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この問題についての注意 
 

本書は、12カ国語に翻訳する翻訳プログラム「DeepL, 

ProVersion」のために、上記のドイツ語原文の内容に忠実に加工したものである。  

これまでに、以下の巻が翻訳されている。   

 

状況 2020年12月  

 

第三の試練  

ドイツ語原文から各国語へ  

オランダ語、ポーランド語、ロシア語、ポルトガル語、ポルトガル・ブラジル語、。に続くこと。和漢 

これまで、以下の言語に対応していました。ドイツ語、英語、スペイン語、イタリア語、フランス語。  

実生活の本 

ドイツ語原文よりIV巻、V巻、VI巻、VIII巻、IX巻、XI巻、XII巻の5冊はすでに発売されていた。 

今後、さらに翻訳を進めていく予定です。  

 

これらの作品をすべての人が無料で利用できるようにすることが、主の御心です。この作品を売ってお金にするのは
、御心ではないのです。全巻、インターネットからPDFで無料でダウンロードできます。  

また、世界中に御言葉を広めることも主の御心です。これは、私自身の、霊的な例の証言に関連して起こることであ
る。このため、これまでに出版された私の個人的な霊言例全6巻と、「真の生命の書」に基づくドイツ語と英語の詩集5

巻は、私のホームページで無料でPDFダウンロードが可能になっています。  

2017年、主は私を主の奉仕に召されました。私はこの歴史を上記6巻に記録し、それぞれの日付を表示した。この
本には、多くの夢、ビジョン、主が私に啓示された秘密、予言、世界の時事問題についての予言が含まれています。そ
れは人類への警鐘であり、私にとっては浄化と昇天、そして父の懐に戻るための段階です。  

 

私の名前、アンナ・マリア・ホスタは、2017年に主が私に啓示された霊名です。  

ホスタには、次のような意味があると、主は教えてくれた。  

ホス...（夫の苗字）→ホス→ト...。(ホスト、命のパン、神の言葉）と  

ホス...ト...ア（私の名前、アンナのA）  

なぜなら、御言葉が人々 の心を動かし、人々 がメッセンジャーにではなく、御言葉に心を向けることが主の御心だか
らです。メッセンジャーはあくまでもWORDの担い手であり、これは神そのものである。それは、神が創造した存在と
のすべての神自身の経験のエッセンスであり、神のもとに戻り、父の懐に再び入ることを目的として、自らを清め、完
成するために、彼らがそれを研究するための指導のためのものなのです。  

 

アンナ・マリア・ホスタ 

ちきゅうこく 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  (多言語) 

電子メール：a.m.hosta@web.de  
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献辞 
このアンソロジーの編集を委託された委員会は、神の啓示の研究と神の師の教えの実践によって精神の高揚を達成しようとする願望に駆られた世界中のすべての善意の人々に、主の

名においてこれらの書籍を捧げます。この真理の霊の時代に受けた第六印の教えを生きたいと自分の中に感じる人は、これらの書物に含まれる霊的な意味を最後の一滴まで味わい尽

くすべきです。そして、彼の心から全人類に向けた嘆願がはじけ、「互いに愛し合いなさい」という一文が、人間の心の最も優しい糸を鳴らすのです。 

ドイツ語版への序文 
本書は、「真の生命の書」全12巻のうち、第1巻をスペイン語の原文から忠実に翻訳し、神の啓示を与えるものである。それは、聖霊としての主の再臨にほかならない。キリスト

が特別に選び、準備された道具（スペイン語のテキストでは、"portavoz"、つまり声を伝える人、言葉の仲介者、マウスピース）を通して、私たちに地上生活の意味を説明し、理

解されていない、あるいは知られていない霊の神秘を明らかにし、浄化を目的としてすべての人類に重い訪問をもたらす混沌が広がる中で慰めと力、指針を与えるために大きな真理を届け

られたのである。それは、第一の時代にはモーセと預言者たちを通して、第二の時代にはイエスとその弟子たちを通して、神が神の子らに伝える永遠不変のメッセージである。もし、現在

の第三の時代の私たちにとって、このメッセージが新しく感じられるとしたら、それは、第一、第二の時代に理解されなかった多くの言葉が説明され、主が当時与えられなかった霊的洞察

をさらに開いてくださるからであります。(あなたがたに言うべきことはまだたくさんあるが、あなたがたは今それに耐えることができない。" ヨハネ16：12) 

この本は多くの章に分かれており、各節に番号が付けられている。これは、その節を正確に参照するためだけでなく、軽い読み物ではなく、感覚を研ぎ澄まし、熟考して内容を読み

解く必要があることを外部に示す意図もある。しかし、その後に最も重要なことが続く。それは、実行、つまり証書である。 

注意深い読者は、多くの思考や精神的教義が、通常は異なる言葉や視点からであるが、しばしば繰り返されていることに気づくだろう。これにはいくつかの理由がある。第一に、こ

の教えは何十カ所もの集会所で、何年もかけて行われた。第二に、さまざまな言葉の媒介者が活躍し、その道具の霊的成熟度によって、神の言葉が知られるようになったことだ。そして最

後に、教えの演説は閉じたサークルの中ではなく、簡単な聴衆の前で公に行われ、新参者がいつでも来れるように、主は彼らのために基本概念を御言葉で繰り返さなければならなかった。 

今日、私たちはその繰り返しを不快に思うことなく、神の思いを深く刻み込む機会を与えられるはずです。さらに、その繰り返しは、教えが神から来たものであることを確証する。

なぜなら、教えが与えられた場所が多数あり、言葉の仲介者が多数いるにもかかわらず、言葉の統一性が明らかにされるからである。 

約2000年前のユダヤ人のように、物質的に誤った予言に基づいて、神の救いの手を拒み、この紛れもなく本物で真実の神の言葉の中で、人間の精神一つ一つに語りかけ、内省と

改心と霊化を求めているあなたの主の声に耳を貸さないままでいるとしたら、人類全体にとって破滅的なことです。その声は、いつの日か私たち一人ひとりに、その愛のこもった勧告と指

示にどこまで応えたか、説明を求めてきます。 

真我の書」という作品では、精神がメインテーマになっているので、この言葉はいろいろなつながりの中で非常によく出てきます。スピリットとはどういう意味ですか？- 

今日の一般的な用法や辞書では、「霊」という言葉は思考能力、すなわち心、知性、アイデア、賢さなどの意味で適用されています。現在の教えでも、聖書でも、霊という言葉は別の意味

を持っており、イエスは「神は霊であり、神を礼拝する者は霊と真とをもって神を礼拝しなければならない」（ヨハネ4：24）と言って、それを明らかにされました。永遠の大いなる力

である神は、純粋な霊であり、形を持たない。しかし、このことは、神が特別な場合に、父として、人間の形で子らにご自身を現すことを排除するものではない。神の最も本質的な性質は

愛であり、この愛に駆られて、神の愛を与えることができるように、自分から他の霊的存在を創造されたのである。神の霊の火花であり、限定的に神と同じ性質を持つこれらの霊は、無限

の空間を満たしていたが、傲慢と不従順のために神から離れ、再び家路につくために、物質の体に寝かされたのである。したがって、人間の本質的な部分は、彼の精神、彼の中の神の霊の

輝きである。簡単にまとめると、次のようになります。 

神の霊＝愛、知恵、力。 

人間の精神＝人間の中にある神の霊魂の輝き。 

霊魂＝原初の天使の霊と人間の霊的存在で、まだ物質的な身体にいる（転生している）か、身体の外にいる（転生していない）かにかかわらず。 

神の啓示は、メキシコでスペイン語で行われた。ドイツ語への翻訳では、精神的な意味が再現されるように細心の注意が払われた。また、単語や文章の構成も原文にほぼ沿っている

ため、少々変わった表現や文章構成になることもありました。ドイツ語の表現に違和感がないように、自由な訳語を選ぶ必要があったケースは比較的少なかったが、精神的な意味は常に忠

実に守られていた。 

理解するために必要と思われる簡単な説明は脚注として加え、意味に応じた本文の加筆は括弧で囲んだ。長い脚注は、本の付録の注として見ることができます。 

翻訳者 

説明書の理解を深めるための解説 
I.聖書の約束の鏡に映るキリストの再臨。 

訳者の序文は、「それは聖霊としての主の再臨にほかならない」という簡潔な文章で始まっている。多くの読者はこの文の説明を期待しているが、それは後述する。キリスト教が誕

生した当初から、信者はキリストの再臨に関心を持ち、それぞれの時代で独自の考えを生み出してきた。それは、聖書に出てくる象徴的なイメージを正しく解釈する方法を知らないからで

ある。そのため、明確な情報を得ることが必要です。そのために、不正確で空想的なアイデアを検証し、関連する聖書の言葉と比較したいのです。 

この説によると、主は天の雲に乗って万民の目の前に現れ、すべての目が同時に主を見て、主の再臨は天上の稲妻のようにすべてを照らし、万民が見ることができるとされているか

らである。- このようなことが全く起こらないのか、また、このような考えは、さまざまな伝道者たちによって伝えられたイエスご自身の発表と一致しているのだろうか。 

ご存知のように、地球は球形である。このため、球形の世界の住人が地球上で同時に天体現象を見ることはできないので、この一般的に考えられているその出来事だけでは、物理的

に不可能である。 
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この預言の言葉を、象徴的なイメージから現代の言語に翻訳し、それによって表現されるべき霊的な意味を把握することによって、この出来事のより信頼できる姿が聖書のさまざま

な文献から認識できるようにならないかを、まず検証してみよう。 

再臨の時期について、主は、その出来事が起こる前の日と時間は、父のほかには誰も知らないと言っておられますが（マタイ24, 36 + 

42）、主は、偽キリストや偽預言者、戦争、疫病、高価な時、地震、不親切と苦難の増加、空の恐怖と大きなしるし、洪水と激しい嵐、全世界への福音宣教などの様々な前触れを示され

ました。- これらのサインはすべて成就されましたが、信者はまだ約束の成就を待っているのです。 

主は、あるたとえ話で、ご自分の再臨の時期と方法をさらに正確に示されました。夜中に泥棒が忍び込むようなものだ」と例えた上で、次のように付け加えた。.「人の子は、あなた

がたの考えない時に来るからです」（マタイ24:44）。第一に、主の再臨は天上の超自然的な光景としてではなく、世界とキリスト教全体が気づかないうちにひそかに行われることであ

る。そして第二に、主が来られる時期も予想と異なるということです。 

主はヨハネへの黙示録で再びこのたとえ話を取り上げ、ご自分の再臨を正しく認識するためにこのたとえ話の重要性を強調されています。祝福された者、それは監視し、その衣を整

えておく者である。.."（啓示16:15）。 

賢者と悪者のしもべの第二のたとえでは、人々が主の再臨を期待する時期が早すぎるのか遅すぎるのか、そのヒントさえ与えられている。イエスはこの譬えで次のように言っていま

す。."しかし、もし悪いしもべが心の中で、私の主人は長い間来ないと言ったなら、そのしもべの主人は、彼が考えない日、考えない時に来るであろう。.."(数学24、48＋50)です

。このことは、主が一般に考えられているよりも早く来られることを明確に示しています。  

沈黙のうちに行われるこの主の再臨は、どのような形で行われるべきなのだろうか。- 

マタイには、「稲妻が日の出から（東）出て、（西）さめるまで光るように、人の子の来臨もまたそうである」（マタイ27、27）とある。- 

東から西へ光る稲妻はほとんどなく、天から地へ降り注ぐものだから、意味が違うはずだ。- 

稲妻は空に輝く光現象であり、光という言葉は霊的知識の象徴として神の言葉の中でしばしば用いられているので、この「稲妻」を霊的天から発せられたキリストの啓示的教えと解釈する

のは当然である。 

なぜ、東洋で始まり、西洋で完結するのか。- 

このイメージは、イスラエルの人々、すなわち東洋で始まり、西洋、西半球のある国で包括的な結論を得るべきものであり、現在もそれを見出している、人類に対する主の教えのすべてを

象徴していると主はその新しい御言葉で語っておられます。(メキシコでの霊的啓示）-

稲妻の象徴は、彼にとって2つの啓示の間に横たわる時間は、空に走る稲妻のように過ぎ去るほんの一瞬に過ぎないという意味もある。- 

私たち人間にとって2000年近くは長い時間ですが、神にとっては永遠の一瞬にすぎません。 

マタイによる福音書の次の箇所は、「太陽と月」が光を失い、「星」が天から落ち、「人の子のしるし」が空に現れ、その後、キリストご自身が大きな力と栄光をもって「天の雲に

乗って」現れると書いてあるので、言葉による啓示というこの解釈と矛盾するように思われるのである。 

一般に言われるように、逆さカンマを物質的な意味で理解するならば、地球は闇に包まれ、夜空には星々が乱舞し、あるいは流星が地上に降り注ぎ、その混乱の中で空に一つのサイ

ンが見え、そして夜雲の間に主ご自身が現れ、恐怖の民に裁きを下すことになるだろう。しかし、キリストの再臨に関する聖書の言葉を、霊的なプロセスに対する寓意的なイメージとして

理解するならば-そうでなければならないのだが-、全く異なる洞察を伝えているのである。 

ここでは、「クラウド」という象徴的な言葉を読み解くことにとどめよう。聖書の中に何度か出てくるが、ほとんどは自然な意味での意味ではない。イスラエルの子供たちが荒野を

通るとき、「主は昼、雲の柱で彼らの前を行き......」とあった。「また、シナイ山で十戒を授けたときの「雲」は、神の民に対する霊的な存在を意味する。ダニエルの幻の中で、「私は

夜、この幻を見た。見よ、『天の雲に乗った』者が来た」  

人の子として古代の人の前に連れて行かれた、とある。その力は永遠で消えることがなく、その国には終わりがない」（ダン7・13＋14）。ここでは、マタイによる福音書のキリスト

の再臨の記述と同じ表現がキリストの霊的な出現に用いられています。しかし、これらが物質的な雲であって、キリストの霊的な出現の象徴的表現ではないと主張する人はいないでしょう

。 

ルカによる福音書では、「天の雲」ではなく「雲」について語られており、「天」という言葉が完全に欠落していることが重要である。「それから彼らは、人の子が大きな力と栄光

をもって『雲に乗って』来るのを見る」（ルカ21、27）のである。この表現は、地上の空の雲のことではなく、霊的な形の啓示が表現されること、主が物質的-

視覚的に現れるのではないことを明確に示している。 

また、聖書の一節には、人々が「人の子」を見ることが語られている。多くのクリスチャンはこれを文字通りに理解し、天から降ってくるイエスを物質的な目で見ることができると

信じている。- 私たちの物質的な目で見ることのできるイエスの肉体的な姿は、人類のイエスへの信仰を目覚めさせたり、強めたりするのだろうか。- 

そんなことはありません。もし、キリストが肉眼で見える天から降りてきたとしても、それを見ることができるのは、人類のごく一部だけである。残りの人類、実質的には全体がこの現象

を目撃することはなかっただろうから、キリストの再臨を確信させるような効果は全く生じなかったはずだ。だから、数少ない目撃者を信じるか、御言葉を信じるかでまた違ってくる。つ

まり、約2000年前と同じ状況だったのだろう。 

当時、キリストはすでに人々の間に目に見える形で生きており、その教えはごく一部の人を除いては信じられていなかった。なぜなら、現代の人々は、より豊かな生活を求める闘争

や、日々の食料調達という重い問題、権力闘争や陰謀、戦争などで、あまりにも忙しすぎるからです。- 

それでも人々は彼を見るだろう。霊的な顔を持つ者は、弟子たちがタボル山での変容の際に見たようなイエスを見ることができます。神の存在を証明するためではなく、彼らの信仰と霊的

な準備に対する報いとしてです。- 他の人々は、新しい啓示を受けたキリストの存在を心の奥底で感じることでしょう。彼らの霊は、彼らに御言葉の真理を証ししています。- 

そしてまた、他の大多数の人々は、来るべき重い訪問が彼らに降りかかるとき、その全身を震わせるだろう。その時、彼らの良心は、これがキリストの約束された正義の再来であることを

明らかにする。この経験は、彼らの肉眼で「人の子」を見た場合よりも、はるかに永続的なものになる。  
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ルカ福音書では、イエスの再臨の約束の後に、「しかし、これらのことが実現し始めると、あなたがたは顔を上げ、頭を上げてください。それが起こり始めるとき」という表現は、

それが突然の「世界の終わり」の出来事ではなく、より長く続くプロセスであることを示し、人々はそれを見守る必要があります。人の子が来たとき、地上に信仰を見出すと思いますか？(

ルカ18, 8）質問の性質は否定を表し、主の再臨は真理、主の救いの教義を宣べ伝えることでもあり、人々は再び自由意志に基づいて受け入れるか拒否するかの可能性を持ち、彼ら-

少なくとも教会、科学、国家の大勢とその代表者に関しては-当初、イエスの時代と同様に不信心で拒否的に振る舞うであろうことを示唆しているのである。 

地上における神の国の出現を象徴する「からし種のたとえ」（ルカ13、18）において、主は特に、種の小ささ、すなわち、最初は世界における御言葉の効果の小ささを指摘され

、それが「園に」投げ込まれ、すなわち、天から地に降ろされ、すべての鳥、すなわち人間に隠れ家と陰を与える大きな「木」となり、地上における神の国の基礎となることを指摘されま

す。このように、御言葉が徐々に成長し、人間の意識に浸透していくという感覚は、次の澱の譬えにも見出すことができる。 

ここで、イエスの愛弟子であった使徒ヨハネが、このテーマについてどのようなことを述べているのかを調べてみる必要がある。彼は、福音書の記述にあるように、師の教えを最も

深く、最も霊的に把握し、伝承している。主は弟子たちへの別れの講話で、「もし私を愛するなら、私の戒めを守りなさい」と言われます。そして、父に祈ると、あなたがたにもうひとり

の慰め主を与えて、あなたがたのそばにいつまでもいてくださるであろう。しかし、あなたがたは彼を知っている。なぜなら、彼はあなたがたのうちにとどまり、あなたがたのうちにいる

からである。 

しかし、父がわたしの名によってお遣わしになる慰め主、聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、わたしがあなたがたに言ったことをすべて思い起こさせてくださる」（ヨハネ

14：26）のである。ここで、この慰め主あるいは真理の霊とは、キリストの「名によって」地上の信者に遣わされ、すべてのことを教え、イエスのすべての教えを思い起こさせる神の

聖霊であることを知ることができる。 

イエスは再び愛の戒めを弟子たちの心に置き、来るべき迫害に備えた後、この迫害の後の約束として、「しかし、わたしが父からあなたがたに遣わす慰め主が来ると、父から出る真

理の霊が、わたしについて証ししてくれる」と慰めの保証を与えています。あなたがたは、初めからわたしといっしょにいたのだから、あなたがたもまた、あかしをすることになる」（ヨ

ハネ15:26-

27）。"しかし、あなたに真実を告げます、私が（父のもとに）行くのは良いことです。もし私が行かなければ、慰め主はあなたがたのところに来ないでしょう。従って、慰め主が真理

の霊として来られるための前提条件は、イエスが父のもとに戻られることである。つまり、この真理の霊は、神の「ことば」であるキリストご自身から発し、キリストと一体となって、父

の御座から地上の信者に遣わされるのである。なぜなら、彼は人間として神の偉大な真実の証人でもあったからです。だから彼はピラトの前で次のように告白したのです。私は、真理の証

人となるために生まれ、この世に生を受けました。真理に属する者は、私の声を聞く」（ヨハネ18,37）。 

"まだ言いたいことは山ほどあるが、今は耐えられない 

"と。しかし、真理の御霊である彼が来れば、あなた方をすべての真理に導いてくれるでしょう。彼は自分のことを話すのではなく、聞いたことを話し、これから起こることをあなたがた

に告げ知らせるからです。私のものから取って、あなたがたに告げ知らせるからである。父の持っているものはすべて私のものです。だから私は言ったのだ、彼は私のものを取って、あな

たがたにそれを告げ知らせるであろう」（ヨハネ16:12-15）。 

主は前述の言葉で、弟子たちが、啓示の担い手である父が伝えるべき真理のすべてに、まだ耐えられないという事実に注意を向けさせました。そこで、もう一度、真理の霊としての

啓示の御言葉が来て、すべての真理を紹介してくれることを紹介しているのです。彼は、地上と同じように、父なる神と一体となって、父なる神から神聖な真理と知恵として受け取るもの

、それにもかかわらず、異物ではなく、ただ伝えられるだけで、彼自身の霊から出るものだけを「言葉」として宣べ伝えるのである。そうすることで、人の子イエスとしての彼の人生と教

えを「変容」させ、それによって光と透明性をもたらすのです。この慰めと真実の霊は、唯一の神聖な霊自身の言葉であり、それゆえ彼は「聖霊」でもあるのですから。 

このように、新約聖書には、イエスの帰天後に父が子らに遣わす「もうひとりの慰め主」、「聖霊」、「真理の霊」についての言及と説明が豊富にあります。聖書には、弟子たちに

聖霊が注がれたときにもこのようなことが起こったと記されている。さて、信者の間では、これで約束は完全に果たされ、完成したと見なす意見がよく聞かれる。しかし、この考え方は正

しいのでしょうか？- 

イエスの言葉、特にその約束は、すべて現在や直近の未来だけを指しているのではなく、その霊的意味は、後の時代にとっても現在の重要性を持っていることを意識しなければならない。

イエスの弟子たち、彼らの同僚や仲間たち、そして後に選ばれた数人の者たちへの聖霊の注ぎは、その大きな意義にもかかわらず、これから起こることの控えめな始まり、いわば前祝いに

過ぎなかった。いわゆるペンテコステでは、小さな輪が覆われただけだったが、預言者ヨエルがすでに預言していたように、完全な成就はイスラエルの民全体を覆うに違いない。「この後

、わたしはすべての肉体に霊を注ぎ、あなたの息子と娘は夢を見、あなたの若者は幻を見るであろう」。(ヨエル3:1）-

当時は未来だったものが、1866年から現在に至っているのです。真理の精神は今、私たちの中にあります。しかし、この真理の御霊を自分の中に受けたにもかかわらず、すでに内面的

に聖霊の力によって完全に機能する準備ができている人、できる人は、どれほど少ないことでしょう。これらのことは、"ことわざ"（比喩的な言葉）によって、あなたがたに話したのであ

る。しかし、わたしがもはや『ことわざ』によってあなたがたに語るのではなく、自由にわたしの父のことをあなたがたに宣べ伝える時が来るのです」（ヨハネ16：25）。このように

、主の言葉は、地上の物質的なものやプロセスを霊的な性質のものに対応させる象徴や霊的な対応に満ちた絵言葉であることが確認されるのである。しかし、やがて、慰めと真理と聖さの

御霊としての御帰還のときが来ます。そのとき、御父は、当時より発達した言語と概念の世界で、御自分の父をまぎれもなく宣言し、絵ことばの真の意味についての心の戸惑いを一挙に終

わらせるでしょう。霊的に前進するすべての啓示に欺瞞を見出す恐るべきクリスチャンと、霊的な停滞を邪魔されたくない名ばかりのクリスチャンは、偽キリストに対するイエスの警告を

指摘し、人々がこの新しい神の言葉を受け入れるのを阻止しようとする。しかし、偽キリストや偽預言者が過去にも現在にも数多く存在する時代にこそ、「本物の」キリストが新しい御言

葉とともに約束されていることを認識すべきです。新しいもの、自分の考えや関心に合わないものを、吟味せず、偏見を持って拒否することは、必然的に再臨されるキリストを拒否するこ

とにつながるのですだから、「すべてのものをテストし、良いものは残せ」という厳しい戒めがあるのです。 

この研究の結論として、キリストが使徒ヨハネに霊的に啓示された手紙を思い出してみよう。この手紙は、その表現によれば、小アジアのキリスト教会に宛てられたものだが、その

真の意味は、7つの連続した発展期のキリスト教会に対する勧告である。最後の時代はラオディキアの会衆に象徴され、そこにはカルトに凍りついた現在のキリスト教型の教会組織を認め

ることができる。主は彼女に言われる、「私はあなたの業を知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない。ああ、あなたが冷たかったのか、暖かかったのかしかし、あなたはぬるく、冷

たくも熱くもないから、わたしは口から吐き出す」（黙示録3:15+16）-
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今日のキリスト教の名前と習慣の特徴として、なんとふさわしいことでしょう。"あなたは言う、私は豊かで、満ち足りた、何も必要としない。" 

"あなたは哀れで、みじめで、貧しく、盲目で、裸であることを知らない。汝に告ぐ、我より火を以て精錬せし金、汝が富める如く、汝が裸の恥を晒さぬ如く、衣を纏う如く、汝の目に膏

薬を注ぎ、汝が見る如く".(啓示3:17,18) - 

クリスチャンは、自分はすべてを持っていて、これ以上キリストの啓示を受ける必要がないと思っているのです。しかし、主の目には、彼らは霊的に惨めで、みじめで、盲目で、裸である

。だから、主は彼らに、純粋な神の救いの真理の黄金と白い衣を主から得るよう勧めているのである。 

また、真理の見えない目を膏薬でこすってあげるとよいでしょう。- 

私は愛する者を罰し、懲らしめる。だから、勉めて悔い改めよ」（黙示録3:19）。厳しい叱責を受けながらも、主はご自分の子供たちを拒まれることはありません。特に、人類に訪れた

大きな試練や訪問は、私たちを悔い改めと再生に導くためのものであり、主は彼らを愛しておられます。 

「見よ、わたしは扉の前に立ち、たたく。私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は入ってその人と一緒に夕食をとり、その人も私と一緒に夕食をとる。(啓示3,20) - 

主は扉を開くこともなく、子らを強制することもないのです。しかし、あらためて聞こえる主の声に耳を傾け、心の扉を開く者は、主と霊から霊へと最も近いつながりを経験する。 

私たちは、批判的な疑いを持つ人々-しかし善意の人々-

に、キリストの再臨を理解してもらうよう努めました。前述したように、主は華々しい天変地異の最中に戻ってこられるのでもなく、物理的に見える形で戻ってこられるのでもないことを

指摘した。私たちはまた、主が夜中の泥棒のように、霊的な手段で不意に、そして静かに来られるので、大群衆は主の再臨に気づかないということに気づきました。だから、この重要な時

間を無駄にしないように、よく見て、祈りなさい」と言われたのです。信仰と愛と希望の象徴であるランプの油を枯らし、真夜中の霊的な暗闇の中で花婿を迎えることができず、結婚式に

出遅れた5人の愚かな処女のようであってはならないのです。 

II.三度と七つの封印 
霊的な創造の後、神の子供たちの大部分は、自由意志を乱用して不従順になり、創造主から遠ざかってしまった。それによって、彼らは自らを神から永遠に遠ざかること、すなわち

死の宣告をしたのである。しかし、神は計り知れない愛によって、子供たちが霊的な故郷に帰ることを可能にされたのです。しかし、その道のりはとても長く、困難で、辛いものでした。

だから、彼らを放っておかず、失われた精神の楽園を一歩一歩取り戻していくための力強い教えを明らかにされたのである。教学計画は3つの大きな時代に分けられ、さらにヨハネの黙示

録にある「生命の書」の7つの封印に対応する7つの発展段階に分けられた。 

の3回です。 
初めてです。 

第一紀の初め、神はまだ選ばれた者たちを通して、神の子供たちと霊的なコミュニケーションをとることができた。彼らは、主の霊的な声を聞いて、自分たちを導いてくれたのです

。しかし、子供たちが物質主義に走った結果、このつながりが失われたとき、神は仲介者を探した。主は、ご自分を民に伝えることができる人物を備えられたのです。モーセは、主が選ば

れた道具として、まずイスラエルの民に、そして後に全世界に生きる指針を示す十戒を告げました。モーセは、十戒と詳細な指示によって、神が創造主、唯一の神として、容赦ない正義の

もとにご自分を子供たちに明らかにした「最初の時」を象徴しています（三位一体の父なる神）。 

  

2回目 

時が満ちると、神はそのひとり子を遣わされた。神の霊はイエスにおいて人となり、人の間に住まわれた。その教えの中で、神の愛を明らかにし、その生涯と犠牲の死によって、人

類に完全な模範を示した。したがって、彼は愛によって第一時代の十戒を成就し、その最高の表現は、人類のために自らを犠牲にした十字架の上に見出した神の主であったのである。イエ

スは第二の時代（三位一体の神子）を象徴しています。 

3回目 

イエスが地上にいる間にすべてを明らかにすることができなかったのは、人類がまだその準備ができていなかったからです。しかし、父は慰め主である聖霊を遣わすと告げた。この

「第三の時」は、エリヤによってもたらされた。エリヤの霊は、神によって定められた道具を啓発したのである。彼はロケ・ロハスという素朴な男で、洗礼者ヨハネのように、神の聖霊、

真理の霊が人の間に顕現するための先駆けであった。1866年、エリヤの霊はその言葉の仲介者を通してこう宣言した。"私はエリヤ、最初の時代の預言者、タボル山での変容の者であ

る。""あなた方は準備しなさい..."。霊的な視力の賜物を持っていた聴衆は、弟子たちがタボル山でのイエスの変容で経験したように、その時イエスとモーセとエリヤを見たのである。

これは三大時代の確認であり、エリヤは真理の霊が伝える三度目の時、すなわち、霊（三位一体の神聖霊）におけるキリストの再臨を象徴しているのである。 

神は啓示を完全な順序で行われます。愛の教えは、私たちがすでに神の義について十分な知識を持っていた後（一回目）、イエスを通して私たちに与えられました（二回目）。そし

て、愛の教えを果たした分だけ、真理と知恵の教えを受け取ることができるようになるのです（3回目）。 

七つの封印 
ヨハネの黙示録で知られる七つの封印のある「生命の書」には、神が予言した人類の歴史が記されている。大きく7つの章に分かれており、それぞれに特別なシールが貼られていま

す。これらの封印がキリストによって解かれたのは、「いのちの書」の各章に記された光、すなわち神の意志と教育計画が、人間世界に影響を及ぼし実現されるためであった。それによっ

て、人類のそれぞれの精神的発展段階における主要な教えが、この時代と後のすべての時代の指導者、模範として、神に選ばれた一人の人物によって象徴的な出来事として示されるのであ

る。- 第三紀以降、「生命の書」は第六の封印で開かれるようになった。 
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第一の封印：生け贄 
主はその新しい御言葉の中で、「この世におけるこれらの精神的発達の最初の段階は、神に贖罪の犠牲を捧げた父の最初の僕アベルに象徴されている」と語っておられます。彼は犠

牲の象徴なのです。嫉妬が彼に向かったのです。(U. 161, 54) 

創世記4章から、カインとアベルは神に焼燔の捧げ物をしたことがわかる。アベルのものは、無垢で純粋な心で与えられたものなので、神は慈しみ深く見ておられました。しかし、

カインのそれは、カインが純粋な心を持っていなかったので、神が拒絶されたのである。これにカインは大いに怒り、嫉妬と憎悪の念から弟のアベルを殺した。しかし、この聖書の物語の

深い意味は、アベルが物質的な焼燔奉納とは別に、地上の人間の情念という霊的な犠牲を神に捧げたという事実にあるのだ。そのため、彼の心は無垢で純粋だったのです。このように、彼

の存在が浄化されることは、まさに生贄の象徴である。要約すると、第一の封印は、私たちが罪深い情念を犠牲にすること、霊が物質を支配すること、それによって天の父との霊的なつな

がりを獲得することを意味しているのです。 

第二の封印：信仰 
それを象徴するのが、ノアである。人々は第一の封印の教えに耳を傾けず、自由意志を乱用して、物質主義の邪悪な情熱に支配されることを許しました。 

創世記6章3節に、「主は言われた、人はもう私の霊によって罰せられることはない、彼らは肉である。私は彼らにまだ百二十年の歳月を与えよう。.しかし、主は、人の悪が地上に大きく

、その心のすべての思いと行いが、いつまでも悪であることをご覧になったので、．...彼は言った、「私は、私が創造した人間を地上から滅ぼす」 

....しかし、ノアは主の目に気に入られ......。.ノアは、その時代には神であり、罪のない人であり、神的な生き方をした。.." 

人々は神の警告を軽視し、自分たちのやり方を改めるために設けられた期限を信じなかった。ただ一人、ノアだけが信じていた。大洪水の後、新しい人類を再出発させるために、主

は彼を道具として選んだのだ。- 

当時としては異例中の異例であり、それゆえに人々から笑われるような神の命令をすべて実行するには、強い信仰心が必要だったのである。しかし、ノアは神を信頼し、命じられたとおり

に行動した。信仰は文字通りだけでなく、霊的にもノアの救いの箱舟であり、今日まで信仰はすべての信者の救いの力であった。また、信仰の偉大な英雄であるアブラハムが、まさに第二

の封印の時代に生きていたことも偶然ではないだろう。 

第三の封印：精神的な強さ 
それを象徴するのがヤコブである。神はヤコブに「強い」という意味の「イスラエル」という霊名を与えられた。ヤコブあるいはイスラエルは、その生涯において多くの逆境と危険

に遭遇し、神から試練を受けたが、自分の中にある霊的な強さによって克服することができた。彼は、神が私たちに与える試練に忍耐強く耐え、身を委ねることができるようになるために

、私たちが身につけなければならない精神的な強さの象徴となったのです。そのため、神は彼をイスラエル民族の始祖として選び、彼の12人の息子から12部族が生まれたのである。エ

ホバはまた、彼を通して偉大な霊的啓示を知らしめることができた。  

旧約聖書には、「天国の梯子」（創世記28章10節）という話がある。ヤコブが夢の中で、地上に立っている梯子が天まで伸びていて、神の使いがそれを昇降しているのを見たの

だ。梯子の頂上には主が立っていた。このように神は、精神の発達を象徴的なイメージで示されたのである。私たちの精神は、より成熟し、より純粋にならなければ、一歩一歩上昇してい

くことはできないのです。私たちの精神が梯子を登るのに必要な純粋さを獲得するのは、いわば最初の試みで、一人の人間生活の中で神と共にあるまで不可能であることを理解することが

できます。何度も挑戦し、何度も祈願し、その度に精神の成熟度合いに応じて数段ずつ高く登っていくのです。そうしないと、後から来る人たちの霊的成長を妨げることになるからです。- 

梯子を下りてくる神の天使は、主が下りてくる者を助けるために送り込んだ光の上級精霊である。ここにも、神が私たちを一人にして帰すのではなく、神の助けを提供することが表現され

ている。  

第三の封印の質を獲得する方法は、前の二つの教えを聞き入れることです。低次の情念を犠牲にし、揺るぎない信仰によってのみ、神は私たちの中に生きる霊の閃光を大きな力とす

ることができます。 

 

第四の封印 法 
それを象徴するのが、モーゼである。神は、イスラエルの民をエジプトの束縛から解放するために彼を選び、彼を通して十戒をはじめ、神の意志を人類に知らしめる多くの禁令を与

えた。十戒はすべての人間の法律の基礎となり、もし忠実に守られていたならば、人類は良い道、すなわち神への真の崇拝、正義、秩序、隣人への尊敬の道を歩んでいたことでしょう。し

かし、神の掟を守らないこと、すなわち人間が神の意思に背くことで、人類は奈落の底に突き落とされたのである。 

第五の封印：愛 
それは、イエスに代表される。神は私たちに対する愛から、彼において人となられたのです。彼の生涯は完全な模範であり、彼の教えは愛の一つの栄光であり、それは彼が私たちの

ために命を捧げたときに最高の成就を見たのである。私があなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい」（ヨハネ13：34）という言葉である。そして実際、この新

しい愛の戒めの中に、律法全体が含まれているのです。その最後の結果まで守ることで、この地上に神の霊的な王国がもたらされるのです。愛が霊的な王国の前提であり基礎であるため、

来世ではすでにそうなっているのです。 

  

第六の封印：知恵 
第六の封印は、第三の時代の前奏曲と準備段階として、旧約聖書の預言者であり偉大な戦士であったエリヤが、使命を果たした後「火の車」に乗って天に昇って行ったことに象徴さ

れている（第二列王記2：11）。この比喩表現によって、エリヤの霊が光に満ちた神の戦士であることが示される。このケルビック 
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イエスの証言によれば、聖霊はバプテスマのヨハネの中にも受肉し（マタイ11, 7-

14）、イエスがその教えを彼らの中に置けるように、彼らの心を準備させたのです。彼はまた、現代における主の霊的帰還の道を開き、強力な天使の王子として、すべての霊と世界に、

開かれた第六の封印、あるいは生命の書の章から流れ出る聖霊の光、神の知恵を授けます。その教えと啓示は1950年まで主自身が選んだ道具を通して知らされてきました。しかし、第

六の封印の時はそれで終わらない。第六の封印の光は、人類が再臨のキリストの啓示を認識し、自らを霊化するまでは、人類を照らし続ける。同時に起こる訪問は、霊たちが神の真理と知

恵を受け取ることができるように、この開発をサポートします。こうして、人類は第七の封印に備えることになる。 

第七の封印：完成 
第七の封印によって、ちょうど七日目に-比喩的に言えば-

創造が完了したように、贖罪の業が完成するのです。御霊は長く悲しい道を旅して、再び御霊から御霊へと御父と最も親密な交わりをされています。不従順な息子は、自分自身と世界に打

ち勝ち、父の家に帰ります。- 

第七の封印の象徴は、霊の発展と浄化のこの困難な道の最終的な到達点となる天の父ご自身です。第七の封印はまだ開かれていない。おそらく、霊的に成熟しているおかげで、一人か二人

の霊はすでに第七の封印がもたらすものの小さな予兆を与えられているのでしょう。しかし、イスラエル全体と人類にとっては、世代が移り変わり、試練の歳月が流れ、多くの涙が心を清

め、すべての人にとって最大の時、すなわち父と常に交わる時が来るのである。 

  

III.イスラエルの人々  
  

教えの中で、主はしばしば「イスラエルの民」、「私の民」、あるいは単に「民」と語っておられます。これは決して、集会が行われたメキシコの国民を指しているのではない。イ

スラエル国のことでしょうか。- 

いいえ。間違いを避けるために、ここでは「イスラエル」という名前の由来と、啓示の中で「イスラエルの人々」が誰に向けられているかについて、簡単に説明しています。 

旧約聖書の中に、人生の苦境に立たされたヤコブが夜中、夜明けまで「人」と格闘した話があるのは、聖書の専門家ならご存知だろう。"男 

"は彼を圧倒することができず、ついに言った。「あなたはもはやヤコブとは呼ばず、イスラエルと呼ぶべきだ。あなたは神と人とで争い、屈服したのだから」。そして神はヤコブに約束

を新たにされた。「あなたの子孫は地の塵のようになり、あなたは夕方、朝、北、南に向かって広く行き渡り、あなたとあなたの子孫によって、地のすべての種族は祝福される」--

イスラエルは霊名で、「強い」を意味する。それは、国全体を包む精神的な共同体、数多く存在する強いイスラエルとなることであった。そして、神が民に約束の地を与えたのは、そこで

平和に暮らし、神との霊的なつながりを深めることができるようにするためであった。しかし、神と交わした契約により、唯一の神の真の礼拝とその教えの真理を地上のすべての民に宣べ

伝えること、すなわち祭司の民となることが条件として付されたのである。 

旧約聖書には、数世紀にわたるイスラエルの民の発展が生き生きと描かれている。一方は、神との霊的な接触を保ち、その中から民衆の賢明な指導者や偉大な預言者が現れたので、

霊的イスラエルと呼びたい小さなグループであった。一方、大多数の人々は、偉大な知恵、忍耐力、意欲といった神の恵みを、もっぱら権力と富を得るために利用したため、物質主義的イ

スラエルと呼ぶことにする。このように神との契約に従わないイスラエル人は、しばしば自ら招いた厳しい試練にさらされた。その富と権力と誇りは、近隣の国々に対抗して戦争を挑んだ

に等しい。艱難辛苦の中で、人々は神に叫び続けたが、悔い改めは自由を取り戻し、富を得るまでしか続かなかった。 

数々の試練の中、少数派の霊的イスラエルは、人知れず、しかしメシアへの信仰と希望に満ちて生きていた。だからこそ、イエスという形で彼らの中に人となり、再び民衆の注意を

喚起し、民族間の霊的な使命に備えさせることができたのである。霊的なイスラエルは彼に従い、彼の言葉を喜んで聞いていました。多数派である唯物論的なイスラエルはほとんど見向き

もせず、公式な教会も断固として彼を拒絶した。彼らは、ローマ帝国の支配を打ち破り、地上に栄光と無敵のイスラエルを興す強者、強大な戦士を期待していた。しかし、メシアは謙虚で

、"私の王国はこの世のものではない "と公言したのです。そのため、彼らは彼を扇動者、冒涜者として断罪し、十字架につけさせた。- 

こうして、霊的なイスラエルと物質的なイスラエルが目に見える形で分離するという、非常に大きな意義のある出来事が起こった。  

霊的イスラエルは使徒の周りに集まり、小さな群衆の中で知識はすぐに成熟し、使徒ペテロはそれを言葉にした。"今私は、神は人を見ず、あらゆる人の中で、神を畏れ、正しいこと

をする者は神に喜ばれることを真実に学びました。"。- 

ですから、ユダヤ人だけが霊的イスラエルに属するのではなく、あらゆる宗教や国から、キリストの言葉を信じて行動する人々が、霊的共同体であるため、国に縛られることがないのです

。 

物質主義のイスラエルは、ローマ帝国の支配を振り切るために狂信的な努力をしたが、武力的に大敗し、紀元70年のエルサレム破壊後、国家として消滅し、ユダヤ人は世界中に散

らばることになった。神の掟に背き、メシアを拒絶した物質主義のイスラエルに、恐ろしい審判が下されたのである。エルサレムの壮大な神殿を見て、イエスの予言はいやおうなく成就し

た。「あなたがたに言うが、ここには砕けない石が一つも残っていないであろう」。また、「エルサレム、エルサレム、預言者を殺し、あなたがたに遣わされた者を石で打ち据える者たち

よ。鶏がひなをその翼の下に集めるように、わたしは何度あなたがたの子らを集めたいと願ったことか。見よ、あなたの家は荒れ果てたまま放置されるであろう。"- 

その後、何世紀にもわたって、彼らはどこでも歓迎されない少数派であり、抑圧、屈辱、苦難を味わわなければならなかった。 

しかし、あの恐ろしい出来事から約2000年後の今、霊的なイスラエルと物質的なイスラエルとの間に目に見える分裂が起こり、想像を絶する重大な変化が再び起こりつつあるの

です。霊的なイスラエルは、地上の人々の間でかろうじて注目される少数派であり、影響力の弱い集団であったが、目覚めさせられ、集められつつあるのである。霊的な帰還を果たしたキ

リストは、「霊に従うイスラエル」に語りかける。主は今、すべての「散らされたイスラエルの部族」を統合し、御霊を備えさせ、人類の救済と霊化を達成するまで戦場に送り出すのであ

る。そのための指示は、12巻の「真の生命の書」に収められたキリストの新しい啓示である。 
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一方、物質主義的なイスラエルがあります。その巡礼の旅は、新たな遺産としてその王国を提供した方をその胸から追い出して以来、長く悲しいものとなっています。しかし、最も

厳しい弾圧の時代は終わり、豊かになり、金で大きな影響力を行使するようになった。強靭で誇り高くなり、国粋主義的な枝葉が国家として再び落ち着き、古い宗教的伝統が目覚めたのだ

。エホバとモーセの掟を守っていると信じているが、実際はまだ金の子牛を拝んでいる。精神的な使命を理解し、遂行するには程遠い状態です。これは、ユダヤ人やイスラエル人を一方的

に非難しているのではなく、地球上のすべての国（おそらく少数派を除く）が実体化し、「金の子牛のまわりで踊っている」のである。- 

この説明の中で物質的イスラエルが特に言及されているのは、この論考が霊的イスラエルと物質的イスラエルを扱い、後者が地上の国々の中で祭司の民となるという神の定めた任務をまだ

果たしていないことを述べているからである。私たちは思わず、「次はどうなるんだろう？- 

神はイスラエルの民に偉大な約束をされ、決してそれを破らないということを忘れてはならない。しかし、その際、ヤコブの後の名前であるイスラエルがすでに霊的な名前であるように、

神がヤコブにしたその子孫に関する祝福の約束は、霊に関するものであることも意識しておかなければならない。この約束が事柄、すなわち部族やイスラエルの現在の状態に言及している

と考えるのは間違いである。もしそうなら、神の預言者やメッセンジャーは、やはりその中に生じるはずだ。- 

しかし、今はまだ物質的なイスラエルが霊的なイスラエルと一つになり、両者が再び一致団結して、一つのイスラエルの民となる時が来るのである。しかし、いつになったらそうなるので

しょうか。- 物質主義のイスラエルが、金と権力と誇りを捨て、主の新しい啓示を認め-それはおそらく、もう一度最も厳しい訪れを受けた後でなければできないでしょう-

、痛みの涙をもって叫ぶとき、イエスはメシアであり、キリストはまた私たちにとって「道、真理、命」であるのです。  
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インストラクション1 
1 太古の昔、父である私は、人間に善を行うよう命じた。しかし、人々は神の戒めから離れ、偶像崇拝に陥り、私に対して忌まわしい行いをした。強者が勝ち、弱者が敗れ、男
は女を奴隷にした。そのため、シナイ山でモーセに律法の十戒を授ける必要が生じた。この律法には、イスラエルの民を支配するための戒めが書かれていた。彼らと一緒に、彼は言わ
れることになった。殺す者は、自らも同じ刑に処する。盗みをする者は、その兄弟に償わなければならない。悪を行う者は、目には目を、歯には歯を支払わなければならない。 

2 第二の時代が近づき、私はイエスとしてあなた方の間に住むようになり、わがみことばであなた方にこう告げたのです。敵を赦せ"そして、あなた方がいる「第三の時」に、
私はあなた方に言いたいのです。もし、人間の正義によって迫害されているあなたの父親を殺した犯人が、あなた方のドアを叩いて助けを求めてきたら、あなた方はどうしますか？- 
守ってあげてください。互いに愛し合い、死んでいる霊を恵みの生命によみがえらせなさい、そうすればすべての霊は癒されるのです。 

3 今日、私はあなた方の霊に語りかけ、あなた方の歴史、予言、啓示、正義の書である七つの封印の内容を明らかにするために来たのです。 
4 私は、あなた方が今、第六の封印に属する時代に生きていることを伝えるために来たのです。 
5 1866年、この光の時代の幕開けである。私はエリヤを送り、神秘のベールを取り除き、人類の間に聖霊として私の顕現の時を発足させた。エリヤは、私に選ばれた人を前
触れとして啓発した。ロケ・ロハスという名のその選ばれた者は、霊から霊へと預言者の声を聞き、私の名において、人類の運命を照らす神の啓示が用意されているから、彼の兄弟*
を呼び出して集めるように命じたのです。ロケ・ロハスは、子羊のように優しく謙虚で、霊的な声に従い、"私のために主の御心が成されますように "と答えたのです。  
別紙の注1をご参照ください。 

6 ロケ・ロハスは信仰と善意に満ちた男女を集め、そこで最初の集会の懐で、エリアスは使者の心を通して自分自身を現わした。"私はタボル山での変容の預言者エリアスであ
る 
"と言った。彼は最初の弟子たちに最初の教えを授けると同時に、彼らに霊化の時代を告げ、まもなく神の師の光線が彼の民に彼自身を伝えるためにやってくると予言したのです。 

7 ある日、ロケ・ロハスの謙虚な集会所がこの男の言葉を信じる信者でいっぱいになったとき、エリヤが降りてきて彼の口添えの者の心を啓発し、私に触発されて、この信者の
うちの七人に油を注ぎ、彼らは七つの封印を象徴することになったのである。 

8 その心とは、忍耐と準備の報酬として、神の光線を最初に受けた処女、ダミアナ・オビエドの心でした。 
9 Damiana Oviedoは、第六の封印の代表を務めました。これは、第六の封印の光がこの時代を照らすものであることを、もう一つ証明するものであった。 

10 第二の時代、私は女性の子宮、母のような子宮を見つけ、現代ではダミアナ・オビエドの純粋で貞淑な心の中で休息しています。彼女の処女の胎は、イスラエルの民にとって
母のようなものであり、私は彼女の仲介によって、指導者たち*、「声を伝える者」、「働く者」**を準備した。愛の泉として立ち上がり、心に信仰の灯をともしたあなた、もう休
んでください」と、老いの入り口に立たせた。 
* 地域社会の長 

** イエスの「ぶどう園の労働者」のたとえ話に基づく。 
11 彼女は、私の律法を熱心に見守っていて、それを汚されたくないので、霊で来て仕事をすることを許してほしいと私に頼んだので、私はこれを許可した。 
12 ダミアーナ、濁った水が澄んだ水と混じるのは、わたしの意志ではないのです。指導者たちの右腕となって、信仰の松明を日々成長させるようにしましょう。あなたのいる場
所から、この人たちを喜ばせ、リフレッシュさせてください。見よ、あなたを愛し、わたしを認めた多くの人々を。彼らは、あなたが残した軌道をたどっていくのです。見よ、この松
明はまだ燃えている。師は言った、「愛を蒔く者は愛を刈り取り、光を蒔く者は光を刈り取る」と。あなたは、声を伝える者*の心を整え、わが選ばれし者の道を清めるために奮闘し
た。見よ、これがあなたの種だ。 
媒介体として 

13 ダミアナは、マリアの代理として第三紀にやってきて、あなたがたに優しさと愛撫を与える純粋な処女なのです。この導きに従う処女は幸いである、私は彼らにわが恩寵を浴
びせよう。そして、私の子供であるあなた方全員を、私の弟子に変えることが、私の神聖な望みである。 

14 謙虚さと親切心で大地の強者となれるよう、着実に歩を進めてください。 
15 この時代の物質主義的な人々も、私を呼んでいる。私の声は彼らの中で霊的に共鳴し、主は豊かな平安を与えました。しかし、私が彼らと共にいるにもかかわらず、彼らは私
を受け入れようとせず、別の種類の種をまこうとしました。 

16 今この瞬間、私はあなたを受け取り、あなたがとても待ち望んでいた私の存在と私の光をあなたに与えます。真理の道から外れた兄弟を責めてはいけない。明日、自分も別の
道に迷い込むかもしれないのだから。私はあなた方が道を踏み外さないようにし、乳と蜜を与える。 

17 今日、私はあなた方にもう一度私の言葉を伝え、過去の教えを思い起こすために来たのだ。しかし、私は、第二時代にイエスが地上のパンとぶどう酒で象徴された形の聖餐式
を思い出させるために来たのではありません。あなたがたが、わがことばの代用として物質的なパンを差し出されたのは、もう過去のことです。今日、私の言葉はパンであり、その神
聖な意味は、私があらゆる瞬間に霊的にあなた方に提供する聖なるぶどう酒である。 

18 近づけよ、近づけよ、これがわが意志だ。瓦礫を食らう者に真理を授けよ。不信心者を私のもとに連れてきて、不和と不統一を消滅させ、永遠の命のパンがすべてのわが子た
ちに届くようにしなさい、あなたがたが倒れようとしていたとき、わが愛が救い出したのだから。嵐の中の命綱のように、慈悲に満ちたわが霊があなたを救うのです。 

19 あなたが試練の時に見捨てられたと思った時はいつでも、私の存在を感じさせて、あなたの信仰を強めたのです。 
20 そのとき、あなたの唇は沈黙し、すでに私を非難する準備ができていた。「主よ、私があなたの選ばれた者であると言われるのに、なぜ私の兄弟に私を傷つけさせるのですか
」。 

21 幼な子たちよ、私が言ったにもかかわらず、まだ私の弟子となることを決心していない者たちよ。苦難に遭い、試練に強い自分を示し、兄弟を許し、わが名を祝福する者は幸
いである。 

22 すべての善い行いは、地上で受け取るのではなく、来世で報われるのです。しかし、自分の精神生活のために何もしない者は、その中に入ったときに功徳がなく、そのときの
後悔が大きいことを知らずに、この地上での至福を味わいたいと思う人がどれほどいるだろうか。 
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23 私の教えは少しずつ人々に人生の本質や意味を理解させ、この短い地上のコースは霊の利益のために使われるのです。しかし、そのためには、互いに赦し合い、人々の間に光
と平和が生まれるようにすることが必要である。 

24 しかし、私の弟子であるあなた方でさえ、この時代にこれらの美徳の模範を示さないとしたら、人類はいったい誰に希望を抱くことができるのでしょう。 
25 あなたのために血と命を捧げ、群衆が自分を裁き、非難し、殺しても愛し、赦した方が、このように言っていることを意識してください。 
26 しかし、命であり、愛である真理は不滅である。見よ、人の心を通してわが霊が顕現することによって、ここにあなた方の間に新たに出現した。今回の私の御言葉は、その教
えを繰り返しています。"師が弟子を愛するように、互いに愛し合いなさい"。そして、私が遺言としてあなたがたに残し、後に人々が隠したり閉じたりしたその書物が、あなたがた
の前に新たに開かれるようにするためである*。 

27 ヨハネの黙示録は、その内容が難解であるためにしばしば論争が起こり、一部は拒絶されたが、主によってその意味が完全に確認され、説明されているのである。 
28 多くのベールが裂かれるでしょう。私の言葉は闇を打ち砕く光の剣である。 
29 隠されていた知識が明るみになり、未知の教えが明らかにされることでしょう。多くの謎が解き明かされるであろうが、これらの啓示は世の中の書物にはなく、この私の言葉
の中に見出されるであろう。 

30 真理の光の子となりたい者は、敬虔にわが言葉の深みを探りなさい。そうすれば、そこで、教えを請うために待っている師を認めるだろう。 
31 本当に、本当に、世界に平和をもたらし、この人類を奈落の底から救うのは、人間の教えではないだろう。 
32 見よ、互いに否定し合いながら、わが教えを宣べ伝えていると言う宗教を。 
33 それゆえ、この時代にわが使者、わが新しい弟子として召された者はすべて、兄弟たちにこの良き知らせをもたらすにふさわしい者となるために、清められ、清められるので
ある。 

34 第二の時代には十二人の弟子がいて、私の教えを世界中に広めた。第三の時代には、「イスラエルの部族」からそれぞれ一万二千人が、私の真理と愛の教えを全人類に知らし
めることになるのです。 

35 この14万4,000人はどこにいるのでしょうか？- 
エリアスは、ある者は霊的に、ある者は転生的に、それらを集めている最中である。彼らは皆、この神聖な仕事のために霊的に一体となるのです。 

36 しかし、私は私の教えで光を与えるので、決して混乱することはない。わが言葉を学びなさい。それは、あなたがたに父と兄弟への愛を植え付けるものである。父に仕え、師
の弟子と名乗るには、14万4千人に属する必要はない。この番号に属する者は、私の仕事の先駆者であり保護者であることを任務とする者である。 

37 今日、私はスピリットで来る。第二の時代、私は人となったので、人の目に見えるようになった。 
38 多くの人が私を見て尋ねた。"神の名において語る者は誰なのか 

"と。また、他の人々は彼らに言った、「大工のマリアとヨセフの子で、ガリラヤ人である」。そして、イエス様をバカにしたのです。 
39 しかし、大工の子は、生まれつき目が見えなかった人たちに光を見せ、その中に彼らを癒したイエスの顔を見せたのです。彼らは、主人の愛撫の奇跡を感じると、主人の足元
にひれ伏し、主人を約束の救い主と認めたと声高に叫びました。 

40 そこで、不信心者たちは自問した。多くの人の中の一人として知っているこの単純な男が、どうしてこのような偉大な奇跡を起こすことができたのだろうか。 
41 今日、私は御霊のうちに来て、人々はもはや私を大工の子と呼ぶことはできない。しかし、本当にあなたに言うが、その当時でさえ、彼らは私をそう呼ぶ資格はなかったのだ
。処女が身ごもり、その胎内で「言葉」が肉体となることが記されていたのだ。一家の長であるヨセフは、処女と子供の人生の旅路において、人の目に見える守護天使に過ぎず、一方
、マリアは神の母性愛の化身であり、キリストの人間的部分であるイエスの母親であった。 

42 簡単な教えで、あなた方が秘密と呼ぶ啓示とそうでないものを徐々に理解させる。私は、試練の時にあなたの父に思いを寄せることができるよう、祈りを教えてあげます。  
43 いつの時代も、あなたは祈りを教えられてきた。 
44 モーセは、あなたがエジプトで過ごした最後の夜、そして砂漠を通過する間、あなたに祈らせました*。  
これは、モーセの時代にイスラエルの民の中に受肉したすべての人のことを指している。 

45 第二の時代には、私はあなた方に主の祈りを教えました。それは、あなた方が主の祈りに触発されて、自分の必要のために父に立ち返り、来るべき御国の約束をいつも持って
いるように、また、あなた方自身がすでに同じように債務者を許しているかどうか自分の良心に問い、赦しを求めて主のもとに来るように、でありました。 

46 今、私が教えるのは、唇からではなく、あなたの精神の深い底から湧き出る霊的な祈りであり、謙遜と信頼のうちに私に語りかけるものです。"主よ、御心が私たちのうちに
成されますように "とね。 

47 私はあなたに癒しを教えました。イエスはバームであり、健康であり、その言葉はそれを聞く者を癒し、その手は触れる者に健康をもたらし、そのまなざしはそれを受ける者
に限りない慰めを伝え、そのスカートも、信仰によって触れられると、苦悩と苦しみに圧迫されていた者が彼のもとに来たときに平和を回復し、その血も、それが百人隊長の顔に滴る
と、彼の目に失った目を回復させたのでした。 

48 このような奇跡を起こせるのは、愛と、その娘である慈悲だけです。それらがあれば、あなたは癒される。  
49 私があなたの近くにいることを感じてください。あなたの人生の困難な瞬間に、私はその証拠を与えています。あなた方が心から私の住居を準備し、そこに私の存在を感じら
れるようにすることが、私の願いだったのです。 

50 私はあなたの中にいるのに、どうしてあなたは私を感じることができないのでしょう。ある者は自然の中に私を見、ある者はあらゆる物質を超えてのみ私を感じる。しかし、
本当に私はすべてのもの、あらゆる場所にいると告げる。私はあなたの中にもいるのに、なぜいつもあなたの外に私を求めるのですか？ 

51 私が誰であるかを告げたとき、あなたがたは語りかける声を聞くことも理解することもできず、私を見たとき、誰を見ているのか分からなかった。これは、あなたの精神的な
感受性の低さを証明するものだったのです。 

52 しかし、最後に私のもとに来たのは、あなたの不完全さを指摘するだけでなく、私があなたを教えるためなのです。あなたは自分の過去を贖罪の重荷として精神に背負ってい
るのです*。 
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別紙の注2参照 
53 そして、あなたの重荷を取り除いて休ませ、あなたの悲しみを取り除き、あなたの心に希望の光を灯す食物を提供するのです。 
54 人生の試練で硬くなった心が、わが言葉のやさしさに打ちのめされたと感じたことがどれほどあったことだろう。安らぎを得たり、健康になったり、新しい命に目覚めたりす
ることを実感していただいています。こうして、私に従う者たちは、自分が受けたものを私の力と愛に帰するようになり、その霊はもはや私から離れることができない。なぜなら、彼
らの心は感謝と愛に満ち、その霊衣の純白を最も豊かな君主の王衣と交換しようとは思わないからである。 

55 しかし、私のもとにとどまり、わが言葉を清らかな水の流れのように受けながらも、悪しき傾向を保っている者がいる。その中には、嫉妬深いカインのように行動する者がい
ます。彼らは、自分の捧げ物が正しいアベルのように行動する謙遜な者の捧げ物より主に喜ばれないことを見ると、怒りと嫉妬で心が燃え上がり、舌で自分の持つ両刃の剣を抜いて兄
弟を痛めつけるのです。彼らは、彼らをその痛みにすすり泣かせ、あるいは（精神的に）殺した後、わが聖域にやってきて、私に思いを募らせ、偽善に満ちて、私を愛していると言う
のである。 

56 しかし、私は、心と思いの凝り固まった幼な子を私から遠ざけることはせず、彼らに大きな試練を与え、私の言葉を十分に感じさせます。もし彼らが頭を下げれば、勝ったこ
とになる。もし彼らが反抗すれば、新たに道を踏み外し、次の機会を待たなければならない。 

57 これらのことは、あなた方がわが良き弟子となり、真の知恵を持つようになるために話しているのです。 
58 父なる神の神秘は、謙虚に父の門をたたく者にのみ啓示されるからです。 
59 もし、あなた方の世界を動かし、変える科学の人たちが愛と善に感化されていたなら、彼らはすでに、この時代の科学に、彼らが多くを推定しているこの非常に小さな部分だ
けでなく、知識の面で私がどれだけのものを用意しているかを発見しているはずです。 

60 ソロモンが賢いと言われるのは、彼の判断、助言、言葉が知恵に富んでいたからであり、彼の名声は国境を越えて他の国にも及んだ。 
61 しかし、この人は、王でありながら、主の前に謙虚にひざまずき、知恵と力と保護を求めた。なぜなら、自分はわがしもべにすぎないと認識し、わが前に、自分の杖と王冠を
捨てたからである。もし、すべての学者、すべての科学者が同じように行動するならば、彼らの知恵はどれほど偉大なものになるだろうか、まだ知られていないどれほど多くの教えが
、わが秘密の知識の宝庫から彼らに明らかにされることだろう。 

62 物質的に卑しいあなた方は、学識者や科学者が明らかにしていない多くの知識をすでに受け取っている。 
63 肉の復活」の謎は、霊の生まれ変わりについての啓示によって解かれたのである。今日、あなた方はこの愛と正義の法則の意味が、霊が自らを完成させること、つまり、御父
から提供される救いの機会として開かれた扉を常に見つけるので、決して失われることがないことを知っているのです。 

64 この法則のために、あらゆる精神に対する私の判断は完全であり、容赦がない。 
65 私だけが、あなたを裁く方法を知っている。なぜなら、あらゆる運命は人間には理解できないものだからだ。そのため、他人にバレたり裏切られたりすることはありません。 
66 罪のために自分を見失い、多くの苦難と波乱の後、長い放浪の後、彼らは経験のために知恵に満ち、苦痛によって清められ、功績によって高揚し、長い巡礼で疲れながらも、
子供のように単純で喜びを持って私のところに来るのです。 

67 人々よ、これからの時間を考え、わが言葉に耳を傾けよ、それが「道」だからだ。己の使命を知り、それを果たし、忍耐をもって苦難に耐えるのだ。 
68 わが言葉の光は、この第三の時代において人々を団結させるだろう。私の真理はすべての心の中で輝き、信条やカルトの違いを消し去ります。 
69 今日、ある者はエホバにおいてわたしを愛し、キリストを否定するが、他の者はキリストにおいてわたしを愛し、エホバを知らない。ある者はわたしの存在を聖霊として認め
るが、他の者はわたしの三位一体について争い、分裂する。 

70 そして今、私はこの人類とそれを霊的に導く者たちに問う。あなた方は皆、真の神を公言しているのに、なぜ互いに距離を置くのですか？エホバにおいてわたしを愛するなら
ば、あなたは真理の中にいるのです。もしあなたがキリストを通して私を愛するなら、キリストは道であり、真理であり、いのちである。聖霊として私を愛するなら、あなたは光に近
づく。あなた方の神はただ一人、ただ一人の父である。神の中に3つの神格が存在するのではなく、ただ1つの神霊が3つの発展段階を経て人類に自らを現したのである。この深みに
入り込むと、幼心に、たった一つの神霊が存在するところに、三つの人格が見えると思ったのです。ですから、エホバという名前を聞いたら、父であり裁判官である神様を思い浮かべ
てください。また、聖霊の起源を探ろうとするとき、聖霊は、より進んだ弟子たちにその計り知れない知恵を明らかにするとき、神にほかならないことを知ることだ。 

71 もし私が最初の時代の人類が今日のように霊的に発展しているのを発見したならば、私は父として、師として、聖霊として、人類に自分自身を明らかにしただろう。しかし、
彼らはわが教えを正しく解釈することができず、混乱してわが道から遠ざかり、自分たちの考えで利用しやすい神や小さな神を作り続けたことだろう。 

72 この真実に気づき、受け入れるやいなや、人は、少しの愛があれば避けられたはずの過ちによって、互いを誤解してしまったことを後悔することでしょう。 
73 法を学び、善いものを愛し、愛と慈悲を行動とし、あなたの精神に、その故郷に立ち上がる神聖な自由を与えよ、そうすればあなたは私を愛するようになるであろう。あなた
は、私に近づくために、どのように行動し、どのようにあるべきかの完全な模範が欲しいのですか？- 
イエスをあなたの模範とし、彼において私を愛し、彼を通して私を求め、彼の神聖な軌道に乗って私のもとに来なさい。しかし、彼の肉体の形や彼のイメージで私を愛してはならず、
また、彼の教えの実践を儀式や外形で置き換えてもならない。そうでなければ、あなた方は永遠に相違、敵意、狂信の中にとどまるであろう。 

74 イエスにおいて、しかしその霊において、その教えにおいて、わたしを愛せよ。そうすれば、永遠の律法を全うすることになる。キリストにおいて、義と愛と知恵がひとつに
なり、それによってわたしは人類にわが霊の存在と全能を知らしめたのである。 

75 もしキリストが愛であるなら、私が愛である以上、キリストがエホバから独立していると信じられるか？ 
76 聖霊が知恵であるならば、私が知恵である以上、この聖霊はキリストとは無関係に存在するとお考えなのでしょうか。御言葉」と「聖霊」は別物だと思っていませんか？ 
77 イエス様が人類に教えられた御言葉の一部だけを知っていれば、たった一人の神様が存在し、永遠にたった一人であることを理解するのに十分なのです。だから私は彼を通し
て言ったのです。"御子を知る者は父を知る。""御子は私の内におられ、私は御子の内にいるからである。"その後、別の時に人のもとに戻ってくると告げられた時、「私は再び来
る」と言われただけでなく、慰めの霊、真理の霊である聖霊を遣わすと約束されたのです。 

78 なぜキリストは聖霊とは別に来なければならないのか？主はその御霊で真理と光と慰めをもたらされはしなかったか。 
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79 人は、わが真理をいかに小さくしか理解しなかったか、そして、その小さく理解したことのために、いかに混乱してしまったか。彼らは最も深い真理に到達したと信じている
が、真理を用いて欺き、殺し、平和を破壊し、互いを誤って判断している限り、これらはすべてわが言葉が教えることとは正反対であり、人は真理の道を歩んでいるとは言えない。 

80 このメッセージは、イエスが人々の間に住まわれたとき、イエスの口を通して人類に約束されたメッセージである。 
81 この教えは、私の言葉の仲介者のような単純な生き物や罪人を通して伝えられたものなので、最初は低く評価されることは承知しています。しかし、この啓示に含まれる真理
は勝り、この教えは聞かれるであろう。なぜなら、その本質には、慰め主であり約束された真理である聖霊が存在しているからである。 

82 私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション2 
1 見よ、あなたがたの霊がわたしに耳を傾け、わたしに感謝するこの時に、わたしは再びあなたがたの間に来たのだ。 

2 新しい年が始まるたびに、人類は新たな希望を描きますが、恐怖を感じる人もいます。なぜ、命や時間を恐れるのか？彼らはいつも同じで、通り過ぎるのはあなたです。今日

は子供、明日は大人、今日はこの世に存在し、明日はもう存在しない、今日は生まれ、明日は死んでしまう。 

3 あなたは、時代の完成の中に生きている。すでにあなたの霊は物質的な生命に支配されることはなく、永遠の世界に入ったのです。あなた方は私の神性の原子である。私は永

遠である。私はずっとそうでした。神霊は決して老いることはない。私は不変であり、不滅であり、初めであり終わりで、アルファでありオメガである。あなたは私から出てきたのだから

、私のもとに帰ってくるのです。 

4 確かに、新しい年というのは、人間にとって不思議なものです。しかし、本当に私が言いたいのは、それはあなたが進化の道を歩むための新しいステップなのだということで

す。 

5 未来を知らないからと言って恐れるな、暗闇に包まれた未来を見るな。私は時間であり、永遠であることを忘れないでください。 

6 あなたたち、わたしの民は、わたしがそれを明らかにし、あなたたちの間には、わたしの意志に従って未来を見通す預言者がいて、あなたたちにそれを証言しているから、未

来にあるものについて何か知っているのだ。 

7 あなた方は疑う権利がない。あなた方は道につまずくことを恐れなければならない盲人ではないのだ。 

8 すべての人々のために、私は彼らが平和を見つけることができるように道を作りました。私は、彼らがすべての真理において私を見出すことができるように、彼らのために道

を示してきた。 

9 人類よ、私はあなたのすぐそばにいるのに、あなたは私を感じないのか。 

10 私は平和の秘訣、すなわち互いに愛し合うことをあなた方に授けた。 

11 宗教、科学、様々な教義など、あらゆる手段で平和を求めるようになる時が来るだろう。信者も、無神論者や自由思想家と呼ばれる者も、この平和を求めて同じ地点に向かっ

て進み、そこに到達したとき、私と対面することになるのだ。 

12 今、この瞬間にわが言葉を聞いている者たちよ、しかし、まもなくその言葉を聞くことができなくなるのだから、注意を払え。この啓示が終わるのは今年ではなく、わが意志

が定めた時、すなわち1950年に限られる。 

13 私の言葉を長い間聞いてきた人たちは、私があなたたちに言ったことを思い出してほしい：私の言葉は山の頂上から降りてきて、あなたたちはそのふもとでそれを受け取るの

だ。 

14 私がこの顕現のために使用した最初の「マウスピース」の時から、1866年に始まったこの神聖な顕現は1950年に終了し、その年以降もあなた方が孤児になることはな

い、なぜならあなた方が自分たちの準備の仕方を知っていれば私のプレゼンスをより強く感じられるからだと話してきました。 

15 今日は1941年の最初の日なので、あなた方はあと10年間、わが言葉を聞くことになる。あなた方の兄弟の多くがこの教えを知り、信じていない多くの者が信じるように

なり、従順でなかった多くの者が出て行ってわが命令を実行するのに十分な時間だ。 

16 私の謙虚で優しい言葉は、苦しむ人の喜びとなり、すべての霊魂に露と香りのようになるのです。多くの人が拒絶し、多くの人が快楽のために冒涜してきたこの御言葉は、す

べての人にとって愛撫のように思えることでしょう。 

17 あなたの国だけが私の霊的恩恵を受けると思わないでください。いや、初めから私はこの地上のすべての国のために相続権を握っているのだ。 

18 かつてイエスが神の礼拝に捧げられた神殿に入り、その言葉で祭司、長老、律法の教師たちを驚かせたように、私の真理は再びすべての住まいに入り込むだろう。 

19 この時代、誰が私を手本にするのだろう。人類を恐れない者たちとは？- 

作品によって真理を証しする者。本当にあなたがたに言う。真理を語る者は、主人自身のように、死を恐れることはない。 

20 この言葉が神殿や教会に響き、その響きが地上の強者に届くのは、もうずいぶん先のことだ。しかし、それを伝える者は、その使者としてふさわしいように、自らを清め、向

上させることが必要である。この準備を自分のものにしないまま、いかに時間が経過したかを見てください。 

21 私はあなたに犠牲を求めません。ただ、あなたの行動が自発的で、あなたの愛が真実であることを望みます。それでも、父が愛する子イサクの命を求めたときのアブラハムの

従順と服従の模範を忘れてはならない。今の時代の人々のうち、私を愛する人々のうち、誰がこのような従順と愛と信仰の証明を私に与えるだろうか。 

22 私の使徒たちは、私の真理を宣べ伝え、人々が彼らを非難したとき、彼らは死から逃げなかった。 

23 真理に生きる者は、何も恐れてはならない。 

24 わが民よ、あなたがたの道は、美しい実例に満ちている。 

25 第六の燭台の光は、この時代の人々に光をもたらしますが、すでに過ぎ去った五つの封印も霊にその光を残しているのです。 

26 ある者は精神で、ある者は肉体で、この輝く光のもとにたどり着いたとき、あなたは自分が何をするよう呼ばれているのか尋ねた。そして、あなたがたに語りかけるあの声を

聞いた。「わたしは、あなたがたを愛するために自分を犠牲にした小羊であり、あなたがたの霊を啓発するために来たのだから、互いに愛し合い、わたしのもとに来なさい。 
* 物質的な身体を持たない霊体として。 

27 この時、私は霊に包まれてやってくる。私の光は火の舌のように人々の上に降り注ぎ、彼らがあらゆる言語でわが律法について語ることができるようにします。 

28 この間、14万4千人の転生・転生の霊が道を切り開く。彼らは先達であり、預言者であり、メッセンジャーである。彼らは私に印を押された者で、軍に先んじる者である。 

29 この印を押された者たちには、第一時代に属していた部族の名が明らかにされ、その時に神と契約を結び、長い間主の道を歩んできたことがわかるようにされたのです。しか

し、現代では、あらゆる部族の名前が消えてしまった。なぜなら、人々を分けるために境界線を引くのは主ではないからだ。 
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30 1950年、わが光線が声楽家を通じて最後の降臨をするとき、すべての人は来るべき時代への準備をすることになるのです。でも、そのときが来るまで、私はあなたに教え

続けます。しかし、その前に、あなたの悲しみを私の上に置き、休んでください。そして、あなたの痛みが治まり、涙が乾いたら、あなたの霊を再び起こし、私の教えがその中にあるよう

にしなさい。 

31 私の弟子たちが飢えたり、のどが渇いたりするのを見たいのではない。私の愛のパンとぶどう酒を食べたり飲んだりして、満腹になるのを見たいのだ。そうしてこそ、あなた

方は人類の中で、私にふさわしい働きをすることができるのです。一日一日、私の旅立ちの時が近づいていることを忘れてはならない。この教えの時を利用しない者は、後に孤児となる。 

32 あなたがこの顕在意識に至ったのは、偶然ではありません。私の声は、あなたたちの道を呼び、この場所に導いた。さて、あなたは自分が地上で果たすべき課題を学ぶために

ここに来たのだと知っていますね。私の御言葉で、あなたは自分の原点と目標が何であるかを学びました。あなた方は、3つの時代に御霊のマナを受け取った民の一員であることが明らか

にされたのです。 

33 最初の2回でイスラエルの民に起こったことをすべて霊的に調べれば、同じことが現在のあなたにも起こっていることに気がつくはずです。 

34 その民族の人生、歴史は、全人類にとっての教訓、たとえ話なのだ。それは、私がシナイ山であなたがたに明らかにした律法の教科書である。 

35 今日、その本があなたの精神の前に開かれ、そこから新しい教えが芽生えているのが見えます。なぜなら、その時代に理解できなかったことを、あなたは今になって理解でき

るようになったからです。 

36 あなたの霊魂は、知恵を求めてあの世の門でどきどきすることができます。あなたの霊的能力は、マスターに近づいて、マスターの秘密の宝庫が持っている新しい教えをあな

たに与えることができるようにします。 

37 わが民よ、あなたが労苦の鎖と不完全さを引きずってこの世の道を歩いているのを見たとき、私は進化の道を助けるために私の愛を送るのだ。 

38 あなたたちは砂漠をさまよっているが、その中にヤシの木を生やし、あなたたちが日陰で安らげるようにしたのだ。 

39 あなたの心の不毛な岩から、無尽蔵の泉を湧き出させ、あなたはこれを飲んで、二度と渇くことはない。 

40 今日、私はあなた方に耕すべき世界の畑を与えない。心の中に自分のフィールドを見つけることができる。耕作を始めたばかりの人もいれば、種まきを終えた人もいます。 

41 父親は、家族の義務を果たすために、他人のために良いことをすることを考えることができないという言い訳をしてはならないのです。 

42 男たちが、わが掟を教えるのは無理だと思うと、私に言ってはならない。あなたがたの人生の道には、時間を無駄にせず、義務を怠らず、わが種を撒く機会が豊富にあること

を、私はあなたがたに告げます。 

43 私に仕えなさい、そうすれば私はあなたに仕えます。 

44 息子や兄弟の心に愛を蒔いて、恩を仇で返されても、がっかりしないでください。イエスがこの世に何を蒔き、何を刈り取ったかを知っているのか。しかし、収穫はこの地上

にはなく、時が来れば天においてのみであると言われましたね。あなた方、私の弟子たちも、師の忍耐を手本にしなさい。この世で報酬や見返りを求めず、むしろ来世での至福の時を待ち

なさい。 

45 私は、あなた方の作品を審査し、あなた方の功罪を明らかにするために降りてきたのだということを忘れないでください。わたしはすべての霊に恵みを注ぎ、あなたがたを試

練に服させ、あなたがたに問う。どうして今日、あなたたちは私に示す収穫がないのか。あなたたちは時の完成とともに地上に戻り、時の初めからわが律法を持っていたのに、私はあなた

たちに、国々*を監視してわが教義に改めさせるようにと命じているのだ。 
* これには、執り成し、模範、神の真理を宣べ伝えるという形で支援する霊的準備が含まれます。 

46 この時代、私は霊となってやって来て、私が第二の時代にあなた方の間に住んだ時に残した戒めを果たすことをあなた方に要求しているのです。私はあなたの霊に私の言葉の

響きを求め、あなたの道に私の足跡を探しますが、見当たりません。あなたは愛を実践し、愛を教えてきましたか？- 

どんなことがあっても、あなたは自分の犯した罪を償い、逃した時間を取り戻すことができるのです。あなた方は自分のためだけでなく、来るべき平和の日に、より完全な形で私と一体と

なるべき兄弟たちのためにも働かなければならないのです。 

47 あなたは私の中に、疲れを知らない主人と、あなたを愛し、あなたを叱る完全な父を持つ。わが律法の厳格な履行に対してのみ、私が恩恵を与えるとしたら、あなたはどうす

るのか。 

48 わたしがこのように語るとき、あなたがたは自分の罪のために内心泣き、喜ばれる供え物を求める。すなわち、祝福された子供たちをわたしの前に置き、彼らの純真さのため

にあなたがたの罪を許してくれるようわたしに頼むのである。これに対して、私はこう答える。もし、あなたが彼らの心を育て、徳を積む方法を知っているならば、私はあなたの提供を受

け入れるでしょう。 

49 私はあなたがたを厳しく裁くことはしない。その前に、あなたがたの霊魂を高めるために、適切な時期にあなたがたを整え、わがことばをもって働き、あなたがたを養うこと

ができるようにするだろう。その間、あなた方は、諸要素が解き放たれる大訪問の証人となるでしょう。多くの民族が激しい旋風にさらされ、マリアの姿をした神の母性愛の取り次ぎによ

ってのみ赦しを得ることができるのです。 

50 神のしるしと証拠を求めて、大勢の人々がこの国にやってくるのを見るだろう。私は彼らを迎え入れ、彼らの心からわが言葉のあらゆる誤った解釈を消し去り、彼らに真実を

示すだろう。そうすれば、彼らはわが愛にひれ伏すだろう。 

51 あなたには、あなたの従順を待っている優しい母であるマリアがいます。彼女は、わが霊が人の不完全さを悲しむことを知っており、あなたに善を植え付けるために近づき、

完全なる平和の達成に導こうと奮闘しているのです。 

52 この時期に人類が浄化され涙するとき、あなた方は私の言葉によって、心に慰めと平和をもたらす準備をすることになるのです。苦しみはルツボのようなもので、その中で精

神は自らを清め、私のもとに来るにふさわしい者となるのです。すべての者は、わが力を受け、最大の試練において前進する。 

53 私はあなたの一年の（任務を）果たすことを、わがすべての被造物のそれを受けたように、受けるのである。私はあなたの善意を祝福し、手入れが行き届かない種をすべてあ

なたの中に残し、完成まで実らせ続けることができるようにします。何がわたしに喜ばれるかを知り、常にわたしの律法に従って生きることができるようにしなさい。 
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54 律法を犯してはならない。覚悟がなければ、わが名を語ってはならない。そうすれば、あなたがたは認められ、あなたがたの模範が、あなたがたの兄弟をわたしに従うように

招き、わたしが彼らにこう言うことができるだろう。羊飼いの声に導かれて羊小屋に来る羊のように、謙虚にこれらの集会所に来る弟子たちよ、歓迎する。 

55 善意を身にまとい、この道を歩む者は、決して疲れを感じることはないだろう。 

56 もし、この道に影響があるならば、私はあなた方を守るための武器を与えている。 

57 私はあなた方の目標であり、それゆえ、あなた方はみな、わが掟を全うしたとき、私のもとに帰るのである。しかし、自分の成長の道を進むためには、自分の役割を果たさな

ければなりません。 

58 わたしのことばをあなたがたのものとしなさい。そこに宿る力を知る。それを持つ者は、来訪者の中にある土地を救うことができるだろう。 

59 地は端から端まで震える」と書かれていますが、そのような暗闇の時代に信仰に満ちた人がいて、松明のように人の道を照らすことが必要なのです。 

60 せっかく目覚めさせたこの人たちを、再び眠りにつかせてはならない。そうでなければ、人間の痛みに揺さぶられて目が覚めてしまうからだ。そして、隣人を慰めるために真

っ先に立ち上がるとき、彼らはもはや地上ではなく、すでにあの世にいることに気づくだろう。 

61 あなた方の中で、人々の混乱や恐怖、痛みの声を聞いて、その声に背を向けて、信頼せずに逃げ出したいと思う人がいるだろうか。 

私の教義の実践があなたに与える力は、彼らのために何かをすることですか？試練の時に、あなたがたの唇を通して語り、あなたがたの働きの中に主の力を現わすのは私だと、私があなた

がたに言ったのに、あなたがたは私の言葉を信じないのか。 

62 疑う者は、求める者に与えるものを何も持たない者と同じように、無力で助けを必要とすることになるのです。 

63 これは、あなたの霊が、物質主義と堕落の支配から立ち上がるために不可欠な賜物と力を父から受けなければならないという予感を持つ、3度目のときです。しかし、本当に

言っておくが、これらの賜物は初めからあなたの霊の中に眠っていたのだ。 

64 ある者は病気で弱り、またある者は私の存在を信じるために、私に証拠を求めに来た。前者は、清められた私のもとに来るために、自分の清めが必要であることを悟ったので

す。これらは、私についてくる途中のものです。 

65 後者は、求めていたものを受け取ると、わが言葉を重要視せず、どこで誰といたのかさえ疑わずに、再び旅立ったのです。 

66 また、この方法で物質的なものしか得られないと確信してやってきた人たちも、この精神的な食べ物の宴を前にして失望し、より良い方法を求めて再び旅立っていったのであ

る。これらの人々にとって、霊の国はこの世のものではないことを理解するまでには、長い時間がかかることでしょう。 

67 しかし、私はすべてを受け取ります。私の門を叩いて、開かれなかった者は一人もいない。あなたがたに言っておくが、あなたがたの戸口に入ろうとする者があるであろうが

、それは私である。 

68 あなたは私に言う、「先生、どうしてあなたが貧しい者として私たちの戸口に現れることができるのでしょうか？しかし、私はあなたがたに言う。驚かないでください、不可

能だと思わないでください、私は貧しい人、病気の人、敗れた人、喪に服している人の心の中に隠れて、あなたの慈悲の扉をノックするためにやってきます。見よ、私はあなたがたに言う

。心も精神も頑固になり、私がもたらした教えの恩恵を受けられるようになりなさい。 

69 この集会室で今日受け取った私の教えを実践し、説明し、生きることを学ぶ時である。そして明日、あなた方はそれを人類に広めるために出発するのだ。 

70 私の言葉の中で、私はすべてのわが子たちに、この顕現に出席しているかどうか、すでに地上にいるかどうか、まだ来るかどうかに関係なく、語りかけている。それぞれが自

分に関係することを受け入れればいいのです。 

71 この時代、この教えは人類を真理の道へと導く光となるのです。しかし、本当にあなたがたに言いますが、盲人が盲人を導くことは、つまずきや奈落の底に落ちることなしに

できません。 

72 真理の霊は、私の教えの一つ一つに宿っている。このわが顕現の時を利用し、わが言葉を熱心に見守り、この相続財産を決して奪わないようにしなさい。 

73 私の愛は、あなたの心の硬さに打ち勝つでしょう。その第二の時代のように、救いの門が開かれているのです。さあ、あなたの魂を約束の地へと導く道を踏みしめましょう。 

74 木の葉は、わが意志なくして動くことはない。- 

もし私があなた方に自分を知らせたとしたら、それはこれが私の意志だったからであり、その奥底にはあなた方ひとりひとりと全宇宙に対する非常に大きな意図が眠っているのです。 

75 今、人々は大きな苦しみを通して自らを清めています。しかし、今日、あまりにも罪深いこの人類から、明日、霊から霊へと私の神性と交わる世代が生まれるでしょう。 

76 この時を体験する者は、わが業とわが言葉の成就の偉大さに驚嘆することだろう。そして、子供たちがいかに真の霊性をもって私を教え、指導し、証しするか、若者と大人が

いかにこの世の快楽と娯楽を捨て、わが教義の実践に専念し、自分たちの生きる時代が預言者たちの告げたものであることを宣言するのを見ることになるのだ。 

77 しかし、今日、わがことばを聞いて、のろまな者、不信心な者は、これらの例を前にして、恥ずかしく思うだろう。 

78 これらの人々は、罪深く不完全な人間の声の担い手を通してわが言葉を聞くのではなく、その良心において主の声を聞くのです。 

79 あなた方、私の聴衆は、非常に高いものの、最も完全ではないこの理解の道において、私に耳を傾けるよう運命づけられていたのです。10年間はまだ自由に使える。明日、

失われた時間を嘆く必要がないように、それらを使いなさい。あなた方、わが民にとって、より大きな精神的発達の時が後に訪れるのだから。 

80 もしあなたが今、わが言葉を守らないなら、後に、この顕現がもはや存在しなくなったとき、あなたは心の痛みとともにこれらの祈りの場所に来て、あなたの父があなたに語

りかけ、人間の心を通して再びご自身を伝えたいと願うだろう；しかしあなたは再び神の声を聞くことはないだろう。そして、この顕現のために沈黙を守り、ただ霊的に上昇するようにと

告げる私のかつての言葉の仲介者に目を向けることになります。 

81 あなたがたが私の取り決めを冒涜しないようにするのは、私の意志である。私は、あなたが私に辿り着いたとき、「私から去れ、私はあなたを知らない」と言わなければなら

ず、そのとき、あなたの精神に賠償の重荷が残ることを望まないのです。 
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82 私はあなた方に、あなた方の知識の範囲内にある霊的な教えを話しているのですが、それでもなお、私の言葉を疑う者がいるのです。もし、私があなたに神の顕現について話

したり、永遠について説明したりしたらどうなるでしょうか？そのとき、あなたがたは私に言うだろう。「父よ、あなたは何について私たちに話しておられるのですか、私たちは何一つ理

解できないのです。 

83 私はあなた方に、あの世を見通す私の新しい預言者たちを託す。彼らはこれらの霊的な教えを証言し、まだ来ていない出来事をあなたに告げます。 

84 弟子たちよ、ここに私の教えがある。私は、あなたたちが疲れないように、それを長引かせず、別の機会に繰り返すことにしている。しかし、もしあなた方が私の教えから利

益を得たいのなら、あなた方自身を新しくし、あらゆる邪悪と悪徳を止めなさい。 

85 そうすれば、利己主義、偽善、虚栄心、物質主義が知らず知らずのうちに心を離れ、その代わりに、報酬を期待しない真の隣人愛を実践し始めることを経験することでしょう

。 

86 昔のように平手打ちを返さなかったことに腹を立て、不思議に思うことでしょう。そして、主人への感謝に満たされ、立ち上がって私に言うのです。"主よ、あなただけが私

たちにこれらの教訓を教え、これらの試練の中で私たちを強くしてくださいます "と。 

87 私がぶどうの木で、あなたがたは枝です。だから、私があなたがたのために実らせたのと同じ実を、あなたがたも実らせなさい。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション3 
1 見よ、ここに永遠の命のパンがある。長い間、あなたはそれを食べていなかった。 

2 長い間、あなたは私を待っていた。そして、ほとんど考えもしなかったとき、大空に光が輝いた。それはどこから来たのか、どういう意味なのかと尋ねると、「人類を準備し

、師と結びつくに値するようにするために来たエリヤである」と言われました。 

3 羊飼いが自分の羊を集めて数え、主人にその数を示すために急いで迷子を探すように、エリヤはあなたを愛し、あなたを導き、馬小屋の温もりを感じさせました。 

4 このように準備したあなた方を見て、私は、あなた方が永遠に糧とする私のパンを差し出したのである。 

5 このパンを真実に食べた者は、わが平和を享受し享受したのである。 

6 この滋養は、私の神聖な言葉であり、神が人間の良心に真実に宿っていることのもう一つの現れとして、人間の口から発せられるのです。 

7 あなた方が自分の中に私を感じるという至福を、どうして私が否定しなければならないのでしょう。 

8 心の中に平和と純粋さを大切にする者は、自分の中に私を感じる。たとえ、どんなに罪を犯した者でも、私はすべての霊の中にいる。そして、生きている者は、私をその身に

宿しているのです。 

9 神と被造物との間には、決して切れることのない絆があるのです。しかし、もし人々が天の父と離れていると感じるなら、それは霊化が足りないか、信仰が足りないからです

。 

10 死も愛の欠如も、あなたと私を結ぶ絆を破壊することはできません。 

11 誰も私の存在から逃れることはできない。わたしは、あなたがどこへ行こうともあなたと共にあり、あなたはどこにいようともわたしの中にいるのだから。 

12 これを知って満足してはいけない。私があなたの作品の中で自分を知らせることができるように、あなたは私を感じなければならない。 

13 考えてみてください。もし私があなたの中にいるならば、あなたが罪を犯したとき、私をどこに連れてきたのですか？ 

14 私はあなたの心に眠る灰を取り除き、そこに光の輝きを見出さなければならないからです。 
15 試練に耐える力を与える。 

16 あなたの親戚が、あなたの心を引き裂き、試練を与えているのが見えます。ある者は父親が、ある者は息子が、私に従うことを最も妨げたのです。 

17 多くの人がこの集会に泣きながらやってきたのは、私の話を聞くためには敵対する家を出なければならないことを知りながら、それでも私の話を聞きたいと言い張ったからだ

。 

18 この真理を認識させるために、どれだけの涙を流し、どれだけの祈りを捧げ、どれだけの忍耐が必要なのでしょう。 

19 私の言葉を聞く自由を求めて、家を手放さざるを得なかった人たち、親や友人から烙印を押されないために親しい家を離れなければならなかった人たち、仕事を失い、嘲笑さ

れ、魔術師と呼ばれた人たち、パンを与えられずにいる人たちがいます。 

20 あなたが私に従うために苦しんでいるとき、私はどうしてあなたを優しく迎え入れず、どうして私の癒しのバームをあなたの傷に注がないことができようか！？ 

しかし、誰にも文句を言わず、兄弟の誰も責めてはならない。あなたがたを最も傷つけた者は、最も悔い改め、謙虚に癒しと許しを求めて私のもとにやってくるであろう。その時、

彼らは私に言うのです、「主よ、私をお赦しください、いかに私が子供の心を傷つけたか」と。またある人は、「主よ、私は配偶者があなたに従ったので、見下していました」と言うでし

ょう。私は彼を罰し、彼のベッドから離れ、別の部屋で寝た。私は暗い心で彼を非難したからだ。 

彼らは私に許しを請い、自分の過ちを告白し、自分が誤って判断した者を通じて利益を得ていたことが多々あることに気づくだろう。そのとき、わたしは彼らにこう言うだろう：あ

なたが、このわたしの労働者たちの生活をできるだけ困難にする方法を考えていたとき、彼らは沈黙と孤独のうちにあなたを「監視」していたのだ。 

しかし、弟子たちよ、本当にあなたがたに言うが、あなたがたは私の赦しを得たのだ。しかし、あなたも心から相手を許していますか？ 

21 イエス様はそのときから、愛から生まれる完全な赦しをあなた方に教えてくださいました。今日、私は霊で来たが、私の教えは同じだ。 

22 師を通して完全な模範を得たことを喜びなさい。あなたがたに言うが、イエスの前にも後にも、イエスがあなたがたに与えたような例はないのだ。 

23 弟子が知恵で上回れば、師匠は完璧なのでしょうか？- いいえ。 

24 あなたの精神は非常に大きくなりますが、あなたの主の精神より大きくなることはありません。あなたの霊的な上昇が大きければ大きいほど、あなたはより高く、より大きく

、あなたの神を見ることになります。 

25 傲慢な者は、自分のために戦っているつもりが、実は自分自身と戦っているため、最後には必ず自分の業によって倒れるのです。 

26 高慢さは、神の被造物の多くの悪と苦しみの原因です。 

27 最初の不従順な者がわが律法に反逆して以来、どれほどの惨めさとどれほどの闇をその足跡に残したことか！？それ以来、悪は目に見えない力として存在するようになったの

です。この力を持続させたのは、君たちに試練を与えるためだ。君たちを通して、この力を根絶させたい。 

28 しかし、だからといって、この力を擬人化した特定の存在を、あなたの過ちや転落の原因として非難してはいけません。あらゆる誘惑に対して、あなたの精神には悪と戦う美

徳があることを忘れないでください。 

29 自分が生きている時代をよく理解し、勉強する。私は第二の時代にあなた方に、私が戻ってくることを告げ、私の来訪のしるしが何であるかを告げた。その兆しがすでに現れ

ていることに、人類は気づいてほしいのです。 

30 もし、私が「また来るよ」と言ったとしたら、それは、もっと話したいことがたくさんあって、その時、あなたには理解できないから明かせなかったからです。 

31 今日、私は聖霊に導かれて来たのですが、本当にあなた方に言います。そんなことはない、来るたびに私はあなたに近づいているのだから。 
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第一の時代、わたしは山に住み、そこから石に刻んだわたしの律法をあなたがたに下したことを思い起こしなさい。第二の時代、私は山の高さを離れ、あなた方の谷間に降りて、人

間となってあなた方の間で生活している。そして今、さらにあなたに近づくために、私はあなたの心を私の住まいとし、そこで自分を知らしめ、その中から人に語りかけるようにしたので

ある。 

32 この教えを聞いても、疑う者もいる。疑う者のうち、信じるようになる者もいれば、信じがたいことに固執する者もいる。しかし、1950年が来ると、彼らはその時、どん

な寒さを感じ、どんな風に嵐のような嵐に打ちのめされるのを見ることでしょう。 

33 1950年のわが旅立ちの後、地は震え、人の慟哭は天に昇る。 
* 付録の注3をご参照ください。 

34 多くの人にとって、これは復活の時となることでしょう。暗闇に落ちた魂は、光の人生へと昇華する。 

35 この時代は予言されていた。また来たいと書かれています。しかし、見よ、人の口から私の教えを聞いたとき、多くの者が疑い、私を否定した。他の人々は、私の出現を少し

も重要視していませんでした。 

36 私の言葉に対する人々の鈍感さと硬化に直面して、私は、ある人々を信仰に目覚めさせ、他の人々の注意を引くために、あなた方が奇跡と呼ぶわざを行わなければならなかっ

たのです。 

37 今日一人、明日一人、彼らは次第にわが言葉を中心に集まり、これらを象徴的に彼らの額に刻んだ。それは、彼らがその精神に負う神のしるしであり、後に私は彼らを「わが

畑で働く者」と呼んだ。 

38 これらは、科学の書物も、哲学や信仰の教義も必要としない。わが聖霊の光は彼らの心を照らし、彼らの唯一の本はわが言葉であろう。 

39 私を信じて留まった人々は幸いである。彼らは私の教えの神聖なコンサートによって大きなリフレッシュを経験したからである。 

40 神の子であることは、この恵みを受けるに値することです。なぜなら、あなたの功績はまだ微々たるものだからです。私はあなたの恥ずべき汚れを見ませんでした、なぜなら

それを隠すマントがあったからです。しかし、この慈悲深いマントは誰のものなのでしょうか？- あなたの愛する母マリアは、子供たち一人一人をたゆまず見守っています。 

41 あなた方はこの地上における第三の時間に生きることを許されています。それは完全な時間となり、エリヤが人間の心の仲介を通して御霊を顕現させることによって開始し、

同じ形で行われる私の顕現をあなた方に示しているものなのです。 

42 しかし、人間の仲介者による準備の時代は終わりを告げようとしている。やがて、これらの集会場からわが言葉が聞こえなくなり、それを心に留める方法を知らなかった人々

は孤児となる。ある者は、自分の主が遠くにいると思い、後に宗教を追って私を探しに走るのです。 

43 一方、私の神学を採用した者は、第三の時代の強い者となる。なぜなら、彼らは自分の道が目の前にはっきりと見えるからである。 

44 私はこの時代を光の時代と呼んだ。今、わが子たちよ、諸国がいかに残酷な殺し合いの戦争に熱中しているかを見よ。 

45 わたしによって光の子と呼ばれたあなたがたは、この光が彼らの霊に届き、彼らが明日、わが律法の道を歩むことができるよう、兄弟たちが「見守る」ように祈りなさい。 
46 人々はいつになったらキリストの真の弟子になれるのでしょうか。私はいつもイエス様を通して、従順と謙遜と慈愛をあなた方に教えていました。これが道だ。 

47 私はあなたがたに、地上の他の土地から来る大群衆の到来を告げた。外見上は物質的な理由であなた方の国に来るが、本質は、私が今あなた方に与えているみことばの福音を

受け取ってもらうためである。 

48 しかし、この課題について真剣に考えましょう。もし、あなたが自分自身や子どもたちを準備しなければ、何を伝え、何を教え、何を証しすることになるのでしょうか。 

49 そして、彼らがあなたのドアをノックする時が来たとき、あなたの思考、言葉、そして作品を通して神聖な食物を提供する準備ができているように、あなたの責任を思い出し

てください。 

50 あなたがたは私に身をゆだねることによって信仰を持ちなさい、そうすれば私はあなたがたの口を通して話すであろう。 

51 また、家族の中で立ち上がり、精神的に成長する方法を知っている父親には、体に健康と力を、精神に知恵のメッセージをもたらすような子供が生まれることを知ることです

。 

52 私の話を聞くために集まるこの祈りの家で、あなたは苦しみを慰められ、必ず来る訪問に耐える勇気を得るでしょう。しかし、あなたの精神も、その高揚の中で、その仕事を
通じて少しずつもたらす穀物を私に見せてくれます。 

53 あなたがたに言うが、霊はわが畑で働きながら疲れを感じることはない。その物質が崩壊した後でも、より高い発展とその完成のために働き続ける。 

54 もし、私の言葉があなたの地上での霊的葛藤の道を照らしたのなら、あなたが創造主に向かって旅を続けるとき、あの世でさらに明るい光に出会うことでしょう。 

55 私の神々しい光は、宇宙全体に輝いています。 

56 私の律法に従いなさい。しかし、その従順さは、あなたに対する父の限りない愛を理解することから生まれるようにしなさい。私の言うことを聞いて、祈りなさい。しかし、

強いと感じるまでは、世に出てはいけない。そうでなければ、ハリケーンやつむじ風に耐えることはできないだろう。 

57 私はあなたに道を示し、あなたが決してそこから離れることがないように、あなたのために道を準備します。本当にあなたがたに言う。慈悲と愛と平和である私の名によって

善を蒔く者は、私の道を歩み、救いを見いだす。 

58 私があなた方に求める唯一の懺悔は、誠意と善意を持って隣人に仕えることができるよう、利己主義を克服することです。 

59 このみことばは、多くの声の担い手の仲介によってあなた方に与えるものであり、ひとりひとりが自分の賜物を持っているので、注意して勉強しなさい。あなた方にとって不
得手と思われる者を軽んじてはならない。1950年の終わりにこの示現が終わった後、どれほどの者が、彼らを満足させなかった者を通してでも、再び私の声を聞きたいと願うことだろ

う。 
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60 しかし、私がこの仕事のために指定し、準備した者たちを通して、わが言葉が文書として保存される恵みをあなたがたに与え、明日、遺産を失った孤児のように感じることが

ないようにするのだ。 

そして、群衆と「最後の者」があなたのところに来たとき、あなたは私の教えの書を、私があなたに話したことの最も忠実で真実な証として、彼らに差し出さなければならないので

ある。あなたは、あなたの人生と言葉の中で、真の本と模範のようになるには、まだ多くのことが不足しているからです。 

61 本書は多くの眠れる魂を目覚めさせ、彼らの隠された才能を開花させることでしょう。それを読めば、次の世代にインスピレーションを与え、装備させ、わが神性との霊的結

合へと一歩一歩導いてくれることでしょう。 

62 私の労働者たちよ、私があなたたち罪人を選んで、あなたたちを私の道具に変え、迷える者たちを救おうとしたことを思い、心を新たにしなさい。 

これらの財の不足に苦しむ人々に平和や安心や喜びをもたらすことに、あなたは飽きたり疲れたりすることはないでしょうか。 

嘆きを届かせないために、荒れ地や自分の部屋の孤独を求めないことです。今がすべての精神にとって重要な時期であることを認識し、苦痛と向き合わなければなりません。 

やがて、わたしの意志に従って、あなたがたはさまざまな地域に「木」を植えることになる。これは、わたしのことばの中で、集会所や祈りの家をこう呼んだものだ。そのための準

備をし、霊界があなた方の間に包括的に現れ、あなた方が私の教えを正しく解釈できるようにしなさい。 

63 わが神性の使者たちに耳を傾けることができる時間は、もう残り少ないのです。1950年もそう遠くないのに、わが仕事の進捗を私に見せることができるのか？灯火を消し

てしまったおとめたちのようにならないように、私があなたがたを深い眠りから覚ましたことを自覚してください。もし、あなたが主の最後の言葉を聞いたとき、眠っていたら、あなたに

とって失礼な目覚めがあるでしょう。 

64 歩いて疲れて到着された方は要注意です。ある者は良心の呵責を感じ、またある者は自責の念に駆られながらやってくる。 

65 あなた方は、私が現在人類に語りかけているという噂に惹かれてここに来た。そして、この言葉に耳を傾けると、父があなた方に向かってこう言っているのが聞こえるだろう

。 

66 マスターの話を聞き、その教えを受ける新しい機会がここにあります。私は、一人ひとりに自分の才能を思い出させ、自分の仕事を認識させます。わが道を堅く、強く歩む者

は、やがてわが国を知るようになる。 

67 熱意をもって光を見守り、その徳によって光を輝かせる者から、光を奪い取ることは誰にもできないのです。 

68 あなた方はこの地上の存在としてははかない存在であり、この霊的な教えを学ぶ者として、このことを理解しなければなりません。私は完全な愛であなた方を迎え、この愛で

あなた方を裁くのです。あなたの主の裁きは，人のそれとは何と違うことであろうか。 

69 私によってマークされた14万4千人のうち、ある者は霊的な任務を遂行するためにこれらの声の担い手を通してわが言葉を聞き、別の者は直観の賜物に支えられて霊的にわ

が命令を受け、また別の者はあの世で霊的手段によって人類への使命を果たします。 

70 私の光は、この地球上のあらゆる場所で輝いていなければなりません。 

71 これらのイベントはいつになるのか、マスターに尋ねる人もいます。あなたがたに言うが、あなたがたの意志と忍耐にもよるのである。 

72 肉体の中にいる間に目覚めない者は、その霊魂が自分を縛るもの、あるいはわが業を認識するのを妨げるものをすべて取り除くために、地上から連れ去られるのです。 

73 何度も言いますが、「良い時期を待たずに仕事をしなさい。 

74 人類が犯した多くの過ちについて、後で私が責任を問われることのないよう、任務を全うしてください。 

75 ある人は私に言う。"父よ、もうしばらく待ってくれ "と。 

私は永遠だから、御子の帰還を長い間待つことができる。しかし、あなた方のためにこれを勝ち取るために、私があなた方を送ったことを忘れないでほしい。 
76 また、「主よ、私をこの世から連れ去ってください。もうこれ以上は耐えられませんから」と言う人もいます。 

77 いつになったら自分の運命と調和して生きられるのか、いつになったら自分の苦しみの多くは、不完全さという重荷から自分を解放するための贖罪であると理解できるのか。

理解し、降伏することだけが、あなたに平安をもたらすことができるのです。 

78 あなたは、精神の知識の道を、なんとゆっくりとさまよってきたことでしょう。 

79 何世紀もの啓示と経験を経てきたのに、質問に答えられなかったり、人生の試練を前にして前進できない姿を見ると、私はまだか弱い幼子のようなあなたたちに会います。 

80 あなた方が私の弟子となり、真実に直面することを妨げているものを捨て去ることができるよう望んでいます。 

81 私の言葉を理解するのに苦労しないように、常に霊的な方法で考えなさい。神が目に見えない存在であることを想像できなかったのはあなたであり、私を考えるとき、すぐに

巨大なプロポーションの人間の姿を心に描いたこと、形はあっても見ることができず、常に謎の厚いベールの後ろに隠れている存在であったことを忘れてください。 

82 私がイエスにおいて人となったのは、神が人の形をとっていることを理解させるためではなく、神のすべてに対して盲目で耳が聞こえない人たちに、私を目に見え、耳に聞こ

えるようにするためであった。 

本当にあなたがたに言いますが，もしイエスの体がエホバの形であったなら，血を流すことも死ぬこともなかったでしょう。それは、人類がそれを見て、それを通して天の父の声を

聞くことができるように、完全な体でありながら、人間的で繊細なものでした。 

83 あなたの神に対する観念が現実からかけ離れているときはいつでも、私はあなたを助けに来て、空想と非現実を破壊し、あなたが真の道を歩むようにさせたのです。 

84 私は道であり、真理であり、命である。私の教えは、死についてではありません。私がしばしば霊界の存在を語るのは、あなたの霊に約束された生命と永遠の幸福があるから

であって、あなたが死を待ち望み、現世を嫌悪するためではありません。 

85 この時の私の言葉は霊的生活について話しています。それは、あなたの発達の中で、霊に明かされていない秘密を示す生命の書のその章に、すでに到達しているからなのです

。 
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86 しかし、すでに申し上げたように、物質の影響が霊の支配と衝動に服さない限り、人間は自分の内なる光を見たり、霊の声を聞いたりするために、自分の内面に入り込むこと

はほとんどできないでしょう。 

87 そのとき、無意識のうちに霊的なものとつながり、永遠を感じ、自分の中に永遠が息づいていることを感じるのです。それは、人間が自分の中に、この世のものではない別の

次元の存在を持っていることを初めて発見したときと同じであった。しかし、そのことに怯えることなく、逆に希望が湧いてきたのだ。肉体を切り離すと、精神はこの世にない至福の世界

へと昇華し、自分の高い理想を正当に満たしてくれるのではないかと考えたのだ。 

88 そして、涙も不幸も不和もない、知恵と愛と正義の世界を夢見る者たちに、私は山上の垂訓を捧げ、彼らが希望を持ち続けることができるようにしたのである。 

89 キリスト教の最初の巨匠たちは、なんという優しさと愛で人類を教えたことだろう。彼らの言葉の力は、彼らの作品の真実性に基づいており、それによって彼らは改心し、霊

化に誘ったのである。 

90 私が彼らをマスターと呼ぶのは、彼らが私の模範に従って教えたからです。もし、後から、私の教えの意味を理解せずに、信仰の強制で教えようとする人がいたとしたら、そ

の人は師匠ではありません。もし彼が権力を使って兄弟から考え、信じ、判断する自由を奪ったなら、彼は私を手本にしたのではなく、事実上、霊が私の啓示の意味を突き止めようとする

のを妨げたのです。 

91 私はあなたに言います。わが名とわが教えが人々を服従させ、恐怖を与え、その恐怖によって人々が信仰を強要されたときはいつでも、その目的は霊的なものではなく、地上

の権力を求めるものであったのだ。この一文に集約される、お師匠様のお言葉とお手本は、どれほど違うものだったのでしょう。"私の王国はこの世のものではない" 

92 私の舟に乗れ、決して転覆しないからだ。しかし、ペテロが主人が眠っていると思ったときのように疑ってはならない。そうでなければ、もはや私の声ではなく、あなたがた

に語りかける苦痛となるからである。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション4 
1 私の言葉を聞くたびに、あなたは自分の痛みを私に預けているのだと感じる。しかし、あなたが私のもとに戻るたびに、あなたの心が苦悩でいっぱいになるのはなぜでしょう

。 

2 そろそろ、私の平和を守ることを学んでください。 

3 この時期になると、村や町、地区のいたるところに「木」が生えてきて、彷徨う人たちに精神的な陰を与えてくれるのです。 

4 これらのさまよえる者たちは、この顕現に次々とやって来る大勢の人々です。彼らは、他の時にはすでに生命の木の葉の下に日陰を見つけたというわが言葉を聞くとき、約束

の地に近づくための時間の使い方を知らなかったことを深く悟るのです。 

5 あなたがたのうち誰が、過去の時代のように、新しい救いの機会に直面したと感じたとき、再び私を拒むだろうか。誰が自分の仕事を避け、良心の声を無視するだろうか。こ

の声で目覚めた後、誰が物質的な夢に耽溺し続けるのだろうか。 

6 あなたの霊が震えたのは、あなたが落ち着かないにもかかわらず、父があなたを愛し、あなたを赦し、あなたが神のもとに来るように自分を新しくするのを助けてくださると

いう言葉を聞いたときです。 

7 あなたは神の愛にひれ伏し、喜び勇んで病人を探し出し、主人のもとへ急ぎ、主人とともに苦悩を癒すのです。 

8 ここに、人々に精神的な実りを提供する木があります。 

9 私は永遠の命の木である。十字架上のキリストを思い出せ。彼は、腕のような枝を愛情を込めて広げ、人類に日陰を与える樹木のような存在であった。その群衆にゆっくりと

降り注ぐ言葉と、一滴一滴降り注ぐ血は、まるで神の木から実った果実のようでした。 

10 この言葉を最後に聞くことになる1950年は近い、それはあなたにとって天の果実である。そうすれば、木も実も影も、あなたの精神の中にあるはずです。 

11 その時、まだ物質主義的な考えを持ち、わが言葉を狂信している者たちは、私を引き止めようとし、もうしばらくこの形で話してくれるように頼むだろうが、それは不可能で

ある。 

12 わが言葉を降伏させた「ナイチンゲール」たちは、この顕現のために沈黙し、私は彼らの従順さに、言葉と霊感の賜物で報いるだろう。 

13 あなたはまだ、その時代のために、わたしの高邁な計画に何があるのかを知らない。すでに今日、私はあなた方に、その祝福された時代に、あなた方全員が私の意志を実現し

、羊のように従順で優しくなることを期待していると告げました。 

14 しかし、あなた方が互いに裁き合うことは、私の意志ではない。私の子供たち一人一人を裁くのは、私の完全な正義である。 

15 わが民よ、聞け、ただ虚空に語らせるのではないぞ。まだ、考え、学ぶ時間はある。 

16 人は一時的にそうする機会があっても、自分の意志に従って行動することを主張してはならない。主の義がその人に届き、その時初めて、その人のために運命づけられている

ことが起こるからだ。 

17 第三の時代の預言者たちよ、あなたがたは、多くの人々に警告し、偽りのキリストと偽りの宣言に惑わされないように、備えよ。 

18 この私の言葉を、無学で素朴な声の持ち主を通して伝えるからといって、疑わないでください。 

19 起きて、この教えを皆に宣べ伝えよ。もう時間がないのだから。 

20 光の一言で、兄弟は目を覚ますだろう。 

21 欠点を良い性質に置き換えることは、未来の精神主義者、つまり人間の生活の廃墟の上により高い王国を建設しようとする人々の崇高な願望であろう。 

22 より高い道徳性、より深い知識、より高い精神性を持つこの世界を築くのは、未来の世代なのです。しかし、今を生きるあなた方にも、できることはたくさんあるのです。少

しの善意で、あなたは廃墟や、異常と不名誉に満ちた過去の残骸を取り除き、長く苦しい経験の光だけを残すことができるのです。あなたの心が美徳で満たされ、あなたの唇があなたの精

神に芽生える真実と感動の確かな道具となるように、あなたが良い生き方をするよう努力するなら、私はあなたを祝福し、あなたが共に築く平和の国のかすかな光を見せてあげよう。 

23 足は大地に触れるが、志を大地に持たせてはならない。神のものは神に、世界のものは世界に与えることを忘れずに、より高い目標を掲げてください。 

24 私の言葉はすべての人のためにあるのですが、すべての人が同じように受け取るわけではありません。多くの人は無関心で聞いているが、私を聞く喜びがなければ、もはや生

きていけない人もいるのだ。その中には、物質的な栄養を摂らずに来て、私の言葉を聞いて、自分の必要や窮乏を忘れ、会議室を出るときには、力と希望と平和と慰めに満たされて、「本

当に、人はパンだけによって生きるのではなく、神から出るすべての言葉によって生きる」とつぶやき始めた人も見ている。 

25 私だけが、誰にも知られることなく、それぞれの心の持ちようを見ることができる。私は、悲しい羊、喉が渇いた羊、病気の羊、疲れた羊、愛も家もない生き物を見つけます

が、それでも、私の話を聞くと、「神聖なる師の話を聞くときは幸せだ、そうすれば私の悩みはすべて消え、私の心は光と喜びで溢れるから」と言います。 

26 しかし、ある者は無気力に陥り、主の声を聞いた最初の頃のように心が和らぐことを許さない。 

しかし、ある者は耳を傾け、ある者は耳を傾けず、ある者は私を感じ、ある者は無感覚のまま、どのように教えを続けていけばよいのでしょうか。 

27 弟子たちよ、自分の中に入って、以前のように私を聞き、感じなさい。このみことばがあなたの命であり、あなたの運命の光であることを告白したことを思い出してください

。今日、私が言ったことを忘れてはならない。必要なものは、時が来れば与えられる。 

28 あなたのランプに新たに油を注いで、信仰と知識の炎を再び輝かせるのです。 

29 眠らず、起きて祈りなさい。主があなたの家に入ってきて、あなたを驚かせるかもしれません。かつて、あなたがあらゆる場面で私の存在を感じた、あの霊的な熱狂の日々の

ように。 

そうすれば、あなたが気づかないうちにあなたを照らすことをやめていたその光によって、あなたの人生が新たに照らされ、豊かさと知恵に満ちた未来への確信が取り戻されるのが

わかるでしょう。 
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30 すべての思いを私に託し、あなたの心を私に捧げなさい。あらゆる苦悩や苦しみは、私が受け取る花のようになる。苦しみ、苦悩、失望の花だが、最終的に花となるのは、そ

れらが浄化を証し、私のもとに立ち昇る香りを放つからである。 

31 わが光を受ける霊よ、沈黙に浸りなさい、あなたの心が私にその悲しみを嘆く間。あなたの涙を私に預け、そのために私の癒しのバームを取りなさい。 

32 最高神である父は、その目をあなたに向けました。主があなたを創られたとき、主はあなたに力をお与えになったのですから、主の前で敗北や無力感を示してはなりません。 

33 あなたの苦しみが厳しいものであれば、主の慈悲はもっと大きい。信仰と愛の功徳を積み、主があなたを永遠にその善と知恵の王国に導いてくださると信じて疑わないことで

す。 

34 人々よ、私を信じなさい。あなたの力が衰えたとき、新しい力を引き出しながら、あなたの十字架の重荷を私に与えなさい。 

35 この世界は浄化の源であり、あなたの精神はこの世界を離れて本来の故郷に帰るとき、宇宙の光のように輝くと理解してください。"私を探す者は私を見つけ、捜す者は捜す 

"と言ったのを覚えていますか？- あなたは私を求め、今、私の前に立っている。 

36 しかし、私を探しても、私を見つけられない者もいる。私がいるはずのない場所で探すからだ。そして、これらの人々は、自分が私に非常に近い存在であること、私が自分自

身の中にいることを知らずに、私の存在を疑い始めることさえある。 

37 彼らは自分の心の中に私を見つけることができません。彼らの中にある平和と光は隠されたままだった。 

しかし、そこには真の聖域があり、私は深遠な啓示を語り、多くの謎の「なぜ」を説明するために、あなたが入ってくるのを待っているのである。入ってみると、自分がどこから来

たのか、運命はどこに向かっているのかがわかり、以前は何も見えなかったところに私を見つけたことに驚かされるのです。 

しかし、この聖域を知らない者は、材料の中に自分の神殿を建て、その中に祭壇を築き、自分の手で作った神をその上に置くのである。やがて、自分の教団の不完全さを確信した後

、彼は目覚め、霊的な神、真理の神、唯一の神を探し求めるようになるのである。 

38 人間に命を与えたのは神であり、人間を創造したのは神である。神を創造し、それに命を与えることができるのは人間ではない。 

39 この言葉を少しずつ聞いていくうちに、理解に近づいていくのです。この悟りがあなたの精神を完全に満たしたとき、あなたは私にこう言うでしょう：「主よ、奇跡が起きま

した。 

40 だから、私が今、霊で行っている仕事が何なのか、理解していただけると思います。 

41 あなた方の霊性は、私を信じるために、初回と二回目の奇跡や証明を必要としないでしょう。 

42 今日、あなた方は天のマナが霊的な形で降ってくるのを見ることになる。大罪人の心である岩から、悔い改めの水が湧き出るのを見るだろう。あなたは、信仰と美徳のうちに

死んでいる人々が生命によみがえり、道徳的な弱点で病んでいる人々が自らを清め、真理に盲目の人々が目を開いて私の輝きを見るのを見るでしょう。 

43 もし、第二の時代において、私の人間としての誕生が奇跡であり、私の肉体的な死の後の霊的な復活がまた奇跡であるならば、本当にあなた方に言いますが、この時代に人間

の心によって私が現れることは霊的な奇跡なのです。 

44 私の予言はこの時代、最後の時まで成就する。私の3つの遺言が1つになったものをあなたに残します。 

45 今まで父を愛と犠牲と赦しとして知っていた人たちは、この時に父を完全に知るようになり、父の義を恐れるのではなく、父を愛し、崇拝するようになるはずです。 

46 だから、わたしはあなたがたにわたしのことばを送り、神が愛であることを悟らせたのだ。 

47 今日、わが光は、あなたが迷うことなく、わが掟に忠実に道の終わりに到達できるようにと、あなたのもとにやってきました。 

48 あなたは長い間、世間に仕えてきましたが、世間はあなたに悪い報いを与えました。しかし、人間は世の中のしもべであるべきだと、いつ言われたのでしょうか。地を治めよ

」と言われたことを知らないのか、覚えていないのか。放蕩息子のように、何度私の前に現れたことでしょう。 

49 あなたが功徳と謙遜に満ちて私のもとに来ることが、私の願いです。 

50 わたしは、あなたが霊的ならい病にかかっているのを見つけ、わたしの意志であなたを癒した。同じように、兄弟たちの罪を嫌悪することなく、癒してあげてほしい。そうす

れば、あなたが私を愛していることを証するのは、あなたの業であって、心が感じないままそれを宣言するあなたの唇ではないだろう。 

51 神の前にふさわしいと会堂で自慢し、公道で慈愛を見せたファリサイ派の人々のように振る舞ってはならないのです。 

52 わが教えを深く研究するように保ちなさい。もはや、このみことばを声主の心を通して聞くことのない日が近づき、その時、学び理解した者は、無敵の兵士のように強くなる

のだ。 

53 もしあなたが準備されたなら、あなたは私に触発されて話し、この簡単な方法で人類を教えるでしょう。私の新しい弟子の中には、人々を探さなければならない者もいるが、

他の者は兄弟が来て彼らから私の教えを聞くのを待たねばならないだろう。 

54 人々よ、わが言葉とわが教えを子供たちにも説明しなさい。私の教えは年齢や性別にとらわれない、精神のためのものであることを忘れないでください。 

55 わが教えを簡略化して、子供たちの心の届くところに与えよ。しかし、私の教えを説明する最良の方法は、あなたの人生の徳によってであり、その中で、彼らはあなたの慈善

、忍耐、謙遜、霊化の働きを見ることになることを決して忘れてはなりません。これが一番いい形の教育でしょう。 

56 イエス様のこと、マリア様のこと、そして世界に光のメッセージを届けたすべての人たちのことを伝えてください。そうすれば、あなたは彼らに私への道を示すことができま

す。 

57 安息の日、あなたの霊はわたしの聖域に入り、わたしを讃えるのだと、彼らに伝えてください。六日間は人間的な義務や傾向に専念し、一日休んで、主への思索と崇拝に少し

の間だけ専念する。 

58 そこでは、私があなたを待っています。あなたの悩みや愛や感謝を私に語る言葉である祈りを、いつも期待しているのです。 

59 あなたは、私の神聖な言葉を聞こうとする群衆によって形成された私の聖域に入りました。まことに、私はあなたがたに教えの洪水を浴びせたのである。このみことばは、あ

なたがたの霊の肥えた種となり、あなたがたをわが働き手に変身させるであろう。 
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60 あなた方は感謝の心を持ってやってくる。私が積極的に慈善活動を行うように言う前に、私はあなた方に健康や平和、あるいはその他の失われたものを取り戻すという奇跡を

起こしたのだ。 

61 今日、あなたは感謝の気持ちで、私にこう言うのです。"マスター、これほどの愛に報いるために、私は何をしたらいいのでしょう？"と。そして、広大な「畑」を見せて、

イラクサや巨石を取り除き、愛と平和と慈悲の種を蒔くのです。 

62 私はあなた方を送り出す前に、あなた方が戦いでくじけず、心を失わないように、力と信仰を満たしてあげます。あなたがたの麦が、あざみといばらの間に生えてくるのを、

しばしば見かけるであろう。 

63 畑を耕すのに苦労すればするほど、畑への愛情は深まり、花が咲いたときの満足感は大きくなる。 

64 本当はあなたに言うのです。あなたがたが私の指導で育てたこの霊的な麦は、七代目以降のあなたの子孫のための永遠の命のパンとなるのです。 

65 弟子たちよ、喜びで結ばれているあなたがたは、わたしを聞き飽きることがないように。私は、この汚れた人の唇を通して、あなたの霊に語りかけ、それを通して私自身を現

す。しかし、本当にあなたに言います。私の言葉はこの不純物に汚されることなく、あなたの霊に純粋に届くのです。 

66 畑、種、水、畑の道具が何であるかを理解するために、また、土を整え、種をまき、水をやり、手入れをする完璧な方法が何であるかを知るために、わが教えを学びなさい。 

67 そうして働く農家は、良い実と悪い実を見分ける術を心得ているのです。 

68 多くの人が、もう種をまくことができると考えて出発し、この麦の代わりに、熟すといばらを与える奇妙な種をまいたのを見よ。 

69 第3の時代の労働力を整備してほしい。そのために、わたしは大群衆に呼びかけを行い、その中から、この時代にわたしに従わなければならない者たちを出発させる。 

70 こうして、私が次々と教えを与えていくうちに、徐々に自分の仕事を完全に引き受ける時が近づいてきました。 

71 彷徨っていると、別の時期に種を蒔き、灌漑と手入れを待つだけの畑に出会うことがあります。これらの霊は，預言者とわが使徒の時代から受けてきた信仰の種が宿っている

者たちです。 

72 ある者は第一時代の種を持ち、ある者は第一時代と第二時代の種を持ち、あなた方は第三時代の種を持っているので、この第三時代に私が与えた種を彼らの中に置くのだ。 

73 そんな人生と仕事があなたを待っています。私がすべてを与えるのに、なぜあなたは闘争を恐れるのか？まだ闘争の最も困難な部分が始まっていないのに、なぜわが労働者の

目に涙が見えるのだろう。 

私があなたの近くにいること、あなたの霊的才能が現実のものであること、試練の時、あなたの霊的完成のための重要な時に、あなたが私に求めるものはすべて私が与えることを信

じてほしいのです。もう、気弱なあなたを見たくありません。 

74 ほとんどの人は、精神を忘れて、パンや癒しや体のための仕事を求めに来ますが、そのすべてに私は奇跡を起こします。なぜなら、これらもまた、明日のあなたの兄弟たちの

心に信仰と希望を点火する証となるからです。 

しかし、私にそんなに小さなことを要求しないでください。あなたにとって、とても多く思えることも、すぐに終わります。むしろ、永遠の恩恵、霊的な財を私に求めなさい。その

上で、世界に属するものを足しにしてあげよう。 

75 あなたが私に求める以上に、私はあなたに与えることができる。だから、あまりに小さいと諦めてはいけない。 

76 私は心を無尽蔵の慈愛の泉に変え、心をインスピレーションで満たし、唇を言葉で満たすことができる。私はあなたに癒しのギフトと、闇を溶かし悪を倒す権威を与えること

ができます。 

77 そのようなことを求める人は、無意識のうちに自分の精神にあった力が、自分の中から出て行くのを体験することになる。これほど素晴らしい才能を持ちながら、扉をたたく

者に、誰がその扉を閉じることができようか。私の力を享受する者には、どんな道がでこぼこで長く見えるだろうか。天候に左右されない力を持つ彼にとっては、どんな天候も無慈悲に映

るのでしょうか。 

78 弟子たちよ、あなた方の最高の仕事は、愛の活動であろう。多くの場合、自慢することなく、左手に右手が何をしたかを知らせずに密かに行うことになります。しかし、あな

たの愛の営みが仲間に伝わり、仲間もそれに参加するようになる時が来るでしょう。 

79 報酬を気にすることはない!私は、子らの業を一つも忘れることなく、公正に報いる父である。 

80 真の愛をもって一杯の水を与えれば、それが報われないということはない、と申し上げました。 

81 私のもとに到着したとき、私にこう言う者は幸いである。"主よ、私は自分の働きの報酬として何も期待していません。存在と、私があなたの子供であるという知識だけで十

分です。" 私の霊はすでに幸福で満たされています。 

と言っています。あなたは、自分の道を失い、健康を失い、仕事の鍵を失い、泣いています。そうしてこそ、天の父を思い出すことができるのです。 

82 さて、私は皆さんの中にいます。あなたはマスターのもとにいるのですから、ここに来た理由は重要ではありません。 

83 私の教えを聞きなさい弟子たちのためのものもあれば、「幼な子」たちのためのものもある。 

84 わが教えの進んだ兄弟姉妹の中にいて、自分の無知を隠そうとすることを恥じてはならない。あなたと同じように、彼らもやってきたのです。 

85 ここに来る者は、少しずつでも神の教えを学び、後に来る者に何かを提供することができるようになりなさい。 

86 私が新しい弟子たちをドロドロの中から探し出し、私の言葉で彼らを新しくして、後に彼らの兄弟のために再生と生命と光のメッセージを携えて人類に送り出すことに、誰も

驚かないでしょう。 

87 この民の罪、不完全さ、汚れのもとで、わが霊の光がこの時代に姿を現したのである。このように、私は暗闇に打ち勝ち、光をもたらすために奮闘してきました。 

88 このような人間の大きな不完全さに目を閉じ、このような大きな不幸の上に立ち、わが新しい顕現の中にわがプレゼンスを見出す方法を知っていたすべての人々は幸いである

。 

89 この無学で罪深い人々は、ますます磨かれ、浄化されていくでしょう。 
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90 もう、昨日の自分ではありません。時代遅れのカルトや悪い習慣を捨て、自分の精神を向上させるために努力しましょう。 

91 イエスと預言者が私の新しい到来として告げたまさにその時に、私はあなたを驚かせたのです。 

わが約束が果たされつつある今、あなたがたは、罪が堕落の極みにあるのを見、人間の野心と憎しみが、この時代の人間の精神を包む闇の結果として、戦争に現れているのを見るの

である。 

92 しかし、見よ、闇が最も深かったとき、神の光が降り注ぎ、それを引き裂き、人間の言葉となって、人に向かって「互いに愛し合いなさい」と言ったのです。 

93 あなたがたの中で罪のない者が最初の石を投げなさい」と私が再び言う必要がないように、見守り、祈り、自分を裁かないでください。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション5 
1 これは、イスラエルの民が新約の箱の前に集まったので、神霊が喜ぶ瞬間である。 

2 私は、私の痕跡を残すために新たに来たが、あなたはそれを追った。私はあなたを養い、私の恵みであなたを飾った。 

3 これはエリヤが準備し、切に願っていた日であり、彼の霊が喜ぶ瞬間が来たのだ。純粋なエリヤが羊を見せるのは、以前に悔い改めと刷新と高揚という恵みの泉を浴びさせた

からである。今日、羊飼いが私に示す者の数は少なく、わが民の形づくりの始まりとは言いがたいが、私は「最初の者」が団結し、「最後の者」に良い模範を示すことを望んでいる。 

4 放蕩息子のように頭を下げ、恥ずかしさでいっぱいの状態で私のところに来て欲しくない。父の家を自分の家のように思ってほしい。 

5 鐘が鳴り、時間が来て、群衆が近づいてくる。眠れる羊たちは目覚めるだろう。なぜなら、エリヤは子供たち、若者たち、大人たちの霊を、わが言葉の光を受け取るために、

そしてわが霊との結合のために準備するために近づいているのだから。 

6 大勢の人々が私の呼びかけに耳を傾け、私の言葉を求めてやって来る。それは彼らにとって、約束の地に到達するようなものだ。平和と慰めであるわたしの声を聞くことを熱

望し、苦難、恐れ、痛みが彼らの道を悲しませるので、彼らはやって来る。彼らは、供え物ではなく、願い事を持ってくる人たちです。ある者は病気を、ある者は失業を、またある者は貧

困と涙を私に差し出します。私は彼らにすべての追加の贈り物を与え、肉体の前に精神が来ることを理解させる。今日、彼らはまだ私の子供ですが、これらの恩恵の結果、彼らは最終的に

私の弟子に変わるまで私に従うでしょう。 

7 この道で待ち受ける誘惑に負けないように、私の力を授けよう。愛と助け合いと調和があなた方の間に支配することを望んでいます。この第六の封印の時代に、人類がその精

神をもって私を求めることは、私の意志である。 

8 あなたを私のもとに引き上げたいのです。第二の時代、私が人間となり、あなた方のために私の命を捧げたのなら、今、私は人間の心を通してコミュニケーションし、あなた

方に私の神聖な存在を与えるだろう。しかし、私が十字架を背負っている間、あなたの成就を眠らせることはない。それぞれの持ち分を肩に担ぐように指示します。この道は、血と犠牲の
跡が残っており、あなたにもわかるはずです。もし、あなたが花で覆われた快楽の道を望むなら、それはあなたの人生の旅が最高の栄光を見つける山の頂上へあなたを導くことはないでし

ょう。 

9 私があなた方を "マリアの民 

"と呼んだのは、あなた方が聖母を愛し、認め、優しさを求める子供のように、あるいは、執り成しを求める罪人のように、聖母のもとに来る方法を知っているからです。 

10 マリアがこの世に存在することは、人類に対する私の愛の証しです。彼女の清らかさは、あなたに啓示された天の奇跡です。そして、その胎内で神の種が発芽し、その種を通

して「言葉」が語られるイエスの体となるようにと、私から地上に降りてきて女となったのです。今、この時代に、彼女は新たにその姿を現そうとしている。 

11 マリアの愛は、あなたにとって天の箱舟のようなものでしょう。子供たちが母親の周りに集まってくるように、あなたたちも彼女の周りに集まってくるでしょう。彼女の甘い

言葉に耳を傾け、あなた方の心が硬くなっているのを見せないように、自分自身の中に入って悔い改めることで、彼女の光があなた方を貫き、彼女の優しさを感じることができるのです。

このように準備が整ったら、あなた方の神、マリア、エリヤの前で、あなた方が一つの身体と一つの意志を形成することを誓い、新約の箱によって、あなた方の心から利己主義、憎悪、狂

信を根絶するためにたゆまず努力することを誓いなさい。本当に言っておくが、約束を果たせば、苦痛を感じる浄化の時間は過ぎ去るのだ。 

12 わが民よ、もし岩でさえわが言葉の裁きを感じるなら、どうしてあなたがたはそれを感じないことができようか。私の声によって大地が揺れ、水が動かされるなら、あなたの

精神は被造物の中で最高のものである以上、どうして揺るがないのだろう。 

13 マスターはたゆまぬ努力で、最も美しい教えで、その善良さを伝えようとやって来ます。 

14 新約の箱が持つ意味を見極めよう、戦いの時が近づいているのだから。イエスが十字架から「父よ、彼らをお赦しください。彼らは自分たちのしていることを知らないのです

」と語り、あなたが無知であったことを赦されたとすれば、今日、あなたがもはや法を破らないように私の光を観想することは、私の意志です。 

15 あなた方が外国人と呼ぶ人たちが、わが言葉を求めてやってきて、新しい世代がより高い霊性を持って成長する時が近い。やがて、あなたがたは、さまざまな色彩と言語をも

つ人々が、愛をもってわたしに耳を傾け、わたしの弟子となるのを見るだろう。そして、教えを受けた彼らは、このメッセージを携えて母国へ帰っていくのです。 

16 弟子たちよ、あなたがたの霊が昇天して、わが言葉に熱心に耳を傾ける者たちよ、あなたがたの霊が入ったところは聖所、聖霊の神殿なのだ。あなた方は謙虚に自分を準備し

、自分を兄弟姉妹と考え、私の神性において自分を愛し、この恵みを得たのです。 

17 この大義の使徒となって、私が築き、あなた方が冒涜してきたものすべての回復のために働きなさい。弱音を吐いてはいけない。神の印を持つ者は無敵になるのだから。この

恩寵を永遠に保ちたいのなら、泥沼の道に迷い込まないことだ。これ以上、暗い森に入らないでください。さもないと、迷える羊のように嘆くあなた方を、神聖な羊飼いが見つけてしまう

からです。 

18 汝らよ、この聖域を建設するために働け。我の前に知られざる功績はない。私の言葉はあなたを教え、あなたの良心はあなたを導き、あなたの直感は、あなたがどの瞬間、ど

の場所で私の言葉を表現し、善を行わなければならないかを教えてくれるでしょう。 

19 蒔くべき「畑」を探し出し、玉石を削って耕す。不毛の地を肥沃にしなさい、あなたの仕事から大きな実りを期待します。だから、与える側にも、受け取る側にも喜びがある

のです。私はあなた方をわが兵士と呼び、祝福する。 

20 第六の封印の天使の持つラッパが鳴り響き、あなた方が私の前に立てた霊的な誓いは、命の書に記されたままである。 

21 仕事をしろ、仕事を終えたら報酬が待っているのだから。 

22 あなたがたは、三度にわたってわが種を受けた労働者である。しかし、あなたがたは、畑が麦で金色に輝くのを見て無気力になり、虫が植物の根をかじるのを許して、その実

をつぶらせる者たちでもあるのです。 
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23 最初の時代の争い、不倫、転落を思い出せ。そのため、今、あなた方が散り散りになり、弱っているのを見つけたのです。あなたがたを新たに集めるために再び来ると告げた

ことを思い起こせ、見よ、私はここにいる。マスターとして、私はあなたの汚点や侮辱を見るために来たのではありません。私はあなたを許し、あなたを聖別し、もう一度私の知恵を与え

るために来たのだ。 

24 これは、あなたが私の神性と交わす新しい契約です。この啓示が、新約の箱である。もし、あなたが二度と迷うことなく自分の道を進みたいなら、行って、悲しんでいる人を

慰め、病人に「油を注ぎ」*、迷っている人を救い、盲人を導き、正義と理解と平和に飢えている人に食物を与えなさい。体や霊の病める者に道を開き、わたしのもとに来させ、癒しの膏

薬を与えよう。ただし、その罪が痛みの原因であるとは言わない。 
* 治療薬の塗布だけでなく、主に祈りとともに手を置くことを意味する。 

25 わたしが貧しい者の幕屋に来たとき、わたしはまた強い者の住まいに来るであろう。あなたがたに言うが、私はこの両地域で敵対関係に遭遇した。そして、これらの畑に平和

の種を蒔く。 

26 私は、法と正義を含むこの教えをあなた方に授ける。それは、あなた方の主人に従うことによって、敵意があるところに平和を、利己主義が支配するところに慈愛をもたらす

ためである。兄弟たちの生活の中で、彼らの道を照らす星のような存在になってください。 

27 決して私の教えを偽らないでください。私の仕事を純粋さだけを記した本として提示し、あなたが旅を終えたとき、私はあなたを迎え入れるでしょう。私はあなたの精神の汚

れを見ず、あなたが約束の地に到着したとき、最大の報酬となる私の神聖なキスを与える。私がこのとき一握りの種を与えたのは、あなたがたが肥沃な畑に種をまくことを学び、そこでそ

れを殖やすためである。 

28 私はあなたがたに、果実は時期が来る前に刈り取ってはならず、熟すまで植物につけておきなさいと教えました。 

29 あなた方が再びわたしに呼ばれ、わたしの畑で働く者となるまで、何世紀かかったか知らない。あなたは世界の通りをさまよい、私の愛が大勢の中からあなたを探し出すまで

。 

30 今日、わたしはあなたを飾り、あなたの嗣業を知らしめた。 

31 放蕩息子のように再びなりたいとは誰も思っていない。戻るたびに痛みが増すからだ。 

32 この遺産を自分たちのためにだけ持っていこうとするような、利己的な心を新たに持たせてはならない。 

33 霊的に分離し、外見だけ一致して生きてはならない。人を欺くことはできても、私に嘘をつくことはできないからだ。 

34 あなたがたは、祈り方を知っていれば、迷うことはない。なぜなら、あなたがたを気遣い、導いてくれる霊的な羊飼いであるエリヤのほかに、あなたがたの兄弟、すなわち、

私が地上であなたがたの前に置いて助言し、矯正している者たちがいるからである。 

35 すべての共同体の統一のために努力し、これが平和、統一、親善の旗印となるようにすること。君たちの手には、決して恫喝するような武器は持たせない。私が与えた武器は

、愛でできている。 

36 あなたは今、病人に油を注ぎ、恵みの命に死んだ者を蘇らせる方法を学んでいるのです。しかし、この道を歩んでもなお、富や外的な輝きや名誉を求める者がいる。これらの

汚れがどれほどの痛みを伴って浄化されるかを知らないからだ。 

37 言葉の仲介者に託された贈り物は、なんと偉大なことでしょう。知恵と愛と慰めの流れが、彼の心と唇の上に流れているのです。彼は、神と人との間の「仲介者」であり、彼

らがわたしに耳を傾けるようにするためである。虚栄心や高慢が彼らの中に巣食ってはならない。もしそうであれば、彼らは誘惑に陥ってしまうだろう。彼らが神の霊感を十分に享受でき

るように、その模範は優しさと簡素さと親切さでなければなりません。しかし、その中には、王様の気分で、その下僕を求め、媚びを売る者を囲う者が出てくる。しかし、人々はそれを信

じることができるのだろうか？死者」を恵みの生活によみがえらせ、悲嘆にくれる心に慰めを与えることができるのだろうか。- 

いや、彼らは嘲りを引き起こすだけで、それは彼らのためではなく、わが教えのためであろう。 

38 あなたの仕事は、教えることです。しかし、もしあなたが私から学ばないのなら、何を教えることができようか。 

39 私を愛し、私の律法に熱心に従う者も、それを姦通し、違反する者も、私はあなた方を等しく愛している。後者は、私が苦しめ、正し、最後には私の良き働き手となる。 

40 私は、あなたが新約の箱の前で立てたその誓いを果たすのを助ける。それは、あなたがこの世に携えてきた任務を終えたときである。 

41 私はいつもあなたの中に自分を感じさせ、あなたが用心深く生き、あなたの心と体が常に霊的な指示を受け入れることができるようにします。 

42 群衆は時の流れに従って近づき、「最後の者」の視線は、わが言葉とあなた方の装備の本質を判断するために、ますます貫通するようになるであろう。 

43 自らを清めよ更新がなければ、良い実を結ぶことはできません。わが聖霊の光があなたがたの良心にあり、あなたがたの行いがわが真理のあかしとなるように。 

44 何年も、何世紀も、何十年も、私に近づくために使ってください。 

45 私の教えに無関心なあなた方を見るにつけ、このように言う。一方、死が近づいているのを感じると、失われた時間を取り戻し、果たしたいという思いから涙するのだ。 

46 山に登ることを恐れてはいけない。私がその高みであなたを待っていることを、あなたは知っている。 

47 私は、十字架が待っていることを知りながら、イエスのうちにカルバリを登り、勇敢であり続けました。 

48 私はあなたを用いて、人類に私自身を明らかにする。あなたの口を通して、私は私の天の言葉を語る。しかし、もし人がそれを聞いて疑うならば、それはその内容のせいでは

なく、あなたの不完全さのせいである。 

49 私は、祈りと思考によって、あなたが助けを送りたいどんな場所にも、あなた方自身を霊で運ぶことを教えます。また、私の教えを各地に伝えるために、物理的に行かなけれ

ばなりません。 

50 私は、あなたの全存在を利用しなければならないのです。 
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51 この民を形成するために、私はあなた方が霊魂を隠している石の心を柔らかくしなければならなかった。そして、あなた方を征服したのは私の愛の言葉だった。その後、わた

しはあなたがたに武器--これらはわたしの教えである--

を与えて、あなたがたの闘争において障害を克服するようにし、あなたがたをイスラエルの子と呼ぶことができるように、わたしの教えを純粋に実践し、わたしの律法を変わらずに教える

ことが必要であることを理解させたのだ。 

52 あなたが私に尋ねること、そしてあなたが私に答えることは、沈黙の中で、あなたの心の奥底で起こるのです。私の弟子たち一人一人が兄弟の前に物理的に立ち、私の言葉を

論じ、私の質問に答えることを許可した年月は終わった。 

53 どうして時間が記憶を消し去り、あなたの記憶からわが言葉を奪うことを許せるのか。 

54 私の指導は、波乱万丈で試練の多い人生の中で、繊細なノミのようにあなたをなめらかにしてくれます。 

55 あなたの人生の苦しく困難な時、私の賢明で完全な法がすべてを裁くという考えで、あなた自身を慰めなさい。 

56 私はあなたの苦しみの中にいて、あなたがそれを通して私を求めることができるようにしたのです。私があなたがたを貧しさで苦しめたのは、求めること、へりくだること、

人を理解することを学ばせるためです。 

57 私はあなたがたに日々の糧を与えず、信頼し続ける者は明日のことを心配しない鳥のようであることを示すためである。彼らは夜明けが私の存在の象徴であると考え、目覚め

るとまず感謝の祈りと信頼の証として鳴き声を上げるのである。 

58 霊が強くなり、その強さによって、この人生の大きな試練の中で肉体を支えることができるように、私はあなた方の最も愛する者の中に自分自身を感じさせ、あなた方を試し

ているのだ。 

59 しかし、わたしはすべての人に、わたしのことばの霊的な愛撫を携えてやってくる。 

60 膨大な数の群衆の中には、イエスが木に釘付けにされ、新たに血を流して死ぬのを見ても揺るがない人々が豊富にいる。人類の試練の時、隣人からほとばしる苦痛の叫びや血

の川には、なおさら心を動かされないのだ。 

61 もう何も人の心に響かない。何事も表面的にしか見ず、何も考えていない。 

62 真理と愛と慈しみに目覚めるように、わが言葉の光が霊魂に届くことが必要なのだ。そうすれば、多くの苦しみの原因を理解することができるだろう。 

63 あなた方ひとりひとりのために、私は永遠の場所を用意した。その場所は、この世にはないことを、あなた方は理解しなければならない。 

64 あなたは、あなたの人生の道において、父の戒め、すなわち「成長し、増殖しなさい」という戒めを果たしているのです。しかし、今、あなたの精神は私のもとに戻る準備を

する時です。 

65 多くの教えを与え、この時に書き残す。まもなく、この形で私の声を聞くことはなくなるだろうから。その後、あなた方は自らを装備し、わが光は直接あなた方の霊魂に届く

だろう。これは、あなた方が真の聖霊の弟子として出発する時であろう。 

66 あなたがたは、預言、言葉、霊感の賜物は、義人や聖人の特権であると思っていたが、今回、わたしは妄信者たちにこう言って、この誤りを取り去った。 

67 人類があなたの物質的な貧しさのためにあなたを軽蔑するとき、私はあなたが私に愛されていると感じることができるように、私の食卓にあなたを招待しています。- 

我が民であるあなた方への私の愛に、あなた方はどう報いるのか。あなたの誠実さと、それとも忘恩の念と？ 

68 最初の成功で満足しないで、もっともっと努力しなさい。私は、この良い知らせを携えて彼らを広い土地に送り出すための装備をした列車を待っているのだから。 

69 父親や妻や子供を残していくのが怖いのか？自分のものを地上に置いていくのが不安なのでしょうか？わが弟子となりたい者は、第二時代のわが使徒たちを思い出し、そして

彼らを模範としなければならない。 

70 わが教えを宣べ伝えるのに肉体の死が驚かす者は幸いである、その霊の光は非常に大きくなる。 

71 天使でさえこの時間を知らないのだから、常に準備しておくことだ。 

72 この神聖な書物、それはわが言葉であり、霊魂を完成させるものである。その前には、老人も大人も子供もなく、ただ弟子だけがいる。 

73 この本を読んで理解すれば、大きな教訓を得ることができます。あなた方は、私が「ナイチンゲール」と呼んだ者たちの仲介であなた方に与えたわが言葉を聞き飽きない者た

ちである。 

74 あなたは何度、途中で弱気になり、私の言葉を思い出すだけで、力を取り戻したことでしょう。 

75 今日、あなた方は試練に直面したとき、霊的な祈りによって私の神性に直接触れようとし、父から懇願する恵みを受けられるよう、心を澄まそうと自分の中で闘うのです。 
76 あなたが私に告白したことは、私だけが知っている。そして、わたしの中にいるあなたの親友は、決してあなたの罪を知られることはなく、ましてやあなたを非難することも

ない。許すことをあらためて教えます。 

77 訪問を教訓とし、わが教えを生かす。時間が経つのは早いものです。子供の時に来た人は青年になり、若い時に始めた人は成人になり、中年になって始めた人は老人になった

。 

78 私の言葉を聞くために自分を内側に集めることができた者は、それを吸収した。しかし、耳を傾けながら、わが業に属さないことに思いを馳せる者があれば、その精神は指導

を受けられず、去る時には心は空っぽである。 

79 私があなた方を呼んだのは、あなた方を恵むためだけでなく、このようにして、あなた方が受け取った多くのものの中から何かを伝える義務を、主人や兄弟姉妹とともに引き

受けるべきであることを自覚しなさい。 

80 あなたがたが汚れている間は、わたしの仕事を知らせない。このように、あなたは兄弟に何を与えることができるでしょうか？ 

81 覚悟を決めろ、私が託したものを共に守るのだ。あなたは、最高の裁判官として、痛みによってではなく、愛の実践によってあなたの汚れを洗い流す機会を与えてくださるお

父様に感謝の念を抱かないのですか？ 
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82 これを懺悔と呼ぶのなら、私はそれしか認めない。善きこと、許されることを行うために、無用なもの、悪しきものを拒絶することが、犠牲の代わりに、あなたにとって、霊

的にも、人間的にも、真の喜びとなる日が来るのである。 

83 私は、私の使者が様々な地方や国々を旅することができるように、道を舗装しているところだ。 

84 この時の私の言葉が実を結び、近年では集会場が増え、人出も増えてきました。 

85 このようなデリケートなミッションの遂行に近づくには、あまりに気まずい感じがします。しかし、実を言うと、私の数え切れないほどの教えと霊感が、あなたの唇に御言葉

の賜物を置くことになるのです。しかし、この約束を実現するためには、私とあなた方自身を信じることが必要です。この信頼を持ち、わが掟を全うする者は、その賜物を誇ってはならな

い。さもなければ、その言葉は本質を欠くことになるからだ。 

86 なぜ、わが言葉は、あらゆる人々の心に行き渡ったのか。- なぜなら、その謙虚さ、純粋さ、シンプルさがあるからです。 

87 わが民よ、子供たちに人類のために祈ることを教えなさい。彼らの無垢で純粋な祈りは、花の香りのように私のもとに浮かび上がり、苦しむその心にも届くことでしょう。 

88 子供たちに準備をさせ、待ち伏せをマスターする方法を教えてあげれば、明日には一歩リードできるだろう。もしあなたがわが言葉を理解しているなら、もしあなたが、私が

わが身を知らしめるさまざまな言葉の媒介者を通じて形作られる一つ一つの思考の本質をすでに認識しているなら、そしてわが教えの一つ一つがどんな価値があるかを知っているなら、あ

なたはこの仕事について話すことをそれほど恥ずかしがることはないだろうから。戦場に行って、その人たちに私の教えの内容を聞いてもらうことができるのです。 

89 あなたがたに言うが、ある者は悔恨の念にかられ、ある者は希望に燃えて、泣いているのを見るであろう。なぜ、時に手つかずのままなのでしょうか？- 

硬い心よ、わが言葉の愛撫に慣らされた者たちよ。あなたがたは、自分が浪費しているこのパンのかけらさえも持たない多くの人々がいることを考えずに、平和と慰めを得たことに満足し

て眠ってしまったのです。 

90 主人の慰めの言葉が、多くの人の心に影響を与えるのを見ても、あなたは喜べないでしょう。 

91 幼い子供たちよ。いつになったら精神が成長するのか？弱点を克服するのはいつになるのか？私は砂漠を横断し、わが神聖な言葉を宣べ伝え、失われた迷い人を探す者である

。しかし、私は、人々が私から受け取ったものを伝えることを学んでほしいのです。それゆえ、わが民よ、慈愛を広め、これらの教えを地の果てまで到達させるために、自ら準備すること

を告げます。様々な方法で人々を求め、すべての国に届くように働きかけましょう。 

92 これは、愛と真実を渇望する人々に提供できる最高の水です。 

93 あなた方はまだ仕事を始めていない。私があなた方に託した霊的な宝物を隠しているからだ。他の国の人々はこのメッセージを受け取ることができずに滅んでいる。彼らは、

あてもなく歩く人々の群れであり、水も光もない放浪者である。 

94 わが民よ、もしあなたがたが出発しないなら、その知識は何のために役立つのか。これからの人生、霊界で待っている人生のために、どんな役に立つこと、良いことをしよう

と思っていますか？ 

95 己を憐れめよ。彼の精神が物質から分離する瞬間がいつ来るかは誰にもわからない。翌日、彼の目がまだ光に向かって開いているかどうかは、誰にもわからない。あなた方は

、創造されたすべてのものの唯一の所有者に属しており、いつ呼び出されるかもわかりません。 

96 あなたがたの頭の毛さえも、あなたがたの踏む塵も、あなたがたのものではないことを考えなさい。あなたがたの国もこの世のものではないので、滅びるべき財宝は必要ない

のです。 

97 そうすれば、あなたがたは必要な限り、すべてのものを正しく、量り売りで所有することができるのです。そして、現世を捨てる瞬間が来たら、あの世で自分のものを手に入

れるために、光に満たされて立ち上がるのだ。 

98 時代を超えた私の霊的活動のすべては、永遠のわが子たちのために至福と光の王国を建設することを目的としています。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション6 
1 師の教えを聞く者は幸いである。私の教えは、あなた方が後世に伝える種であるからだ。あなたは長男であり、その模範によって弟や妹たちに道を開くのです。 

2 これは、わが神霊がすべての肉体とすべての霊魂に注がれる第三の時であり、すべての目が私を見よとあなたがたに与えた預言の成就である。 

3 真実はこうです。もし、あなたが私の神性と霊から霊へとつながるなら、あなたは私を見るでしょう。私はあなたの霊的視力を発達させているのです。 

4 あなた方は私の王国の相続人である。父なる神は、あなたが満足し、後にその種を耕すことができるように、いのちの木の実を与えてくださったのです。 

5 主はその土地を所有し、あなた方である神の子たちに与え、あなた方を「神の土地で働く者」と呼んだのです。 

6 自分の仕事を理解し、畑を耕す方法を知っている人は、自分自身をリフレッシュさせ、私に満足感を示しています。香り高い花で飾られた道を想像し、木が実を結ぶのに手入

れが必要ないと信じていた人は、今日疲れ果てている姿を見せています。彼らは人生の旅路で多くの不幸と罪と痛みを知り、兄弟の十字架を軽くすることができないと感じた。その日の仕

事を始めると、すぐに疲れが出てくる。病人を治すことに専念し、自らも病人になったのである。 

7 しかし、それでも師は弟子の中にいて、新しい教えを与え、弟子の上昇を助けているのです。私はあなたに言います。わたしに求めよ、そうすれば、わたしはあなたがたに与

えるであろう、わたしはあなたがたの父なのだから。 

8 私の愛と忍耐に満ちた教えは、あなたを羊飼いの声に喜んで従う優しい羊に変えてくれるでしょう。 

9 新約の箱舟で、わが律法の戒めを果たすと誓ったことを忘れてはならない。 

10 そう、弟子たちよ、あなたたちの仕事は平和と結合のためのものだ。あなたたちを通して、人類に遺すべき私の言葉、私の予言、戒律があるから、私の神殿を再建しなければ

ならないのだ。 

11 また、私はあなた方に言います。あなた方は父の相続人であるのに、なぜあえてわが意志に背き、それを歪曲するのか。そうすることで、償いの負担が増えるとは思いません

か？- あなたの病気の理由と運命の一撃はそこにある! 

12 私があなたを「最初」にしたように、「最後」になってはいけない。身代わりになって、最後までこの恩寵を守ってください。 

13 分裂せず、一つの家族を作る。そうすることで、初めて強くなれる。 

14 慢心することなく、自分の畑は小さく、種はまだ限られていることを忘れないでください。常に謙虚であれば、父の前に偉大な存在となる。 

15 昨日弱かった者が明日の強者となる、その明日は、あなた方が切望する、太陽があなた方の精神を照らす新しい日の夜明けのようなものである。そして、互いに助け合いなが

ら十字架の重荷を背負うことになるのです。 

16 私の仕事を重荷と考えず、父と同胞を愛するという美しい仕事を果たすことが、あなたの精神にとって困難であるとは言わないでください。本当に重いのは、自分や他人の悪

事の十字架で、そのために泣き、血を流し、死ぬことさえあるのです。恩義、無理解、利己主義、誹謗中傷は、避難させれば重荷のようにのしかかる。 

17 わが律法は完全であり、悪も偽りも好まないので、手に負えない人間には、その履行は困難で難しく見えるかもしれない。しかし、従順な者にとっては、律法は彼の防御であ

り、支えであり、救いなのです。 

18 私はあなた方にすべてを警告し、あなた方が真の誠意を持って私の教えを広める方法を知ることができるよう、あなた方を準備するのです。 

19 わが声の担い手を啓蒙し、人間の言葉に姿を変えながらも天のエッセンスに満ちたわが光線が彼らの上に降り注ぎ、多くの人々を養い、清め、癒すようにする。やがて、わが

声を伝える者たちが増え、男も女も広く語り、彼らを通して、われは偉大な教えをあなたがたに明らかにするのだ。 

20 私はあなたに語りかけ、あなたを見守っている。イエスがオリーブの園で祈っている間、第二時代の弟子たちのように眠ってはならない。そうでなければ、敵はあなたを驚か

すだろう。 

21 祈りが勇気を与え、警報信号に絶望することのないよう、主人と一致団結して祈りなさい。 

22 ある者は、知性によってわが顕現を受けたとしても、わが存在を疑う。それは、自分の生活、言葉、そして考えさえも判断して、自分を価値のない不純な存在と考え、自分の

中に私が存在することは不可能だと考えているからです。しかし、私は、彼らがわが神聖な言葉を伝えるにふさわしい存在になろうと、たゆまぬ努力をするのを見ている。 

23 この人々は、現代では、若さあふれる人のように見えるはずなのに、老人のように父の前に出てきたのです。長い巡礼の旅で精神的に疲れ、重荷に屈し、枯れ、失望している

のです。しかし、彼の道を助けるために、私は生命の書という本を開いた。そこには、永遠の平和、永遠の若さ、健康、喜びの秘密が隠されているのである。 

24 わが土地で、失われた力を取り戻すのだ、わが労働者よ。 

25 わが言葉は常にあなた方の善と徳に助言する。すなわち、あなた方が仲間の悪口を言って彼らを貶めないこと、あなた方が伝染病と呼ぶ病気に苦しむ人々を軽蔑しないこと、

戦争を好まないこと、道徳を破壊し悪を好む恥ずかしい職業を持たないこと、創造されたものを呪ったり、所有者に無断で外国のものを持ち去ったり、迷信を広めないこと、などである。

あなたがたは、病人を見舞い、罪を犯した者を赦し、徳を守り、よき手本となりなさい。 

26 私の教訓を学び、あなたの行動でそれを教えてください。もしあなたがたが学ばないなら、どうしてわたしの教えを説き明かすことができようか。そして、もしあなたが学ん

だことを感じないのであれば、どうして良い使徒として教えることができるでしょうか。 

27 Tell Me, 

people：今まで本当に徹底的に研究し、実践してきたことは何ですか？私の言葉は明瞭で単純であるが、あなた方はまだその解釈の仕方を理解していない。しかし、私はあなたを啓発

し、光の道へと導きます。この道を離れず、引き返さず、急がず、進んでください。 

28 そして、あなたが私のもとに来て、天使たちのように、「いと高き神に栄光あれ、善意の人々に地上の平和あれ」と歌い上げることを望んでいるのです。 

29 また、あなたからの悔い改めの言葉、あなたの正直な告白を聞き、父親としてあなたを慰め、助言し、あなたの親友になりたいと思っています。 
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30 今日、あなたはまだ、この期間に私が明らかにすることのすべてを知らない。ステップバイステップで教えてあげます。人類の一部にしか知られていない私の教えは、時期が

くればその素晴らしさを発揮します。 

31 私は、学者や哲学者に知性を働かせるよう呼びかけてはいない。わたしはへりくだった者を選んで、わがことばを伝える者とした。それによって、わが霊はあなたがたにこの

宣言を与え、あなたがたがわたしを認めるのを見るとき、主は喜ばれるのである。 

32 私の愛の源は溢れている：私を受け入れてくれますか？私は私の言葉の本質の中にいる。天使たちの歌声と一体となって、私を賛美してください。あなたの精神的な進歩のた

めに、あなたが求めるものはすべて、私はあなたに与えよう。 

33 しかし、わたしは岩から水を湧き出させ、わたしの愛とやさしさは、あなたがたの霊が必要とする温もりを与える。 

34 私は物質からあなたの体を作り、私の神聖な息を与えた。私は、あなたが私の存在を知って生きるように、あなたに良心を授け、折に触れて、あなたの精神を高める知恵に満

ちた教えを与えてきた。第二の時代、私はあなた方に愛の種を蒔いた。そして今日、私はそれを育てるために来たのだ。時の終わりには、私があなた方と共にあったように、あなた方は皆

、私と共にある。 

35 私は、あなた方が純粋で高潔であることを望み、あなた方が私の良き弟子となるよう、その道を「平滑化」したのです。 

36 そうすれば、あらゆる苦しみに耐えることができ、誘惑に陥ることもなく、父であるわが霊があなたを守ってくれていることを身近に感じることができるでしょう。試練に強

くなれ。第二の時代、イエスが苦汁の杯を与えられ、待ち受ける苦痛を予見されたとき、「もし可能ならば、この杯をわたしから取ってください、しかし、わたしの意志ではなく、あなた

の意志がなされるように」と言われたことを思い出してください。地上で苦しみ、耐えているあなたたちも、彼のようになりたいと思わないのですか。あなたは彼に従わないのですか？ 

37 なぜ、今日、私が慰めの霊としてあなた方に語りかけるとき、三度とも同じ霊として語りかけたにもかかわらず、私が最初の時に裁判官として、二度目の時に主人として語り

かけたときよりも、あなた方の恐怖心が少ないのだろうか。もしかして、私が優しく親切に話すから？ 

38 あなたがたはわたしの弟子だから、わたしを糧としてほしいのだ。恵みの生活に復活して、私が教えているこの今を利用しなさい。後に、わたしがあなたがたのために用意し

たものをすべて受け取ったとき、わたしはあなたがたに、この時代とすべての時代におけるあなたがたの働きについて説明するよう求めるであろう。私が地上に来て人間となったとき、あ

なた方は私と話し、今日のように私の教えを受けたからです。しかし、その間に、ある者は信じ、ある者は疑い、その恵みの時、その精神の進歩の機会は過ぎ去りました。しかし、父は子

供たちの霊的な進歩のために新しい教えと試練を与える。その時、約束の地をもっとよく見ることができるように、私は別の教えを与えるのだ。 

39 私はこれまで、さまざまな声の担い手を介してあなた方に語りかけてきたが、彼らは人間として不完全な存在であるため、あなた方は疑っていたのだ。しかし、本当にあなた

がたに言う。わたしは彼らを利用する。わたしは彼らを知っており、わが言葉の通訳者としてこの時にあなたがたに示すために、何世紀にもわたって彼らを準備してきたのである。 

40 私があなたを探し求めたのは、あなたに対する私の愛が非常に大きいからです。それぞれの被造物のために、私は父の愛に満ちた正義が反映されるような贖罪の運命を設計し

たのだ。あなた方の異常さにもかかわらず、私はあなた方に人類の中での任務を明らかにする。しかし、あなた方は十分に反省し、それに値する自分自身を証明する必要がある。私は言葉

だけでなく、夢や幻を通してインスピレーションや啓示を与え、あなた方に自分自身を示すことを忘れないでください。 

41 わが民よ、あなたがたはまだ自分を完成していないが、あなたがたの功績によって自分を清めたとき、私とともにいることができるのだ。もしあなたが今日、自分が無知だと

思うなら、私があなたを啓発し、あなたは男性と話し、彼らを驚かせることでしょう。あなた方の準備が整えば、あなた方の願いは、人類の救済の業に私と協力することである。 

42 私はあなたがたに真理を教え、道を示す。そうすれば、あなたがたは自らを整え、第二の時代における私の模範を思い起こしながら、祈りと業をもって私を模範とすることが

できるだろう。あなたの人生のすべての行動には、愛と真実が含まれていなければなりません。私の名を語る者がみな私を愛し、また、私の名を語る者がみな私を崇拝しているのではない

ことを忘れてはならない。わが掟を全うする者だけが、わが証人となる。 

43 今、私はあなた方に、自分の完成の階段を上るための別の機会を与えているのです。- 

愛、誠実さ、純粋な心、そして良い行い。だから、「器の内側も外側もきれいにしなさい」と言ったのです。私のたとえ話の賢い処女のように見張り、灯をともし続け、私の教えを確信を

持って語り、私の弟子であることを恐れず、恥じないようにしなさい。今日、私を否定するならば、明日、私の真理を確信するとき、苦痛を感じるだろうから。 

44 もし、あなたがたが私の言葉によって私を認めないなら、私があなたがたの間で行った奇蹟によって私を認めなさい。声の主」の仲介で約束したことは、あなたの人生の道筋

で実現した。あなた方は聖霊の時代に生きているのに、なぜ多くの人が神霊としての私の顕現を否定するのでしょうか。 

45 もし、あなたが私にこれらの啓示の証拠を求めれば、私はあなたにそれを与えるだろう。でも、もし私があなたに試練を与えたとしたら、あなたはどうしますか？- 
弱さや小ささを感じてしまうのでしょう。 

46 私は、第二の時代に私のもとに来た病人が公言した信仰、すなわち、麻痺患者、盲人、難病の女性の信仰を、あなたがたの中に見たいのです。父のように愛され、博士のよう
に望まれ、マスターのように聴かれることを感じたいのです。 

47 今回、私は第二時代のように生贄になるために来たのではありません。わが霊はただ光で、本質で、すべてのわが子たちに降り注ぎ、彼らを救うのである。あなた方が進化の

道をより高く進むと、善と平和の単一スピリットを形成し、すべての兄弟のために執り成すことになります。 

48 あなたの愛をあなたの霊的な母の執り成しと一つにしなさい、正義の杖はすでに人々のすぐそばまで来ているのですから。 

49 愛のわざを行い、私があなたがたに与えたように、あなたがたの兄弟に与えなさい。 

50 私の言葉を振り返り、自分の仕事に責任を持ちましょう。- 

私が愛に満ちてやってきて、あなたがたの罪を赦し、新しい人生を始める機会を与えることを、あなたがたはなぜときどき忘れてしまうのか。私は、あなたが新しく広い視野を発見し、精

神に限りない刺激を与える発展の道を進むように、あなたに働きかけているのに、なぜ、あなたは日常生活に陥っているのだろう。 

51 私の言葉を聞いた瞬間だけ、感動してはいけない。自分の犯した罪について深く考えずに泣いたり、すぐに破ってしまうような間違った決意をしたりしないことです。そして

、自分の道を改めることを誓ったら、それをしっかりと実行し、喜びに満ちてわたしのところに来て言いなさい。"父よ、わたしはあなたの戒めを果たし、あなたに従い、あなたの御名に

光栄をもたらしました。"と。 
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52 これは、私が人類に話さなければならない発表された時である。そして、私の予言の成就のために、あなた方は、私があなた方に与えたこの言葉で一巻の本を編纂し、後にそ

れを抽出し分析し、あなた方の兄弟に注意を喚起することを望んでいる。自分たちでこの仕事をやってみたいか？わたしは、わたしの仕事の中でも外でも、あなたに与えた仕事を果たすた
めの時間を与えます。仕事と平和と喜びがあなたの精神に宿るでしょう。傲慢にならず、私利私欲の輪の中で孤立することなく行動する。物質的・精神的な兄弟姉妹の支えとなり、模範と

なりなさい。あなたの使命は、転生した存在たちのために働くことにとどまらず、もはや転生していない人々、つまり、愛と助けを必要とする、ほとんど誰も考えていないこれらの生き物

を支援しなければなりません。この時、わが顕現を信じ、認めるだけでは満足せず、わが指導する教えを実践することが必要である。 

53 指導が行き届かないために、子供たちが道を踏み外すことを許してはならない。その発達した頭脳が、大きな仕事を成し遂げるために用意されたとはいえ、間違った道の石こ

ろでつまずくかもしれないと考えてみてください。 

54 譬え話 

花咲き乱れる庭の中で、老人が自分の仕事を楽しそうに見ていた。手入れの行き届いた庭には、清らかな水が湧き出る泉がある。老人は自分の果実を他の人にも分けてあげたいと思

い、通りすがりの人たちに自分の果実を食べてもらうことにした。 

55 すると、一人の病人、レパーが彼のもとにやってきた。老人は愛情を込めて彼を見つめ、歓迎し、何が欲しいかと尋ねた。徘徊者は彼に言った、「私はらい病人なので、近づ

いてはいけません。しかし、老人は嫌悪感を抱くことなく、彼を家に招き入れ、家に匿い、悪事の原因も聞かずに食事を与えました。癩病患者は老人の世話で体を清め、感謝をこめて言っ

た。あなたの畑を耕すのを手伝います」。 

56 その後、その場所に絶望を顔いっぱいに書いた女性がやってきて、老人は 

"どうしたんだ？"と聞いたそうです。そして、彼女は泣きながら「私の不手際は隠せません」と答えました。私は結婚を破棄し、家から追い出され、幼い子供たちは捨てられたままです

。"老人は彼女に言った。"もう姦淫はするな、配偶者を愛し敬え、そして家に帰る間にこの澄んだ水を飲んで身を清めよ 

"と。しかし、女は「私は帰ることができません。でも、あなたの呼びかけが私の家にも届くように、私はあなたに仕えます」と答えた。 

57 日が経って、一人で残っていた小さな子供たちは、善良な老人が利益を配っていることを知っていたので、その老人を探していた。"何を探しているのだ 

"と彼は言った。私たちは家に一人残され、両親にも見放されたので、パンと住まいを求めてあなたのところに来たのです。老人は彼らに言った。"どうぞ、あなたの両親は私と一緒にい

る。休んで、彼らと団結しなさい。" 

58 その祝福された仲間は皆、平和を取り戻し、許しと和解が支配し、日常生活を取り戻したのです。ハンセン病を清められた父親は、再び妻を屋根の下に匿い、幼い子供たちに

温もりを与えているのです。悔い改めて純粋な彼女は、夫の子宮であり、子供たちのゆりかごであった。親を永遠に失ったと思っていた小さな子供たちは、老人に親を返してもらい、家の

修復を可能にしてくれたことに感謝した。  

(譬え終わり） 

59 実は、私はあなたに言っているのです。もし、あなたが最大の困難の中で私を求めるなら、必ずその解決策を見出すことができる。 

60 私は、このたとえ話の老人のようなものです。私のもとに来てください。私は誰も追い出さない。むしろ、あなたの試練を利用して、あなたを清め、私に近づけるのだ。みん

な来て、平和と健康を取り戻そう。清らかな泉を飲んで、健康になろう。わたしは命の書であり、あなたがたがそれを学び、わたしの教えのうちに強く成長するように、別のページを紹介

したのである。このままでいいのでしょうか？- 

わが掟を学び、わが戒めの一つ一つを全うしなさい。父上を苦しませないでください、私を苦しめないでください。私の犠牲は続いていることを忘れないでください。あなたの疑いや理解

の欠如によって、あなたは刻々と私を十字架につけているのです。 

61 あなた方男性に、私は遺産を与え、財産を与え、あなた方が愛し、世話をするようにと女性を託した。それなのに、あなたの伴侶は、あなたの無理解のために、私の前で嘆き

、泣きながら私のところに来たのです。あなたは強い、あなたは私に似せて創られた、と私は言いました。しかし、私はその女性を辱め、自分の奴隷にするよう指示したわけではありませ

ん。私は、あなたが家庭で私を代表することができるように、あなたを強くした。徳と才能において強く、あなたの地上生活において、伴侶として女性を補足し、お互いの愛の中で、試練

と変化する運命に立ち向かう力を見出すことができるように、あなたを与えた。 

62 今日、私はあなたを救うために私の王国にあなたを呼んだ。しかし、私があなたのために示した光の道をより高く登るために、あなたは働き、功徳を積まなければならないの

だ。来れば、従順な子供のように迎えられ、天には祝宴が開かれるでしょう。 

63 わたしはどんなときでもあなたに力を与えるが、あなたはなぜ精神に疲労を感じるのだろう。たとえ人類が残した疲労や冷たさがあったとしても、私から距離を置いてはなら

ない。私は復活であり、命である。私を信じるなら、あなたは力と喜びを取り戻すことができる。もし支えが必要なら、あなたの羊飼いであるエリヤに寄り添いなさい。もし、あなたが慰

めと優しさを求めるなら、天の母であるマリアに帰依し、彼女の愛撫と癒しの力を感じてください。彼女はあなたの痛みを感じ、あなたの苦しみに寄り添ってくれる、彼女の愛を理解して

ください。この光を見た後、あなた方が道を踏み外し、盲人のように歩むとき、彼女の苦しみはどれほど大きいことでしょう。 

64 人類の心の中に痛みがあふれてきた。今日、「父は息子を、息子は父を見捨てるようになる」という予言が成就したのです。兄弟の間で告白し合い、憎み合うだろう。"また

、家庭がいかに不和や争いの場であるかもわかります。しかし、私はこの道であなた方を引き止め、破壊の武器を捨て、互いに殺し合わないで、混沌から逃れ、私のもとに来て、回復の業

に従いなさいと言うのである。 

65 と問いかけます。あなたは、わたしのことばから、慰めと力を受けたことがないのですか。あなたは、私の前で深く感動しなかったのですか？- 

そうだ、弟子たちよ、「肉」が告白しなくても、霊は私を認め、私に感謝し、この言葉の底にある私の愛の本質を見出すのだ。私は第二の時代に、真理の霊として戻ってくると約束したの

ではありませんか？私があなたに提供したすべてのことを、どのように実現したかを見てください。 

66 弟子たちよ、後に来る者たちに教えるために勉強しなさい。哲学者や科学者はあなたを探し、私はあなたの仲介で彼らに語りかけ、私が貧しい者や単純な者を利用したことを

再び証明する。労働者よ、起きて、わたしが用意した畑に種を蒔け。やがてわたしは執事として、また裁判官としてやって来て、あなたがたに与えた種の収穫を要求するからだ。 
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67 あなた方が兄弟たちの謙虚な主人となり、病人を癒すことができるように、私はあなた方に私の恵みを着せます。光を求めてやってくる人たちを受け止め、すべての人の光と

なりなさい。罪人を諭し、改心させなさい。しかし、あなたがたが私の弟子であることを誇ってはならない。もしあなたがたが兄弟の痛みを感じ、彼らを慰める方法を知っているなら、も

しあなたがたが真実に愛し、それを知られることなく無私の助けを与えるなら、あなたがたはわが弟子と呼ぶことができるだろう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション7 
1 わが顕現をまだ理解しない者たちに告げよう。わが顕現するこの男は、あなたたちと同じ人間であり、あなたたちが集会場の隅に見る、わが言葉を伝える者が座っているこの

椅子は、主の玉座ではないのである。 

2 私があなたとともに求める王座はあなたの心であり、その心において、偶像崇拝や狂信なしに私を崇拝する方法を知っているならば、私は決着をつけるであろう。 

3 あなた方はとても弱く、偶像崇拝に傾いているため、気づかないうちに、私が通信している肉体の中の私を崇拝し、これらの場所を神聖なもののように見ているのです。しか

し、あなたがたがもはやこの形で私を持たないとき、これらの口寄せは私の顕現のための最も崇高な手段ではなかったことを理解することになるでしょう。神の光線が人間の心の上に降り

注ぐのではなく、あなた方の適切に準備された精神に定着するとき、あなた方は本当に完全な結合に到達したことになります。 

4 人間は永遠の昔から、さまざまな形でわが霊と一体化するよう運命づけられており、あなたが今、人間の心によって持っているこの姿もその一つです。 

5 もし、この言葉に不完全な点を見出したら、それは私が自分自身を伝える心のせいだと思いなさい。私は、単純で無知で無学な人々の中からこれらのスポークスマンを選び、

彼らを通して私の宣言を驚かせるようにしたことを心に留めておいてほしい。しかしながら、もしあなた方がわが教えの深い意味を突き詰めたとしても、わが声の担い手を裁く者となって

はならない。なぜなら、良心を通じて瞬間ごとに彼らに語りかける私だけが、彼らを裁く責任を負っているからだ。ですから、あなたの物差しで測ってはいけません。 

6 私の働き手として召された人々は、私に耳を傾け、これらの祈りと積極的な慈善の場に入り続けるよう心が動いていることを感じているのです。 

7 この第三の時代の選ばれし者に属すると疑う者たち、そしてすでにわが労働者の隊列に加わっている者たちに、私は言う。わが戒めを守り、わが勧告を熟考し、わが言葉を明

確にすることで、試練に負けない強い兵士となるように。 

8 皆さんは、1950年の終わりとともに、私がこの形で皆さんに語りかけるのをやめること、そして、皆さんが霊から霊へと私に完全な崇拝を捧げ、皆さんの間で私を完全に

感じることができるようにするために、そうすることが必要であることを知っているはずです。 

9 この教えによって、私はあなた方にお知らせしている時間に近づき、1950年以降にあなた方に起こる変化を徐々に理解できるようにするためです。 

10 そのとき、わが意志に服従し、霊的成長を遂げたいのであれば、強く、覚悟を決めなければなりません。 

11 あなた方は用心しなければなりません。誘惑はあらゆる瞬間にあなた方を襲い、ある者は、私によって終わりが示された発展段階をいつまでも続けようとし、他の者は、準備

不足と過度の虚栄心の結果、霊的な中でわが神聖な言葉を聞いていると言うように誘惑するからです。しかし、すでに今日、私はあなたに警告し、あなたに知ってもらいたいのは、その時

、私は人間の言葉で話すのではなく、インスピレーション、アイデア、考えで話すということです。 

12 人間の言葉で私の教えを伝えるために、私は人間の心を通して自分自身を伝えました。しかし、霊と霊の結合においては、あなた方が私に語りかけることも、あなた方の父が

あなた方に物質的な言葉で語りかけることもないでしょう。 

13 もし、あなた方が準備しなければ、不明瞭な声があなた方の耳に届き、あなた方を混乱させ、後にあなた方の兄弟を混乱させることになるでしょう。これらの宣言が終わった

ら、再び受け取ろうとしないように、あなた方を警戒させているのです。なぜなら、彼らは自分を知らせる光の精霊ではなく、あなた方が以前に築き上げたものを破壊しようとする混乱し

た存在になるからです。 

14 その教えは、彼の内にある賜物、すなわち、インスピレーション、直感、予見、祈り、霊的ビジョン、預言的夢によって、彼の精神に到達するのである。 

15 わが民であるあなたがたを、無知によってわが律法を汚すことのないように、準備しているのだ。私は、あなた方の目を真実の光に開き、あなた方に課せられた大きな責任を

理解させると同時に、私がこのワークの中であなた方に託した仕事がいかに無限に繊細であるかを理解させようとしているのです。 

16 私は、あなた方の従順さが、あなた方をわが保護に値するものとし、あなた方の誤り、理解の欠如、不従順さによって、あなた方の地上での歩みを止めるのは人間の正義であ

るという危険性を自ら暴露しないことを望んでいる。 

17 まことにあなたがたに告げます、その良心に存在するわが律法を成就しない者は、わがもとに来ることはない。しかし、あなたがたは、種をまくために多大な努力をしたのに

、収穫の時期が来て、その収穫に失望するとしたら、それは悲しいことだとも言う。なぜなら、自分の行為はすべて体のためで、精神の完成を目指したものはなかったことに気がつくから

だ。 

18 わたしの民よ、わたしのこの言葉を聞いて泣くな。わたしがあなたがたに要求するとき、不当であると思うな。私は、あなた方に警告し、警戒を怠らない理由があることを知

っています。 

19 私はあなたを人類の中に残して、真理の光を見ることができずに暗闇の中を歩く多くの人々を救おうと思う。しかし、あなた方がわが弟子と呼ぶにふさわしい装備を身につけ

なければ、盲人が他の盲人を導くことができると信じているのですか。 

20 徳というものは、自分のやり方で行使し、それを感じることができる者だけが語ることができるのだ、と私は真実に基づいて語る。 

21 わが民よ、見守り、祈りなさい。そうすれば、あなたがたのうちに責任感が目覚め、一歩一歩、良心の声を聞くことができる。あなたがたの精神が目覚め、わが戒めに注意深

くならなければならない光の時に入ったと感じることができるようになる。あなた方が新しい人類の礎を築き、第三の時代の私の教えの前触れとなるべく選ばれたことを知れば、次の世代

はあなた方を幸運だと思うことでしょう。 

22 皆さんはこの間、痛みを感じ、その最も敏感な糸に触れた心は、痛みが治まった後、私のもとに戻り、私に従うことを決意したのです。このような形であなた方に語りかけて

いるのは私であることを理解させるには、私の言葉一つで十分である。あなたが私に示した優しさと愛への飢えは弱まり、あなたは私の恩寵を保つことだけを望むようになりました。しか

し、多くの者は、私が現在さまざまな形で人類に与えているわが顕現をどのように解釈すればよいかを知らず、わが言葉を理解することもできず、この無知は彼らの目の前の目隠しのよう

に、わが真理を見るのを妨げるだろう。 

23 もし私を見つけたいなら、沈黙の中で、あなたの内なる神殿の謙遜の中で私を求めなさい。そこであなたは私の霊と交わり、私はあなたに愛され、崇拝されていると感じるだ

ろう。 
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24 わたしの像を作らず、どんなものにもわたしを見ようとしないでください。わが礼拝に捧げる集会所を仰々しく造ってはならない、どこにいても魂を高められるのだ。もし、

あなたがたが集まろうとするならば、簡単な部屋で十分である。もし、あなたの心の中に私のための真の聖域を建てたならば、あなたの兄弟たちにもそれを建てるように教えなければなら

ない。 

25 あなたは自分の貧しさを私に示し、地上に財がないと言う。しかし、私はあなたに平和と愛と霊的な高揚を与えたことを忘れないでほしい。強い者、賢いイスラエル人となり

、わが霊に感化されたと感じたら、兄弟にわがことを語り、病気を癒し、弱い者を強くし、無防備な者を守る、これらの活動において、あなたは自分の霊に眠る豊かさを体験し、幸せを感

じることだろう。 

26 ラスト 

"は、この道を大きく前進することになるのですから、今日、あなたはそのための道を準備しなければなりません。その時が来たら、私に感謝し、兄弟たちに私の言葉が成就したことを証

ししなさい。この人類が短期間に発展することがわが意志であるから、その霊的進歩を誰も止めてはならない。 

27 あなたの大小の充実感を受け取ります。私はあなたに私の力を与え、あなたの苦しみを慰める。あなたの涙は、あなたが種に与える最高の灌漑である。母が子の無理解のため

に悲しみに打ちひしがれ、黙って涙を流すように、あなたがたも、私があなたがたに託した者のために見守り、苦しみ、私があなたがたに言うことができるようにするのだ。わがしもべは

幸いである。完全な種を蒔く人は幸いである。 

28 私はあなた方、旅人たちを迎えます。種をまく者たちよ、私はあなたたちを受け入れる。あなた方は、無駄な慣習から徐々に離れ、主に従い、苦労の報いが地上にないことを

知っているのです。人生の波乱に身を委ねるのです。祝福されよ。- 

あなたは私においしいものを求めず、固い乾パンで満足した。あなたがたは、地上のものを追い求めるのではなく、ナザレのイエスの軌跡にますます従っていることを証明したのだから、

祝福されなさい。 

29 試練に怯えることなく、真実、私はあなたに伝えます。私はあなた方ひとりひとりに十字架をつけた。あなた方のすべての痛み、あなた方から奪ったすべてのもの、あなた方

の欠乏、あなた方ひとりひとりが心に抱えている苦しみ、これがあなた方の十字架である。あなたは忍耐をもってそれを耐え忍び、その柔和な態度は報われるに値します。  

30 世に属するものだけを求める者は、我と共に保たぬ。地上の財は物質的な仕事で手に入れるが、精神の財は準備と精神的な充足によってのみ手に入れることができるのだ。 

31 私はあなたの主人であり、あなたに言う。あなたはすでに忍耐強く自分の十字架を背負っているのですから、それを中途半端にしてしまってはいけません。完全であろうとす

る者は、人生の旅の終わりまで自分の十字架を背負うことになる。それに従わない者は、自分の十字架をさらに重くし、自分には耐えられないと思うようになるのです。 

32 もし、わが教義におけるあなたの成就が功徳あるものとなることを望むなら、忍耐をもってあなたの苦しみを耐えなさい。「先生、私は十字架を背負っていません」と私に言

う者の場合、私は彼が降伏の欠如という重荷だけを背負っていると見るが、これはわが意志ではない。 

33 何を見せてくれるんだ？あなたが育てた種は何ですか？あなたが充実した時間を過ごすことで、耕し、実らせた畑は何ですか？種が完璧になる時期はまだ来ていませんが、私

はあなたをがっかりさせません。私は、あなた方が最大の高みに到達できるよう、教えているのです。蒔いたとおりに収穫があることを忘れないでください。蒔いた麦が耳に入らなければ

、何も刈り取ることはできない。小さく蒔けば、小さく刈り取る。だから、種まきに精を出しなさい。そうすれば、将来、報われる。熟した果実はわが穀倉地帯にある。私は、「7本のト

ウモロコシの穂」を残して、あなた方に耕作してもらうことにしています。私は最初の果実、2番目の果実、そして最後の果実まで要求し、すべてが良い味になったとき、収穫は完璧なも

のになる。しかし、愛する弟子たちよ、私があなたがたに話しているこのトウモロコシの穂は、いったい何なのだろう。- それらは、精神の7つの美徳である。 

34 自分を強くしようバームはあなたとともにあり、わたしはあなたの霊にわたしの光を与えている。男たちがあなたを探しにやってきますが、あなたの仲介で証拠をあげます。

災いなるかな、準備のない者は、彼や主を疑うであろうから。試練の時のために、私はあなたを強くしているのです。わが言葉は予言的でなかったか。あなたがたは、羊の皮であなたがた
を追い越そうとする飢えた狼に、あなたがたの行く手で出会うからである。しかし、もしあなたが警戒しているならば、彼の正体を暴き、あなたの愛の武器で彼を打ち負かすでしょう。 

35 人はあなたの過ちを探し出し、あなたを堕落させるでしょう。第二の時代、彼らがマスターを探ったように、あなたも同じように探られるでしょう。しかし、私はあなたを起

こし、準備し、直感を与える。 

36 近い地域でも遠い地域でも、あなたは私の言葉を伝えるでしょう。1950年以降、この木が一人きりにならないように、新しい働き手を装備していくつもりです。 

37 人を恐れるな。本当にあなたがたに言う。私はあなたの口を通して語り、あなたを通してわが言葉を証しする。その響きは地の果てまで、大いなる者、小さき者、支配者、科

学者、神学者にまで届くだろう。 

38 人類はあなた方の中に聖霊の使者を見ることになるのです。あなたは不完全を完璧に変えることができる。あなたの言葉は愛にあふれ、優しさに満ちていなければなりません

。そうすれば、病人はそれによって健康を受け、道を踏み外した者はその誤りを悔い改め、私のもとに戻ってくるでしょう。 

39 今日、あなた方は私の弟子です。明日、あなた方は人類に良い手本を示すために、マスターに変身するのです。私は、あなたが喜びに満ちた心で、愛と知恵の泉に来るのを見

る。そして、私はあなたに言う。「来て、あなたの渇きを癒しなさい。そして、あなたが飲んで私のもとに身を上げたとき、あなたは、渇いた群衆があなたの到来を待っている世界の道を

私が指し示すのを見るだろう」。 

40 父はあなた方を光と平和の子と呼んでおられますが、あなた方は自分の行いによってこの名前を正当化しなければなりません。そうしてこそ、私を語ることができるのです。

災いなるかな、贈物を受けたと思って虚栄心に満たされ、利己主義に心を支配される者は、その転落は長くはなく、非常に苦しいものであろう。 

41 私が兄弟姉妹に分け与えるために与えた果実は、あなたの仕事が実らないことを望まないなら、紛らわすことも変えることもできない風味を持っています。あなたが私を愛し

ていると宣言することは、私の意志ではない。愛と慈しみと信仰の痕跡を、あなたの働きで少しずつ残していってほしい。 

42 あなたがたが立ち上がり、わが選ばれし者、すなわち、わがにより近く、わがによりよく仕える者であると宣言するときはいつでも、ガリラヤ湖でわが使徒たちにしたように

、私はあなたがたを試練にかけるであろう」。そうすれば、あなたが真実にわたしを愛しているかどうか、あなたの信仰が堅固であるかどうかがわかるでしょう。私に従おうとする者は、

謙虚でなければならない。 
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43 わが律法への従順は、あなたがたの精神の謙遜を意味する。従順な者はわが恵みに包まれる。一方、自分の意志に従って歩む者は、自分の嗣業を持っていると思っているが、

実はその賜物を自ら奪っているのだ。 

44 もうすぐこの姿では話せなくなるので、試練を乗り越えるために強くなることが必要だからです。そして、試練の時に、あなた方の仲介によって、私が奇跡を起こすのを見る

ことになるでしょう。 

45 皆さん、私が言いたかったことを理解してください。私の教えを自分の中に持ち込むことが不可能だと思わないでください。 

46 私の言葉を正しく解釈することで、あなたの精神的完成の道をまた一歩進むことができます。 

47 第二の時代に私にぴったりとついてきた人たちのように、すべてを捨てて私について行くことができるでしょうか？それとも、私のたとえ話に出てくる放蕩息子のように、父

の家を出て他の土地に行き、与えられた遺産を浪費しようとするのでしょうか。 

48 しかし、恐れてはならない。もし私があなたがたを呼んだのなら、あなたがたは私を愛し、道の終わりまで私についてくると知っているからだ。 

49 もしあなたが恐れているのが命の損失や血の犠牲の苦しみなら、今日すでにあなたに言っておきますが、あなたの霊的な闘いにおいてこれらの試練に遭遇することはありませ

ん。第二紀以来、師弟の血で地球は肥沃になった。 

50 あなたの功績は、物質生活に対する義務を怠ることなく、精神的な法則を満たすことでしょう。 

51 私はすべての人に同じ放棄を求めませんし、すべての人が同じ犠牲を払うことができるわけでもありません。当時、私の弟子たちは、私が彼らに託した仕事に完全に身を捧げ

なければならず、そのためには、親も子も配偶者も、この世に所有するすべてのものを捨てなければならなかった。一方、私が大勢の人々に教えたのは、創造主が与えた命を全うするため

には、「神のものは神に、皇帝のものは皇帝に捧げる」ことが不可欠であるということです。 

52 人はパンだけで生きるのではない、神から出るすべての言葉によって生きるのだ」と、私は大勢の人に言いました。 

53 あなた方は物質主義的な人類でもありますが、同時に進化しており、精神に必要なものを与え、人間の生活に必要なものを与えることがより可能になっています。 

54 もしそうであれば、最初の時代に私がしたように、石に刻んだ律法を与えるべきであった。しかし、私があなた方に霊化について話し、その時代に人に見せなかった秘密を明

らかにするのは、あなた方が過去の時代にすでに私の弟子であったことのしるしである。ほら、だから私は時々「彼らとあなたは同じだ」と言うのです。 

55 譬え話 

ある遠い国で、父が愛する息子の一人と暮らしていた。 

56 息子が病気になり、命が危ないと思った父親は、その国の運命を司る老人がいる丘に連れて行き、その足元に着くと、老人にこう話しかけました。"息子が病気です。私の最

大の願いは彼が良くなることです。彼が死んだら、私も苦しくて死んでしまいます"。 

57 老人は「あなたの息子は元気になって帰ってきますよ」と答えました。その言葉を言いながら、老人は病人に触ると、病人は元気になったのです。 

58 帰宅した父は、元気な息子の姿を見た。時が経ち、その息子は強くなったと思い、僭越ながら、道を誤り、毒のある実をとって、身も心も病んでしまいました。彼は父を見誤

り、憎しみと破壊の感情だけを心に抱いていた。 

59 父親は、彼がこの悪の淵に迷い込んだのを見て、丘に行き、老人に言った。"尊い老人よ、私の息子は迷い、それが彼を淵に導いたのだ"。 

60 "どうして泣いているんだ "と老人は彼に言った。 

61 "息子の堕落した姿に涙する彼の魂がこの世から奪われることを望んできたが、その時は来ず、私はもう彼の邪悪な行為に耐えられない。" 

老人は彼に答えた。「あなたは彼に生きることを求めたが、彼は生きたままであった。彼の地上での人生の旅が終わりを告げるときが来たのだ。しかし、今、あなたは適切に尋ねる
ことを学び、私の意志に従わなければならないことを理解します。  

(譬え終わり） 
 
62 愛するイスラエル：私は、私の決定において、常に公正である。なぜ、あなたは時々、私の高邁な計画に干渉しようとするのか。霊界に旅立った者は、真の生命に入ることを

知らないのか？反対することなく、逆にあなたの同意のもとに彼らが旅立ち、この世からあの世への一歩が冷静さと精神的な理解力に満ちたものとなるよう、彼らを助けてあげてください

。 

63 父として私を求め、私の愛、私の知恵、私の正義を知り、祈りと信仰と善行の歩みのうちに私のもとに来なさい。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション8 
1 わが聖霊の光はあなたがたの上に降り注ぐが、なぜあなたがたは鳩の形で私を表すのか。それらの像や象徴は、もはや私の新しい弟子たちが拝んではならないのです。 

2 その第二の時代、イエスの洗礼のとき、わが聖霊は鳩の姿で現われた。この鳥の飛翔は聖霊の労苦に似ており、その白さは純粋さを語り、その優しく穏やかなまなざしは無垢

の反映であるからだ。- もし、世の中で知られている存在の姿を使わなければ、どうして無学な人々に神を理解させることができるだろう。 

3 今、あなたに語っておられるキリストは、子羊に象徴され、ヨハネも予言の幻の中でこのように私を見た。このすべては、あなたが私の作品の一つ一つに私を探すなら、あな

たは常にすべての被造物の中に生命の創造主のイメージを見出すことができるという事実によるものです。 

4 イエスを通してのわが啓示において、私は聖霊の到来をあなたがたに告げたが、人々は、私が聖霊について語ったとき、それは、人間の知性を通して自らを霊的に人に伝える

べき時を準備している唯一の神についてあなたがたに語っていたことを理解できないまま、自分では認識できないが神の中にいる神であると信じていたのである。 

5 この教えによって、私はあなた方に光と真実の剣を託し、私が何度も告げた戦いに臨むことができる。しかし、私があなた方に託したこの武器は、兄弟に対する愛と正義、許

しと慈悲であると、もう一度言う。 

6 このような形で私の教えを伝えることができるのは、残り数年のみです。私の教えを守りなさい。1950年の終わりには、これらの示現が終わり、あらゆる試練を乗り切る

ために、謙虚さと従順さにおいて強くなることが必要だからです。 

7 わが民よ、これからの戦いはすべての領域で行われ、道を失ったものが戻り、立ち止まったものが新たに発展し、汚れたものが浄化される。 

8 そして、人間の組織そのものが根底から揺さぶられ、自然の諸要素が激しく動き出し、大混乱を引き起こし、人類の信仰が試されるのを見ることになるでしょう。 

9 しかし、もし私が命じたことに背を向けて不従順になるなら、今日すでに言っておくが、試練と解き放たれた要素に翻弄され、彼らはもはやあなたの命令に従わないだろう。 

10 私が長い間教えてきた民にこのような苦痛を与えず、彼らの安らぎを求め、試練の時に、苦しめられている人々に光と慰めの言葉をもたらすことができるようにしたいのです

。 

11 このとき、聖霊の啓示を受けたいと願わない人はいないでしょう。 

12 本当に、本当に、あなた方に言いますが、もしあなた方が自分たちの準備の仕方を知っているならば、1950年以降に見ることができる顕現は偉大なものでしょう。 

13 第二の時代、私が雲の間で最後に弟子たちに自分を見せたとき、私が彼らの視界から消えたとき、彼らは見捨てられたと思い、悲しみました。今日、天に昇るのを見たこのイ

エスが、同じように降りてくるのを見ることになる。" 

14 そして、主人が人々のもとに戻るときは、霊的に戻るのだと理解したのです。 

15 私のはりつけの数日後、私の弟子たちがマリアの周りに集まっていたとき、私は彼らに私の現存を感じさせたが、それは鳩の霊視に象徴されるものだった。その祝福された時

間には、誰も動こうとせず、言葉も発しない。その霊的なイメージの観想には真の歓喜があり、心は強さと自信に満ち溢れていた。 

16 弟子たちよ、これらの教えを深く反省し、当時のようにわが恩寵があなた方の中で効果を発揮するようにしなさい。 

17 今日、私は、第二の時代、昇天前の弟子たちと霊的に一緒にいたときに、弟子たちを強め、彼らが目撃した出来事による混乱から解放するために現れたように、放射状の光で

あなた方のもとに降りてきたのである。私の犠牲は永遠に繰り返され、何度も何度も死からよみがえり、私の光をあなたがたに注ぎ、その日の仕事を始め、私が教えたことをすべて実行に

移すのだ。 

18 私の王国からあなた方に与えたいと願っている霊的財貨が降りてくるのを見ることができるように、あなた方自身のために努力しなさい。 

19 宴会は準備され、子羊は犠牲になり、豊かな食事が用意されている。弟子たちよ、私の周りに集まり、自分たちを養いなさい。私は知恵の書を開き、あなたが今日に対応する

レッスンを読むことができるようにします。私のもとに来て、私が差し出す食物を取りなさい。私があなたがたに与える恵みの時は短いのだから。 

20 わたしはいつでも、あなたがたに語り、あなたがたを導くために人を用いてきたのである。第二の時代、私があなた方のもとに来たとき、私は人間となり、あなた方が私の作

品を見て後に続くことができるようにしたのです。あなたは、私が生まれ、成長し、闘い、苦しむのを見てきました。人類が私の愛と力を知ることが必要だったのです。そうすれば、私の

模範がすべての子供たちの中に消えないものとなるでしょう。だから、これらの出来事を思い出すとき、あなたは涙を流し、自責の念に駆られるのです。第三の時代となった今でも、私の

過去の仕事を説明し、あなた方が生きる新しい時代への準備をさせるために、私は別の指示をあなた方に与えているのです。 

21 明日、この形で私の声が聞こえなくなったとき、あなた方が私の模範に生き、人類の主人として残ってほしい。混沌の中にある人類を救うために旅立つ者は、いったい誰にな

るのだろうか。第三の時代にわたしを代表し、わたしの証人となるのは誰でしょう。破壊の要素が世界に解き放たれた時、その前進を止める者は誰なのか。誰がわが使徒たちを見習い、わ

が教えを広めるのか。- 

あなたがたこそ、わたしのことば、癒しと力の賜物をもって、医者となり、使者となり、慰め手となるべく、わたしが準備している者である。来るべき時代はカップの最も苦い酵母を提供

し、その時代にわが霊はあらゆる心の中に波動を呼び起こし、すべての被造物を啓発し、蔓延する混乱を取り除くだろう。その頃、苦しみはすべての霊魂を一つにし、これらの霊魂は私に

通じる光と道を求めるようになるのです。 

22 あなたは私の意志に従って、私を探しに来る人たちを導いてくれますか？- 

あなたは、それがあなたの意図であることを私に告げ、あなたの道を阻むすべての障害を克服するための支援を私に求めます。そう、わが子たちよ、わたしはあなたがたを助ける用意があ

ると言った。この力なしには、あなたがたは何もできないからだ。あなたがたは弱く、貧しく、無知であるが、わたしはあなたがたを真の偉大な王国の相続人とするのであり、わたしが秘

密の宝庫に隠しておくものは何もない。わたしの子供であるあなたがたに属するものはすべてわたしが与え、この富を兄弟姉妹に分配するようあなたがたに命じる。 

23 私は、イスラエルの家が救いの箱となり、疲れ果ててさまようすべての人々の平和と慰めの源となることを望んでいるので、あなたがたに結合、調和、理解について話す。私

はあなたを強い者と呼んだ。私があなたの中に置いた美徳の力によって、あなたはそうなるのだ。あなたのすべての闘争の中で、私はあなたの前に進み、あなたに私の印を残していること
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を忘れないでください。あなた方が団結していない限り、あなた方の精神には平和も喜びもないことを理解しなさい。私は、あなたがすべての苦しみから解放されるのを見たい。すでにあ

なたは贖罪の終わりに近づいており、約束の地の門前にいるのだ。 

24 私の言葉を通して狂信的になったり、新しい偶像崇拝を形づくるようなことはしないでほしい。私はあなたの命を犠牲にすることも、あなたの庭の花や実を捧げることも要求

しない。それらは私の仕事であり、あなたはそれらを私に捧げることに何のメリットもない。あなたがたが自分の手で像を造り、それを後から拝むことも、虚栄と高慢に満ちた第二のバベ

ルの塔を建てることも、わが意志ではない。あなたがたの愛のわざから、あなたがたの心から湧き出る祈りと言葉から、そして真理に飢えた霊魂にわが名において授ける言葉から形成され

る、わがもとに届く聖域である。これが、私がお願いしている「サービス」です。 

25 あなたは進化の法則に従う。これがあなたの輪廻転生の理由です。私の精神だけは進化する必要がない。私は不変の存在です。 

26 私は初めから、霊が私に到達するために登らなければならない梯子をあなた方に示してきた。今のあなたは、自分がどのレベルにいるのか知らない。でも、自分の殻を脱ぎ捨

てれば、自分のレベルがわかる。立ち止まるな。後に続く者の障害となる。 

27 あなた方は異なる階層に住んでいますが、霊的に一致しなさい。そして、いつの日か、最高の第7階層で一致し、私の愛を享受するのです。 

28 私の姿に似せて作られた男たちよ、私の言うことを聞きなさい。もし、あなたがたが良い種を持たず、謙虚な服従が何であるかを知らず、わが律法の命ずるところと反対のこ

とをするならば、明日この教義を語るために出発してはならない。明日、道につまずかないように、今日、助言しているのです。 

29 あなたは、私があなたの配偶者として与える女を大切にし、その中にあなたの種を実らせなければならない。真理と正義を語りながら、バラを落葉させ、そして見捨てるよう

なことはしないでほしい。私の律法を冒涜することになるからだ。自分のものにも、他人のものにも、敬意を払う。公正であること、そして地球上の平和を促進すること。無条件の服従、

愛と赦しについて話す準備ができる時が来るでしょう。 

30 地上にへりくだる者は幸いである、私は彼を赦そう。誹謗中傷される者は幸いである、私は彼の無実を証言しよう。わたしを証しする者は、祝福される。また、わが教えを実

践したために誤審された者は、わたしはその者を認めよう。 

31 あなたがたのうち、わたしの存在を感じず、わたしのことばに養われなかった者はいるか。"求めよ、さらば与えられん"- 

以前は星や物質的なものに私を求めていたのなら、今日はあなたの精神で無限の中に私を求めてください。愛によって、従順によって私に近づけば、平和を得ることができる。 

32 私を愛しなさい。そして、私が自分自身を知らせるために、これらの声の担い手を偶像化してはならない。わが言葉とわが業を愛せよ、それらは人間を超えたものである。こ

れらの口絵はあくまでも私の道具であり、あなたより優れているわけではなく、あなたと対等なのです。 

33 私の無尽蔵の泉で渇きを癒し、もはや渇くことがないように。私の子供たちに、飢えや渇きで苦しみ続けてほしくないのです。だから、わたしはあなたがたに近づき、永遠の

命のパンをもたらし、一瞬たりとも霊的財産の不足を感じることがないようにするのだ。一方、私はあなたの愛と平和を渇望しているのに、あなたは私にあなたの理解の水を与えないので

す。今日に至るまで、あなた方は、子供として私に負うべき、わが掟を認めたいという熱い渇望を静めていないのです。しかし、私はあなたを待ち続ける。私の忍耐は無尽蔵である。私の

もとに来なさい。そうすれば、私の保護が欠けることはないと約束しよう。今日、私を愛する方法を知っていれば、いつの日か私のもとに来て、ようやく私を理解することができるだろう

。 

34 私が地上であなた方の幸福のために創ったすべてのものから、平和があなた方から離れることがないように、生き、取りなさい。救われるために、努力を怠ってはならない。 

35 精神が整えば、夜もなく、疲れも眠りもなく、活動の中で力を発揮し、あらゆる試練はその強さと忍耐力を証明する貴重な機会である。他の霊魂は弱くとも、試練の時に私を

求める方法を知っており、その信仰と信頼が彼らを乗り切らせる。- 

私はあなたが謙虚で従順であることを望む。それはあなたの精神を導く神聖な火花であるあなたの良心によって導かれるように。 

36 あなたは私に何を求め、誰のために泣くのですか？あなたは私に、私だけがあなたに必要なものを与えることができると言う。それなら、あなたがたは幸いである。あなたが

たの愛する者のために、また、あなたがたの血縁でなくとも、あなたがたの優しく愛し、その霊的進歩を気にかけている者のために、わたしを求め、謙虚に頼む者は。あなたは、獄中で刑

に服している人たち、また、罪のない者として投獄されている人たちのために、私にお願いします。遠くで苦しむ病人のために祈るのですね。この欲求は、あなたが愛し始めるからこそあ

なたの中に生まれ、この感覚の中であなたはますます最高の至福を見出すのです。愛によって、すべての作品を実現させましょう。そうすれば、作品には精神的な内容が含まれるようにな

ります。 

37 あなたが祈るとき、すべての地上のものを超えた無限の中に私を求めなさい。私と接触し、あなたの世界に戻るとき、すべての疑いは払拭され、障害物はなく、あなたは私の

知恵に満ちていると感じることでしょう。 

38 あなたがたにこの時間を与えたのは、わが教えを学ぶために使うためであり、世の楽しみから遠ざかってわが言葉にどっぷりと浸かるためである。今日、あなたは私を身近に

感じ、私の光はあなたの霊魂を照らし、私の存在はあなたを養い、私の模範は永遠にあなたに存在しています。私が愛の証を与えたのは第二の時代だけだと思わないで。私の現存は永遠に

あなた方と共にある。私はただ、あなた方が私のすべての業において私を感じることができるように準備することを求めるだけである。今日、人類に襲いかかる試練の中に、わが正義の正

しさを見ることができるのだ。 

39 そのために、私はあなた方に私の無尽蔵の教えを与え、あなた方が成長の階段を上ることができるようにするために来たのである。あなたを救うのは私の血ではなく、あなた

の霊の中の私の光があなたを贖うのです。 

40 第二の時代、わが旅立ちの後、わが使徒たちを通してわが教義を与えた。今、わが声の担い手の仲介によってそれを与え、その中で、あなたの霊を養い慰める神聖な英知を提

供するのだ。 

41 あなたの心を霊的な花に変えて、あなたが母として求め、その胎内から祝福された実を結び、永遠の命のパンであるイエスをもたらしたマリアに捧げるために、あなたにお願

いします。 

42 マリアはわが天の園の花であり、その本質は常にわが霊の中にある。 



U 8 

42 

43 ここにある花は、謙遜して美しさを隠しているのがわかりますか？同様に、マリアは昔も今も、純粋さと畏敬の念をもって彼女を見つめることのできる人々にとっては美の無

尽蔵の泉であり、すべての存在にとっては善意と優しさの宝庫なのです。 

44 私は彼女を母としてイエスに捧げました。彼女は女性の中に化身した神の優しさでした。あなた方が弁護者として求め、苦しみの中で慰めを求めるのは彼女であり、この神聖

な愛はマントのように人類の上に広がっています。 

45 彼女は、主の天使が「すべての女性の中で祝福された人」と呼んだ人です。彼女は、すべての人の霊的母として十字架上のキリストを見送ったのと同じ人である。 

46 マリアは自分が誰で、自分の息子が誰であるかを知っていましたが、その恩 恵を誇るのではなく、自分はただ至高の者の僕、主の計画の道具であると宣言し ていました。 

47 マリアはこの世を静かに通り過ぎましたが、心を平安で満たし、困窮者のために執り成し、すべての人のために祈り、最後には人間の無知と邪悪の上に赦しと憐れみの涙を流

したのです。もしあなたが主のもとに来たいのなら、どうしてマリアに頼んではいけないのですか？マリアを通して、あなたはイエスを受け入れたのですから。救い主の死という崇高な時

に、母と子は一体となったのではなかったか。その時、御子の血は母の涙と混じり合ったのではありませんか？ 

48 ですから、あなたを導き、マスターに近づけてくれる彼女を、今、あなたが求めても不思議ではありません。 

49 天の園でこの謙遜と純潔の花を発見する方法を知っている人は幸いである。 

50 今日、あなたがたは自分の苦しみを和らげるために、わたしに差し出そうとするが、実は、これはわたしの仕事であり、わたしは神の医者だから、このために来たのだと言う

。しかし、わが癒しのバームがあなた方の傷に効果を発揮する前に、わが愛撫があなた方に届く前に、あなた方自身に集中し、あなた方の痛みを調べ、調べ、時間の許す限り徹底的に考え

なさい。この熟考から、この検査が含む教訓と、それが隠している、あなたが知らなければならない知識を得ることができるのだ。この知識は経験となり、信仰となり、真実の顔を垣間見

ることになり、あなたの誤解している多くの試練や教訓を説明することになるでしょう。 

51 そして、痛みの中に経験の美しい種、あなたの存在の偉大な教訓を発見することができます。 

52 苦痛を教師とみなし、その刷新、悔い改め、改めよという勧告を柔和に聞き入れる者は、後に幸福、平和、健康を知ることになるのである。 

53 自分自身をよく観察することで、どれだけの恩恵が得られるかを体験することができるのです。あなたは自分の欠点や不完全さを認識し、それを修正することで、他人を裁く

ことをやめるでしょう。 

54 しかし、あなたがたに告げるが、あなたがたの医者となりうるのは、あなたがた自身よりほかにいないのである。 

55 もし、あなたが自分の誤り、罪、悪徳、不完全さを捨てないなら、私があなたを癒し、あなたの痛みを取り除くことに何の意味があるのでしょうか。あなたの悪の根源は痛み

ではなく、あなたの罪なのです。見よ、これが痛みの原点だ！」。だから、罪と戦い、それをあなたから取り除けば、あなたはよくなるのです。しかし、それを実行するのは君たちの仕事
であり、私は君たちに教え、助けるだけである。 

56 もし、あなたが良心を通して、悩みの原因を発見し、それと戦うためにできる限りのことをしたならば、あなたは闘いに勝利し、精神の自由を勝ち取るために役立つ神の力を

豊かに感じることでしょう。 

57 自分の力で苦しみから解放され、安らぎを得たと思えば、どれほど大きな満足感を得られることでしょう。そして、「父よ、あなたの言葉が私の癒しとなり、あなたの教えが

私の救いとなりました」と言うのです。 

58 思い込みの世界に生きるのはもうやめましょう。人間としても、ましてや霊としても、真理を知らないでいてはいけないのです。霊的生活を知らずに、どうして物質的闘争に

勝利することができようか。もしあなたが頑なに永遠の光に目をつぶっているなら、あなたはどうやって偉大に、健康に、賢く、強くなるのでしょうか？ 

59 もう黄昏に生きるんじゃない！？目を覚まして、日の光を浴びてください。もう幼い子供ではなく、霊的に成長してください。 

60 しかし、落胆するときは、わが作品から力を得よ。物質主義の教えに支配されようとするときは、わが言葉から光を得よ。まことに、あなたがたに告げよう、もし、あなたが

たの多くが、わたしが教えるとおりに自らを準備しないならば、混乱に陥り、多くがわたしに背を向け、今日の多くの信者が、明日にはわたしの敵となり、この真理を否定するために立ち

上がるだろう。前もってあなたがたを許しておくが、もし、あなたがたが落胆を覚えるならば、わが作品から力を引き出し、物質主義の教えがあなたを支配しようとするなら、わが言葉か

ら光を引き出しなさい。すでに事前に私はあなたを許しますが、事前にあなたに気づかせ、あなたを目覚めさせることもします。 

61 そうすれば、他人を思いやる気持ちや、隣人を理解する気持ちが少しは芽生えるでしょう。今日もあなたは、自分の欠点を忘れるために、他人の多くの行為に反発しています

。しかし、自分の汚点や欠点を知るとき、私があなたを許し、あなたを待っている愛がわかるでしょう。それなら、こう言うしかない。"もし父が、私がこれほどまでに傷つけたのに私を

許してくれたのなら、兄弟を許すのは私の義務だ "と。 

62 人間は自分の内面を見つめ、自分の行動や思考を吟味することを知らない。 

63 霊的な準備こそ必要だが、わが言葉に従って行動するなら、霊があらゆる賜物と力をもってあなたがたのうちに現れるから、あなたがたは兄弟の生活に興奮を引き起こすこと

になる。 

64 あなたがたに言うが、スピリチュアリズムの歴史は、人類の歴史に輝く文字で書かれることになる。 

65 イスラエルは、エジプトのくびきから自らを解放することによって、自らを不滅のものとしたのではないだろうか？キリスト教は凱旋行進の際、愛によって自らを不滅のもの

としたのではなかったか。同様に、霊能者も精神の自由を求める闘いの中で、自らを不滅のものとするのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション9 
1 あなたがたは、この日、わたしのエルサレム入城を思い出し、わたしがイエスとしてあなたがたの間に住んでいた時を思い出すのです。今日、あなたたちは、私の新しい奇跡

を前にして再び強くなったと感じ、このマスターが第二の時代にあなたたちに語りかけたのと同じ人であることを公に証言する。しかし、あなたたちがイエスとしたことを忘れてはならな

い、この時代にそれを繰り返さないために。歓喜の後、司祭たちの言葉に弱り、ホシヤの唱和がやがて「十字架につけろ」に変わると思ったからです。 

2 わが子たちよ、時代を超えてわが宣言を認識しなかった者たちよ、わが予言の成就を待ち望みながら目を覚ましていた者たちよ。 

3 私は、わが民が祝った過越の祭りの生贄の子羊であった。その後、時が過ぎて初めて、あなたたちは私の教えの本質と私の犠牲の理由を認識し、そして、私を認識できなかっ

たことを泣きながら悔い改めた。 

4 今日、あなた方は新しい教えと偉大な霊的顕現の時代にあり、マスターは別の時にあなた方に植えた種をあなた方の霊に求めているのです。あなたは私に言う、「こんなに近

くにいるのに、どうしてあなたの存在を感じないのだろう」と。そして私は、あなた方が物質化し、科学や世の中のあらゆるものに忙殺され、自分の精神を忘れてしまったのだと答えるの

です。 

そして、私は、あなた方を平和な世界へと導く私の教えの光で、あなた方に道を示すために来たと言うのです。私の言葉を聞けば、新しい人生に目覚め、疑いや恐れは払拭されるで

しょう。重荷を背負ったあなたの霊は、私の赦しを感じるとき、安らぎを得るでしょう。 

5 なぜ、あなたは自分の原因を私にゆだねないのですか。なぜ、あなたがたは、わが身を裁いて、自分たちの正義を貫こうとするのか。あなたがたは、試練の時、借金を返す時

に生きていることを知らないのですか。あなた方は皆、わが律法に違反しており、私はあなた方を裁いたことも、公に非難したこともないことを自覚しなさい。 

6 私があなた方に自由意志を与えたのは、あなた方が互いに裁き合うためではなく、良心の光に支えられて、善を実践するためにあなた方の精神を完成させるためである。 

7 そして、それを受け取るに値しないと感じる者がいれば、その者を私のもとに来させなさい。その者が軽蔑されたと感じないよう、ふさわしい者にする方法を私は知っている

。天の母を呼びなさい。彼女の神聖な愛がこの闘いを助け、あなた方すべてを私のもとに導いてくれるでしょう。 

8 私が教えたあなた方は、1950年の後に来る新しい大群を率いて、私の民を増やし、私があなた方にしたように、彼らが永遠の命のパンで養われるように見守ってほしいの

です。 

9 わが言葉が歪められることを許さず、その霊的な意味が常に保たれるように警戒し、自分の解釈が正しいことを確認すること。私の真理を提示すれば、あなたの兄弟に生命と

健康と信仰をもたらすでしょう。私の言葉が私からはじける光であるなら、それを知るすべての人の中に松明のように姿を現すに違いない。私がこの光を提供するのは、あなたが暗闇の中

で生きることを望まないからです。 

10 私の知恵であなた方の精神を完成させ、あなた方の霊的上昇のために戦うようにあなた方自身を強くしなさい。- 

あらゆる感情を持たないあなた方は、周りの生き物の利己主義があなた方の心に傷を残さないように、私の愛撫を感じてください。- 

なぜ、人の間には真の愛がないのでしょうか？なぜ人々は真の慈愛を実践しないのだろう？そして、私はあなたに答えます。わたしがあなたの心に置いた清らかな水の泉を枯らし、わたし

の律法の実現から遠ざかったからだ。 

11 あなたがたは仲間割れして、兄弟の必要を知ろうとせず、同じ屋根の下に住んでいても、自分たちは他人だと考えている。だからこそ、あなたがたがわがことばを聞いたとき

、驚いたのだ。なぜなら、わがことばの中に、わが子すべてに対するわが愛、わが忍耐、わが赦しを現しているからだ。 

12 私は誰にも好意を抱いていませんので、皆さんには団結し、互いに愛し合い、許し合うことを求めます。私はすでにあなたに反省し、新しい生活を始めるための十分な時間を

与えています。あなた方の過去の過ちは赦し、あなた方をわが良き弟子に変える機会を与える。 

13 生命の書は、あらゆる心を啓発するために、あなたの前に開かれるのです。その教訓の一つ一つを研究し、いたるところに秘密を見ないようにすること。秘密の部屋を覗いて

、私があなたに与えるすべてを知りなさい。私はもう、あなたにとって理解しがたい父でいたくはないのです。私をこのように見る理由はない。私のすべての啓示はあなた方の理解の範囲

内であり、すべてあなた方に適時啓示した。 

14 必要だと思うものはすべて持っているのだから、むやみに心配することはない。私はあなたの精神に私の光を置き、あなたの体を維持するために必要なものをあなたに託しま

した。すべての要素はあなたに仕える。私はあなたのリフレッシュのためにすべてを創造したのだ。あなたの苦しみと悩みの理由はもう一つあります。霊は、あなたが地上で作り上げたこ

の空虚な存在に安らぎを見出せず、その落ち着きのなさがあなたに伝わっているのです。もし、あなたが真の改善のために決意を固めたとしたら、どれだけ自分のためになり、失った平穏

を取り戻せるでしょうか。 

15 弟子たちよ、人類に愛と赦しと正義を語るための準備をしなさい。平和と完全な愛の領域へと自らを高めるために、この世に属するものをすべて忘れなさい。 

16 あなたがたはわが呼びかけに耳を傾け、わが教えを学ぼうとする。ある者は日々の糧を求め、ある者は医者として、また助言者として、わが求めに応じる。しかし、ある者は

、ただ私の言葉を探って、その中に何か欠点を見つけようとするために来る。あなたが求めるこの弱点は、私の教えの中に見出すことはできない。一方、自分の内側を見れば、そこに不完

全なものがあることがわかる。- 

このように行動した者は、わが存在を認識していない。なぜなら、彼らは人間の仕事を解釈することができるだけで、神のメッセージを理解することはまだできないからである。私はすべ

ての人を啓発し、彼らの不信仰を赦す。 

17 私の子供たちが一人も迷うことなく、また迷うことさえ許さない。寄生する植物を実のなる植物に変える。すべての生き物は、完成という目標に到達するために存在するよう

呼ばれたのだ。 

18 私と一緒に私の仕事を楽しんでほしい。すでに以前から、あなた方は私の一部であるため、私はあなた方を私の属性の一部とした。すべてのものは私のものであるから、私は

あなた方を私の作品の所有者にもする。 
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19 あなた方霊は皆、私の中に神の父を持つ。私が物質的な生活の中であなた方に人間の親を与えたとすれば、それは彼らがあなた方の身体に生命を与え、あなた方と共に天の父

を表すためであった。あなたがたは、すべての造られたものにまさって神を愛さねばならない」と言い、さらにこう付け加えた。"あなたの父と母を敬いなさい 

"と。だから、義務を怠ってはいけない。もし、あなたが両親の愛に感謝することなく、まだこの世に両親がいるのなら、彼らを祝福し、その功績を認めなさい。 

20 私は、あなた方が信者であり、霊的な生命を信じることを望んでいるのです。もし、兄弟があの世に行くのを見たなら、自分から遠く離れたと思うな、また、永遠に失ったと

思うな。もし、彼らと再会したいのなら、働いて功徳を積み、あの世に来たら、そこで彼らが待っていて、霊の谷の生き方を教えてくれるだろう。 

21 わが民よ、この言葉を与えるのは、あなたがたの神であると信じるか。- 

痛みの床で私を呼び、癒しのバームがその場であなたの病気を癒さなかったとき、なぜあなたは私を疑ったのですか？あなたがたに強くあってほしいから、いろいろと試すことを覚えなさ

い。あなたがたはわたしの弟子であるなら、多くの試練に合格しなければ、信じてもらえないのだから。 

22 あなたがたは、信仰と従順の偉大な模範を示したアブラハム、イサク、ヤコブの子孫であり、同じ精神を持っていながら、彼らのようにはなれない。何度ピーターに試練を与

えたか、そのうちの1回だけピーターが揺らいだ。しかし、この行為で彼を悪く判断してはならない。彼の信仰が燃え上がったとき、彼は人類の間で松明のように、真理を説き、証しする

ようになったからである。 

23 トーマスを非難してはならない。あなたがたは何度、わが作品をその手でつかむことができたか、それさえも疑ったかを考えてみなさい。30枚のコインで主人を売った愛弟

子イスカリオテのユダを軽蔑してはならない。彼ほど大きな悔い改めはなかったからだ。私は、その一つひとつを利用して、手本となるような教えを残し、人類の記憶に永遠に残るように

したのです。膿を出し切った後、彼らは悔い改め、変わり、使命の達成のために惜しみなく身を捧げたのです。彼らは真の使徒であり、すべての世代に模範を残したのです。 

24 私の言葉を理解するために、霊の谷に入りなさい。私の教えを聞きながら、世の中の心配事から距離を置き、私の光であなたの精神を照らしてあげなさい。私はあなた方の信

仰を励まし、あなた方が永遠の命を享受できるよう、常に導いています。 

25 「しかし、このようなアドバイスに慣らされることなく、よく考えて行動してほしいのです。 

26 私が祈れと言うのは、祈らない人は、余計なこと、物質的なこと、時には狂気のような思いに身を任せ、それが気づかないうちに、友愛戦争を助長し、育てているからです。

しかし、あなたが祈るとき、あなたの思考は、あたかも光の剣のように、今日多くの生き物を捕らえている闇のベールと誘惑の罠を引き裂き、あなたの周囲を霊的な力で満たし、悪の力を

打ち消すのである。 

27 苦戦を前にして絶望してはならないし、まだ成功を見ていなくても絶望してはならない。しかし、この人類の再生と精神化の仕事のうち、あなた方に任されるのはごく一部で

あることを心に留めておかなければなりません。 

28 明日、あなたは持ち場を離れ、他の人があなたの仕事を続けるためにやってきます。彼らはその仕事をさらに一歩進めていくので、わが言葉は代々成就していくのである。 

29 最後には、すべての枝が木と一体となり、すべての国が1つの民族となり、地上に平和が訪れるのです。 

30 弟子たちよ、祈りなさい。そして、あなたがたの教えと愛の言葉が兄弟の心に響くように、昇天において自らを完成させなさい。 

31 本当はあなたに言うのです。もしこの人々が、その運命を理解することに加えて、すでにその任務を遂行するならば、人類はその祈りによって恵みを得ることができるだろう

。しかし、あなた方には、隣人を真の兄弟と感じ、人種、言語、信条の違いを真に忘れ、さらに、あなた方を傷つけた者に対するあらゆる恨みを心の中から消し去る慈愛がまだ欠けている

のです。 

32 もしあなたが、このような大きな人間の不幸の上にあなたの気持ちを上げることに成功したら、あなたの兄弟に対する最も心からの誠実な嘆願があなたの中に湧き上がり、こ

の愛の振動、あなたの感情の純粋さは、人間の戦争と情熱が作り出した闇を破壊する最も強力な剣となることでしょう。 

33 イスラエルよ、苦痛があなたがたを用意したのだ、束縛の中であなたがたは自らを清めたのだ、だからあなたがたは苦痛の世話をするのにふさわしい者なのだ。 

34 見よ、わが民よ、新しい日を告げる鳥のようになり、眠っている者を起こし、彼らが光を受ける最初の者となるように、そして私は彼らに言う：あなたを本当に愛する者が、

この瞬間にあなたを迎える。 

35 私に耳を傾ける者はみな、わが言葉の愛撫を感じ、わが愛によって油を注がれ、霊的な財を浴びるのを感じるだろう。 

36 あなたがすべてを捨てて、わたしの食卓についたのを見たから、わたしはうれしい。 

37 この教えは、向上心と崇高な気持ちが生まれたあなたの心に入り込みます。 

38 もしあなたがたが多くの苦しみを受け、心の扉を私に開く準備ができるまで泣いたなら、本当にあなたがたに言おう、多くの苦しみを受けた者は、同時に自分の罪を償い、赦

されるのである。 

39 苦悩する心よ、その痛みを静めて、私のもとに来なさい。良心の光で自らを啓発し、わが教えの道を楽しく歩んでください。 

40 私の中で健やかになり、悲しみを忘れ、愛を育んでください。愛を持つ者はすべてを持ち、「愛」と言う者はすべてを言う。 

41 しかし、わたしから出たものはすべて完全で、調和がとれていて、美しいと理解するとき、あなた方は自問する。「ではなぜ、神の子たちはこの世で破壊し、破壊して生きて

いるのか」と。父なる神の純粋な源から生まれながら、彼らを誤審し、破壊する力は何なのでしょうか。その力とは何なのか。なぜ神は、その無限の力をもってして、平和を破壊する人間

の進出を止められなかったのだろうか。なぜ人の間の悪をお許しになるのでしょうか？ 

42 人は自由意志と良心という霊的な賜物をもっています。しかし、肉体が発達すると同時に、情熱、悪しき傾向も発達し、これらは美徳と闘うことになる。闘争なくして功はな

いのだから、神がこれを許している。もし、神の子たちが苦労しなかったら、何のメリットがあるのでしょう。もし、あなたが世の中のあこがれであるような、幸せに満ちた暮らしをして

いるとしたら、どうしますか？快適さと豊かさに囲まれているあなたに、精神的な進歩が期待できるでしょうか？- 立ち止まってしまう。闘争心のないところに、メリットはないのだ。 

43 しかし、誤解しないでいただきたいのは、私が言う「闘争」とは、自分の弱さや情熱に打ち勝つために身につけるものだということです。これらの闘争は、私が人間にその利

己主義と物質的欲望をマスターさせ、良心に啓発された精神がその真の位置を占めるようにするための唯一のものである。 

44 私はこのような内面的な葛藤を認めますが、人々が自己顕示欲のために、野心や悪意によって盲目になりながら行う葛藤は認めません。 
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45 民族戦争の騒音と暴虐は、人間の心の感性を消し去り、慈善や慈悲といった高次の感情の発現を妨げている。 

46 しかし、隣人に対する優しさ、思いやり、愛があり、悪を免れるため、あるいは試練から救うために、犠牲を払ってまで隣人を助ける人々もいる。もし、ある人がこのように

助けてくれるなら、天の父はご自分の子供であるあなたがたのために何をしてくださらないのでしょうか。それなら、どうして主があなたに苦痛と荒廃を送られると考えることができるで

しょうか。 

47 私は、第二の時代に天の国への道についてあなた方に語ったのと同じマスターである。私は、何世紀にもわたって真理、すなわち、わが霊から湧き出る啓示であるために不変

の永遠の教えを宣べ伝えているのと同じキリストである。 

48 わたしのうちに父を知りなさい。本当にあなたがたに言うが、キリストは、この世が存在する以前の永遠の昔から、父と一つであったのだ。第二の時代には、神と一体である

このキリストは、イエスの祝福された肉体において地上で人間となり、それによって神の子となったが、それはその人間性との関係においてのみである、もう一度言うが、神はただ一人だ

け存在する。 

49 時々、私が霊から話しかけすぎて、あなたの人間的な必要や心配を忘れているのではないかと思うことがあります。神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、あとはその上

に与えられる。そうすれば、平和、平穏、理解、許し、愛があなたに訪れ、物質的な領域ではすべてを豊かに手に入れることができるでしょう。 

50 私はあなたがたの必要をすべて知り、理解し、私の意志に従ってあなたがたの心配をすべて取り除くことを引き受ける。もし、あなたがたの求めたものを私がすぐに与えなか

ったので、あなたがたは時折失望することがあっても、そのために父から愛されることが少なくなることはない。 

51 わが幼な子の多くは、その苦しみを運命の不公平のせいとし、自分が父から忘れられていると考えています。では、お聞きします。私の言葉は、あなたに何の役に立ってきた

のか？生命の創造主である主には、あなたの病を改善する力がないとか、霊的上昇に役立たない物質的なことは何も助けてくれないとでも思っているのでしょうか。 

52 私は、あなたのためになることだけを許可します。もしそれが叶ったら、自分に不利益や不幸をもたらすだけのお願いを、あなたはいくつしているだろうか。 

53 神を信頼し、神の前で自分の運命を祝福する人は、決してそれを呪ったり、自分に与えられていないものを要求したりしない。 

54 貧しくても病んでいても、心が苦しくても、主の御心に信頼して希望する。 

55 主よ、もし私にすべてがあり、何も欠けていなければ、あなたの霊的な仕事に協力し、慈善活動を行うでしょう」と言うことがあります。しかし、男であるあなた方は気まぐ

れで、何も持っていないあなた方の今日の決意も、私があなた方の望むものをすべて与えれば、変わってしまうことを知っていてください。 

56 神の子に対する愛だけが不変なのです。 

57 私は、あなたがたの選択と弱さを知っているので、もし私があなたがたに豊かな贈り物をすれば、あなたがたは滅びるだろうと、あらかじめ知っている。 

58 人は物質的に豊かになると、神から遠ざかっていくことを私は知っています。 

59 私がどれだけあなたを愛しているか、あなたのことを全く忘れていないことを分かってください。 

60 世の中の虚栄から離れ、確信によって、愛によって、痛みによってではなく、私のもとに来なさい。 

61 困窮しても信仰から逃れてはならない。もし、あなた方が貧しさから解放されることが精神的な成長に有益であるなら、私はあなた方にすべてを豊かに与えるだろう。 

62 父は最高の正義と完璧さで子供たちの運命を導いていることを忘れないでください。 

63 今は試練と痛みと苦悩の時代であり、人類が多くの相互憎悪と悪意の結果に苦しんでいる時代です。 

64 武器の轟音と負傷者の悲痛な叫びしか聞こえない戦場、以前は若者のたくましい体だった切り刻まれた死体の山を見てください。母親や配偶者、息子と最後に抱き合う彼らの

姿を想像できますか？この別れの痛みを、この杯を飲まなかった者が測れるだろうか。 

65 何千もの苦悩する親や妻や子供たちが、光を持たず隣人への愛もない少数の人々の強欲と傲慢によって、愛する者が戦争や憎しみや復讐の場へ送り出されるのを見てきたので

す。 

66 これらの若く元気な軍団は、野原でぼろぼろになったままなので、家に帰ることができません。しかし、見よ、母なる大地は、国を支配し、仲間の命の主人であると考える男

たちよりも慈悲深く、その胎を開き、愛情深く彼らを包み込んでいるのです。 
67 老若男女が避難し、安住の地を求め、疲れ果てたキャラバンを見てください。彼らの足はすでに傷つき、血を流し、心はもはや痛みに抵抗できない。それでも、彼らの存在の

深部には、希望の光が残っているのだ。 

68 人々よ、彼らのために祈りなさい、そうすれば、あなた方の思いと結びついた私の優しさが彼らの上に降り立ち、彼らを守り、私の愛のマントで彼らを覆うだろう。 

69 徒党を組んだ戦争が引き起こす破壊だけでなく、その原因について考えてみれば、自分が思っているほど惨めではないことに気づくはずだ。そうすれば、あなたがたの不満は

なくなり、もはやわれに言うことはない。"主よ、私は地上で最も惨めです。あなたがたが私を忘れたからでしょうか？"と。 

70 戦争がいかにすべてを破壊するかをご覧ください。 

71 愛する人の帰りを待つ老いた親たち、門には飢えが、門には孤独が待っている。 

72 歩く力のある者は逃げ出し、病人たちは留まって、自分たちに起こることを受け入れるしかなかった。主よ、私をお捨てにならないでください」と祈ったとき、彼らの暗い思

いは明るさを増した。 

73 人の悪意によって捨てられた母親が隠す痛みは、私だけが知っています。 

74 私は、沈黙と孤独の中で彼らに、私の王国では見捨てられないと伝える唯一の存在なのです。 

75 わが民よ、祈りなさい。そして、責められるべきでない他者に破滅と絶望と死をもたらした人間の脳裏に芽生えた傲慢と野心について考えなさい。 

76 私の言葉を熟考して、わが民よ、あなたがたはまだ、この世で最も不幸だと考えているのか。「いいえ、先生、私たちは間違っていました、他の人たちのことを忘れて、自分

のことだけを考えていたからです。 

77 これに対して私は、あなたがたは自分を養い強くしてくれる神の言葉を聞き、なおかつわずかな安らぎを享受しているので、豊かさを感じているに違いないと言います。 
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78 まだ数日の安息はあるが、この地の片隅も痛みで揺れ、この世に浄化されない場所はない。 

79 わが使徒ヨハネがあなたがたに告げたことはすべて、一語一語、一出来事ごとに、今、成就している。 

80 人類が受けているこれらの兆候、試練、トラブルはすべて、今、一つの時代が終わり、新しい時代へと移行していることの最も具体的な証拠である。このような出来事が起こ

るのは初めてではありませんが、もしあなたが私を理解し、準備をしていたなら、この過渡期のステップを狼狽えることなく、穏やかに過ごすことでしょう。 

81 あなたは今、100年の半ばに差し掛かり、さまざまなことを経験してきました。これからの半世紀、どんな驚きや出来事、試練が待っているのでしょうか。 

82 私は、第二時代の使徒たちに何度も言ったことをあなたがたに伝えるだけです。"誘惑に陥らないように、よく見て、祈りなさい "と。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション10 
1 この祝福された時間に、あなたの良心の問いに答えなさい、裁きの時なのです。 

2 あなたがたは、あなたがたの裁判官の前にいるのである。わたしは、わが正義をもって、しばらくの間、あなたがたに触れる必要がある。 

3 私はあなたがたの間に住んでいる間、ずっとあなたがたに大きな証拠を与えているのだ。なぜ、皆さんは私を信じないのですか？あなたは、人間の邪悪さの独断に、私があな

たを見捨てることを望むのですか？- この世の道に迷い込まないように。私のもとに来なさい、私はあなたを真の幸福へと導く道である。 

4 私はあなた方の国に戦争ではなく平和の使命を託した。私の神聖な言葉がその中に響いていることを理解しなさい。その中で私は、新しいエルサレムが霊の谷にあり、そこ（

新しいエルサレム）にはすべての霊が霊的高次開発の道を通って入り、その住人とならなければならないとあなた方に明かしたのだ。 

5 今日もなお、種子の少ない穀倉を私に見せていますが、それは私が少しずつ与えている畑を使わないからです。目の前で兄弟が死んでいるのに、あなたはそのままでいる。 

6 このように、あなた方はわが法を隠しているのだと思わないか。昔、私と契約を交わしたのはあなた方であり、その契約は命の書に記されたままであることを、あなた方はよ

く知っている。 

7 あなたの心は、まだ落胆した兵士のようだと告白しています。 

8 人々よ、私に耳を傾けよ。試練は必ずやってきて、あなたがたを目覚めさせ、あなたがたに欠けている鋼鉄を与えるだろう。 

9 あなたの信仰と知識が大きくなり、現世ではあなたの思考と祈りによって平和の番人にならなければならないことを理解することが必要です。 

10 新しい年が始まり、それについて私に説明することになる。私はこの時間を、あなた方の準備と闘争のために与える。 

11 覚悟を決めれば、泣くことも、心に痛みを感じることもない。しかし、不服従によってわが正義に挑戦してはならない。そうすれば、必ず苦汁の杯を飲まなければならなくな

る。 

12 私の労働者となりなさい、畑はあなたの愛の種を待っているのだから。疲れ知らずの羊飼いであるエリヤは、すでに道と畑を整えているので、あなたがたは道具を持って畑を

耕し始めることができるのです。 

13 あなたの仕事はとてもデリケートですが、難しくもなく、疲れることもないでしょう。私の正義の白熱した太陽の前に、マリアの母性マントは常に恩寵の雲のように、あなた

に天の保護を与え、私の声は鳥のさえずりと鳴き声のように、あなたの仕事を楽しくさせるでしょう。 

14 愛する弟子たちよ、わが声は第三の時代、たゆまずあなたたちに語りかけ、わが言葉は迷える漂流民に道を示す輝く灯台のように現れた。 

15 私は、この世の激動に耐えるだけでなく、この時代に引き受けた霊的任務を遂行するための霊力を、私の教えによってあなた方に与えています。 

16 あなたが私の教えを広めるとき、すべての人が両手を広げて歓迎するわけではなく、あなたを倒すために罠を仕掛ける人もいます。 

17 善を行う力を持つ者がいるように、悪を行う力を持つ者もいるのだから、戦いは始まる。 
18 あなた方が父の霊感を理解し、後に私があなた方に伝えたのと同じ純粋さで兄弟たちにそれをもたらすことができるように、私はあなた方を清め、霊的にも肉体的にも準備さ

せているのです。 

19 この教えが理論ではないこと、書物から取ったものではないこと、その真実に聖霊のメッセージが含まれていることを証明するのだ。 

20 地上の生活は日々変化し、今日の「平和」は明日の「戦争」になり、今日の「光」は明日の「迷い」になるからです。人類は戦いのために多くの武器を準備しています。あな

たは自分の武器を準備できていますか？ 

21 祈りと私の教えの実践の中で、人々は光を見出すことができるのです。わが掟に従って行動することで、わが新兵は力を得、苦痛の日が来れば、団結して自らを励まし、皆の

ために祈るのだ。 

22 私の律法は、この時代には救いの箱となる。実は、私はあなたに言っているのです。大洪水の水が邪悪なもの、苦痛と悲惨さを解き放つとき、他の国々の人々は、その霊性、

もてなし、平和に惹かれて、この地に長い列を作ってやって来る。彼らがこの啓示を知り、私の新しい到来時に聖霊として語ったことを信じたとき、私は彼らをも「霊によるイスラエルの

人々」と呼ぶだろう。これらの群衆の中には、わが使者たちがいて、わが言葉の神聖なメッセージを彼らの兄弟たちに伝えるために、私が彼らの国に送り返すのだ。しかし、私があなた方

にもたらした教えを知るために、すべての人がこの国に来るわけではなく、多くの人がそれを霊的に受け取るのです。 

23 そのとき、あなたは、偉大な使徒たちのように、私を聞いたことのない多くの人々が、信仰と愛と熱意に満ちて立ち上がり、あなたが克服できなかった恐れや偏見を無視し、

わが言葉を証しするために扉が開くところにはどこでも入っていくのを見ることでしょう。宗派や宗教を敵視するのではなく、兄弟と見なし、恐れることはない。 

24 この道を行く者は、誰一人としてよそ見をせず、心を開いて兄弟を迎え入れ、私が与えた指示を与えてください。 

25 その後、私の使者が世界中に散らばったとき、彼らは皆、自分の使命のために団結していると感じることでしょう。 

26 労働者」は土地を耕し、溝を引き、種を蒔き、豊かな収穫を得るための信仰と切望を持っているのです。しかし、師は言う。「種が失敗しないように、常に適した土を選ぶこ

とを忘れてはならない」と。愛情をもって手入れをした分だけ、必ず実がなる。 

27 皆さんは「私の畑で働く人」になることができますが、そのためには、事前にこの仕事を感じ、理解することが必要です。 

28 この仕事は、無知で狂信的な人々から闇の包帯を取り除き、私がすべての人が仕えるべき唯一の神であることを教えることである。あなた方が光に目を向け、無知であったこ

とを謙虚に告白することができたので、私はあなた方が他の人々の模範となるよう準備しているのです。 

29 あなたたちを通して私の種を蒔き、後に私の律法の成就という実を刈り取るのだ。あなたの兄弟は、あなたがこの教えをどのように受け取ったのか、私の宣言の本質は何だっ

たのか、そしてなぜこの道を歩むのか、と尋ねるでしょう。もし、あなた方が真理をもって自らを守る方法を知らなければ、あなた方は強くなれず、敗者として立つことになり、そうなれ

ば、種は発芽することができないからです。 
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30 世の誘惑から離れ、私に耳を傾け、私の弟子と呼ばれるようになったあなた方が、戦いの果てに収穫を得られないようでは困るのです。私の仕事を守るために、試練に立ち向

かえるように勉強し、理解することが間に合わなかったからといって、失望と苦渋を味わうのはフェアではない。 

31 私の教えは一つの教義であり、あなた方が理解できるように多くの形で賢明に伝えられ、あなた方が付け加えることは何もないのです。それは律法であるが、私はそれをあな

たがたに課したくはない。あなたがたは偽善に陥り、成就を見せながら、その行為でわが律法に違反することになるからだ。 

32 良心は、善いことと悪いこと、正しいことと不正なことを区別することができるからだ。この光があれば、あなたは欺かれることもなく、無知と呼ばれることもないでしょう

。もし、霊能者が真実を知っているならば、どうして隣人を欺いたり、自分自身を欺こうとしたりすることができるでしょうか。 

33 第二時代、ある金持ちの青年がイエスに近づいて言った。"先生、私はあなたの教えに従って行動しているので、あなたが約束された御国にふさわしいと信じています"。イ

エスは彼に "あなたは律法を果たしているのか 

"と尋ねました。そして、若者は答えた。"はい、主よ、私は断食をし、兄弟によく接し、誰にも悪を行わず、財産の一部を神殿を支えるためにささげます"。そこでイエスは彼に言われた

。"わたしについて来たいなら、自分の持っているものを貧しい人々に与え、わたしについて来なさい。"- 

しかし、青年が持っていたのは、その富を手放そうとせず、主から離れることを好んだほどであった。充実していると思い、自分を騙していた。 

34 積極的な隣人愛を実践し、この美徳を明らかにしなさい。しかし、見せかけのためにそれを身につけてはならない。 

35 弟子たちよ、わが教義の実践において誤りに陥りたくないのであれば、良心の助けを借りて自分の行動を吟味し、もしそれが自分を非難するのであれば、自分を根本から調べ

、誤りを見つけてそれを正しなさい。良心は、自分が誠実かどうかを見ることができる鏡です。 

36 霊能者は、その行動によって認識されるべきであり、それが本物であるためには、良心によって指示されなければならないのです。このように行動する者は、自分の精神にお

いて、わが弟子と名乗ることが正当であると感じるだろう。 

37 誰が私を欺くことができようか。- 

誰もいない。しかし、私は、あなたが何をするかではなく、それをする意図であなたを判断します。私はあなたの良心の中にいて、それを超えている。あなたの行動とその意図を私が知る
ことができないとでも思っているのでしょうか。 

38 あなた方の悪い行いのために、わが民が誤解されないように、戦いの準備をしなさい。しばしば、わが教義が認められるか否かは、あなた方にかかっているのです。しかし、

私はあなたに尋ねます。わが言葉は真理そのものであり、純粋さと完全さであるから、何がわが言葉を曖昧にすることができようか。- 

何もない。しかし、充実していないことで、功労を得たり、精神を高めたりする機会を逸してしまうこともあるでしょう。 

39 もし、わが真理を知らない者があれば、それは、わが言葉であり、渇く者すべてのためにその結晶水を溢れさせる知恵の泉から飲みに来ていないためである。 

40 私が最初の、家父長、預言者、義人たちに明らかにした真理は、今日、私があなたがたに示すものと同じである。あなたがたの受けている私の教義は、すべての時代の律法で

あるからである。私は、あなたがゴールに向かって人生の旅を続けることができるように、道を教えているだけです。 

41 弟子たちよ、ここにあるわが言葉は、あなた方が常にわが真理を見出すものである。しかし、もしあなた方が誤った解釈や複雑な解釈をし、わが教義を変え、あるいは（霊的

に）困っている人々に混乱した説明をするなら、あなた方は悪い収穫を得ることになるであろう。 

42 私の教えをどのように伝え、どのように語るかに注意しなさい。あなた方は非常に大きな遺産を受け継ぐ責任がある。 

43 私は種の所有者であり、あなた方は労働者である。私が教えたように、発芽し、花が咲き、実がなるように見守りなさい。 

44 しかし、召使や奴隷のような感覚は禁物です。マイワークの中で、自由に愛着を持って仕事をしてください。私は道を照らす光であり、あなた方は道を選択する旅人である。 

45 もし誰かが盲人のように歩いていてこの光を見ないなら、もし誰かがのろのろとしていてこの光を見つけられないなら、もし誰かが道から外れるなら、私を責めてはいけない

、あなたがどこにいようと、私は様々な形であなたに語りかけることになるのだから。私を見つけようとする者は、努力しなければならないことを自覚しなさい。 

46 私の言葉は、小麦が肥沃な土地に入るように、あなたの心に入り、あなたがそれを受け取ったら、花を咲かせ、増殖させなければなりません。 

47 この言葉を勉強してその内容を知り、行動してその価値を実感し、勉強して得た知識を自分の中だけに留めておかず、人類に知らしめること。それが兄弟たちに受け容れられ

、愛と信仰に目覚めるのを、あなたは喜びをもって見ることでしょう。 

48 この後、人々は私の教えを求めてやってきて、「口寄せ」を通じて伝えられる私の言葉を聞かなくても、私がもう一度来たことを知り、私がこの形で人類に語りかけたという

確信を持つようになるのです。 

49 わが言葉がすべての国々に広まり、この時代に与えられたわが戒めが、時代を超えて生命と力を得る時が来る。自分を準備する者はみな、その霊魂にわが存在を感じ、ついに

人間はわが掟に従うようになるのだ。自由が正しく理解され、わが神の法の枠内で正しい行いをするようになる。 

50 もう一度、跡を残しておくから、私に従いなさい。あなたが福音を伝えるために人々を探しに行くとき、彼らにあなたの話を聞いてくれるよう懇願してはいけません。 

あなたの任務を威厳を持って遂行しなさい。あなたを信じる者は、私が選んだ私の弟子となるのだ。- 

マスターが新しい使徒を呼ぶために戻ってきたという噂が流れ、あなたたちはこれらの現れを目撃し、第二の時代に私とともにあり、ガリラヤとユダヤで私の言葉を聞いたあなたたちが地

上に戻ってきたことを明らかにするだろう。しかし、もし彼らがあなたを疑うなら、私の言葉と私の使徒たちに与えられた予言をよく考えるように言いなさい、そうすれば、これが真理で

あることがわかるでしょう。 

51 わたしの声を聞くあなたがたに、わたしは声の主を通してわたしの言葉を与える。後に、わたしが話したすべてのことを研究する他の世代が現れ、それは印刷物として保存さ

れ、分厚い巻物を満たすだろう。 

52 私は生命であり、あらゆる瞬間にあなたを生かします。しかし、私はあなたの考えや思いと戦わなければならないのです。あなたの業はあなたに苦痛と死をもたらし、あなた

は善において強くなるために私を求める方法を知らないのです。なぜ、私のところに来ないのですか。わたしを呼んで、わたしの存在を感じなかった者がいるだろうか。どれだけあなたを
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愛しているか、そしてずっと愛しているかあなたを創る前から、私は私の中であなたを愛していた。そして、あなたが私の霊から出た瞬間から、あなたは私の贈り物と、すべての時のため

の私の戒めを受けたのである。 

53 それゆえ、あなたがたは常に他のより高い生命にあこがれ、完全なるものを熱望するのです。地上の品物に満足してはなりません。あなた方は、あらゆる恵みと美しさを備え
た完全な霊的生活を知る運命にあることを知っているのですから。 

54 あなたの兄弟たちが、そのために戦ったこともなく、わが神聖な仕事だけによって自らを刷新することを期待してはならない。あなた方の任務は、わが掟を愛し従う新しい人

類の礎を築くために働くことである。そのためには、祈りが最高の武器となる。 

55 私はすべての人の心と体に語りかけ、彼らを育て、やがて彼らが私と霊と霊とがつながる時が来る。私がもはや人間の心を通して自らを知らせることがないその時に備えて、

あなた方は準備をしなさい。 

56 次の世代のためにわが言葉を書き留め、わが命令を正しく実行しないことに気をつけなさい。私の新しい弟子たち、つまり聖書を通してのみ私の言葉を知る者たちが、あなた

たちの準備不足の結果、私の教えに不完全な点を見出すことを望まないのです。私の仕事のすべての内容と真実がこれらのページに含まれることは、私の意志である。あなたがたに託した

この書物には、三度にわたって明らかにされたわが言葉がまとめられており、隠されたまま、あるいは謎に包まれたままのものはすべて、あなた方が霊から霊へとわが神性と一体化すると

きに理解できるようになるのだ。 

57 まことに、あなたがたに告げます、もしあなたがたが、この時代におけるわが顕現は出来事ではなく、あなたがたの消滅とともにわが業は終焉を迎えると信じるならば、その

範囲を全く理解しておらず、すべての創造物を照らし、活気づけ、精神の完成のための新しい段階を示している第6の封印の光を見ていないのであります。 

58 もし、あなたが私の言葉を聞いて、あなたの霊の謙遜さを見るならば、あなたの「物質」は同じものと一体となって一つの意志を形成するでしょう。しかし、身体の殻はあな

たの霊的進歩の障害となります。この闘争の中に、あなたの精神的な上昇のために必要な功徳を見るのです。 

59 人生の試練に落ち込むとき、私にしがみつけば、あなたは強くなり、誰もあなたの平安を破壊したり、あなたの相続財産を奪うことはできない。 

60 太陽が照らしている間だけ熱く、夕方になるとまた冷めてしまう墓のようにならないように、いつも愛に燃えているあなたを見たいのです。 

61 わたしのことばを聞いて感動するだけでなく、わたしを愛し、わたしがあなたがたを愛しているように、いつも互いに愛し合っていなさい。 

62 主よ、たゆまぬ努力で私たちに多くの恩恵を与えてください」。しかし、私はあなたがたに言う。私はあなたの父であり、あなたの必要性を見ている。あなたの祈りに、どう

してわが霊が動かされないことがあろうか。私は寝室の孤独の中であなたを慰め、あなたの霊的な祈りが役立つように啓蒙しました。 

63 私は、1950年以降、私の言葉が人間の心を通して聞こえなくなったとき、私のメッセージを人類にもたらすのは彼らであるように、私の弟子たちの心に記念の書物を残す

のだ。 

64 儀式も祭壇も像もないけれど、わが言葉が知られるこれらの目立たない祈りの家で、あなたたちはどれほど多くの教えを聞き、学んだことでしょう。ここでは、もはやあなた

たちの心に空虚さを感じることはありません。 

65 柔和と謙遜とをもってわたしに耳を傾けたあなたがたは幸いである。明日、あなたがたはその言葉の深い意味によって群衆を驚かせるであろうから。 

66 弟子たちよ、今こそ、わが業の偉大さと純粋さを認識し、将来、それを宣べ伝えるとき、あなた方の行動がわが教えに沿ったものになるようにするときだ。 

67 群衆はこの人々に近づいている、備えよ。不当なことをして驚かせてはならない。"これが主の新しい弟子たちか "と言われかねないからだ。 

68 これだけ話しておいて、あなたの穀倉地帯が善行で空っぽになるのは困ります。 

69 あなたは明日、あなたを非難し、わが真理を否定するために、あなたが弱るのを見ようとする者たちによって、探られ、試されることになるのです。 
70 書物に書かれたわが言葉だけが人類を改心させる奇跡を起こすことを期待してはならない。わが大義の偉大な兵士たちが立ち上がり、信仰と勇気と愛を武器としてわが真理を

封印し確認することが必要なのである。 

71 道が空いているかどうか尋ねる必要もなく、群衆を探しに行く必要もない。私が自ら困窮者をあなたの道に配置するのだから。 

72 人類の中に、わが法の偉大さを認識し、それを認識させる人々が現れることが必要である。 

73 この時代にわたしの言葉を聞いた者たちよ、謙虚さによって、わたしの言葉によって、あなたたちの徳によって、そしてわたしの律法の良き遂行によって、偉大な者となれ！

」。しかし、私の言葉を聞いたからといって、人類の中で最も偉大な人間になれるとは思わないでください。私の教えから遠く離れている者がどれほどいるか、彼らがあなたの話を聞く日

には、あなたの証言は、あなたより大きな仕事を成し遂げるのに十分なものとなるであろう。 

これらの働きは、あなたの成就の実となるのですから、あなたは大いに喜ぶことでしょう。 

74 今、私はあなた方を強化し、かつて人類があなた方に与えた傷をふさぎ、戦いが始まるときに必要な鋼鉄を持つようにするのだ。 

75 六つの封印の光があなたを照らし、六つの燭台が人類を照らしていることを自覚しなさい。しかし、すべての人がこの光に照らされているのに、ある人は自分が意味のある時

代に生きていることを自覚し、ある人はすべての教えを聞き入れずに通り過ぎるのです。 

76 もし、あなた方が皆、平等に創られたのなら、なぜ、あなた方は皆、信仰を持っていないのでしょうか？- 

なぜなら、あなたの自由意志と、あなたの精神の異なる発達のためです。そのため、より高い光や高い力が導いてくれることを願う人もいれば、自分自身が信じている力を信じ、それが欠

けたときに迷いを感じる人もいます。 

77 昔、あなたの霊は私から出た。しかし、すべての人が同じように霊的成長の道を歩んできたわけではない。 

78 同じ目標に向かうにしても、運命はすべて異なる。ある者にはこれらの試練が、ある者にはこれらの試練が用意されている。あるクリーチャーはある方向に進み、別のクリー

チャーは別の方向に進む。皆さんは、同じ瞬間に生まれたわけではありませんし、同じ時間に戻ってくるわけでもありません。前を歩く人、後ろを歩く人、でもゴールはみんなを待ってい

る。誰がそれに近いのか、誰が遠くでさまよっているのか、誰も知らない。なぜなら、この知識を持つには、あなたはまだ小さすぎる。 

79 父なる神は、あなたがたに忍耐せよと言われ、信仰を持つ者には、暗闇の中を歩く者の道を照らせと言われるのです。 
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80 自分の人生をよく振り返ってみると、ある時は力強く、ある時はゆっくりと歩き、ある時は転び、また起き上がり、最後にはより確実でしっかりとした一歩を踏み出すことに

成功していることがわかるでしょう。 

81 私だけがあなたの成長を知っています。しかし、真に優れた精神は、驕ることなくその進歩を知っていると言わざるを得ません。 

82 直感の賜物で、自分の歩みが過度に遅いのか、息が上がっているのか、止まっているのか、自分から見て足元がしっかりしているのかがわかるのです。 

83 自分の歩いている道が許されているのか、それとも見落としているのか、それを知ることができるのは、良心を通してなのです。 

84 後世の人々に有益な足跡を残すためには、わが掟を果たすことが必要であり、それによって偉大な仕事を残し、あなたの記憶と模範は不滅となる。 

85 弟子たちよ、私はヒバリであり、その翼の下で君たちは若鳥のように生きている。また、第六の封印は、この時代において唯一開かれ、あなたを啓発するものであることも伝

えています。 

86 スピリチュアリズムの最初の弟子であったわが労働者の多くが、封印は集会の場であり、この国で封印が解かれ、自分たちがその所有者であると信じるという重大な誤りに陥

っていることを認識せよ。 

87 なぜなら、彼らはこの時代、わたしが呼び寄せ、わたしの食卓に招き、わたしの愛の言葉を予約した長男のようなものだからである。彼らは、自分たちが何を運んでいるのか

知ろうともせず、贈り物や依頼品を携えて世界の街を歩いているのです。彼らは、自分がわが律法を果たしていると信じ、兄弟を非難する。 

88 彼らは自分たちがどこへ行こうとしているのか知らないし、わが仕事の偉大さを疑っていない。私が彼らを呼び寄せ、人間の心の上で私の声を聞かせたとき、彼らに尋ねた：

この形でのわが現存を信じるか？ 彼らの多くは私を否定した。 

89 私は彼らに言った、「あなたの大勢の従者を私に見せてください、あなたが行った奇跡を私に列挙してください、しかし彼らは私にほとんど実を見せなかったのです」。私は

彼らに、わが言葉が聞かれるところに集まる大群衆と、わが力の無数の証しを指摘し、「木はその実によって知られる」と念を押したのです。- 

これは第六の封印であり、その光の下であなた方は私に従わなければならない。今日、神の言葉である第六の燭台があなたを照らしています。 

90 見よ、わが民の中には、疑いの子も信仰の子も、私を否定する者も従う者もいる。物質主義に傾倒する者と、精神主義を貫こうとする者。これが今回、あなた方の不和の主因

である。 

91 しかし、わたしの教えは昼間の光のように明るい。 

92 神の子羊が封印を解いたのだから、これだけで新たに封印することができるだろう。 

93 新しいエルサレムは、この国にも、他の国にもありません。この都市は霊的なもので、今この瞬間から住むことができるのに、です。 

94 封印を解いたのはエリヤではなく、第六の封印が解かれ、やがて明らかになるための先触れだったのです。エリヤは第六の封印を代表し、その使命は非常に高いものです。彼

はあなた方に新しい啓示の時が始まることを明らかにしました。 

95 アジアの七つの教会は、わが使徒たちの声が、あらゆる世代の国々にメッセージとして響く聖域であり、七つの封印の書の美しい姿である。 

96 ロケ・ロハスは、エリアスが第三の時代の最初の働き手を呼び寄せる最初の通信機関となる使命を持ってこの世に生を受けた。そして、最初に任務を受けた者の中に、必要な

霊性と献身を備えた処女が現れ、彼女の中で人間の心を通して私の顕現の奇跡が起こるようになった。それ以来、そしてこの仲介を通して、わが言葉はこの顕現の期間を示した。この期間

はエリアスの顕現に始まり、1866年から1950年まで続くであろう。 

97 わが顕現の最後の瞬間まで、知恵と啓示の源であるわが無尽蔵の言葉をあなた方が持つように、多くの理解器官が準備されたのである。 

98 その後、霊化の時が訪れ、あなた方は私の言葉を聞かなくなるが、私を身近に感じることができるようになる。 

99 ある人の準備がよくても、ある人の準備が悪くても、私は自分を知ってもらうために降り続ける。ある者の善意とある者の準備不足のために、わが霊は1950年までこの形

で存在する。わが意志の成就を妨げるものは何もないのだから。 

100 しかし、この食べ物に何か異質なものを加え、澄んでいない純粋でない水を大勢の人々に飲ませる者は、私に責任を負うことになるのだ。 

101 あなたがどんな仕事でも失敗した場所に戻ることは、私の意志です。 

102 道は拓かれ、畑は種を待っている。準備を整え、闘いの時を迎えよう。そうすれば、あなた方は兄弟として抱き合い、旅立ち、あなた方のうちにわが意志が成就するようにな

るでしょう。 

103 私の仕事は純粋であり、あなたはそれを最後まで愛することを忘れてはならない。 

104 あなたは人生の旅路を通じて、積極的に慈善活動を実践すること、これがあなたの課題です。あなたには、さまざまな方法で無私の手助けをするための多くの霊的な賜物があ

ります。もし、あなた方が準備する方法を知っていれば、あなた方が不可能と呼ぶことを成し遂げられるでしょう。 

105 コインで行う愛の活動は、それも愛の活動ではあるが、それにもかかわらず、あまり高尚なものではないだろう。 

106 愛と許しと平和を兄弟の心にもたらすのだ。 

107 私はもはや、パリサイ人や偽善者がわが律法の中で保護されることを望まない。仲間の痛みを感じられる弟子が欲しい。私は、悔い改める者には、どのような宗派や宗教であ

っても許し、真の道をはっきりと示してあげよう。 

108 わが教えを異国の地に伝える者は幸いである。わが掟とわが守護天使が彼らを守るからである。私は、装備された一人のわが子を通して、広大な地域が救われることをあなた

に告げた。この恵みにふさわしい人間になれ、そうすれば私は多くのものを与えるだろう。 

109 私の言葉があなたを強くし、あなたが最も信仰を必要とするときに弱くならないように、私はいろいろな方法であなたに話しているのです。 

110 一緒にいるときは互いに愛し合い、離れているときは互いに愛し合いなさい。そうすれば、父の祝福がこの兄弟愛に降り注ぐでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション11 
1 人類よ、天の父の愛に至福を求めよ。本当に申し上げるが、神との結合は、あなたの霊魂に至福を感じさせるのである。 

2 人間が霊的な道に入るとき、ようやく至福への道を見出すことができるのです。弟子たちよ、自分の精神に天の御国を持ち、感じることができることのすばらしさを掴みなさ

い 

3 再び、私は愛の教えを通してあなたにレッスンを与えています。あなたにとって学校である人生のレッスンを学んでいる最中ですが、あなたは自分の道について、それが明ら

かにしていることのすべてを理解していません。 

4 わが愛する子らよ、迷える羊のように嘆き、羊飼いを求めて恐れおののく声で叫ぶ者よ。自分を取り巻く現実に目をつぶると、この世の不幸はすべて私が原因だと思い、他の

人は自分の不幸に無関心だと思い込む。 

5 このように父を思うとき、あなたがたはなんと恩知らずなのでしょう。そして、わが完全なる正義を裁くことはなんと不当なのでしょう。 

6 苦いものだけを食べている、自分の住む世界は幸福のない世界だ、自分の人生には存在意義がない、というあなたの言葉が聞こえないとでも思っているのでしょうか。 

7 あなたが私を感じるのは、私があなたを懲らしめ、どんな慈悲も否定すると考え、あなたの父の優しさと善意を忘れ、父の恩恵を祝福する代わりに、自分の人生に不平を言う

ときだけです。 

8 それは、真実に目をつぶり、自分の周囲に苦しみや涙ばかりを見て、すべてが報われないと思い込んで絶望に陥ってしまうからである。 

9 もし、このような反抗や理解の欠如の代わりに、毎日最初に考えることが父を祝福することであり、最初の言葉が、神の愛があなたに与えてくれる多くの恩恵に感謝するもの

であったら、あなたの人生はどれほど違っていたことでしょう。しかし、肉があなたの精神を乱し、私の教えを忘れたために、あなたはこれらの美徳を感じることができなくなったのです

。 

10 運命には、神が込めた慈悲がある。人間の運命は、神の善意に満ちている。 

11 この良さは、探し方がわからないから見つからないことが多いのです。 

12 もし、あなたが私によってすべての霊に定められた運命の中で、辛く苦しい道を歩むなら、私はそれを和らげようとはするが、決してその苦しさを増大させることはないだろ

う。 

13 世の中には人と人が必要であり、多すぎる人も少なすぎる人もいない。すべての生命は、その存在の完成と調和のために、互いに必要な存在です。 

14 貧乏人は金持ちを必要とし、金持ちは貧乏人を必要とする。悪人は善人を必要とし、後者は前者を必要とする。無知な者は知識を必要とし、知識を持つ者は無知な者を必要と

する。小さい子が年上の子を必要とし、その子がまた子供を必要とする。 

15 あなた方一人ひとりは、神の叡智によって、この世界で自分の居場所と、共にあるべき人の近くに置かれているのです。各人には、自分が住むべきサークルが割り当てられ、

そこには一緒に住むべき化身や転生した霊がいる。 

16 こうして、あなたは次第に、それぞれのやり方で、あなたを高める愛を教えてくれるすべての人に出会い、他の人からは、あなたを浄化する痛みを受けることになるのです。

ある者は、あなたに苦しみを与えるために、またある者は、あなたの苦しみを補うために愛を与えます。 

17 もう一度言いますが、あなた方は私の教えに参加しながらも、すべての存在があなた方に向けて持っているメッセージを認識していません。 

18 兄弟の良い面を見いだし、兄弟から学ばせてもらい、悪い面を見いだし、兄弟を助け、助け合いながら、人生の道を歩むのです。 

19 少し立ち止まって考えてみてください。あなたは、自分に役立つはずの多くのことを見過ごしてきました。このような機会を逃してはならない。それは、あなたが手放すレッ

スンなのだから。 

20 すべての人間はレッスンであり、愛または無愛想の期待であり、それはやがてあなたに甘美なまたは苦い真実を与えるでしょう。だからあなたはレッスンからレッスンへと進

み、ある時は学び、ある時は教えるでしょう。 

21 もし、人類がこの教えを理解すれば、地上でこれほど泣くことはないだろうと、私は言っているのです。 

22 どんな形であれ、あなたの人生の道を横切るすべての転生・転生霊*が、あなたの運命を助けてくれることを忘れないでください。 
* 転生霊：まだ肉体に宿っている、転生霊：もはや物質的な肉体に宿っていない。 

23 わたしは、あなたがたのために、どれだけ多くの光の精霊をこの世に送ったことだろうか。 

24 私が送った多くの霊は、あなた方の運命の一部であることに気づかず見向きもしなかったが、受け取り方を理解しなかったために手ぶらで過ごし、後に悔し涙を流す羽目にな

ったのだ。 

25 人類、あなた方の運命は、すべての被造物と調和することです。私があなた方に話すこの調和は、あらゆる法則の中で最も偉大なものであり、その中であなたは神とその作品

との完全な交わりを見出すからです。 

26 あなたの周りにいる霊や、あなたの人生を横切る人々を研究して、彼らの美徳を評価し、彼らがあなたにもたらすメッセージを吸収し、彼らがあなたから受け取るべきものを

与えることができるようにします。 

27 なぜ、運命に導かれた隣人を軽んじるのですか。あなたは、彼らがもたらしてくれた教えを体験することなく、心の扉を閉じてしまったのです。 

28 あなたの精神に安らぎと慰めを与えてくれた人を、あなたはしばしば遠ざけ、そして、その人の杯を苦さで満たしてしまったのはあなたであるとして、文句を言うのです。 

29 人生には思いがけない変化や驚きがあるものです。今日、高慢に拒絶した人を、明日、懐かしく探さなければならないとしたら、あなたはどうしますか？ 
30 明日になれば、今日拒絶され軽蔑された者を、欲望に満ちて求めなければならない可能性があるが、多くの場合、それはすでに手遅れであることを心に留めておくことだ。 
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31 もしあなたが子供なら、両親の良さを理解し、感謝することです。親であれば、子供への理解を持つこと。もしあなた方が配偶者であるなら、お互いを知り、愛し合いなさい

。しかし、まだそうではなく、あなた方の運命に加わる人を待っているのなら、彼を受け入れ、彼を理解する準備をしなさい。 

32 もうこれ以上、異常や軽挙妄動で恨みを買わないで、人生の本を読むことを学んでいないのだから、せめて自分の周りにいる人の霊的崇高さを読めばいいのです。 

33 人類よ、わが言葉を理解し、わが身から学び、わが身に近づく者をいかにしてわが身から遠ざけることがないかを見よ、あなた方はみなわが子であることを、あなた方はみな

私を必要としていることを、私は知っているのだから。 

34 この教えを学べば、マスターになる方法がわかるだろうが、まずは兄弟になることを学べ。 

35 皆さんは、自分の運命は、人生の偉大な教訓を学ぶことであることを認識しなければなりません。なぜなら、そうすることによってのみ、自分の完成の頂上に達することがで

き、そうすることによってのみ、偉大になることができるからです。そうでなければ、あなたがたの中には、常に不満、不平、理解不足、主に対する冒涜、非難があることでしょう。 

36 私の教えをあなたの道のアドバイザーとしてください。そうすれば、あなたの中に決して絶望することのない強さを感じ、あなたを理解の最高の頂上へと一歩一歩導いてくれ

るでしょう。 

37 泣いている人を見かけたら慰めてあげてください。神はあなたをそこに導かれた。そこにあなたの任務があるからだ。 

38 あなたがたの生活の中でこれ以上誤りを犯さないように、わが教えを理解しなさい。あなたがたの兄弟に対するあらゆる侮辱は、言葉であれ行いであれ、あなたがたの良心に

刻み込まれ、あなたがたを不倶戴天の非難をすることになるのだから。 

39 もう一度言いますが、神の計画が成就され、人々の精神的な大不幸が終わるためには、あなた方が必要なのです。 

40 利己主義が存在する限り、痛みは存在するのです。あなたの無関心、利己主義、軽蔑を愛や思いやりに変えれば、どれだけ早く平和が訪れるか体験できるでしょう。 

41 わが教えのすべてを深く考えよ。 

42 己を知れ私は、いつの時代も人々の存在に目を向け、その苦しみや不幸の原因が何であったかを知っています。 

43 太古の昔から、妬みから、物質主義から、権力への飢えから、自ら命を絶つ人を見てきました。彼らは常に精神を軽視し、自分は物質でしかないと信じ、いざ地上に人間の形

を残すときになっても、残るのは物質生活の中で創造したものだけで、精神には何の幸も刈り取れませんでした。なぜなら彼らは精神を求めることも、考えることも、精神の徳や知識に関

心を持つこともなかったのですから。彼らは、神に至る道を求めず、生きることに満足していた。 

44 生命を残酷だと言って愛さないあなた方が、人間の良心の重要性を認めず、それによって導かれることを許さない限り、あなた方は真の価値を何も見出すことはできないでし

ょう。 

45 精神が物質とその情念の上にある高い生命に引き上げられるのは、良心である。スピリチュアライゼーションは、それを行動に移すことに成功すれば、神の大きな愛を感じる

ことができるようになります。そうすれば、人生の意味を理解し、その美しさを知り、その知恵を発見することができるだろう。そうすれば、なぜ私がそれを人生と呼ぶのかがわかるだろ

う。 

46 この教えを知り、理解した後に、あえて「それは違う」といって否定する人がいるでしょうか。 

47 自分の本当の価値は良心にあることを理解すれば、父なる神が創造したすべてのものと調和して生きることができるようになるのです。 

48 その時、良心は貧しい人間の生活を美しくする。しかし、その前に、人間は自分を神から引き離すすべての情念から離れ、正義と知恵の道を歩まなければならない。そうすれ

ば、あなたにとって真の人生が始まるでしょう。今日、あなたが無関心に見ている人生は、あなたが軽蔑しているものを知らず、その完全性についての概念も持っていないからです。 

49 人類は、真の幸福と真の平和が真の生命である霊的生命の一部であることを理解せずに、人間存在のものであると信じてきたために、時代を超えて霊的に不活性なままであっ

たのです。 

50 あなたを愛する人、あなたを嫌う人を探し求め、残酷と呼ばれる人生が、あなたにとって知恵に満ちた開かれた本のようなものであることを知らずに、それを愛することです

。他人の喜びや苦しみに心を動かされましょう。すべての人間の中にマスターを見いだし、自分自身が悪ではなく、善の生きたシンボルであることを感じなさい。 

51 人は地獄を、わが戒律に背いた者たちが行く、永遠の苦悩の場と想像してきた。そして、重大な犯罪のためにこの地獄を作ったように、より軽い犯罪のために別の場所を想像

し、さらに、善も悪も行わなかった人々のために別の場所を想像したのである。 

52 来世では喜びも苦しみもないと言う者は、真実を語っていないのだ。精神が最高の平安に達しない限り、苦しみと喜びは常に混在するものです。 

53 わが子たちよ、聞きなさい：地獄は、受肉者と転生者、この世の住人と「霊の谷」の住人の中にある。地獄は、深刻な苦しみ、ひどい後悔、絶望、痛み、そして、痛ましい罪

を犯した者の苦渋の象徴である。しかし、彼らは愛に向かって精神を発達させることによって、これらの結果から解放される。 

54 一方、真の幸福と平和を象徴する天国は、この世の煩悩から離れ、神との交わりの中で生きる人々のためにある。 

55 自分の良心に相談すれば、自分が地獄に住んでいるのか、罪を償っているのか、それとも天国の平和に包まれているのかがわかる。 

56 人々が天国や地獄と呼ぶものは特定の場所ではなく、あなたの霊が「霊の谷」に到達したときに刈り取る、あなたの作品の本質なのです。人はそれぞれ地獄を経験し、償いの

世界に身を置き、あるいは神の霊との高揚と調和が与える至福を享受する。 

57 私はあなた方の父であり、あなた方は私のとても愛する子供たちである。さあ、すべての造られたものを超えて、私のもとに来てください。 

58 愛する弟子たちよ、この時代は人類にとって審判の時である。借金の返済を開始する期限は過ぎています。あなたは今、過去に蒔いた種を刈り取っているのであり、あなたの

仕事の結果である。 

59 人間には、自分の仕事をする時と、自分のしたことに答える時がある。後者が、あなたが生きている時である。だから、皆さんは苦しみ、泣くのです。あなたがたに種蒔きの

時期と刈り入れの時期があるように、神にも、神の律法を実現するために与えられたものと、神の正義を現すために与えられたものとがあるのです。 

60 あなたは今、神の審判の時を生きているのです。痛みは涙を誘う、人類は自らの涙で自らを清める、誰も（自分の罪の）償いを免れないからだ。 
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61 今は、自分の運命について考えるべき正義の時であり、思索と精神化によって、惑わされることも欺かれることもなく、平和の道へと導いてくれる良心の声を聞くことができ

るのである。 

62 精神にとって最も困難なことは、物質を通して精神化を達成することであり、人間にとって最も困難なことは、本質的に自分自身を認識することである。自分の人生を使わな

いままにしておかないで、その教訓をすべて学びなさい。知恵をつけ、周りの人に教え、精神的に完成させることがあなた方の課題です。 

63 わが民よ、もしあなた方の霊的運命が偉大であることを知るならば、愛の道を歩み、わが英知という神聖な炎に信仰の光を灯しなさい。 

64 私は希望であり、約束された慰め主であり、この混沌の時代に平和のメッセージをあなた方に届けた。あなたが涙を流し、多くの苦しみを味わったからこそ、私の慰めと愛が

慈悲の泉としてあなたに注がれるのです。 

65 まことに、あなたがたはわが掟を幾度も破った。しかし、わが愛の中であなたがたを清めることも、同様に真実である。このとき、私があなたを慰めるのではなく、ただ裁判

官としてあなたのところに来たとしたら、あなたはどうしますか？ 

66 私は、あなたの十字架を助けるためにやってくる愛の主人です。私はあなたの旅の道連れであり、あなたの孤独と苦悩に寄り添っています。私は、あなたが待ち望んでいた良

き友人です。私はあなたの精神が必要とする糧であり、私の愛はあなたに命を与える糧であるからだ。 

67 いつの時代もあなたは私を必要としてきました。しかし、人類が苦痛の杯をいっぱいに空けようとしているこの時代には、とりわけそうです。だから、わたしはあなたととも

にいるのです。- 罪人の涙は、心を肥やす祝福の露だからだ。 

68 あなたの霊は、霊界で私の言葉を聞くために物質から離れ、言葉なくして私に語りかけました。 

69 高度に発達した霊は、人間の言葉は霊的思考の表現を貧弱にし、萎縮させることを知っています。したがって、その存在の最も奥深い部分に隠している秘密を神のみが知って

いる言葉で表現するために、物質の唇を沈黙させるのです。 

70 苦しみを捨て、涙の上に立ち、わたしに耳を傾け続けなさい。人類に「第三の時」が来たことを認識し、自分たちの責任を感じて、準備をする。あなたは私に告白し、あなた

の精神を高めてください。私はあなたの祈りを聞き、あなたに私の恵みと許しを与える。 

71 私が "山の高さ 

"からあなたの家に降りてくるのを見ると、あなたは霊歌で私を賛美し、私の言葉を聞くとあなたの霊は震え、私に言う。"主よ、あなたが私たちとともにおられることを私たちは知って

います。"と。- 

しかし、すべての人が私の到来を感じているわけではない。私が再び人類にやって来たことを認識させるために、私の言葉と私の証明を絶えず繰り返すことが必要である。しかし、私の存

在と、それとともに私の正義と愛を感じる心に変えるまで、私は岩を磨くことを止めないだろう。 

72 訳の分からない砂漠をさまよっていると感じたら、勇気を出して前に進みましょう。しかし、もし、わが意志によって、あなたがたが砂漠や山を越えて、他の土地に福音を伝

えるようにさせられたら、仕事をしなさい。 

73 あなたに託す仕事はデリケートです。この宝を悪意ある者が奪って、後で自分たちの霊感の賜物だと言って、それで自分を高揚させ、疑うことを知らない者を辱めるようなこ

とがあってはならない。 

74 あなたがたが私のもとに来るとき、私はあなたがたに尋ね、あなたがたに与えたすべてのものの説明を求めるであろう。そして、私はあなたにそれを探すように命じ、あなた

がそれを取り戻し、私の戒めをすべて果たすまで、私のもとに戻ってくることはないだろう。- 

もし私がこのように話さなければ、あなた方は眠ってしまい、自分たちを救うことができないだろう。 

75 今日、あなたが保存しているわが言葉のエッセンスは、明日、人類のために知恵の言葉としてあなたの唇から流れ出るでしょう。この道を辛抱強く歩めば、健康的で健全な喜

びが得られ、精神が養われるでしょう。 

76 からし種の偉大さを信じることで、偉大な奇跡が起こるのです。今日も第二の時代と同じように、私はあなたに言う。「山」にその位置を変えるよう命じれば、あなたはそれ

に従うだろうし、元素の猛威を止めれば、それが実現するのを見るだろう。しかし、奇跡があなたに与えられたとき、無関心でいるのではなく、あなたの精神に神が働いていることを察知

し、感謝しなさい。 

77 人類に多くの災難が降りかかり、自然界に激震が走り、元素がその絆を断ち切るだろう。火は各地を焼き尽くし、川の水は堤防を破り、海は変化し、水塊に埋もれる地域もあ

れば、新しい土地も現れるだろう。多くの生き物が命を落とし、人間より下等なものまでが滅びるだろう。すべてが激動と混乱に陥るだろう。もし、今、自分自身を準備しなければ、試練

に弱くなり、他の人に力を与えることができないだろう。そうなると、霊から霊へと私と一体化する次の世代に良い例を残すことができないだろう。もし、あなたが彼らの道を切り開かな

いなら、彼らは科学の道を進み、霊化の道ではなく、私を求めるようになるでしょう、これは私の意志ではありません。 

78 1950年以降、皆さんはこの大きな試練の始まりを経験することになります。見て祈りなさい、私を知りなさい、人々よ。すべての美徳を包含するわが言葉に従って行動し

、救われなさい。あなたがたに言うが、わたしのことばを聞いて行動する者は、救われて永遠のいのちに入るのだ。私が弟子たちに3日で建てると言ったあの神殿は、今日、私があなたの

霊の中に建てている神殿です。この神殿は不滅である。私はその基礎をあなた方の父祖に託し、その完成はあなた方の子らが経験することになる。 

79 誰もこの神殿を汚してはならないし、偶像崇拝、貪欲、利己主義、偽善がこの神殿に入り込むことを許してはならない。しかし、あなたが自分の霊に宿しているこの内なる聖

域を、あなたの父が住まうことを望んでいる住まいであるこの住まいを熱心に守るならば、遠くからも近くからも、霊的助けを求めてこの住まいの門をたたく男、女、子供のキャラバンを

見ることになるでしょう。 

80 多くの者が狼としてやってきて、あなたがたを出し抜こうとするが、あなたがたの礼拝とその働きが誠実で真実であることを見れば、彼らは優しい羊に変るだろう。 

81 考えて、寝室の静寂の中で私に質問させなさい。これらの質問は、人々があなたに尋ねるのと同じものであり、彼らに有罪の答えを与えるために、今から準備してほしいので

す。 
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82 わたしは、あなたがたにわたしの教えと戒めを与えると同時に、あなたがたに力を与え、衰えることなく戦えるようにした。愛する子供たちよ、まず苦しみの道を通らずに、

自分の十字架の重さをもって山の高さに到達することはできないのです*。 
* イエスが十字架にかけられるカルバリの高台に到達する前に、エルサレムの街を十字架を担いで歩かなければならなかったという、イエスの生涯の終わりに関する言及です。 

83 わが掟が求めるように、わが教えのすべてを満たす人、すなわち偉大で光り輝く精神、高い情緒、明るい知性を持つ人は、いつ地上に現れるのだろうか。 

84 もし、あなたが「人間」という言葉を、弱く、小さく、永遠に悪に流される運命にある被造物を意味すると思っているなら、それは大きな間違いである。人間は、真の人間に

なるために、物質的、精神的な苦難を経験しました。あなたの種は、そのような実を結ぶことができないとでも思っているのでしょうか。イスラエルよ、わが言葉を疑ってはならない。わ

たしはアブラハムとヤコブに、彼らの子孫が地上のすべての民の祝福と慰めになると約束したことを思い起こせ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 12 
1 人々がメシアの思い出を称える、神聖な思い出の朝を祝福してください。 

2 希望だけでなく、美しい現実もお届けします。 

3 あなたの人生で耐える苦しみの嵐は短いもので、すべては過ぎ去り、あなたは泣き、苦しむことがなくなるのです。 

4 地上での人間の存在は、永遠の中の一瞬に過ぎない。生命の息吹は、人間を一時的に活気づけてすぐにまた去り、後に戻って新しい肉体に息を吹き込むだけである。 

5 永遠に続く苦痛はないことを喜びなさい。あなたの苦しみは一時的なもので、すぐに過ぎ去ってしまうのです。 

6 試練を霊的にとらえる者にとっては、償いと浄化の時期はあっという間であり、一方、物質主義にどっぷり浸かった者にとっては、現実にはすぐに終わることが、長く続くの

である。 

7 あなたの心臓の鼓動が過ぎ去るように、人の命も無限に過ぎ去るのです。 

8 恐れることはない。誰かのため息が漏れるように、涙が流されるように、言葉が語られるように、人の苦しみは過ぎ去るのだ。 

9 神の無限の優しさの中で、あなたの苦しみや悲しみはすべて無に帰するはずです。 

10 もし痛みがあなたを傷つけるなら、それは私からあなたに来るのではなく、あなたが以前それを求めたからであり、義の律法は成就されなければならないのです。 

11 しかし、どうしようもなく見捨てられた人はいません。皆さんには、自分を励まし、守ってくれる人がいます。物質のベールの向こうに、たくさんの愛する人がいるのです。

しかし、あなたは彼らを知らないし、彼らがどのような形であなたにあの世からの愛を示しているのかも知らない。彼らは光の王国に住む霊であり、小さな兄弟、弱い者、倒れた者、病人

を助け、慰めるのです。 

12 悟りを開いた者たちは、重要で困難な仕事を遂行する際に、指示されたすべてのことを秩序立てて世話をする主の高位の使者である。 

13 私は彼らを悟りを開いた者と呼ぶ。なぜなら、彼らは私の愛の種が彼らの精神の中で花開くことを許した者たちだからだ。この人たちは、あなた方が霊的な感受性を欠いてい

るために、まだ知らない悟りを開いた人たちなのです。 

14 私の存在をあなた方に感じてもらうために、私の考えを人間の体を通して鳴らす必要がありました。しかし、本当に申し上げますが、宇宙は霊的な波動に満ちており、あなた

方の霊的準備と能力が許せば、それを聞くこともできます。 

15 私は、あなた方を無知の鎖から解放し、あなた方を妨げている絆を断ち切り、あなた方が私の教えを本当に理解できるようにするために、このような形であなた方に語りかけ

なければならなかったのである。 

16 世の中の弱さに縛られている者は、私を十分に感じることができない。心が硬くなっている人は、完全な状態に達することはできません。 

17 私は、あなた方が私を理解できるように、あなた方の心の中に私自身を感じさせなければなりません。そして、私の教えをしばしば繰り返し、あなた方が私を受け入れる準備

ができる瞬間を探さなければなりません。 

18 私が来たのは、あなた方を苦痛の奴隷にした鎖を断ち切るためであり、あなた方が自ら作り出し、過ちや不完全さを繰り返したためにさらに長引かせた苦痛からあなた方を解

放するためであることを理解すべきです。しかし、もしあなたがたが悪に凝り固まっているならば、わたしはあなたがたを救うために、わたしの愛のうちに絶えずいる。たとえ、あなたが
たが悪の巣窟や情念の深淵に身をおいたとしても、わたしはそこで迷子を探し、光の王国に連れて行くのだ。しかし、私の種があなた方の中で花開くように、あなた方は謙虚で公正でなけ

ればならない*。 
* 聖書やこの「神の教え」の意味での「義」とは、「神の律法-愛の新戒-を行い、神の正義の前に立つこと」を意味します。 

19 本当はあなたに言うのです。あなた方が堕落したもの、役に立たないものから解放され、悪の道から遠ざかるために力を尽くしているのを見ても、私はまだあなた方がすでに

民を導くことができると言うことはできないのです。 

20 私はまた、あなた方が無知から解放されるように、あなた方の中に理想を呼び起こすために来たのだ。物質主義に縛られたこの鎖では、あなた方は私の使徒として現れること

も、真の愛の例を示すこともできない。 

21 私は無知の霧を溶かす真実の太陽である。あなたの暗闇から出てきて、神のインスピレーションの光線と暖かさを受け取りなさい。 

22 もしあなたがすでに私を理解しているなら、私が知恵として、生命としてあなたの霊魂にやって来るのを十分に感じることができ、あなたの心と思いが私の光の言葉を守るな

ら、あなたはすぐに悟りを開いた者の数に属することになるのです。 

23 祈りと歌と祝福に満ちた、祝福の朝よ。もし人々が、少なくともほんの少しの間でも、その意味の偉大さに立ち入ることができたなら、どれほど安らぎを得、どれほど精神に

光をもたらすことでしょう。 

24 わが民よ、天を見よ、よく見よ、それぞれの星の中に約束があり、あなたがたを待っている世界があることを経験するであろう。それらは神の子らに約束された命の世界であ

り、あなたがたはすべてそこに住むことになるのである。なぜなら、あなた方は皆、私の王国を知ることになるからです。この王国は、特定の存在だけのために作られたのではなく、すべ

ての主の子供たちが一体となる普遍的な家として作られたのです。 

25 しかし、あなたはいつも心が澄んでいて、（暗い）雲から解放され、私のインスピレーションがあなたにやって来るのを感じるために、いつも目を覚ましていなければならな

いのです。 

26 わが英知に啓発された者がいつか地上を支配すれば、すべてが調和する。しかし、今日まであなた方はわが教えを受け入れず、地上や一国の指導者になることを望まなかった

から、戦争が起きているのである。 

27 では、あなたにとって大切な、苦しみを慰めてくれるようなものを聴いてください。 



U 12 

56 

28 なぜなら、彼らは、この惑星はすべての人々のためのものであり、人類の始まりにさかのぼる国家間の争いは、人々の間の妬み、恨み、不信、分裂、憎しみの紛れもない証拠

であることを知っているからです。 

29 今朝は、私がイエスとしてこの世に来たという記憶によって照らされていましたが、あなたの昇天によってさらに光り輝くようになりました。 

30 たとえ5分以内の短い祈りであっても、その中で良心の灯火をともし、自分の行いをよく観察し、改善すべき点を知ることです。 

31 なぜなら、物質主義の奴隷が快楽や金銭の増加のためにのみ欲する時間から、ほんの一瞬でも抜け出すことができたからです。 

32 日々、自分を吟味している人は、考え方、生き方、話し方、感じ方を改善することができます。 

33 人間の霊的成長、その変容、その刷新と高揚が、この世界にわが言葉を現出させる理由である。 

34 私は、あなたが幸せと平和を実現するために、完璧な状態に到達することを望んでいます。 

35 このように日々良心を吟味しているにもかかわらず、善の道を歩まなければ、自分の不注意、転倒、誤りに責任を負うことになるのです。 

36 もし、私の教えの一部が、流暢さに欠ける言葉の媒介者を通して語られたために、正当に表現されていないはずだとしても、その表現の貧困さにこだわることなく、御言葉の

霊的な側面に目を向けてください、そうすれば、私の教えの真理の中に、私の教えの神髄を見つけることができるでしょう。 

37 私の言葉を聞く多くの人にとって、それは今日この地上で受けることのできる最も偉大な教えのように見えるが、他の人にとっては、何の真理も含んでいないという印象を与

えているのだ。しかし、わが啓示が人間によって拒否されたのは、今に始まったことではありません。 

38 多くのマスターやメッセンジャーがこの世界にやってきて、彼らが私の真実と愛の種を蒔き始めると、人類の闇がこれほどの光に耐えられないと、あなた方は彼らを殺してし

まったのです。 

39 預言者、家父長、先見者たちは殉教者であり、人間の邪悪さの犠牲者である。なぜなら、人間は彼らの口から出る真理とその心の善良さを理解することができなかったからで

ある。 

40 悟りを開いた者はみな、人が兄弟に与えることを知っているあらゆる苦悩と苦渋を伴う苦悩の十字架を知っています。 

41 これらの苦しみは、すべてのマスターにとって必要なものであり、彼が乗り越えなければならない茨であり、その中で彼の精神の偉大さを明らかにするために、彼が知るべき

苦いものである。 

42 あなた方はまだこの道を知らない。しかし、私に触発され、愛が与える強さに満たされて仕事に向かうなら、それを知り、それを旅しなければならないのだ。 

43 あなたにとって、愛は美しい言葉ですが、今日までその本当の意味を理解していませんでした。 

44 主人である彼は、自分の運命が何であるかを知り、それを祝福し、兄弟の運命が何であるかを知っています。 

45 そして、あなたの運命はどうなるのでしょうか？- 

かつてマスターの中のマスターが模範を示し、すべてのメッセンジャーに与えられたもの、すなわち罪人を救い、愛し、救済することと同じである。 

46 あなたの運命は、悟りを開いた者、預言者になることです。いつかそうなって、あなたに道を示した人たちの苦しみを知ることになるでしょう。同時に、彼らの人生の旅路に
寄り添った愛と勇気を知ることができます。 

47 彼らは皆、苦しみと試練の最も困難な時に、内なる闘いに勝利しなければならなかった。そして、彼らの良心が、使命を放棄したいか、それとも彼らに死を与えた人々の中に

残りたいかと尋ねた時、彼らは断固として彼らの人々の中に残りたい、と答えた。彼らは、愛する人が一命をとりとめるまで、ひたすら耐え忍んだ。彼らは人類の闇を解消しなければなら

ないことを知っていた。しかし、本当に言っておくが、彼らは私利私欲に駆られていたのではない、私の王国において彼らのために報酬が確保されていたのだ。 

48 私はすべての人のための本であり、あなた方はその証拠として私をここに持っている。私はあなたを愛し、あなたが私を必要としているから、まだあなたと一緒にいるのです

。- 

至福を得るためには、自分の意志で愛の道と苦しみの道とがありますが、どの道を選んでも、私はあなたの助け手になると、心からお伝えしています。清められた精神の高い情緒を知ると

き、あなたも言うでしょう、「私は罪人とともにとどまる」と。 

49 マイワークで愛を持って働いてきた人たちにお願いします。人のため、善のために働くとき、どんなことを感じましたか？ 

50 あなたは私にこう言います。"マスター、この中で流動性が私たちを取り囲み、力が私たちを駆り立て、疲れや倦怠感なく進むことができました。"と。 

51 私の声を聞くのに飽きたのか？- いいえ、ご主人様」あなたは私に言いました。私は、あなたの創造の初めから、あなたと一緒にいることに飽きたわけでもありません。 

52 私はあなたたちに、私の教え、神聖な助言、法律、規則を永遠に与えます。そして時には、私の言葉を行使して、あなたたちもまた、他人のために働くときに、あなたの慈善

活動を通して教えを与えたのです。 

53 あなたがたのうち、わが教えに触れない者があれば、その者は岩のようなものだ。しかし、あなたがたはみな、わが言葉に注意深く耳を傾けよ。 

54 ある人が私に尋ねます。"師よ、なぜ地上に偉大な使命をもたらす人とそうでない人がいるのですか？"そして、今日は小さな使命しか持たない者が、明日は偉大な覚者とな

るのだと答えた。 

55 常に用心深く生きよ。お前の行く手には、我に属すると言う者たちがいる。しかし、最初の瞬間に彼らを信じるな。彼らが謙遜に、知恵と愛のうちに公言するもののために信

じよ。 

56 他の者たちは、自分たちは私と接触していると言うだろうが、自分たちこそ最初に欺かれた者たちである。ですから、自分の持っているタスクやポジションを常に注視してい

なければなりません。目も耳も開いて、いろいろなことを許すことも必要です。 

57 どれが本当の道なのか、どうすれば束縛や無知から解放されるのかを伝えるために、あなたは多くのことを知らなければならないのです。自分が説いた真理を作品で証明する

義務があることを理解すること。 

58 この惑星は、人々が霊化され、神に完全な礼拝を捧げるようになるため、変貌を遂げるでしょう。 
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59 沈黙の時が来た。海の波が互いに流れ込むように、あなた方が私の神聖な霊と一体となれるように、あなた方が私と交わる瞬間が来たのだ。沈黙-

唇の上だけでなく、人間の内なる神殿においても、私に語りかけるのはあなたの霊であり、その瞬間は厳粛であるからだ。 

60 多くの道の塵を携えてさまよう者よ、静まれ、我を聞け。我を運命の道の光とせよ。 

61 あなた方はさまざまな宗教からこの言葉を聞いて、人間を支配する唯一の霊的法則、唯一の真の教義は、「互いに愛し合うこと」であることを知ったのである。しかし、この

教えは、法を犯す者でもなく、永遠の地獄を説く悪しき者でもなく、この教えに啓発された者たちによって広められていくのです。 

62 わが新しい使者の唇には、嘘も冒涜もない。彼らは、すべての子を救うことのできない、不正で残酷で無慈悲な神の教義を教えるのではなく、真の愛と完全な正義の神の教義

を教えるのだ。 

63 この霊的な教義が世界宗教になるとも言いません。私は宗教ではなく、法律を伝えたことはありません。私は、人の存在を啓発するために地上で勝利し、永続的な効力を持つ

法は、愛の法であり、それを十分に知ることができるように、私の教義であなた方に説明したことをあなた方に伝えるにとどめます。 

64 人類は、愛することを学び、真の愛の活動を行うようになるまで、なお多くの偽りの愛と慈愛の業を行い、多くの人々は、彼らの精神がより高い知識へと上昇し、彼らがつい

に、唯一の法則、霊の普遍かつ永遠の教えが愛であり、それにすべての人が到達することを理解するまで、なお宗教から宗教へと彷徨わなければならないでしょう。 

65 すべての宗教は消滅し、神の神殿の光だけが残り、人間の内と外で輝き、その神殿であなた方は皆、従順、愛、信仰、善意という一つの礼拝を捧げることになるのです。 

66 あなたの良心は、あなたの一挙手一投足に警告を発し、あなたがわが掟に背くとき、あなたを不安にさせるのです。そこで、二度と悪に染まらないという決意を固めたわけで

す。 

67 また、沈黙のうちに病人を慰め、癒す人、誇ることなく、救い、戒め、強める正しい言葉を与えることを知っている人を見てきました。 

68 あなたが私に耳を傾けるとき、あなたの心は高貴になり、精神は物質の利己主義を越えて上昇し、他人を思い、その苦しみと試練を自分のものにします。しかし、戦争は破壊

と死の道を歩み続けます。なぜなら、すべての人が今、あなたと同じように考え、感じているわけではないからです。しかし、権力者に与えられたタイムリミットは長くは続かず、まもな

く彼らの支配と権力が灰になるのを見ることになるでしょう。 

69 この人たちは神の前でどんな罪を犯し、それをどう償わなければならないのか。- 

私だけが知っている。しかし、本当にあなたがたに言うが、誰も贖罪の法から逃れることはできないのだ。だから、あなたがたに言うが、彼らが神が与えた世界を破壊し続けている間、あ

なたがたの兄弟のために見守り、祈りなさい。もし知っていたら、とっくに涙と血と命で、自分たちが破壊したものすべてを再建しているはずだからです。 

70 世界の平和のために祈り続けること、それはあなたの義務です。人々が互いに理解し、愛し合うことができるように祈ってください。 

71 もし人間が、地球は万人のために創られたことを理解し、自分の存在が散りばめられている物質的・精神的な宝物を、兄弟たちと公平に分け合う方法を知っていれば、本当に

言いますが、この地球上ですでに、あなた方は霊の国の平和を感じ始めていることでしょう。 

72 私はあなた方の中にいた。しかし、何度も言うが、私は物質に降りたのではなく、私の神聖な考えを人間の脳に送り、それを通して言葉に変えただけなのだ。 

73 もし誰かが、私は無限であり、あなたは私を受け入れるに値しないから、この手段で私が人類とコミュニケートすることは不可能だと言うならば、私はこう答える：あなたの

小ささを見るのではなく、あなたが私を必要としているから、私はあなたに我が身を現す。 

74 私の神聖な精神は距離や障壁を知りません。私の存在は普遍的なものなので、どのような形でも私はあなたとともにいるのです。 

75 まもなく、私はこれらの声の担い手を使わなくなる。このような形の宣教は1950年に終わるからだ。- 

私はあなた方の父である。あなた方、わが子よ、私に直接語りかけることを学びなさい。その時、神主がどのように教えたか覚えていないのでしょうか。イエスが父と話すために仲介者を

捜さなかったことを忘れないでください。 

76 私の言葉、私の教えの演説は、今日、外見上、あなただけのためにあります。しかし、本当はすべての人のためです。その知恵と愛は全宇宙を包み込み、すべての世界、すべ

ての転生した霊、転生した霊を統合しているからです。あなたが私を必要としているならば、私のもとに来なさい。あなたが迷っていると感じるなら、私を探しなさい。 

77 私はあなたの苦しみを知り、あなたを慰めてくれるあなたの父である。私は、あなたが必要とする愛を、あなた自身のために、そしてあなたの周りの人々に広めるために、あ

なたに教え込みます。 

78 もし真にあなたが、私がこれらの声の担い手を通して明らかにする叡智によって私の存在を認識するならば、霊的な道における建設的な作業を開始する時が来たことも認識し

なさい。 

79 ああ、召された者がみな急ぎさえすれば、本当にあなたがたに言うが、主の食卓は弟子たちであふれかえり、みな同じものを食べるようになるだろう。しかし、招待された人

が全員来るわけではなく、別の職業に就いてしまい、神の呼びかけを二の次にしてしまったのです。 

80 急いで来た人たちは幸いである。 

81 いつの時代も、しかし今日、過去にも増して、人間は自分の行動の主人は自分であり、いかなる精神的な法則にも依存しないと感じているのだ。自分のことしか考えないエゴ

イストな存在に変身してしまったのだ。その心は他者への愛がないため、人類は乾燥した巨大な砂漠に似ている。この状態で、人々は団結し、お互いを理解し、誠実で崇高な方法で助け合

うことができるのでしょうか。- ダメだ！人類はその心から悪の種を取り除かなければ、自滅し続けるでしょう。ある者は他者を不信に思い、愛がない限り喧嘩をし続けるでしょう。 

82 これは、第三の時代に私が種をまく農地であり、そのために私は労働者の民、すなわち、心が利己主義から離れ、わが真理を省み、善に転じる民を準備しているのだ。 

83 しかし、私のもとに来る前のあなた方は、自分の幸せと平和を求め、他人の幸せを得るために自分の幸せをあきらめたり、自分の欲望よりも隣人の必要を優先しようとは考え

なかったのです。 

84 愛の法則を成就した時、あなた方は統一と調和を達成し、苦しみがなくなり、今まで人が到達できなかった国家の平和が人類に訪れるでしょう。 

85 ちょっとした精神論で、人は簡単に理解しあえるようになるのです。 
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86 この教えを人類を救い、団結させることができる真理と認識している人に問う。なぜ、実践しようと思わないのですか？それを単純な知恵の教えと考えるのか、それとももう

ひとつの理論として考えるのか。 

87 人間は自分の霊的な性質を認識せずに自分を救おうとしますが、これは彼の最大の誤りです。地上で生きている限り、そして強いと感じる限り、彼は永遠や霊的な生命を思い

起こさせるあらゆる考えを忘れようとする。この直観的な知識を失わないが、それについて何も知ろうとしない。死が近づいてきて、死の苦しみを自分の中で感じるときだけ、一瞬、過ち

を償い、失われた時間を取り戻したいと思うことがある。たとえ悔い改めれば、愛と忍耐をもって罪の償いに耐えることができ、それが現実には彼の回復と再生の仕事となるのに、人が蒔

いたものを刈り取るのは正義の法則である。 

88 あなたは耳を傾け、同時に私が本当にあなたに話していることを確認します。自分の良心に語らせてみると、霊の永遠の命の存在の確信がなかったために、自分の信仰がしば

しば見せかけに過ぎなかったことを教えてくれるのです。あなたは、地上での生活を満喫し、最後の瞬間になってから霊的生活へのステップの準備をしようと考えていたに違いない。この

後の人生というのは、いざという時に頼りになる、旅立ちの恐怖を乗り切るための信仰の心強い味方みたいなものだった。 

89 これが人間の生きる道なのか？これが父なる神への信仰を示す方法であり、真の霊的高度の発達を得る方法なのでしょうか？ 

90 この教えの中で私が話したことをすべて考えてみてください。そうすれば、人間はいつも利己的で物質的な感情で過ちを犯してきたことにようやく気が付くでしょう。 

91 愛による精神と精神の結合と、そこから生じるすべての美徳、そして精神のすべての感覚と賜物から人間に啓示するわが教義を理解し、それが人類に永遠の平和と不滅の知恵

の門を開く鍵ではないかどうか、言ってみてください。 

92 私は人類の進化を3つの時代に分け、わが光であなた方のために、霊魂の上昇のための同じまっすぐで狭い道、愛と真実と正義の唯一の道を示してきた。 

93 私は、あなたがたを指導から指導へ、啓示から啓示へと導いてきたが、その時が来て、あなたがたはすでに霊から霊へと私とつながることができると告げたのである。ファー

スト・タイムに人類はこのようにつながることができたのだろうか。- 

そうではなく、神や霊的なものを身近に感じるために、物質的な崇拝、儀式、伝統的な祝祭やシンボルでやり過ごすことを余儀なくされたのである。このように、精神的なものに近づき、

神聖なものに昇華し、より深いものを認識し、神秘を啓発することができないことから、さまざまな宗教が生まれた。それぞれ、人々の精神的な後進性や進歩の度合いに応じて、あるもの

は他のものより真実に献身し、他のものはより精神化しているが、すべて同じ目標に向かって努力しているのだ。それは、霊が何世紀も何時代も通ってきた道であり、様々な宗教が指し示

す道でもあります。ある者は極めて緩慢にしか進まず、ある者は立ち止まり、またある者は欺瞞的な教義に屈して汚されてしまったのである。 

94 人類に新しい時代が到来した。それは光の時代であり、その存在はすべての人の精神的な道における高みとなり、彼らが目覚め、内省し、伝統や狂信や誤りの重荷を取り除き

、そして新しい人生へと立ち上がるためのものである。 

95 ある者は早く、ある者は遅く、少しずつすべての宗教と宗派は目に見えない神殿、すなわち私の仕事の中に存在する聖霊の神殿に到達し、無限に立ち上がる柱のように不動で

、すべての民族と世代の人々を待っているのです。 

96 すべての者がわが聖域の内部に入り、祈り、身を浸すとき、一人残らずわが真理の同じ知識に到達するであろう。ですから、この道の絶頂が完成すれば、すべての人が同じ律

法のもとに結ばれて立ち上がり、同じように父を礼拝することになるのです。 

97 なぜ、私の新事実を知って驚く人がいるのだろう？あなたがたに言うが、昔の家父長たちはこの時代の到来をすでに知っており、他の時代の先見者たちはそれを見ており、預

言者たちはそれを告げたのだ。それは、私がイエス様を通してこの世に生を受けるずっと前に、人間に与えられた神の約束だったのです。 

98 私が弟子たちにわが再臨を告げ、わが身を人に知らせる方法を示したとき、あなたがたに約束してからかなりの時間が経過していた。 

99 今、あなたの目の前にあるのは、その時代の経過であり、ここでその予言が現実となるのです。これを見て、誰が驚くことができるでしょうか。- 

暗闇の中で眠った者、あるいは自分の中で私の約束を消した者だけだ。 

100 ここに私の光が待っています。私は、彼らがすでに素材を探求しすぎていること、はかないものに身をゆだねていることを納得させるつもりです。私は、私がすべての人間の

中に置いた神の本質である良心を、自分の精神に求めることを教えます。 

101 実は、あなたがたは、自分の精神にある偉大なもの、良いものをすべて受け継いだことがない、と言っているのです。もし、互いを兄弟と認めないのなら、私が教えた完全さ

で、どうして互いを愛することができようか。あなたの愛が愛であるように、あなたの慈悲が真の慈悲であるように、空虚な言葉以上のもの、惨めな金の切れ端以上のもの、食卓に残され

た乾パンの切れ端以上のものが、あなた方が慈善行為を実践し互いを愛していると信じさせるために用いる唯一の手段なのである。 

102 創造主が創造の瞬間から与えてくれた祝福された宝物を、人々が心の中で発見したとき、あなたの世界はどんなに美しくなることでしょう。 

103 この教えを与えるのは、あなたが過去に目を向けて自分の始まりを探し、現在を吟味して、知恵と労働と闘争と神の報酬に満ちたあなたを待つ未来に目を向けるためである。 

104 あなたがたは罪人であるが、わたしを愛し、わたしを思うとき、兄弟に対する慈愛を実践して、わたしを喜ばせようとするのである。あなた方は罪人です。私はそれを知って

いますが、あなた方は悲しみがあるときに祈るのです。あなた方は罪人ですが、施しを求めて戸口に来た人にはパンを分け与える用意があります。 

105 わが喜びのために望んで行うすべての善のために、わが愛撫を受け、わが慰めを感じ、わが祝福を受けよ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 13 
1 放蕩息子と同じように、この人々も父の家に戻ってきたのですから、父の家は祝賀ムードに包まれ、宴会の準備が整っているのです。食卓に座って、食物を食べなさい、時は

好転し、恵み深い。 

2 第二の時代にも、私は弟子たちに囲まれて食卓を囲んだものです。彼らは、イエスがメシアであり、その民を救うために来ることが約束されていることを知っていた。しかし

、このみことばの最も奥にある存在を通して、あなたは、再び来て真理の霊を送り、過去のすべての教えを説明し、あなたが理解していなかったことを理解するようにと約束していた師の

存在を感じています。 

3 しかし、神の知恵そのものでなければ、真理の霊は誰なのでしょうか。もし、この霊的な教えが、あなたのためにすべてを説明し、照らしてくれるのでなければ、どこでそれ

を見つけることができるのでしょう。 

4 私は、人類が邪悪と混乱の絶頂にあるときに帰ってくると預言した。だから、彼らの科学と堕落が成熟した実を結んだと考えるとき、人はまだ何か神聖なものが明らかにされ

ていないと感じるのである。この予兆は、わが霊の存在があらゆる霊に語りかけ、父としてのわが義が人類の間に顕現した結果である。 

5 あなた方は、人間として再び私を見ることはない。今、あなた方は、霊として私を見るための準備をしなければならない。師は「雲」の中で、まだ弟子たちに見えていた最後

の時に昇天され、まさにこの姿で再び来られることが皆さんに告げられたのです。 

6 今、わたしが用意したこの心を通して、あなたに語りかける。明日、わたしの声はあなたの心とすべての霊魂に響くだろう。わが言葉は、受肉者と転生者の双方を目覚めさせ

、新たな生命へと復活させる、荘厳な鐘の音のようなものだからである。それは、すべてを包み込むような呼びかけです。昔から、私の子供たちは一匹も迷子にならないと申し上げてきた

し、一匹の羊に危険が迫れば、羊小屋の九十九匹を残して、迷子の一匹を追いに行くと申し上げてきたのだ。 

7 わが新しい弟子たちよ、あなたがたは、第二の時代のわが弟子たちが誰も理解できなかったことを理解することに成功するだろう、と私は本当に言う。 

8 私が彼らに話しかけると、彼らはどちらがイエスの言ったことを理解したかと互いに顔を見合わせ、（互いに）師の言葉を説明できないので、結局は師にもっと明確に教えて

くれるように頼むことがよくあったのである。- しかし、その当時、霊は受け取った教えをすべて理解できるほどにはまだ発達していませんでした。 

9 それにもかかわらず、その弟子たちがわが教義を人類に語るべき時が来たとき、彼らは兄弟たちを教えるために必要なことはすべて知っていた。そして、彼らがまだ知らなか

ったことは、聖霊が彼らの口を通して明らかにした。彼らはこの仕事のためにすでに備えられていたからだ。 

10 もし彼らが師と一緒に暮らしている間、ある者はある形で、またある者は別の形で師の教えを解釈したとしても、彼らが闘い、説教する時が来たとき、彼らは皆、同じ知恵、

同じ愛に動かされて、一つの理想に結ばれていたのである。しかし、彼らの精神と思考は、果たすべき使命のために一致し、イエスの思い出が彼らを励ました。 

11 彼らは、いつも集まっては、苦労や逆境について感想を言い合い、また、勝利を喜び合っていた。彼らは互いに励まし合い、勇気と信念を与え合っていました。 

12 彼らは、私が託した種を蒔く方法を知っていました。一人が麦を蒔き、もう一人が雑草を蒔くのではなく、全員が一つの種を蒔きました。だから、人の心から芽生えた実が「

愛」だったのです。当時、あなたの兄弟が行った行為について、私があなたに話していることがわかりますか？ 

13 私はただ、彼らがあなたのために道を開き、あなたの主に従うことを教え、あなたのために命を捧げたときにあなたを愛したように、彼らを愛せというだけだ。彼らのように

、信仰において、熱意において、愛の活動において、彼らのようになりなさい。 

14 本当に私の弟子として感じてください。私は私の教えの中で、あなたの良心に存在する神の掟をもたらしたのです。- 

他の教えや理論、科学や哲学から何を恐れているのか？それとも、古代の聖典を研究する人たち、つまりキリスト教を名乗る宗教を恐れているのでしょうか？あなたがたに言うが、私があ

なたがたに与える教えは、過去にあなたがたに与えられた啓示を説明し、確認することにほかならない。 

15 モーセがかつて奴隷であったエジプトから解放した民にしたように、私はあなた方を混乱から解放するために来たのだ。 

16 そのために、わたしはあなたがたの前にわが書の新しい章を開き、それを通して、わたしがわが律法とともに昔からあなたがたのために示してきた狭くてまっすぐな道を認め

るようにした。 

17 自分の過ちや利己主義の果実を刈り取るために、苦痛の時に地上に戻る必要がないように、履行してください。しかし、それは平和な時であり、あなたが始めたときに残した

種を育てるために、あなたをリフレッシュさせるでしょう。今、モーセは最初の時のように、あなたを解放するためにあなたを導くのではなく、あなたの良心があなたを導くのである。 

18 しかし、あなたがたに言うが、エリヤの霊は、民衆や国々の前に姿を現し、救済を呼びかけるのだ。 

19 それは、神の中に常にあった「ことば」、キリストの中にあったものと同じものであり、今日、聖霊を通してあなたが知っているものです。「ことば」は、言葉であり、律法

であり、メッセージであり、啓示であり、知恵なのです。もしあなたがキリストの言葉を通して「言葉」を聞き、今、聖霊の霊感を通してそれを受け取るなら、本当にあなたに言います、

これはあなたが聞いた神の声なのです。 

20 苦難の時があなたがたを驚かさないように、あなたがたを調べ、理解し、備えなさい。わが言葉が実らないことがないように、わが意志に従って、明日、人類にその証を立て

るのである。一瞬の弱さが失敗の原因になるのだから、信仰が弱くならないように、不動でなければならない。 

21 1950年にはすでに装備されているはずです。このデートは、この人たちにとって忘れられないものになるはずだ。 

22 その日を迎えるまで、誰が生きているのだろうか。その日、わたしがあなたがたに与える戒めと定め、そしてわたしの新しい予言を、だれが目撃するのか。あなたは知らない

でしょうが、私は付け加えます。この試練に真に備え、真の闘いの道を歩む者は誰でしょう？ 

23 あなたにはわからない。ただ、あなたにとって年数が足りないとしても、私にとってはほんのわずかな時間に過ぎないのだ、とだけ告げる。しかし、もしあなた方に多くの年

月が残されていて、それを浪費しても十分な準備期間があると考えるなら、それは重大な誤りです。過信は禁物です。時の流れは速く、私の意志は何一つ変わりません。時間を止めること

ができるのか？- いいえ、あなたは私に答えてください。そうすれば、あなたがたも、わが定めの実現を妨げることができなくなる。 
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24 深く考え、この顕現に喜びを感じることができるよう準備し、スピリチュアリティを与えてくれるすべてのものの実践に時間を使ってください。そうすれば、あなたがたは、

もはやわがことばを聞くことができなくなる時を恐れることはない。 

25 私はあなたがたに多くの試練を語り、警告してきた。良い教えに満ち、愛に満ちた私の言葉は、あなたの主があなたに与える力であり、愛撫である。 

26 私は山の頂上であなたを待っている、そこで私はあなたに平安を与えるだろう。私は3つの時代であなた方に教えに来たが、今回は3つ目の時代で、あなた方に私の最後の教

えを与えるために、あなた方を統合したのだ。私の主人としての任務は十字架で完了したわけではありません。今日、私の教えの光で、あなた方は以前認識していたよりもはるかに多くの

ことを理解することができるようになるでしょう。 

27 しかし、私を受け入れる準備をした人は、なんと少ないことでしょう。あなたがたの中には、灯火を消して暗闇の中にいる者、また、すでに私を忘れてしまった者が多く見受

けられる。精神的な進歩はあっても、完全には到達しておらず、進化した人もいれば、停滞したままの人もいます。 

28 太古の昔から、私はあなたたちに、常に私の神性に触れることができるようにと、祈ることを教えてきた。神の律法と人間の律法の両方を満たす必要があると言ったのです。

私が最初の人類に与えたものは、今日、私があなた方に与えようとしているものと同じものです。 

29 イスラエルの愛する子たちよ、あなたがたはあまりに多くの放浪の旅で疲れてはいないだろうか。贖罪の重荷があなたを苦しめているのではありませんか？これまで耐えてき

た多くの苦痛が、あなたにとって疲労になったのではありませんか？痛みに慣れすぎて、すでに不感症になっているのでしょうか？父や兄弟への愛も感じなくなったのか、深い精神的無気

力に陥っているのか、あらゆる高尚な感情に無関心なのか。あなたがたは息もつかせぬ非人間的な生活を送り、霊的な義務を忘れているが、あなたがたはわが言葉を受け取るために心を整

え、わが身を心に住まわせ、再び恵みのうちに生きることができるようにしたいのだ。 

30 私は、あなた方が高次元のスピリットと調和し、自ら止まることなく上昇し続けることができるよう、他のレベルの人生へと導きたいのです。あなたがたが私に従って旅立つ

とき、もはや無関心でいることはなく、苦しみの杯を空にすることもなく、生命を愛し、すべての兄弟と一体となるのです。 

31 覚悟を決め、わが名によって兄弟のもとへ行き、苦しむ者の涙を乾かし、弱き者に勇気を与え、倒れた者を起こし、失われた者を救うのだ。光をどこにでも持ち運ぶ。多くの

人は人間生活の中で私を認識し、他の人は「霊的な谷」にいるときに私を認識します。すべての人が目覚め、あなた方のスピリットに愛の種を植えることが、わたしの意志である。 

32 あなた方は、この第三の時代におけるわが顕現を、ある者は声の担い手の仲介によってわが教えを聞いて信じ、ある者はあなた方の証言によって信じ、さらに多くの（人々が

）わが言葉から保存されている聖書によって信じることを見るであろう。 

33 皆さんには、最初の障害にひるむことなく、どんな敵をも恐れない強さを持ってほしい。私はあなたに奇跡を起こし、私が与える証明によって兄弟を変えるための装備を整え

ている。 

34 私を理解し、あなたの信仰を岩の堅固さに基づかせ、何ものもそれを破壊することができないようにしなさい。叱られるのを恐れて唇を閉ざしてはならない。また、私がこの

時代に来たことを兄弟に隠してはならない。言葉の贈り物を発展させ、私があなたに託した愛と知恵をあなたの心から溢れさせてください。 

35 あなたの国を 

"見守り"、戦争に巻き込まれないように。あなたがたの心の門を開いて、外国人と呼んでいる者を入れよ。善意の者も、心に悪を抱く者も、その霊はこの地で啓発され、すべての者に役

立つ母のようになるからだ。私は穀物倉を用意して、あなた方が飢えた人々を養うことができるようにする。 

36 あなた方は自分の将来を感じ取り、1950年以降も私の使徒として残り、別の時代に私に従った人々を見習うことを想定できるよう、霊的に準備するのです。彼らは、たと

え私が人間として姿を消すのを見たとしても、私の霊的な存在を保ち続け、私に伴われ啓発され続けることを知っていました。私は、彼らの信仰、団結、霊感を見て、すがすがしい気持ち

になった。すぐに彼らの言葉は当時の人々を動かし、彼らは師が教えたことをすべて実践する方法を理解した。 

37 人間性というものを受容し、すべての被造物に注がれるわが霊の光を受けなさい。私は平和のメッセージをもたらす人々を教えているのです。私はその口を通して話す。もし

あなたがそれを拒むなら、あなたは私を拒んだことになる。 

38 私が彼らのもとに来るたびに、世俗的なことに気を取られて彼らを驚かせ、それこそ彼らが私の存在を感じなかった理由であることを人類に思い出させる。しかし、エジプト

からの出エジプトに際して、モーセの帰還を数日も待つことができず、焦った証拠に、どうしてそんなに長く待つことを理解したのでしょうか。シナイから下りてきて律法の板を持ってき

たとき、民が偶像崇拝に負けているのを発見したのです。ほんの一瞬の弱さで、真の神の名を心から消し去り、金の子牛に置き換えてしまったのだ。 

39 そこで、主はその民を首の固い者と呼ばれた。それゆえ、時が経って、民がわが約束を持っていながら、信仰を怠り、その灯を消し、わが代わりに、今日彼らが拝んでいるの

と同じ数の偶像を置いているのを見ても、私は驚かない。今日、私が彼らのもとに来たのだから、彼らが私を認識することは可能だろうか？- 

マインにとっては、すべてが奇異に映るのは当然です。 

40 私の帰りは「雲」の中であると、あなたに明かしたのです。今日、私はすでにあなた方の間におり、したがってその言葉を成就したので、「雲」
 
 

は「霊における私の存在」に相当すると、真実に伝えます。私が第二の時代に仕事を終えて昇天するのを弟子たちが見たのと同じ姿で、この時代にも人類に降りてきたのです。 

41 モーセが主によってシナイ山に呼ばれたとき，雲が当該山を覆い，三日目に雲の中からエホバの声が聞かれたことを忘れてはならない。その顕現はすべての人に見られ、その

雲はその山の麓に集まった群衆に見えた。その時でさえ、主はあなたに、主の王国とその住まいはすべての物質的なものを超えていることを理解させたのです。 

42 主は雲の中に臨在され*、その力と正義を現して人々を震え上がらせたが、心と思いの凝り固まった人々は、恐怖の時だけ神と交わした契約に不忠実になったのだ。 
* 物理的な目で見えるようにする。 

43 今、私は「雲に乗って」やってきて、あなた方の霊の中に落ち着きます。したがって、この第三の時間における私の顕現は、人間の目には見えません。高い感性を持つ霊だけ

が、わが啓示を見、感じ、理解することができるのです。 

44 私があなたの中で育てているこの霊的感覚は、あなたの人生の始まりから今まであなたに啓示されたすべてのことを認識し、熟考できるようにするものであり、人が神に対し

て行ったすべての誤った解釈を破壊するものとなるでしょう。この光は、わが子たちの心に徐々に浸透していきます。だからこそ、私は、彼らが人間の生活の中で起こりうることの意味を

自らの意志で理解する時は、もはやそれほど遠くないと告げるのです。 
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45 この言葉を聞いたある人は、「主はこの時、人間の代理人を通して主の教えを聞いた私たちの中にだけ、ご自分を感じられるように降りてこられたのか、それとも全人類の中
でそうされたのか」と問いかけます。- 

実は、私はあなたに言っているのです。霊的な雲は、シナイ山のふもとにいた神の民をすべて覆った最初の時のように、全世界を保護する日陰を与えているのです。 

46 新しい時代の弟子たちよ、わが言葉を研究せよ。あなたたちの闘争には、わが知恵が必要なのだ。 

47 小羊によって封印が解かれた本のページを熟読してください。神の言葉の声は、生命の書から発せられ、恵みの命に対して死んでいる人々に届き、新しい命に目覚めさせます

。 

48 私が人に聞こえるようにするために、人間の体は絶対に必要なものではありません。ここでは、私が人間の心を通して、霊的に語りかけているのであって、物理的に地球の塵

を踏む必要はないのです。この顕現は、あなたと創造主が直接スピリットとスピリットでつながるための準備なのです。 

49 この時、私の霊的な来訪を予期する者は幸いである。彼らは私が『雲に乗って』来るのを見るだろう。 

50 人は旧約聖書の研究に没頭し、予言や約束事を調べ、解釈することに頭を悩ませてきた。その中で最も真理に近づいたのは、わが教えの霊的意味を見出した者たちです。物質

的解釈に頑なにしがみつき、わが宣言の霊的意味を理解せず、見出そうとしない者たちは、ユダヤの民が、現実が示したものとは異なる形で想像し期待したメシアが来たときに受けたよう

な混乱と失望を味わわなければならないからです。 

51 この説明は、「生命の書」の第六の封印を解く際に行っています。 

52 私がこれらの新しい啓示を与えるためには、私が人間として人類に現れてから、この時期に霊で到着するまでの間に、あなた方が地上で何度も生まれ変わる必要がありました

。私が過去の教訓を要求するときに、あなた方の霊がどう答えるかを知り、私が新しい啓示を与えるときに、それを理解することができるようにするためにです。 

53 七つの封印の書』は、あなたの人生、地球上での進化、すべての闘争、情熱、葛藤、そして最後に善と正義、愛と霊性の勝利が物質主義の情熱に打ち勝つまでの物語である。 

54 すべては霊的な永遠の目的に向かっていることを真実に信じ、それぞれのレッスンにふさわしい場所を与える。 

55 第六の封印の光があなた方を照らしている間は、争い、放棄、浄化の時期が続きますが、その時期が終わると、あなた方は第七の封印が新たな啓示をもたらす新しい時期に至

ります。純粋に発見され、準備された者の精神は、どれほど満足し、幸せな新しい時を迎えることでしょう。第六の封印があなたを啓発する限り、物質と精神は浄化されるのです。 

56 あなたの精神が地上に完全に発現する時が近づいています。しかし、人は浄化された後、その精神が自ずから明らかになり、美徳の中に展開するようになるのです。器は純粋

で透明なものとなり、中身を見ることができ、また溢れるようになる。 

57 人々はあの世に旅立つ前に、この地上を平和な世界、魂の光が永遠に輝く場所にするのです。 

58 しかし、あなた、この予言の成就を体験し、その平和を享受するのは他の人たちだと考えて眠ってはいけません。そのような時代に来るのは、あなたではないだろうか？- 

あなたがたに言うが、実のない種はなく、報いのない業もない。 

59 しかし、その時を待っているあなたがたは恐れてはいけない。 

60 この声を聞く多くの人々よ、あなた方に問う。私の戒めに従い、この道を歩む覚悟があるか？この教えを兄弟に話す勇気があるか？あなたは、儀式やシンボルを必要とせずに

、すでに私を崇拝する能力があると思いますか？さまざまな宗教の前でスピリチュアリストを名乗るのは恥ずかしくないのでしょうか。あなたは、この仕事を始めたことを後悔しないか？

あなたがたは、隣人があなたがたを批判し、攻撃しても疑わず、また、彼らがあなたがたを誤って判断し、その家からあなたがたを追い出しても、背信者とならないか。 

61 私があなたを疑っているのは、あなたが明日どう感じるか、試練に直面したときどう振る舞うかを知らないからだと思わないでください。しかし、もし私がこれらの質問をす

るならば、それはあなた方が自分自身にそれを繰り返し、熟考するためである。なぜなら、熟考することによって、あなた方は光に到達し、決断し、力を得て、私への信頼に至ることがで

きるからである。 

62 もし、私があなた方に覚悟を決めるように警告しなかったら、あなた方はどうやって逆境や試練に立ち向かうことができるだろうか？ 

63 わが民よ、人類に対して忍耐強く、賢くあれ。絶望するな。試練のときこそ、寛容、慈愛、堅忍の最も優れた模範を示すべきことを思い出せ。 

64 しかし、恐れてはならない。私はあなたがたを霊的に豊かにすると言ったが、あなたがたの人間的な生活に不可欠なものも欠かすことはできないのである。自分を霊化した者

は、これらすべてを所有するようになったことを知りなさい。もし、すべての創造物の主と一つになることに成功すれば、息子として、たとえ地上の財がなくても、天の父が所有するすべ

てのものの相続人であり、所有者であると感じるようになるであろう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 14 
1 あなたは光を求めてやってきて、私はそれを与える。あなたは信仰を持ち、私からそれを期待するからだ。わたしを求める者はみなわたしを見つけ、わたしに望みをおく者は

みなこれを受ける。 

2 私を求めるわが子たちを一人も拒むくらいなら、王の星が輝きを失う方が簡単だ。 

3 私は、あなたの間違いを正すために、あなたを助けに来ました。 

4 この教えをあなた方に伝えるために私が設定した時間は終わりに近づいている。あなた方は自分自身を準備する必要がある。 

5 未熟な者は「子弟」に、「子弟」は「弟子」に、「弟子」は「師匠」に、人類の善行の生き写しになるのである。 

6 私があなた方を「子供の弟子」と呼ぶとき、小さいと思わないでください。主の知恵の前では、すでに子供であることが多いのです。 

7 私には多くの弟子や「子弟」がいますが、それはここにいる皆さんだけでなく、宗派や宗教を問わず、人類の間に散在しています。なぜなら、すべての人が、その成長に応じ

て、霊性化の無限のはしごを形成するさまざまなステップを踏むからです。 

8 しかし、あなた方は、私がこの世にだけ弟子をもっているのではないことも知らなければならない。「父の家には、無限の住まいがある」と言ったことを思い出してほしい。

私の子供たちは、私から学ぶために生きている膨大な数の人々がいます。 

9 その領域でこそ、わが教えをよりよく理解し、それゆえ、より進歩することができることを知るがよい。 
10 悲しみと失望に苦しみながらこの世を去った者、真理と知識を渇望する者、愛に飢える者、辱めを受けた者たちがやってくるのです。 

11 そこでは、人類が否定した教えよりも偉大な教えを授けてくれる師匠が待っている。 

12 そうすれば、地上では無名で貧しかった人たちが真の光で輝き、この世で偽りの光で輝いていた人たちが来世でいかに自分の精神的惨めさに涙するか、驚くことになるのです

。 

13 あなた方が住むことになる平和な世界では、地上で涙を流し、私を祝福した人々が、苦しみの杯を空にしたときに、予想もしなかった報酬という最も嬉しい驚きを受けた場所

なのです。 

14 彼らが絶望し、疑いを抱く瞬間があったとしても、それは問題ではありません。 

15 私の子供たちもゴルゴダを経験し、贖罪の道において大きな苦しみを味わいました。しかし、私の法を遂行する者は、たとえ良い道をほんの少し生きただけでも、永遠の生命

において幸福と精神的満足を得ることができます。 

16 このように、わが永遠の愛は、人の短命な愛にしか応えられないのです。 

17 倒れても起き上がり、泣きながら私を祝福し、兄弟の悪行に傷つき、私を信頼し、心の聖域を私にささげる者は幸いである。 

18 このような小さな者、苦悩する者、あざけられつつも柔和な者は、見かけは弱いが、実際は精神的に強いのです。 

19 第二の時代にわが弟子となるためには、精神的な強さだけでなく、肉体的な強さも不可欠であった。人間の残酷さ、粗野で無知であるために、この世で知ることのできないも

のを説いた者たちが受ける拷問や試練に耐えなければならなかったからである。 

20 しかし、あなた方は、私の教えを人類に広めるために、私の協力者であり続けるのです。 

21 このとき、あなた方は、あらゆる分野で物質化しているものの、過去の転生で得た経験によってより残酷でなく、より高度に進化した人類の無知と戦うことになる。 

22 今日、もしあなたが、大多数の人がするように神への崇拝を理解し表現しない人を知っても、たとえそれがあなたを疎外し、不快に思っても、もはやその人を焼き殺すべきだ

などと叫ぶことはないでしょう。 

23 これで、不意に病気に憑かれた人に出会っても、「この人は悪魔が多い」と叫んで逃げ出すことはなくなりました。 

24 すでに多くの人が、そのような存在は存在せず、彼らは優しい羊に変身するための明晰さを欠いた混乱した霊に過ぎないと理解しているのです。 

25 あなた方が悪魔やサタンと呼んでいる存在は、あなた方の肉の弱さ、低次の情念への傾き、快楽や肉体の欲望への中毒、傲慢、自己愛、虚栄心など、肉が霊を誘惑するあらゆ

るものにほかならないことに、すでに気付き始めていることでしょう。 

26 あなた方はまだ多くの見苦しい行いをしたり、考えたりしています。しかし、あなた方の中には、自分の不完全な判断に導かれて、反対のことを思い込んでいる人がいても、

あなた方はますます発展しているのだから、喜びなさい。 

27 それは、あなた方を取り囲む目に見える創造物と目に見えない創造物をまだ理解できていないため、解釈を誤ってしまうからです。 

28 しかし、あなたがたの精神の発達と、その結果、わが啓示をよりよく理解する必要性に応じて、われはあなたがたを導くためにわが使者を送り、あなたがたの心の準備に応じ

て、あなたがたを完成に導くためのわが知恵を語りかける。 

29 私の正義はまた、あなたの父の愛によって与えられた自由意志を常に尊重し、あなたが何であるかに完全に対応してあなたをテストします。 

30 皆さんは、最高神の存在について、うっすらと、あるいは直感的に知っていますが、この内なる知識は、皆さんの精神が長い霊的成長の道のりで徐々に得た光なのです。 

31 今、あなたの精神に新しい太陽が訪れ、あなたを啓発し、あなたが待ち望んでいたものを教える新しい本ができました。 

32 愛する人々よ、人類はもはや嘘や神話、多くの偽りの光に耐えられないと感じないのでしょうか。わが律法に与えられた誤った解釈で霊を養うことは、もはや時宜を逸してい

ます。 

33 あなた方はより大きな知識を得るための準備をしているのです。あなた方は何世紀にもわたって宗派や哲学、宗教に分かれてきましたが、まもなく私の新しい啓示の周りに集

まらなければなりません。その知恵の流れは、あなた方がついに「真の生命の書」、つまり霊の書を見つけたことを理解させることでしょう。 
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34 あなたたちは、わが言葉を切実に必要としている。わが完全なる愛から発せられるこの露を欠いて、霊的な渇きに喘いでいるのだ。だから、わたしはあなたに近づいて、いの

ちの木の実を差し出そうとするのだ。 

35 私は愛情をもってあなたの欠点を指摘するために来たのです。そして、あなたも同じように愛と慈悲をもって他人の欠点を指摘し、一人だけでなく他の人もその欠点を認識し

て修正できるようにしなければなりません。しかし、私は決してあなたが隣人の行為を非難したり、彼らの信仰やカルト的行為を馬鹿にするような言葉を口にしません。 

36 私に敬意を払おうとして、どんな異変が起きたか知っているか？誰が彼の精神の過去を覚えているのか？ 

37 もし私が、あなた方が野生の動物や星を拝み、想像力で人間の特徴を持った神々を作り、猛獣や鳥や爬虫類を拝んでひれ伏したと言ったら、あなた方の多くは不思議に思うで

しょう。しかし、私はあなたの霊的成長を知っている。だから、隣人、つまりあなたより成長レベルの低い人に対しても、理解し、尊敬し、慈悲深くあれと言うのだ。そうすれば、あなた

の霊性が本当に証明されるのだ。 

38 私だけが、人々の間違いを指摘する権限を持っています。その間違いは、私の知恵で訂正し、私の愛で赦すのです。 

39 人間は、宗派や倒錯したカルト、悪徳や不名誉の奴隷である。それゆえ、あなたがたは互いに敵とみなし、隣人に対して不寛容である。 

40 しかし、何度も言いますが、人は兄弟の霊的信念を軽んじたり、嘲笑したりする権利はないのです。 

41 あなた方は一時的に失われた私の羊であり、私はあなた方に死をもたらすために来たのではなく、あなた方を救い、あなた方を教え、あなた方を結びつけるために来たのであ

る。私は以前と同じように、あなた方に互いに愛し合うことを伝えるために来たのです。この存在の向こうには、別の、より高い生命があります。 

42 もし、人が兄弟に対する真の愛を感じることができれば、今のような混乱に陥ることはなく、その中ですべてが調和し、平和になるはずです。しかし、彼らはこの神の愛を理

解せず、科学的真実、派生的真実、つまり人間の理性で証明できる真実だけを求めます。彼らは心に届く真実ではなく、脳に訴える真実を求め、今、彼らの物質主義の結果、苦しみに満ち

た利己的で偽りの人間性を手に入れたのです。 

43 この時代、宗教と宗派は混乱しています。しかし、私は、それらが高い起源を持ち、それらの異常の上に、私の悟りを開いたものが残した純粋さと光の痕跡が残っていること

を指摘します。 

44 もし、あなた方が私を調査し判断するために、あなた方の科学のいくつかを使ったのなら、あなた方が自分の本質を悟り、物質主義を破壊するまで、自分自身を調査するため

にそれらを使う方が合理的だと思いませんか？あなたはもしかして、あなたの父があなたの良い科学の道を助けることができないと思っているのですか？もし、あなた方が神の愛の本質を

感じることができたなら、あなた方が深いと思っている、本当は手の届くところにある知識を勉強して、脳を疲れさせ、自らを消耗させなくても、知識は簡単にあなた方の心に届くと私は

真に告げます。 

45 しかし、もしあなたの科学、観察、研究が、あなたを愛へと導くものであったなら、また、この知識欲の究極の目的が、あなたの隣人、最も小さく、最も弱い、最も貧しい人

に々、これまで以上に完璧に仕えることによって、あなたの父に敬意を表すことであったなら、私はあなたに何も言うことはないだろう。しかし、あなた方が科学を通して、神に制限を設

け、神に誤りを帰し、神にない形を与えることによって、あなた方の神さえも矮小化し、軽んじるのを見るとき、同時に、物質から偶像を作り、不完全な人間を神格化して神聖視するのを

見て、あなた方は所有すべき真実を知らず、誰かに神聖な、あるいは神聖な地位を与える権限がないことを、私は告げます。これはあなたの神、主のものでしかない。 
46 あなた方の限られた頭脳では、無限を把握できないので、表現することも定義することもできません。また、あなた方の言葉では、神聖なものを表現したり、不可解なものを

人間の言葉で説明したりすることもできません。 

47 神を言葉やイメージの中に閉じ込めようとしないでください。 

48 謙虚に、しかし心を込めて「神様」と言いましょう。主の計り知れない愛のイメージを持ちたいなら、イエスを思い浮かべてください。 

49 寓話、イメージ、象徴、あるいは神の稚拙な表現では、兄弟が私を否定したり、小心になったりすることだけを実現することになるのです。 

50 それゆえ、私はいつでも、たとえ話や対応関係であなた方に話さなければならなかった。しかし今、あなた方は、私がこの方法であなた方に話しても、あなた方が私の啓示を

理解するのに必要な意志を欠いていたため、ほとんど理解できなかったことを理解する。 

51 あなた方はいつも言葉の意味をめぐって争い、さらに言葉を捏造するほど、あなた方の心をさらに混乱させるのです。多くの言葉、多くの言語、多くの信条を持つ人々よ、し

かし、愛のわざはほとんどないのだ。 

52 地球の果てまで、同じように、そしてシンプルに歌う鳥を見よ。 

53 すべての生き物は、人間よりもお互いをよく知り、理解していると言えるでしょう。一方、あなた方は、自分にとって意図しない領域に入り込むと、正しい道、つまり霊の道

から遠ざかり、物質主義に没頭すると、もはや霊的、神聖、永遠的なものを理解できなくなります。 

54 しかし、ここには私、人類がいます。私は、物質的な状態であっても、いかにして霊的生活と調和し、地上での誤った歩みを真の進歩のライフワークに変えて、この世で高貴

な満足を与え、人間生活を離れたその先には、あなたの精神に輝かしい驚きの尽きることのない収穫を見つけることができるかを教えているのです。 

55 イエス様をお手本に!- どんなふうに？- あなたの隣人を自分の子供のように、母親のように、兄弟のように、自分のことのように愛することです。 

56 いつの時代にも、あなた方には愛の力を教えてくれる指導者がいました。彼らはあなた方より進んだ兄弟であり、わが律法をよりよく知り、その業をより清らかにしていたの

です。彼らは、異常と罪の人生を、善と犠牲と積極的な慈愛に捧げられた存在と交換したとき、強さと愛と謙遜の模範をあなたがたに示しました。 

57 しかし、岩よりも冷酷なあなた方は、日々の暮らしが与えてくれる教訓や実例から学ぶ方法を理解していないのです。 

58 肉食動物であっても、愛の呼びかけには優しく反応することを観察したことがありますか？同じように、自然の力であるエレメントも、物質界と精神界に存在するすべてのも

のに反応することができるのです。 

59 それゆえ、私は、宇宙の父と創造主の名において、愛をもってすべてのものを祝福しなさいと言うのです。 

60 祝福するということは、満足させるということです。祝福することは、良いことを感じ、それを口にし、伝えることです。祝福とは、自分を取り巻くすべてのものに愛の想い

を吹き込むことです。 
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61 このように行動することで、あなた方がゴールに到達し、あなた方の人生の原点である神の本質と、私があなた方に授けた賜物を自分の中に見出したとき、私はあなた方を称

えるでしょう。闘争、功徳、そしてわが掟へのあなたの適合は、あなたをわが神性と一つの意志、一つの霊魂を形成させるだろう。 

62 私の光は、あなたが上昇するのを助けるために、あなたに会いに来るのです。私は一つの時代に来たのではなく、永遠にあなた方に「書」を示し、あなた方が自分自身を霊的
に知ることを求め、あなた方が自分の賜物を知り、健康と強さと自信が輝く模範的な人生を送るよう求めてきたのです。そうすることで、あなた方の精神を高め、永遠の命への準備をする

ことができるのです。 

63 もし人間が精神的な強さを持っているとすれば、それはその精神が徳において自らを強化する方法を知っていたからである。 

64 あなたがたの中には、慰めを求めて、あるいは問題の解決や質問の答えを求めて、学者に相談したり、星に相談したりして、私のところに来る者がいるが、それはあなたがた

に信仰がなく、本当に信じる者の強さや確信がなかったからだ。しかし、本当に私が言うように、未来に関するあらゆる知識の上に、私の神聖な意志があるのだ。愛する者、信じる者は、

私と一体である。私は愛であり、理性であり、正義であるからだ。 

65 あなた方はわが子であることを忘れてはならない。もし、あなた方が私と調和して生きる方法を知っているなら、兄弟に尋ねる必要も、本や星に相談する必要もない。私は良

心を通してあなた方の霊に語りかけ、それを聞けば、知恵をもって自らを律し、わが意志を実現するための生き方を知ることになる。 

66 この声に目覚め、自分の能力を認識し、それを善のために役立てましょう。私は、あなた方が地上での仕事を終えて、より高い仕事、とりわけ人類の保護者となることを期待

しているのです。 

67 自分たちが霊であることを感じ、物質に縛られず、自分の人生を困難なものにしないでください父と隣人への愛でなければ、何に対しても尊敬や崇拝の念を抱いてはならない

。真の生命は肉体ではなく精神に根ざしている。後者は一時的に生きて消えるが、後者は永遠に生きるからだ。 

68 もし、あなたが霊的なものを得る方法を知らないなら、地上の宝はあなたにとって何の役に立つのでしょう。霊の谷にいるあなた方は、永遠の生命において平和と幸福を享受

するために、それをやり遂げることができなかった哀れな霊にすぎないのでしょうか。 

69 皆さんは地上に送られた時点で父祖の遺産を持っています。しかし、その価値を知らず、自分の精神に発見することができず、自分の外に求めているのです。この教えを反省

しなさいということです。知恵を求めれば、自分の中に知恵がある。もしあなたが力を求めるなら、それはあなたの中にあります：健康の中に、精神的な力の中に、才能の中に。もしあな

たが美を追求するならば、私はそれをあなたにも与えているのです。他の地域を知りたければ、霊的にそこに身を置けば、霊がより完璧に生きている人生の他の段階を見つけることができ

ます。 

70 あなた方の運命は、昇天して私のものを所有することです。なぜなら、あなた方は私のとても愛する子供たちだからです。 

71 再び純粋な魂になるこれは、あなたが完全な状態になるように、私の指示があなたを導くところです。まことに、あなたがたに告げます、あなたがたはそこに帰るとき、もう

痛みはありません、あなたがたは父の家に入ったのですから。 

72 あなたの解放をお手伝いします。私の光は、困難の中にいるあなたを助けてくれるでしょう。しかし、これからはもう誰にも悪さをしないように、自分自身を傷つけないよう

にしましょう。 

73 わが力を受けよ、わが自然の力はすべてあなたに奉仕する、すべてはあなたの手の届くところにあるのだ。私があなたを愛し赦すように、あなたも愛し赦すように生きなさい

。 

74 こうして私は、あなた方が地上でわが弟子となる方法と、あなた方があの世で光の精霊となり、真の平安とともに到着して、あなた方の父があなた方のために定めた場所を占

める方法を教えているのです。そうすれば、この苦しみがあなたの精神にとって永遠のものにはなり得ないことを理解し、苦しみのあるこの世に生まれ変わることはないでしょう。そして

、他の生命の世界へと昇り、永遠に続く自分に課せられた使命を喜びをもって果たすのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション15 
1 厳粛な思い出の朝、私はあなたに尋ねます。わたしがモーセを通して人類に送った律法を、あなたがたはどうしたのか。これらの戒めは、その時代の人々だけに与えられたも

のなのでしょうか？ 

2 なぜなら、彼らはわたしを愛さず、互いに愛し合わず、両親を敬わず、他人の財産を尊重せず、むしろ、互いの命を奪い、結婚を破り、恥をかかせるからです。 

3 あなたはすべての唇から嘘を聞かないのですか？ある国が他の国からいかに平和を奪っているかということを、あなたは知らないのですか？それなのに、人類はわが律法を知

っていると言う。もし、人々がわが戒めを完全に忘れてしまったら、人々はどうなってしまうのだろう。 

4 律法とは、唯一の創造主の愛によって敷かれた、被造物一人一人を導く道であることを理解することです。あなたの周りにある、基本的な物質と無限の数の生物からなる生命

について考えてみると、やがて、すべての身体とすべての存在が、異質で神秘的な力に導かれているように見える道や軌道に沿って動いていることに気がつくでしょう。この力は、神が被

造物一人一人に定めた法則である。 

このような重要なプロセスを調べていくと、やがて、すべてのものが最高の戒律のもとに生き、動き、成長していることに気がつくだろう。そして、この被造物の中に、他のすべて

の被造物とは異なる、理性と自由意志を持つ人間がいることに気づくでしょう。 

人間の精神には神の光が存在し、それは良心であり、彼の知性を啓発し、義務を果たすよう刺激するものである。なぜなら、もし不可抗力によって正しい道だけを歩むように強制さ

れたとしたら、その義務の遂行はまったく無益なものとなり、自分の意志に従って行動することができないこと、それにもかかわらず、自分は法則に従わされていることを知り、屈辱を感

じるだろうからである。 

しかし、あなたの存在が行われる条件下で、誰があなたの思考を善に向かわせることができるでしょうか？- 人間に律法を果たすように指示する、良心という神の光だけが--

霊に宿り、それを通して物質に姿を現す光だ。 

5 なぜ、精神は最初から良心の声に従わなかったのでしょうか。- 

それは、自分が与えた戒めを理解し、それを遂行し、同時に肉の衝動を制御するために、それを十分に発達させていなかったからである。自由意志と物質の影響は、あなたの精神に課され

た試練です。 

6 もし人がアベルのように最初から良心の声に耳を傾けていたなら、あなたの父が時折姿を現して律法を説明し、精神の発達の道を教える必要はなかったと思いませんか。本当

にあなたがたに言う。いいえ、もしあなたがわが律法に服従していたならば、わが啓示と教えはすべてあなたの良心を通じてあなたに届いたでしょう。しかし、この人類が世界が提供する

情熱にとらわれ、私の声に耳を貸さず、その行く手を照らす霊的な光を見ることができないのを見たとき、私は第一時代に私の法を具体化*し、それを石に刻み、彼らの物質主義**を打

ち破るために肉体感覚に私自身を明らかにしなければならなかったのである。 
* マテリアライズ：物理的に見えるようにすること。 
** 物質主義：物質のみを現実的で重要なものとして認識する非霊的な人生観。 
7 人類は再び私の戒めから遠ざかり、私は人々のもとに来て教えなければならなくなった。わたしは、わたしの律法をその物質的な形であなたがたに与えるだけでは十分ではな

く、また、父があなたがたに言わなければならないことのすべてを含んでいたわけでもなかった。そこで、わたしは、あなたがたにイエスを送り、そのイエスを通して神の言葉を聞かせる

ようにした。皆さんの心に語りかけました。その師は、人間の心の奥底に通じる道を知っていて、その言葉と業と十字架上の犠牲によって、眠っているあなた方の心に触れてくれたのです

。この準備なくして、人が今、あなた方とともにおられる主の声を、自分の霊で聞く時は来ないと知っておられたから、あなた方の無表情な気持ちを起こされたのです。 

8 語りかけるのはあなたの神であり、私の声は律法である。今日、あなた方はそれを新たに聞く。石に刻む必要も、あなた方の間に受肉したわが言葉を送り込む必要もない。そ

れは、あなたの霊に届く私の神の声であり、人が正しくなり、創造主と和解し、書かれているように自らを清める時代の始まりを明らかにするものです。 

9 第一時代の律法は肉の律法であり、第二時代の律法はあなたの心にのみ語りかけるものだと言って、私の言葉を誤解してはならない。私はいつでも、あなたの存在の最も敏感

で発達した部分に触れて、そこで自分を知らしめ、感じさせたのだ。私の法は、常にあなたの精神に語りかけてきました。なぜなら、人間の生活において、重要な事柄*を導くのは、この

法だからです。 
* 物質：人間の肉的な体。一般に物体、物質などの意味もある。 

10 第二の時代のわが弟子たちが、タボル山で師の変容を目撃したとき、モーセが師の右手に、エリヤが師の左手に現れるのを見たとき、その目が見たものの比類なき偉大さに魂

がおびえて、地面に倒れこんだ。その後、「このことは秘密にしておいて、時期が来たら知らせるように」と指示しました。私があらかじめこの世を去る必要があったのは、（弟子たちの

）それらの体験があなたがたに知らされたとき、あなたがたに未来を語り、それを告げたのだと理解させるためである。 

11 ああ、もしこの時代の人類があの変容の意味を理解し、わが弟子たちの証言がこの時代の人々のためにあったことを理解するならば、彼らの進歩はどれほど偉大なものになる
ことでしょう。 

シナイ山の石にわが戒めを刻んだノミは、今、あなたの心に神の思いを書き込むものと同じである。愛と復活、永遠の命と最高の幸福についてあなたに語りかけた教えであるあなた

の救い主の血は、今私がこの言葉の本質に流しているものと同じである。そして、エリヤが人々を驚かせた預言と権威は、あなた方が今、この時代に私が与える顕現の中で経験しているも

のと同じである。 

12 この時代におけるわが弟子たちの闘いは、この地上にわが法を確立するために、これまで以上に大きくなるであろう。しかし、すべての正義、すべての愛、すべての理性を生

み出す精神化がこの世界に君臨するためには、世界の人々や国々はまず非常に苦い杯を飲まなければならないだろう。 

13 これは、金の子牛が永遠に破壊され、無用な生け贄が廃止され、あなたがたが地上の財と交換しない霊的な財が、もはや利益の対象でなくなったときに起こることである。こ

れは、人間がその霊魂の完全な発達に達し、父が創造の初めから与えてくれた貴重な贈り物を自分の中に認めるようになると、すぐに起こることである。 
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14 あなた方がこの程度の霊化に達するのを助けるために、私は今、わが言葉の生命力、すなわち美味の果実を与えるために来たのである。私は愛に満ちた父であり、あなたがた

の体のためにパンと住まいを与え、霊のためにあなたがたを導く光を与え、あなたがたの兄弟にそれを伝えるようにするのである。私の癒しのバームもあなた方と共にあります。ある者は

それを完全に受け取り、ある者はその痛みを和らげることができるでしょう。ある者は自らの負債を洗い流し、ある者はその模範によって、隣人の浄化を助けるのです。 

15 私の力が欲しいか？ならば、わが戒めを全うし、わが掟を愛せよ、あなた方は人類に責任があるのだから。あなた方は指示された者であり、あなた方の前にはイライジャが用
意した道がある。じっくりと、穏やかな足取りで歩く。 

16 あなた方は光の子です。誘惑に負けて網にかからないようにしましょう。 

17 第二時代の使徒たちを例にとると、彼らは大勢の人々に御父のことを語り、その使徒たちの働きの中に自分たちの神と主を認めたのです。今こそ、わが真理の宣べ伝えるため

に、あなたがたの身を完全に捧げるときである。 

18 人の無益な働きから離れ、体を治す。それに支配されてはいけない。そうすれば、この戦いの後、喜びと平安に満ちたあなたに会えるでしょう。 

19 闘い、働き、イスラエルで、研究し、これらの教えによって、私はあなた方に世界を駆け巡り、使命を果たすための白い衣を与えていることを理解しなさい。 

20 霊魂の準備、償い、完成のために私が定めた旅路は偉大なものである。もし、あなたが私と霊的につながることに成功すれば、あなたは闘争のために強い気持ちを持ち、道を

進み、その道で立ちはだかる障害を克服することを学ぶでしょう。 

21 わが使徒に数えられたいのか？あなたは私の弟子の一人に数えられたいですか？そして、勉強を粘り強く続け、自分の装備が上向きになるのを見届け、やがてわが言葉を兄弟

たちに伝えることができるようにしなさい。 

22 人間の精神が発達し、それゆえ科学も進歩した。私は、彼が今まで知らなかったことを知り、発見することを許した。しかし、彼は物質的な仕事だけに専念してはならない。

私は彼にその光を与えた。彼が待ち受ける霊的生活の中で、平和と幸福を実現するために。 

23 多様な被造物からなるこの世界の中で、人間は、私の精神の一部と、私と接触する権利、私を自分の中に持つ権利を与えられた恵まれた存在であり、そうすれば、私が自分と

密接に結びついていると感じるので、私の神性に対する信頼と信仰が彼の精神の中で育まれるのである。 

24 この世界の創造の最終目的は人間であり、彼の喜びのために、私は自然の他の存在と力を加え、彼が自分の保存と快楽のためにそれらを利用できるようにしたのだ。もし彼が

最初の頃から、霊的な幼年期から私を愛し知っていたならば、彼は今日、無知も差異も存在しない偉大な霊の世界に属し、そこではあなた方は皆、知識においても感情の洗練においても平

等であったでしょう。しかし、人間はなんとゆっくり進化するのだろう。この地上に生きてから、どれほどの時間が経ったことでしょうか、いまだに自分の精神的課題と真の運命を把握す

ることに成功していません。彼は自分の中にある自分の精神を発見することができなかった。それは永遠の生命を持っているので死ぬことはなく、それと調和して生きる方法を理解せず、

その権利を認めず、自由を奪われたこれはその才能を伸ばすことなく、立ち止まっている。 

25 今日、人間自身が引き起こした出来事、戦争と物質主義のあらゆる情熱の氾濫を前にして、彼は悪を理解することも止めることもできないので狼狽し、怯えながらこの結果の

理由を自問しているのです。人間は精神的な成長の道を踏み外し、この暴力を止めることのできる人間の力なしに奈落の底へと落ちていくからです。 

26 この世界は、わが子たちの一時的な住処となるようにと、あまりに多くの愛情をもって創られましたが、落ち着かない、恐怖と死の谷と化しています。この世界を救うことが

できるのは、愛と美徳の実践だけでしょう。だから、私は今、「散らされたイスラエルの部族」をすべて集めて、その霊を装備し、人類の救済と霊化を達成するまで戦いに送り込もうとし

ているのだ。 

27 私のもとに来て私の言葉を聞いた者はみな、この古代の多数の民に属している。私がこれらの教えをあなたがたに知らせると、あなたがたの贈り物は隠されたままであり、愛

が与える強さに満たされて、まさにこの時に復活していることが理解できるだろう。あなた方の運命は、人類を見守り、私が折に触れて伝えてきたメッセージを伝えるために、太古の昔か

ら定められていたのです。 

28 全人類がわが弟子たちで構成され、あなたたちが私を理解し、わが言葉を容易に理解できるようになる時が来る。傲慢な者はその台座から下りて私と共にいるであろうし、学

識ある者は私を彼らのマスターと認めるであろう。 

29 私は、あなた方が精神化の道を歩み、試練に耐えて力をつけ、昇天するときに、私が今見せている書物に含まれる知恵の宝をあなた方に示すことができるようにしたいのです

。 

30 マスターになりたいのなら、自分自身を装備しなければならない。自分たちの中の偶像崇拝の痕跡をすべて取り除き、愛だけに基づいた霊的で敬虔で誠実な神への礼拝を教え

るのです。 

31 たとえ、あなたの記憶が不誠実になったとしても、わが言葉はあなたの良心にあり、決して消滅することはない。あなたの精神は語り、叡智の泉となり、それが溢れ出せば、

進化の道を歩む兄弟たちに光をもたらすでしょう。 

32 わたしは、あなたがたにわたしの教えを与えるとき、わたしも喜ぶからだ。この本を勉強して、あなたが理解していなかったすべての説明を学ぶことができます。私が今明ら

かにしている教えの霊的な意味を理解しなさい。覚悟を決めれば、今の人類を包む暗闇の中で光となる。 

33 私はいつも、あなたとの霊的な交わりを期待しているのです。自らを清め、私のもとに上る者は皆、私と結婚したことを実感し、私はその歩みを最善の道に導くだろう。 

34 多くの人は、私がなぜ地上に戻ってきたのか不思議に思っています。私はすでに第二の時代に、私の御言葉であなた方を教えたからです。しかし、あなたがたはわが律法を忘

れ、無知の海で難破しているのを見いだした。私は、あなた方を平和と真実の道へ導くために苦闘してきました。案内人のいない巡礼の旅で疲れ切っているあなたに、私は寄り添う杖を差

し出します。 

35 私はわが新しい使徒たちを集めている。彼らは12人ではなく、14万4千人で、それぞれがわが教義を宣べ伝える任務を負う。彼らはみな語り、主が聖霊として人のもとに

戻ってきたという良い知らせをもたらす先駆者のようになる。 

36 1866年以来、私は人類の中から新しい弟子を探し出し、彼らが降伏をもってわが戒律を尊重し、私のもとにやってくる新しい使徒の先駆者となるよう準備してきたのであ

る。 
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37 人は神の民の知識を持ち、あなたに光を求め、ある者は、あなたの知識を自分の意見で戦わせようとする日が来るでしょう。私は、あなた方が貧しく卑しいと感じているから

こそ、選ばれた言語で話し、不明瞭さやわずかな光しか明らかにしない理論を提示する人々に驚かされることを望んでいません。このみことばが聖霊としてのわが啓示であることを知って

いるからこそ、その真理を知っているあなたがたは、混乱してはならないのである。 

38 また、恐れて身を隠すのではなく、助けを求めてくる人と向き合いなさい。すべての人のために、彼らを目覚めさせ、感動させ、わが存在を感じさせる愛のことばを持つよう

になる。こうして、あなたは認識されることになるのです。 

39 イライジャはあなた方の近くにいて、私が彼に託した大任を果たしている。それは、あなた方が平和と向上と霊的完成を求めて立ち上がることができるように、あなた方を刷

新するよう奮い立たせることだ。 

40 すぐに仕事から解放されます。この大仕事は、多くの精霊の力を借りて行われている。彼らには、それぞれ特定の仕事を割り当てている。 

41 私に従うあなた方は私の軍隊であり、私はあなた方の父として、ご自分の子供たちを救済することを使命としているのです。私はあなたの前に出て、あなたを導きます。私に

ついて行きたいですか？- 

あなたの心は「イエス」と言い、私はあなたの切なる願いを受け止めます。ほら、わたしはあなたがたに、あなたがたにできること以上のことを求めはしない。しかし、あなたがたは、自

分の賜物の使い方を知っていて、真実にわたしを愛しているならば、たくさん苦労することになると、わたしは言っておく。 

42 霊的な法則は人間よりも優先されます。ですから、あなたは世の中のものよりも先に、私に貢物を捧げなければなりません。見よ、野も山も海も森も砂漠もある自然を。彼女

は、その全体が、どの瞬間にも、彼女を生み出し、支えている創造主に犠牲をささげている。すべての人は、私を証しすることによって、私への恩義を表明する。なぜ、あなたは私に立派

な敬意を払わないのですか。なぜ、あなたは私を疑うためだけに、私の存在を求めるのですか？ 

43 自分の霊的な性質を理解し、わが言葉を理解できるように、自らを備えなさい。わが教えを貫き、調べよ、われはそれを許し、わが身を問いつめよ、しかし、わがもとに来よ

。あなたが子供の時、どこにいても両親についていくような信頼感を持って、あなたがたを私に委ねなさい。 

44 涙を流したり、私を苦しめたりしないでほしい。あなたは多くの涙を流し、しばしば（人生の）砂漠を歩んできた。あなたが背負った悲しみの種を、あなたの子供たちに残し
てはいけません。これらの存在に、正義と仕事とわが掟を全うする生活を見せ、平和と繁栄が花開くのを見せてください。 

45 人々よ、なぜ私がこの時代に、人間の心によって自分を知らせる奇跡を見せていることに驚いているのだろう。私は過去にもっと偉大な業を行い、あなたがたはそれを信じた

。 

46 あなた方が驚いているのは、あなた方が霊的な教えから遠ざかっているからです。長い間、あなた方は見たもの、触れたもの、そして科学によって証明されたものだけを信じ

てきました。 

47 最初の時代、イスラエルが聖書を読み、律法を考え、約束のメシアを待ち望んで祈ったとき、その生活はしるしと霊的な現れに満ち、その心は主が送ってくださったメッセー

ジに敏感であり、信仰を持っていたのでこれらすべてを信じたのです。 

48 しかし、その民族の子供たちが皆、神のメッセージの受け取り方を知っていたとは思わないでください。いや、富める者は何も感じず、見ず、聞かず、ちょうど祭司たちが、

預言の書を目の前に開いていながら、人間の上の霊的生活を感知しなかったように、盲目で高慢な彼らの立場では、すでに近づいている主の呼びかけを聞くことができなかった。 

49 では、ユダヤの夜に祈り、見張りをし、希望を燃やす光を心に受けた人たちは誰だったのだろうか。予知夢を見、心で予知し、聖句に霊的な解釈を与えることができた人たち

は誰だったのでしょうか。- 謙虚な人、貧しい人、奴隷、病人、光に飢えた人、正義に飢えた人、愛を必要とする人たちである。 

50 彼らは民衆の中の民衆、素朴な心を持った男女であり、何世紀にもわたって救い主を待ち望んでいた人々であった。 

51 イエスがこの世に生まれた夜、ベツレヘムの貧しい羊飼いたちは、待ちに待った救い主の到来を知らせる主の霊の使いを見て、その心を震わせたのである。 

52 その厳粛な時間には、富める者も、領主も、権力者も眠っていた。 

53 また、その時、偉大な者、領主、金持ち、学者、神学者は深く眠り、わが光線は初めて人々にわがメッセージを伝えるために降臨したのだ。 

54 わたしに期待する者がいかに少なく、わたしの存在を信じる者がいかに少ないことか。 

55 しかし、わたしのところに来た人々は、心が単純で、理解力が乏しく、超自然的な現象を信じ、奇妙な教理を語るので、不信心な者たちに馬鹿にされた者たちであった。 

56 準備不足で過ちを犯している者を悪く言ってはいけません。少なくとも彼らは、父と一体化し、光の世界に近づき、父から愛の言葉を受けたいというひそかな願いの証である

霊的な直観を保っているのですから。 

57 世の中の偽りの輝きに目を奪われていないこれらの貧しい人々は、直観する者、予見する者、夢を見る者、霊的なことを証言する者であり、私は彼らを探し出し、彼らの目の

前で知恵の書を開いて、彼らの知識と真理への欲求を豊かに満たすためにしたのである。 

58 私は彼らの希望と信仰への報いとして、わが存在を目に見えるものにし、また霊界の近さを示したのである。 

59 私はまた、彼らの賜物について、彼らの任務について、私の教えの価値について話し、彼らがこの仕事にふさわしくないものをすべて心から取り除き、彼らのあかしが大きな

声で、光に満ちて兄弟の心に届くようにしました。 

60 イスラエルよ、立ち上がり、霊山を登れ。私は今、あなたの助け手である。この時、あなた方は、人類への愛のために私が肩に担いでいる十字架で、私を助けることになる。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション16 
1 互いに愛し合うすべての人に、心と体の平和がありますように- 

この恵みの日に、あなた方は、私の神聖なメッセージを人類に伝えるために、私によって準備され、運命づけられたこれらの生き物の脳を通して吸収される、マスターのインスピレーショ

ンを受け取るのです。 

2 大いなる群衆よ、今日もわが霊的愛撫を受けよ、私はあなた方を歓迎し、あなた方を恵みで満たす。 

3 聞け、弟子たちよ。わが存在の一原子が、あなた方の間に現れていることを自覚せよ。神聖な力のバイブレーションがあなたを教えているのです。彼の普遍的な存在の発露が

、あなたを啓発しているのです。神の顕現がなかった時代はない。いつの時代も、どの時代も、この「神聖なるバイブレーション」は存在し、存在し、存在し続けるのです。父なる神は、

時代の流れの中で、その愛の恩恵をあなたがたに与えることをやめられませんでした。なぜなら、神の霊においては、天地創造と同様に、すべてが振動し、すべてが活動し、生命を持つか

らです。そして、この世の出来事は、精神生活の反響であり、反映である。 

4 何世紀もの間、神は人類を見捨てなかった。一方を他方から切り離すことはできないからだ。今日、あなた方が見聞きする方法で人間と霊的につながることは、父なる神の意

志であった。なぜなら、あなた方が霊から霊へと私を受け入れる準備をしなければならない時が来たからだ。 

5 しかし、あなたはまだ霊的な感性を持っていないので、神の霊感を明瞭に感じ取ることができません。 

6 御父は、イエスにおいてご自分を人類に知られる前に、物質的な形と出来事を使って、御父の啓示をあなたがたに送られました。キリストの名のもとに、あなたがたは人の間

に神の愛を現した方を知るようになったが、キリストが地上に来られたとき、すでに父としてのご自身を現されていたので、キリストがこの世に生まれたとは言ってはならない-
生まれたのはイエスであり、キリストの宿られた体である。 

7 考えてみれば、やがてわたしを理解し、キリストがイエスの前にいたことを認めるだろう、キリストは神の愛なのだから。 

8 このことが明らかになった後は、これ以上惑わされることなく、あなた方が伝統的に持っている古くて誤った解釈の濁流に身を浸すことをやめなさい。あなたたちは無知のベ

ールに覆われているが、私は知恵があなたたちに入るように、わが言葉の光によってそれを引き裂く。 

9 ですから、キリストは神の愛であることを忘れないでください。だからこそ、神がイエスを通してご自分を現されたとき、あなたがたは狼狽し混乱し、その奇跡を前にしても

、神の力は無限すぎて、限られた頭脳では理解できないので、信じられなかったのではないでしょうか。 

こうして、ある者は私を否定し、ある者は混乱し、またある者はその考え方と理解力に応じて、私を研究し調べるのである。キリストを理解できる人は、ほとんど、いないのです。

あなたがたは兄弟であっても互いに愛し合うことをしないので、私は心の中にほとんど愛を見いだすことができないので、このように言っているのです。 

10 自分の子供のように隣人を愛しなさい。そうすれば、イエスを理解し始め、イエスを愛し、イエスを感じ、自分の働きの中にキリストを反映させなければならなくなるのです

。だから、あなたがたの中には、メシア、すなわち全能の神を求める者がいるのであって、神があなたがたの苦痛を和らげ、神に近づきたいという切望を活気づけるために、一筋の光と希

望を与えてくれるかもしれない。それは、あなた方の霊が、良心を通じて、その創造主であるキリストの記憶を持っているからです。キリストは、人間であるあなた方を求め、愛すること

を決してやめません。 

11 過去の時代の悟りを開いた者たちは、常に光の輝きを見、常にわが言葉を聞いていた。預言者、霊感者、先駆者、高尚な教義の創始者たちは、雲か山か風か、あるいは特定で

きないところから聞こえてくるような声、火の舌や不思議な響きから発せられるような神の声を聞いたと証言しているのである。多くの人は感覚によって聞き、見、感じ、またある人は霊

的な資質によって感じ、今この時も同じことが起こっています。 

12 肉体の感覚でわがメッセージを受け取った者たちは、その神聖なインスピレーションを霊的に解釈しました。しかし、過去にも現在にも、彼らは神の啓示の純粋さに、自分自

身の考えや、自分たちの環境にあった考えを加え、真理の純粋さと無限の本質、真理はその最高の啓示における愛であることを、知ってか知らずか変えてしまったと言わざるを得ません。 

13 霊的な波動とインスピレーションが彼らの中にあったのです。"最初の "人も "最後の 

"人も、ほとんど常に、どのようにしてかわからないまま、彼らの霊に届いたこのインスピレーションを、今日多くの人に起こっているのと同じように、そして明日さらに多くの人に起こ

るのと同じように、証ししてきましたし、これからも証しするでしょう。 

14 言葉も解釈も行動の仕方も、その人、その時代によるのだが、何よりもこれが最高の真理である。 

15 霊的な設備が整っていないあなたには、神の霊感が具現化し、あなたを霊的な眠りから覚ますことが必要なのです。上級霊はこのような形の啓示を必要としなかった。 

16 宇宙に存在するすべての霊的なものは、あなたにとって見えるか見えないかの光の源であり、この光は強さであり、力であり、インスピレーションであります。光は、アイデ

ア、言葉、作品からも、それらが持つ純粋さと威厳に応じて流れます。思想や作品が高ければ高いほど、その振動やそこから発せられるインスピレーションは、たとえ唯物論の奴隷には知

覚することが難しくても、より繊細で微妙なものなのだ。とはいえ、その高い思考と働きが霊的に及ぼす効果は大きい。 

17 物質化は精神化の敵ですが、私が言っているのは、異常、悪徳、退廃、卑しい情熱につながる物質化のことを指しているのだと理解してください。 

18 たとえ、人類の大部分は、人間に対するわが宣言の真意を疑うだろうが、本当に、もう一度言う、この宣言は、受肉した霊と転生した霊において、その創造の最初の瞬間から

、途切れることなく行われているのである。 

19 もしあなたが、自分の持っている多くの精神的能力の一つである洞察力と科学力を駆使して、遠くまでメッセージを伝えることに成功したのなら、神が繊細で知的な人間の「
装置」によって人間にメッセージを伝えられないとどうして考えられるでしょう。 

20 これは人間の体であり、人間がその最も複雑で偉大な科学的作品に与えることができないような偉大な完成度を備えた装置なのである。わたしの言葉をよく聞きなさい。わた

しが語るのは人間の物質についてであって、精神についてではない。精神は、その父の力を得ることはできないが、その限られた人間の体が生み出すことのできる業よりも大きな業を行う

ことができるに違いないのだ。 
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21 もし、あなたの限られた知性が知識を得ることができ、あなたの意見ですばらしい発明をしたならば、あなたの霊で何を達成しないのか、あなたの主はどんな仕事をすること

ができないのか。 

22 彼は、神を人間よりも小さい存在と考えている、貧しい考えを持っているのです。 

23 神が知恵であるご自分の光をあなた方に送り、あなた方全員を照らしたこと、そして神がご自分の子供たちにコミュニケーションの形を作ったことに、なぜあなたは驚くので

しょう。あなた方自身は、神はすべてを知り、すべてを行うことができると言っているのに、なぜ、あなた方の神にとって不可能なことがあると思うのか。もしあなたがたが私のことをそ

のように信じているならば、どうしてそんなに軽々しく矛盾しているのですか。あなたは、私があなたに話したいことがあるたびに、イエスを送るように私に頼むのですか、そうすればあ

なたはイエスを木に釘付けにすることができるのですか。 

24 本当にわたしはあなたがたに言う。あなたがたは，わたしがあなたがたの中でどのようにわたしを感じさせたらよいと思うのか，自分自身ではっきりしないのである。 

25 あなたに会うために、私はあなたに言います。私の愛を与えるために罪深い体を使うことを望まないのなら、正しい者、純粋な者を示しなさい、あなた方の中で愛することを
知っている者を示しなさい。私は正しい人を救うために来たのではない、彼らはすでに光の国にいるのだ。 

26 確かにあなた方は罪人です。しかし、あなた方が逆のことを思っていても、神様は誰も蔑んだり忘れたりしません。なぜ、あなたは物質的な生活の一瞬ですべてを判断するほ

ど盲目になってしまったのですか？己を卑下し、己を忘れるからこそ、弱く、疲れるのだ。 

27 たとえ不従順であっても、私を必要とし、いつも私を呼んでいる、私のとても愛する被造物を、私が忘れるとでも思っているのか。 

28 あなた方は多くの罪を犯し、法律を破り、しばしば私を忘れてしまった。しかし、あなた方の存在のすべての罪よりも、天の父のすべての子に対する愛の方が無限に大きいの

である。 

29 しかし、私は、あなた方がすべての疑いを取り除くことができるように、私の顕現について話し続けなければなりません。あなたがたの多くは、わが悟りを開いた者たちが語

ったことを肯定する。たとえば、神は雲、火、水、風を通して彼らに語りかけたと。しかし、私はあなたがたに尋ねる。これらの要素を通して人間に語りかけるのと、人間を通して語りか

けるのと、どちらが正しいと思われますか？ 

30 最もシンプルな教えを理解するのに役立たないとしたら、あなたの論理的思考はどこにあるのでしょう？ 

31.世界の男たち、女たちよ、あなたがたの科学の中で、あなたがたを賢く、幸せにすることができる唯一のものを忘れてしまった者たちよ、すべてを鼓舞する愛、すべてを可能に

し、すべてを変えることができる愛を忘れてしまった者たちよ。あなた方は苦痛と暗闇の中で生きている。私が教える愛を実践しないので、あなた方の肉体的、精神的苦痛を引き起こして

いるのだ。 

32 私のメッセージを発見し理解するためには、まず心から親切で優しくなければなりません。これは、すべての精神が創造された瞬間から備わっている美徳です。しかし、真の

高い愛の感情を感じる方法を知るためには、自分の良い感情を育てて自分を霊的にしなければなりません。 

33 どの瞬間にも思考や霊的な波動があなたから発せられていますが、ほとんどの場合、あなたは利己主義、憎悪、暴力、虚栄心、卑しい情熱を放射しています。あなたは傷つき

、傷つけられると感じるが、愛さないので、愛されても感じない。病的な思考で、あなたの住む環境をますます痛みで満たし、あなたの存在を不快感で満たすのだ。しかし、私はあなたに

言います。平和と調和と愛ですべてを満たせば、あなたは幸せになれるのです。 

34 愛は創造主の精神に常に存在しています。ですから、すべての精神にも愛が備わっていることを理解しなければなりません。 

35 今日、あなた方は文明の進歩にもかかわらず、物質的な自然からも、精神的なもの、純粋なもの、神のものからも、ますます遠ざかっているのです。そのため、一日一日、強

くなりたい、幸せになりたいと思いながらも、人生のステージが上がるごとに、どんどん弱くなり、どんどん苦しみに陥ってしまうのです。しかし、地の民よ、あなたがたは今、わが律法

の成就のために一歩を踏み出すのだ。 

36 いつでもあなたに語りかけてきたマスターは、今、この教えによって、言葉、直感、インスピレーションでご自身を現し、あなたの精神を来るべき時代の光に目覚めさせ、そ

の教えをあなたに説明しに来ています。そうすれば、あなたにとって、より素晴らしく、より高く、より完璧な、さまざまな形の神聖なインスピレーションを得ることができます。 

37 今日、私は、イエスが教えてくれたように、互いに愛し合うことを思い出させるために来ました。私はイエスを思い出します。イエスの中には、普遍的な愛の化身がいたから

です。 

38 モーセの時代には、「目には目を、歯には歯を」という正義の掟が与えられていた。この掟は、今日のあなた方には醜悪で執念深いと思われるかもしれませんが、それでも当

時の人々にとっては正義だったのです。 

39 その後、私がイエスにおいて人となったとき、あなたがたは私が言うのを聞き、またそう書き記されたのである。この言葉で、「イエスが説いた愛と慈悲と赦しがこの文章に
あるのか」という疑問が湧いた。 

40 そろそろ私自身が、第一時代の律法の理由と、イエスのあの言葉の理由を説明する時です。私の教えの多くは、時代を超えて少しずつ与えなければなりませんでした。 

41 人間の心の糸がまだ許しという感情に鈍感で、慈愛や寛容という感情がまだ精神の中に眠っていた頃、人間は自衛のために自分の力を使う権利を与える法律で守られ、自分と

自分の財を守る必要があった。このように、原始的な法律や習慣は、他の民族と同様に、発展することを運命づけられていた民族のものであった。 

42 イエスの言葉から生まれた律法は、後に人々の生活を啓発し、「互いに愛し合いなさい」と言い、また、「あなたが測ろうとするキュビットで、今度はあなたが測られる」こ

とを明らかにし、それによって、人間が自分の手で調達した正義は、今や神の正義の独占的権利となったことを、師はあなたに理解させたのである。それ以来、人は自分が裁くように、神

からも裁かれることを知り、自分が地上で蒔いたように、来世で刈り取る収穫を知るようになった。 

43 そして、盗もうとする者は、無限大の視線が自分を見つめていること、その瞬間から裁きが待っていることを知り、感じたのである。 

44 何世紀も経って、人は神の正義について少しは知っているが、まだ真理を把握しておらず、地上で痛ましい罪を犯せば、神の裁きを受けて永遠の罰を受けることになるとさえ

信じて、何度も過ちを犯してきた。- 
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これに対して、私は尋ねます。最初から自分を失ったと考える者に、悔い改めとわが掟の成就のどんな決意が生まれるというのか。自分の精神の過ちが永遠に続くと知りながらこの世を去

る者に、どんな希望があろうか。 

45 あなた方の誤った解釈の闇を取り除くために、私自身がここに来ることが必要だったのです。 

46 あなたはエホバの中に、残酷で恐ろしい、復讐心に満ちた神を認めたと思ったのです。そして、あなた方を誤りから救い出すために、主は神の愛であるキリストをあなた方に

送り、「御子を知れば父を知る」ようにされました。しかし、無知な人類は、その罪に再び絡め取られ、怒り狂い、怒ったイエスを見ていると信じ、ご自分を怒らせた人たちが霊の谷に到

着して、彼らに言うのを待っているだけなのです。「わたしから離れなさい、わたしはあなたがたを知らない」そして、直ちに永遠の最も残酷な苦痛を受けさせるのである。 

47 今こそ、私の教えの意味を理解し、誤りに陥らないようにする時です。神聖な愛は、あなたが私のもとに来るのを妨げはしませんが、もしあなたが自分の過ちを償わなければ

、あなたの良心の容赦ない審判が、あなたが光の国に入るに値しないことを告げます。 

48 しかし、ここでは、私が約束したように、人間性、精神において、新たに私を手に入れることができるのです。 

49 見よ、真理の霊の光は、暗闇に住む人々を照らし、目覚めさせるのだ。 

50 しかし、この集会に参加する人たちには、「わがことばに注意して聞きなさい。 

51 人生において、人は神に対してあらゆる負債を支払わなければなりませんが、あなたが神に与える支払い、貢ぎ物、供え物は、実際には神のためではなく、それを提供する者

のためにあるのです。 

52 純潔を捧げれば、それはあなたのためになり、功徳を見せれば、それは神の前であなたの精神を高める飾りとなるのです。もしあなたが罪を犯し、後に悔い改めて自分の過ち

を償うなら、霊の平安と、善を行う者のうちに住む幸福が、あなたへの報いとなります。 

53 もし私がしばしばあなたがたに、あなたがたの兄弟に与えたのと同じ杯を飲ませるならば、そうすることによってのみ、ある者は自分たちが引き起こした悪を理解し、ある者

は自分たちが他の者に与えたのと同じ試練を受けることによって、自分たちが与えた苦痛を知るようになるからだ。そうすれば、彼らの心は啓発され、理解し、悔い改め、その結果、わが
律法の成就に至るだろう。 

54 しかし、もしあなたが苦しみを通り抜けたり、苦汁の杯を空けたりすることを避けたいなら、悔い改めによって、善行によって、あなたの良心が命じるすべてによって、負債

を支払うことによって、そうすることができるのです。そうすれば、愛の負債に報いることができ、一度や二度は兄弟から奪った名誉、命、平和、健康、喜び、パンを返すことができるの

です。 

55 私の正義の現実が、あなたが父に対して抱いていた考えと、どれほど違うかを見てみよ。 

56 忘れてはならないのは、もし私があなた方に、あなた方は一人も失われることはないと言ったのなら、すべての負債は支払われ、すべての罪は命の書から消されなければなら

ないと言ったことも確かだということです。私に届く道を選ぶのは、あなた次第なのです。 

57 あなたはまだ自由意志を持っています。 

58 もし、あなたが昔の因果応報の法則を好むなら、誇り高き国の人々が今もそうであるように、彼らの結果を見よ！」。 

59 もし、あなたが兄弟を測るキュビトで、あなたも測ってほしいのなら、私の正義を受けるためにあの世に行くのを待つ必要はないのです。しかし、もしあなたが、より高い法

則があなたを助けに来て、あなたが最も恐れる苦痛から解放してくれるだけでなく、あなたの中に高貴な考えや善良な感情を植え付けることを望むなら、祈り、私を呼び、そして、ますま

す良くなるために、試練の中で強くなるために、つまり、あなたの父とあなたの隣人に負う負債を愛で支払うために、あなたの闘いの道を行くのだ。 

60 今、この声の主たちの口から聞こえてくる愛の呼び声は、人類にとって大きな出来事の前触れです。これらのメッセージは、今後人類に明らかにされるであろう叡智の火種と

なるものです。それは、すべての精神の覚醒の始まりです。それは、スピリチュアライゼーションの時代への準備であり、天の父の愛の中で自らを救済する時なのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 17 
1 愛する人々よ、ここに、私の教えの理解において一歩前進する、神聖なるマスターからのもう一つのメッセージがあります；あなた方は霊的進歩の道において立ち止まっては

ならないからです。 

2 私は、停滞や後退の習慣を助長するために来たのではなく、常に発展の道を歩むように導いているのです。 

3 私の言葉は、あなた方に様々な食べ物を提供しますが、どれも絶妙な霊的な味わいです。 

4 あなたは口先で「いと高き神に栄光あれ」と言ったが、いつ自分の行いで神を讃えたのか？- 

あなたがたは自分自身を崇拝し、偶像をあがめたが、あなたがたの創造主である神は、いつ、どのようにあがめられるのか。- 

イエス様は、ご自分のいのちによって父をあがめた方です。そして、あなたがたが後に生きなければならないのは、イエス様なのです。 

5 同様に、あなたがたは、「善意の人々に地上の平和を」と言ったが、本当にあなたに言う、悪意の者にも私は平和を与えたのだ。何世紀にもわたって、あなたがたは、人々が

エルサレムで主を迎えたあの詩篇の言葉を繰り返してきた。それ以来、人類が行った唯一のことは、その言葉を繰り返すことであり、その働きによって、まったく逆のことが行われるから

だ。 

6 しかし、これらの言葉も他のどんな言葉も、あなた方が心で感じるまでは何の効果もないことを理解しなさい。もしあなたがそれを感じたら、柔和と謙遜をもって、善行の中

で兄弟たちにそれを示しなさい。そうすれば、私は限りない愛であなた方に応え、あなた方の精神をわが平和という無垢な恵みの中で喜び振動させるだろう。 

7 このように、私は今日、聖霊としてあなた方に語りかける。時代が違うのだから、人々の装備も違うはずだ。 

8 言葉の祈りや迷信を捨て、いつもあなたを受け止め、理解してくれる師である父であるわたしに、あなたがたを委ねなさい。 

9 祈りなさい、しかし、心構えをもって、その時感じたままの霊で私に語りかけなさい。愛に満ちた思いで私のもとに来なさい、しかし近づきなさい、弟子として、あるいは幼

な子として私に話しかけなさい、そうすれば私の知恵と愛を感じさせてあげよう。 

10 しかし、決して奇跡を求めたり、それを期待したりしないでください。 

11 あなたが理解するような奇跡は存在しない。神と物質の間に矛盾はない。 

12 あなた方は多くの奇跡をイエスの仕業とするが、本当に、イエスの行いは愛の自然な効果であり、この神の力は、すべての霊の中にひそかに存在しているにもかかわらず、あ

なた方はまだその使い方を知らないのだ。あなたがたは、愛の働く力を知ろうとしなかったからです。 

13 イエスが行った奇跡の中で、愛以外のものは何だったのでしょうか。 

14 弟子たちよ、よく聞け：神の愛が人類に知られるためには、道具の謙遜さが必要であり、イエスは常に謙遜であった。そして、人にその例を示したので、ある時、イエスは天

の父の意志なしには何もできないとあなたがたに語った。この言葉の謙遜さを突き止められない人は、イエスは他の人と同じような人だと思うだろう。しかし、真実は、イエスはあなた方

に謙遜のレッスンを与えたかったのである。 

15 この謙遜さ、父との一体感によって、人類に対して全能であることを知っていたのです。 

16 愛と謙遜と知恵を与える、非常に偉大で美しい変容よ。 

17 これで、イエスが、父の御心に適うことでなければ何もできないと言いながら、実際にはすべてを行うことができた理由がわかったでしょう。なぜなら、イエスは従順で、謙

遜で、自分を律法と人間の僕とし、愛する方法を知っていたからです。 

18 したがって、あなた方自身は霊的愛の能力のいくつかを知ってはいても、それを感じてはいませんから、あなた方が奇跡や神秘と呼んでいる、神聖な愛が成し遂げる仕事のす

べての原因を理解することはできないことを自覚してください。 

19 イエス様があなたに与えた教えのうち、愛ではないものは何ですか？どんな科学、どんな運動、あるいは神秘的な知識を使って、主はあなたに力と知恵の例を示したのでしょ

うか？- 愛の至福の力だけが、すべてを可能にする。 

20 父なる神の法は、愛が浸透しているからこそ単純であり、愛が浸透しているからこそ賢明なのであって、矛盾するものは何もない。 

21 マスターを理解し、彼はあなたの教科書です。 

22 幼いイエスは、任命された律法の教師たちを驚かせ、説教者イエスは、あなたがたに永遠に続く偉大な啓示を与えたのです。救い主イエスは、その言葉を、十字架上の最高の

犠牲をもって、その命で封印された。 

23 さて、愛する弟子たちよ、もしあなたがたが真理において偉大になり、精神において強くなりたいと願うなら、なぜ私がイエスを通して行った業において、私を見習わないの

だろうか。彼はあなたに、「私は道であり、真理であり、命である」と言い、柔和と謙遜をもって神の意志に従うことを示しました。では、あなたが私に見せる謙虚さはどのようなもので

なければならないのでしょうか。 

24 聞いてください。最高神である神は、あなたを「神のかたちに似せて」創造されました。それは、あなたが持つ物質的な形ではなく、あなたの精神に与えられた、父と同様の

能力という意味でです。 

25 自分が創造主の像であると考えることは、あなたの虚栄心にとってどれほど楽しいことだったでしょう。あなた方は、自分たちが神がつくった最も高度に進化した生物である

と思っているが、この宇宙が自分たちのためだけにつくられたとしたら、それは大きな誤りである。なんという無知なのだ、おまえたちは自らを創造の王冠と呼んでいるではないか。 

26 地球さえも人間のためだけに作られているのではないことを理解する。神の創造の果てしない梯子の上には、神の法則を実現して進化する無限の霊魂があるのです。 

27 あなたがたの父のすべての目的がそうであるように、すべてを含む、人間であるあなたがたには理解できないような目的は、偉大で完全なものです。 

28 あなたは創造され、その瞬間にあなたの精神は全能者から命を受け、それはあなたが永遠の中で困難な仕事を果たすために必要なだけの資質を備えていたのです。 

29 今はまだ、父から与えられた能力をすべて知っているわけではありませんが、心配しないで、後で知ることができます。 



U 17 

72 

30 あなたは、すべての創造物の調和を見守るように運命づけられ、あなたの知らない高い仕事を絶えずしている偉大な精霊の存在を知っていますか？- 

いいえ、ですから、もう一度申し上げますが、あなたの霊は最も高度に発達したものではなく、神があなたに与えた資質を限られた形で発達させたに過ぎないのです。 

31 とはいえ、これらの資質は、わが法が指し示すまっすぐで光り輝く道を歩みを向けるならば、あなたに訪れるであろう最高のレベルへとあなたを幸福に導くのに十分なもので

ある。 

32 私はあなたを助けるために来たのです。今こそ贖罪の時。目覚めよ、起きよ。 

33 あなたは罪を犯し、結婚を破り、犯罪を犯した。そして今、自分の過ちを示すわが言葉の真実に直面し、あなたは自分の罪を許し、試練と償いについて語る主が不当であると

信じている。 

34 あなたたちは邪悪と無知の闇に包まれて、第三の時代の夜明けを見ることができず、私が新しい夜明けの輝きを見るために、あなたたちを私の言葉の光で起こすために来ても

、霊の眠りから覚めようとせず、時にはしぶしぶ起きるのです。最高の真理に目覚めようとせず、無知のまま眠ることを好む人がたくさんいるのです。彼らは涙の谷、病気と飢えを好み、

悪徳と苦しみが唯一の「励み」であった数世紀の長い期間を続けたいのである。彼らは、私の愛が良心を通じて彼らに送る愛に満ちた呼びかけよりも、これらすべてを好むのです。 

35 あなたは、まるで私がとても遠くにいるように私の話を聞き、のんびりと目を開ける。しかし、あなた方の心は物質主義に染まっているので、神のメッセージの意味を理解す

ることができず、悪の中で生きることを好む。その時、あなたは私を忘れ、私に背を向け、ただ苦しみの無関心に留まることを望むのです。しかし、私はあなたがたに言う。もしあなたが

物質化と無知の深淵に生きたいなら、もしあなたが軽薄な快楽と卑しい情念を楽しみたいだけなら、少なくともあなたの苦痛を神のせいにしないでください。 

36 もしあなたが、あなたの父があなたを愛しているように、あなたの隣人を愛する偉大さを持たないなら、少なくとも、自分の過ちの結果に耐える勇気と服従心を持ちなさい。

もし、あなたがたが偽りの平和と友愛戦争を好むなら、神がそれを望んでおられるとは言わず、また、敵に支配されていると感じるとき、神が勝利を与えに来るように、父の慈悲を叫んで

はならない。それは、あなたのうぬぼれとあなたの堕落を助長するだけで、わが律法によれば与えられることはないのである。 

37 人が笑いと快楽と虚栄の中で、私を忘れ、私を否定することさえあるのに、なぜ、心と体を苦しめる涙の実を刈り取るとき、絶望し、震えるのでしょう。そして、「神などい

ない」と冒涜するのです。 

38 人は罪を犯すには勇気があり、わが律法の道から外れることを決意するが、償い、負債を支払うとなると、極めて臆病であると断言する。それでも、私はあなたの臆病な心を

強くし、あなたの弱さを守り、深い眠りからあなたを目覚めさせ、あなたの涙を乾かし、あなたに新しい機会を与えるので、あなたは失われた光を取り戻し、忘れられたわが律法の道を再

び見出すことができるだろう。 

39 私は、第二の時代のように、霊と身体のための命のパンとぶどう酒を、あなたがたにもたらすために来たのです。 

40 私の道には美徳が栄えるが、あなたの道には茨、深淵、苦がある。 

41 主の道はいばらに満ちていると言う者は、自分の言うことを知らない。わたしはわが子のだれにも苦痛を与えない。しかし、光と平和の道から外れた者は、それに戻るとき、

その罪の結果を受けなければならない。 

42 なぜ、苦しみの杯を飲んだのですか？なぜ、主の戒めも、私が託した使命も忘れたのですか？- 

なぜなら、あなた方はわが律法をあなた方の律法に置き換えてしまったからです。そして、ここにあなた方の虚しい知恵の結果、苦い苦しみ、戦争、狂信、失望、嘘があなたを窒息させ、

絶望でいっぱいにしているのです。そして、物質化された人間にとって、すべてを自分の計算とこの世の物質的法則に従わせる人間にとって、最もつらいことは、この世を去った後も、自

分の過ちと傾向の重荷を持ち続けるということである。そうすれば、あなたの精神の苦しみは非常に大きなものになるでしょう。 

43 ここで罪の重荷を振り払い、わが掟を全うして、早く来てください。あなたが傷つけたすべての人に許しを請い、残りは私に任せなさい。あなたが本当にそうしようと決めた

なら、あなたの愛する時間は短いでしょう。 

44 もう一度言いますが、私はあなたの行く手に棘や痛みをつけてはいません。私はイエスを通して、あなたに私の愛とそれに内在する力を示し、真に謙虚な精神に宿る真の喜び
を教えるために、すべての弱さを捨て去るよう教えました。そして、私の旅立ちとこの時代の約束と共に、私はあなた方に平和と希望の光、そして私の帰りを待ち望む気持ちを残したので

す。しかし、あなたがたはそのように理解しようとせず、私があなたがたを何度も赦すように、私を十字架につけ続けました。しかし、私の赦しは、あなたの罪の結果を免れるものではな

いことを理解しなければなりません。しかし、あなたが善と愛と平和の道において私を求めない限り、あなたは今それを知り、それを忘れてはならないのです。自分がした悪事、しようと

思ったことは、複利で返ってくる。 

45 あなた方は今、唯物論の種を刈り取っているのだ。たとえあなた方が自分の作品を私に認めて欲しいと思っても、私は不変のわが法則だから、あなた方の思い通りにはならな

いのだ。 

46 私は、あなた方の誤った法律を廃止し、あなた方が、わが戒めによって形成され、わが知恵と調和した法律のみによって支配されるようにするために来たのだ。私の法律は愛

によって形作られ、私の神性から来るものであるため、不変で永遠であるのに対し、あなたの法律は一過性で、時には残酷で利己的です。 

47 御父の律法は愛と善とでできており、それは慰めを与え、罪人がその罪の償いに耐えられるように立ち上がる鞭のようなものである。父なる神の愛の法は、常に違反者に道徳

的刷新の機会を惜しみなく与える。それに対して、あなた方の法は、違反者、そしてしばしば罪のない者や弱い者を辱め、懲らしめる。あなたの法学には、厳しさ、復讐心、慈悲のなさが

あります。キリストの律法は、愛に満ちた説得力、無限の正義、至高の正しさです。しかし、自分の過ちを償うには、愛で償う方法と痛みで償う方法の2つがあることを知らなければなら

ない。 

48 自分で選べば、まだ自由意志の贈り物がある。 

49 もうこれ以上苦しみたくないですか、皆さん？そして、愛し、道中で善を行い、人生を立て直しましょう。- 

あなたは、偉大で幸せな人になりたいですか？そして、大いに愛し、いつも愛してください。- 

泣きたいのか、苦しい苦しみに苦しめられたいのか、戦争や荒廃を望んでいるのか。そして、今のような生活を続け、利己主義、偽善、虚栄心、偶像崇拝、物質主義に支配され続けるよう

にします。 
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50 非常にはっきりと、あなたは人々の間で混乱が起きているのを見て、自分の思うように法律を形成し続けることができないようにするのです。 

51 私の教えを受ける弟子や新参者は、心に気高さを持ち、心に純粋さを持つことが望ましい。 

52 今、私は、第二の時代にラザロのために行ったように、肉体との関係で-

死者を蘇らせるために来たのではない。今日、私の光は、私に属する霊魂を蘇らせるために来たのだ。そして、これらの者は、わが言葉の真理によって永遠の命へとよみがえる。あなたの

霊は、あなたが現在、自分の存在の中に抱えているラザロであり、私が死者の中からよみがえらせて癒すからである。 

53 神の正義は愛からなるものであり、あなたのような罰ではないことがおわかりいただけたと思います。外見も虚偽の議論も通用しない私の前で、私があなた方の法律を適用し

て裁くとしたら、あなた方はどうなるのでしょう。もし私があなたがたの悪事を裁き、あなたがたのひどく厳しい法律を適用したら、あなたがたはどうなるのでしょうか。そうすれば、あ

なたは正しく私に慈悲を求めるでしょう。しかし、あなたがたは恐れる必要はない。わが愛は決して枯れることなく、変化することもなく、過ぎ去ることもない。一方、あなたがたは確か

に過ぎ去る。死んで再び生まれ、行っては戻り、そうして巡礼の旅を続ける。あなたがたの父を認め、その神の律法に自らを委ねる日が来るまで。 

54 あなた方は一時的にここにいるが、私は永遠である。あなた方がうめきながら行くのは、私の法が示す道から遠ざかっていくからであり、一方、私は不変の存在である。 

55 涙を乾かして、目覚めを早め、立ち上がりましょう。あなたがたの内に、わが現存を感じなさい。あなたがたは、わがもとに来ることが必要である。 

56 真の悔い改めを感じ、私のもとに戻ってきた者に与えられる報いを知らないのです。神の愛が与える報いを受けるのに、霊界に入るまで待つ必要はないことを、あなたは知ら

ないのです。 

57 というのも、人々は勉強した本から得た知識によって混乱し、良心の声や、すべての知恵の源である神の光に従えという霊的知識の声を聞こうとしなかったからです。 

58 役に立つ学問もいい、科学もいい、しかし何よりも愛だ。愛は、あなた方の科学を尊敬に値するものにし、それを増大させる衝動を与えるだろう。あなた方の知識はすべて、

わが愛が与えるメッセージに過ぎないことを理解しなければならないからだ。 

59 学者たちに聞いてみると、もし彼らが正直であれば、神様にインスピレーションを求めたことがあると言うでしょう。そして、もし彼らが兄弟への愛を深め、自分への虚栄心

を抑えて私に求めるならば、私は彼らにもっと多くの霊感を与えるだろう。 

60 本当にあなたがたに言う。あなたがたが蓄積してきた真の知識は、すべてわたしから来たものである。彼らが持つ純粋なもの、高貴なものはすべて、わたしがこの時代にあな

たがたのために利用する。このため、わたしはあなたがたにそれを与えたのだ。しかし、地球の民よ、用心せよ。もし、わが神聖なる教えを利用して自然の力に挑戦し続けるなら、もし、

わずかな知識を悪用し続けるなら、思いがけない時に、痛みを伴う厳格な法的答えを受け取ることになるだろう。あなたは空気、火、土、水、すべての力に挑戦し、あなたの無分別な行動

によって解放された自然の力を抑制するために、時間内にあなたのやり方を修正しない場合、あなたはすでに収穫がどうなるかを知っています。私の正義があなたの自由意志に許した尺度

を埋め尽くそうとしていることに、私はあなたの注意を喚起する。あなたは自然に挑戦しすぎているのだ。そして、あなた方は素晴らしいと感じている小さな者たちなので、この御言葉は

あなた方の危険を警告するために来たのです。 

61 そして、みことばはあなたがたにこう言っています。「わが子たちよ、兄弟を愛して心を優しくし、すべての被造物を愛しなさい。すべての人の間に和解と平和を求めます。

もし、あなた方自身が推進する地球の激動があなた方を絶滅させたくないのであれば、時間内に正気に戻り、愛する子供たちよ、あなたの愛で彼ら（自然の力）を鎮め、彼らを平和に変え

てください。人びとよ、もしあなたがたが私に耳を傾けるならば、あなたがたはどれほど多くの苦難を免れ、私はあなたがたを苦しめる必要なしに、すでにあなたがたの世界を変革してい

たことだろう。現世での報酬を予感させ、安らぎを与えよう。試してみなさい、わが子たちよ。だから、今この時、あなたがたを奈落の底から救い出すために、わたしのことばを送ったの

だ。 

62 私の言うことを聞くあなたがたには、自分に関係することは自分の霊にとどめ、残りは兄弟に教えなさいということです。一人のためにあるものは、すべての人のためにある

。だから、わが羊の一匹たりとも、霊的な栄養を欠くことはない。 

63 私はあなた方が団結することを望みます。そうすれば、私の恩恵と恵みをすべての人に注ぐことによって、あなた方の団結に報いることができるのです。今までのところ、あ

なた方が私の神性に敬意を表しながら、束の間結束するのを見ただけです。愛で結ばれたあなたたちは、奇跡を起こすことができるのだと、自分に言い聞かせてください。本当はあなたに

言うのです。あなたが破壊してしまったものを再建するために働くのは、まだ間に合うのです。 

64 あなたが私にしたこと、私を傷つけたことはたくさんあるが、私はあなたを愛している。 

65 あなたがたが私を裁判官として求めるなら、私の裁きは容赦なく、あなたがたが私を師として求めるなら、私の知恵は限りなく、あなたがたが私を父と呼ぶなら、私は最も愛

情深い親切者である。しかし、本当に、私はこれらすべてよりはるかに多く、私には始まりも終わりもないのだと、あなたがたは言う。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション18 
1 私の新しい示現があなた方に告げられたように、あなた方は今日、それが実現するのを見たのです。私は天使と光の精霊に囲まれて、スピリットでやってきました。 

2 これらの予言を知らない者は、わが存在を疑う。しかし、聖書を研究している者の中にも、わが顕現を信じない者を見る。彼らの解釈はほとんど常に誤っているからだ。 

3 予言に物質的な意味を持たせる者はすべて、約束のメシアに地上の強大な王を期待し、私が謙遜で柔和であるのを見て、私が彼らの目の前で行った業にもかかわらず私を信じ

なかったユダヤ人と同じ運命をたどらねばならないのです。 

4 私を感じ、私を愛し、私に従った者は、愛と正義と真理を渇望する単純な心、優しい精神、純粋な心を持った者たちであった。 

5 過去の聖典を研究する人には、霊化してこそ、その言語に含まれる真理を生活の中に見出すことができる、と言っている。 

6 私は真理を探り、教える者を助けるが、その唇から混乱が発せられる者は、その誤りを正すまで、その道を阻むだろう。 

7 それに対して、純粋な心で、神の言葉を解釈し、隠されていた教えを照らし、わが光の種をまく者はすべて、わが愛の教えを広めるために、国や民族に遣わそう。 

8 真の先駆者たちは、健全な心と謙虚な精神を持ち、それゆえ、喜びと信仰をもって、わが新しいメッセージを受け取る方法を知っている。 

9 わたしを心に受け、わたしの言葉を信じる者は幸いである。彼らは、わたしの霊的な軍勢に囲まれた天の雲の中のわたしを見るだろう。第二時代のようにわたしが地の塵を踏

むことはないが、彼らはわたしの霊的な現存を感じることができるだろう。そして、この新しいメッセージを、人類の間に広まった、聖霊としての私の啓示がまだ付け加えられなければな

らないため完全ではなかったメッセージと統合するのです。 

10 弟子たちよ、自らを霊化し、わが言葉の真意を貫き、第二時代のわが啓示のみを知る兄弟たちに出会ったとき、その解釈に同意し、人類の霊的統一を始めることができるよう

にしなさい。 

11 それゆえ、あなた方はわが教義の熟考に専念するよう命ずる。そうすれば、もはやあなた方が良いと思う行いでも、父の前では不完全なものとなるであろう。 

12 人類が私の現在と過去の教えの霊的意味を明確に理解する責任を負っているのは、精神の中に知識への飢えを感じ、研究、思索、探求の道に入っている皆さんであることを認

識しなさい。儀式、儀礼、物質的なカルトだけで生きている人たちについては、同じことは言えません。彼らはまだ果実の味を知らないので、外見だけで満足しています。 

13 わが弟子たちがこの世の道を越えるとき、長い間立ち止まっていた宗教・宗派の霊的覚醒が始まるのだ。 

14 「しかし、このようなアドバイスに慣らされることなく、よく考えて行動してほしいのです。 

15 私が祈れと言うのは、祈らない人は、余計なこと、物質的なこと、時には狂気のような思いに身を任せ、それが気づかないうちに、友愛戦争を助長し、育てているからです。

しかし、あなたが祈るとき、あなたの思考は、あたかも光の剣のように、今日多くの生き物を捕らえている闇のベールと誘惑の罠を引き裂き、あなたの周囲を霊的な力で満たし、悪の力に

対抗するのである。 

16 苦戦を前にして絶望してはならないし、まだ成功を見ていなくても絶望してはならない。しかし、この人類の再生と精神化の仕事のうち、あなた方に任されるのはごく一部で

あることを心に留めておかなければなりません。 

17 明日、あなたは持ち場を離れ、他の人があなたの仕事を続けるためにやってきます。彼らはその仕事をさらに一歩進めていくので、わが言葉は代々成就していくのである。 

18 最後には、すべての枝が木と一体となり、すべての国が1つの民族となり、地上に平和が訪れるのです。 

19 弟子たちよ、祈りなさい。そして、あなたがたの教えと愛の言葉が兄弟の心に響くように、昇天において自らを完成させなさい。 

20 本当はあなたに言うのです。もしこの人々が、その運命を理解することに加えて、すでにその任務を遂行するならば、人類はその祈りによって恵みを得ることができるだろう

。しかし、あなた方には、隣人を真の兄弟と感じ、人種、言語、信条の違いを真に忘れ、さらに、あなた方を傷つけた者に対するあらゆる恨みを心の中から消し去る慈愛がまだ欠けている

のです。 

21 もしあなたが、このような大きな人間の不幸の上にあなたの気持ちを上げることに成功したら、あなたの兄弟に対する最も心からの誠実な嘆願があなたの中に湧き上がり、こ

の愛の振動、あなたの感情の純粋さは、人間の戦争と情熱が作り出した闇を破壊する最も強力な剣となることでしょう。 

22 イスラエルよ、苦痛があなたがたを用意したのだ、束縛の中であなたがたは自らを清めたのだ、だからあなたがたは苦痛の世話をするのにふさわしい者なのだ。 

23 見よ、わが民よ、新しい日を告げる鳥のようになり、眠っている者を起こし、彼らが光を受ける最初の者となるように、そして私は彼らに言う：あなたを本当に愛している者

が、この瞬間にあなたを迎えている。 

24 人間の中には、儚い人間性と永遠なる霊性という二つの力があり、常に争っている。この永遠の存在は、精神的な完成に至るまでには非常に長い時間が必要であることをよく

知っていますし、真の幸福に到達するためには多くの人間の生を受け、その中で多くの試練を経験しなければならないことも疑っています。精神は、涙と苦痛の後、そして肉体の死を何度

もくぐり抜けた後、完全を切望して常に求めていた頂上に到達するのではないかと思っています。一方、身体は、か弱く小さなもので、霊の呼びかけに泣き、反発し、時には拒否します。

後者が発達し、肉とそれを取り巻くすべてのものとの闘いに強く、経験を積んで初めて、身体を支配し、それを通して自分自身を知らしめることに成功するのです。 

25 精神は人間の表現を通して自らを感じさせますが、決して肉体的な物質を支配するために力を使うことはありません。精神は、物質が完全な知識のもとに自分の意志と一体化

することを望み、柔和さを現す従順を欲しています。 

26 不退転の決意に固執するのはある者の欠点であり、彼らは肉がまだ官能的で頑固であると感じ、同じように玉座を持ちたいと思う。しかし、もし私が彼らの望むすべてにおい

て彼らを喜ばせないならば、それはわが子たちの中に、より純粋さと愛で振動し、より高い生命を切望する別の存在がまだ存在するからだ。その中には神を反映する霊的思考が存在するの

だ。一方、脳は人間の思考を反映するだけです。 

27 霊の巡礼は長く、道は遠く、存在の形態は多く、非常に多様であり、その瞬間ごとに試練は異なる種類のものである。そのため、高尚な精神にとっては、肉体の泣き声などど

うでもいいことなのだ。 

28 一瞬、自分の肉の弱さに目を向けるが、短命ですぐに地の底に消えてしまうものを愛しすぎてはいけないと知っている。 
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29 肉体を崇拝し、虚栄の王座につくあなたの志や野望は何の役に立つのでしょうか？それが続く限り、霊の永遠の命に比べれば、非常に小さいものです。 

30 あなた方一人ひとりの中に宿っている霊という存在の最も高い部分に従うことが必要であり、それが明瞭に姿を現し、それが創造された目的に向かってその歩みを向けること

ができるようにするためなのです。 

31 Tell 

Me：あなたは誰ですか？あなたは何者ですか？自分を何様だと思ってるんだ？あなたは自分を何だと感じていますか？墓場に沈むのは物質か、永遠、無限に上昇するのは精神か。 

32 実は、あなたが生きている間、あなたは自分の印象、必要性、不安、欲望を、どれが霊からでどれが物質からかを知らずに、ごちゃ混ぜにしていると、私は言います。 

33 自分の運命を本当に知っている霊は、自分が生んだ肉体にその振動を伝え、肉体を助け、その使命に参加させます。しかし、肉体の殻を地上に残す時が来ても、それが法則で

あることを知っているので、何の悲しみも感じず、肉体だったものが病気、老い、破壊によってどう死ぬかも気にしないのです。彼は、自分の任務がすべてよりも重要であることを知って

いるのです。 

34 第二時代のわが使徒たちがどのように死んだか知っているか？ピーターはどのように終わったのか、そして私を心に抱いたすべての人たちは？- 

ペテロは「私のような死に方はふさわしくない、頭を下げて死にたい」と言いながら十字架で死んでいった。そして、ペテロを駆り立て、殉教の苦しみを味わう力と堅忍と平静を与えたの

は誰でしょうか。- 

彼の真の存在、それは神の子であり、肉体の弱さを克服する方法を知っている精神である。最後の時、彼は十字架の上で叫んだ主人のように、落ち着いて、冷静な姿を見せました。すべて

は達成される。 

35 これらの例を調べるならば、人間は肉よりも霊であり、これが霊化されると、わが律法の至高の戒めに従順になるという結論に達するでしょう。 

36 この精神的高みに到達した人には、天の国の門が開かれ、「ああ」ではなく、「文句なく」そこに到達するのです。 

37 この従順さ、降伏と愛によって、その弟子たちは御父の臨在に入ったのです。そして、あなたは、いつ、あなたの霊の呼びかけに従うのですか？- 

あなたが痛みや身体に関わるすべてのことを恐れているのは、あなたが完全に真実に取り込まれていないからです。もしそうなら、誰があなたが真実を語ることを止められるでしょうか？

たとえ死の危険にさらされたとしても、あなたが真理を語り、宣言することを誰が妨げることができようか。 

38 なぜバプテスマのヨハネの首を切り落としたか知っているか？- 

なぜなら、彼は真実を語り、正義を掲げ、世の中の王を自称して腐敗の王座に座る者たちの欠点を指摘したからです。しかし、もし偉大な霊が大きな痛みを持ち、災難、不幸、苦痛、死を

乗り越えて、その任務を立派に果たすとしたら--

不服従や反抗で一日をうめきながら始め、夕方に泣きながら終えるあなた方は誰でしょう。あなたは肉であり、肉でしかない。なぜなら、あなたはまだ、苦痛やあなたが不幸と呼ぶものの

上に立つ方法を知らないからだ。 

39 今日、私が話したことをよく吟味するのがよい。理解すること：転生した霊が高ければ高いほど、その苦しみと肉体への痛みの影響は少なくなります。 

40 使徒ヨハネを煮えたぎる油につけても死ななかったのだ。父のもとに昇った御霊の力は、熱の力を弱めることで顕現したのです。 

41 その試練が彼の霊的な成就を止めることなく、その後も彼は主の高邁な計画を成就し続けたのです。 

42 今日、私の話を聞き、そこから私の新しい弟子たちが出てくることになるあなたたちは、試練に直面して絶望し、私の道から離れようとする。 

43 いつになったら、わたしの教えを心に刻み、真理のあかしのために命を捨てることができるようになるのでしょうか。 

44 人類愛のために、真理の擁護のために、正義の擁護のために命を捧げた多くの殉教者の例は、あなたにとって十分ではないでしょうか？これらの例では、私の弟子たちの能力

を理解するのに十分ではありませんか？ 

45 風が思いのほか強く吹けば不便を感じ、太陽が焼けすぎれば抗議し、雲に隠されれば反対する。嵐が来れば叱りながら避難し、大地が揺れれば恐怖で逃げ惑う。 

46 あなた方は、玉座の上で支配し、自然の力を自分の利益のためだけに、自分の命令に従わせるために生まれてきた人たちなのですか？ 

47 自然の力は、あなたがわが掟を果たし、あなたの兄弟のために私に頼むなら、あなたに従うでしょう！」。 

48 なぜなら、あなた方は創造主の計画にある任務を遂行するために来たのだから。 

49 この際、わが教義の麦は豊かであるが、まだ蒔かれていないことを告げよう。この仕事に愛があるなら泣け。種を与え、畑を見せた神の種蒔きは、まだ一人だからだ。涙を流

して、後に働く畑の灌漑に役立てよ。 

50 仲間から傷つけられることを恐れてはいけない。あなたが侮辱と呼ぶものは、彼らがあなたにしてくれる良いことであり、それはあなたの任務を遂行するための助けなのだ。

発展の道を歩むものには苦しみがあることを知らないのでしょうか。このような弱点は、物質に影響を与えるだけの些細なことなので、精神は気にしてはいけないということを知らないの

でしょうか。 

51 人生、波乱万丈、苦悩に直面しても、強いあなたを見ていたい。 

52 慈愛の実践に強くなり、あれこれと批判されることを気にしない。自分が何であるかを言う必要はない。ただ、（人々に）愛撫や慈悲を与える準備をし、唇は優しさや健全な

助言、許しを表現する準備をする必要があるのだ。 

53 あなたの運命は、地上の道で良いことをすることです。 

54 あなた方が宇宙と呼ぶ物質的創造物は、進化中の霊魂の住処であり、完全な場所であることを理解してください。霊がより高い家に住むことができる高度な発達を遂げたとき

、それまで住んでいた世界はその目的を終えて消滅する。 

55 生き物を生かし、生物に命を与えた力はすべて私に戻り、世界を照らした光はすべて私に戻り、創造の王国に注がれた美はすべて父の霊の中にあり、再び私の中にあれば、そ

の命は霊的本質に姿を変え、すべての霊的存在、主の子らに注がれることになるのだ。 

56 知恵、永遠の命、調和、無限の美、善、これらすべてが、主の子らが完全な場所に共に住むとき、主の子らの中にあるのである。 
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57 その証拠に、地上ではあなた方が霊で行ったことに異議を唱え、霊の谷に来たときには、霊がこの世を通過する間にその肉体で行ったことを非難するのです。あなた方がこの

教えの中でまだ子供である限り、この世界、この自然、この物質的な生活は残り続けなければなりません。 

58 神として、あなたを啓発し、支え、父として、あなたを愛し、待ち望み、師として、あなたを教え、導き、しかし、裁判官として、あなたを容赦なく裁く。 

59 ある人は、私は金持ちの守銭奴のように、すべてを自分のために欲しがり、守るものはすべて守り、取り戻すと言うかもしれない。しかし、本当にあなたがたに言うが、この

世で私が置いたものはすべて、私のためではなく、あなたがたのためのものだったように、永遠の命においても、あなたがたが入ってその所有者となるまで、すべてをあなたのためにとっ

ておくのだ。 

60 あなたがたはわが栄光を受け継ぐ者であると、わたしは告げなかったか。だから、足りないのは功徳を積んで自分のものにし、それを享受することである。 

61 私が創造したものはすべて、私のためではなく、私の子供たちのためにある。私はただ、あなたの喜び、あなたの永遠の至福を望んでいます。 

62 私を見つけるために、迷うことを恐れてはならない。私に近づきたい者は、謙遜の道、積極的な隣人愛の道、降伏の道を通って来て、愛の中で完全なものを求める努力を強め

なさい。 

63 あなたの歩みを安全にするために、あなたの存在の中で内なる一体性を獲得し、精神が常に良い道に身体を導き、身体はそれに従うことができるようにしなさい。このように

自分自身に勝利することができれば、父なる神様の御心に従うことは容易になります。 

64 無用なものから離れ、不要なものをあなたの生活から取り除き、無用なものに心を奪われてはならない。 

65 すべての悪徳商法を避ける。そうすれば、霊的生活の最高の報酬として待っている「約束の地」の征服のために、愛の武器で戦うために、霊を清らかにし、体を健康に保つこ

とができるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション19 
1 人民よ、人生の波乱や運命の一撃で動揺している心を鎮めよ。 

2 あなたがたは、完全に光の時代にありながら、自分たちの住む闇から解放されようと、どれほど苦労していることでしょう。偉大なのはあなたの闘争心であり、そのためにあ

なたは疲れ果てて来るのです。そのためにこそ、しばらくの間、休息をとるよう呼びかけたのだ。やっと始めた仕事を、これからも続けなければならない。 

3 私は、あなた方の成長に応じて、折に触れて私の神秘のベールを取り除いてきた。この道を歩む者だけが、私に到達できるのだから。 

4 私は、あらゆる道にいる人々を探し、真の道を示すマスターである。 

5 私の言葉は、人の無知と不信仰と戦うために、光の剣としてやってくる。私の存在を否定する人々の前に、私は自分自身を明らかにするために来たのです。- 

人間よ、真理から遠ざかるあまり、創造主という考えを人間の頭の中で作り出したものに過ぎないと大胆にも考えてきた者たちよ。永遠で無限という考えが、あなたの限定された小さな頭

脳から生まれるなんて、どうして想像できるのでしょう。 

6 しかし、わたしを愛すると言う者も、わたしのもとにやってくる。これらの者に、わたしは言う。わたしの律法の命ずるところと反対のことをし、言葉と矛盾する感情を行動

に示して自分を裏切るのに、どうしてわたしを愛すると言うことができようか。 

7 ここでも、私の話を聞く大勢の人々の中に、自分は霊能者だと言いながら、霊能の力と知恵、霊の力と属性をまだ知らない者がいかに多いことか。そして彼らは、人類を放射

光のように霊的に啓発するわが教義をその業をもって否定しているのだ。しかし、私の忍耐は無限であり、あなた方が私の弟子に変身するまで待っている。私はあなた方を松明とし、その

光で、あなた方が人間の心を通して啓示として受け取った本来のメッセージを他の人々に伝えなければならないのです。 
*霊の教えの弟子たちです。彼らは、まだ物質に付着している霊や、霊的な発達があまり進んでいない人が顕現する霊魂学の信奉者である霊能者と混同してはならないのである。 

8 もし、人々があなたの証言を否定し、あなたに反論するならば、私がこの時代の人類と約束をしていて、それを果たすために来たことを彼らに思い出させなさい。教えてあげ

てください。もし私が再び来ると約束したなら、それは私の仕事がまだ終わっていなかったからであり、罪人が一人もいなくなるまで終わることはないだろう。もし、九十九匹の羊がいる

中で、一匹が私のもとからいなくなったら、私はその一匹を捜すと書いてある。 

9 私は、人の硬い心をわが教義の使徒に変えることによって、わが愛の力をあらためて示したい。私は、私があなた方に与えたこの新しいメッセージを通じてあなた方の知識を

増やし、あなた方がわが真理の証人となり、あなた方の兄弟にそれを教えるにふさわしい知恵の書をあなた方の心の中に形作ることに成功するまで、それをわがこれまでの啓示と統合する

ようにと言いに来たのだ。 

10 彼らはあなた方を扇動家と呼ぶだろう。しかし、恐れることはない。彼らは、あなた方の主人の時代にも、「平和を乱す」といって非難したのだから。本当にあなたがたに言

います。 

私は、わが啓示によって少数の人々の心をかき乱すためだけでなく、わが言葉によって全人類の精神を揺さぶるために来たのだ。 

11 このように私は、私の光が人々の間に様々な形で現れ、ある者は喜び、ある者は恐れ、またある者は怒り、彼らを再び震え上がらせるこの時代に、あなた方のもとに来たので

ある。 

12 キリストが来るはずだと知っていたあなたがたは、どれほど信仰が薄く、キリストを求めて叫んでいたことでしょう。しかし、今、あなた方はすでにわが啓示とわがメッセー

ジを持っているので、もはや弱く、恐れず、冷たくなることはないだろう。 

13 私は、あなたのことを心が荒んでいると言って、あなたを傷つけてしまったのでしょうか？私は真実を話しただけだ。すべての世界において、すべての被造物は私の掟を守っ

ている。 

14 しかし、恐れてはならない。まだ誰もゴールに到達していないのだから。しかし、あなた方全員がゴールに到達することを、私は約束する。すべての時代の約束者である私は
、疲れを知らない者であり、あなた方の教えを止めることはない。 

15 しかし、急がず、常に自分の良心の光を指針としてください。もし、あなたがまだ自分の中に真理を見いだしていないなら、どうして真理を宣べ伝えることができますか？も

し、あなたが隣人の人生の道にアザミやイバラを残すなら、あなたが私を愛し、兄弟を愛していることをどうやって証明するのでしょうか？ 

16 私の真理である命の流れの水は、静かで、澄んでいて、有益である。しかし、あなたが困っている人に与える水と混同してはならない。これは時に不純物であるからだ。 

17 私の祝福を受けなさい。それは、あなたを苦しめる巨大な渇きを癒す無尽蔵の泉のように、あなたの中にあるように。 

18 私の祝福が、あなた方の病、痛み、苦しみを癒すバームのようになり、発展の道のりで力を失った人々を生き返らせることができますように。 

19 あなた方がより高く霊的に努力するのを助けるために、私は人類の代表として迎える第三時代の使徒の心に私の平和をもたらし、その仲介によって彼女に私の愛に満ちた助け

を与えるのです。 

20 今日、あなた方は人間の心の上にある私の声を聞き、それが新たにあなた方に告げるのです：「互いに愛し合いなさい」と。このように、あなたがたは、第一時代にイスラエ

ルの人々がモーセを通して受けた律法を確認するために、イエスがあなたがたの隣人を自分自身のように愛するように教えたとき、イエスの口を通して主の声を聞いたのである。 

21 モーセはその時、私の口利きで、約束の地の門まであなた方を連れて行ったが、私は彼がそこに入るのを許さなかった。そこであなた方は彼を王としただろうから。しかし、

本当にあなたに言おう、彼の王国もこの世のものではない。- 

約束の地が与えられたのは、民がそこに平和に住み、父に礼拝を捧げるためである。エルサレムでは，その民がエホバのために最初の神殿を建て，そこで神の霊が御自身を知られるように

なりました。あなたはその祭壇に、父との契約の象徴である契約の箱を置き、聖なる間の前で王や学者が首をかしげた。 

22 祭祀行為を任された祭司たちは、はじめは愛に満ちていたが、後に虚栄と欲というかゆい虫が心に入り込み、偽善者、偽善者、世間知らずと化してしまったのだ。その後、次

と々預言者が現れ、メシアの到来を告げたが、彼らは民衆から拒絶され、あざけられ、生贄とされた。 

23 こうして、彼らは血をもってわが来訪を準備した。 
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24 神から出た言葉はすべて実現しなければならないので、メシアは人の間に生まれ、愛し、許し、人の生活を慰めと光で満たすことによって、父の律法を実現し、神への礼拝を

捧げる方法をあなた方に教えたのである。 

25 私は羊飼いとして、狼が奪い始めた羊を集め、羊小屋を示すために来たのだ。私はこの世の旅を通して、人々に愛と、愛から生まれる果実を教え、彼らはそれを奇跡と呼びま

した。これらの作品によって心に信仰を芽生えさせ、それによって真の道を見出させたのです。何千何万という人々がわが言葉とわが業を目撃したが、わが身に直接従ったのはたった12

人であった。 

26 私の旅立ちの時が近づいたとき、私は彼らに言った。エルサレムでは今、過越の祭りが行われている。予言が成就するために、私たちはそこに行く必要がある。それから、私

は弟子たちに最後の警告を与え、私の愛の神聖な火で彼らの精神に印象づけたのです。私は弟子たちとともにエルサレムに行った。私が謙遜で優しいロバに乗って町の門を横切ると、群衆

は-その中には私が癒した病人、再び見た盲人、再び歩いた足なえの人、慰めと希望に満ちた苦難の人たちがいた-

約束の救い主がついに来られたので賛美歌を歌い賛美したのである。その過越祭で、私が生贄の子羊になるとは、誰も知らなかった。 

27 私の入口で、私の視線の光のもとで、心は震え、病人は癒され、彼らの胸からラビに向かって賛美と感謝の言葉が溢れ出たのです。そこで，パリサイ人たちがわたしに近づい

て言った，「主よ，あなたの弟子たちとこの人たちが，祭りの間，町の秩序を乱すので，その騒ぎをやめるように見ていてください」それに対してわたしは答えた，「本当に，もしこの人

たちが静かにしたら，石たちは喜びの声を上げるでしょう」。そのパリサイ人たちは去って行ったが、すでにイエスのなさるわざを恐れて、不安な心で、反逆を煽り始めていたのである。 

28 こうして私は、一時は主の民の聖域であり、後に市場会館と化した神殿の門にたどり着き、その冒涜者をそこから追い出しました。 

29 主のしもべ、律法の教師と言っていた者たちの心と業が、イエスの行いを前にして次第に露わになり、それからは、脅かされた自分たちの力を失わないために、イエスを殺す

ことを要求してきた。 

30 わが弟子の一人は、聖霊の王国について語るわが愛の言葉をしばしば聞き、その心に師の愛撫と愛を感じていたが、その弱さとわが約束への信仰の欠如によって、人間の邪悪

さを受け入れるために開かれた門となり、十字架という形でわが上に落下したのだ。あの人たちは、なんと憎しみをもって、皇帝の臣下が私を十字架につけるよう要求したのです。しかし

、神の子が大きな試練に遭うことは、その謙遜と愛と力を人々に見せるために必要なことでした。 

31 その体の血は地上に降り、神の言葉をこの世に告げた人間の唇は、十字架上の最後の瞬間まで愛と赦しを語ることをやめなかった。そしてキリストは父と一つになった。この

世に聞こえるように人となった「言葉」は、常に神の中にあったからである。 

32 数年後、私の言葉が成就するように、都とその冒涜された神殿は破壊され、その神殿の石は一個も残っていなかった。私は、人の目には王家のように、偉大で壮大なソロモン

の神殿を破壊し、3日で再建できると言っていたのだ。 

33 わたしは永遠であるから、わたしにとって時間は過ぎないのだ。見よ、私は第三の時代、第三の日に、ここに真の神殿の基礎を築き、人間の精神でそれを建てるのだ。 

34 エリヤは、七つの封印の書が解かれ、第六の封印で開かれたことをあなたがたに宣言するために選ばれたのです。私の言葉は、あなたがもはや偶像崇拝に陥らないように、そ

して、私があなたの心に私の神殿を建てることを許すように、あなたの信仰を燃やすために光に満ちて来たのである。見よ、人間の手で作られた作品は滅びるが、御霊の作品は永遠に続く

。 

35 失われた者は発見され、混乱した者は啓発され、すべての者は約束の地へと導く道を見つけることができるのです。 

36 もしあなたが、この地上で私を認めようとせず、鳥がその翼の下に若者を集めるように、私があなたを集めることを許さなかったとしても、私はこの世界を超えて、私の平和

のマントの下であなたを永遠に結びつけます。 

37 私の民よ、私があなた方の間で過ごしたわが生涯を思い出したのは、私が人類の間で過ごした最後の一週間を記念する日が近づいてきたからです。このような時代には、無限

大から自分へのメッセージが降りてくるような気がするものです。 

38 あなたの見るものすべてが、あたかも私のことを語っているかのように見えるのです。太陽、野原、街、人々、すべてがあなたにマスターのことを語りかけているように見え

るのです。それは、記憶があなたに私の存在を再び感じさせて、私はあなたに私の愛のメッセージを新たに送るからです。 

39 この時代、あなたの目が泣きたいなら泣かせればいい。あなたの心が愛に震えているならば、それもまたよしとしよう。 

40 地上の殻が群衆を滅ぼしたキリストは、今日もご自身を現す同じ方です。人が滅ぼしたのは体であって、それを通して語る「言葉」ではなかったのですから。 

41 どんな死が私の歩みを止められるのか、どんな墓が私を引き留めるのか。- 

しかし、あなた方は望むことなく、意識することなく、マスターの本質である真理を心の中に埋めてしまっているのです。あなたの持っているこの身体は、あなたの精神の墓と化している

のです。 

42 聖霊があなたの心の墓標を取り除き、光に満たされて、真の生命がよみがえるようにしてください。 

43 このように、わかりにくいことをわかりやすく説明します。キリストと神聖なる愛は、父なる神そのものです。イエスは神のメッセージを宣べ伝える完全な人であった。彼は

霊化の最高の表現者であり、それゆえ彼はディヴァイン・マスターと呼ばれるのです。 

44 愛する弟子たちよ。私がこの世で成し遂げた業を思うとき、あなたは私に匹敵するにはあまりにも不器用で小さいと感じるでしょう。あれから時間が経ち、振り返ってみると

、精神的にほとんど成長していないことに気づかされます。わがメッセージを直接受け取るため、また、これから起こることを洞察し、霊の特質によって、人類の中であなたを取り囲む対

立、試練、混沌を解決するために、霊的才能を伸ばすことへの憧れと必要性を感じるときがあります。 

45 御霊のまなざしで見つめたいと、どれだけ願っていることでしょう。そして、あなた方は見るでしょう。しかし、あなた方の霊を照らす良心の光に導かれることを許すやいな

や、主の啓示をよりよく理解できることを発見するときだけです。 

46 その間に、このメッセージを勉強して書き留めなさい。この言葉を聞かなくなる時が来て、その時は聖典だけがあなたのために残るのです。 

47 私の言葉を本にし、地上に広めるとき、私の言葉から出たように純粋に印刷されることを望みます。 

48 もし、あなたがこの本をこのように取り入れるならば、そこから人類を啓発する光が流れ出し、その精神的な意味はすべての人に感じられ、理解されるでしょう。 
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49 今回の私のメッセージも、否定され、戦わされることになるでしょう。ある者は、私の示現は何の役にも立たなかったと言うだろう。しかし、悩んではならない。第二時代の

私の仕事も、議論され、否定され、嘲笑された。それでも、次々と心が、霊が、私があなた方の間で受けたその苦しみを認め、感謝しているのである。 

50 昔も今も、「イエスの痛みと私たちの救いとがどう関係するのか」と言う人がいることを、わが民は知っている。彼の苦しみは、私たちに祝福を与えることはできません。"

しかし、真理の霊はあなたに告げる。私は、イエス様を通して、命を奪った人の手に香りをつけるこの香りのよい植物のように、人々の間にいました。 

51 あなたがたが私に与え、私が受け入れたあの十字架は、あなたがたに対する私の愛の証であり、また、あなたがたは私の模範によって自らを救おうとする証であった。私の犠

牲が無用であると知っていたら、それを捧げたとなぜ思うのだ。父の仕事では一粒の種も失われないと言ったのを覚えていないのか？ 

主人の脇腹が開かれたとき、あなた方が永遠に住むために開かれた門を見るようにと、主人は望まれました。その門を最初に見たのは、イエスの体に槍を突き刺した兵士でした。 

52 私の愛は、木こりの斧に香りをつけて、彼の存在を奪う木のようなものです。その体から出る血の一滴一滴がこの人類に広がり、すべてを許し、私の教えの神聖なエッセンス

で彼らの存在を香らせるのです。 

53 しかし、この人類が、その盲目のうちに、その犠牲がその贖いのために十分でなかったと考えるならば、ここに新たにわが言葉がある。そのメッセージをどう解釈すべきかわ

からなかった人間の言葉ではなく、わが教義とわが業績の不滅の本質を教えるわが言葉、すなわち、人類愛のためにゴルゴダで流されたその血の霊的価値を人が理解するための神聖な説明

である。 

54 その犠牲の意味を教えてあげよう。私があなたに属しているように、あなたも私に属しているのだから。 

55 私はいかなる被造物の中にも敵を見たことがない。あなた方は皆、私の子供だからだ。人間の兄弟を指す「敵」という言葉は、それを口にする者の唇を汚す。 

56 ロンギヌス*は私の脇腹を刺し、私は彼の上に血を流したが、それは彼の盲目の目に光となった。 
* ローマ軍の兵士の名前です。 

57 あなた方には、師匠のように、正しく私の弟子と呼ばれるようになってほしいのです。私の遺産は、愛と知恵です。しかし、私を神から引き離そうとしたり、神の外に私を見

ようとしたりしてはならない、私は今も昔も父と一つなのだから。キリストは神聖な愛であることを告げた。それゆえ、私を父から引き離そうとしてはならない。子供たちへの愛がない父

だと思いますか？このアイデアはどこから得たのですか？そのことに、そろそろ気づいてほしいのです。 

58 創造主である神を父と呼ぶことを、だれも恥じることはない。 

59 今まで理解できなかったことを理解できるように、新たに光をもたらしたのだ。 

60 もし私があなたの霊を地上に送る前に、彼らに教えの世界を与えると言ったとしたら、私は今日、彼らに知恵の天国を提供すると言っているのです。 

61 この霊性化の道を歩めば、私が話すこの天国を手に入れることができるのです。 

62 霊の知恵は、決して消えることのない光です。 

63 私は主人です、私は良心を通してあなたに語りかけるキリストです、私だけがあなた方一人一人のところに来ることができる方法で、それはあなたに語りかけるとき、あなた

を愛撫するのです。 

64 ここに私がいて、私が愛の仕事のために一見役に立たないような存在を求めているのを見るが、私が彼らを創ったのだから、私に仕えることは分かっている。 

65 私はあなたの精神、あなたの意志、あなたの心、あなたの心を利用し、あなたが装備と悟りの時に達するまで、つまりあなたを私の道具に変えて利用できるようになるまで、

あなたが賢明な教訓を学べるように、私の教えをあなたに残しているのだ。 

66 私の言葉を通して私があなたを準備するので、この想起の日々を生きてください。地球が人間の恩義に抗い、天が暗くなり、しかし小羊が反乱を起こさなかったその時を振り

返り、浸るのだ。 

67 カルバリの主人の表情は悲しいものでしたが、それであなたを祝福されたのです。その大勢の人々のために、彼は死にに行きましたが、彼らが信仰に生まれるなら、すべての

心の中ですぐによみがえることを知っていました。 

68 エルサレムに行った人は、そういう場所には精神が驚くような雰囲気があって、光さえも不思議に感じると言います。 

69 まことに、良心の声であり、心を震わせる記憶である。イエスはそこで死に、人類はもうイエスを見ることはなかったが、キリストはその存在と力において、いたるところに

現れているのである。 

70 エルサレムを目指す男女のキャラバン隊が、それらの場所に入ると、時に友好的で、時に苦い思い出が浮かんでくる。彼らは、すべてがイエスの存在に浸透していることに気

づくのです。しかし、なぜ物質的な痕跡を求めて遠くまで巡礼に行くのだろうか。誰もがどこにいても、その精神の中に私の神聖なるプレゼンスを持っているからだ。 

71 この教えを通して、皆さんには、兄弟愛、吉報、愛のメッセージ、挨拶、癒しのバームの一滴、すべての兄弟への友情の抱擁を運ぶために出発してほしいと思います。 

72 しかし、最初のエルサレムでは、人間の邪悪さが拷問の十字架の上で私を高めたが、霊的なものとなる新市街では、霊たちが愛の祭壇の上で私を高めるだろう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション20 
1 わがみことばの本は、神と真の愛の本であり、その中に不変の真理を見出すことができる。そこに手を伸ばせば、あなたが成長し、永遠の安らぎを得るための知恵が見つかる

でしょう。その意味を歪め、変える者は罪を犯し、わが完全なる教えに沿わない一語を省き、あるいは加える者は、わが律法に重大な違反を犯すことになるのだ。 

2 このみことばは、私が人間に残す最も美しい遺産であるから、その純粋さを保つようにしなさい。わたしの教えを書きとめ、あなたがたの兄弟に知らせ、忠実にそれを守りな

さい。 

3 明日、人は彼女の中にわが啓示の本質を見いだし、その教えの光で真理の道へと導くだろう。 

4 親から子へ、これらの文章は生ける水の泉として遺され、その流れは無尽蔵に湧き出し、心から心へ伝わっていくことだろう。偉大なる『生命の書』、『霊性の書』で勉強し

なさい。それは、あなた方が時代を通じて受けてきた神聖な啓示を説明するものである。 

5 あらゆる知識を本来の真理に戻すと約束したはずだが？これは、あなたがたに告げられた時だからです。 

6 本当はあなたに言うのです。知識を増やしたいという真の願望をもってわが書の教えを熟考し深化させる者は、その精神のための光を得て、私をより身近に感じることができ

るだろう。 

7 過去の神話も今日の神話も崩れ去り、平凡で偽りのものはすべて倒れるでしょう。 

8 これらの教えの中に、人類は、今日まで霊化の不足のために理解できなかったわが啓示の本質を見出すだろう。古来より、わが使者、使節、通訳を通して、これをあなた方に

託したが、あなた方はこれを神話や伝統として形成することにしか役立たなかった。もし、あなた方が何世紀もの混乱と苦しみを救いたければ、この教えを尊敬と愛情をもって振り返り、

勉強してください。しかし、あなたがたが単にこの本を所有することで満足するならば、あなたがたの任務は果たされないことを覚えておいてほしい。いや、あなたがたを真にわが弟子と

するならば、この本はあなたがたを目覚めさせ、教えるためのものである。私が示した模範と愛と親切心をもって教えてください。 

9 そして、あなたの行いをもって、優しい言葉をもって、良い行いをもって、真の慈悲と愛のまなざしをもって、教えることを決意するのだ。 

10 あなたがたとのこの交わりは、あなたがたの精神にとって忘れがたいものとなるであろう。 

11 愛する弟子たちよ、わが言葉に含まれる神聖な意味を霊的な感性で把握することを学びなさい、それに従えば、決して真の道から外れることはない。 

12 災いなるかな、わが言葉を自分の好みに合わせて解釈する者は、このことで私に責任を負うことになるのだ。 

13 地上では、多くの人々が、父なる神様の愛の業を担う共同作業者としての責任を自覚することなく、真理の改ざんに専念してきました。この審判の時、多くの人は自分が体験

している出来事をどう解釈していいかわからないので、正義はすべての精神の中にあり、この世の巡礼の間に、愛の法則の内外で行ったことの説明を要求しているのです。 

14 これらの書物の中で霊感によって与えられたわが啓示の本質を変えるべき者は、その行為について私に責任を負うことになる。それゆえ、あなた方は正直に進まなければなり

ません。これらの教えは、化身であれ霊体であれ、より偉大な教えを待ち望んでいるわが子たちへの私の愛の遺産なのですから。 

15 あなたが聞く霊的なメッセージは、天の光が、歓喜の状態でそれを知覚する人間の道具を通して顕現したものです。この姿で霊的に姿を現すのはキリストだと信じないのなら

、私に望む名を与えよ。しかし、この唇から流れ出る言葉の本質を感じよ。そうすることによってのみ、平和と善の道へと愛情をこめてあなたを呼ぶ方は、あなたが正しく「神聖なるマス

ター」と呼ぶキリストにほかならないことを悟ることができるのです。 

16 私が全宇宙に閃光のような思いを送るように、あなたも自分のいる完璧な霊的レベルから、兄弟たちの思いや魂に霊的メッセージとして愛を送ることができることを、後に理

解することになるでしょう。 

17 自分自身を愛で満たし、それを精神的に感じて、隣人にそれを表現することができるのです。信仰と霊性を欠いた人々の中で再び混乱に陥らないように、私の教えに無関心で

いてはいけません。 

18 私は、過去にあなた方に与えたのと同じような指示をあなた方に与えている。それを通して、あなた方が自分自身を知り、自分が誰で、何のために創られたのかを知ることが

できるようにするためだ。これが、私を知るための最も確実な一歩となるのです。ですから、私はあなたにお願いします。自分のことも知らないで、どうして父を知ることができようか。 

19 わたしは、あなたがまだ完全に理解できないものである。なぜなら、あなたはまだ肉の中に住み、わたしの戒めを果たしていないからである。あなたは物質の対象であり、同

じように限られた心を持っているので、あなたは物質主義に従って私を研究しているのです。わが律法の定める道から外れて私を研究するのはやめなさい、あなたを迷わせるだけだから。
その代わりに、互いに愛し合うことによって自分自身を知り、時代を超えて私の完璧な教えを形成している神の顕現を研究しなさい。今持っている貧弱で乏しい知識で私を求めようとして

はいけない、それはあなたを混乱に陥れることになる。 

20 人間の自然な状態は、善良で、精神的な平和と彼を取り巻くすべてのものとの調和であることを知ることです。生涯を通じてこれらの美徳を絶え間なく実践し続ける人は、神

を知ることにつながる真の道を歩んでいるのです。しかし、もしこの道から外れて、自分の行動を導くべき法則を忘れてしまったら、人間が常にとどまるべき自然な状態である精神的高揚

の道から遠く離れて生きてきた時間を、涙で埋め合わせなければならなくなるのです。 

21 隣人に対する愛情を感じないから、常に苦痛に苛まれるのだ。あなた方は、「互いに愛し合いなさい」という、あらゆる知恵の中で最も偉大なものを教えてくれるわが戒めを

忘れてしまったのだ。- 人びとよ、神についての研究はどこに向かっているのか。- 

徒党を組んでの戦争、混乱。今日、あなたは自分の血で、涙と絶望で、自分の罪を清める。私の霊はあなたをこのように見ている。それゆえ、無益なことから離れ、わが掟を全うし、兄弟

の中で自らを認めよ。そして、互いの理解と愛の調和の中で、自分の主を認めるのだ。 

22 わが教えは明晰で単純であるが、まず無限を理解しようとすると間違うので、よく考えなさい。 

23 まず兄弟で神様を愛していないのに、どうして神様を愛していると言えるのでしょうか。弟子たちよ、この言葉の良さを心で感じ、その本質が私であり、真理であり、また愛

であることを考えなさい。言葉と文章はあなたのもの、それは人間の仕事です。一方を他方として解釈し、説明すれば、あなたの結論は深く、確実で、正しいものになる。 
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24 私の言葉から癒しのバームを取ることによって、あなたの物質的存在に栄養を与えなさい。あなたの本のページの間に、私の輝きと愛撫がまだ存在していることを見てくださ

い。 

25 今日、あなた方がわが御言葉で受け取ったこの永遠の命のパンを必要としている人々に分け与え、明日、この教えを読むことを通して、その発達の悪さのために救いの希望を

持たない霊たちにそれを提供することを怠ってはならないのです。苦しむ人を憐れみなさい。 

26 あなたがたの兄弟に、わたしの愛のことばを蒔きなさい、あなたがたの心に愛があれば、滅びることはない。もし、この神聖な宝を保存する方法を知っているならば、あなた

方は多くの苦難を免れ、発展していくでしょう。愛する弟子たちよ、兄弟たちが私に近づくのを助けるのです。 

27 人類の中には、苦痛によって自らを清め、あなたからの平和のメッセージを待ち望んでいる人たちがいるのです。この難関を突破するためにマークされた霊の数は無限であり

、計算も想像もつかないと申し上げました。この愛の種をすべての人に残してください。 

28 あなた方は皆、精神的完成の梯子の上を進んでいます。ある者はあなたが現在把握できない発達に達し、ある者はあなたの後を追いかけてきています。 

29 偉大な霊魂は、その闘争によって、その愛によって、その努力によって偉大であり、小さな兄弟、遠い者、怠慢な者との調和を求める。彼らの仕事は高貴であり、私の神性お

よびあなたへの彼らの愛も非常に偉大である。 

30 これらの霊は、自分たちが活動のために、より高度な発展のために創造されたことを知っています。そして、神の子にとって不活発はありえないことを知っています。それゆ

え、これらの無数の生き物は働き、力を発揮し、その闘争を喜び、そうすることで主を称え、隣人の進歩と完成に奉仕することを知っている。 

31 しかし、彼らが送る光、インスピレーション、メッセージを感じ取る感性があれば、彼らがその存在を捧げている無数の職業や高貴な仕事について、うっすらと知ることがで

きるでしょう。 

32 創造主の法則を愛し、尊重している霊たちは、自分のものでないものは決して取らず、禁止されているものには触れず、入ってはいけないとわかっている場所には入らないと

いうことを、あなたは知らなければなりません。 

33 この世で偉大で強力な存在になろうとするあまり、わが教えを少しも尊重せず、科学の鍵で自然の破壊的な力を求め、未知の力への門を開き、このようにして自分たちを取り

巻く自然の調和を破壊している地球の人々は、なんと異なることをしているのだろう。 

34 人間はいつになったら、霊界の賢明な助言に耳を傾け、その霊感に導かれるようになるのでしょうか。 

35 本当に、これだけで、あなたがたに迫っている山の頂上に無事たどり着くことができるのです。そこでは、今、あなたがたのために、あなたがたの苦難を助けるためだけに存

在している霊たちが通るまっすぐで明るい道を目の前にし、あなたがたの父が待っている道の終点に一歩一歩近づいているのを見ることができるのです。 
36 私はあなたにそれらの存在の善良さと霊的な高さについて話したので、彼らもまたあなたと同じように最初から自由意志の賜物、すなわち、創造主の子に対する愛の証である

真の聖なる行動の自由を持っていたことを話さなければなりません。 

37 もし、自由意志を奪われたら、精神はどうなるのでしょう。- 

第一に、それは精神ではないので、最高位にふさわしい被造物ではないでしょう。それは、あなたが作る機械のようなもので、それ自身の生命もなく、知性もなく、意志もなく、願望もな

いものでしょう。 

38 私が皆さんにお知らせしたように、皆さんの科学は、すべてのものにエネルギーがあり、運動があり、変容があることを徐々に発見しています。 

39 もし、調査や研究、実験の自由がなかったら、人類が科学によって発見してきたことをすべて知ることができたでしょうか。さらに、もしあなたの霊がこれらの顕現を妨げて

いることに気づいたなら、あなたはこの霊的顕現をこのように受け取ることができたでしょうか。 

40 あなたは、自由意志のために誤りや間違いに陥ったと私に言います。それに対して私は、この贈り物によって、あなたは開発の初期にスタートした地点から無限に上昇するこ

とができる、と言っているのです。 

41 自由意志とは別に、私は誰も迷わないように、すべての霊にその良心に私の光を与えた。しかし、私の声を聞きたくない者、霊的な光を求めて自分の内面を突き通そうとしな

い者は、すぐに人間生活の無数の美に誘惑され、その霊に対する私の律法の支えを失って、つまずき落ちざるを得なかった。 

42 たった一度の違反が多くの苦痛を伴うのは、不完全さが神の愛と調和していないからです。 

43 献身的に悔い改め、直ちに父なる神様のもとに戻って、自分を清め、今犯した過ちから解放してくれるようにと柔和に願った人たちを、主は限りない愛と憐れみをもって迎え

、その精神を慰め、過ちを償うために送り出し、その任務を確認されたのでした。 

44 最初の不従順の後、すべての人が柔和で悔いのないように帰ってきたと思わないでください。いや、多くの人がプライドや恨みを抱いてやってきた。また、恥ずかしさでいっ

ぱいになり、自分の罪を知りながら、私の前で自分の罪を正当化しようとし、謙遜の証である悔い改めと修正によって自らを清めるどころか、私の愛が規定する法則から外れた、自分流の

人生を自ら作り上げることを選んだ者もいました。 

45 そこで、わが正義が現れたが、彼らを罰するためではなく、彼らを繕うためであり、彼らを滅ぼすためではなく、彼らに自らを完成させる機会を十分に与えることによって、

彼らを永遠に保存するためであった。 

46 その最初の罪人のうち、いまだにその汚れから解放されない者がどれほど多いことだろう。 

47 また、このインストラクションの冒頭でお話しした、あなた方の保護者、主人、助言者、案内人、医師である霊たちの中にも、不従順が引き起こす転落や苦しみの聖杯を経験

した者たちがいることもお伝えします。 

48 私の子供たちよ、彼らを手本として、彼らのように罪から立ち上がりなさい。そうすれば、あなたたちも、父と一緒になってすべての生き物の幸せのために働く神聖な喜びを

感じることができるようになるでしょう。 

49 あなたは、人生のレッスンを受けながら、試練のために進化の道を進んでいるのであり、そのレッスンは、あなたがその道で遭遇する出来事であると理解してください。 
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50 あなた方は鳥のように、この巣を作り、「ひばり」*の到来を待つために集まっているのです。時には嵐が木を鞭打ち、恐る恐る逃げ出し、避難場所を求めて、"なぜ主はこ

れを許されたのか？"と狼狽しながら問いかけます。しかし、師は告げる。このような試練を与えるのは、あなた方が築き上げたものが強固なものか、それともまだ脆弱なものか、あなた

方自身を通して知るためである。 
* 人間の「声の担い手」を通して、主の声を伝える詩的な寓話。 

51 この祈りの家も、あなた方が私の言葉を聞くために集まるすべての場所と同じように、時代の激動に左右されます。それはあなた方にとっての教訓であり、試練であると私は

言っています。 

52 しかし、もし、あなた方が団結して逆境に立ち向かうことができないと考えるなら、自分の手足が役に立たないことを知って、もはや動こうと努力しない足の不自由な人のよ

うになるであろう。もし、あなたの精神に備わっている能力が、その価値を認識する時が来た途端に、疑い、落胆し、自分の精神的な仕事を放棄するならば、何の役に立つのでしょうか。 

53 あなた方が集う場所に試練が降りかかるからと言って、私の存在を疑うのですか？このような場所がなくなっても、私は立ち上がって話すと言うのです。 

54 組み立ての材料となる場所にはマニアックなものを置かないこと。不滅の永遠の神殿は、あなたが心に建てるものだということがわからないのでしょうか。 

55 あなたがたの良心は、あなたがたの仕事の価値が本当なのか、それとも見かけだけなのか、あなたがたの功績は単にあなたがたにそう思われているだけなのか、それともわた

しに届いたのか、安息の時に自分を調べてみてください。 

56 あなたがたは、わが宣言を受け、わが知恵と愛に満ちた文を聞くことを喜びとしているにもかかわらず、来るべき時のために自らを準備しないのである。一方、このメッセー

ジを受け取っていない兄弟たちを見てください。彼らは、たとえやっていることのほとんどが物質的であったとしても、どのように形を整え、働き、築いているのでしょう彼らの努力と団

結力をお手本にしてください。 

57 彼らもまた、反対され、迫害され、非難されるが、それでも私を疑うことはない。しかし、私の新しい弟子と呼ばれ、聖霊としての私の顕現を聞くあなた方は、この集会所が

あなた方の生活に固有の苦難と試練にさらされるのを一瞬でも見たために、疑っているのです。 

58 子供たちは成長して大人になり、やがて親になりますが、あなたたちは精神が子供のままで、知識も愛も増やそうとしません。 

59 創造されたすべてのものには、父の完全性に従って、正確な説明とその存在の理由がある。しかし、あなた方は完全性も正義もその理由も見ていないのだ。作品が自分の理解

したとおりにならないと疑い、希望が実現されないと疑い、苦しみのたびに私を疑い、自然の力が解き放たれるのを見ると、疑いは大きくなる。 

60 もし、あなたが私をあなたの神、父として愛さないのなら、あなたは私をどのような立場に置くのですか。あなたは、私がすべての試練においてあなたに与えるメッセージを

理解することなく、限定的で小さな方法で考えています。私が人生を通して送る教えの意味を解釈すれば、私が誰であるか、そしてそれぞれの教えの理由を知ることができる、と真に告げ

ます。 

61 世の中の読み方を学ぶように、霊の教えとその愛の言葉を理解することを学びなさい。 

62 ある人は、この世はただ肉体のために存在し、肉体の情熱が勝利するために存在すると信じているが、それでは精神の高次の発達を止めてしまうことになる。- 

あなたの意志に従って人生を形作ろうとする、小さくてむなしい人間たちよ。この世は物質のためのものであり、精神のためのものでもあることを理解せよ。それゆえ、私は常に、物質の

法則を満たすと同時に、精神の発達を助けるように教えてきたのだ。問題に縛られていた第2時代の人々に、「神のものは神に、カエサルのものはカエサルに与えよ」と言わざるを得なか

ったのです。 

63 弱さ、惨めさ、不幸、情熱に打ち勝ち、疑いを滅ぼすには、信仰と善行が不可欠であり、それは不可能を克服する徳であり、それに比べれば、困難も達成不可能も影のように

消えていく。 

64 第二の時代に私を信じた人々に、「あなたの信仰があなたを救ったのです」と言ったのです。このように説明したのは、信仰は癒しの力であり、変容させる力であり、その光

は闇を滅ぼすからです。 

65 本当に、本当に、あなたがたに言います。不可能は存在しない。あなたの体調不良のような小さなことでも、真の信仰をもって神に語りかけ、神の存在を信じれば、あなた方

一人ひとりに宿っておられるこの神は、あなたが何を必要とし、何を感じているかを知っておられ、御心に従って与えてくださいます。 

66 私の霊は、私が地上にいたときに宣べ伝え、今日、人間の「口利き」を通じてあなた方に指導している教えの中に現れている。したがって、私の指導はあなた方をリフレッシ

ュさせ、同時にあなた方を強くする。 

67 それゆえ、私の話を聞く大勢の人々の中には、知恵の言葉によって癒され、それが与える慰めによって癒されに来る人もいれば、私の正義と許しと愛の教えを聞いて、罪の重

荷を軽くしに来る人もいるのだ。 

68 このように私の話を聞くとき、痛みで敏感になったあなたの心は震え、あなたが私を医者として呼ぶとき、私はあなたを癒すために近づくのです。 

69 私の愛が慰めのマントのようにあなたの上に広がっていることを感じてください。 

70 私に希望と信頼を置く者は幸いである。私を身近に感じ、あなたの苦しみを心で私に伝えてください。恐れることはない、愛する「羊」よ、誰もあなたのどもりそうな祈りを

理解する方法を知らないのだ。あなたの傷を見せなさい、あなたの苦しみを見せなさい、そこに私の愛と慈悲のバームを置いてあげよう。 

71 私は、あなたが黙って私に託したあなたの苦しみを受け入れます。私との霊的な交わりを行い、あなたの内にある私の存在を深く感じることができるように。 

72 精神の静寂が、情熱の荒波を静めることを体験することができます。あなた方は、この瞬間、声の主たちの仲介で私の話を聞いただけですが、それでも、あなた方の心は、ど

れほど多くのことを私に伝えてきたことでしょう。どれほど多くの苦しみと苦悩が私に届いたことでしょう。恩を仇で返され、切り取られ、忘れ去られる花のように、枯れていく人の心の

なんと多いことか。目に映らない涙、安らぎの瞬間を願って胸に秘めた涙が、どれほど多いことか。男性の痛み、女性の痛み、母親の痛み。私は、私の愛の力ですべてを集める。 

73 私は痛みに直面した弱者を強化し、保護するために来た。しかし、彼らが健康で悟りを開き、強くなったとき、私は彼らが苦しむ人々を慰める姿を見ることになるのだ。あな

た方自身の間に愛があれば、あなた方の世界は、この世界を仮の住処として託された転生・転生の子供たちからはじき出される調和と真実の光で輝くことでしょう。 
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74 私は、純粋ではない唇を通して、もう一度あなた方に語りかけました。しかし、その唇は、私の顕現の瞬間、私の愛の言葉を再現する方法を知っていたのです。私があなたに

話しかけるのは不完全な形だと思わないでください。私は心には来るが、罪深い体には来ない。私の光は、声の主が歓喜のうちに私に心を捧げ、自分の存在を私に委ねたときに近づいてく

る。そして、私は彼を仲介者として使い、限定された人間化された形で大勢の人々の前に現れる。 

75 これは、イエスを通しての私の約束であり、私はそれをあなたがたに果たしたのである。もし私が行かなければ、慰めの霊はあなたがたのところに来ないだろう。もし、私、

イエスが肉体を持って行かなかったら、霊であなたがたに自分自身を知らせるために来ることはできなかったのです。私があなたがたに約束した慰め主、聖霊は、私であり、私のことばで

あり、私の愛のメッセージであるからだ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション21 
1 弟子たちよ、第二の時代に私が教えた祈りの方法を忘れてしまったので、思い出させるために来たのだ。 

2 祈りは、あなたが精神的な高揚を持っていない場合、何も達成しない暗記された言葉を繰り返すよりも、あなたにとってより大きく、より強力なものであるべきです。 

3 言葉だけで祈る癖をつけず、霊で祈りましょう。祈りで祝福し、兄弟に光の思いを送り、自分のことは何も求めず、覚えておきなさいということです。私のものを扱う者は、

常に私を監視者としてその上に置く。 

4 愛を持って蒔いた種は、いろいろな形で返ってきます。 

5 病人を訪ねて「油を注ぎ」、囚人を強め、必要な人に平安を与え、不安な心に慰めを与えてください。 

6 人間は真の慈愛と物質主義を混同しており、それは彼らの行動のすべてに表れていますが、精神の最高の感情の一つを忘れてしまっています。私は、あなたがたが兄弟である

貧しい者たちに、軽蔑し、嫌悪感さえもって、わずかなお金を与えるのを見たことがありますが、あなたがたは、心の中に与えるものがないから、お金のかけらを与えるのです。せめて愛

や助けたいという気持ちで与えるのならともかく、傲慢に、誇大に、困っている人を貶めるような形で与えるのです。もし、あなたが見栄や気後れなしにそれを与えたなら、あなたのコイ

ンは、罪を完全に償う過程にあるこれらの精霊の愛への渇きを一部和らげてくれることでしょう。 

7 このように慈善を理解し、こうした不完全な仕事で良心の声を封じ込め、わが最高の教えの一つを果たしていると信じさせようとする者たちに、私は言う。そうすれば、当分

の間慣れないこの結合の中で、あなた方は自分の中に父に対する善意と感謝の念を感じ、同胞の苦しみを感じて、彼らのために、たとえ愛する人のためだけでも、これを行えば、それはす

でに霊化への一歩となるであろう。 

8 しかし、弟子であり、「幼な子」であるあなたがたは、日々、この声を聞いて、自分の感情をより愛情深いものにしているのだから、私は、私とあなたがたにふさわしい働き

を期待しているのである。 

9 愛していれば、その上に他の恩恵がやってくるのです。 

10 愛があれば、他の人が科学のでこぼこ道で無駄に求めている真理を理解する知恵を与えてくれます。 

11 すべての行動、言葉、思考において、マスターがあなたを導いてくれるように。彼の親切で愛に満ちた模範に従って自分自身を装備することで、あなたは神聖な愛を現すでし

ょう。そうすれば、神と調和することになり、神を身近に感じることができます。 

12 もしあなたが愛するなら、イエスがそうであったように、あなたは優しくなることに成功するでしょう。 

13 もしあなたが愛するなら、物質的なカルトや儀式は必要ありません。なぜなら、あなたの内なる神殿を照らす光があり、その上であなたを襲うあらゆる嵐の波が砕け、人類の

闇が無効化されるからです。 

14 これ以上、神を冒涜してはならない。本当にあなた方に言うが、あなた方が先祖から受け継いで狂信的になっている外面的な礼拝行為を行うとき、神の前に示す忘恩の心は大

きい。 

15 人類はイエスが苦しむのを見たし、イエスの教えと証言はあなたがたに信じられている。なぜ、あなたの彫刻の中で主を十字架につけ続けるのですか？あなたの邪悪な行為の

犠牲者として彼を表示するために費やした世紀は、あなたにとって十分ではありませんか？ 

16 イエスの拷問と死闘の中で私を記念する代わりに、なぜ光と栄光に満ちた私の復活を記念しないのですか？ 

17 十字架上のイエスの姿をした私を描いたあなた方の映像を見て、私が霊であり、全人類の模範として、あなた方が犠牲と呼ぶもの、私が愛の義務と呼ぶものを負ったことを考

えずに、それは弱い者、臆病な者、恐い者だと信じてきた者たちがいるのです。 

18 私が父と一体であったことを考えるとき、私を曲げることのできる武器も権力も拷問もなかったことを思い出してください。しかし、私が人間として苦しみ、血を流し、死ん

だとき、それは私の崇高な謙遜の例をあなたに与えるためでした。 

19 人々はその教訓の偉大さを理解せず、いたるところに十字架にかけられた方の像を建てていますが、これは、愛していると主張する方に対する愛と尊敬を持たずに、主を十字

架にかけ続け、日々主を傷つけ、主が命を捧げた兄弟の心を傷つけているこの人類の恥ずべき姿なのです。 

20 あらゆる信条のわが子たちよ、精神の最も高貴な感情を殺さないように、また外面的な慣習やカルトでそれを和らげようとしないように。見よ、母親は愛する幼な子に捧げる

ものが何もないとき、それを胸に押しつけ、全身の愛で祝福し、口づけで覆い、愛おしそうに見つめ、涙で濡らすが、決して愛の空振りをして欺こうとすることはないのだ。 

21 霊的価値も真理も愛もないカルト的行為に満足し、それで自分の霊を養ったかのように錯覚させながら、実際にはますます真理を知らないということを、私、神聖なる師が認

めるという考えがどこにあるのですか？ 

22 互いに愛し合い、祝福し、赦し、優しく、愛情深く、善良で、高貴であることを学び、そうしなければ、あなた方の生活は、少なくともあなた方の主人であるキリストの業を

反映することにはならないことを理解しなさい。 

23 私はすべての人に語りかけ、何世紀にもわたってあなた方の進化を妨げてきた誤りを破壊するよう呼びかけます。 

24 愛を盾とし、真理を剣とすれば、やがて道は開かれる。愛の種をまくことを恐れてはならない。ピラトもカイファも、もはやわが弟子たちを裁くためにこの世にはいないのだ

から。人生の途上で小さなカルバリーに遭遇しても、それに耐えて勇気と落ち着きと信念の痕跡を残してください。 

25 キリストはあなたがたに模範を示されました。キリストは霊と真理における永遠の師であり、これからもそうであり続けるからです。 

26 真理と慰めの御霊は、人の間に住まわれた愛に満ちたイエスのうちに住まわれた神の御霊であり、イエスが教えてくださったように、あなたが愛し方を知るなら、あなたのう

ちに住まわれるのです。 
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27 私の新しい弟子であるあなたがたは、聞きなさい。すでに第二の時代には、誘惑と誤りに陥らないように、私は最も明瞭にあなた方に私について話した。私が「父と私は一つ

である」と言ったとき、あなたに対する私の愛の中に、私の言葉の中に、そして私の一つ一つの働きの中に、あなたは父の臨在を持っていることを伝えたかったのです。にもかかわらず、

その教義に基づいて後に成立した宗教は、物質主義に陥り、キリストが力と霊であることを忘れて、イエスの姿を表現した図形を作り、それらを通してイエスを崇拝するようになった。 

28 もし私がイエスの姿であなたがたに私を崇拝させたかったのなら、あなたがたに崇拝させるためにイエスの体を残しただろう。しかし、イエスの仕事を終えた後、その体を消

滅させたのなら、なぜ人はそれを崇拝するのだろうか？- 

私の王国は物質的なものではないことをあなたに明かした。しかし、人々はまだ私を地上にとどめようとし、はかない、限られた王国の富と力を私に提供しようとしているのだ。 

29 イエスの中には二つの性質があった。一つは物質的なもの、人間で、マリアの処女の胎内で私の意志によって創造され、私はそれを人の子と呼んだが、もう一つは神的なもの

、霊で、それは神の子と呼ばれるものだった。この（神性）には、イエスの中で語られた父の神言があり、他は単に物質的で目に見えるものであった。 

30 私が大祭司カイアファに尋問され、「あなたがキリスト、メシア、神の子であるかどうか教えてください」と言われたとき、私は「あなたはそう言っています」と答えました

。 

31 私は使徒たちに、自分が来た父のもとに戻ると宣言していた。私は、イエスの祝福された肉体に閉じ込められていた神霊のことを指していたのです。しかし、私が弟子たちに

人の子が引き渡され、十字架につけられると予言したのは、物質的な部分についてだけであり、霊は不死であり、すべての被造物の上にあるので、十字架につけたり殺したりすることは不

可能である。 

32 私があなたの心にわが律法を刻み、あなたの霊にそれを刻み、あなたのうちに支配すると言ったとき、私はわが知恵、わが永遠の存在に言及したのである。あなたの心に入り

込むのはイエスではなく、永遠の言葉であるキリストであり、預言者イザヤの口を通して犠牲の子羊として告げられた方であることを理解しなければならないのです。 

33 イエス様は人間としてあなたの理想であり、完全を実現されました。イエス様の中に、あなたが弟子となるにふさわしい模範があるように、私は、人間がその神のようになる

ためにはどうあるべきかを教えようと思いました。 

34 神は一つであり、キリストは神と一つである。なぜなら、キリストは神格の言葉であり、すべての被造物の父に達することができる唯一の方法だからである。 
35 私の種は人類のすべての精神に蒔かれ、あなたがマスターのようになるまで上昇することができる日が来る。 

36 真理の霊は、神秘を解明する神聖な知恵であり、私の人類への約束を果たすために人類にやってきたのだ。あなた方が生きているのは、これらの現象が起こるべき時代であり

、それを受け取るための霊的な準備ができたからです。 

37 今日、人類を苦しめている悪は、わが掟が成就されていないためであり、人間が神の教えと啓示に物質的な解釈を与えたためであることを認識しなさい。このような誤りを犯

しながら、どうして自分の霊的性質や、全人類を創造主に結びつける神聖な愛の絆に気づくことができたのだろうか。これは、あなたの利己主義、戦争、物質的な快楽への依存がどこから

来るのか、ということです。 

38 神の霊は、枝、世界、葉を存在とする無限の大木のようなものである。幹からすべての枝へ、そして枝から葉へと流れる樹液が同じものであるならば、あなた方すべてを一つ

にまとめ、創造主と融合させる、永遠で神聖なものがあると思いませんか？ 

39 しかし、現世を去る前にその使命を果たすことが、来世でより高い魂の住処を得るために必要なのです。 

40 精神と物質とは異なる二つの性質であり、あなたの存在はこれらから成り立ち、その両方の上に良心がある。前者は光の娘であり、後者は土から来た、物質である。両者は一

つの存在に統合され、良心に導かれて互いに闘い、その中であなたは神の存在を持つのである。この闘いは今まで絶え間なく続きましたが、最後には精神と物質が調和して、わが法がそれ

ぞれに課した任務を果たすことになるでしょう。 

41 また、精神は植物、肉体は大地と考えることもできます。物質に植えられた精神は、人間生活の中で受けた試練や教訓を糧に、成長し、まっすぐになっていくのです。 

42 私はあなた方に自分の精神を根本から知るように教えているのです。人類に押し寄せたこの巨大な物質主義の潮流は、計り知れない精神的な必要性を生み出し、それを切望す

る人々がその渇望を満たすことができる光の源がこの世に必要なのです。 

43 人類を待ち受けているのは、過ぎ去った戦争よりもはるかに恐ろしい、幾多の戦争であろうか。その中で、解き放たれた自然の猛威は、あなた方の武器の轟音と混じり合うだ

ろう。世界はあまりにも小さく、その懐にこれほど大きな破壊を収めることはできないだろう。この結果、人は、苦痛と絶望の極みに達したとき、真の神（愛の道によって来なかった）に

懇願して、神の神聖な平和を求めることになる。そのとき、私、キリスト、みことばは、心の中によみがえる。このときが第三の日であり、私があなたがたに約束したように、神殿を建て

るときに、私の救いの約束を果たすのである。 

44 イエスの墓に座った天使のように、わが神聖なる霊が降りてきて、あなたの心を閉ざしている墓の板を持ち上げ、わが光が人間の最も奥深い部分を照らすことができるように

します。 

45 これは、あなた方が証人となる霊的な夜明けとなる。しかし、わが種と良き知らせは広まる。戦いの時が近づいており、わが子たちは備えなければならないからである。しか

し、この戦いに揺らぎはなく、最後まで戦い抜き、光が人類の暗闇に勝利することを、すでに知っているのです。 

46 弟子たちよ、よく聞きなさい。私が多くの秘密を説明したあなたたちが、私の知恵の書を開くためにあなたに託した鍵を失わないようにね。平和を感じ、それを周囲に伝える
ことができるように。 

47 冷静で純粋な精神の高揚によってのみ、あなたは精神化の種をまくことに成功するのです。 

48 あなたの地上生活のあらゆる波乱の中にあって、わが愛があなたに与える平和の賜物を真にあなたの霊魂の中に持っているならば、あなたは多くの奇跡を行うことができるだ

ろう。 

49 あなたの感覚の繊細さで私を見て、小さな子供が愛する母を感じるように、優しさで私を感じてください。そうすることによってのみ、あなた方は私の教えから流れ出る光の

洪水を受け取り、利用することができるようになるのです。 

50 私と一緒にいる時間が与えてくれる心の奥底の平和の領域に入ることを学び、苦しみや問題を忘れて、私の愛の中で自分を強くすることができるようになる。 
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51 試練に耐えられるように強くなりなさい。そして、あなたのように動揺し、苦しんでいる人類のために祈りなさい。しかし、本当にあなたに言う。私の平和の到来を感じると

き、この平和がすべての人に降りかかっていることを認識するだろう。 

52 あなたは私に、なぜ何度も--

私から恵みを受けるためには、まず試練の中で涙を流さなければならないのか、と問う。しかし、私はあなたがたに言う。皆さんは木のようなものですから、時には病気や痩せた枝があり

、良い実をつけるためには剪定が必要であり、その剪定には痛みを伴うことが必要です。 
53 時にこの切り口は、あなたの精神に感染した悪を破壊するために、根源にまで及んでいます。 

54 今は泣いても、絶望してはいけない。痛みの後には真の健康が待っている。 

55 私があなたがたを悪の道から引き離すとき、たとえあなたがたに私の完全な助言がしばらく理解できなかったとしても、私は大きな慈悲と愛をもってそれを行うのだ。私はあ

なたの中の病気を克服し、健康と喜びに変えます。このようにして私は、物質化した人、混乱した人、善の道から外れた人を、ゆっくりと正しい道に導きます。 

56 彼らがイエスを十字架につけたとき、イエスは愛情をもって処刑人を赦し、彼らの救いを父に求めて命を与えた。その言葉と沈黙によって、彼は彼らに赦しを与え、人類に対

するこれらの無限の愛の証拠は、人が赦しと愛の最も高貴な行いのインスピレーションを得るための無尽蔵の源のように永遠に存在し続けるだろう。 

57 今日も昨日と同じように、この真理と生命の泉を飲ませて、あなたを転落から救い、あなたの道を明るくし、この世の歩みの試練に耐えて、あなたが最高の平安を知る家へと

昇るための足がかりとします。 

58 あなたの創造主を何も恐れるな。しかし、あなたの精神がわが律法によって示された道を歩んでいないなら、あなた自身をもっと恐れよ。 

59 苦悩の聖杯を避けるために、イエスが示した道を探し求めなさい。もしあなたが迷ったり、自ら進んで平和の王国への到着を遅らせたりするなら、それはあなたがそれを望む

からであって、それがわが意志であるからではない。 

60 私のサポートにより、『生命の書』によってあなた方に提供された教えを解釈し、人類を待ち受ける未来について何かを理解できるよう、私を導いてください。 

61 王や領主や、肩書きや権力を誇示する者を恐れてはならない。 

62 私は私の光を知らしめ、あなた方がほとんど聞いたことのない御言葉に変え、文章や証言を通してすべての人が知ることになるようにした。 

63 私の戦争は思想の戦争であり、真実、愛、理性、正義、真の知恵が輝く信念の戦争なのです。 
64 しかし、闘争が最も激しくなったとき、これらのメッセージは神の霊感であり、人々の間に平和をもたらすだけの神の愛の火花であると人間が理解し始めると、このメッセー

ジの意味が理解できるようになります。 

そして、それを実践し、それを知らないすべての人に教えようとする衝動に駆られ、私の教えを取り入れて、あなた方の不従順が引き起こした悪を根絶やしにするのである。 

65 あなたが書かれた御言葉から学び、研究することの上に、私は私の霊感を注いで、あなたが兄弟に与える指示を拡大するようにする。 

66 人の中に、怒りに直面しても平静で、怒った人を愛し、赦し、神がその完全な教えによって自分たちをイエスのような生きた模範に変えてくださったことを愛をもって祝福す

る人々が現れ始めたら、あなた方は人の心の中にキリストの支配が始まったということになるのでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 22 
1 これはイスラエルの民にとって大きな光の時であり、わたしが地上のさまざまな道筋にあるさまざまな住まいの霊魂を目覚めさせ、わが子たちがみな、理解と愛に満ちてわた

しのもとにやってきて、相続財産を受け取るようにするためである。 

2 私は人類の中から、イスラエルの霊が庇護している男性、女性、老人、子供たちを選ぼうとしている。 

3 そして、この第三の時代において、あなた方の霊魂は、人間の心の仲介を通して、わが現存とわが言葉に驚かされた。なぜなら、あなた方は神の言葉であるキリストがこのよ

うな形であなた方に接触するとは思っていなかったからだ。私は預言者たちを通して聖霊としてわが再臨を告げたが、あなたたちはわが到来を期待して見守ることはしなかった。そして今

、あなたたちの間にわが顕現があっても、あなたたちの霊化、神の教えの研究の欠如のために私を認識することはなかった。しかし、私がどのような形であなた方に姿を現そうとも、私は

常に神の本質、プレゼンスと力、真実と愛であることを理解しなければなりません。 

4 では、なぜ、私があなたがたの間で自分を知らせた3回の間に、あなたがたは私を疑ったのですか。わたしは、人類を混乱させるために、わが来臨のしるしと時とを、あなた

がたに隠したのか。- 

いや、確かに！？わが現存を疑う者よ、沈黙を守り、唇を封じ、わが身を人の心を通して知らしめるために来たのは、あなたの主である私であることを告白するまで、たゆまずわが声に耳

を傾けよ。もし私が、あなたと同じような不完全さや弱さを持つ男性や女性を通して自分を知らせるとしたら、それは、私が誰を通して自分を知らせることができるか探した結果、私の栄

光のすべてにおいて自分を明らかにするための貞節で純粋な心が見つからなかったからである。 

5 私は子供たちを探したが、彼らの精神は、肉体は無垢でも、過去の時代に取り入れた悪の連鎖を持ち、この惑星でもう一度人間となったのは、新しい体の殻によって自らを浄

化するためであることを忘れてしまっているのだ。わたしは若者の中に純粋な心を探したが、若者は自分を汚し、その霊に弱さを携えているのを見た。処女の中には誘惑の種がある。古代

人の中には、人生の激動に疲れ果て、混乱している者しかいない。科学者には唯物論と傲慢さがあり、私が自然の秘密を示した後、彼らは偉大な気分になり、この世で神々になろうとした

のです。そして、わが神性のしもべと自称する者たちの中に、私は第三の時代の偽善者とパリサイ人*だけを見出すのだ。 

ですから、あなたがたに言います。わたしは罪人の中から、あなたがたのような「声の担い手」と呼ぶ者を選びました。彼らは、わたしから受けたこの贈り物によって、自分の罪を

取り除き、自分を救うのです。私の光線が降り注いで彼らを照らした瞬間、私は穢れを取り除き、彼らの昇格を受け取ります。彼らがこのように準備されたとき、私は彼らの仲介を通して

あなた方と交信に入り、彼らの歩みを見守るために託された私の霊的奉仕者たちは、彼らを受容し、ふさわしい存在にするのです。 
* 付録の注5をご参照ください。 

6 私は、あなたがシナイ山で初めて聞いたように、目に見える形でわが身を現し、わが声を聞かせることができる。しかし、そのような形で、私とともにどんな信仰の成果を得

ることができるだろうか。- 

ありません。信仰の徳は、あなたの成長の梯子の一段なのですから。しかし、このために私は自分を隠さない。もし私が人間の仲介によって自分を知らせるなら、それは私があなたを愛し

、より高い教えを教え、その完全性によって私を認識することを望むからである。 

7 私の最高傑作である人間の精神に、私は私の神聖な光を置いたのだ。私は、庭師が自分の庭の甘やかされた植物を世話するように、無限の愛情をもって彼を世話した。私は、

あなたが私を知り、あなた自身を知ることができるように、生きるために何も欠けることのないこの生活空間にあなたを置いたのです。私は、あなた方の精神に、あの世の生命を感じる権

限を与え、肉体の感覚において、あなた方がリフレッシュし、完璧になるようにした。そして、この進歩と完成の道において、わが律法の完成を体験し、生涯を通じてますますわれを知り

、愛し、その功徳によってわれに到達するように。 

8 私はあなたに自由意志を与え、良心を授けました。前者は、わが律法の枠内で自由に発展できるようにするため、後者は、善と悪を区別する方法を知るために、わが律法を満

たしているか違反しているかを完全な裁判官として教えてくれるようにするためである。 

9 良心とは、どんなときでもあなたを離れることのない、わが神聖なる霊からの光である。 

10 私は道であり、真理であり、命であり、平和と幸福であり、あなたが私と共にいるという永遠の約束であり、また私のすべての言葉の成就である。 

11 もしあなたが人生に不信を感じ、自分には闘う力がないと思うなら、祈り、私と一体となり、私の愛があなたに認識させる平和の道を歩み続けなさい。自分の過ちを償い、自

分を新たにし、あなたを害する者を赦しなさい。試練に身を委ねれば、人生の激動にもかかわらず、私の強さと私の平和を感じることができる。 

12 主人は急いであなたを教え、その知恵をあなたの心と体に溢れさせようとしている、ほんの短い間だけ、私はこの形であなたに話す。私はあなたに私の言葉を遺産として残し

、あなたがそれを大切に守るようにする。それは真理であり、あなたがそれを本来の純粋な状態で、あなたの善行とともに兄弟に知らせるならば、あなたは精神的な使命を果たしたことに

なります。 

13 私の出発の瞬間に、「主よ、あなたは私たちと別れ、私たちを孤児にするのです」と言う者たちは、私の宣言に対して耳が聞こえず、目も見えず、私の教えを理解しようとし

なかった者たちであろう。 

14 長い間、私はあなた方の崇拝に狂信と偶像崇拝を見てきました。そのため、わたしはあなたがたに、わたしのことばを調べ、あなたがたの霊魂を成長させるようにと頼んだの

である。準備の時間は終わりを告げ、あなた方は私の教えを理解するために一歩を踏み出さなければならないからです。 

15 未熟な者は（聖霊の働きによって）「幼子」となり、幼子は弟子となり、弟子は謙遜、慈愛、知恵の生きた手本となるのです。このような大勢の中にいる者も多いが、学者の

中にも、宗教・宗派の中にも散らばっている。 

16 あなた方の科学の成果については何も想像しないでください。あなた方が科学においてこれほど大きな進歩を遂げた今、人類は最も苦しみ、最も悲惨で、不安で、病気や友愛

の戦争があるのです。 

17 人間はまだ真の科学、すなわち愛の道によって到達する科学を発見していない。 
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18 虚栄心がいかにあなた方の目を曇らせているかを見てください。どの国も地球上で最も偉大な学者を持ちたいと願っています。あなたがたに言うが、科学者たちは主の謎に深

く入り込んでいないのだ。人間が持っている生命に関する知識は、まだまだ表面的なものだと言えるでしょう。 

19 創造の胎内に隠された秘密を知るために、霊的な啓示が人々に光り輝く道を明らかにする時が近づいているのです。わが霊の光は、人間を取り巻く被造物や被造物の自然の力

によって認識され、従順を得ることを可能にする真の科学を習得する道をあなたたちに明らかにし、それによって、人間が大地を征服するというわが意志を実現させるだろう。しかし、そ

れは良心に啓発された人間の精神が、物質の弱点にその力と光を課したときに初めて実現するのである。 

20 自然が愛の法則に導かれているのに、人間が利己的な感情で動いているときに、どうして被造物の諸力や諸要素が人間の意志に従うことができようか？ 

21 人類の理想は、永遠の生命の意味を明らかにする完全な指示の真理に導かれて、正義の道を歩み出すことが必要であり、この指示こそ、ここに与えられた霊的教えであって、

やがてあなたの精神生活と人間生活を一変させることでしょう。 

22 人間だけが、わが言葉を受け取り、その道徳、傾向、願望、理想を変えることができない。それゆえ、私は、一時的に痛みを与えて彼を揺さぶることを許したのだ。しかし、

人間にとって杯が最も苦く、良心の審判の前に自分の誤りを認めるとき、彼らはわが名を呼び、わがもとを求め、失われた羊はわが愛のハードルに戻り、すべてのわが子たちはわが霊の光

に満たされ、新しい生き方を始めるだろう。 

23 私は、地上でのあなた方の作品に誤りを加えるために来たのではありません。そうではなく、あなた方が永遠の相続によってもたらされる完全性に到達することを望んでいる

から、あなた方の誤りを示すのです。あなたの精神は失われることはありません。なぜなら、それは神聖な光の輝きであり、あなたの父であり創造主の姿だからです。 

24 もし、私があなた方の人間的な仕事の栄光のために自らを捧げ、地上の情熱のために無期限に放棄するとしたら、あなた方の精神はどうなるのでしょうか。 

25 私があなたのもとに来たのは、あなたを愛しているからです。もし、私があなた方に厳しいことを言うようであれば、私の正義と愛が私の言葉の中にあるのです。もし私が、
時にあなたを苦しめながらも、私の真実をあなたに知らせるとしたら、それはあなたの救いを願っているからです。 

26 わが言葉を拒絶してはならない。その本質に、今や兄弟間の血生臭い戦場と化したこの涙の谷を、人類というただ一つの家族が暮らす平和の谷に変える奇跡をもたらすことの
できる教えを見出すことができるように、それを理解し、あなたの父があなたに与えた正義と完全と愛の法を実践しなさい。 

27 私はこの世に数人の弟子しか持っておらず、さらにその数は少ないが、神格化された師の姿のような者がいる。しかし、「精神の谷」には多くの弟子がいる。なぜなら、そこ

で最も私の教えを理解することができるからである。そこでは、わが子たち、愛に飢え渇く者たちが、人類に否定されたものを主人から受け取るのです。そこでは、その徳によって、地上

では謙遜のために注目されなかった人々が輝き、偽りの光でこの世を照らした人々が悲しみと悔恨の涙を流すのです。 

28 涙を流しながらも私を祝福し、罪を償ったあなたが地上で望まなかったように、私があなたを迎えるのはあの世なのです。人生の旅路の中で、激しい反抗の瞬間があったとし

ても、それは問題ではありません。あなたが大きな苦痛の日々を過ごし、その中で降伏を示し、わが名を祝福したことを、私は考慮しよう。あなたも、自分の小ささの範囲内で、たとえそ

れが不服従によって引き起こされたとしても、いくつかのゴルゴダを経験したことがあるでしょう。 

29 見よ、神への忠誠と愛のわずかな時間によって、あなたはあの世での生命と恵みの時を手に入れることができるのです。こうして、わが永遠の愛は、人間の短期的な愛に報い

るのです。 

30 倒れても起き上がり、泣いて私を祝福する者、自分の兄弟に傷つけられながら、心の底から私を信頼する者は幸いである。このように小さく、苦しく、あざけられ、しかし柔

和で、そのために強い精神を持つ者たちは、真にわが弟子たちである。 

31 たとえ、軽薄な判断に導かれて反対のことを信じている人がいたとしても、これらの教えを通して、あなたは進化を遂げることができるのですから、喜びなさい。何世紀もの

間、あなた方は宗教や宗派によって分断されてきました。あなた方は常に、自分が知っている以上の何かを知りたいと願ってきたからです。そして、あなた方がいくら信仰を表明しても、

愛の欠如から心は枯れ果てています。しかし、すぐにこの御言葉である「真のいのちの書」から流れ出る完全な愛の周りに結集することになるのです。 

32 あなたは霊的な渇きに耐えかねて、愛の露と純粋な愛情に欠け、枯れているのです。あなたたちは孤独を感じている。だから、私はあなたたちの間で紛れもない私の愛の香り

を発散させるために来たのだ。 

33 弟子たちよ、私の言うことを聞きなさい。そうすれば、あなたがたの心から古い信念を取り去ることができる。キリスト教は、互いに愛し合わず、誤った判断で同胞を辱め、

軽蔑し、脅す信仰に分裂しました。キリストは愛である。 

34 ある人は，エホバを人間の欠点だらけの老人で，復讐心に燃え，残酷で，地上のあなた方の最悪の裁判官よりも恐ろしい存在として描いています。 

35 私は誰かをからかうためにこの話をしているのではなく、あなたの「神聖なる愛」の概念を浄化するために話しているのです。あなたは、過去にどのような形で私を拝んだの
か、今は知りません。 

36 静止する練習をすることで、精神が神を見出すことができるようになるのです。この沈黙は知識の泉のようなもので、そこに入る者はみな、わが知恵の明晰さで満たされる。

静寂は、精神だけがアクセスできる、不滅の壁で囲まれた場所のようなものです。人間は、神とつながることのできる秘密の場所を、常に自分の中に持っている。 

37 場所はどこでもいいのです。山の頂上にいても、谷の底にいても、街の混乱の中にいても、家庭の平和の中にいても、戦いの中にいても、主とつながることができるのです。

あなたが自分の高台の深い沈黙の中で私を求めるとき、瞬時に普遍的で目に見えない神殿の門が開かれ、すべての霊に存在するあなたの父の家にいることを本当に感じることができるよう

になります。 

38 試練の苦しみが重くのしかかり、人生の苦しみが感情を破壊するとき、少しでも安らぎを得たいと熱望するとき、寝室に引きこもり、静寂、野原の孤独を求め、良心に導かれ

て精神を高め、没頭しなさい。静寂は精神の領域であり、肉体の目には見えない領域である。 

39 精神的な歓喜に浸る瞬間、人は高次の感覚が目覚め、直感が働き、インスピレーションが輝き、未来が垣間見え、精神生活が遠くを明確に認識し、以前は実現不可能と思われ

ていたことを可能にすることを達成します。 

40 この聖域、この宝の間の静寂に入りたいのなら、自分で道を用意しなければならない。真の純粋さがあってこそ、そこに入ることができるのだ。 

41 あなたの霊魂に定着し、あなたを預言者やマスターに変えるために、あなたの準備の時を待っていた贈り物や仕事があるのです。 
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42 この宝庫には、過去、現在、未来のすべての存在があり、霊のマナ、永遠の命のパンがあり、私はイエスを通して「これを食べる者は決して死ぬことはない」とお話ししまし

た。 

43 あなたの霊は、私の言葉を聞いてリフレッシュされ、私が育てているこの「働き手」の国の中で、自分の任務を果たす機会を見つけたのです。 

44 同胞の相談に乗り、油を注ぎ、慰めるというこの祝福された仕事に専念しているうちに、どれほど多くの心配事を忘れてしまうことでしょう。 

45 あなたの精神は強められ、身体は回復した。平和と癒しのバームを与える者、あるいは無数の形態の慈善を実践する者は、与えたものが自分の中で倍加するのを見る、と私は

あなたに告げたのである。 

46 そうして、わたしはあなたがたを、世の中の偽りの楽しみ、無益なものから徐々に遠ざけ、あなたがたの心が清く、常にふさわしく、それを通してわたしの助けの愛が貧しい

人々に届くようにし、あなたがたを再びどこにでも蔓延する邪悪なものに感染させないようにするのである。 

47 私の弟子たちのこの内面と外面の純粋さは不可欠である。そうしてこそ、この良い知らせを広めるために出発したときに、兄弟たちから信じてもらえるのだから。健全で純粋

な心があってこそ、そこから良い行いが生まれ、あなたの唇から光の言葉が発せられるのです。 

48 あなたの行く手には、暗闇と混乱が待ち受けています。真実で欺瞞を打ち破る唯一の力となるのは、まさにあなたの真摯な気持ちと純粋な行いでしょう。忘れてはならないの

は、たとえあなたが真理を持たずに仲間に宣言するふりをすることができたとしても、あなたは私を欺くことはできないということです。 
49 あなたの子供たちがこの世に生まれてくるとき、人類に約束された新しい世代である彼らの霊性において、あなたがそれに気づくことができるほど、あなたの変容は深く、真

実でなければなりません：身体と精神が健康で、誘惑の奴隷ではなく、兄弟の嘘の犠牲でもなく、尊厳をもって私を愛し、真実をもって仲間を愛せる存在です。わが教義の敵が、あなたの

種を滅ぼそうと、あなたの足取りを見守る準備をする時が近づいている。しかし、あなたに言っておく。あなたがそれをあなたの聖なる遺産として守るなら、私があなたに託したものを見

守るなら、あなたが愛をもって、わが名において兄弟の心に蒔くものを、どんな力も滅ぼすことはできないだろう」。 

50 わが言葉を適用し、行いをもって説き、良い行いと言葉と思いをもって証ししなさい、そうすれば、あなたの証しはわが指示にふさわしいものになる。 

51 見ていて、祈っていて、いずれ自分を求めてくる人たちを待つべきです。また、正義を渇望している多くの人々は、信仰と平和と愛への欲求が満たされるまで、これらの霊的

な光の源を求めて飲み続けるでしょう。 

52 私の霊はすべての存在を見守り、私はあなたの最後の思いさえも見守っている。 

53 私は、この世の理想と野望のために戦う軍隊の中に、平和を愛する善意の人々が、力によって兵士にされているのを、休息の時に発見したのだ。私の名が唇にのぼると、彼ら

の心からため息がもれ、親や妻や子や兄弟姉妹など身内のことを思い出すと、涙が頬を伝うのです。そして、彼らの精神は、彼らの信仰の聖域以外の神殿もなく、彼らの愛の祭壇以外の祭

壇もなく、彼らの希望の光以外の光もなく、私のもとに舞い上がり、彼らの武器で無意識に引き起こした破壊の許しを請うのである。彼らは、私が彼らを故郷に帰すことを、あるいは、彼

らが敵の一撃に倒れなければならないのなら、せめて彼らが地上に残した者たちを私の慈悲のマントで覆うことを、全身全霊で願い求めているのです。 

54 このようにわが赦しを求める者はみな祝福する。彼らは殺人の罪を犯していないからだ。他の者は殺人者であり、彼らの裁きの時が来れば、彼らが人の命に対して行ったすべ

てのことについて、わが前で答えなければならないのだ。 

55 平和を愛する多くの人々は、なぜ私が戦場や死の場所に導かれることを許したのか、と思っています。これに対して、私はこう言います。もし、彼らの人間の心が、このすべ

ての核心にある理由を理解できなくても、彼らの精神は、それが贖罪を果たすものであることを知っているのだ。 

56 また、愛する人を忘れ、すべての民族を思い、人類の偽りのキリスト教の現実に痛哭する人たちを知っています。彼らは祈りの中で私に呼びかけ、霊的な思索の中で、わが再

臨の約束があること、わが再臨の兆候さえも予言され、書かれていることを思い出すのです。彼らはこの言葉を胸に刻み、それゆえ毎日、わが来臨が「東と西で」*いつになるのかと私に

尋ね、いたるところで、彼らの目がそれを発見することなく印を探し、それゆえ混乱を感じるのである。 
* キリストの再臨に関する詳しい説明は、本書の序章である「聖書の約束の鏡に映るキリストの再臨」の章にあります。 

57 彼らは、すべての徴候がすでに起こったこと、それゆえ、わが霊がこの時代に新たな啓示の段階を現し始めることを知らない。 

58 私の霊の声を聞いて目覚め、私のメッセージの意味を理解せずに「誰が私を呼んだのか」と尋ねたことが何度もあります。また、心の中の直感の光が澄んでいて、驚きに満ち

た行為を成し遂げたケースもある。 

59 負傷者や末期患者のための癒しのバームや、パンや水が奇跡的に実現し、その平和と信頼が最大の危機の瞬間に霊的にも肉体的にも強められることを体験するのである。 

60 これらの出来事は、警戒し、祈りをもって生活する人々に、内心でこう叫ばせています。「主よ、あなたが日々与えてくださるこれらの明白なしるしは、あなたの存在の証明

ではないでしょうか？このことは、今、あなたの霊が、師から弟子へ、あるいは父から子へと、ご自分を伝えるために私たちを求めている証拠ではないでしょうか。" 

61 そう、愛する弟子たちよ、それらは、わが霊があなた方の上に振動している証拠であり、こうして、人々のもとに戻ってくるというわが約束を新たな形で実現するのだ。 

62 あなたがたに私の新たな顕現を示したしるしは、すでに実現した。しかし、私はあなたがたに言う。私の存在を感じますか？新しい時代の到来を感じますか？あなたの心は、
霊的な祈りの中で養われ、良心の光に導かれて、精神が強められるのを感じていますか？もしそうなら、あなたがたにわが存在を示し、預言の成就をあかしするために、なぜ物質的なしる

しが必要なのですか？この時代のファリサイ派や律法学者に任せて、調査してください。わが現存を恐れる祭司の君主たちに、約束されたしるしを求めて宇宙と地上を探させるのだ。信仰

の薄い人たち、霊性を誇る人たち、心が岩より固い人たちのために、彼らは与えられたのです。それは、私の霊的な顕現が人類に光を注ごうとしているときに、自然が角笛のように与えた

サインだったからです。 

63 御父との交わりに捧げられたこの祈りのひとときに、すべての心配事を忘れ、あなたの霊をわが律法の遂行から遠ざけかねない誘惑を拒み、すべての落ち着かなさから霊を解

放しなさい。この崇高な瞬間に、あなたの意志を神の意志とし、天の父の愛に自らを委ねなさい。そして、第二の時代のように、あなた方が奇跡と呼ぶ業が現実となることが起こるのです

。 
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64 あなたの祈りに私の平和が浸透していると感じるとき、それはあなたが私の神性との交わりを得たことのしるしとなるのです。良心はあなたの霊の中で輝く太陽のように輝き

、あなたは聖域の祭壇に聖霊の光を見ることになるでしょう。この瞬間に神の愛に照らされたすべてを見ることができるのです。 

65 そして、永遠の聖域の中に、生命の源であり、真の知恵が流れ出る主の宝庫を見ることになるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 23 
1 良心との平穏を求める人は幸いである。同胞の道にわが平和の種を蒔く者は幸いである。 

2 苦しみや信仰の欠如によって落ち込んだときは、いつでも私のもとに来なさい。私は、あなたに霊的な平安を回復させる光であり、力である。 

3 私がこの姿で現れなくなったら、どこで私の声を聞くのだろう。- あなたの良心に、私はそれを通してあなたに愛の道を示すからです。 

4 世界が霊的混乱の時期を経ているとき、人間が霊的生命の持つ謎を理解せず、その目的を理解し考察する資格があるにもかかわらず、その方法を知らないとき、わが言葉の明

晰さが彼を啓発するためにやってくるのです。人類は、今この瞬間にも、科学者たちがあらゆる時間と知性を費やして、生命が投げかける多くの疑問や疑念に対する答えを自然の中に発見

している事実を目の当たりにしているのです。そして、自然は人間の呼びかけに応え、知恵と愛、そして正義の無尽蔵の源である創造主の証しとなるのです。にもかかわらず、人間に与え

られた自由意志は、わが愛の光に目覚めさせず、精神は自らを解放することのできない唯物論の鎖を引きずり続けているのです。まるで、先祖が残した伝統に慣らされ、進化への一歩を踏

み出すことを恐れているかのようです。人間は自分で考え、信じることを恐れ、他人の伝統に従うことを好み、その結果、わが身を知る自由を奪っているのだ。そのため、彼は後ろ向きに

生きてきた。しかし、今、人類に光の時が来た。光によって、人間は自らの知識を得て、目覚め、進歩し、わが教えの真実に触れて驚くのである。 

5 人類が科学の発展を目の当たりにし、以前なら信じられなかったような発見をしたというのに、なぜ精神の発展を信じることに抵抗があるのでしょうか。なぜ、それを止める

ようなものに硬直し、不活性化するのでしょうか。 

6 この時期の私の教えと私の啓示は、あなた方の発展と調和しているのです。科学者が自分の物質的な仕事と科学にうぬぼれないように、その中に私の啓示と、あなたをあの世

から鼓舞する霊的存在の助けが常に存在しているのですから。しかし、人間には霊的な性質、知性、そして自らの意志が与えられており、自らの努力によって、人間が持つ最高のものであ

る霊の発達と完成を成し遂げることができるのです。霊によって、人は創造主を理解し、その恩恵を理解し、その知恵に感嘆することができるのです。 

7 もし、あなたが地上の知識にうぬぼれるのではなく、私の仕事全体を自分のものとするならば、あなたがたに秘密はなく、あなたがたは自分を兄弟と認め、私があなたがたを

愛するように互いに愛し合うだろう：善意、親切、愛があなたのうちにあり、したがって、父と一致する。 

8 あなた方が自分のことを全能で偉大だと思い、そのためにあなた方の力と科学の限界の上に、本当はすべてを知り、すべてをなしうる方がおられることを告白しようとしない

なら、あなた方はなんと小さいことでしょう。そして、物質であること、物質でしかないことに満足し、取るに足らない存在に見える。なぜなら、生まれ、成長し、その道の痕跡を残さず

に死んでいく、死すべき儚い存在を支配する自然の法則にのみ服従し続けることができるからだ。いつになったら、この状態から抜け出せるのでしょうか。あなた方は、自分が考えた天国

の向こう側を見る努力をし、霊的な功徳によってのみ、父なる神のもとに行くことができるということを悟らなければなりません。 

9 私のもとに行く道を他人が始めるのを待たずに、来て、祈りを捧げなさい。そうすれば、あなたは自分のすべきことを理解し、自分の果たすべき課題を経験することができる

でしょう。私はあなた方が私に近づくよう誘いますが、そのためには、人間の生活の仕事、義務、快楽を放棄する必要はないのです。 

10 あなた方は、人間が人間科学の支配下で生きている時代に地上に来たのですが、この時代にあなた方は霊的な才能を開花させます。 

11 あなたの内面を照らす光は、これから起こるであろうことを予見するのに役立ちます。何事も止まってはいけない、すべては創造と調和して動かなければならない。 

12 私の教えは、単にあなたの物質的な性質を補強するための道徳的なものとして与えているのではありません。 

13 私はあなた方の間に新しい宗教を創設しているわけではない。この教えは、既存の宗教が私の真理に基づいて創設されているのであれば、それを否定するものではない。これ

は、すべての人に向けた神聖な愛のメッセージであり、すべての社会制度への呼びかけでもあるのです。神の意図を理解し、わが戒めを遂行する者は誰でも、自分自身が進歩と精神のより

高い発展へと導かれていることを感じることでしょう。 

人間が自分の人生に持たなければならない精神化を理解しない限り、平和は長い間、世界で現実のものとならないだろう。一方、わが愛の律法を全うする者は、死も、その霊を待ち

受ける裁きも恐れない。あなたの父があなたを裁くのは、あなたの身に死が訪れたときではなく、あなたが自分の行いを自覚し、良心の呵責を感じたときから、この裁きは始まるのだと知

ってください。私の判断は常にあなたの上にあります。しかし、この世界では、肉体の殻の中で、精神は鈍感になり、良心の呼びかけに耳を貸さなくなるのです。 

14 私は、あなたが光に目を開くのを助けるために、あなたを裁き、あなたを罪から解放し、苦痛から贖うのです。 

15 私の判断では、あなたが私にした侮辱を数えることはない。私の判断では、恨みも復讐も、罰さえも現れない。 
16 痛みがあなたの心に入り、最も敏感な場所を打つとき、それはあなたが犯している誤りを指摘するためであり、あなたにわが教えを理解させ、新しい賢明な教訓を与えるため

なのです。それぞれの試練の底には、いつも私の愛が存在しているのです。 

17 ある時は裁判の原因を理解することを許し、ある時はその私の正義の警告の意味を見出すことができない。それは父の仕事とあなた方の精神の生活の中に、人間の心が解き明

かすことができない深い謎があるからである。 

18 私がこれらの教えを与えるのは、あなたが死が訪れるのを待って負債を払い始めるのではなく、あなたの人生があなたにもたらす試練を利用するためであり、あなたがそれを

受け取り、耐える愛と忍耐と高揚によって、あなたの霊がこの世での滞在中に負った罪と不完全性の重荷から解放されて永遠の生命の入り口に到達するかどうかが決まることを知っている

からです。 

19 己の尺度で測れば、己も測られる」と言われたのは遠い昔の話。この法律は、この地上で復讐するため、そしてあらゆる慈愛の感情を押し殺すために、どれほど頻繁に使われ

てきたことだろう。 

20 今、わたしはあなたがたに言う、わたしはこの正義の細胞を手に入れ、あなたがたを、あなたがたの測り方に応じて、それで測る。ただし、説明のために、わたしの裁きのそ

れぞれには、あなたがたを非常に愛している父と、あなたがたの救いのために来た贖い主がおられることをすでに付け加えておかねばなるまい。 

21 その作品によって裁きを下すのは人間であり、時には恐ろしい裁きを下すこともある。そして、あなたが贖罪を担うことができる道を見出すための助けを与えるのは、あなた

の主である。 
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22 まことに、あなたがたに告げます。もし、あまりにつらい償いを避けたいなら、そのうちに悔い改め、兄弟に対する愛とあわれみのわざによって、誠実に人生を新たにするこ

とです。 

23 私は救いの門であり、真の信仰をもって私を求める者には決して閉ざされることのない門であることを理解しなさい。 

24 もしあなたが私の教えが真実であることの証明を望むなら、私に従うためにあなたが私に求める証明は、あなたの目の前にあると私は言う。この証明は何ですか？- 

今日、「私の畑で働く者」として私に仕えるこの男たち、女たちの刷新。 

25 この「一日の仕事」は、時には長くて大変なこともありますが、決して不可能なことではありません。霊能者の弟子の仕事は繊細で困難ですが、達成することは不可能ではあ

りません。 

26 私は、兄弟に奉仕して功徳を積もうとするすべての人に、私の愛の畑を提供します。それを理解した者たちは、種が慈しまれている私の祝福された畑で働く機会を求めて、急

いで私に近づいたのです。 

27 ここで、その功徳は、それを実行する者の利益のために、われが記録することができるように、真実でなければならないのである。他者への見栄は、わたしにとっては何の価

値もない。それゆえ、わたしの労働者は、沈黙して働くこと、謙虚で誠実であること、虚栄を忌み嫌い、決して慈善を知られることがないよう学ぶ。 

28 人々は、日々彼女に仕えるこれらの労働者一人一人の歴史を知らない。彼らは、わがしもべたちがわが弟子と呼ぶに値するようになるための努力、犠牲、断念を知らないので

ある。 

29 霊的な賜物によってあなた方の心に喜びを与え、その言葉によってあなた方にわが癒しを感じさせ、平安を返してくれるこれらの男女の多くは、わがまなざしだけが見ている

心の中に隠れた悲しみを抱えているのです。 

30 この道を歩んだために、どれだけの人が、愛する親族から誤解され、勘当されたことでしょう。そして、彼らは彼らを傷つけ、中傷し、脅かす。しかし、彼らは、怒れる人々

の鞭打ちや投石を感じながらも、愛をもってその任務を遂行し続ける。 

31 なるほど、なぜこの仕事を続けることを控える人がいるのか、その理由を知りたいのですね。それは、彼らが自分の十字架の重荷を負わなかったからではなく、世が彼らを誘

惑し、彼らが誘惑に負けたからである。むしろ、十字架が彼を支えているのです。なぜなら、「労働者」の一歩一歩は、常に無限の平和の内的感覚を伴っているからです。しかし、あなた

は彼らに対して恩知らずな振る舞いをしてはならない。なぜなら、私に従う者の中に私の平安があることを知っているからであり、彼らもあなたと同じ人間だからである。笑顔で穏やかな

姿を見ているからこそ、彼らが自分の役に立ち、奉仕するためにどんな苦しみを味わっているのか、何も知ろうとしないのです。 

32 平和と健康を必要とする人々を受け入れるために、しばしば一時的に仕事を中断する人々に、愛と慈愛をもって報いる方法を誰が知っているのでしょうか。母親が「労働者」

であり、苦しみの中で自分の仕事を果たさなければならないため、一人でいなければならない赤ん坊の揺りかごに、あなたはいつ急ぎましたか？- 

まことに、あなたがたに告げます。私があなたがたに受けることを学ぶようにと呼んだように、あなたがたも兄弟の無償の助けに対して愛をもって報いることを学ぶよう、私はあなたがた

に要求します。 

33 遅刻を理由に不快感を示し、「ダメな労働者」と断罪することはよくあることです。相手の欠点に気づいたときに要求するのは、相手には果たすべき義務があるとわかってい

るからです。 

34 大勢の人々よ、あなたがたに与えられたパンを謙虚に受け取るのではなく、あなたがたに食べ物を差し出そうと伸ばした手と一緒に、それをむさぼり食うのだ。 

35 我が選ばれし者が、自らを清らかに保ち、あなたに仕えるために耐えている苦労を、あなたは知っているだろうか。彼らが警戒を怠らないようにするための試練について、あ

なたは何を知っていますか？しかし、あなた方はまだ彼らを弱いと考え、誘惑が彼らに打ち勝ったという言葉を広めている。それは、あなた方自身が彼らに残した重荷であることを理解せ

ずに、わが仕事において一人ひとりに属する責任の一部を自分自身で負うことを拒否しているからだ。 

36 彼らを通して受け取った多くのものを、あなたはどれほど早く忘れてしまうことでしょう。しかし、あなたがたに真に言うが、あなたがたは互いに愛し合わない限り、私を愛

しているというのは嘘である。 

37 あなた方の物質的な目に見えないところで、わが言葉の宣教に付き添う霊的存在の軍団は、わが教えの真の解釈を与える者たちである。私が各霊*に与えた命令が何であり、

それがどのような形で実行されているかをあなた方が知ることができるように、私は時折、私の指示をあなた方に伝えるための声帯を通じて彼らに語りかけます。私が人間の仲介で話すこ

とは、彼らにとって必要なことだと思いますか？- いや、みんな、今言ったように、彼らの存在を感じ、私の指示を聞くためにだけしているのだ。 
* 

その意味するところは、人間一人ひとりの守護霊です。これらは、まだ転生していない兄弟である私たちに好意を寄せ、私たちを鼓舞し、霊化を促すことによって、神の意志を実現する上級の光の精霊

たちです。 

38 あなたの人生の旅に同行し、援助するために私が運命づけた霊的存在の軍団は、非常に大きく、あなたが想像できないほど大きいです。彼らの中では、絶対的な一致があるの
です。彼らの内に輝く光は知恵と愛であり、彼らが奉献された理想は人類に善をなすことであり、彼らの最大の願いは兄弟を霊化の頂点に導くことである。 

39 彼らが遂行する使命がいかに美しいか、そして、あなた方が彼らの仕事をいかに困難なものにしているかあなた方が霊的兄弟と協力しないのは、無知のせいだとは言えません

。あなた方は、私が声の主を通して彼らに与える指示を聞いているので、彼らの愛と慈愛の使命を知り、彼らがそれを果たすのを助けるよう気を配っているのですから。 

40 あなたはまだ、その光の兄弟の世界と完全に同意することに成功していませんし、彼らと調和する方法を知りません。あなたの霊性の欠如のために、あなたの感覚は、彼らが

地上でのあなたの歩みを導こうとするすべての呼びかけ、警告、インスピレーションを感知することができないのです。 

41 霊性を高めることと物質的な習慣を混同して、彼ら（霊的存在）に近づくのではなく、彼らから遠ざかってしまうことがよくあるのです。呼び出すときは、祈りで引き寄せる

よりも、どんな名前でもいいから呼んだほうが効果的だと考えているんですね。ロウソクを灯したり、大きな声で祈ったりして呼び出せば、より良い準備ができると思っているようだが、

それは誤りである。 

42 確かに、彼らはあなたの呼びかけに急ぎ、あなたの願いを解釈し、あなたに助けを与えてくれますが、彼らの仕事は活発な隣人愛に触発されているからです。 
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43 本当に申し上げますが、あなたの思考が純粋であればあるほど、またあなたの行動が単純で純粋であればあるほど、あなた方の生活における霊界の存在と影響をより明確に認

識することができ、彼らから受ける奇跡はより大きなものとなるでしょう。 

44 もしあなたが彼らを受け入れる十分な準備ができていないなら、これらのあなたの兄弟たちがあなたの不純な仕事に干渉したり、あなたの悪い計画に加わったり、あなたの仲

介によって自分たちの存在を知らしめることができるとは考えないことです。 

45 愛する人々よ、霊性を獲得するためには、祈りと信仰を持たなければなりません。 

46 祈りと信仰は、第一時代にイスラエルの信仰がマナで報われたように、毎日毎日、食卓にパンを並べるという奇跡を起こすのです。 

47 もし他の国があなたがたからパンをだまし取ったら、あなたがたは彼らを赦し、わたしがあなたがたをすべて赦すようにしなさい。 

48 万一、故郷を追われるようなことがあれば、山へ行き、その懐に抱かれ、試練が終わるまでの避難所とするのだ。 

49 初めの時、荒野で大きな試練を経験することによって、人々の信仰が強められたように、この時も何度も試練を受けて、彼らの精神はこの大義のための兵士として必要な力を

得ることになるのです。 

50 この作品の弟子で、試練の時に避難する物質的な集会所をまだ必要とする者がいるだろうか。- 

あなたがたは皆知っているように、あなたがたの父は住むために石の神殿を求めるのではなく、人の霊による聖域と祭壇を求めるのであり、これらの神殿はあなたがたのいるところに一緒

に行くのである。 

51 あなた方の祖先は大きな無知の中で生き、宗教的狂信を養い、そのために精神の進歩はほとんどなかった。あなたがたを照らすこの時代の光を見るために、この地上で彼らに

与えられたのではありません。しかし、彼らも時が来れば、豊かな霊的光を受けるでしょう。 

52 私の教えでは、地上であれ、無限の霊の谷であれ、兄弟と調和するよう指示しています。 

53 これらは、あなたが律法を守るなら、あなたの将来の人生の特徴となるでしょう。しかし、もしあなたが、わたしのことばによって、わたしがあなたのために示した道を歩ま

ないなら、あなたの人生の道はまったく違ったものになる。なぜなら、そのとき、地上に勃発する飢餓、疫病、戦争はあなたを免れないだろう。これらの破壊的な力は、あなたの中に彼ら

を押しとどめるものを見出さないからである。 

54 愛する弟子たちよ、あなた方の生活の中で日々現れる大小すべての試練を利用しなさい。そうすれば、より大きな試練が訪れたとき、それらはハリケーンの突風のように、わ

が律法の実践があなた方に与える揺るぎない力の壁にぶつかって砕けることでしょう。 

55 あなた方の霊的な一致によって、敵に対する防御が祈りであるような民を創り出しなさい。そうすれば、自然の力は猛威を振るうことができる。この民族は、その精神性によ

って、あらゆる波乱を克服する方法を知っているからだ。 

56 男も女も、老人も若者も子供も、立ち上がりなさい。この時代、あなたがたのためにわが言葉が定めた道を歩むために堅く立ち上がりなさい。 

57 新しい世代の形成において、あなたの子供たちがあなたが到達したものより高い発展を遂げ、あなたの不従順が彼らをこの仕事から遠ざけ、彼らが霊化からさらに離れて生き

る原因とならないように、わが掟を全うしなさい。 

58 この「第三の時」に、私はあなた方に足りない温もりを与え、あなた方の生きる道に広がっている冷たさを取り去るために来たのです。あなた方は、エリヤが私の指示で聖霊

の光を受けに来るようにと鳴らした鐘を聞いたのです。 

59 私の存在を感じ、私に耳を傾けながら日々信仰を高め、困難な使命を果たす準備をした第二時代の使徒たちのようになるために、準備をしなさい。 

60 イスラエルよ、世界に対する義務を果たすだけではいけない。あなたがたは父に対する義務を引き受けたのだから、その履行は厳しく、崇高で霊的なものでなければならない

のだ。 

61 私があなた方に教えるのは、あなた方が物質主義から離れ、狂信者や偶像崇拝者となることをやめ、人工の物質を崇拝したり拝んだりしないようにするためである。あなた方

の心の中に、偶像崇拝や狂信、偽りのカルトの根を持ち込まないように。私に届かない供物を私に捧げてはならない。私はただ、あなたの再生と霊化の成就を求めるだけである。 

62 以前の習慣を一新し、振り返らず、あきらめたこと、もうやってはいけないことに目を向けないことです。あなた方は進化の道を歩んでいることを理解し、自らを止めてはな

らない。道は狭く、よく知らなければならない。明日は兄弟を率いてこの道を歩かねばならないのだから、迷って欲しくない。 

63 私は忍耐強い父であり、あなた方の悔い改めと善意を待って、わが恵みとわが慈悲をあなた方に浴びせようとしているのである。 

64 我が声を伝える者たちの、時に不器用な言葉を非難してはならない。もし彼らが準備不足であったなら、この件は私に任せなさい。理解してください。たとえ私が最も不器用

な心で伝えたとしても、あなたは必ずこの言葉の核に精神的な意味、光、真実、指示を見いだすことができます。 

65 この時代には、人類がまだ知らなかった「真の生命の書」の教えが明らかにされるのである。 
66 第三の時代の門を開いたエリヤが、霊を宿して人に語りかける必要がなかったように、私もあなたがたに自分を知らせ、現在霊界に住んでいる多くの存在も同じことをしたの

だ、と私はまことに申し上げる。 

67 彼らは、霊界の物質的に聞こえる顕現が終了する1950年まで、あなた方の権限を持った仲介者を通じてあなた方と交信しますが、それ以降は、人が意識しないうちに、彼

らの唇を通じて、過去の時代の光の霊、解放者、預言者、家父長、恩人、善の使徒、正義の種まき人、あなたの父の神の教えがよく語られ、その子供に対する愛の頂点で霊から霊へと交信

することになるでしょう。 

68 その人たちは、人類の中にいる光の霊的存在の存在に気づき、見守り、祈り、霊化し、それらの使者が近づき、話し、何らかの超人的な仕事をする瞬間を感知できるように準

備するようになるでしょう。 

69 この教えを知る者たちを通して、彼らの代理として話をする必要はないだろう。彼らの存在、影響力、インスピレーションは非常に微妙で、準備のできた人だけが人類の中に

彼らの存在を感知することができるだろう。 

70 地上の民がモーセの存在を感じるのは、一人一人が少しずつ解放されていく時である。 



U 23 

94 

真理から発せられる神の光線が人間の霊的無知の闇を切り裂き、彼らが崇拝してきたすべての偽物を目の前にするとき、さまざまな宗教がエリヤの存在を経験することになります。 

71 世界の支配者たちは、劣化した民衆の支配者であり続けるが、預言者が彼らの陣営に近づき、破壊が近づいているので、祈るために彼らを目覚めさせるとき、ダニエルの霊的

存在を感じるだろう。 

72 精神には限界や物質的な障壁は存在せず、あなた方全員が調和と光の支配するゴールに徐々に近づいていることを理解させるために、すべての目が書かれているように、これ

らの作品の光を見る日が来るのである。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション24 
1 弟子たちよ、あなた方は報酬を期待せずに与えることを学ぶのです。 

2 真の謙虚さを実践すること。それは、高められた精神に内在するものであるがゆえに、心の中の感情に反映される。自分が最後の一人であることを真摯に感じ、決して最初の

一人になろうとしないこと。 

3 あなたを怒らせた人を赦すことを学びなさい。私はペテロに、もし兄弟から70回怒られたら、同じ回数だけ赦さなければならないと言い、小さな罪でも大きな罪でも、常に

そうしなければならないことを理解させたのです。自らをクリスチャンと称しながら、生涯一度も赦すことができなかった者が、この世にどれほど多く存在したことでしょう。 

4 だから、私が光の子と呼ぶすべての人々にお願いします。この崇高な戒律を自分の存在の中で一度でも適用して、赦しを与える側と赦しを受ける側の両方に働く不思議さに気
づいてはどうだろうか。 

5 光は気高さであり、愛であり、精霊の間の理解である。本当に光の子でありたいなら、どのような生き方をしなければならないか、もうわかっているはずです。 

6 だから、もし、あなたが怒られて殴り返されたとしても、両方とも反省しているのであれば、プライドから手を差し伸べてはいけない、謙遜の証として最初に手を差し伸べな

さい。 

7 この人類の中で、私がどのように私の弟子を望んでいると思いますか？- 

純粋で優しい心の持ち主で、仲間の道を模範的に照らし、一人一人が夜空に輝く星のように、兄弟の守り手、導き手になってほしいと思いました。 

8 あなたの心が喜びに満ち、それを悲しむ人々に伝えることができるように、あなたの手から癒しの力が流れ出し、すべての病人に健康をもたらすことができるように、あなた

の唇がわが言葉をその本来の純粋さと霊的意味をもって伝えることができるように、そうすれば、あなたの模範によって過ちを犯した人々を救済することができるようにと。 

9 第二の時代、私が贖罪者として約束したわが民が住み、物質主義のためにわが現存に気づかない都市を見て、私はあなたに言った：「エルサレム、エルサレム、預言者を殺し

、使者を見誤った者よ、鳥が子を覆うように私は何度あなたの子を集めようとしたか、しかしあなたは私に従おうとしない」。 

10 しかし、わたしの愛は人間の無情に負けることはなかった。それを証明するために、あなたがたは再びわたしをここに迎えるのだ。しかし、私はまた、この時代に私の新しい

審判者となる人々を祝福する。明日、彼らは私を信じる人々を迫害したタルソのサウロのような信者であり、悔い改めて私のもとに来ることを保証する。そうすれば、その後、愛と信仰に

満たされて、彼らは出て行って兄弟の間に真理の種を撒くだろう」。 

11 私の光は人の心を照らします。私は、あなた方より前にいた別の民の中にその当時いたように、この民の中に来ているのであり、その民について、あなた方は霊的に彼らに属

していると私は言った。その中で、どれだけの人が私を見誤ったことでしょう。彼らが叫んだとき、その心はどれほど硬くなっていたことでしょう。彼をはりつけにしろ！祝福された十字

架刑、それは神の愛がその子らのためになしうること、そして人間の忘恩がなしうることを証明するものであったからである。 

12 彼らの多くは病気で、目が見えず、憑依されていた。彼らは自分のしていることを知らなかったので、私を非難したのだ。今もなお、わが愛の道を歩まない者はみな、自分が

何をしているのか、まだ知らないのだ。人間の邪悪さは、私がイエスを通して蒔いた愛に終止符を打とうとしましたが、何世紀もの間、その名もなき忘恩のために何百万人もの人々が涙を

流してきました。しかし、わたしのために泣く者たちは、わたしを十字架につけた者たちを憎み、呪っている。私は憎まない、呪わない、罰しない。これらの感情は、私の神霊には存在し

ませんが、私はあなた方の世俗的な管轄の中にそれらを見ます。 

13 私はあなたに、愛すること、許すこと、あなたを傷つけた人のために祈ること、そして彼らを祝福することを教えました。 

14 もし、あなたが誰にも言わずに、常にそのような仕事を生活の中で行い、その実行を心から感じていれば、あなたは自分の罪の償いのために多くのことを成し遂げ、それらを

通して、つまりあなたの純粋な思いによって、あなたは光を受け取ることができるのです。これがわが言葉の教えであり、これが霊が沈黙のうちに、見せびらかすことなく働くべき方法な

のです。 

15 もし、あなたの心から光のアイデアや思いが湧き出れば、それは目的地に到達し、有益な使命を果たすことができます。もし、善の思いの代わりに、不浄の発露があなたの心

から発せられたら、あなたがそれを送る先々で害を及ぼすだけです。思考もまた作品であり、あなたの良心に存在する書物に書かれたままであると、私はあなたに告げます。 

16 あなたの行いが善であろうと悪であろうと、兄弟のために願ったことの何倍ものものが返ってくるのです。あなた方は、隣人の一人に悪事を働くより、自分自身に悪事を働く

方がよいでしょう。 

17 だから、『第二の時代』に「蒔いたものは刈り取る」と言ったのです。現世での自分の経験を認識し、収穫は蒔いた種と同じものを与えるが、それは倍増することを覚える必

要があるからです。 

18 人類よ、あなた方は師の教えを考え、感じ、生きようとしなかったのだ。 

19 第二の時代にわが言葉をあなたたちに遺したわが弟子たちの著作が堕落してあなたたちの手に渡れば、どれが真のイエスの言葉であるかを認識させる。あなたの良心は、わが

愛の神聖な協調に調和しないものを偽物と見抜くだろう。 

20 あなた方は私の教えをざっと読んだだけで、自分の好みに合わせて解釈してきた。そして、人がヘロデからピラトまで私を再び連れてくる新しい本を探す。しかし、神の師が

告げたあの愛の言葉、あの単純な教えは、そこにはほとんど見出せないだろう。 

21 ある者は私を神とし、ある者は人とし、ある者は私を神と呼び、ある者は人間の預言者と呼び、ある者は私を神の子とし、ある者はダビデの子と見なすのです。ある者は私を

予言者と呼び、ある者は扇動者と呼ぶ。ある者は、私は至高者によって啓発されていると言い、ある者は、私は悪魔と契約していると言い、そうしてこの人類は、恐るべきピラトのように

、私の上に新しいJ.N.R.J.を置くために私の名を追いかけるのだ。 

22 あなた方は、私の言葉と私の業に基づいて私を裁くが、「互いに愛し合う」ことを実践する努力はしていない。お前たちは、この崇高な教えを実践することを恐れている。そ

れは、兄弟たちの嘲笑を考えているからだ。 

23 もし私がカルバリーへの登攀や十字架に恐怖を感じていたなら、あなた方はまだメシアを待っていることでしょう。 
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24 単純なことを複雑にして神学にのめりこまないでください。神、真理を物質的な書物の中に保持するふりをする人たちのようにならないでください。 

25 易を難とせず、大を減じず、小を増さず。教えずに教師になってはいけないし、愛情を持たずに敬虔な者になってはいけない。 

26 今日、愛を放つ神聖な思いとしてあなたのもとにやってくるあなたの父を求めなさい。ここに見よ、わが光よ、すべての人々の言葉となれ。 

27 それは、人間の心を暗くするベールを引き裂くために、愛のメッセージとしてやってくる聖霊の光である。 

28 もしあなたが善意でこの言葉に含まれる知識を求め、その精神的な意味を見いだすならば、あなたは真理を見いだしたことになる。 

29 この教えの光は、あなたが進むべき道を示す星となるでしょう。立ち止まってはいけない。立ち止まることは、精神の道を歩む兄弟の歩みを止めることになるからだ。 

30 私は、霊的にあなたを阻害する習慣を奨励しません。あなたはしばしば絶妙な言葉の偽りの魅力でそれらを偽装しますが、その核心には無知と混乱が含まれています。 

31 私があなた方の前に開くこの本は、霊魂のための極上の宴のようなものです。そのエッセンスは、ひとたびあなた方の心に入り込めば、あなた方がメシア、つまり人として父

に完全な愛の敬愛を示したマスターに倣って生きるための変容をもたらすことでしょう。あなたはいつ、同じように主をほめたたえることができるでしょうか。 

32 あなた方はこの世で情熱を燃やし、偶像を崇拝してきた。しかし、無限の神とあなた方の兄弟の中にいる神は、いつなのか。 

33 ベツレヘムの羊飼いたちが聞いた「善意の人々に、地上に平和を」という言葉を、あなた方は2000年近くも繰り返してきたのです。あなたがたに言うが、あなたがたはむ

しろその逆を行ったのだ。 

34 あなた方はこの文章を繰り返す権利を失いました。ですから、今日、私は新しい言葉と教えを持って来ました。それは、あなた方の心に刷り込む文章やフレーズではなく、私

の教えの霊的意味を、あなた方の心と精神に浸透させるためのものなのです。しかし、あなたがそれを感じない限り、何の効果もないことを知っていてください。親しみと謙虚さをもって

語り、心に響くのを感じれば、私はあなたの全身を震わせるような形で答えるだろう。 

35 したがって、私の教えは彼らのためのものでもあり、彼らがあらゆる無用な考え、狂信、古い偏見、そして彼らが受けるインスピレーションを妨げる可能性のあるすべてのも

のを取り除くことに成功するためのものである。時が経つにつれて、新しい、より良い準備をした人々が私の話を聞きに来るようになるのです。 

36 あなたの心を私に向けなさい、愛する声の担い手たちよ、あなたの歓喜の中で、主の教えが大きく、純粋に知られるようにと主に願いなさい、私の意志があなたの中で達成さ

れるようにしなさい、そしてあなたの口から、これらの大群を愛と真理の道へと導く教えが出ることを経験するでしょう。 

37 わが民よ、かつて教えられた迷信を捨て、真の信仰をもって私に祈りなさい。私はすべての待ち伏せからあなた方を救い出し、あなた方に守護天使を遣わす。 

38 神の法則は無限であり、すべてを包含し、すべての被造物間の調和である。この法則は、精神的なものだけに関係するものではありません。 

39 律法の戒律、霊的な美徳の名前、イエスの教義や言葉を暗記するのは喜ばしいことですが、私はあなたに言います：あなたはこれらすべてを感じなければなりません。 

知ることは感じることではありません。わが真理を所有しようとする者は、わが真理を心に深く感じなければならない。 

40 あなた方は崇高な考え、善行を考えているが、わが意志のとおりに実行しない。なぜなら、それを感じないからであり、したがって、人がそれを達成したときに残る「神の味

」を知らないのだ。真摯に実行しないのは、できると信じていないからであり、できないのは、やりたくないからである。そして、善を行うためには、人は愛さなければならないからです

。 

41 愛する者は理解し、学ぶ者は意志を持ち、意志を持つ者は多くのことができるようになる。言っておくが、霊の力を尽くして愛さない者は、霊的な高みも知恵もなく、偉大な

業を成し遂げることもないだろう。 

42 最高の法則である霊的法則から逸脱した者は、人間もほとんど知らない下位の法則や物質的法則の支配下に置かれます。しかし、最高の法則に従い、それと調和を保つ者は、

あなた方が自然と呼ぶあらゆる秩序の上にあり、科学や宗教の中に見出した知識しか持たない者よりも、より多くを感じ、理解することができます。 

43 だからこそ、イエスはあなた方が奇跡と呼ぶ業であなた方を驚かせ、愛から与えられた教えを認識させたのです。すべての創造物の中に振動する神聖なものには、超自然的な

ものも矛盾するものもないことを理解すること。 

44 あなたは、この苦難と波乱に満ちた人生を巡礼すること、つまり、子供が不満や病気になったときに子供のように振る舞うことが、創造主の愛と相容れないことに気づくので

す。あなた方は自分の苦しみに永久に不満を抱きながら生きていますが、これはあなた方の不従順と掟の違反、そしてあなた方が「自由意志」と呼ぶ、わが愛が与えた自由を乱用した当然

の結果なのです。 

45 この教えは、自分の頭で理解できるものなので、真理と見なすことを拒否しているのです。 

46 更新と完成の理想だけが、あなたを真実の道に戻らせるのです。 

神の律法の解釈者であると自負している人々は、あなた方の堕落と不道徳のために地獄の苦しみが待っており、あなた方が悔い改めを表明し、肉を屠り傷つけ、物質的犠牲を神に捧

げてこそ、神はあなた方を許し神の王国に連れて行くと言う--本当にあなたに言う、彼らは間違っているのだ。 

47 神聖な啓示の偉大なマスターと賞賛し、私が混乱していると考える人々に導かれ、男たちよ、どこに行き着くのか？それゆえ、私はこの教義の光であなた方を救うために来た

のであり、それはあなた方をわが愛の道へと進ませるものである。 

48 この時、私はあなた方に熟考するための新しい教え、あなた方を救済し高揚させる愛の教え、苦いけれどもあなた方の道の光となる真理を授けます。 

49 この時代のスピリチュアリズム*は、かつてのキリスト教のように、猛烈に、残酷に、怒りをもって戦い、迫害されるでしょう。しかし、その戦いの中に霊的なものが現れ、

奇跡を行い、心を征服するのでしょう。 
* 霊の教えを、精神主義と混同してはならない。U 19, 7の脚注も参照。 

50 物質主義、利己主義、傲慢、世間への愛が、この啓示に対抗する力となるであろう。今、私があなた方に啓示し、あなた方がスピリチュアリズムという名を与えている教えは

、第一回と第二回の時にあなた方に啓示された法則と教えの本質です。 

51 人類はこの教えの真理、その正義、それが明らかにする無限の知識を理解するとき、あらゆる恐怖、あらゆる偏見を心から追い出し、これを人生の指針とすることでしょう。 
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52 わが律法は奴隷にしない、わが言葉は解放する。私を信じ、私に従う者は、奴隷ではなく、この世の情念に服することをやめ、もはやこの世のものではなく、自分自身の主人

となり、誘惑に打ち勝ち、この世は彼の足元に横たわるのです。 

53 地球の人々や国々よ、他の解決策を期待してはならない。平和条約を結ぶことはできるでしょうが、その平和が良心の光を基礎としていない限り、あなた方は愚かであり、砂

の上に建てることになりますよ。 

54 第二の時代には、「金持ちが天の国に入るよりも、らくだが針の穴を通る方が簡単だ」と言ったが、今日、あなた方の目の前にそれがあるのだ。権力者は富で平和を買おうと

して、それを実現しない。 

55 こうして人類は、人間の生活には精神的な財が不可欠であり、お金では手に入らないが、精神化によって得られる財であることを理解するようになるのです。 

56 スピリチュアライゼーションとは、神秘主義*ではなく、感情の高揚、心の善良さ、行動における正義、隣人愛という意味です。 
* 宗教は誇張された歓喜の形へと堕落していく。 

57 この慈悲と愛の教えを与えるために、私はあなたがたの人間性を身につけず、宮殿や虚栄心の中、贅沢品に囲まれた場所で自分を知らしめることもしなかったのです。あなた

の街の貧しい地区で、貧しい人々の間で、謙虚な人々の間で、私はあなたのところに来たのです。 

58 この人類は、ある部分では発展しているが、真の神殿があるその内部を探検できていないため、精神的に深い無気力の中に生きているのである。この聖域は見捨てられ、その

灯は点かず、その祭壇は供え物もない。これはいったい何のためなのでしょうか？- 

人間は長い間、外的なカルトを餌にして、完全に精神的であるべきものを置き換えてきたという事実に対して。 

59 彼は儀式や伝統、祝宴、物質的な供物で精神の欲求を満たそうとしたのだ。高揚感や精神性を含んだ作品だけが、真に魂を強くし、滋養を与えることができるのだ、と。 

60 しかし、あなたがたが私やあなたがたにふさわしいものを私に差し出せば、父にとってもあなたがたにとっても、より正しく喜ばれることだと思わないか。 

61 多くの人々や国々は、いまだに物質的な犠牲を捧げることで私を喜ばせていると考えています。彼らは、典礼の華やかさと壮大さが大きければ大きいほど、主との喜びが大き

くなり、主から得られる利益が大きくなると考えています。これは、彼らが、人間として私が虚栄と実体のないものすべてを敬遠していたとすれば、私が霊においてあなた方に自分自身を

知らせた今、私は人からさらに物質的ではない物や儀式を受け入れるだろう、との思いを忘れたためなのです。 

62 いつになったら、わが律法を真に解釈することができるようになるのか。いつになったら、この人類はわが戒律を犯し、歪曲することをやめるのだろうか。 

63 私はこの時間を、太古の昔からあなた方に啓示されてきた霊的な教えを振り返るために提供します。 

64 習慣、悪徳、迷信、伝統、狂信、偶像崇拝から自らを解放しなさい。私は、あなた方が自らを霊化できるように、あなた方の純粋さを見たい。あなた方の中で私の光が輝ける

ように、あなた方の謙虚さを見たい。 

65 かつてエルサレムやローマの地が、主が御自身を知られる場所として、人々にとって約束の地、恵みの源であったように、私はこの貧しくへりくだった国民に、この時代の高

い使命を課したのである。彼女は準備しなければならない。わが顕現の反響とわが奇跡の噂と証人たちの熱狂の両方が、人々の注意を彼女に引きつけるからである。 

66 最初に来るのは貧しい者、無知な者、困窮した者、狡猾な者、召使い、正義に飢え渇く者であり、後に疑う者、主人、科学者が来るだろう。 

67 見て、祈って、大群衆の来襲に備えよ。あなたの仕事に用心し、寝室の静寂の中で祈り、あるいは、私と結ばれる瞬間があなたを驚かせるところならどこでも、そこで私はあ

なたとともにいるのである。 

68 私はあなた方に、世間での義務から離れなさいというのではなく、法に反するものから離れなさい、つまり、不要なもの、役に立たないものを生活から排除し、許されるもの

を適度に利用しなさいというのであります。 

69 あなたが自由意志を使って、物質的な快楽を追い求めたとき、あなたに何がもたらされたでしょうか。- 痛みと失望だけ。 

70 新しいエルサレムから、私はこの人間性を感じることなく見ています。私を待ち望んでいた少数の者、そして私に従う者たちは、私が聖霊として再び来たこと、そして現在、

私が人の心を通して彼らに語りかけていることを知っているのである。私がどうやって世界の国々を見つけるか知っていますか？- 

国民に騙される、失望する。誰もそれ以上相手に尋ねないのは、自分が隣人の愛に期待するものは何もなく、自分の手が空っぽであることを知っているからだ。今、唯物論が支配し、すべ

ての善と高きもののうち、ごくかすかな光の反射が残るのみである。 

71 私がこのように話すのを不思議に思い、私があなたに厳しくしていると考えているのでしょう。 

72 人類が民族や人種に分けられるのは、原始的なことだと思いませんか？あなた方が誇りにしている文明の進歩が本当なら、暴力と邪悪の法則はもはや支配せず、あなた方の生

活のすべての行為は良心の法則に支配されることになるのに、反省しないのですか。- 

そして、あなた方、この裁きから自分を排除してはならない。あなた方の中にさえ、私は葛藤と分裂を発見している。 

73 古来、私はあなたがたに裁きのことを話してきた。これは、預言者たちがあたかも一日のように描いた予言の時である。 
74 あなたの神の言葉は、王の言葉であり、退くことはない。同じように何千年も経過していることが重要なのでしょうか？父なる神の意志は不変であり、必ず成就されなければ

ならない。 

75 もし、人がわが言葉を信じるほかに、注意深く観察し、祈る方法を知っていたならば、決して驚かないであろう。しかし、人は信仰を持たず、忘れ、信じず、試練が訪れると

、それを罰、復讐、あるいは神の怒りのためとする。それに対して私は、すべての裁判は事前に発表され、あなた方が準備することができるようにと言います。そのため、常に警戒を怠ら

ないようにしなければなりません。 

76 大洪水、火による都市の破壊、敵の侵略、災い、疫病、飢饉などの試練は、地上のすべての民に予言されたので、あなたがたは覚悟して驚かないようにしなさい。今日と同じ

ように、神の愛のメッセージは常に警戒と準備のために降り、人々が目覚め、準備し、強くなるようにと願っています。 

77 霊の賜物と人間の持つ能力によって、私のメッセージはその人の心に届くのです。これらのギフトは、霊的なビジョン、予感、直感、予知夢です。 
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78 ではなぜ、ほとんどの場合、準備不足のまま試練が襲ってくるのでしょうか。- 

それは、私がメッセージを送れなかったからではなく、あなた方の祈りと霊化が足りなかったからです。 

79 私は、全人類に非常に大きな試練が迫っていることをお話ししました。その試練は、何世紀にもわたる全歴史の中で、これほどまでに大きなものはありませんでした。今、あ

なた方は理解しなければならないのは、私があなた方すべての心に語りかけ、さまざまな形でメッセージと警告を送り、人々が私のたとえ話の賢い処女のように、わが律法に反映し、警戒

するようにすることである。 

80 世界の民衆や様々な国々が私に耳を傾けるだろうか。この民は、私がこのような形で自らを知らしめる私に耳を傾けるだろうか。しかし、父としての私の義務は、私の子供た

ちの方法で、彼らの救いのためのすべての手段を提供することである。 

81 人々よ、この言葉を忘れてはならない、眠ってはならない、私の愛の呼びかけに心の扉を閉じてはならない。あなたの思いをスピリチュアルなメッセージとして兄弟の心に送

り、この光のメッセンジャーとなりなさい。 

82 私がなぜ「見て祈れ」と繰り返しているのか、その理由がよくお分かりいただけると思います。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 25 
1 エリヤの霊が天の鐘のようにあなたを起こしたので、あなたは私の言葉を聞きに来るはずです。 

2 この日、父なる神様が私たちに与えてくださるのは、どんな食べ物だろう？今日の教訓は何だろう？ 

3 本当にあなたがたに告げます。ある女が重病人を家に残して、わたしの話を聞こうとしました。あなたが家に帰るとき、病人はベッドから離れ、彼自身がドアを開けて、治っ

たという良い知らせをあなたに伝えるでしょう。地上の財を捨ててわたしと一緒になる人は皆、残されたものを見守る者を持つのであって、これはわたしです。 

4 私は、大きな痛みに苦しみながら、絶望することも、私を冒涜することもなく、黙って涙を流す人たちを見る。彼らは、私の王国に到達するためには功徳を積む必要があるこ

とを知り、謙虚に試練を受け入れました。 

5 私は、人間の闘争の様々な道を歩むあなた方を見ている。そこで私は、あなた方の道を横切り、あなた方に尋ねる巡礼者に姿を変えた。"どこへ行くのか？"ある者は「沈黙

を求めて」と答えるが、ある者は「パンを求めて」と言う。そうすれば、兄弟たちが慈愛と好意をもってあなたがたを迎えることができるように、主人は先に行き、あなたがたのたたく戸

口に呼びかける。だから、あなたがノックしたとき、石のようだった心が動いたのがわかった。 

6 人生の途上で遭遇する試練は、偶然のものではなく、あなたが功徳を積めるようにと、私が送り込んだものである。木の葉もわが意志なしには動かず、創造の大業にも小業に

も、私がいる。それぞれの試練から刈り取るべき果実が何であるかを理解するようになり、贖罪の時間が短くなるように、見守り、祈りなさい。愛をもってあなたの十字架を負いなさい。

そうすれば、私はあなたの贖罪を忍耐をもって負わせることができるでしょう。 

7 これは3度目の正直で、「互いに愛し合いなさい」ということです。あなたがたは、御霊のうちにいる者を愛し、あわれみなさい、彼らもあなたがたの兄弟なのだから。 

8 剣で殺す者は剣で滅びる」と言われた時代は、どれほど遠ざかったことでしょう。"あなたの測るキュビットで、あなたも測られる"。今日、私はあなたに言います。本当に

悔い改め、慈悲と赦しと愛の業で汚れを洗い流しましょう。 

9 あらゆる方法から、私は一つの教訓を与えるためにあなたを呼びました。わたしの食卓には、ある者はより良いものを、ある者はより良いものを食べたことがない。わたしは

一つのパンと一つのぶどう酒をすべての人に提供した。私の食卓には、主人も亡者も、金持ちも貧乏人も、罪人も敬虔な者も座っている。私は、誠実に生きてきた人も、汚れた精神でやっ

てくる人も受け入れてきました。これは、あなた方の人生の旅路において、決して兄弟を贔屓しないようにと教えたものである。 

10 優越感に浸っている人には謙虚になり、自分が小さいと思ってあなたの前にへりくだる人には、自分があなたより劣っていないことを理解させましょう。 

11 愛の無限の力を理解するためには、私の教えを実践することが必要なのです。愛とは、罪深い人間を私の弟子に変える癒しの力です。愛とは、永遠の命の本質です。 

12 なぜ、このような形で私たちに語りかけ、精神の発達の道を導く必要があるのだろうかと、私に尋ねる者がいる。- 

本当にあなたがたに言う。あなたが聞くこの言葉は、私の知恵が書かれた本である。 

13 なぜ、私があなたの前でこの本を開いたのか？- 人間に多くの秘密を明かし、無知の暗闇に光をもたらすこと。 

14 実を言えば、権力者はすべてを行うことができず、学者もすべてを知っているわけではなく、神学者も真に私を知っているわけではないのです。 

15 そのため、私は人類の主人として新たにやってきて、あなた方の心を啓発し、偉大な啓示を理解できるようにした。ただし、あなた方が私の知恵の高みに到達すると主張せず

、敬意と謙遜をもって私の聖域に入ることが条件である。このように入る者は、わが意志の及ぶ限りわがもとに導かれ、決して苦しみを経験することはない。 

16 この時代の科学の真相に迫れ-

その果実は苦い。人は畏敬の念なしにわが神秘を突き通そうとしたからだ。そして、宇宙の驚異をほんの一部でも発見したとき、すべてを創造した全能者の存在を疑った者がいかに多いこ

とか。彼らは、自分が見たもの、手でつかんだものだけを信じる人たちであり、自分の理解を超えたものはすべて否定されるのである。 

17 あなたの知性と物質主義を超えた知識は、あなたが精神的な完成に到達できるように私が教えているものです。 

18 人類よ、科学が用意した苦い果実を食べることから解放されるように、心の準備をしなさい。私はいつも、真の生命の秘密を明らかにするために来たのだ。 

19 第二の時代には、大勢の人々が私に耳を傾け、何千人もの病人が、私がただ触れたり、愛撫の言葉を聞いたり、私の愛のまなざしを受けたりすることで癒された。多くの人が

私を愛し、認めてくれたが、全員が私に従ったわけではなく、12人だけが最後まで私に同行したのだ。彼らの名前は、彼らが残した完璧さ、美徳、犠牲の模範によって不滅です。しかし

、私が彼らを呼んだとき、彼らは完璧ではなかった。もしそうであったなら、私は彼らを呼んで教えることはしなかっただろう。 

20 あなたがたのうち、正しい者、完全な者は、ほとんどいない。しかし、あなたがたは、わたしの教えによって変わり、偉大なわざを行うことができる。難しいのは人間の心で

すが、私はあなた方が前進できるよう、道を啓蒙します。 

21 第二時代、わが使徒たちが世界中に散らばっていた頃、ペテロは迫害、残酷さ、人の厳しさに直面し、命を救うためにローマから逃げようとしたとき、十字架を肩に担いで異

教徒の都に向かっていくイエスの姿を目にしたことがある。ペテロは主人に尋ねた。"主よ、どこへ行かれるのですか "と。それに対してイエスは、"私はあなたのために新たに死ぬ 

"と答えた。ペテロは泣きながら、罪人の懐に帰って彼らを救うために、自分の血と命を犠牲にしてでも、主人のように死にたいと、主に申し出たのです。 

22 ですから、あなたがたに言います。私の旅立ちの年、1950年を待って、準備もなく、弱ったあなたがたを驚かせてはなりません。このまま私の教えを広めようと思っても

、絶望せざるを得ないのです。 

23 そして、あなたがたを強くするために、わが言葉を求めても、それを見つけることはできない。今日も私があなた方に教えているように、あなた方は私の教えを実践し始めな

ければならない。自らを更新し、精神性の向上への一歩を踏み出す。私は働きと奇跡によってあなた方を励まし、私が霊から霊へと与える偉大な啓示にあなた方は驚くことでしょう。私は

、物質に縛られた科学者たちに、霊的なものの存在を明らかにすることで、驚かせるつもりだ。彼らが否定してきたもの、まだ存在しているものはすべて、彼らによって想定されることに

なる。そして、好奇心、野心が目覚め、あの世を調べるようになる。この時、わが使者や弟子たちが現れ、私があなた方に啓示したすべてを説明し、人類がわが新しい啓示の周りに宗派や

理論を形成するのを防ぐのだ。 
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24 今日は、耳を傾け、考える時です。しかし、もし、民族や国々に出て行くときが来て、それができない人がいても、心配しないで、あなたの住んでいるところでは、いろいろ

なことができるようになるのです。遠く離れた場所に福音を運ぶのは、子どもたちに任せておけばいいのです。最初の者が最後になり、最後の者が最初になる」とお話ししたことを思い出

してください。 

25 今日、群衆は私の教えにやって来る。最も苦しむ者、正義を渇望する者、平和な生活を夢見る者が、私の言葉を聞き続けるために留まる。 

26 これらの貧しい、無学な、単純な人々の中から、わたしは少しずつ、わたしのことばをあなたがたに与える人々を探し出す。 

27 すべての時代の神聖なマスターは、人類とつながり、この形で新しい日に向かって精神を導くために、あなたのもとに戻ってきました。 

28 あなたがたの心を整えて、わが言葉を正しく調べることができるようにしなさい。今、そして過去にあなたの主が明らかにした教えを正しく解釈するのは、霊能者であること

はすでにお話したとおりです。わが書を読み、霊的な意味での調査をする者が真理に近づくのである。 

29 あなた方がこの教えを真実に説明することを成功させるためには、あらかじめあなた方自身の間で争わなければならず、時には混乱もするでしょうが、内心の動揺の中で私を

信頼して見守り祈る者は、その霊に穏やかさと平和が入るのを感じるでしょう。 

30 風は木々のしびれた実や枯れた葉を、穢れがなくなるまで投げ捨てさせるのです。明日、この言葉を聞かなくなった時、あなたは一人で道に取り残され、私から学んだことを

兄弟に教えることになることを知らないのですか。私はいつもあなた方ひとりひとりの中にいる。師は道を用意し、弟子は使命を果たす。 

31 私は、すべての人がわが教えの啓示を知り、理解できるように、人々の中に光を灯すことをあなたに約束しました。そして、今がその約束が果たされた時です。これは、人間

が科学の生活に迷い込んだために予想もしなかった時代です。そこから新しい世界が生まれ、霊たちはわが帰還を切望しました。私の教えが彼らにとって自由、霊的上昇、そしてそれを通

じて平和を達成することを知ったのですから。 

32 ある者は "霊の谷 

"に住んでこの時を待ち望み、ある者はこの地上の住人として奇跡を待ち望んできた。寓話の賢い処女たちのように、灯りをともして待つことを知っている人は幸いである。 

33 第二の時代にも、ある者は物質界で、ある者は霊界で、メシアの到来を心待ちにしていました。なぜなら、キリストが門であり、鍵であり、道であり、霊魂はそれを知ってい

るからです。 

34 私の中には、人類の精神を目覚めさせる力がある。本当にあなたに言う。その時は近づいており、私の呼びかけに震えない者はいない。ある者は眠りを誘った唯物論から、あ

る者は血と快楽の酩酊から、さらにある者は闇と狂信の夜が非常に大きかった無知の眠りから目覚めるだろう。 

35 霊的な光が人間に射し込んだ瞬間、霊から祈りが沸き起こり、彼らは主に何をすれば喜ばれ、主の御前に近づくことができるかを問うようになるのです。 

36 弟子たちよ、わが言葉を理解せよ。そうすれば、その霊的な意味の中に知恵を見いだし、あなたの霊が父の愛の教義を自らに教えることができるだろう。 

37 その証拠に、肉体は死すべきものであり、滅びゆくものである。 

38 私はこの人類が霊的な教えに対していかに無知であるかを知りました。それは、彼らがわが律法とわが教えを、彼らを助けるための道徳的教義としてのみ提示され、彼らの霊

を完全な家へと導く道として提示されてこなかったためです。 
39 さまざまな宗教が人間の心に霊的知識に対する誤った恐怖心を植え付け、そのために彼らはわが啓示から逃れ、霊的生命が不可解な謎であることを理由に、ますます無知の闇

に沈んでいくのです。 

40 これを主張する人は嘘をついている。人類が誕生して以来、神が人間に与えた啓示はすべて、霊的生活について語ったものである。たしかに、あなたがたはすべてを知ること

ができるわけではなく、時が来ればわかることなので、私の教えをすべて伝えたわけではありませんが、今まで父から明らかにされたことは、あなたがたが霊的生活について完全に知るに

は十分なことなのです。 

41 この偉大な出来事を日付で示したいのなら、1866年としなさい。その年にエリヤは、この民の間にわが現存の時が近づいていることをあなたたちに確認した。それ以来、

私はこの道を忠実に歩む弟子たちを選んできたのです。 

42 私に従いたいか、私の弟子たちに属したいか。- 

ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネが、愛する家族、船、網を捨てて私に従ったように、柔和と信頼をもって、私に従いなさい-私が彼らに言ったように-人の漁師になりなさい。 
43 今日、わたしは、わたしの真理をあかしする民を用意している。私が弟子たちを通してでなく、誰を通して世にわが身を現すのか。 

44 私は、あなたが成就の道を歩む前に、私のことばに深く沈んでほしいのです。覚悟を決めろ、男は信念が強いからな。言葉や仕事だけでなく、考え方も成長させれば、何も恐

れることはない。 

45 そうだ、わが民よ、あなた方がわが教えを実践し、わが掟を全うして生き、その行いで私を喜ばせようとしているのを、私はすでに見ている。マスターは、あなたが霊化に到

達できるよう、更新を辛抱するよう祝福し、励ましています。 

46 わが言葉の停止後、あなた方は第二時代のわが使徒たちが行ったことを行うだろう。彼らは集まって祈り、このようにして、彼らの一挙手一投足を導く神聖な光を受け取った

のである。私が教えた霊的な祈りによって、彼らは主と交わり、主の前で自分を励まし、主の意志が何であるかを理解するようになったのです。これで、なぜ私が彼らをわが教会の基礎と

したのかが理解できるだろう。- 私が新しい神殿を建てたいと考えていることはご存知でしょう。この聖域の土台を形成するのは誰なのか。- 

私は強い者、徳に忠実な者、理解力のある者、役に立つ者を選びます。 

47 あなたの父の深遠なる神秘の部屋は、父なる遺産を人の心に溢れさせようとしているのです。 

48 あなた方の国において、私は人類に戻るという約束を果たした。しかし、そのために、私の教えに耳を傾ける恵みを与えられた者たちは、他の人類より優遇されていると感じ

てはならない。わが言葉の霊的意味は、やがてすべての心に届き、彼らに向かって言う。「歓迎せよ、わが子供たちよ、わが言葉を聞くためにたゆまず私の前に現れる者たちよ」と。あな

た方は、私のもとに来た大群衆の中から選ばれた弟子たちであり、この顕現をしっかりと信じる信仰心に満ちたあなた方は、私の言葉と教義を真理の種として受け取っているのである。 
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49 あなたは苦しみと不完全さを抱え、平和と優しさを求めて飢え渇きながらやってきました。主人はあなたの汚れた姿を見てもめげず、あなたを食卓に座らせ、最高の食事を用

意しました。あなたは父なる神様に自分の全生涯と波乱万丈の道を語り、荒れ狂う風がその衣をぼろぼろにして持ち去ったあなたの霊の裸を見せました。感動した父は、あなたを泉に連れ

て行き、そこであなたの汚れを洗い流したのです。主はあなたがたに新しく清い衣を与え、あなたがたは主を囲んで座り、主はあなたがたに最初の教えを授けられたが、それはあなたがた

にとって接吻のようであり、愛撫のようであり、癒しのバームの一滴のようであった。 

50 こうして、私はすべての弟子の心の中に、私の知恵と愛の書を形成し始めたのだ。そのページには、あなたの試練のための強さと、無知を破壊するための光があります。 

51 私が来たのは、知識を持つあなたの兄弟が、人類から真理を隠し、心を利己主義で満たしているからです。私は、私の愛も、私の言葉も、私の利益も、あなたがたに売らない
。私はただ、あなた方を地方や村々に派遣し、あなた方の兄弟たちにわが教義の福音を伝えるための準備を待っているのだ、世界中にはわが来訪を待ち望んでいる人々がいるのだから。1

950年、私がこの姿で自分を伝えるのをやめるときまでに、戦いを始めるだけの力をつけてほしい。 

52 私はあなた方を狂信と偶像崇拝から遠ざけ、あなた方の心を私の教えの真髄で満たし、あなた方が主のもとに立ち上がり、純粋で霊的で素朴な礼拝を捧げることができるよう

にした。私が教えたように、君たちも兄弟に教えてほしい。 

53 弟子たちよ、自然の力が猛威を振るうとき、団結せよ。そして、あなたがたの善行、高揚、信仰、団結のために、わたしはあなたがたにわたしの奇跡を浴びせ、それはわたし

があなたがたとともにいることを不信心者に示す証となるであろう。 

54 私の深遠な謎の部屋が持ち、あなたのために保存されている啓示は、まだ秘密であり、あなたはまだそれを獲得していないからです。 

55 私がこのような形であなた方に語るのをやめる日は遠くない。それまであなた方に備えておいてほしいのだ。 
56 人生の試練はあなたの精神を鍛える。それに反抗したり、呪ったりしてはならない。後に嵐が去ったとき、あなたは不信のために私を怒らせたことを悲しみ、泣くだろう。私

は、あなた方が自らを守る方法を知るために武器を与えたことを忘れないでください。 

57 祈りなさい。そして、もしあなたの家を襲う嵐がその扉を破壊することに成功したとしても、本当にあなたに告げます、あなたのランプの炎は、一見弱々しいですが、消える

ことはないでしょう。 

58 自分が改心させた人々が正しい道から離れ、自分が差し出したパンを軽蔑して捨てるのを見たとき、あなたの心は悲しみで満たされ、悲しみを主とともに捨てに来るのです。

しかし、師は告げる。もし、その人たちの歩みを導くのが恩知らずであるなら、恐れずに彼らを行かせ、彼らのために見守り、祈りなさい。しかし、もし彼らがあなたの世話と模範を欠い

たためにあなたのもとを去ったのなら、あなたは私の前でそれに答えなければならないでしょう。 

59 ある者がパンを捨てて立ち去れば、他の者がやってきて残ったパンを集め、彼らと共に平和と幸福を得ることができる。出発した者は、わが「働き手」を求めて戻ってくる。

飢えと渇きが、砂漠で彼らを苦しめるからだ。あなた方は、兄弟の過ちを裁くために遣わされたのではないのだから、好意を持って彼らを迎え入れなさい。あなたは、病気であなたのもと

に来る者を癒し、飢えて来る者を養わなければならない。 
60 助けてあげた時に相手が誤判断したら、許してあげてください。彼らの大義を裁くのは私である。 

61 あなた方の霊的な過去は謎である。だから、あなた方は裁きと霊的な贖罪の時にいるのだから、柔和に試練を受け入れなさいと言うのである。 

62 あなた方がこの世に生を受けたのは、名誉や快楽、あるいは富を蓄積するためだった時代は終わった。今日、あなた方は自分を清め、試練を通して（霊的に）自分を高め、仲

間のために役立って主人に仕えるために卑しく生きているのである。 

63 あなたの心の中に、あなたの善行を記した本を書きなさい。そうすれば、現世での安らぎと、永遠の無限の幸福が得られるでしょう。 

64 もし、私の言葉と贈り物と引き換えに富を蓄える者があれば、第二の時代と同じように、もう一度言っておく。以前は地上の知名度や名声、快適さを享受していた人々が、今

日、柔和と謙遜に満ちて私の歩みに従うのを見るのは、なんと功徳のあることだろう。 

65 あなたがたの中には、ヨブのように私が試した者がいる。霊魂が怠惰に沈むことは私の意志ではなく、彼らが生活の道に勤勉であることが私の意志だからだ。 

66 一人一人に、私が主人として遺した言葉だけでなく、その使命を果たすために何をしたかについて、審判の声が問いかける瞬間がやってくるのです。 

67 視覚、直感、予感といった霊的な賜物を発達させ、自分に関わる試練をシンボルで認識し、祈りをもってそれに打ち勝つことができるようにする。 

68 あなたがたは、わたしがあなたがたのためにそれを与えることを、すでに確信しているのだから、わたしのことばに導かれなさい。 

69 これらの教えは、あなた方が忘れてしまったので、新しいものに見えますが、第三の時代になって、私は新たにあなた方にこの教えを授けようとしているのです。私はあなた

がたのために大きな仕事場を用意し、あなたがたを招いて、私があなたがたに託した永遠の種を蒔くことを学ばせているのだ。 

70 私は新しい弟子たちを訓練している。彼らの信仰と慈愛によって、肉体と精神の病と被造物の要素に打ち勝つ力を得るためだ。 

71 今日、あなた方は光の時代に生きており、私の教えがあなた方に提供する偉大な啓示の時代に生きていることを理解してください。もし、あなたが最初の頃から、わが教えを

実践し、わが法則を実現していたならば、あなたが得たであろう知恵を想像できるだろうか？しかし、あなた方はこの世の快楽に身を任せ、その結果、精神的な成長の道を踏み外してしま

ったのです。だから、今日、私が新しい教えを携えてやってきたとき、それは奇妙で、理解しがたく、あなた方の生き方から外れているように見えるのだ。しかし、すでに、わが教えの一

つを考察するだけでも、わが言葉の真理を認識するのに十分であろう。そうすれば、おかしいのは私の教えではなく、私の律法の外にあるあなたの生き方であることがわかるでしょう。 

72 私の仕事場に来なさい。あなたが忘れていた私の教えを思い出し、すべての悪い種を根絶しなさい。そうすれば、あなたが今日まで気づかなかった教えを示すであろう。この

ようにして、私はあなた方の停滞と狂信を取り除き、あなた方が創造の初めから生きていたはずの真の人生に入らせるようにするのです。 

73 言葉の媒介者の唇に咲くこの言葉が、いかにシンプルなものかわかるだろうか。あなたがたに言うが、それは単純であるがゆえに、人々に光をもたらし、彼らが科学や神学の

助けを借りて理解することができなかったわが啓示を理解することができるようになる。 

74 この教えを理解するのは、良い弟子、忍耐強い弟子、忠実な弟子である。彼らもまた、謙虚でありながら、その解釈の知恵で兄弟を驚かせることでしょう。 

75 わが民は、わが教えを語るのみならず、その業をもって、わが律法をいかに成就し、尊重すべきかを人類に教えるであろう。彼らは、主から受けたすべてのものを利己的にな

らずに与える方法を知り、自分に託された宝の真実と純粋さのために熱意を示さなければならないのです。 
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76 善良で高潔な行いをもって、兄弟を教えなさい。この場所でも、自分の精神はますます浄化され、その精神的成長の道のりの中で、別の住処に移るに値するようにならなけれ

ばならないことを忘れないでください。 

77 私の教えから必要な力を引き出して、あなたの行く手を阻むものを少しずつ取り除いていくのです。すべてに打ち勝つ武器が愛であることは、すでにご存じでしょう。この戦

いに勝利し、戦いに勝って、勝利した兵士として私の前に姿を現す者の喜びは大きいであろう。 

78 愛という武器を与えたのは私であり、大きな戦いに勝つために戦うことも教えたことを忘れないでください。私は真理の道においてすべてのものを与えるが、あなたがたは他

の方法で何を求めなければならないのか。 

79 私は、無学な人々の心を通して、わが身を知らせ、彼らがわが言葉の解釈で自分をリフレッシュできるようにした。私は、盲人の目を真理の光で開き、主から愛されているこ

とを実感して、罪を清めることに成功しました。あなたがたは、第二の時代から、すべての目が私を見る日が来ることを約束されているではないか。清い者は私を見る。これがその報酬で

あり、心に汚れのある者も私を見る。これがその救いである。わが光に目を開く者は、神秘を貫き、わが啓示の理由を知る。この者は、将来、わが真理を知りながらしっかりと歩むことに

なる。 

80 私の指示を正しく解釈し、私の霊が地上のあなた方の苦難を見て喜ぶとか、私があなた方の喜ぶものをすべて奪って自分自身を喜ばせるなどと思わないでください。なぜなら

、それらはあなた方の尊敬と配慮に値するものであり、その遵守はあなた方に永遠の幸福と平和をもたらすからである。 

81 私はイエスを通して、神のものは神に、カイザルのものはカイザルに与えなさいと教えたが、今日の人々にはカイザルしか存在せず、主に捧げるものは何もない。せめて世の

中に正しいものを与えれば、そこでの苦しみは少なくなるのに、「天皇」は陋習を制定し、あなた方を奴隷にし、何の見返りも与えずにあなた方の命を奪おうとしているのです。 

82 身体も精神も奴隷にせず、愛によってのみ納得させ、善をもって導くわが法がいかに違うか、すべて無料で与え、すべて報い、すべて人生の旅路を通じて補償してくれるかを

見なさい。 

83 弟子たちよ、わが教えを理解し、学びなさい。私はあなたたちと共に、わが知恵の宝庫となる民を形成しよう。偉大な仕事を成し遂げるために、あなたたちのためにすべてが

準備されるからである。最初の警戒の叫びで絶望してはならない。あなたの敵と名乗る者に会い、彼を許し、愛し、わが教えで彼を指導するよう求めてください。 

84 私の旅立ちの日に備えて、あなたにはそうしてほしいのです。あなた方は皆、1950年が、私の意志によって示された、声を持つ者の心を通して私自身を伝えることを止め

る日であることを知っています。私の言葉は常に成就するので、その日に、あなた方に第三の時代の始まりを示したこの顕現は終わりを迎えます。 

85 この日付を変えようとしたり、この形や霊界のそれにおけるわが言葉の顕現を維持しようとするようなことは一切しないでください。すでに言っておくが、そうしようとする

者は、もはやマスターの光に照らされることはないのだ。 

86 どうしてこのような冒涜をしなければならないのでしょうか。この後、たとえ声を出していなくても、霊から霊へと私と一体化することを私は告げ、約束したのですから。 

87 また、この時代の預言者は、大群衆に試練が待ち受けていることを事前に警告する任務を負っているので、覚悟を決めておくようにと、この場で告げます。大予言は、あなた

が誘惑に陥らないように、私が彼らに明らかにする。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 26 
1 弟子たちよ、私の教えを聞き、私の御言葉に照らして自分の過去を判断した後、霊的に「神の意思なしに木の葉が動くことはない」と言いましたね。 

2 あなたがそう考えるのは、あなたが苦いカップのように徐々に空にしている試練は、あなたが相続権を与えるために主人が待っている命の木に徐々に近づいていくステップの

ようなものだと理解し始めたからです。 

3 あなた方がわが言葉の発現に至ったとき、あなた方は皆、わが帰還の理由は何かと自問した。「わが平安はあなた方とともにある」というわが挨拶を聞いて、平安の持つ価値

を認める者たちは喜びに満ち、一方、物質的な財の獲得だけを考える者たちは失望を胸に、「私は平安のみを与えるために来たのか」と私に問うた。 

4 このように考える者は私を怒らせない。彼らの無理解は彼らの無知から来るものであり、これこそが、私の教えの光で霊魂を啓発することによって、私が戦うために来た闇な

のである。 

5 今日、情熱と波乱の人生によって硬くなった心よ、精神的な高揚を得たときに平和を得ることができると理解せよ。 

6 精神の平和は、光、道徳、美徳をあなたに語りかけます。このような精神的高揚の境地に達することを切望しない者は、わが平安を享受することを夢見るなかれ。なぜなら、

彼は依然として物質の情念と物質世界が彼に信じ込ませている幸福の誤った夢想像の虜となっているのだから。 

7 物質的な快楽に嫌気がさして、平和への熱い願望を自分の中に持ち続け、自分が創造された目的を達成することを熱望して、精神の解放を求める者である。 

8 人類が誕生して以来、平和を求めたり、いったん平和を手に入れてもそこに留まる人はほとんどいなかった。なぜなら、人間は苦痛に打ち勝ったときに初めて平和を求めるか

らだ。だからこそ、あなた方の非人間的で、恫喝的で、不当な戦争の後、何千人もの人々が平和を渇望して立ち上がるのを見ることができるのです。 

9 心の安らぎを得るのは、人の知識ではないことを理解しなければなりません。なぜなら、その源は霊的なものだからです。黄金、人間の知恵、科学、人間の力は、この恵みを

得るには十分ではありませんでした。この恵みは、あなたが善行を行い、あなたの人生において、わが律法が示す愛の道に進む場合にのみ得られるのです。 

10 人類が学者と呼ぶ者たちが、わが啓示を追い求め、わが平和を求めるとき、「幼子」の身代わりとなって生命の書からの最初の教訓を研究するという事実には、何の驚きもな

いだろう。 

11 人類の間に支配する無限の渇望を、私以上に知っている者はいない。私の慈悲は希望の光のようにすべての心に入り込み、真の平和と精神の解放を達成するための闘いが近い

ことを感じさせます。 

12 私の指示は天のラッパの呼び声であり、審判の時、贖罪の時、そして贖罪の時が来たと宣言している霊に聞こえるものです。 

13 すべてが予言されていたのに、あなた方は、戦いに臨み、自由を勝ち取るための準備をすることなく、出来事が起こるのを待つことを好んだのです。あなたは信仰を欠き、私

の愛の律法に従わなかった。そして今日、あなたは自分の罪の意識に涙した。 

14 私の神聖な教えに耳を傾けるために集まる群衆は、あなたにとって数が多いように見えますが、私の平和を奪われているあなたの兄弟と比較すると、なんと小さいことでしょ

う。 

15 ある者はそれを保つ方法を知っていたが、ある者はわが言葉を聞かなくなった途端にそれを奪われ、日常生活の習慣に逆戻りしてしまったのだ。それは、私が自分を知らせる

謙虚な場所に戻って、私に尋ねる人たちです。"主よ、なぜ私はあなたに耳を傾けるときだけ安らぎを得るのでしょうか、それとも、この場所だけなのでしょうか？"と。しかし、私はそ

れに答える。「私の教えを聞いた時だけ平和を見つけたとすれば、その時だけ自分の精神を物質の影響から浄化し、この集会室の敷居を後にして、聞いた教えの指示を実践することなく、

不完全で利己的で情熱的で恨みと悪徳の生活に戻るからである。私の教えを学び、それを実践する者だけが、真に私の弟子と名乗ることができるのです。なぜなら、彼は常に、私の教えに

従って自分の人生を正しい軌道に乗せる方法を兄弟に示すための霊的準備を整えているからです。 

16 この教えの言葉の中で、あなたたちは、兄弟たちと分かち合わなければならないわが平和の贈り物を心に受け取ることによって、引き受けた道徳的責任を自覚することになる

。 

17 私が何度も言っていることを理解し、実感してください。私が主人であることを知らせる平和と祈りの家となった、謙虚な集会所へようこそ。 

18 わが言葉によって、あなたは自分の任務と、あなたの精神に重くのしかかる贖罪の義務を理解した。今日、あなたは、私のもとに来るためには、あなたの霊に約束された地で

ある義人の国に入るにふさわしい純潔を獲得することが必要であることを悟ったのです。 

19 わたしに耳を傾ける者がみな、わたしと共にあるわけではなく、ある者の思いは遠く離れているからです。一方、物理的には離れていても、精神的には存在している人もいま

す。 

20 あなたがたがわたしの戸をたたくように、わたしもあなたがたの戸をたたいたのである。 
21 あなたの霊はもはや暗闇に留まることを望まず、無知と物質の情念を超越することを望み、父を見、理解し、自らの存在目的を知ることを望んでいることがわかったからです

。 

22 そうすれば、人間が人間の心のあらゆる宗教的カルトを冒涜し、抹殺する準備をするとき、彼らはあなたから取り除くものは何もないでしょう。そうすれば、あなたの霊は私

の神性と直接つながることができるようになり、これがその解放となります。 

23 あなた方の住む世界は、人間の科学によって変貌を遂げ、今はその時代、その支配の時代です。 

24 人々は新たなバベル、高慢と虚栄の塔を建てたのです。その高みから、彼らはわが権力に挑戦し、弱者を辱めるのだ。あなたがたに言うが、このような方法では、人はわたし

のところに来ない。私が科学を否定するからではなく、結局のところ、創造主である私が人間の心に置いた光なのだ──人間がそれを悪用したからだ。私は科学を一本の木に見立てて、愛

と尊敬と熱意をもって手入れをし、そこから最高の味、すなわち生命を与える果実を実らせるように託したのだ。この木は大切に使ってきたつもりですか？- 

その果実は破壊的で悲しく、命を与える代わりに死を蒔いたことに気づいてください。人間に奉仕するはずの人間の科学は、なんと見当違いなのだろう。しかし、私はそれを祝福する。そ

れは私の子供たちの仕事だからだ。 
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25 物質主義が人類を虜にした。私の名前は多くの人の心から消え去り、人々は神と対話する霊的な形である祈りを忘れてしまったのです。わが教えとイエスによるわが模範は忘

れ去られ、わが教えに不変であろうとし、わが掟を遂行しようとする人々は、偶像崇拝のカルトによってそうし、人間が作った像やイメージによって私を求めようとする。わが掟はこのよ

うに成就されるのか。 

26 多くの人が自然を神とし、存在するすべてのものの創造的な源であると神格化しているのです。しかし、本当にあなた方に言います。この自然は、その胎内からすべての生き

物が生まれ、あなた方を取り巻く物質的な力、自然の力は、創造主ではなく、神の創造主によってあらかじめ計画され、造られたものなのです。それは人生の原因でも理由でもない。あな

たの主である私だけが、初めであり終わりで、アルファでありオメガである。 

27 人間科学の木の影が人類を包み、その実の大部分が毒され、義の鎌がすべての汚れた枝と悪い実を断ち切る時が近づいているのである。 

28 人が無垢であったとき、その純粋な状態が主の恵みにふさわしいものであったのです。生きるための手段を見つけるために科学を必要とせず、この世の人生の道を照らす光を

見つけるために創造の神秘を突き通そうと努力する目や知性も必要ない。 

29 しかし、子供は成長し、命の木の実の外見の美しさに誘惑され、手を伸ばし、それを折って味わい、その心と全存在に知識の必要性と欲求を目覚めさせました。無垢の時代が

過ぎ、人間にとって新しい段階が始まった。科学の時代であり、精神は人間の生活とその秘密を知ることを要求するようになった。そこから、闘争、経験、展開、発展、贖罪が始まったの

です。 

30 母の愛撫を受けることだけが幸せだった子供は、謎に満ちた生命の偉大さに驚き、好奇心と落ち着きのない、知識を渇望する若者となった。私以外の誰が、人間にこのような

知識と認識の理想を感じさせたのだろうか。人間の地上での歩みは、すべて私が予見して準備したものであり、だからこそ、一歩一歩、驚きと新たな奇跡に遭遇することができたのです。

どんな障害も、どんな困難も、どんな苦悩も、彼は解決策を見出さないことはないのだ。もし人間が世界に目覚めたなら、その精神には、落ち着かない気持ちと不吉な予感から、物質的な

創造を超えた、物質と科学を超えた生命を理解し、見たいという深い切望も現れたのだ。 

31 このように、神の霊的崇拝が生まれたのは、霊がこれを通して自らを養い、高い知識を獲得し、わが愛の法則に触発された科学に従って生きることができるようになるためで

ある。 

32 すべての人が、私を無限なるもの、精神的で不可視のものにおいて理解したわけではない。したがって、人類の始まり以来、ある者はあらゆる物質的なものを超えて私を求め

、ある者は外的なカルトによってそれを行ってきたのである。これらの人々は、星々や自然の力、被造物の中に私を求めた人々であり、彼らが崇拝するすべてのものを形作った方が無限の

中におられ、彼らが崇拝すべきはその方であると理解するようになるまで、私を求め続けた。 

33 時を経て、人類は信仰と霊的な知識において進化し、神の霊感に啓発されながら神への崇拝を完成させてきた。それにもかかわらず、現代においても、わが子たちの多くは、

創造物、儀式、イメージ、シンボルといった構築物を通してのみ、私を感じているのである。そしてこれは、まだ伝統に気を取られている精神が、そのわずかな高みに到達しただけで満足

してしまうからです。しかし、その謎のために、彼に苦難の時が訪れ、これまでの人生で遭遇したことのないような苦難と試練を味わうことになる。そのとき、彼は目を覚まし、地球上の

生命の理由を知りたいと思ったときと同じように、探究し、調査するために出発するのです。 

34 あなたがこの世で最も待ち望んでいるものは何ですか？- 

平和、健康、真実。あなたがたに言うが、これらの贈り物は、あなたがたの科学が応用したとおりに与えられるのではない。 

35 学者たちは自然に質問し、彼女はその質問にことごとく答えます。しかし、その質問の裏には、必ずしも善意や善良な気質、慈愛があるわけではありません。人間は未熟で知

性がなく、自然からその秘密を奪い、その奥底を冒涜する。それは、真の兄弟のように互いに善をなすための原料を自然から引き出すことによって彼女を尊重するためではなく、利己的で

時には有害な目的のために行われるのだ。 

36 すべての被造物は私について語り、その声は愛の声である。しかし、この言葉を聞き、理解する方法を知っている者は、どれほど少ないことか。 

37 創造物は私が住む神殿であると考えるとき、イエスがそこに現れ、鞭を取り、商人やそれを冒涜する者をすべて追い出すことを恐れないか。 

38 愛する民よ、わが指示を理解し、心を開き、わが光を貫け。この光は、たとえ言葉が不器用であっても、あなた方の作品から語られるであろう。あなたの言葉が不器用である

ことは、私を喜ばせる。なぜなら、あなたの精神が私を証しすることになるからだ。 

39 あなた方の運命はそれぞれ違いますが、すべての人の目的は同じ、神のもとに来ることです。 

40 ある者は苦しみ、それによって過去のわが律法に対する背信を償い、ある者は仲間の悪意によって苦しみの杯を飲む。前者は人生の試練の中で自らを清め、後者は仲間に飲ま

せたのと同じ杯を空けなければならないのです。しかし，本当にあなたがたに言うが，一方においても他方においても，あなたがたの主の愛と完全な正義が現われるのである。 

41 互いに愛し合い、わが愛の掟を全うし、現在戦争の闇と苦しみの中にある東洋*に平和と調和の光を輝かせるのだ。人々の痛みを感じ、迷える羊が羊飼いを呼ぶように、救い

主を求める様子を見ることができます。* メキシコから見た東洋は、この教えが書かれた当時、第二次世界大戦が繰り広げられていたヨーロッパ大陸です。 

42 このとき、どれだけ人々を苦しめていることだろう。子供は生まれるやいなや、周りの人のせいで、すでに苦しみの杯を飲み始めているのです。ある者は最初の愛撫を感じる

前に母親を失い、ある者は母親の甘い子守唄を聞かずに戦争の轟音で耳を塞いでしまう。 

43 先住者の楽園は涙の谷と化し、今は血の谷と化しただけだ。それゆえ、今日、私は弟子たちに与えられた約束を果たすために来たのだから、人類を救うために、その霊的な眠

りから目覚めさせ、私の愛の教えを与えるのである。私はこの時代、わが顕現とわが言葉をその働きで証しする運命にある霊魂を求める。その時、主の声が地の果てから果てまで聞こえ、

主の神霊が、義人、預言者、殉教者の霊に包まれて、精神と物質の世界を裁くからである。 

44 その時、聖霊の時が満ちるのです。- 

この予言を兄弟に知らせるために、あなたがたにお願いします。この時代の弟子としての使命を果たすために、あなたはいつ旅立ちますか？いつになったら、あなたの兄弟があなたの声を

聞いて、自分の良心の声の前に震えることができるようになるのでしょうか。この光と愛の言葉を、いつ人類に届けてくれるのでしょうか。 
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45 あなた方が団結して、どの集会でも、どの兄弟団でも、「あなた方の果実の味」が一様になるようにすることが、私の意志である。なぜ、同じブドウの木の枝なのに、異なる

「味」を提供しなければならないのか
 
 。 

46 学び、行動し、団結して立ち上がることで、あなた方の力が尊重されるようになるのです。わが神性の偽りの顕現を宗派や宗教の懐に生じさせず、その言葉で群衆を驚かせる

偽預言者を生じさせないでください。 

47 先見者たちよ、気をつけなさい。もしあなたが父から試練を受けたとしても、親族からさえも誤審を受けたとしても、恐れてはなりません。イエスが故郷で否定され、信仰を

得るために他の場所に行かなければならなかったことを思い出してください。"自分の国では誰も預言者ではない "と言われましたね。 

48 もし彼らがあなたの才能を疑っていたとしても、他の心は真実にあなたを信じるようになるのです。あなた方の中には、この民の懐よりも自分の証しに自信を持てる異国の地

へ行く者もいることでしょう。 

49 あなたの仕事を助けるために、主人はあなたに指示を与え、決してそれを怠らない。 

50 愛する弟子たちよ、病人に癒しのバームを与えなさい。愛を持って、真の霊的な備えを持ってそれを行いなさい。そうすれば、貧しい人が神の慰めを経験することができるよ

うになる。 

51 しかし今、私はあなたがたに、準備を怠ってはならないと言う。あなたがたを驚かせ、あなたがたの望むものを与えないことによって警告し、あなたがたは真の慈悲のわざを

行うための準備を知らないということを理解させようと思うからだ。 

52 病人が痛みだけで、わが恩恵を受ける権利を得ることを許してはならない。病人の功徳とあなたの慈愛の功徳とを結びつけなければならない。そうすれば、兄弟のために執り

成すたびに、隣人のために必要なものを私に求めるに値するようになる。 

53 霊的にも肉体的にも準備を怠らないように。あなた方が慈悲のわざをしなければならない時が来るとは知らないのだから。あなた方を、バーム、平和、あるいはあなた方の兄

弟に最も欠けているものの担い手とすることは、私を喜ばせるだろう。あなたが贖罪を通して果たしている任務の美しさを理解し、あなたができる限りの愛で十字架を抱きしめることがで

きるようにしてください。 

54 この世界では、良心の声が霊界にいるときほどはっきり聞こえないので、自分の任務を果たすことがおろそかになることが多いのです。しかし、あの世に旅立つ時がどんなに

遠くても、いつも同じようにあなたを待っていることを忘れないでください。新しい世界で目を開けた時、あなたの闘いの中で得た光だけがあなたに届き、あなたが得た功績によって得た

権利である平和を手にすることができるのです。 

55 あなたは、私の意志に従って、私があなたを待っている次の住処にどのように来るか知っていますか？- 

平和に満ち、すべての純粋な精神に輝く知恵の光に照らされ、不安もなく、涙もない。 

56 誰も、彼がこの世に生を受けたとき、わが作品が彼に仕事を与えて驚かせたとは思わないでください。いや、光の中で生きている以上、それはあまりに無知です。私は、あな

たが地上に送られる前にスピリットで受け取ったものを、あなたに認識させるために来ただけなのです。 

57 だから、愛する弟子たちよ、もしあなた方の霊が、私がそう命じ、あなた方ひとりひとりがそう望み、受け入れたからこそ、このために来たのだとしたら、あなた方が果たす

と約束した使命を果たさずに私のもとに戻ってはならないことを忘れないでほしい。そうでなければ、あなたの霊にとって非常につらいことになるのだから。 

58 わが言葉を理解し、何ものにも、何人にも、あなたの任務を遂行することを妨げてはならない。何ものも、この世で神の兵士となり、神の真理の使徒となった者たちに報いる

べきすべてのものを放棄させるようなことがあってはならない。 

59 贖罪のために、わたしはあなたがたにわたしのことばを与え、その光はあなたがたを完全なものへと導いてくれる。 

60 たゆまず我に耳を傾け、我から学べ。エリヤに耳を傾け、彼の徳から模範を示しなさい。そうすれば、彼のように、わが意志があなた方に割り当てた多くの霊魂の羊飼いにな

ることができるだろう。 

61 私は愛を持ってすべての人を見ている。そして、この時代、私はあなた方を愛撫し、私の平安を与えるためだけでなく、あなた方を指導し、あなた方が苦難の中にある人類を

助け、その償いの終わりへと導くべき霊的贈り物を所有していることを理解させるために来たのだ、と私は語る。 

62 大きな試練の時が来たが、精神はまだ弱い。だから、私は救命艇のように近づいて、わが子たちを迎え入れ、霊的な道を発展させる手助けをする。 

63 すべての霊魂はわが裁きに値し、母の腕の中の子供でさえも痛みを感じている。 

64 私は弟子たちよ、愛と平和という私の教えをすべての国々に伝えるために、あなたがたを整えているのである。小さなものから大きなものまで、アプローチする。科学者の前

に立って、スピリチュアリティの証明をしなければならないことがよくあります。自分の物質的な知識が役に立たないことに気づいて、どれほど多くの人が恥を感じ、病人を癒し、人を苦

しめる問題を解決する上で、科学が達成できなかったことを、わが弟子たちの愛と慈悲が達成したと告白することでしょう。 

65 世界にほとんど知られていないこの国は、惜しみなく祝福されるでしょう。その土は実り豊かなものとなり、その財源は戦争で荒廃した国々に食糧を送るために開かれる。そ

の住民の霊は、わが愛に促されて、乏しい人々に光の思いを送り、布告の時が来れば、わが言葉を運んできて、苦しむ人々を蘇らせ、共に癒すだろう。 

66 多くの外国人が、あなたの考える平和と調和に参加するためにやってくるでしょう。スピリチュアライゼーションは、有益な種子として広がり、それが宣言する真実が知られ

るようになるでしょう。そうすれば、御子は真摯に私を愛する術を知り、あらゆる善が湧き出る恵みの泉が人類に注がれるでしょう。 

67 この時代に使命を果たし、あの世に旅立った後も霊的な仕事を続けてほしいのです。すべての霊魂を支配するのは正義に満ちた一つの法であり、すべての者はわが創造におい

て場所を持ち、その成就においてそれぞれがわが手によって駆り立てられることを兄弟たちに教えてください。すべては不変の神の法則に従っている。 

68 この試練の時に、人類があなたを悪く判断し、思想の戦争、国家の破壊、平和の不在のためにあなたを非難しても、絶望せず、気をそらさず、祈りと警戒を持続してください

。わが掟を全うするならば、罰を恐れてはならない。 

69 人の心を清らかにするために、戦争の勃発を許したのだと理解しなさい。すべての国、施設、家庭は、私の正義によって訪問され、その進歩の度合いを明らかにされる。 
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70 私が教えたとおりに働きなさい。罪人たちを道徳的に刷新させ、（壊れた）生活を回復させ、旅立った者たちを私のもとに連れて来なさい。そして、この時代が終わると、す

べての霊魂に知識と経験の光が宿り、わが教義が人を導き、わが律法に不純物や悪い解釈はなくなる。 

71 私があなた方を「子ども」と呼ぶことがあるとすれば、それはあなた方が私の神性の前ではまだ小さいからであり、永遠の観点からすれば、あなた方の存在は非常に短いもの

であることがわかります。些細なことに幸せを感じることもあるのでは？あなたは時々、自分の苦しみの原因ではないはずのもののために泣くことがありませんか？ 

72 あなたがたに言うが、わたしは貧しい者、取るに足らない者ばかりでなく、力によって、あるいは知識によって、この世で自分を際立たせた者をも求めるのだ。私の呼びかけ

は、すべての人が精神の浄化を達成できるようにすることです。 

73 もし私が貧しい人々の間で、彼らのわずかな持ち物で自分を感じさせ、彼らを準備させ、かき乱したなら、私は物を蓄えた人々に試練を与え、彼らが私の呼びかけに耳を傾け

るようにするのである。私の声に耳を貸さない者をこの世から連れ去り、地上ではやり方を知らなかった仕事を霊の谷で見せてやるのだ。 

74 この教えを教訓とせよ。この世を去る前に功徳を積んで、快適と健康と平和を人生の旅路の痕跡として残しておかねば、明日には涙を流すことになる。 

75 試練に耐えられるよう、心を強くしなければならない。あなたがたは迫害や中傷にあい、宗教的な混乱が起こると非難されるだろうが、わたしはあなたがたを見守り、助け出

すと言った。 

76 汝らも、汝らが忌み嫌う病に罹る者に対し嫌悪感を抱き、人斬りや悪徳に溺れる者を前にして反感を抱くようなことは、心から排除せよ。手を差し伸べて、心のこもった言葉

をかけてあげてください。彼らのために祈る。それぞれの存在に何が隠されているのか、私だけが知っている。彼らが倒れた原因は、私だけが知っている。 

77 私だけが、人間の司法権によって迫害され、断罪される人々を赦し、無罪にすることができる。 

78 まだ経験しなければならないこと、心で感じなければならないことがたくさんあるからだ。 

79 物質主義で無気力になってしまったあなたの気持ちを、もう一度敏感にしてあげよう。昨日は他人の痛みを感じなかったが、やがて仲間の苦しみのために、あなたの目は多く

の涙を流すだろう。 

80 田畑は豊富だが、労働力が不足している。この祝福された種を蒔くことを学ぶ労働者の一人となってください。この世に生きている今、それを実行することで、来世に功徳を

積むことができるのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 27 
1 愛する弟子たちよ、私はあなたがたの目を私の教えの光に開き、真理と偽りとを見分けることができるようにする。良心の光、自分の持っている感性、直感が良い道を示し、

良い実りを明らかにしてくれる。 

2 私の教えの真の知識から、あなたがたの中に謙遜が生まれるでしょう。なぜなら、あなたがたは創造主との関係でとても小さいと感じながらも、創造主からとても恵みを受け

、恵まれているので、父なる神が不潔だと感じたときには、あえて視線を上げることはないでしょうから。 

3 虚栄心は、自分が真理の完全な知識に到達したと思って、自分が学識があり、強く、無謬で、偉大で、無制限だと考えてきた人々の中に根を張っているのだ。 

4 この教えの光の下に形成されつつあるこの民衆の中に、虚栄心に惑わされて、自分はキリストの生まれ変わりだ、新しいメシアだ、と喧伝する人々が明日にでも現れてはなら

ないのです。 

5 そのような行為をする者は、わが真理のすべてを理解したつもりになっているが、実際はキリストの示された道、すなわち謙遜の道から遠く離れて歩いている者であろう。 

6 イエスの地上での生涯を研究すれば、謙虚さについての深く忘れがたい教えを見つけることができるだろう。 

7 イエスは自分が誰で、どこから来て、何をするために来たのかを知っていた。しかし、広場や通りに出て、自分が神の子、メシア、贖い主であることを誇らしげに宣言するこ

とはなく、その業をもって、愛とあわれみの教えを完全に証ししていたのである。その行為によって、ご自分が何者であるかを知らしめ、時には「あなたはキリストですか」と聞かれたと

きも、「あなたがそう言ったのです」と答えるにとどめた。 

8 つまり、人が口先で語ったことを、主は御自分の業で確認されたのである。それに対して、すべての言葉は何の価値もない。 

9 愛する人々よ、これらのことはすべて心に留めておかねばならない。そうすれば、いったん戦いになれば、誘惑に負けて倒れたり、御霊にのみ与えられる報いを心に受けたり

することはない。 

10 このような弱点に陥らないようにするために、私はこのような形であなた方に私の姿を見せることを終わらせるようにします。しかし、その一方で、群衆を前にして、ついに

自分を神格化した者もいた。しかし、かつて持っていたものをもはや持っていないことを知ったとき、彼らは、父との継続的な結合を達成するためには、謙虚さを持つことが必要であるこ

とを理解するようになるのである。 

11 あなた方は皆、私がこの結合が終わる日を予告したことを知っている。その時は1950年だが、この顕現によってうぬぼれ、高揚した者たちが、この贈り物を失えば、普通

の生活に戻る-群衆に気づかれず-と思って、父の意志に従わないことを見ることになるのだ。 

12 声の主は、時が近づくにつれ、こう言うだろう。"主がもはや我々の口を通して語らないことを人々が知ったとき、誰が我々の話を聞くようになるだろうか？"そして、指導

者たちは言うだろう。"主の言葉が、選ばれた者たちの口からもはや響かないことが知られる日、誰が私たちの祈りの場に来るだろうか"。今も、ある人に、ある人に、言っています。も

しこれが、私が彼らの霊に自分自身を知らせることができる唯一の形であったなら、私は決してそれをあなたから奪うことはないでしょう。しかし、もし私がこれをやめさせるなら、それ

は、より高く、より完全なものがあなたを待っていることのしるしであり、あなたも知っていることです：それはあなたの父との霊と霊との結合なのです。 

13 人びとよ、わが言葉を記した記念の書を作り、その内容を、良心の光に照らされた精神の中に留めておきなさい、そうすれば、わが仕事を決して冒涜することはない。 

14 もしあなたがたがこのような形でのわが顕現を信じたのであれば、もはやこれまでのように私があなたがたに語りかけることはないと信じなければなりません。また、私が無

学で不完全な存在を使って人間の心を通してあなたがたに教えてきた間、わが現存を信じたなら、霊から霊へわが神聖なるインスピレーションを受けられることをどうして信じないでいら

れましょうか？ 

15 弟子たちよ、わたしはすでに多くのことをあなたがたに教えている。ただ聞くだけでなく、愛を持ってわが言葉を理解し、深く学べ、今がその時だ。 

16 わが教えを正しく解釈し、その光によって人生の意味と試練の目的を理解するために、わが教えを研究しなさい。 

17 自然の力が解き放たれ、洪水が堤防を越え、荒れ狂い景観を破壊し、人々が残酷な殺し合いの戦争で互いに破壊し合うことを考える人の多くは、「神の怒りが解き放たれてい

るのだ」という。 

18 わが正義をこのように解釈する者を赦す。しかし、人類が耐えているすべての苦しみと運命の一撃は、わが掟に背いたことに起因することを、彼らはまだ理解することだろう

。 

19 ある人は言います。「主よ、もし私たちが自分の不完全さでそれほどまでにあなたを傷つけるのなら、それが私たちの苦しみの原因なら、なぜ代わりに私たちを滅ぼさないの

ですか？なぜ私たちを苦しめるのですか？ 

20 もし、私があなた方を愛していなければ、ただ「成就する」と言うだけで、あなた方を消滅させるだろう。しかし、あなた方の欠点にもかかわらず、私があなた方を維持し続

けるなら、それはあなた方に高い運命が待っている証拠である。 

21 私の命令は完全であり、あなたに対する私の愛は無限である。したがって、あなたの不完全さは、全能者の意志を変えるのに十分な重さを持つことはない。一瞬、わが律法の

示す道から外れることがある。しかし、最後には、わが正義の完成の中で、あなたはわが愛を見出すだろう。 

22 人間は常に試練にさらされ、そこで精神を浄化する以外に、人生が与える賢く、正しく、完璧な教えを理解するために、この時代に役立つ経験の光を得てきたのである。だか

ら、光の剣で闇と戦い、誘惑に陥らないように警戒と祈りを怠らないようにと申し上げたのです。 

23 もし、あなたが試練の原因をより深く知りたければ、あなたが今、過去のすべての罪の贖罪の時にいることを思い出してください。もし、あなたがすでに私が提示するものを

信じているならば、私があなたの過去を知り、愛をもってそれを裁くことができる唯一の者であると思うことで、甘い満足感、無限の平和があなたの存在に入り込むでしょう。 

24 この時代に追放された王たち、統治する望みのない王子たち、破滅した金持ち、苦痛の床にいる強者たちを見よ！」。彼らが受ける試練の中にある贖罪を、誰が知っているだ

ろうか。- 
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私一人です。しかし、真摯な悔い改めと善行、刷新と霊性化によって、苦痛からの解放に至るまで償いの時間を短縮することができ、それによって平安を得られることを、皆さんには知っ

ていただきたいと思うのです。 

25 これらの教えによって、私はあなた方が太古の昔から受けてきた教えを照らし出します。しかし、人間はあなた方に隠してきたため、人類が救いの道を見出すのを妨げてきま

した。 

26 愛する人々よ、もしあなたがこの時代にこの真実を最初に理解した一人であるなら、この実現はすべての人々の中であなたに戦争の舞台と平和のない人々に光をもたらすこと

を義務づけていると、あなたは信じないのでしょうか？ 

27 そのためには、わが言葉を調べなさい。ただし、常に真理に到達することを目的として行いなさい。 

28 将来、この仕事に対する反論を聞いても、揺るがないように、わが言葉への信仰を強めなさい。 

29 あなたがたは私に言う、「先生、あなたの完全な教えに反して、私たちの信仰を危険にさらすようなことを聞くことができるでしょうか」。 

30 愛する弟子たちよ、今日の君たちは、嵐と近づく戦いをまだ知らないので、このように考えているのだ。今、あなたがたは安心してわが言葉を聞き、わが教えで身を清めるた

めに来たが、私はあなたがたを準備し、警戒させ、だれもあなたがたを驚かせないようにする。- 

あなたがたの中には、多くの無垢な者、多くの騙されやすい者、多くの高貴な心を持った者、悪事のない男女がおり、人間の持つ堕落や裏切りを知らないのです。しかし、もし彼らが自ら

を鍛えなければ、この教えに反抗して立ち上がる者たちの餌食になりやすく、飢えた狼に対して無防備な羊のようになる。 

31 明日聞くことを、今、私を通して学ぶ方がよいのです。あなたがたは、わが教えの光をもって戦いに備えよ。そうすれば、あなたがたは攻撃され、彼らがあなたがたを落胆さ

せようとするとき、何ものもあなたがたを傷つけることはない。 

32 この時、あなたがたに話しかけたのは誘惑者であり、彼もまた奇跡を起こし、それによって選民を混乱させると予言されていると言われても、狼狽してはならないのです。あ

なたがたに言うが、わが顕現をこのように判断する者の多くは、口では常に真理を広めようとしているが、実際には悪と闇に仕えている者たちであろう。 

33 木はその実によって知られることを忘れてはいけないと、私はあなたがたに言う。その実が、素朴な心の持ち主である声なき声の担い手たちの心を通して、このみことばにな

ったのです。その実と、それを食べた人々の精神的な成長によって、人類は私という木を知ることになるのです。 

34 三位一体論的マリア的霊性活動は普及し始め、それによって、かつて父から受けた教えを研究し理解したと確信し、人類が到達した霊的発展に気づかず、哲学や科学の知識に

うぬぼれる多くの人々に真の警鐘を鳴らすことになるでしょう。彼らは、霊的な惰性から目覚めると、今日の人間の精神の考え方や感じ方に気づき、彼らが「新しい考え」と呼ぶものに対

して呪文を浴びせ、この運動は反キリストによってもたらされたものだという言葉を広めるでしょう。そして彼らは、第二の時代に私があなたたちに与えた聖典、預言、わが言葉を拠り所

にして、わが新しい顕現、わが新しい教え、そして私があなたたちに約束し、今日実現しつつあるすべてのことに対抗しようとするだろう。 

35 私の言葉は、私の弟子たちの唇に届き、著作によって、物質を超えたものや、かつて受け入れた知識や概念を超えたものを受け入れない者たちにも届き、彼らは、私がこの言

葉をあなたたちにもたらしたので、私を偽りの神と呼ぶだろう。しかし、これを聞いても、あなたの信仰は難破することはない-あなたの心は傷つくだろうが-

あなたの主人がすでにそれをあなたに告げ、これらの試練に耐えるように御言葉で励ましてくれたことを内なる動きで思い出すからである。しかし、あなたがたに言っておくが、あなたが

たは途中で偽り、偽善、迷信、宗教的狂信、偶像崇拝に出会うだろうが、その誤りを理由に誰かを非難してはならないのである。あなたがたを裁くことのできる唯一の者であり、誰が偽り

の神、偽りのキリスト、邪悪な使徒、偽善的なパリサイ人であるかを知っている者である。 

36 そうすれば、神の種はあなたの作品に実を結び、その性質によって、あなたの兄弟はあなたにそれを与えた方を認識することができます。 

37 この民の心が不毛になることはない。わたしはなぜ彼らを呼び集め、集めたかを知っている。私の仕事の中でも、多くの人が混乱する瞬間があるでしょう。しかし、最後には

、彼らは旋風から自らを救い出し、光に満たされて、他の土地に通じる道を求めて旅立ち、他の国々の人々に、精神的兄弟愛と平和の神聖なメッセージとともに、私の教えをもたらすこと

でしょう。彼らは、物質的なものにはすべて限界があり、人間は自由意志を悪用してきたこと、そして今日、私はあなたの迅速な進路に「これまで」をつけ、あなたの中でわが意志を遂行

していることを教えるだろう、しかし私は、対立してあなたのところに来たのではなく、全人類の利益のために来たのだ。 

38 その証拠に、あなた方が私を傷つけた後、私は愛と許しの証として、あなた方に私の平和を何度も与えてきました。 

39 もし、今、あなた方の間に私がいることが、あなた方を取り巻いている大災害や恐ろしい戦争と重なるなら、人が飲むこの杯を私のせいにしてはならない。苦しみはあなたの

罪の実であり、これらは私から湧き出たものではありません。私が聖霊としてあなたがたに語りかける時には、人類の間に痛みが猛威を振るうと告げた時、私はあなたがたの判断を指示し

たのではなく、これらの試練が訪れる時、あなたがたは私を必要とするだろうと知っていたからである；私はただあなたがたにそれを告げたのである。私は、あなた方が私の到来を待ち望

み、注意深く祈るために、それを告げたに過ぎない。 

40 あなたがたが署名した判決は、ずいぶん前のものですが、あなたがたが裁判官だと思っている私は、実際には、あなたがたが真の自由、すなわち精神の自由を獲得するために

、愛情をもって善い道を歩むように導き、重荷から解放するあなたの守護者なのです。 

41 わが民よ、あなたがたは泣くのだ、悔恨の心で師の愛を感じるからだ。あなたは、霊に重い罪がある者が父の前に出ても赦しは得られず、永遠の天罰を受けなければならない

と聞かされていた。しかし、どうして私の神聖な正義をそれほどまでに怪物的だと思ったのですか？私の最も優しい言葉、最も愛に満ちた眼差しは、最も罪を犯した者のためにあることを

、私がイエスを通して明らかに示したことに気づかなかったのか？この世で教義を宣言しておきながら、永遠には逆のことをするわけがないだろう。 

42 キリストと父との間にわずかな違いもありえません。なぜなら、両者は同じ霊、同じ愛、同じ知恵であり、それは三つの相で人類にその存在を知らしめたからです。御子を知

る者は父を知る」ということは、すでに第二の時代でお話しました。 

43 しかし、贖罪の時間は一時的なもので、決して永遠ではありません。短くても長くても、それは霊が贖罪を達成するために用いる意志によります。 

44 私があなたを混乱させたのは、あなたが長い間純粋な真実であると信じてきた兄弟たちの誤りを印刷した本を手に取ったからです。しかし、人間が自分の信念を正さねばなら

ない日は近い。新しい時代の光は、彼に真理の道を認識させるからだ。なぜなら、それは彼の精神生活があるこの夜の光となるからだ。 

45 この教えを送るのは、人間的存在から霊的生活に浸透するよう指示するためです。 
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46 あなた方はまだ精神というより物質なので、この言葉の真意を一瞬疑って、"本当に主が語っているのだろうか？"と自問するのです。そして、精神から「イエス」が生まれ

、物質という「ノー」と戦うのです。 

47 私は限定された形で、あなた方が私の言葉を聞くことができるように、自分自身を知らせます。その中で私は、あなた方の霊的上昇の道を再び示す、私の神聖な考えをあなた

方に送ります。 

48 わが顕現を信じる者も、疑う者も、私は祝福する。私は贔屓をせず、すべての人を平等に愛します。私は、ある人の心のためだけでなく、すべての道を光で照らし、人が精神

化の目標に向かって努力し、「互いに愛し合いなさい」という神の戒めを果たすために、この世に我が身を現したのである。 

49 私は愛の種をまく神であり、種をまく時期と実を刈り取る時期を知っています。人が堕落の極みにあるとき、神は新たに世を照らすと書かれている。 

50 弟子たちよ、今こそ種をまく時だ。人は戦争を求め、呼ぶ。汝、人の心を求め、その中に平和と愛を蒔くのだ。 

51 あなた方が攻撃されたときは、純粋なわが教義の中に身を隠しなさい。人があなたの人間としての存在を奪うことによって勝利する一方で、私はあなたに永遠の命を与えるこ

とによって勝利するのだ。 

52 善の軍団は行動を起こし、戦いを挑んだが、滅びる者を救う。これは私の神業である。私が人類の救世主と呼ばれていることを忘れているのか？羊飼いが羊を求めるのは、何

がおかしいのでしょうか。あなたが存在する前に、私はすでにあなたを愛していた。あなたの不従順は予見されており、あなたの救いも予見されていた。 

53 私がイエス様においてご自身を明らかにしたとき、イエス様はあなたの王であり、あなたは王座のために十字架を与えたと言いました。そこで私は、愛と許しと優しさが持つ

すべての力をあなたに示したのです。ちょうど私が彼の血を流したように、私の愛を無制限にあなたに与えるのです。 

54 この苦しい時に、私があなた方の中にいないとでも思っているのでしょうか。見よ、私はここにいる。私は、澄んだ水の泉のように、あなたの心の渇きを癒すために来たので

す。今こそ、あなたの精神を成長させ、眠っている能力を目覚めさせる時です。そのために、私はあなたを鼓舞し、スピリチュアライゼーションを説明するのです。 

55 信仰、思考、意志は力である。これらの賜物によって偉大で強くなり、常に愛に基づくべきあなたのすべての業において、それらを発揮してください。 

56 私が自分に課した課題は、もうおわかりでしょう。 

57 私は永遠の中であなたを待っている。しかし、あなたは私のところに来るために苦労しなければならない。だから、私はあなたの道を照らし、あなたがそれに沿って、常に前

進できるようにします。 

58 あなたの思い、言葉、行いを清くすれば、あなたはわが道を歩むことになる。そうすれば、父の王国で、父があなたに定めた場所を占めることができるのです。 

59 情欲を抑え、物欲を捨て、兄弟を思いなさい。私の子供たちの血がこの世界でどのように流されているかを見てください、すべての苦しんでいる心から来る嗚咽を聞いてくだ

さい。鳥が死んでいる巣がたくさんあり、苦しんでいる子供がたくさんあり、泣いている母親がたくさんあり、ゆりかごのない小さな子供がたくさんあります。 

60 ある者は兄弟愛、ある者は母性愛が、彼らの心に慰めのバームのように浸透するよう、祈ってください。 

61 後から来る旅人のために、光の痕跡を残そう。そうすれば、あなたは自分の心と存在の奥底に神を感じることができ、そこに父なる神がご自身の最高の神殿を見出されるでし

ょう。良心は、私が自分を知らせる山の頂上のようなものである。そうすれば、人間は物質よりも精神、影よりも光になる。 

62 風と太陽があなたがたを愛撫するように、わが民よ、あなたがたは隣人を愛撫するのだ。困っている人、悩んでいる人があふれている時代です。あなたに頼みごとをする人は

、あなたに人の役に立ち、あなたの救いのために働く恵みを与えてくれることを理解しなさい。慈悲深くなることで、あなたの父のようになる機会を与えてくださるのです。人は善の種を

この世に撒くために生まれてきたのだから。つまり、誰からの依頼であろうと、あなたのためになることだと理解することです。 

63 助けを与えることで恩を受けたと言う者は嘘をついている。なぜなら、彼はほとんど義務を果たしていないからだ。 

64 精神主義の甘美で生き生きとした音色が調和して響き渡るとき、私はわが弟子たちを喜ばせるだろう。装備された者はみな、心の言葉で話すようになるからだ。しかし、これ

らの者は、苦汁の杯を空けるとき、その不従順のために泣くであろう。 

65 しかし、ある者は「あなたを感じない」と言い、
 

他の者は「あなたを見ない」と言うだろう。しかし、すべての者は、私がすべての中におり、すべての被造物の中にいることを理解している。なぜ、すべてを目で見て、感覚で触れようと

するのか。精神で見る、心で見る、心で見ることを心がけてください。 

66 そうすれば、未知のものを見ることができ、その振動を全身で感じることができるようになるでしょう。私がどれほどあなたを愛しているかを理解したとき、あなたはもう、

あなたの神があなたを罰しているとは言わなくなるでしょう。 

67 まことに、あなたがたに告げます、わたしのうちに怒りはありません、それは人間の弱さだからです。苦痛の火を灯すのはあなたであり、その後、あなたはそれを消すために

私に呼びかけるのです。だから、己が燃やした憎しみや情念の火を、徳の水で、涙で、さらには血で消さなければならないのだ。 

68 第二の時代には、「鳥には巣があり、狐には穴があるが、神の子には頭を置く場所がない」と申し上げました。 

69 "平和をあなたに残し、平和をあなたに与える"、その中に慰めと喜びを見出すことができるのです。私があなたの痛みの中にいるように、私の愛の中にいるあなたでいてく

ださい。 

70 私は、あなたが私の来訪を感じることなく、あなたの心に入り込んだことを理解してください。私の存在を感じるためには、あなたは目覚めていなければならなかった。しか

し、私があなたを見つけたとき、あなたは眠っていた。だから、私があなたを起こしたとき、あなたは驚いて、誰がやってきて、このように話しているのかと尋ねたのです。 

71 予期せぬ訪問で驚かせていないことを指摘しておかなければならない。昔、私が聖霊として現れる前のしるしをあなたがたに知らせたが、あなたがたは見ることを何も見ず、

聞くことを何も聞かなかった。 

72 この100年間にあなた方の世界を動かした出来事、その日付はあなた方の歴史書に書かれているが、それを調べれば、実は主が予告されたことはすべて忠実に成就している

ことが分かるだろう。 

73 なぜなら、人はまず自分の心を清めて、わが言葉を根底から理解しなければならないからである。 
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74 毎日毎日、私の教えを聞き、絶えず私の真理の証明を受けながらも、なお私を疑い、否定する者たちに、私は、私の教えの真理を理解できるように、その霊的意味を研究する

ことが必要であることを告げた。私が死んだのは、私が信じられるためであり、三日目によみがえったのは、私が神の子であることを人類が確信するためである」と、第二の時代にも同じ

ように語ったのです。 

75 まだ霊化から遠い人々は、イエスの姿の私を見て、「主よ、私はあなたを見ましたから、あなたを信じます」と言うことを望んでいる。彼らは、その霊性のおかげで、私を心

で感じたという証拠を示したのですから。 

76 人間がなぜ私を象徴するイメージを作る必要性を感じたのか、これで理解できたでしょうか。- 準備不足のため、霊的な顕現に敏感でないためです。 

77 もし人間が私の教えを理解するならば、後々その前に跪くために、比喩的に像を描いたりする必要を感じないはずです。彼は、霊的に高められた人間自身ほど、この世に完璧

な主の姿はないことを発見することになるのです。そして、創造主に近づくために、私と同じ働きをするよう努力するのです。 

78 使徒ヨハネは霊的なものを貫き、その歓喜によって父の存在を感じ、その霊的な声に自分が気絶するのを感じたのです。しかし、彼はそれらのビジョンの中で姿や形を見たが

、それぞれのイメージは知恵と預言の偉大な教科書の象徴に過ぎず、神の姿や形ではないことを理解していなかった。 

79 人は小羊、獅子、書、星、長老、燭台を見たが、その驚くべき視線の先にあるものは、この世に存在し、人が知っている姿、形に過ぎない。しかし、私の神性は、始まりも終

わりもない無限の存在であるため、その栄光のすべてを誰にも見ることはできません。 

80 ヨハネの預言書が、ある人々には不可解な謎とされ、ある人々には誤った解釈とされてきたとすれば、それは人類がそこに示されたものを理解するのに必要な霊性をまだ獲得

していないためであり、この預言書が与えられた預言者ですら理解していなかったということも言えるのであります。 

81 ヨハネは聞き、見て、それを書き留めるように命じられたと聞いて、すぐに従った。しかし、そのメッセージは、長い間、自分の後に来る人々のためのものであることを理解

していたのだ。 

82 今日、あなた方は予言された時代にいます。私のこの教えは、新しい時代の光として、長い間あなた方の理解に閉ざされていたその本を読むことを学ぶ能力を与えてくれます

。長い間、謎のベールに包まれていると思われていたものが、解読されるときが近づいているのです。 

83 もし、ヨハネが自分の受けた啓示の意味を理解していたなら、絵や記号の本を遺すのではなく、その内容を明確に説明しただろうと、あなたは本当に信じていないのですか？

認識：もし彼がこの啓示を完全に明瞭に説明したとしたら、当時のどんな人がそれを理解でき、その結果、予言の真偽を信じただろうか？ 

84 その本は封印されたままで、その存在と内容の一部だけがあなた方に明らかにされるべきであり、今の時代が来たときに、その啓示をあなた方に説明することが、私の意志で

あったのだ。 

85 目覚めよ、人々よ、このメッセージを人類に届けよ。そうすれば、第三の時代において、わが言葉の光をその霊において受け取ることができるだろう。人間の欲求を忘れて 

"ホサナ、ホサナ 

"と叫びなさい。ついにあなたの霊的進化によって、私があなたの知識にもたらした教えの真の意味を理解し、その光があなたを永遠の中の完全な世界へと導いてくれることでしょう。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 28 
1 弟子たちよ、あなたがたの兄弟が、あなたがたに質問し、私が第三紀に与える啓示の証を求め、彼らの心を啓発しようとする時が近づいている。このようなとき、身を隠して

私を否定してはならない。私の顕現のこの段階で、私がこれほどまでに愛を持ってあなた方に教えているとすれば、それはまさに、あなた方が尋ねられたらいつでも私の教えを伝えるよう

に教えるためなのです。 

2 そうすれば、人類の間にわが言葉を宣べ伝える時が来ても、あなたの唇はどもらず、あなたの心はわが真理を宣べ伝えるのに不器用になることはないだろう。 

3 あなたの仕事は、あなたの神聖なマスターの地上での道のりの手本になるように生きることです。覚えておいてください。私が家に現れるたびに、すべての家に平和のメッセ

ージを残し、愛の持つ神聖な力で病人を癒し、悲しい人を慰めたのです。 

4 彼らが私を信じないからといって、私がその家に入るのを控えたことは一度もない。私は、その場所を去るとき、その住民の心が溢れるほどの喜びで満たされることを知って

いた。なぜなら、彼らの精神は、知らないうちに、私の指示によって天の国を覗いていたからである。 

5 ある時は私が心を求め、ある時は彼らが私を求めた。しかし、どんな場合でも、私の愛は、私の言葉の本質において彼らに与えた永遠の命のパンであった。 

6 私がどこかの谷の孤独の中に引っ込んだとき、私が一人でいたのはほんの一瞬でした。なぜなら、私の話を聞きたがる群衆が、主人の無限の善のまなざしを求めて近寄ってき

たからです。私は彼らを受け入れ、私の無限の慈悲の優しさでそれらの男性、女性、子供たちを溢れさせた。すべての被造物の中に、私がこの世に探しに来た霊がいることを知っていたか

らだ。そして、霊の真の住まいである天の国について話し、彼らが私の言葉によって心の動揺を静め、永遠の命を得るという希望をもって自らを強くするようにしたのです。 

群衆の中に隠れて、私の真理を否定しようとする者がいて、私を偽預言者だと叫んでいたが、彼が口を開く間もなく、私の言葉が彼を驚かせたことがあった。また、あるときは、私

を冒涜する者を許して、群衆の前で、師が侮辱に直面して不本意にならないことを証明し、謙虚さと愛の模範を示しました。 

7 私のやさしさを恥じて、すぐに立ち去った者もいた。疑いをもって、その業をもって真理を告げ知らせる方を怒らせたことを悔いたのだ。しかし、機会が与えられるや否や、

彼らは私のもとにやってきて、私の道をついてきて、泣きながら、私のことばに心を動かされ、以前に私に与えた侮辱を許してもらうために私に話しかける勇気すらありませんでした。私

は彼らを呼び寄せ、私の言葉で彼らを撫で、慈悲を与えた。 

8 愛する人々よ、あなた方がこれから旅する道とまったく同じ道は、私の愛の模範によって準備された道であり、聖霊の弟子であるあなた方を今待っている道である、私の言葉

とあなたの模範によって人類に救いをもたらすために。 

9 毒草や雑草は、私がイエス様を通して教えた愛と憐れみの業によってのみ滅ぼされることを忘れてはいけません。 

10 石ころだらけの道や、イラクサに覆われた野原を見ることができます。しかし、エリヤに導かれ、信仰を強められ、苦しむ者に愛のバームを届けたいと願うあなたの霊は、暗

闇に生きる者の道に真理の光を放って輝くことでしょう。彼は、道の茨も、疑いや理解の欠如が引き起こす苦痛も感じないだろう。 

11 このように歩めば、溢れる愛で満たされた心の数が多ければ多いほど、あなたの直感力は高まり、私があなたの仲介で明らかにする業への信仰はより深く、より不変なものと

なるでしょう。 

12 あなたが使命を始める前に、その遂行が不可能または困難に思えたとしても、後になればますます容易に思えるようになり、それによってあなたは自分の霊的進歩を判断する

ことができるのです。 

13 今こそ、私が地上のすべての霊を受肉させ、彼らと共に私の愛する民を形成し、その愛と慈悲の業をもって、霊的生命の真の知識を人類に証しする時である。 

14 この使命を果たすために印を押され、わが民に属するという知識と確信を持っている者たちよ、この啓示を喜べ。しかし、迫り来る戦いを前にして絶望してはならない。本当

にあなた方に言おう。真理のために戦うべき兵士たちは、人類が彼らに示す敵に恐れを抱いてはならない。 

15 精神に霊化への憧れ、自由への憧れを感じ、愛と慈悲と正義の道を歩んで私のもとに立ち上がることを切望するすべての者たち、私はあなたたちがわが民に属することを宣言

し、あなたたちは真実の兵士となる。しかし、そのためには、あなたが私の教えを伝える証が真実となるように、見守り、祈り、自分の弱さと戦わなければなりません。 

16 また、わが民に属したいという願望を持つ者は、愛の理想が自分の人生の道を照らす光であることを、自分の考えと行いによって証しすれば、彼らから受け入れられ、愛され

ることになると、あなたがたに告げます。 

17 私の教えをよりよく理解するために、私の言葉に耳を傾けなさい。  

たとえ話です。 

18 広大な砂漠を、熱い砂に足を痛めながら、ゆっくりと歩く二人の彷徨人。遠くの町に向かっている。目的地に着くという希望だけが、困難な旅に活気を与え、パンと水は次第

に尽きていった。二人のうち若い方は疲れ始め、体力が衰えたので一人で旅を続けるように仲間に頼みました。 

19 老人は、「もうすぐオアシスが見つかるから、そこで失われた力を取り戻そう」と、若い人に新しい勇気を与えようとしたが、若い人は勇気を出さなかった。先輩もその孤独

を放置するつもりはなく、疲れた仲間を背中に乗せて、苦労しながらも旅を続けた。 

20 青年は一休みして、自分を肩車してくれた人の苦労を思い、その首から手を離し、手を取って、二人で道を進みました。 

21 老いた彷徨人の心には、計り知れないほどの信仰心が宿り、疲れを癒す力を与えてくれたのです。- 

思ったとおり、地平線上にオアシスが現れ、その陰で泉の涼しさが彼らを待っていた。そして、ついにその場所にたどり着き、その水を飲み干したのである。彼らは安らかな眠りにつき、

目が覚めると、疲れもなく、空腹や喉の渇きもなく、心に平安が訪れ、求めていた街にたどり着く力が湧いてきたのです。本当はその場を離れたくなかったが、旅は続けなければならない

。そして、その清らかな水で器を満たし、旅を再開した。 

22 途中、疲れ果てて、喉の渇きや病気で死にそうになっている巡礼者に出会うかもしれない。しかし、その青年は、「自分たちの生活には何の役にも立たないかもしれないもの

を差し出すのは賢明ではない」「この貴重な元素を得るために多大な努力をしたのだから、このような場合は好きな値段で売ればいい」と反論した。 

23 老人はこの答えに納得がいかず、「安心を求めるなら、困窮者に水を分け与えるしかない」と答えた。 
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24 青年は、「途中で出会うかもしれない人に分ける前に、自分の器の水を一人で飲みたい」と、しみじみと言った。- 

25 老人の予感はまたもや的中し、目の前には砂漠に迷い込み、今にも死にそうな男女のキャラバン隊がいたのである。善良な老人は急いで人々に近づき、何か飲み物を与えた。

- 疲れた人はすぐに元気を取り戻し、病人は目を開けて旅人に感謝し、子供たちは喉の渇きで泣くのをやめました。キャラバン隊は立ち上がり、旅を続けた。 

26 しかし、もう一人は、自分の船が空っぽになったのを見て、心配そうに「引き返して、飲んだ水を泉に入れに行こう」と言った。 

27 「戻ってはいけない」。「信念があれば、もっと先に新しいオアシスに出会えるはずだ」。しかし、青年は疑い、恐れ、その場で仲間と別れて泉を探しに戻ろうとしました。

戦友であった二人は別れることになった。一方は目的への信仰に満ちて道を進み、もう一方は砂漠で死ぬかもしれないと思い、死の強迫観念を胸に泉に向かって走った。喘ぎながら、やっ

との思いで泉にたどり着いた。しかし、彼は満足して飲み干し、一人で行かせた仲間も、捨てた街も忘れ、それからは砂漠で生きていこうと決心したのです。 

28 ほどなくして、喉が渇いて疲れた男女のキャラバンが近くを通りかかりました。彼らは、その泉の水を飲もうと思って、熱心に近づいてきた。ところが、突然、酒も休息も金

を払わないと許さないという男が現れた。オアシスを占領し、砂漠の支配者となったのは、若き放浪者だったのだ。 

29 彼らは貧しく、その渇きを癒す貴重な宝物を買うことができなかったので、悲しげに彼の話を聞いていた。結局、わずかな持ち物を手放し、水を買って、喉の渇きを癒した。 

30 やがてその人は、領主から王へと変わった。そこを通るのは貧しい人ばかりではなく、一杯の水のために大金を与えることのできる有力者もいたからだ。 

31 この男はもう砂漠の向こうの街のことは覚えていないし、その荒れ地で滅びそうになっていた自分を肩車して救ってくれた兄弟のような仲間も覚えていないのだ。 

32 ある日、彼は大都会に向かって無事にやってくるキャラバンを見たのですが、その男や女、子供たちが力強く喜び、賛美の歌を歌いながら行進していくのを見て、驚かされま

した。そして、そのキャラバン隊の先頭には、かつて自分の旅の友であった人物が乗っていたのである。 

33 キャラバンはオアシスの前で止まった。二人は向かい合って立ち、互いに驚いた顔で見ていた。最後に、オアシスに住んでいた人が、仲間だった人に尋ねた。"教えてくれ、

どうしてこの砂漠を喉の渇きも疲れも感じずに渡る人がいるのだろう？"水も住まいも求めに来る人がいなくなった日から、自分はどうなるのだろうと、内心思っていたからだ。 

34 途中、病人や喉が渇いた人、道に迷った人、疲れ果てた人などに出会い、その人たち全員に、私を動かしている信仰心で新たな勇気を与えました。そこで私はその国の主の前

に呼び出され、私が砂漠を知り、旅人を憐れんでいるのを見て、（砂漠の）悲しい横断の旅人の案内人と相談役として戻るよう命じられたのです。- 

あなたは？ここで何をしているんだ」と、オアシスに残っていた人に聞いた。- 

後者は恥ずかしくて黙ったままだった。そこで、善良な旅人は彼に言いました。「私は、あなたがこのオアシスを占拠して、その水を売り、日陰のお金を要求していることを知っています

。これらの品物はあなたがたのものではない、必要な者が利用できるように神の力によって砂漠に置かれたのだ。この人だかりが見えますか？彼らは渇きを感じず、疲れもしないので、オ

アシスを必要としない。大いなる都の主が私の仲介で送るメッセージを彼らに伝えれば十分であり、彼らはその王国を目指すという高い目標のおかげで、一歩一歩新たな力を得て旅立って

いくのです。 

35 渇いた者には泉を残し、その泉で安らぎを得るようにし、砂漠の苦難を受ける者の渇きを癒すのだ。あなたのプライドと利己主義があなたを盲目にしたのです。しかし、この

荒れ地に住んでいて、私たちが一緒に探していた大都会を知る可能性を自分から奪っておいて、この小さなオアシスの主人になったところで、何の役にたつというのでしょうか？一緒にや

ったあの高い目標をもう忘れたのか？"と。 

その人は、忠実で無私の伴侶であった人の話を黙って聞いていた時、自分の異常さを自責して涙を流したのです。彼は、偽りの祭服を引き裂き、大都会へ行く道をたどるために、砂
漠が始まる起点を探したのである。しかし、今、彼は新しい光に照らされた道を歩んでいる。それは、仲間への信頼と愛である。  

(譬え終わり） 
 
36 私は大都会の主であり、エリヤは私の譬え話の古代人である。彼は「荒野で叫ぶ者の声」であり、タボル山での変容において私があなたがたに与えた啓示を実現するために、

あなたがたに新たに自分を知らせる者なのです。 

37 第三の時代、あなたを大いなる都に導き、そこで私はあなたを待ち、あなたに永遠の愛の報酬を与えるのです。 

38 愛する民よ、エリヤに従え。そうすれば、あなたがたの生活も、神への礼拝も、理想も、すべてが変わるだろう。 

39 不完全な宗教の実践が永遠に続くと信じていたのでしょうか？- 

いや、わが弟子たちよ。明日、あなた方の霊が地平線上に大都会を見るとき、その主のように言うだろう、「私の王国はこの世のものではない」と。 

私の平和があなたとともにありますように 



 

 

付録-注意事項 
注1 

教えの中には、「兄弟」という表現がよく出てきます。これは、人類という大きな家族の代表である男性だけでなく、女性も含めてのことです。兄弟」という言葉は、男女を問わず「隣人

」を意味すると同時に、人と人との関係を表しています。ブラザーフッドイエスはこのことを御言葉の中で明確に述べています。.あなたがたの主人はキリストであり、あなたがたはみな

兄弟なのです」（マタイ23,8）。 

注2 

贖罪」という言葉は、この宣言の中で何度も出てくる。この言葉は、作品全体を赤い糸のように貫いている。批評家は、「贖罪とは、なぜ、何のためにするのか」と問うかもしれな

い。 

神はその律法を人類に与え、使者を通して何度も説明し、私たちの良心に語りかけることによって、常にそれを思い起こさせるのである。律法に従えば、地上生活において、平和、

幸福、健康、仕事、パンがもたらされるはずです。一方、神の掟に違反した場合は、自動的に厳しい結果がもたらされます。そして、この地上には、罪を犯さない人間、つまり神の掟に背

かない人間はいないのです。そのため、人生を歩む上で賢明な神の法則を無視したために、肉体的、精神的に苦しんでいる人が見受けられます。仲間に飲ませたのと同じ苦い杯を、他の者

が空にする。なぜなら、私たちが誰かに与えた、あるいは与えようとした悪は、遅かれ早かれ、より強化された形で私たちに返ってくるからです。 

善であれ悪であれ、自分が蒔いたものを刈り取るのは、神の完全なる正義の不変の法則である。これは、聖書の根本的な言葉、"人が蒔いたものは、刈り取られる 

"という言葉に表れています。キリスト教神学は、因果律に対応するこの神の開発と教育の根本的な、霊的法則を重要視せず、イエスの犠牲の死についての不完全で一方的な解釈によって

、ほとんどのキリスト教徒の意識の外に押し出してきた。そして、自らの体験を通して、しばしば非常に厳しい現実の中にあるこの真実に気づいた人々は、しばしば、愛に満ちた神や父と

いう考えと調和させることができないのである。 

もし、神の律法に違反すれば、自動的に重大な結果をもたらすというなら、その重大な結果、すなわち試練は、人間の永遠の救いに役立つものであるから、神の愛が込められていることを

言わなければならない。なぜなら、人は苦しみを通して、自分自身や自分の人生についてより深く考えるようになるからです。彼の心の過去には、解き明かすことのできない謎があるため

、訪問の意味を見極めることができないこともあるのです。しかし、多くの場合、天の父は人間にその試練の原因を理解させる。もし彼が神の意志に委ね、反省し、神に許しを請うならば

、神の愛もまたそれを許すのである。しかし、それですべての苦痛や苦難が一挙に取り除かれるわけではないことを、人間は理解しなければならない。神の正義は、彼の罪の結果を免れる

ことはできないからだ。しかし、主の赦しは、彼を励まし、慰め、希望を与え、彼を強め、彼がより容易に試練に耐えることができるようにするのです。もし彼が忍耐と神への信頼をもっ

てそれに耐えるなら、彼は自分の罪の償いへの道を歩んでいるのです。このように、痛みは彼の人生における偉大な師となり、彼が内面的に自分を変え、神の意志に従って人生を形作るほ

ど、過去の罪の償いの重荷はやがて軽くなり、またすぐに罪から解放されるのである。私たちの個人的な試練は、私たちに襲いかかり、今後ますます増えていくであろう世界的な訪問の中

に組み込まれています。個人的にも一般的にも、今は審判の時です。審判の波は、世界的な訪問であれ、個人的な試練であれ、どこで、どのように襲ってくるにせよ、重要なことは、私た

ちが内的に準備することである。私たちは死が訪れるのを待つのではなく、できるだけ早く神の戒めと良心の光に導かれて、私たちの精神がこの地上で神の律法に対する違反の償いを完了

し、不完全という重荷から解放されて、永遠の王国に入ることができるようにしなければならないのである。 

そうでなければ、自分の過ちや罪の重荷を負って、来世で困難な道を歩むことになる。 
注3 

「アフター1950 "とは、今世紀後半に続く、未来に向かって開かれた時間表示です。- 

また、神は滅亡ではなく、人類の向上と救済を望んでおられるので、神のしるしや試練は通常、時間と場所が限定されています。したがって、世界的な大災害は、神の霊的な刷新をもたら

すための最後の手段としてのみ許されるのである。 

の人間性を高める。(参照：U9, 79-82, U11, 77-78) 
注4 
このドイツ語版では、14-23節は第9教典の25-34節の繰り返しであるため、収録されていない。- 

教えをまとめる作業はルーズシートで行われ、1枚のルーズシートが2回印刷されることもあった。1966年のスペイン語版第2版では、連続した番号付けを妨げないように、それでも
言及された詩は再び収録された。 
注5 
一見、不公平で厳しい裁きのように見えますが、深く考えてみると、神の正義は、最初は難しく見えるかもしれませんが、その中に愛のある指導と教育が含まれていることに気づか

されます。 

イエスの時代のパリサイ人は、ユダヤ教の中で、律法の文字通りの遵守、特に律法に由来する無数の規制、習慣、儀式を厳格に遵守する党派であった。彼らの神への崇拝は、この律

法への傾倒の中に尽きていたのである。イエスはこの誤った考えを、その言葉と行動で否定された。現代において、キリストは、教会的な儀式や習慣を伴う外面的な礼拝は、キリストの前

では無意味であると教えている。神のしもべを自称する者は、神は霊であり、霊的なもののみが神に届くということを忘れている。したがって、第一にそうでなければならないのだ。私た

ちの中にある神聖な精神の輝きとしてのスピリットを促進し、スピリチュアル化し、精神から精神へと神とつながることです。彼らは自ら霊界への扉を開くことができず、それゆえ、彼ら

に託された人々に対して、霊の優位性と霊化の必要性を宣言することができなかったのです。 

この教えの中にあるいくつかのキリストの言葉が、さらなる説明となるであろう。u 3, 89-90; u 15, 48-53; u18, 2-5 + 12; u 22, 33 + 62; u 

24, 46-48; u 25, 38-40; u 27, 35. 
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このメッセージは、すべての人々に向けたものです。 
全人類に、私の民の仲介で、私の言葉の真髄と、私があなた方の間で行った業の証しを記した書物を送ろう。そのページには、3つの時代を通して、私の福音と私の言葉の本質と真

理のすべてが含まれていることが、私の意志です。 

この本を読み、私の言葉を永遠の命の糧とし、私の神性と霊から霊へ直接交わるとき、今まで不明瞭で謎のままであったすべてのことを理解することになるでしょう。この教えは、

人類を大いなる目覚めへと啓発する、新しい日の幕開けのようなものです。 

今が第三の時、あなた方が私の福音を理解し、実践し、生きることを学ぶ時である。最初の時、私は山に住み、そこから私の法を石に刻んであなたに送りました。二度目に、私は谷
に降りて、あなた方の間で生活するようになった。三度目の正直で、私はあなた方の心を私の住処とし、あなた方の心の奥底から私自身を知らしめ、語りかけることができるようにしたの

だ。人類がこの教えの真理、その正義、その無限の知恵を認識するとき、その心はあらゆる偏見と恐怖から解放されるでしょう。私の法は奴隷にしない。私の法は解放する。 

一度だけでなく、何度も、さまざまな方法で、私は弟子たちに私の再臨を示し、約束し、私の再臨を知らせるサインを予告しました。自然界のサイン、人類の出来事、世界大戦、最
高レベルの発達を遂げた罪。しかし、世間が私を人間として再び期待することで自分を欺くことがないように、私は、キリストがあの世の象徴である雲に乗って、私の光線が発せられると

ころから、つまり霊の中からやって来ることを知らせたのです。この約束は果たされました。私の言葉は、肉体に生まれ変わるために来たのではありません。その見習い期間が終わった。
あなた方の間に住むために、私は肉体を必要としない。それでも、あなたには、主人として、裁判官として、医者として、私が完全に備わっているのです。 

現代は、人類にとって決定的な時代である。すべての要素や勢力に、とてつもない闘争心があることがわかります。それは、人間の成長段階の終わりを意味します。 

地上の人々を日々揺り動かす出来事は、あなた方に悔い改めと祈りと刷新と浄化を求める審判の声です。この試練の時は、人々の頑迷と不屈の精神が曲がり、人々が傲慢と不敬を捨
てるまで長引かせるでしょう。人間は、神の審判を受けたときに答えられるように、自分の行いを吟味するための短い時間がまだ与えられているのです。一つの時代の終わりと新しい時代
の始まりが、今皆さんが苦しんでいる危機と混沌を引き起こしたのです。権力も、金も、知識も、神の正義の厳しさを回避する助けにはならないからだ。人類を混沌から救うのは精神化だ
けです。他の解決策を望む必要はありません。しっかり準備すれば、世界は新しい道を歩むことができる。そうすれば、戦争の脅威は回避され、平和が訪れるでしょう。ああ、愛する人類
よ、あなた方に善意さえあれば。一つの祈り、一つの思い、一つの言葉があれば、人々、民族、国を和解させることができるのです。人はまだ子供ですが、これから迫りくる大きな試練に

よって、短期間に多くのことを経験し、この子供時代から一気に大人になっていくのでしょう。 

この呼びかける声こそが、「神の支配者」の声なのです。この言葉は、万物を創造された方からのものです。この作品のエッセンスは、今後、すべての注文の土台となる礎石となる
でしょう。万能の力を持つ主は、あなたの心を石から愛と高揚の聖域に変え、闇しかなかったところに光を灯してくださるでしょう。 
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