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GAPとは
GAPは「知ら世る運動」という憲喋の世界的なつリレープ活動で、
世界中の人々ガリFOの真相について 知る〝機会を与ぇられるペ蕃
で透るという見地に基づいて1⊆＝5⊆年にジョージ・戸ダムユキ一に

よって創始吉れ託したq彼の願いは「正大草薮の人ガ卸モの葉栗在籍
見して、栗丘舌ぺ告時代に眼を載じるこ亡、人間はすぺて≠コズ三ツ 雪

ワ・月ウー〝の手であり、モのパワーの話法則ガ宇宙に遍満してし1る
事案奄確膚を屯って知ること」に諮りました。この語法則は他の世界
（惑星〕から乗る友好白勺在訪問者から屯正ら去れた犠生命の科学〝の

研究と理解香道じて体毎で蕃ます。
自軍GAPの目的はUFOとスペース・ブラザーズ同属を関心ぉる
人々に伝えることに透り、奉仕活動看過じて真実の解明と芋宙の法則
の実践を呼び尤Hナることに諮ります。モの中心思想は次のと諮りです。
1・この先牌巽のイ也の惑星群からイ章夫な発達奄とげた人絹ガ地球香
塁防閻し一コつ諮る8

空一他の世界から来る人々はこの世界の政患家甲科学者とひモガに
コンタワト（溝触）しており、危機にひ如した地挟に対して顆
癌の芋零さしのぺている仕官民宅間和すスペース・丁ラヴーズ
とコンタワトしてい竜人々ガ少数存在す竜と思ゎれるガ、通常

モの真相はj尭らされていなし1。
ヨ∴ジョージ・アダムスキーガ屯たらし正哲学は、人類の起源と乗
乗の∋王命の文案奄知るのに膏血である。
f

本誌はイ也の団f右・個人と対立する屯のではなく、政治・宗教と開儒
のない非営利刊行物ですロ本誌ガ読者に対して革少と屯役立てば辛い
て丁す。
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リスの大臣たちとも会いまLた︒国連で

で私たちほ〝皮切りをする″と人が言う
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講演をL︑最近ほマーガレットーチェイ
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九つけん

ス■スミスのような上異議見やジぎン・
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旺関して世界中にミステリーーが存在する

他の惑星から訪問者が来るという事実
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面を私たち忙克づかせる面です︒なぜな
ら︑私たちはこの世界で︑他のあらゆる

物から孤立Lて生きており︑この世界以

外の他の場所へ肉体な持ってほ行けない

と教えられてきたからです︒しかL彼ら

ほ︵UFOは︺現場に現われていますじ

他の人々が彼ら旺ついて何・替歌えようと
も︑彼ら￠穿かたち忙ついて何を数えよ

ぅとも妄≠㌧■UFOは最重要事だと言わ

れてきたのです︒しかし荘ら宇宙人ほみ
なさんと同様に人間なのでナゥ

なぜスぺ−ス・ブラザーズは来る
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彼らは地球人の知性軋挑戦してきまし
た︒左んたが空中を見上げたり︑ジェッ

いかけたり︑始めから番数毎人々が見た
りす争こき︑地球の目撃者たちは人間の

ます︒まず第

隼．それは私たちをして

私たちほ一種爪こ干宙開発計画を持つこと
軋なりました︒これは純粋に科学的なも
のです︒こ￠宇宙計画は二面を持ってい

放らは我々の知性に挑戦L︑そのため忙

ト摸がUFOを追跡したり︑飛行構が追

搬構は限に見えないものです︒人間を
支えるものは︑人間と人間町あいだに存
在するこの限に見えない力です︒そこ忙
ほ狂気もなく︑非実在なるものもありま

姿を見なかったでしょうL︑その節も見

めには︑少なくともそのコソタクト旺奉
仕する立場に透ることが必要です︒皆さ
ん方がお聞きのとおり︑今までに多くの

理由ほ︑曲解のた拇です￠恐るペき曲解
います︒物事ほ変化するのです︒原理ほ
き地球ほ二十四時間ごと旺一分間遅れて
が訪問者にかわって発生しています草
同じままで続きますが︑そ甲影響や応用
いるのだとも貰ってい烹した︒これは遅
今日︑票工苫ぎ患の宗教があり︑そうL
は変化し続けますゥ地球ヘヤって乗る宇
れすぎです′一分間はあなた方にとっ
た宗教やすペてのものに神がとり入れち
宙人がだ丸かを援助Lようとしているの
てたいしたことではありません︒それ以
九ていますが︑UFO問礪は宗教とは関
なら︑いつも新しい情報を伝えるほずで
来︑太陽系は更に遅九ているということ
係ぁりません︒端的に言えば神とも関係
旺なります︒
す︒したがって人間は︑だれが自分正真
はないのです︒しかし神はいつもあらゆ
棄を伝えているか︑伝えていないかを︑
この事はこ通り紅旗えます︒まず一通
る面の背後にあります︒神を利用する必
自分で判断できる晋です︒
りの扱い方なお話しして︑それから次に
要はあり毒せん︒
移ることにしましょう︒
宇宙人ほ善良な人間を助けて悪人を犬
口FO問題は純粋に科学的なものなの
に食・犯せるため監釆たのでほあり這仇せ
聖書軋は流転よう左イエス空言葉があ
です︒まずそのことを話Lましょう︒
ん︒そういう性質四日的で地球へ釆るの
ります︒﹁天とほ上を意味する﹂︒空は
だれかにコリ二ダクトが行われる場合︑ ではないのです︒彼らは人間とコンタグ
〝天″と呼ばれます︒天文学著さえも
− 現在多くの人がコンタクトを望んで
〝天″俸について語ります︒〝天″すな
わち皇空間は末です︒宇宙の構造は天で
いますが11㌧そのコンタクト智するた

トをするため監釆たのです︒その大きな
目的ほ純粋に科学的なもので︑地球ばか
りでなく太陽系までが変化しつつある実
状を伝えること忙あるのです︒我々の太
陽系ほ恐ろしい変化を起こしつつあり︑
それほ地球自体よりもはるかに大きな変

化でもあります申それが我々地球人ばか

せん︒我々が感じてそ甲内部で行動して

コンタクトがあり︑本人たちは人々旺講
演なLました︒私も講演をしまLた︒そ

いるこの不可視風力を除いたとすれは︑
どれだけ生きられるでしょう︒

イエスはまず〝天″と言い︑旗軋〝そ

りでほなく︑他の惑星の住民たちなも含
して今日︹コンタクトしていると挿する
人々軋よれば︑宇宙人は︺ いつも同じ古 む大変動になります︒
い話を伝えています︒新しいものほ何も

いるのを聞きましたユ科学で達成された
成果監注目す九ば︑これは巽東だという

つい先日︑だ丸かが﹁地球ほ自転が遅
れつつある︒太陽系もそうだ﹂と言って

なかったでしょうが︑何か巧知性体がそ
れを操縦していることほわかっていまし
た︒私たちの知性をはるかに超えたやり
方で損耗していたからです申その結果︑

ありません′﹁こんにちは︒今から千年
後にまた会いましょう﹂と言うだけのこ
とで︑宇宙人が人間にコンタクトすると

ことがわかります︒しかしすべての科学
者がこ九に同意しているわけではありま

して地″と言って︑﹁そ九らは過ぎ去る
だろうが︑私の言葉は永遠に滅びること
性ない﹂と述べています︒天が存在しな
いとなれば︑そ空音菓ほ永遠忙〝どこ″
忙あるのでしょう？
イエスほ次のよう
軋も言っています︒﹁新しい天と新しい

ゾウ︒耽らはこ聖子宙が

創造している為らゆる個々の動き軋対し

せん︒科学者が何かを発言すると私たち
は言外の意味な汲†年取る必要がありま

地がとって代わるだろう﹂︒したがって
予言が実現するかもしれないのは︑この

思いせ鵬すか？

て︑特に我々苧冗陽弟と地球の動き忙対
Lて我々の胆を覚ま毒せるため忙コンタ

す︒これは掟らが論文で何かを発表する
と︑言外の真相を汲皐取らねばならない

地球の彼方を考えさせます︒第二に︑そ
れはこの文明を救うものにほかならない
と考えられるのです︒こ九は全く科学的
なものです︒たとえば︑人間がヒューマ

面です︒私ほ﹁かもしれない﹂と貫いま

す︒

ニティ1⊥一いうものに対して︑お金毎た

め忙利用するのでほなくて︑そ丸紅本当

のと同様です︒昨年1ほぼ一年誼のこ
とでサが11私が︑ワシソトソ紅いたと
き︑ラジオやテレビが市民の時計を夏時
間に変えよと放送していました︒そのと

また別な︑純粋に科学的な面もありま
す︒つまり︑もっと急速に流れる生命の

クト督するのです︒したがってコンタグ
トほ続けられるペきでした︒私ほ毎年
瑠︑五回のコンタクトをしています︒累
急時紅はもっとコンタクトをLましたp
この世界では物事が急速忙変化していま
す︒今日という日は一年前の状態とは遠

4 に関心を持つならば︑それから脱却でき
票Lいかな語ったりする人々を信用して
人がやって釆て︑轟たたを故い出してく

喘いけ患せん︒特にブラザーLスと称する

あなた方は歴史を書かのぼれば大小の
れると言う言葉な信周しないことです︒

るでLヱう︒

戦争は世界聖経済が破癒したために起こ
こんな話には某実は全く存在しません︒

はたん

った土いう事実がわかるでしょう︒米国

宇宙空間忙位置を変えることにょって

に奉仕できます︒前方に展開⊥ている未
えら九ている町です︒撃り宇宙人は我々
来に向かって文明が前進を続けるたら
が琴り空値草たどれるよう忙︑モして貧
ば︑現在の文明を救って美しい未来な持
弱な径描力で地球な破顔しないで︑この
文明な救えと警告な発するため軋のみ釆つようになるか︑または文明を破壊する
かで十㌔
ているのです︒私たちは触甲太陽系がや
るかもLれない事柄な知っています︒私

てきまLたむ緊急時ともなれはもりと彼

私は一年間に五︑六度コ⁚ノダタトなL

りません︒それは〝経済の後退″と言わ
らは度々私の家に釆て許しました︒これ

が朝鮮政争に介入Lたのほ遠い昔でほあ
れていまLた︒今日︑私たちほ︑自由に
はあなた方が荒づく以上にほるか忙重要

人間は学ぶことになり︑学んだ人は他人
たちは我々の太陽系のみとコンタクトし
を馨したり他人の生命を欲しがったりし
ていますゃまだまだ数百万の太陽系が宇

与・えられれば三十日で私たちを絶滅させ

なことです︒そLて異相は小さなかたち

ぷこと忙なるでしょう︒

これが一つです︒そして

るような武器を事にしています︒私たち
でも知ら丸るでしょち㌔．だから私は今日

人間は乱た・やか〝惑星地球″と呼んでい
太陽系かち進出できるようになれば︑他
る小きな石ころ︑砂田一粒ばかりでなく
の太陽系からこちらの未塀系へやって宋
剖壁土自照の創造物についても何かを草
て︑どれかの惑星に到達し︑土フナルを

宇宙空間へ進出す至﹂との意義

ればするほど︑そして止阜千古二ことな知ち
なければ︑我々自身の太陽系を探険する
だけでも数千年を要するでしょうし︑一
インチ前進するごとに︑そのために︑そ

ではありません︒地球人のすペてが天使 第二忙︑人間が宇宙空間に深く進出す
でないのと同株です︒

彼らほ必ずLも〝天使″

なくな1りますじ

は現在の文明をはるかに超・〃■仙ていたアト

満席直いるのです︒来週土曜日に払は七

抱こすでLよう︒

宙に存在Lています︒もし我々が我々の

ラソテスエりももっと危険な状態忙ある

十四蔵になりますので隠退Lてもよいの

協力きせられた︻させられなかった人

この事百聞発計画ほ︑かつての戦争に

できるとすれば︑仕事を続けましょう︒

限を覚まさせ︑真実軋先づかせることが

ですが︑もう少し人々を援助して人々の

のです凸

コンタクトの目的
私たちほ良いあいだ冷戦を続けてきま
T√∴∴ト

した︒そLて︑あなた方が︑神が与えて

一惑星として︑この地球ほ宇宙空間で して何かを調査するために新Lい装置や
月は一衛星とし 新しい物を必要とするでしょう9 こうし
一体何なのでしょぅ？
三千有壁問毎どこ忙存在するのでしょ

した︒宇宙船聞を建造する忙はもっと阜

軍の艦船団を建造†る忙は多年を要Lま

ていること忙なります︷︸ところが多くの

宙忙は地球と同様に悪魔と天使が同居し

な振り返るたゎは︑地球から月の動きを
見る打と同様に︑地球が宇宙空間を動い
ているのが見えるでしょう︒もし孜々が
今までに聞かされてきたような考え方に
琴ついて状況を分析しょうとすれば︑宇

もL私たちが月町上旺立って地球

人さえも︑これらを信用すれ．は最後には

牢を要するでしょうじそれが防衛︑研

人は宇宙人のすべてを〝聖人″に仕立て

Lかし宇宙人が来る別な理由もありま

う？

必ず自暴自棄にたって︑間違ったボタン

究︑輸送のいザれであっても︑問題では

上げようとLたり︑宇宙人から宗教を作

す︒我々が核戦争を始めるならば⁝⁝と

た装置町すべては私たちや子供たちの宇
で作れるでしょう︒そのため忙人々ほ仕
事に為りつけるでしょう︒私がまだ生き

を押すかもL九ません︒私たちほ最無品

あり壷せん︒あちゆ■る人々がその仕事軋

り出した．ヮLています︒そんなことのた

もあるでしょうが⁝・− 一千五百万の人々
くれた心でもって推理するなら■は︑も
がすでにたザさぉっていますじもL私た
し冷戦がなかったなちば今頃は人間の大
ちが現在前進している割合で前進し︑発
部分ほどこで生きているかが︑おわかり
で﹁しょう︒どうしようもないでしょう︒ 生している物事なもう少し認識し︑次の

状態にぁるのです︒自分で自分を競わな
い隈り︑だれも自分を救ってく九ないの

やとわれることになるでしょう︒この宇

二年間で翠解力をもってそれ五官持する

です︒こ九は他人が自分に代わって食物

宙船団は地球で建造される必要がありま

ごの疑問に対しては一つだけ解軍かあり

を食べてく1禁﹂︑しかも自分が満腹Lな

す︒私たちはその技術を持っています︒
ス．へ宣¶へ・ヒ・ナ・ル

めに宇宙人ほ究たのでほありません︒そ いう問題です︒この世界にほ多くの過失
して現在守っているように私たちが宇宙 がありますが︑ここで一つだけ話しまし
空間へ進出す曹﹂とにょって︑二つの面 ょう︒これはよノ■︑知られている聖アンデ

核爆発も彼らが来る理由

来ることを私は期待しますら これは壮大
な宇宙開発計画甲果しさとも言・えます七

荒けるとすれば︑この地球で宇宙開発の
ために労働の手不足になるような時代が

いのと同債です︒．Lたがってあなた方を

それはすでに宇宙人旺よって我々に与

ます︒帯び戦争が・一箪るというこ・・こでな
すら
︒ば︑私たちはすべてがわか︸竺﹂Lよ
う︒わが米国民誓舟ならず︑世界中の人
今度転生人群が影響を受けるでしょう︒
々が宇宙開発に努力するでしょう︒米海
私たちは世界の最優秀な人や最も冷静な

救ってやろうとLたり︑そ九がどんな旺

1k㌧

一■

レの過失です︹訳注＝アンデレは十二倍

る場所からつっかい棒な打ちはずしたら

者は太陽の撞が変化Lたと伝えました︒

す︒二年前︑または二年少々前︑天文学

う忙見えます︒そうですね︑彼ら宇宙人

とす九ば︑地球の動きが太陽の動きのよ

は宇宙空間にいて︑l三甲船に乗り︑地球

別な場所町パラソスがくずれます︒

これは大変化です︒それ以来︑こ甲変化

ばかりではなく︑太陽某再に発生す苓現

徒の一人︒︒ヘテロの弟︒ギリシャで殉教

は続いています￠彼ら毎技術に等Lくな

象を見るために︑彼らの惑星群をも見つ

Lたといわれるこの里アソデレの過失と

るにほ百年な変するかもしれないような

忙述べちれた哲学をご存知でしょう︒あ
なた方が︑他人旺お聞き旺なるよう忙︑
私も彼らに尋ねました︒﹁あなたがたは

ほ一千万年後に起こるか︑だれにもわか

とは十日で起こるか︑十分間硬か︑また

山の人々︑すなわち志願者守輸送してい

Lた︒これは我々の太陽系から遠くほあ

しい天と新しい地︵惑星︺″を見つけま

その結果︑彼らは別な太陽系再転〝新

被らは強要Lない

まれば一日で一千発以上の爆弾が敵旺請

めているのです︒これが彼らが見つめて

は何な意味するか不明︺むもし戦争が始
とされるでしょう︒一千発以下では戦争
とはいえません︒人間が聖アンデレの過

いる目標なのです︒

地球人が現在揮っている物よりもほるか
以上が︑宇宙人が地球へやって来る其
の主な理由です合他に理由ほありません︒ にすぐれた︹宇宙人の︶装置は︑恐怖す
べき極端た変化を示しています︒ですか
あなた方ほ︑私甲賀物﹁宇宙船の内部﹂

失に対比して一千薙の核爆弾を落とすと

何な信ずる埠ですか？▼⁚とんな生活をL

りません︒したがって︑それについて恐

ます︒もちろん最優秀な人々で︑最低の

別な惑星系を発見′

う︒これは太陽系にも影響を及はすでL
上う︒太陽系として知ら九ている我々

れる必要はぁりません︒それで彼らが
らほ私に話してくれました︒それで私た
ちはいわ︑ほ私たちの生き方︑すなわち私 ︹宇宙人が︶私忙語ったところ忙よりま

ているのですか？﹂などです︒そこで彼

すと︑もL危険が生じるなら︑は︑私忙知

人たちではあnこ苫せん︒生き残ろうとす

ら︑私が揖初に話した予言を︑それは実

の惑星系巧みならず︑あらゆる太陽系は

たちの生活哲学と︑裡−りの青葉とを比使

ようとしているのです︒彼らほこの地球

地球は弄っぷたつに裂けるでしょう︒も

完全な．ハランスを保っています︒だから

らせるということです︒裡らほ自分たち
しました︒Lかし彼らは彼らの生き方な
私たちが受け入れねほな・りないのだとは の各種の装贋を注意深く注視しているり
です草
言いませんでしたし︑地球人の生き方を

からも人々をそこへ送っています︒蒸発

こな．こな

爪二つを軌道

それらはうまく運行しているのです︒も
しこれらの小石︹惑星群︺
から叩き 出 L た と す れ ︑ は ︑ ア ン バ ラ ン ス

な状態となり︑それは他の惑星群も粉々

地球人は注目さ九る価値はない

現させるかもしれません︒しかLこのこ

忙なることを意味します︒これが原産要

認めているのだとも言いませんでLた︒

う地味は存在しないで自滅するでしょ

です︒これが核爆弾が落とされた頃旺宇
た頃に−1︒ 彼ち示咄争を中止させると

彼らはいつも宇宙空間にいます︒私た
ん︒地球人は見つめられるほどの価値ほ

以上が︑卑伝えられている情報です︒

正Lい印象を碍壱こと

行った人もあるのです︒

へ行ったとは隈りません音別な太陽系へ

Lてしまりた人々￠すべてが金星や火星

る限り︑人間の最高の発達段階から始め

りノません︒彼らほすでにその太陽弟へ沢

宙人が果た理由です︒核爆弾が開発され

ただ散らの哲学を私たちに残しただけで
す︒彼ちの哲学が私たちのものよりもす
ぐれていると私たちが思ったとしても︑

思われる唯一の時は︵ただL彼らはすで

彼らは私たち旺何も押しっけようとほし
要せんでしたむ私たちは彼らの生き方を

ないのです︒私たち地麗人ほ注視される

ち地球人を牲目している町でほあり皇せ

こで言う戦争は最後の大戦争を意味しま

採用し︑地球上の私たちの運命を改善す

に多くの戦争を中止させたのでサが︑こ
す︺︑最後の戦争になりそうな峠です︒

ほどの何な持っているというのでLよ

これはテレパシ1や霊媒現象で伝えられ

たのではありません︒自分ヰ世界のユゴ

躍ら宇宙人は太陽系生体せ見つめ
ているのでサロ私たちはこの地球という

う？

ればよい町です︒
太陽系は変化す石

もしあなた万がナイフまたほありふれた
武器な持って︑街頭忙出てケンカをした
ければ︑人々ほ思い町ままにケンカをさ

解したいほど町優秀な人な1私も含め

宣満足させんがために︑心中甲印象を曲
うことを忘れてほいけせ仇せんu

て

ような一個の汚物の上に立っているとい
ほ︑そ町地球が動いていることや︑人間

自分町エゴな満足させようとして心中の

せるでLよう︒人々ほ白身甲意志をケン
今や私たちは︑わずか三年前の別な状

埠今時選一千首マイルで動いているとい

印象をゆがめているの意︶︒何かの真棄

あなた方

カサ′る本人に押しっけないでしょう︒L

態に行っていますり私たちの探知町結果

うことすら気■づいていません︒Lかしあ

を把握する唯一町方法は︑奇人自身にコ

ー 私は知りません ︹訳注＝だれでも

かLこの地球に危険が生じているとすれ

ついに我々の太陽系は変化しつつあると
いうことがわか打こ苫した︒この太陽系で

なた方が地球から離れて月面上から見る

なぜなら︑こ町

地球が破壊蔓れるということほ彼らの惑

ほあらゆる惑星が生命を持っているので

ば︑菅硯を要Lます′

星も破壊されること旺なるからです︒あ

㌧∴こ、

ソタクトすることです︒ぁなた方にもそ
れがやれるのです︒それで︑私は活動を
地道忙やってゆくことができたこと虻対
して当局忙感謝Lてよいと思います︒そ
して︑いわゆ卑ブラザーズを票切りせ︷せ

んでした︒檻ちに従ったのです︒少しば
かり過失をおかしましたが︑それだけで
す︒そ甲結果︑私は彼らとコンタクトし

彼らはすでに移動Lてい石

うすれは必要な暗が宋たとき︑宇宙人は

使えるのです︒Lたがって我々にほそう
する鶉滴があります︒それで︑地球人は
そうした宇宙船を作るペきであって︑そ

＝この部分ほアダムスキーが非常な早ロ

を好まないかもし丸ませんが私は自分で
感じるとおりに話﹁ご﹂いる町です︹訳注

お許L下さい︒あなた方は私の話Lぷり

さて︑みなきん︒これはあなた方がお

かと思います︒私たちの太陽系がバラソ
スを失って︑危険が生じていることを彼

宇宙開発計画をノ

ないからです︹訳注＝万物ほ創造主その

も町の現れという意味︺︒私たちが自分の
エゴでもって創造物から作り出す物ほ︑
ありませんので︑大気圏外へ人工衛星を
打ち上げる￠旺利用しています︒だから
そうした宇宙開発技術ほ両道忙応用でき

が沢山いせ仇す︒LかL地球忙住めないと

行きたい﹂と︒−牢うですね︒そう言う人

万物について感覚的になろう

創造主の過失ではあり塵せん︒私たちが

いわゆる〝選ばれたグループ″ばかりで
はなくカトリック︑プロテス屠∴ノト︑ユ
ダヤ︑その他あちゆる人が︑真理を知る
権利をもっています︒この選ば九たグル

ます︒私がこうLた詐演のために沿岸か

いうようなことで︑どうLて他甲古畳に

地球での生き方を学ぶこと

うものを私は聞いたことがあり塵せん︒

︐帯りに後光があろうが ︹訳注＝天使の
亭物が︑あちゆる創造物が︑聖なる存在
昔︺︑私は尭にしません︒暗が釆九ば︑
であることを知りなさい︒なぜなら︑創
差別ほなくたるでしょう︒創造物のなか
造主自身がそれらを創造したのであっ
忙差別を作■り出した神または創造主とい て︑自分以外の他の物を創造するはずが

びなさい︒嵐んながそこで生きているか
らでサ︒あなた万や同胞や周囲のあらゆ

苫い︒人間対人問として生きることを学

行かせると思いますか？ ノウ︒まずこ
の地球で同胞と共軋生きることを学びな

この地球で碁tゥせないという人をそこへ

もL私ポー惑星の長であったとすれば︑

る︺地球上で隣人と共に暮らせたい人が
他の惑星で暮らせるわけがありませんノ

張り上げてテーブルを叩−ぎながち力説す

す︒︹ここでアダムスキⅠは一段と声を

地球へ ︵知らせに■︶来るでしょち㌔・さも
で話しているので︑よく聞きとれないと
先づき忙なる以上に︑はるかに重要で
思って詫びたものと思われる︺︒今こそ
す︒これをもてあそんではた・りません︒ なけれは覆らは宋な．いでしょうし︑相手
ほ地球人を親祭するひまもなく︑救出す
あなた方が創造主忙挑戦するとしても︑
愁たちはどこかで竜巻か雷光で背い立た
る宇宙船もないでしょうじ こ丸は全くの され︑脱党めて常識に返るペき時です︒
あまり大きく考えすぎているのではない
常識です︒
人間ほあまり正長い問︑眠っていた町で

のでは・ありません︒ただL内奥の〝印象″

ら宇宙人が発見Lている事実を考えてご

ているのです︒これはテレバツⅠ旺よる
には従っています︒Lかし百＝ハーセント

だから宇宙開発計画は二道りに役立ち
ます︒まず第一に︑人々をこの仕事に従
事害せて戦争を回避できます︒第二に︑
太陽系に危険が生じた場合︑そ聖干宙船
を利用して同胞を輸送できます︒こ中計
画ほ非常に建設的なもりで︑人間が二本
のツノを持とうが持つまいが

である限り︑硬らは人種問題などを真に
しませんゥ彼らほだれなも安全な場所へ
連れて行くかもしれません︒LかL︑こ

︹訳注＝悪

う︒それが終了Lたあと︑もし時間の余
裕があれば︑彼らは地球ヘヤって釆て︑

魔であろうがあるまいがの意︺︑頚のま

けないでしょう︒彼らほ多数の宇宙船を
持っていますが︑そのいずれも同胞を新
しい太陽系へ運ぶの旺必要とするでしょ

らんなさい︒放ら惑星人は同胞たちな大
印象に解っているわけでほありません︒
印象な受けた慎︑それに従って行動け仙移 規模に新Lい太陽轟へ移動きせ始めよう
としているのです′ 彼らは地球人を助
る前に︑確信がもてない場合は︑宇宙人
堅止しいかどうかを確証してもらう必要

があるのです︒だからそのような︑だれ
かから来るメッセージの印象にだまさ九
てほいけヰ鵬せん︒いままでにこうLたメ

ッセージを受けたという例がずいぶん沢

人種や信念和英別なしにあらゆる人を連

いときに・i︒特定の山グループの人々

れは保証セきないことです︒私たちに今

れて行くかもしれません︒地球人が人間

ばかりではたく︑全世界の人が知らねは

山あり︑不幸にLて多数毎家鷹が理由も
なく破壊されまLた︑そして阜くの人が
狂信毎ために京葉から分離きれていま
す︒全世界がこのことな知らねはならな

ならないのです︒

与ぇられている長上の操証は︑地球人白
身で宇宙船を建造することです︒戦争目
的のため軋作りた正Lても︑今は洩争が

ープといっても︑自分たちの目的な遂行

ら沿岸へ飛ぷ旅客機苫えも︑いつか戦争

ヽ ′ト﹂L︑

︑︑′

7ざ代わりにして覆っていたゴミを取り
一人の青年が私些語りました︒
﹁私ほ地球を出て金星せ飢たは他の惑星へ 除き苧見すれは︑まだそこに旺其自我が
存在するのです︒

Lない限り︑乗除にほ宇宙の原理や創造

ともなれば兵員輸送に切り変えられま
す︒一度︑旋寄磯を作れば︑そのよう紅

私たちが呼吸をしている壁克は創造主

主そのものにさえもそむくことになる由
です︒

住めるでしょう′ 人間は地球での生き
方な学ぷ必要があるのでサ︒私の英語を

地球には三十億り人が住んでいます︒

手

⊥︳t暑甘t璽重量l曽≠廿・．．

■′糧けu出口

ソ・ロドフナ−旺還りました︒そ九が空

〆

す︒これでほどうLて私たちほ肉体レベ

輸される一日前旺︑十五戟のUFOが白

︑′

こそ極端なものですやイエスでさえも中

ルで互いに尊敬し合えるでしょう︒各感

と同じようなフィルムがあったことをだ

庸の中忙こそあらゆる物事を応用できる

まず各感覚器官がコントP・1ル苫れ︑次

れも知らず︑驚いたのです︒ロドファー

の現れです︒スβソダード石油会社また
は他の会社が空克を売っているのでほあ

だまされてはいないと思っているでしょ

旺国体の手足のコソトロールが自動的に

夫人の尭はワシソトソ■−ストリート病院

昼ワッソトソ記念碑甲周囲忙目撃されま

うポ1巨㌧

行われまLた︒

覚器官は互いに信頼L合っていません︒

すかもしれませんが︑実際ほいつも自分

と言っています︒人間の心が実際には如

自身をだまLている埠です︒

うか？

彼女が下院議長のジョソ・マコーミサ

りません︒それなくして生きてほいられ

しょうとするのならば︑学はねばならな

語る言葉を聞き︑そ丸から家へ帰って︑

タと会見したとき︑7コーミックは﹁そ

Lた︒そのフィルムがついにワシリ⁚トソ

いものです︒あなた方が︑或る花を初め

あとは何もしません︒十人年間もミステ

れを放映しなさい亡 我々はいつでも見れ

人間も互い軋倍額L食いません︒別な惑

て見るとし要す︒この新しい創造物ほ大

リー︵UFO問題︶が続いてきた町に︑

るが︑とにかく今放映しなさい﹂と言っ

何にずるい性質毎ものでぁるかを示しま

変美しいので︑今まで地上で見た︑また

進歩的な︑何かをやっている人々は︑そ

たのです︒白昼ワシソトソ記念碑のまわ

市でテレビで放映されたとき︑そ毎光景

の口から出て︑その像の鼻ロへ吹き込ま

ほ生長したすべての花よりも某しいとし

れについて何も知らず︑曲解し︑問題を

りで十五騰のUFOな見た人々︑すなわ

星ではこの点が違うのです︒轟ちちでほ

丸ましたりそれは今も人間の鼻口へ吹き
込まれていますゥ次のような言葉が述べ
られている￠な︑あなた方旺どう思いま
すか︒
﹁地にょって誓うな︒それは先の踏孟台
であるから︒そして天忙よりて誓うな﹂
天空とは其の王座であるからです︒あ
なた万が卑住んでいる場所︹地球︶の
中忙︑これ以上聖たる場所があるでしょ
ます︒あなたがたの限すなわちセンスマ

最悪あ状態直しています︒したがって今

ち政府関係者やエンジニア−などがスタ

くなって︑すで忙改元の高い人々と匹敵

は私たちが現在よりももう少し次元が高

ここで一つの例なあげまLよう︒これ

人間ほ旭雪男または女をだ望

うかゥ・これ以上聖たる場所は他の惑星

イソド︑すなわち視覚は︑それを崇拝し

日だれもその間題な聞こうともせず︑も

ジオへ招待されて︑その映画を見たり意

ち粘土の像に最初の息が吹き込まれたと
きから無料だったのです︒それほ創造主

ですから︑轟なた方

て︑そ望刑でひぎまずくほど監なるでし

うニオイを嗅ごうともしません︒それほ

見を交換しました中 ロドアァ一夫人がと

私たち地顔人ほ何をやりているでしょ

人々や私たちがそ町フィルムをまず政府

の役人たち旺見せたがりていることを知

りていました︒それで政府関係者と接衝

のです︒それにょると一年間に六官六十

私がヮシソトン市にいた三月十五日のも

ここに最新の報告があります︒これほ

FOと同じものだと言ったりです︒それ

見たUFOはその映画に写されているU

そして出席者たちは︑記念碑甲まわりで

ったそのときの録音テープがあります︒

する必要がありましたり

三回のUFO目撃が報告されたというこ

私たちほ自分と同じような人が

で≡千人の人を使用しています︒彼女ほ

忙ないのです′

ょら︒それは大変蓮華なのです︒それほ

今や悪臭な放っているの打TIL

一体︑何をやってい壱のだノ

が人間の住むように悪因されたよう旺生
きることができないならば︑他の如何な

見る人にとってたいしたものでLよう︒
こんなふうにして本人の心な作り′上げて
いる感覚器官の一つでぁる視覚がこの花
を賞揚するのです︒すると本≠の嗅覚が
・■〃

言います︒﹁わたLはそれを喚いでみた

FOが出現するでしょうし︑今年はます

ほ今夜お見せしましょう︒
い﹂︒そこでそれな喚ぐと︑スカンクの
ような旬がします︹訳注＝スカノダとい

Lます︒てスコミほ必ずしも報道すると
という理由モモれを破壊したがり︑他方

私は二月二十四日にカリフォルニアを出

今回私がワシソトソ市ヘ音く前に

Pド7丁−夫人も未読領仕手紙を出しま

終わる卓二﹂には出現するでしょう︒私も

ワシソトソ市上空にはもっと多くのU

いて感覚的忙なろうではありませんか′

う動物は防衛手段として非常な蔑見な放

ますふえるでしょう︒私たちすべてが出

とです︒これは大変な数字です︒これは
にぉい
空軍がそれな否定していないことな意味

︹訳注1−このあたりで7ダムスキ！ほ非

は限りません︒
托それを質糞したがります︒それが人間

発して同じ日旺ワッソトソへ着いたので

したさ大武簡が私たちの手紙を受け取っ

現な罷っているUFOは︑私たちが一首
です︒これらの感覚器官な全然コソトロ

すが

たことほ︑わかっています︒

元の八ミリフィルムからコピー

ールしょうとLないで︑互い忙のさばら

した十六ミリ・カラーフィルムをマデリ

−
せながらこの世で生きているのが人間で

ー

つ︶︒一つの感覚器官ほそれな貯まない

私たちポニれまで忙否定声望﹂きた寮

感覚器官をコントロールす石こと

いる︺

常た早口で絶叫するような調子で語って

意国事れた︑そのような人間軋少なくと
もなろうでほありませんか′ 万物虹つ

創造主が人間に︹そうあるべきよう監︶

限覚めようでは轟りませんか︒そして

ーコ○

る場所︵惑星︶でも生きられたいでLエ

しょう︒ぁなた方は︑自分が自分り心軋

・甘1

ない空寅は︑どこへ行っても無料ですひ
後になってアダムと呼ばれた像︑すなわ

力

も行ってだれとでも話します︒団体とい

私聖甲草間きたい人がいれは︑どこへで

でほありません︒私ほ個人稿劫家です︒

体町代表者でほありません申それは問題

私は団体を組織していません￠私ほ団

す︒この七人のいずれも団体には加わら

尾よく申ニッとげる人が七人はかりいま

も︑はるかに大きなスケールで物事を首

るUFO研究グループがやってきたより

う竪這ってよいでしょう︒世界甲あらゆ

の活動が行われるでLよう︒今︑次のよ

ていたからです︒彼がそうだったとした

狂人︑夢想家と呼び︑﹁不可能だ﹂と言っ

能だったでしょう︒なぜなら︑人は粧を

ら︑そのような業講をあげることは不可

す︒もしマルコーニが尻込みしていた

えない装置を膵理することもできるので

六百万ないし一千万マイル彼方の眼に見

さ九る場合︑いかに物事を見のがしやす
いかがわかるでLよう︒全体に関心智向

母指さしていまLたらそうした写真が示

す︒LかL出演者たちは7ルフォンスス

今年末までには何かがあるでLようし

づ∴リ・≠・▼7ソサー

うものほときどきゆがめられますじ最初
ず︑真理甲ため忙活動しています︒

ちの促進活動町ために堕落するのです︒
次の二年間には確実忙あるでしょう︒あ
る情報が与・えられるでLェう︒これはで

モれで私たちほ活動に出かけて︑映画
フィルムな上映しましたが︑これは政府
たらめな話ではありません︒

地球人は死人

関係機関のあるt部門に多く町騒動を起
こしました︒それは空軍です︒宇宙問題
委員室も映画を見たがりました町で︑私
が到着する詣にてデリンがそれを見せま

ら︑私たちはキヨ持っているような通信

す．か︑最初軋は聞いていなかった巧で︑

の報告で︑プリソグリーが言ったことで

三月十日のハントリーとプリ∴ノ廿1リー・・

彼がだれ空言蕪を引用したのかほ知りま
せんが︑十ト∴ノのチリが月面から舞い上
がっていると言うのです︒そしてその内
の五トソが地球へ降りそそいでいるとい
うことです︒ここで私が分析して丸まし

葬具辟を持たなかったでしょう︒

月面のビルディンゲ
この月竺嘩面の放映が行われたとき︑
大変興味深いも甲なので︑みた卓んも︑

たちにはわかりません︒したがって︑乱

たむ防衛以外の他空間で何があるかは私

を各撞岳政府関係療蘭正伝えてきまし

た場合には防衛に応用できるような情報

の情報があるからで︑私ほ︑戦争になっ

ちがすでに知っている事柄の中に︑多く

言いう必琴かあり空す︒なぜなら︑私た

球には宇宙人が宋ているという事案を一

トンへ引き返Lます︒言い換えれは︑地

上映昔九ています︒私は月曜日にワシソ

ん︒ソ連の人々も同じ事をやっています︒

ん︒UFOはソ連のものではありませ

やらなかった日ほ一日たりともありませ

以上のUFOを追跡するための小旅行な

の追求をやってきました︒そして十数回

しょうか︒私たちほt九四七年以来︑こ

うか︒存在しない物を追求Lているので

ると私たちは何を追求しているのでしょ

らです︒第﹁ あなた方埠なかには︑円
盤を信じない人もいるでLェう︒そうす

せん︒人々ほ白身で考えようとLないか

ないでしょうG乱は昨日テレビでそのこ

る町が見えました︒メタテでも見甲かき

一つのビルディ■ンダがこちらを向いてい

〝クライン″と他のクレーターと中間忙

ありません︒すると上隅のクレー＞︼ダー

上下な見ていまLた︒そLて全体を見ま
Lた︒アルフォンネスだけを見たのでほ

らしい︶︒払も見ていましたが︑右手り

影した月面写異雪丁レビ放映を意味する

1乱ちは太陽系から生じたにちがいないと

載されましたが︑そ九忙よると無機物︑
岩石︑隕石等の琴上の構造からみて︑そ

それ告ごらん忙なったと思います︒テレ

たちは世界が平和になったと確信できる

あなた方は死ぬ前忙限覚めなさい︒自分

と忙ついて質問・苧几たはかりです︒それ

いうことです︒この東陽弟の生惑星はか

人々は実際にほ生きた人間でほあり塵

までは︑その情報が外部に洩れないこと

が死んでいることさえ克づかなかったの

はカてポコ塑兵舎克たいな形でした︒そ

ょう︒あなた方には︑意味のたいことか
もしれません︒﹁轟あ︑どこかへ落ちね

を望んでいまヰ㌔宇宙人さえ︑そんな話

です︒人々はてルコーニなさえ信じなか

れを見た人は︑どんなに尭きかったかが

ってメソドリの下のヒナ鳥﹁叫たいに創造
さ九たとか︑そして太陽系の年齢は四十

ビ画面の左手の下の所に7ルフォソ二︷ス

L方はLないでLよう︒

ったのです︒硬が無線通信の可能性を予

わかるはずです︒それはおそちく長さ二

ばならないだろう﹂と思うでしょう︒し

今年乱たちは︑今そこ旺人々町否定で

言したとき︑多数の人は居じませんでし

き

れています︒百万年や十億年ではありま

が示されたとき︑あなた・万ほそこを見

きない何かがあるという事実な証明する

た︒しかし今日私たちは彼が発見した物

未母船を収容できる格納庫でナノ

ていたでLよう︹訳注＝月ロケットで撮

フィルムを持って活動しています︒そし

旺よっで痛芸心を慕っています︒私たちほ

しみんなはその方忙措を向けていません

せん︒ここで月を考えて菰ましょう︒
︹三十大貢へ続く︺

かし私にとっては重要な意味がありま
すひ私ほ研究者なのであって︑自分とい
う人間をでっち上げる話のしゃペゥ星で
はあり■ません︒私は他人に質問しますが

て現時点では洩らすわけにはゆかない池

ラジオ︑テレビなどな持ち︑電子装置を

でした︒自分でごらん旺なれはわかりま

〜三マイル爪こチ宙船︑少なくとも東背高

しか

億ないし六﹁臨年のあいだであるとい︐乃

四年前に原子力委貞会はあかち富また
声明を出して︑それが轟ちゆる新聞に掲

他人かちも質問を更けます︒この年齢に
してはか︻花りあ記憶力がある町です︒

野方法も考えていますが︑私たちほすで

他町惑星へ送っています︒今ほ地球から

せ

忙活動に入っており■︑結局︑もっと多く

Lた︒それ以来︑要求にこたえて何度も

けないで︑小さな一部分だけに眼を向け
るからです︒

はうまく出発しますが︑つい旺ほ自分た

耳

●パロマー・ガーデンズのココタJ」スキー・ウ中ループ

1t）

封珊碍守一車軸嶺葡陸幕葦

父性原理と母性庶理
このシンボルて1クな受け入れて使用
する人ほ︑生命旺関する宇宙的原理を理

あなた方が便用するこのシンボルに気付

生きようとLているのです︒この人々は

ん︒人間界にいる私たちは︑これまで外

草原困なくして現九ることはありませ

形である結果を見てきて︑結果を生み出
〝宇

てタイ十六・十五︻十七にほイエスが

くでしょう︒またあなた方が自分毎

に満たされなが

す原田をほとんど見てきませんでした︒

〝生命″

宙の家″忙ついてもっと理解しょうとし
自分を創造Lた

ゆ草創造物がそうであるよう忙︑自分・智

意識的忙認めることにたり︑宇宙のあら

な意図を︑自身の地球的自我に比べて︑

象の︺世界の中に閉じ込め続けようとし

り味わったり噴いだりでき垂結果の

識から来る想念な︑自分で見たり聴いた

私たちの古い習慣的想念は︑自分甲意

﹁パルヨナ・シモン︒・あなたは幸いだ︒

弟子たちに尋．謂ていますn．

一幼児とLて生み出した〝宇宙の父母性

ています︒したがって私たちは絶えず警

このことを畠なたに気づかせたのは肉体

ら生きようと心から願っているかどうか

原理″を知ることになります︒

戒L︑常に肉体の心にむかって︑その

の息子また

円の中にある二つのシンボルは〝宇宙

︹心の︺宇宙的な一体性と万物への依存

解して︑〝宇宙という家族″

の本性″をあら如しており︑地球にせよ

性とに尭︑づくように呼びかけねほたりま

﹁あなた方は私をだれだと言い壇すか﹂

他の世界にせよ意識的け山荘意深い人には

せん︒それにょって等しく万物に向けら

は〝園″ の

も彼らにはわかるでLょう︒

そのことがわかります︒左側のシンボル

れる関心が習慣となってきます︒この間仙

替えれば︑ペテロは〝田″すなわち〝宇

ほ娘とLて生きようという自己のまじめ

は〝創造的父性原理〃をあらわL︑右側

盤ほ︑私たちがあらわそうとしてばう太

宙の貨″をあちわLている︑イエスとい
う名の︑結果とLての外形を見て︑それ

﹁あなたは

です﹂

〝生ける神″

竺ナ︑キリスト

するとイエスは蜜に言いました草

︵外形︶ ではなく︑天にいる私の父なの

だから﹂

ここで〝天″という町ほ〝宇宙″また

また︑ヨハネ十四・八⁝十三を読むなら

〝英知″を意味します︻二言い

富ず第一に︑あなた方は︑万物の生命

さば
な時間と労力・智浪費している審き︑非難︑
ごん

シモン・ペテロが答えました︒

のシンボルは〝母性原理″なあらわしま

昔欺︑利己主義などを︑いつかなくすこ

をキリスト ︹救世主︺と呼んだのです︒

︹現

それらの全包容的な意義について次第旺

とになるでLェう．

す︒各シンボルが描かれた線を．見ますと

多くの啓示が湧き起こってくるでしょ
■ココ

あたた方が自分の〝宇宙的な生得権″

かります︒

ような生き方にょって進化したことがわ

ば︑金華？そ中値の惑鼻面人々が︑この
〝宇

がどんなに高次忙またほ低次に役立つよ
うに創られているとLても︑それは

〝英知″すなわちげ父性″創造慮理と
〝物質″の受容的〝母性″原理ほ︑万物

宙的な源泉″

︹l・r・

に現れています︒万物ほ呼吸なLている

心にとどめねはなりません︒

の生ぎた実例になるならば︑それほ人類

町現れであるということを
ほザです︒岩石や砂粒にしてもそうでL

次に︑生別造物を観察して︑自分が扱

忙対する奉仕となり左す︒そうすると他

よう︒そしてその息ほ〝宇宙の父なる英

われたいと思うのと同じょう托その創造

の人々も晶なた方が持っているもの︹宇

から受けているのです︒したがって

知″

物を扱わねはなりません︒万物は〝国″

Lなさい︒結果と困■とな同時に見るよう

本来意囲さ九た生活をすごすようになる
でしょう︒

ぅひ私たちや横の世代も私たちの勢力町 た中
結晶丁寧愉しむことになり一︑地球の人々ほ

これは広くこの世の知識となるでしょ

宙的な生得権︺を知りたくなり■︑やがて

生命あるもののすべてほ相互関係辻ある

の具体的な表現

すなわち〝父母性原理″
であるからです︒

ことが†開かるはずです︒
私たちの〝撫阻の通産″を豊か忙表現
ゆる生きものの〝重来の権利″です︒こ

忙し︑これまでのように分離してほなり

三番目に︑万物を或る困の結果とみな
の太陽系毎姉妹惑星群から来る訪問者た

ません︒結果というものはそれを裏付け

することは︑あらゆる男女早ユ十供︑あら

ちほ︑こ甲本来毎権利を絶えず意識Lて

﹁転

︻．
＝■へ︼．

ジュネーヴはスイ三周西部のレ7ソ湖
畔に位置する黄しい都市で︑人口二十方︑
スイス第二の郡市である︒シI2ザーがガ
リ7・遠征甲途中ここを通過Lた前一世妃

には︑すでにこの他がガリア人の町とし
てかなり繁栄Lていたことが﹃ガり′7戦

記﹄旺述べてあるという︒十七世紀に描
かれたジュネ⁝ヴ町銅板画を見ると︑相

︑尋

＼

当な都市でぁったことがわかる︒

︑1

︑︑

I︑︑山′

†

7ダムスキーを熱心旺支持Lているとの

＼

へ行き︑白墨へ入ってからしばらく荷物

ことである︒

ヒ

聖霊理を1して入洛をすませ︑一服やりな

ドンで知った私は忠地航空便でルウ宛に

︑着後は自由時間旺なることなロン
が到

Lたときは当日午後五時から六時までの
闇にホテルへ来るよう旺と伝えたのだ

反対側に私が唐をとる︒ジュースを飲み

悪質にルウとピリンジャック氏が座り︑

ランへ入った︒一角のテーブルを開んで

がすむと︑三人でまずホテル内のレスト

まもなくピリンジャック氏が釆た︒小

ハガキを出し︑もっと早く来るようにと

ながら詰L涜けた︒ルウほ七十一歳であ

がら休息していた︒日本からルウに連結

通知Lておいたため︑四時頃には乗るか

ることほ後にわかったが︑小柄なせいか

ルウに会う
私たちがパリから国際列車で中央駅に
着いたのほ二九七六年九月二十四日の午
後二時半であった︒宿舎のホテル・メデ

もしれないと思って︑あまりのんびりと

若く見え︑歩く態度は意外に活発で︑声

ーで待っていてく九と答えて︑あわてて

テルへ果たという︒すぐ降りるからロビ

取るとルウの声がカソ高く響いた︒今ホ

ていると蛋内毎電話が鳴った︒受話器を

そろそろ仕蛙にとりかかろうかと考え

たが︑これは少々遣っていた︒もっとも

品な物腰の老癌人のイメージを措いてい

だ﹂と伝えられていた私ほ︑淑やかな上

ができるもの静かな非常に知的な婦人

東を出生別に塩谷勉農博から﹁五カ国語

にも少しカソ高い陽気な響きがある︒日

男だが柔和な殻付きの紳士である￠紹介

ィ克二フT■⊥市ほ駅前なので︑徒歩でホテル

もLていられなかった︒

身仕度をととのえたあとエレベーター・に

塩谷博士がお金いになったのほ十五年前

町だろう︒

のことで︑現在の彼女とは異なっていた

Lと

乗り込んだ︒
ロビーに出て向こうを見ると︑入口の

近くのソ7丁忙一人甲老前人がこちらを

せるむそ年限は嬉し涙忙輝いていた︒そ

彼女も﹁クボタ′﹂と旨いながら顔を寄

・チソシュタ一夕？﹂と呼びかけると︑

ち上がって緻笑した︒近寄って︑﹁．ルウ

だ′●

ったけれども︑そ甲南に彼女自身の興味

なので︑そのことを聞きたくて気があせ

行ったときのガイド役を勤めた重要人物

アダムスキーがローてのパテカソ宮殿へ

特旺アダムスキーが主題となる︒彼女は

話題は当然のことながらUFO問題︑

うだろう︒多年︑アダムスキ丁・のコウワ

深い体験を次由よう忙語ってくれた︒ド 謀
ま
イ三軍割り甲軍語が彼女の口かち勢いよ

見つめている︒写真で見覚えのあるルウ

ーカーとして文通し︑情報交換音読けな

く流元出る￠私は小型鏡音鶴の7イダを

笑いながら手を振ると︑ルウも立

がらどうしても会えなかったりに今つい

彼女の方へ近■づけた︒

﹁あ九は一九﹂ハ一年爪二ハ月三十日のこと

金星人とのコンタクト？

に会見が実現Lたのだ︒塩辛してから皇
たソフ丁に座った二人は暫時雑談を続け
た︒彼女の友人でジュネーヴに住む実業
来る町で紹介することになっていると冨

でLた︒夕方︑私は劇場へ行きたいと思

家のどリンジャッグという人がまもなく

ぅ︒この人もUFO問題に関心が為り︑

︹アダムス

キ1︺ と話し合ったことを知っています

﹁モうよ︒私が以前ジョー∴ソ

はいられませんでした︒それで驚きまし

か︒私は言ったんです︒﹃私は全然テレ

いるも町ですから︑私も微笑L返書ザに
た︒そ町人ほますます近づいて釆て﹃あ

パシッグでは売りません﹄とじ

Lかしそのとき︑切符売場にいた男の
﹃いちつし甲い︒何枚ご人用ですか？﹄

ぁ︑私が探Lていたのはあなたですよ﹄

〟 っていました︒土鳩目ですひしかL軸︑
で1行かないことにしましたじその古い

﹃一人分です﹄

私が起きたとき︑外がひどく暑かったり 人が合図をして言いまLた︒
劇場には結房装置がないので︑暑さを恐

とでも言うように骨周をするんです︒

きまLた︒その人が一人の女性と歩いて

したので︑私も相手のあとからついて行

すると相手は隣のドア−から出て行をま

いたことに︑私は効けなかったんです︒

す︒その土地に住んでいるかどうかは知

人はおそらく金星から釆たと思うからで

はらLい菓付け・となりました︒あの男の

って︑それほジョージ空言った言葉由す

適当に応用Lていました︒そ九で私忙と

につけていたものです︒ですからそれ智

こ埠アイデ7は当時︑私が本能的忙身

にそれを放つんだ﹄

念でいい︒そしてテニスのポールみたい

Hヒ叫 その思念を放てばいいんだ￠短時間の想

いて︑それからテニスのポ王ルみたいに

ことができるだろう︒まずイメージを描

﹃そうだね︒畠んたはモ九を身につける

するとン︒山−Jシは言いまLた︒

﹃．︑ハルコニーの所に丁度一人分の席があ

ります︒いちはん遠い位経です﹄
突然︑非常に強烈な想真宗抱こりまし
た︒﹃あなたは金星人ですか︑モれとも
﹃いいわ︑それにするわ﹄と乱は言いま
違いますか？﹄
したじそこは階下よりも空気が争いから
私ほ方言でそのように心で思ったんで
ですじ私は劇場へ入りましたが︑おそろ
すが︑そ甲瞬間︑相手は私から約五ノー■︻
しく暑いんですむ芝店をあまり鬼ません
でLたが︑幕合いになったとき廊下へ出
トルむこうの所で立ち止まって︑﹃つい
忙あなたは理解しましたね﹄と言うよう
て︑ジュースを欽克に喫茶室へ行ったん
です︒しかし飲めそう軋もあり■ません︒ な寮情を浮か■．へました︒そしてひごく驚

れたからですr−だ︑かハり行かないことにL

ましたCしかL町へ出かけて克て︑至る

所にアメリカの為る有名な芝居の広壮宗
出ているのを見たんです︒でもあまりに
暑かったので︑まだ行くことにしません
でLたむ私は父と共に夕食なとりに町へ

出たんです︒すると突然︑父が言いまし
た︒
﹃ね1私たちは劇場の切符をまだ沢山持

いるのが見えました︒全く質素な服を着

すると尭然︑最も離れているドア−か
ら一人の男が出て棄て︑あたり■を見回L

りません﹂

じた︒なにせ時間町制限があるのだ︒

いたら全然違うので︑私は少々焦燥を感

バチカン事件の話が出るのかと思って

た黒髪の女で︑彼女はサンダルが脱げそ

せまLた︒

うになりたため︑彼が助けてそれをはか

ながら︑だ丸かを推しているんです︒生

っているんだがーシーズンほもう終わっ 克んなが飲みたがっているんですじそれ
たんだよ︒切符が沢山残ったのは残念だ で︑喫茶室から遠く離れた隅へ行って︑
タバコな吸っていまLたじ
わ﹄︒それで私は言ったんです㌔
﹃じゃ︑t牧頂戴︒今夜行くかもしれな

ぃわ﹄
父は切符をくれて︑貰いました︒

﹃行っちゃい叶ないよ︒暑すぎるんだか き生きとLた顔付きをして︑疲九た様子
はありません︒だれもが暑さでまいって
ら﹁⁝−﹄

暑い日でしたロだかI︼り行かないこと忙L

たんですq劇場とは反対の方向へ歩いた

しかし私が外へ出たとき︑彼は究無く

それでこの男の人は金星人だという証拠
こた
旺なりました︒だって私の想念に応える

りませんよ﹄と言いたげな原付きです︒

るんです︒微笑ほ消えて︑﹃話などはあ

騒がしく︑白も懐いてきたので︑そろそ

あいあいたる雰囲気だが︑店内はかなり

氏を並べて撮影す卑︒次に私とルウが並

きたカメラでまずルウとピリンジャツタ

ここで写真を撮ることにした︒持って

人は他にいませんもの︒この世界のテレ

ろ別なレストラン軋場所を変えようでほ

るり・と振り向いて全く別な表情で私を見

パシストだって︑これに応えられる人は

ないかと提案すると︑ルウは私が渡した

いるのにその人はあたりを見回Lている
﹃でも見たいわ﹄
それから私は街路を歩いて︑行かない んです︒白いオーJノンカラーでLた︒こ
こと忙しました凸そ埠日はまるでオーブ れは一九六⊥年当時甲劇場内旺Lては異

﹃あぁ︑そこにいたのですか′﹄と言っ

いないでし上う︒こ九が乱の一つの体験

土産物をいったん彼女のホテルへ持って

んですが︑突然︑くるりと向きを変えま と思いまLたGその人が私な見たとき︑
Lた臼だれが私の体の向きを寧見たのか
わかh′ません︒そして急に私は別な方向
へ歩き始めまLたQす寸近くの劇場の方

た会津塗りあオルゴールと︑真珠由云ソ

この土産というのは東京駅東九で買っ

んだところをピ氏忙撮ってもらう︒和気

ているかのよう忙︑私忙骨囲をするんで

です︒私のテストの結果は︑駐が応えた

帰って着替えて来るという町で︑私はこ

ソの中忙いるみたいで︑その年で最高忙 常です︒磐はプラウソ︑葉しく日焼けし
た皮膚︑青い限せもつ人で︑これはノル
ウェイ人か︑スエーデン人かもしれない

す︒それで私は笑うこともせず旺︑こ町

ということです︒それ以外には何もあり

このロビⅠで待つことにしたむ

は︵久保田ほ︶尋ねた︒

﹁メンタル二丁レバシⅠですか？﹂と私

ませんでした﹂

向へでサロホールへ入ってみると︑﹃満 人は人違いしているんだと思ったんで
員﹄という掲示がありました︒それで思 す︒するとその人は︑人ごみをかき分け
て︑ずっと私の方を見ながら近づいて来
ったんですP ﹃これで︑心のモヤモヤが
るんです︒そして素敵な傲笑を浮かべて

晴れた﹄と︒

∴ⅦⅧ．1四
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●ロジエール・ピリンジャワウ氏

●塞者とルウ・テンシュクーウ

・lリノ

〃シ
︑バ
せ

ルウが棄て︑続いてどリン㌔サック氏が

現れた︒⁚とこへ行きたいかとルウが聞く

ので︑フランス料理店町静かな場所がよ

いと言うと︑よしきたと．ほかりビ氏が日

本製毎トヨタだと自慢する自家用車を運

転して激辛ロ離れた湖畔のこじんまりと

した料理店へ案内Lた︒地下に食堂があ

るらしくて︑ピ氏がボーイとフランス語

で交渉Lたあと私に向かって今度は英語
で︑今︑食堂は満席なのでLばらく 晒

の■︑ハーで待たなくてはならないという︒

一隅の九テーブルを囲んでまた語り合

ダソト︑それに暗い室内に置くと光って
見える造花町鉢植えであるリ

良ノ￠

オルゴール
から凍れ出るメロディーについてルウが
な民謡で棋聖化な歌った歌曲だと説明す

限前にいるルウほ宮殿入口までアダムス

かった︒大要はすで忙わかっているが︑

私は例の丁ハチカソ事件忙ついて知りた
ると︑たいそ■う賛しい旋坪だと言って感

キーに同行して︑入口に現れた謎の人物

尋ねるので︑これは日本甲垣統的た有名

歎する︺夜光性造花についてピリンジャ

を目撃した生き証人なのでぁる︒

バチカン事件喜語る

ック氏はこんな物を見るのほ間めてだと

願いている︒この品は出発前日にS駅構
内の店で買った抽だが︑外国にザラにあ
るような品では面白くないと思い︑その
ことを尋ねて見ると︑まだ日本だけ甲製

﹁ハチカン事件について︑あなたが知る
限りのことを話してくださいませんか︒
あなたほパチカソ宮殿ヘアダムスキーと
品で海外にはない筈だと娘さんが答え
た︒明日ヨーロッパへ土産に持って行く

一緒に行ったんでLよう？﹂

りますりそ九で私たちほ二〜≡段昇って

︒あれな見たことがありますか︒そ由
寺院聖肌側にほ高くて幅の広い階段があ

ったんですむ⁝⁝あの高い建物甲前の⁝

﹁私ほ︵バチカンの︺聖ペテロ寺院へ行

のだと話すと︑娘さんほ急に限を輝かせ
て︑それなちきっと喜ば九るだろ■hノと言
ぅ︒その経半信半疑のままヨー＞・ロブパ各

国の店をのぞいて見るのに︑そり種の製
品が見当たらなかったところから︑やほ
り本当なのだろう︒千円足らずの安物だ

カソ宮殿の見学者用入口ほ右手にありま
す︒そして宮殿に入るまでにほ三一名のス
イス人衛兵のいる所を通過しなければな

立ち止まり︑周四を見渡しました︒†ハチ

フランス料理店での対話

りません︒Lかしジョージほ左手を見て

が︑持って行ってよかったと思った︒

ロビーで待っていると︑抱三十分操監

1ヰ

入口のついた建物があって︑このÅロの

まになっており︑その人ロの輿に小首な

いました︒そこ忙は高い入口が開いたま

ほまだ銀行で使用されていない有ので

ほ黄金町万国コインがあり′まLた︒それ

Lた︒社はそれを開きましたが︑そこ忙

のため紅延期されました︒その日は土曜

す︒なぜならそれは領事館が公開するt

のを見ました草
日で月曜日に法王は亡くなちれました︒

所に一人の男が立っていました凸かなり

服でLた︒そこで彼は赤︑自︑緑色の
しかし㌔ヨージは言っていまLた︒

目前だったからです︒そ九ほ法王の死去

〝何か″を持っていました︒イタリア邑
﹃法王は死近かかってはいない︒食べる

遠くでしたが︑その人が黒服を藷ている

です︒その〝何か″が金属か絹かはわか
ことができないので︑ザいぶん弱ってい

しかL僧服ではなく︑平

りませんが︑輝いていまLた︒その人ほ
解できるんだ︒答え畠こともできるL︑

るけれども︑他人空言ヨ﹂とは正確軋理

アダムスキーが言うんです︒．︷￠h．

パラ色の滞だ︒糎死の病人ではないよ﹄

外交官みたいに見．えましたプ

i巴けり︵ああ︑あそこにあり人

どここで待っているという約束がLてあ

行き空した︒その前忙私たちは一時間ほ

がいる′︺そしてアダムスキーは売って

問者︹複数︺の来訪貴重けて︑頻はパラ

日だったと宙㌫てあるんです︒法王は訪

を周って載ると︑法王にとってすてきな

一方︑私が土曜日にイタリ7語の新聞

th空扁け十岩

ったんです︒そLて彼は﹃十二時にここ

色だったとあり富﹂た﹂
ピリンジャック氏が英語で質問する︒

にいなさい﹄と言っていました︒そ町と
きはちェうど朝甲†一時でした︒そのう

﹁ジョージほ法王に文書か何かを持って
行ったんですか﹂

ち彼は十二時きっかり忙ふたたび出て釆
まLた︒彼の凍は弄び忙輝いているんで

した︒これは﹁ルシテョTとケネディI
に漬すものだゥたんです﹂

千首人′

7fン﹂

﹁ジ≡−ジほ翌日詰Lてくれました︒彼

は秘密を洩らすのを極端に恐れていたん
渡しまLたか？﹂とピ

﹁そうですか？

私たちはまたそのことを話Lたんです︒

です︒ローマの空港に放と共紅いたとき
﹁渡しましたわ︒渡したと患います︒し

すると故は言いました︒

氏が眠を丸くLて聞く︒
﹁メγ七−ジ？

かL両方とも一年以内にやら丸ました︒

﹁メッセージですわ﹂
﹁ジョージほ何も言いませんでした﹂

だれがフルシチュ7をやっつけたのか︑

す︒そして言いました︒

王の手にキスをしたよ︒私を祝福Lてく

﹁二︑三枚の文書を持って行りたんだと

どんなメッセ−ジウ・﹂

ださった′﹄

ひぎまずいて︑法

上が蓑，下は某。

﹃あの人が宇宙人だということを︑もう
言ってもいいだろう︒だって我々はすで

−ジは教会というものに決Lて入らない

たかもしれないけど︑わかりませんわ﹂

﹁私は全然見辛せんでしたわ︒手紙だっ

ケネディーは暗殺苦れました草それほt

鍵な攻撃できなかったはずです︒そして

だれ旺もわかりません︒だれも実際忙は

と言ってルウほ高らかに笑うり

に飛び立つ準備をLているんだから﹄﹂

思うんだが弓1﹂

こと忙していたんですから︒故は教会を

九六三年の十月じゃなかったかしtり﹂

﹁ちがうわ︒それほ彼のポケット監入っ

﹁彼は包丸和を持つていたんですか﹂

のですか﹂

﹁入口の所に立っていた男ほだれだった

またバチカン事件旺話をもどした︒

丁見え︑私は事に取ってみました︒あれ
ほ二十四壷だと思います︒私は金細工人

ルウが執岬っばく答える︒

すか？﹂

を見せたそうですが︑それは純金なので

﹁7ダムスキーはあなた忙黄金のメダル

私は質問したり
﹁なるほど﹂

彼ほ小さなプラスチッグりケースを開き

ていまLた︒小さいんです︒包元物でほ

﹁ショーンは〝特殊な人″と言っていた

正確忙ほ十一月二十二日である︒私は

ました︒そ毎中にまた小さな箱があって

あり壷せん︒だけど面白い事に︑故は法

わ︒それは宇宙人を意味するのよ﹂

ここで私が尋ねた草

それ軋は彫刻文字があ■り︑一部ほ英語で

王から二つ町メッセ†Jをもらっていま

定

﹂部ほ私忙読めない文字で記してありま

その夕方︑一同で夕食会を開いたとき

いものが教会にあったんです︒

恐九ていました︒杖にとって好まLくな

私はずいぶん驚きました︒だってジ王

﹃私ほ法王忙会った￠

●ヨハネ23世が丁ダムスキーに与えたという草食のメダル。
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というわけです﹂

旺カリフォルエア︑ビスタの米GAP本

が︑裕福ではありません︒書物を書いて

たけど﹁1㌧∵役はそこで暮ちしています

ヘ音︒欄ノ

の娘でしたから︑わかるんです︒違いは

部を訪問してアリス・ウェルズヤフレッ

イギリス人がどうやって宇宙人を打ち負

﹁そんなことは信じられません′L

の案内でパロマⅠ・ガーデンズも訪問し

かLたかというようなユーモラスなスト

わかります︒私が十・八鹿以上だぁと言っ
手を振った︒

たというから︑米GAPと全く手を切っ

何とかやっているのだと思います︒また

﹃そう︑これは二十四金だ﹄と言ってい
﹁ただの噂ですよ︒そんなことほ信じら

たわけでもない︒いろいろ複雑な事情が

ーリーも書いています︹笑う︺︒棺 り頭
はストーリー 巾イヴト や機知に満ちていますわ︒

ド・ステックリングちに会い︑ブレッド

ました﹂
れないわ︒みんながいろんな事を言って

あるようだが私旺はよくわかちない︒

﹁いや︑ただの嘩ですから−−−﹂と私ほ

﹁十八金以上ですか？﹂と私︒

いるのね﹂

たら︑ジョージが観葉して︑

﹁そう︑十八金以上よ︒スイスでは貴金

ーだったと思うわ︒そLて彼はそうなる

ジ・アダムスキⅠほ真実のコンタクティ

﹁そうよ︑もちろん︒だけど私はジョー

トについて多く書いてあります﹂

﹁ああ．硬ほイエス忙関する面白い本な
藩きましたわ︒イエスよりもむしろピラ

ますか﹂

来忙おいて何かの結論が出るだろうが︑

内容なので省略する︒と紅かくアダムス

聞いたという面白い蕃をLた︒他愛ない

ん輸目標を失ったのだと思います﹂

彼はジ王−ジについては多く卑語りませ

﹁多くの噂がありますよ﹂

下地ができていたのよ︒彼は少年の頃チ

品な書いたらしい︒

自分は長生きできない︒おまえほまだ若

﹁デスモンド・レスり⁚−ほ卑何をしてい

属は通常十八金で作ちれるんです︒ヨー

ベットにいたんですが︑全然そのことほ

﹁デスモンドほすてきな人です︒オスカ

いから︑それを知ることができるだろう

ロッパは⁝⁝﹂

﹁純金よ︒十八金はコインや貴金属転用

話Lませんでした︒醍は一種の見境に立

ー・ワイルドみたい︒その話しぷりほと

という︒

尋ねる︒

テージは高くなるわ中

でもドイツでは十

四金で沢山甲貴金属を作るけど︑それは

わ︒マデリソ・ロドフナ！から聞いたと

﹁ジョージは難儀た生活をすごしました

キーの体験による金星の状態などほ︑未

続いてルウはロソド∴Jのある婦人から

いられるけど︑それは純金と貰えるんで

っていたわけで︑デス罰∴ノド・レスリⅠ

てもすはらLく︑ザいぶん7丁ソダステ

﹁純金じゃないんですか？﹂とまた私が

す︒二十四金となれば︑純金りパー七ソ

もそうでLた︒だから二人は共著で本を
出Lたんです︒Lかしジョージほある意

ィyクです﹂

話を聞くと︑どうやら推理小説風甲作

やはり純金と言えます︒スイスでは十四

味で朱此Lたと思います﹂

ルウほデスモンド・レスリーとの会談

記と土星旅行記忙ついて長々と意見な述

を守って性閲している人々もある誓誓

たのは事実だが︑彼の遺志をついで牙城

金がなくて︑テレビやラジオ局で働いて

彼に会ったとき︑彼ほ貧乏人でした︒軸

﹁上流階級です︒私がロンドソで初めて

﹁じゃ上流階級由出身ですか﹂

﹁そうです︒家族ほ優秀ですわ﹂

やがてボーイが案内に来たので︑三人

ラーのすばらしい写真である︒

摘すると︑それらを除外Lながら未知毎
写真を5〜6点私旺ゆずってくれた︒カ

りている写真もあるので︑そのことを指

ルウほハンドパヅダから沢山のUFO
写真を翫り出Lた︒なか紅ほ私がよく知

の状況をひとしきり話した場
ころでは︑彼は疲労しきっていて︑安ち
おい ﹁彼ほウインストソ・チャーチルの額だ か紅死んだということです﹂

べた︒要約すると︑アダムスキー埠コン

いました︒しかし後に彼はアイルランド

は階段を降りて地下の食堂へ入った︒部

わ﹂

﹁そう︑みんなが披から離れたからです

﹁そうですか？﹂とピ氏が尋ねる︒

金を嫌い葺丁︒私たちほ十八金しか煙い
ません︒二十四金で作られた物は特別な
物です︒貴金属はもう二十四壷で作られ
ませんが︑コインほときどきそれで作ら

タグティーとして聖耶半期の体験︑すな

町域忙帰ることができました︒アイルラ

屋はさほど大きくはなく︑赤い布なかけ

私は話題を変えた︒
﹁アダムスキ！は真実のコンタクティ・1
でほなくて︑米空軍の将校が宇宙人とコ
うわ芸

ルウは 眼な丸くしたU
パカバカしい′﹂彼女は天井を

に出てくるコソタクトの体験

そうですね﹂と私︒

わち﹃宇宙かちの訪問者︹ユニバース出

ンド政府が国家予算で美しい兢ぬ保護政

た各テーブル上にP−リグが一本だけ置

ラな

版社刊︺﹄

策をとったからです︒それで国からお金

いてあり㌧

﹁え？

﹁それで︑その将校が書

向いて大声で笑う︒
私は続けたむ

ウーンと私は唸った︒ある人々が離れ

は︑まぎれもない本人の其実の体験だが

をもらって︑自分の媒忙住めるよう忙な

こういう店がヨーロッパでは高萩たの

れます﹂

金屋と土星の旅行記はトラソス状態によ

ったんです︒そこ軋は公国もあります︒

だ草曹楽は全然流れていない︒砥い室内

あ壱噂吾否定する

ソh戸々て卜したという噂が日本旺為るんで

る心霊的なものだとLか思えないという

瑚が三つもあって︑その莞しいこととい

の静寂な罪揮気はすばらしい︒出された

続いてルウはアダムスキーjの金星旅行

すよ﹂

のである︒それでルウもアダムスキーな

ったら■︐∃︒乱は湖を二つしか見なかっ

この光が唯一の照明である︒

離れたのである︒しかL彼女は今年八月
いた体験記にアダムスキーが名を貸した
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あわててナイフとフォークをおいては︑

ない︒特にアダムスキーの話忙なると︑

たびたびスイッチを操作しなければなち

重要た話だけをキャッチしょうとして︑

録音テHプが残り少なくなったので︑

簿記で述べよう︒

な質心惑をおぼえた︒この捜由はあとの

でぁる︒日本人が見当たらないのに奇妙

洋人ほ皇くおらず︑すべて白人客ばかり

がら陶然として三人で語り合う︒他旺東

れる魚だという︒上等なワインを飲みな

にうまい草間いてみると︑レ二∴エ間でと

料理は魚のオイル焼きで︑これがまた実

いフランス語の会話があちこちかち響い

囲の富もすべてスイス人らしく︑柔らか

いことは二人の表情から理解できる︒周

味がよくわからない︒もちろん悪口でな

いる︒私が許層監なっているらしいが意

してうなずきながらフランス語で答えて

かフランス語で話しかける︒ピ氏も微笑

と答えると︑ルウがピ氏に向かって何事

の程度なら読めるが英語ほどはできない

語ができるじゃないかと言う︒いや︑あ

で読むと二人が贋いて︑なんだフランス

してあるので︑それをフランス語の発音

糟軒teauI∃e︹酔っぱらった船︺﹄と表示

りたいと思って後方の壁な見ると︑﹃Le

も友人である︒

ルウはエⅠ∴り吋′ヒ・フォン・デュケンと

らす気旺なれないのだろうか︒ちな克に

どの才女忙なると︑ヘタな男と一緒に暮

UFO研究家とLて令名を馳せたこれほ

うことだった︒ヨーロッパきっての女流

て︑その後ずっと独身を通してきたとい

う︒むかし一度結婚したけ九ども離婚L

政情の年金で暮らLているとルウが言

はり日本に対す皐認識不足なのか︑とん

一支族な由かと彼女が尋．泊たときだ︒や

意外忙思ったのは︑日本人は中国人の

日本語の葦記を喜ぶ

テープレコーダーないじるので︑少々不
てくる︒

人旺年齢を聞くのほ失礼だと言︑謂れてい

を使用するが︑読み方も違うし︑日本語

人とほ全然違う︑文字だけほ中国の文字

日本人は純粋な民族で︑中国

るが︑親しくな九ば尋ねても差し支えた

と中国語は版本的に異な重言語だと説明

でもないt

い︒そこで三人が耽々と年輪や過去の経

と︑ボナγトから手帖を取り出して﹁今

Lて︑ひとつ日本語を善いてみせよう

ルウは若い頃︑大学で語学を専攻Lた

日私はジュネーヴのあるレストランでル

歴︑現在の境遇などについて語り合った︒

詰ほ互いの個人的な問題忙及んだ︒．外

作法忙見えたことだろうが︑どうにも仕
方がない︒

料理店内の菜Lい雑談
ここでは談論風発尽きるところを知ら

ず︑UFO︑政治．経済︑語学等甲問題

道理で外国語が︑うまい筈だ︒

かと呆れ顔で私が尋ねたら︑バーゼル旺

調子である︒一体何語を母国語とするの

大体に英語で話す︒それも流れるような

しゃべる才女であるが︑三人の談話でほ

其■独・仏・西・伊の五カ国語を自在忙

だけの大概争をやって荒廃しながら︑す

というり

使ってプラチックの小物な製造している

町工場を経営し︑的十人のスイス婦人を

ピリンジ†ツタ氏は五十九歳で︑小さな

﹁しかL昔のことだわ﹂と笑っている︒

忙興味をもったピ氏が百分

感歎する︒こ甲文章の意味を英訳Lて説
明すると︑氏名を表記できる音標符号

字が何と早く善けることか′

を書いて読んでみせたところ︑複雑な文

いひとときを過ごしました﹂という文章

に会い︑夕食を共旺Lて︑たいそう楽し

ウ・テンシュタータとピけ∴てジャ吋二こ且

ならだれでもやっていることだ︑要ほ馴

よくも控えるものだと言うから︑日本人

たような顔をする︒そんな複雑な言語が

偉い分け■るのだと話すと︑ピ氏が困惑し

ポク︑オレ背教種類あって相手にょって

が一語しかないが︑日本語にはワタシ︑

巽・独・仏・酉語等は大体に鵬人称単数

は日本語の文法について簡単に解説し︑

という

住む裡女ほ低地ドイツ語を使っているの

ごい成長なとげたのはドイツと日本だけ

︵カタカナ︺

九の間藤だろうと言うと︑そうだ︑そう

を大いに語り合った︒前述り如くルウは

だというー彼女はこの日︑．ハーゼルから

だ︑大変な国だ︑我々スイス人は日本人

の手帖・智広げて︑ここに日本立宇で自分

だと二人がうなずく︒日本人が外人と対

ネーヴの市民だからフランス語を日常語

よほど甲文化国寮だと思っているのだろ

うなが
おまえの名も書けと促すので︑タテ墳二

二人とも日本をほめ諾え︑あれ

とする︒しかし︑英語とドイツ語が適者

う︒今どんな仕事をしているのかと聞く

通り旺署名したら大喜びLた︒それで私

と二人が

わぎわぎ三時間半かけて︑列車でジュネ

を高く評価して尊敬している等々︑聞い

の名を害いてみてくれと言うので︑﹁ロ

たた

ーヴへ釆てくれたのである︒ピ氏はジュ

ていると単なるお世辞でもないらしい︒

談中︑ヘタな文化論などをやるよりも余

で︑ここでは英語で話Lていた︒語草町

と︑各年金社忙務めたが退職して現在は

興として日本語を書いてみせると相手ほ
大いに喜ぶのでぁる︒

ジュール・∴とり∴／ジャック﹂と記すと︑

重要さを痛感Lながら︑この店学名な知

r■転

●ジュネーヴの街路

ねばならぬ︒ボーイが持って宋た勘定書
きを見ると︑九十九スイスフランで︑さ

は早朝に起きるので︑そろそろ引き揚げ

蔑も更けてきた︒名残り■惜Lいが明日

うわけで︑いよいよ別れること旺Lた︒

て︑再び7ダムスキー問題旺ついて質問
したが︑ルウはかなり疲れている様子で
あまり話したがらない︒明日はシャモニ

Lいのでロビー軋移り︑ソファに贋かけ

㌧丑虻ノ
＼

ーイにチップとして与えた︒
夜更け甲大通りを串で飛ばし︑ホテル

通り甲横断歩道の所まで一緒に行くと︑

×

って遠ぎかる彼女の柴を私はいつまでも
見つめていた︒
︹完︺

付記
今回の渡欧目的ほ西ドイツのフランク
の視察であ

フルトで開催された山九七六年度プyタ
フェ7−︵国際図書見本市︶

り︑郡内出版界甲経営者と幹部かち成る
視察団旺加わって︑会社の出張として出
か叶たものである︒北回りアムステルダ
ム経由で︑ポーランドのワルシャワを皮

かの

●ジュネーヴ，イングランド丑園の花時計

いて手を上げる￠更堅剛方へ早足で歩い
て行き駅の玄関口に着いてから再び手を
こた 振ったので私も応えた￠駅舎毎前を横切

あたりにほまだ大勢の人が歩いている町
も
地の流儀だろうと私も割り切った気持ち
でいた︒横断歩道を凍った彼女ほ振り向

だが︑ルウは意忙介する様子もない︒位

ここでルウほ別れのキスだと雷って︑私
くちぴる の左頼と石碑忙そっと低く唇をあてた︒

ホテルを出るルウを見送り・がてら︑大

ほど高領でほない︒それで全部私が持つ
ーからモンブラン周遊旅行忙行くので一
ことにしたむ ピ氏がしきり旺気の毒がっ 緒に行かないかと誘ったが︑夕方︑親類
の家望丁イナ一に出席する必聾があるの
て半額出きせてくれと言ったが︑丁重に
た
で︑昼頃にほジュネーヴな発たねばなら
断った︒百フラン札を出して︑残り正ボ
ず︑不可能だろうと言う︒それではとい
旺着いたのは九時半頃だった︒ピ氏と別
れの挨拶を交わしたあと︑ルウと二人で
ホテル内の食堂で少L雑談したが︑騒々

●モンブラン眺望ケーブル
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ェアーでほニュー・ヨー・グの一社︑ロンド

どく症九たが有益でもあったひブックフ

週間町ハード・スケジュー〜ルのため︑ひ

ンドン︑パリ︑ジュネーヴと︑わずか二

切・ワ旺フランクフルト︑マドリード︑ロ

式と生活者滴との関連を問題忙するのだ
が︑残念恵がら芦別訪問をして内部を囁

だというのでほなく︑ここでは住宅甲按

見ながら私は沈思したり石造だから優秀

近郊の石とレンガ造りの堂々たる県費を

す家族にも劣るのではないかと︑トレド

ソの二祉と交渉してミステリー関係国書

いて見る程の余裕はたかった︒筆者の思

た

の入手万で詰をまとめ︑ロンドンでは世

い違いかもしれないが︑東京の下町地区

だろう︒

ッパ人は︑これが人間の住む家かと驚く

忙密集する不凍な木造家庭毒見たヨーロ

界最大り書店町フォイルズで約恵十冊の

ロFO︑ミステリⅠ︑超能力関係国裔な
購入して日本へ送るよう忙手配をした︒
こ町店のUFOコ・ヨナー忙ほアダムスキ

ポーランド人の親日ぶりほ予想外であ
った︒当初︑アダムスキー町故撃という
だけで︑芋ほどの関心はなかったポーラ

十■き

∵∵．＼

∴▼l

っている場合︑我々が手を振ると先方の

ちちの団体パスに並行して市内バスが走

ソドのワルシャワ市内のどこを歩いても
各都市に二〜≡日ずつ滞在しただけで
ヤポンスキⅠ ︹日本人︶′と言って︑我
時間の余裕が充分になく︑この程度の放
げ吉 行で大袈裟な印象記を書くことは差し控 々な好奇と親愛感に満ちた限で見る︒こ
えたいが︑それでも強烈な印象卑受けた
のはポーランド人の親日感情とドイツの
見事な曙興ぶりであった︒日本が驚異的
な成長をとげたことほ海外でもよく知ら

れているが︑寸分の隙もない程旺機能
的︑合理的忙完成されているドイツの都
市や農場などな見ると︑日本人ほ足元旺
及ばないりでほないかという寛がする︒

各国を見て痛感Lたのは住宅の建築様式
と日本のそれとの相違である︒石造やレ
ンガ作りの†ヅシザな簸で肉なたっぶり
食って暮らす人槙と︑吹けば飛ぷ上うな
貧弱な木造家屋で来を食って生きる人憧
との間には︑あらゆる面でまだ大差があ

●スペイン，トレドの石造中大聖堂

●トレド近郊の農森

●プ・rタフェ7一会場

るのではないだろうか︒日本がGNPで
世界の上位忙あるといっても大企業が儲
けた数字の総計忙すぎザ︑平均的な個人

ー

野生活レベルはスペインの田舎家に暮ら

崖T

′

ー町﹁空飛ぷ円盤ほ着陸した﹂が十数冊
並んでいた︒

●フランクフルトのブックフェ7−の入口
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乗客たちもt斉に笑って手を振って答え
る︒このようた光景ほ他国の都市でほ見

商業地直らしいものが殆ど見当たらない

か︒
ほなや
ワルシャワ市内には娯楽施設や華かな

り′戦争には負けるよりも勝つ万がよいの

して尊敬するようになったという︒やは

に︑以来ポーランド人は日本人を英雄視

で日本がコテソパン軋やっつけたため

た時期が奉り︑そのロシア人を日露戦争

ランドは帝政ロシア軋ひどく苦しめられ

ちれたい︒ホテルの夕食会で日東大使館 かた
平方にこの理由を尋ねたら︑むかLポー

●ワルシャワ市内

忙行わ九ているようで︑Tシャツにリー

情は明るい︒西側との交流がかなり自由

が︑共産圏の暗さほ全くなく︑市民の表

うさせたということである︒

セントを殺したナチス旺対する怨念がそ

復元したのだという︒市民の八十五パー

丹念忙拾い集めて戦後元通りの町並み旺

Lてくれた︒Lかしドイツ聖フィン河畔

は気をつけなくちヤあね﹂と親切に注意

わちない︒

る︒スタイルほニューヨークのそれと変

い肌の金髪の美人が町中に氾濫してい

産物店のおばさん達が﹁チョサト三テク

大聖堂などは日本人だらけで︑付近の土

くわした巧もオドロキだった︒■トレドの

各国の観光地で実に多くの日本人忙出

入し︑店を出たとたん︑背後でドッと笑

中層掛けをすすめる︒思いきって一着購

な日本語でLきり旺ドイツ婦人用の毛糸

した︒店のドイツ人達は最初から日本人
ひでかし
を云カにしきっていたので素見だけで出
品ヤ ようと思ったが︑苦い男の店員が怪しげ

︑の船着墳の土産物店に入ったときは失敗

バソ資聖者者が多く︑透き通るような白

深い感銘を受けたのほ旧市街匠のてー

ダサイヨ﹂と達者な日本語で呼びかけて

ほ・血むん

ナット広場で︑周囲の建物は中世の時代

ギョッと草せたりする︒そして土産物店

も面倒とばかり持ち帰った︒帰国して家

声が響いた与しまったと思ったが返すの

のものかと思ったらそうではなくて︑ド

むち

旺アリのように群がって限の色を変えて

が‖Ln象

内旺見せると︑案の定︑こんな物なら都

って手に取ろうともLない︒おそらく日

内でもっと良い品な安く売っていると言
日本製晶が出回って

本製か三国製なのだろう︒

日本人が蔑視される理由がまだある︒

国際感覚に乏﹂い上にマナーに欠けてい

土産物店で息子から

ルガー広場印そはの

ロンドンのトラフ丁

こ町事案に克．づいて

のほ日本人とブタだけだといって白人社

で見ている︒食事の寮に□の音なさせる

くる︒それをボーイ達が軽蔑のまなぎし

この昔が水面を打つ秋雨のよう忙響いて

の食堂で大勢の日本人が食事をすると︑

る町である︒特に食事のときにロの音を
≠叫
ぺチ†ペチ十させて食物な噛む︒ホテル

頼ま九ていた安物由

会から冷笑されている草葉をご存知ない

らLい︒食べ終わった棲もまだロをチエ

本人が音を立ててスープを吸う光景が名

ッチュッと鳴らしている︒﹁パリでは日
な﹂と聞いたtり︑ラ

物になっている﹂という話を聞いたこと

のあたり旺は日本製

Lて下さい︒でもこ

ギリス製だから安心

出して︑﹁そ九ほイ

これほ習慣の相過と片づけるわけにはゆ

さ軋は耐えられないということだった︒

忙聞いた詣でも︑日本人の食事の不作法

と︑そこの女編集長のⅠさんから施行中

につけておら九る同行者のG社N社長

があるが︑何度も渡欧して国際感覚を身

晶が争いから日本人

主人がゲラゲラ笑い

テン弟らしい店の女

製ではないでLよう

つけて﹁これは日本

コーヒーカップを見

らしい︒私も次第に

れ．ハカ旺されている

現地人から面白がら

ってゆくため︑半ば

いる￠も知らずに買

人で︑しかも大量の

買いあさるのは日本

イブ軍にエリ徹既約に破壊された瓦碗を

●ワルシャワのオールド・マーケ・ソト広場。中央は葦者。

丑￠

の期待をかけず忙出発した︒カメラも35

だろうと︑正直なところ渡欧前にさほど

地球上どこを見てもしょせん同じこと

しー

はありませんかと読者諸氏に呼びかけた

まず食事の法則から研究してかかろうで

で宇宙り法則を云々しても無意味なので

が出現しなくて安堵Lたのである︒

リンジャック氏と会食Lたときに日本人

が︑ジュネーヴのレストラソでルウやピ

い︒だから︑不遜な言い方かもしれいな

教育の囁や家庭で全く悪政さ九ていな

かない重要な問題だが︑どうしたことか

めているように思われる︒ただそ血を発

の人々は共通した融和と善意の要素を秘

々︻︒あくどい土産物店を除けば世界

た友好的な英国人紳士︑その他多くの人

リソジャック氏︑帰りの顔中で語り合っ

マリア︑そしてジチネーヴでのルウとビ

た︑カス草子ット売りあ褒 くるLい少女

台でカスタネット甲使用法を敢えてくれ

トレドのすばらしい光景が展開する展望

もちかけた店員のC氏︑スペインの中世

があるので研究法を敢えてくれと相談を

白L︑日本の伝統的な建築に多大の関心

をしてくれて︑日本人棄を持つことな告

した重︑フォイルズ書店で親切に世話

女ほ私が持つニ﹁一ソカメラをいたく茸指

人甲老婦人︻ペソタグクスをさげた妓

外交官なのだろうと思う︒

良きイメー∴ソか与えている真如意味での

を何人か知っているが︑Iその中には
インドネシア在住GAPメソ∴−の志田
夫妻もいる − こうLた人達が日本人の

駆使して海外で活躍する優秀な商社てソ

あった︒乗降︑無名ながらも数カ国語を

を起こした埠も今度の渡欧の一大収穫で

てみょうと思う︒そしてこのような意欲

まで続くかわからぬが︑と紅かく頑張っ

と帰国後柄にもない計画を‡てた︒どこ

がらこれら各国語の猛勉強を開始Lよう

活動は不可能であると断じ︑このトシな

をマスターしなけれは国際的な交流研究

母国語岡城とし︑加うるに触・仏・西語

く恥じたむ

膿の庇から感じて︑自身の浅学非才を深

▲︸

こうした日常のマナーを身につけない

ヽ

こうなれほ英語などはもはや

ミリ一台だけにショートズームレンズを
見すれはよいのだ︒

あん▼と

装着L︑フィルムな五木携行Lただけだ
った︒しかL憫くと見るとでは大違い

また︑各国の万巻の囲香が陳列されて

力

ス撞

トト
ッ世
皐・甲

タは

力背
●

述べると︑英語さえできれはヨーロッパ

で︑短時日の馳け見放行であるにもかか
た︒同行した総勢六十余名のグループの

各国毎どこを歩いても不自由をしないと

ついでながら︑もう少し語草忙ついて

方々は団体として見る限りみな善良で親

いうのは一種の伝説であり︑当な得てい

な人がかなりいるよう軋も思わ九るが︑

ることができた︒ドイツ人忙は英語可能

ツ語に通訳してくれたので︑意志を通じ

とそ．は旺いた見知らぬドイツ婦人がドイ

ねたところ︑キョトンとしている︒する

子に﹁チリ舐がありますか﹂と英語で尋

クフルト空港の売店で︑ドイツ人の売り

イツはどうだろうか︒西ドイツのフラン

イン人は大体に英語な知らぬらLい︒ド

い︒詳紳ほ不明だが︑フランス人︑スペ

やべれるようだが︑一般人はそうでもな

切で協調的であり︑トラブルは一切発生

こと

の意義の深さをも痛感した︒ワルシャワ
のマーケット広場で親しく話し合った︑
日商忙憧れる十九歳り乗女ヴアンダ・ヤ
ドゲィ王ガ・ヤソコザスカ︑フランクフ
ルトのホテルのパーで話Lかけてくれて
十年釆の知己になったブラジル人実業家
オリベイラ氏︑そこのロビⅠで知り合っ
たザイールの親日派黒人プロパスケアト
選手︑ロンドソのピカデ＝リ■・・・サーカス

申そばで話しかけてきた南アフリカの白

′

するとともに︑多くの人な〝知る〃

ないと思う︒各国の空港の係員車夫きな

いたフランクフルトでは語学の重要性を

レドの町。

Lなかった︒こ九でもって人間甲友好関

わらず︑得るところ太なるものがあっ

を売竜マリ7姉弟。

店の店員喜んなどは︑ある程度英語がL

ヒマワリの実在宜べてL、る

係の維持が如何に東軍であるかを再認識

●ヴアンダ・ヤドヴィーガ・サンコヴュカ。
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Lんだり︑商用で歩きまわったりする忙
は︑やはり教カ国語の知識を必要とする
だろう︒私由場合虻ご﹂の知識が重要とな

るのは︑フランクフルトのブック7王7
−空堀倉りごとく︑各国語の文献の山を
限り前忙して︑どれを事旺取って見ても
大体に何が書いてあるかがその場で理解
でき申は︑どう仕様もないからである︒
みす嵐す宝石を凝りにがすかもしれない
のだ︒
もうtつ町収棲は︑短期間ながらもヨ
ーロッパ各国を施しているうち紅英語か
ら受ける衷圧感が吹き飛んでLまったこ
にすぎザ︑

とである︒要する旺英語とほ世界という
広場り中の一つの〝地方語″

早く言えは我々が国内の万言な覚える程
度町意味合いしかないとい・り．感触を得た

のである︒これは貴重な体験であった︒
といって︑私が既成の英語中速人だとい
ぅ意味ではない︒むしろ英語というもの
忙多年惧悩してきた非力の自分なればこ
そ︑何とかしなけれはという恍⁝燥監駆ら
れていたのだが︑今や不可視の壁が崩れ
て︑前途に光明が見えたような気がする

実態はよくわからない︒ハイデルベルク
の古城でワインを飲んだとき︵ここでは

￠である︒こ甲軍破ロを開いたのが〝旋″

具体的旺言うと︑英語を7スターした

れぬ価値な持つと言えるだろう︒

そのものであってみ九は︑こ九は計り知

ごりた返す参観者にワインを飲ませて︑
ダラスを記念忙くれる︶︑保見に英語で
質問したが．サツパリだったし︑ジュネ

ーヴのタ†ハコ屋忙Åって︑英語で用を足
そうとLたが︑そこのお■はさんほ英語の

なりにも現地人と直接紅葉語で話してみ

ガポール等︑英語が日常語として話され

かた
こ
いと思われる方は︑何はおいてもまず小 がねた
金を貯めて︑近くのマニラ︑香港︑シン

てるので当惑Lていたら︑折よく入って

ることだ︒これは金に代えちれぬ貴重な

ユの字も知らず︑プラ∴Jス語でまくした

釆た紳士が英語を母国語とする仏語の堪
能な人で︑これが通訳をしてくれて助か
った︒

体験往なること忙あとで克づか九るだろ

る土地へ行き︑数日間滞在して︑まがり

欧州各国もこ人放して自在柾目々を楽

●西ドイツ，ハイデルベルクの古城蹄。

●謀売さ九たワルシャワの王宮亡ここにはポーランド王子であった7ダム
スキーの父君が住んでいた？
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イギリス英語と7メ‖リカ英語のいずれを

ついでながら︑日本人は学習に際して

語がLやペれないのほ当然である︒上級

けほない︒これでほ一流大苧を出ても英

は見向きもしないでほ︑基礎ができるわ

を見逃している︒中学を卒業したとたん

選択しても差し支えないと思う︒本誌58
校へ進学すればするほど︑〝しやべれな

う︒そして︑これがその後の学習に絶大

号で指摘Lたように︑イギり′ス英語を東
い英語″を数えるからだ︒大学に至って

に英語教科書などこかへ追放して︑あと

京弁とすれば︑7メリカ英語は関西弁の

な刺激となるのである︒

ようなものだという私の説は︑バイり′ソ

は英語そのものを教えるのでほなくて︑
サムシソケ
〝英語忙関する何事かな″日本語で講義

ダアリスト︹二カ国語を母国語とする人︺
しているにすぎない︒

さて中学のリーダーでは開隆党高三ユ

ただLデ空7

忙学習L︑全英文な丸暗記する︒一方︑

ら巻三まで市販のトラの巻を見て徹底的

−プリ∴′スが良いと思う︒これを巷細か

身忙つけれ︑．ほよい1圭一□うも

これでは

ま旨

メな日本式発音ほ禁物であるぢ

こ甲円容を革米人が朗読したテープを七

の米人女性が︑そのとおりだと確証し
た︒LかL︑いずれでも相互に通用する
ので︑むつかLく考えずに貯左の発音を

ニュートラル四部類止も入らない〝自分

ヅトで版元しているから︑それを求めて
教科書ほなくても︑書店で各学年用のト

イヤというほど反覆聴取するのであるゥ

だけの英語に″なってしまう︒
1レかL7メリカでもヨーロッパでも︑

ぬ早

非英語国民の白人で︑ずいぶん怪しげな

ラ中巻を売っているから︑それだけ入手
してもよい︒これには教科書中英文と解

説が志和忙掲載してあるから都合がよ

外忙出る日本人は片言英語な少しも恥じ

る必要はない︒完全忙沈轄していて途方

い︒国連大便になれるほどの︑口語英語

かたこと

忙暮れるよりも︑草がりなり軋も外国語

の宝庫ともいえるこんな便利な書物を利

英語を堂々とLや べ る 人 も い る か ら ︑ 海

をロに出して︑意志の疎通な囲る方がほ

用Lてマスβ−しようとするオトナがほ
とんどいないのは不思議な現象である︒

るかにましである︒
本誌第調号で︑英米毎晩画の錠曹テ！

調したい日中学英語こそほ〝しやべれる

中華の英語教科書を学習さ九ること智強

めるが会話はゼロという人中ためにほ︑

った︒白紙の人またほ英文は多少とも読

ある程度り会話能力をもつ人のためであ

れば︑あとは苦もなくむつかしい単語や

であって︑この

上げるのでぁる︒これが絶対監必要なの

のできる自分白身の小芋な世界﹂を作り

り忙も英語で考えたり話Lたりすること

ないが︑まず︑これにょって﹁まがりな

たちの会話の用語は︑ほとんど日本の中

もちろん中学英語が英語のすペてでほ

英語″の基礎をつける英会話のキイなの

表現が覚えられて︑肉や庇がついてゆく

プを聴く方法をおすすめLたが︑あれほ

であって︑これ喜マスターすれば国連大

のであるじ

この骨を作らないで︑やたら

√一也

ても頭が空転するだけだろう︒
昨年の米国旗行の際に話し合った米人

任がつとまるといわれるほどに要事なも

学ないし高校一年程度であったし︑奉記
事中のルウや私の詰も大体にそんなもの
である︒英米人が日常語†会話ほその程
度巧ものなのだ草こうなると中学英語を

〝小さな世界″さえでき

のなのである︒大半の日本人ほこの事某

と市販の菜食語テープセット塀をあさっ
ー
′抒軋

マスター■すること町重要さをいか忙強調

しても強調しすぎることはない∃

語学空間屠紀聞して言及したいことほ

山ほどあるが︑それは表記の目的乾そわ

問の為る方は郵便でよこされたい︒

ないので︑これでおくことにLよう︒質

かた

︹本記事中の写真はすペて筆者撮影︶

′

●フランスのある田舎道。
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法で実現する︒自動車はかりでほない︒

のかもしれない︒とにかくたんらかの方

とほ中止した方がよい︒自動車t人手がイ

それなりの理由があることと解Lて︑あ

† l

やJ′

それな述べるとi
静座Lて体をゆったりきせ︑雑念を払

その他あらゆ阜願望に応用できるのであ

貢より︺
イメ！■ンを描く方法忙ついては︑たび

いのけて︑体内に宇宙の意識が充満し
る白

ると観じて︑全身が大宇宙の創造主の英

魔術に似ているが︑やはり違う︒なぜな

これは7−フィーなどの唱える信念の

れかである︒

がよいという摂理旺よるものかの︑いず

の描写力が弱いか︑またほ入手しない方

てよい正当な理由があっても︑イメージ

下立どおりに実現しないのほ︑入手し

たび本誌で紹介したが︑これほ重要であ
全身の細胞がそれにょりて生かされてい
知あるパワー乾生かされているという自

ら︑こちらの方は宇宙の意藷という至

以上は蘇望を実現させるすほらしい方

ユナTミH′ク・コリ†シ⊥Tエ∵手つ

り︑多くの成功例もあるので︑ここ監再
人間忙はだ九しも望ましい物事があっ
覚を高めてゆく︒これは頭で考えるので

上絶対なるものにマインドを同調させた

法だが︑一般人ほ容易に信じない︒精神

とな

てぜひとも実現させたいと願うけれど
はたくて︑全身瞥′てのようたフィーリン

上でのイメージ描写であって︑マインド

のである︒これでは碍望は実現Lない︒

〝信念″という概念だけの持続に終わる

すると︑もろくも崩れてLまう︒つまり

っても︑ある日的のために把撞し﹂ようと

るようで案外捉■えがたく︑理屈ではわか

という抽象的な言葉はよく理解できてい

という強烈な信念でぁるが︑この〝信念″

た埠に必華なのは︑﹁必ず実現する？﹂

まず原因を作ることが肝要である︒そ町

の実現は原田に対する結果であるから︑

かっている︒これでは実現しない︒物事

Lないと思い込んで︑最初から諦めてか

品聖買う金がどこから出てくるのだろう

行するのである︒数十万円もする市価な

し切って中止する︒これな一日に数回実

描く︒純正分ないL十分間措いたら満足

大声を上げて喜んでいる自分の姿を更旺

﹁ああ︑実現した′

るよう什㌔

私は嬉しい′﹂と

心の中忙極力鮮明に措き︑

を続けている光景を︑テレビの画面な見

ハンドル草握りながら︑快適なドライブ

しい自動車を購入Lて︑欣喜雀躍として

ときは瞑目している方がよい︒自分が新

次に心中旺明瞭なイメージを描く︒この

ある程度︑自覚が高揚したあたりで︑

これは科学的には未解決だが︑少なくと

度も高いのである︒

体化しているのだから︑イメージの実現

宇宙の意識という絶対的な支持者と一

に得横なのだが︺︑こち川りは内部に宿る

としない人よりも︑実行する方がはるか

にしてかかって︑信念のシの字も持とう

が

なぜイメージを措くと実現するのか︒

克ながら唱えるという方法も悪くはない

絶対的信念となる︒願望な故に書いて読

も︑段階がぁるけれども︑こちらの方は

るのである︒ひとくちに信念とい

いると錯覚を起こすからである︒自分を

言葉︑団体活動などでほたい忙もかかわ
ひそ
らず︑そうLたもの忙魔術的力が潜んで

分自身なのであって︑教義︑〃某理の〃

が争い︒たぜか？ 自分畳敵うものは自

救われれは有難いが︑うまくゆかぬ場合

理ありそうで︑それらを信仰Lて実際に

救いの道を説いている︒どれをみてもー

世旺は車種顆の宗教や哲学が存在し︑

れば︑イメ王ジ描写の秘法を伝えても無

カー一宇宙の意識⁝≧の自覚力がなけ

人体を形成して生かしている超自然的な

れば信じないのも当然だが︑な忙よりも

度述べること忙しょ■う︒

も︑成功しないことが争い︒なぜか守
ダな起こすのである︒

コ﹂︷三ツケ・コンシャス串ユ

大旗の人は金と遅がたければ物事は実現

それよりも根本的軋重要なのは︑〝望

か︑維持費はどうなるか︑というような

も強烈な想念痕動を放射して︑類似の波

救う魔力ほ自身の内奥革帯在する町であ

の神秘的な性質吐ついて全く関心がな叶

ましい物事が︑すでに実現﹂てL苦った

心配は一切不要である︒むしろ心配や靡

動と同調し︑疇望事を引き寄せると考え

り︑他人や外界け軋あるのではない︒もち

自体が宇宙の創造パワ⁝に乗っかってい

光景をハヅキリと心中に描く″ことであ

念は実現智妨げるか■り︑絶対に起こLて

られるし︑一二刀︑七ソスマインドの内部

ろん相互扶蹄は必要だが︑それは二次的

あきら

る︒たとえば自動車が一台入用になって

はいけない︒そして金の出所などについ

にあるソウルマインドに青写真を焼き付

な問題で︑標本的にはまず個人の全身に

コ．ュミツケ・コ＝ノシ1▼ ス■l㍗一ハ

︹もちろん︑そんな方法を頭から云カ

って

きたとする︒交通の不便その他の事情に

ても一切考えてはいけない︒ただ只管イ

けると︑そ九が願望事の実現の方向に本

宿る削道パワー・岳−宇宙の意識−1た

めいもく

よりこれがないとどうしても生活がスム

メ！ジを描き続ける︒すると楔が熟Lた

人の運命を形成して︑強力正推進すると

対するマインドの自覚と同調が必要で︑

だ′．

意味だろう︒

T∴ュ■・Lリグ・コ＝′

シヤスすi

を宇宙の意識と同調させるの忙特殊な

開か九るの

であると思う︒なおマインド

ヨ■又・・ヽツケ・コンナヤnナス

ーズにゆかない︒これは自分にとって不

折に突如新車︹またほ程度良好な中古車︺

も考えられるが︑あまり理屈をこねない

そこかち願望達成︑超能力開発等の扉が

とち

可欠の生活必需品だという状態忙なった

が入手できる概運が生じてくる︒それが

で︑実例から帰納的に類推Lて︑信じて

くザ

けれども︑一方でほ資金がない︒嘆から

どのような方法かほ予測できない︒だれ

かかる方がよい︒当然あゃ得ることなの

でどころ

辛が出る措ど欲しいが︑どうにもならな

かから融資があるだろうし︑友人や知人

行法や祈りなどは全く必要ない︒そのフ

ひたすら

い︑とだれしも思う︒この〝どう軋もな

の所有車を有利な条件で譲り受ける話が

しばしば強烈にイメージを措いて実行

ィーリングを起こせばよいのである︒

一一7ご・∴ソケ・↓∴ンシ十T■羊ス

らない″ことが実は〝どうにでもなる″

ポカッと出てくるかもLれない︒あるい

Lながら︑どうしても実現しない場合ほ

とびら

のであり︑そのための魔術的秘法が〝イ

は懸賞に当選して賞品として与えられる

のど

メージ忙よる成就法″なのである︒以下

︑l︐
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間違いなく︑この古い物語は︑円盤の飛

告琵賀洪貧打鼻柱㌫ ■〟︑■堪薫正常賢な蒜註箕措蛋

借道士たちは羊を焼き終えたばかりで

来について世界的紀聞心を呼び起こした

＝﹂

劇作家のデスモンド・レスリーは︑珍し

け佃各国語に翻訳され︑世界中で論議の的

最近の集計によると︑米国版ほ十二版

世払出した︒

︹空飛ぷ円盤は者達した︶と題する本を

修道院長が食前の祈りを唱えようとして

ある書物の慮初の部分に述べてある︒

しL﹂は

いたとき︑そ甲修道院の信者の一人が走
車ぎ

り込んで来た︒空中忙大いなる兆しが見

をお
重い
ね︑五十万部以上売1聖﹂いる′
一九五二年︑ウィソストソ・チャーチ いとこ
ル甲従弟︹訳注＝正確忙は甥︺ にあたる
一方︑ジョージ・アダムス単一の記事

えると叫んでいる︒

院長が太った体を効かして中庭に克り

になったのである︒

ジョ1㌧ソニノダムスキーの身に発生し

ビマーナと金星人

い写本頸に囲まれて多年の研究を行った

襖︑自分の書いた書物町出版元を探Lて

出てみると︑空飛ぷ円盤がいた︒
﹁見よ′

いた︒レスリーにょると︑一九四七年に

円堰状の大きな丸い銀色の物

が二間叩頭上をゆっくりと飛んで︑すさ

ケネス・7−ノルドが一般化させた空飛
ぷ円蛙は︑今に始まったものではなく︑

まじい恐怖をひき起こした﹂

この大昔の話の︑いいところは︑古典的

デスモンド・レスリーは前述の修道院

た事件の概観ほ︑こ甲珍しい書物そ巧も
数億の出版社が彼の原稿を読んで︑ぴ

の目撃事件に関する古い物語で執筆を始

有史以来出現Lてきたことがわかったと

Lやhリと供せた︒﹁気違いだ﹂と言うの

めている︒そLて ハ一九年に始ま為二

な矛盾のない一貫性である︒だれかが円
威蕃のもとへ行く︒この場合︑きわめて

もあれば︑﹁科学的すぎる﹂と評したの

連の渠似事件を説明し︑原稿の締め切り

のを実際に読鱒ほ︑最もよくわかる︒

小さな俸退院という世界の知的な権威者

もあるL︑﹁こんなものを興味をもりて

まで︑数世紀にわたる事件を展開Lてい

いう︒

はいうまでもなく院長である︒

読む人ほあるまい﹂と片づけたのもあっ

る︒

盤を見盲と︑その解釈を求めて有力な撞

ち出Lた︒それはつまらぬ空軍のスボー

た︒

深間に直面した院長は︑ある解釈をも

グス7ソが恥じ入るようた名言であっ

続いて彼は古代にさかのぼって調べて
ソの自宅から数千マイル彼方で発生した

先史時代からアーランティス時代に及

しかL一九五二年の十一月に︑ロンド

﹁それ智見た院長のヘンリーはすぐ叫ん

劇的な事件忙よってレスリ！の運命が変

ぷ軍不にほ︑現代︑空中で見られる物体

た︒

だ︒∧ウィルフレヅドが人妻な寝頃った

わった︒その月の二十日旺ジ三すジ・ア

にょく似た人工の円盤について述べちれ

いるのである′

もんだから︑あ九を食べるのほよくない

ダムスキーがカリフォルニ7の砂漠で︑

わと

んだ⁝⁝∨﹂

ているはかり■でなく︑それを建造する方
ニューヨークとロンドンの出版社は立

は禾または金属で出来ており︑水銀を利

アトランティス人のビ7−ナ︵空艇︶

法まで伝えているという′

大気圏外から来た人と会ったのである︒
た男である︒硬が棄際にそんな邪を犯し

ち上がって注目Lた︒そしてすぐに7ダ

ウィルフレ吋∴ドというのは羊を提供し
たかどうかは不明だが︑院長の前車ソゼ

ムスキーの宇宙人来訪の記事を買った町

用したエソ∴シソで推進さ丸た︒ただし正

にLてい

Ⅰ的発言は︑彼の名を不

である︒Lかしそ町原稿ほ山冊町書物忙

確た推進法ほ述べられていない︒エネル

滅

る︵または不道徳忙′︺や︹訳注＝7ルプ

するにほ短かすぎたっ

ギーほノズルまたは噴射口から噴出され

√モ・︼タ芋すズト

レγド・チャールゴ・キンゼ1は一九五

のT・ワーナⅠ・ロ・1∴リー社が全く偶然

て種々た方向に変えられ︑船体を操縦し

イモエッチ一丈J卜

六年に死んだ米国の社会学・生物学者︒

忙︑冷笑Lていたレスリーの原稿を思い

た︒このビ71ナほ時速わずか百マイル

ところがロンドん
人間の性行為を研究Lた︶︒これは一l山

出したのである︒
二人の原稿を組み合わせたこの英国の

丸Y・

体ならば別な惑厨へ行けるものと考えら
出版社はF首訂粥Sau︹e︻S‡a弓巾﹁巴己ed

で進行できたにすぎないが︑進歩した船

九〇年にあった蕃菓であるからだ︒
これは未曾有の円埴大事件ではないに
−

しても︑鹿古の記録中一つであること旺

ノ〃⁚且

− −

望5

薄日ダ
︑

ている音背″なのかもしれないという︒
このことほ大ピラミッドの十五トソに

そこに存在するのであり︑いつでも直外

ある．一

ができると述べている︒﹁この宇宙船は

る習慣な身につけれは︑円盤な見ること

の問いに答えて︑だれでも空中を観察す

説な通じて流れている大変動の

も及ぷ磨かれた石が持ち上げられて︑現
さて︑世俗的な限界のある地平線から

紅いるときに見上げる人監見ちれるので

れている︒しかし世界の人牒の歴史と伝
洪水″が︑この古代の円盤煙道文明や席
代に見られるような横紙を使用Lないで

解放された科学的鞋空想を身につけて︑

ジョージ・7ダムスキーとは

異的な空飛ぷ機械までもー掃LてLまっ
居じられないほど正確に積み重ねた方法

読者を書物︹空飛ぷ円盤は着陸した︺

〝′7の

たらしい︒

を説明しているのかもしれない︒現代の

第二部に寮内するこlこにしょう︒

の

機概を使用しても不可能だろう︒

大吉の円盤の推進法

アダムスキー︻は︑際高≡千フィートの
宇宙の偉大な自然千早ルギー宙が太古
パ已二7王・ガーデンズに住んでいた︒こ
の人間忙よって開発できたとすれは︑な
こは二百インチ望遠鏡甲あるパロマ−山
ぜ同じ事が今日子肌ないのだろう？ 超
自然と呼︑はれる領域が︑いつか科学の大 の斜面である︒自分を〝哲学者︑学徒︑
いなる未開拓分野になろうという多くの
教師︑円盤研究家″と述べた彼は︑そ埠

ある︒近くの砂漠に円盤︹複数︶がよく

未荒圏外から努た人間

天文台の職員と関係はないと指摘してい

現代の原爆に似た武器の詰も古代の写
本中忙見られると︑レスリーは言ってい
る︒アステロイド帯はかつて一値の怒星
だったかもLれず︑そこの科学者が自爆
オカルテTストの見解をレスリーほ取り

Lている″

の友人︑秘書︑レストランの経営者らと

百分の運だめLをやることにした︒四名

と称する人々かち聞いたのだろう

アダムスキーが円盤を近接目撃L︑金
星から来た長豊の男と話したのは︑一九
五二年十一月二十日︑午後十二時半頃で

させたのだろうと彼ほ考えているむ

る︵訳注＝これは誤りで︑披は〝職員で

着模していたと聞いたことがある粧は︑
−⊥Jれはたぷん粟島とコンタクトLた

職業は述べられていないが︑7ダムスキ
1ほパロマ1・ガーデンズのレストラン

共に︑僅ほ早朝出発した︒このグループ

−︑

と関係があった︒ただLその所有者では

ほアリゾナ州ウインスロ二ゾのA∵C㌧ヘ

と言ったのである︺︒正規の

ない︒重た大学卒業者でもないと言って

イリ軍夫妻︑パロマ−・ガーデンズの所

暴雨の際中忙彼は巨大な飛行船に似た物

めて円盤忙関心を持つようになった︒流

の叶ショ！㌧シ・∴比・ウィり二アムソソ博士未

ウェルズ夫人︑アリゾナ州プレスコサト

有者でレストランの経営者アリス・K■

体を見たのである︒それほまもなく上方

7ダムスキ1は一九四六年の十月に初

いる︒

はないが︑そこの職員の幾人かと親Lく

入れているけれども︑障壁忙さからった
方向へ導いている既成の方法を科学者が
捨てるのは閑雅である︒一例としてレス
リーは電気をあげて︑その実怖が何であ

太古のこの円盤のすべてほ今日我々が
物理的方法とみなすような手段で推進さ
れたものでほない︒空中浮揚の嘩刀があ
ったといわれる7ビラの聖テレサをとり

るかを指摘L︑自分のテレビ受像機を実
あげたレスリーは︑彼女は衝くべき牌富
際に作動貰せているものほ何であるかな
なパワー︑音響毎コン1﹁ローールなどなマ
スターして︑それにょり′ある種叩波動を 説明できた科学者ほまだいないと述▼ぺて
いる︒Lかも裡らほ配線を流れる電気な
生じ︑肉体や建物の石などを浮揚させた
と思︑中れると述べている︒かりに適当た 制御する回路作りの専門家な町だ︒技術
者ほ〝方法″旺ついては牽くを語れるが︑
ピッチ甲楽音が鏡を破壊L得るものとす
〝理由″ の理解はまだ縁遠いと︑レスリ
れは︑﹁もし音響が完全に理解さ九れは
ーは考えるのである︒
⁝⁝それは浮揚効果を生じさせる電磁力

上である︒硬はかねてから予感またはフ
ィーリンダに伴う習慣を発達させていた

予感直よってコンタクトの場所をきめ
た︒そこはデザート・センターからアリ
ゾナ州‖パーカー寄り■の約十マイルの砂漠

宰︑秘書のルーシー・7タギニス夫人か
ら成っていた︒7ダムスキーほ主として
に向いて︑すさまじい炎を残して急速に
上昇した︒そのときは︑それについてほ
とんど考えなかったが︑一九四七年にケ
ネス・アーノルドが円盤を見て以来︑虻

ば飛行機ほ分解すると考ゝ〃軋られたが︑こ るようになった︒二台甲望遠鏡を使用し

に広がった円盤の話にょり︑空な観刺す
て︑アダムスヰーは円盤の写真を数百枚

LかL自己の環境と無限の可儲性に対
と一体化するかもLれない︑ということ
ひろ
する人間町理解ほ拡がりつつある︒属を
が考えちれないだろうか﹂とも言う︒先
捨てて︑す富まじいスピードで進行する
史峠代中空飛ぷ円盤は文字どおり〝歌と
とも忙飛んだ″ のであり︑現代の円盤も 汽車忙乗九は人体ほ分解すると信じられ
た時代があった︒その後︑音速を超えれ
宇宙のエネルギーを取り出すのに同じょ
うな秘法を応用しているのではないかと

れも突破された︒現在︑光速は超えられ

のだ︒昼食をとるために停車した一行ほ
付近を旋回する飛行墟に売づいたが︑続
いて巨大な葉巻塑宇宙船を見た︒新たな

レスリーはほのめかLている︒伝説上の

れた写真は少数だという︒なぜそんなに

予感正従って7ダムス千Ⅰは︑自分がハ

撮影セきたというが︑ただし︑うまく撮
多くの円盤を見たのかと不思議がる人々

ないとみなされているのだが︻︒
魔法使いが用いる神秘的な呪文や 〝開
け︑ゴ†′″ は︑山を動かしたり大ピラ
ヅドな建造したゥLた〟半分記憶され
ざ1

2G

イウェ・1から綿半マイル離れた地点へ行

っているあいだ︑待っていてくれと一同
に話Lた︒宇宙船ほその位置までの距離
の一部・智7ダムスキーが事で行く監つれ

くば

て︑ついて来るように思1謂れたが︑草が
停まるーエ千古船も停止した凸

射線でだめになったが︑再度パ一ド†−・

だろう︒目撃者の一人ほ双眼鏡で状況を

て言及Lていないが︑たぷん還すぎたの

7ダムスキーほコソ声クト甲光景をだ

ガーデンズへ来た円盤の写真筒はすはら

観葉して︑訪問者のスケッチな措くこと

塀に発表■された︒

しいもので・ある︒それらには円盤が大き

ができた︒

善良な宇宙人の出現が

れかがムービーに撮ったかどうか且つい

塩は太陽系内外中身くの惑星から来ると
いう︒相手忙よれば我々の太陽系のあら
ゆる惑星にほ人間が住むということで︑

く鮮明に写っており︑球塾の着陸装置が
見えている︒これも同書に報せてある︒

砂漠で撮った写真はどうやら円盤の放

相手の任靖は原爆によって起こる放射能
を調査することに品るらしい︒地球に対
する核爆発の危険なあらわすため︑訪問
ポーソ

UFO問題は混乱Lてい壱

者は地面を指さして﹁ポーiソ′

ノ﹂と言った︒相手は神を信じていた︒
ただしこれは︑相手の惑拉の人々は唯物

以上︑私は文字どおり正同書を要約L

貫して正直さがあるという印象を得た︒

アダムスキーは二つの山のあいだの凸

的な地球上で地球人が信じている神より
も︑別道主の法則な重んじているのだと

た︒これは同書のその部分妄立証Lたり

そLて故が真実を語っていることなほと

真を撮影した︒すると円盤ほ見五なくな

人であることがわかったっ

ここでは古文書毎問清に立ち入らないこ

当なやり方忙よる解釈を導入している︒

ある︒私は自分を満足させるような解釈

スティッグなので貰じられなかったので

Lかしこの物語はあ至りにもフ†∴′ダ

読んだとき︑アダムス単一の叙述忙は一

私が初毎てこのスリルに満ちた物語を

意味するもの

つた︒Lかし︑そのあとまもなく碇は自

いうことを7ダムスキ1に信じさせた中

反証したりする境会がほとんどなかった

んど疑うわけにはゆかなかった︒

んだ空間に浮かんでい卑小塑円盤を発見

分を手招きしている人物け﹄克づいた︒近

からである︒レスリーの古代円盤に閲す

して︑急いでその方へ望遠鎧を向けて写

寄って見ると︑モ九は円盤から出て来た

肉体的にほ宇宙のあらゆる人間はみな同
じような姿をしているのだと︑訪問者は

卑語説は︑昔の写本瞑と関連があり︑正

奇妙な足跡

言った︒

その男は長髪で︑きれいな顔をし︑風
変わりな上下流き竺服を着ていたが︑そ
由 れには縫い目がないようだったじ ス
ーキ

題は堰乱しきっており︑関係ある各値毒

目撃者の考え方で見られたとすれは︑こ

盤と異星人がいたのだろうが︑もL別な

と監Lよう︒というのは現在りUFO問 を思い出そうとした︒おそらく一撰の円
草問について︑はなはだしく無知な孜々

のような刺激的な光景の解釈は︑かなり

ズポソ監似たズボンはだぶだぶで︑とめ
たので︑アダムスキーはしっこく要求L

は︑お手上げの状態監あるからだ︒たと

異なるものとなったことだろう︒そ町体

金星人は写真忙撮1やれることを拒否し

で締まっていた︒腕の部分も手首蕃山であ

なかった8

えレスリーの諸説が信用できないもので

簸の宗教的な調子ほ︑アダムス草−町次

寸ハンドで締めたかのようにくるぶしの所

り︑牒のまわりにはバンドを着けてい

板の一枚な貸してくれと掃み︑あとで過

ぁるにしても︑とにかくべら慮うに面白

ただし相手ほ撮影済のネガ乾

た︒年齢は二十八歳ぐらいで︑体重は古

すと約束した︒近く紅いた円盤忙乗せて

の言葉で裏付けられている︒

︹純

いので︑それを政審したくほないぅ

≡十五ポンド︑五フィート六インチ

もらいたいというアダムスキーの願いを

百六十五セリノチ︺と思われた︒

正確忙ほ〝かつて地球上で話された古代

で話し︑英語を理解Lなかった︹訳注−−

た︒相手はや苧中国語に似た者炒な言葉

スキーは急いで相手と甲意志伝達を試み

が現れた︒これほ同書に掲載してある︒

投下Lた︒現像してみると︑奇妙な筆跡

低く飛来し︑例のネガホルダーな地上へ

後に円盤はパロマⅠ・ガーデソズの上空

円蛙に乗り込み︑飛び去った︒二十三日

ったことについて︑うまい弁明なしてい

アダムスキーほ葉巻型母船を撮影しなか

そ示二人はムービーカ王プを持りており

あったが︑埋らほ半マイル離れていた︒

たLかにアダムスキーにほ目撃証人が

これも全く攻撃ほ不可能であると思う︒

同じ崇拝町体験である︒

人々にLはしば起こったと思われるのと

これほ明らかに︑宗教的な著述をした

合ったというこの恍惚感﹂

が許された︒

とは別な世男から来た克を一眼見ること

びがあったし︑卑もあるのだ︒私ほ地球

﹁しかしその特権忙対す重言い知れぬ喜

語の一つであったと思われるような言語

る︒母船が停止していたあいだ︑そのカ

とにかく︑我㍉が使用するような言語

丁ダムスキーの語を切万離Lてみても

と中国語との混合のように響いた″︶︒ア

また訪問者は砂漠の現場に足跡智残し
こ∴ノ
た︒こ九は石膏にとられたが︑それにほ

メラを持っていた婦人は興奮しすぎて︑

軋よる意志伝達ほ行わ九なかった︒会話

拒絶Lた相手ほ︑イソタビューを終えて

ダムスキⅠは手まねとメンタル・テレパ

シンボリックなでーグ群が現れている︒

カメラを調整できなかった︒うまくいっ

相手は友好的で微笑しでいる︒アダム

・ソT・忙よって相手に話すことができたと

性男中の専門家がそのメッセ−∴シを解読

は手まねとテレパシ1で行おれたが︑こ

＝⁝・
しかもその二人と話し

述べている凸

た頃にほ母船は移動していたという︒

竃′

しようと試みて︑番数町〝解読″が書物

相手ほ金星からやって来た︒ただL門

′〃且

訂

なぜならジ≡−ジはどこへ行っても自

章−−−−

いたずら好きな霊魂が花ビンなどを捏げ

分を非難する人を魅了したからである︒

▲﹁

語ったとすれは︑それは〝璧飛ぷ円盤ほ

たりする家望ナ供たちは︑自分が最初に

敵がいかに辛辣であろうとも硬は快活な

﹁暮T

のいザれにも解釈に誤りが起こる可能性
着陸した″

血⁝意識忙起こした粗餐を操り返そう1こ考

態度を操ち︑そ九は相手町否定的な言動

私は多くの楼台け軋アダムスキ！と文通

ろう′

て蹟に菰抗できなかった一つの理由であ

Lんらづ

が轟る︒そして我々は︑円盤は〝だれに

ものであると我々ほ個人的に考えてい

える︒そこで子供ほ何かを投げて暴露蔓

の中に善かれた体験に関する

でも手に入るもの″
る︒同書に掲載された写真群も真実毎も

を制した︒おそらくこのことは敵が決し

になりかかりたとの

考えを強めたのである︒

れる︒﹁インチキだ′﹂と太東は叫ぷ︒

もっと事実を知らせよという大衆の要

甲会員資格かち

除外されている︒ドナルド・E・キーホ

︵空中現象調査委員会︺

会いたいと切望した︒そして長く待っ

思っていた︒そして︑ぜひとも個人的忙

ジョージ・アダムスキーはⅣICAP したので︑彼をかなりよく知っていると

7ダムスキーは人を魅了﹂た

のであると我々は信じている︒

宇宙人は︑地球人が﹁彼らほこ町よう
旺振る舞うだろうと﹂考えるような振る
書から得た知名唐正利放されて︑アダム

望忙鼓舞され︑ペストセラⅠになった同

悪魔石ような地球人が小人を見れは︑
スキ王は二度目の書物〝宇宙船の内部″

舞い方なするだろうか︒
相手ほツノを生やしているよう忙見える
軋書いたような事件をでっちあげたのだ
ろうか？

だろう︒
したがって︑この推理忙よ九は︑訪問

Ⅰの率いるこの団体は︑明らかにアダム たが一九六五年四月二十三日の夕方︑メ

リーランド州シルバースプリソグズで心

ひき

スキーの物語を帝り入れることを恐れて

痕病のためにジョージは逝ったのである

同書でアダムスキーほ宇宙船軋乗った

と称L︑その記述は更に作為的にたっ

おり︑第t書に帯びていた真実些響きを

者が態度甲話し方において親切で喜良で
あり■︑キリストのようであったというこ

た︒この薔に掲載されている写真煩は︑

丁ダムスキーが果たLた役割

︼tl

とは︑アダムスキーの信用旺とって︑き

第二書が持たないというのを弁解のたゎ

阜く町人ほジョてJ・7ダムスキーを

にしている︒

きわめて疑わしいものであった︒

人間はフィクションを重ねやすい

わめて有利だった︒

事実かフィクションか

れは︑砂漠で7ダムスキー甲見たものが

く︑フ丁ソタスティツタなものであって

くあてはまる持論を持っている︒気味悪

る人︑霊媒︑ポルダガイストなど忙等し

そしてたぷん宇宙人は圭もL実在す
るならば岳満足して笑っているかもL

ったりする︒

新たに出醜するポルダガイストを見忙行

証人と呼び︑別な霊媒町所へ走ったり︑

た埠でぁる︒

L串︒リー・マンショソとケネディ一大
統簡の墓を見学するために彼女を案内L

ソト∴土星地︵ヮナントソ市︺

い皐会社の造営者や夫人とともに7−j■＝ソ

日

山九六六年の焼けつくような富田ある

何であれ︑また発生した事件をいかに正

も︑真栗な事柄が個人に発生■すれは︑左

れない︒たぷん競らほ地球人に円堪の存

信じなくなった︒彼らは了■ダムスキーを

申さ
Lかに慈悲と優しさ忙満ちた魂の持ち主

入はそれな世間に発表する︒人々はその

在を気付かせようとしたのだろうが︑あ

七月十五日に︑私ほ自分が働いて

でありたということ忙なる︒なぜなら︑

話を聞こうとLて遠方から来訪し︑更に

まり気付かせすぎないようにもしたのだ

をもらったが︑そ九にほ彼の塞の番号と

墓地の管理事務所へ行って尋ねた︒地囲

そこに埋葬されていることを思い出して

そこへ着いてから私ほアダムスキーが

−

硬は円盤からA撰に伝えられた〝善″の

詳しく聞こうとする︒霊媒ほ途方もない

ろう︒彼らほ︑発生しょうとしている現

我々は宇宙人と﹁一ソ虎二グトしたと称す

みを見たからである︒これはおそらく彼

幽霊物質化交霊会を開くが︑宜由ままに

もし私の推論がスジの立ったもので為

自身の願いと理想の反映なので為ろう︒

霊魂せ出現させることはできない︒ポル

放置がはっきりと記してぁった︒

同行した社長と夫人ほジョージ・アダ

させようとしたのだろう︒

ヘドライブ

蹴上が︑私がいまだに〝世界最大ぬ円

ダガイストは家中に物を投げ始め︑人々

一万︑多くの〝客観的″な〝科学的″

ムスキーがだれであるかを全く知らなか

確に掟が報告したかほ別として︑硬ほた

盤物語″と考えている書物草間めて読ん

はその時を問いて︑見にやって乗る︒

象に対して︑大衆を〝おだやかに″準備

だとき町印象であった︒

円盤研究家は︑7ダムスキーはインチキ

ったし︑私が説明しょうとしたのに︑墓

〝コンタグティー″は︑大衆を

をやっていたと声を大忙して非難したけ

を探している理由も知らなかった︒私の

円盤の

失望官せないようにと考えて︑更に事件

れども︑動かぬ証拠を突きつけられると

多数の

円盤研究家は︑このどちらかをすぐ軋答

をでっちあげるかもしれない︒必ずしも

親頭町墓でも探していると思ったのだろ

事実かり・フィグショソか？

えるだろう︒だが乱忙とってほそんなに

個人的にアダムスキーを罵倒できなかっ
︹トリック用笹︶綿布を買う︒

n凸

幽霊の現象化を生じさせ得るとは限らな
い霊媒は

た︒

単純なものではない︒
も1ごノヨー㌧ン・7ダムスキーが真実を

誼

アダムスキーの墓﹂軍見つけて︑私ほ碑
るよう忙なるだろう︒

陽を覆い︑一瞬︑涼Lくなった︒急に私
ょてて多くの悪魔な二軒したのだ︒それ

を信じょうと信じまいと︑彼らの探求に

裡tりが心からジョージ・アダムスキー

ほ博物館見学や観光の長い一日の紫張か
は黒衣の三人男が潜む暗黒の場所に光を

銘を読車ながら立っていた︒雲が熱い太

ら︑体がくつろぐのを克たた︒写真を撮
投げかけたのだ︒

ひそ

りてくれと社長夫人旺頼んで︑墓石のそ
−■1

恐怖︑抑圧︑迷信などに満ちた忌まわ
しい脇果町世界は︑やや押し返された︒

はに立りた缶

そのとき一台の皐が︑近くのハイウェ
人々は微笑し︑同じ探求の道を歩んでき

キーの墓を訪れるだろう︒一偉人が彼ら

彼らほ二千年前忙別な人が全く同じょ

いで弓＝−︒

に偉大な真理を伝えたことを全然知らな

おとず

そして彼らは時折ジョージ二′ダムス

ある︒

の干であることをついに認識Lたからで

信じなかった︒なぜなら自分自身が宇宙

人々はもう〝宇宙人″なるものな全く

た㊥
た仲間のと友情を愉しんだ︒

ーにとめてあった私たちの皐の後ろに近
づいて︑若い男女が出て宋た︒微笑しな
がら二人はこちちへ近寄った︒彼らもジ
ョージの墓を探していたのだ︒
徒ちほ冊琴蓼のためにカナダかち来たの
である︒私の董毒はあとから町思いつき
だと考えて少々恥ずかしくなってきた︒
﹁私たちはアダムスキーの讃物を非常に
興味深く証左ました︒それで粧が限って
いる場所を見学したくてしょうがなかっ
たのです﹂と婦人が言った︒

うにして真理を伝えたことにも気付かな
いだろう︒

彼らは近くの了レキサンドリアの友人
の地所かゃ野花をつみ取って︑婦人がそ

∧寧呂k已Adamskiより∨久保田八郎訳

後にほ疑惑を起こすかもし九ないが︑一

せ︑何かを考えさせるだろう︒そLて最

それは私と同様げ虹他の人々なも興奮さ

心深い︑かつ抽象的た記述であり︑†ハ

考のために掲載した︒原文はきわめて用

弾しがたい部分があるけれども︑一応参

パーカー氏にょる本記事の内容には糾

いたものである︒

ょうと暗躍する謎のグループの宿劫を描

まりUFO問題が一般化するのを阻止し

人男﹂を書いた人として著名である︒つ

筆者グレイ・パーカー氏ほ﹁黒衣聖二

碍者付記

れで花輪な作っており︑彼女はそれを墓
にかけた︒

モ上
親風が吹いて︑黄しい花が揺れる︒こ

の花も︑おそらく数日前に未知の人がブ
ョⅠ∴ソの真に供えた他の花と同様に︑ま
もなくしぼんで枯れるのだろう︒
しかし︑事案かフィクシ三ソかは別と
して︑ジョーしシ・7ダムスキ1の物語は
ほろ

方︑人イほ宇宙の肇と︑この惑星地球に

カ1氏の演者は汲み取りがたい︒

永久に滅びないだろう︒

おける人間甲役割について︑深く探求す

rい頴

・．Eぎ‡．■一．r

の惑見で︑金星ととも旺地球に二番目に

かどうかと考えてきた︒太陽から四番目

見られる遠い惑星忙〝生命″が存在する

百マイル︶︒通常なら︑それらはい

星に接近して軌道を措いている︹三千七

二偶の衛星︵フォボスとダイモス︶は火

謎甲事実旺基づいてこの結論紅蓮した︒

いうのである︒観測した結果︑二〜三の

近い火星は︑我々の知つているような生

火星上に落下するだろうし︑両方とも自

数世紀のあいだ地球人ほ夜空を通して

命草葉見するの忙最適の推測員帯といえ

河″を発見したと報告Lたイタリアの天

火星の二個の南東＃けは違うのだ︒それ

他のあらゆる衛星ほ定時計方向に動いて
いるのである︒無数の星を伴う銀河系全
体すら反時計方向忙動いている︒しかし

つか

るだろう︒

然の天体にしてはぁまり忙光の反射が強
烈すぎるのである︒偉大の認は︑両衛星
が時計廻りの軌道な描いていることだひ

文学昔ジョパンニ・シサパレリにょって

科学者の生命存在説

始まったと思わ九る︒知的生命でないと

はよいとしても︑直径五マイルと十マイ
ルの二個の天体が人工的な勒であるとい
う説には少々議論の余地があり︑空想・甘
高めるものである︒

それは一八七七年に有名な火星の〝運

その操︑今世紀初頭に米アリゾナ州7

一九六九年十一月十六日︑トゲブタニラ

すると︑有名なニュース解説者で俳優

シサパレリの〝運河″を発見して︑これ

に火星観測の一流専門家監なった︒粧も

パーツパル・ローiウェルは︑一九〇六年

﹁我々が火星へ有人宇宙船を送る場合ほ

の驚くべき発言をした︒博士はテキサス
州ヒューストンの有人宇宙船七■ンターで
次のこ・サブ忙述べたのである︒

ユーリー博士は︑ソ連の学者と同じほど

スの科学者で天文学薯のハロルド・C・

られたのだ︒

このような構造物は建謹できないと考え

ラダスタア7の天文台で活躍した名高い

のオーソソ・ウェルズが︑t九三人年の

を裏付けたのである︒

有名なラジオ放送によって数百万のアメ
リカ人を恐怖忙おとしいれた︒ニュージ
ャージⅠ用忙着陸した火星人にょる現実
の侵略として措いたドラマだったのだ︒

パ三二リグ

︹訳注＝このドラ丁寧本物の事件と勘遠
いLた多数由来市民間に大恐慌が発生し

裕がある︑というのは︑米国GNPの一
パーセントのわず塊かしか要しないから
だ︑と述べている︒

塩力注意Lなければならない︒火星の生
命体は敵意を持ち︑宇宙飛行士が地球へ
帰還するのを妨害するかもしれないから
だ﹂
ユーリー博士ほ化学の分野でのノーベ
ル受賞者である︒同じ論文で宇宙開発計
画を擁護L︑我々にはそれを実施する余
て︑狂人まで出る騒ぎとなつた︺
数十年後由一九六口車代に︑ソ連の天
文学者︵複数︶が科学界を驚かせた︒火
星を綿密に調査した結果︑この赤い惑星
の二個の衛星は人工衛星と思われる︑と

．
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米市民は生命を期待Lている
一九七一ハ年に限を転じて克よう︒最近
の．ハイキンダ⊥︑二号は︑以上あげた科

れ忙よる其の発見事や大抵の写真ほ︑今
日まで公表されていないということであ
る︒

科学者は誤っていた

二糖大衆の反応ほ次のように分頸でき
る︒米国中でインタビュー智受けた雷名

誤っていないと言たるのであるり以下︑
私は自分の器見Lた事完をなるべく論理
的忙説明して読者の評価にゆだねたいり

Lかしこの二洒の探査鶴の成果を長崎聞
調査研究してみると︑読者のたかには驚
く人もいるだろう︒前記の科学者たち正

る︒また火星の温度は真昼直後で華氏零

地球の大気の山パ了セント以下といわれ

バールに比較して七・七ミリバールでぁ

火星は地球の大きさの約半分で︑表面

学著たちの誤・り車証明Lたかけル争えるり

の市民の内︑田十nハーセントほヾハイキン

下二十二度︑夜間で零下百二十二度軋ま

乱ほ自分で研究Lているあいだに次由

グ監よる完全な生命存在否定説に失望し

でさがるともいわれた︒火星の赤道付近

るといわれている︒火星の大気の軒度は

である︒また大気圧は地球の約一千ご︑■＝ア

の重力は地球に比べて拍四十パーセント

ような発見をしたひ

たu 五十ハ！セントは火星に知的生命が

いるのである︒たLか旺︑ある不信輔茄

れたと考えているゥ概Lて言えば︑米国
民の当局に対する大きな不信が存在Lて

球町測定から考えていたよりも︑はるか

程度町誤りが別に認めら九た︒我々が地

予想した三十パーセントではなくて︑わ

火星大気中のアルゴソ含有量は︑彼らが

に着陸した†ハイキング一号ほ︑撞冠監近
存在すると確信し︑こ町計画を遅行Lた
い一千7イル北方に接地Lた二号よりも
当局が何かの理由で隠していると考えて
いる︒十パー七⁚ノトはバイキンダ探査礁 低温を記録している︒
が火星へ送られたのではなく︑月へ還ら
料学者間は驚いた︒彼らは大気測定中

存在するが︑これほ過去の隠蔽や︑CI
AやFBIのごとき教程の米政府親閲が
互い虻非難し合ったりしたためである︒

忙多量の水蒸気が発見されたのであるu

れているrか︑こ尭は地上の琴はかりか霜

大気中には三十手グロソ甲水分が発見さ

る時期忙︑地面軋蕃が立ちこめていたり

水分が多いじ義隆地点にほ一日の円︑あ

﹁火星ほ我々が予測したよりもたしか旺

サンズ博士ほ言った︒

バイキング管制センターのジョー∴シ・

ずか三へハーセントだったのである︒同じ

に宵一パー七ソトの誤り■な発見したのだ︒

考慮Lなけれほなn．りぬりは︑UFO問題

に対する大きな隠蔽葦である︒毎年五千
名以上の専門家︑パイロット︑科学者︑
あちゆる階層の無数の男女によって目撃
されるUFOほ︑当局町見解にょれは存
在しないこと旺なっているのだ︒
私が感じる埠ほ︑米国ほなんとかして
火星へ二個甲探査機を着陸させたが︑そ

ユ
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火星の大気は濃密？

．ハイキング各号は地球重畳で千二百ポ

や雪を降らせるのに充分元畳である﹂
私は科学者ではないが気象学を研究し
ており︑これにょり火星の″地上の需″
装荷いことを証明していると言えるので
ある︒霹というのは寒冷地上または水上
ンドあるといわれた︒重力に関する報告

パイキンダ探査焼の問題監返ると︑他

を移動す昂温かい湿った空気にエって生
旺よると︑火星上でほこれら探査掻毎重

は︑そこの温度が公式発表よりもほるか

じる︒それは華氏tニ十二度の氷点以上の
畳が約四百八十ポンドになるという︒パ

軋も不可解な点がある︒

温度の産物なのだじ
ラシュートの大きさは直径五十フィート

用しても全然減速効果はないだろう︒そ

次の車革も興味深い︒地上推定千五首
フィートの高度で貿が撮影されているの
である︒このような要や地上の霧などほ
わずか七・七三リバールという気圧でほ
生じないと私は断言したい︒地球町雲は
四万フィートに達することもあるが︑そ
れでも地球甲晃圧ほまだ二千ミリバール
あり︑これほこうLた雲を保つの軋充分
な気圧なのである︒

んな大気ではパラシュートを開くほどの

となっている︒五十フィートのパラシュ

火星り雲は一万五千7ィートまで存在

空気分子があるかどうかも疑わしい︒そ

場所や重畳などの問題が起こってくる︒

そうなると︑こんな大きな物を収納する

七千五官フィートを要することになる︒

ート甲大きさを計算してみると︑直径約

のように希薄な大気中で必要なパラシュ

下︺︑五十フィートのパラシュートを任

中では︹地球大気密度の一パー七ソト以

げると︑地球の大気圏内ならば逆噴射L
なくても充分に落下速度を落とすだろ
う︒しかL希薄といわれている火星大気

ートに四百八十ポンドの重量物を吊り下

するといわれている︒したがって少なく
とも一万五千フィートまでの温度は撃氏
三十二度の光点以上でなければたらぬ︒
湿気を帯びた上昇気流が上方へ移動する
とき︑一定の高度で凝癒し︑温度にょっ
てあ卑高度七雲を形成する︒これな我々

少なくとも二千ポソドになるだろうし︑
収納する虻ほ二百平方フィート町場所を

華氏零下百二十二度という低温は︑ある
地域に存在するもので︑どこにも晶られ

十フィートのパラシュートな用いたから

りも大きくなる︒したがって科学者が五

は凝結点と呼んでいる︒ここで注目しな
ければならない町ほ︑記録された東尾毎

る温度ではないということである︒地球

紅は︑火星の大克は︑我々が聞いている

要すること忙なる︒それほ探査機自体よ

望問題でほ華氏零下盲t一十七度の低温が

膿薔というのは地球のそれに近くて生命

よりもはるかに濃密なのである︒ここで

記録きれており︑ここにも生命が存在す
ることが知られている︒

を継続できる埴杏さという意味である︒
五十フィートのパラシューー︑なつけた

●火星の砂漠地帯

この写真は9月3日午後3時5綺にパイキング望号が着陸後すぐに撮影Lた2枚目の屯の。場所はユートピ7平原と

いわ丸吉火星の北部地帯。こ九は330庶回転Lて撮影」たパノラマ写真で，地平線蜜で岩石が散乱Lてい壱。中央の

歪が明石いのは未障があるからだが，画面には見えない。
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ほ戟体を減速させて︑うまく軟着陸させ

た白巨大な番えるタイマツ？手コな噴射

探査兢は四千フィートの高圧で切万離さ
れて︑三個町逆噴射ロケットな作動壬せ

た∴㌔‖

も火星町どこかが︑温嵯でなけれはなら

ンは数千産の高熱はかトソか尊大な推力を 度をもつ風を生じさせるには︑少なくと

た￠ しかL︑この≡個のロケットエソジ

いうものは︑地面から温かい空気が上昇

い︒再度述べると︑最初になんらかの速

リの立った説明ほ現在までなされていな

もの凪がどこから来るかについてほ︑ス

全な零度以下の環境で︑風速二百てイル

の有力なシルシをつかんだ﹂

ではないにLても︑生物学的に〝生命″

﹁火星上の我々の生物扶養職は︑有横棒

国際宇宙科学技術7カデ・こーで述べた︒

センタ王を退職Lたマーティソ博士は︑

と
凍が解けるのかと′
ごく撼近︑パサデナのバイキング管制

を示している︒

る︒棚方︑極冠は二分の一マイル寧厚さ

洋で全体を覆うほどあると分析きれてい

るだろう︒
火星の水量は︑もLその内部の水を全
部放出したとすれは︑探さt7イルの海

や置で︑極冠は相変わらず小さい﹂︒ここ 要とするのであって︑大気なくしては存

出している︒この二つの嬰素ほ︑接地品削

たまり■が流れ込むことにょって生じるの

ような凰が必要だといわれているが︑完

忙着陸場所を完全忙殺菌Lたはかりでな

の風を記録しただけであり︑二百でイル

して︑その空隙を埋める冷たい空気のか
である︒パイキンダ探査機は四十t﹁イル

えば︑〝オーピタⅠ″

大気には水蒸気が充満していることもわ

る︒また︑しばしば雪が降り︑庵冠上の

ただの凍った水でぁるlニーがわかってい

あれほど焼けただれた着陸地点で︑生

運河を撮影ノ

イタリアの天文学蕃シ†バレリの

〝運

々は確実な生命のシルシを発見したと貰

生物学的な嘩査結果を得たとすれば︑我

域において︑そこから火星と同じ化学的︑

ゾソ河の流れを小人のように見せるもの

の放出にょって形成されたこれは︑アマ

の巨大な水路毎ように見える︒突無ぬ水

れらは幅二十四マイル︑長さ数百マイル

である﹂

読者にも■わかるよう旺︑人間は真実を

探求しなけ九ばならない︒求めれば与え

AP電である︒

星の写某を解説するチーiムのメソヾハーで

イキ■ング2号オーピタⅠから送られた火

讃な物を見つけた︒全くの謎だ﹄と︑−ハ

は不可願だと言っている︒﹃我々は不思

に刻まれた等高線みたいなのだ︒科学者

﹁火星り北部地域の新Lい写真ほ︑謎町

上に届いたはかりの報告がある︒これは

られると言われている︒ここ旺筆者の机

あらゆる惑星ほ基本的旺は地球と同じ
成分でできていることを考えずに︑生命
ほゎが小きな地球にしかないという仮定
でもって︑他の惑星へ探査戯を送ろうと

模様を示している︒こ町惑星の赤い表面

陽光線にょる摩擦というかたちで︑太陽
から暖をとっているの見ならず︑同じ︒プ
ロセス忙よって︑惑星から出る暖気が大
気を温めているのである︒あらゆる惑星
は内部の圧力忙釣り合うための大気を必

する限り宇宙探険に灘儀をするだろう︒
惑堤というものは︑その大寛を打つ太

にまかせJ■よう︒

これが何を草野するかは︑読者の考え

うだろう﹂

火星の環境を分析した結果︑そこには
河″ の報告は︑ダニエル・J・ミルトン
の最近の発見に比較すると︑全く可能性
炭素︑窒素︑醍素︑かなりの水蒸気など
の存在な示した︒これらが 〝生命″な支 がありそうだ︒米地質調査局の地質学着
こ﹁ルトン博士ほ︑サイエソス⁚一ユーズ
える其東的な成分ではないか︒
ここでまたⅣASAの言を引用する︒
フロント語で次のように述べている︹．
﹁もしパイキンダ探査鶴をパサデナ濫帯
﹁我々は火星の謎の運河な撮影した︒そ

命のシルナを尭屈したとほ驚くべきこと
でぁるぢ

在できない︒与もなけ九はいつか崩壊す

く︑少なくとも開閉冒フィートにわたっ
て︑生物学的に価値のある土を吹き飛ば
したのでぁるり こんな地面で生命のシル
ナを発見できるだろうか︒科学者もそう
思ったのではないかじ 二万︑あの小さな
でほない︒そうすると︑どうLてそこに

更に考えると

地球の﹁ハー七ソト旺すぎない太東と華

た火星の砂丘は︑米コロラド州毎サンダ

こう言うと調子よく聞こえ

で私ほ知りたい︒零Fの温度でどうして

シャベルはその殺菌きれた土地を掘り続
砂丘ができたのだろう？

だれでも知っているように︑風と

けて探索を拭けているのである卓
﹃サイエソティフィック・7メリカン﹄

氏零下百二十直の中で︑どうして凰が起
我々はこれ軋ついて敏感になる必要が

こるのだちう？

という雑誌に出た火星に関する最近の記
事の中には︑次のように述べてある︒
﹁火星の環境は全く〝生命″を排除する

レ・デ・クリスト山系に見られるのと同

かっている￠

しかL拭けよう︒火星の極

観測の結果︑火星の極冠は平ちな雪や

らしい︒

キソダ計画に従事する科芋者たちもそう
恐い士い
だろう︒な紅か嘩味な話が発生している

ほどに敵対的ではない﹂︒更に言う︒
あると思う︒というのは︑多くの物事が
﹁パイ車りノダかち確答せ得ようという耽 全く道理に合わないよう忙思われるから
々の望みほ︑高すぎることほない﹂
だ︒考えて晶るとたしか軋そうで︑〜ハイ
風と砂丘の謎
更に興味ある別な点が見られる︒たと

じ密度︑高さ︑砂丘間の広さたどを持っ

るだろうかひ

忙よって撮影され

ている￠地球の密庭石一パー七ソト以下

冠はバイキンダ二号によれば華氏零下九

った水だといわれてぃる︒しかLN且S
Aの同じ記事は拭けている︒﹁北庵ほ今

十度ないし首二十魔の低温で︑全く甲凍

忙すぎない火星の大気中で︑こんな砂丘
ができるわけがたい′
火星で砂丘を格動させるにほ︑風速二
百てイルまたほそれ以上のハリケーソの

⁚い＼

苫吉

．＝√．≠■≡言．．云．■て

呈−

を耕したあとに空中写宵㌘軍撮ったかのよ

ると︑目標地域の最新の写真塀は︑旗場

あるでイグル・カーは述べた︒カーにょ

ないことがわかっている︒人工衛星忙よ

したがって︑探査機は必ずしも正確では

素も存在Lないと報告L返したのだノ

ような生命を維持するほどの水蒸気も酸

∴㌧∫

うな縞模様を示Lているという︒﹃この
って探知づれるときは嘩卑官とりまく圧

Lま

縞は整然として︑白銀あものとは思えな
力や磁場などの影響が起こるのである︒
今後も判明するだろうが︑人類の未来
は大気圏外の研究調査忙かかっているだ

り出したのか？

には全くわからない﹄とカーは答えて
と呼んでいるこ

人間は平和裏に多忙

問題の啓幕運動忙大活躍な続けている︒

講演会の開催等︑米西部でアダムスキー

を助けながらテレビ︑ラジオへ打出牌︑

AP本部の重鎮とLてアリス・ウェルズ

た︒アダムスキー空u同弟で︑現在は米G

ツ生まれり米人で︑若い頃米国へ樽住L

筆者ブレッド・ステッカ了り∴ノダはドイ

礪着付記

なまもなノ＼つかむだろう︒久保田八郎訳

と称している︒それを証す亭軍金の機会

人間は自分を地上で値も知的な生物だ

戦争をやる余裕ほなくなってくるのだ︒

な悲哀や悲憤事なもたらすだ叶の愚かな

画旺徹底的に従察すれは︑人照旺よけい

める要素のすべてを含んでいる︒この計

間を探険させて︑兄弟として共忙働かし

の宇宙開発計画ほ︑いつか人間忙宇宙空

となり︑一方では学ぶことにもなる︒こ

えども有益であるむ

こ町計画で亜盲れる金なち一ドルとい

気港外へ進出する必要が起■こるだろう︒

いつの日か地球の様相が緊迫Lたとき居
住に適Lた別た惑星を発見するため忙大

は︑大気圏外かちなのである︒しかし︑

〝ホーム″

ろう︒人間が

というのは
この地球にすら生命は存

人工衛星が︑地球旺は我々が知っている

在しないという報苦が出たからである︒

初期の時代け㌔

全ではたいこともわかったり

地球を回る衛星にょり︑我々人間は完

地帯など忙ついて知ってきた︒

森林管理︑厩使用や未使用聖帝生産産業

タソ︑海流︑鉱床︑土壌分析︑洪水制御︑

染問題盲知らせているゥ我々は気象のパ

回る軌道に乗せた人工衛星は︑地球の汚

地球に調Lて多くを知ってきた︒地球を

圏外からの地球観測と写真撮影により︑

一般大衆にょって認識される以上忙大気

莫大た知識を得ているのである︒我々は

として︑宇宙空間に進出することにより

聞かされる︑と言いたい︒我々ほ文明人

大気圏外の発見事忙関してほ曖昧な話な

けるものは借用したい︑しかLそれでも

で見、て

ヽヽヽヽヽヽ

﹃人工的なものだとは充分に考えられる﹄
の小さな世界を評価できるよう往なるの

﹃可能性についてほ私

い﹄とか⁝は述べているロ何がそれを作

あ ■で−

と育っている﹂

ここで最重要な事実を読斎這指摘した

と 発、

い︒パイキンダ関係科学者にょる〝人工

る︒

が−

探L求め

グ、が 打、

この記事の結論とLて︑私ほ信用のお

号、

的″という発言は︑我
ヽヽヽ

る火星の生命をパイキ
ヽヽヽヽヽヽヽ

−・・・・・・・・・・−■■ヽ

きなかった壊忙出さ九たというこ

ンノヽノヒ

●7レ・y F・スチ・ゾウリング〔中央〕，左へ璃老1ステイーヴ・ホウイティンゲ。1975年11月，米GAP前にて。
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らも元は砂浜の一粒の砂のような微小な

て︑地球に落とLているのです︒地球す

その天体から十トンも町チリを放出L

という声明は誤っています︒あ四大量の

だめですひ

払いのける風または人間の息がなければ

れない限り︑ゴミは動きません︒それを

ありますが︑余分な圧力がそれ旺加えち

物質で︑そ九が今日我々の知っているよ
チリを吹き飛ばす何かがあるにちがいあ

︹几貢より︺

うな大きさになったのかもLれません︒
りません︒
久保田八郎訳

︹以F次号︺

したがって︑月旺空気がない

そLて月は実際軋は巨大な天体だったの
かもLれず︑それが四十億年間︑毎日︑
はな
それ自体かち十トンのチリを放っていた
のかもしれません︒現在︑月旺空気がな
いという声明が真実であるとすれ︑は︑一

一一㌧′㌧／一・−一−−∫1．f−−■■l／／／／︐︼・・・一■′▲／／r一−′ノ／．−∫一事J・・l

書いlいユrユいふホ

喜

体どうして月ほ多量のチリを放出できた

のでLよう︒チリはどうやってそこを離
れた町でLよう︒私たちほテーブルや机
の上などにゴミをためて︑数時間︑数日︑
敦遇︑数カ月問とそのままにすることが

−

㌣⁚刃′

﹁空飛ぶ

解を一挙掲載した決定版でぁる！

表写真を含め50点以上の写真二凶

て書名在久保日︹戯ガ流麗平易な
訳文により全面的に改訳︑﹁実見
記﹂のうち戸ダムスキーの手記と
﹁同乗記﹂全文を合本として事件
の理解を容易ならしめ︑また未発

記録書をPタ﹂スキー研究家とし

円盤同乗記﹂として名高い二点の

●遥工飛ぶ円盤実見記﹂

久保田八部／訳

ジョージ・アダムスキー／著

■米ジョ⊥ソ・アダムスキー財団より翻訳合本出版権獲得・・・・・・

＝偉大な惑星人との舎兄 己f
壬一打

●空飛ぶ円盤は実在する−・遠

い惑星から︑偉大な進化をとげ
た人類ガ︑﹂∧宇宙船を駆って地
球の救援に飛乗⁝⁝壮大な宇宙
空間の大スぺワタワルと驚異的
事実をつたえた本書は︑まさに
20世紀畢六のドキュメントだー・

︑．．一−︹

でニi主￣丈くだきい．さ

●署備にない場合は席摘小社官尊部ま

●7ダムスキーが使用Lた事務室に立つ編者

高知支部大会
熊本支部大会
・・・・−i開催・‡・・
去る八月二十九日︵日︺高知支部大会

が高知市民会館で開催されたっ午後膚疇
より六時まで編者の米G且Pスライド映

写︑質疑応答等︑参集した絢四十名の方
々の呉剤な態度には鮭目すべきも甲があ
った︒終了後は別室で有志町方々にょり
懇親会が開かれ︑和気あいあいたる雰囲
気裏に親睦を深めることができた︒橋詰
支部長ヰ由他の幹事諸兄姉に深く感謝す
る次第である︒高知市ほ由緒ある町のせ

︹編著︺

いか格調高い空気がみなぎり■︑お会いL

た人々は高貴で為った︒

●懇親会の右端は棉詰部長

﹁

．ヽ．L．．．一．︻＝−ト■√．．■
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1．

である常通寺御山中本覚である︒少々寒

は熊本支部顧問・津野田樫行氏のご自宅

円から参集された全員は五十﹂ハ名︒会場

大会もすはらLい会合であった︒九州︼

有志の方々と夕食を共にしながら雑談を

は真剣そ甲もので︑参加者各位ほ第一級
の人々であった︒夕方より奥座敷で更に

答を行い︑無事終了Lた︒会場の雰由気

！ビス︒四時四十分より六時まで質疑応

中間︑オニギリその他の軽食を全員にサ

い日だったが︑会場旺ほストープが程良

十一月二十八日忙開催された熊本支部

く配置され︑設備にほ万全を期してすべ
てが準備されていた︒
午後一時半より四暗まで編者のスライ
ド映写と解説を続けて︑休憩忙入り︑そ

に心から御礼を申L上げたい︒︵編者︺

続けた︒献身的忙奉仕された津野田氏と
立派な御両親︑役員の青所支部長︑甲斐︑
工藤︑沖住の各氏︑浜田賭その他望月々
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晴天に恵まれた十二月十一日土曜日午
後二時︑東京・上野甲帝京文化会館閂階

大金議案で昭和五十一年度日泰GAP総
会が開かれた︒会場の大会議案ほ︑ふだ
んほ落ち着いた静かな雰関東だが︑定員
聖二倍を超す二百六十五名が押しかけた
とあって︑この日ばかりは鼎背に包まれ
ていた￠熱気を帯びた会場の最前列な占
めているのほ︑給金のすべてを録音しょ
うと開会二時間前から集まって来た人た
ちで︑片京氏の司会で会が始まると人々
は︑テ1㌧プレコーダーのスイブチヘと一
斉に手を伸ばした︒一方その頃︑会場の
外のロビーでは︑あふれた人たち十数人
がラジオなかこんで座っていた︒ラジオ
久保田

ほ︑会場内旺セットLた†イタの電波を
受信Lている︒司会が終わり︑

先生の挨拶︑そLて7ダムスキー最後の
講演の疎音テープ公開へと進む︒会場は
静まりかえり︑その静け書は休憩時まで
拭いた︒十五分由休憩が終わると祝は亀
田W弘先生の講鰐⁝会場はまたも静しゅ
くになった︒小柄な身体から発する強力
な想念直皆が魅了されてしまったのだろ
うか．最後の質康広答が六時に終わり︑
今年も額寄に閉会Lた︒−1⊥革帯といっ
ても何もなかったのではない︒お知らせ
したいことが二つある︒一つほ︑今年も

上空忙UFOが現れたこと︒二墳のうち
一墟は会場甲冥上な飛んだ′目撃者四r
五名︒もう一つは︑久保田先生の解説中

ずっとモのうLろに7ダムスキーが立っ

︹内野記︺

ていた︒といってもこれほ亀田先生申達
祝忙よるもの︒これは今年集まった人々
へのブラザーズかちのプレゼソトかもし

九ない︒

ノ庄V

ノ

●受付

●休憩のひとときをベランダで…−…
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日本GAP月例研究会

−甘r

1︑日 時 毎月第三∃曜日︑午後二時より五時まで︒
2︑会 場 熊本市桜町﹁熊本市民全館﹂会議

電話︹5■ヱ5235ら国鉄贈志 行
﹁偉軍﹂
き来華︑﹁お城前﹂下草︒同空
歩二分︒
せじ円︒ご注意＝一月と六月の会場は二本木の常通寺
策

3︑金

自己紹介︑産

﹁生命の科学講

︺﹂二惜

4︑辣行晶

≡時⊥五時

︵文久恵林刊︺﹂﹁生命の科

、市

見保田代表町案京例会旺おける

徒電

金
．‖叩一

春

渾︹伺

∵上二樽

テキストとして﹁テレパシ1■

叉駅重 ぺ

日本GAPは左記のとおり東京木部︑大阪支部︑高知支部

田駅﹂下草︒

電話︵

点前
左か
折ら

新潟支部︑熊本支部の五カ所で毎月﹁月例研究会﹂を開催し

て宇宙哲学の研墳︑UFO研究︑情報交換︑テレパシ1演習

毎月第二土曜日︑午後二時より六時慧で︒

︵夜間のみ︶

●11月1引㌔．東京文化会館におけ壱日本GAP東京月例研究会。

等を行い︑書只の精神的向上と親睦を因っています︒近辺町

時

上野公園内﹁東京文化会館﹂四階会議重︒電話

★

1︑日

場

★

2︑会

★

方はぜひご・参加下さい︒出席者ほ書見に限ります︒

舎

二

︹呂28︺2111︒国電上野駅の﹁公園口﹂下草
改札口の真向かい︒会館正面忙向かって左側の入
口から入り︑奥のエレベーターから四階へ行く︒

l

同駅前﹁青年の家﹂︶

貰い ￠
嵐中島二九四≡
呂十下

米GAPスライド映写

6五緒彗5

．q
停

二〇〇円︒

★

四持

‖壁

崎1≡時＝﹁生命の科学﹂講義︑

★

話︹38呂︶7351︒国鉄または阪急電車﹁吹

1を

ストとして﹁生命の科学︹文久書林

★

大阪府吹田市出口町田丁目︑﹁吹田市民会館﹂電

呂嵩遠望岩革

3︑A斎

テ

時」

休憩︑

＝ニJ

一〇□円︒
テキストとして﹁宇宙哲学︹たま出版刊︺﹂﹁生命
の科学︹文久書林刊︺﹂を持参︒
★
★
★
毎月第一日曜日︑午前十時より︒

★

高知市横磯通り二−一−五五︑﹁青年セリノ才一﹂

★

31︺ 4931︒
一〇〇門︒
テキストとして﹁生命の科学﹂

★

l二二±二二三

毎月第四日曜日︑午後一時より五時まで
金会館四階会議室
lJJ −L■ 軍謂華冒譜

ご6
出2

京

ヰ∵携行品
＝代表挨拶・報告二丁レバシ・−練習

刊

■■■■■■■■■■■■■■■■■−l■1 ● ＼

半÷六時＝自己紹介︑研究発表︑質疑応答︒
昭和五十二年 月の月例会のみ第一土曜日︹こ月五日︶

血
中

生′〔

垂日

二月の月例会には久保

菜

時半口キ

．：圭子ニ二
先番

ご注意

四時泰

ー

■t
ヽ

毎月第三日曜日︑午建一時より五時まで︒
囁時
晶茸
堵時
晶章

墳時

イT
イT

会

全日

準会
全日

望1
4 ≡‡
「l ヽ

ヽ

21■ヽ
■ヽ

4ヽ3
ヽ

ヽ

三1

大阪例会
高知例会
新潟例会

アざムス幸一哲学三大名著 絶賛莞売中！
スペースブラザーズから伝えられた宇宙的思惟法

と宇宙的な生き方とを三熱こ分けて詳瓦GAP
会員必携の乱注文は各出版元へ直鎖こどうぞ。
G・7ダム千早一 九保田八郎訳

き据宇■苗 哲 学制
￥750 〒1占0

東京都新宿区納戸町33たま出版 振替東京94日04

（丑ニオー、ノニ′肖像写真
②三ノニ′ポルマーてフ

した金星人は「宇雷からの訪問者」葉2部で

テレパシー■生命の科学
ジョ…ジ
・アダムスキー／久保田八郎訳

氏の記録や戸リス・ウェルズのスケッチに

屯とついて女流画家ゲイ・ぺッツガ措いた

．・・・￣l胴囲い・ 剛Il蘭．′Ⅷ脚L・・・¶】r仙レ￣「馴】冊．．■】・ 汀l掴肌．■・l川口】

名画の写真。（キャビネ判）（カラー写寛）

掛軌′

⑳この金星のシンボル・マ一っの中宋に諮る

−でもあったフレッド暮ステックリンダのすばら

眠は すべて奄見透す肝で、宇宙の意識壱
ぁらわし、周囲の凸層の星は人間のマイン
ド〔曲〕の発達状態奄あらわしている。くサー
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！

★★なぜ空飛ぶ円盤は来るのか★★

ビス判〕（カラー）

フレッド・ステックリンダ／久保田八郎訳

上記2点共、スノ1一見・7■テサーブくとの

好評発売中．′ ￥G50〒1広口

①￥500〒100②￥200〒50一括注文の場合〒川和
圃牒

です。他所では人手できません。ご注文

振替・東京2521Tel，ー呂1封2ヰ95

は必ず日；転GAP宛個二接に振替でどうぞ■。

√√∴．＝ユ ■江÷亡1け㌔・・

心か・■り御礼を中Lヒげます︒

♯．

■・下号は六十﹇丁稚行記念土Lて︑シコ一−∴ジ・

思いま†が．次号でもっと詳珊に解説する予
定です︒こ往こそ軋たちが口語生かきねばな

．＝︻．■．︻．■．■tt．．■．■﹂−■1．

⊆︒﹁∃く

アダムスキー品性の講演の乍訳節目国吉掲拉
LまLた︒この鈷＃チト7の山部分ほ去る十
∴月十一口の桔空で公閲LまLたので︑出席
き几た〃は︑アダムスキ⁝のすさまじい迫力

ら与い最重要な哲．1モ1†で︑こ旺により自己の運

﹁．ノ

に硝ちたりご王〃聞きになって感動さ旺たこと

命が決ナるtこいっても過言ではありません︒

編集後記

と思います︒なお︑この子ー．フのコピ1のご

望遠領事ごカルマを作るために︑サ準−U

Lた︒〟∵−ゼルからわぎわぎジュネ⁝ヴまで

ルウ・テンシュダーク女史に告﹁て︑債重な
消報や喋料を入手しまLた甘 木号椚会見妃は
全課の申の一部分で︑宅際はまだ多く爪話壬
開いているので†が︑紙面の都島で割濠Lま

■編者経常のユニ■パースlH胞社は円本GAP

るトラ丁ルも良きレッスンヒいえ睾丁■V

意がH拙き起こってきます︒その意味で加向な

如き㍍忠幸㌻コつて初志を貰献Lようという決

土日心．∵ます︒ご期待下さい︒

切れトンボに■㌢リ．叩脾不可能な点もあると

■巻頭言の﹁事前の息識﹂は紙面の都合で尻

′ ′一丁ン†⊥⊥

依硝には応じかねますので︑ご了承下さ・い︒

こ苧†串叩哲学の普及推進活動た備亜り．たい

r．7．∴■・〝ク・コ

■荊‖三し干苦LまLた編者のヨ一口ッハ出張
粍打ほナ這ど・中ソ無事韓TL︑ジュネーヴで

発てく旺た吐女の埠き左肺と悪ト‖廿に深′︑感謝

■γ′レイ∴∵⊥∵ふ㌫

ません︒Lたがって︑恐霜ながらGAP間偶

と全く閑情はをく．これは編者の職域にすぎ

で純粋な塊を保持tて叩きるのは軍旗の薬で
†が︑諸般兵事漕が悪化†旺はするほど銑の

︳晶・りゆる軸にっけて泥沼刀﹂チ﹁なこの仙群

†る漉節です︒

語Lの闇本は︑GAP補木支部顧問の津
野田

﹁他界最大のH髄物

性行氏かtり贈られたもので︑ご厚意に深謝L

のこ照会二︺地帯等は．明郵他により口車G
AP本部 ︻砧寓自宅︸ 宛にお囁い改Lます︒

■ご送金は¶〃空㌍偶により現金吾川胴にきれ

ます︒

■﹁九岨の♯企﹂

は米GAP本部で出Lてい

る機闇誌1コズ三÷ク⁚†レテfンこ

ないで︑必ず郵便拒替で由願いLます︒整理
の郎倉上︑勺全砧のあウ岬る郡ほ拘にほ全員

きれた㍊串の重訳で†︒他の惑乱の牛命存石

者の説は竺T・γタリングも購えており︑多数

くお寄せ﹁きいひ多忙のた幻早急なご返事は

■ご田川問は過信即手間甜の上．手紙で遠慮な

に閏Lて米HHは珪鞘堂隠Lているという編 帯‖丁ざ誉き添えて下主∴∵

竺革市虻ら同意見であることがこの記事で判

できなノ＼てむ︑必ず某L卜げますり

編集稚け人

丸

本

保

G

田

A

八

GAPニューズレター60号

︷冗︸

明LまLた︒

■哩ヤ克郁の溝動も活発に展開Lてぶり︑九J

牛虎は大阪友邦︑∴高知支部︑熊本支部■∵萌黄
が出張Lて︑ 7ノリカGAP本部訪問きワイ

ド︒■在京枚の映写ヒ咋誠を汀い︑兜揃を深め

まLた︒来摩早々は鞘満支部例会に出混刀子
定ですが︑詳細は同地＃の食指諸氏に越知き
．∵−⊥−1

日

〒闇 束ポ部江戸川坑木一色町3臨

頒価﹁ UニU円・達科ウL∧＝−ハリ円

賊持東京・ヰ＝3591ウニ久保m八郎右俵︺

3口

T十二 十︼口には東京文化金銅で恒例の本
年度GAP桔会を行い︑出席満二日六十六缶
という空前の大盛況でLた︒台場の括予価が

柑7ら

不足Lて立見の肯か蕃ノ＼．空くお気乃苺で︑

描くお詫びLま†︒束牛の結合にはも﹁と広
い告職を碓帖Lます︒ご出柿下さ﹁た方々に

［紀伊†1更苫†

東京都文京区白山1岬2g−12

文久書林

オーリンという名で出てくるガ、これ奄戸
￥550 〒】占0

￥450 〒1占0

①1952年11月20乱カリフ才ルニ戸の砂漠で
アダムスキーガ劇的な惹初のコンタワトを
宇宙人から伝えられた人間の生き方を詳述

一体化を図る上で重要な資料となるもの

