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べ曹であ苺という見地に基ずいて1959年にジ才一少・アダムスキ
ーによって創始されました．彼の群小は「丑大多数の人群乳代の葉栗
を尭見して，東たるべき時代に眠を転じ壱亡と．人間はすぺて−コズ
壬yク‥叩−一

冊御子であり，モのパワーの講話郎が宇宙に題瀦L

でいる事実を確借をもって知ること」に．あり重した．この肯法且帖他
の世界（惑星）から乗る友好的な訪問者からもたらをれた一生命の科
学■の研究と理群を通じて体得できるものです．
日本GAFの目的は円盤とスペースブラザーズ問題を開ぬ腐る人々
に伝えること旺あロ，奉仕活動を通じて真実巾解明と宇宙の法側Ⅵ儲
臨を呼びかけることにあロまナ．その中心思想は次のとぉロです．
1．この太陽系の他の惑星群から偉大な発達をとげた人質が地球を
静間Lつりある．
2．他町世界から来る人々結この世界の政治家や秤学者とひモかに
コソタクト（鼓執）しておウ．危掛こひんした地球に対して救
援巧手起きLのペている．官民を問わずスペースブラザーズと
ヨソタれ卜している人々が少散布在ナると思わ九るが．軒モ
の榊は洩らされていない．
3．少璽−ジ ・アダムスキーがもたらした哲学は．人群の起歴と未
来の運命の其葉音知眉のに有益である．
本誌は他の団体・個人と知立するものではなく．政鞄・宗教と関係
のない非営利刊行勒です．本誌が読者に対して多少とも攻立てば幸い
です．

⑳GAP奉加グループを肯す引勤ま次のとおロでナ．
アメリカ，オーストテリア，ベルギー，ブラジル．カナダ．デソサ
ーダ．イソ〆チリド．フィソヲソド．ドイツ，オヲソダ．イソドヰ
ケア，日本，メキシコ，ノルウェー．スエーヂソ，スイス〔A丑C

の凧1971年6月現在）

☆奉誌掲載記事はすぺて翻訳転載梅取得済︒葉無断搭載0

世界中の人々が空飛ぷ円盤の某租について■知る−焼金を与えられる

つU

GA王，は「知らせ昂運動」という意味の世界的なグループ活動で

5

☆表紙写♯は■署︵久保臼︶撥彰の三浦半島申円盤︒詳細は四十八ペ⊥ソ0
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ホワイトサ㌢ズ事件

（完〕
ダニエル・フライ

■言＝ノ上−■

喜

円盤の髄妄去を謝桐する宇宙人は、

テレ′ヾシーで船内の細吾『を見せるノ

しかも彼らの祖先に関する驚く′ヾき

和暦を享曳らす‥‥‥

路総轄落掌璧

．漕法罫貰箸

︵

君たちの科学の急速な進歩に対する櫨蕃的な障害の一つは︑科学者た

ちが物質とエネルギーの簡単な同一性をま▲だ十分に把握していなV︑こと だ︒地球の最大の思索家の一人でぁ

る7ルパート・アイソ∴ソユ＝ダイソ教

授はずっと以前に物質とエネルギーの同一性を量的にあらわした数式を

発表Lた︒この或は数学的にはまったく正しいのだけれども︑誤った結

論に達Lている︒つまり物質はエネルギーに転換するし︑その道にもな

るというのだ︒しかしほんとうは物質もエネルギーもーつの実体の異な
る面にすぎないのだ︒

二つの次元を持つ幾何的な平面を考えてみたまえ︒この面が君の視線

に対Lて直角をなすとき︑君はそれを平面と感じる︒これはその実体の

物質面をあらわす︒次に君がその面を九十度ほど回転させると︑その面

は君の視界から消えて一次元のみとなる︒これはその某体のエネルギー

面だ︒君はその面をとり変えたわけではない︒ただ観点を変えただけだ︒

技術的に言えば関係性置塞えたのだ︒l定の物体に含まれていると思

われるエネルギーの量は︑一定の観測者にとって質量エネルギー軸を中

心にそれがどれくらい回転したかにかかっているのだ︒別な関係位置か

ら同じ物体を見ている別な観測者は︑まったく異なる量のエネルギーを

見るだろう︒宇宙空間を進行している二個の惑星のそれぞれに一人ずつ

観測者がいると仮定しよう︒この惑星はいわば光速の半分の速度で動い

ているとする︒しかしどれも等速度で平行に進行しているのだ︒もし宇

宙空間に他の天体が存在しないとすれば︑二人の観測者は当然のことな

がら自分たちの惑星は運動エネルギーを持たないと考えるだろう︒なぜ

なら二人の関係位置が同じエネルギー・レベルにあるからだ︒そこで≡

番目の惑星を置いたとして︑これが空間に静止しているとすれば︑二人

の観測者は自分たちの惑星が相関的には運動エネ．ルギーを持たないのに︑

一く′

﹁亡

きわめて低かったと思う0もちろん私が判断の基準とLたのは月光だけ

東方への空中横行のために︑月は今や頭上あたりに
第三の歪に関して隼さ告いエネルギ1を持っていると感じ量ろ
ことがわかゥていたが︑地表はその反射光の形跡を
−
う
ロ
し
か
し
実
際
に
は
ど
の
惑
星
が
動
い
て
い
る
か
を
決
定
す
る方法はない︒た
かったロニ㌻メ吾コで上昇した喜に見た緑色のリソ
だ惑星間に相対的な運動また墓な皇ネルギーがある呈口蓋だけだ︒
消えている︒私は地表の反射能の測定について聞い
アイソナュβイン博士が抽象的な整†的推理によって明るみに出した
この高さで暗黒た近いことから判断して︑少なくと
別な糸口として莞ようなものがあ卑じつまり−物体が速度を増すにつ

らめく︑すごく明るい光占器l﹁三ある︒

れて︑その次元完動買向に短縮するというのだ︒この物体が光速に
富り︑また反射能の正確な見積りをするのに地表か
達すると運動の方向に莞を帯富こと葺馨る︒これはもちろんそ
なかったのだ︒
の驚が観測者にとって質恵盲ネルギー軸を中心
に
シ回
ソ転
∴し
ソた
ナか
テら
ィで
ー菅
の︑燈火は今や大体菓→にあった︒
やがてそれは物質であ至とを冨て純粋なエネルギーになってしまっ
いて︑しかも密集している等︑その昔を澗這識別す至−亡は
たのだ︒こうして一グラムの物嘗蓋に草加達すい
るてに
は⁝㌔
できない︒なんとか見えたのは或志太きなかがり火
炭層に燃え広がっていて︑まるでスポットライ畠中
完芸言ルデを要す至嘉わかる0この速度になればそれは物

質であることを冨るので︑＝革型関係位置にとってはエネルギーの畳

はその道度をそれ以上増すことはできないことも
が明
ちら
ろか
んと
シな
ソる
ツ︒
ナティーがこ甲位置から見える唯石
しかし物理の問題については宜たあとで話す三
時十
欝雪
雪だ
イろ
芸う
高︒
度今
かは
らは視界がかなり伸びるし︑ビュ
もともと遊覧旅行なのだから1君に外景の説明をす至とにしよう︒
リーソの狭い範囲内でも︑いつでも同時に文字通豊
北吉見える大きな都市はセソトルイ葺︑雪のき
ひさ
っの
そ〝
りし
警た
さ地
し平
″や火花や光点などを見至とが言た
べて人間が居住してい至と︑仕事が行なわれてい至

線上の輝きはシソ享ティ1だ︒君は二分問以内でそれを通過す蔓ろ

う︒するとまもなくビッツ寸ハーグの町の光がー
見コ
えソ
るが
よあ
︒ることなどを示していた︒
われわれが英語ばかりでなく地理についてもず
とー
はヨ
わーク市の上空へ来豊﹂と白票
君い
とぶ
数ん
分学
間ん
でだ
ニこュ
かるだろう︒君たちの歴史はわれわれにさほど聞
知こら
れてはいない︒君た
尊くる︒﹁高度を二十マイルに下げ至とにしょぅ9票乗って
ちの民族は過去に関して多くを考えないからだい
︒葺
も宙
ち船
ろは
ん人
太間
古輸
の送
各用
文明
に作られたものではないから
の歴史は君たち青もわれわれの方ポほるかにょー
くト知
っているんだがね﹂
メソトは緊急醇用の設備にすぎない︸︑われわれ昌般でやってい
この最後の説明はそのとき私の普請に焼きつる
かよ
なう
かっ
なた
完︒
全シ
なソ
負ツ
のナ
重テ
力補正をする必要があるとは
ィ去燈火が三十五言ル下雷地上で青もなくこちら蒜む寄せて来
るのを夢中になって見つめていたからである︒
・喜撃葦葺ハ・

だから署甲体竃は少しへっ
ら加速度を落とLてあげよう﹂

れわれのロエフ−・コースターに乗ってみるか︑スタア−ト・ジョブに
乗ってアウトサイド・ループでもやってみるといいよ！﹂

﹁ロー⊥7−・コースターとスタ丁−ト・ジ冒プのことかい官▼

ローラー

．コースタ1というのはアメリカの遁園地の多くに見られる機械仕掛の

だ︒

ことだ︒それは乗客用の座席のついた低いオープソカーから成りてや
いが
てて
︑市の北東端の海に遷するだろう︒そこで市を旋回して西方へ進行

君はキー一十マイル甲高産にいて︑ニューヨーク市は眼前に横たわっ
いる︒君の円盤は北西側から接近していて︑このコースを飛び読けると

1−︒君は意味のわからない言葉を二つほど使ったな︒その意味をコ
説鱒りがとう﹂と大将が答えて﹁君を直接コンタクトの手段として選
明してくれないかね官﹂
だのは聞達っていなかったようだ︒

んでいるようだ︒私の英語に対する理解は完全だとうぬぼれていたそ
んの
だとき換俸の上部が門の外側になるようにするのだ﹂

﹁ちょっと待コてくれ﹂と相手は答えて﹁君はわれわれの弱身につ
とけ
いこ
うのは飛行法の一つだ︒飛行牌が垂直面にそって円を措くのだが︑

親の一つを意味するんだ︒君はこれらを研究するのに十分な墟全があっ
たはずだから︑よく知っていると思うんだがね︒アウトサイド・ループ

私は答えた︒﹁この程庶の変化で私がくたびれると君が思うなら︑ス
わタ丁−ト．ジョブというのはアメリカの俗語で︑ジェット推進飛行

．コ﹂

発していないから︑君はわれわれよりもこんな変化に強いのだろうし
とに
思アドレナリソによってひき起こされる刺激を楽しむことができるん

ほど困ら厘かったようだが︑地球人はまだ飛行棟用のgの補正装置を開

﹁君はあと 好もすれば適当な高度に降りられるような一定の加速
重度
量で
の急速な変化を感じた脳の反射部分が血液中にアドレナリソを放出
下降Lているのだよ︒もちろん進行の安定には正の重力加速度をともな
することによって起こるんだ︒これはもちろん肉体が突然の危険に遭遇
ぅのだ︒Lかし君はそれを感じないだろう︒君は重力の変化によってさ
したときはいつも起こるんだが︑コースターの場合はほんとうの危険は
ないことがわかっている︒そこで乗客は実際の危険にさらされることな

じは粕三十砂抗いただけである︒すると私の体重はまた正常になっる
た別
ロな乗客と入れかえられるのだ︒これに乗って起こる爽快な気分は1

ベータⅠで下降するときの感じに似ている︒ただしこの場合は︑こる
のし感
︑最後には乗客は出発点に帰ってくる︒そしてカ1はスリルを求め

私は少L胃が上がってくるような感じがした︒これは速度の遅いエレ

分が悪くなる皐㌢猛 てぁと虻重畳まかせとな告軌道は急角度で急降下し︑やがで地面まで
障りて︑ふたたび出発地点の高さに急上昇する︒こうした急上昇と急降
下が何度もくり速される︒また憩慣斜の短い半径の旋回部費が数カ所あ

＼＿

が最高位置まで引張り上げ畢︒そこからカーはチューンから切り離る
さよ
れ﹂

客が座席にすわると︑カ1は軌道間の可動チェーソに連結されて︑それ

って︑それが高い鉄骨の上に敷かれた二本の鉄鋼軌道上を走るんだス
︒ク
乗リーンはいつも市の中心の方に向けられるはずだ︒君の円盤の連空
は時速杓六首マイルに落とされるから︑もっと景色を楽しむ時間が持て

乗客がつかまるためのハンドレールが取り付けてある︒鋼鉄の車輪す
がる
あことになるだろう︒と同時に円盤は回転するから︑ビューインダ■
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1；

ないで母船内に乗れるだろう︒しかしそれにはかなりの時間を軍丁るだ

ろう︒われわれは地球人のように時間のドレイにはなら盤
なの
い断
け面
れを
ど見
もせ
︑ることができるんじゃないだろうか﹂
﹁ル
まギ
ずー
だを
め取
だり
﹂とアラン
それでも自薦の異なるエネルギー源から基本的に推進エネ
覚的
覚う
力︵
E︑
SP
︶皇一口ワている現象を試みょうとするときにほとん
出す宇宙船に乗っているし︑地球人の船乗りとちょうど同
じ知よ
に
し

l

コそ
ンれ
βよ
ク且
ト口
し同
よ空
う﹂
望に近い中二十マイルの高度なら燈火がもっと明るくて︑
遅の
が明
そる
のい
頃火
に花
はぼくはテスト場にいないだろう﹂と私は言った
から見るよりも個々にはっきりと識別できた︒これは数個
こソ
での
事は
わば
って︑ぽくはカリフォルニ7へ帰らねばならないんだ︒
を放つ輝く炭層ではない︒それは数百万の青白いダイヤモ
ド仕を
ち終り
とこ
で︒
ぼく
君の
の重刑さえ知らないんだが︑君たち拝l定の名前を持
めた巨大な衣装で︑黒いビロードを背景としてきらめいて
いろる
眼は下
っているのかねヲ﹂
＼ 各種の気層の異なる温度は円盤の急速な運動と結びついて︑燈火群を執
﹁発
名光
前す
はる
持海
っと
ているよ︒ただしわれわれのあいだでは名前を使
しくきらめかせている︒だから市全体が脈動してチラチラ
めったにないんだけどね︒もし地球人望見になるとすれば︑アラ
なっていた︒
うの
名を
使間
うだ
う︒これは君乃国では普通の名前だし︑7ニフソとい
私は思りた︒﹁白骨が芸術家なら︑これはわが生涯の最い大
瞬
とろな
るだろう︒だが私の知識欲は純粋に菓的な価値の評価をう
大私
昔の
く名
越前
えと
てほ
いぼ同じだ︒君がカリフォルニアへ行く件だが︑わ
るにちがいない0この光景はたしかに菓しく︑空中旅行は興味あるもの が帰って釆ても君とコンタクトするわれわれの能力にほとんど相
こそ
らの
な方
いが
だよ
ろい
う﹂
口前に皇琶たように君の心はうまくキャッチする
だったが︑それでも母船に五分問乗ることができればまだ
際た
︑ん
君だ
が﹂
心と
の相
イ手
メージを骨折する練習をもう少しやってくれたら
﹁残念ながらそんな乗船を準備するほどの時間がなかっ
は寧見た︒﹁だが君はわれわれがまだ地球の大気に順応母
し船
てに
い乗
なら
いな
こく
とてもわれわれは母船の細部を君に見せることがで
をおぼぇているだろう︒しかも署が苦言たように︑もしだ
君がね
母﹂
船内に乗
﹁十
そ分
れな
は時
う間
んとやってみたいね﹂と私望雪た︒﹁向上するのに
ったら君はからだ主賭に空気を持ち込むことになるんだ︒
があれば︑われわれは地球人が海中へもぐるときに着る方
よ法
うは
な棟
服習
をす
準る
備ことだ︒母船の細部が手始めとしてむつかしすぎ
できたはずだ︒そうすれば君は地球の空気もわれわれのぽ
空′
気嘉
も今
変乗
化っ
さて
せいる円盤の細部に関して徹底的にぼく要丁ストし
うかね守 もしぽくが日を閉じて精神を統一すれば︑少なくとも

文章Lか書けない単なる技術置にすぎないので︑それを試みることは絶

ばて
しい
ばる
〝世
潮界
流最
に乗って航行する″必要があるんだ︒
もし私が作家か詩人であったら︑眼前に坤っくりと回り
大の都市として目に映るこの光景について︑ち三とした腕わ
をれ
ふわ
るれ
うは
とまもなくこの地域を離れねばならないが︑数カ月以
ころだロだが私は作家でも詩人でもなく︑言葉をあまり球
知へ
ら帰
ずっ
︑て
貧来
弱る
なよ︒われわれが行っているあいだにわれわれの空
ぜるために地球聖二気を十分に貯えたんだ︒帰って釆たらふたた

吉■革膏選管適宜諜ヰ与 ＝ ′ ■
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どいつも宙かしTいる誤り畝君もおかLているのだロまず第一に︑それ
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講﹂当日＝磋J

だが︑一つ消すごとに集中の度合を弱めて坤く︒普通な丘まだ設問の粛

﹁そのとおりだ﹂とアランが琴見て﹁そしてこの方法は靡在意識をリラ

は全然〝超悪覚″ではないんだ︒それは各感覚器官と同様に︑軍
肉か体
残の
っ普
ているあいだに眠り込んでし辛プんだ︒しかしどんな場合でも
通の知覚装置の一つとほとんど同じなのだ︒ただし地球人はそぽ
れくを
は使
最用
操わ数字が消えたあと数秒間もすれば眠り込んでし辛プ﹂
Lないために︑まだ発達の初歩的な段階にある︒地球の動物やコン虫の

私はそれを認めることを恥ずべきだろうな︒だが君の場合は誘惑が大

多くは人間よりも高度にこの聾を発達させているよ︒
γクスさせるばかりでなく︑他のあらゆる想念を潜在意識の戸棚の中に
君は生まれたときから日をあけたままでイメ﹁トジによる印返
象ら
をせ
キる
ャこツ
とになる︒こうした状態下では頗在意識がやるよりもはるか
チしたり分析したりすることになれている︒君が初めて顕微鏡に
の容
使易用
に法
潜在意識は送受信を行なうんだ︒
を学んだとき︑接眼鏡は一つLかなくても両眼を開いたままでのぞく方

首できるだろう︒私が君の心の中に見つけたものは望ましいもののすべ

がよいと教えられた︒だから両眼を閉じてはいけないんだ︒ビき
ュす
ーぎ
イてン
抵抗できなかった︒人間の心はこれまですみずみまで探知され
グ・ビームを切ることにしよう︒そうすれば心が乱れるようなた
影こ
響と
ははな
ないだろうが︑私は君の心をくまなく探知した︒恵が自分白身
くなるだろう︒
について知っているよりも私は君のことをはるかによく知ヱJいると斬
次に︑精神を集中させてはいけない︒精神集中は︵テレバツ1の︺送

借の態度であって︑受信にとってはほぼ完全な障軍となる︒正て
しで
くは
受な信
かゥた︒もちろん君にとって生活はいつもきびしかったし︑多
するには完全なリラクセーショ⁚ノの状態に達しなければいけく
なの
いキ
︒ズ君
あは
とや︑まだ半分程しか癒されていない二二このキズあとも見
これがやれる能力を持っている︒地球人の或る種族の中で著しい
能た
力︒だ
っけ
ま︒
た︑こうLた運命との戦いが君に対してうんと大きな知覚力
実際︑私が初めて君の心とコンタクトしたのは︑この能力によ
た力の
とっ
理解
を与えたこともみつけた︒それで君は理想的なコンタクティl
だ︒それは三夜前だウた︒君はべγドへ帰ったが︑その日の出に
来な
事る
のだ
心ろうと思ったんだ︒
痛があまりに大きかったために眠れなかった︒君は私にとウて非だ
常が
にわ興
れわれは手近な計画からそれてしまった︒君は君自身の心のリ
味ある精神的な方法を応用した︒その簡単さと効果的な点で興味
が万
あ′
っス■法を応用せよとすすめるつもりだった︒今暗くなっているビュ
ラッ
たのだ︒それをおぼえているかね宇﹂
ーインダ・スクリーンの部分に目を向けた草花︒そして心が望ブックス

ノずつ消Lてゆきながら残りの数字に心を集中するの

ソトは完全な暗黒になったからである︒私はビューインダ・スクリーン

．ヮ﹂

﹁おぼえているよ︒すぐ寝つかれないときはときどきそれを応し用
たし
らて
︑い
君が乗りている円盤の内部のイメージを伝えるようにしてみよ
るんだ︒完重な暗黒の部屋わイメージを心に措いて︑その部屋のむかい
側の壁面に十個の光る数字があるものとする︒次に他の為らゆる時
想㌔
念さ
がれた部屋のイメージを描く必要はなかった︒という由は︑ビュ
意識から排除されるまでこれらの数字に自分の注意を集中する︒
そンれ
ーイ
ダか
・ビームが切られたために私が乗っている円盤のコンパ■lトメ
ら十個の数字を

￣
「
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実際にはそれが不可能なのを知った︒結局私は疑惑を完全に払いのける

識の端をしつこくたたき続けている多くの廣惑を排除しょうとしたとき︑

の部分に光る数字のイメージを措くのに困難を感じなかったが︑私の意

よって教壇の方向にも制御できるので︑連になるフィールドか皇たは進

る︒磁場の方向や大きさは各リソダによって制御できるし︑単リンダに

フォース・リングを通じて出る莫大な電子が︑きわめて強力な磁場を作

く電子が磁場を作ることは電気力学に精通している君にはわかるだろう︒

■去∵よヰ㌢∵㌻＼r∴卒卜皐享一

ことをあきらめて︑できるだけ遠くの方へ押LやるようにL︑数字を消

行に使用しようとする磁場に関連した一つのフィールドを作ることがで

運動している物体のすペては今述べた理由によって周胡に磁場を持り

し始めた︒習慣の力というものはおそろしく︑心の中で数字を消すにつ

最後の数字を消してから私はビューイソダ・ろグリーン上に一つの拾

ている︒つまりあらゆる物質は電子を含んでおり︑運動している電子は

きる︒このことは一定由フィール﹁に関して船体の姿勢の制御もできる

があるのに気づいた︒それまで知らなかったものである︒それは突然に

磁場を作り出す︒地球の磁場はその重力場にくらペてたいそう弱い︒強

れて心が澄んできたので︑最纏わ数字に達するまでにはほとんど眠りか

現われたのではない︒ずっとそこにあったかのように思われたが︑どう

いフィールドに対する加速が弱いフィールドに反発することによって生

ことになるんだ︒

やら私は初めて見るらしい︒その絵の左手の部分に私が乗っているコン

じることは君には理解しにくいかもしれない︒君が二個の永久磁石の同

かっていた︒

バートメソトがあるのに気づいたし︑この絵は円盤全体の内部をあらわ

今度は遠くから聞こえてくるようだ︒その声はまったく違っていたにし

てみたまえ︒そのように円盤のフィールドも外部へ広がって︑それが地

の位置に対してほとんど垂直に外側へ押L出される様子などを思い出し

しているらしいことにも気づいた︒一つの声が響いてくるのを問いたが︑ じ極か反発する極同士を近づければどうなるかとか︑磁力線がその普通

ても7テソの声であることがわかった︒以前甲声は歯切れのよい就い声

球のフィールドの力線と交差して必要な反発を生じることになるんだ︒

君は小さな人間用コンバートメソトの中で息苦Lくなることなく長く

だったが︑今度のは柔らかくて流れるようで︑音楽的な性質を帯びてい
る︒︵背光号四ページの国を参照︶

らもチャージできるんだ︒〟チャージできる〟と押うのは︑電位差はア

池で︑利用し得る多くの自然エネルギー・ディ7丁レンツ†ルのどれか

物はディフ了レソシ†ル・アキュムレーターだ︒これは基本的には蓄電

かむことができるんだ︒中央の隔壁の真上にある大きなドラム状の構造

ディフ丁レソシ†ル・アキュムレーターの真上に見えるケースには制

緊急時には長時間十分な酸素を四人の乗員に供給することになっている︒

の円盤内では空気をÅれ変える必要はない︒貨物室内の大量の空繋が︑

が貨物室から人間用コソパートメソトへ空気を循環させているのだ︒こ

メカニズムを持った小さな通風孔があるのが見えるだろう︒この通風孔

呼吸できる理由を尊兄ていたかもしれない︒二個の座席の各下部に或る

キュムレータIの二つのポール間で生じる︒両ポールの材質は君町想像

御装置がはいっている︒これについては特に言うことはない︒君はもう

﹁君は円盤町各部とそのメカニズムを見ているんだ︒それを署の心がつ

以上に多量和白由電子を帯びている︒制御機構がこれらの電子を船体の

多種矯のリモート・コントロール装置と自動制御についてよく知ってい

1一．︻■一昔

上部と下部に見える二倍のフォース・‖㍉rダを通じて流れ出させる︒動

∨ ・√︑■′√′・−＞≧∴﹁丁 ナ．1
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るからだ︒われわれの葛は君たちのものよりも簡単で倍額できるんだ

いにもこの感じは長く続かなかった︒敷秒間で私はふた花び普通の状態

が急にちぢまったよナ㌢に上方へ飛び上がゥたのを感じただけでぁる︒幸

両側を両手で強く押しっけた︒ゆっくりと︑やや優雅な態度で立ち上が

が︑ここでをその操作法を君に理解させるには数時間にわたる勒喪学の
時間がなくなってきた︒われわれは君の乗っている円盤を往路よりも

る︒頭がコンバートメソトの天井にとどきそうだ︒いやもっと優雅だり

に返った︒﹁さほどの無重力状態でもないな﹂と思った︒そして座席の

やや速いスピードで帰Lてきた︒君はもう出発点の真上近い所に果てい

たかもLれない︒ただしからだの重心をうしろにかけていたために︑立

方向転換を必要とするだろう︒

る︒われわれとは違って地球人はいろいろな貴方を体験することによっ

お望みなら下降中に無重力つまn′〝自由落下″とでもいうペき状態を作

ろをつかまねばならなかフた︒そのためイスの中でひざでからだを支え

し始めた頃までには大体にうつむいて︑手を伸ばLて右側の座席のうし

て︑成る程度の菩び︑または君たち聖苧コ〝スリル″を得るらしいから︑ ち上がったとき前方へよろめいて︑からだを左へ回してし・まった︒降下

り出してもいい︒この状態に達すると人間は不快になり︑やや危険にも

ねばならず︑目はバッ〃：：ゲッツョソから敷イソチしか離れていない︒

のは・毒厄それは座席に刻まれた単純な模様にすぎなかったが︑そのマ

そのときである︒始め船内へはいったときに寅づかなかった物を見た

なるだろうが︑われわれはかなり接近できるから︑君が安定を保ってい
るあいだに無重力の感じを体験するだろう﹂
空中旅行がほとんど終わったという突然の感じが︑円盤に乗って以来

ークを認めて大きな精神的シコープダをおぼえたのをアランが恐怖または

苦痛と誤解したにちがいない︒というのは重力加速度がすぐに正常にも

私が持っていた夢うつつの状凄から私を覚まさせた︒
﹁オーケ1︒打ってこい︑ヤクダフ﹂と私は断頭台に登ったあの死刑囚

ようとした別なつらい瞬間を体験したからである︒

どって︑全身のあらゅる器官が内臓へ正しく割りあてられた空間を占め
二度何かをやってみたいんだ﹂

のように富ウた︒︹荘＝これはシェークスピアの﹁マクベス﹂から引用
Lたもの︒死刑囚とはマクベスのこと︺

示したらしい︒すると

ー

﹁ああ︑君はそのマークに気づいて︑その意

﹁何だ？﹂というアランの声が聞こえる︒初めてはっきりとした関心を

あとなので︑ライトで目がくらみそうだ︒両眼をライトになれさせよう

味を認めたようだね﹂

すぐにコソパートメソトのライトがつけられた︒今までの完全暗黒の

としていると︑胃が突然胸の方へつき上げられた︒一瞬私は心情が喉の

の樹木とヘビの7−クに気づくだろう︒こいつは地球のあらゆる民族の

﹁いくぷんか読書Lたことのある人間なら︑こ

両耳を通り抜けて押し出ようとしているかのようだ︒私は飛行機で急降

昔の碑銘や伝説などに見られ革ものだ︒ぽくにはいつも地球の特殊なシ

﹁そうだ﹂と私は答えて

下やその後の急角度の水平飛行をやったことがあるし︑無重力の感じを

ソポルのように思われていたんだが︑宇宙の彼方から出現したのを見て

下部につかえて脈打っているのを強く感じた︒一方︑他の上部の器官は

起こさせるように作られた多くの娯楽装置に乗ったこともあるが︑この

驚いたよ﹂

﹁それはこの次のコソタクトまでおあずけにしようと思っていた事だ﹂

ような感じは初めてである︒落ちるという感じではない︒ひどい緊張か
ら解放された私のからだの各器官が︑まるで引張られていたゴムパソド

l」

よ、
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ヰ

じだ
がが
スペ
ルな
のい
オレ
ら紫まで変化するあいだ私はか
とアラソが言った︒﹁話したいことが沢山あ米
る軍ん
時ク
間トが
︒ソ
わ荒れ
じて円鮭の方に目を向け続けた︒このと至葺には円盤は空中数
われの先祖はもとこの地球から来たんだD彼らは君たちの伝説で言って
ート高く上昇しており︑蒐が紫色でなくなったとき︑視界から
いる〃ミュ1″または〝レムリア〟という大陸で大帝国と偉大な科学を
えてしまった︒
ひどくがっくりとした感じが全身にわき起こ右てきた︒自分
築き上げた日岡時に︑7トラソ⁝大陸にも大帝崇あ昌︒

彼らは科学的に対立Lていたのだ︒最初は友好的だ昌が︑時代とと

ていた︒しかし今や︵ロケットの＝1竿が嘉れな時代遅れであるこ

かわらず︑まる言分が少なく1壱避雷先端を切っているように思っ

の計画の中の私の仕事は石部覆すぎないことがわかっていたに

聖息要すペて失われたような気がする︒数時間前まで私は
もに仲が悪くなって︑両国は相手に対してい人
ろ生い
ろな業績を誇示し・合う
ロケットのテスト由計装を装備する自己満足的技術雫あっ
ようになった︒数世紀たってから彼らの科学大
はの今
地球に存在する科学水
準を凌憩tてしまったロわずかばかりの原子言ル芋を解放す暴け
ではあきたらず1これは今地球蒜学者がやっていることなんだがー
l奉還言ルギ1軸を中心に全質量を回転させることを知った︒こう

知ったのであるロ私は問の抜けた幼稚な科学の中のちっぽ
した状況下では二つの大陸が結局互いに破壌と
しを合
うことは当然だ︒今日
味な歯車の歯にすぎない︒そ宗草掌れ自体の破壊の方向に進ん
の地球聖貢国がやろうとしているようにだ︒
るだけである︒長いあいだ私は砂の中に立って︑乱れたヤプの
しかしこの話はわれわれが帰って来るまでお
あずけにしょう︒もう時
た地面から星々を見つめていた︒
讐すぎてしまったD母船を現位置に静告せるにはかなりのエネルギ

＊

梨望量にすぎなかった現だろうか︒この国ヒは宇宙人に対して

ク÷る主写︒本気で言ったのだろうか︒それとも単な葺いねいな

アラソは数カ月後に帰って来る呈口昌︒そのときはまた私と

＊
ーを必要与るロしかも貨物聖円璽を見捨てるわけに掻か＊
ない︒
それは地上にいる︒だからドアを開くことにしよう︒じゃ︑さよなら︑
ダソ0われわれが帰って来るまでお大事に
＊

著者あとがき大気圏外から釆たグループと私とのコソ芸トは

も役立ち号な人が沢山い是ろう︒私はただ待って1壷むだけだ︒
夢遊病者のように私は円盤の庶ぉら降りり
た
︒
そ
し
て
瀞
芸を十教歩よ
§眉§§邑喜§§§§§日展§島§§§
ろめきながら歩いて︑うトろを振り返昌ロド7草でに閉じられて︑

rL﹁掠㌢資しし
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振り向いた喜︑船体由中島あたりに水平
な述盲
じれの
レだン
昌終完
がか現
わ︒れ
そ後れ
が涜カ
文に
べら
たオ
事件
けで
わらな
った
こ︑
れは
に誰
的
クトとなったわである8しかしその全部を帯したり書いたりするのはあ
上方へ吹き出された空気を入れ変えるた
めに吸い込まれてく毒気で私
まりに魔大なために不可能である︒︵久保田訳︸
は毒前へ押されて︑あ写くからだの†ハ
ランスを失うところだった︒
一hL

酋寸敬されたいとい一つ占丸持

白骨はどん欲ではない︒少ないもので満足している︒人生のありきた

りの苦難を体験したけれども︑自分の生活はよかった︑と硬は言った︒

相手はもの静かな人で︑でし苧ばらず︑自分の気革まな生活態度を妨げ

られたくないという人であった︒野心もなく︑持物︑家族︑楽Lい生活

などのために神に祈った︒友人縁者がこうむっているようなトラブルや

争いなどに巻き込まれないのを感謝していた︒彼は急速に尊敬されるよ

うになり︑ユH71−トの一人だと思ウてしあわせであった︒他の女性にひ

かれることもなく︑夫婦同士によくある口論はしたけれども平安な家庭

生活を送っていた︒特殊な悪習にも染まらず︑しばしば祈り︑神を礼拝

した︒﹁一価︑私はどうLたというんでLようヲ トラブルがないとい

うのは﹂と相手が尋ねた︒彼は私の返答を待たないで︑微笑しながら︑

やや憂いをあらわした様子で自分の過去の事や︑現在やっている事︑ど

のような教育を子供にさずけようとしているか︑などについて話L続け

た︒自分は寛大ではないが︑あちこちで少しながらも書籍をしていると

言う︒人間だれもがこの世で自分の地位を得るために戦わねばならない
と確信していた︒

尊敬されたいという気持はのろわれたものである︒それは精神を腐ら

せる〝悪徳″なのだ︒それは気づかれないように人間の万へ忍び寄り︑

愛菅破壊する︒尊敬されたいと思うことは成功したと感じることであり︑

世間で地位を得て勝手に振舞うことであ汀∴自分の周囲に確実性という

津特

等注

t仁

−．

、

壁を築くことである︒金︑力︑成功︑能力︑または徳などとともにやっ

準得
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て乗るあの保証という壁である︒この保証の独占は社会という人間関係をともなう︒それで︑老若をとわず︑尊敬されようとすればむしろ独り

の中に憎悪と敵対を生み出す︒尊敬されたいという人はいつも社会といにされてしまい︑精神的に死ぬのである︒

う液の上渾みであり︑それゆえ彼らは常に闘争と悲惨の原田となる︒尊 精神的寛大さと同棲︑堤劫による寛大さは進出的な動きではあるが︑

敬されたい人間は︑他を軽蔑する人間と同様に︑環境のなすがままになそれはLばしば苦痛となり︑あてにならず︑自己啓示的である︒援助に

っている︒環境の影響と慣習の重みが彼らにとってすごく重要なのであよる寛大さは行なうのが容易だが︑精神的寛大さはつちかわれるもので

る︒というのは︑こうしたものは彼らの内部の貧困さを隠してくれるかはない︒それはあらゆる蓄積からの自由なのである︒許すためにはキズ

らだ︒尊敬されたい人間は肺肝的で︑恐伸しており︑疑い深い︒恐怖がついたかもしれないし︑キズつくためにはプライドの集積があったかも

彼らの心中にあり︑怒りは彼らの正義である︒彼ら独自の徳と敬けんさしれない︒﹁私﹂とか﹁私のもの﹂という関連した記憶がある限り︑精

政

池旧

が自分にとっての防御物なのだ︒彼らは︑中味がからっぼでたたくと鳴神的な寛大さはないのである︒
り出す太鼓みたいなものだ︒尊敬されたい人間は真理に対して決して心
を開かない︒というのは︑他を軽蔑する人間と同様︑彼らは自分だけの
自己改良に対する関心の中に閉じ込められているからだ︒幸福は彼らに
は釆ない︒彼らは真理を避けるからだ︒
どん欲でないことと寛大でないことには密接な関係がある︒両方とも

自閉手段であり︑自己中心の消趨的なかたちである︒どん欲であるため 山地の高所には終日雨が降っていた︒おだやかな而ではなく滝のよう

には積極的で進出的でなければならない︒戦って争い︑侵略的でなけれな激しい雨で︑道を洗い流し︑山時の木々の現をむき出Lにし︑地すべ

ばならぬ︒この力を持たねばどん故になることはできず︑自閉的になるりや騒がしい激流を見せたが︑数時間でおさまった︒ずぶぬれになった

らぬ蘇をしていた︒われわれが登っていると一頭の牛が泥道を下って来

だけだ︒進出は動揺であり︑苦しい戦いである︒だから自己中心は非ど少年が浅い水たまりで遊んでいて︑母親のかん高い怒声にもまったく知
ん欲とい皇高車でカバ1される︒実際的な彊助による寛大と精神的な寛

大さは別物であ皐︒援助による寛大さは簡単なことで︑それは教垂のパた︒どうやら零が切れて地面は水だらけになりそうだ︒われわれもずぷ

その家は山地空席い所にあり︑町は限下にある︒強風が酉から吹いて︑

タソにかかっているが︑心の寛大さははるかに深い意味を持ち︑もっとぬれとなり︑衣類の大半を脱いだ︒雨は皮膚の表面でたわむれている︒
大きな知覚力と理解力を必要とするのである︒

寛大でないこと■は楽しい︑盲目的な自己没頭であり︑進出的気骨はも
なっと暗くて激しい雲を呼び寄せている︒

い︒この自己没頭の状態は夢想家のそれと同様に︑それ自体の活動を顎 部屋には火が燃えて︑数名の人が話し合うために待っていた︒窓を打

なうが︑決して白骨を目覚めさせることはない︒口盟見めの手段には苦つ
痛雨は床に大きな泥水のたまりをつくり︑水は煙突からも落ちて︑兜を

許ド軒打︐鞍山落琵鞋狩醍軒軌範酷臣酎訂覿許臣転鞍駈賢を臣F穿監堅転打払謀臣好事整た旨賢打筐覧毎払欝損臣 K府中m紆試賢︷軋臣臥町艶肝配際軒駁撃菜整試宗旨竪れ賢覧臣隙臣軋臣軒
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知っていた︒左右両派の経済人たちと交友しているらLく︑人類の経済

活は単なる外部的な見せものではない︒樹木が菓や枝だけでないのと同

と強力である︒人生は政治的経済的活動にかかっているのではない︒生

肩書き︑服装︑敬礼︑旗など︼・卜が次第に重要になっており︑生は
活このためである︒さまぎまの手段を完全にしてこそ希望がある︒この

避を与えてくれる︒心が小さくても大きな事や有名な指導者たちについ
て話すことはできるし︑世事に関するそら言で自分の浅薄さを曙すこと
もできる︒

経験の行

動に親しむことは︑日常生活の偏狭さや骨折り仕事からの体裁わよい逃に満足しないものである︒

Lまった︒概して人生を理解するよりも社会的政治的活動にはいり込む
てもたらされるのではない︒それは広く深い〝知覚〟によってもたらさ
方がはるかに容易である︒組織化された思想︑政治的または宗教的な活れるのである︒この知覚は意識の深層にまで及ぶもので︑表面的な反応

するための総括的な方法は忘れられたか︑または故意にしりぞけられて完全さはイデオロギⅠや特殊な権威に従うことや宗教や政治などによっ

ー

てしまった︒外的な環境−−恕安︑金︑地位︑権力などーーか優勢であ
えたようなことを言いながら生活は空虚であり︑たいした意義を帯びな
り︑われわれの生存を形成しているように思われる︒表面的な見せものくなゥている︒人間が政治的刺激や宗教的感傷のドレイとなっているの

ニュースが最も多い︒今は経済的︑政治的な生活がまったく重要となゥ 人間は困果とたわむれていて︑それを超えないので︑言葉の上では超

べⅠスがさかれている︒もちろん他のニュースも出るが︑政治に関するれは因果を超えて見られるものである︒

るようなこともない︒二人とも大勢の群集に熱弁をふるった人である︒様である︒生活とは︑その菓しさが完全さの中にのみ発見される総括的
新聞雑誌などには政治に︑そして政敵京町発言や言動に︑かなりのスな手段なのだ︒この完全さは政治経済の皮相的な面には見られない︒そ

的な救済に関する独自な説を痔ウている︒気楽に話Lたし︑言葉につま

にいた︒その人は莫大な収入の配分に関する複雑な理論を持ち︑事実を人間の内部からわき起こる要求︑秘められた追求︑動轢などは常にもっ

が︑政治のためには全力を集中した︒一流の経済人である一友人もそこ中に保たれている︒この二つは絶えず互いに干渉し合うからだ︒しかし

妙にもさっぱりしていた︒政治家というより学者に見える︒しかし政治部は内部に決定的な影響を与えるが︑内部は常に外部に勝つ︒人の本性
こそは彼の生命であり︑その一派は彼に服従していた︒夢想家ではあるは外部に現われる︒外部と内部は切り離すことはできず︑完全な密室の

ッタリ畳または雲集め尾ではない︒白骨の大義のために苦しんだが︑奇
はそう簡単ではない︒生活とは内部外部ともに総括的な手段である︒外

ではなく或る理想のためであり︑人々のためであった︒単な昂雄弁なハわれわれは秩序と平和をもたらそうとするが︑工合のわるいことには事

彼はきわめて有名な政治家で︑現実的であり︑非常にまじめで︑熱烈 政治とはさまぎ真の結果を調和させることである︒人間の大半は結果
な愛国者である︒狭量でも自己探求的でもなく︑その野望は自分のために関心があるので︑外側が重要な意義を持つ︒結果を扱うことによって

．∵
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ノ

ご

J

■

答は菅になっており︑沈みゆく太陽がはるか彼方の山頂に落ちた︒山
々の夕焼けの輝きは内奥からにじみ出るように思われた︒長い道の北側

は経験をともなわない状態である︒〝経験の行為″が存在するためには
経験は消滅しなければならない︒

の両側にはよく手入れのされたオレンジの果樹園がある︒暑かった日の

リスたちがのろのろと道路を横切り︑遠くで飛行瑞の爆音がするが道路

で︑明るく︑やさしく見える︒大きな鳥が天空を高くものうげに舞う︒

雅な谷を分断している︒このすばらしい夕方の山々は親しく︑非現実的

え︑ヤプや樹木がうっそうと茂っている︒道はまっすぐに伸びて長い優

既知のものを支えることである︒達成しようという欲求は消え去らねば

結末を知ることは連続を知ることであり︑結末に至る手段を持つことは

法はない︒なぜなら手段そのものは〝経験の行為〟の妨げとなるからだ︒

干渉する限り〝経験の行為汀はあり得ない︒経験を終わらせる手段や方

ない︒想念は経験の表現であり︑記憶の反応である︒〝考える行為〟が

が経験することをやめるまでは未知申ものに関する経験の行為はあり得

心はそれ白身の自己投影や既知のものだけを招き寄せ古のである︒心

日暮どき︑紫サルビヤの香りが強くただよい︑日に焼けた土と干草の匂

ならない︒手段や結末を作り出すのはこの欲求なのである︒〝託そん″

夕日にさらされている︒南側には丘が緑をたた

いもたちこめている︒輝く葉をつけたオレンジの木は暗い︒ウズラが鳴

は〝経験の行為″にとって根本的に重要である︒しかし〝窪験の行為″

にはだかの山々がありヽ

き︑カツコーがヤプの中に隠れた︒長いヘビトカゲが犬に邪犀されて乾

を経験の中に吸収しようとして心は何といき埠たってい肯ことだろうー・

心は如何に急速に新しい物事を考えてはそれを古くしてしまうことだろ

いた雑草の中へのたくりながらはいり込んだ︒
〝経論〟と″経験の行為〟は別問題である︒経験は〝経験する状態″

そこで心は箆験するものと経験されるものとを確立し︑それが二

元性の争いをひき起こすのである︒

に対する障壁となるのである︒経験が如何に楽しくても邪悪であっても︑ う！
それは〝経駄の行為″の発展を妨げる︒︹珪＝ここでいう〝経験″とは

のみ生活に浮かび上がってくる︒経験の重みと強さは現在に対して影を

中にある︒それは一つの記憶となりてしまい︑現在に対する反応として

つつある状態を意味する︺

空間的間隔はない︒想念はまったく介在tないが〝実体″はある︒︹荘

のあいだにギャップはない︒想念が想念自体の正体を知るための時蘭や

れらは〝経験の行為〟の動きそのものである︒観察者と観察される物と

樹木︑犬︑夕空の星などは経験恵によって経験されるものではない︒そ

〝経験の行為″の状態の中には経験するものも経験されるものもない︒

投げる︒そのようにLて〝経除の行為″が経験となるのである︒心は経

‖この〝実体″はアダムスキーのいう意識に相当するもの︶

すでに経験されてしまったものを意味し︑〝経験の行為″とは経験され

験そのものであり既知のものである︒それは鍵して〝経験する状態″の

体″の状態については考えたり冥想したりできないもので︑手でつかみ

経験はすでに時間の網の中にあり︑過去の

中にはない︒なぜなら心が経験するものは経験由連続であるからだ︒心

取るペき物ではない︒経験者が経論することをやめるときこそ〝実体″

の中にはない︒経醜は〝経験の行為けの手段ではない︒〝経験の行為″
■ ＞ ．‰へ∵lし

︹久保田訳︶

のを受け入れることはできない︒連続するものは決して〝経論する状態″ がある︒その動きの静ひつさの中に時間を超えた永遠性があるのである︒

この″実

は連流を知っているだけで︑その連続が存在する限り︑決して新しいも

畏取 掛 h
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U甘ェU現象由ことをよく

知っている人なら︑常につ
きまとう特徴の一つが〝光〟
であることを知コている︒
実際それは最も重要な特散
なのかもLれない︒指向性
のある光線︑連続的に色光
を変化させながら動く光線
や光輝︑着陸した物体から
あたり一帯を探索する直線

二キロメートル

のレーザー状光線︑Lかも

それが﹁
の距離に達することもある
のだ︒また空中の円盤から
光線に乗ウて人間が上陸L

たり上昇したりす皐︒〝曲
がる″光線︑金属製とおぼ
Lき物体の裏面から出るコ

ロナ状の光輝等々︒ロFO
にまつわるといわれている
光現象の範囲には限界がな
いらLい︒現在われわれが

知っている以上に先につい

て理解Lたならば︑UFO
に閏Lて︑しかもその推進

t

r与古

Yl

イ■Vタ︑ネ︐叫I￥りケIn

㌢

ホW訂くゝ

ギ状または葉巻型物体を見たけれども︑その物体から強烈な皐余光線が
放射されるのを見たという︒

2．フランスのロテガロンヌ事件

佐と︑フランスの円盤研究グループGEPAの全長ル声・フーエーレ氏

九七一年十二月発行︺にはフーエーレ氏の韓別な要語にこたえてベルト

FO自体も見られ ソ大佐が書いた記事が掲載されている︒二名の憲兵隊将校をつれた大佐

の最初由記事は〝不思議な擁祇に追跡されたロテガロンヌの農兵″とい

ない実例に関心を向けようというわけで︑三件ほど取り上げることにL

ロテガロンヌ県マルマンド郡七−シュの北東十二キロばかりの所にある

た︒この農場は彼の家に隣接し︑ラシャプルとサソアビをつなぐ道路に

自分のトラクターに蘇って約四ヘクタールの自営農場を堀り起こし始め

十一月十≡日︵土曜日︺の午後九時頃︑農夫のアソジュロ・セリョは

田園地帯のラシ†プルである︒

旬の密︑三ナスゼラ峯ス調川コロマンデル付近の道路をドライブ由㍉

■t■−f﹂−−壷斗一■．1・・■︑・1j・

午ン
前一時五十卦頃︵十一月十四亘こ仕事が終わりかけたとき︑徒は︑
レ

も上
あった︒
せているが︑それによると︑ウ寸ハルド・ローサス氏ポニ九六几牛丸月

七月十三日付のブラジルの新聞コルレオ・プラプリエソ七紙の記事を載って︑そのすべてが点燈されていた︒しかも調節できるスポッ上フィト

九﹂ハ八︑九年ブラジル円盤事件︑第二部﹂の第≡十六には︑一九六九年セリョのトラクターは二個のヘッドライトと一個の尾腰がそなえてあ

ウォルタ二1・ビューラー博士︹珪＝ブラジルGAPリーダ1︺の﹁一 沿った蹄二百メートルにわたる前面地を持っている︒

1∵ミナスゼラエス事件

よう︒一つは白昼の事件で︑二つは直の出来事である︒

が出てくることもある︒しかしここではこうした説明でもどうしようもう見出しのもとにラ・デペシュ・ドユ・ミディ紙に掲載された︒場所は

薬品にょるいたずら等の如き納得のゆく説明！Lかも証拠のある説明

目撃した日は一九七一年十一月十三日から十四日にかけての硬で︑こ
場合もある︒もちろん︑ときにはそれらがレンズのフレアー︑二重露出︑

どうやら〝円盤″または〝放射線″らしいことに初めて寛がつくというな模範的報告書を作成することができた︒

ず︑ただ写真を現像してみるとその中に奇妙な物が写っていて︑それがは事件発生よりわずか一週間後に目撃者に会い︑きわめて明快かつ詳細

ている︒こうLた例のなかにはこのような放射線やn

線︹それとも他の放射線か？こが上空の奇妙な物体から地上へ放射され

二︑三の例で白昼の目撃に関するものがあ乳その場合は不思議な光 に負うところが大きい︒後者が出している〝空中現象 誌第三十号︹−

線もある︒

を空中に上昇させたりする例もある︒また殺したり不具にしたりする光 このすばらしい最近の事件の詳細に関しては︑ピエール・ベルトソ大

物を眠らせたりポーヅとさせたりするし︑イ夕べルナ事件のように人間

またトラソカス事件やその他の事件に見られるように︑犬やその他の動

線とか光る物や球などを用いる〝人間汀がいることが強調されている︒

多数わ別な報告によると︑人間の心をコソトロールする手段とLて光

法に関してもっと多くの事が理解できるのだろうか︒

て㌣ ︑ ︑ ○
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つの光る物紅白がひかれた︒大きなヘッドテソプから来る光のようで︑

たのである︒

一目散に走り出した︒危急を告げて︑必要と崩れば助けを辞めようとし

て

≦

h〃如−㌣ホ㌃l1．巨⁚F

㌢■．

■．．≧jl一‖．．．−︐llt−さ

リ

ョ

氏

見たことはなく︑円盤について読んだこともない︒空飛ぷ円盤のことを

徒は翌朝まで事件については宴に話さなかりた︒これまでこんな現象を

皇た徒は良き未︑良き父親とLても評判がよい︒まじめで勤勉である︒

服し︑夜間に観測し続けることや歩哨の任につくことには慣れている︒

な住民として評判が高い︒彼はプ‖ソ■−1ヴの第首二十六歩兵連隊で軍務に

七−シュ竃兵隊長が確証しているように︑セリョ氏は近隣では最も立派

ある︒硬は健全な精神の持主で︑太げさでも控え目でもなく気楽に話す︒

一九四十年生まれのアンジ二ニー・セリョ氏はがっちりした体格の男で

セ

て小屋の方へ引き返し︑それから寝た︒時刻はちょうど午前二時である︒

ったけれピも︑もう働く寛がしなくなり︑ふたたび土フタターを動かし

・と気の転倒していたセリヨは︑もう三十分ほど作業の結末を見たいと思

すべては終わったが︑後に調査した人々に語ったよりもおそらくもっ

うだ︒それから物体は低い丘の頂上を超克て視界から消えてしまった︒

すると突然その光は更に強烈になった︒新しいランプ類が光を放ったよ

右側になおも赤い光を放ちながら去って行く物体は今や小川を堪えた︒

のだ︒完全な無音で動いて行くのだ︒

ここで彼はひどく驚いた︒その物体から音が聞こえないことに克づいた

ライト頒を切ってLまった︒不思議な物体は五十メートルむこうにいる︒

そこで弟を呼ばないことにしてトラクタⅠの方へ引き返し︑エンジンと

物体はまた上昇していて︑もと釆たときと同じコースを後退している︒

だがトラクターから約≡十メートル逃げたときに握り遁ウて見ると︑

北西拍一幸ロの距離らLい︒この先は部分的に樹木によってさえぎられ
ている︒だれか他の農夫がトラクターで夜間作業をやっているのだろう
と思った彼はそれ以上注意を払わなかゥた︒

LかLそのあと畑の北の境界をなしている小川の方に向かってトラク
ターで丘をくだっていると︑またその光が目について︑しかも自分わ方
へゆっくりやって来るのがわかった︒地上の光ではない︒その光の右側
に小さな赤い光も見える︒トラクターのエンジンの音のために他の音が
聞こえないので︑彼は後部に粛色燈をつけたヘリコプターが接近して来
るのだろうと思りた︒

仕事が終わって道路の方へ斜面をくだって行きかけたところ︑物体は
なおも接近して乗るので︑もっとよく見ようとして二︑三度回ワ︑スポ
ットライトをつけてその正体をつきとめようとした︒

物体の

しかし物体は彼から約四十メートルの右寄り頭上に釆て︑トラクター
と大体同じスピードで進行して来る︒︹時速五キロであった︶

光は白昼のように明るくて︑トラクタ1は強烈な黄色の光で照らされた︒
どうやら一列にならんだ五つの強力なラソプから放射されるらしい︒小
さな赤色光はまだついていて︑黄色光ラソプの列の右側紳四︑五メート
ルの所にある︒

恐ろしくはなかったが︑わけのわからぬままセリョはふたたび道路の
そばのあぜの端まで釆て停止した︒するとその際間︑頭上で静止してい
た物体がゆっくり降下し始めて︑地上十ないし十五メートルの所まで釆
た︒■急にこわくなって︑故障を起こした飛行機が頭に落ちかかってくる

のではないかと思った彼は︑トラクターをニュートラルにし︑エンジン

己

もライト辞も切らないで飛び降りて︑弟のジ†ソの家に向かって道路を

︐・裏t﹁たt＼一戸

．
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他人が話すのを聞いたことはあるが︑信じてはいなかった現
︒彼
諸地
によ
場のの
形

．．
︼勺

■′■︼こh■

︐r

l−事∵■

L㌃

が見えるけれども︑それは数
キロ彼方である︒このあたり
の土地一帯では作物が作られ
ており︑プドー畑と牧草地が
少⊥ある︒各畑は生垣で分割
してあり︑この特徴のために
その地域には木が生い茂って

いるような様相を呈している︒
セリョ氏の珊は北の方へ向
かってかなりの傾斜をなして
りる︒つ生り道路から小川に
かけて下り坂となり︑それか
ら地面は丘の頂上に向かって
急な登り坂となる︒この頂上
で物体が見えなくなったので

ある︒
トラクニダ1には十二ボルト

の電気系統がそなえてある︒
スポッ土フィト︹白色光︶は

．tEJn−L覧．

現場のパノラミック写真（角度昔変えて撮った数枚の写鼻をつ在ぎ合わせたもの）に円
盤と黒線を描書込んだ合成軌条印は円盤の進行方向香示手

ると︑円盤は自分の方へ直進したのではなく︑少Lジグザダで釆たのだ

J

．己‡frLトI⁝L浩■て

ぇなく在りた位置（6）セリョ氏が走ってとまゥた位置

という︒それは〝浮かんでいた″と語っている︒
その地域は一連由小さな少
赤色の光については︑いつも黄色の光から同じ距離の所々に
っいた
けあ
わし
谷け
にれ
続いており︑
ピも︑まったく同じスピードで動いているようには見えな
かの
っ場た
彼1の
多く
所︒
から
特にラシ
官選にょれば︑物体の長さは赤色光を含めて十メートル程
でかあ
︒圧の送電線
ャ度
プル
らっ
ーた
⊥南

▼よ

（1）物体が出現した地点（2）トラクターがセリョ氏によってとめ
られた地点（3）物体が静止した場所（4）物体が頂上を越えて見

ノノ ノJ㌦

︑′ rF khVLへいkトげ■F．■﹁．．﹁一
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別な目撃者

を競げている︒
町十五ワットである︒十一月三十日にはその畑に磁気は検出されなかっ

た︒畑由小麦へ十一月十四日からまかれた︺の成長の博子や︑円盤で照

アンジュロ氏の弟であるジャソも結嬉して家族があり︑すでに述べた

てた所に住んでいる︒アンジュロと同様︑ジ中∴ナもがりちりした愉快な

ようにラシャプルでアンジュロの家から道路を二百メートルぱかりへだ

らされた畑の小麦とそうでない畑の小安に何かの相違があるかどうかを
観喪するようにとセリョ氏は痛まれていた︒

天

■

√■¶ 1

〜 ′■

単一・サ≠∴′動、＃．
畢1 ■￣、￣博
′一

．■．

〉

折

′■■

■＃

．、据痺ヂー
ー∴㌧詞 ■ト
㌣1

・J棚よ 一旗

当時の天候は霹が深く︑こぬか雨が降っていた︒十一月十≡日の農
午夫
後で︑全然異常ではなく︑パラソスのとれた人である︒しかし彼は何

←1・■

H汀Ll＝メ．汀−h′け．け忙仔‖．

．甜

・【 一ヰ㌣

も見なかった︷︸

′1

は両が降ウており︑翌朝︑すなわち事件後の十四日にも雨となった︒L

盤

蕃〆▼サ

エ∨如ごご州空走話．ニ應鮎

かL目撃の頃は風はなく︑空は暗くて星は見えず︑月も出ていない︒．︵
十一月の新月は十八日である︶

円

円盤から放射された光はあまりに強烈すぎて︑そのため目撃者は各小
覆面こまかい輪郭を見分けることはできなかった︒彼が気づいたのは目

＞
1ニ■γⅤ
瑚摺頴増増

㌔
◆
ヰ
耳′
へ◆

のくらむような照明だけである︒しかLそれはほんの短時間だし︑事件

′・ごV；1r昔 管 止L山 L▼ ＿ 亡 ′ ∧ ゝ（

′；・匝亘

以後彼は肉体的にも精神的にも影響を感じていない︒
彼の諸によれば︑黄色光線を放射した円盤のlフソプすなわち投光器は

一列にならんでおり︹少Lカープしていたかも苧こ︑そこから照射され
た光︹複数︺は輪郭のはっきりLた円すい形をなしていたが︑それにも
かかわらず地面はlカ所が照らされていただけだった︒いつも五つの帯

色覚の右手に︑しかも同じ高さにあった赤色光は︑黄色先の列の全体の
長さと大体等しい距離にあった︒

嘉富■責m闇瑚当弼闇凋当周明濁m闇和博規招招瑠潤哨指摘招輔

■﹁FJII﹂︺h∧︐†．︐︻ ■lノ

ベルトソ大佐はセリョ氏と会っているときにスケッチしたが︑セ‖′ヨ

T■

氏はよく措けていると言った︒事件以来硬は夜間に柵でただ一人で仕事
を続けている︒

■㌣

L∵．†㌫h＝．麒■‖√

草‡聖道道

〜・′〉lごごごり 丁・ 恒皇∵ト∴∴ユ
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︼方︑アソジュロ・セリョ氏は自分自身の借換と同じ日︑すなわち十

l月十三日の土曜日に︑トウールトル村の一住民が空中に不思議な光る

（1）19Tl年11月13日午後B時に見られた物体の位置

（2）19Tl年11月14日午前王時に見られた物体の位置

物体を見ていると述べている︒この日聾者はエペール・ヴ丁ソソノー氏
で︑年令は杓四十才︑セリ∃兄弟のイトコで︑トゥルトル村長の息子で
ある︒この村はラシャプル聖開演紳十五千ロの所にあるトンププ一件近
の小村である︒

が︑実際には〝数旦削″ではなく〝四年前″だったのである︒したがっ
てベルトソ大佐はテオ二丁イス氏にインタビューしなかったロ

ス氏が見た物は巨大な赤い球体で︑彼は今までにだれにも語らなかった

に似たような現象を見たという︒しかLこの記事は正確ではない︒ティ

説明が載っている︒すなわちテオ⁚丁イス氏で︑彼は事件よりも数旦糾

デペシュ・ドユ・ミディ耗の記事にはチッ†プルの別な住民の述べた

左がアンジュロ・セリョ氏．右は弗のジャン・

−19−

Tルーソ大佐が質問したところ殻は次のように答えた︒
﹁十一月十二百の土曜日︑午後八時頃︑私はトキ・tlルトルの南五首メー

一九七〇年十二月二日付の筆者宛の手紙ヤフォツタス氏は次のように
述べている︒

トルの所にある自分の畑でライトをつけてトラクターで仕事をしてい
﹁ま
この写真を撮影した友人であり同僚である人の正直さと誠実さを私が

年八月にウインダメア1潮のそばにとめた草の中にすわって︑簡単なブ

した︒そのとき︑サン・︒ハルテルミー・ダジュネの方向に︹北西心
約か
五ら
千信じていることを知りていただきたいと思います︒彼は一九六≡
口離れた別な村︶木々のあいだから一つの明るい光を見ました︒どうも

ローニー判のボックスカメラで開いた車窓から写真を撮っていました︒

がまだ家の中のどこかにしまい込んでおり︑目下探しています︒

家はト・ウールトル村のある高に
台よ
のっ
斜て
面元のリバーサルから作られたものです︒元のリバーサルは友人

フィルムはコダ叫二グのカラー・リバーサルです︒この写真はコダック社

別なトラクターのヘッドライトから来る光のようでLた︒それでそのと

一

きは注意を払わなかったのです︒
三十分後に家へ帰ったとき
の中ほどの所にあるのですがーー1なおもサン・パルテルミーの方向にま

た同じ光を見ました︒ところが驚いたことにそれは地上の光でないこ現
と俸Lてみると︑二個の水平の白い物体らしき物が写っていて︑そこ

がわかったのです︒地平線より上の空にジグと浮かんでいる強烈な光
で光のスジ︵複数︺が湖のむこう側の地上に降りそそいでいるのです︒
から

した︒その物体は大きなヘッドランプのように地面に向けて円すいこ
形こ
ので強調しなければならないのは︑瑚の光景を撮影したときに︑友人

このリバーサル写真はデーリー・エクスプレス耗に送られ︑同紙がそ

光線を放りています︒数分問見たあと︑動かないことに気づいてかは
らも
私ちろんこんな物体や光線に気づ卓ませんでした︒
はもう気にとめませんでLた︒

した︒

ましたが︑写真部貞たちはどうにも説明がつかず︑コダック社も同様で

トを作った町です︒この引伸写真は物体と光線を非常に鮮明に写し出L

しかし数日後にイトコのセリョが見た物のことを聞かされたとき︑
彼真を十イソチX八インチに引き伸ばし︑そのサイズで白黒のプリソ
の写
が見たのと同じ物を私も見たのだと思いました﹂

3．ウインダメアー湖の事件

数年後︑私と友人がBBCのテレビスタジオで一緒になって︑UFO

UFOに興味があるのだと言ったら︑相手はこの写官蒜ことを話して︑

このきわめて興味深い事件は一九六三年八月に発生した︒その
︑常になったとき︑私はこの写真の存在を知ったのです︒自分は
問と
題き
が話
現在はBBCテレビのカメラマンであるl紳士がウインダメ7−湖にい

私は大抵の写真のキズについてはよく知ウています︒レンズのフレア

持ウて乗るから詞ペてくれと言うのです︒
qフォツクス氏によっても

たのである︹インダラソド北西部の湖沼地帯︶︒その氏名はわかってお
り︑事件は本人のBBCの同債であ毒し・B

Jj貞一偏ヨ︻q

tl∋1月欄淵

朝刊日用冊叫頚1︼H潮矧劉堀川川川中丁一識迅認識苛冒

＝H月日H付目月拍．鴇汁．H−√ L甲パ謎冒﹂月り・．

たらされた︒筆者はフォックス氏を個人的に知っているが︑氏は
事毛状現象︑網状のシワ︑現像中の薬品による汚染︑温度の影
㌧こ
乳の
剤の
件が黄葉であることを心から誓っている︒
響二重露出等です︒しかLこの写真の場合はこれらのどれもあてはま

■■t

畏■妾一重F︺

J寅吉

−20−

いうことである︒

√言古沙モi■︑︑1憩持￠

芦︑■
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ったにすぎない二人の紳士を個人の資格で取り上げたにすぎないと
ウません︒私の体験ではこの写真はまったくユニークで
なあも
のです︒
私が綿密に検査したところ1＝石のポイソトが出てきました︒
l・この写貫は決してインチキではないと確信する︒

2・光線︵複数︺はわずかにけタル状〟のゆがみを示Lているが︑

一．V

ヽ一︷U

左の写真は完大王年八月に撮影苫れたウインダメア1湖上空に現われた
は簡単な復玉レソズの影響をあらわしている︒
UFOと翠集光線口先印が光線を示すご﹂の写真ではUFO自体は見ぇな
旦一個打水平の白い物体と光線の数及び配置のあいだには︑普わめて
密接な関係があるように思われる︒このことは︑薬品または現俸の
ミスとはまったく草耳られないことである︵これはコダγク社によ
っても確証されている︶︒

C

●B・フォ

ッタス

これ以外はまったくの推測です︒あなたのご意見をお聞きしたいと思
います︒

7ォ∴⁚グス氏を通じて私はこの写真を操った同僚が最近までドイツで

BBCテレビ望見として働いていたことを知ウている︒フ≡クス氏
によれば1氏が知る限り︑リバーサル写真野元のものはまだ探し出され

ないという︒
ところが︑これが有望な事件で︑遅れないよぎにしようと思った私は
フォックス氏から提供されたカラー写真と白黒プリントをパーツ1・ヘ

ネル氏に検査のため選った︒するとプリソトの往昔藻い検査と検討をし
た嘩へネル氏は︑先に述べられた程々の人為的なミスがこのプリソト
中の現象にあてはまるような証拠はないとし︑この物体や光線が何であ
るにせよ︑写真はまりたくのホンキノで︑でゥちあげではないという結
論を出したのである︒
なおここで強調したいのは1私はBBCそのものを取り上げてい畠の

ではなくーー読者のなかにはかなりはっきりした結論を出している人が
いるかもしれないし1いないかもしれないが1たまたまBBCの社員
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四官の独立性

よくGAPの会見の方で︑四つの感覚器官が互いに独立Lて︑それぞ

れ心を持コていて︑他の器官を非難したり分裂感情を起こしたりLてい

るというアダムス車−の説明がどうしても信じられない︒分裂成柑情やエ

ゴの心を起こすのは大脳内部の何かではないかと言う人があります︒現

在までの通念としては目は単なる視覚欝官で︑外界の光線をキ†プチし

て信号を脳に送る装置にすぎず︑耳は外部の音波をとらえてその信号を

脳に伝える聴音器にすぎないことになっていますが︑実際は次のとおり

です︒

すなわち四官︵目︑耳︑鼻︑口︶はそれぞれ独立していて︑各器官は

心を作り上げる集合体です︒つまりこれらの各成智東官を形成する細胞

群が〝心″を持っていて︑各自が意見を出し号ブのです︒したがって目

には自分の︵目の︶心を満足させる光景が映じても︑その光景にともな

う音響が耳の心にとって不快であれば耳は計れを拒絶しようとするため

に︑日と耳が互いに争って混乱が生じ︑そこに迷いが起こ甲軍丁︒たと

えば私が音楽会へ行くとします︒広いホールのステージに並んだオーケ

ス土フの草bぴやかな光景を見て︑まず日が満足します︒しかし楽音が

警始めてその演奏がす和なのを知って﹁だめだ﹂と撃たてるのは耳

です︒ところが目は絶対に音響に関知することなく︑あくまでも視覚的

な形象のみにとらわれて︑整然と弓の動く弦楽器詳︑照明を反射してき

らめく管楽器群などを見ながら﹁オーケストラのなま演奏を見る横合は

めったにないからもっと見よう﹂と主張しますが︑一方︑耳は﹁つ草b
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希望を実現させる﹁心の映画法﹂

述ブ
しま
ょ発
う︒
ないから帰ろう﹂と目をせきたてます︒こうして両者間にト詳ラ
ルしが
生したときの状態が帰ろうか帰るまいかと迷っている状態な町です︒大
脳中の別な何かが迷いを起こすのではありません︒このことは医学がは
るかに進歩して細胞の兢能が解明されれば実証されるようになるでしょ
う︒大脳はl種の記憶の貯蔵庫であり増幅器であるにすぎません︒大体

人間にはだれしも希望があり︑それを実現させようとして睾力します

に人体各部の諸器官を形成している細胞群はその持場の器官を形成する
意志︵または心︺しか持たないのです︒胃の．細胞は胃を形成する蕉章二

学め
1就
︑の
事業︑結婿︑寮の新築等︑人それぞれの立場により望まし
または心︑または記憶︺しか持たないのですが︑しかしその進た
に職胃

いこ
事に
柄〝
を視
達け
成しようとして悩み苦しみますが︑必ずしもうまくゆきませ
大部分を切り取っても多少とも胃の一部が残っていれば︑そ
んて
︒く
そる
こは
で﹁ままならぬ世の中﹂とい皇自業を絶対的な権威を持つかの
が残ることになりますから︑この巌〃からふたたび胃が生え
如く草凡て︑結局それが習慣的想念と化し︑いくら努力しても運が向い
ずで︑かつて7ダムスキー喧胃の大部分を切除した患者に再度胃を生や

可能だと思い込んであきらめたりします︒しかしあ普らめるのは早計で

てし
こ普
な通
け人
れに
ばだめだとか︑現在の白骨の環境から考えれば到抵実現は不
させるという奇跡を演じたことがあるということです︒しか
はこのような寺跡は発生しませんDこれは一般人の習慣的想念にょり︑

﹁そのようなことがあるはずはない﹂という否定的想念がす
︑︒
胃す
をば
再ら
生し
さい方法があるのです︒
かつてアダムスキ1は﹁望ましい物事を冥現させるには︑その物事を
せようとする細胞の意志を抑圧するためです︒この否定的な習
慣想念は
はた
っめ
きに
り告
とわ
心中に措いて放つようにすればよい﹂とい皇恩味のことを述
数千年の年月を通じて人間の中に根強く植えづけられている
べで
て奇
い跡
まを
す起
が︑キイはここにあるのです︒アダムスヰ一打説明はしごく
めて璽八な力を持っています︒したがって病気の治癒その他
簡っ
単た
なネ
たガ
めテ
にこの部分はとかく読者から軽視されがちだと思いますが︑
こそうと思えば︑まず自分の想念内密左腕察して︑人類由誤
こ要
れが
はあ
重り
要ま
な真理を含んでいます︒以下これを補足的に説明しますと次
ィヴな通念にこり固まっているかいないかを綿密に調べる必
のと
とい
おう
り大
で半
す︒
す︒﹁胃がひとりでに生えるなんて︑そんなパカなことが﹂
望ま
の人が撃﹂すネガティヴな想念に同調しないことが大切です︒
そし
れい
で物
は事が
■ある場合は︑それがすでに実現している光景をイメー
ジり
とま
しす
てが
ま︑
ず心の中に鮮明に措きます︒すなわち完全に実現してしま
胃を生やすための具体的な方法はどうなのかということにな
たた
とち
きが
の呼
光ん
景だけを措くのです︒しかもイメージを措くときに晴い気
これについては希望を実現させるための﹁心の映画法﹂と私
で気
措の
いて
だば
めであって︑すでに実現したときに当然わき撃Jる大いな
でいるすばらしい方法がありますから︑これを応用すれば病
治は席
るす
喜び
感革
動の
かりでなく畳ましい物事を奇跡的に実現させることができま
︒や改
で気分などを起こしながら描くことが秘訣な町ですDそし
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亡
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て覆車なのは︑実現するまでの篠路や手段などをこ
一の
切イ
考え
いかれ紅白動串がどのような径
メて
事は
∴い
γけ
でな措
ょ言本人甲眼前に出現してくるかは本人の吉≡イ

ということです︒ただ最終日榛の実現Lたときの光景だけを︑トかもそ

る意識︵コズミ言・パヮ⊥はすペてを知ってい事丁から︑これにま

のときの喜びの感情に満たされながら措くことが
で︒
すだ
︒か
あら
あそ
しよ
ま大
せ切ん
れう
はせんさくしない方がよいの
か︑こうLようかと実現するまでの途中の手段方法などを考えてはいけ

甲会員わ方から個人的な身の上相談などを受けますが1私のアド寸ハイス

ま草㌔なぜなら喜びの気分に満たされて鮮明なイ
メせ
一れ
芸ば
措よ
いろ
たと
か
した
い︒ここでもセンスマイソド豊蓋
んにそれが本人の内部の嘉に刻みつけられるため
あさ
とが
はわ
すか
ペり
て音
重︑要
ま義
す︒この﹁心の映画法﹂を応用
がやってくれるからで︑な芭つかセンスマインド出
でし手
段方法などを考
た実例は日吉且P会員間でいろいろ奇書︒私︵編者︶は多数
ぇる皇盈苗︹または英知あるパワⅠ︺の持つプ．ログラムがゆがめられる

ませんので︑芸辺の様子は書見問でよく知られて早ないと思い1音︒

ことになりますから︑せっかくイメージを措いてども
実現しないことにな
苛に実行して成菅あげた人の実例をいちいちこの親閲詰に掲載L
ります︒だから窯現Lた光景だけを描けばよいのです0これは毎日絶え

﹁心の映画法﹂はあらゆ孟で応用でき菩0たとえば膳の底から嘗

Lています︒だから莞現したのです凸邪雷意国を有しない腎︑この

ず措き続ける必要は雷ません︒実現トた光景の強し
列か⁝
なイメージを措い
し窯例をあげますと︑書貝のA氏はかねてから独立して会社を設立
て体がぞくぞくす至うな聾者に満たされたら︑もうそれは意識に刻ま
したがっていましたが︑なにせ蒔絵のた至芸百万
れた証聾すから︑あとは忘れてもよいのですロそ
すで
至は
忘ど
れう
たす
頃に
自う分
至ともできず︑さりとて見込出資者
ひょっこり粟現して驚喜するという結果になり手︒たとえば自動車を
きらめていまLた︒ところがこの﹁心の映画法﹂を知ってからすぐに強
丁苫Å草したいと思う場合︑それがほんとうに白
に圭
必を
要措
かい
どた
う 写す︒自分がすでにでき上がっ
烈票
な生
イ活メ
かをよく考えて︑どうトても必要だという結論が出たら︑このイメ占
ィ這おさまって苦い有能な社員たちと楽しく働いて
を措く方法すなわち﹁心の映画法﹂を応用しますし
︒て
そ全
の身
際が
は︑
喜ど
びう
にし
莞た
てぞくぞくす至うな気分を味雪
ら圭できるだろうかという手段などは苗考えないは
でこ
︑れ
とを
に毎
か日
くす
とで
まで坤かなくても数日おきぐらいに
にピカピカの新車を自分が手に入れて︑うれしそ
うる
にと
そ警
れ月
をた
暦い
す
って
てい
︑る
まったく思いがけない方面から
光景︑近所の人たちが寄って釆て﹁すばらしいで
すれ
ねて
﹂出
と資
祝す
福ト
ゎ
るて
こい
とる
になり︑希望どおりの全社を設
光馬白票ハソドルをにぎって爽快な気等ドライブし
した
て︒
いも
るち
光ろ
景な
ん氏は単なる金もうけのた翠なく︑社
どをほんと是そのときになった芽で措くのですご
のい
と皇
き薗
﹁の
草も
葉 とに事業を始めた写すから︑これは
ぅ﹂と
現する﹂とい皇量をとな孟必要は曽毒せん︒すでに実現Lている

気骨に買ってい孟ですから1もう四次元の世界では実現しているこ

靖

適用

瀾

闇
帥

讃

淵矧

矧謂

Ⅷ謂掴
詣

ヨ

嶺煽周煽増︒

‥

一．・

﹂
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甜詔

描

胃

とになるので︑今更﹁実現する﹂ととなえる必要合
はっ
なて
いい
わ畠
け若
です
い︒
男女が結帯したいと思っても双方の

く

−24−

■卓 冠 ㌻ も 宜 且

えすれば︑あとは自動的に意識がストーリーを展開して坤
然治癒現象が発生しない場合は適格な医師聖干にかかるよ

って手段や方法は高考えない方がよいのです︒医師の手に
理由をつけて反対する場合︑当事者同士が互い
に相手こそ白骨の魂の目
段な
のく
一︑
つ道
でに
すか
的の連行に最適であると思うならば決して悲の
観も
す重
る要
こな
と手は
明ら極端な精神主義者にありが
は禁物です︒とにかくイメージを措いて意識に言1日ソ∴Tlを刻みつけさ
るい心を持言例の﹁心の映一翼﹂を応用すれば
よろしい︒すなわち二
人が盛大な結婚披露宴で多くの人々か1㌣⊥特に準万の両親から﹁よかっ

たね！﹂と心から祝福望量を受けている光且葛描くのです︒・もちろん

別なイメージをダブらせているからで︑その場骨は想念観

この﹁心の映画法﹂は何にでも応用で普ますが︑ピんなにイメ一芸− 菩びをも完措いて塞現しないという誓は︑賢紅か軒家室

れて︑偶然にー1←ほんとうは偶然ではないのですが1十ばらしい医師
全身がぞくぞくす至うな喜びの気分をもってイ
メ主を措くこ嘉大
る業
よ等
う︑
に何
なに
りま
切です︒そうすれば必ず実現します︒その他を
就発
職見
やす事
です
も︒
応
用できますが一癖気の治癒にも著しい効果があ豊子︒この場合も﹁治
る！﹂主菜で思念するのではな寸︑すでに治って完全な健康体になっ

ている白票誓着びをもって描くのです︒これは
思
念
応
用すす
る
一
の
精士神
療
に骨
折す
る力
ことを
が必
要で
︒ち
ょう
ど芸ツ般
1の
運転
にむ治
か干
て家
数名の理論とは

能力の開発には相当な自己訓菅−必要としますが︑﹁心の映画社﹂にょ

を援助しているイメージを警置もって措くことが大切で

ヽ︑ の同乗客が同時に別な行先を告げれば︑運転士は
﹁必ず某現する﹂とか﹁必ず治る﹂という言ヽ葉
を用いて反覆思念する方
す︒これからみても想念観察の重要さがわかる
法に竺面の墓が雷︑やらないよ是や草万がはの
ると
か同
に様
ょでい
のです
﹁心の映画法﹂によるイメージを措く方法はアダム芸1の宇宙的哲
がー﹁必ず菓現する﹂とい呈量苗衰には﹁今はま
だ実現していないけ
す想
る菓
の何
にと
もな
非常
れども﹂といぅ曹難が含まれ至とになり︑そ学
のを
よ理
う解な
くに有効です︒つま笥﹁生命の科学
ー﹂等をて言Lたときの喜びに満ちた姿を措けばその方向ヘスム・−
つき草と言葉現嘉弱められ至とがあるのです︒そして人間のセソ
ズ
に
向
か
う
こ
に
な
り
ま
す
ロ
特
に
テ
レ
パ
シ1︑透視力等の超能力を開発
スマインド†・モ特に視覚はとかく遺在のまだ
実
現
しとて
い
な
い
状
禦
に
しようとすれば︑すでに開発されてすばらしい能力を発揮Lながら他人
とらわれがちですから︑ほんとにそうなるのか
なという疑惑も生じたり
Lて1結扁意識に焼きつけられた実現への子−リーが消され至とに
なります︒それよりもすでに葉現Lてしま昌重電鮮明に措く方が意

以上で望ましい物事を実現させる﹁心の映画法﹂な苛も

が正しい軌道に乗るようになるのです︒
想に刻みつけられる度合が強くてもっと効果っ
的て
でこ
すの
︒訓
要練は
貴誌がスト
ーリーどおりに事を運びますから疑惑さえ聾1さねば忘れてしまっても

︒こ
こる
れか
は︑
もそ
っと
実現し暮︒ただし病気が治盲場合︑自然治癒べ
現ま
象し
がた起
れ早
とくお伝えしたか是のですが︑
葉陰の結果を集める必要があ昌ために発表時瑚
も優秀な医師やすぐれた医薬品にょって治る甲
の万
か々
︑の如
何
な
る
手
段
が
と
ら
︒前
実に
証知
面り
はま
十分
あります︒
れるようになるかは本人の七ソ竺てインドはた事
せに
ん重
︒視
しし
たてが

−25−

問

璃∃っ1ソHd■j■占︒l−︐リ∴．．．ノ・完

質疑応廿甘
7カシック・レコードとは何ですか︒

年十一月二十日に7ダムスキ1が砂漠で初めて金星人に奮った暗がその

第一歩です︒また思想的には善悪がはっきり分かれる時代でもあり一人

間が意識的存在であることをはっきり認める人と認めない人とに分かれ

る時代です︒しかも救世主たる多数のスペース・ブラザーズが他の惑星

筈 これは宇宙空間に満ちている想念帯です︒一度人間から煮せらか
れら
た地球へ到来する時代です︒したがって一部の宗教界でとなえられて
想念は消滅することなく肉嘩ソウルマイソド︑宇宙空間全体に記録いるような〝世の終末〃説を借ずる人は︑ス云1ス・ブラザーズの存在

されます︒死者の生前の想念は物質の原子に記録されます︒いわば
を写
信真
じない人と同様に盲目的です︒ブラザーズは地球人の心に大変化が
の感光板のようなもので︑一度ネガが作られる上何校でも同じ写真撃が
Jで
ることを望みながらやって来るのであって︑地球は今や精神革命時
きるのと同様に︑このアカツック・レコード申読める特殊な能力者代
はに
他はいったとも言えます︒

ヽ1

D

tV

人の過去世や過去の歴史などを透視できるのです︒
間 日本人は土星人の子孫であるという点について詳細をお知らせ下さ
人間が生まれ変わる場合︑実体︹意義こが新生児の肉体に移行する

間

けて存在した文明国ですが︑レムリアはミューの植民地でした︒また・︐︑

のは平均三秒とのことですが︑距離に関係なく三秒だとすればこの筈速度
これについては太古のミニ1及びレムリア大陸の支萌にさかのぽる
些二次元時空を超えたものとなn㌧一般町概念から飛躍しすぎていますロ 必要があやます︒ミューとレムリアは先史時代に印度揮から太平洋にか
これについてはどうですか︒

現代は歴史的にみて如何なる時代なのですか︒

−−■−■新一rLトート1
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ましたが︑ア土7ソチスも最後は原水爆で滅んで海中に沈下しました︒

大な力を持っていまLたが︑後には権力が異人種に移りました︒現代の

丁トラソチスはミューに侵略されてからは葉色人種の支配下におかれて
一大抗争が展開しています︒

lF吉Lト加W‖ト一ま︶ヒヽ

︶蛋︑l′1ノノ：

︵鴫藷頂

筈 宇宙時代です︒地球が太陽系連合の仲間Åりをする時期が近づい日
て本人はミュー大陸系の黄色人種です︒その清泉は太古に土星から釆
ぉり︑今はその聖殿階にはいっています︒具俸的に言えば︑一九五た
二人音す表神的に高度な発達昔と誓民草し範

間

思議ではありません︒しかし想念がどうしてそんな速度で進行するイ
かソ
はド人はレムリア系統の混血種で︑古代に宇宙船を所有していまLた︒
現段階ではナゾです︒

これからみれぼ死者の音韻が瞬時にLて新生児の肉体へ移行するのも不

います︒LたがってテレバツIの交信に時間は関係ありません︒テレパ
アトラソチスは白人種で︑この種族は後にエジプトへのがれました︒
シーが瞬時にして行なわれることは実験によって証明されていますかミ
らュ
︑ー及びレムリアは五大種族から成り︑大体に黄色人種であり︑強

のAが大阪のBの姿を思い浮かべた瞬間にAの想念はBの所へ到達して

筈 生まれ変わる場合の実体移行の速度は〃意識による旅行の速度ユ
〟ー
と大陸民族が植民地として後に開拓したのが太西洋に存在したアトラ
同じで︑これは想念波が空間を進行する速度と同じです︒たとえばソ
東テ
京スです︒︑三−︑レムリアも科学の誤用が原因となって海中に没し

￣；て
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●第6章

身じろぐ者もなt︑一瞬の沈黙の後︑指導者は立ち上がり︑彼と一緒に

いた全員も立ち上がった︒指導者は少Lのあいだ立ったまま両手をイス

の背において私の邑を深く見つめた︒その凝視の中にたたえうれた大い

なる親切と憐れみの表情を決して忘れることはないだろう︒それは祝福

のようでもあり︑同時に新しい力が内部にわき起こるのを感じたのであ
るD

一同に別れの素振りを示してから硬は身をひるがえして部屋を出て行

った︒彼が離れてからもLぱらく沈黙が続いた︒

私はなおも言葉が出ない︒静かに声を出Lて静寂を破ったのはカルナ

である︒﹁私たちにとってもこの偉大な人の話が聞けるのはいつも一つ
の特権なのです﹂

慎重に言ったのだろうと思うが︑土星人のラミユ1が緊張を解いた︒

首Jて︑あなたを地球へお送りする前に︑あなたの心の中にあるかもし

れない質問を発するための余裕が与えられてい亭丁︒必ずしも指導者が

卑話された深遠な問題に限る必要はありません﹂徒は敏巽してつけ加え

た︒﹁あなたに興味のあることなら私たちにも無意味ではないでしょう

から﹂

一同が席についてから私は感謝して彼を見た︒今度は口頭で質問して

もよいとラミユーほ冨コているらLい︒メンタル・テレパシーによらな

いで普通の会話になりそうだ￠そこで心にあった菅寛がかりな賢問を

■ ⊂
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を変化させたことを私たちは知っています﹂とラ享1ユーが述べた︒

︵複数︺は︑地苛の空に見られる私たちの宇宙船が大気圏外から来るこ

地位の高い人々は私たちとコンタクトLてきました︒そのなかには善人

よいでLよう︒しかL破壌に至るほどの干渉は絶対にいけないのです﹂

た︒﹁そうすると解揖は街頭の普通人に大きくかかっていて︑それが世

私たちの世界と人間に関する彼らの知識にまたもや私は驚いてしまっ

界中の大衆によって増大されるということになりそうですね﹂と私は言

った︒

地球各地の指導者たちはこころよく聞き入れるかもLれません﹂

門司．一月用湖欄欄掴増澗闇瀾欄頂摘掴淵瀾消欄欄闇頂掴湖摺胡肇叫瑚牒胡謂

瑳明瑚撰増弓闇彗．芳一琶謂貢溝・司‖醤ヨ増週肇調識瑠璃1・・j⁚・︵

﹁なるほど﹂と︑心中で問題が明確になるにつれて私はゆっくりと言
私っ
はこの会話が自分の理解に非常に役立ったのを感じて希望に満たさ

るだろうという信念をしっかり持たねばならないのです﹂

ちすべては︑地球人が不幸にむかって進んでいることにみずから目す
覚か
めら︑もし彼らが各地で十分な人数でもって戦争反対をロにすれば︑

しているでしょう︒地球に対する私たちの有形の使命は別として︑私
﹁た
大衆はあなたの力になりますよ﹂とフ丁−コソが即座に同意して﹁で

火星人のフ丁−コソが初めてロを開いた︒﹁あなたは想念の力を理解

に見えた︒

彼の問いたそうな寮つき埠︑原理がはっきりLたかと尋ねているよう

族︑各惑星のあらゆる知的生命体は︑飽から干渉されることなしにん
自ど
身いないのです﹂
の運命をきめなければなりません︒相談するのはまいでしょう︒教育
﹁も
それは地球の科学者にしても同じです﹂とプア−コソがつけ加えた︒

則は人間によって作られたものではありません︒それは始めからあ静
っか
たに言う︒﹁多くの飛行士が私たちの宇宙船をたびたび見ていますが︑
もので︑しかも永遠に存続するでしょう︒この法則のもとに各個人︑
ロ民
を封じられて警告されているために︑すすんで語ろうとする人はほと

ぅビジ冒ソを吹き込まれている私たちすべてにとって︑私たちが知こ
っと
てはできません﹂
いる宇宙の諸法別にそむくことは草旦られないことなのです︒この諸
﹁法
地球の各地を飛んでいる飛行士についても同じことです﹂とカルナが

おられる理由を︑もう少し説明していただけませんか﹂
で戦争を望まない人もあります︒しかし地球の善人でも長い時代を通じ
﹁説明しましょう﹂とオーソソが応じた︒﹁生まれたときから全体
てと
地い
球上で人間白身によってつちかわれてきた恐怖から完全にのがれる

って少数︵地球人︺をきずつけるのは悪いとあなたがたがなおも感じて

私はゆっくりと言った︒﹁たとい地球の戦争が他の惑星群に住むと
無を
数︑しかもそれが別な惑星︹複数︺の知的生物によって作られ操縦さ
の人々の宇宙旅行を危険にするとしても︑多数の利益のためだかられ
とてい
いることを〝知っている″という草葉です︒地球の政府︵複数︶の

ている″のです！﹂

﹁たLかにあり事丁−⊥とラミユ1が答えて﹁これはただの憶測ではあ
﹁またこんなこともわかプています﹂とイルムスが指摘した︒﹁あなた
りません︒私たちの装置がその結果を記録しています︒私たちは〝や
知地
っ球の多くの人たちが知っているように︑地球の空軍︹複数︺や政貯

あのエネルギ1の解放と関係があるのでしょうか冒﹂

試みた︒
たロ
﹁核爆発乗除以来︑多くの場所で発生した大気の状態の急激な変化﹁
は地
︑球の兄弟すべてに絶えず送られているこの想念の力が草薮の人の心

し

包−′■．㌘i﹁良三︐∈
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観察Lた結果︑ついにコンタクトしたのです︒しかもテレパシーに対す

れた︒ほとんど自分でも気づか居いで私は話題を変えて言﹁コ
︒
操
おた
わか
り﹁
です
か洋
﹂とオー1′ソが言って﹁私たちはこの数年問あなたを
室で見た機械装置f書を記録んてスクリーン上で陰に翻訳するあれで

︵砂漠での︶最初の会見における最後的なテストで立証されたわけです﹂

一年

すが︑それについてもう少し説野していただけるでしょう
かな
﹂たの知識が十分なものであると確信したのです︒これは私たちの
るあ
﹁もちろん﹂とオーソソが言っr﹁あの樺械の最も重要な利用法の一つ

必ず起こってくる嘲笑や疑惑に対Lてどの程度耐え得るか︑また私たち

は︑私たちがどんな言語セも痙磨に習得できるという点で
当の
然方の
﹁す
何︒
か他
法こ
で私をテストしましたか冒﹂と私は尋ねた︒
とながら地球で実際に住んで働いている私たちの仲間は︑﹁そ
でにな
人
たう
Lか
やい
りま
したよ！ あなたは数年問私たちの宇宙船を撮影し続
よりも巧みな口調で話します︒虎だし私たちもあなたがた
との
同で様
なあなたの想念は必然的に私たちの方へ向けられていま
けた
すに
か︑
ら︑
かには他人よりもすぐれた語学げ才能を持つ人がいて︑直
接︒
にそ他
接たの関心がまじめなものであることを感知したのです︒
した
し人
てと
あな
触しないで完全に話すことを学がます﹂ここで硬は徴集し
てで
︑あ︹
それ
な硬
たと
が私
自分の関心をどのようにして行動にあらわすか︑行幸に
との︶二人の最初の会見時︹注〟一九五二年十一月二十日︑カリフォル

とのコンタクトを自己拡張や企もうけに利用する誘惑にかられるかどう

ー

ニ7の砂漠でコンタクトLたとき︺に行なわれたパントマイム的な会話

とイルムスが砿たたかく言った︒﹁あらゅる嘲笑や否定を前にして

京恵たは空飛ぶ色光に関する草bゆるテストに合格したわけですわ﹂

を思い出させて言い足した︒﹁テレパシーにょる想念内容
をい
送う受
るされ続けたのです﹂
かと
点信
がす
観察
ぁなたの能力をテストするのが厨も重要でLた︒その結果︑あなたはこ
こへ来ることになったのです！

この激励は私を幸福感で満たし︑こんな友がいれば如何なる挫折も晶

です﹂

コソタクトや円盤目撃の個人静体晩という狭い枠を除い
︑の
あ写ら
あて
なた
真ゆ
のる
真実性が疑われた場合でも手心の中で真実だとわかっ
方面に地球人の懐疑論があることは私たちによくわかって
いるま
︒票私
てい
そす
の軍
群が
をあなたが信頼し続けていた様子をl同は見ていたの
ぁなたに差L上げたメッセ−ジ︵荘＝パロマ1台地へ飛来した円盤から
投げ落とされた金星文字のメγせ1ジ︶が宇宙的性質のものであったの

﹁あなたの思慮と判断に関して私たちの知りたかったことがもう一つあ

はこの理由のためです︒あのよタな文字の解読力は太古に
失な
わいれ
明ったのである︒
り得
こた
と文
を知
︵複数︺とともに埋没したのでナが︑あれを翻訳できる少数の人が現在

′
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の地球にも散在しています︒そ府翻訳を見せても絶対に信
じLよ
とラし
りま
たう
﹂と
ミな
ユ＝Lが言った︒﹁たとえば今夜指導者が洩らされた事
い人だけが︑依然として信ずるごとを拒否するのです﹂ ですが︑その方がおっLやつたようにまだ地球人に知らせてはならない
﹁でもよかったわ﹂とカルナが果し号コな徴集を浮かべ或
てる言
﹁ま少
事う
柄ロ
があり
しな
たね︒地球のような世界では︑他人の注意を引くよ
くともメソタル二丁レバシーが麿球の科学者によってたし
か声な
実表と
うな
明事
を発
すし
ることによって自分を重要人物にLようという大きな
て認められてきたのですか・カー⊥
誘惑が大抵の人に起こります︒Lかも︑現在あなたが洩らすことを許さ
−1賢． 古 ㍗ F − た 至 号 2 r 一 f
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のです﹂

ちから受ける知識に応用するつもりであることは私たちにわかっている

るということをあなたはよく心得てい亭丁亡あなたがこの原理を︑私た

な知識を伝えることは無益であるのみならず︑ときには危険でさえもあ

わけで︑そうすることによって︑他人に吸収されず理解もされないよう

知った範野内で宇宙の法則を教えることに生涯の大部分をささげてきた

これがあなたの良識の立ち入るペきところです︒結局︑あなたは自分で

れている身柄のすぺてを人間知恵でもって万人に語ることは不可能で竜

限りほとんど信じられないのです︒

商品とLてカウンタ1の上で販売されるほどにたしかなものにならない

ばかばかLいと考えたことでしょう︒この程虔の知性の人にとっては︑

星から来るという説を現在嘲笑しているようなタイプの心を持つ人なら

を聞くことができます︒かつてこの伝達法は︑私たちの宇宙船が別な惑

けです︒この二人は同じ部臣にいるのと同じほどにはっきりと互いに声

の別な場所の別な装置の所にいる人にメブ七−ジを送ることができるわ

呼んでいるこのチ†ソネルによっで︑或る墳所のÅはラんと慮れた場所

想念もラジオの場合と蓋ったく同じように或る波長に沿りて送受借さ

れるのです︒しかL摸博装置は必要ありません︒私たちは頭脳から頭脳

﹁テレパシ1に関することですが﹂と私は心中にあった一つの質問を発
しながら﹁私はそれを応用することはできますが︑実際にはその働きを

へ直接に働きかけます︒ここでもう一度言いますと︑距離は障害になり

なたが私たちに想念を遣っていた年月中ずっと私たちはそれに答えてい

ません︒LかLうまくやるにはオープソな受容的な精神が必要です︒あ

理解しているとはいえません︒少しそれを説明Lて下さいませんか守﹂

彼らは互いに篠を見合わせて笑った︒そこにいるだれもが私の質問に
答えることはできるのだが︑他人にその儀会をゆずるようにうながして

合に生じる雰囲気とは全然違うことに気づいたのである︒私たち地球人

ってみると︑われわれの世界で二名またはそれ以上の人々が集まった場

とるのと同じように︑いつでも私たちはあなたに必要な情報を送ること

たの心がオープツでありさえすれば︑ちょうど電話でメッセ1ジを受け

て両者間に固形由ケーブルに似た連絡線が設定されていたのです︒あな

いる礼儀を楽しんでいるのだなと思った︒実際︑今までの談話をふり返たのです︒このため︑一つのチャンネルで想念渡を維持することによっ

はtグループに飛び込んで互いに誤解して話し合ったり︑絶えず話し手

ができます︒

あなたは白骨由体験を確証するために選ばれて証人たちの面前で私と

に構やりを入れたりするのだがー一語し辛はときには少なくとも一つの
ここにいる男

会いました︒私たちはあの会見︵砂漠での会見︺の事実ができるだけ遠

会話の終りまで発言することが許されるペきなのにし

女は常に他人から妨げられることなしに話しているのだ︒単なるむだ話

くまで広がることを望んでいます︒そして勇敢にも最初の記事を掲載し

たあなたの国の或る新聞社のスタッフをほめたたえています︒

の力によって聾言権を保持する人などはいないのである︒
一同封同意を得たかのように琴見たのはオーソソである︒

しかし万人にはっきり伝えていただきたいことが一つあります︒今ま

でここで話してきたテレパシ1によるコンタクトは︑地球人の言ってい

﹁あなたの世界ではラジオというものがあって︑〝ハム〟といっ
多くのアマチュア無線家がいるでしょう︒彼らは用いることを許されて

．■．■．

る〝心霊″や〝降霊術〟的なものとは全然違うということです︒テレパ

つイ謂欄門川﹂1相川仙川調川㍊．．い笥柑u日当1′ √．↓∴ ︑

いる一定由チャソネルを持っています︒あなたがたが〝エーテル硬″と
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ツ1は一つの心から他の心への直接のメッセ−ジなのです︒いわゆる心
霊現象については別な辟会に説明Lましょう︒
このメンタル：丁レバシーを私たちは送信者と受信者という二点間の

彼ちは地球の兄弟にまじって言語や生活様式などを学びます︒そ
出身惑星へ帰って︑地球で得た知識を伝えてくれます︒私たちは七
百万年にさかのぽる地球町歴史を知っています︒地球人にょって築

た星
よう
歴史︵複数︶は︑彼ら白身が破壊した諸文明とともに失わ
〝青森が扁化した状撃と呼んでいます︒これは私たちのた
各似惑
でなは
最も普通に用いられている伝達法で︑特に金星ではそうれ
でて
すし
︒ま
私い
たま
ちし
のた︒現在あなたがたをおぴやかしているのと同じパ
の破壊があったわけです︒
惑星では個人から個人へ︑惑星から宇宙船へtそれがどこにいようと
もLLそLて惑星から惑星へメッセトジを伝えることができます︒前 地球人が〃戦争″と呼んでい苓状態は︑この太陽系では数百万年
地球以外の惑星には存在しません︒もちろんあらゆる惑星やその住
にも申しましたように1−これは特にはっきり記憶していただきたいの

ですがーー地球人望ロう空間または〝距離〃は全然障害低
に次
なか
りら
ま高
せ次
んへ
﹂と秩序正しい段階を通過しなければなりませんが︑
はら
秩出
序て
あ行
るっ
自た
然の進歩をしてなくて︑むしろ成長と破壊︑成長と破
オーソソが語っていたあいだ︑イルムスがそっと部屋か
が︑やがて数個のゴブレット︹ム口つきダラス︺の載っ無
て限
いの
る反
盈覆
をで
持す
っ︒
て
ちの援助によってあなたの惑星を離れてしまった地球人︵複数︶
帰って釆たロゴブレアトの中には私が以前に述べたのと同私
じた清
涼飲料が
はいってい雪﹂とがわかった︒彼女がダラスをくぼってが
かい
らま
私す
望が
ロ︑
っこ
たれ
︒は私たちから学び︑やがて地球へ帰って自分由知
同れ
胞る
にこ
伝の
え人
るた
たち
めです￠しかし今地球に存在する状態下ではだれも
﹁飽田惑星から釆て私たち地球人のなかで生活しておら
ませんから︑これを行なうのはもう不可能です︒その人たちが自分
のことですが⁚⁚このようなことは長く行なわれてきたのですか？・﹂
た場所を説明すれば︑必ず狂人のレッテルをはられて精神病院に投
答ぇたのはカルナである︒﹁たいそう大昔からですわ！ そうですね︑
少なくとも﹂と彼女は訂正して﹁過去二千年間は続いてま
いれ
まる
すだ
︒け
地で
球し
人ょう︒また︑いろいろな種痘わ証明書が必要な現在
を助けるためにあなたの世界で生まれかわるように送ら球
れで
ては
き︑
た長
イい
エあ
スいだ不思諌な失踪をした人が突然帰って来たならば
から問題にされるでしょう︒私たちは仲間の人々を耐えがたいほど
のはりつけ以後−地球で生まれかわるよりも関係者にもっと危険の少な

からダラスを取り上げてそれを一口飲むと︑また微笑LたCダラスを直

い方法で使命を連行するようにきめたのです︒これは私害
たに
ちあ
のわ
宇せ
宙雪
船﹂
のとはできません︒以上の詣で︑私たちが長いあいだ
未発達によって可能になりました︒肉体を持ったままでし
志よ
顕う
著と
をし
つて
れい
てる人々から避に多くの方法で私たち自身が妨害され
る博
があ
た練
にはっきりとわかるでしょlヱ
来ることもできまし宅この人たちは使命を果たすために注
意子深
くな訓
されていて︑個人の安全に関する教育を受けています︒本こ
人の
はよ
正う
体な
をこ
決とを語るにつれて︑カルナの衷情にたたえられてい
して洩らしません︒ただし一定の目的をもってごく少数然
の再
人快
に活
洩さ
らす
すペ
こてが憂愁で消されていった︒すると彼女は低いテー
と娃ありますhか︑あたたはその一人です︒
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いて彼女は貰う︒

﹁こんな悲Lいことをお話しするのはたいそき残念で

Lかもこ町ような苦悩が宇宙のどこかにまだ存在するなんて︑

詩形式が散文では不可能な深い感情をあらわすのと同様に︑礼拝の辞踏

として演じられる肉体の動きに表現される寛全なり一品ムにもその感情か

−

す︒

表現されるのです︒

また私たちは地球人が踊るようにまったく楽しみのためにも踊ります

いっそう悲Lいことですわ︒他の惑星に住む私たちは悲しい人々ではあ

りません︒私たちはたいそう陽気です︒とてもよく笑うのです﹂

Ⅷ
Y

雅

過

㌻
冊

・n ノ珂‖■ リセ 講y・∧け．LVナ
ぶ行卜汗弛れ汀︐虹‖川川詐ル巨h．H＝匡卜⁚hけhド■小ド匠卜いトトい⁚批．．

h

二苦境軒′一

この簡単な詫び望一口葉に私はすっかり感動してしまった︒彼らは各が自
︑あなたがたの現代の踊り方とは全然草フのです﹂と彼女は笑って続

の惑星にいて楽しいのだ︒しかもすすんで地球の悲しみをともにしながけた︒﹁私たちが地球で観察したのですけど︑蹴ったりゆすぶったり跳

ぅと︑次の瞬間には振り離したりしますが︹住＝これは戟敵に流行した

ら私たちに光明をもたらそうと長いあいだ絶えまなく努力をしているのんだりLて︑そのあいだ男女が一瞬互いに荒々しくからみ合ウたかと思

だ︒

﹁でもまだ私たちには一つの希望があります﹂とイルムスが私を激励す
ジル寸ハを意味するものと思われる︺︑あんなことをしても私たちは決し

るかのように言った︒﹁私たちはまだ地球人の中へはいることができまて喜びを感じることはできません︒私たちの社交ダンスは普通グループ

れたりすれば︑一人または数人が皆の前で踊りてみせてくれることもあ

すし︑と普どきあなたの場合と同様なコンタクトをすることもできます単
︒位でやります︒もっとも︑その場の気骨で興が乗りたり音楽に刺激さ
現在は地球の飛行士たちは私たちの着陸を困難にLていますが︑私たち

の宇宙船を目撃する地球人がふえればふえるほど宇宙船を見なれて︑他りますけダTl−︒あなたは地球で表現の巧みなダ■ンサーを見たことがあ

コ私たちはパーティーも開きますわ﹂とイルムスが言った︒﹁ただしそ

動をながめる町は楽しいことを知ウていらっしやるでしょう﹂

の惑星に人群が存在する草葉を認めるようになり︑地球人との個人的なるでしょう︒そして内部の魂によってふるい起こされる肉体の美しい運
会見もふやせると思っています﹂
﹁苦ったくそのとおりです﹂と私は同意Lた︒

一同は各自のダラスを飲みほした︒友人たちを見たとき︑地球の状態
れをパーティーヒい・呈口葉で考えたりはしないのですが ー︒私たちが

に関する懸念の色はすっかり彼らの帝から消えているのがわかった︒こ互いに語ったりくつろいだりするために各自の家へ友人を招待すること

の気骨転換は賢明で適切なのだと悟った私は︑彼らの難産にならって尋はとても簡単です︒こんなことは大型戸外蔓海岸とか庭園で行なうの

私はこのすばらしい人たちと別れたくなかったが︑ちょうどこのとき︑

の付属している庭がありますわ﹂

ねてみた︒﹁あなたがたの惑星ではダンスをしたり歌ったりしますか冒です︒地球人と同様に私たちの皐くの家には水泳プールや大きなテラス
また私たちと同じようにパーティーを開きますか了﹂
﹁ダンスはずいぶんやりますわー・1たれもみな﹂とカルナが答えて﹁私

たちはまとめられたリズミカルな運動による身体の訓練を教育の基本的ラミユーが立ち上がって言ウた︒﹁お気町毒ですが︑もうあなたを地球
な一部分として考えています︒しかもこの裏現法は︑地球人なら宇宙人へお送りする時刻になりました﹂

．

の宗教的儀式と言うかもしれないようなものの一部分です︒言葉による 私は立ち上がって︑残念な気持を﹁また．この次に﹂という思いの中に

斗寸㌫予↑∬せず隼

肌
″派
戯
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嘩めようと努力Lた︒

和気あいあいたる中に別れの挨拶がかわされ︑更に山岡の再会が約束

された︒

イ﹁ト書≠一︑要撃−む王■蔚を﹁鞋L㌧′≒円

ラミユー・がすすみ出て別れの手を差し出しながら言った︒﹁私は棟内

に残らねばなりませんので︑ご一緒に草には乗れません︒今夜はあなた

に章見てうれしく思います︒近いうちにまた会えることを期待していま
す﹂
私も相手の気持どおロに答えた︒

私が今までに聞いた話の全部を記憶せよとか︑地球上の私の活動にそ
れを適当に利用せよなどと亭り人はいない︒ただ長篠の︑蓑と善悪と友

ホテルへのドライブ中は自分の心が感情と深い想念に満たされて終始

彼はホテルの前で皐をとめたが︑車外へは出ない︒二人は握手して︑

無言であった︒フ丁−コソはたしかにこのことに卑ついていた︒

情の印象とともに︑無知という蟹さえ取り除かれれば私の世界の人々も
曙昆して全人類の市する天性を持つようになる知識を身につけて離れた
︑だけである︒

彼が書芸た︒﹁いずれ近いうちにまた華りつもりです﹂

言う︒﹁適当なときにあなたに〝感じ汀を短こさせること︑そしていつ

いつ︑どこで会うのかと考えていると︑硬がこ甲無言の質問に答えて

などをふたたび心にきぎみつけようと振り返ってみた︒

のまにか適当な場所にあなたが行くようになることを確信して下さい﹂

串

払が訪れていたあいだに小型機︵円髄︶はすでにチャージされて︑地

球への帰還準備が完了していた︒ドアーが開いてわれわれは一緒に乗り
込んだ︒■ラミユ1とフ丁−コソと私である︒ラミューが操縦席につく︒

階段を登ったときダラソプとケ㌧フルははずされていた︒最後の人がは
いってから以前のようにドアーが青もなくしまった︒

立っている私を残して走り去った︒

ホテルへはいって白骨の部屋へ行く︒友人たちと別れてから初めて時
計を見た︒午前五時十分である！

ックを通り抜け︑ふたたび船体の底部から宇宙空間へ出て行く︒レール

ぅかと思案しないわけにゆかなかった︒だがやはり私はそのことを語ら

この出来事のすペてが同胞にとってどんなにばかばかしく思われるだろ

こともわかっているのだ︒

たかがわかっているし︑たしかにそれが去ったくの現実の体験であった

得ないほどである︒しかし私は何をこり呂で見たか︑何をこの耳で聞い

冥際︑私自身も過去数時間内に起こった出来事すべての真実さを信じ

を降りるとき︑またあの奈落に落ち込むような感じがしたが︑今度はひ

でいる︒

年産は円盤は接地しないで︑地面から十五セソチばかり離れて浮かん

球へ帰りま⊥たよー⊥

あっという問にドアーが開いてフ丁−コソが貰った︒﹁さあ︑また地

ねばならない・・・・︒

一時間もその夜の体験を回想したが︑それが心を通過してしまった硬も︑

全然眠たくはないし疲れも感じないかベッドの端にすわったまま私は

l

どくはなく︑母船内にはいったときよりも短時間である︒

坤っくりとわれわれは憤斜したレールを滑降して︑二個所のエアーロ

私は辛から出た︒別れの手を上げてか・らフ丁−コソは︑歩道に一人で

＊

しい部屋の詳細な様子︑寛人たち︑特に〝無限の生命″の輝かしい肖像

操轟喜に通じるドア−の所童で来たとき︑私は立ちどまって︑この糞

岬
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っいに服をぬいでからだを伸ばLた︒軽い眠りに落ちÅったのだろうロ

してから階下へ降打て︑友人のパⅠのボーイと少し許すためにカク

日が覚めたのは八時近くでぁる︒朝食をとウて家へ帰るためのパ
スン
にジ乗
ラウ
へ行ってみた︒しかしまもなく週刊ニューズ誌を手にLてロビ
る時間がほとんどなかったので︑急いで服を着た︒
Ⅰへ引き返し︑そこで落ち着いて待つことにした0

事に関する記事を興味をもって読んでいた︒ほんの少し顔見知りの

パスに乗りながら私の肉眼は旗方へ流れる〝地球の″光景や︑今
す度
ぐ近
は最初のときに私を悩ませたあの不安と胸騒ぎはまったくな
くにすわっている人々を見たけれども︑前夜の体験に夢中になっ
ている
山 ︒マⅠ︶からここへ私を引き寄せた衝動の意韓はわかっているの
私の心はなおも宇宙空間を旅行し続け︑巨大な母船内で友人たち
ととも
だ！ それで少々〝言外の音環をくみとる‖ような調子で国内外の出来
にいるかのようである︒

こみあげてくる微笑を思いきり浮かべてとしか言いようのない状

それ以来︑同時に二個所にいるような感じが数週間競いた︒地
の球
男的
がな
はいって果て挨拶をかわしにやって乗たほか膳たれもいない
束縛に帰雪﹂とが非常に困難なのを感じたのである︒宇宙の広大ふ
さと
と疎そ
を上げると火星人の友フ丁−コソが立っているT
町不断の活動の菓しさを見る特権を与えられた時間は短かかったがlそ

説明LまLたが︑あなたと︑そして地球であなたとコンタクトしている

一緒にホテルを出ながら彼が言う︒﹁撞手のことについてはある

る特殊な意味が含ませてあるのだというふうに力をこめて発音Lた︒

の驚異は私から消えない︒他の世界の友人たちから学んだ事柄の
すべて
飛び上がると︑7丁−コソも大きく微笑Lて︑二人はいつものとおりの
は私だけに与ぇられたものではなく︑喜んで受け入れようとす挨
る地
拶面
を人
かわした︒競いて彼は或皇量を発したが︑それには明らかに
のすペてにわかち与えられるペきものである□

●第7章

土星の空飛ぷ円盤

私たちの番屋の人々とのあいだで︑もう少しはっきりした確認法と
卑お聞きになった言葉をつけ加える方が最上だと考えたのです︒こ
たびたびあることでしてぅが︑見知らぬ人があなたに接近する場合
他の世界から来た友人たちとの再会が行なわれな
まに
ま有月
ぎ去
にい
は特
効日
でが
す過
よ﹂
宇ばらしい警戒策です﹂と私は同意した︒続いて腕時計を見るとす

りたが︑しばLば彼らが近くにいるような感じがしたq

．J

‖‖
−︻−■．■．■．﹂．■■＝−け鶉㌢訂Lせ︼も汀止打トγ■

＞ ト■．JTり‖．‖．ほ 軋‖り1・E♪帽〜・・・・＝＝一月パパ

J

■ 1

二カ月複の四月二十一日である︒私はふたたび例
都十
市五へ
いは
と言った︒﹁お差書見なければ︑それに何か
にの
七時
分行
でき
あた
莞私
いう突然の衝動にかられた︒そこで翌日手配をしし
て上オ
ンら
サ︑
イすド
がー
りッ
たサ
いな
ぐへ
近くの小さなカフェーを知っていますが︑
草で送ってもらい︑そこからロサンジェルス行きの
午後早目のパスに乗
ならブース︹仕切った小室︶の中にすわって他人に邪魔されずに話がで
って︑二時間と少しでその町に到着したのであるき︒
ます﹂
以前と同じホテルで宿帳に記入してから自重へ行看っ
旋
疲
を﹂い
や望⁝て教案Lながらつけ加えた︒﹁と
れて
は絶
好の
の場
所れ
です
と徳

■■■■・■−−−1−n‖■■
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き

享▼吉手書︒革宗濁音小宮孟若菜苦葦挙を電蓄≡璃空モ！﹂

にかく肉倦も養う必要がありますからねー﹂

り
■■

ノ■√︑亮︒∵㌻
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つれだって歩きながらラミューのことを尋ねると︑今夜は寧bれない
だろうとフ丁−コンが言う︒

用甜躇堀彗琉悠書

＝Fl∃■r盲trHV≧一夕▼エL ゝ斉声√い樽h

ゴ

実はこれはあらゅる理性を集ってLまう激情の力をともなう感情の7

ソバランスな状態にすぎません︒だが一度悟りさえすれば︑このような

習慣的パタソは抑制されるかまたはまったく消滅させることができるの

カフェーは満員だったが︑到着したときは或るブースの客が出ようとです﹂

文Lた︒

砂糖︑ミルクなどをまぜないコーヒⅠ︶︑それに7ダブルパイ一個を注

ーナッツせハタ一つきの黒パソのサンドイッチとブラックコーヒー︵注＝

差し出したメニュⅠをファlコソはすばやく見て︑かたわらに置き︑ピ

テーブルを片付けに果たウエートレスと挨拶をかわLてから︑彼女が

に成功した人が少しはいますご苧た︑なかにはいわゆる精神主義︑神髄

法則を探求することによって同胞再より高度な考え方を発達させること

会っています︒当然︑恐怖と混乱が広がるわけです︒よ口車くの宇宙の

はこの破壊的感情のLみ込んだ︑利己主義でこりかたまった多くの人に

せることはできません︒地球の兄弟たちとの仕事や社交上町接触で︑私

た︒﹁今日地球に存在する事態の責任をどこかの国の少数者のみに負わ

するところで︑二人は運よく間に合ってその中へはいることができた︒ このとき食事が運ぼれてきた︒二人だけになってからまたも彼は続け

﹁私にも同じものを下さい﹂と私は言った︒

二人だけになってから彼は低い声で語り始めた︒﹁あの週刊誌を読み 主義︑その他これに撰する名の手段を選ぷ人もあります︒しかしこうし

ふけりながら︑あなたは地球のいろいろなグループが他のグループに対 た人のなかにさえも奉仕と相互の幸福という宇宙的動機よりも自分の拡

あなたがたのなかで気づかれないように生活してきた他の世界の私た

す︒大衆が力を持つときは指導者も彼らの習慣に従うのですから・・・・−L

とい大衆自身の階層から選ばれたとLても︑ほとんど似たりよったりで

こ打ような世間一般の利己主義の結果︑大衆がだれを選ぼうとも︑た

して絶えず持ち続けている大きな疑惑︑敵意︑憎悪などを慨嘆していら 張や個人的利益の方向にむかった利己的な勅使がしばしばあります︒
っしゃいましたね﹂
プア−コソの到着後はこんなことを意識的に考えていなかったので︑

相手が私の反応を知っていたことに少々驚いた︒
﹁まったく簡単なことですよ﹂と彼は説明Lて﹁それはやはりあなたが

テ†−なのです﹂と彼は続けた︒﹁大抵の人は自分の内部にあるあのよ

人間ではなく︑それぞれ分離Lた生きものになっています︒現在彼らは

見定めることができます︒地球人はもう原初のときのような表現をLた

〝心の背後″と呼ぶかもしれないものの中にある非常に強力な想念ピクちは︑人間の神性がどんなに忘れられているかという現状をはっきりと
ぅな破壊的感情がほんとうは何であるかを知っていません︒−−柔和な

気性を持つことを誇りにしている人さえもそうです︒しかも人間にかん 習慣の奴隷にすぎません︒だがこうした習慣の中にも神性による表現に

〟日野と辞しで浸略的になります0

を必ず根底かちゆり動かします︒だからこそ︑人間自身が気づいている

しゃくを起こさせるにはほんのちょっとした審で十分だということを考あこがれようとする本来の魂が閉じ込められています︒この隠れた衝動
えてごらんなさい︒更に︑もう少し悪化すれば本人は闘争の段階にはい は︑習慣というメカニズムによって常習的行為や考えにつながれた人間
ロト

毒堅忍賢恕軒軌／打鷲
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葉しく偉未な表現を謹めながら︑習慣でしばられている自分を不安な落

以上にしばしば︑人間甲実体の奥底で生きている或る物が︑より以上に

かいtつの輝きが目についた︒この輝きの方へ進むにつれて私の期待感

ているらしく︑しばらく歩くと不意に丘の端へ釆た︒すると遠方に柔ら

しかし︑どこか違うようだ︒私が記憶している小型円盤にくらペてこ

は高まってくる︒そして約四百メートルほど歩いた頃︑見なれた円盤の

方ではそれが自分をどこへ導こうとするかがわからないためにその声に

れはかなり大型である︒この戟体は直径が三十メートル以上あるにちが

ち着かない状態にしているのです︒しかもこの習慣の集積は非常に強大

従うことを怠るのです︒しかし人間が自分の個人的なうぬぼれというカ

いない︒丸慈︵複数︶も大きく︑ドームはうんと平たく見える︒裸体の

外形が見えてきた︒

セから脱して︑こ町声に自分を導かせるまでは︑白倉の生存の法則に反

輝きを背景にしてl人の姿が黒い影となっている︒最初私は金星人の克

なものですから︑人間がこの親切な賢明な声を聞こうとしながらも︑l

する戦士として生き続けるだけでしょう︒

と思った︒例町見なれたス車−服タイプのパイロット服を着ている︒し

かしこのパイロ・ツ・卜は見知らぬ人であることがわかった︒身長一メート

ご存知のように︑人間は生き方を変えようとしない限り︑救われるも
のでは晶りません︒〝無限なる著″

ル八十七ソチぼかり押葉男子である︒彼は二︑tニ歩近寄って︑例の握手

の法則をまじめに追求しようとする

地球の少数の人々は︑他人を導くように努力する必要があります︒そう

をLながらあたたかい親切な態度でわれわれを迎えてくれた︒この人を

トが私の考えを訂正して言った︒﹁この円盤は土星から乗たもので︑こ

この大型円盤は火星和事宙船なのかなと思りていると︑そのパイロγ

ズールと呼ぶことにしよう︒

すれば他の世界の私たちもその人々を助けるつもりです﹂

77−コソが話しているあいだに食事は長びいてしまったが︑今徒は
ブースから立ち上がった︒ふたたび外へ出て︑拍二プロァ︼グ歩いて二人
は例のポソティアックをとめておいた場所へ釆た︒

彼はむきなおって︑待機している円盤へわれわれを案内した︒ド71

れもあなたがすでに乗ったような大輪送般つまり母船で運ばれるのです﹂

始めのあいだ私の心はフ71コソが語っ虎内容をあれこれせんさくして

はすでに開いている︒彼がはいヮ︑私が続いて︑うしろから7丁−コン

風のひどい夜だが︑あらしなどはほとんど気にならない︒ドライブの

いたが︑終りに近くなって今夜はどんな新しい体験が白骨のものになる

が来る︒

たぷんそれ以上もあった︒ドアーがフTlコソの背後で同じように青も

この墳体の直径は金星の円盤の少なくとも四倍はあり︑高さは二倍か︑

のだろうかと︑そればかり考えていた︒今度の町からのドライブとLて
は以前にメーン・ハイウェーから急に横へそれた場所までが短いように
思われた︒今度は準がとまるまで短距離を克ったのである︒

える限甲では四方に広がった平たい地形だけである︒ふたたび円盤にで

じがしたが︑からだの十ハテソスを失うほどでもない︒地球を離れたのだ

プーソという吾が聞こえてくる︒かすかにぐいと引っばられるよ・コな感

なくしまる︒すぐに内部のライトが強くなって︑機械が始動すると低い

くわすように意囲されているのだと確信したものの︑それらしい形やそ

なと思った︒初めて見る周囲の状況を精査しょうとして見まわすと︑土

最初右手に二︑三の低い丘の輪郭が見えるだけで︑暗黒の中に私に見

の存在を示すような光は見あたらない︒しかし相手は方向を確実に心得
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〈国3〉土星の円盤の平面図

・︑＞﹀り
一hlと互．一
∵√・∵一一
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初めて見たあとでこう

のこしきに相当する︒各壁壮床から天井へかけて六メートルから九メー・

ように今われわれが立ウている中央室へ続いていて︑この中央塞が車輪

こ町機体の平面囲は車輪に似ている︒四奉の通路は四本のスポークの

ことにLよう︒︵上段の国を参照︶

まで不思議な硬雑な物を語るのは困難であるが︑とにかく最善をつくす

を中央室へ案内したⅠ−驚くべき光景である！

ねた︒歩きたいのはいうまでもないことだー・先導しながらズールは私

するとパイロットが︑飛行しているあいだ内部を歩きたくないかと尋

に立っているのが見える︒

中央室があるらLく︑その童の中に一本の大書な磁気柱が機体の中心部

はさまれて︑機体の直径の三分め一ほど直線に伸びている︒その先には

前方には見たところ同じ幅の通路があり︑ドームまでとどく高い壁に

＝肖型棟体を四等分した一部分︶にl群の丸窓があるらしい︒

見た上から判断すれば︑この丸悪評は全部で四群ほどあり︑一象限︹荘

一連の丸窓があるのに気づいた︒小型魔の窓よりはかなり大きい︒私が

があるが︑これは墟体をとりまいているらしい︒この通路の外側の壁に

ついた︒二つの壁をはさんで暗約一メートル二十センチの曲がった通路

の場合と︺同じ種類毎ガラスのようーな半透明の金属わ壁︵複数︶が目に

あたりを見まわすと例の見なれた青白い拡散ライトと︑︵金星の円盤

げた︒ジャークは分離の瞬間に起こるのである︒

である︒ズールがたとえとして磁石にくっついている鉄のかたまりをあ

のは︑地球から離れるために必要なジ†トク︵注＝急に飛び上がること︶

なく︑三個の球聖者陛装置でどっしりと接地していたのだ︒私が感じた

の点でも適うのだと説明した︒これは地上の空間に浮かんでいたのでは

星人のパイロットがこの機体は小型戟よりも大きいぼかりではなく︑他

†
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などで覆われてお具そ町裏面には各種の線や幾何図形が︑金星耕の内

億瀾瀾瀾瀾Ⅷ讃

ゾゴが膚垂のすぐ上の層にづながってV︑る︒
l dレ︐一よ莞恵T﹁ノ∩叫り﹁′﹁ノ

部で私を魅了Lたような絶えず変化する色光でもって複雑な模様を織り
いる唯一の部分なのだろう︒上層の室は一種の共同彊至芸たは妹繭量に
なしているのだ︒この美観に私はまたもうっとりとしたが︑やは
体て︑そこには寝イス︑ゆったりとLた心地よいイスなどが置い
なり
っ正
てい
を理解することはできなかった︒
てあP︑ここで乗員は休憩Lたり話し合ったりできる︒この部屋の天井

円形壁の中間あたりの高さに美しい金属のバルコニーがぐるり
はと
全尭
体コ
が半透明のドームの慎斜そのままで︑これを見て夢心地になりそ
ていて︑ハシゴがついている︒壁の上方には半透明のドーム自体
ぅが
なあ
日り
光︑
浴董を思い出した︒外部の星や宇宙空間の見える曲がったガラ
巨大な観測用レソズが設置してある︒床面のほとんど全体が同じスよ
状う
のな
ドームの下にいれば︑たしかにそれはすばらLい憩いの方法だろ

東レソズでふさがれているが︑これは少なくとも金星機のレソズ
ーの
﹁直
一径
こ
聖一倍はある︒この周閏に四つの曲がったベンチがあり︑観測者こ
はの
そよ
れうなことを理解しながら乗員は何名いるのだろうかと考えてみ
にすわって宇宙空間をとおして下方の悪星を見おろすことができ
し通は全部で十二名から成りています﹂とズールが言って﹁Lか
たる
︒︒
﹁普
かし床からドームまでとどいている中央の磁気柱が室内全体を威
て以外に二人Lか乗っていません︒こんな短距離の飛行にはこれ
し圧
今し
は私
いた︒二個の東レソズを貫通しているこの巨大な無言の力撃﹂そ
わ人れ
以︑
上の
員を必要とLないからです﹂

再チャージLに帰ることなく一週間もLくはそれ以上も母船から離れて

ごらんのようにこれは大型塵でr長距離飛行用として作られています∈

われが求めてやまない秘密 − 惑星間飛行の秘密を持っているのだ︒
そのとき私は草見た︒これは土星亜なのだから︑この特殊な乗員は皆
すでに指摘したように献体は四つの放射状通路で四等分されて
土お
星り
人︑
なのだろうか了 この想念をズールが訂正して言った︒﹁この円
この通路が四つのÅ口から中央董へ通じるのである︒左手へまわ
盤っ
はて
土︑
星で建造されたものですが︑特定な惑星が所有しているのではあ
われわれはその通路の一つを歩いてみた︒その全長のまんなかあ
りた
まり
せで
ん︒各惑星人が共同で使用します︒その結果︑この乗組員はあら
通路の両方由壁に互いに向き合ったアーチ型の入口が両側の壁にゆ二
つ星あ
る惑
から来たメソ．ハーで構成されているのです︒

る所へ来た︒パイログトは右側町7Ⅰチの下を通って機体の一部分へ私
を案内Lたが︑それは乗員の寝室だという︒この室内は興味ある方放で

合は︑再チャージ用の補充エネルギ1を母船から各円盤へ直接にビーム

区分してある︒目の前には的十二の小さな個室すなわちキュt∴ヒクル︹
いることができますが︑それはこの円盤がこの目的を果たすためのエネ
仕切りのある小寝室︺があり︑そこで各乗員が別々に睡眠をとる
ルの
ギで
ーあ
発生装置を頻内にそなえているからです︒非常事態が発生した場

る︒私はそのどれにもはいらなかった︒すべてのドア−が開いているの

二人が寝室付近の通路に立っていると︑足元にかすかな振動を感じた

で︑その完全隠コンパクトな設備を見ることができたからであるで︒
地こ球
送る
ともで草芋T﹂
のプルマン式寝台車製造技師たちがうらやむような設計なのだ！

・ぐ
り ﹂〃
L h軒 竹■‖Hl・¶ rH廿日
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ような寛がしたが︑ズールが次のように説明したのでその理由を了解す 長距離旅行という言葉をパイロ〝⁚トが発したとき︑この円盤は母船の

ることができた︒﹁摸械装置類のほとんどはこの部分の床の下に仕掛け助けをかりないで惑星間を飛行できるのかと思ったが︑彼はこれを否定
のではないと述べた︒

てあります︒そこには寝室から直接はいれる工作室もあります﹂私はドLて︑円盤旗は遠い宇宙空間を︹自力で︶飛行するように作られている
7−を探したが何も見あたらない︒だが格別解きはしなかった︒

二人はふたたび通路へ出て︑隣接する四等分の一つに通じるアーチを 二人はまたもやフラッシュのきらめく可動性の壁グラフ類のある中央

同様に︑この通路にもまんなかにまず二つの大きな7Ⅰチがある︒まず

のぞき込むと︑色光︵複数︺の柔らかい輝きや奇妙な装置類が日にづい
重へはいった︒われわれは中心のレンズの端を通三上二番目の放射状通
た・‡操縦室なのだ︒操縦盤の所に二人の苦い男がすわっている︒われ路にはいゥた︒まだ見てない最後の通路である︒逆方向の通路の場合と

われは歩き続けて︑やがて外側の曲がり連絡に出た︒

右に折れるとズールが言う︒﹁この室内には二個の小さな遠隔操縦の向きを変えて左手のアーチから室内へはいったが︑これは彼らの調理室

われの台所に似たところがほとんどないからだ︒単調な壁にかこまれた︑

〝記録用円墳汀を保管する小室があります︒この記録用円盤は接近観測
だという︒だが私には到抵そんな部屋とは思えない︒というのは︑われ
用に発射されるものです︒すごく敏感な観測磯で︑発見Lた事を円盤ば

かりでなく母船にも伝達しますから︑記録のコピーを作ることができるからっぼに近い部監だが︑そ町表面の様子は擬装であることがわかった︒

のです︒これは特殊な情報を必要とする人の要求に応じて惑星に関するズールの話によると︑この壁︹複数︺は天井から床まで食器棚や仕切り

と同様に︑開かれるまでは目に見えないのだという︒こ聖戸棚頸の中に

永久的な記録となるのです︒この極小型円盤は地球︑太陽系全体︑別な戸棚などがならんでいる乃だが︑驚くべき構造の円盤のあらゆるド7−
太陽系などの諸状態由知識を得るのにずいぶん役立っています﹂

見学を続けながら外側の通路を歩いていると︑われわれは四つの大き食料品やその準備に必要なあらゅる物がしまい込んであるのだ︒

壁の一つにはめ込んである︒中をのぞいてみたがバーナーらしいものは

な丸窓の所を遠耳すぎたが︑立ちどまって外を見るようなことはしなか ガラスのような小さなドア1が︑オープソだと硬が言う物の方へ続く
ったq

旗町放射状通路の所へ来たとき︑二人はふたたび右に曲がり︑同じ半何も目につかない︒するとズールが説明した︒﹁私たちは地球人がやっ

透明の固く見える二つの壁のあいだを通って樺俸の中心部へ引き返し始ているような方法で料理をするのではありません︒放射線すなわち高周

めた︒これらの壁は非常に厚く︑堅固で︑車輪のスポークのように完ぺ波で急速にやってし辛コのです︒これは現在地球で粟験されている方法

きな構造になっている︒右側の壁が寝室の襖壁にあたるらしいことがわです︒しかL私たちは食物のほとんどを〝生きている″状態で食べるこ

かった︒ズールの説明によると︑左側わ壁にはかなり大きな倉庫へ通じとを好みます︒そして私たちの惑星に豊富にあるおいしい果実や野菜な
る入口がついていて︑その中には畏距鮮旅行にそなえて食料その他の必
どをおもに食べています︒あらゆる点で私たちはいわ坤るけ菜食主義者打
需口覗か貯蔵されているとい亨︒
ですが︑まさかの場合に︑ほかに食科が蘇られないときは鞄も食べます﹂
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関しては説明されなかった︒彼らは宇宙空間の自然の力︵複数︺を利用

風雪周

むかって無分別に知識を伝えないとも限らないのです﹂

私はこれが真実であることを否定できなかった︒

りるような感じがLたが︑からだの†ハランスを草ブほどではない︒

ったようなプラットフォームへ出たが︑だれもわれわれを迎えに出てお

操縦蕃はちらりと見ることしか許されず︑各機械装置を動かすパ
ーLに
らワ
ず︑
たがって金星の母船で行なわれたように円盤に対してフランジ

このすばらしい宇宙塵わ中で電に皐くの物を見せられ説明されたが1

下へ引き返してから最初に横棒内へはいった通路の方へ歩き続け円
た盤
︒掛レール上で静止するとドアーが開いて1以前の金星の母船にあ

われわれはこの瞳惑的な休憩室にほんの少Lいただけである︒中央廊

室内の敷物は横内全体と同様︑葺グレー色である︒そのなかに
には
は模
い様
る光景は見えない︒多くの点で前回の体験に似た成心じがするが︑
はなく︑表面はきわめて画そうに見えるが︑歩いてみると厚いス
ポに
ッ︑
ジ説明のつかない相違があった︒
同時
ラバーに似た感じがする︒
待機している母船の内部へ下降するとき︑またもやエレベータⅠで障

書物︑書類︑その他の読みものなどは見あたらないト︑この種の
を離については彼らは何も言わなかったが︑以前に金星の母船が
飛物
行距
保管するような棚やケースも見えないが︑このような物が存在す
こてと
静る
止L
いた位置よりはこの母船ははるかに地球を離れていると確信し
はまちがいない︒
た︒円盤の中央部に近い所にいたので外が見えないため︑円盤が大母船

装飾がほどこしてある︒目標惑星の大気圏内を観察飛行している私
あの
い横
だ内の見学歩きは急スピードであり︑さまぎまの説明はその途中
は︑乗員たちはこの部屋で皐くの時間をゆっくりとすごすのだと
ーら
ルれたのだが︑それにもかかわらずわれわれの遊歩が終わるか終
にズ
与え
が言った︒また︑地球人と同じように彼らはここで多くのゲーム
やい
りう
︑ちにズールが知らせた︒﹁私たちは母船に到着しています︒
わを
らな
それを心から楽しみ︑客人を歓待するのだとも説明した︒
これから船内へはいるところですよ﹂

種類の特殊なテーブル︹複数︺があった︒それらの上には小さな蓑Lい

などが散在Lている︒ほどよい位置に透明な台のついた金星船のと同じ

二人は調理室を出て休憩重へはいった︒金星の母船の休憩室と
だ同
知じ
っく
ていませんので︑どうにかすると考えるより先に言葉がロをつい
すぼらしく華麗な部屋である︒各種町スタイルの長イスや一人王
用出
のる
イかス
らです︒そうなると︑悪用するかもしれないくだらない人間に

ぇないのに気づいたが︑私は主婦ではないので︑このときはそん
な原
物動が
Lて
力に琴見ながら宇宙を飛行することはわかっているのだが︑そ
ない町を気にとめなかったのである︒しかし︑たしかにこれらの
具法
は″は理解できなかった︒だが私が知識を求めていたことはまち
の器
〝方
ぁるのだろう︒たぷん他甲あらゆる物と同様にわれわれの設備と
はな
想い
像︒
がい
もつかないほどすぐれているのだろう︒イス︑テーブル︑ベンチし
なか
どし
も申し訳なさそうな緻冥を浮かべてズールが語るには︑一定の物
見あたらない︒たしかに︑必啓な物は何でも壁と璧とのあいだに
博洩
さられ
事を
すほどにはまだ十分に地球人を信用できないのだというD 居
ているのだ︒
ぜなら﹂と彼は言ウた︒﹁あなたがた地球人は感情を支配することをま

後になってから︑台所の聴L︑くず物処理器または水道設備などが見

′題澗
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︵操︶とレール上にクランプを取り付けることもされない︒

開

ぷ㍉甲㌢号﹂づ÷さ
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H ﹀′ ︷l∧﹂ユ∫え■〃電くj

発号のGAP哲学講痺の中で︑良いオーラを放つ音楽としてプ■ルッ

敢えて下さい︒またダリ・

・ンのオーラを放つ曲は何でLようか︒

この円盤から出て︑土星から果たこの輸送船内のプラットフォーク
ムナ
にー町史響曲第八番とモモ∴ソ丁ルト耶 ﹁フルートとハープのための協
降り立った私は︑この母船が金星のそれにくらペてほとんどあらゆ奏
る曲点
﹂があげてありまLたが︑これ以外に良いオーラを放つ曲があれば
で相違Lていることにすぐ感づいた︒︼体どんなめずらしい体験が私を

待っているのだろうと思ったが︑恐怖感は全然起こらなかりた︒ 筈 右の二曲があらゆる作品のなかで最高というわけではなく︑良いオ
実際︑他の世界の人々と新たに会うごとに︑恐怖心を起こすことー
がラ
まを放つ曲は他にも沢山あるようですが︑そのすべてを聴くわけにも

﹁ピッ

ったくばからしくなるだけである︒彼らの知恵の言葉を聞き︑その
ゆ美
かし
ず︑二︑≡の倒しかあげられません︒Ⅹ氏によれば︑ペートーペソ
い宇宙船を見せて乗せてくれた特権に対して︑私はいつも非常に謙の
虚作
な品は一体にオエフの色が暗く︑せいぜい良いのは甫園﹂くらい︒
気持でいた︒硬らが私に転んだのは︑僚ら町知識を地球のすペてのモ
同ー
胞ツ丁ルトの作品は全俸によろしい︒グリーソのオーラを放つものと

に伝えてくれというだけである︒私はそれを実行するつもりだ︒信し
じて
るはヨハソ・シュトラウスの﹁菓しく青きドナウ﹂ ﹁春甲声﹂
か︑居じないか︑高度な知識から恩恵をこうむるか︑それとも嘲笑チ
とカ
疑ート・ポルカ﹂など︒チャイコアス車−の﹁白鳥の湖﹂もグリーン

惑の中にその知識を投げ捨ててしまうか︑それは各人にまかせよう系
︒︒要するに芸術的価値とオーラの色とは必ずしも一致せず︑Lたがっ

てポピ︻二7−な曲でも明るく清純な内容ならばオーラはよろしい︒病人

仮空の神々を創造するようになりました︒全国に無数に存在する神社が

が極端になって︑山や太地に神霊が宿るという思想を持つようになり︑

くなり︑数千年前には自然界の物質を神格化する憤向が強くなり︑それ

じて鋳敏な感受性を失い︑特殊なカルマを持ちながらもそれに寛づかな

ではなるべく辞書のない静かな場所で心を平安に保つことが大切です︒

た分裂感情を起こすと胎児に点くない影響を及ぼすのであって︑出産ま

生まれたり流産Lたりするおそれがあります︒大体に妊婦はいらいらL

ーの音色は病人に悪影響を与え︑これを妊婦に聴かせ続けると異常児が

を置くのもよいことです︒ロ㌢ク青菜のオーラは悪く︑特にエレキギタ

︵第七章終且∵以下改号︶

によい影響を与える音楽としては大編成のオナよりも寸ハイオリソ︑チェ

ロ︑グラシ叫′タ草履∴Ⅰなどの静かな独奏曲がよろしい︒ただしこのよう

な音楽を聴けば病気が治るという意味ではありませんから誤解なきよう

これを物語っています︒これは誤ウた信仰であり︑原初的な土星人の思

その意味で胎教︹胎児によい影響を与えるように妊婦が心や行いを正し

に︒また植物は大体にグリーソのオーラを放つので︑病室に鉢植の植物

想からはずれています︒日本人は仮空の物を実在祝し︑神格化する傾向

くすること︶は必要です︒

︵二十五貰よロ︺

の強い民族なのですが︑二方︑現代において白人の物質文明に毒されて
いるのはカルマの清算のあらわれです︒

をノ■互 ． ︑ た 巨 吾 妻 石 ン 巳 r ▼ 打 に ㌣ L f r ㍗ ■ ∴ ．
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花は不安や怒り︑喜びや興
奮を感じることができるか・
・・・風変りた実験に取り組
は﹁イエス﹂︒まだ仮託田段

んだソ連の心理学者らの答え
階だとはいうが已
二月二十五日︹今年︺の﹁
社会主義工業﹂故によると︑
心理学博士Ⅴ・プーシキソ民
ら和行なった実態は次のよう
なものだというq

催眠術師が硬簸者を眠らせ︑

楽しい言葉皇たは不快な言葉
を話し続け卑り被験者に盲び
や悲しみの感情を起こさせる
わけだ︒硬験若から少し離れ

て履かれたゼラニウムの葉に脳電計を草続
すると︑昭電計には︑植物内部で被親書に
似た感情の動きの晶ることが襲われた︒
このことから︑組物細胞と神経細胞内で
起こる過程には何らかの共通性があると推
測でき︑人間和心理︑視覚︑記憶等々は基
表的には︑植物細胞のレベルで尭生する情
報サービスの特殊化されたものといい得る︒
ブーケキソ博士は 岬物に感覚の存在ナ
ることはこれまでたびたびいわれてきた︒
この仮説によって︑植物細胞の反応から人
間の脳細胞の捜能解明への辛がかりを縛ら

ふ
■
r■︑

〝

り

ヽ
r

アメリカでは︑親切に話しかけられた植物
喝 よく育つ︑といぅた研究まである︒
記憶や感情は︑神経細胞の働きによるも
のと考えられ︑勤勉のなかでも︑かなり高
等にならないと﹁喜び﹂とか﹁不安﹂はな
いというのが定説︒神笹神胞のない椎鹿に
〝心″があるとなると︑別の神経作用を考
えなければならない︒
しかし︑それは︑これだけの葉陰では︑
まだまだ不十分︒植物生理学の研究で︑植
物に埠︑外商からの刺激に対Lて反応する
﹁興琶電流﹂があることは知られ︑ハエト
リ草たどには︑短期的な記憶に似たものが
あることはわかっているが︑たくさんの細
胞の電気的状態が統合された神轟作用はみ
つかっていたい︒
プーシキン博士が︑植物に送り込んだ人
間の腰醍にLても︑どこまで席神作用を反
映Lたものかもわからない︒︹朝日四八・
二ニー七夕︶

米航空宇宙局︹封A
SA︶は十一月十二日
︵昨年︺︑火星の人工

衛星7リナ一九号によ
る一年間にわたる観測
の結果︑火星に関する
人類叩これまでの理論
はすペて書き改められ
たと発表Lた︒

†リナ一九号は昨年
五月ケープケネディー
から打ち上げ．られ︑同

十l月十三日︑火星を
まわる軌道に乗りたが︑

今回のN且SA報告は
その一周年記念日に尭
蓑されたもの︒
これによると︑火星

■∨′予告

の蓑面にはかつて水が自由に流れていたこ
とが発見された︒藍た現在も火星には大量
の水があり︑穂冠の形で閉じ込められてい
る︒†リナ一九骨はまた︑大きな火山の上
などに︑氷の拉を含むと考えられる雲を見
つけた︒†リナ一九号が地球へ送ってきた
写真には︑火星の赤道の部骨にある全長四
千キロメートル︑深さ六千メートルにも達
する巨大なクレ．ハスが写つていた︒火星表

面の温度は赤道で四度︑撮冠の部分で零下

J身∫

t

地球から見た火星の白い極冠がドライ7イ

スでできているのか−それとも戎かの論争は

こんどの観測によって﹁尤もある﹂ことに落
ち着きモうだ︒分光計などで火星大気中に水
草気を見つけたことだけでなく︑火星表面に
かつて水が流れていたことを示す地形的な証

拠も見つかり︑火星の火山活動の跡とともに
貴重なデータとなつた︒
火星の水の量は﹁水による浸食﹂がかつて
あったという意味では﹁大量﹂であロ︑また

四七・十一・十≡︶

が存在する可能性を陪志しているが︑科学者
たちは﹁生命があったとしても︑細菌以下の
原始的なものだろう﹂といぅている︒︹朝白

火星に水が存毎することは︑そこに﹁生命﹂

にしかならない﹂という︒

八七度である︒
極冠に閉じ込められている水も︑従宋の予測
てリナ一九号は火星を六首九十七濁した
にくらペれば﹁大量﹂とみられ阜が︑ソ連の
のち︑今年の十月二十七日に地球へ信号を
火星二︑≡号の観測によると︑﹁火星大気中
送るのを停止した︒NASAでは火星に生 に含まれている生水牙が両となって表面に韓
りたとしても︑人間の髪の毛二至隼どの深さ

物がいるかどうかを調べるため一九七六年

に無人探測蓋云イキソダを打ち上げるが︑

マリナ一九号はその先駆者としての役割を
果たしたと述べている︒

マトナー九号は無線が途絶するまで空ハ
百九十七回の火星旋回中に火星車面の写真
を七千三百 十九校地上に電送した︒同探
測器は今後も火星を回り掃け︑組五十年後
に火星表億に激蜃ナるものとみられる白

水の存在のほか︑同探測器で判明した要
ある火山の直径は地坪最大の火山の

点は次の通り︒

◎

砂あらしは︑秒速五十メートルを超

倍もある︒

◎

える速さで吹いている︒

◎ 火星の北極の気温は平均セ氏零下九
≡庶で︑地球印南穐の同零下正一鹿より低
い︒

やはり生きている丁・

し ︑

■・誹胡閲亜層彗蟄書堅

昨年十て十二月に火星を回る軌道に乗
つたソ惑の火星二︑≡号が﹁水の存在﹂を
明らかにし︑米国の†リナⅠ九号もそれを
正式に確認︑﹁火星は生きている﹂という
説がますます強くなった︒

l■‖‖H．・．封‖

h︒け㍑止．ヨ判．．

写某は火星

れよう﹂といっている︒

植物にも心があるか︑という問
題は︑現在の神経生理学の常諏か
らはずれたものだが︑ソ連やアメ
リカで・は︑この方而の研究が詰絶
大まじめに取り上げられている︒

三年前にも︑ソ連農学7カデモ
⁝のイシドール・ブナール教授ら

が︑植物も人間の神経電流に似た
電気信号を出すことを確認L︑記

マリナー9号力巧彊認

ソ連の一山理学者ら某届寅
憶力などを持つと発表している︒

火星に大量の水

花にも喜尭露哀楽
科学トピックス
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すばらしい内容で全く

事到着いたしましたじ

ーズレター五十一号無

理由からでLたが・・・・︒時に会費をお

生万のは主としてチラツ辛が賑にこたえる

打と安代もしくは共存させております︒小

けですね︒小生方も裸電球にて方々ケイ光

というのもちゃんとした躍由が存在したわ

次に殿近は立た皆の白熱嫌が使われ出した

して損はないと后ずるのですが・・・・︒

した気分の時とそうでない坤との他の人の

伝えることができるようです︒葉際に高揚

りを歩く人たちにも〝再び″を直接印象で

供と同化したように感じます︒それにまわ

やかで︑まわりのものすべてが空間までも

気分が謁持している時にはたいへん晴れ

ているのですが重︒

その計周持した気分を永続させようと努力し

をしばサ出して倍勤すれば這が開けてくる

ています巳やはりそ町時々を最大限に能力

り︑実際にモのいくつかを日常でもつかり

した︒反面︑強固た自信を持つようにもな

ムス幸⁚−と一致していたのには全く驚きま

考論︹のょうなもの︺が甚売約にG・アダ

が︑それでも過去熱が強力で築き上げた思

明協会虎員としての感動の方が活発でした

が︑全く愉快でした凸私はGAアよりも発

■﹂

読みごたえが晶ります︒

送りせねばと思いながらつい御無さたして

僕に対する様子の遠いは︑その人と詰をし

のは先生が日ごろおっしゃっているとおり

︐÷逼・鼻音上・・．王﹁1■ウ

束ねてお礼申L上げま

おりますが︑近いうちなんとか致し生す故

なくても賓くほどよくわかりますd立た高

です︒

ケ．♪j︼iツつr

申訳ありません︒最近はサツ．ハリ変つたこ

お坤るし下さい︒本は立見専林方に速達で

揚した気骨の時は︑自分でも信じられない

払がGAPに入会したのは全くの必然で

︑︸て

鼻−ズもなく︑まあ平穏無事といりたとこ

ステックリソダの書を注文いたしました︒

ほど体が軽くなったように感じ︑そうでな

あったように思います︒過去熱中したの娃

Lむ・I−ピ▲

ろです︒先般囁喝の辣行ではじめて伊勢神

どうも朱も盾もたまらザといったところで

い時のあの窓々しい足ビワとはうって変わ

昨十四日GAPニュ

宮方面に出かけましたが︑伊勢も観光ズレ

す︒ロド7丁Ⅰ兼人の円堤を見たいのです

パリでしたゥ

やはりGAPの会

書て多忙にまぎれて仲々お便りも出来ず

がしてサ

将棋︑ピアノ︑天文学の澗で︑最後に〟葉

びしくなる今日このごろですが︑お変りご

は別人のようで衷情までが違って見えます︒

′＼

ならないのです︒その理由として仕事に対

の運転手がどうも宇宙人のような気がして

葎に引越をしたのですが︑そのときの九通

巻″が出てきたのです︒過去一度だけ不可

ざいませんか︒まだ傑はt直もお目にかか

それで高揚した気骨でない時に人に摩す

し非常に熱心で︑働くこと自体に絶大な喜

り合ったように気にならず︑宙を歩いてで

っておられた超能力者貰氏の音楽論は非常

りたことのない久保田先生ですが︑いつか

ると︑童りたく人にある喜びを︹もちろん

びをもっている︒そのときの料金がわずか

解なのは︑高二のとき葉巻を見て拇二カ月

に参考になりました︒先般FM放送で海外

お金いできる日を楽しみにしております︒

印象で︶伝えられないようでがっかりしま

五官円であり︑当時の相場が千二百円ない

もいるかのように進むことができます︒全

って︑去るででこぼこ道もクツ氏にぴった

ちゃんとした目的のない族は魅力にかける
ようです︒

の放送局録音のチープでブルックナー甲作

今は福島県の郡山市に下宿しており辛丁の

す︒

高揚した気分の時とそうでない時の漢

品︵交響曲何番かド忘れしました︶が流さ

で︑東京は比較的近く︑例壷にもぜひ出席

さてGAP二ニューズレターにお古きにな

れており︑非常に印象に残ったので︑これ

あります︒次に個人個人の生まれかわりの

楽にもオーラが見えるとの覿︑実に興味が

番を入手してみましょぅ︒それにしても音

近いうちによい指揮者のものがあれば帯八

動のよいクラシック音楽はきくべきですね︒

いることができるのでしょう︒いつ見ても

せん︒その人たちはいつも高揚した気分で

しているのですが︑なかなかうまくゆき皇

もモのような人間になりたいと思い︑額力

小学校の同級生ですが︶に出会い︑僕自身

ける魅力を拝つている人たち︵ほとんどが

すがー㌧

せるように気分が高揚するのがわかるので

か︒本当にちょっとした機会で渡がおしよ

高揚した気分草革横さ草りれないでし上う

るなどと君ウてくれます︒何とかしてあの

ょにいると︑たいへん蒐持が落ちついてく

常なほどである︒私自身の性格として優秀

と立ち去るはずである︒ヨのするどさが異

なら正確な金を言っで︑もらったらさっさ

運転手としては少々不可解だしービ㌔ネス

円でもよいと笑いながら答えたこと自体︑

しかも金を払うときに五首円でなくても千

し千五首円だったことからしてもおかしい︒

過程といぅものも︑わかれば一度は知りた

たいへん菓しそうなのがよくわかります︒

うなるのだ︵明らかに周囲の苦闘気を悪く

ある友人は高揚している時の撰といぅし
しなくてはと思っております︒

いものです︒とにかく科学万能の現代︑こ

侯も日に何濫となく︑ちょうど涜がやって
鴇会は盛況でした︒一億人の中から数百

するので庵力押さえるようにしている町だ

僕は小学校以来時々たいへん傑を計きつ

ういうことを言うと気はダッカかなと思わ

くるように高揚した気分になったり︑また

人の超懐刀老の占7ゴが集皇りたわけです

ます￠

︵福島県

奥野正人︶

市川氏︑橋本博士etCに対し無意哉にそ

義をもつことが争い︒つまり久保田先生や

な人間に相対したとき︑非常なライ．ハル意

れるのがおちの昨今︑まずは自己の過去を

そうでなくなった申していて︑できる取り

ではいつまでも御健嵐をおいのりしてい

知ワ︑有意義に将来を生きるというのも決

が︑間遠いなかったわけですね︒やはり波

はやはり大したも由だと思っておりました

棟もすでに畠り︑ますます冷え込みの尊

増野兼弘︶

叫汁一相川■川榊■■■脚●坤世l■

が︑宋に残念でナ︒︵山口県

＝ヒ

合とか︑オーディオのパーツあさりとかい

hl仰■■叫〟・■■・呵帥■■■榔・・■■棚l一■

題眉眉

」
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したのはXXXの一人です︒今の学生︑特

てニューズレタ1五十一号に謁する質問を

抵空で先生を明らかにやっつけようとし

たいと思い事T︒

普通考えられない︒先生の意見をお掃きし

運転手に対してライ．ハル意識をもつことは

るし︑その中に含まれること自体愛である︒

影響を与えるような事件はよくおぼえてい

だった︒以上の理由です︒そして私自身に

が︺︒そのときもあやうくそうなるところ

がって︑ほとんど聞達いませんし︑むしろ

くnソLこ考えることにしているのです︒した

けを取り︑残留想念が体外に出てからゆゥ

安ける町で︑単なる記憶︹または記録︶だ

態度です︒その場ではやはり若干の影響は

せんが︑傍盛者というのは私の気に入りの

ん︒母親または前生からの続きかもLれま

度が立派であったのは言うまでもあり皇せ

ては意地悪かったと思いますが︑先生の態

私個人としては傍観者でした︒会員とし

茶であり︑どうしてもというなら全体の洗

の考・孔を全体にあてはめようとするのは無

に千差万別で︑ある特定のグループの特定

体験などから︑その考え方︑行動等はまさ

社会の各自が属している七夕トと各自の

いことになる︒

ずからの限界を見極めないと︑とんでもな

七ソ一理解できたことはたいので︑各自み

になっている︒一つの理論で人間を首パ‡

で選挙に勝てないでいる︒理論の過大解釈

尭生にお借りしたパラマソサ・ヨガナソ井

さて悪念観察に関することですが︑中岡

ラスになると思いますD

ったくあらゆる能力開発その他に非常にプ

によってはゃきりと証明されたことは︑ま

と感覚器官で感じられなかったことが躁枕

励みを与ぇて頂きました︒卑生ではりきり

もサボチソを用いた葉崇は私に大変自信と

開下さり︑大変感謝しております︒なかで

ユーモアにあふれた楽しいプログラムを展

過日のGAP経会はまゥたくユニーグな

行者の冨菓として﹁私は長年誠実な内省の

脳が必要になる︒それでもはたして何世代

とにかく語がそれましたが︑積木先生の

行を痩けて吾ました︒それは神に接近する

将来のために学習になります︒以上が例の
橋本先生の窯輪はG・アダムス中−やG

葉詭データにして竜︑正しい解釈が得られ

ための非常に苦痛に充ちた道でした︒自己

に樟左︑右翼の人達にある性格の特徴です
東埋まっ殺しょうとする態度であり草T︒

APに役立ちました︒ただ博士自体がやや

ているのか︑モの程度が問題だと思います︒

凝視︑つまり自己乃思想に対する容赦なき

原著のヨガ行者のl生の三十五頁に巡礼の

各菖考えていることが全ては正し＜ないと

艶書的な解釈をしているのが気になりまし

両先生が周闘の想念のあるパターソだけを

視察は︑身心を痛めつけるほど痛烈なもの

持続できるか疑問である︒

いうことは常詣でもわかるはずです︒もし

た︒空想と現乗をはたしてどの程度明確に

好んで吸収していることも考えられます︒

事件のまとめです︒

正しいなら白骨の苦いたテストの答案がす

しているか少々疑問です︒GAP会員にし

が︑自分に気に入らない思想デ王グを無理

べて盲点になるはずです︒思考の雫際とし

もちろん個人差︑問題を発展きせる方向な

ハ善悪と分けるのは主観がはいるのでダメ︺

点や︑不明な個所が明確にわかるはずです︒

景︑また自牙の考えつかなかったであろう

そのあとで推理してみれぼ︑その想念や背

可能性︑関連した想念e−亡に分類して︑

の悪念の性質を長所︑壇所︑疑問視した所︑

がたまにすばらしい想念を感受したとして

がピうしても主体になるわけで︑末席の人

で辻井通の理論及び清適的立場の人の理論

混乱は少しぐらいですみますが︑他の団体

田″

とはるかに正確ですが︒GAPには〃久保

つてくると思います︒一敗の人にくらペる

共通点はあるにしても︑いろいろた筈が迂

未転換になりました︒奉仕できれぼモれで

どちらにしてもGAPに接したこと自体︑

いますが︑親が医者になれというし︑∵応

私個人としては発明家になろうと考えて

ます︒

の態度︑情熱を完全に麦持するものであり

久保田先生の異常なまでの注意深さ︑日常

持できると思います︒GAP代表としての

とで︑アダムス車−や発明家達の言動を支

ただGAP凍の解釈としてはすばらしいこ

藍す自貴家の御多幸を研りあげます︒

して舌た事を皆様に役立てようと思ってい

す﹂と出ておりました︒今まで解析し体親

ると自認する利己主義を生む結果になりま

に対して︑自分勝手な解釈を下す権利があ

のです︒自己弄現に対する欲望は神や宇宙

は予言者を生み出すほど正確に作用するも

砕Lてしまいます︒けれども其の自己骨折

です︒それは如何なるがんこな自我をも粉

﹁しかし﹂や︑そ ても超態力とは何か？といぅ問いに射し︑

どが人によって異なるのは当然ですが⁚白

も︑どの程度の賓賛が得られるか艶聞です︒

十分です︒できれぼGAPを経済面でも範

飛行機の事故や地貰と算々しい師走の入

﹁または﹂

身のことをタナに上げて人の欠点だけを諸

しだいに鼠織が聞童りてくるとーサ⊥ノの考

力に．ハッ〃こJッザしてゆきたいと思ってい

りですが︑如何お過しでしょうか︒就職い

て﹁もしも﹂

士に言うのは︑はなはだ心外であり皇す︒

えだけが幅をきかすようになりますから︑

ます︒卑生ではまだ二十才と七分月ですの

たしましてから早いものであとtカ月もし

というパイプがあるので会員に生じる

まるで自分が思慮分別のない無能かつ危牧

この点に注意して在らや橋本先生町理論を

で︑十分な時間があります︒日常がんばっ

ないうちにお正月です︒学生のころ京都に

関谷正明︶

人物であると証明するようなものです︒私

考えてみるペきではないでし上うか︒グル

ておればそのうちなんとかな・るでしょう︒

市川氏︑GAPの金具の方々からは大変お

いました際には久世先生や大阪東面代表の

︵荘賀県

個人としては久保田先生がどのように反応

ープや思想の粗哨な倒とLてナチスその他

博︶

するかを興味深く拝見したわけですが︑市

清水畑

の政治団体があります︒全学連や社会党が

︵東京

川先生や払のうしろの若い人などががんぼ

よい例です︒みずからの理論に心酔するの

﹄領一

ったせいもあって少々不満でした︒

遍司眉掴題瑠

産憲章票蔓菩‖︺生昌L亡■＝⁚∨ ■ 読
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生活とはいえない生り私は現在すでに二十

窯貸
売＝往
■豊h
宣

モういうことを不思議にする気にはならな

四才にた二二てLまいましたが︑精神的には

∧ノじ︑芋＞ ■

て−適問にてt一定学校へ行ってみるとい

くなり︑二時間くらい快適な気持ですごL

胎児の生活をしているといえるし︑もしく

書聖戟︑′1い

世話になりました︒こちら宮崎へ帰りまし
う毎日ではありますが︑白骨というものに

ました︒

ヱくL上

てからはアダムスキーの哲学等を親しく話
ついて前よりはほんの少しですがわかりか

＋
も．仇ま

し合う友がないのが少し残念ですが︑ニュ

−︒これを読むことによってモ乃毎日のく

んなときふいに送られてくるニューズレ声

Lた︒怠暖な生活の毎日のくりかえし︒モ

先日ニューズレター五十一号がとどきま

体を大切にしてください︒

居います︒だいぶ寒くなってきましたが御

久保田先生︑御元気で串すごしのことと

には十分お気痘付けて下さいませ︒

生も色々と御車忙のことと思います︒お体

しては深謝いたしたい売時でおります︒先

じており皇す︒また先生の御奉仕に射しま

だき宜した︒次の五十二号を待ち遠しく感

究謹直の1．は非常に興味深く読ませていた

ています︒

すること田できた僕は幸運であったと思っ

なかったらと考えただけでも︑それを手に

きれたアダムスキーの毒物に接する機会が

うと思ってお口ます︒もし久保田先生の訳

して少しずつでもあせらずに理解し︑進も

にそのユゴが打ち破られる危険性があるた

の科学などを読んでいるゝヽ

かを恐れ見まいとLているが︑モれを生命

壁を払の中のまわりにはりめぐらしてなに

に︑これはつまり私が︑私のユゴが強力な

状な不安感にかられるわけです︒今考える

です︒読んでいると自分の中のなにかが異

命の科学たどを読むと苦痛をおぼえたもの

は自覚していないころ︑アダムよキーの生

ころまだ自分の神経症についてはゥきりと

ているものなのでしょ・つが︑このためモの

ているためにこういう形になってあらわれ

り宜した︒つまりは私のなにかが立ちがり

本を読んでみて私の症状というものがhか

ことが︑大草二︑≡年のころ心理学関係の

に入ってから強迫神経症が固定化してきた

中学≡年か高楼一年＜らいから胎盤り大学

えば強迫神経症だったわけです︒だいたい

ろから現在までの私は︑

芦でいってしま

したが︑そのころの私︑という宜りモのこ

めたロして御迷惑をおかけしたりしていま

のところへ人生相誹みたいな形で助けを求

高校のGAPに入会したてのころ︑先生

のずっと前に不安感にかられてまたすぐも

みなくてはと思ってい宜す︒といってもそ

要があると思います︒とことん追いつめて

いう状態ではあるのですが︑でも始める必

のこわさのためザるずるとのばしのばしと

どうなるのかわかりません︒それで結局そ

は予部がつきますが︑そ四あとはいりたい

当然自分が分裂感におそわれるところまで

観念に私自身対決してみょうと患う打です︒

てみようということです︒つまり私の強迫

しかたがないから︑やるならとことんやっ

うこのまま逃避につぐ逃避を続けていても

と思います︒ただ︑卑感じていることはも

を感じさせ︑かつ不安感を感じさせたのだ

してきたのでしょう︒そのため私に分裂慈

守っているなにかを破られまいとして対抗

逃避してい晶二−ゴが︑壁をはりめぐらせて

私見ですが︑私のエゴが︑毎日なにかから

また強迫神経症の私に︑心理的にみれば︑

ままになってしまったわけです︒つまりは

とおさまロました︒が︑これではまた前の

軌にすわご﹂神経を集中して思念し︑やっ

たわけです︒このため一時間くちいの間︑

私は自分が分裂するような感じにとらわれ

のころ読んだと書はただ﹁すごい﹂としか

七の﹁デミ7ソ﹂宣託んでからです︒高校

です︒こう思い始めたのはヘル7ソ・へγ

ところに︑別の次元にしかないという感じ

じ始めています︒ものの本質はもりと別の

すが︑生きがいなど必要のないものだと感

くなりました︒現在生きがい論がさかんで

今は生きがいがほLいということは考えな

生きがいがほしいなどと思っていまLたが︑

ら現在︑少し前まで私には生昏がいがない︑

へ行かなくてはならないと思い皇す︒だか

い荒野にただ一人の世界へ︑花のない世界

ぬくぬくとした胎児の世界からなにもな

る．ものと思われますが・⊇七

児もしくは赤んぽ︑社会などに関連Lてい

のです︒それは出そらく性︑女︑母親︑胎

要を感じています︒そこから始まると思う

ぐらせているのか︑その原田を見つける必

守ろうと必死にな︵二て壁を︑輩画な壁をめ

れども︑私のエゴがいったいなにから私を

そのとき古い私は死ななくてはならないけ

そうでなければもうくさってしまいます︒

でも生まれ出なければならないでしょ昂㌔

ころもっていたことをよく串ぽえています∩

無意識のうちにも胎児回帰の靡里を小さい

は脂児の生を望んでいるといえるでしょうへ

けてきたような気がします︒

りかえし町中になにかを投げかけてくれる︑

め︑エゴも乱に関係なく占日分のなにかを守

とへもどってぬくぬくと逃避した生活にも

思わなかったのですが︑今謹んでみるとな

ところがそ乃あと机にすわっているとき

ーズレターヤアダムスキーの事物を通じま

そんた感じです︒前に譜代納入のさいお便

ろうとする︑つまりなんともいえない不安

どる可能性は大です︒すべては白倉の中の

︵宮崎県

河野八郎︶

ニューズレタ！五十一号のGAP哲学研

りを出したのは四十六年三月︑今はもう四

感をもたせる︑そして現状肯定をはかろう

無意識のうち

十七草の十二月の上旬です︒この間気には

んとなく宇宙哲学への橋わたし的なものを

感じます︒もちろんこの奉仕 ノロイドの精

ことですから︒

私が最近感じていることは︑私は胎児だ

とするわけです︒

この前なんとなく気骨が高揚してという

−︒しかL私壮亡れを巧りこえて宇宙香草

神分析の上にたった小説ではあるのですが

ということです︒母の胎盤の海の中でふわ
ふわとなにもしないでいられるあたたかい︑

していたのですが︑宇宙哲学関係の方には
あまり白もとおさずにもう1年と半年くら

か︑妙に心が静車ニッ︑私の強迫観念たと克

ソ

いすぎてしまいました︒といっても︑ただ

ヱ∴∴

ば同七ことをくりかぇしてやってみるとか︑

▼

＃ロぷらぷらと1日寝て一日起きで︑そし

ヽ
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をお構いしたいと思います︒そのほか久保

じです︒この﹁生きるための助言﹂は全訳

かけ︑対決をせまらせてくれる︑そんな感

そうしているのですが︑それに．7レ■＝キを

も私のユゴがすすんでよろこんで楽しんで

一番感じています︒怠惰に流れるといって

ティーの﹁生きるための助言﹂︑卑これに

へ向かいたいと思います︒クリγユナムル

です︒その韓︑外出する時は常にアダムス

の著書を開いたらこの個所にあたったわけ

た私は︑何とはなしにこの〃テレパシー〟

とした将来に対する不安をもつこともあっ

し生いがちであるといえます︒ことに漠然

たぷんに知らず知らずのうちに形成されて

においてこの〝心配uという習慣的想念が

めなさい﹂と香いてありますが︑日常生活

な大音な事にでもすべて心配することはゃ

換ぇの技術〟をすぐさま行なうという方法

に対する〝打ち消しの技術〟または・〝切り

れが今回の粗金におきまして利己的な感情

だ記録するだけに終っていたようです︒そ

yタしていくのですが︑やはり今まではた

農用しまして︑≡十分おきに0印でチェ

諦︹宇宙の︶が高由られる津金が漉く丘る

りません︒また〝不必要な″ものでさえ︑

無生物で不必要に存在するものは何一つあ

るように心がけています︒あら坤る生物・

いわれまLた︒GAP発行の想念観察手帳 しだように1貴国という意識はあく皇でも

でし・ニプ︒

それが他のものにとって必要なものになっ

てが変化するのだということがわかりて善

ソユサイソドの用い方しだいヤ周酔のすべ

まして︑港口書いています日記にも記韓す

ております︒0印だけでは不十分かと思い

のポイソトを示され︑大変ありがたく思り

の学習なのだと考えることによって︑立ち

いった時でも︑それは白骨に課された一っ

す︒ですから例えば自分が何か困苦におち

ています︒偶然の崖物など何一つないので

きて最近は常に〝困″というものを考え

個人的な問題でしかなかったのです︒

事レた■︶F・・ステックリンダ氏も言われま

田先生のGAP哲学研究講座など最近のニ
中−の著書を一冊携帯しています︒

それからGAP月例会︑能会にて熱のこ

月の例会からは

さて悪念観葉についてすばらしい方法を

ュ事東レターは詰面が充実しでたいへんよ
もゥた御譜揖に接しましてからは︑冬にな

ることにLてい害す︒十

直ることができ草丁し︑こんないやな社会

河村啓夫︺

期には必ず一回は風邪をかいていました︺

午後t時から六時までとなっていますが︑

に生まれてきたのも自分の精神にまだまだ

︵愛知県

たが︑大変すばらしい売菓したt日でした︒

ですから︑いかにアダムス牛−哲学甲音義

大いに哲謝している次第です︒それではこ

未熟なものがあるからなのだと思えば︑か

いと思い藍す︒

先生の真剣な︑強い信念を含まれた︑しか

が大きいかをどんな所においても痛切に感

れからもよろし＜御指蕃のほどお願いいた

先日︑日本GAP鑑舎に出席いたLまし りましても風邪を如きません︒︵かつて冬

も謙虚な御津碑は︑より大きな未来への道
じる次第であります︒

根幹を示され皇Lた︒先生は時たま﹁日常

く乱たちの生活自体に勇気をつけて下さる

先生の講演された内容には︑全然撫理な

ラ叫ニダスした自由さをおぼえ宜した︒

せ︑向か︼体感というか︑そうい■う中のリ

寡圃寛が広大無辺の生命の息吹乱を感じさ

て何よりも頁理を愛する辛があnエめnごと感

もあるような印象を安けるよきです︒そし

作÷′ダムスキーという人物は久保田先生で

かく一体であるように感ぜられます︒つま

自身璽といぅたらいいのでし上うか．とに

っLやいます︒しかし7ダムスキーは先生

よく﹁私はパイプの役目にすぎない﹂とお

よく月例会等で感じるのですが︑先生は

ですが︑宇宙の繋い人々の言葉を﹁空飛ぶ

にありがとうございました打壊は現在浪人

ニューズレターを送っていただき︑本当

ますよう心から斬っています︒

され︑万事をうまく切り抜けることができ

中のGAPの方々がよりい？そうの団結を

新手おめでとうございます︒今年も世界

がいらっしゃらなかったら︑僕はサタソの

めてその著書を翻訳して下きる久保田先生

できぬくらいすばらしい力ですが︑心をこ

てきたのでしょう︒アダムスキー氏も表現

げです︒僕は何てすばらしい時代に生去れ

みな久保田先生の諌鹿な献身的活動のおか

思わず脾がときめく思いがLます︒これも

饅にも救いの手をのペてくれているのだと

もう会場全体の

生活において悩み︑不安事︑不快感情︑疑

ぜられます︒

円盤同乗記﹂その他で学びました暗から勉

Fレイとなっていたでし1う︒誇張では丘

標と自信を示されました凸

啓等が起こゥたら︑アダムスキーの著書〃

GAP会見の方々の真剣な悪魔にもすば

強に対する考えも変化してき宜した︒入学

く︑一年前の僕は自費さえも考えていまし

まい︑これも神の祝福なのだ︑神はこんな

えって〝苦しみ″が〃楽しみ〟 になってし

等のどんな個所でもよいから開いて読めば︑

らしいものがあり︑いつも学ぶところがあ

試験にパスするための勉強ほど無意味で無

たロ

広︶

きっとふたたび宇宙の．ハワ一に目を向ける

ると言い聞かせている次帯です︒ですから

価値で有限的なもあはありませんユ崇は今︑

どうかくれぐれもお体をこわされません

丹野

ことができる﹂とおっしゃっておられます

︼カ月一回の例会という場がピんなにか貴

兼学で十分に学ぶことができるための必要

よう注意なさって下さい︒優に出来ること

l■﹁
■
・
：ト
トL
■ 盲r
■■︸一11︑

︵東京

が︑皇つたくモのとおりでLて︑どの個所

重であるか︑つくづく感じさせられます︒

条件として〝受験地連″というものを押し

ならばどんな事でもお手伝いします︒僕の

の著書の未十九貫の五

■

します︒

も探還であり︑Lかも男気を起こさせ︑必

″塀は撰を呼ぶ″点を指摘されまLたが︑

進めています︒ですから大学の〝格差″と

力なんてほんとに諒小なものですが︑何か

〟宇宙哲学″

ず高掬した精神へと招待してくれますひ例

同じような想念パ声−ソを梓ウていらっし

いうものを全く気にしないようになロ︑七

〝テレ．ハシー″

えば〟テレパシー山

中る万々が集まられるのですから︑より意

生命の科学付

行から﹁どんな小きな事にでも∃またどん

ト■■．■

lF
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1ぎ■㍉∵巨∴づ紆

が初歩的な物理神学の痛感に欠けていると

曇莞責肇滝烏ギ■′︑㌔■き≡イ烏与ifユ

へ付目・スペクトル1甘党器

いうことです︒日常においてはほとんど必

V

チ〒ヅと見て行く人︑始めから鹿棲まで見

可寵︑赤外線だけをとおすフィルターエ空か

要はぁりませんが︑当会の性質上︑入門鎧

一再㌔I

のお役に立てれば︑こんなに幸福な垂はあ
て行く人などいろいろでした︒映写時間は

け︑租々の波長のみ空耳蕗を撮る．㌧

摩︵講談社のブルーバ

〟﹁︑■

りません︒韓が卑している活動は︑アダム

四十六分では少々長いのではないかと思い

立先の嶺さ︑つまり三苛星とかマイナス二

解はもっておくペきだと思いますり かく言

−

h

スキー関係の本を買つてきて図書館に寄付
ましたので︑苦労して十五分問に謹縮Lま

等亀︑としらべる∵︶以上三点に注目して

う私も全く町清華で人に讃しえるなどはと

■ヽ

することです︒読みたくても買えないよう
した︒パyダミューリッタは非常にょく︑

下さいく

ても無理ですが︑韓に必要と思われる天文

㌧ 写宜∵・紫外．

な人が争いのではないかと思いました︒亜
何かジーソと︵表現はよくないかもしれな

雲泥の相違があることが容易にわかります︒

日本の天文学者とは科学的簡直に

■光電

聾で書きましたが︑ペソで悪くとすごく下
いけれど︺感じるものがありまLた︒だれ

学について︑モの研電内容や観測の方法を

ツhス︶の知識と理

手な宰になってしまいますので失礼をお許

テレ．ハシーの実観で︑トランプの色あて

類別に別乾に述べてみました︹一地球人の天

が開いても思うだろうと思いました︒

を行なっていますが︑︵赤か黒かを︶最近

文学が問題にならないことは言うまでもな

腸こ

純一カ月ぷりに再開したら︑なんと正答率

いことですが︑時間の測定や地球の橿運動

林

た操でした︒やは且別々から行きたいと息

が八十パーセントにもなりました︒二日続

に関するデ事タは倍額できると思います︒

︵千葉県

づていた宇宙開発車票田に行くことになり

けてでありますりH笠朋は時子中也して想念

電撞天文草は比較的宿坊で昏る皿ではない

し下さい︒

お元気でお過ごしでございましょうか︒私

ました︒もし何か御昔見でもありましたら

観葉をしながらやっと六十−七十パー七ソ

読聴はお手紙が釆た時にはすでに内定し

は今年︵四十八年︶の一月︑日本GAPの

ぜひお聞かせ下さい︒お観いいたします︒

久県田先生そして日本GAPの俸様方︑

会員に加えさせていただいた看です︒G且

L鑑定天文学︹星回の作成︑時刻の測定︑

でしょうから

泉︶

でも越えたのは偶然としか言えないもので︑

トであった︒それも七十パー七ソトを少し
欠津

磋運動︑特定天体▲へ・スイ星︑惑星等Vの位

御性癖をお祈りいたします︒

八鹿児島補

データ自捧も倍額できなかった︒ところが︑

P王鼻−ズレターが私印手許にとどいた今︑

私はより一層の幸福な気持に包み込まれて
いるよ・コな寛がしてなりません︒本当にあ

午後八時近くに速達で送りました︒少々お

十八パーセントは莞にいける自信がつ普ま

几十こパーセントで︑安定して七十六1七

・新星︑墾洞系乃構造∧大きさ︑質量運動V

素粒子論∨︑恒星大気︑星間物質︑変光星

2．天体物理学︹星の内部構造∴核物理学︑

nが七十六．ハー七ツー︑mOが 置の制定と予想︑恒星の位置変化︑その他こ

くれました︒まずこのことを雑貨致します︒

した︒八十パーセソトを越えるのはなかな

惑星の気象︑内部構造︑恒星進化論︑宇宙

最近のはm

宙哲学の実践運動が私を番いて下さつた御

二十五︑二十六日に天文とUFOの両方を

か容易卓はありませんでした︒I己いうのは︑

論︑酷井︑星の骨類・ハ丑型︑0型︑中性子

﹁UFOとGAP﹂スライドは一一十六日

帝力と草笛の先に深い感謝をささげたいと

映写したのですが︑H苗工じの方を多く見て

心が二音一覆するからで︑常に無関心︵？︶

ロがとうございました︒

思います︒どうか今後も私を御指導下さい︒

いたようでした︒見た人たちにUFOにつ

毘等リ

久保田先生はじめ先輩金員の皆様方の宇

くれぐれもお体を大切にして下さい︒さよ

を集いながらや古のがまだ十骨ではないか

すがはらかずひろ︶

いてピう考えているかと尋ねてみたところ︑

ハ埼玉県

3．研究対象︵太陽︑惑星︑小惑星︑スイ

中性子星︑．ハルサI︑Ⅹ繰星︑白色ワイ盈︑

星︑流星︑月︑衛星︑星八ブラックホール︑
1．自身の﹁黒である﹂とか﹁赤である﹂と

赤色ワイ星︑普通の星︑巨星︑星のタワゴ

体掛から言えるこ上は︹GAPの実証︺

らでナウ

ぅなら︒

それから﹁UFO

方を受け入れている暑が争いようです︒以

多くはないようでした︒どうも批判甲声の

内心はあるようですが︑肯定的な人はそう
お手紙拝見Lまし奄じ

とGAP﹂のスライドはんとうにありがと

いう判断に絶大た自信をもってすれぼ鞄は

︵子供？︺︑ラ．シ競星︑モの地変な星∨︑

和田正利︶

上昇し︑疑問をもてば鞄は下降ナる︒且l

重量八l一重呈︑三重星等V︑産諸芸彗＝新星︑

︵水戸市

体感が大事である︒鼠喜んだり悲しんだり

星間物質︑地球の放置変化︑他の星に惑星

上報告Lます︒

天文ガイドに鼎味ある記事が載っていま

するのはよくない︵下降する︶︒屯俸が不

があるか否か︑生物はいるか．星軍︑星雲

十八日付で和田

だと思ウていたのですけれども十二月の二

したので同封します︒いわゆる月面の異常

潔だと粒は下降する︒瓦やる気のないと書

うございました︒十−月

日だと襖でわかりました︒文化祭はいろい

現象ですが︑1菜磨工手苗吊でカタログを

団︑星団︑恒星時と標進時と地球の回転運

正利様からとどきました︒文化集は一二十日

ろ準膵で皐忙でした︒蓉竜はl部屋とるこ

にやれば下降する︒以上です︒

つまりほとんどの人

︹東京

清水畑

博︺

動町ズレ︑宇宙観︑そ甲他︒1血下略︒

作りた︒鼠7†チュ7天文家のデータは一

たことがありましたけ

さて最近二︑三回の例会に行って気づい

とができザ︑教書の三分の∵を幕でしきっ

の五．ハーセソトはいわゆる物理観軸である︒

九二〇−一九七〇年だけであるひ3．データ

見る人はいろんな人がいで︑

て入口からはいりたら担がつきやすいよう
にし生したむ
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益田工業高校記念祭でスライド映写︑大好評
島根県立益田工業高校物理部は昨年十一月十︑十一︑十二日の三日間
にわたる創立十周年記念祭において︑物理展会場で日本GAP揖供のス

きました︒私達は新鮮なスライド︑8ミリ

たいへん興味をもって拝見させていただ

親．天体などを一般に公開﹂た無に天体部

あたって物理部が﹁物理暴﹂として科学莞

わが果立益田工業高校の十周年記念尭に

︸て書 ザ ′盲﹂ヨ摂コ■≡三三頭一亡＝﹂．′︑

フィルムが見たくてたまりません︒できま

んなこともありまして﹁物理最﹂は大成功

イドを公開したところ︑大反響を呼び︑モ

FOのスラ

門で先生から違うてもらったH
︹電気科

したら新しいものを拝見させて下きい︒ど
うぞよろしくお囁いいたしますゥ
河口満肝︺

﹁UFOとGAP﹂が大きな役目を果した

をおさめ宜した︒成功した原田はスライド

始めて︑このUFOのスライドを見て大変

のではないかと患い傑i感謝しています︒

さて私がスライドを見て感じたことは︑ス

ライド自席はたいへん興味を持てたのです

侠客忠義︺

いまだかつてUFOの正体を見きわめた

が︑もう少し科学的な説明を加えていただ

重した︒︹棲硯耕一年

勉強になり︑また興味も一段と大きくなり

二︑三年前から円盤について興味を持ち

ライド﹁UFOとGAP﹂を映写L︑多数の生徒や一般来場者に多大の二年
感銘を与えて大成功をおさめた︒以下はその報告である︒
高圧に

者はいない︒だから未確認飛行物体とよば

けたらと思います︒来年も先生の由力を加

恵を借りて生徒たちが作りましたけ

力でもって飛行し尊︒裏梅な中ではわず

れている︒このスライドを見て数々の人々

えてもらえたら幸いであります︒︵物理部

︵指導書住着は同校物理担当︑富久あ普ら

かですが発光します︒何分1gの質量です

が円盤を目撃していることから何かがいる

部長

よって空気をイオソ化し︑それより出る揚

坤え葡単なものです︒10gにでもして飛行

ことはたしかだと思う︒しかしそれが何で

先生∧8本GAP会員Vである︺

平年よn′十日も早いそうですけ先生にはそ

するような原理が見い出せれば大変興味深

あるかはだれも知らない︒それとイオソク
らない︒とにかく円境説を否定しない︒︹

暫風が十一月二十t日に釆石しました︒

甲後如何おすごしでし上うか︒日々多忙の

い飛行体になるわけですが︑今のところ1
のでは飛行しないようです︒寒さがきびし

工業化学科

中村正則︺

右端‖小浜君

小浜一輝⊥

ことと思います︒先日はスライド﹁UFO

g以上ではTVの高圧1万5干Ⅴ程度のも ラフトが粟際に関係があるかどうかはわか

とうございました︒十一月十︑十﹁

くなる日々︑十分元気でGAP活動を成功

とても貴重なステイ﹁をみせていただき

工業化学科一年

らない円盤の正体を少しでもわかることを

中に先生の説明もあり︑頭の悪いぼくたち

左端＝i哀先生

とGAP﹂を借用させていただき︑ありが
日と文化葉にて皐くの生徒︑貴簡︑一般人

させて下さい︒またスライド尊あり蓋した

とても光栄に思っています︒何か感動する

十二

に見てもらい︑各々に借動を与えました︒

らよろしくお願いします︒会見の皆様によ

とUFOに興する活動にますます貢献して

ものを覚えました︒これからももっともっ

滋︺

十︼月十三日に即刻スライドとテープを和

ろしく︒

高掃

田正利氏に送付しました︒もう少し活用し

−は下は同硬物理部々昌諸君の報告︻

︹富久あきら︶

たくもありましたが︑大学無に問にあわせ

下さい︒蹟をいうと科学的に追求し︑人物
です︒私はUFO自体に今でも多くの疑問

UFOスライドはとてもすばらしかった

十一月十九日のGAP総会に近かったらぜ

をもっていますn

UFOのスライドを拝見させてもらいま

ねばと思ウて還りましたから御安心下さい︒

ひ奉加して映画を見たかったのですが残念

もてます︒これからもすぼらしいスライド

してありがとうございました︒今なおわか

の履歴についてもっと説明して下さい︒︵

です︒またチャソスがあれば益田の人々に

や情報があったら送ってください︒︹電気

しかしそれだけに興味が

も映画が見られたらと思います︒寒くなる

科一年

斎藤博美︶

侯ですがオリオンやスバルがい■ちだんとき

れからも資料をお送甘ください︒皇た来年

にも興味をもつことができました︒次の機

スライドを見ながら考えました︒スライド

んばって宇宙を見学してみようと患います︒

こそはぜひ本校に釆てご指導してくださる

会がありましたらまたスラTドを送りてく

UFェUについてまだまだ疑問が争い︒こ

部の展示で写真のようなイオソ・⁚クラフ

ようお願血中しあげます︒︵蛾槻掛一年

ださい︒︵横根科l年

らめく冬夜です︒生徒たちとできるだけが

トを工作し︑皇ずまずの成功でした︒千其

藤川博之︶

岡田忠良︺

在住の中学の先生である藤原伸庸先生に知

ー4日−

■

J †

許 ■ パ′■上︑： ■︑ノ

々に質問に乗る熱心な人も十名前経いまし

人−董

らしい︒今日ここへ見に来てよかった﹂と

たし︑何といっても映写中全員が熱心に見

れ

いう返事でした︒またすべての人がUFO

てくれた事が我々を大変悪赦させました︒

‡

に大変興味があるとのことで︑アダムスキ

担当責任者は野川雅行︑担当先生は英語科

碍酷的規模で研究ざれていることがわかっ

⑳写真はトリッタみたいな気もする︒⑳ク

ー問窺についてもよく知っている人が大変

の山車先生でした︒

日本GAP製作東予イド
クダラウソド

ランプの囲面からしてみると本物にちがい

争かったようです︒またあとまで残って我

●・■ヽユ・IJノダ

︵バッた︒◎アダムス卓⁝・の証拠が少なすぎる︒

タ入り解説鎮音チープ付き︶

ない︒◎なぜ7ダムスキーだけが宇宙人に

﹁UFOとGAP﹂

は各地の学故で映写されて
套ウて謡ができたか︒⑳とてもよかつた︒

次は苦学圃高校の映写状況︒︹報告者は

が目的ではなく︑途中で所用をすませたあと時間があまったので．ついでに行ってみ

三浦半島へ出かけたのは昨年の九月十七月のことである︒当日はもともと円盤観測

大きた反響を起こしている
が︑四十七年産においては
鳥取県立益田工業高校以外

ようと思いたったのである︒しかし当日朝から今日はカメラを携行する方がよいとい

私達同好昔−同姓UFOについでの新た

十四日同校社会科教室

捷︵東京︺︑鹿児島工業高

な興味と宇宙の神秘と可能性︑それにGA

背く︑鶴光害は娃とんどいたい︒灯台横の坂道を畳つている途中︑同行のA君が叫ん

野川雅行氏︶二月

境等で映写されて車夫の成

FというUFO研究団体として世界的な研

だ︒﹁円堰ザ∵＝﹂指さす方向査見ると白鍵色の円型が波状運動をしながら苛んでいる︒

に茨城大学︑九州大草︑多

う衝動たかられて︑カメラパγダに費用のカメl三一台と造影用津村一式菅つめ込んで

果をおさめた︒ご風力いた

究団体の存在を知ってもらう意味で公開し

あわててカメラをバッグから取り出そうとしたが間に合わない︒せまい台地に上がっ

にて棄施︒

だいた責任者は︑富久あき

ました︒何しろ急に思いたって試頗も近い

てからしばらくして今度は南方海上へ向けて直線に円盤が飛んで行くのをB君が発見

摩高津︵東京︶︑芝草園高

泉

ので大変患いだものですから︑充分な宣伝

家を出た︒天気は上々で快適なドライブでぁる︒

ら︵益田︺︑和田正利︵津城︺︑大津
弘

断念した学校が他に敷校あった︒四十八年

にした有様で︑間に合わないために使用を

が多く︑そのためスライドをβライまわし

大体に各校とも秋の学園祭で使用する場合

︵多産︶︑野川雅再︵芝︶の各氏である︒

中学生が並んでいたのです︒説明用のワイ

みますと︑清いたことにもう二十名前蹟の

ところへ借りに行って社会科教室へ行って

当日だけです︶しかし私が映写躁を先生の

たのです︒︵

も出来ない生まに公開の日を迎えてしまっ

ヤのようた東射状のものが見えるが︑これは7書−スフィールドと思われる︒

みると四枚包に写つているのは黒い円盤であった︒円盤の商圏にボーッとモ

醜聞約なことなので先にもせず︑続いてもうl牧撮影Lた︒しかL現像Lて

7丁イrダーをのぞいていると︑一癖黒い物体が7丁イソダー視野何に飛び込んだ︒

菓しい︒よしこれを遣ろうとカメラを向けて続きに≡牲シャッターを切り︑四牧∃の

とおばLきものが出現Lたあと︑折からの夕焼けで富士山上空にたなびく雪がすごく

Lて一同歓声をあげる︒これは蒔ち着いて撮影できた︒五時半頃︑富士山方面に母蔚

以外にも多数わスライドを製作保有してい

くめますと五十名になりました︒フイルム

のため数量が満員︒先生や我々同好蕃もふ

＜表紙写真＞

データ

∴ご7ォトミγクFTⅣ︑1tブコール二︹冥じミリF4︑フィルタ王

＝︒︒ソ品︑芸リF確1品砂︑豊．ハソSS言夕言丁イソ︒

t

で斎藤堆丸馬渡鮮の円盤写真その他とともに全匡へ放映された︒︵久保由こ

三三甫半島の円盤

ハッキリ言えば宣伝したのは

鑑は更に内容を廠選Lたすばらしいスライ

ヤレス†イクを調整して公開しょうとした

るので︹藩音テープなし︒解説書付き︶︑

の構成は︑まず我々の所有する7ポロの菅

たい︒なお日本GAPは﹁UFOとGAP
時﹂
には何と四十名にもなっていました︒こ

希望者は1．映写日2．学校名藍たはグループ

料︵万博のもの︶皇二枚ばかり映写しで︑

灯台前の絹昔

名3．会場屯責任者名を記入の上申し込まれ

靂顔中鞭鞭攣憩

その間にGAPの簡単な説明と︑UFOや

評

月に関するナゾ︑それに7ダムスキー氏の
報告と各国無人探査機との矛盾を説明し︑

の映写に入り生した︒

歴町細管笥

たい︒無料貸出しする︒

以下は二月十日におけ早争摩高校のスラ

﹁UFOとGAP﹂

スライドが終わりて入場者に感想を聞いた

イド映写の結果である︒︹報告者＝北島弘
氏︶

トL■トL

ところ︑入墳者四十名がすべて﹁大変すば

■

反響‖⑳円盤そのものの写真が少ない︒◎

■

なおこの写葺は去る一月十六日の夜︑日太古レビの﹁火羅スペシャル﹂番組

ドを製作する予定なので︑早目に照会され

則崎灯台へ到着したのは午壊五時近くであった︒十六日の台風二十号の余波で見が

︵鹿児島︺︑工藤宏明︵九州︺︑北島

UFOスライド、￣各地の学校
で映写、好評
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■

昭和47年度白木GAP；総会、盛j兄
を超え︑年々

加者数も雷名

日であり︑参

清澄な錬の一

れた︒当日は

植会が開催さ

産日本G且P

昭和由十七年

ダーにおいて

養島区民七ソ

十九日︑地袋

去る十一月

会場ではせきばらいひとつする人もな′＼

スマインド抑制甲帯刀は大変なものである︒

1・ロ・Iルの重要性丑強詞書れた︒氏の七ソ

べられ︑想念観察と七ソスマインドのコソ

もが成功L得る唯一の方法であろう﹂と述

観察について﹁だれもが実行できて︑だれ

全く頭の下がる患いであ卑り市川氏は想念

われてお苧︑その幼児のような純粋さには

ペき記録には市

うで︑夢あ記僚と日々の反省日記ともいう

手帳と敢取り器の両方を使用されているそ

身の想念寵痙毎記録を黄茸された︒最近は

が見られると現況を報告され︑ついで御自

て肉体を囁祝する笹端な精神主義控誤セで︑

パ弓∴′見を保っていなければならず︑荘つ

︵七ソスマイソド︶︑肉体空こっが完全な

揮蒔に従うのである︒また人間は意識︑心

考えないで︑内部の意蔑からもたらされる

葺くのである︒つまゥアタ†和先だけで

動こそ現在の−解からより良書未来へ我々

せよとのこと︒印象に従った自由意志的行

ために拙ふ∴ノスサイソドを意識のしもペに

部からわき抱こる印象によるペきで︑その

発的なものの≡通りあり︑行動の主体は内

自由意志的なもの︑前生との因果閏債︑偶

た︒代表によれば︑人間の行動の勤綬に括

となる︒博士の開発になる電子装置をサボ

焼いて橋本健博士によるサボチソの実験

答された代表は非常な忍耐力の持主である︒

た︒しつこい質問にも終始冷静た態度で応

との静かな一体感に満ちた雰臨気にもげ﹂っ

急に席を立りて出て行ったため︑会場はも

なめられたこの感情的な質問者はまもなく

る︒しかし市川司会者や他の会見からたし

いるあるグループの草生り！ダーなのであ

かもこれが同じアダムスキ‡間者を放りて

大声でどなりつけたのには紫かされた︒し

襲にむかって﹁もっとまじめにやれー﹂と

翠前任質問をぐどくどと発したぁげ＜︑代

午前十時︑

止めていた︒

しばらく足を

多くの人々は

あり︑熱心な

と展示されて

壌写真が喪歴

れた一連の円

年前に撮影き

語堆久氏が数

で︑これがキイであるとのこと￠想念観察

って消滅させるという打消しの技術が重要

起こつたらただちにそれを宇信的悪念によ

だけでは十分ではな＜︑†イナスの想念が

ラスの想念†イナス甲想念をチェサ・クする

ということや︑想念観察については単にプ

なるべく高次な想念を持ち続けるのがよい

じょうな想念．ハタソの人々が集まるので︑

を呼ぶということわぎは黄葉であって︑同

宇宙の語法別について解説された︒渾は煩

密着した実践哲学であることを強調され︑

にとどまるたぐいのものではなく︑生酒に

卑︒代表は︑宇宙哲学は単なる観念の遊び

ことロ

れは人間の進化と幸福に不可欠であるとの

7とウィットが我々にも必宰であって︑こ

むように思われるのであるが︑このユーモ

めらしい預をLた人ではなくユーモ7を好

引用して︑ス云−ス・ブラザーズはしかつ

に患われる︒また﹁同乗記﹂にもある例を

場内に響きわたヮ︑間く人の胸を打つよう

が意質であると説かれた︒J．月話は静＃な会

去に執着しないで現在の一瞬を生かすこと

にとぅてかえって†イナスであり︑結局過

なる好奇心で前生を知ろうとするのは本人

い関連がある場合が争いという︒しかし単

兄弟姉妹︑親友などは大体に前生からの深

また代表は生命の連続についても話され．

こ空こつが一体化してこそ≡位−俸である︒

りする賽金色の円盤専︑すばらしい迫力あ

山で芳春墟久氏が撮影された漂町中を出入

する飛行雲を吐いて飛ぶ円盤︑モして富士

をする二境の円盤︑イギリスでの伸び縮み

星塑円盤︑アダムスキー撮影の木の葉運動

なる︒ロド7丁−売人の画面いっぱいの金

に記念撮影︒続いて円僅実写映画の上映と

サボチソ甲軍革も大成功に終わり︑すぐ

しごく御満悦の言葉を述べられた︒

木先生もさすがは日本GAPの集まりだと

験者のほとんどに対して反応が現われ︑棟

は上々であった︒サボテソに呼びかける実

数名の希望者をつのり︑実験を試みた結果

が出る仕掛になっている︒来場者の密から

の想念に慈応すると紡が動いてプーソと晋

チyにつないで電流を癒し︑サ＃チソが人

氏の全ぽうが赤裸々に現

内容が充粟し

市Ⅲ安夫阪支

の実行を韓励した7ダÅスキー氏の哲学は

る︒
会場には斎

終始水を打ウたように静かであった︒

部代藁の挨拶

兼高にすばらLく他に例をみない︑と代表り

なる︒ケーキとお茶でノrを・プるおLなが

この映画を最接に大会は無事終了して霜

てゆく顔もし

となる︒市川

またテレ．ハシーは他人の心を読み取るとい

ら質問が出さ・れる︒しかし代車に対する質

を閉じた︒関係者の皆様に厚く御礼を申し

続いて久保田八郎代表の挨拶・講演とな

氏は大阪吉事

うような見せ物ではなく︑魂の目的を連行

問の多くはたいして重要でないものであり︑

上げます︒

さが感じられ

発足以来≡年

するため奉仕をするための最良由手段だそ

特に午摸になって菓たある質問者などは凍

た︒

︵中山正史記︺

るシーソが展開して雰囲気は最高潮に達し

になるが少し

うで︑テレパシー棟習の必要性を述べられ

畳の休憩薩一時よ旦翠疑応答・座談会と

ずつ進歩の跡
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として︑強固な信念のもとにテレパシツタ

日本GAP大坂支部辻市川宏代表のリー
に行なっているグループは日本GAP大阪
ドのもとに先見以来≡年余になるが︑同支 支部くらいのものであろう︒成績如何は別
部の月例研究会は今年l一月十八日の例会を

もって通算七十一回日に達した︒これは市 な感受力の開発を白描してたゆみなく練習
川代表の並々ならぬ熱意と努力によるもの を試ける同支部は時代の先端を行っている
であり︑立た常連客位の多大なご協力のた と称Lても過言ではあるまい︒この某剣な
まものである︒大阪安部は月例研究会を毎 葉験はいつか大きな成果を晶げるだろう︒

昭和四十八牢二月十八日︹尼崎︶

第六回テレ．ハシー練習成績表

関西方面甲会員はぜひ参加されたい︒

﹁生命の科学﹂等の輪読研究︑討

月帯t及び帯≡日揮日聖一回開催し︑﹁宇

宙哲学﹂
論︑スライド映写等を棄施しているが︑昨
年よりはテレパシーの練習を棄行して大き

あるが︑その成績結
果は貰＜ほど綿密に

計算され記録されて
いる︒紙面の都合に
より卑ここにその全
部を再録できないが︑
ちなみに二月十八日
の例会におけるテレ
．ハシⅠ辞習の結果は

下妻のとおりである︒
もちろんこの成績は
各自の絶対的な能力
値ではなく︑棄鹿日
の充分にょって多少
の変化があることを
知る必要があ卑︒小
人数の会合ではある
けれども︑科学的方
法にもとづいたテレ
パシー練習を定期的

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Lて金具の精神的向

上と宇宙的哲学の探求及びUFOに関する知事

の吸収の場を提供しております︒特にUFO関

係由スライド映写も実施して貴重な資料を公開

会場

日

毎月第一日掩日．牛津一時よ且ハ時までq

ただL一月だけは第二日曜日︒

二百円8

茶菓が出る︒

中震手︒徒歩三分︒

二国電池袋罰東口下草二二越デパ・・ト

豊島区民セソター︹電算九八田−七六〇

時

しています︒都府内外近郊の方はぜひご参加下
さい．J

L

乱

ム軍

テキストとして﹁生命の科学﹂を持参の

こと凸

尼崎産業郷土会鎧︵電話

いザれも盲円︒

0喜∵⊥出八八−二≡五一︶阪神大物下車︒

兵庫県尼崎市

一時より四時まで︒

毎月第﹁雪盲確日望高閲確平壌

費

屯

携行品

時
場

薫
捧官叩

第三日曜は﹁宇宙哲学﹂を持参のこと︒

テキストとして第−日曜は﹁生命の科学﹂

鼠
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4・乱

東 京 例
二大：阪真吾打倒′告

な成果をあげている︒これはESPカード

大阪支部例会

を応用して順番に発情著をきめ︑他の生見
がそれを受信するという方法をとるもので

71回に及ぶ

日本GAP月例毒牙究会

一山汽三・

アダムスキー哲学三大名著 絶琶発売中！

本 吉志

旧 号

スペースブラザーズから伝えられた宇宙的思惟法

本誌′ミックナンバー〔旧号■〕は次のものが残

と宇宙的な生き方とを三珊こ分けて詳乱GAP

っています。発行部数僅少につき残部もわず

会員必携の亀住文は各出版元ノ、膚掛こどうぞ0
G・7ダムスキー久保田八郎訳

文下さ里っ送料は不軌切手代用もOK。
49号・50計51号巷首250

宇宙哲学
￥350〒了0

黄京都新駆納珊33たま出版振替脚ヰ昌

想念観察手帳
想念印象の観察はアダムスキー哲学の中心と

なる実践法て超能力開鼠宇宙的哲刃こな
るための不可欠の方法で七日本GAP特製

G・アダムスキー 久操田八郎訳

の手帳は記入が容易で携帯に値札飛躍的な

テレ′ヾシー

￥350〒70
G・7ダムスキー久保田八郎訳

生命の科学
￥420〒70

出た′7ダムスキーの弟子でありコソタク可
ーでもあったフレッド・ステックけダのすばら
しVl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．ステックリソグ 久保田八郎訳

なぜ空飛ぷ円

かしかありませ転乗入手の方は早目にご荘

盤は来るのか
￥550干呂5

向上が期待できる。会員必携の手帳。
￥150〒25送料は2冊55円・3即0円・珊B5円
5冊115円

上記2点のみは直接日本GAPへご注文軋

ポスターー

ユ鮎政敵
葉術出版社尭行の月刊誌「葉術手相J4月号
付録としてポスターが添付され恕これは宜
章構成を編著が担当して「宇宙哲学」「生命
の科学」尊から重要な部分を抜粋の上読み

易く改編L更に覇者の文章も加えて7氏の

前部文京区白山1瀞12文娼林

哲学を要約L・たコピーに宇宙的感覚による絵

画を組合わせたも吼このすばらしい東ボス
ダーをぜひ自室の壁に飾られたV㌔

オーソソ肖像画

デザイγ横尾忠則73xlO3亡
ジョージ・アダムスキーが砂漠で最抑こコソ

出版社か書店ヘビう毛

タクトした金星人は後に「同乗記」でオーソ

ソという名で出てくる乾これをア氏の記憶

4月号

写異にしたものを日本GAPでは月例研究会

美術手帖

で頒布してきた残部が少々あるので希望者

3月17日全国⊥斎発売

は直積本部宛注文されたVlスペ岬一ス・プラ

ザーズとの一体化を図る上で墓要な資料とな

富460〒50

るものである。

東京都新宿区市谷本村町15美術出版社

にもとづいて画家に措かせた肖像画をカラー

振蕃東京166700

⑳キャビネ判〔1L5x16、5亡〕首300
f40OO

◎名刺判（5、5x8、2c）首150
〒20

t■㌧

に吟味してあり告すのヤ︑読みやすい完ぺ

きな訳文になったものと思います︒原書を

な一貫した哲理が含まれていることにお気

ュナムルティー哲苧を通読されれぼ︑独特

るわけにも坤きません︒これまでのクリシ

もよいといわれる方も晶り︑むげに中止す

考慮中です︒読者によってはこの記事が最

ませんが︑今後も連載を続けるかどうかを

⑳﹁生きるための助言﹂はまだ当分完結L

料を癌討中です︒

ダシぎソの興味漂い記事を連載するよう資

⑳﹁ホワイトサソズ事件﹂は好評真に完結
しました︒次号からはまた新たにノソフィ

詰始まりて以来の慮皐貢数です︒

ので内容は充賀したと思います︒これは太

します︒しかL表号は五十二貰とLました

発行が遅延いたしました︒深くお詫びいた

すために︑ピうLても時間不足におちいn㌧

サヨソ︹たった一人でやる仕事︺でありま

下製作専︑俵患としてヮソ†ソ・オペレー

翻訳編集︑タイプ打ちによるオフ七サト版

ん︒山構する郵便物の処理︑資料蒐集整理︑

◎またも発行がひどく遅れて申訳ありませ

千円︑塩谷他︵福岡︶二千円︑匿名氏︹宮

︹北海道︶≡千門︑安田正人︵蒐児島︶七

円︑関谷正明︹蒐垣県︺五千円︑松田春男

便箋統一千枚︑宮内温未︹在米︶t万五千

二月末日までむ敬称略︺清水畑博︹東京︶

◎倒寄付の御礼︒︹昨年十月二十七日以降

集めています︒ご臨力下されば辛いです︒

関する記事︑写真等年男抜きを資料として

⑳新聞︑雑悪事に出るUFOや宇宙科学に

首円︺

5判︑厚手塞揖︑一カバー付き︑邦貨約千五

結下さい︒注文法をお知らせします︒︵A

亭T︒原書Å手をご希望の方は編者宛ご連

のもので︑写真と回版は全部収韓してあり

は中ソドンのネザイル・スピアてソ社尭行

ますが︑装丁︑印刷︑耗質等で最上のもの

ス﹂は現在もなお海外の出版社から出てい

原書﹁インサイド・ザ・スペース・シップ

訳を反覆熟読されるとよいでLょうひ

るのに基本的テキストになりますから︑改

じ生す︒円盤・ブラザーズ問啓の知議を得

にこの書甲円容のすぼらしさと重要さを感

慣記

づきのことと思います︒つまり人間の知覚

崎ご一万円︑申開任国︹滋賀県︶二千四吉

編撞木

力を発達させて某日我に目覚めること町重

円︑馬場礼二部︵福岡︺二千円︑匿名氏︹

あらためて精読してみますと︑今更のよう

要性を説いているわけで︑単なる観念詣で

東京︺一万円︑林院︹千葉県︺一千円と切

︵久︺

この

はありません︒ア氏扁哲学とl脈通じるも

手皐数︑舐闇誠手︵夫痴︺−方正干円

日

本
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G

のがあります︒最近はクリシュナムルティ

の二点を二人の■万か

ーの別著﹁ライ7■アヘッド﹂と﹁ユー・
7−・ザ・ワールド﹂

らご寄贈いただきまLた︒いずれもすぼら

しい内容で︑いずれ何らかの万経で描介す
るつもりです︒

◎改訳﹁空飛ぶ円喋同乗記﹂はちょうど半

分ほど連載が進行しました︒訳文は徹底的
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