ不良︑
撮り直し二回︑ずっこけ場面もあ
りましたが︑三田氏の挨拶により
充実感を感じた︒七月の研究会を
笑い声とともに散会となりました︒
︹久保寺信一記︺
北開東地方の会員で右の研究会
に奉加希望の万は︑左記のいずれ
かへご連結下さい︒
三田尭一

栃木県足利市藤本町五七≡
︵群馬安部代表︺

群烏県大田市浜町四八−七
︵太田同好会代表︺久保寺信一

日本GAPは左記のとおり東京と大阪支部の

二個所で月例研究会を開催して書貝の精神的向

上と宇宙的哲学の探求及びUFOに関する知識

の吸収の場を提供しております︒特にUFO関

係のスライド映写も実施して貴重な資料を公開

日

場

時

豊島区民七ソター︵電話九八四−七六〇

ただし一月だけは第t一日曜日︒

毎月第一日曜日︑午後一時よヱハ暗まで︒

しています︒都府内外近郊の方はぜひご参加下
さい︒
L

2．会

﹁生命の科

一︺国電池袋駅東口下車︒三越デ．ハート

の裏手︒徒歩≡分︒

首五十円︒茶菓が出る︒
全 章

五

テキストとして﹁宇宙哲学﹂

兵庫県尼崎市

尼崎産業郷土会館︹電話

一時より四暗まで︒

毎月第一︑第三日曜日の二回開催︒午後

学﹂を持参のこと︒

5・携行品

時

場

〇六−四八八−二三五一︶

いずれも百円︒
費

3．会

テキストとして帯t日曜は﹁生命の科学﹂

第三日曜は﹁宇宙哲学﹂を持参のこと︒

4．携行品

会

1．

2．

東 京 侍り

大阪支部例会

林市郊外でのUFO目撃の際のUFO着陸 回の日時は未定ですが︑合同にて集会開催

群馬4罷で研究会開催

軍肯睾芋㌻

■Y

じ︹

＞

■√■h．≡告■㌣邑

日書手口4了年度日本GAP総会開催
；．︐■︑㌣ご打数告．臣巨註吉賢︑章一二
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1

⑳定刻ビおり開始します。途中入場も結構ですが，閉会中は静かにして下さい○
◎セソタ一円に食堂がありますからご利用下さtl。付近には≡越デパートの食堂その他

ヽ

があります。

今年も恒例の日本GAP総会を開催することになり

◎センター入口から奥の右手にエレベーターがあるのでご利用下さlヽ

ヽ−⊥T−−−1−−−

﹁

l

﹁

一休 憩−

ました︒UFO問題やアダムスキ1の哲学に関心をお

■．．

注 意

l

駐車場

持ちの方にとっては信念を強めるのに良い機会ですか
ら︑都内及び近郊の会員の方はぜひ御参加下さい︒会
員以外の方でもまじめな関心のある方なら御来場を歓
迎します︒
今度の総会では特に橋本健博士の開発になる電子装
置とサボテソを用いた植物と人間の想念感応実験を行
があることを証明するという興味

．．

命の科学（旧版〕なぜ空飛ぷ円盤は来るのか〔文久書林版・新刊）その他を販売い

〔徒歩3舟〕

◎当日会場に特設回書売場を設け．ニューズレター旧号，想念観察手帳，宇宙哲学 生

なって植物に

11■■r．﹂

3：30 実

深い実演が同博士の手で行なわれます︒またロドフ丁

A

ノ．㌢こr豆∴㌧㌧q∴・

〔4） 2：30−

l

画 「ロド7丁一夫人とアダムスキー撮影円盤」

ヰ：30 映

十一月十九日︹日曜日︶午前十時より
午後四時半まで︒
東京都・豊島区民センタ1︹国電池袋
駅東口下草︒三越デパート裏手︶
七〇〇円︒高校生以下は四〇〇円︒

ノ

2：30 質疑応答・座談会

1

（6〕 4：00−

▲

4：00 記念撮影・

小公園

（5〕 3：30−

t

験 橋本 健「植物との想念感応」

（3） 1：00−

−夫人とアダムスキー撮影の円盤実写映画も公開いた

時

場

費

∫1

本G

h．．﹂．■

P

︹昼食は出ませんから別にご用舌下さい︒記念
写真暁入希望者は≡00円を会費とともに受付
で前納して下さい︒会費納入と同時に名簿記入

日

▲﹁■

T

の上︑赤い記章を受け取る仕組になっています︶

■

演 久保田八郎「GAP哲学の意義」
〔2〕10：30−12：00 講

します︒円盤大写しの圧倒的な画面は皆様を魅了する

会

■l暮■■

A ＝＝

暮島区民センター

宏
拶 市川

（1）10：00−10：30 挨

でしょう︒お見のがLなく！

バ上梓甘藍■r

ロドファーの円盤映画を‥・

匡司
芸車バ．︑

たします。

集まろう．′見よう．′

プログラム

じl

宇

と宇宙的な生き方とを≡部に分けて詳乱GAP

ってVlます。発行部数僅少につき残部もわず
会員必携の書0注文は各出版元ぺ直掛こどうぞ。

かしかありません未入手の方は早目にご注

想念観察手帳
￥350 〒70

．

．

■

．

しい体験記と哲学！特に幼児教育について重要

な示唆を与える。宇宙問題探求者必読の書！

F・ステックリング久保田八郎訳

なぜ空飛ぷ円盤は来るのか

l・−−︑ll﹂■弓−T

︑︷h童

惑星と人間﹂を連載いたしま．
ます︒
す︒これは今までの各例会で ⑳かつて本誌に連載して好評を博したフレ
ッド■ステックり∴∴グの﹁なぜ彼らは乗る

お話した事柄に他のイソ7ォ

￥550 〒85

2521

す︒これは日本G

ばらLい指導法を教えています︒皆様の書

を開催してこの映 すので︑次早舟より会費ご納入の際は一回
画を上映いたしま
舟につき蔑代二五〇円プラス七〇円で計三
二〇円となりますからご了解下さい︒

画については以前本誌で紹介したことがあ
架の宇宙関係書物群のなかに一冊をお加え
りますが︑百聞は一見にしかずで︑これを
下さい︒なおこの書は果たる総会の会場で
見れば木の葉運動を行李コ金星塾円盤のす
も販売する予定です︒
ばらしい迫力に圧倒されるでしょう︒ ⑳本誌は次号から大体に四十貢以上としま
◎そこで果たる十一月十九日に恒例の総会す︒したがって送料はl部七〇円となりま

◎二丁リソ・ロドフ丁−夫人撮影の円盤映

メーションを加えてまとめたもので︑今後
のか﹂を全面的に改訂して﹁なぜ空飛ぶ円
も興味ある内容をお伝えしますから︑ご期
盤は来るのか﹂と改背の上︑文久書林から
待下さい︒
刊行されました︒ステックリングはドイツ
◎クリッーナムルティーはわが国ではほと系米国人でアダムス車−の弟子兼協力者と
んど知られていませんが︑海外では高名で
して活躍した人で︑彼が真実のコソタクテ
あり︑その独特な哲学は高く評価されていィーであったことは米国GAPの主要メソ
るとは某氏の言葉です︒アダムスキーの哲．ハーたちが認めており︑現在もGAPコー
学に肉迫するほどの深遠さがあります︒ご
ワーカーとしてメキシコで活動しています︒
味読下さい︒
この書は特に幼児や児童教育のあり方にす

編撞木〟偵記
◎平素は多大な
お世話様に相成
り厚く御礼を申
し上げます︒
◎本号もまた発
行が大幅に遅れ
て申訳ありませ
ん︒お詫びの意
味で先号よりも
頁数をふやして
四十六貢としま
した︒ご了東下
さい︒
◎本号より編著
執筆の﹁意識と

出た・′アダムスキーの弟子でありコンタク句
一でもあったフレッド・ステックリンダのすばら

．

生命の科学

．

以上は日本GAP・へ直接ご注文下さVl。
￥420 〒70

う

￥150〒25 送料は2冊55円・3冊70円・4冊85円
5冊115円
G・丁ダムスキー 久保田八節訳

．

向上が期待できる。会員必携の申帳。
￥350 〒70

．．

フ￣レノヾシー

．

るための不可欠の方法で七日本GAP特製
の手帳は記入が容易で携帯に便利。飛躍的な
▲

．

なる実践法て超宙巨力開監宇宙的哲人にな
G・アダムスキー 久保田八郎訳

■

想念印象の観察はアダムスキー哲学の中心と

東京都新宿区納戸町33たま出版振替東京94804

、

椙果菜行人

久

本

保
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頒価二五〇円・選科七〇円

辟輯軸型苗場塙罰姑酎臣計

行

日
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所

GAPニューズレター

APだけが所有し
◎ご寄付の御礼︒︵七月十一日以降十月二
て公開するフィル
±ハ日まで︒敬称略︶安田正人︹鹿児島市︶
ムで︑他の場所で
一千円︑中島信子︹市川市︺二千円︑片野
は見られません︒
純而︵和歌山市︶二千円︑佐撃丁ル︵福島
ぜひご乗場下さい︒ 市 干円︑二苗勝也︹東京 千円︑中
◎十一月には総会
岡撞園︹滋賀県︺≡千円︑宮内温未︹三
開催のために第一
−ヨーク︶≡万円︑守田偉︹堺市 万円︑
日雁日に行なう月
浅井庵 神戸︶四千円その他︑波田野敬
例研究会は中止し
東大阪市︶≡千円︑作久間憲正︵浦和
ました︒本号の刊
市 干≡空ハ十五円︑藤原孝幸︵岩国︶
行軒早めてこの事
言円︑安部雅子︵山口市︺四千円︑古徳
をお知らせするべ
裕子︵東京 万円︒︵久︶
きでしたが︑間に
合わず申訳な＜存

￡ます︒第t日悟

日に知らずに会場
へ出向かれた方に
輝くお詫びいたし

1972■11

振替東京

東京都文京区白山ト29−12文久書林

48号・49号・50号各￥250

学

宙 哲

文下さレ上道料は不要。切手代用もOK。
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パックナンバー〔旧号）は次のものが残
スペ￣スブラザーズから伝えられた宇宙的思惟法

旧 号

本 誌
アダムスキー哲学三大名著 絶賛発売中！

