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この問題についての注意 
 

この巻は、https://www.deepl.com/translator 

翻訳プログラムDeepL、ProVersion用に忠実に処理され、12ヶ国語に翻訳されています。  

これまでに、以下の巻が翻訳されました：ステータス：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 

ドイツ語原書から英語版：Volume IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - 

他の5巻はすでに英語版が出版されていました。 

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、神自身が創造した
存在とのすべての経験のエッセンスであり、彼らが神のもとに戻り、父の懐に再び入ることを目的として、自らを清め
、完成させるために研究するためのものであり、彼らの教育のためのものです。  

 

アンナ・マリア・ホスタ 

ちきゅうこく 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

電子メール：a.m.hosta@web.de  
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序文 
時代を超えて、神はご自分を人類に知らせ、御言葉を通して私たちを慰め、戒めを与え、ご自分の創造と私たちの存在

について教えてこられました。 

キリスト教以前の時代、人々 がこの神の指示を忘れると、神は預言者を送り、その掟を思い出させた。 

人々 がこの十戒から600以上の人間のルールを作り出した時、神はイエスを送り、その口を通して神の言葉であるキリ
ストが御自身を知られ、十戒をたった一つの戒めにまとめられました。"何よりも神を愛し、あなた自身のようにあなたの
隣人を愛せよ "です。 

このシンプルな神の勧めを、人々 はまたしても忘れてしまったのだ。今日までの残酷な戦争や非人道的な迫害は、その
悲しい証拠である。 

神の真理を人間の教義と混ぜ合わせ、外的な儀式を重視し、純粋な神の言葉を人間的に解釈することで、今日多くの人
が々一種の精神的奴隷の中で生きているのである。 

ですから、神様が今日、再び人類に啓蒙と戒めの言葉をかけることは必要なことでしたし、必要なことなのです。メキ
シコでは、66年間（1884年〜1950年）にわたり、同時に100以上の集会所で、庶民が日曜日に集まって神の高揚と啓示
の言葉に耳を傾けたのだ。 

このような集会を目撃した人たちは、ボイスベアラーと呼ばれる発信者の口から、2時間から3時間、途切れることなく
、わずかな舌禍もなく、澄んだ水の流れのように神の言葉が流れてきたと報告している。 

純粋で偏見のない心で神の言葉の意味を受け止めた者は、主の存在と天の父の無限の愛を感じたのです。 

1950年までの最後の10年間は、後で編纂するために、教えを共同執筆し、プロトコルに書き留めた。その中から366

の教えを選び、1956年から1962年にかけて全12巻の作品「Book of True Life」として出版された。 

読者のみなさんが手にしているのは、スペイン語から丁寧に直訳されたこの12巻のうちの1巻です。一度だけ読んで、
ざっと読んで、またすぐ脇に置いておくような本ではありません。深い意味を理解するためには、文章を少しずつ読み、瞑
想し、内なる神霊とのつながりを感じ取るようにするとよいでしょう。 

教えに含まれる繰り返しは、第2巻の序文で詳しく説明されているので、誰も気にする必要はない。逆に、私たちの心
がいかに非建築的な情報にさらされているかを考えると、私たちの中に眠っている価値を呼び覚ますためには、繰り返され
ながらも常に高揚感を与え、心を豊かにする糧が非常に重要なのです。 
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はじめに 
ある種の本質的なテーマが、『Book of True 

Life』の啓示作業全体に糸を引くように流れており、それは第X巻にも見出すことができる。以下、本書の一部を抜粋し、
読者への案内や概要説明とします。 

キリストの再臨 

私の新しいメッセージと言葉の意味に、誰も驚かないはずです。なぜなら、第一時代の預言者たちも、第二時代のキリ
ストも、今日あなた方が体験している時代を最も明確に告げたからです。(279, 9) 

私の愛の教えは、声の主を通して聞いた一部の人たちのためのものではありません。私のメッセージは、すべての人に
知られるために世に出たのです。それは、第二の時代に人類に約束された慰めの始まりであり、地上の苦難の時代のクライ
マックスに到達するものだからです。(282, 57) 

あなたたちの光--知恵、愛、高揚を意味する光--の甚だしい欠如を鑑みて、私は来なければならな 

かったのだ。この光を与えるために、私は人間としてあなた方と一緒にいることは適切ではありませんでした。あなた方を
霊化へと刺激するためには、あなた方の信仰と愛のために、霊的な、目に見えない、しかし具体的な形で私の存在を明らか
にすることが必要だったからです。(293, 57-58) 

この言葉が世に広まり、誰がそれを触発し、誰がそれを書き記すように指示したのかと人々 が尋ねるとき、この言葉の
使者と種をまく者は、その声を伝える者の準備された心を通してそれを明らかにしたのは聖霊であると証言させなさい。(2

95, 26) 

3回目 

最初の時とは、いわば人間の精神的な幼年期であり、目を開いて父の顔を見、父の声を聞くが、まだ理解にはほど遠い
状態である。その証拠に、彼は文章の意味を魂で理解することなく、文章の文字にしがみついて神に従おうとしたのです。 

二度目に、「言葉」である私は、イエスのうちにあなた方と共に住み、私の人生をもってあなた方の魂の道を示すため
に来たのです。この「第二の時」は、思春期や最初の精神的な若さのことである。キリストが人に愛を教えたのは、眠って
いた心の琴線を呼び覚まし、彼らの心が新しい感情、つまり父と隣人への愛の力強い衝動で振動するようにするためである
。 

人間の魂が唯物論の鎖から解放される「第三の時」である。これは世界観の闘争を伴うものであり、人類の歴史が知っ
ている以上に熾烈なものになるであろう。(295, 56-57+64) 

この「第三の時」は、人間の悪が頂点に達した時であるが、それでも和解と赦しの時となるのである。(305, 12) 

第六の封印 

第六の封印が解かれ、地上の霊化の先駆者であるあなた方にその内容の一部をお見せしました。しかし、今日聞いてい
るこの言葉が一旦止まっても、すべての人にその光を注ぎ続けるのです。(284, 46) 

現在、私は人類を代表してこの大勢をここに迎えていますが、私が「人類」と言うときは、現在の人々 だけでなく、6

つの霊的時代に地球に住んでいたすべての世代を指しています。この6回のメッセージは、まさに私が『封印』という名で
象徴しているものです」 「そのうちの一つは、すでにご存知のように、他のすべてのものの意味や意義を明らかに 

するためにまだ解放されていません。(303, 52) 

イスラエルの霊的民族と霊的使命 

神の民は再び人類の間に現れるだろう--

人種に擬人化された民ではなく、血や人種や言語ではなく、御霊が決定的な意味を持つ、多数の、私の弟子たちの軍団が。 

この人たちは、私の教義を文章で教えることにとどまりません。言葉に命があるためには、生きなければならない。こ
の人々 は、文章や書物を広めるだけでなく、実例や行いをも広めます。(292, 28-29) 

これらの啓示を託されたこの民が立ち上がり、その証人となることが必要なのだ。そうすれば、人は目覚め、この時代
特有の霊的な徴候や現象を感知することができるようになるからです。(277, 15) 

霊的な存在の世界が、この地球の谷間に生息する時を待っているだけなのだ。彼らは光の存在であり、知恵遅れの民衆
の懐に転生することを嫌がったりはしない。(288, 46) 

精神、精神魂、魂 
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人間は創造主の反映であり、神の像である。子供たちは、必ず自分たちが生まれてきた父のようにならなければなりま
せん。この似姿は、神の属性を備え、さらに永遠の生命を持つ霊魂に由来するものである。物質、つまり人間の身体は、魂
の一時的な衣服に過ぎないのです。(295, 44) 

     

人間が行うすべての仕事に先行すべきなのは、人間の精神魂であり、地上の生命はそれに委ねられているのだから。(305, 

7) 

 

霊的な祈り 

霊魂は、自分が遠い昔に創造主の懐から現れたという直感的な知識を持ち、まだ長い道のりがあり、出発点に戻るため
に旅をしなければならないことを知り、少なくともこの瞬間は父と接触できることを知って、祈りに専念する。魂は、祈り
の中に、自分を撫で、強め、癒す慰めを見出すことを知っています。 

私は祈る者を祝福する。その祈りが霊的なものであればあるほど、私は彼らに大きな安らぎを与えることができる。祈
るために、神の存在を感じるために像や物の前に跪かなければならない者は、心の中に御父が存在するという霊的な感覚を
経験することができないからである。(279, 1-

2）一方、私の教えを一原子でも実践する者が、いかに容易に変容するかがわかるだろう。その例を挙げますか？ 

ある人が、私を愛しているという言葉の祈りによって、その生涯を私に語った。しかし、すぐに彼は真の祈りの方法を
理解し、これまでの習慣を捨て、魂の奥底に集中し、神に思いを送った。そして、初めて神の存在を感じた。 

彼は主人に何と言ったらいいか分からず、胸がすすり、目が涙を流し始めた。父よ、どう話していいかわからないのに
、何を話せばいいのでしょう」彼の頭の中には、たった一つの文章が出来上がっていた。しかし、その涙、嗚咽、内なる喜
び、そして彼の混乱さえも、あなたがた人間の言葉や本には決して見られないような美しい言葉で父なる神に語りかけたの
です。 

主と共に霊的に祈り始める人のそのどもりは、幼児の最初の言葉に似ています。それは、生命に目覚め始めた存在の最
初の発声を聞くので、両親にとって喜びであり、楽しみなのです。(281, 23-24) 

完璧でスピリチュアルなコミュニケーション 

私はあなた方に精神的な対話について多くを語り、それを高尚な方法で使うことを学ぶと言い、あなた方はこの願望に
道を譲ることになります。(291, 81) 

この教えが広まると、すでに多くの宗教団体が存在しているため、このメッセージの目的を聞かれるでしょう。そして
、この言葉は、彼らの宗教が教えてくれない霊と霊との対話を人間に教えるために人類にやってきたこと、このメッセージ
は、あなたが持っているすべての霊的資質を明らかにする神の光であることを彼らに明らかにするのです。(294, 44) 

精神から精神への対話を実践し、それを日ごとに完成させ続けるのだ。あなた方と人類が私と交わることは、私の意志
だからです。この交わりを通して、あなたは私の霊感、私の委託を受け、私はあなたの魂を受け取り、あなたの祈りを聞き
、あなたの霊の腕が私を抱くのを許すでしょう。(304, 51) 

この顕現は、あなたが完全な交わりへと近づく道を、さらに一歩昇るためのステップとなりました。(278, 44) 

神の顕現の受容と拒絶  

この時代を告げた予言を、過去の書物を通して知っている人がどれほどいることか。それなのに、もし彼らが私の出現に立
ち会ったとしても、それを信じないだろうし、約束が実現したとも思わないだろう彼らは、この光を認識できるような発達
のレベルに達していない人たちです。一方、今日、命を捨てて、「今、わたしが人に知らせているのだ」と証しする人のう
ち、どれだけの人が、これらの出来事を語る予言があることさえ知らなかったことだろう。その理由は、彼らの魂はすでに
光を受け取る準備と準備ができていたからだ。(298, 19) 

ここにいる群衆は、信者も未信者もいるが、みな愛に飢え、光と真理を渇望している魂である。信仰を持つ者が食べて
強くなる一方で、不信心者は永遠の命のパンを拒み、飢えと渇きに耐えなければならないのです。物質主義、無知、狂信的
な生活で混乱した魂が、忘れることができず、そして私の存在を認識し感じるのです。人の裁きを恐れる心である。他人が
どう言うかを考えて、どうして私の本質を感じようと魂の高みに集中できるのだろう。しかし、実際には、その場にいなが
らも、私のそばにいないのは彼ら自身なのです」。 

私は、私を必要としている人たちのことをいつも考えているからです。(301, 2) 

試験の意味 

時には、あなたの平和が闘争や警戒、恐怖になることもあります。嵐が野原や庭を襲い、木々 を揺らし、花を落葉させ
る時に起こるのです。そして、その試練の意味は何かと問うのです。しかし、つむじ風は悪い実と枯れ葉を木から落とし、
その懐に存在してはならないものをすべて庭から吹き飛ばすと、あなたがたに告げます。(278, 31) 
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私はあなた方を罰しているのではなく、あなた方が自らを清めているのだと、試練の中であなた方の良心に語らせるこ
と。そして、恐怖を引き起こす自然の力が解き放たれたとき、それを神からの罰だと言って冒涜してはならない、あなた方
を清めるための試練なのだ、と言うこと。(293, 75) 

あなたは経験という長い道のりを歩んできました。その無邪気さ、つまり盲目や無知は、あなたが経験の光を得たとき
に消えてしまったのです。さらに、あなた方は自らを汚した。そのために、あなた方をきれいに洗い清めるための試練と苦
痛があるのだ。(301, 24) 

すべての人に、スピリチュアルなインスピレーションを 

皆さん、スピリチュアルなメッセージやインスピレーションを受け取ることができるのは、あなただけではないことを
知ってください。私がこれらの声の担い手を通してわが言葉を注いでいることを知らずに、人類に啓示を注ごうとしている
光の近さを感じている人々 が、世界にはたくさんいるのです。彼らはわが霊から必要な準備を受け、あなたの証言を聞き、
あなたがわが神聖なメッセージを彼らに伝えるとき、彼らは歓喜して言うだろう。"これこそ私が望んでいたことだ 

"と。(283, 51) 

すべての人の心の調和 

善と愛は、そこから慈愛と平和を花開かせ、神秘の扉を開く鍵となり、それによって人は普遍的な調和へと一歩を踏み
出すのです。(292, 5) 

すべての生き物の間の霊的な調和は、彼らに偉大な知識を明らかにし、霊と霊との対話をもたらし、距離を縮め、不在
者を近づけ、前線と境界を取り払うでしょう。(286, 3) 

     私は父であり、地上に住む者と他の世界に住む者の間に調和をもたらすために働く者である。(286, 2) 

精神的な目覚め 

何世紀もの間、不和の中で生きてきた人類は、あらゆる悲しみと苦い経験を経て、民族間の統一、すべての人々 の間の
調和は、物質的な利益に基づくものでも、地上の価値に基づくものでもあり得ないことを理解することができるようになっ
たのです。そして最後に、高められた魂だけが、人類の平和を支える確固たる土台、揺るぎない岩となり得ることを理解す
るのです。(289, 3) 

私がこのように話すのは、あなた方の魂の発達を私以上に知っている者がいないからです。そして、今日の人間は、偉
大な物質主義、世間への愛、最大の罪となるまでに発達した情熱にもかかわらず、「肉」と物質生活の奴隷として外見上だ
け生きていることを知っているからです。私の愛が彼の魂に触れるやいなや、彼はすぐに私のもとに来て重荷を取り除き、
彼が無意識に歩むことを望んでいる真理の道を私についてくることを私は知っています。(305, 36) 

マーシー 

人間が新しく生まれ変わり、精神的な高みに到達するための第一歩は、慈悲である。魂への慈悲、身体への慈悲、隣人
への慈悲。(287, 31) 

私が病院や刑務所、喪家、壊れた結婚、孤児、霊的に飢えている人々 に目を向けるとき、なぜそこであなたを発見しな
いのでしょうか。私は、あなたがたに祈ることを教えただけでなく、みことばの贈り物を与え、癒すことを教えたことを忘
れないでください。そして、本当に準備ができていれば、あなたの存在は奇跡を起こすことができると、私は何度も言って
きました。(306, 27) 

開拓者ロケ・ロハスは、エリヤの霊に感化され、「同胞に慈悲をかけ、また慈悲をかけよ。 

弟子たちよ、真理と光はこの言葉の中にある。自分の生活の中で慈悲を働かせない者は、決して私の国に入ることはで
きないからだ。それに対して、どんなに心が固く、頑固な罪人でも、慈悲によって自分を救うことができると断言します。
(308, 52) 

輪廻転生と霊性開発 

ヤコブは夢の中で、生き物が絶えず昇り降りする霊的な梯子の存在をあなたに明かしました。誰がその内容を理解した
のでしょうか。その秘密を解釈したのは誰なのか？そこには、家長が見たそのイメージの意味の中に、魂の発展、霊的な生
き物の人間への絶え間ない輪廻転生、存在の償いと償い、神と人間とのコミュニケーション、霊と霊との対話が含まれてい
るのです。(287, 59) 

この第3の時代、私は魂の輪廻転生を確認するために、あなた方にお届けしました。人類は常にこの神秘を直観的に知
っており、魂はこの神秘を "肉 "に明らかにした。(309, 22) 

しかし、私はこの時、このことを確認し、あなたに伝えるために来たのです。魂の輪廻転生において、私の完全な愛の
法則が明らかにされます。(309, 22) 
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霊界 

あなたの物質世界を超えて存在する魂の生活は、人間にとって謎であるはずがなく、また謎であってはならないのです
。父なる神は、あなたがたの知識欲を見て、啓示と霊感の賜物によって教えを始め、無限の形で御自身を現されたのである
。しかし、この教えは最初の人間が存在したときから始まり、今日まで絶えることがない。(289, 17) 

みんな、目を覚ませ！あの世は、あなたの地上での歩みを見守っているのですこの世界はあなたの作品を知っているこ
の人類が敵意と情念の海に沈んでいくのを見たとき、彼らは震え上がり、あなたのために祈るのです。(298, 41) 

物質的な生命を超えた霊的な存在についての知識に対する人類の信仰を強めるために、あなた方は過去の時代に、「天
使」という名前をつけた父の使者たちのいくつかの顕現を授けられました。(301, 10) 

また、自分一人で仕事をしていると考えてはいけません。あなたにはまだ、このような大きな精神的意味を持つ仕事を
成し遂げるだけの力がないのです。あなたが進むべき道を示し、あなたが種を取るべき場所と道を示してくれる存在がいる
ことを知らなければなりません。 

このパスファインダーは、他の世界、他の家から来たあなたの兄弟姉妹であり、彼らはあなたの歩みを見守り、あなた
のために違反を犯す。彼らもまた、平和と愛と兄弟愛を実現する労働者だからです。彼らはあなたよりも純度が高く、知識
も経験も豊富で、あなたが恐れるべき邪悪なものは何もありません。彼らは、あなたが立ち止まるのを許さない人たちです
──あなたが種を捨てれば、あなたの心に動揺をもたらす人たちです。(297, 6) 

法律と愛の力 

同胞に対する慈愛、理解、寛容を基礎とする愛の法則は、私があなたの霊的使命のために鼓舞した基盤です。(291, 8) 

     

あなたがたの歩みを方向づけるのは恐れであってはならないし、あなたがたに律法を果たすことを強いるのも恐れであって
はならない。信仰と愛が、あなた方の生活の中で良い行いをするように促す力となるように。そうすれば、あなたの功績は
真実となるのですから。(305, 51) 

平和、最高の精神的善 

     

あなたの心に安らぎを与え、あなたの魂に平安をもたらすのは、わが言葉である。私が運命づけられた最大のものは、平和
です。この宝を持つ者はすべてを持つ--

この魂の状態を知る者は、地上の最大の所有物や宝と交換することはないだろう」。 

もしあなたが平和を獲得し維持する秘訣は何かと尋ねるなら、私はその秘訣はあなたの父の意志を行うことであると言
う。そして、もしあなたが神の意志を行う方法を私に尋ねるなら、私はあなたの人生に私の法と私の教義を適用することに
よってあなたに答えるでしょう。(307, 1-2) 

良心の声 

良心は親しみやすい声であり、主が父として、主人として、あるいは裁判官として、その光を輝かせるための光なので
す」。(293, 74) 

人間は、自分を取り巻くすべてのものの前に、そしてその上に立っていること、そして、人間は、意志と良心の自由を
与えられた唯一の存在であることをご覧ください。この意志の自由から、人間のすべての異常、堕落、罪が発生した。しか
し、創造主の正義と永遠の前には、それらは一過性の罪である。その後、良心は肉体の弱さと魂の誘惑に打ち勝つだろうか
ら。こうして、知識である光が、無知である暗闇に勝利するのです。それは、愛、正義、調和である善が、利己主義、放縦
、不正である悪に勝利することであろう。(295, 49) 

 

精神的な解放 

     

教派は、信者を古い信仰や時代遅れの信念体系の使い古された軌道に留めておこうとするが、それは無駄で無益な努力であ
る。人間の思考の底に浸透し、啓示、神の霊感、疑問と謎の解明、精神的解放の時代に向けて魂を目覚めさせる神の光を、
誰も止めることができないからです。 

また、思想、精神、信仰の自由への欲求が爆発したときに、人類を形成する潮流を止めることは誰にもできないだろう
。 

私がさまざまな宗教団体から弟子や信者や信者をさらっているなどとは、誰も思わないでください」 

「いいえ。しかし、新しい時代が始まり、忘れられた教訓を明るみに出し、無用な慣習、教義、伝統を取り払い、魂を清め
、偽りのものをすべて取り除き、常に儀式に置き換えられてきた真の御霊のパンを与える時が来たのだ。(290, 58-60) 



U 278 

11 

この間、私の言葉を聞いた人のうち、どれだけの人が、自分の解放の日こそ、最初にその声を聞いた日だったでしょう
！？あなたが信仰への復活の奇跡を覚えた祝福の日を、どれほどの愛をもってあなたの記憶に刻み込んだことでしょう。(2

94, 24) 
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インストラクション 277 
1 私はあなたの中に、常に私に従うキャラバンの前衛、すなわち賢明なイスラエル、自分の民の道を戦うユダの闘志

を見たのだ。あなたは最後の戦いをするために来て、あなたの前に私がいて、あなたの歩みを導き、あなたの仕事の集大成
に導いてくれるのです。 

2 私は、人類が最大の危機を経験している、まさに試練の時にあなたを送りました。そして、人類はしばらくの間、
力を求める努力を続け、その後、良心が現れて、いかに多くの無駄な道を歩んできたか、いかに自分の存在を無駄にしてき
たかを告げるまで、苦しい疲弊に陥るだろうとお伝えします。それは、私の名において彼女に語りかけ、霊化の道を歩んで
私のもとに来るよう賢明に教えてくれるでしょう。 

そして、私が人間に与えた最初で最後の法則が愛であり、すべての完全性の源であることを悟るだろう。 

3 私の言葉が実現することを期待して生活し、私や霊的な世界と常に接触し、私との間に距離を感じたり分離したり
することがないようにしてほしい。私は、異なる世界の魂が結合することで、彼らがより強くなり、私が彼らに与えた仕事
を成し遂げることができるようにする。 

4 その実現のために、私はあなた方が自分の人格を否定することを要求しませんし、あなた方は世界の中で生きてい
るのですから、世界から自分を切り離すことも要求しません。のために言っているに過ぎません。 

魂が自由を感じ、その内面と周囲を見渡したときに、私の仕事の中での大きな目的を理解できるように、身体の必要性に応
じて絶対に必要なものだけを使うべきです。 

5 人の命に必要なものは、私が与えよう。私は、あなたがたに義務を怠るよう求めない。むしろ、わが言葉は、あな
たがたに義務を果たすよう教えるであろう。 

あなた方は闘争、活動、努力の時を過ごしている。そして、第二の時代の私の弟子たちに起こった変革、すなわち、あ
たかも一つの霊に結ばれ、私と一つになった変革があなた方の中に起こるように、これらすべてを霊に奉仕させること、あ
なた方のすべての賜物を展開することが必要である。 

6 彼らの魂は発達し、彼らの目を覆っていた包帯はとっくに取れているのだから。そして、あなたの周囲に幸福と兄
弟愛の雰囲気を作り出すのです。そうすれば、彼らはあなたに耳を傾け、あなたの言葉を受け入れるでしょう。 

7 平和を説き、教えるなら、自らも平和であれ。愛を語るなら、言葉で表現する前にそれを感じよ。同じように仲間
がその果実を差し出しても、それを拒んではならない。出会ったすべての人を吟味し、その教えの中で許されていること、
正しいことを守りましょう。また、宗教の実践に狂信的になり、儀式を物質化することで理解力を低下させた人たちにも出
会うだろう。そして、辛抱強く彼らの知識を増やす手助けをし、私の教えに没頭したときに彼らの精神が到達できる地平を
示すのだ。あなたは彼らに、私の普遍的な精神について、魂の不滅性について、その永続的な進化について話すのです。あ
なたは彼らに真の祈り、霊の対話を教え、偏見と誤りから彼らを解放しなければならない。これこそ、私があなた方に命じ
る仕事、すなわち愛と忍耐の仕事である。 

8 私の子供であるあなたの魂を、すべて見守ってください。私の新しい啓示を受けなさい。もしあなたが、過去の時
代に私があなたに与えた言葉の意味を発見できなかったのなら、私のところに来なさい。この教えによって、あなたはすべ
てを知り、理解するでしょう。それは、あなたがたに思い出させ、すべての時代のわが言葉と行いをあなたがたに結びつけ
、あなたがたの父のもう一つのあかしをさせるためである。 

9 すべての試練と誘惑に打ち勝つために、私が与えた力を活用しなさい。痛みを我慢することで、船の舵取りをし、
自分たちを救うことができるのです。 

10 この「第三の時」において、あなた方の神への崇拝が、花から発せられる香りのように純粋で完璧なものであって
ほしい。 

11 人が自分の魂に神殿を建て、そこに信仰の炎を燃やす準備ができれば、冒涜はなくなり、戦争は終わり、涙の谷は
次第に平和の地となり、天の国はすべての心に近づいてくるのである。 

12 たとえ、私の言うことがすべて不可能に思えても、このように私に語らせなさい。私はこの世界が将来どうなるか
を知っている。それは永遠に続く未来であり、あなたたち小さな生き物には理解できないものだ。 

13 あなた方は現在のことすら知らないのだから、これから起こることを予測したり、私の言葉が預言していることを
疑ったりすることができるだろうか。 

14 すでに私の使者たちは、時が来れば、人々 の目から暗黒の包帯を取り除くであろう、真の愛の業で真理を守るため
にこの世に現れた使者たちである。しかし、誰がそれを発見したのでしょうか？今日の子供たちの中に、誰が明日の預言者
、使徒を見出したのだろうか。しかし、あなた方の肉眼で見える人たちにこのようなことが起こるのなら、私の光の霊の軍
勢も平和のメッセージと復活の呼びかけであなた方の世界に近づいたと言ったら、どうなるのでしょう？あなたは、このこ
とを疑ってさえいませんでした。 

15 これらの啓示を託されたこの民が立ち上がり、その証人となることが必要なのだ。これによって人々 は目覚め、こ
の時代特有の霊的な徴候や現象を知覚することができるようになるからです。 
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16 この種を守りなさい、そうすれば、あなたとあなたの子供たちがこの光を地上の人々 に運ぶことができる、と私が
絶え間なく言っているのはこのためです。 

私は、地球のさまざまな地点に私のメッセージを伝えるために、あなたが正しいと思う手段を使って、あなたの良心が
正しい道を歩んでいると判断したときに、あなたを許可します。 

17 しかし、今、私の話を聞いているあなた方だけが、この使命を遂行するように命じられているのだと、私は言いた
くはないのです。いや、その一端を担うのがあなたであり、後に続く者がその役割を担うのです。私の新しい仲間たちの仕
事は計り知れないからです。 

18 あなた方が努力しなければならないのは、この作品が世代から世代へと進歩し、その精神性と純粋さを表現し、す
べての真実に保存されることです。 

19 あなたはまだ、私の教えの本質と意味のすべてを理解していないのです。それが、不器用なカルト的行為、つまり
精神性を含まないカルト的行為によって歪曲されてしまった理由です。しかし、あなたの心と魂が真実に目覚めれば、私の
作品に不純なものを加えることはできなくなるのです。 

20 あなたが地球に来る前に課題として受け取ったものを、世界に与えるのです。それは、あなたの魂が持ってきたメ
ッセージです。 

21 しかし、魂は、この地上には、主の新たな顕現の際に、主の言葉を聞く運命にある者がすべて集まると告げられた
ことを記憶しているのです。 

22 師の使命と約束を魂にとどめることができた者は幸いである。彼らの中に私の霊の光があるからだ。彼らは今、自
分に託された仕事を全うしている。そして、自分の役割を終えた後、新しい「働き手」が彼らの後にやってきて、始められ
た仕事を継続するのを見るという精神的な幸福を得ることができるのである。そして、その後継者たちによって、道が開か
れ、舗装され、畑に種を蒔くことがすでに始まっていることに満足し、喜びを感じることができるのです。 

23 もし、あなたが最初の人であり、この時代にあなたのために道を開く仲間がいなかったので、多くの苦労があった
としても、世界にメッセージを届けることができたのなら、新しい世代は-

彼らはよく踏まれた道を見つけ、種を広げるので-

彼らが運ぶメッセージをより明るく明確に知らなければならないことを忘れないでください。 

24 預言者たちは、メシアの到来を告げ始めた初期の時代から、「メシアは人となられたので、この方によってすべて
の国民が祝福される」と語っていた。しかし、今日、私は、この第三の時代には、すべての国が新たに祝福されることを告
げます。私の霊がすべての魂と交わるようになるからです。 

25 祈りと悔い改めと善行によって自分を清めようとする人は幸いである。なぜなら、その人たちこそ、私の前に清い
自分を差し出すために、自分の汚れを本当に洗い流すことができるからである。このように真理を理解する人は幸いである
。彼らは道を見出し、過去の無知と暗闇を捨て去るからである。 

ちょうどわたしが第二の時代に来て，人々 がエホバの祭壇の前に捧げた流血と無実の犠牲をやめさせ，自分の命の犠牲
を父に捧げるよう教えたように，今日わたしが来たのは，あなた方がわが教義の真の成就の代わりにしている多くの無用な
礼拝や儀式の形式から目を背けるためである。 

26 私の教えを聞くと、それまで不可能と思われていたことが理解でき、実行できるようになることに驚きますが、そ
れは、あなたの魂が、あなたの知らない道を一歩一歩旅してきたからなのです。あなたの心の中にある光の輝きは、あなた
の中に深く根付いていた外的カルトを心から取り除くのに十分でした。 

27 また、真理をよく見ていくと、礼拝から象徴的なものが消え、純粋でシンプルで霊的な、実行しやすい礼拝を楽し
むことができるようになるのです。 

28 私はまだすべてを語っていないし、すべてを明らかにしていない。だから、達成したことに満足してはいけないし
、最初に受け取ったものに満足してもいけないと言うのである。私の宝庫はまだ多くのものを守っています。あなたの魂は
これを知るようになるでしょう。その道中では、まだまだ大切な一歩を踏み出すことになるのです。 

私はあなたに、律法を実践する別の方法と、わが言葉があなたに啓示した霊的、神的なものを知る別の方法を教える。
科学者や神学者のように、私を調べようとしないでほしいのです。あなたがたは、祈りによって自分の考えを父に上げるこ
とによって、父の隠された知恵に相談するのである。そして、謙虚さと尊敬と愛を身にまとい、彼があなたに明らかにした
いと望んでいることを彼から受け取るのです。 

こうして知恵の門にたどり着いた者は、光を待ち望む幼な子、知識を渇望する弟子とみなされるのです。私の存在を感
じさせ、愛撫し、あなたの父の判断に従って、あなたが知るべきことをすべて見せよう。私は彼の疑念を取り除き、彼の視
界から多くの謎のベールを取り除き、彼を光で満たす。そうすれば、彼が祈りを終え、人生の闘いに戻るとき、師とのレッ
スンで学んだことを彼の人間性に明らかにすることができるだろう。 

29 必要な謙虚さと敬意をもって私の前に立ち入ることなく、私の存在の核心を認識し、神聖さを貫こうとする者は、
常に道を踏み外し、偉大な教えを得ることはなかった。なぜなら、その扉は謙虚な者にのみ開かれ、高慢な者には常に閉じ
られているからだ。人は人生に対してまだまだ幼稚で、弟子には程遠い。 
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30 謙虚な心こそ、私があなた方に求めるものです。光を求めて霊的な道を歩むあなた方が、知りたいことのすべてを
見つけられるように。準備の整った者は泣くこともなく、わが顕現の時が終わり、外国人のキャラバンがやってきて、あな
たが聞き、見たことについて尋ねるときにも、その時を待ち望むこともない。そして、私があなたに教えたすべてのことを
、彼らに正しく伝え、彼らが謎に包まれていることを説明するのです。 

あなたの心と言葉の明晰さに驚いて、彼らはあなたを「光の子」と呼び、「そう呼ばれるのは幸運なことだ。たとえそ
れが人間の心の能力を通してであったとしても、あなたは神のマスターを聞いたのだから」と言うでしょう。 

31 私は人々 に私の言葉を新たに与え、彼らが見捨てられていないことを知り、霊の声によって目覚め、現世の後に偉
大な神の奇跡が魂を待ち受けていることを学ぶようにします。 

32 また、科学によって自然の秘密を探る人も同じように、霊的なものと接触するために祈る方法を知っている人が体
験しています。この2つの方法で、心も精神も、求めれば求めるほど発見があるのです。しかし、人間が自分の学問や研究
に対して愛情を抱くようになるのは、いつになるのだろうか。そうなって初めて、彼の世界での仕事は永久に続くのです。
科学の動機が権力欲、傲慢、唯物論、憎悪である限り、人間はその軽率さを罰する自然の力の叱責を絶え間なく経験するこ
とになるだろう。 

33 この時代の科学者は、その作品に完全な無理解を示し、国や民族を滅ぼし、仲間の命を何千と削り、人々 を奴隷に
し、人間の命を渦巻きに変えてしまうからだ。彼は、自分が引き起こす悪を理解せず、自分の行動の意味するところを知ら
ない。だから無謀と言うのです。 

34 私の慈悲だけがこの人類を助けることができる。それゆえ、私は人間の心に触れ、その魂を目覚めさせるために来
たのだ。その声は、自分が引き起こしたすべての悪を賢く認識させ、同時に、過ちや悪を償う方法を彼に植え付ける良心の
柔らかい声だ。 

35 人々 は、誰もが私のもとに来なければならないことを理解しなければなりません。ただし、彼らが望むような人間
としてではなく、霊的な状態でです。そうすることで、自分たちの仕事がみんなのためになり、それが自分たちの利益にも
なるのです。 

36 悪と傲慢と虚しい努力のために、いかに多くの者が自らを高め、惨めで霊的に裸であるにもかかわらず、いかに多
くの者が冠をかぶったことか。あなたが自分の真実と考えるものと、私の真実との間には、なんと大きなコントラストがあ
ることでしょう。 

37 民よ、あなたは私の言葉を聞いて泣くのか。私の啓示を前にして、全人類が泣くのはいつになるのだろう。私はあ
なた方を許します。これは恵みの瞬間であり、私の無限の光をすべての世界とすべての私の子供たちに注ぎます。 

38 聖霊の光である神の叡智が、心の奥底まで照らし出す光の時代である。 

39 今、人間は、この世に生まれてきた自分がどこから来たのか、この人生の意味、課題、目的は何なのかをすぐに知
り、「死」と呼んできたものを自分自身で説明することができるようになるだろう。 

今、人類はやがて理論や外面的な崇拝の形を捨て、代わりに真理を生きるようになるのです。そして、自分の存在を善
に捧げ、自分の作品を通して私を崇拝し、この世を去る時が来ても、肉体の目を永遠に閉じるという事実を「死」とは呼ば
ないでしょう。 

40 肉体を離れるときに魂を切り離すことが、平和と完全の家に近づくために不可欠な過渡的ステップであることを皆
さんが知れば、人々 の中に真の現実の認識が形成されることでしょう。 

41 創造主は人間を、絶え間なく進化し、常に完全なものへと進化する世界に置かれました。 

しかし、この自然の懐に住む人々 は、自分の道徳的向上に努めず、自分の存在の本質と理由である魂の完成を切望しな
いので、この自然と調和して発展しないのである。 

42 人間の発展、進歩、科学、文明は、その目的が、この世界に存在する最高で最も高貴なものである霊魂の上昇であ
ったことはない。 

の人が存在します。彼の願望、野心、欲望と 

この世界には、常に「心配り」という目標があります。ここで彼は知識を求め、ここで財宝を集め、ここで快楽、名誉、報
酬、権力と名声を手に入れ、ここで自分の栄光を見出そうとしたのです。 

だから、私はあなたがたに言う。自然はその絶え間ない発展の法則の中で、洗練されたもの、完全なものに向かって止
まることなく一歩一歩進んでいるが、人間は遅れている、進んでいない。それゆえ、地上での彼の運命のストローク、それ
ゆえ彼が人生の道で遭遇する試練、障害、打撃があるのだ。なぜなら、主が最初から命じておられたように、生活の中で自
分を取り巻くすべてのものと調和し、魂の上昇発展を通じて自分をすべてのものの主人にするように気をつけるのではなく
、貪欲、傲慢、憎悪などの低い情念を通じて主人になろうとしたからです。しかし、そのことに気づかないまま、神が自分
の意志のもとに置いたすべてのものの上に立つ主君、王子としての座から転落し、自分を取り巻くすべての自然の力の下僕
、奴隷、犠牲者にさえなって、自らその虚栄心を罰したのである。 

43 そして、何よりも自分たちが神の子である霊魂であることを発見したとき、啓蒙された気持ちになること請け合い
です。 
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44 私の言葉はあなたがたに霊的知識の扉を開き、父なる神が子らのために宝庫に蓄えておられるものを、あなたがた
の心の中に蓄積することができるようにするのです。 

45 人間は、多くの賜物と神の栄光を担う霊的な魂を内に秘めており、その恵みを得るにふさわしい人間にするのが、
神の言葉、神の教えなのである。 

46 人類はその物質主義の中で、どれほど自らを堕落させ、高貴なもの、純粋なもの、真実のものに対して無関心であ
ったために、どれほど多くの涙を流さなければならなかったことでしょう。 

47 霊魂は徳に傾き、肉体の殻は罪に傾き、両者は調和することなく格闘しているのです。それゆえ、わたしはわが言
葉をもって、二つの理想を一つにする方法を教え、正当な方法で魂を自分のものにし、世界を自分のものにしたのである。 

肉」には、本能、情熱、物質への傾倒があり、それはそこから発生しているからです。ですから、人間の心の糸を敏感
にし、地上の人間を支配する法則の実現から目をそらさずに、心を高貴にし、高揚させる教えが必要なのです。この教えに
よって、魂は永遠のもの、その起源である王国へと昇ることができるようになります。 

もし彼女が「肉」と「世界」に勝利することができれば、その後、すでに人間の体の殻から自由になったとき、彼女は
段階から段階へと上昇することが容易になり、父にますます近づき、したがって彼女が住んでいた世界、彼女を奴隷にした
世界からさらに離れることができるのです。 

48 人間を創造主に似た存在にする精神の閃光は、それが生まれた無限の炎にますます近づいていき、その閃光は意識
的で、愛に輝き、知識と力に満ちた光り輝く存在となるのである。その存在は、少しの苦痛も苦悩も存在しない完全な状態
を享受し、完全で真の至福が支配しているのです。 

49 もしこれがあなた方の精神の目的でなかったなら、本当に申し上げますが、私はこれほど多くの教えを通してあな
た方に私の教義を知らしめることはなかったでしょう。しかし、私が人間の間に住み、現世の先に限りなく良い世界を約束
したことを考えるなら、さらに、私が別の時代に戻って、あなた方に話し続け、あなた方が理解していないことをすべて説
明すると約束したことを思い出すなら、人間の精神的運命は、あなた方が期待できるものよりもずっと高く、約束された至
福は、あなた方の推測や想像よりも限りなく大きいという結論に達することでしょう。 
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インストラクション 278 
1 愛する弟子たちよ、今一度、あなたがたに言う。身体は弱く、その弱さゆえに魂を迷わせることがあるので、よく

見て祈りましょう。 

2 警戒して生きる方法を知っている魂は、その主が示した道から外れることはなく、より高い発展を遂げるまで、そ
の受け継ぎと賜物を発揮することができる。この存在は、用心深く生き、決して物質に支配されることを許さないからこそ
、試練の中で前進しなければならないのです。見て祈る者は、必ず人生の危機を切り抜け、しっかりとした足取りで人生の
道を歩むことができる。 

3 祈ること、見守ることを忘れた人の振る舞いは、なんと違うことでしょう。彼は、私が人間の中に置いた最高の武
器、すなわち信仰と愛と知識の光で自らを守ることを自発的に放棄するのです。直感や良心や夢を通して語りかけてくる内
なる声に耳を傾けない者がそうなのだ。しかし、彼の心や精神はその言葉を理解せず、自分の霊のメッセージを信じません
。 

4 もし人間が自分の上に存在し、振動している高次の生命に対して意識的に生き、自分の精神に相談する方法を知っ
ていたら - 

どれだけ多くの不便を免れ、どれだけ多くの深淵から自分を救うことができるだろう。しかし、彼は生涯、自分の疑問や不
安を解決できない人々 に助言を求め続けた。物質的な自然を突き詰めた科学者たちだが、彼らの中の魂は無気力に陥ってい
るため、精神生活を知らないのだ。 

5 人間の魂は、自分自身を見つけるために目覚めなければならない。そして、闘争の中で自分を支えるために託され
たすべての能力を発見しなければならない。 

6 今日の人間は、生命の木から落ちた小さな痩せた葉のように、風のおもちゃであり、千変万化にさらされ、自然の
力の前では弱く、死の前ではか弱く惨めである。一方、彼はこの世で自分を完成するためにわしが送った王子として地の支
配者となるべきものである。 

7 野心と絶望と無知がもたらした道を引き返し、真実を求めて急がなければならない覚醒の時が来たのだ。 

8 その啓示で世界を震撼させるように現れる私の光から逃げるな。やがてあなたは、この難破した世界、つまり物質
主義的で不毛でエゴイスティックな生活の陰に迷い込んだこの人類が、あなたの人生の本質である法則から離れたために、
霊的大空に輝く救いの星を見ることになるでしょう。 

9 祝福された人々 よ、私がこのように人間性について語るとき、あなたがたの心は震えないのか。あなたは、自分が
果たすべき困難な使命をすぐに思い浮かべないだろうか。 

10 私がこのように話すのは、あなた方が心の準備をするためです。今、わが使者、わが使節が世界に現れる時が近づ
いている。その使節の中には、この第三の時代にわが言葉を聞いた者たちが含まれている。 

11 心の清い者だけが、私のメッセージを広めるために、国々 に出て行くことができる。なぜなら、彼らだけが、この
仕事の真実の証人となるにふさわしいからだ。 

12 この使者たちが待ち受ける土地に出発するとき、彼らの心からはすでにあらゆる宗教的狂信が消え去り、お世辞や
賞賛を求める気持ちはもはや微塵もなく、彼らが行う愛の仕事のためにあえて世の中のお金で手を汚してはならないのであ
る。彼らは奇跡を売ってはならないし、自分たちの間で愛のために値段を付けてはならない。彼らは主人ではなく、下僕で
あるべきなのです。真の謙遜の偉大さを理解する時が来るでしょう。そうすれば、奉仕者になる方法を知っている人は誰で
も、善を行い慈悲を広めるという任務において実際には自由であり、信仰と自信と平安がその人生に伴っていたことを理解
するでしょう。 

13 一方、そうなるべき功徳もないのに、自分を王であり領主であると考えた者は、たとえ諸国がその足元に横たわる
としても、奴隷であり、安息も平和も安全も信仰もないため、哀れな者である。 

14 もしあなたが精神的な闘争において真の励ましを求めるなら、隣人に目を向けなさい。あなたが喪主を慰め、病人
を癒し、失った人を救うたびに、深い満足感、言いようのない幸福、この世の快楽とは比較にならないほどの大きさを感じ
ることでしょう。もし、あなたの人間的で小さな心が一度でもこのような喜びを経験したなら、それはあなたの魂が苦労し
て立ち直ったからなのです。 

15 このみことばの温もりを欠いたとき、私たちはどうなるのだろう？"そんなひそかな疑問があなたの心の中にある
のを私は察知しています。その理由は、あなたの魂が、私の顕現が終わった瞬間から、世界を崩壊させる苦痛の時を予期し
ているからです。 

16 私はあなたに言います。私の教えに従えば、何も恐れることはない。私の道を歩む者は、私の光に照らされ、私の
平和を得ることができる。祈りを忘れた人、心に慈愛を感じない人、自分が持っている霊的な賜物を知らない人のことを心
配しなさい。彼らのために祈る。 

17 祈ることを教え、あなたの仲間に、創造主と交わるべきは彼らの精神であることを理解させ、彼らの祈りはほとん
ど常に身体の叫び、恐れの表現、信仰の欠如、反抗、私への不信の証明であることを悟らせるのだ。 
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18 あなたの同胞に、私の精神を動かし、私の慈悲や情けを呼び起こすために、肉体を痛めつけ、引き裂く必要はない
ことを理解させてください。肉体的な苦しみや懺悔を自らに課す者は、何が私に最も喜ばれる供え物であるかについて微塵
も知らないし、私の愛とあなたの父の慈悲について何の概念も持っていないからそうするのである。 

19 私があなたを憐れむためには、あなたの目に涙を浮かべ、あなたの心に痛みを与える必要があるとでも？これは、
私に硬さ、無神経さ、無関心さ、利己主義があることを意味します。あなたの愛する神様のこれらの欠点を想像できますか
？ 

20 あなたは、私を知ろうとする努力を、どれほど怠ってきたことでしょう。その理由は、御霊と調和して考えるよう
に心を訓練していないからです。 

21 私が祈りについて多くを語るのは、祈りに内在するあらゆる力と効能を発見することが必要だからです。なぜなら
、あなたの霊が、その宿命である世界における偉大な使命を果たす時が来たからであり、祈りはその闘いのための最も優れ
た武器だからです。 

22 祈り方を知っている者は神の兵士であり、その精神化が彼を無敵にするからである。彼の武器は、世界に気づかれ
ることなく機能する。その光は闇を照らし、その力は悪意をくじき、その愛は平和をもたらす。彼は自分の使命を果たすた
めに物質的な手段を必要とせず、あたかもすでに霊的な存在であるかのように履行し、行動するのです。 

23 私は人類が精神的に目覚めるために必要な時間を与えたが、この時間は終わろうとしている。この世の道をあと数
歩歩けば、愛の国に進んで入ることができるのです。 

24 それでもあなたは、ある強大な男が別の強大な男に突進し、彼を滅ぼして地球の支配者として留まるのを見るでし
ょう。彼らは、自由意志の限界を超えているため、求めた力が与えられないことに気づいていない。 

25 もし、戦いの終わりに、まだ直立し、勝利の叫びをあげようとするならば、彼は自分の王国が廃墟と死体からなり
、自分の世界帝国が悲惨と死からなることを見るであろうし、これが世界における戦争の終わりとなるであろう。 

26 そうすれば、人間は、自分の科学の障害となるもの、あるいは権力や偉大さを求める努力の敵となるものを私の中
に見出したと主張することはできなくなるのです。なぜなら、私は彼を最後まで、限界まで行かせたからです。人間にはす
べて限界があることを、あなたは知っていますよね。 

人間は自分の考えで世界を作り、その土台がしっかりしていなかったので、自らそれを破壊した。彼は私を非難するこ
とができるだろうか？しかし、痛みが最も大きく、自分の行いの結果に心がおののくとき、慈悲と許しを求めて叫ぶのであ
る。そのとき初めて、魂は囚われていた地下牢を破って、忘れていた主を求めるために、あるいはかつて主を思い出したと
しても、その力を疑うためにだけ、抜け出すのである。 

27 人はわが正義を知るようになる-

わが報復ではなく。なぜなら、もしこの感情が私の中にあって、私がそれを人類に放つとしたら、人類を浄化するどころか
、汚してしまうからです。しかし、私の正義には、あなたの魂に純粋さを取り戻すという任務があります。 

28 たとえ、そのために計り知れない苦難の坩堝を通らなければならないとしても、悔い改めと律法への忠誠を固める
ために必要なのだ。 

29 すべての者はわが愛によって救われ、すべての者はわがもとに帰る機会を与え、そのとき、全能で最後の勝利者が
私であることを知るだろう。しかし、私は敗者の上にも、死者の上にも、辱めを受けた者の上にも君臨しない。 

30 あなたがたは、わたしが手入れをし、雑草を生えさせないようにした公園のようなものだ。私は、訪れる人がその
姿を楽しみ、歩く人が厳しい天候を避け、木陰で休むことができるように、潅木が成長し、芽が吹き、萼が開くのを許しま
した。 

31 時には、あなたの平和が闘争や警戒、恐怖になることもあります。嵐が野原や庭を襲い、木々 を揺らし、花を落葉
させる時に起こるのです。そして、その試練の意味は何かと問うのです。しかし、つむじ風は悪い実と枯れ葉を木から落と
し、その懐に存在してはならないものをすべて庭から吹き飛ばすと、あなたがたに告げます。 

32 この園がわが意のままに花を咲かせ実を結んだら、門を開いて他国の民を招き入れ、彼らが最も好む実を与えて自
国に持ち帰らせよう。 

33 ハリケーンに翻弄されつつも、その身を守り、一時は葉を落としたものの、すぐに緑に覆われた木々 を祝福します
。 

34 テストが終わると、腐った実も乾いた葉も木から落ちているのを、あなたは驚いて見たでしょう。 

35 私はあなたに試練に耐える力を与え、この神の教えの意味を理解するための光を与えたのだ。 

36 もし私が、あなたの木に時々 実る悪い果実は何かと尋ねたら、あなたは何と答えますか？すぐに、真摯に働かない
、自分を新しくしない、私に良いものを提供しない兄弟姉妹のことだと答えるでしょう。しかし、悪い果実はあなたがたの
兄弟姉妹ではない、つむじ風が園から吹き飛ばすのは彼らではないと、あなたがたに告げます。悪い果実とは、悪い習慣、
悪い感情、私の仕事で犯す過ちのことです。そして、枯葉とは、私の弟子たちの中にいまだに習慣的に存続している、外見
上の礼拝の形式、儀式、象徴の行為、行動など、非常に遠い過去に属していたが、今日ではすでに命の木から落ちてしまっ
た樹液のない枯葉のような余計な礼拝の行為のことである。 
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37 もし私の教えが、あなたがたのうちのだれかを、私の正義と私の愛の木になるに値しない悪い果実とみなすならば
、それは真実ではないだろう。不法な行為をする者に対しては慈悲を示さず、困っている者に対しては愛を示し、彼を改心
させる権威もないだろうからだ。 

38 私は誰も追い払わず、わが子の一人も追い出さず、その心からあらゆる不義を追い出し、わが律法の真の実現から
遠ざけていたあらゆる悪をその懐から追い出すよう教えることを、あなたは知っているだろう。 

39 もし私が不完全な者を拒み、善良で正しい者だけを受け入れるとしたら、本当に言っておくが、あなた方は皆不完
全であり、あなた方の中に正しい者は一人も見当たらないので、誰も私に選ばれることはないだろう。 

40 私の教えの偉大さは、罪人の救済にあります。 

41 あなたがたの父に感謝しなさい、あなたがたに教えを説いてくださるのは父ご自身なのだから。人類は、限りなく
正しいものを、あたかも正しくないもののように見せて、私の教えをゆがめているのだから。 

42 あなたは私の庭の代表です。あなたを育てたのは、私の言葉です。しかし、あなたはまだ花を咲かせず、実を結ん
でいない。あなた方の庭の花は、あなた方が霊から霊へと自分を交換したときにだけ開き、あなた方の木の実は、あなた方
の作品に真実と愛と知識があり、生命と栄養と味があるときにだけ熟すのだと、私は真実に告げるのである。 

43 もう一度言いますが、あなたがたが人間の知性を通してわたしの言葉を聞いたこの第三の時は、準備や形成の段階
にすぎませんでした-

わたしの言葉、わたしの霊の顕現ですが、まだ人間化、物質化されています。ですから、このような形のコミュニケーショ
ンは、あなた方の霊的な願望の目標にはなりえませんと申し上げるのです。 

44 この宣言は、あなたが完全な交わりへと近づく道をまた一歩進むための一歩となったのです。 

45 今の時代が終わったときに、臆することなく新しい時代への一歩を踏み出すために、私はよくこの話をしているの
です。そうすれば、私の神聖な執り成しを受けるのに、声の担い手が絶対に必要なわけではないことが、あなた方自身で納
得できるでしょう。 

46 その光を通して、あなたは私の命令を受け、私の存在を感じ、私の声を聞くことができるのです。 

47 その時、新教徒は弟子となり、もはや主を呼んで、"父よ、私のもとに来てください、あなたの助けを与えてくだ
さい、私を引き上げてください 

"と告げた者ではなくなります。その時、彼は立ち上がり、父に近づいて言うのです。"愛する主よ、私の父よ、私はここに
いて、あなたの声を聞き、あなたの神聖な意志をあなたから受け取る用意があります "とね。 

48 皆さん、私がこの声の主たちを通して皆さんに明らかにしたことは、私が人間に明らかにしなければならないこと
のすべてではなく、また、そうすることもできないことを理解してください。 

49 私はこれらの口を通して多くのことを明らかにしたが、それは私の秘密の宝庫ではなく、私の知恵の書全体でもな
いのだ。もう一度言いますが、それは精神化の時代への準備、導入だったのです。 

50 あなた方は自分の才能を開花させ始めましたが、この言葉がなくなるまでは、完全な開花は望めません。 

51 当分の間、あなたがたは、わが教えの最後の演説を聞くとき、わが民の間に、もはやこの形でわが声を聞かないか
らといって嘆くことなく、祝賀が起こるように、わが身をもって準備しなさい。 

52 人々 が雷鳴の中でエホバの声を聞き，稲妻の閃光の中でエホバの光を見たあの時の記憶が，あなたの魂を貫いてい
くことでしょう。 

53 あなたの霊は、私があなたとともに生き、人間となり、見て、聞いて、理解するために、私の驚異の奇跡によって
あなたの眠っている魂を目覚めさせ、あなたに私の愛の証明を与えた、この世界での私の存在をあなたに思い出させるでし
ょう。そして、信仰を見出すために、私はあなたが私に求めたすべてのもの、すなわち、赦し、忍耐、奇跡、祝福、血と命
を与えたのです。 

54 あなた方はまた、わが伝達者あるいは声の担い手を通して、わが言葉を聴き取りやすくし、理解されるためにすべ
ての者の理解力に適合させる、この顕現があった時を覚えているだろう。 

55 その時、あなたは悲しみと喜びで泣くでしょう。あなたが精神的な道を歩むのが遅かったこと、また、あなたの心
が固かったために、父なる神がいつもあなたの惨めさと哀れさに降りてこなければならなかったことを悟るとき、悲しみの
中から、あなたは出てきます。この時代には、もう父を犠牲にすることはなく、父に呼びかけ、滅びから救ってくれるよう
涙ながらに懇願することもありません。 

56 この日は、より大きな光と完全性の新しい時代の始まりなのだから、この顕現の最後の瞬間になぜ痛みがあるのだ
ろう。私は、この日が私の民の間で霊的な祝宴となることを望んでいると、あなたがたに告げた。 

57 あなたがたに言うが、私は今日まであなたがたに明らかにしてきたことよりも、さらに偉大な教えをあなたがたに
用意しているのだ。しかし、私が「声の主」の言葉の中で教え、明らかにしたことのすべてを、いつになったら理解できる
ようになるのだろうか。この教えの真髄をすでに理解したと、いつ私に言ってくれるのでしょうか。 

58 安心しなさい、あなた方が真にわが言葉の研究と実践に専念するならば、あなた方は道の終わりまで私に導かれる
であろうから。私はあなたの道を照らす光であることを忘れないでください。 
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59 人々 よ、あなた方は初めから父の慈悲によって祝福された遺産を受け継いでいることを認識してほしい。あなた方
は、第三の時代にわが真理の証人となるべく、その時から印をつけられてきたのです。私の光は、あなたの長い放浪の道の
りをすべて追ってきたのです。 

60 あなたは、このメッセージを受け取るときに私を認識できるように、そして疑いによって私から遠ざけられないよ
うに、準備されていたのです。そのため、振り返ると、多くのしがらみから解放されたことに驚かされることがあります。
あなたは、わが働きの明晰さとわが言葉の善良さを認識したのだから、自分の取った一歩を後悔することはできない。皆さ
んは、自分の進むべき道、現在行っていることをよくご存じだと思います。私の啓示には秘密はなく、私の言葉には曖昧さ
もない。 

61 私の教えの明瞭さと包括性によって、あなたの霊魂は御父から託されたものを徐々 に明らかにし、長い間隠されて
いた才能を開花させることでしょう。あなたは眠っていたのです。だから、今になってようやく、私の光を見たことに気が
ついたのです。私が驚いているのではなく、あなた方が驚いているのです。私は子供たちに隠し事をしてこなかったが、あ
なたはまだ多くの秘密を隠している。だから、私はあなた方が真理を十分に知ることができるように、あなた方を助けるた
めに来たのです。 

62 再び道を歩むことができたのだから、主に感謝せよ。しかし、それで満足してはならない。私は、あなたが私のも
とに来ることができるように、その道を提供したことを忘れないでください。あなた方は、まだゴールが遠いと思っている
精神的な教えの弟子なのです。しかし、わが教えはあなたがたを支え、わがことばはあなたがたを励まし、わが慈しみはあ
なたがたを強くするので、あなたがたに失敗はない。スピリチュアライゼーションの頂点に達して初めて収穫を得ることが
できるのだから。 

63 現在、私の言葉は地上を照らしている、それは予言された時間に来ただけである、このメッセージの証人はわずか
であるが、その数を人類と比較するならば、私の言葉が世界に響き渡る日が来るだろう。 

今まで、あなたは私の話を聞いて満足していた。しかし、私の顕現が終わると、私の教えを学び、その本質を見守って
きた弟子たちがあなた方の中に現れ、決定的かつ明確な方法で、この仕事の中で人々 を納得させるような愛の業が達成され
るのを見届けることになるのです。 

64 今日でも、私の教えに属さない儀式や伝統を加えるために、多くの人が間違いを犯しているのを目にします。しか
し、あなた方の研究の後でなければ、あなた方の礼拝や行為に浄化と真実が訪れ、その結果、人々 の精神的統一がもたらさ
れるのです。 

65 今、あなたは自分の責任を理解し、この仕事の偉大さを理解していると信じています。しかし、あなた方はこの教
えの後、聞いたことをよく考えてから、この理解を得ることができるのだ、と私は言っている。 

66 私の言葉にはすべてが表現されており、不明確な点や曖昧な点は見当たりません。しかし、あなた方は、輝く光、
平和、真の慰めというグッドニュースを人類に提供するために、このメッセージについて考察する時間を割く必要がありま
す。この啓示の証人として、人々 よ、あなたがたに課せられた使命である。だから、この昔からの約束を父上に説明するよ
うにとお願いしたのです。 

あなた方がわが言葉を純粋に伝えることができるように、見守り、祈り、準備しなさい。このように発信すれば、あら
ゆる非難、敵意、詮索に耐えることができ、勝利することができるのです。しかし、それを知らせる者は、侮蔑的な裁きと
試練に耐えるために、自分の業をもってそれを証ししなければならない。私の言葉を、狂信や秘密主義を排して、あなた方
の生活に適用することができれば、それは達成されるでしょう。 

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 279 
1 あなたは茨の道を旅しており、痛みがあるたびに、まだ父の掟を果たすにはほど遠いという良心の声が聞こえ、そ

れがつまずきの原因となっているのです。 

霊魂は、自分が遠い昔に創造主の懐から現れたという直感的な知識を持ち、まだ長い道のりがあり、出発点に戻るため
に旅をしなければならないことを知り、少なくともこの瞬間は父と接触できることを知って、祈りに専念する。魂は、祈り
の中に、自分を撫で、強め、癒す慰めを見出すことを知っています。 

2 私は祈る者を祝福する。その祈りが霊的なものであればあるほど、私は彼らに大きな安らぎを与えることができる
。祈るために、神の存在を感じるために像や物の前にひざまずくことに依存する人は、心の中に御父が存在するという霊的
な感覚を経験することができないからです。 

3 「この世のものに目を閉ざす者は、霊的なものに目を開くのです。そして、わが霊の存在を信じる者は、それを感
じ、それを享受しなければなりません。 

4 地上の人々 はいつになったら、直接の祈りによって、あるいは--同じことですが--

霊から霊への祈りによって、私を心に感じるという至福を霊から否定することをやめるのでしょうか。私の光が人々 の生活
を照らし、人々 が真実を知り、自分の過ちを理解するとき。 

5 今こそ、祈り、瞑想する時である。しかし、狂信や偶像崇拝のない祈りと、私の神聖な御言葉を冷静に深く考察す
ることである。 

6 すべての時間、すべての場所が、祈りと瞑想に適している可能性があります。そのために特別に用意された場所や
瞬間があるなどとは、私の教えの中では一度も言っていない。あなたの精神はあなたの住む世界よりも偉大であるのに、な
ぜ世界の特定の場所に行って祈るのですか？私は無限であるのに、なぜイメージや限られた場所に限定するのか。 

7 人々 の精神的貧困と地上での運命の打撃の最も深刻な原因は、彼らの不完全な祈り方にあります。だからこそ私は
、この悟りが全人類に到達しなければならないと言うのです。 

8 あなたは霊的な時代の門に立っているのです。ですから、私が精神に属することを多く話すことに驚かないでくだ
さい。 

9 私の新しいメッセージと言葉の意味に、誰も驚かないはずです。なぜなら、第一時代の預言者も、第二時代のキリ
ストも、あなたがたが今経験している時代を最も明確に告げたからです。 

10 今がその予言の成就の時であることを悟ったからこそ、多くの人が世を渡ってきた。しかし、すべての人が聖書の
意味を理解しているわけではないことをお伝えしなければなりません。彼らは聖書に、ユダヤ人がメシアの到来とその王国
に対して与えたのと同様の物質的な解釈を与えているからです。 

11 私が地上にいたとき、"私の王国はこの世のものではない 

"と言った。またある時は、"私はあなたから離れなければならない。あなたがたが到達する住処を用意するからだ。"と言
った。 

12 ですから弟子たちよ、もし私がより高い生命について語る教えを携えてやってきて、霊的生命を明らかにし、その
上で同じように到達する道を示したとしたら--

それは私の言葉だけでなく、第一時代の法則や霊的生命について人に語った私の使者たちによってあなたたちに伝えられた
すべての予言でもあった--なぜあなたはそれらの啓示の神的意味を物質的に受け止めるのでしょうか。 

私は過去の時代、人にたとえ話や寓話で話をした。魂も知性器官も、光を完全に受け止めることができなかったからだ
。だから、その言葉、数字、たとえ話を霊的なものに移し、その本当の意味を見出すまで霊的に解釈することが絶対に必要
だったのだ。 

13 「私の王国はこの世のものではない」と、私はあらためてあなたに言う。私の王国は霊的な領域にあり、私は本質
的に霊なのです。しかし、あなた方はこの存在の子供ですから、その王国に属するのは当然のことです。 

そのために、私は教えを鼓吹し、知恵を明らかにして、あなたを人間の状態から引き上げ、一歩一歩霊の国に近づけて
います。 

14 人々 よ、祈り、瞑想せよ。そうすれば、誤りに陥ることも、誰かに惑わされることもないであろう。あなた方は新
時代の種であり、父の声を聞くために見えない山に来るからです。 

15 アブラハム、ヤコブ、モーセ、エリヤ、そしてその民の名を称え、その業をもって神の名を讃えることを知ってい
たすべての人々 の種が、その子孫である神の民の仲間を増やすために、闇と深淵から魂は今昇ってきているのです。 

16 ある声があなたを目覚めさせた。それは、あなたを光と命の王国へと呼ぶ、優しくて心地よい声。しかし、もしあ
なたが自分の魂を落とし続け、法律に背くことを選ぶなら、それは正義に変わり得るのだ。 

17 従順で謙虚な者たちに、私の言葉はこう言っている：しっかりしなさい、あなたは私の恵みから多くを得、あなた
の兄弟姉妹のために多くを成し遂げるだろう。愚かな者に、私の声は言う。もしあなたが、この祝福された機会を利用して
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、罪の汚れあるいは無知の闇から逃れなければ、主がメッセージとして何をもたらしたのか、また主がご自分の民に示され
た霊的賜物が何であったのかを知らないまま、あなたの魂の上に時代と時が過ぎていくのを見ることになります。 

18 確かに、すべての人が自らを救い、高みに昇るにふさわしい時期が来るでしょう。しかし、その日を遅らせる者は
災いである。災いなるかな、この世の瑣末なことに心を砕いて、魂の成長を遂げる機会を逸する者は。彼は次の機会を待た
なければならない時間の長さを知らず、その報いの苦しさをも知らない。この中には、父なる神の小さな報復や軽い罰では
なく、厳格で容赦のない正義があるのです。 

19 私があなた方の間に来てから、今日、あなた方がこれまでの機会をすでに逃していないか、あるいは利用していな
いか、あなた方の魂が、ずっと以前に託された使命を果たすために、この新しい機会を与えられるのを待っていた時間の長
さを知っているだろうか。あなたの心や精神は、その魂の過去、運命、負債、課題、償いについて何を知っているのでしょ
うか？何もない！だから、魂の完成を邪魔してはならないし、世の中の財を愛することによって誘惑してはならないのです
。別の道、別の目標、別の理想を追い求めなければならないのです。 

20 人類に燦然と輝く時代の幕開けです。嵐、稲妻、揺れ、痛みの中、それは現れた。しかし、暗雲は消え去り、真理
の光はその威厳をもって輝き出すだろう。 

21 今日もあなたは、光に先立つ鈍い日々 を生きている。しかし、曇り空のわずかな明るさを利用して、この光はその
短い光線で浸透し、地球のいくつかの地点に到達し、心に触れ、魂を揺さぶり、目覚めさせるのです。 

22 この光に驚いた人は皆、途中で立ち止まり、"あなたは誰ですか？"と問いかける。わたしは世の光、永遠の光、真
理と愛である。私は、再び来てあなたに話すと約束した者、つまり、神の「言葉」と言われた者である」。 

23 ダマスコへの道のサウロのように、彼らはすべてのプライドを捨て、傲慢さを克服し、謙虚に顔を低くして、心で
私に「私の父、主よ、私をお赦しください」と言ったのだ。今、私は自分でも気づかないうちにあなたを迫害していたこと
を理解しました。" 

24 その瞬間から、その心は小さな従者へと変化していった。この第三の時代において、今まで、私の新しい弟子たち
の中に、私の弟子たちの中で私をあれほど迫害し、その後、私をあれほど熱烈に愛した者のような高尚な使徒は現れていな
いのです。 

25 あなた方は、偉大な愛のわざによってこの世に自分の霊的使命を書き記し、彼らがとても愛し、そのために死んだ
人の横に自分の足跡を残した人々 の小さな模倣者、従者なのです。彼らの主人。 

26 私は、ある時は大まかに、またある時は詳細に、過去の時代についてお話ししていますが、それは、あなた方が、
不滅で不変の精神的意味を、偉大な教えの例から汲み取ることを学ぶためです。 

27 私の心はここにあり、あらゆる要求、あらゆる懸念、あらゆる秘密のコミュニケーションに開かれています。 

28 私はあなたにとって、父であり、主人であり、友人であり、看護師であり、医者であり、相談役である。あなたの
必要をすべて私に委ね、あなたの涙を乾かし、あなたの希望と欲望を私に託し、あなたの親友としなさい。 

29 私の子供たちよ、祈りなさい。祈りによって人は知恵と健康と力を得ることができるのです。 

30 自分の運命を自覚し、地上でつまずかないように魂を高める方法を知っている人たち、つまり私の真の弟子になっ
てほしいのです。 

31 祈る者は断崖絶壁を恐れず、その魂は常に朗らかである。 

32 あなた方がこのように生活すれば、あなた方の父に対する愛の聖域ができ、その内部には兄弟愛、高揚、調和を証
する霊的な賛美の歌が響くことでしょう。 

33 お前たちはまだ私の指導を受けている。お前たちの行く手に困難な試練が訪れたとき、それを乗り越えるための手
順を私の御言葉で学ぶことができるように。今日の新参者が、明日は弟子、そして師匠になるのですから。だから、今、学
ぶべきことは多い。 

34 私はあなたの心を形作り、心を鍛え、感情を滑らかにして、第三の時代の私の到来を証言するためにあなたを送り
出そう。 

35 私の新しい言葉は、まだ地上に広まっていないのです。それが効力を発揮する前に、私は民衆に、わが来臨の前兆
を与えているのだ。霊界は現在、人々 を霊的生活の現実に目覚めさせるという使命を果たしているのです。 

36 私はここで、あなたがたの間で、自分自身を詳しく知らせたのだ。ヒントやサインだけだったとは言えません。人
間の心によるわが言葉は、霊と霊との対話を達成するための準備的なメッセージに過ぎないが、明確で明瞭であったからで
ある。 

37 確かに、この声の主たちを通しての私の言葉は、幅広く、深い教えであった。すでに明らかにされている真実を確
認し、新たな発見をしたのです。 

38 私はこれまで、霊的な運命、存在の進化、輪廻転生、魂の救済についてお話ししてきました。私は、人類が地上で
受けた試練と指導のさまざまな段階を、7つの封印で封印された書物に象徴してお話ししてきました。私は、今が第三の時
代であり、あなた方が私の霊的存在を感じることができるようになったので、私が霊をもってあなた方のもとに来たことを
明らかにし、あなた方には、律法全体を二つの教訓または戒めに要約することができると告げた。 
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39 考えてみればわかるが、それらは私が与えたしるしではなく、わが父なる愛の偉大な現れなのだ。 

40 サインだけを受け取った人々 は、他の民族です。彼らは、再び来るという私の約束を心から消し去らず、宇宙を探
検し、すべての大きな出来事の意味を聞き入れ、"主人は近くにいる "と言うことを願っているのです。 

41 世間は、わが新たな顕現をどれほど気にかけていないのだろう。目を覚ましてわたしを待ち望む者はいかに少なく
、眠る者はいかに多いことか。 

42 私に期待して生きている人たちについては、今、すべての人が私の存在の実際の姿を推測しているわけではないと
言えるでしょう。古代の信仰の影響で、私が人間としてこの世に帰ってくると考える者がいる一方で、私がすべての人間の
目に見える何らかの形で現れなければならないと考える者もおり、ごく少数の者は、真実を推測して、わが来臨は霊的なも
のであると疑っているに過ぎないからである。 

43 ある人は、私がどんな姿で、何時、何日に地上に姿を現し、どんな場所に現れるのかと考えるが、ある人は、明確
な姿や時間を考えずにこう言う。"主人はすでに我々 の間におり、その光、すなわち主の霊は我々 に満ち溢れている"。 

44 このメッセージがすべての人の心に届くとき、ある人は自分の予感と信仰がすべて確認され、歓喜の瞬間となるこ
とでしょう。しかし、他の人々 は、私のメッセージが、彼らが信じていたこと、そしてそれが明らかにされる方法と一致し
ないため、真理を否定する。 

45 愛する者たちよ、彼らのことを考えよ、そして、これらの魂にとって待つことは苦痛であり、今この時が私の帰還
の時ではないかもしれないと考えるとき、彼らが苦しんでいる間、あなた方は日々 、私の言葉で自分をリフレッシュしてい
ることを知れ。それが終わったとき、人類に対するあなたの責任はどれほど大きなものになるのでしょう。 

46 目覚めよ、人々 よ、そして地球の他の人々 も目覚めよ、今はそれしかないのだ。わたしは、約束したように、すべ
ての者とともに--「雲」の中に身を置き、すべての者がわたしを見るようになる。 

47 なぜ、わが霊の来訪に意味がないと思わなければならないのか。人間として死んだ後も、私は弟子たちに話しかけ
、霊的存在として姿を見せたことを忘れないでください。 

48 私が彼らに与えた、彼らの信仰を強め、宣教の任務に対する新たな勇気を植え付けたあの示現がなかったら、彼ら
はどうなっていたことでしょう。 

49 私が去った後、彼らが提示した絵は悲しいものでした。涙がとめどなく流れ、刻々 と胸から嗚咽が漏れ、何度も祈
り、恐怖と自責の念が重くのしかかる。ある者は私を売り、ある者は私を否定し、ほとんどすべての者が死の間際に私を見
捨てたのだ、と。 

50 あの完全無欠のマスターの証人になれるとは。信念も考え方も生き方も違う人たちに、どうして立ち向かう勇気と
強さがあるのだろう。 

51 その時、私の霊が彼らの間に現れ、彼らの痛みを和らげ、信仰心を燃やし、私の教えの理想に彼らの心を燃やした
のです。 

52 私の霊に人間の形を与えて、弟子たちの間で目に見え、目に見えるようにしたが、私の存在は依然として霊的なも
のであった。 

53 本当に言いますが、今日、私は当時と同じように自分の精神を人間にしていません。なぜなら、あなた方の精神の
発達が違うからです。それにもかかわらず、私の存在は微妙であり、触れることができないが、それはここにいるすべての
人に感じられ、あなたの死すべき目がマスターがあなたの中にいることを証明する必要はない。 

54 魂には高次の感覚があり、それを通じてスピリチュアルなものを感じ、認識し、理解することができるのです。そ
の感性で、私の存在を感じ取ってほしいのです。 

55 この言葉を聞かなくなると、悲しみに陥り、弱気になり、愛の欠如のために自責の念を持つようになる。しかし、
私はまた、あなたのところに来て、あなたの心の親密さで、「私はここにいる、恐れるな、自分の道を行け、あなたは一人
ではない」と言うでしょう。 

56 その「二度目の時」に、私以外の誰が、弟子たちが師匠を失って世を闊歩するのを励ましたのでしょうか。一人ひ
とりの仕事ぶりが立派に見えるのではないでしょうか？しかし、彼らにも他の人間と同じように弱点があったことをお伝え
します。その後、愛と信仰に満たされた彼らは、狼の中の羊のようにこの世に存在し、常に人々 から迫害と嘲笑を受けなが
ら自分の道を歩んでいくことに落胆することはなかったのです。 

57 彼らは奇跡を起こす力を持ち、その恵みを生かして真理に心を変える方法を知っていた。 

58 私の使徒たちの口からイエスの言葉を聞いた人々 はみな幸いである。彼らによって、私の教えは何ら変化を受ける
ことなく、すべての純粋さと真理のまま与えられたのだから。それゆえ、人々 は彼らの話を聞くとき、魂の中に主の存在を
感じ、自分の存在の中に未知の力、知恵、威厳を感じるのである。 

59 愛によって霊的な漁師に変えられた彼らは、イエスから学んだ言葉によって国や王国を揺り動かし、その忍耐と犠
牲によって国々 の改宗と霊的平和の到来を準備したのである。王から乞食に至るまで、真のキリスト教の時代、彼らは皆、
私の平和を体験したのだ。 
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60 しかし、すべてを知っている私は、あなた方が再び私を必要とすることを知っていたので、あなた方に私の帰還を
予告し、約束したのである。 

61 私は、人々 が世代を超えて私の教えをますます神秘化し、私の法律を変え、真実を歪曲することを知っていました
。人々 は私の帰還の約束を忘れ、最も残酷で卑怯で非人間的な武器で殺し合い、もはや自分たちを兄弟とは思わないだろう
と思っていました。 

62 しかし、今、その時と約束された日がやってきて、私はここにいるのです。なぜなら、私を裁くのは世界ではなく
、人類を裁く私だからだ。今がその裁きの時だからだ。 

63 私は人々 の心の中に王国を築こうとしている。多くの人が期待しているような地上の王国ではなく、霊的な王国で
あり、その力は世の中の権力からではなく、愛と正義から湧いてくる。 

64 私がこのように話すのを聞いて驚く人がいるようですが、私はあなたに尋ねます。なぜいつも、絹や金や宝石を身
にまとった私を想像したがるのですか？なぜ、あなたはいつも私の王国がこの世のものであることを望むのか、私はあなた
にその反対を明らかにしたのに。 

65 私は、あなたが地上で霊的に生きることを学ぶための新しいレッスンを持ってきました。 

66 精神化」とは、偏見や宗教的狂信や超常現象を意味するものではないことは、すでにお話ししたとおりです。スピ
リチュアライゼーションとは、「魂と魂の調和」を意味します。 

身体、神と人間の掟の遵守、生活における簡素と純潔、父なる神への絶対的で深い信仰、隣人において神に仕えることへの
信頼と喜び、道徳と魂の完成の理想などです。 

67 私の教義の純粋さを見せると、自分の間違いがより際立って感じられる。さて、弟子たちよ、もし明日、良心の声
によって、あなた方がすべての過ちを償い、失われた時間を取り戻し、あなた方の行動の純粋さによって、わが教義の純粋
さを示すために立ち上がるならば、私はあなた方のすべての罪を許す用意がある。 

68 精神化は不可能なことではないこと、人間性の再生は犠牲ではないこと、精神的奉仕は人間生活の放棄ではないこ
とを人々 に証明する、高い地位にあって私の法律に気を配る人々 が現れることが必要なのである。 

69 あなた方は、私の仕事を説き、教える者になることができる。なぜなら、あなた方は、長い過去、長い発展から来
る必要な経験を持っているからだ。 

70 スピリチュアリズムを知るためには、いろいろな道を歩かなければならなかったのです。あなた方も偶像崇拝者で
あり、象徴の助けなしに私の存在を発見することはできず、儀式なしに私を称えることはできなかった。しかし、あなたは
幸運にも岐路に立ち、どちらに行けばいいのかわからなくなったとき、念願の師の声を聞き、新たに道を示してくれたので
す。 

71 あなたの豊富な経験は、仲間を理解し、励ますのに役立つと思いませんか？ 

72 各自が自分の宗教を完全なものとし、その実践方法を非の打ちどころのないものと考えているため、激しい争いに
なることはすでに予言したとおりです。しかし、もしそうであれば、私はこの時間に来て話をする理由はなかったと言うこ
とです。 

73 私は霊感によって深遠なる教えをあなた方に授けます。あなた方の教団の形態には異教が君臨し、狂信の悪い種が
無知と憎悪であなた方を毒しているのが見えますから。 

74 私の右手には光の剣がある。私は、反するもの、既存の悪、偽りのものをすべて破壊する戦士であり、王である。
私の戦いが終わり、心が祈りと生きるために一体となることを学んだとき、あなたの霊のまなざしは、無限の光と永遠の平
和の中に私を発見するでしょう。"ここは私の王国だ" "私は王だ" "このために私はここにいる" 

"このために私は君を創った" "君臨するためにね" 

75 私が人間とは異なる方法で征服していることを理解し、あなた方の心を支配するために、恐怖や暴力によってあな
た方を服従させるのではなく、あなた方と暮らすために人となり、あなた方の足を洗い、口づけし、あなた方の犠牲となっ
たことを理解するのだ。 

76 だから、あなたがたは皆、やがてわたしに身をゆだねることになるのだ、と言っているのです。 

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 280 
1 私の言葉の意味があなたの魂に入り、それがあなたの心から溢れ出し、慈愛に、平和に、仲間への教えに変わるよ

うにしなさい。 

2 この民族が地上に残す足跡は平和であり、人間にとってあの世への扉を開く鍵を本当に持っていることを世界に示
すことになるのです。その使命は、バベルが人類に残した遺産が破壊されるまで、国境を取り払い、民族を精神的に統合す
ることである。 

この新しい国、イスラエルにおいて、すべての国々 は祝福されるだろう。なぜなら、彼らはわが言葉を宣べ伝えるため
に、その理解力をわが手に置いたからであり、彼らの中で霊と霊との対話が始まるからである。 

3 その道筋は、精神性を高め、光を残し、道を踏み外した人々 の再生の道を開き、人々 の間に調和と兄弟愛を実らせ
る種を心に蒔くことになるでしょう。 

4 私がこの民の使命を語るとき、私は神としてそれを行い、父として指示し、裁判官として命じるのである。 

5 私の言葉は、今この瞬間に聞く人だけのものではありません。全宇宙を包含しているのです。しかし、他の時代に
も私の法と私の教えが一人の人間から始まったように、私の教えの持つ力は想像を絶します。したがって、この言葉に真価
を与え、解釈し、完全な適用をもたらすのは、他の民族や他の人々 であろう。 

6 人々 が真理への欲求を高め、より高い発展の理想を魂の中に呼び起こすために、賢明で、強く、力強い教えがこの
世の生活を照らすことが必要なのです。 

7 私が「第二の時代」にもたらした愛のメッセージとしての教えの効果を否定しているとでも思っているのでしょう
か。いや、もうこの世にないのだから、本の中に埋めてしまって、心の中に持っていないのだから、もう一度持ってくるの
だ。しかし、今、私はそれを私の教えの中であなたに戻している。なぜなら、あなたに対する私の愛は不変だからだ。ただ
、それはもはや私が置いたあなたの心の中ではなく、あなたの霊的な魂の中にあり、もはや失われることはありません。 

8 物質的な生活の中では無名で取るに足らないこれらの声の担い手の心の器官を通しての私の顕現は、私が世界に授
けるために来た証拠である--

その学者や医師の中に、わが意志に完全に身を委ねることによってわが神性の光線を心に受け取る準備ができている者を、
私は一人も発見しなかったのだ。 

9 たとえ、時折、私の意志ではなく、人間の意志が支配しているように見えることがあっても。 

10 人間の意志の自由の道、地上での支配、その傲慢の勝利、彼が時に力の行使によって強いる強制は、永遠に比べれ
ばあまりにもはかないもので、それらは確かにある意味で神の計画を変えることができます。しかし明日、あるいはその完
成の過程で、私の霊の意志はすべての存在の上にますます姿を現し、善が存在することを認め、不浄を排除するのです。 

11 人間が地上に作り上げたその王国は、やがて私の裁きを受けなければならない。そして、本当にあなた方に言いま
すが、その中には善いもの、許されるもの、真理を含むものだけが残ります。しかし、傲慢、利己主義、嘘、毒と死を含む
ものはすべて破壊され、容赦なく消滅の火の中に投げ込まれます。 

しかし、この悪を滅ぼすという仕事を成し遂げるのは誰なのか。男彼は自分の科学が発見したすべてのものを自分の手
で破壊し、隣人を害するようになるのだ。そして、テストが終わったとき、彼が発見した真の光だけが存在し続け、未来の
人類の道を照らすために輝き続けるのである。 

12 私は、この人類のすべての世紀とすべての時代の不従順と劣化を、人がかつて私の道を歩んだときの一瞬にしか現
れないようにするのだ。人間の精神生活に影を落としていた、現実には短いその期間を、第三の時代の高みで人間の精神時
代を照らす私の光の神聖な輝きの下に溶解させ、消滅させる。 

13 わが言葉を聞く者の数を考えると、あなたにとって非常に小さく思える。しかし、本当に、あなた方の背後には、
あなた方の目には見えないが、あなた方が光の道へと導いている大勢の魂が控えているのだ。 

14 もし人々 が自分の霊的な賜物を知っていたら、どれほど多くの苦しみを和らげることができるだろう。しかし、彼
らは盲目や不活性であることを好み、最大の苦痛の時が訪れるのを放置してきたのです。 

15 私の教えは、過去の時代の預言者が人類に告げた大いなる苦難を免れるために、あなた方を啓発するものである。 

16 私が自然の力を使って人間を罰していると考える人々 には、そう考えるなら大きな間違いであると言いたい。自然
は進化し、変化し、その変化や推移の中で激動が起こり、わが掟に従わなければ、あなたがたを苦しめることになるのに、
あなたがたはそれを神罰と決めつける。しかし、もしあなたが、あなたの魂を啓発する神聖な火花の特権を持つ存在で、あ
なたを取り巻く自然と調和して生きていたならば、あなたの精神はあなたを変化の上に、自然の力の暴力の上に引き上げ、
あなたは苦しまないで済んだでしょう。 

17 その力、つまり解き放たれた要素の影響から自らを解放する能力は、生活の改善においてのみ見出すことができま
す。信仰や祈りだけが、人生の打撃や逆境に勝利を与える武器ではないからです。その信仰と祈りは、徳の高い、清らかで
善良な生活を伴わなければならない。 
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18 もしあなたがたが信仰や祈りによってしばしば無傷であったなら、あなたがたが試練に勝利したのは、あなたの功
績というより、私のあなたに対する憐れみによるものである。 

19 私の教えの中で、あなた方に心の準備をするようにと言うと同時に、あなた方の生活の中であなた方を取り巻くす
べてのものと調和させ、自然の力が動き出したときにその作用に対して不死身になれるような霊性を獲得するために、監視
と祈りを命じている理由を理解しなさい。 

20 今、あなたが生きている時代は、スピリチュアルな領域だけでなく、あなたを取り囲む物質的な自然も変化する時
期であることを理解することが必要です。 

21 あなたを収容しているこの家は、将来、より高い存在に対応するために、現在、完全なものへの一歩を踏み出して
おり、あなたが激動を経験するのは当然であることを知っておいてください。 

22 それは、人々 の心や魂、感情、身体、そして人々 を包み込み、取り囲むすべてのものに反映される、混乱の時であ
る。人々 が苦しむのは、霊的な準備もなく、信仰もなく、自分の能力を知ることもなく、祈りもなく、試練の時に入ってし
まったからです。 

23 混沌の中で滅びようとするあなたを救えるのは、私の力と私の愛だけです。 

24 そして、あなた方自身を救うだけでなく、あなた方の影響力と保護が多くの同胞に届くでしょうと、本当に申し上
げます。 

25 イエス様が弟子たちと一緒に船で海を渡って行かれた時のことを思い出してください。波は高く、海は泡立ち、荒
れ狂う。弟子たちは、イエスが眠っているのを見て、身の危険を感じた。彼らは自分を救うための信仰を欠いていた。しか
し、主の愛は、右手を伸ばして水を静めるように命じ、要素に対する主の力を証明することで彼らを助けました。 

26 それらの教訓は、人類にとって新しいものだった。しかし、第三時代の弟子たちは、舟に乗った弟子たちのように
、いずれ私が慈悲の心で救ってくれると信じて生きるだけでなく、まだ自分の存在に現れていない魂の力を自分の中に展開
しなければならないことを反省すべきです。 

27 あの弟子たちは、私の教訓を学んでくれたのです。なぜなら、彼らは宣教の旅で、同胞を苦しめる大きな試練に遭
遇し、彼らに対して、その霊の権威を明らかにする方法を理解していたからである。 

28 あなたは、この時代にこの言葉の真理を証しする者の一人になりたいですか？そうすることで、あなたの中に秘め
られている力を発揮することができるのです。 

29 人は霊性を獲得したとき、自分を取り巻くすべてのものに対して優れた生物となるのです。今までは、自然の力や
権力、影響力に翻弄される弱い存在でしかなかったが、彼らは人間の上に立つ存在ではないので、本来は優れているはずな
のだ。 

30 この教えは短いですが、内容は深いです。弟子たちよ、それを勉強し、教えよ。 

31 "道に迷った時は私に目を向けなさい、今日も私と共に"。子供が父に語りかけるように、人が友に信頼をもって語
るように、あなたの思いを私に向け、語りかけなさい。 

32 私は神の師であり、あなた方に指示を与えるために折に触れてやってきたのです。あなたがたが非常に苦い杯を空
にするのは、私があなたがたを罰しているからではなく、あなたがたは私に到達するために自らを清めなければならないか
らである。 

33 お待ちしております。しかし、あなたがこの道に戻るときにつまずかないように、私はあなたを助けなければなら
ない。私は、啓示、インスピレーション、励ましである私の光をあなたに送ることによって、これを行なっている。 

34 あなたは今、人生の新しいステージに入り、道は開かれた。あなたの十字架を負い、私に従いなさい。この道に試
練がないとは言いません。しかし、あなたが困難な道を横切ったり、苦しみの杯を空にするたびに、あなたを励まし、助言
する声が聞こえます。私の愛はあなたとともにあり、あなたを助け、持ち上げ、あなたは私の癒しのバームの優しい愛撫を
感じることでしょう。 

35 明日、この声が私の声使いの唇から聞こえなくなっても、あなたはその意味を記憶にとどめ、あなたを励まし導き
続けることでしょう。私が教えたとおりに祈り、私の霊感を霊から霊へと受け継ぐのだ。あなた方が集まって私の言葉を学
ぶところならどこでも、あなた方の思いの結合によって、光と調和に満ちた神殿を形成することができるのです。 

これによって、あなた方が私の言葉を聞くために集まっているこれらの集会所は、主の神殿ではないことを理解するで
しょう。ただし、あなた方が集会のためにこれらを捧げ続けたいのであれば、そうしてもよいと、これもあなた方に伝えま
す。 

ここで、皆さんは団結して、力と光と信仰と勇気と温かさを与え合い、私の教えを学んだら、一緒になって祈り、家を
思い、これも師と交わるにふさわしい場となる。 

野原や草原が都会の喧騒から逃れるためにあなたを誘うなら、あなたはそこであなたの献身にふさわしい場所を見つけ
、あなたの中に私の存在を感じることでしょう。しかし、霊的に一致団結し、常に私の法と調和して生きてください。 

36 あなた方は少しずつ兄弟愛と結合に慣れていき、あなた方の中で、私が望んでいる霊的な家族の形成が強まること
でしょう。 
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37 本当に申し上げますが、あなた方自身の間でこの良い調和が実現すれば、あなた方は人類の良い手本となることで
しょう。私の意志なしに動く木の葉はなく、すべては私の許すままに展開し、すべては私によって決定されていることを忘
れないでください。 

38 そして、道中で誘惑に出会ったときは、祈れ、そして悩むな。 

39 一歩一歩、焦らずに歩んでください。本当に道を学んで、後で仲間に教えることができるように。 

40 最初の働きで満足して、魂の完成のために十分な功徳を得たと思ってはならないのです。しかし、日々 新しい教訓
を学び、より大きな啓示を発見するために、常に私の仕事の勉強に時間を割いてください。 

41 好奇心旺盛な弟子は、いつも自分の質問に対する答えを聞き、試練の時には私の父としての助言を聞くことができ
るのです。 

42 上級の弟子は、同胞への愛の源となり、父から遺産を授かったと心から感じ、人間の間で偉大な霊的使命を遂行す
るために出発する時を認識するようになる。 

43 それぞれの「働き手」には、光と慰めと安らぎを与えるべき魂が何人か割り当てられています。この大勢は決して
あなたを圧倒することはない。なぜなら、あなたの人生全体に広がって、少しずつ出会うことができるからだ。 

44 今日、私が教えているのは、父親としてのアドバイスや提案です。単純なことですが、これを霊的に突き詰めれば
、私が第二時代の山の上で大群衆に説いたあの説教の厳粛さを知ることができます。 

45 雲から私の霊魂の光線を送り、あなたの存在に降り注ぎ、私の言葉を聞かせるのです。 

46 私は、その時明らかにしたような高尚な教え、すなわち、世の中のあらゆる知識に優る教え、真の生命に導く唯一
の光をあなたにもたらしました。 

47 私の教えは、人々 が地上で高貴で純粋な生活を送るよう指導しています。また、魂があの世の住処に入った後、完
璧に近づけるような作品を作るための準備でもあるのです。 

48 すでに将来の生活のために功徳を積んでいる。 

49 ある人は、人類の大きな苦難を目の当たりにして、その小さな苦難を和らげることができないと感じて苦しんでい
ます。マスターのもとに来なさい。慰め方、平和の与え方、癒し方を教えてあげよう。 

50 ひとたび慈愛に満ちた道を歩めば、人類のあらゆる苦しみや悲劇に比べれば、自分の仕事は非常に取るに足らない
ものだと思えるようになるでしょう。しかし、私はあなた方に、あなた方の取るに足らないような仕事が、人類に重くのし
かかる痛みを軽減し、同時に戦争の力を弱めることを告げる。 

51 あなたは人々 の間で黙々 と仕事をすることになる。しかし、この沈黙が解かれ、世界中にグッドニュースが響き渡
る瞬間がやってくるのです。 

52 スピリチュアリズムの使徒は一人では立ち行かない。この教えを展開するのに好都合な出来事が、世界には起こる
だろう。 

53 すべてが完璧に準備されているのです。私はあなたに私の計画を知らせた。ただ、わたしの予言したことに矛盾し
ないように、わたしのことばをよく勉強することが必要だ。 

54 人生の試練と私の言葉があなたを準備する。ある人は、私の教えを適用して勝利することができなかったので、試
練が不意打ちになり、立ち止まってしまいました。しかし、ある者は、師から聞いたことを決して忘れることなく、試練を
平然と乗り越えていくのです。試練は魂に強さと忍耐を与えることを忘れないでください。そして、明日、あなたの行く先
で、光の言葉と克服する方法を知っている人の証を必要とする多くの敗者と出会うでしょう。 

55 霊性を高めると、逆境から立ち上がることができ、肉体的な欲求も和らぐからだ、とマスターは言う。 

56 祈ることを学べ。祈りによって多くの善を行うこともできる。ちょうど、裏切りから身を守ることもできる。祈り
は盾であり武器である。もし敵がいるならば、祈りによって自らを守れ。しかし、この武器は誰も傷つけたり、傷つけたり
してはならない。なぜなら、その唯一の目的は暗闇に光をもたらすことだからだ。 

57 あなた方は、私の教えに、この世に存在する不純な崇拝行為を決して加えることなく、純粋に行動しなければなら
ない。 

58 これは私の教えの言葉です。あなた方は私の教えに心を開いてやって来たので、私はあなた方の間で自分自身を光
に包まなければならなかったのです。 

59 愛する人々 よ、わたしは、わたしが語ったすべての言葉の中に、わたしのバームと平安をあなたがたに与えた。 

60 あなたの魂は蘇り、私の声を聞く準備ができている。私はそれが真の聖域へと変化するのを見る。そこでは、私の
言葉の響きが浸透する。それは「言葉」の光であり、あなたの父の息吹を近くに感じながら、あなたが旅のゴールに到達す
るために必要な力を持つことができるようにするためである。 

61 あなた方が生きている時代を十分に理解した上で、私に従って旅立ったのは、あなた方の霊魂が何をするために地
上に来たかを知っているからです。こうしてあなた方は、しっかりとした足取りで霊的な教えの道を歩むことができるよう
になり、こうしてあなた方は、私が長い間人類から期待していた崇敬を、すぐに私に捧げることができるようになるのです
。 
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62 そうすれば、あなたがたの知識と信仰が強まり、後になってから、「私たちの間に主人がいたのはあまりに短かっ
たので、主人の真理を確信するのに十分な時間がなかった」と言わずにすむからです。 

63 霊性に満ちた私の教えは、この人々 の心の中で発芽し、将来、真理と生命の実を結ぶことでしょう。私の言葉は地
上に広がり、清め、啓発し、裁かない場所を残さない。 

64 そうすれば、民衆は真の永遠である霊的生命に目覚め始め、さまざまな教団の外的・物質的な部分を排除して、わ
が法の本質に立ち返ることだけに専念するようになるでしょう。 

65 人類はスピリチュアリティが与える力に気づき、何世紀にもわたって人類を抑制してきたものすべてから視線をそ
らすようになるでしょう。 

66 もし人々 が善意でなく、互いに愛し合わないなら、キリスト教のシンボルである十字架がこの地上で何百万回あっ
ても何の役に立つのでしょうか。 

67 外的なものはもはや人々 を支配する力はなく、尊敬も、信義も、傷つけたことへの後悔もない。それゆえ、あなた
がたに告げますが、礼拝の象徴や形式は消え去ります。なぜなら、それらの時代は終わり、人間を光に運び、持ち上げ、わ
たしのもとに導く内なる礼拝になるからです。 

68 彼の存在の最も純粋な部分、霊において、わたしはこのとき、わが律法を書き記し、わが声を聞かせ、わが神殿を
建てる。人のうちにないもの、その魂のうちにないものは、あたかも存在しないかのようであるからだ。 

あなたがたが、わが名誉のために巨大な物質的教会を建てようが、華麗な祝賀や儀式をわがために捧げようが、この捧
げ物は霊的なものではないので、わがもとに届くことはないのだ。一方、秘密の捧げ物は、世に見えず、あなたがたが霊か
ら霊へと私に捧げるものであり、その慎み深さ、誠実さ、真実さ、一言で言えば、霊から生じたものであるから、私に届く
のだ。 

第二の時代」に私が語った「パリサイ人とパクリ人の譬え」を思い出せば、私の教えがいつの時代も同じであることが
わかるだろう。 

69 あなたがたがキリスト教の信仰を象徴する最後の十字架を地球そのものから消滅させ、その象徴を補償として互い
への真の愛に置き換えるなら、私はあなたがたを非難しない。そうすれば、あなたがたの信仰と外なる神への礼拝は霊の礼
拝と信仰になり、それは私があなたがたに期待することに相当するのだから。もし、あなた方の崇拝と象徴が、少なくとも
あなた方の戦争を防ぎ、あなた方が悪に沈まないようにし、あなた方の平和を維持する力を持っていたら。しかし、あなた
がたの言葉に従って、聖なるものすべてをいかに通り過ぎたかを見よ、あなたがたは神聖であると思ったものをいかに足下
に踏みつけたかを見よ。 

70 あなたがたにもう一度言っておく。あなたがたは、この地上に一つの教会も祭壇も一つの象徴や像も持たず、霊を
もって祈り、代用品を必要とせずに父を愛し、父を信じる方法を知り、私がわが教義で指示したようにあなたがた自身を愛
するならば、その方がよいのである。そうすれば、あなた方は救われ、私の血痕が刻まれた道を歩くことになる。 

71 この人類が偶像崇拝と狂信を捨てたとき、初めて「新しいマナ」が降ってくるのです。もはや砂漠の孤独の中で人
を々養ったものではなく、試練の日々 の中であなたの魂に降り注ぐものです。これこそ真の天のパン、すなわち人が霊から
霊へと受け取るパンになるのです。 

72 第一時代のマナは、人々 の魂が神から直接霊的な栄養を受け取る最後の時代に、私が人々 と行う霊的な談話を象徴
したものに過ぎません。 

73 人類に対して、この民族が負っている責任は非常に大きい。真の霊性の模範を示し、内なる宗教的実践の道を示し
、喜ばれる供え物、神にふさわしい敬意を示さなければならないのです。心を開いて良心の声を聞き、自分の行いを判断し
、私の教えを忠実に解釈しているのか、それとも自分も私の教えの意味を取り違えているのかを知ることができるのです。 

74 一日で精神化の頂点に達することを要求してはならない。そうすれば、決してつまずくこともなく、自分のしたこ
とを悔やんだり、恐れたりすることもないでしょう。一歩一歩、意識して歩けば、やがてその成果が見えてくる。 

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 281 
1 愛する弟子たちよ、多くの宗教があるが、法は一つであり、私の教えは一つである。 

2 私の教えは、人々 に愛を育むことを教える聖霊の教えです。しかし、キリスト教を自称する人類は、私の教えをど
う受け止めたのだろうか。それは、形あるもの、儀式、口先だけの祈りを作り出し、その背後に偽善を隠しているのです。 

3 真理とは愛だけであり、言葉や歌で私の名を賛美しても、愛のわざを行わないなら、真理の道を歩んでいるとは言
えないと、あなたがたに告げます。 

4 真理とは、宇宙で明らかにされた神の愛である。真理を知らぬ者は神を知らぬ。 

5 典礼や儀式によって神を信じるとき、人々 はなんという間違いを犯していることでしょう。 

6 神は、人間が地上に創り出したものではありませんし、ありえません。 

7 神には限界がなく、本質であり、全能である。主を知り、主を感じるためには、善を行い、互いに愛し合い、公正
であることによって、主と一体になることが必要です。 

8 私がこのように話すと、物質主義的な文明を持つこの時代の人々 が、愛の教えを理解し、受け入れることができる
とは想像もつかないでしょう。しかし、私の教えは、世界が必要とする種であり、渇きを癒すために待ち望んでいる水であ
ると、あなたがたに告げます。 

9 この飢えと渇きは、人々 が生活の中で愛と真実を必要としていることから来ています。この精神的、道徳的な不幸
は、彼らの戦争、疎外、そして野心的な地上の追求の結果である。 

10 戦争に疲れ、破壊に疲れ、多くの苦しみに苛まれた人々 は、ほんの少しの間、私が示す救いの道を探そうとするの
です。しかし、彼らはわが教えを解釈するためにさまざまな形式を取ろうと努力するが、そのすべてにおいて、迷信的な儀
式、無用なカルト、わが身を崇拝するための外形に再び陥るのである。 

11 自由を求める叫びは、すべての魂に生じることはなかった。なぜなら、その魂を取り巻く霧は非常に濃密だからだ
。しかし、私の光は強力で、人間の心の最も敏感な部分にまで浸透し、暗闇を突き破ります。 

12 その光はどんなものなのでしょうか。それは私の新しい言葉であり、新しい啓示を持つ私の教義であり、人々 に神
の真の崇拝の仕方を教えるものである。同時に、魂の渇きを癒す清らかな水を探す手順も示しているのです。 

13 私はすべての人に、真の神の崇拝の仕方と、神の法則に従った正しい生き方を教え込みますが、その成就こそが、
主があなた方一人ひとりに帰する唯一のものです。 

14 最後に、あなた方人間よ、私の言葉の内容や意味を認識するだろう。そうすれば、私の教えは人に語りかける神の
声であるばかりでなく、すべての霊の表現であることがわかるでしょう。 

15 私の言葉は、励ます声であり、自由を求める叫びであり、救いの錨である。 

16 私の教えには、儀式的なものは一切ありません。そうでなければ、本質を見失うことになる。 

17 この間、私はあなた方に純粋で完璧な指示をもたらす。だからこそ、一日の仕事の終わりには、あなた方が真の愛
を持って人生で行ったことだけが信用され、それはあなた方が真実を認識したことの証明になると告げるのである。 

18 人は私の啓示、それは聖霊の光であるが、それを理解することを恐れていたのである。では、お聞きします。もし
あなたが頑なに精神的なものを避けるなら、真理について、永遠について、何を知ることができるでしょうか。 

19 私の第一回と第二回の啓示が、神と霊についてだけ語っているにもかかわらず、あなたが物質主義的な解釈をした
ことについて考えてみてください。物質と精神とを混同し、深遠なものを表面的なものに、高尚なものを低俗なものに、い
かに敬意を欠いて変質させるか、ご覧ください。しかし、なぜこんなことをしたのでしょうか？なぜなら、あなたは神の仕
事の中で何かをしたいという願望のために、私の教えをあなたの地上の生活、あなたにとって最も大切な人間的な快適さに
適応させる方法を探しているのだから。 

20 弟子たちよ、私が言ったことをすべて反省し、あなた方が霊能者であると言うとき、それはあなた方の口が説くこ
とを本当に実践しているからである。 

21 私は霊能者だ」と言うのは簡単ですが、実際にそうなるのは難しいことです。 

22 私の言葉を聞いて、その偉大な解釈者になったのに、私の教えの最良の行いの弟子でない人がなんと多いことか。
"互いに愛し合う "という神の戒めを果たしていないのだ。 

23 一方、私の教えの一端でも実践した人が、どれほど簡単に変身するか見てください。その例を挙げますか？ 

ある人が、私を愛することを、言葉の祈り、つまり、他の人が立てた祈りで、その人は意味のわからない言葉でできて
いるので、理解することさえできないと、生涯にわたって私に言い続けたのです。しかし、すぐに彼は真の祈りの方法を理
解し、これまでの習慣を捨て、魂の奥底に集中し、神に思いを送った。そして、初めて神の存在を感じた。 

彼は主人に何と言ったらいいか分からず、胸がすすり、目が涙を流し始めた。父よ、どう話していいかわからないのに、何
を話せばいいのでしょう」彼の頭の中には、たった一つの文章が出来上がっていた。しかし、その涙、嗚咽、内なる喜び、
そして彼の混乱さえも、あなたがた人間の言葉や本には決して見られないような美しい言葉で父なる神に語りかけたのです
。 
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24 主と共に霊的に祈り始める人間のそのどもりは、幼児の最初の言葉に似ています。それは、命を興し始めた存在の
最初の発声を聞くので、両親にとって喜びであり、楽しみなのです。 

25 人間は古くから与えられた啓示を真に正しく解釈することができないので、私は今日、霊によって来て、私が彼ら
に教えたすべてのことを明確に説明し、正しく解釈することにしています。 

26 今の時代、霊魂の能力と肉体の能力を混同することなく認識しているんですね。 

27 私の教えが新しい日の光として、眠っている人類を目覚めさせるとき、精神、心、感情は真の調和を見出すでしょ
う。 

28 あなた方は今日、心の中で結合と平和を得るために、私の前であなた方自身を証明するために、声の担い手の心を
通して私の指示を聞くときに目撃するプロセスを意識する存在として、私に助けを求めるのです。そして、私はあなた方の
魂を受け取ります。あなたがたの祈りと行動の中で、純粋に単純に私にささげるものはすべて、天の父に対する子供たちの
正当な賛辞として、私は受け取るのである。 

29 あなた方が私にする最も緊急な要求は、地上に平和が訪れること、つまり、かつての家父長制の生活が人々 に戻る
ことである。しかし、この平和は、私の新しい弟子であるあなた方が、私が準備している新しい世界の礎を築くまで、戻っ
てこないことをお伝えします。 

30 あなたがたが隣人一人一人の中に兄弟を見いだし、あなたと他人との間の相違を消滅させ、彼らの中に私を愛した
ら、あなたは新しい時代の夜明けを見ることになり、人生は人間にとって喜びと安らぎとなり、私は父として認識されるこ
とになる。 

31 今回の私の御言葉は、イエス様でお渡しした御言葉と同じです。それは、あなたが私に従ってパレスチナの地を旅
したとき、あなたの魂を飲み込んだのと同じ、澄み切った洪水です。その意味は、あなたの魂に神聖な封印を印象づけたの
で、あなたはその「味」を混同することができないことを知っています。 

しかし、今日、私がこの男たちや女たちによって自分自身を知らせるために降りてきたとき、あなた方は彼らの唇から
出る言葉を聞いて、それが私からのものだと認識し、なぜ私がこの時代の私のメッセージを人類に届けるために別の形を選
ばなかったのかと私に尋ねるのである。 

32 あなたがたは、私に仕えることのできる特別な徳のある者が、あなたがたの中にいないと言っている。モーセも、
第一時代の預言者も、ペテロも、ヨハネもいない。しかし、あなたがたに言うが、わたしはいつの時代にも徳の高い魂を送
り出し、その中でも謙虚にわたしに仕えた者たちを送り出したのである。彼らを愛し、彼らを慰めなさい。彼らの重荷は非
常に大きいのです。 

私は彼らの心を清らかな泉のように守ってきたし、しばしば苦痛は彼らを浄化する最良の手段であった。彼らの生活は
、他の時代の私の使者たちと似ている。あなたを祝福します。このように私に従った者、私が与えた使命の意味を十分に感
じた者は幸いである！」。 

33 私の王国に入るよう、あなたを招待します。わたしは地のすべての民を好んで呼ぶが、すべての民がわたしに耳を
傾けるとは限らないことを知っている。人類は灯を消し、暗闇の中を歩いている。しかし、誤りのあるところでは、私に啓
発された者が周囲に光を撒き散らすように現れるだろう--

目覚めさせ、揺さぶる警鐘を鳴らす私のサインを見守り待つ霊的な番人である。 

そのメッセンジャーの愛が、皆さんの心に実を結ぶ種となるように。彼らが外見上貧しくても、あなたの前に姿を現し
たとき、拒絶してはならない。彼らは私の名によって、あなたが今知らない能力をあなたに伝えるために来たのだから、彼
らに耳を傾けなさい。彼らはあなたに完璧な祈りを教え、あなたが縛られている物質主義の束縛からあなたを解放し、あな
たを私に昇華させる霊的自由を獲得するのを助けてくれるでしょう。 

34 私の言葉を聞くあなた方は、私の言葉のすべての成就を切に待ち望んでいる。あなたは、この世界が私の弟子に変
えられることを望んでいるのですね。あなたは、私が困難な使命をもって他国へ送った人々 の中に入ることを私に求めてい
る。しかし、本当に言っておくが、君たちを待ち受けている戦いは非常に大きなものだから、あらかじめ覚悟しておくこと
だ。 

しかし、私が話す使者たちは、あなた方の中にいるわけではなく、すべての人が声の主を通して私の言葉を聞いたわけ
ではないだろう。彼らの多くは直感で話すだろう。私は彼らの魂を準備し、私の光がどこにでも届くように、彼らを賢く分
配したからだ。 

35 あなた方は皆、私の子供なのに、私があなた方のところに降りてきた間、他の国々 をないがしろにすることができ
ると、どうして信じられるだろうか。私の霊はすべてを包含し、すべての被造物を取り囲み、理解するが、あなたは、だれ
かが私の遠くにいる、あるいは外にいると信じたいのか。すべては私に生き、私を糧としている。それゆえ、私のユニバー
サル・レイは地球全体に降り注ぎ、魂はこの世界と他の世界で私の影響を受けているのです。 

36 この時間を無駄にしないでほしいし、自分の足跡を残さないように世の中を回ってほしいのです。そして、この世
を去った後も、その種を仲間の魂に咲かせるまで、働き続けてほしい。 
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37 私の指示であなたを束縛するつもりはありません。私はただ愛情をもってあなたを励ますだけです。なぜなら、私
の指示で準備されたあなたの魂から生まれるもの以外の注文の実現は認めないからです。私の法律の範囲内で自由に、しか
し、服従を習慣にしなさい。人間を支配する二つの法則を成就せよ、それは本質的に一つである、なぜなら両方とも私から
出ているからである。 

38 すべての人のために祈り、すべての人の調和と理解をわがために願い、あなたの祈りが歌のように、熱烈な賛美歌
のように、魂を啓発し、彼らが運命のゴールに到達する道を示すようであってほしい。 

39 わが言葉の力に引き寄せられ、これらの場所に来るのだ、愛する者たちよ。このような集会所に来なくても、そこ
に私の存在を求め、私の前にあなたの心配を置くことができるのです。私はどこにでもいる、どこにでも聞こえるというこ
とを、あなたは知っているからです。 

40 あなたが求めているのは私の言葉であり、あなたが求めているのは魂の栄養となる神聖なエッセンスなのです。 

41 あなた方は、私がこの形であなた方に話すのをやめる時期を示したことを知っているので、私の言葉が声の担い手
を通して鳴るたびに急いで来るのです。あなた方自身が、私があなた方にする最後の啓示を、自分の魂に留めておきたいか
らである。 

42 あなた方が果たすべき霊的使命についての内的知識があなた方の中で次第に目覚め、あなた方の責任があなた方を
占め始めているのは、私の法を作品や言葉や思考で説くことがいかに困難で大変なことであるかを理解したからです。 

43 もうすぐ、私の言葉なしになる。しかし、あなた方がためらわないように、師が去った後に団結した第二時代の私
の弟子たちの例に触発される必要があるのです。二人は結ばれることによって、互いに力と励ましとパワーと信仰を与え合
いました。 

44 あなたの会合で私の存在を感じ、私が現れる時間を逃さないかどうかは、あなたの調和次第です。 

45 今までは聞くことで力をつけてきたが、明日は勉強することでさらに力をつけるのだ。私の教えの核心を突き詰め
たとき、あなたは私の教えの一つ一つの意味を発見し、驚くことでしょう。 

46 私は今でさえ、私があなた方にもたらす教えを理解するために、この時期に団結し準備する人々 を祝福します。こ
の学習で、弟子たちはわが言葉の真の解釈を発見することになるからだ。そして、私の言葉が光を放つように、あなた方の
解釈が隣人の道を照らすのだと、私はあなた方に告げる。 

47 この教えの良き解釈者は、儀礼の日常に眠っている仲間を目覚めさせる方法を知っており、彼らに手を差し伸べ、
反省の欠如による混乱の下に難破するのを救ってくれるだろう。 

後にこの民は世界中に広がり、彼らが聞いたことを証言すると同時に、わが律法とわが教義、すなわち今話したことだ
けでなく、あなた方が生きてきた時代に私が明らかにしたすべてのことを、明確な言葉で説明するのだ。 

48 仲間から笑われたり、拒絶されたりすることを恐れてはならない。 

49 この霊能者という種族が人類の間に現れるとき、私はすでに多くの、そして非常に偉大な霊的顕現を与えているこ
とを保証します。これらの現れによって、霊的に私を待っている多くの人々 は、私がすでに来て話しているのではないかと
疑うようになるでしょう。あなたが来るのを見、あなたの言葉を聞けば、彼らはあなたを私の使者と認めると思いませんか
。 

50 あなたがたに言うが、神学者たちでさえ、これほど多くの出来事の理由を自分で説明するようになる。 

51 私の民は大軍のように地上に広がるだろう。わが霊は人々 の上にあり、彼らの闘いを励まし、私がこの時代と過去
の時代にあなたがたに与えたわが言葉の最後も成就させるであろう。 

52 もはやわが言葉を聞くことができない日を思うと、なぜ泣くのですか。安心しろ、大勢の者たちよ、私はお前たち
を放ってはおかない。 

53 第二の時代に私が去った後、マリアを使徒たちの懐に残したことを、あなたは覚えていますか？ 

54 愛に満ちた助言者、母、苦悩する者の慰めは、しばらくその弟子たちの間に留まった。 

55 カルバリーで受けた痛み、主人のいない自分、御言葉のない自分を見たとき、その心から離れ、自分たちの果たす
べき使命を理解し、地上に良い知らせを広め始めたのです。主はマリアを地上から引き上げ、その愛の優しさをすでに人類
への遺産として残されたのです。 

56 神座の前の新弟子であるあなた方は、声帯の口を通して私の顕現を「奪い」てしまえば、私はあなた方を放ってお
くだろうと考えているのです。しかし、私はあなたに言います：マリアは死んでいません。あなたの霊的な母は、試練のと
き、あなたが見捨てられたと思い、私がいないと感じるとき、私はこれまで以上にあなたの近くにいますが、あなたのそば
にいる準備ができているのです。彼女の母のような愛情は、あなたが強い気持ちを持ち、私が言葉と行動であなたの前に示
した教えの本当の意味を理解するのを助けてくれるでしょう。 

57 あなた方は、わが掟の兵士となり、霊化の種をまく者となるのだ。しかし、すでに今日、私はあなた方に宣言しま
す。精神主義は、地上にその拠点を置くことも、人間の中にその代表を置くこともありません。その支配はこの世のもので
はなく、あなたの唯一の指針は、キリストにあるあなたの良心によるものです。 
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58 あなたの直感的な目は、群衆の中から新しい「働き手」を発見する方法を知っているはずです。しかし、「油を注
ぐ」あるいは「聖別する」のは、あなたの手であってはならない。なぜなら、魂に贈り物、任務、使命を託すことができる
のは、私-すべての存在の運命を書き記す唯一の者-だけだからです。 

59 私は、あなた方が誤りや、真理を含まない行動や儀式に陥らないようにするために、このようなことを話している
のです。 

60 あなた方はただ、私の種をまく者、私の預言者、私の使者となるのだ。しかし、秘密の宝庫はまだあなたの主の手
の中にあるのです。 

61 あなた方の間に完全な調和と兄弟愛があることが私の意志です。そうすれば、すべてが秩序と愛と精神化であるべ
き人々 の中に、領主、支配者、暴君は生まれません。 

62 私が示した方法で使命を果たせば、あなたの模範が認められ、あなたの権力は精神主義のための破戒を行わなけれ
ばならなくなります。 

63 偶像の倒錯を暴き、高慢な支配者や専制的な領主をその台座から引き離し、物質主義の支配のはかない力を破壊す
るのは、私の教えの光でなければならないと理解しなさい。 

64 私が今日、明日の霊的生活を説くために準備している人々 は、金持ちでもなければ、財宝や物質的な品物を持って
いるわけでもないでしょう。神の真理と愛と正義は、あなたがたの欺瞞に満ちた富の力に頼る必要はないことを、彼らはそ
の業をもって世に証明しなければならないからです。 

65 愛と信仰と確固たる意志が、この仕事を人類に知らしめる力となる。キリストとその弟子たちを例にとり、それら
の人生と彼らが与えた教えを振り返れば、私が真実を語っていることがわかるはずです。 

66 私の手は一度もコインに触れていない。ある時、その中の一枚をわざわざ私に見せて、天皇に対する私の職務上の
考えを述べるよう求めた時、私はその硬貨を見るだけで、それに触れることなく、尋ねた人に答えました。"神のものは神
に、天皇のものは天皇に与えよ "とね。 

67 これは私の最後の教えの一つであるが、最後ではない。私は短い間だけ話し続けるが、その後は必ず、人間の心を
通して話すことはなくなるだろう。 

68 そして、私が去った後に反省するように、反省の時間を与えます。その間に、直感は精神から精神へ、さまざまな
形で徐々 に蘇り始めるだろう。 

69 今理解できなかったことが、その霊的考察の日々 で理解できるようになり、同時に新しい啓示や予言に驚かされる
ことになるでしょう。 

70 ある人の霊感は、別の人の霊感によって確認されるので、弟子たちの間に疑念は生じないのです。 

71 ロケ・ロハスとダミアナ・オビエドは、当時、私の霊的顕現のための最初の声の担い手だった。男はエリヤの光線
を、処女はマスターの光線を、それぞれ自分の理解の中で受け取った。これは、私の使徒職において、女性も男性と同じよ
うに私の食卓に座っていることを示したかったのです。霊魂はどちらも同じです。この第三の時代は、私が霊魂を求める時
代なのだから、どうしてこの二つを区別しなければならないのか。 

72 Roque RojasとDamiana 

Oviedoは、あなた方のパイオニアです。彼らは砂漠の真ん中で神の声を聞き、それが真実かどうかを問うことなく、信じ
た。一人は預言者の声を聞き、もう一人は主人の慈悲の手触りを感じた。 

73 あれから、どれだけ多くの秘密を明かしたことだろう。最初の声の担い手が死んで、別の担い手が現れ、それを繰
り返して現在に至っている。すべての人が純粋な意思を持っていたわけではありません。ある者は、信仰への熱意、真理へ
の愛、自己否定と犠牲の模範となった。しかし、ある者は虚栄心を持ち、お世辞と報酬を愛していた。 

74 私は初めから大勢の聴衆に真の果実を見分けるよう教えました。そして今、あなた方には、わが真理を滋養として
仲間にもたらし、その痕跡を真理の火で焼き尽くせと言うのです。 

75 あなたが声帯の世話の仕方を知らなかったのは、彼らに対する理解と思いやりが欠けていたからだと言わざるを得
ません。しかし、あなた方は、その心を元気づけたり、世話したりする方法を知らなかったので、せめて、彼らの口から出
たもの、つまり私の言葉、新しいマナを将来にわたって守ってください。 

76 霊能者が地上に増えると、普通の占い師と間違えて近づいてきて、未来のことを聞く人がたくさん出てくるでしょ
う。科学者たちは、霊の生活や、他の世界や惑星の生活について尋ねるだろう。 

それは、あなたが愚かな質問に襲われたとき、あなたの父が、あなたが言うべきこと、つまり、あなたが仲間の愚かさ
や好奇心に直面したとき、あなたが共有すべき神の意志を鼓舞することができるように、祈ることを忘れないようにするた
めです。 

77 私の啓示を一つも変えてはならないし、まだ明らかにされていないことを探ろうともしないように指示する。あな
たは常に鎧を身に着けていなければなりません。まるで、光を求める仲間の渇きを癒す澄んだ水を受け入れる準備ができて
いる泉のように、神秘のベールをはがすのはあなたの手であってはならないのです。この世に7つの封印の書を開くにふさ
わしい者はいたのだろうか。子羊のそれだけがふさわしい、つまり、この者だけがその力を持っていたのです。この地上で
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人間に明らかにされる教えはたくさんありますが、同時に、霊の高い住処に住んで初めて明らかにされる教えもたくさんあ
ることを知ることです。 

78 どこにいても私を見つけることができる。私の存在は、道中のすべての場所にあるのだ。私は、自分を砂漠の中の
オアシスに、嵐の夜の灯台に変身させる。 

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 282 
1 神の光はあなたのために輝き、それは言葉となってあなたに新たな指示を与えるのです。自分の心を聖域のように

備える者は幸いである。私の言葉を聞いて、真のいのちに到達したのだから。 

2 みんな来て、私の愛の奇跡を知ってください。私は、罪人の唇を通して罪人を救うために来たのだ。 

3 この時代において、私はあなた方に、私があなた方の中に置いた遺産あるいは贈り物として持っている力を示して
いるのです。それは、物質の力ではなく、精神の力です。人は肉によって強大になり、偉大になり、賢明になるのではなく
、霊によってそうなるのです。 

私は、自分の歩みを善の道に向け、天の父の意志に従う者、すなわち、人生を導き支配する法則に従う者に向かって語
る。この人は、常に光と平和と真実の道へと導いてくれる強力な力に支えられていると感じなければならないでしょう。 

4 弟子：新時代を切り開くための霊的な贈り物として私がもたらしたこのシンプルな言葉は、そのシンプルさと外見
的な控えめさにおいて、私の傑作の一つである。このように、知性を通して神を知らしめるために人間を求めるという形に
は、意味、意義があり、あなた方が発見することになるのです。 

5 私の神聖な思いが、ある人間の唇の声となり、不純ではあるが、この奉仕の瞬間に純粋となり、あなたに霊的生命
の滋養を与えることをご覧ください。 

6 その時、あなたの魂と肉体が私を迎えるために清められる日が、あなたに与えられないだろうか。 

7 あなたの信仰は小さく、あなたの愛と準備は弱かった。しかし、私の御言葉から得た果実は、あなたを無気力から
引き離し、理解し、愛し、研究し、魂の生命を感じることを教えてくれたのです。 

8 もしあなたがこの教えを理解しようとするならば、あなたはこの時代において、私なしの人間は無であるというこ
とを完全に悟った者の一人となるであろう。 

9 この世界を見よ。誇り高く、反抗的で、今世紀の世代を驚かせる人間のあらゆる業にうぬぼれを抱いている。彼ら
の大多数は、精神的なものを信じていないし、愛しているわけでもない。それゆえ、彼らは祈ることもなく、私の律法に従
うこともない。それでも、自分たちが科学の力で作り上げた驚異に満ちた世界を見せることができることに、満足と誇りを
感じているのだ。 

10 しかし、この驚くべき人間の世界は、彼らが何世紀もの科学、闘争、戦争、涙の間に築いたものであり、彼らはま
だ自分たちの手と武器で破壊するのだ。愛と正義、そして完璧を求める真の欲求を欠いてきた人類の営みが、持続不可能で
脆弱であることを認識する時が、すでに近づいている。 

11 やがてあなたは、神なしにはあなたは無であること、人間の霊と人間の部分の間に調和のとれた存在を作り出すた
めの力と生命と知性を、私からだけ受け取ることができることを学ぶでしょう。 

12 何世紀もの間、人類は死だけが支配するのを見てきたので、私は新しい言葉とともに世界に命を吹き込むために来
たのだ。あなたの存在に死が君臨してきた理由は何だったのでしょうか？愛がないこと。 

13 愛こそは宇宙を動かす不変の力であると、私は真に告げます。愛とは、人生の原点であり、意味である。 

14 それは、私が十字架の上からこの世に流した愛の種を開花させる時であり、私が教えたように人が互いに愛し合う
ならば、この世から「死」が消え、その代わりに「生」が人を支配し、そのすべての業に現れることをあなた方に告げる時
なのです。 

15 今日、来る日も来る日も、あなた方は科学という木の苦い実を食べている。それは、あなた方がすべての才能の調
和的発展を求めなかったために、人間によって不完全に手入れされてきたものだ。知性だけを鍛え、魂と心を無視したので
すから、どうしてあなたの発見と仕事を良い方向に導くことができるでしょうか？ 

16 あなたがたの中には、野獣のように情欲にまかせて、隣人を憎み、血に飢え、兄弟国を奴隷にしようとする者がい
る。 

17 そして、この時代の疑い深い者、唯物論者、傲慢な者たちにこれを証明するために、私は彼らがもう十分というま
で、彼らの科学の実を刈り取り、食べることを許そう。そして、彼らの魂から私への告白が漏れるまで、「お父さん、私た
ちを赦してください。あなたの力だけが、私たちの理性の中に解き放った力を止めることができるでしょう」。" 

18 そのとき、わたしは彼らを助け、平安を与える。彼らの高慢さは、すでに苦しみの杯から多くのものを彼らに与え
ているからだ。私は彼らを心の平安と自己の熟考に導き、その時すでに新しい人生に入っている彼らが、精神的な価値を発
見し、それを作品に適用する方法を知ることができるようにします。人生は竪琴のように、その弦は愛、霊性、科学を表し
ているが、これらが調和していないために、愛の甘い音、つまり霊性の崇高な音を出すことができなかったことを理解させ
るのだ。 

19 裁きの時が来て、ある者に問う。「なぜ、私を拒んだのか」と。他にも、"なぜ私を迫害したのか 

"と。自分自身を貫くことができなかった者が、わが王国の存在を否定する権利があるのだろうか。あなたが私の真理を認
めないこと、それを発見する方法を知らないことは、それが存在しないことを意味しない。もしあなたが、自分の理解でき
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るものだけが存在すると思っているなら、あなたの無知は大きく、あなたの傲慢さは非常に大きいということを、私はあな
たに告げます。 

20 あなたがたに言うが、神とその王国を否定する者は、自分自身を否定しているのである。自分が自立していると考
え、自分から力を引き出そうとする者、神なしでも偉くなれるという高慢な気持ちを持つ者は、この世での歩みが非常に短
くなるのである。彼はすぐに道を踏み外し、その苦しみはとても辛いものになるでしょう。 

21 真の学者はどこにいるのか？ 

22 知識とは、私の存在を感じることです。知識とは、私の光に導かれ、私の意志を実行することです。知識とは、法
律を理解することです。知識は愛するためにある。 

23 愛によって隣人の役に立ちたいと思う者は、人生において様々 な方法で善を行うことに専念する。彼は、自分が人
間であり、神の意志によって非常に高い目的のために利用される準備ができていることを知る。弟子たちよ、あなたがたは
知識を得て、上への道を見失った人たちをその誤りから解放してほしいのです。 

24 真の愛、それは心の中の人間的な感情を超えたものであり、知恵の結晶なのです。見よ、わたしはわが言葉によっ
て、いかにしてあなたの想像力に知恵を蒔き、その後、あなたの愛の実りを待っているのか。 

25 善を行う方法はたくさんあり、慰めや奉仕を行う方法もたくさんあります。すべては、ひとつである愛、つまり精
神の知恵である愛の表現なのです。 

26 ある人は科学の道を、ある人は精神の道を、ある人は感情の道を歩むかもしれませんが、すべての総和が精神の調
和をもたらすのです。 

27 異なる道を見分け、仲間の異なる使命を尊重することを学びます。そのためには、広い心、正しい判断、冷静な心
、深い視線を持つこと。このような資質がなければ、自分が思っている以上に宗教団体があり、自分が知っている以上に儀
式やカルトがあることを知ったとき、正当な理由なく憤慨することになるのです。 

28 準備しないと、当日、戦いの真っ只中で混乱し、影響を受けることになる。 

29 理解することに興味を持たずに私の話を聞く者は、この教えを理解し説明する者に属することはできないだろう。
しかし、他の人々 は、わが言葉の意味を認識しようとし、それを感じ、愛し、魂に、心に、そして頭脳に、それを携えてい
るのです。これらは、私の教えの知識に日々 より深く浸透しています。 

30 もっと知りたい、完璧に愛したいという願望が弟子たちの間で前面に出てくるとき、あなたは彼らの顔に、善の美
しさ、慈愛、霊化の威厳が映し出されるのを見るでしょう。 

31 しかし、この時でさえ、その顔を、すべての人間の中に宿っている高次の存在である霊魂の美徳を映し出す、真実
の鏡として見せることができる者はいなかったのだ。 

しかし、あなたの向こう側に住んでいて、あなたの作品、言葉、思考を通して同様に顔を見せることができるその精神
的な世界について、私はあなたに何を伝えましょうか。それらの存在にとって、すべての人間は自分を知ってもらうための
手段であり、すべての受肉した魂は結合の絆であり、すべての脳は人間界と接触するための手段なのである。 

32 人の思いが善に傾けば、高い目的に徹した光り輝く存在に利用されることになる。しかし、人の思いがあらゆる良
い影響を拒み、自分の感情や能力を卑しい魂に利用させるなら、これらは低い情熱を結実させるだけです。 

33 人間の心で、霊界の影響を受けていないものは一人もいないと言っているのです。 

34 多くの人がこれを否定するでしょうが、人の心が霊的存在や自分の仲間の思いだけでなく、私の思いと波動を受け
取ることが不可能であることを証明できる人はいないでしょう。 

35 これは全人類のための啓示である。この啓示が広まれば、大きな喜びをもってそれを受け取る開かれた心が見つか
るだろう。同時に、頑固な反対者、戦闘員にも遭遇するだろう。 

36 しかし、霊的な王国の光が人々 の生活の中で輝かないようにするために、彼らは何をすることができるでしょうか
？不信心者は、どんな手段でその振動を消すのだろう。神の創造力と活力である普遍的な影響力の外に自分がいると信じる
者は、いったい誰なのでしょう。 

37 私はあなたの精神、魂、理性に語りかけますが、あなたは他の存在次元からメッセージ、アイデア、インスピレー
ションを受け取っており、あなたの魂がどこからこの肉体に転生してきたのか分からないのと同様に、誰が目に見えない形
でこの魂に現れているのか分からないと、私は再度お伝えします。 

38 この教えを聞くあなた方に言いたいのは、その心の器官を振動させているのは私のインスピレーションだから、声
の主は正義で純粋だと考えてはいけないということだ。いや、私の光を受け止め、それを言葉として発信する能力を与えら
れたに過ぎない。彼らは、来るべき時代への約束である霊的顕現の先駆者であり、人は霊界の光が常に自分の存在を照らし
ていることを完全に悟り、神の永遠のメッセージを完璧に受信し伝達するために自らを準備し霊化するのである。 

39 人間、物質的に証明できないことは否定するんですね。あなたがたは世界のものしか知らない、と言っているので
す。もし、あなたが少しでも霊について知っていれば、霊界の存在、影響、発現を否定する勇気はないはずだからです。 

40 多くの光の存在があなたのためにとりなしてくれています。あなたが祈りと思考と信仰において彼らと一体化する
方法を知った日、あなたは人生の中で無敵の強さ、超人的な強さを体験し、決してつまずくことはないでしょう。 
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41 また、人間の周りには、目に見えない闇や混乱の世界があります。その危険な攻撃と戦う覚悟を決めたその日から
、あなたは未知の自由と安らぎを感じることでしょう。 

42 心は、私の神性と霊界の振動と影響を受け続けることを知りなさい。 

43 人間は物質に属するものを愛し、そこに価値観を持ち、そこに心を、心を、感覚を向けてきた。そのため、霊に関
係するものはすべて軽視し、無視している。もし人間が精神を理想とするならば、今日私がお話ししたことの何一つ知らな
いということはないくらいに、自分の感覚を磨いていることでしょう。 

44 彼は神の霊がその性質上、宇宙のあらゆる霊的存在と接触していることを知っており、このことを知り、信仰によ
って啓発されているので、力、生命、光であり、創造されたすべてのものを活気づける私の霊の発露が彼に届くように努力
することでしょう。 

45 本当にあなたがたに言う、そしてそれを忘れてはならない、私が人間の知性を通して自分自身を知らせることは不
可能ではない。私が自分を知らなければ、不可能なことだ。 

46 弟子たちよ、あなた方の仕事は、魂と心を敏感にして、あらゆる霊的波動を感知し、感じ、信じ、生き、愛し、服
従するようにすることです。 

47 たとえ全人類が霊的な光の到達を避けようと努力したとしても、それは決して達成できないでしょう。 

48 あなた方は今、私の教えを聞いている。あらゆる点で奇妙に思えるかもしれないが、あなた方はそれを理解してい
る。この会議室のような貧しく質素な場所に現れても、それは普通の場所ではなく、献身と霊化と天のメッセージを受け取
る準備に捧げられた単純なホステルであることを、あなた方は知っているのです。 

現在、私は人間の知性によって自分自身を知らせているが、話すのは知性ではなく、わが霊感の光を受ける霊であるこ
とを、あなたは知っている。 

49 これは、第三の時代において、私があなた方に明らかにした最も美しい贈り物の一つです。 

50 自分自身をよりよく知るために、精神的な内面を貫く。もしあなたが、自分は物質でしかないと考えているとした
ら、あなたは自分の偉大さを否定し、自分の存在の核心を見誤ることになるからです。 

51 霊の真理を知ろうとしない限り、弱くて無知で、自分の存在と持っているものがすべて肉体を通して明らかにされ
ることはありません。 

52 人間の物質主義的な科学は、人間の肩に耐え難い重荷を負わせた。あなた方は今、疲れていて、困難な道を歩んで
いるが、私はすべてを待っている。 

53 人々 よ、これ以上行けない仲間をこの霊的な宴に招待しなさい。彼らが知識の宝を心に抱いているのを見て、"彼
らに何が欠けているのか "と言うでしょう。しかし、彼らの魂には荒涼とした空虚感が漂っている。 

54 "死に疲れ、心に失望している知識人たちよ、私のもとに来なさい。混乱し、愛する代わりに憎んでいる者よ、私
のもとに来なさい。私はあなたに休息を与え、わが戒めに従順な霊は決して疲れないということを理解させる。決して知性
を混乱させない科学を紹介します。" 

55 彼らは、その心が冷たいから、あるいはその判断が厳しいからと言って、私のもとに来るのを恐れてはならない。
愛の不足に失望した心を照らす一筋の光のような、一人一人のための文章、言葉を用意するつもりです。あなたがたが私を
信じなくても、愛さなくても、かまわないのです。だからといって、あなたを私の食卓から排除する理由にはならない。私
が来たのは、罪人のためである。 

56 多くの人が、傲慢な態度で、自分はすでにすべてを知っていると思い、学びに来ることを拒むと思います。しかし
、彼らが私のメッセージを一つ聞くだけで十分であり、私は彼らに、彼らがまだ心を持っていること、真の愛に対して死ん
でいないこと、彼らがまだ私と共にいる私の小さな子供であること、そして彼らがまだ泣けることを証明するのである。 

57 私の愛の教えは、声の主を通して聞いた一部の人たちのためのものではありません。私のメッセージは、すべての
人に知られるために世に出たのです。それは、第二の時代にすでに人類に約束された慰めの始まりであり、地上の苦難の時
代のクライマックスに到達するものだからです。 

58 今日、私は、人々 が情熱、悪徳、敵意の深い淵に猛スピードで突入していくのを見るとき、私が彼らに救いの手を
差し伸べなければならない時であることを知りました。彼らがどんなに沈んでいても、私の声が彼らの霊に届くようにする
。"私はあなたとともにいる、私のもとに来なさい、光を求めなさい、あなたが闇から逃れるのを助けよう、その後、あな
たは私の平和の盾の下で回復するだろう "と言う。 

59 私の声は、彼の存在の内なる神殿、すなわち、彼自身の霊魂であるがゆえに、人間が破壊することのできなかった
神殿に聞こえるだろう。 

60 覚えておいてください。皆さんは幼い頃、バラの花のように無邪気に生きていましたね。しかし、その後、茎から
棘が生え、花を咲かせなくなった。人類がもう一度私に差し出すのは棘であり、来年の春に再びバラの花を咲かせるために
、庭師の賢いナイフがこれらの植物を剪定する必要があります。 

61 今日は短い時間ですが、地上を離れて、スピリットで私のところに来てください。何世紀もの間、人間は祈りの方
法を誤り、そのため、わが愛によって自らを強めず、人生の道を明るくすることもなかったのである。 
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62 人間がこれほどまでに傾倒している像の崇拝は、内なる祈りの精神的な喜びを享受することを許さない毒のような
ものだった。 

63 祈り方を知らなかったために、人々 はどれほどの不幸を引きずってきたことでしょう。そして、これは当然のこと
です、弟子よ。もし、人間が、わが霊に存在する生命の源に近づくことを何もしないなら、人生の試練を乗り越えるために
どんな霊的な強さを持つことができるでしょうか。彼は深淵に、影に、私を求める。しかし、彼は登り、峰に、光の中に、
私を見つけることができるのに。 

64 ああ、もしこの時代の人々 が祈りの力を理解していたら--

どれほど多くの超人的な業を成し遂げることだろう。しかし、彼らは唯物論の時代に生きており、彼ら自身が神に触れ、神
を見るために物質化しようとする。 

65 昔の私のしもべたち-

ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセは祈りの力を知っていて、そのことを人類に忘れられない証拠として
残し、彼らの祈りの方法をすべての世代に模範として残しています。 

66 その人たちにとって、祈る場所は無関心であった。彼らは、自分の存在の核心に、主の神殿があることを知ってい
たのだ。彼らが私の慈悲の源に近づこうとした方法は信仰でした。私の現存、私の正義、私の摂理、そして私の愛に対する
信仰です。この人たちは、それぞれ大きな試練を受けた。その試練は、後世に残るほど大きなものだった。そして、そのよ
うな試練の中でも、彼らは忠実で、従順で、謙虚で、創造主に献身的であり続けました。 

67 そのようなしもべたちの信仰と愛に対する私の応答は、常に即座に、大きな信仰と善意の人々 だけに与えられる私
の力の顕現の対象となった。 

68 あなたへの私の愛は、あなたを救うために渓谷や深淵の中であなたを探すために、今この時に私を来させます。 

69 しかし、もしあなたが、あなたを通して作りたい人々 に関する私の目的を知りたければ、私は今、この天のメッセ
ージを知ってもらうために、地球のさまざまな場所からあなた方を集めていることを知るかもしれない。 

70 無数の教訓や教えに分かれた私の言葉を通して、私はこの教えの弟子とするのだ。そして、いったんあなたの存在
がこのエッセンスで飽和状態になり、伝統や誤りを捨て、霊性を生きて感じ始めたら、私は、あなたが地方や民族や国家に
出かけていって、大衆に良い知らせをもたらすべき時と時刻を与えよう。 

71 あなたがたは天の星のように、あるいは海の砂のように増えて、平和と正義と真理を渇望する家庭、民族、祖国に
祝福をもたらすでしょう。 

72 しかし、この戦いに出発するとき、今私が思い起こさせたように、あなた方はすでに霊的な祈りを常に実践してい
るからだということを忘れてはならない。 

73 祈りの力がなければ、戦いに立つことも、試練に耐えることも、ましてや仲間に完璧な祈りの方法を教えることも
できないでしょう。 

74 しかし、あなた方が家長として、指導者として、預言者として記憶している人々 が過去の時代に与えたような、霊
的な祈りの力の証拠を示すことが必要です。なぜなら、今は別の時代であり、人類は精神的にも物質的にも進化しており、
したがって、祈りによって得られる証拠や奇跡は、以前の時代のものと同じであってはならないことを忘れてはならないか
らです。それでも、奇跡のようなものが生まれるのです。 

75 そのために必要なのは、たった2つの条件です。第一は、あなたの生き方です。正しく、有益で、常に善意と慈愛
に満ちていることです。第二は、あなたを地上に存在するすべてのものに優越させ、いざというときにあなたを危険から救
い、あらゆる不幸の上に引き上げ、苦痛に耐えるようにし、死さえも克服する助けとなるような力を与えてくれる信仰であ
ろう。 

76 本当に、あなた方は善意と信仰によって、強力で超人的な仕事を成功させ、この時代に祈りと愛の力の最高の証し
をする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 283 
1 愛する弟子たちよ、あなた方はさまざまな道から来たが、祈りの瞬間に一致団結し、魂を御父のもとに引き上げる

のだ。私はあなたを受け取る、私の声を聞きなさい。道に迷った時は、私に戻ってください。今日、あなたは私と共にいる
。長い間、私はあなた方を呼んでいた。本当に言っておくが、私はあなた方一人一人を待っていたのだ。 

2 私は、人類のために、ここに集まったあなた方を歓迎します。私があなたに与えるものは、それによって、あなた
の仲間のすべての人々 に与えたものである。この木の陰に入った者も、遠く離れた者も、同じようにわたしから愛されてい
る。 

3 祈れ、人々 よ、これが魂の言葉だ。しかし、この言語を学ぶことで、あなたが私に話しかけるとき、同時に私を理
解することができるようになります。尊敬と謙虚さをもって、しかし、父親に対する信頼をもって、また、友人と話すとき
のような機密性をもって、私に話してください。 

4 あなたの心を開きなさい、ここは私の神殿です。そして、その中に私の声の響きを聴かせなさい。それは助言であ
り、インスピレーションであり、啓示なのです。 

5 もしあなたが私の教えの意味を理解し、羊が羊飼いの声を知るように、私の声を知るならば、私があなたの人生の
あらゆる時、あらゆる瞬間にあなたに語りかけてきたことを理解するでしょう。もしそうでなければ、「言葉」は永遠では
ないのです。 

6 私の目には、人間はいつも幼子のように映り、危険と転落に脅かされている。私は彼の父であるから、たとえ彼の
心が私の助言、私の呼びかけ、教訓に耳を貸さないことがあっても、彼を愛し、彼を導いている。 

7 今日、人々 は大きな試練の時を迎えていますが、私が彼らの苦痛を喜ぶのではなく、人々 が自らを汚した時に、自
らを清めなければならないのは当然だからです。 

8 私が純粋なものを愛していること、純粋なものだけが私に届くことを、皆さんは知っています。これは、あなたの
良心が教えてくれることです。 

9 私の霊の光は、すべての肉体とすべての霊に注がれている。それは、あなた方が日々 与える人生の試練を学び、教
訓として解釈し、自分自身を認識し、この世にもたらした任務を理解するためである。 

10 なぜ、あなた方の多くは、試練や苦痛、罰や不幸を伴う自分の運命が、私によって書き留められたと恐れるのでし
ょうか。あなたを完璧に愛してくださる方が、いばらだらけの道を与えてくださると、どうして思えるようになるのでしょ
うか。あなたがたに言うが、不運な道、不幸な道は、あなたがたの意志で選んだ道であり、そこに喜び、自由、至福がある
と思い込んでいるが、それこそ、あなたがたに運命づけられ、そこから出発する道であり、真の平和、安心、強さ、健康、
幸福、豊かさがあることを理解していないのだ。 

11 私の教義であなた方に提供するこの道は、あなた方の魂が創造されたときから運命づけられていたものであり、そ
の中であなた方はついに自分の求めているものを見つけることができるのです。 

12 この言葉を聞いて道に戻る者は幸いである。この言葉の中で、彼らは拒んでいた嗣業を再び見つけることができる
。 

13 私の道には試練もあるが、それは魂への指示であり、光と啓示であり、人生があなたを破滅へと導く激しい道を止
めるための衝動を与えてくれる。 

14 弟子たちよ、千の試練を受けるのは、あなたの霊魂のすべての能力を目覚めさせ、あなたの心のすべての糸を調和
させるためである。 

15 この民は、予言と教えを持つ強い息子である。それゆえ、わたしは、わが言葉を実践し、それを自分の人生に適用
して、自分の賜物の価値を知るように、また、わが教えの意味を熱心に探求して、そのとき、わたしが、以前の啓示をあな
たがたに説明するために真理の霊を送ると告げたときに約束した光を発見するように、絶え間なく彼に言うのだ。 

16 私は、この人々 が、沈黙を破る時が来るまで、人類にその存在を気づかれることなく、秘密裏に成長することを許
しますが、それは、この人々 が真実と精神において団結した時に起こるでしょう。 

17 私の声を聞くとき、あなたの存在は愛に震え、あなたは自問する。"この声を以前どこかで聞いたことがある 

"と。他の人は私の話を聞いて言う。"川の土手や山の上で説法している師匠の姿を見るような気がするのです。私が彼を見
たのはどこだと思う？" 

18 そうだ、人々 よ、あなたがたの信仰は、あなたがたに語りかけるのは私であると告げている、私が人間になったの
ではないことは知っているが。私は「雲に乗って」来ると言ったので、それを実現したのです。 

19 もし私が人間の知性という能力を用いてあなたに語りかけたとすれば、それは私が霊から霊へと語りかけたとすれ
ば、あなたは私に耳を傾けなかっただろうし、ましてや理解することはできなかっただろうからです。 

20 しかし、このような宣言は短く、すぐに終わりを告げます。なぜなら、一部の者が私の声を聞くことで、将来、わ
が意志に従ってあなたがたがどのように私と接触し、人類にそれをどのように発表するかを理解する必要があっただけなの
です。 



U 283 

38 

21 あなたたちをひとつの家族にしたい。そのためには、一つの礼拝形式を持ち、同じ掟に従うことが絶対条件です。 

22 あなた方は、兄弟愛と団結の模範を示し始めるのです。これを達成しない限り、己が身を置く隠遁の地から、己の
使命が待つ道の光に昇華することはできないのだ。 

23 この霊的な教えから放射される光は人類の精神を照らし、ひとたび人間が現在生きている時代について真の知識を
持つようになれば、この教えの本質を絶対的に明確に知ることになり、それはあなた方のあらゆる宗教を凌駕することにな
るでしょう。あなたは私に、"マスター、それなら宗教は真実ではないのですか？"と尋ねます。これに対して、私はこう言
います。もし、それらが真理であるならば、真理は一つであるから、一つしか存在しない。そのどれもが最高の光の一部を
含んでおり、魂を導き、知識の源に近づける道なのです。 

24 絶対的な真理は、人間が持っているわけでも、書物に書かれているわけでもない。この神聖な明晰さ、この全能の
力、この無限の愛、この無限の知恵、この完全な正義は、神の中にあるのです。彼こそが唯一の真理なのです。 

25 私の教えの言葉を理解してください。あらゆる宗教は、真理を理解するための方法であって、真理そのものではあ
りません。そのため、両者の間に存在する差異が見えてくるのです。もう一度言いますが、もしそれらに至高の真理が含ま
れているならば、それらはすべて同じものであり、一つの考え、一つの世界観、私に到達する一つの方法を表しているはず
なのです。 

26 したがって、ひとたび私の教えが世に認められると、人間の理解はそれをあらゆる宗教の上に置くことになる。な
ぜなら、人間はそれをいかなる形でも表象化したり実体化してはならないことを理解しているからであり、そうすれば、そ
れを人生そのものに適用することはできないからである。この教えは、記号で感覚的にわかるようにするためにあるのでは
なく、魂で感じるためにあるのだということを、今理解してほしいのです。このように理解すれば、父なる神様に、誇示も
偽善も利己主義もない、本当の意味での内なる崇敬を捧げることができるようになります。 

27 霊の教えは理論ではなく、人間の生活と魂の生活の両方に対する実践的な教えです。これほど包括的で完璧な教え
は他にない。それは、あなたが地上に来る前から同行し、この世界での一日の仕事の間ずっとついてきて、元の家に戻ると
きにはあなたの魂と融合する。 

28 あなた方の奉仕から典礼や伝統を取り除くのは私ではありません。それは、自分の発展の道を照らすより大きな光
の必要性に直面し、古い考えから思わず立ち上がる人間の精神なのです。やがて人間は、自分が神に捧げることができるの
は愛の行使だけであることを理解するようになる。愛とは、善意、慈悲、知恵、正義を意味するからだ。 

29 スピリチュアリズムは、かつてキリストが宣言した言葉を一つも消し去らない。もしそうでないなら、そのような
名前をつけるべきではありません。この言葉を発するのは同じマスターなのだから、どうしてそれに逆らうことができるだ
ろう。この教えの意味を本当に理解するならば、今日の私の言葉は、かつて私が言ったことの説明、解明であることがわか
るはずだ。したがって、今日および未来の人類は、過去の世代よりも多くのことを理解することができ、したがって、より
純粋で、より高く、より真実な方法で法則を実現することができるのです。 

30 あなたの仲間の宗教の実践をよく観察してみると、以前は崇拝の対象であったものを、今は内面的な共感なしに見
ていることがわかるでしょう。なぜなら、魂は自らの意志で目覚め、真に栄養となるものを待ち望んでいるからです。だか
ら、この人類の外面的な崇拝は消滅する運命にあると言っているのです。 

31 この言葉を受け取るあなた方には、私の仕事をそのすべての単純さ、霊性、純粋さ、簡素さで提示し、その中に儀
式を作り、新しい伝統や新しいシンボルを作り、あなた方を真の道から迷わせるという誤りに陥る可能性を一切残さないこ
とが義務づけられています。 

32 神や精神的なものを物質的な形で表現する時代は終わったのです。当時、律法は石に刻まれ、預言者は人間であり
、「言葉」は人となり肉眼で見ることができたので、人類は象徴やイメージを創造したとすれば、今日、私は霊であなたが
たのところに来ており、私の使者たちも同様に霊であなたがたのところに来ているのである。無限のもの、表現できないも
のに対して、どのような新しいイメージや新しい形を生み出すことができるでしょうか。 

33 霊的な教えとは、霊魂の表現であり、真の滋養である。それゆえ、あらゆる物質化、あらゆる派手な教団から自ら
を切り離すのである。 

34 今日、私が皆さんにお話ししたことで、皆さんは、仲間に対する責任がいかに大きいかを理解されるでしょう。 

35 私の言葉が指し示すところに従えば、他の人の前で私の作品を紹介するのに最適な方法となるのだ。 

36 慈悲を発揮し、光を与え、その中に落ちた者を誤りから解放しなさい。平和と兄弟愛と団結の作品を作りなさい。
そうすれば、私の愛があなたの歩みに寄り添うでしょう。 

37 私は魂の解放を目指す人々 の心を照らす光であることを理解してください。私は、苦しみに重くのしかかる人々 の
慰めである。 

38 長い間、私は言葉によって自らを世に明らかにしなかった。それゆえ、今再び聞くことができるようになり、あな
た方は熱心に師の声を聞き、師の新しいメッセージを知ろうとやって来る。 

39 時折、私のスピリットがあなたにとってアクセスしやすく、理解しやすい方法で自らを明らかにすることが必要な
のです。このような話をする必要があるのは、あなたが私の律法に背き、真の道から逸脱したためである。 
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40 人間は創造物の中で最も反抗的な生き物であり、それは彼が享受する意志の自由のためである。今日まで、彼は良
心の呵責に服することを望まなかった。 

41 私の言葉は、ある者を抑制し、ある者に導きを与え、真理のうちにすべての者を強め、奈落の底から救い出したい
と思っている。 

42 今、私は第二の時代の姿とは全く違う姿を現しているので、悪しからず。私はいつも新しいことを教え、新しい一
歩を踏み出す手助けをするために来ているのです。 

43 あなたの魂が私を聞くときに感じる喜びによって、私は到達する。なぜなら、私からのあらゆる指示は、それをど
う使うかを知っている者にとって、光であり、励ましであり、知識であり、装備であると知っているからだ。 

44 それを使う弟子は、間違いなく、人生に安心感を持ち、自分の運命を信じ、もはや死を恐れず、その先に待ってい
る霊的な生命を考えて喜ぶ人である。 

45 私の教えを聞き、それを自分のものとし、それに従う者は幸いである。その者は世に生きる術を知り、世に死ぬ術
を知り、その時が来れば永遠のうちによみがえるであろう。 

46 私の言葉に浸る者は幸いである。彼は苦痛の理由、償いと贖罪の意味を理解することを学び、絶望したり冒涜した
りする代わりに、信仰と希望に満ちて立ち上がり、彼の負債の重荷が日々 軽くなり、苦しみの杯がより苦くならないように
戦うのだ。 

47 朗らかさと平和は、信仰の民、すなわち御父の御心に適う者にふさわしいものです。 

48 もし、あなたが隣人を愛し、父の意志を実行するならば、あなたの人生はどれほど光に満ち、あなたの科学はどれ
ほど偉大で先駆的なものになることでしょう。そうすれば、あなた方の科学は物質の限界を超え、超自然的なものに触れる
ことになるでしょう。 

49 科学者の魂がこの世を去って、ついに神の真理に直面したとき、どんな困惑を覚えることだろう。そこで恥を忍ん
で顔を低くし、その傲慢さを許してくれるように頼む。彼女は、自分が何でも知っていて、何でもできると信じ、自分の知
識や理解を超えるものが存在することを否定していた。しかし今、「生命の書」の前に、創造主の無限の働きの前に、彼女
は自分の惨めさを認識し、絶対的な知恵である彼の前に謙遜に身を包まなければなりません。 

50 なぜ、すでにここにあるこの本に目を通さないのか、それは私が許し、命じたことだからだ。なぜ、精神化を通じ
て、この本に到達し、そのページで啓発する教訓や、謎を説明する啓示を学ぶための準備をしないのでしょうか。 

51 皆さん、スピリチュアルなメッセージやインスピレーションを受け取ることができるのは、あなただけではないこ
とを知ってください。私がこれらの声の担い手を通してわが言葉を注いでいることを知らずに、人類に啓示を注ごうとして
いる光の近さを感じている人々 が、世界にはたくさんいるのです。彼らはわが霊から必要な準備を受け、あなたの証言を聞
き、あなたがわが神聖なメッセージを彼らに伝えるとき、彼らは歓喜して言うだろう。"これこそ私が望んでいたことだ 

"と。 

52 そうすることで、いざ出会ったときに絆が生まれ、お互いを理解することができるのです。 

53 この時、私の霊から啓示を受けるのはあなた一人ではないことを、もう一度告げます。さまざまな形で受け取った
すべてのメッセージが、この世界においてひとつの霊的な力を構成する時が来るからです。 

あなた方は自分自身の、つまり私があなた方に手渡すもの、すなわち私の新しい啓示を貢献するのだ。それは、過去に
私があなたがたに与えたものと同じであり、あなたがたが道から外れないように、私が思い出させた偉大な真理の継承であ
る。愛すべき人々 よ、律法は明日の世界の種である。 

54 今日、皆さんはまだ疑い、懐疑、不信の時代を生きています。しかし、すべての魂を照らすこの神の光は、最後の
不安の影さえも払拭し、その時、真理は人の人生に君臨するのです。 

55 私の平和の言葉、愛の教えを聞くあなた方は、決して不和の作品を作ってはならない。それどころか、あなた方の
願望は常に団結し、平和を作り、互いに愛し合うことを教える戒めを成就することでなければならないのです。 

56 人類の科学者が説明できないような出来事が自然界で起こるだろう。そうすれば、あなたの言葉は、謙虚でありな
がら、確信と自信に満ちていて、これまで解決策が見つからなかった多くの出来事や現象の原因を説明してくれることでし
ょう。 

57 自然とは、偉大な創造物以外の何物でもない。そう、弟子たちよ、この生き物は、明日の人々 をその胎内に匿うこ
とができるように、発展し、浄化し、展開し、完成していくものでもあるのだ。 

58 あなた方も自然や被造物とともに自らを清め、進化し、完成に向かって進んでいることに気づかず、その完成に至
る過渡期の自然現象を不愉快に思い、それを神からの罰と考えることがいかに多いことでしょう。 

59 たとえ今日私が話したことを理解できなくても、そのうちに十分な知識を得ることができるでしょう。何一つ害を
与えず、何一つ憂鬱にさせず、病気にならないように、あなたを取り巻くすべてのものと調和する程度まで。 

60 あなたはとても未熟なので、自然が与えてくれるサインに感心するどころか、しばしば恐れてしまうのです。 

61 いつになったら、あなた方は今のような奴隷ではなく、この創造の中の君子のようになれるのでしょうか。 
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62 自然の力が解き放たれるのを見て、恐怖におののき、神の慈悲を乞うあなたの姿を見て、私が喜ぶとでも思ってい
るのでしょうか。私は、あなた方の命が徐々 に枯れることなく、父の業に感嘆し、心の平安に満ちているのを見たいのです
。平和と従順と理解に満ちた心から湧き出るような、そんな祈りをあなたから受け取りたいのです。 

63 ああ、もしあなたが目を開けてこの世の光を見た瞬間から、精神と自然との真の調和を達成するために努力するの
であれば......。創造主があなたに与えた存在がいかに美しいか、その道が永遠の命に通じていることを理解することになる
でしょうそれを達成させるために、私はこの第三の時に来て、私の以前の教えを繰り返しています。 

私が "もう一度来る 

"と言ったことを忘れないでください。しかし、私の来訪は第二時代のように肉体を持ってではなく、私の本質、プレゼン
ス、力をあなた方に明らかにするために霊で来たのだ。不信心な者、罪人の間で、わたしは今、自分を知らせ、もう一度、
わたしの教えを与えようとしているのだ。第二の時代と同じように、ある者は私を信じ、ある者は私の存在を否定している
。しかし、私を認めた者の中から、私の新しい弟子たちが出てきて、私のことを証言するようになるのです。 

64 見よ、人類は再び混乱に陥った。しかし、私は彼らに感覚的な崇拝行為を教えるのではなく、ただ父の意志が何で
あるかを理解するために、愛の教えを与えるだけである。 

65 聖霊は、男性、女性、子供の間でご自分を知らしめたのです。私の恵みは彼らの上に注がれ、彼らがこの時代にお
ける私の存在の証人となるように。 

66 私は、過去にあなたがたに与えたのと同じ掟を示し、同じ教えを思い出させるために来たのだ。父は、その崇高な
知恵をもって、あなたがたを混乱させるために、いつでも来たのではないのです。聖霊の光があなた方を啓発し、あなた方
、ひいては全人類が愛を持って、行動と思考に完璧さをもって、私の教えをすべて説明できるようにしたのだ。 

67 人間は堕落の極致に生きている。彼は地上の金や権力といった物質的なものばかりを追い求めるが、その霊的な魂
は私の平和を切望しているのだ。 

あなた方イスラエルも、時代の流れの中で険しい道を歩み、約束の地に到達することができなかった。それは、あなた
方が自分を愛し、団結する方法を知らず、互いに拒絶し合ったからである。しかし、この第三の時代には、私の食卓の最も
良い席をあなた方に割り当て、私が父としてあなた方とともにいることを知ることができるように、あなた方を愛撫し、あ
なた方全員が一つの家族を形成できるようにしたのである。 

68 人々 よ、祝福された子供たちの心を育み、彼らが幼い頃から互いに愛し合い、愛と正義の道を見分けることができ
るようにしてください。 

69 この時、私の言葉はあなたを新たに啓発する。私は、あなたが清らかで優美であるように、私の恵みを豊かに注ぎ
ます。しかし、もしあなた方が再び罪に陥ったなら、皆さん、あなた方を私の懐から追い出すのは私ではなく、あなた方自
身であることを自覚しなさい、これは私の意志ではないのだが。しかし、わが赦しとわが愛は、悔い改めてわがもとに帰ろ
うとする者を受け入れる開かれた門のようなものである。 

70 イスラエル：あなたたちはこの時代の使者であり、わたしはあなたたちを選んでわたしの忠実なしもべとした。私
は、あなたが心に痛みを抱えながらも、献身的で従順であるのを見て、あなたに言うのです。祝福された子たちよ、人を恐
れず、自然の力を恐れず、遠出を恐れず、あなた方を選び、わが恩寵をまとわせたのは私であるから、あなた方は立ち上が
り、世の混乱と狂信から目をそらすよう、霊能者たちにいつでも警鐘を鳴らすことができるのだ。あなたの霊的な行為を通
して、私の真の教えを示しなさい。 

71 "愛するイスラエルよ、我を聞け！あなたの霊の目を開いて、あなたの父の栄光を見よ。あなたの良心を通して私
の声を聞き、あなたの心と霊が喜ぶように、あなたが平和を感じるように、あなたの霊的な耳で天の旋律を聞きなさい、私
は平和であり、その中に生きるようあなたを招くから。私がいつの時代も人類に感じてきた愛、すなわちイエスが「第二の
時代」に最も尊い血を流して、あなた方を罪から贖い、愛を教え、真の教義をあなた方の心と体に刻み込んだ理由を明らか
にします。" 

72 愛する人々 よ、あなたの行く手に苦難と苦痛があるとき、心から出る真の祈りをもって、父なる神への祈りに身を
あげなさい。そうすれば、あなたは強くなり、あなたの父の名を讃えることができるでしょう。 

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 284 
1 人々 よ、父から与えられる永遠の命のパンを食べなさい。私の言葉を使いなさい。あなたは、この形での私の顕現

の終わりにいる。あなたの魂は、父が今、すべての魂と心の中に注いでいる光に完全に目覚めましょう。 

2 私の霊からの光の輝き、神聖な言葉の反射は、私があなたたちに私のメッセージを聞かせる声の担い手の霊に降り
注ぐものである。どんな人間の声の担い手が、言葉の力をすべて受け取ることができるのか。なし。本当に、あなたがたに
言うが、あなたがたはまだ、御言葉が何であるかを知らないのだ。 

3 言葉」は命であり、愛であり、神の言葉である。しかし、そのすべてを、声の主は原子として受け取ることができ
るだけである。しかし、ここで、その一筋の光の中で、その本質の中で、あなたは無限、絶対、永遠を発見することができ
るだろう。私について語るには、偉大な作品を通しても、小さく限定された現れ方を通しても、そうすることができる。私
はすべてのものの中にあり、すべては私を語っている。人間はただ、観察し、考察し、研究する方法を知らなければならな
い。 

4 私は、このメッセージを受け取るために地上に送られたあなたの魂に話しかけているのです。それは、後に人類へ
の愛と慈悲の業をもって、私の教えの証人となるためです。私は、不滅の本質と性質を持つあなたの霊魂に語りかけます。
私は、この世で支えとなっていた肉体を大地に委ねた後に訪れる、その生命について語ります。そうすれば、解放の時が来
たとき、その瞬間を祝福し、視線を無限に向け、上空に舞い上がり、その功績によって獲得した故郷に到達することができ
るのです。 

5 しかし、高い精神世界に住むという高い目標を常に養い、あなたの魂が肉体の殻を捨てるときに邪魔されないよう
に、またこの惑星で愛したものに誘惑されないようにしなさい。 

6 私はあなたに言います。もし、ある国ができて、真理の道をすべて教えれば、人類はその後に立ち上がり、道を見
失い、迷い、苦しみ、つまずき、絶望することを感じるからだ。 

7 人類は、兄弟、友人、相談役の到来を待っているのです。 

8 この時代の人々 の霊的混乱は、父なる神からなされた啓示を常に放棄しているために、深く重いものとなっていま
す。彼らは唯物論的な科学に傾倒し、自分たちの存在と生命の本質を完全に忘れてしまっている。 

9 この物質主義的な世界に、私はあなた方を派遣し、わが教義の福音を伝えようと思う。もし、あなたがたの証言が
真実なら、目に見えない指導者に導かれ、この世のものではない声に導かれている民を見たとき、人々 は驚くことでしょう
。 

最初は好奇心で、あなたの足取りや作品に注目するようになります。しかし、後になって、"本当にこの人たちの説く
ことは真実だ "と絶賛させるのが信仰である。 

10 あなたが世に目覚めの鐘を鳴らす用意をしていない限り、わがマントはあなたを他者の視線から隠すだろう。あな
たの不完全さは疑い、嘲り、迫害を引き起こし、あなたの弱さは敵の攻撃に耐えられないだろうから。しかし、今こそ備え
よ。戦いの時が来て、私は私の外套を脱ぎ、世にあなた方を見せるであろうから。 

11 すべての「働き手」は、わが言葉の輝きをその唇に、わが知恵の書をその手に持ち、わが神聖な教えを思い起こさ
せることだろう。わたしに触発されたその本は、わたしの弟子たちによって注意深く形作られ、それによって人々 は防波堤
を持つことになる、その力は偉大なものだからだ。 

12 そこからどれだけの知恵が溢れ出すことでしょう。それがどれだけ心に響くか、慰めになるか。それは、ある日私
の言葉を発見して、それ以上聞かなかった人々 にとっては幸福であり、一度も聞いたことのない人々 にとっては喜びとなる
であろう。 

13 それを読むことで、「死者」は蘇り、「迷子」は道を見つけることができるのです。あなたがたに託された書物の
真理を見守り、この時代にわが顕現を証しすることができるように。 

14 もし私が今、あなたの木に実った果実は何かと尋ねたら、あなたは何を見せてくれるだろう？もし私が、あなたが
私から受けた教えについて尋ねるとしたら、あなたはどのような答えをするでしょうか？ 

15 あなたは黙っている。あなたの心には、あなたの仕事が私に裁かれるのではないかという恐れが表れているのだ。
しかし、私はあなたに尋ねます。なぜ、恐れるのですか？自分の使命を全うしたのであれば、何も恐れることはないし、逆
に間違いを犯したのであれば、私が訂正した方が良い。 

16 名実ともに霊能者となる意志を持ちなさい。世の中は偽りの信者、偽りの弟子で溢れているのだから。もし、あな
たが精神化を旗印とし、光と愛を武器とする教義を心に刻んだのなら、その美徳を世間に証明しなければならない。もし、
あなたが本当に父から収穫を受け取りたいのなら、これだけが蒔くべき種でなければならない。 

17 第二の時代に私に従った者たち、すなわち、私の使徒たちだけでなく、私のことばに改宗し、その働きと命をもっ
て私の真理をあかしした多くの男女を模範としなさい。 

18 最も純粋で、最も真実であることがその心の願いであり、だからこそ、彼らはその作品の一つ一つに、師がその教
えを輝かせた光を輝かせるようにしたのである。 
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19 同じように、新しい弟子たちは、無気力な彼らを奮い立たせるために、神の愛のメッセージが発せられた名前を尊
重しなければならないのです。 

20 もしあなたが私の仕事の霊的な意味を理解しようとし、真の弟子の愛をもってそれを受け入れるならば、本当に私
はあなたに言います、そのとき良い果実は長くは続かないでしょう、その果実は刷新のもの、良心の光の中での善への回帰
、健康、和解、平和のものとなるでしょう。 

一方、もしあなたが真理を隠すために美しい外観に努め、わが作品によって自分の不完全さと弱さを隠そうとするなら
ば、あなたは、私がすでにあなたを救い出した暗闇と汚れに戻ってしまうでしょう。 

21 私の教えは、その本質が霊的なものであり、光であり、あなたの魂に流れ込んで悪との戦いに勝利させる力なので
す。私の言葉は、耳を楽しませるだけでなく、魂の光でもある。 

22 あなたの魂が養われ、この教えの意味を使うことができるように、あなたの魂で私を聞きたいと思いますか？そし
て、心を清め、心を澄まし、良心の赴くままに行動してください。そして、スピリチュアルな面だけでなく、モラルやフィ
ジカルな面でも、あなたの存在に変化が起こり始めることを体験してください。知識を通じて魂が徐々 に獲得する高揚感、
つまり純粋さは、心の感情や身体の健康に反映されるでしょう。 

23 情熱はますます弱くなり、悪徳は次第に消え、狂信と無知はますます私の法に対する真の信仰と深い知識に道を譲
るようになるであろう。 

24 もし、あなたが大勢に聞かれ、あなたの言葉が説得され、揺さぶられることを望むなら、この言葉があなたの聞く
人の魂に浸透する方法を探し求めなさい。しかし、どうすれば、仲間の心に浸透し、感動を与え、魂を目覚めさせることが
できるのでしょうか。それはとてもシンプルなことで、常に真理を守り、愛の業で証しすることが秘訣なのです。 

25 私の父＝スピリットは、あなた方を教え、「なめらかに」するために、あなた方の霊的・身体的感覚を目覚めさせ
、刷新し、律動を全うする人生を送るよう呼びかけるために、近くに寄ってきています。 

26 私は、あなたが立ち上がり、現世とあなたを待つ現世で平和を実現するために地上に送られたことを知ることがで
きるように、あなたにすべてを与えたのです。 

27 私の教えを学び、私の掟を実現しようと努力する者、すなわち、私の言葉が放つ光に自分を照らされ、その従順さ
の中で祈りと警戒を怠らない者は幸いである。 

28 今日、あなた方が誤りや混乱の世界に住んでいるように、私はあなた方をそこから遠ざけ、私の法に従って生きる
ようにさせたのです。それから、あなた方の準備ができたら、私はあなた方を人類に送り、わが教義を枝分かれさせ、わが
言葉を誤って解釈しているすべての人々 にわが光を示そうと思う。 

今見ているような違いはすべてなくなり、人の心も変わっていくでしょう。人間が、口惜しさだけを残した仕事で作っ
た収穫の後、清められた大地に私の種を蒔き、その世話をするのです。これからは、精神化が始まる時代です。 

29 あなたが「働き手」としての人生で遭遇するすべての試練は、あなたの信仰を強め、私があなたに与えた賜物を認
識させるために起こるのです。私の言葉を聞いて、それを同胞に伝えるだけでは、あなた方の使命は果たせません。言葉を
発して、作品で確認することになります。 

あなたがたの多くは、進んで命を捧げることによって、私の教えを証しすることだろう。 

やがて君たちは、飢えた狼の中の羊のように人類の中にいるが、眠ることはないだろう。ランプはいつもあなたの道を
照らし、たとえ暗い夜でもその光は輝きます。 

30 私は、人間が精神的な知識に関して眠っていて、物質に関する科学に支配され、自分の精神的な魂を扱うことなく
自然界の最大の秘密を発見していることを発見しました。私の教えを理解するために、彼はどれほど大きな努力をしなけれ
ばならないことでしょう。私の仕事は、澄んだ水の流れのようにこの人類に降り注ぎ、彼らの知識欲は満たされ、自ら準備
する者は皆、その恩恵を受けることになる。 

31 私の教えを聞く者よ、気をつけなさい。その本質と真理を守りなさい。そうすれば、不信と疑念を抱くこの人類が
、わが良き弟子たちの行いを知るにしたがって、信仰をもってわが教えを受け入れるようになるのを見るだろう。 

この世界に平和と正義の王国が訪れることを願う皆さんは、祈りによってこれらの美徳を引き寄せてください。その時
は近い。私の神性以外のガイドがいなくなるその時代に入る前に、今、仲間を正し、訓練し、啓発するのだ。 

32 私の霊感は、すべての魂に吹き付けている。私を見たい者、私に従いたい者は皆、起き上がって私のもとに来なさ
い。あなたの精神は、日々 の生き方や問題の解決方法を教えてくれるでしょう。自分自身を精神化すれば、あらゆる試練、
あらゆる苦痛の中に、自分を高め、完成させるための一歩を見出すことができるのです。 

33 あなたの家庭を、両親が私を代表し、互いへの愛と尊敬が礼拝となるような楽園にしなさい。しかし、この愛を自
分の家族だけにとどめないで、親や子供と同じように、すべての同胞を愛するようにしなさい。 

34 私は、私の選んだ人々 を通して、愛と尊敬に基づいた公正な法律を制定します。144万人の魂が準備された。ある
者は霊にあり、ある者は肉体にあり、わたしは世界中に配っている。時が来れば、彼らは霊感にあふれ、わたしは彼らの口
を通して語り、わが言葉は倍加されるからである。 
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35 エリヤはすべての人のために道を整え、第二の時のように、私はあなたがたに言う。エリヤはあなたの近くにいる
のに、あなたは彼に気づかないとは。私の王国が人にアプローチするときはいつも、心を整えてくれました。それは今回も
同じでしたね。 

36 自慢せず、黙々 と仕事をする。他人と区別しようとする気持ちを持たないことです。目立たないように、でも心の
中には人への大きな愛を持ちながら、自分の道を進んでください。彼らを守り、助け、あなたの心を箱舟のようにし、その
中に病人、罪人、正義に飢え渇く者のための場所を与えなさい。すべての霊化を彼らの救いの目標として示せば、彼らは私
に従うだろう。しかし、高慢な者は、この時、私の声を聞かずに、もう一回留まるだろう。その後、試練が、出来事が、す
べてのわが顕現を語ることになる。そして、ある者は改心し、ある者は神のメッセージに対して心を閉ざし続ける。 

37 私は、支配者、教師、裁判官などの役職に就いているすべての人を祝福します。 

38 私の声を聞くために、近くに来てください。道徳的にも霊的にも不完全な人たちを通して、私の言葉を聞くことに
何の問題があるのでしょうか。もしあなたが、今この時、私がわが顕現に最もふさわしくない手段を選んだと考えるなら、
それは間違いです。このようにわが身を人に知らせる方法が進歩的な形でないと思うなら、あなたは軽々 しく判断している
のです。 

39 私があなたの精神と心を使って人類に語りかけるという事実は、あなたの魂が達成した進化を示すものではありま
せんか？ 

40 何らかの形で霊的コミュニケーションの時代が始まらなければならず、その道が1866年以来あなた方が歩んでき
た道であり、1950年には霊と霊の対話の道を開くために終わらせなければならないのです。 

41 私の意志により、声なき声の担い手を通しての私の出現は、一時的なものであり、この真実を証しし広め、「第三
の時代」の存在を世界に宣言するための規範、法則、基礎として、この民に役立つ短い準備段階となるであろう。 

42 私の出現が稲妻のようにはかないものであるように、この啓示に立ち会い、このメッセージを受け取るために呼ば
れるのは、ごく一部のグループだけであることが、人間の心によって運命づけられていたのです。 

43 一方、霊から霊への対話は、全人類に、時間的な制限なく届くでしょう。なぜなら、私を求め、私を受け、私を祈
り、私を聞き、私を感じるというこの形式は、永遠に続くからです。 

44 私の言葉を聞き、私の教えを集めたこの民の責任は、なんと大きいことだろう。私はあなたに言います。世界は霊
化への一歩を踏み出す前に、この準備段階で私があなた方に明らかにしたすべてのことを経験しなければならない。この段
階では、私は私の声の担い手の口を通してあなた方に語りかけ、あなた方が後で研究できるように私の言葉を書き留めるよ
うにした。 

45 愛する民よ、備えよ、主との調和を図るために。見よ、わたしは自分の役割を果たそうとしている。知らず知らず
のうちに、自らを浄化しているのです。霊界は最も偉大で最も強力な軍隊を形成し、わが業を支持し、わが命令に従う。 

46 第六の封印が解かれ、地上の霊化の先駆者であるあなた方にその内容の一部をお見せしました。しかし、今日聞い
ているこの言葉が一旦止まっても、すべての人にその光を注ぎ続けるのである。 

47 第六の封印は、未来の人類に何を示すのだろうか。私があなた方を知恵の宝庫の相続人にしたと思えば、とても素
晴らしい啓示です。 

48 第六の封印は開かれており、誰もそれを閉じることはできないし、その光が魂に届くのを妨げることもできないで
しょう。 

49 知識の書、あなた方の魂がそれに入る準備をしている間、長い間封印されていた-

私はそれを開いた、あなた方の主人、小羊の愛がそれを開いた、その光は地上の多くの者が気づかないうちに強烈に輝いて
いるのだ。 

50 やがて、直感的な人、霊感のある人、魂に敏感な人が立ち上がり、霊で見たこと、感じたこと、聞いたこと、受け
取ったことを国々 に証しするようになるのでしょう。わが民は、これらの声の主を通してわが声を聞いた者に限らず、わが
しもべを地上のさまざまな場所に遣わして道を整え、後に種をまく者が来るべき畑を開拓していることを、私は改めて告げ
ます。 

51 私は彼らを強め、祝福する。彼らの一日の仕事は悲しみに満ち、その道はいばらに満ちているからだ。嘲笑、蔑視
、中傷、裏切りなど、どこまでも追いかけてくる。しかし、彼らは-不吉な予感と奮い立つような-

私によって遣わされたことを知っており、その使命を果たすために道の終わりに到達することを望んでいるのである。 

52 あなたの知らないあなたの兄弟たちですが、あなたのために道を用意する使命を果たそうと努力している彼らのた
めに祈りなさい。彼らは、あなた方が長い間聞いてきたこの言葉の神聖な刺激をこの世で受けておらず、自分たちを方向づ
けるインスピレーションを霊的に受けるために、この世の多くの快適さを犠牲にしなければならなかったのです。 

53 あなたはすべての教えを何度も聞いている。私の教えに従わないとしたら、どんな正当な理由があるというのだろ
う。なし。もし彼があなたの罪を罰するために入ってきたら、あなたはどんな反抗や反抗を苦痛のうちに示すことができる
でしょうか？しかし、愛によって自らを清め、痛みによる浄化を避けるために、互いに仕え合うことによって自らを新しく
することを教えたことを忘れてはならない。 
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54 私の言葉は、愛ある正義が浸透しているからこそ、厳しいと考える人もいます。その理由は、良心と向き合う術を
知らず、傲慢に自分を裁こうとしなかったからである。 

55 あなたが自分の不従順、冒涜、虚栄心、慈愛の欠如の結果を見て、苦しみの杯を空にするとき-

私があなたに提供したものとは全く逆に-あなたは確信をもって叫ぶのです。"師の非難には真実と正義があった！"とね。 

56 私はあなた方に、あなた方の共同体を構成するすべての多数を統一することを課したが、あなた方はそれを行わず
、私の正義に不信感を抱いているのだ。私は辛抱強く、この使命を遂行するための時間を与えてきたが、今のところ、君た
ちはそれに立ち向かっていない。では、私の正義があなた方を目覚めさせ、あなた方を浄化し、団結させることを望むので
すか？もしそうなら、愛する人々 よ、あなた方はその日もその時も知らないが、それは必ずやってくるのだ。不純な心でわ
が真理の証人となることを、あなたがたに任せはしないからである。 

57 また、悪い文章を証言として保存してはならない。偽りのもの、不完全なものと混じるべきあかしは、焼かれるか
らです。汚れたもの、不浄なものは、私のもとに届くことはない。まず、種を丁寧に洗い、それから蒔くのです。 

58 今日の私の言葉は、苦いカップではなく、あなたの心に大きな純度を与え、あなたの霊を光らせることのできる、
澄んだ水の泉なのです。 

59 この言葉を愛を持って受け止め、考えてみてください。その後、今日一日の仕事を続けるための力を感じることが
できます。 

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285 
1 善意の人々 の中に私の平和がありますように。この平和を魂に宿す者は、わが現存を感じることができる。 

2 この教えの間、あなた方は試練の中に私の平安を感じ、苦しみの中に慰めを得た。こうして私は、善意で自分の運
命を受け入れる者は、すべての事業で前進することを証明したのだ。つまずくことはあっても、倒れることはない。 

3 主よ、私たちは人間の兄弟姉妹と同じように恩知らずで不従順なのに、どうして他の民族のように私たちを訪れて
くださらないのですか。"と、あなたがたは私に言うことがある。これに対して、私はこう言います。準備のための時間を
与えるからです。 

もし戦争があなたを脅かしたら、あなたは私に耳を傾け、私の言葉を反省すると思いますか？私があなたに託した時間
がいかに貴重であるか、また、あなたの霊的な準備のためにその時間を使う責任があることを理解してください。 

4 この時間を自分のため、仲間のために使うためには、しばしば自分の良心の声に耳を傾けて自分を吟味しなければ
なりません。 

5 人類が置かれている状況は、本当にあなたを苦しめているのでしょうか？あなたの心は、戦争によって自滅してい
く国々 の痛みを感じていますか？そして、彼らのために功徳を積み、祈り、あなたの思いで彼らに平安を送りましょう。 

6 今、世界を脅かしているのは災難だと思われます。それに対して私は、あなたがよく災難と見るものは良いもので
あると言います。 

7 放縦に生き、際限なく罪を重ねた多くの人々 の扉には、苦痛や悲惨さ、死さえも祝福として訪れるだろう。 

8 ああ、肉体の殻を打つ痛みは、魂のバームであり、救済であることを理解していただけたなら肉体が健康で幸福で
ある限り、魂はしばしば破滅に引き込まれ、快楽と情熱が解き放たれても魂の光がない生活の中に閉じ込められているよう
に感じられた。痛みが人間の情熱よりも強い力となって、人間の盲目の道を止め、魂を解放させ、痛みを祝福し、神の正義
よりも賢明な正義が存在しないことを悟らせるまでだ。 

9 ある者はすぐにこの理解に達し、多くの苦しみを避けるが、ある者は頑固で理解が遅く、ついには神を冒涜し呪い
、苦しみの杯を増やしてしまうのだ。 

10 すべての人のために祈れ、人々 よ、この苦しみの中で自らを清めるからという理由で、苦しんでいる国々 のために
祈らないという理由で、自分の責任を回避してはならないのだ。この痛みは彼らを浄化しますが、あなたの祈りとあなたの
思いは、彼らが苦しみの杯を愛をもって受け入れるのを助け、その痛みが含む意味を理解し、彼らの魂に修正の決意と兄弟
愛に向かわせるインスピレーションが沸き起こるようにすることを理解してください。 

11 もしあなたが正しく祈るならば、私はあなたの魂を解放させ、平和の鳩、健康と光のメッセンジャーとして彼らの
もとにやってくるでしょう。 

12 あなたの心は、あなたが霊的に行っている業を何も知らないので、これらの勝利を誇りに思うことができないでし
ょう。 

13 私だけが知っているこれらの仕事は、あなたの功労の書、つまりあなたの精神に徐々 に刻まれるその書に一つ一つ
記録されるのです。 

14 あなたは、大きな出来事に遭遇する瀬戸際にいるのです。人類が何らかの出来事、試練、兆候に揺さぶられない日
はないだろう。私の正義の絶え間ない声が、人々 の思いを私に向けるよう呼びかけるのだ。そして、この試練の日々 に直感
が目覚め、反省し、これらの試練を神の正義に帰する結論に達した者はすべて、彼らが生きてきた霊的無気力に陥らないよ
うに、私の光に満たされるでしょう。 

15 私の正義が来たのだ、人類よ、それは人間の傲慢さを謙虚にし、その邪悪さと物質主義の中でいかに自分が小さい
かを悟らせるだろう。 

16 そうだ、人々 よ、わたしは偽りの偉大さの中にいる人間を打ち倒す。なぜなら、彼がわたしの光を見て立ち上がり
、真実に偉大になることを望むからだ。光と寛容と善意と強さと知恵に満ちた人になってほしいからです。 

17 私の声は再び聞こえるようになる。預言者たちが最も古い時代に告げたように、また私が弟子たちに明らかにした
ように。 

18 今こそ、私が霊で帰ると約束した時です。あなた方が、自分の中と外に私の存在を感じ、霊から霊へと私とつなが
ることを学ぶ時です。 

19 私は今、貧しいように見えるが、亡者も、哀れな者も、精神的な弱者もいない人々 を形成しているのだ。私の弟子
となり、隣人の役に立つことに満足して旅立つことができるように、私はひとりひとりにその賜物を明らかにしているので
ある。 

20 私の新しい民は、預言者、助言者、教師、魂の博士となる。 

21 私の言葉は、まるで息を吹きかけるように彼らの心に届き、信仰の炎を燃え立たせるのです。私はいつも、彼らが
ランプのように燃えているのを見たいからです。 
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22 第二の時代のわが言葉とわが業は、人間に天国への道を開いたが、この時代には、新たな教えをもたらしたのであ
る。霊界の声を聞いたことがないのですか？遠い存在、不確かな存在と思っていたあの世界が近いと感じたことはないだろ
うか。 

23 あなたの霊的な兄弟姉妹が、どれほどの光とどれほどの愛で、あなたに自分を知らせてくれたかを認識しなさい。 

24 あなたは、その光の精霊たち、守護天使や平和の番人たちがどこから来るのか、正確には知らないのです。でも、
その先にある高い世界から来たという確信があるんですね。 

25 そうです、人類よ、彼らはあなた方よりも高い家や世界からやってきて、あなた方が完璧になるのを助けてくれる
のです。同じように、地球以外の世界に住む、より高い知識を必要とする人たちを助けているのです。 

26 もし、これらのレッスンであなた方に語る私の教えを悪く思う人がいれば、その人は自分の言っていることを知ら
ないし、神の師を知らないのだと真実に告げます。あなたは、存在と世界の霊的な親密さを知らないのですか？あなたは、
すべての人の中から一つの家族を形成するという神の計画を推測しないのですか？ 

27 この啓示を与えるのは、あなた方がこの地上で長い間、物質的な向上で精一杯だったように、自分の未来で精一杯
になるようにするためです。 

28 霊界の声に耳を傾けよ。それは、魂が絶え間なく、力を尽くし、自らを清め、罪を償い、使命を担い、つまりは父
に近づくために活動していることの証なのだから。 

29 この第三の時代、つまり聖霊の啓示の時代に、聖霊があなた方に「霊的生活」について語ったのは当然のことであ
ると理解してください。 

30 なぜなら、この教えだけが、情熱、貪欲、敵意、傲慢、人間の不正な策略という、波乱に満ちた嵐の海から人類を
救い出すことができるだろうからです。私の言葉は、情熱の海で転覆した漂流者たちを救う救命艇としてやってきたのです
。 

31 弟子たちよ、あなたがたに私はわが言葉を託す。その言葉の意味するところを私に感じなさい。明日には、これら
の声の主は消え、彼らの命令は変容し、金の羽がわが意志に従って創造したそれらの書物に書かれたわが言葉だけが残るだ
ろう。 

32 弟子：この顕現によって私の言葉を認識する者は、今こそ人間の悪意が破壊したすべてのものを回復させるべき時
であることも認識しなければならない。 

33 召された者がみな、魂を養う食べ物が出される主の食卓に急ぐなら、そこは満杯になるはずですが、招かれた者が
みな来ているわけではありません。 

34 神の恩恵にあずからないのは人間の特質であり、それゆえ、あなたが仲間に呼びかけたとき、多くの仲間があなた
を拒絶するのを見てきたのです。 

35 しかし、私の食卓に座り、私から学ぶために粘り強く耳を傾けるこれらの少数の人々 は、わが言葉の偉大さを、終
焉を迎えた世界を再建し、より輝きに満ちたより高次の世界への道を開くよう人々 に呼びかけるこの教義の意味を、大勢の
人々 に知らせる者となるだろうと、私は告げます。 

36 声の主を通して、より純粋な言葉、より純粋な姿を受け取ることができるように、私はあなた方に精神化と簡素化
を助言してきたのです。そうすれば、熟した果実のように、愛に満ちた実質的な言葉が彼らの唇から発せられるからです。 

37 わが言葉の真理と光が最も力強く輝くのは、シンプルな形であることに気づかず、多くの人々 の感覚を感動させる
ことができる外見上の印象的な表現をしようとする者たちに対して、私は言う、わが教えの中であなたが行う行為と行動に
は、真実さだけが優先されるだろう。 

38 たとえ、その謎があなたにとって未知の魅力であったとしても、もはや謎であなたの魂を養うことは適切ではあり
ません。 

39 なぜ、仲間に理解されない外面的な表現で印象づけようとするのか？なぜ、外見上は超自然的な行為を見せながら
、実際は光も真理もないのですか？わが言葉が醸し出す本質が不十分なのか、私があなたの口を通して話すことが立派でな
いのか。 

40 なんて無分別な人が多いのでしょう。しかし、私のものであるがゆえに、とても平易で単純な私の示現にあなたが
加えるものはすべて、あなたの同胞が真実を認識するのを妨げる荒く粗いベールのようなものになるという確信に至らねば
ならないのである。 

41 このワークの命令を遂行し始める前に、私が教えたこと、そしてこれから行うことについて深く考え、わが法則に
反することを何一つ行わないようにしなさい。 

42 自分を従順な弟子と考える者のうち、いかに多くの者が-その自覚なく-

わが意志に反抗しているか。また、自分を霊能者の使徒と考える者のうち、いかに多くの者がその働きにより真っ先にそれ
を拒絶し、そのために彼らが説く教義を敵視していることでしょう。 

43 魂を持った人間に何が求められているのか。自分自身に対する支配、自分の能力や霊的な賜物の発現を期待するも
のである。人間の知性はますます大きくなり、神の仕事を理解できる人が増えていくことを理解すること。 
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魂は不活発ではいられない。発展への欲求は本能のようなもので、上へ上へと努力し、神の法則が示す道筋に沿って自
らを完成させようと絶え間なく努力するよう促す。 

44 弟子たちよ、私は今一度、簡素で純粋な方法で霊化を求め、あなた方が超自然的と呼ぶものに対する期待や感情を
捨てるようにと言うのです。もし、あなたが真理の道を歩いていると確信するならば、私から聞いたことを信じ、私が今、
あなたに繊細に感じ、不必要な複雑さを拒絶するように教えていることを理解しなさい。 

45 私の言葉が告げ、表現することに満足する方法を知らない人たちは、その物質化が私の顕現を信じるために、並外
れた出来事を期待しているからです。天から火が落ち、海が開いて深淵が見え、「神の裁きが地に下った」と言われること
を期待しているのです。しかし、私はあなたに尋ねます。なぜ、そのような事象に恐怖を感じるのでしょうか？平和と愛を
現すものに神の存在を感じ、認識すべきなのに、神の正義と力を現すことができる唯一のものであってほしいのですか？ 

46 では、この時の私の旅立ちが、神の出来事であることを証言するために、人類を恐怖に陥れるというのは本当でし
ょうか。 

47 むしろ、私があなた方と一緒にいた証が、より良い未来への希望の光であり、人類の戦慄、苦難の中に新しい夜明
けの光を見出させる信仰の火花であることを願うのです。 

48 すべてのものの中に、神の善の表現があることを探してほしい。しかし、あなた方はまだ未熟で、この霊的な愛を
発見することができないので、あなた方を取り囲む自然を見て、創造主の子供に対する愛をことごとく語りかけてくる。 

もしあなたが、この自然があなたに厳しく接することがあるとしたら、この自然もまた、あなたと同じように、発展と
完成を目指す生き物であり、すべての生き物の道に存在する完成の階段を上るほど、より知的で魂の発達した生き物の避難
所となることができるのだということを知ってください。 

49 私の言葉を文字にして残すようにしなさい。そうすれば、明日の人が、今私があなたがたに話したことを預言とし
て認識することができる。 

50 人間、進歩したければ、自分の中にある惰性に打ち勝つことだ。もしあなたが偉大になりたいのなら、私の原則を
あなたの作品に適用しなさい。自分自身を知りたければ、私の言葉を通して自分自身を勉強しなさい。 

51 愛と知恵と助言と助けを与えてくれる私の言葉を、あなたがどれほど必要としているかを理解しなさい。しかし同
時に、私があなた方に与えるものに対して責任を感じてください。世の中で困っているのはあなた方だけではないのですか
ら。この教えを渇望している者は大勢いる。私の愛のメッセージを携えて彼らのもとへ行く準備を忘れないように。 

52 忍耐をもって苦しみの杯を空けよ。その苦さの中にこそ、あなたの魂の光があるのです。その痛みは、あなたがた
に良心の声を聞かせるだろう。しかし、あなたがたのもたらした重荷、あなたがたの受けた痛み、あなたがたの目が流した
涙は、わが印とわが掟によって示された人生の道とは、必ずしも一致しないと言わねばなるまい。あなたが進んでいる苦し
みの道は、あなたの魂が、ただ愛し、仕え、善のために働くという真の人生の道に到達するために通らなければならない贖
罪と浄化の道なのです。 

53 このことをよく覚えておきなさい。真に私に仕えるためには、まず、自分の悪いところが何もなくなるまで浄化を
受けなければならないことを知るのだ。未来の世代が、下草で迷ったり、岩で怪我をしたりすることなく、清められた道に
出会えるように、あなたが手本となってください。 

54 私はあなた方霊能者に、人類が神と自分との間に築いた障壁、すなわち偽りの信仰、永遠に対する見かけだけの信
仰、物質化、不必要な礼拝行為などの障壁を打ち砕く仕事を託すのです。 

55 偶像崇拝や異教から遠く離れていると考えている人々 でさえ、いまだに崇拝している金の子牛を台座から打ち壊す
仕事を、私はあなた方に委ねます。 

56 しかし、あなた方の闘いにおいて、権力や暴力、傷つけるような言葉を用いてはならないことを告げます。あなた
の武器は、真理を明らかにする光の言葉、苦しむ人を慰める愛の業、あなたの祈りと思いから湧き出る力でなければならな
いのです。 

57 人間を霊的な道から遠ざけている障害を取り除いたとき、人間の生活に非常に大きな変化の始まりを見ることにな
るでしょう。これらの変化は、精神的な分野、道徳的な分野、科学の分野、制度、政府の形態に起こるでしょう。 

58 第三の時代には、この人々 の痕跡を消すことはできない。彼らの作品には、私の真実の力が宿っているからだ。 

59 痛みが自分を浄化してくれることをわかっているのだろうか。あなたの道は示され、あなたの使命は私によって決
定されている。 

60 あなたの心の中にある「死」を奪い、「生」で満たしたのです。 

61 その死があなたの中にあったのは、信仰と希望があなたの魂から消え、知識の光を欠いていたからです。私はあな
た方の前に命の木を立てました。その実は、内容豊かで、天の味、甘さに満ちていて、大勢の聴衆の上に豊かに降り注ぎ、
霊的な困窮を取り除くのです。 

62 私は今、あなたの心の中に、私の存在がはっきりと認識され、私の声の響きがはっきりと聞こえる神殿を建設中で
、そこから全人類のために光と平和が発せられるのです。 
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63 初回では、魂の聖域の基礎となるものを紹介しました。そして今、私はあなたがたに、いったん完成すれば、あな
たがたの父の御前にふさわしい仕事を完成させるべき道を明らかにする。 

64 私があなた方に聖霊の神殿を建てるよう促したこの3つの教えのそれぞれの本質は何なのか、私に教えていただけ
ますか。そうです、皆さん、内心で私の問いに答え、真理に近づいているのですから、祝福されるべきです。サンクチュア
リの基礎は、第一時代の律法が教えてくれたものである。 

高い壁とは、メシアが教えの中で人々 にもたらした愛と慈愛のことであった。この作品が備えなければならなかったド
ーム、柱、祭壇は、私の霊が光のメッセージの中で、この時代にあなた方にインスピレーションを与えた知恵、霊化、高揚
なのです。 

65 私が三つの時代に建てたこの神殿は、不信心な者たちに、エルサレムの神殿を指して、"この神殿を破壊し、三日
のうちに再建しよう "と言ったときのものである。 

66 私の神殿はまもなく完成するが、エルサレムの神殿はその基礎さえも残らないだろう。 

67 この時代の輝きがいかに大きいかを見よ。私が預言者たちを通して与えたすべての預言が実現する、新しい時代の
光を見よ。 

68 私にたどり着くために、真理を求めてどれだけ多くの道を歩んできたことでしょう。科学も哲学もあなたの呼びか
けに答えず、あなたの探求の結果、この真理は私に根ざし、私からすべての存在に放射されているという結論に達したので
す。 

69 私は人間を啓蒙し、彼が真の人生を生き、私が彼に与えた祝福された運命を認識できるようにしたのだ。彼は「私
に似せて」造られた唯一の被造物であり、それゆえ私に最も近い存在なのです。彼は私の霊の息吹を持ち、それによって私
と同じような働きをすることができるからだ。 

70 あなた方は意志と意志の自由を持ち、知的に行動し、私自身のものである良心の声に従い、それを通して許される
もの、使ってよいものを認識し、見苦しいもの、あなた方のものではないものを拒絶することができる。しかし、私は、あ
なた方が地上での生活の最初の日から物質主義に傾き、あなた方の存在の主な理由である霊的な使命を否定し始めるのを見
ました。 

71 太古の昔から、私は平和と霊的な至福に至る私の戒めをあなた方に残し、後にイエスにおいて私の愛を明らかにし
た。 

72 私はこの時、厳しい裁判官としてではなく、父として話をしたのですが、すべてを理解し許してくれる無限の愛、
つまり忍耐と寛容であり、善だけを望み、すべての被造物にそれを注ぐその愛を、あなたは理解していなかったのです。 

もし、あなた方が正当に自分のことをわが子と呼びたいのなら、愛しなさい。あなた方は、すべてを創造したこの神聖
な愛によって形成され、あなた方に提供するためにあるのだから。そうすれば、あなたは父のように愛し、守り、祝福する
という自分の運命を理解し、使命を果たした後、私のもとに戻って、私と一つの霊魂を形成することになるのです。 

73 太古の昔から、私はあなた方に霊的に私を愛することを教え、この世で私を代表するものは徳の高い人間以外には
あり得ないと告げました。父との交わりを望むなら、魂を高め、高みに向かって努力しなさい。そこから、あなたが求める
すべての贈り物と利益があなたにやってくるでしょう。 

74 その時、私は「死は存在しないのだから恐れてはいけない」と言いました。私の創造物の中で、すべてのものが生
き、成長し、完成していく。肉体の死は、魂が元の状態に戻り、さらに発展の道を歩むために生きている期間の終わりに過
ぎないのです。信じること、信仰を持つこと、そうすれば永遠に生き続けることができる。今日、あなた方は試練と困難の
時代を生きているので、これまで以上に信仰で武装しなければなりません。人間を浄化すべき自然の力が解き放たれ、人間
を理性、善意、正義に引き戻すまで休むことはないのだ。 

75 プライドを捨て、謙虚さと素直さを身につけることで、どんな試練も受け入れることができるのです。この坩堝を
通過することで、純度を取り戻すことが必要だと理解してください。今日、さらに教えを受け、あなた方はもはや精神的な
幼年期でも青年期でもなく、成熟したことを知れば、他の時代の私の言葉も、今日私があなた方に与える言葉も理解できる
ようになる。 

76 私の奥義を知ろうとしないでください、あなた方はその地点に到達できないからです。ただ、私は完全に全知全能
であり、私の霊は宇宙を満たし、同時にすべての魂に宿っていること、私はすべての人を愛し、その人の人生に必要なもの
を与えることを知っていて、この光があなた方の未来に希望と確信を与えるように。 

77 あなたの苦しみや希望はすべてわかっていますし、あなたの痛みも感じています。ただ、私が与えたその力を活用
しなさいということです。そうすれば、あなたの試練は祝福されるでしょう。 

78 このメッセージを受け取るために選ばれたあなた方は、目を覚まして準備をしなければなりません。1950年以降
には、私があなたのもとに帰ってきたという知らせを、あなたの仲間に伝えなければならないからです。しかし、あなたが
混乱を解き放ち、あちこちで嘆きの叫びを聞くとき、畑が耕されるように、人間の心も種を受け入れる準備をしなければな
らないことを思い出してください。 
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79 私は今、あなた方に特権として、偉大な地位と経験を持つ霊的存在たちの存在を認めています。人間につながる私
の光線だけでなく、私の 

スピリットだけでなく、スピリチュアルな世界もあなたを助けに来てくれて、とても高い使命を果たしてくれています。 

多くの人に知られていないそれらの存在の愛と慈悲が、この地上に存在することによって、どれほど多くのことを成し
遂げ、この世界を彼らの住む世界に近づけ、契約を結び、あなたを美徳の道へと引き上げてくれたことでしょう。 

80 あなたがたは、彼らの顕現の道具として召されたのだから、愛をもって彼らに仕え、自らを準備しなさい。そうし
てこそ、私と霊界が人類のためにもたらした真理を所有していることを誇れるのです。 

81 あなたが探し求めていた真理を、私はこの平易な言葉であなたに知らせます。私は、愛以外の何物でもないこの真
理を、あなたが永遠に所有し、仲間と分かち合うことができるように、豊かに提供します。それは、あなたが永遠に自らを
養うための神聖なエッセンスだからです。 

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 286 
1 私の神聖な光はどこでも輝いている。あなたが私を求めるところには、私のプレゼンスを見つけることができる。 

2 私は父であり、地上に住む者と他の世界に住む者、すべての子供たちの間に調和が生まれ始めるように働く者であ
る。 

3 すべての生き物の間の霊的な調和は、彼らに偉大な知識を明らかにし、霊と霊との対話をもたらし、距離を縮め、
不在を近づけ、前線と境界を取り払うでしょう。 

4 平和を実現すること、それがこの世で努力できる最大の報酬である。 

5 弟子たちよ、定められた道から外れてはならないし、いかなる形であれ私の教えを変えてはならない。 

6 愛と慈悲と高貴な行為によって功徳を積むことによって、私の秘密の宝庫の啓示を受けるにふさわしい者となれ。 

7 精神は心を導くものであり、人間の偉大さを望む心だけに導かれた心は、あなたの人生を支配してはならない。脳
からの指令に従うと、脳を酷使することになり、その小さな力が許す範囲を超えてはいけないということを忘れないでくだ
さい。私はあなたに言います。もしあなたが、なぜ善を行う気になったのか、なぜあなたの心が慈愛に燃えているのかを知
りたければ、あなたの心と精神を聖霊に導いてもらいなさい。そうすれば、あなたの父の力に驚くことでしょう。 

8 もし、人が、野心に満ち、尊敬の念をあまり持たずに私に尋ねるのではなく、愛と謙遜をもって私に尋ねるなら、
父が彼らに求める知識を明らかにするとき、彼らはどれほど単純で容易な答えを受け取ることができるだろう。 

9 我に問うとき、我に問うとき、その問題を明確に述べようと無理をしてはならないし、最良の表現を求めて心を砕
いてはならない。今、この瞬間、あなたの精神は世界から切り離され、あなたの心は純粋で、私のインスピレーションを受
け取ることができれば、私は十分です。もし、あなたが自分の中に私の存在を感じることができないなら、あなたが私に素
晴らしい言葉を言うことに何の意味があるのでしょう。 

10 私はすべてを知っているので、私があなたを理解できるように、あなたは何も説明する必要はありません。 

11 祈りとは何かと私に尋ねれば、私はあなたに答える。自分の霊が自由に御父のもとに上がるようにすること、完全
な信頼と信仰をもってその行為に委ねること、御霊を通して受けた感動を心で受け止めること、真の謙遜をもって御父の意
志を肯定することです。このように祈る者は、人生のあらゆる瞬間に私の存在を享受し、決して困窮を感じることはありま
せん。 

12 私はこれまで何度も人々 に声をかけてきたが、今こそ人々 が私を求め、私に近づく時である。それができるのは、
彼らの精神的な成長によって、父との真の談話を達成することが可能になったからです。 

13 この「第三の時」とは、復活の時である。魂は死者に、肉体は埋葬された洞窟に似ている。しかし、主人は彼らの
もとにやってきて、その命の言葉によって、「出てこい、光に、自由になるんだ！」と告げたのです。その中で、真理に目
を開いて、自分の人生、自分の仕事、自分の感情を同胞への愛のために高めることができる者は、もはやこの世を追放の地
とも、涙と償いの谷とも思わないだろうし、心の平和が与える真の平和の喜びをますます感じるだろう。現世での高揚感は
、魂がより良い世界で享受する完全な平和と光の反映であり、そこで私自身が魂を受け取り、その功績にふさわしい住まい
を与える。 

14 この恵みの日に、エリヤがロケ・ロハスを通して自分を知らせ、神の師の帰還が近いことを思い起こさせ、祈りと
刷新に招いた日を思い出してください。 

15 モーセは、民をシナイ山の麓に連れてきて、そこで祈り、断食し、身を清めて、彼らの主であるエホバの臨在を待
つようにさせた。 

16 モーセは霊化のイニシエーターであり、律法学者エホバの前身である。彼が山から律法の板を持って下りてきたそ
の日を、イスラエルの人々 は覚えていました。あなたが今、ロケ・ロハスを通して、モーセの遺言、イエスの遺産、エリヤ
のメッセージが一つの書物、すなわち真理と命の書を形成することが明らかになった日を覚えているようにです。 

17 モーセがエホバを受け入れるために民衆の心を整え，エリヤが今日，神の霊の声を聞くためにあなた方を目覚めさ
せたように，大衆に悔い改めと祈りを促し，天の国が人間に近づいていることを告げたのも，同様にエリヤ-

バプテストと呼ばれるヨハネの生まれ変わり-であったのです。 

私があなたがたにもたらした教えの中に、また私の指導の中に、父の臨在と天の光とがあったからである。 

18 キリストは完全なものの現れであり、彼の中に永遠の法則を見ることができ、無限の愛を見つけ、絶対的な知恵を
賞賛することができます。 

19 イエスは、イスラエルがモーセから受けた律法をその生命をもって照らし出し、後に慰め主が来て、キリストが教
えた中で正しく解釈されていないものをすべて明らかにし、説明するとあなたがたに告げたのである。 

20 キリストはすべての時代を包含し、その存在は「永遠の言葉」であるため、いつでも存在します。 

21 エリヤは前任者であり、謎を説明する者であり、あなたが深遠な世界に入るための扉を開く鍵なのです。モーゼが
始めた人類の霊性化の完成の時に遣わされた霊的解放者なのです。 
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22 皆さん、お幸せに。あなた方は第三の時代の夜明けを歓喜をもって記念し、この日をその記念の日に捧げます。伝
統以上に、この日をあなた方にとっての内省の日、研究の日、内なる集いの日とし、あなたが歩んできた道を通して、あな
たのすべての仕事を量り、記録する神聖な秤の存在を感じられるようにしましょう。 

23 この日、わたくしから聞いたこと、反省したことから、知の宝庫を形成することができるのです。そうすれば、あ
なた方の闘争の時が来ても、あなた方が精神主義と呼んでいるこの教義が築かれた確固たる永遠の基礎が何であるかを説明
する論拠も理由も欠けることはないでしょう。 

24 霊的な明晰さが強烈に輝き、あなた方の生活を一変させる「第三の時」の夜明けを見るのです。 

25 この新しい時代の始まりは、その大きな闘い、激しい苦しみ、混乱と葛藤によって特徴づけられるでしょう。しか
し、これらはすべて始まりに過ぎないでしょう。その後、平和が訪れ、平和の結果、魂が開花し、信仰と愛と霊化に満ちた
作品に上向きの発展が見られるようになるのです。 

26 痛みを呪った後、泣きながら来る人も多いですね。あなたの欠点は、あなたの無知から来るものだと考えて、私は
許します。 

27 心を静めて、私の言うことを理解できるようにしなさい、命の子弟たちよ。今一度、心が痛むと感じたら、しばら
くの間、あなたを取り巻くすべてのものから離れ、一人でいなさい。そこで、寝室の親密さの中で、自分の魂と対話し、何
か物を手に取って調べるように、自分の痛みを受け止めて、それを探ってみてください。このように自分の悲しみを探り、
それがどこから来たのか、なぜ来たのかを認識してください。あなたの霊の声に耳を傾けてください。本当に申し上げます
が、その思索の中から、あなたの心に光と安らぎの宝物を引き出せるでしょう。 

28 光は痛みを取り除く方法を教えてくれ、平和は試練が終わるまでの忍耐力を与えてくれる。 

29 その時、あなたは祈るためにあなたの思いを私に向けるとき、私にこう言うことを経験するでしょう。"先生、私
を許してください、不公平は私の運命のせいではありません、私自身が不公平なのです。"と。 

30 これは、弟子たちよ、常に意識しておかなければならない指示である。魂の実情、人間の実情を知っているのは霊
だけだからです。 

31 私は、瞑想と祈りによって、人生の偉大な教訓を自分の存在の核心に発見するために、自分を知るために自分を研
究することを教えます。 

32 今日、多くの人は痛みを呪うが、明日になれば、高く美しい教えを与えてくれた教師として祝福されることだろう
。 

33 人生の道や意味を教えてくれるのは、いつもご主人様の愛であってほしいものです。でも、あなたは「痛みこそが
教えてくれる」と好んでいましたね。もうすぐこの苦い先生を捨てて、愛に満ちた優しさで教えてくれる先生の教えを受け
入れることになるのです。 

34 もし、当分の間、苦痛を取り除くことができないのであれば、忍耐強くそれに耐えてください。彼の教えを聞き逃
さないように、彼を愛しなさい。彼はあなたの汚れを清め、信仰と徳と忍耐においてあなたを大成させる。 

35 もしあなたが私の言葉を信じるなら、私があなたに話した教訓も信じなければなりません。"木の葉は神の意志な
しでは動きません 

"と。そうすれば、神の英知がすべてを考慮し、人間の中に英知の教訓を残さない苦しみはあり得ないと信じることもでき
るようになるのです。 

36 愛する者よ、よく考えよ。そうすれば、もはやつまずき続けることもなく、未来の出来事で無気力に沈むこともな
いだろう。 

37 その時、あなたの足は、まだ涙と痛みの世界のほこりの上を歩いていますが、あなたの魂は、もはや中古の仮定と
真実に住んでいるのではなく、現実の世界に上昇するように、平和の領域に住んでいることでしょう。 

38 私の話を聞いているあなた方に、私は、あなた方の状況と人生を、恫喝戦争で血を流して死んでいる国々 と比べて
みて、幸せになるべきだと言っているのだ。 

39 あなたには情があり、パンに欠けることもなく、屋根に欠けることもなく、私の言葉の滋養があるのに、満足しな
いのか。しかし、パンのない者、すべてのものを欠いている者、私の言葉を聞かない者、希望となり、なぐさめとなり、励
ましとなる私の文を聞く慰めを持たない者は、あなたよりも献身的である。 

40 痛みを喜びのように祝福することを学びましょう。すべてに祝福を。 

41 私は誰をも贔屓することなく、全人類を祝福しているではないか。善人も柔和な人も、傲慢な人も犯罪者も、その
祝福の「マント」に包まれているのです。なぜ、私を手本にしないのですか。他人の行為に嫌悪感を抱くことはありますか
？自分が人類の一員であることを忘れてはならない。人類を愛し、許すべきだが、拒絶してはならない。それは自分自身に
嫌悪感を抱くようなものだからだ。隣人の中に見えるものはすべて、あなた自身が多かれ少なかれ持っているものです。だ
から、自分の内面を知ることで、自分の精神的、道徳的な顔を知ってほしいのです。そうすることで、自分自身を判断する
方法を知り、他人を見る権利を持つことができるようになるのです。 

42 仲間の欠点を探してはいけない。今あるもので十分だ。 
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43 私がこのように話しても気を悪くしないでください。私の教えの言葉は正しい人のためでも聖人のためでもないこ
とを理解してください。罪人を救うために、私の贖罪の教えを、罪深い唇を通して与えるのです。 

44 私はあなたを救うために来たのだ、人類を。あなたが吸う空気さえも病気なのだ。しかし、わが子たちの住まいで
あり庇護であったこの地に対して、もし彼らがその罪によってこれを貶めたならば、彼ら自身がこの地に対する最後の罪の
償いをしなければならないと、私は言うのです。 

45 人類があらゆる試練に打ち勝つためには、偉大な指導が必要であることを認識すること。今こそ、預言者たちが予
言し、先見者たちが見てきた、人間の痛みが頂点に達し、父の慈しみがすべての人間に光を注ぐ偉大な時、すなわち地上に
悪の終わりと善の始まりを示す時なのだ。 

46 人々 よ。あなたはいつ、苦しむ人々 に癒しのバームと平和のメッセージを届ける準備ができるでしょうか。それで
も私はあなた方の心に真の慈愛を見いだせず、あなた方は互いに愛し合わないので、ことあるごとに自らを責めている。 

47 もし私が望めば、あなた方ひとりひとりの欠点を示すことができると思いませんか？しかし、もしこのような形で
あなたを晒すようなことがあれば、私はもはやあなたのご主人様ではなくなりますとも申し上げておきます。しかし、すべ
てを知り、あなたのことを本当に知っておられ、あなたの思いを知っておられる方が、他人の前であなたを裁かず、公然と
あなたをさらすのであれば、なぜ頑なに心を傷つけ、幸せを壊し、他人の人生を裁くことにこだわる者がいるのでしょう。 

48 今日、あなた方はまだ私の子供の弟子です。本当に申し上げますが、あなた方が隣人を苦しめることができなくな
り、代わりにあらゆる苦痛を和らげたいという衝動に駆られるまで、私はあなた方を弟子と呼ぶことも、私の仕事を託すこ
ともしないのです。いつになったら、苦しむ人々 の痛みを心で感じ、その涙を乾かすのは、あなたの言葉であり、あなたの
仕事なのでしょうか。積極的に慈善活動を行うには、まだ未熟なのです。あなたの思いやりは大きくありませんし、あなた
の許しもありません。 

49 側溝に倒れている半身不随の人に同情して、やむを得ず自分の家に連れてくると、その人が誰だかわからないとい
うので、まずその人の人生を調べる。 

あなた方は、私の教えの言葉に絶え間なく耳を傾けてきた人たちなのでしょうか。それなら、あなたの汚点を見ずに、
私はあなたの傷を私の愛で癒すために求めただけだということを自覚してください。 

私の種をまく者に属したいという願望があるなら、善に内在する力を知り、それを持たなければならない。慈悲の持つ
力と心の働きは、他者の苦しみを感じたり、共有したりすることにのみあるのです。 

50 愛する弟子たちよ、わたしから受ける指示は、レッスンごとにあなたがたにますます明らかにされている。この光
は、1866年に光のスパークとして現れ始めた。しかし今、わが顕現の最後の年に、あなたに届くのは火花ではなく、完全
な光である。 

1950年をもって、この形式によるわが言葉の顕現は終わるが、その指導は続く。その後、わが作品に没頭すれば、私
がたびたび話してきた神聖な本質を発見し、その味を楽しむことができるからだ。 

51 私は、あなた方が私の声を聞いたことを証言するだけでなく、あなた方が私の預言者となり、使命を果たすことで
霊化の時を示すことを望んでいる。そうすれば、未来の世代は、あなたの愛と善意の足跡をたどって、しっかりとした足取
りで確かな道を歩んでいくことでしょう。 

52 あなたは今、自分の行く先で茨の茂みに遭遇しており、これからさらに多くの障害や茨に遭遇することになるでし
ょう。しかし、あなたの慈愛は、あなたが道を踏み外さないように、明日の大勢が道を清められるように。 

53 善や光や真理が、いつの時代も人の心の中で反対を押し切ってきたことはご存じのとおりです。それでも、私を信
じなさい。私はしばしば、闇は勝てない、勝利するのは光であると言ってきた。 

54 人類は今、自らを清めようとしています。苦しみの聖杯は、人類をその汚れからきれいに洗い流し、贖罪から純粋
に立ち上がることができるようにするのです。平和と正義の霊的な王国が人類に近づいているからです。 

55 人を縛る狂信と偶像崇拝の枷が少しずつ緩んできているのがわからないのか？なぜなら、私は彼らを解放するため
に来たのだから。その後、わが光はみことばという形で人々 に届き、その単純さにもかかわらず、いかに人々 を震え上がら
せるか、また、その愛に満ちた方法で、石の心を揺さぶり、悔い改めと許しと愛の水晶を流させる力を持つかを見ることに
なるであろう。 

56 弟子たちよ、泣くな、あと数日は私の声を聞くこともなく、私の言葉が滲み出す蜜があと数滴、あなたがたの苦し
みの上に落ちることもない。その間、私の出発後にあなた方が私の存在を感じることができるように、あなた方自身の準備
をしなさい。 

57 今は、神の声を聞くために見守り、祈ることが必要な内省の時です。 

58 主よ、誰が全人類を目覚めさせ、その霊魂をあなたのもとに引き上げ、あなたの存在を感じられるようにできるで
しょうか？しかし、私はあなたに言う：心配しないで、私の霊は、彼らが目覚めるように、すでに彼らにとりついている。
あなた方は私の仕事を完全に認識することはできない。それゆえ、私だけが見るその目覚めを発見していないのだ。 

59 すべての人は新しい日の光を、平和の夜明けを、より良い時代の始まりを待っているのです。虐げられた人々 は解
放の日を待ち望み、病人は健康、体力、生きる喜びを回復するための治療を願っています。 
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60 最後の瞬間まで待つことを知る者は幸せである。失ったものは利子をつけて返してくれるのだから。この期待は、
私への信仰の証であるから、祝福する。 

61 今はまだ私の言葉を理解できないことも多いでしょうが、やがてあなた方の心に光が差し込み、私の教えの一つ一
つの意味を理解する時が来るでしょう。 

62 第二時代の私の使徒たちは、私の言葉を聞いた瞬間、多くのことを理解できませんでした。しかし、私が去った後
、彼らが勉強と反省に専念すると、心の中に神の光が立ち昇るのを感じ、それまで不可解な謎であったことが、この上なく
明瞭に見えてきたのである。 

63 今までは、私の言葉を聞いても、表面的にしか把握できていなかった。そして、その中で何を見つけたのでしょう
か？慰め、バーム、愛撫。その後、あなたの潰瘍や傷が癒され、あなたの痛みを私のバームを求める代わりに、あなたの隣
人を慰めるための知恵を求めるようになれば、あなたは私の教えの意味を理解し始めることでしょう。 

64 あなたが世界のために祈っているのを見て、私はあなたの心からとりなしを受けています。そのような民のために
祈るだけでなく、彼らを探し出して、わが言葉の愛に満ちたメッセージを届ける日が来るだろう。 

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 287 
1 あなたの良心に響く私の霊の声は、人類に正気を呼び起こす鐘の音のようなものです。 

2 精神的な知恵の本は、光への渇きを癒すために、大群衆、大巡礼者がやってくるのを開いて待っているのです。 

3 味わいなさい、私の言葉を味わいなさい、その本質から甘さと知恵とバームと平和が流れ出ているのです。 

4 私は、人間は自分の内面に入り込んでいないため、自分の秘密を知らないため、自分の存在の核を知らないため、
自分自身にとって未知の存在であると言うのです。しかし、私はこの時、彼に長い間閉ざされていた本の内容を教え、すべ
ての秘密が保管されている場所について、私の霊の光を通してあなたに説明することを、第二の時代にすでに約束したのだ
。 

5 今こそ、本当の意味で自分を知り、魂の内側に入り込む時なのです。そうすれば、自分が何者であるかを知り始め
ていると言えるでしょう。 

6 人間はついに、自分の起源、運命、使命、贈り物、そして自分の周囲に生き、織りなす無限で永遠の生命のすべて
を知ることになるのです。彼はもはや隣人を不快にさせることはできず、仲間の存在を不快にすることもなく、自分を取り
囲むものの何一つ冒涜する勇気もない。なぜなら、彼はすべてが神聖であると悟るようになるからだ。自分の魂が何を含み
、何を隠しているかを知るようになり、初めて、魂が素晴らしいものである以上、父なる神が永遠のうちにそのために定め
た家も素晴らしいものに違いないという明確な考えと深い信仰を持つようになるのである。 

7 なぜ、初めからすべてを明らかにせず、つまずき、誤り、転倒を免れなかったのかと、あなたは私に問うのです。
しかし、私はあなたに言う。あなた方が霊的な発達と解脱を欠いている限り、私の啓示を理解することはできなかったはず
です。その時、わが律法の知識は、無尽蔵の知恵と永遠の啓示の源にあなたを導くべきまっすぐな道として、あなたにとっ
て十分なものであったのです。私の知恵は、時の流れ、時代の流れの中で教えてきたもので、一瞬にして知ることはできな
いほど大きなものだからです。 

8 私は生命であり、力であり、正義であるから、私の子供たちが誰一人として私の知恵を受け継がないままでいるこ
とがないよう、あらゆる手段を駆使している。あなたの霊魂は私から出たのです。ちょうど、あなたの発展の道と霊的完成
のために必要なすべての生命世界と肉体が私から出たのと同じです。 

9 人は堕落して闇に落ち、そのために私との距離を感じるかもしれない。彼は、自分が死んだらすべてが終わると思
っているのかもしれない。しかし、私にとっては、誰も死なないし、誰も失わないのです。 

10 世間では堕落していると思われていた人が、今日は光に満ちている人がなんと多いことでしょう。罪と悪徳と犯罪
の汚点を残した者のうち、どれだけの者がすでに浄化を成し遂げたことだろう。 

11 あなたは私に尋ねる、「なぜこんなに遠いのか、魂の道は試練に満ちているのか」と。なぜなら、その功徳によっ
て到達しなければならない、その先に待っている完全な領域で味わう至福は、非常に大きいからです。 

12 最初の人々 、つまり人類の祖先となった人々 は、魂が「精神の谷」から持ってきた印象、つまり美、平和、至福の
印象を、肉の情熱と生存のための闘争が彼らの生活に現れない限り、しばらくの間持ち続けたのだ。しかし、あの人たちの
魂は、光の世界から来たとはいえ、最高の家、つまり、功徳によってのみ到達できる家のものではなかったと言わざるを得
ないのです。しかし、その魂が最初の一歩で保った無垢な状態、平和、幸福、健康は、光の時間として忘れがたく、その証
は彼らが子供たちに、彼らが子孫に伝えたのである。 

13 その証言の真の意味を誤解した人間の物質化された心は、最終的に、最初の人間が住んでいた楽園は地上の楽園で
あったと信じ、それがそれらの生き物の霊的な状態であることを理解せずにいたのだ。 

14 あなたは、地上に来るために去った精神的な家を疑っているのですか？いいえ、先生」あなたは私に言いました、
「私たちは何も疑っていませんし、何も覚えていません」。 

15 そうです、皆さん、純粋無垢な状態から出発してあまりに長いので、その平和な存在、幸福な状態を想像すること
さえできないのです。しかし、今、あなたは、聖霊の声を聞き、聖霊からその啓示を受けるように訓練されているので、私
に立ち返る者を約束の王国へと導く道は、あなたにも通じるのです。それは、"最初の 

"人が出発したあの平和の楽園ではなく、あの無限の霊の世界、知恵の世界、真の霊的至福の楽園、愛と完成の天国なので
す。 

16 地球のある大陸から別の大陸へ旅するために、多くの高い山や低い山、海、民族、都市、国を通過して旅のゴール
に到達しなければならないとしたら、その約束の地に到達するためには、長い旅もしなければならないことを思い出してく
ださい。これは、あなたが苦労して泣きながらたどり着き、ようやく味わうことができる命の木の実となるのです。 

17 弟子たちよ、師匠のもとに来なさい。あなたがたの羊は、羊飼いに近寄りなさい。 

18 師は一人、弟子は多数。しかし、私の教えはただ一つであるから、すべての人のためにある。 

19 私は無限の愛であなたを求めます。私はあなたの魂に多くの恵みと多くの才能を授けたので、私の子供たちを一人
でも失いたくないのだ。あなたはわが霊の一部であり、わが存在の何かである。そのような熱意と愛をもってあなたを求め
る者が邪悪でありうるか？ 
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20 私があなたがたにみことばを伝えるために降りてくるときはいつも、大勢の人々 の中に「最後」を見出す。しかし
、私は彼らを喜ばせ、質問には必ず答えています。今日、最後に来た者たちは、私の帰還の目的は何かと尋ねる。それに対
して私は、人間が自分自身を通して本来の純粋さに戻ることができるようにするためだと答えている。 

21 初めのころは、生命についての知識を得るために努力し、働く自由を与えられていたとしたら、今日、彼の魂が精
神の光によってかつてないほど輝くことができ、彼の経験が非常に大きくなったとき、彼は、「成長し、増殖し、地を従わ
せよ」と彼に言った父の愛と正義を求める声を再び聞くのである。しかし、今は「あなたの功績で私のもとに帰ってきなさ
い」と言われているのです。 

22 功労と努力と犠牲によって、人間は多くの謎を学び、闘争の中で、痛みの中で、仕事の中で、自分の成長の中で、
神の子としてふさわしい存在になるために、自分が去った楽園に戻らなければならない、二度とそこを離れてはならないの
である。 

23 理解する：この人類がその純粋で高貴なものへの回帰の真の知識を得るためには、人の心と魂に闘争と揺らぎと混
乱が起こるでしょう。私の明晰で愛に満ちた説得力のある教えは、世界に光に満ちた帰還の道を示し、人々 は一人一人私の
もとにやって来るのです。しかし、もはや彼らの罪の重荷の重さに負けることなく、高みに目を向け、心に信仰を持ち、肩
に愛の十字架を背負っているのである。 

24 扉は開かれ、愛に満ちた私の精神は、その魂を神聖な胸に引き寄せる準備ができているのです。 

25 人間のくせに。もし、あなた方の人生のすべての行動を導くのが本能だけであったなら、あなた方の父はその律法
をあなた方に明らかにする必要はなかったでしょうし、あなた方を救うために救い主として来られる必要もなかったでしょ
う。しかし、あなたは本能に頼るのではなく、より高い力があなたの行動を決定し、その力は霊魂にあるのです。 

26 魂は自由意志を持ち、その意志によって功徳を積んで救われるのです。 

27 許されるものと許されないものを区別し、迷わないように、魂が自由に発展する道を誰が導き、方向づけ、助言す
るのか？良心の呵責。 

28 良心は神の火花であり、人間が罪を犯さないようにするための高次の光であり力である。もし、良心に善に留まる
ことを強制する物質的な力があるとしたら、人間にはどんなメリットがあるのだろう。その声に耳を傾け、その声に嘘や間
違いがないことを確信し、その指示に忠実に従うことが功を奏するのだと知っておいてほしい。その声がはっきりと聞こえ
るようになるには、自分自身の訓練と集中が必要なことは、きっとおわかりいただけると思います。現在、このオビディエ
ンスを実践しているのはどなたでしょうか？自分たちで答えなさい。 

29 良心は常に人間の中に現れている。しかし、人間は自分の全生涯をその光に導かれるようにするために必要な発達
を遂げてはいない。彼は法律、指示、規制、宗教、助言を必要としています。 

30 人が自分の霊と交わるようになり、霊的なものを外部に求めるのではなく、自分の内面に求めるようになれば、人
が耳を傾けなくとも常に自分の中に生きている優しく説得力のある、賢明で正しい声を聞くことができ、霊の中に神の存在
があること、神が、人がその父および創造主と交わるべき真の仲介者であることを理解できるようになるのであります。 

31 人間が新しく生まれ変わり、精神的な高みに到達するための第一歩は、慈悲である。魂への慈悲、身体への慈悲、
隣人への慈悲。しかし、この感覚は正しく解釈されていないと言わざるを得ません。慈悲とは、あなたが行う特定の行為に
付けられる名前であり、ほとんどの場合、その核心には思いやりも、ニーズを軽減する真の意図もないのです。 

32 あなたの人間的な感情は、やはり現実とはかけ離れている。ですから、慈悲の生ける真の模範であるイエスのこの
世での言葉と業を常に心に留めておかなければなりません。 

33 偽善だけを含んだ形によって真の慈悲を葬ったとき、魂はどうなるのだろう。その目覚めは、良心に触れ、その正
義を愛する、どうしようもない声を聞く日には、とても悲しくなることでしょう。 

34 良心から発せられるあらゆる声に耳を貸さない人たちが、どうして民族の和解や支配者の合意、戦争の停止を期待
できるでしょうか。 

35 自分の中で静かになり、より高い理性の声、つまり、自分がやっていることと全く反対のことをするように命じら
れていることを知っているので聞きたくない裁判官の声を聞くことができれば、人々 はどれほど簡単にお互いを理解できる
ようになることでしょう。 

36 さらに言えば、もしあなたが自分の良心の命令に耳を傾ける気がないのなら、あなたは私の教えに従順で実践する
気がないのだと言えるでしょう。理論的には認めても、実際には適用しない。キリストは非常に偉大であり、その教えは完
璧である、と言うのです。しかし、誰も師匠のように偉くなろうとは思わないし、師匠を手本にして師匠のもとに行こうと
は思わない。しかし、私が来たのは、私が偉大であることをあなた方に知ってもらうためだけでなく、あなた方全員がそう
なるようにするためであることを知るべきでしょう。 

37 人間は自分の霊的本性を知らずに救いを得ようとしますが、これはあり得ません。 

38 多くの人が現世の後の人生を信じていても、もし彼らが永遠のための功徳を積むことに自分の存在を費やさないの
であれば、彼にとって何の役に立つのでしょうか。彼らの信仰の全ては、死後自分の魂があの世に行くということに限定さ
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れており、最後の瞬間まで、自分が無駄にした時間を取り戻し、悔恨の行為によって全ての汚れを消し去ることを待ってい
るのだ。 

39 なぜなら、罪は業によってのみ償われるからである。業とは、人が良心の呵責に従ったこと、そして犯した罪を償
うに十分な時間があることを前提としたものである。そして、これから霊界に行く人の悔い改めについては、この時間に自
分が引き起こした悪のために泣く人はほとんどおらず、彼らを悩ますのはむしろ罰や非難や天罰を想像する恐れだと、私は
あなたに告げます。 

40 私が私の御言葉を通して行うように、あなたに詳しく語りかけ、あなたを備えさせ、あなたの目を光に開かせるよ
うな教えが、あなたには欠けていないだろうか。 

41 このメッセージを地球上に広めることが、いかに必要かを実感してください。そうすることで、仲間への真の慈悲
の業を行うことができるのです。 

42 霊的な教えが無知、欺瞞、詐欺に基づくものであるかのように、人々 が抱く誤った印象を取り除くこと。私の教え
をその純粋さと崇高さで示し、人々 が行動の自由を奪っている精神的な私について考えることを妨げている無知、狂信、硬
化を解消するようにします。 

43 あなたは霊的なものを恐れて生きていて、やがて自分が霊だけになるとは思っていないのです。しかし、無知であ
ることを責めるのは、必ずしも自分ではなく、指導する側である。 

44 真理と真理が矛盾していると信じるほどに、本質的な価値の意味を分からなくしてしまったのです。 

45 あなたは、物質的なものをあたかも神のように使うことがあるのではないですか？あなたは消耗品に永遠の価値を
与えないのですか？キリストを理解したつもりになって、キリストを知りもしないのです。 

46 私は、地上の富や所有物を用いて、偉大であることの証拠をあなたがたに与えたでしょうか。イエスは物質的な富
を持たずに来られ、最大の貧しさの中でご自分をこの世に示されたのです。彼は、その働き、言葉、教えによって偉大にな
ったのであって、決して外見的なものによって偉大になったのではありません。 

47 地上の品物は、父が人間の被造物のために創られたものであるのに、どうして私がそれを利用しなければならない
のでしょうか。この自然は私を糧としているのだから、私はこの自然から何を必要とするだろうか。 

48 私は、人間より高次の人生の美しさを示し、高邁な仕事を鼓舞し、愛を目覚めさせる言葉を教え、犠牲と信仰と愛
の山を登り切った魂に待ち受ける未曾有の幸福を約束するために来たのだ。 

49 私の教えの中でこれらすべてを認識し、自分の魂を真の至福に近づけるのは自分の善行であることを最終的に理解
するようになる。 

50 最初のレッスンを理解し、それに従えば、次のステップを促すようなおいしい果実を得ることができます。 

51 今日、世界には、人間がより自由な思想を求めて努力し、精神が引きずってきた束縛の鎖を断ち切ろうとする新し
い段階が訪れようとしているのです。今こそ、各国が狂信の壁を越えて精神の糧と真の光を求めるのを見るときです。考え
ること、研究すること、行動することが自由であるという幸福感を一瞬でも味わった者は、二度と自ら進んで牢獄に戻るこ
とはないでしょう。今、彼の目は光を見、彼の精神は神の啓示を前にして荒れ狂った。 

52 人々 よ、世界の戦争が終わる前に、私の愛の法はすべての魂に触れるだろう、しかし、あなた方はまだその方法を
知ることができない。 

53 この霊的な光のメッセージも人々 に届きますが、これはあなたが強くなければ実現しません。自分が納得していな
いのに、この作品が真実だと言っても、誰も信じてはくれませんから。しかし、もしあなたの信仰が絶対的であり、あなた
の信念が真実であれば、誰もあなたがすべての心に福音をもたらすことを妨げることはできないでしょう。 

54 人の子であるあなたたちは、宇宙を漂い、時に近づき、時に取り囲む、目に見えない存在の存在を常に感じ、それ
が苦しんでいる魂かもしれないと思い、彼らのために何かしようと試みてきたのです。その意図は良いのですが、あなたは
いつもその慈悲を有効にするための知識が不足しています。これまであなたは、迷いや自責の念に苛まれる存在に光を灯す
正しい方法を知りませんでした。 

55 あなたは彼らに意味のある儀式や贈り物を提供し、彼らの心を静めることができましたが、彼らは何も受け取って
いません。なぜなら、世界に属するものはもはや彼らのものではなく、彼らに届くものでもないからです。これらの存在は
、精神的な慈悲、慰め、愛、理解を求めています。しかし、どのように精神的な助けを提供できるのでしょうか？また、私
の言葉は、あなたの目に見えない人に慈悲を示す方法を説明しています。 

56 もし、あなたが本当に兄弟姉妹のために何か良いことをしたいと思い、同時に彼らの悪い影響から自分を解放した
いと思うなら、思いやりと高揚した思いに満ちた心からの祈りで彼らのために祈る必要があります。もし彼らがあなたの人
間生活の中に何らかの形で現れていると感じたら、彼らが魂の光を受け取ることができるように、良い手本と良い働きを見
せてあげてください。あなたが病人を癒すのを見、あなたを怒らせた人を許すのを見、あなたの心の中で高貴な考えが輝く
のを見、あなたの唇から良い言葉だけを聞く機会を彼らに与えてください。 
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57 自分は相手のために、相手は自分のために、どんな仕事を果たさなければならないのか。あなたがたは互いにどん
な債務を負っているのか。あなたは知らないでしょうが、本当にあなたに言います。彼らが人間の兄弟姉妹に近づくのは偶
然ではなく、必ず理由があるのです。 

58 あなたが "霊の谷 

"に到着したとき、彼らに迎えられ、あなたが示した慈悲に対する感謝のしるしを受け取ることは、あなたの魂にとって非
常に喜ばしいことでしょう。光に包まれた彼らを見るとき、あなたの喜びは大きいでしょう。しかし、混乱で暗黒化したそ
の軍団に出会ったとき、彼らがあなたの側から愛の行為を期待したのに、あなたがそれを与えなかったと知ったら、どんな
に悲しいことでしょう。この責任について考えるとき、あなたは私がこの教えで与える知識を応用する準備ができています
か？それどころか、私は、あなたが高潔で純粋な人生の模範を示すことによって、彼らを霊化する方法を鼓舞し、あなたの
祈りによって彼らの混乱と闇を取り除き、その思考とアイデアは彼らの知覚に光を灯すものであることを理解してください
。 

59 ヤコブは夢の中で、生き物が絶えず昇り降りする霊的な梯子の存在をあなたに明かしました。誰がその内容を理解
したのでしょうか。その秘密を解釈したのは誰なのか？そこには、家長が見たそのイメージの意味の中に、魂の発展、霊的
な生き物の人間への絶え間ない輪廻転生、生き物の償いと償い、神と人間とのコミュニケーション、霊から霊への対話が含
まれているのである。 

60 このメッセージを認識することが、過去の啓示を正しく解釈するために必要なのです。 

61 私の教えの核心に魂が到達するためには、どれだけの時間が必要であるかを理解しなさい。 

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 288 
1 あなたの心に降り立つのは、そこが私の聖域だからです。私の言葉は、あなたが引き受けるべきその日の仕事のた

めに、あなたを準備させる。この準備は精神的なものであり、あなたが遂行する使命と調和するものです。 

2 第一の時、民はすでに捕囚のエジプトを出て、砂漠を通って約束の地に行く準備ができていた時、すべてを予見し
、準備したのである。杖、草履、旅支度など、旅に必要なものはすべて用意していたのだ。 

3 それと同じように、皆さんも「砂漠越え」で足りないものがないように、今から気を引き締めて準備しなければな
りません。 

4 しかし、忘れてはならないのは、その人たちは長旅のための食料を確保しただけでなく、祈り、懺悔して自らを清
め、常に結束して一つの家族を形成することを決意していたことである。なぜ、あの人たちが、多くの試練や不幸があった
にもかかわらず、約束の地に入ることができたかといえば、それは彼らの信仰と祈りと団結のおかげだと私は言っています
。 

5 その霊的な種は、あなた方の中にある。  

なぜ、その例をモデルにして、新しい目標に到達してはいけないのでしょうか？ 

6 あなたを待っているのは、砂の砂漠ではなく、人類であることをよくご存知でしょう。あなたが求めるのは地上の
土地ではなく、人間を超えたところにある精神の祖国なのです。 

7 あなたがたに言うが、"イスラエル "は新たに立ち上がり、人類の中で松明のようになるのだ。 

8 あなた方が私の子供であること、あなた方が平和と光と霊性の民の一員であることを知るために、私は今あなた方
を目覚めさせているのです。 

9 人間を動かすもの、苦しめるもの、すべてを心に感じさせよう。すべての人の平和を祈り、あなたの思いを人の心
に輝かせてください。私は、同胞を愛し、仕えるという使命を果たす人々 をあらかじめ祝福します。 

10 あなたの存在が、平和をもたらし、慰め、仲間を祝福するために使われることを望みます。 

11 今日、あなた方はまだ私の教えを前にして弟子であり、苦痛、悪徳、不幸、エゴイズムがいかに広がっているかを
見て、闘争に怯えている。あなたの良心が、精神的な充足、仕事、活動を求めるとき、あなたの心が恐ろしく問いかけると
き、「この大きな混沌を前にして、私は何をすればいいのか」と、なぜあなたは恐れ、なぜあなたは疑うのか、人々 よ。私
の言葉がいかにあなたを準備させ、人生がいかに絶えず実践的な教訓を与えているか、また、闘争と試練がいかにあなたを
待ち受けている一日の仕事に絶対必要な回復力を与えているかを認識しなさい。 

12 私は、あなたが十分に能力を発揮できないような任務を遂行するために、あなたを送り出すわけではありません。
私は教え続ける。そして、あなたが強くなったら、"十字架を背負って、私の足跡に従いなさい "と言うだろう。  

それまで、もしあなたが祈ることしかできないのなら、仲間のために祈りなさい。もし、あなたが病人を癒す方法を知って
いるならば、この慰めを与えてください。モラルを高めようとする気持ちがあれば、そうしてください。しかし、あなたが
旅立ち、自分の十字架を背負う時の準備として、あなたの魂のためになることをしなさい。 

13 今日、あなた方はまだ自分の霊的使命に専念していないが、隣人のために何かしたいと願っているので、祈りの持
つ強さと力を知るために、祈ることを勧めます。闘いが始まる前に、この光に到達するのだ。 

14 祈りに感化された者は、試練に無敵であり、仲間に奇跡を起こす。 

15 私によって深く教えられたこの人々 が、完璧な祈り、すなわち霊的王国と接触する祈りを実践できるようになり、
後に、彼らがその道で経験的に得たすべてを説明し、指摘しながら、同胞に祈りを教えるようになることを私は望んでいる
のです。 

16 物質を超えた光の世界が開かれているのに、なぜ思考の世界を地球の輪の中に限定するのか？視界も心も超えた無
限の空間が用意されているのに、なぜ魂を人間の生活にさらすのか？ 

17 これらの思考と魂の世界は、あなたが祈り方を知らなかったために到達しようとしなかったので、使われていない
のです。 

18 思考と精神は、祈りの中で一体となり、人間のどんな力にも勝る力を人間の中に生み出す。 

19 祈りの中で弱者は強められ、臆病者は勇気に満たされ、無知な者は啓発され、臆病者は無我夢中になる。 

20 精神が心と調和して真の祈りを実現することができれば、精神は目に見えない兵士となり、自分の存在に関わるこ
とから一時的に距離を置き、他の場所に身を移し、肉体の影響から解放されて、善行、悪や危険を追い払い、困っている人
に光の輝き、バームの一滴、平和の息をもたらすための闘いに身を捧げることができるのです。 

21 この人類を支配している混沌の中で、あなた方が精神と心でどれだけのことができるのか、私が話すすべてから理
解してください。あなたがたは、相反する思想と観念の世界にいるのです。激情と憎悪の感情がぶつかり合い、思想は物質
主義に混乱し、魂は暗闇に包まれているのです。 
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22 祈りによって精神的、霊的に光の領域、すなわち平和の球に上昇することを学んだ者だけが、人間のあらゆる情熱
が反映される闘争の世界に、敗北することなく、逆に、精神の光を必要とする人々 のために役立つものを残すことができる
のであります。 

23 愛する弟子たちよ、心の準備をしなさい。そして、その苦痛と悲惨の世界に入ることを許可しよう。そこにあなた
の魂は、私からの使者として、光をもたらすために行くだろう。 

24 この世界では、すでにすべてを認識し知ることができるのだから、なぜ霊的な世界に入るまで待つのだろう。あな
たの魂が進歩し、解放されることを可能にすることなく、日々 と時代が終わるのを待たないでください。自分の役割を果た
せば、あとは私がやる。 

25 私は力である。だから、あなたの思いの一つ、あなたの祈りの一つを、あなたの仲間のために触れることのできる
もの、目に見えるものに変えることができる。 

26 このような働き方をすることで、現実には、あなたの存在の核に平和の天使が宿るのではないでしょうか？そして
、その精神的な闘いのために、真の調和と兄弟愛を持って準備し、団結するとしたら、この民族はどうなるのでしょうか。
人類の救済を実現するために戦う軍隊になるのだ。 

27 まことにあなたに告げますが、もしあなたがたがすでに精神と思考と意志において一致しているならば、あなたの
祈りだけで、互いに襲いかかりたいと思う時に備えて生きている国々 を止めるには十分でしょう。敵対するものを排除し、
仲間の邪悪な計画の障害となり、強者を倒す見えない剣のようになり、弱者を守る強い盾のようになるのです。人類は、よ
り高い力の明らかな証拠を前にして、少し立ち止まって考えるだろう。そして、この考えによって、自然やその要素から受
ける多くの厳しい打撃や訪問を避けることができるだろう。 

28 ハリケーンの猛威で科学の木は揺れ、人類にその実を落とすだろう。しかし、もし人間でなければ、誰がその元素
の鎖を解いたのでしょうか。確かに最初の人類も、現実に目覚め、良心の光に目覚め、法則に従うために、痛みを知るよう
になったのです。しかし、この時代の発達した意識と教養を持った人間が、どうして命の木を冒涜してしまうのか。 

29 最初の人々 の生活は、人間がいかにして自分の住んでいた無垢の楽園を失い、いかにして瞑想と平和の世界を捨て
て、闘争と仕事と発展と功利の世界に向かったかをあなたに明らかにするその譬えに包まれていたのである。これはすべて
、創造主の命令という意味で、起こるべきことの枠組みの中にあったのです。それは、魂が人間の中にある神聖な光である
良心の声に目覚め、功徳を積み、人生の低い次元から創造主が魂に定めた高い次元へと上昇する旅を始めるために必要だっ
たのです。 

30 このように、人間が生命への闘い、存在の発展と高揚のために第一歩を踏み出す時のために、すべてが予見されて
いたことは事実であり、最初の欲求が彼の道に感じられた最初の瞬間から、彼は世界、自然、生命を、美しく、活力ある、
甘い果物のように彼の手の届くところに持ち、しかしその内容は、彼に知恵、愛、正義の無限のレッスンを与えることにな
る。 

31 生命と科学の木は、人間にどれだけの日陰を作り、どれだけの実をつけたことだろう。それなのに、進化した人類
として世界に存在する今日の人類は、なぜ盲目となり、生命を与えてくれた要素にさえ挑戦し、知恵の実を否定しなかった
木を虐待しているのでしょうか。なぜかというと、人間は祈ることをやめ、祈らなくなったので、霊魂の生命に属するもの
をすべて忘れてしまったからです。そして、地上の生活に専念したとき、彼の最高の目的、最大の野望は、強力で、豊かで
、学識があり、絶対的な支配者になることであったが、このすべてが彼を破滅に導いた、なぜなら彼ははかない栄光に固執
したからである。 

32 確かに、私はあなた方に大志を抱き、野心を持ち、偉大で、強く、賢くなることを夢見てほしいのですが、それは
精神の永遠の財のことです。なぜなら、それらの財を得るためには、慈悲、謙遜、許し、忍耐、寛容、一言で言えば愛など
、あらゆる徳が必要だからです。そして、すべての美徳は、魂を高め、清め、完成させるものです。この惨めな世界で、こ
の仮の住まいで、人間は-偉大で、強力で、豊かで、学識があるために-

利己的で、偽りで、執念深く、残酷で、無関心で、非人間的で傲慢でなければならず、これらすべてが、真実、愛、平和、
真の知恵、正義となるものに極度に対立させるものであったのだ。 

33 世俗への過度の愛と地上への崇拝が、不幸な失敗をもたらしたことに人々 が気づいたら、どうなるのだろう。そし
て、その努力の中で教義を作り、自分自身のルールを作り、哲学、世界観、理論が生まれるのです。 

これは、もはや地上の権力に対する不正な努力に起因するものではない、新しい偉大な戦いの始まりとなるであろう。
これ以上、殺人兵器が人命を奪い、家を破壊し、人の血を流すことはない。その時は、偉大な宗教団体が新しい教えや新し
い宗教に対して戦うことになるからです。 

34 この戦いに勝利するのは誰なのか？この論争から勝利する宗教はありません。ちょうど、あなたがたが今日苦しん
でいるこの殺人的な戦争で勝利し続ける国がないように。 
* 

ここで取り上げた第二次世界大戦では、いわゆる戦勝国が存在しましたが、地上の覇権争いは戦後も今日まで続いています。しかし、結局の
ところ、世界のどの国もこの闘争に勝利し続けることはできない。 



U 288 

60 

35 地上の覇権をめぐる戦いには、私の正義が勝ち、後に、ある教義や宗教の執行をめぐる戦いには、私の真理が勝つ
だろう。 

36 唯一にして最高の真理は、嵐の夜の稲妻の光のように輝き、誰もが自分のいる場所でこの神聖な閃光を見ることに
なるのです。 

37 それまでは、あなた方、人々 は、道を進み、天の光のメッセンジャー、パスファインダー、預言者として、仲間の
道に自分を現す時間があるのです。 

38 ある者は障害となる道を切り開き、ある者は霊的な種を蒔き、さらにある者は私のメッセージが地の果てまで届く
ようにと戦う。 

39 あなたの存在や言葉によって、人々 の混乱が増すこともあります。しかし、一度蒔いた種は、遅かれ早かれ芽を出
します。なぜなら、それは神から生まれたものだから、育たなければ土の種のように滅びることはないのです。 

40 あなたがたの間には、「贖い手」も「裁き手」もあってはならない。しかし、それにもかかわらず、私はあなたを
通して贖い、裁くことができるようになる。あなたがたは、父のしもべとして、弟子として、地方に行きなさい。 

41 もしあなたが本当に謙虚で慈悲深いなら、あなたの作品、あなたの言葉、あなたの思いは、その単純さにもかかわ
らず、何らかの形で真理を犯している人々 の魂に触れることでしょう。 

42 あなたは途中で、私を代表していると言いながら、その働きでそれを証明しない者たちに出会うでしょう。学問が
あると思われている科学者の中に無能を発見することができる。裁判官の正義感のなさ、権力者の虚偽の偉業を自分の目で
見ることになる。あなたの目には、これだけでなく、もっとたくさんのことが見えてくるはずです。しかし、それでも誰か
を非難してはいけない。これはあなたの仕事ではない。 

43 私の慈悲は、人間の必要性と弱さに心から感動するあなたの心が、私があなたの魂に置いた愛をバームとして発散
させるように、あなたをそこに導くでしょう。 

44 同胞の他の人々 がキリストの名と御言葉を教えるのを見たとき、彼らを見下してはならない。第二の時代に私があ
なたがたに伝えたみことばが地上に広まったとき、わが再来が起こると書いてあるからだ。しかし、世界にはまだそのメッ
セージが届いていない場所があることをお伝えします。救い主がその言葉と血の中に与えてくださった神聖な愛の種を、ま
ず彼らが受け取らずに、どうして今日の深い霊的な教えがそれらの人々 に届くのでしょうか。 

45 私のメッセージはすべての人に届き、あなた方は皆、私のもとにやってくるでしょう。私は来る時代のためにすべ
てを準備した。そして、わが意志はすべてになされる。私は魂の主、世界の主、民族の主、民の主であるからだ。 

46 霊的な存在の世界は、この地上の谷に生息する時間を待っているだけなのだ。彼らは光の存在であり、知恵遅れの
民衆の懐に転生することを嫌がったりはしない。 

47 父の知恵によって蒔かれ、分配された光の精霊の大軍が地上に生息するとき、人は人間同士の和解、理解、調和、
平和への願望に気づき始めるでしょう。私の子供たちすべてが到達しなければならない普遍的な結合のしるしとして、他の
民族と結合している民族を見ることができるだろう。 

48 誰が、わが計画を変更し、わが計画を失敗させることができようか。人間の中にあるものにはすべて限界がありま
す。だからこそ、私はあなたに、あなたが自由意志という贈り物を悪い方向に使ってしまったことの限界が来ていると言っ
ているのです。 

49 人間の狂奔的な歩みは、この目標に素早く到達し、自らの業の実によって、自ら審判を下すことになる。 

50 私の言葉を聞き、それゆえ主の計画を知っている者のうち、世界で日々 起こっていることを前にして、誰が動揺し
、混乱することができようか。そして、私の言葉を聞いて、精神的な指導を必要としている世界のただ中で、無関心で、不
活発で、沈黙したままでいられる人がいるだろうか、それは、「より高い道徳」という言葉と同じである。 

51 わが正義とわが愛は、人の悪意よりも強い。だからこそ、わが意志はすべてにおいて成し遂げられると、あなたが
たに告げるのである。 

52 ひとたび人々 の間に平和が訪れ、祈りと断食が持つ価値を人類が再び理解すれば、私が命の木であることを知るだ
ろう。その枝は無限に広がり、あなた方のために血を流してくださった十字架の上に広げられた師の腕を認めることができ
るだろう。 

53 私は種であり、そこから新しいイスラエルの民を創るのだ。 

54 あなたはまだとても不器用で恐がりで、信仰心も小さく、知識も限られています。その証拠に、今日に至るまで、
あなたがたの間には、私の律法に対する徳と熱意と善意とによって、民に命を与えるべき家父長が現れていないのです。ア
ブラハムは、すべての氏族から一つの家族を作ることに成功したリーダーです。モーセは、その信仰と強さと愛によって、
イスラエルの部族を一つの民族にまとめることができたことを忘れないでください。 

55 霊視の賜物があなた方の間に注がれましたが、まだ非常に弱く不確かであるため、あなた方は預言者の声をほとん
ど聞くことができません。 
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56 私がこのような形であなた方に語りかけ、あなた方から後世に残るような仕事を期待するために、私は以前からあ
なた方に発展の道を歩ませ、それによってあなた方が自らを成長させることができる手段を用意して、あなた方を一度は地
上に送り、知識の光である経験を積み、精神の向上という意味の試練で自らを清めさせたのだ。 

57 皆さんの中で、今ある自分の存在が、この世で初めて生きたものだと信じている人はいますか？いや、皆さん、も
しそうであれば、この第三の時代に私はあなたを訪ねなかったでしょう。 

58 あなたの現在の人生も、あなたがこの世で行った霊的解脱の旅の一つなのです。あなたの疑いは霊ではなく、肉に
よるものなので、赦します。 

59 あなたは人類の中で最も貧しいかもしれないし、無学で無知だと思われているかもしれない、あなたの仕事は今日
まで重要視されていなかったかもしれない、あなたの神への崇拝は何か定かでないかもしれない。しかし、今、私によって
霊的に裁かれ、私があなたを私の顕現と啓示のために選んだ理由があることを、もう一度告げます。 

60 私の言葉のノミで、あなたの魂、あなたの心、あなたの心を形作り、十分な知識を与え、あなたが誰で、誰から来
たのか、何のためにこの世に送られたのか、あなたの目的は何かを知っているので、自分に対する信頼が大きくなる。 

61 私はあなた方に知識と信頼について話した。それは、あなた方の良心が指し示す正しい目標に自分たちを向かわせ
るためである。謙遜と自分への信頼の欠如を混同して、自分を劣っていると考えてはならないのと同じように、自分を誰よ
りも優れていると考えてはならないのです。虚栄心、傲慢、高慢は、光の魂に特有のものではなく、光によって盲目となっ
た魂に特有のものだからです。 

62 ですから、あなた方は「旅人」であり、今回、私のメッセージを受け取り、私の顕現の担い手、伝達者、声の担い
手となる幸運に恵まれたことを知ったのです。 

63 あなたの霊的な使命に対する不安や疑念は、一切湧いてこないでしょう。すべてが語られ、すべてが明瞭に満ちた
道のように準備されてきた。あなた方はただ、祈りと私の指示に従うことによって強くなり、家父長、民衆の指導者、預言
者、弟子、使徒、神の真の証人が歩んだ道を完全に踏むことができるようになればよい。 

64 地球のあらゆるところから、この霊能者の子らを呼び寄せよう。繰り返すが、この民族は人種でもなければ、人間
の起源を持つものでもない。それは霊的な軍団であり、その数は常に更新され、霊から霊へとわが霊感を受ける者が常にこ
の世に存在するようにするためです。 

65 物理的に、この人たちに属する人を発見することはできません。彼らのスピリチュアリティと、才能や能力の開発
によってのみ、あなたは彼らを認識することができるのです。 

66 主の使者であるこの民族の本質的な使命は何か。人類を、魂であれ心であれ、あらゆる束縛から解放すること、律
法を思い出させ、神の約束を思い出させること、逸脱を戒め、善を勧め、愛と知恵と平和の王国である「約束の地」に導く
こと、そこですべての存在、すべての民族、すべての世界が一つの家族、すなわち神の家族を形成することになるのである
。 

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 289 
1 人類：平和に暮らすために、あなた方はどれほど小さなことしかしていないのでしょう。 

2 私は、大多数の人々 が宗教を持っており、それらはすべて兄弟愛を教えているが、誰も自分の受けた指導に従って
生活しておらず、誰も自分の良心に書かれた法律、戒め、原則に従わないと言うことができます。 

ある人は、ある宗教の信条に服従しないために、自分の考えに自由を与え、自分は戒律や法律の外にいると信じてきた
。しかし、これはありえないことです。彼らは観察、科学、定義を通して、すべてのもの、すべての場所に、力、調和、法
則、賢明で正義、愛の教えが明らかにされており、誰もそこから逃れることはできないことを学んだのです。 

3 何世紀もの間、不和の中で生きてきた人類は、あらゆる悲しみと苦い経験を経て、民族間の統一、すべての人々 の
間の調和は、物質的な利益に基づくものでも、地上の価値に基づくものでもあり得ないことを理解することができるように
なったのです。そして最後に、高められた魂だけが、人類の平和を支える確固たる基盤、揺るぎない岩となり得ることを理
解するのです。 

4 もし、すべての民族が何らかの形で争い、戦争し、非難し合うなら、それは、神とその律法が教えたことに誰も従
っていないことを意味し、したがって、彼らは真理から遠く離れているのです。 

5 真実とは、すべてを尊重することです。なぜなら、すべては聖なるものであり、愛であり、調和であり、慈悲であ
り、良心を支配する法であるからです。 

6 魂を完成させるためには、人間の単純な義務や宗教的な義務を超えて、すべての人が飲んでいる泉に到達し、真実
を直視することが必要です。 

7 山の頂上に到達し、その輝きを見ることができた者は、下界に降りて仲間とともに住み続けるとき、必然的にその
判断は寛容になり、理解し、慈悲深くなるのです。これは、すべてを調和させ、統合させる準備が整った要素です。 

8 そして、あなたが必要とする調和は、精神的なものであり、あなたが情熱とボス的な態度を克服するときに、それ
を達成することができることに気づくでしょう。 

9 それぞれが自分のものを唯一の真実と宣言し、同時に他のものを偽物と争って、どうして平和になるのでしょうか
。 

10 狂信は闇であり、盲目であり、無知であり、その果実は決して光になることはない。 

11 あなた方は現実に目覚めるための大きな試練を迎えているのです。 

12 あなたの心は、なぜ私がしばしば大きな試練や出来事について話すのかと私に尋ねます。私はあなたに、あなたは
苦しみの時に直面しており、無気力に眠るよりも、予知して、見守って祈る方が良いと言います。 

13 私が話すことに満足した様子を見せない人もいます。私がわがみことばで、未来に属する平和と幸福の時代を示す
と、あなたたちはわが予言の到来を不可能と考え、私が試練と苦しみの時代について話すと、それは恐怖によって命令を遂
行させるための単なる脅しだと考えるのだ。 

14 このように私の言葉を鵜呑みにする人は、疑心暗鬼の海に漂う人の仲間です。このメッセージを信じる者は、常に
このメッセージから有益なものを得ようとする崇高な意志を持って勉強しているのです。 

15 弟子たち：第二の時代、私のメッセージを人類に伝えるには3年で十分でした。そして、皆さんもご存知のように
、私は最後に犠牲の死をもってメッセージを封印しました。本当にあなたに言いますが、あの犠牲の死は御父のための供え
物ではなく、-御父は血の犠牲を必要としないので-人類のためのものだったのです。 

16 私はあなた方に、人間としてだけでなく、霊的な魂として永遠の愛情をもって互いに愛し合うことを教えました。
私は、この世から霊の国へと続く道を開くために来たのですが、あなた方にとっては、厚い神秘のベールの向こうにあるよ
うに思われました。私の教えは、最初の言葉から最後の言葉まで、私が予告したように、私が霊で来て、秘密の宝庫をもう
一度開け、封印された本を開いて、霊的知識の光に入らせる時のために、あなた方に与えた準備であったのです。 

17 あなたの物質世界を超えて存在する魂の生活は、人間にとって謎であるはずがなく、また謎であってはならないの
です。父なる神は、あなたがたの知識欲を見て、啓示と霊感の賜物によって教えを始め、無限の形で御自身を現されたので
ある。しかし、この教えは最初の人間が存在したときから始まり、今日まで絶えることがない。 

18 もしあなたがたが、私が今になって霊的生活について何か明らかにしたと思っているなら、それは大きな誤りです
。もう一度言いますが、神の教えは最初の人間が生まれたときに始まり、私の教えは世界が生まれる前、霊の創造とともに
始まったと言っても、私は大げさではありません。 

19 これまでの教えは、人知を明らかにすることが目的だったとでもいうのでしょうか。そのために、あなた方は科学
という贈り物を授かったのです。それとも、最初の時代の戒めも、私が『第二の時』にもたらした教えも、この世での生き
方を教えるためだけだったとでも思っているのでしょうか。それらの啓示の核心を探れば、その意図は永遠の命、魂の不滅
に至る道を示すことであったことがわかるだろう。 

20 スピリチュアリズムとは、霊の生命についてあなたに語り、あなたの父と直接交信することを教え、あなたを物質
的生活の上に引き上げてくれる啓示を私はそう呼んでいます。 
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21 本当に申し上げますが、スピリチュアリズムは何も新しいものではなく、またこの時代だけのものでもなく、人類
の精神的進化と調和してますます明らかにされてきた啓示なのです。 

22 私があなた方に与える教えは、神と隣人への完全な愛を教え、あなた方を完全へと導く道へと誘う霊性主義ですか
ら、霊性主義は「第一時代」に神の律法が、「第二時代」にキリストの言葉があなた方に教えたものでもあるわけです。 

23 この啓示は、あなたが知らなかった教訓をもたらしたので、あらためてあなたに現れたのです。あまりの知恵の無
さに盲目になったと感じたことがあるのでは？しかし、それは、人間の魂が解放され、高揚し、物質に対する支配を獲得す
る時代の完成に近づいているからです。 

24 ですから、私がこの第三の時代にやってきて新しい啓示で説明するまでは、誰も精神生活が謎であったとは言って
いないのです。私はもう一度言いますが、たとえあなたがたが理解できなくても、多くの教えが昔から与えられています。 

25 今、人々 は、過去の時代の啓示のすべてを発見し、解き明かし、現在の出来事と比較することに関心を持ち始めて
いるのだ。 

26 さて、弟子たちよ、あなたが「スピリチュアリズム」と言うとき、それはあなたの神が時間をかけてあなたに対し
て行った霊的啓示のことを言っているのだということがわかったでしょう。 

27 泥棒のように静かにあなたの家に入り、寝ているあなたを驚かせました。 

28 私はいつでも、人類が私の到着時に眠っているのを発見してきた。わずかな心が、かすかな明かりのように、目を
覚まして私を待っているのです。 

29 人間、経験の果実を得るためには、自分の過去を少し振り返るだけで十分なのです。その後、再びエラーやミスに
陥らないように注意する必要があります。 

30 もし私が、第二の時代に私の血で刻んだその葉はどうなったのかと尋ねたら、あなたの良心は、あなたがイエスの
教えを生きたことがない、つまり、あなたの心がそれを集めるのではなく、イエスの言葉を命の木から落ちた葉のように風
に吹かせたと言うだろうから、黙っていなければならないだろうね。 

31 あなたがたに言うが、あなたがたはすでに、私が「最後の日」と告げたその時代に入ったのである。それは、審判
、賠償、回復を特徴とするものでした。 

32 かつての預言者たちの口を通して、私はこの時代をあなたたちに告げた。そして、私の言葉を伝える新しい預言者
たちの口を通して、私はあなたたちに語りかけ、その予言の多くを成就させたのである。 

33 私の言葉はとても明確で、あなたは私を理解しようとしている。今まで聞こえなかった良心が、自分の全身を把握
し、肉の衝動を制御することができるようになったのです。 

34 私の新しい使徒の一団は、救命ボートに乗り込み、そこから手を伸ばして、人間の情熱の海で難破した人々 を救出
するのです。 

35 私はあなたを選んで、少しずつ私の民を形成している。しかし、あなたにはまだ見抜けないプロジェクトがある。
私はただ、あなたの魂の中に、多くの道の中から本当の道を見出すことができる光があることをお伝えするだけです。それ
ゆえ、光の子たちは人類に対して責任を負っているのです。なぜ、私がすべての教えにおいて、あなた方に上へ上へと進化
するよう、山の頂上へと登るよう呼びかけているのか、その理由を理解してください。その高みに到達してこそ、世界で何
が起こっているかを見ることができ、人類の絶え間ない嘆きを聞くことができ、その計り知れない苦しみを感じることがで
きるのだから。 

36 隣人の苦痛を感じない者は、それを軽減することはできない、弟子たちよ。ですから、隣人のことを思いながら祈
ってほしいのです。あなたの魂が多くの涙を乾かし、思いやりと理解、慈悲と優しさに心を目覚めさせる瞬間だからです。 

37 私の仲間はエレベーターを必要としています。彼らはまだ人類の痛みを自分たちのものとしていないからです。泣
くのは、自分のため、自分の必要、自分の苦難のため。 

38 なぜ、あなたは私の言葉に無感動なままなのですか。私はあなたに未知の王国を提供するのでしょうか？私が今日
話している王国は、第二の時代に約束した王国と同じものであることを理解しなさい。 

39 これは、あなた方が聞く最後の教えであり、あなた方がこの宣言の時以降も、私の言葉のメロディアスな響きを聞
き続け、その意味を保つことができるように、あなた方の心の最も奥深くに保管しなければならないことを忘れないでくだ
さい。 

40 もし私が、あなたの心が自分の過去を認識するのを妨げているベールを一瞬でも取り除こうとするならば、本当に
申し上げますが、あなたは私のプレゼンスの前に倒れ、あなたの恩義、あなたの不従順、あなたの不誠実、あなたの私の仕
事への信仰の欠如に対する後悔に押しつぶされることでしょう。しかし、メリットは 

直感を養い、良心に耳を傾け、自分の中に生きている、「魂」と呼ばれる存在を解き放つこと。 

41 肉体から解放されると、「霊の谷」に宿ることになる。過去を見ることを妨げていたそのベールは、あなたの目か
ら落ち、曇りなき明晰さですべてを見ることができ、すべてを記憶し、すべてを理解することができるのです。しかし、私
はもう一度言いますが、あなたの魂のための功徳は、信じるために見たり触れたりすることを期待せずに信仰を持つことで
す。 
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42 この言葉の中に、私の容赦ない、しかし常に愛に満ちた正義を見いだすことができるからだ。 

43 私は羊飼いで、羊の群れに自由を与えるが、ある限度までであり、羊が痛みのあるバリアサークルを飛び越えるこ
とを許さない者である。 

44 私はあなたを支持し、あなたを守り、羊の群れに帰らせます。 

45 なぜなら、私はあなたたちに贈り物を与え、過去に考えがちだったように、あなたたちを罰したり、永遠に非難し
たりするのではなく、間違いを償い、魂を浄化し、完璧にする機会をあなたたちの存在に与えたからである。 

46 これらの教えを知り、それを真実と信じて、あえてこの世での自分の仕事に背を向け、そうすることによって自分
の魂にさらに厳しい償いをもたらすと知っている人がいるだろうか。私の正義は、あなた方に汚点を取り除き、過ちを償う
新しい機会を与えることは事実ですが、そのたびに試練の回数が増え、犯した過ちが重くなるのと同様に、苦難と苦痛も激
しくなることも事実だからです。 

47 あなたの義務は-罰と言うべきではありません-

回復し、更新し、償いをし、最後の負債まで支払うことです。天の父も、地上の兄弟姉妹も、「霊の谷」にいる兄弟姉妹も
、誰もあなただけがしなければならないことをしないのです。あなたが孤独を感じ、見捨てられたと感じるとき、あなたは
私の存在を感じ、霊的な世界はいつもあなたの十字架の重荷を支えるためにやってくるでしょう。 

48 私の神聖な光線は、あなた方の間で言葉となって、その光は宇宙全体に広がっています。 

49 休め、人類よ。われは七日ごとに休息日を与え、わが掟を黙想して祈り、力を得るようにしたのだ。 

50 私は、宗教で区別することなく、皆さんを訪問しています。私は肉体と魂の神聖な医師である。私は病人を探し出
し、彼らに私の慰めを注ぎます。 

51 私の声は全人類に降り注ぐが、正直に言うと、それを聞くことができる人はごくわずかである。 

52 無限の中で霊と霊の対話によって、主の声を聞く準備をするようにと指示するのが私の教えです。 

53 このメッセージを全世界に伝え、人々 が立ち上がり、私の光を見ることを妨げている狂信と物質化の鎖を断ち切る
ようにしなければならないのは、あなた方であることを知っていてください。あなたが仲間に到達する頃には、人間の心を
通しての私の顕現はすでに停止していても問題ありません。私のエッセンスは、知恵の言葉や癒しのバームへと姿を変え、
私の真実の最高の証しとして、あなた方の心から流れ出ることでしょう。 

54 あなたの仕事は、仲間を指導し、永遠の生命と接触させることによって霊化への道を開き、真理に近づけることで
しょう。 

55 弟子たちよ、立ち上がることを学びなさい。そうすれば、後に、物質化、余分なもの、無用なものから自由になる
とはどういうことか、闇の濃い霧を越えて、魂の栄養と生命である神聖な光を見出す方法を教えることができるだろう。 

56 この高揚の中に、「大いなる戦い」としてあなた方に告げられた戦いがあるのです。このテストから、あなた方は
悟りを開き、純粋になることができるのです。 

57 私の王国は近づいている。しかし、私は死者ではなく、生きている者を支配したい。私は愛され、理解され、真の
王にふさわしい服従を見出したいのです。 

58 今、その戦いは本格化している。人はわが力とわが正義に不信を抱き、絶え間なくわが武器と自分の武器を比較し
ようとした。私は彼らの罪と戦って、彼らを打ち負かさなければならないのです。彼らを打ち負かすことで、私は彼らをそ
の過ちから救うことができるのです。 

59 この戦いで、偶像は倒れ、思考は混乱に陥り、体は椰子の木が台風の荒波に押しつぶされるように砕かれるでしょ
う。しかし、最後には魂は浄化され、光に満たされて現れるのです。死ぬことはありません。戦死することはありえない。
わたしはあなたがたに、わたしがいのちであること、わたしが父であり、生きている者の神であって、死んだ者の神でない
ことを告げたからである。 

60 人間が救われる道はただ一つ、精神化の道しか残されていない。自分を救おうとする者は、傲慢さ、偽りの偉大さ
、低俗な情熱、利己主義を捨てなければならないだろう。 

61 大いなる戦いの中で、人が飲まなければならない杯は、とても苦いものだろう。しかし、私はあなたがたに言う。
その杯を飲み、清められた者として地上を去る者は幸いである。なぜなら、彼らが別の身体でこの世に戻るとき、そのメッ
セージは光と平和と叡智に満ちたものになるからです。 

62 この星の住人から聞こえてくる嘆きは、とても大きい。虐げられた人々 や平和を夢見る人々 は、力強く名付けられ
たこの光から、調和と自由が発せられることを期待しているのです。あなたがたに告げます、期待に生きる心は、むしろ私
に祈りなさい、私だけが自由と平安を与えることができるからです。もう一度言いますが、人が自分の運命の由来、意味、
目的を知らない限り、あるいは知っていても自分の中にあるその真理を信じない限り、人は平和を得ることはできませんし
、神の中の真の兄弟姉妹として互いに愛し合うこともできないからです。 

63 この時代の人類は、精神的なものに対してますます無反応になっているのです。私の言葉を聞きなさい。それは、
あなたの心を根気よく鍛えるノミのようなものです。しかし、よく耳にする言葉であるにもかかわらず、いかに自分が無関
心であるかということを見てください。このメッセージを含む最後の言葉を宣告するまで、私はあなた方とそうし続けます
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。私がもはやあなた方に語りかけなくなったとき、あなた方は私の言葉があなた方に啓示したすべてのものの中に真実で完
全な教えを見出すことができるようになるのです。 

64 この泉を飲め、人々 よ。わたしはあなたがたを種とし、あなたがたからわたしを愛する世を生み出そうとした。 

65 だから、あなた方は自分の子供たちに、純粋な心と霊的なものを受け入れる能力を与えるよう努めなければならな
いのです。彼らは、あなたが慈悲深いことを示し、情熱のない体、澄んだ心、敏感な心、良心の呼びかけに注意する魂を与
えてくれたことに感謝するでしょう。 

66 皆さんも神の民の一員として招かれているのです。この民族の子供とそうでない者がいるというのは嘘である。あ
なた方の原点は一つ、神です。あなた方全員を彼のホストに招き、あなた方全員を彼らの仲間にしたいのです。わが民は光
の子、平和の使徒、わが知恵の継承者である。彼の中で、私の子供たちは皆、居場所を見つけることができます。 

67 弟子たちよ、私の呼びかけに耳を傾けなかったことを後悔することがないよう、たゆまず私の声に耳を傾けなさい
。 

68 その時間には、熱意と愛と感謝に満ちた祈りを捧げてほしいのです。ですから、霊性、献身、理解のその雰囲気の
中で、あなた方の間で私の宣言が終わるのを防ぎたいとは思わないでしょうし、父があなた方に与えた教えを感謝するでし
ょう。 

69 私の声はあなたの精神に響き、深い憂いを感じさせることでしょう。しかし、それは運命の人の声ではなく、困難
な使命を果たすためにあなたを送り出し、あなたの帰りを待って愛情をもって抱きしめてくれる父の声なのです。私の言葉
が終わっても、あなた方の心に悲しみが残らないように、このようなことを話しているのです。 

第二の時代、主人の死によって嘆き悲しんだ人々 は、やがて主人が生命と光に満ち、栄光に満ちて天に昇っていくのを
見て驚いたことを思い出してください。 

70 私の顕現の最後の日、あなたの涙が無駄な時間と未使用のレッスンに対する後悔の涙である場合にのみ、私はあな
たを泣かせるでしょう。 

71 第三の時代に私の言葉を聞いた者の中で、1950年の最後の日が、この顕現の終わりのために父なる神の意志によ
って定められた時であることを知らない者がいるか。誰もいない。これらのすべての集会場所と無数の形態で、私はあなた
がたに知らせたからである。 

72 神や霊的なものが地上の時間に左右されるからではなく、あなたの魂の発達が時計やカレンダーで測れるからでも
ありません。それは、あなたが肉体の中にいて、霊的な時代の終わりや新しい時代の到来を体験するには小さすぎる以上、
私は霊的なものをある限度まで人間的、地上的に理解できるようにしなければならないから起こることなのです。 

73 今、弟子たちに尋ねます。私が去った後も、私の存在を霊的に、強烈に感じたいですか？そのためには、友愛の心
を持つことが条件となります。そうでなければ、私の存在を感じることができないし、この霊的な感覚からくる力を享受す
ることもできないでしょう。 

74 この時代、理解できなかったすべての答えをスピリチュアルに受け取りたいですか？スピリチュアリティを持てば
、私の答えを聞くことができるはずです。 

75 見捨てられ、沈黙する瞬間がやってくる。これは、あなたが祈りによって私のもとに立ち上がるために起こるので
す。しかし、あなたが私を見つけられなかったと感じる瞬間もあるでしょう。とはいえ、まだわが霊の存在を知覚していな
いのであれば、とにかく辛抱しなさい、心配しないで。耐え忍びなさい。最も予期せぬ瞬間に、私は一筋の光のように輝き
ながら、あなたの心と身体を落ち着かせ、あなたにこう言うだろう。「祝福されよ。 

76 勇気、信念、忍耐は、常にあなたの中になければならない美徳となるでしょう。世界観の戦い、信念の戦い、精神
的な戦いの時が近づいているのだから、私の教えを知るだけでなく、活動や経験を通じて強くなっている方がいい。 

77 人：私のレッスンはこれで終わりです。そして、「霊の谷」にしばらく留まり、そこから、あなたの仲間が苦労し
、苦しみ、また救いを待っている地球のすべての人々 に思いを寄せてください。 

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 290 
1 神は光であり、愛であり、正義である。これらの資質を生活の中で発揮する人は、その主を代表し、敬意を表する

ことになります。 

2 あなた方はみな、最も小さな、最も高位の者に至るまで、正義、愛、知恵とは何かを知っているはずです。皆さん
は、神の法則が不変であることを理解し、それを愛し、私に運命を変えるように求めないようにしなければなりません。 

3 もし、あなたの父である創造主がその法律を一切変えないのであれば、あなたにはそれを変える権利は微塵もない
のです。 

4 あなたの魂は、今、進化することができたので、幸せです。地球に転生してくるたびに、前世からの知識を持って
きます。そして、「霊の谷」で受ける光は経験であり、発展の道を照らすビーコンなのです。 

5 生命に関する知識は真の科学であり、魂の永遠の光である。 

6 結局、魂が持っている唯一の宝物は、人生の闘いの中で得た知識だけである。だから、あなたがたは、受け継いだ
この光を無用の働きに浪費することなく、ただ善い、高い、尊い働きのために使いなさいというのである。このことは、世
の中のお金に例えてお話ししましょう。お金は、上手に使えば恵みとなりますが、浪費すれば悪を招くだけです。 

7 また、浄化の時間がゆっくり過ぎても、絶望しないことを学ばなければなりません。なぜなら、魂の多くの美徳が
心の中で試されるのはまさにその時であり、その時、人間は自分の中に真の祈り、つまり、霊から霊へ、静かに、沈黙のう
ちに行われる祈りを発見することができるのだからです。そうすれば、自分の内なる存在、つまり、自分のものでありなが
ら自分の知らないその霊魂の声を聞くことができるのです。 

しかし、地上の権力という意味での指導者ではなく、友愛戦争のための指導者でもなく、光のために突破口を開くため
の兵士として、平和と説得をもって征服するために、そう、しかし有害なものを破壊し、善いものを高めるために、破壊し
なければならない。 

8 あなた方は心の中で "神は正義である 

"と言っているのです。では、お聞きします。神が完全な正義と知恵であることを理解しているならば、なぜ時に神の法則
を変えるよう要求するのでしょうか。 

9 まるで子供のように表面的に判断し、自分を苦しめる試練が自分の仕事であることを考えようとしない。そのため
、それらが自分に放たれると、自分から離れ、運命が変わり、苦しまないように、苦しみの杯を飲まなくなるようにと願う
のである。 

その理由は、あなた方が霊的な視線で現実を洞察し、刈り取るものはすべて自分自身で蒔いたものであり、あらゆる苦
しみは自分自身で引き起こしていることを理解できないからです。 

10 いや、あなた方は真理を見抜く術を知らないから、心に痛みが生じると、神の不公平の犠牲者だと思うのだ。しか
し、神にはどんな小さな不正も存在し得ないと、私は言います。 

11 神の愛は不変であり、変わることなく、永遠である。それゆえ、神の霊が怒り、憤り、憤激にとらわれることがで
きると信じる者は、大きな誤りに屈することになる。このような弱点は、人間が魂の成熟と情念への支配を欠いているとき
にのみ考えられるものである。 

12 主よ、なぜ私たちは自分のものでない行いの結果を "支払う 

"必要があるのでしょうか。また、なぜ私たちは他の人が生んだ苦い実を刈り取る必要があるのでしょうか」と、あなたは
私に言うことがあるのです。- 

それに対して私は、あなたがたは以前の自分が誰で、どんな働きをしていたかを知らないから、わからないのだと答えます
。 

13 恐怖と罰と無知に満ちた教義を説く者たちは、どれほど私の正義の真理を歪めてしまったことだろう。しかし、こ
のように行動する理由をご存知でしょうか。なぜなら、彼らは他人を支配する必要があり、謙虚さを知らず、その代わりに
自らを真理の所有者と呼び、他人の上に立つ選ばれた者と呼ぶに足る虚栄心を持っているからです。 

14 彼らは無知を説き、特権の地位を失わないために威圧する。 

15 私の光と私の慈悲だけが、大勢の人々 を破滅と暗黒に導かれることから救うことができる。 

16 私は、盲目の信仰、知識のない信仰、恐怖と迷信によって得た信仰を説く人々 を叱責する。 

17 人類を苦しめるすべての悪、すべての災い、飢饉、疫病を神の仕業とし、それを神の罰、神の怒りと呼ぶ者の言葉
に耳を傾けてはならない。これが偽預言者である。 

18 彼らはわたしを知らないのに、神がどのような方であるかを人々 に教えようとするからです。 

19 これは、啓示や予言が書き留められた人間の言葉の中核に、まだ神の言葉が発見されていない過去の時代の聖典に
与えられた悪い解釈の結果である。多くの人は、真理を少しも知らずに、世界の終わり、最後の審判、死、地獄について語
る。 
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20 私は、人がやがて光を求めるようになることを知っていたので、そのとき、「真理の霊を送るから」と、彼らに帰
ることを約束しました。しかし、もしあなたが、すべてを正しく解釈していると主張する人たちに、「主人は聖霊のうちに
来て、あなたがたに教義を語っていることを知れ」と言ったとしたら、弟子たちよ、彼らがあなたを信じると思いますか。
そうすれば、欺かれた者、愚かな者、狂信的な者に出会っても、動揺することなく、内なる言葉の真の賜物をもって、霊的
インスピレーションを受ける十分な準備を整えて、いかにして心を啓発し、魂を震わせ、心を動かすことができるかを知る
ことができるからです。 

21 私の教え方は違います。私はあなたに言った。「死」はない、あなたを待っているのは「永遠」なのだ。罪人には
、永遠の火も罰もないのです。浄化があり、試練があり、悟りがある。 

22 すべては常に変化し、完璧な状態へと向かっているのです。あなた方自身にもその例があります。人生の中で通過
する年齢とともに変容し、そしてもうそこにはおらず、ただ戻って来て一歩を踏み出すのです。 

23 父なる神さまは、ご自分の仕事をやり残すことはなさいません。主がお作りになったものを、ある日突然壊して、
完全なものにしてしまおうとは、どうして考えられるのでしょうか。 

24 祈り、御父の御心のままに、あなたに教えを授けてください。なぜなら、あなたは自分が何に値するのか、何が必
要なのか、何が自分にとって有益なのか、知らないからです。あなたの原因を神の手に委ね、神があなたに与えるものを、
柔和に、喜んで受け取りなさい。 

25 真実がいかに違うか、おわかりいただけたでしょうか。もし、あなたがたがすでに心の中で恐れなければならない
のなら、それは私に対する恐れではなく、あなたがたに対する、あなたがたの作品に対する恐れであるべきだ、その結果か
ら逃れることはできないのだから。 

私は、あなたの魂が無限の観照に魅了され、地上ではまだ見出すことのできない平和を楽しむために、しばらくの間、
その状態を維持することを認めます。 

26 弟子：この世に生きていても、霊的な生活を送ることはできます。精神化とは、肉体に従ったものから離れること
ではなく、人間の法則を神の法則と調和させることだと考えてはならないからです。 

27 私の法を研究し、それを人間の法と一体化させる方法を知る者は、健康で強く、寛大で幸福になれるので、祝福さ
れる。 

28 今、人類は法則からの逸脱による失敗と異常、あらゆる種類の病気の時代を迎えている。しかし、最も混乱してい
るとき、私の法は魂に光となって現れ、人々 を平和の道へと呼び起こす。 

29 この時の私の啓示は、私の知恵の書の新しい章であり、その書から切り離された新しい封印であり、その内容は今
、注ぎ出され、魂を清め、解放し、人間を新しくする。 

30 神の光に照らされた形跡のないこの世界が見えますか？まことに、あなたがたに告げますが、人はまだ、私の光に
感化されたことを理解しているという大きな証拠を示してはいませんが、目覚めない魂は一人もいないでしょう。 

31 人びとよ、あなたがたの間に私のことばが現れるのは、非常に目立たない。しかし、人類がこのメッセージを知り
、それに耳を傾けることを選ぶなら、救いの道を歩むことになる。 

32 私は、貧しい人々 の間で、優越を誇ることなく、私の存在と私の霊感に霊的な感受性を持つ人々 の胸の中で、自分
を知らなければならなかった。それは、偉大で、強く、地球の支配者と自称する人々 や国々 には見られない感受性である。 

私があなた方について言うことを、あなた方は決して他人に対する精神的な優越感を誇るための論拠にしてはならない
のです。虚栄に陥る者は、立ち止まり、前進しないことを知らなければならないからだ。一方、謙虚な人は、自分が少しし
かしていないと常に思いながら、絶え間なく前進する。 

33 このみことばを聞くだけで満足しないで、あなたの世界とあなたの周囲で起こるすべてのことを観察し、私がみこ
とばであなたに告げたすべてのことの実現を絶えず認識できるようにしなさい。 

34 あなたが眠っているとき、試練がやってきてあなたを揺り起こし、今こそ用心深く生きるべき時であることを教え
てくれるのです。 

35 やがて、君たちは口ごもる弟子ではなく、戦いと裏切り、そして再現のある道を歩む、奮い立つ師匠となるのだ。
しかし、この人類の最も暗い夜でさえ、あなたは私の真実の消えない光が輝いているのを見るでしょう。 

36 私の使者は地上に広がり、霊性は平和の雨として、有益な露として、人々 の物質主義に降り注ぐでしょう。 

37 この愚かな世界は、あらゆる霊的な声に耳を貸さず、それでも第三の時代の私の到来を信じ、私のメッセージを愛
してくれることでしょう。しかし、あなた方、国民は、同胞に信仰と服従の模範を示す義務があり、それは人類の道への励
ましと動機となるものです。 

38 魂としての、そして地上の人間としての使命を果たしてください。あなたはもう、法律も道も知っている。 

39 あなたの心に自由を与えて、他人の痛みを感じ始めてください。自分に関係することだけを感じて、先入観や不安
を持たないようにしましょう。もはや、人類が経験する試練に無関心ではいられません。 

40 あなたの愛はいつになったら、あなたの血を受け継ぐ者、あなたの肉体を持つ者を愛するように、多くの者を抱く
ことができるようになるのでしょうか。 
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あなたが肉体よりも魂であることを知れば、多くの者はそれを信じないでしょう。なぜなら、魂は永遠のものであり、肉体
ははかないものだからです。 

41 だから、この地上の家族は今日誕生し、明日には消滅してしまうが、霊的な家族は永遠に存在し続けるという事実
を考えてみてほしい。 

42 今日、あなたはまだこれらの教えを感じたり、生きたりすることができません。しかし、互いに愛し合うという永
遠の宿命の成就のために、徐々 に心を捧げていかなければなりません。 

43 霊的兄弟愛の道を歩む足取りが確かなものになり始めると、あなた方の唇からは、まだ自分でも知らない教えや、
深い啓示が発せられ始めるでしょう。 

44 私に忠実な者たち、強い者たち、真に覚悟を決めた者たちに、私はこのメッセージ、この言葉を託す。私の教えは
、人類を改心させることだからです。しかし、それに他の考えを加えて真実を隠せば、あなたの口や作品にある説得力や光
はすべて失われてしまう。誘惑に陥らないように、私がどれだけ心配しているかを見てください。でも、落ちないように祈
り、努力するのは自分自身です。 

45 やがてこの言葉は聞こえなくなり、どう見ても人生の道を歩む羊飼いのいない一人になってしまう。しかし、この
顕現の別れの挨拶の後の最初の瞬間から、私の霊があなたのガイドとなり、私の光があなたの霊を照らしてあなたを励ます
ことを知ることができるように、私はあなたを準備しているのだ。 

46 これまでこの仕事を軽んじてきた者の多くは、やがて、自分の使命を果たせず、貴重な時間を無駄にしてしまった
と、大きな自責の念に駆られることだろう。しかし、心から悔い改める者には言う。"ここに私の仕事がある、ここにお前
の仕事がある、立ち上がって果たせ、まだ時間がある "と。 

47 災いなるかな、その愚かさと高慢さのために、悔い改めの日を遅らせる者たちよ。もし、麦の代わりにアザミを蒔
くなら、その収穫はどうなるのでしょう。 

48 私は、あなたがたのために、あなたがたの歩むべき道、働くべき道を知るために、未来の書物で読んでいるのです
。 

49 私の王国はあなたに近づいている。それゆえ、わたしはあなたがたを準備させるためにわたしのことばを送り、あ
なたがたを団結させ、清めるためにエリヤの霊を送ったのである。 

50 私は道であり、その中であなた方は私のもとに来るのだ。 

51 あなたが今生きている「第三の時間」は、大きな秘密を解き明かす時間です。 

52 学者や神学者は、私がこの時期にあなた方に明かす真理に照らして、その知識を正さなければならない。これは、
人々 が私の知恵の光に目を開く時であり、私はその光を教えに変え、それによってあなた方が真の生命へと霊的に上昇でき
るようにしたのだ。 

53 今、世界は「肉の復活」、つまり魂の生まれ変わりの真実を知ることになるのです。 

54 輪廻転生とは、物質界に戻り、人間として新たに生まれ変わること、魂が人間の体に復活して使命を続けることを
意味します。これは、あなた方の先祖が、不条理な解釈をしながら語ってきた「肉の復活」の真実である。 

55 輪廻転生は、神があなたの魂に与えた贈り物です。それは、あなたの魂が決して物質の悲惨さ、地上でのはかない
存在、自然の欠点にとらわれることなく、魂（より高い性質のもの）が、この世で大きな仕事を遂行するために必要なだけ
多くの物質の体を使うことができるようにするためです。 

56 この贈り物によって、魂は「肉」に対して、死に対して、そして地上のあらゆるものに対して計り知れない優位性
を証明し、死に打ち勝ち、次から次へと体を変え、どんなに多くのものが託されたとしても、すべてを生き抜くことができ
るのです。彼女は時間にも、反対にも、誘惑にも打ち勝つことができる。 

57 スピリチュアリズムの光は今、魂の輪廻転生能力に内在する真実、正義、理性、愛を世界に明らかにしています。
しかし、世間は、最初はこの啓示に頑強に抵抗し、奇妙で誤った教義のように見せて、善良な人々 に不信感を抱かせようと
するのです。 

58 教派は、信者を古い信仰や時代遅れの信念体系の使い古された軌道に留めておこうとするが、それは無駄で無益な
努力である。人間の思考の底に浸透し、啓示の時代、神の霊感の時代、疑問と謎の照明の時代、精神的解放の時代に向けて
魂を目覚めさせる神の光を、誰も止めることができないからです。 

59 また、思想、精神、信仰の自由への欲求が爆発したときに、人類を形成する潮流を止めることは誰にもできないだ
ろう。 

60 私がさまざまな宗教団体から弟子や信者や信者をさらっているなどとは、誰も思わないでください。しかし、新し
い時代が始まり、忘れられた教訓を明るみに出し、無用な慣習、教義、伝統を取り払い、魂を清め、偽りのものをすべて取
り除き、常に儀式に置き換えられてきた真の御霊のパンを与える時が来たのだ。 

61 この光によって、人々 は団結し、国々 は和解し、敵は互いに赦し合うでしょう。また、この光によって、あなた方
は約2000年間、言葉と作品を通して指導してきた教えの本質を理解することができるでしょう。 
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62 この時代の人類がスピリチュアルなものを理解することは、ありそうにないことだと思いませんか？そして、直感
とあなたの霊が明かすことに支えられながら、人類の歴史は過ぎ去り、地球の人々 が憎しみと悪徳と無知と迷信と狂信の深
淵に陥った後、そこからキリストに感化されて信仰と愛に満ちた人々 が立ち上がり、光と希望の止めどない流れのように国
と国を越えて広がった時代があったことを知るようになることでしょう。 

63 キリストは、愛という神の種を蒔き、広めるために生きた弟子や殉教者たちの口から出ていたのです。キリストは
そのしもべたちを通して世界にご自分を現し、神の受難の中でご自分を愛する人々 のすべての心の中に生きておられました
。 

64 その平和と調和が地上の人々 や国々 に実を結ぶまでの時間は短く、恩知らずと不義という雑草が再び畑を覆ってし
まったからです。しかし、精神化、調和、理解、兄弟愛の時代には、人の間にどれほどの平和とインスピレーションと光が
あったことでしょう。その調和と精神化があなた方の生活の本質になったとき、私の未公開の知恵が人の心にどれだけ注が
れるか、想像できますか？ 

65 新時代が約束するものを疑ってはいけない。もし、あなたの信仰が真実でなかったなら、あなたは私の言葉の実現
を経験する資格がないのです。 

66 あなたの魂を私に近づけなさい、必要なものを与えよう。 

67 神の教えを受け、私の言うことをよく聞いていれば、短期間のうちに霊的な知識がかなり向上することを体験でき
るでしょう。 

68 この恵みの時を無駄にしないように、この道に到達し、私の啓示を知ることができるようになるために、多くの苦
しみを味わったことを思い出してください。 

69 苦い経験を経て、今、甘い果実を刈り取っているのですね。明日には、平和と真理を渇望する人々 のもとに届けな
ければならないのだから、無駄にしないでほしい。 

70 痛みできれいになったのなら、魂と心を清らかに保つことだ。新しく生まれ変わった君たちを人類の前に見せてほ
しい。そして、私のメッセージを受け取るにふさわしい存在になるために、現在、苦痛を通して自らを浄化している他の人
へ々の開かれた書物としての役割を果たすことになるのです。 

71 苦しみの杯を底まで飲み干したこれらすべての民族と国々 は、多くの痛みに蜜と慈しみを与える私の新しい示現を
間もなく知るようにと呼ばれています。 

72 第二の時代に授けられたわが言葉は、すでに地の果てまで届いている。しかし、これは私の帰還がすべての人に感
じられるようにと、私が与えたサインであることを知り、また覚えておいてください。 

73 わが言葉が通じるあなた方に、仲間に呼びかけをさせてください。私は彼らの罪を裁くためでも、彼らの傷を見る
ためでもなく、彼らが必要としていたからこそ、私は彼らを探し求め、彼ら一人一人に愛の贈り物を携えていることを彼ら
に告げなさい。 

74 愛の贈り物を心に届けよう。これは、あなたが未知の土地に私の教えを運ぶときに役に立つでしょう。 

75 私の言葉の核心に、あなた方が思想、礼拝、作品、労働において純粋な民となることを願う神の願いを見いだすこ
とができないのですか。 

76 私は、あなた方が功徳を積むことを鼓舞しますが、自分自身の救済のための利己的な欲望に動かされることなく、
仲間のことを考え、次の世代のことを考え、彼らが「初」が舗装した道を見つけたときの歓喜は非常に大きなものになるで
しょう。そうすれば、兄弟姉妹の喜びと平和があなたの魂にも届くので、あなたの幸せは限りなく大きくなるでしょう。 

自分の救いと祝福だけを求める人とは、どれほど違うことでしょう。自分の行いによって得た場所に到達しても、その
苦しみの重荷を背負って後に残された人たちのことを考えると、一瞬たりとも平安や喜びを感じることはできません。 

77 あなたがたに言うが、この教義の真の弟子たちは、私自身の光であるその霊のように、その行いにおいて正しく、
純粋であろう。 

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 291 
1 人々 ：私が旅立つ日、あなたは周りに虚しさを感じることでしょう。あなたは、長い間、励ましや慰め、癒しや知

識を得てきたこの言葉に慣れてしまったために、弱気になってしまうのです。人生の闘いに多くの勇気を与えてくれたこの
顕現を、あなたは見逃すことになるのです。 

2 しかし、まことにあなたがたに告げますが、もし、あなたがたがすでに理解を深めていたならば、私の霊があなた
がたから離れることはなく、私の霊感が一瞬たりともあなたがたから離れることはないことを知って、その日を喜んで待つ
ことでしょう。 

3 私の言葉に慣れてしまわないように、習慣的に私の言葉に耳を傾けないようにと、私が何度も言っている理由を理
解しなさい。このように行動してきた者は、心に大きな痛みを抱えてこの御言葉を懐かしむことになるからです。 

4 多くの教えを理解し、迷いをなくし、決意を固め、反省し、我が法が与える確固たる基盤を知るには、まだ短い時
間が残されているのである。 

5 宗教の押しつけであり、習慣に過ぎないものはすべて拒否するようにと、私が教えたことを忘れないでください。
私は、あなた方のために、宗教上の慣習、礼拝の形式、信条を簡素化し、あなた方の良心に人生の小さな船を操縦する舵を
任せることを忘れてはならない。 

6 私は、あなた方が不確かな教えを試みることがないように、たとえそれがあなた方にとって許され、善良であるよ
うに見えても、明確に定義された原則を与えているのだ。 

7 私の言葉に全幅の信頼を置く者は、つまずくことなく、失敗することもなく、やがて良い実を刈り取ることができ
る。 

8 同胞に対する慈愛と理解と寛容がもたらす愛の法則は、私があなた方に霊的な使命を与えるために鼓舞した基盤で
す。 

9 私の真理を知るためには、人間の博識も、書物の中に含まれる人間の知識も必要ない。霊は真理を占う才能と能力
を持っています。 

10 私の御言葉は理解しやすく、私の教えの原則は完全に明確に表現されているので、不測の事態で自分の道をしっか
りと歩むことができなくなることを恐れる必要はありません。 

11 私はあなた方の心を読み、私がもたらしたこの指示に忠実でありたいと願っていることがわかりました。あなたの
善意が試練の時にあなたの弱さによって挫折することのないように、よく見て祈り、よく聞いて考えることです。第二の時
代、イエスに従い、イエスを理解しているように見えた大勢の人々 が、犠牲の瞬間、決定的な時間に、主人を一人にしたこ
とを思い出してください。あれほど彼に従った使徒たちでさえ、その時、自分たちの力と信仰さえも弱まっていくのを感じ
た。 

12 人間の本性は弱いので、強い精神からの励ましが必要だからです。 

13 だから、私の言葉のぶどう酒を飲んで、強くなりなさい。そして、試練が来たとき、あなた方が、祈りと戦いと自
省と実践の中で鍛えられた弟子であることを証明しなさい。 

14 私の仕事を誇示するような手段や公の場では、あなたの勝利は簡単に崩れてしまうでしょう。 

15 奇跡的な治癒や見かけの奇跡の証言で仲間を感心させてはならない。なぜなら、お互いに狂信的に感染させること
に成功するだけだからだ。真理を本当に体現している人、神への誠実な礼拝を捧げる方法を知っている人、愛の種を本当に
蒔いて広めている人は、とてもシンプルで控えめで謙虚なので、人の間で認識されずに生きているのである。彼らは祈るが
、誰もそれを知らない。病人を治すのだが、ほとんど、あるいは誰もその姿を見ていない。彼らは隣人のために泣くが、そ
の涙は外に流れ出るのではなく、父に向かって立ち上がるので、目に見えない。 

16 心配しないでください、皆さん、あなたのやることがすべて不完全だと言っているのではありません。私は、間違
っていることをすべて正すだけで、あなたが私に善意を示してくれたことはすべて受け入れます。 

17 ここで、私の言葉を通して、熱心に教えに耳を傾け、学ぶことができる。しかし、あなたの人生の行動における良
心の声に注意を払え。良心の声は、あなたの行動が良いか悪いか、あなたの使命が果たされているか否かを教えてくれるか
らだ。そのとき、同胞の苦しみのために心が泣くのを感じるなら、神から受けた恩恵を困っている人に分け与えるなら、人
間の不幸を理解し、報酬を期待せずにそれを取り除く努力をするなら、あなたは私に正当化され、良心がもたらす平安を感
じることができるようになるのである。 

18 弟子：悲劇や戦争、苦痛の多いこの時代に、自分が実践している教えを勝利に導くために、霊能者は何をしなけれ
ばならないのでしょうか？他の人たちと、そしてあなたたち全員と、私と団結しなさい。そうすれば、あなたたちの力と光
は、世界に反映されるでしょう。 

19 人類を見よ。精神的な進歩に無関心である。物質的な領域だけでなく、伝統や慣習が法律となっている宗教的なコ
ミュニティーの中にもある。 
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20 科学が発達し、人類が進歩したこの時代にも、人は人を殺し、人々 は他の人々 との兄弟愛や友情の絆を壊し、ある
人々 の世界観は他の人々 の世界観と対立し、ぶつかり合っているのです。 

21 一見、神にとって不毛の地であっても、霊的な種をまくには適している。出発すれば、あらゆる場面で光への欲望
、不幸、無知、あらゆる形の苦痛を経験することになる。あなたの思いがそこに届くように、良い願い、光に満ちたアイデ
ア、スピリチュアルなインスピレーションに満ちたものを送ってください。あなたの心からの誠実な言葉を、光、慰め、癒
しを浸透させてください。そうすれば、人類があなたの精神の働きに適したフィールドであることを経験することができる
でしょう。 

22 人生の旅路にたゆまぬ努力をし、果たされた使命を通じてその間に経験する安らぎは、魂があの世に行くときにさ
らに大きなものになると私は断言します。しかし、当面は報酬を考えてはいけない。 

23 人間の肉体の中での短い地上生活のために、魂が永遠の報酬や罰を受ける運命にあると思っている人間は、なんと
惨めなことでしょう。 

24 私の言葉はこの時、光の道しるべとなり、人類の暗闇に光をもたらすでしょう。私の教えは、時に嵐のように激し
く、時にそよ風のように優しく、不当なものを一掃し、良い種に命を与え、人々 が愛と調和の基礎の上に未来を築くことが
できるようにするものだからです。 

25 人が愛の中で普遍的な考えを持つようになれば、それぞれが自分を完成させ、他人に対してより良い正義を行い、
奉仕しようとするようになる。人は恐怖からではなく、確信から法律に従うようになる。そうして初めて、人類は精神的、
知的に発展したことになるのです。 

26 これまで人間は、傲慢さゆえに精神的な部分を軽視し、その知識がないために完全な存在になることができなかっ
た。 

27 人間は肉体と精神の力を調和させることを学ばない限り、人生に存在すべきバランスを見出すことはできないので
す。 

28 私の言葉は、あなた方と共にあります。それを理解し、もし疑問があれば、祈り、瞑想し、わが光を求めよ。そう
すれば、あなたが知りたいと願うことが明らかになるであろう。 

29 ようこそ、信仰の忍耐を知る旅人たちよ、揺るぎない信頼への報いがここにある。今すぐ飲み干しなさい、満足す
るまで。 

30 師の言葉を信じる者を歓迎する。彼らは私の約束の実現を経験するだろうから。 

31 今、あなたは長い間求めていたものを手に入れたのです。明日、大群衆の前に立つとき、私の呼びかけの理由を本
当に知ることになるでしょう。 

私は、良い知らせを期待して生きている多くの人々 がいることを私だけが知っています。あなたがたがそうであったよ
うに、彼らも飢え渇いている。しかし、私があなたがたの必要を憐れんだように、あなたがたも彼らのために憐れむべきで
ある。 

32 世界は私の呼ぶ声を待っている。人の心は、信仰は死んでいるが、キリストが近づいてきて「起きなさい、歩きな
さい」と言う声を待っているのだ。 

33 死者」「盲人」「病人」「偏執狂」が非常に大きな人々 を形成しているのです。精神的、肉体的に苦しんでいる人
は、私の存在を最もよく受け入れてくれるからだ。世の中の偉い人たち、つまり権力や富やこの世の栄光を持っている人た
ちは、自分が私を必要としているとは思わず、私に期待していない。彼らはすでにすべてを持っていると言うので、キリス
トは彼らに何を与えることができるだろうか。精神的な財か、永遠への居場所か？それは、彼らにとっては興味のないこと
なのです 

34 これこそ、私がこの大勢の貧しい人々 、身も心も病んだ人々 を探し出して、彼らに私の教えを知らせた理由であり
、彼らが私を慕い、私を求めたからである。だから、私が人類に再び姿を見せる時が来た時、彼らが私の存在を感じたのは
当然のことだったのです。 

35 時が来れば、この病める者、貧しい者、虐げられた者、偏狭な者の巨大な民衆は、私の呼びかけによって、世界で
最も強く、最も無敵な民衆として立ち上がるだろう。主はこの時、御自身を現されるのだ」と立ち上がるとき、人間の力は
その声を封じることはできない。私たちが御霊から御霊を受け入れる準備をするために、御霊のメッセージを送ってくださ
ったのです。このように、それは真実に行われるでしょう。なぜなら、この目的のために選ばれた声の担い手を通して私が
伝えるのは、準備するメッセージと私の教えであり、世界のさまざまな場所にいる私のメッセンジャーに届くメッセージだ
からです。 

36 私の証人の唇にのった私の言葉は、この民が直接、声の主から聞いたときと同じように、心の中に影響を与えるだ
ろう。しかし、誠意を持って話すためには、自分自身を準備する必要があります。祈りと慈愛の中で、あなた方は自らを鼓
舞することができるだろう。本当に言っておくが、そのとき「死者」は蘇り、不信心者たちは、聖霊の弟子だけがこのよう
に語ることができると告白することだろう。 
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37 平和も、愛も、兄弟愛も、調和もない人類に出会うために、私はあなた方を準備しているのです。あなたは、私が
あなたに広めるようにさせた神のメッセージを、そこに届けるのです。そうすれば、あなた方が見た再生の奇跡が、私の言
葉が届く民族や国々 でも繰り返され、物質主義、偶像崇拝、悪徳、無知の鎖が断ち切られるのを見ることになるでしょう。 

38 私が君達をマスターとしてこの世に残した後、君達はこの第三の時代に大きな使命を果たさなければならない。 

39 今日、あなたは私の言葉を受け取る幼な子であり、明日は教えを研究する弟子となり、後には受け取った教えに従
って生きる師匠や使徒となるのです。私の言葉の単純さが、あなた方の霊性の始まりを与えたことを忘れてはならない、だ
から、決して余計なものを付け加えてはならないのだ。 

40 常に過去と現在を比較することで、自分が進歩したのか、それとも足踏みしているのかを判断することができるの
です。この試練のために、どれだけの魂が目覚め、「主よ、どうしてこんなに長い間眠っていたのでしょう」と叫んだこと
でしょう。あなたが私たちの間で話しているのに、どうして私は無気力で、無関心でいられるのでしょう。私の中にあなた
がいるのだから、あなたを否定できるわけがない」。 

41 わが言葉の力には、魂を目覚めさせ、最も硬く、最も冷淡な心を感じさせ、震えさせる力があるので、誰も逆らう
ことはできないだろう。私は、あなたに使命を果たさせるために懲らしめる必要もなく、あなたをこの道に引き入れるため
に力を使うこともなく、言葉や脅しで威圧することさえしませんでした。私の声は愛に満ち、説得力があり、あなたの中に
信仰と信頼と従順を呼び覚ましました。 

42 同じように、明日も仲間に語りかけ、恐れではなく、愛を呼び起こすのだ。そうすれば、種は真実にならないから
だ。 

43 私の仕事は、人類が私の掟を遂行し、その贖罪の十字架を受け入れるために、純粋な人類に届かなければならない
のです。 

44 私は人と、全人類と約束をした。私の言葉は王のものだから、私はそれを守る。私はわが弟子たちを通して、わが
言葉の黄金の麦をそこに送り、これが人間への準備となり、やがて霊と霊との対話を楽しむことができるようになるだろう
。一九五〇年以降は、ここでも他の場所でも、声を出す者の心の器官を通して、再びわが身を知らしめることはないのだか
ら。 

45 団結せよ、試練が近づいているのだ。私の言葉の敵も同様に、団結してあなたたちと戦い、散らそうとするだろう
。しかし、もしあなたが祈りの力を信じ、私のことばに自らを強くするのであれば、あなたは決して負けることはないでし
ょう。あなたの力は霊的なものであり、決してお金や地上の力に基づくものではありません。 

46 この機会を利用しなさい、人々 。他の時を待ってはいけない。あなたが使い方を知らなかったものは、決して持っ
てきてはくれないのだから。 

47 あなたのマスターがあなたに明かす多くのことから常に学びたいという精神的な願望を持って、私のテーブルに座
ってください。 

48 この最後の数年間は、私のスピリットを通して流れ込んできたものを評価するすべての人々 の中に、忘れられない
ものとなるでしょう。 

49 私の弟子たちは、師が明らかにし、知らせたすべてのことを、たゆまず語り続けるだろう。 

50 毎日がマンネリで、一日が別のようで、一つのレッスンが別のような生活をしている人たちにとって、私が顕在化
の最後の日に取っておいた栄光は気づかれずに過ぎていくことでしょう。また、わが言葉が終わるときから起こるべき変化
にも気づかないだろう。なぜなら、彼らは上昇したいという願望を持ったことがなく、魂の進歩や完成である進化を愛した
ことがないからです。 

51 まだ眠っている人たちが目を覚ますように、このように話さなければならないのです。私は、この民の一部が救い
を得て、他の一部が滅びることを望まないからです。私の願いは、あなた方が光に昇ることです。 

52 一人一人が仲間に対して開かれた本となり、そのページには一人一人の魂が映し出されるのです。この本のページ
があなた方の作品となり、あなた方の存在の中に霊性、愛、知恵があれば、世界はあなた方を新しい時代のイニシエーター
、光と霊的発展の時代の到来を告げる者として認識することでしょう。 

一方、伝統から、外面的にしか神を拝まないのであれば、そこには狂信と無知と混乱と闇があるだけである。このよう
な人たちには、まだ光が射さないうちは、私の作品について語らない方がよいでしょう。なぜなら、彼らの種は、たとえ善
意であっても、有益であるどころか、他の人の仕事にとって有害なものとなるからです。 

53 人々 よ、私の言葉に何をしたのか。私の宣教が終わろうとしているこの時に、このように語らざるを得ないと思う
のか。 

54 皆さん、この布告は永遠に続くと思い、私の言葉を通して皆さんを喜ばせ、皆さんのところに来るどんな苦しみも
癒すこと以外に目的がないと思って、眠っていたのです。今日、現実があなたを目覚めさせました。1950年-

私の宣言の最後として何千回も発表された年-が目前に迫っているのです。 

55 1950年を前にして、この時代の終わりとなるテストに備え、「見張り」をしている人は、ほとんどいないのです
。 
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56 今年は、この人たちにとって意義のある年になるだけでは--

いや、ならない。あなた方にとっては、一つの時代が終わり、次の時代が生まれる年だとすれば、教会にとっては、判断と
内省の年でしょう。科学にとっても、全人類にとっても、試練のときとなる。 

57 この仕事が広まり、1950年に私が人間の理解器官を通して最後に私の言葉を鳴らしたことを人々 が知るとき、そ
の当時あなた方の生活の中に現れたものはすべて聖霊の呼びかけであり、その光の火花であったと理解することでしょう。
そうすれば、神学者だって思慮深くなる。 

58 見よ、そして祈れ、大勢の者たちよ。私が最後に話す時間はもう間近ですが、真摯に内省することで、今何が起き
ているのか、これから何をしなければならないのかを理解する時間はまだありますから。 

59 これは、あなたが取り組むべき一日の仕事で失敗しないための心構えの指示であり、私があなたに与えるもう一つ
の指示である。 

60 我が民よ、祝福されよ。あなたがたは、魂の慰めであり糧である私の言葉を求めてやってくるのです。あなたは、
そこから本質や意味を抽出し、私の意志を認識することを学んだ。 

61 長い間眠っていたあなた方の魂を目覚めさせたこの言葉は、今日のあなた方の喜びであり、あなた方の心を平和と
愛で満たしたのです。寒さに震える人を包み込み、光に憧れる人を希望で満たしてきたのです。それは、イスラエルの民と
全人類のために、私が宝庫にしまっておいた啓示である。 

62 この間、私はあの世で天使に話しかけるのと同じように、あなた方に話しかけてきました。あなたの魂は、私が派
遣した地上の谷に住んでいるので、私は区別していない。あなた方は皆、平等に私に愛されているのです。あなたは進化し
ている最中であり、私に近づいている最中なのです。道の終わりで私はあなたを待っています。私の神聖な子宮はあなたの
存在を求めています。父の家、父の心、あなたの神の霊に達することができるように、道を学びなさい。 

63 私があなたがたに自分を知らせたのは、あなたがたの唯一の神である生ける神を、あなたがたはいつも信じていた
からである。生ける神は決して沈黙せず、隠れもせず、いつも導き、助言し、鼓舞してくださる。この信仰があなたを養い
、あなたを救うのです。 

もし、わが子のうち3人が人類のただ中でこのように私を求めるならば、私はすでに彼らの仲介によってわが恩恵を注
ぎ込むであろう。しかし、私は、多くの人々 が私に耳を傾け、私を信じているのを見ています。 

イスラエルの民は間もなく完成する。私が印をつけた144,000人は、山のふもと、輝く「谷」、選ばれた都にいること
だろう。そうすれば、私の喜びは大きくなる。 

64 あなた方が準備するとき、私は人類が必要とするすべての知識をあなた方に注ぎます。第三の時代におけるわが来
臨を語るための大きな権威をあなた方に与える。 

65 私の言葉は、あなたに多くのことを反映させた。あなた方は偉大な研究を始め、私の教えが無限であること、それ
が示す地平が日々 広がっていること、そしてその真実のすべてを理解することができないことを発見したのです。 

今日、あなたは次から次へと教えを受け、私の言葉を忘れることができます。しかし、この教えの一つひとつを適切な
タイミングで思い出すことで、説得力が大きく増す時が来るでしょう。 

66 第一の時代、私は地上で私を代表しなければならない者、モーセを選び、彼を通して私の知恵、私の力、私の厳し
さを明らかにした。わたしは家父長や預言者たちの口を通して語り、わたしの言葉は人々 の心に染み渡った。民衆は私の鼓
舞と戒めを受けた。私はあなたたちに大きな教訓を与えるために砂漠を渡らせ、あなたたちの魂を発展させ、私に対する信
仰と信頼を経験させたのだ。 

67 長い放浪の後、長年の忍耐と経験の後、あなた方はカナンの領域に入り、私の霊が日々 繰り返した約束の実現を見
たのだ。あなたは、祝福され、準備された土地を見つけたのです。それは、あなたがたに与えた平和のオアシスであり、あ
なたがたはそれを信じて増えることができる。そして、私の使者から指示を受けたあなた方は、人々 の間を行き来し、神が
人類と交わした契約の証を携えてきました。 

68 このように、わたしは、わたしの約束によって、つねにあなたがたを励ましてきた。この第3の時代において、私
はあなた方に、人類の平和のための仕事を託すと告げた。準備が整い次第、あなたを通して成し遂げます。しかし、現在の
世代だけが参加するのではなく、皆さんの子供たちやその子孫が平和のための仕事を続けていくのです。私は、このミッシ
ョンの達成のために、人々 に長い道のりを見せているのです。 

69 私が国民全体に与えた課題を考えてみてください。汝の行く手に立ちはだかる逆境は大きく、それ故、汝は強く、
力強く、運命のゴールに到達しなければならない。あなたは父との交わりを持ち、完璧な祈りのうちに生き、狂信や神秘主
義に陥ることなくわが掟を守らなければならない。なぜなら、あなたは心の神殿においてのみ私を愛するからだ。 

70 内なる言葉の贈り物はすべての人の中にあるのだから、私の仕事を簡単に説明することができるだろう。あなたは
人の心を慰め、必要なパンを与えてくださいます。あなたは魂と肉体の病気を癒すでしょう。 

人間はこの時、神、道徳、自然の法則の成就から遠ざかり、この世の幹に助けを求めるために苦しんでいるのです。自
分の病気の原因が自分の魂にあることを知らない。彼は、法律、秩序、義務の精神的な履行という本来の原則に戻ろうとせ
ず、すべての善はそこから来るという源に戻ろうとしなかったのです。 
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謙虚に視線を私に向けず、心の繊細な糸が固まったままで、信仰がその導きとならない限り、人々 は誤りに陥り続け、
病に倒れ、滅び続けるのです。しかし、イスラエルの人々 よ、わたしは勇気と平和と癒しの力に満ちた者を残す。 

71 この世界が奈落の底へ向かって必死に走っていることを、少し考えてみてください。人類は何を求めているのか？
彼らの志に何を見るか。痛みと絶望と死だけだ。良心の声は沈黙し、その灯は消え去った。その贖罪の大いなる日を体験し
ているのであり、その痛みは大きい。 

72 もっと低くなる前に、みんな彼女を止めろ!あなたの祈りと思いで戦ってください。また、試練に遭ったときは、
信仰と希望を示し、その中に魂を浄化する機会を見出してください。 

仲間に理解されるように、すべての行動をシンプルにし、自分の人生を複雑にしないことです。イエスのように優しく
、子供や老人のように素朴であれ。これらの美徳は霊性の証である。 

73 また、自分の種を喜び、神と一体となって生きる農夫のようになりなさい。農民は、新しい日の光が差し込むとき
、新しい日の仕事を成し遂げるときに祈り、昼と夕方、太陽が沈むと、再び魂を起こし、主が与えてくれたすべてのものに
感謝します。彼にとっては、受け取るものすべてが栄光であり、完璧なものなのです。太陽、水、すべての要素は、彼に神
のことを語り、その中で彼は神を愛し、神を求め、神の存在を見る。あなた方も同様に、霊的な場で働く者となりなさい。 

74 今回、私はあなた方に耕すべき材料となる耕地を与えていない。あなたの手は、材料の種を蒔くための溝を引くこ
とができないのです。しかし、わたしはあなたがたを、わたしのことばを心に蒔く者と呼んだ。あなたの日々 の仕事は霊的
なものである。私はあなたの仕事に必要なすべてのもの、すなわち光、愛、言葉を与えたのだ。このように、わが子たちの
中にも、自分の種まきを喜ぶ者がいるのです。 

75 私の恩恵に気づかずに通り過ぎていくことはありません。彼らはいつも私にそれを望み、試練の時にはこう言った
。"主は私の信仰を確かめようとしておられる 

"と。あなたは痛みを「敵」と呼ばず、私が送った数え切れないほどの試練にも倦むことがなかった。 

76 愛する人々 よ、あなたがたは私のうちに生き、私があなたがたのすべての行動を指揮していることを知っている。
試練があなたがたの心に内省と強化の実を残すまさにその時に、私の慈悲があなたがたを引き上げてくれるのだ。あなた方
は私の言葉と私の法を知るようになり、私の愛と私の善のほかに、私の正義と私の厳しさがあることを知るようになった。
罪を犯すと、その結果に苦しめられなければなりません。 

77 私は日々 、人の心に語りかけているが、人類は私の言葉を理解しようとしなかった。イスラエルは私に語りかけた
が、人類の大部分は私から遠く離れて暮らしている。彼らの宗教的実践は不完全ですが、わが光とわが正義は今日も心を動
かし、彼らは目覚め始め、自分たちをいつも愛情をもって見ていてくれる神が自分たちの上にいることを思い出し始めるの
です。 

人類は混沌に陥り、人々 は問題の解決に成功しない。彼らの法律は、不完全な科学と唯物論に基づいたものであったた
め、彼らに敵対することになったが、私はこれを破壊する。まもなく、人間の精神に光の時代がやってくる。人々 は私に従
い、私の意志を尊重するようになる。私は守護天使を送り、彼らの歩みを私の方へ導く。 

78 短い時間ではありますが、霊界を人々 に接触させました。彼らの精神は、あなたと同じように限られたものですが
、純粋さと高揚感に満ちて現れています。彼らは、第三の時代の大いなる闘争において、あなた方を支援するために降りて
きたのであり、あなた方は彼らをはっきりと認識した。彼らの有益な影響力は多くの心を変え、その模範は真実である。 

79 私は、霊的な働き手たち、つまり、自分の才能を開花させ、これらの霊的な存在に自分自身を知らせることを許し
た働き手たちを祝福します。私の目には、一方にも他方にもメリットがあるのですから。 

1950年までは、自分たちの存在をアピールする。その後、彼らは永遠にあなたのそばにいます。これが彼らの困難な使命
だからです。 

人間には精神的なガイドが必要だ。神の導きは、すべての霊の上にあり、私である。しかし、地上では、私はすべての
人に天使を割り当てた。あなたのために、彼らはどれほど苦しんできたことでしょう。また、人間の心の硬さを思い知らさ
れ、どれほど泣いたことでしょう。しかし、彼らは私を愛し、忍耐強くその任務を果たしている。 

80 今こそ聖霊の時の始まりです。他の "谷 

"に住む霊的存在があなた方に自分を知らせる時、つまり、あらゆる境界が取り払われ、あなた方も私のもとに立ち上がる
ことができる時、私はあなた方のもとにやってきて人間の理解力を通して自分を知らせ、あなた方の言葉で語りかけます。 

81 1950年以降、私はもはやこの言葉であなた方に語りかけることはない。あなた方が次第に知るようになる、より
高い、高尚な表現方法で語りかける。あなた方は、この時代に私の指導を受けた霊能者の方々 です。したがって、私は、あ
なたの魂が自らを明らかにし、その発展の道において、また、その祈りにおいて、また、その霊的な行動において、いかな
る障害も経験せず、その道において自由であり、私のもとに来ることができるように、あなたに霊性を求めるのです。 

私はあなた方に精神的な対話について多くを語り、あなた方が優れた方法でそれを使うことを学ぶと言い、あなた方は
この願望に屈することになるのです。 

82 私は、あなた方が諸国の光となるよう準備します。覚悟しなさい。この時のわが言葉は、遺言書、そこにある最高
の書物となるであろう。--あなたがたの手の中、心の中以上に、私はあなたがたに完全な知識を明らかにしたのだから。 
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83 第二の時代、私があなた方のために命を捨て、私の体が子羊のように犠牲になったように、第三の時代、私はすべ
ての魂のために光として自らを捧げるだろう。自分を整え、わたしを理解する弟子は幸いである。その心は、わたしの永遠
の住処となる。 

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 292 
1 知恵の輪の別のページを受け取る。このメッセージは、精神的に成長し、私のワークにさらに没頭することができ

る次の世代に伝えることを請求します。その世代は、精神化の種を携えて、人の心に平和の楽園を築くことを使命とするの
である。 

2 現在の人々 には偉大な教えを与えたが、明日の人々 、つまり私の未来の弟子たちには、さらに偉大な啓示を留保し
てある。 

3 この世界の外には何があるのか、宇宙を周回する星々 はあなたの世界と同じなのかと、あなたはよく私に尋ねまし
た。あなた方の好奇心に対する私の答えは、神秘のベールを完全に取り除いたわけではありません。なぜなら、あなた方は
まだ理解するのに必要な発達も、他の世界と調和するために絶対に必要な霊性も持っていないようだからです。あなたはま
だ、自分の住んでいる惑星が提供する教えを認識し、理解しておらず、すでに他の世界を探したいと思っています。同じ世
界の住人である自分たちの間で兄弟になれなかったあなたたちは、他の世界の存在を知りたいと願っているのです。今は、
「父の家には多くの屋敷がある」と第二の時代に話したことを思い出していただければ十分です。そして今、その言葉を裏
付けるように、宇宙の住人はあなた方だけでなく、この星にも人が住んでいます。 

4 それは明日の世代に与えられ、異世界に近づくための門が開かれるのを見届け、彼らは父を正しく賞賛することで
しょう。 

5 善と愛、そこから慈愛と平和が花開き、神秘の扉を開く鍵となり、人々 は普遍的な調和への一歩を踏み出すのです
。 

6 善と愛は、あなたの生活、あなたの精神的な崇拝、あなたの科学、あなたの仕事に適用され、真の知恵に人間をも
たらすでしょう。 

7 今日、あなたがまだ孤立し、制限され、ハンディキャップを負っているのは、あなたの利己心が、魂の自由と高揚
のために努力することなく、「世界」のためだけに生きさせようとするからです。 

8 もし、人間の欠点から解放される前に、異世界に行くことを許されてしまったら、虚しい人間、つまり物質主義に
よって小さくなった人間はどうなってしまうのだろう。あなたなら、どんな種を蒔きますか？不和、過度な野心、虚栄心。 

9 あなたがたに言うが、すべての人が切望する知識と、心を苦しめ、好奇心をかき立てる疑問から心を解放する啓示
を得るためには、人は大いに自らを清め、見張り、祈らなければならないのだ。 

10 私の秘密を明かすのは科学だけではない、その知識欲は霊的な愛に触発される必要がある。 

11 ひとたび人々 の生活にスピリチュアリティが反映されれば、彼らは自分の世界を超えて探検するために努力する必
要さえなくなるでしょうし、同時に、より高い家に住む人々 から求められるようになるでしょう。 

12 この短いメッセージを残す。内容は、"誘惑に陥らないように、よく見て、祈りなさい "とだけ伝えたいのだ。 

13 今はまだ、自問自答を続けてください。神があなたに何を運命づけられているかを認識し理解するためには、魂の
力を知り、すべての人に解き明かすことが必要です。私はまだ、良いことをするのも、祈るのも、父を礼拝するのも、あま
りにぎこちなく見えます。 

14 自分の中に本当の宝物があり、自分でも疑わない能力や才能があるのに、無知ゆえに困窮者のように涙を流してい
るのです。祈りの力、想いの力について、あなたは何を知っていますか？精神と精神の対話の深い意味について、あなたは
何を知っていますか？何もない、物質的で地味な人類よ! 

15 まず、その才能を開花させることによって魂を高め、その後で、自分の世界と心を超えたところに存在するものを
知るために努力することです。 

16 人間の心は小さく、限界があります。霊魂だけが発見し、把握できるものを、なぜそれに託すのですか？ 

17 ああ、この地上の愚かな子供たちよ、私を師と仰がず、また多くの者が私を愛していると言いながら、私を信じよ
うともしなかった。今、あなたは、私が道であり、真理であり、命であることを告白するとき、ようやく私の言葉の真理を
理解するでしょう。 

18 弟子たちよ、人生は無限の知恵のレッスンのように過ぎ去り、あなたの魂は知識を増し、その結果、あなたはより
高い次元に到達するのだ。 

19 自分自身の行動を判断する。良心の声は常に真実を語る。自分がゆっくり進みすぎているのか、速く進みすぎてい
るのか、それとも立ち止まっているのか、それを理解させてくれるのです。 

20 自分を知り、自分を判断しようとする者は、自分にも他人にも正直でなければならない。すべての行動において、
彼は良心の「声」を聞き、人生の道を確実に歩むことができるのです。 

21 霊魂が肉体に勝利し始めると、非常に大きな満足感と自分自身への完全な信頼を経験することができます。 

22 しかし、マスターは、あなたが自分の作品の価値の大小についていくら洞察しても、この最後の審判では、最高の
裁判官である父だけが判断を下すことができると教えています。 
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23 良い仕事をした瞬間はその価値を知らないから、自分がした良いことを知ることはないだろう、と考えてはいけな
い。あなたがたに言っておくが、あなたがたの働きは、どれも報われないまま終わることはない。 

24 霊界に入れば、一見大したことのない小さな仕事が、善行の連鎖の始まりであることがいかに多いかに気づくだろ
う。その連鎖は、他の人がどんどん長くしていくが、それを始めた人は永遠に満足感に満たされる。 

25 私がこの時代にもたらした御言葉を心に蒔くあなた方は、このことをすべて知っているはずだ。その言葉が実を結
んだかどうか、その心の中で種が死んだかどうか、あるいは種を保存し広げる方法を知っているかどうか、知る由もないま
ま。道の終わりにたどり着くまで、すべてを経験することになるのです。 

その間に、働きなさい。仲間の間で善い行いを増やしなさい。私が託した種が彼らの働きの中で再生するように、彼ら
のために畑を整えなさい。 

26 遥かなる光に到達するための道である。あなたの魂を形作り、滑らかにする神の彫刻家である父が、完璧な形を与
えてくれる魂の道ほど長いものはありません。 

27 私は、あなたの旅支度が、あなたの使命を果たすために蒔くべき麦に不足しないように、長々 と話をするのです。 

28 神の民は再び人類の間に現れる-

人種で擬人化された民ではなく、血や人種や言語ではなく、御霊が決定的な意味を持つ、多数の、私の弟子たちの軍団であ
る。 

29 この人たちは、私の教義を文章で教えることにとどまりません。言葉に命があるためには、生きなければならない
。この人々 は、文章や書物を広めるだけでなく、実例や行いをも広めます。 

30 今日、私はあなたを不必要なもの、不純なもの、誤ったものから解放し、あなたの魂が舞い上がり、その作品を通
して証言することができるような、シンプルで純粋な生活を紹介します。 

31 時が来れば、私はわが民を人類に紹介する。主人が弟子たちを恥じることもなく、弟子たちが主人を否定すること
もないだろう。その時は、世界観の戦争の時と重なり、そこから平和の息吹のように、一筋の光のように、スピリチュアリ
ズムが立ち上がるでしょう。 

32 すでに父の正義は、人々 の地上の力、蓄積された財宝を求め、私の言葉が支配や普及のために支配権や物質的な富
を決して用いないことを理解させようとしているのである。 

33 その人類の道徳的、物質的な構造全体のうち、「一つの石も他の石の上に残さない」。なぜなら、この地上に「新
しい人」が現れるためには、あらゆる汚れを消し、あらゆる罪を取り除き、良い種を含んだものだけを残すことが必然だか
らです。 

34 私の存在と私の正義の輝きは全世界に見られ、その光の中で偶像は倒れ、慣習的な伝統は忘れられ、不毛な儀式は
放棄されるであろう。 

35 私を見ることができず、それでも最後に私を見たすべての人々 の魂から「新しい歌」が湧き出るだろう、なぜなら
彼らは自分の不完全さにもかかわらず私を求めたからだ、そしてあなたは、私を求める者はいつも私を見つけることを知っ
ている。 

36 わたしを否定した者、わたしを避けた者、わたしの名を隠した者、わたしの存在を認めようとしない者については
、これらの者はその報いを受けるだろう。 

その方法は、彼らの目を開かせ、真実をも見させるような試練を与えることです。 

37 ある者は不完全な想像のもとに私を愛し、ある者は私を否定することが、何の問題になろうか。 

38 偉大なる戦いは目前に迫っている、すべての武器を準備せよ。この戦いでは、支配者、聖職者、科学者、富裕層、
貧富の差など、すべての人が自分の役割を果たすことになる。 

39 裁きの時が来たとき、ソロモンの神殿には何が残っていたのでしょうか。良心に書かれた律法の知識のみ。儀式、
伝統、生け贄、供物、すべて消えた。聖所と祭壇は破壊されたが、律法と預言者の言葉は残された。なぜなら、彼らは人類
に新しい時代の準備をさせ、新しい種が芽吹くように畑を清めなければならなかったからだ。 

40 イスラエルの民が不死身だと思っていたあのエルサレムも、彼らの誇りであった神殿も破壊された。これは、私が
人の間に君臨するようになったからだ。しかし、私の王国はこの世のものではないので、人間の心の中に霊的な聖域を建設
するために、物質的な神殿を破壊する必要があったのだ。 

41 当時の私の使徒たちが、物質的なものには何も建てず、心の中に信仰と徳と愛の神殿を建て、それが言葉、霊、仕
事、真理を表現していた理由を理解するように。金も香も典礼も、彼らには存在しなかったのだ。病人に手をかけると、ガ
スがかかった。彼らがキリストの教えを語るとき、大勢の人々 の魂の中に聖域を築いたのです。彼らが十字架について語る
とき、それは魂の中に火の印のように残った。 

42 「私の王国はこの世のものではない」と、もう一度言います。聖霊の神殿には、物質的な基礎もなければ、地上に
祭壇もない。 

43 この時代、人類が作り出したあらゆる外道カルトの破壊を見るとき、多くの人が 

"なぜ神はこんなことを許したのか？"と恐る恐る尋ねるのを見ることになるでしょう。彼らは、自分たちの都市が破壊され
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たときにユダヤ人たちがしたのと同じ質問を自分たちに投げかけるだろう。そして、私の民が答え、宣言し、人々 に新しい
時代の到来と新しい種が広がろうとしていることを明らかにするのだ。 

44 土はしっとりとして、私の種蒔きの種を受け入れる準備ができている。ここで、種蒔きの責任について考えるのが
適切であろう。人類が狂信的で無意味な崇拝から解放された後、この人々 が新しい偶像崇拝を携えてやって来るのは正しい
ことだろうか？いや、愛弟子、弟子たちよ。そのため、旅のすべてのステップにレッスンと試練があります。 

45 素晴らしいのは、あなたの運命ですしかし、悲惨な前兆に支配されることなく、近づいている苦難の日々 は、人間
の覚醒と浄化のために必要であり、それなくしては、精神化の時代の勝利の到来を体験することはできないと考え、勇気と
希望に満ちていてください。 

46 逆境に負けない心、落ち込まない心、そして健康管理。私のことを話し、信仰と希望に火をつける私の教えを示す
ことによって、あなたの兄弟姉妹の精神を励ましてください。 

47 多くの人がどれほど落ち込んで生きているかを見てください。彼らは、生きるための闘争に敗北することを許した
存在なのだ。彼らは早くから老いて灰色になり、顔は枯れ、表情は憂いを帯びています。しかし、強いはずの者が弱ければ
、若さは枯れ、子供たちは周囲に憂いを見るだけとなる。 

48 皆さん、つかの間ではありますが、健全な楽しみを奪われることはありません。そうすれば、もっと美味しく、も
っと充実したパンが食べられるでしょう。 

49 私の言葉から、私があなた方に望んでいるのは、自信、信仰、楽観主義、心の平和と強さであり、あなた方の苦難
と問題にもかかわらず、心に苦みがあってはならないということです。もし、あなたの心が苦しみや心配、不満でいっぱい
だったら、それを必要としている人にどんな親切や励ましを与えることができるでしょうか？ 

50 試練の時こそ、高揚感、信仰心、謙虚さの最良の模範を示すべきです。 

51 自分の人生にこの霊性を与えることができる者は、常に平安を感じ、眠っているときでさえ、その眠りは穏やかで
安らかなもので、魂が肉体からあの世の方向へと離れ、そこから神の力の流れを受け取り、自らを養い、肉体がそれに参加
するのを許すために使う。 

52 私の予言はあなたの人生を暗くするだけだと言う人はいない。それどころか、私の言葉はあなたを暗さから救って
くれる。苦境に立たされても弱音を吐かないように、私が準備しておいたことを理解してください。 

53 戦いが近づいていることを知っても、あなたの精神は臆病になってはいけないし、あなたの世界に平和が戻ってく
ることを疑ってはいけないのです。 

54 私はすでに、あなた方がひとつの世界の終わりと、もうひとつの世界の始まりにいることを告げました。地球は変
わらず、自然も変わらず、光も変わらず、しかし人類の生き方は異なり、その目標、苦悩、理想も異なるだろう。正義と真
実が勝つのです。 

55 その時代の人類に転生した魂は、その大多数が善に傾倒しているので、悪に傾倒した人間が現れたら、いかに強大
な力をもってしても、彼らの前に示された真理の光に屈しなければならないだろう--

現在とはまったく逆のことが起こっているのである。なぜなら、腐敗した者が多数派であるため、彼らは悪から、善を窒息
させ、感染させ、包含する力を作り出したからである。 

56 あなたの世界は、これからも魂の試金石であり、闘争と賠償の世界である。それでも、あなたの地上は、ここから
出発して、正しい人の家に近づく高貴な魂を私に提供することはできません。しかし、この地の谷間は、そこに住まうべき
偉大な魂を収容することはできない。魂がゆっくりと上昇する過程で、無心で始めた作品や借りを返さない作品を残すため
、絶え間なく輪廻転生する世界なのです。 

57 明日、この地球は、その住民の働きの中に美しい霊の花を私に捧げ、これらは、父と隣人への愛の忍耐の人生の後
に刈り取る熟した果実を私のもとに持ってくるでしょう。 

58 明日、地球に住むのはあなた方の子供たちだと思わないのですか。そして、自分が達成したことよりも良いものを
子供たちに望むのか？"はい、父上 

"と、あなたの心が私に言っています。この愛と慈悲に満ちた思想を自分の中に持っているのだから、彼らの道を清め、滑
らかにしてあげなさい。あなたの足跡を見つけ、あなたが残したささやかな遺産を集め、その世代に高く評価されるように
したい。 

59 名前が忘れ去られようとも、意義があるのは作品であり、あなたが切り拓いてきた道が刻まれるのだから。 

60 この痕跡を消すことができるのは誰でしょう。これを保存し、保護するのは私の正義なのですから。 

61 スピリチュアリズムがどれだけ多くの秘密を説明し、どれだけ多くの美しい啓示を与えてくれるかをご覧ください
。 

62 七つの封印の書」があなた方の魂に降り注ぐ光線である。第六の封印の内容を語るのは子羊の声であり、その内容
を知らしめる。 

63 小羊だけが、神の深い謎を突き抜けて、その知恵を主の子らに明らかにするのです。 
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64 第三の時代の弟子であるあなた方は、すでに受け取ったものを完全に理解したら、すぐにこのメッセージの良い知
らせを広めるために出発することになる。その内容は、全人類のために運命づけられている。 

65 このような偉大な物質主義の中にあって、わが再臨の約束を覚え、預言者の言葉を研究し、人生の出来事を調査す
る人々 もいることに気づきなさい。それは、私がまもなく来るのか、私が存在しているのか、あるいは、私がそこにいてす
でに去ってしまったのかを知りたいからである。 

66 この顕現において私を経験し、長い間それを喜んできたあなた方に、私は言う。"人間、あなたの兄弟姉妹を憐れ
みなさい "と。 

67 多くの人が喜びを持って受け止められるような福音を伝えることができるように、自分自身を準備するのです。私
が「多くの人に」と言うのは、「すべての人に」ではなく、「最初の時代」に神から啓示されたものと、キリストが人にも
たらしたもので十分だと言う人がいるかもしれないからです。その時、あなた方の唇は、私に動かされ、触発されて、不信
心な人々 に、過去の時代に神から人に与えられた全真理を知るためには、新しい啓示を知ることが必要であると告げるので
ある。 

68 嘲笑や厳しい判断に身をさらすことなく、どうやって仲間に自分の意見を聞いてもらうか。この真理を伝える真の
使徒として自らを準備し、この光を心に抱いて、影もなく傷もなく人の魂に与えるようにと戒めることである。 

69 あなた方は地上の人々 の救済者となるのではなく、この世界とすべての世界、あなた方とすべての魂の救済者であ
り救い主であるマスターと協力するのだ。 

70 私は自分の仕事を喜びたい。父が御霊の輝きを与えてくださったすべての人々 から愛され、理解されていると感じ
たいのです。私は、すべての人が私のもとに来て、私の王国から、神聖な仕事の栄光を見せ、そして、この観想の中で、主
へと続くすべての道を旅したという至高の至福を体験してほしいと願っている。 

71 私の仕事は永遠である。あなた方の間で私の言葉が完成することは、終わりを意味するのではなく、むしろあなた
方の闘争の始まりを意味するのだ。 

72 しかし、私の霊感が彼らの心に光を与え、彼らの口から出た言葉を理解させ、大勢の人々 にどう解釈させるかを知
ることができるようになる。 

73 これらの心を通してわが霊を顕現させた目的は、まさにこれらの教えを通して、あなた方が後に霊から霊へと私を
求めることを学ぶためであった。 

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 293 
1 私の愛は、無限の太陽のようにあなたを照らし、あなたを包み込みます。 

2 私はここにいて、あなたの心に、心に快く、霊魂に最も愛らしく、あなたの口に苦味を残さない、みことばとなっ
た私の思いを注ぎ込むのだ。 

3 蜂が蜜の巣を作って一滴ずつ蜜で満たすように、私が自分を知らせ、わが言葉を与える小さな子供たちは、その唇
から出る本質で一滴ずつ、霊的な愛を熱望する民の心を満たすのです。 

4 まだ、わが民の数は少ないが、あたかも大勢であるかのように、わが指示を与える。私の愛は、この少ない人数で
は止められなかった。なぜなら、マスターには偏見が存在しないし、存在し得ないからだ。偏見は利己的な人間に特有なの
だ。 

5 試練と葛藤、疑いと不安、苦難と痛みに苛まれる人々 よ、救い主の光へようこそ。 

6 私は、第二の時代に来たように、肉体と精神の病気を治す医者として、あなたのもとにやってきました。 

7 重大な問題に苛まれ、貧困に落ち込み、試練の苦しみに怯えるとき、あなたはわがみことばに自分の痛みを癒す言
葉を求める。そして、私はあなたの心に触れ、私に隠されたものは何もないことを証明する。私の平和をあなた方に注ぎ、
私の教えという極上の宴を与え、人生、闘い、償いの道へと再び力強く送り出してやるのだ。 

8 私の教えの中で、あなた方は試練の中で、信仰と希望と忍耐と不屈の精神をささげること、そして残りはあなた方
の父の愛によってなされることを学ぶのです。 

9 私に信頼する者は絶望することができない。主の愛と慈悲を信頼する方法を知っていた者には、なんと甘い報いが
あることだろう。 

10 私は、あなたが泣くとき、あなたの心に寄り添う者である。私はキリストであり、キリストは愛という意味です。 

11 それゆえ、私は愛するあなた方を癒し、励まします。わたしが、最も用意のできた者、最も熱心な者、わがことば
の理解の最も進んだ者の中からわがものを選び、わが最初の使者、わが最初の証人、また霊から霊へと父と交わる最初の者
となるときが来るからである」。 

12 しかし、ある者を選び、ある者を拒むことが私の喜びであるとは思わないでほしい、決してそうではないのだ、弟
子たちよ。しかし、わたしは、あなたがたが徐々 に身につけ、わたしに仕えることができるようになるために必要な装備の
程度に応じて、あなたがたを利用するのである。 

13 今日、覚悟を決めた者が人間の知性という能力によって霊的な発現に到達したように、私の声が天のハーモニーの
ようにあなたの魂に届き、私の啓示の知恵と私の霊が送る光り輝く霊感によってあなたの知性を驚かせ感嘆させる時が来る
でしょう。 

14 この時が来ることを疑わないでください。この時間を未来のものではなく、現在のものにするために、あなたの熱
意と愛に大きく依存しています。 

15 しかし、私が今、あなた方の友愛の声の担い手の謙虚な心を通して与えているものを、小さく考えてはいけない。
私の教えは、あなたの魂が発展し、精神から精神への対話を期待できるように、あなたを訓練するためです。ああ、もしあ
なたがマスターの言葉のひとつひとつに隠された意味を求めることができたなら、どんなに多くの驚くべき啓示を見つける
ことができることでしょう。あなた方の生活に適用するために、どれだけの光が与えられることでしょう。 

16 この仕事の弟子であり、この言葉の証人であるあなた方に、あなた方は師から、もし私が人間の心を通してあなた
方に明らかにしたこの教えを理解せず、従わないならば、あなた方の霊に約束された新しい教えに進むことはできない、そ
れは、外側の手段や形を必要とせずに内面で師と弟子の間で直接行われるのだ、と言われているのです。 

17 あなたはまだ、私が現在与えている指導のレベルに達していない。それなのに、すでにその恵みの贈り物を持ちた
いと思っているのか？ 

18 もしあなたが私の言葉が要求する程度の進歩を遂げたなら、あなたは自分の霊魂の光の中で仕事をし、あなたの有
益な影響を他の人に感じさせるでしょう。しかし、そうではないので、非常に残念なことに、レッスンは繰り返されます。 

19 一つの神霊の三つの異なる顕現が、三つの時代に分けられた時間の中で、人間が神から受けた啓示であった。あな
たが「至聖三位一体」と間違って呼んでいるもの、あなたが理解できずに説明できなかったものを、私は何度も何度も説明
してきました。 

20 あなた方が父と呼ぶものは神の絶対的な力、普遍的な創造主、唯一の無創造のものであり、あなた方が子と呼ぶも
のはキリスト、すなわち被造物に対する父の完全な愛の啓示であり、あなた方が聖霊と呼ぶものは神があなた方の霊が私の
啓示をよりよく理解できるようになったこの時に光として送る知恵であると説明した。 

21 その聖霊の光、神の知恵は、やがてあなたが見ているこの第三の時代に君臨し、霊性を必要とし、真実を渇望し、
愛に飢えている人類の心を照らすことでしょう。 

22 わたしは人の間に三つの王国を定めたが、それらはやがて一つになる。 

23 第一は力と法の力、第二は愛の力、第三は知恵の力である。 
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24 人間がそれぞれの「国」で私がもたらした法、教え、啓示に従って生きるようになれば、天の国が人間の心に浸透
したと正直に言うことができるようになる。 

25 一人の神が、三つの異なる側面を持ちながら、人間に御自身を現されたことも、同様に真実である。その最初の時
代の御父の働きの中に愛を探せば見つかり、知恵の光を探せば同様に発見できる。ちょうど、キリストの働きと言葉の中に
、愛だけでなく力と知恵にも出会うことができるのだ。もし、あなたが今、聖霊の働きの中に、力、律法、威力と、愛、優
しさ、癒しのバームを発見するとしたら、何が不思議でしょうか？ 

26 これは最高の王国です。光のためではなく、これは常に同じだからですが、人々 はより高い生活をすることができ
るのです。 

27 それは、心と魂を照らす光の王国、つまり人類を変革する光となるでしょう。その輝きは、私を否定した者はもは
や否定しなくなり、愚かな者はその愚かさを捨て、明るい日の光の中で、大空のように澄んだ真理を見るようになるのです
。 

28 その間に、私は、時が来れば、霊化の働き手として私に仕える善意の心で構成された民を、他の人間から取り除か
なければならないのだ。ここで、沈黙と謙遜のうちに、私は彼らを準備し、指導する。 

29 農夫が土地を耕すように、職人が仕事に打ち込むように、学者が思索に没頭するように、哲学者が夢に没頭するよ
うに、すべての人が哀しみと絶望の中で命をかけて闘うように、私も民を創るのである。霊性、平和、善良さ、人生につい
てのより高い知識に感化され、良い種をまく人のように働き、見守り、学者のように労し、哲学者のように夢を持ち、人類
が日々 のパンを求めて苦労するように、魂の真の栄養を求めて苦労する人たちです。 

30 真の霊能者は、霊の法則と物質の法則を統合し、それを徳の高い、良心的な、高い生活水準にする人でしょう。 

31 今日、あなた方は私の小さな弟子です。孤独な瞑想の中で、徐々 に魂を形成し、その後、仲間の幸福を達成するの
を助けることができるようになるのです。 

32 イエスの弟子とは、みことばによって征服し、納得させ、慰め、高揚させ、目覚めさせ、征服された者を自分自身
と逆境に打ち勝つ者とする者である。 

33 キリストの使徒は、自分の苦しみや心配ばかりを考えて、利己的な心を持ち続けることはできません。自分のこと
を心配せず、他の人のことを考え、自分は何も怠っていないという絶対的な確信を持っています。なぜなら、自分のことを
捨てて、霊的な援助を必要としている主の子供のために献身する人を、父はすぐに援助してくださるからです。また、我を
忘れて隣人に希望の微笑み、悲しみの慰め、痛みの癒しの一滴をもたらす者は、その帰りに祝福と喜びと平和の光で自分の
家が照らされるのを見出すことができる。 

34 人々 が隣人の兄弟姉妹のように、そして全地球の子供たちの親のように少しでも感じたら、私の教えの中でしっか
りとした一歩を踏み出したことになるのでしょう。 

35 その力と原点が愛にある、生命の偉大な科学について知っている人はどれほど少ないことでしょう。 

36 私の教えに含まれる神の教えに基づいて善良であることを学ぶ者は、食卓に座るすべての人にそれを配って食べる
ために、食卓の上で分けられたパンのようにならなければならない。 

37 あなたがまだ完全に善で満たされておらず、自分の霊的進歩をないがしろにしている限り、つまり、他人の行動を
検閲し非難することに心を奪われている限り、あなたは私の愛の道を歩いていると主張することはできないのです。 

38 あなたの心と思考を浄化しない限り、あなたは私の光があなたの存在に到達し、浸透するのを妨害することになる
と確信してください。悪い考え、言葉、感情は、すべての純粋さであるこの光があなたの魂に宿るための障害となるからで
す。 

39 私があなたの心に入ることができるように、あなたはフラットをきれいにしなければなりません - 

しかし、一瞬だけでなく、永遠に。あなたの心の秘密の部屋に住まわせてほしい。しかし、ほんのわずかな時間だけ、あな
たの準備が続く間だけ、あなたの情熱が目覚めたらすぐに捨てられるように、私を呼ぶのはやめてください。 

40 世間とその誘惑は強いので、葛藤や試練の中で意志が弱くならないように、善意はさらに強くなければなりません
。 

41 時々 、私のレッスンを繰り返すのは、あなたの魂を敏感にさせ、あなたの心を震わせたいからです。もし私がこの
ように行動しなければ、あなた方はわが言葉の真理について誤った考えに陥ってしまうだろう。古代のイスラエルの民が、
自分たちの神の中に、どうしようもない正義、厳しさ、過酷さだけを見、それゆえ、自分たちの主をこのように考えていた
からこそ、神の律法に従わせたのは、罰の恐怖だったということを覚えているだろうか。 

42 あなた方は、父なる神の人類に対する無限の愛を知ったのですから、すでにその誤りを知っているのです。 

43 あなたがたはすでに神の中に、完全で無尽蔵の愛の父よりも劣る裁きを見ているのだ。その誤りとは、道徳的、霊
的に自分を向上させる努力をしないこと、あるいは、父がすべての愛の上におられ、あなたを許してくださると信じて、絶
えず悲痛な罪を犯すことを心配しないことであります。 

44 確かに、神は愛であり、どんなに重い罪も赦されないことはない。しかし、この神の愛から、どうしようもない正
義が生まれることをよく知るべきです。私の教えを知識として自分の中に取り入れたものが真理と一致するように、そして
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自分の中に存在しうるすべての誤った考えを破壊するように、これらすべてを意識してください。御父の愛によって赦され
ても、赦されたにもかかわらず、その汚れはあなたの魂に刻み込まれたままであり、あなたは功績によってそれを洗い流し
、赦した愛に報いなければならないことを忘れてはならないのです。 

45 あなたは、自分の悪い行い、罪に目をつぶり、不要な重荷を背負って、他人の家に預けようとする傾向がありまし
た。しかし、その汚れを心に刻み込んだ者ほど、その汚れを洗い流せる者はいないことを、やがて理解することになる。 

46 救いの門であり、あなたを待っている恵みの源であるにもかかわらず、なぜあなたの歩みは遅いのでしょうか。そ
れは、神への信仰の冷たさ、世俗的な猜疑心に感染し、時には、私の慈悲に何も期待しなくなった人々 のように感じてしま
うからです。 

47 今日、私の話を聞く人たち、つまり、快楽に満ちたはかない人生に幸福を求める人たちよ、本当に言おう、あなた
方の努力の結果がいかに自分の幻想と違っているか、それを経験するとき、最後には苦い思いと良心の呵責だけがあなた方
の口の中に残るだろう、と。 

48 まことにあなたがたに告げますが、生きるにも、もがくにも、楽しむにも、苦しむにも、死ぬにも、魂を杖のよう
に寄りかからなければ耐えられないでしょうし、魂は常に良心の声を聞かなければならないのです。 

49 必要な強さは、信仰の中でしか得られない。 

50 苦痛と苦悩で暗くなった苦悩する人類よ。目を開いて、光の王国の到来を見よ。今日まで眠っている魂と心を目覚
めさせるために、真理の霊が降臨するのだ。 

51 キリストは、神と人との仲介者である聖霊において、あなたに語りかけているのです。キリストは「言葉」であり
、神の言葉であり、愛と真実の言葉だからです。今日、私は、私の言葉をあなたに明らかにすることができる無数の形態の
一つであなたに話します。明日、この啓示の形式が終わるとき、わが言葉は書き記されるであろう。そうして、書き物とし
て、地方から地方へ、家庭から家庭へ、心から心へと伝わり、ある者は目覚めさせ、ある者は改心させ、ある者は慰めるで
あろう。このことも、あなた方に伝えなければならないが。ある者はメッセージを受け入れないまま、ある者はメッセージ
を冒涜する。 

でも、そんなことはどうでもいいんですよ、みなさん。大衆が聖典を通じて私の言葉を熱心に求める時代が来るだろう
。ここにいるこの民も、人生の砂漠でマナであったその言葉の意味と響きを思い出したいとき、あなたが私の言葉を書いた
ページを愛と敬愛をもって集めるでしょう。 

52 かつて、人類が愛に飢えているのを見て、私はそれを教えたように、人間は霊的な知恵を必要としています。 

53 神にとって「不可能」はない。人は神を必要とし、神は人のもとに来たのだ。彼はより高い知識を必要とし、主は
彼に深い教訓を明らかにされました。彼は信仰を強める必要があり、父はまさに愛する子の信仰を強めたのです。 

54 この第三の時代に、あなた方の耳が証言し、あなた方の心が感じた形で、私が自分自身を知らせることは、あなた
方にとって驚くことではないはずです。 

55 今日、あなたたちは人間の中に受肉した私を見たわけではない。キリストの存在は、わが子たちの何人かに課題と
して与えられたインスピレーションとわが霊とつながる能力を通じて、三度目の時に明らかにされるのだ。 

56 人々 が大混乱に陥ったのは、神が以前の時代に明らかにしたことを誤って解釈したためであり、自分たちのために
あるものに立ち入ることができなかったためである。 

理解しがたいものを突き通すには、彼らの唯物論の壁の向こうにある永遠の光を見る霊力が不足しているからだ。 

57 あなた方の光、つまり知恵や愛や高揚を意味する光の絶え間ない欠如を鑑みて、私は来なければならなかったので
す。 

58 この光を与えるために、私は人間としてあなた方と一緒にいることは適切ではありませんでした。あなた方を霊化
に向かわせるためには、あなた方の信仰と愛のために、霊的な、目に見えない、しかし具体的な形で私の存在を明らかにす
ることが必要だったからです。 

59 この第三の時代における聖霊の到来は、第一の時代に自然の力を通して御自身を現されたあの力強く正義を愛する
エホバである神と、第二の時代の初めに御父が語られた、真の人間である愛なるイエスの霊的顕現なのである。今日、私は
再び人類のもとに来たが、霊として来たのだ。 

の接続が可能です。 

60 光の時代。その明晰さは、あなたが理解できないと思っていたことを理解させてくれるでしょう。皆さんの心の中
に、過去の教訓のエッセンスを残していきます。しかし、あなたが周囲で育てた狂信は、人類が進化の道を歩み続けた瞬間
に、人類自身によって破壊されるでしょう。 

61 私は、宗教団体や信条によってあなた方を区別することをやめずに、ここですべての人に語りかけているのです。
精神的な分裂と分派が人々 を生み出し、互いに非難し合い、争い、真理を否定するのは彼らです。 

62 私はすべての人を愛し、すべての人を求めます。真理と法則を何にしたのか？そのことを非難するつもりはありま
せん。それどころか、あなた方の理解、進歩、精神化の程度が違うから許されたのです。しかし、ある宗教団体が他の宗教
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団体を敵とみなし、互いに脅し、傷つけ、殺すということは、私の教えでは決して行われていません。このような行動をと
る者は、真理の擁護者ではなく、真理の敵であると言っているのです。 

63 誰も罪から解放されていないのに、なぜあなた方は敵同士なのですか？なぜ、他の人が完璧を求め、父に近づこう
とする方法と戦うのか？自分が真理をもたらし、神と共にあると言える人、自分が救われていると信じる人、そして滅びる
運命にある人は誰でしょうか。 

64 まだお互いを批判し合うなんて、なんて愚かなんでしょう。 

65 あなたがたは恥ずかしくないのか、光の満ちている時に罪を犯し、魂はすでに人間の不幸を乗り越えているはずな
のに。 

66 人々 よ、ここに聖霊の声があり、あなた方の知性による神の霊的顕現があり、あなた方に新しい律法でも新しい教
義でもなく、父とつながり、神を受け入れ、神を礼拝するための新しい、より進んだ、より霊的で完全な方法を明らかにし
ているのである。 

67 もし主が「心を尽くし、魂を尽くして神を愛し、自分のように隣人を愛さねばならない」と言われ、師が愛の教義
を説かれたとしたら、同じ源から聞こえるこの霊声は、愛の法則にしがみつけと言う。なぜなら、愛の法則には世界の最強
の軍隊でさえも持たない力があり、その征服は確実で持続する。 

68 人類は不幸の中にあり、人間の心は乱れ、人間が地上で得た能力のために高慢になっている。その解決策はいつで
も手の届くところにあったのだが、彼はそれを拒んできた。その救済策がスピリチュアルな知識なのです。 

69 私は、目覚め、何が起こっているかを自覚している人たちこそ、神の霊に向かって人々 の信仰の灯をともすのにふ
さわしいと言うのです。 

70 あなたの魂は、今日までほとんど知られていないその能力、才能、可能性に従って展開しなければならないことを
理解すること。 

71 私の言葉は、あなたの過去や霊的な未来について、あなたを良い目的地に導かないような詳細を明らかにするもの
ではありません。しかし、私は、あなた方が派遣された世界の中で自分の任務を果たすことを教えているのです。 

72 したがって、魂の人生におけるあなたの過去や未来について語ることで、あなたを感動させようとする人がいます
が、そのような考えをすべて軽んじてください。 

73 弟子たちよ、精神化によって良心がより明瞭に自己を認識することができるようになり、この賢明な声を聞く者は
欺かれることがないことを知るがよい。 

74 良心は親しみやすい声であり、父として、主人として、裁判官として、主がその光を輝かせるための光なのです。 

75 私はあなた方を罰しているのではなく、あなた方が自らを清めているのだと、試練の中であなた方の良心に語らせ
ること。また、恐怖を引き起こす自然の力が解き放たれたとき、それを神からの罰だと言って冒涜するのではなく、あなた
方を清めるための試練なのだと、あなた方は言うのである。 

76 魂の純粋さだけが、その光の衣の輝きを放たせることができるのです。 

77 隣人への愛の実践を通じて、自分が浄化されるように努力しなさい。 

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 294 
1 このような困難で悲しい時代に、私の仕事は、難破した人のための灯台のように、弱い人のための盾のように、困

窮した人のための食糧を満載した旅の束のようなものでしょう。- 

私は精神的なことを比喩的に話しているのです。人はパンのみによって生きるのではなく、私の言葉によっても生きるのだ
と、私はすでにあなたがたに告げたからである。 

2 この真理の意味を理解することが必要なのです。身も心も病んでいる多くの人々 が、あなたの前を通り過ぎるから
です。しかし、本当に言っておくが、彼らの肉体的な必要性は、魂の必要性よりも大きいことはない。それは、不幸、飢え
、裸、寒さ、恐怖、暗闇からなるものだからです。 

3 心の中を覗いて、その人が何を持ち、何を隠し、何を必要としているかを知るには、どれほどの覚悟が必要なのだ
ろう。私は、魂に栄養を与え、癒し、光を与え、上方への進化への道を示すよう、あなた方に教えた。 

4 この言葉を聞いて心に刻む者は、魂の導き手、医者、カウンセラーになることができるのです。その言葉には、光
を必要とする同胞に、安らぎと慰めを与える賜物があることでしょう。 

5 あなたが病人を癒し、神の言葉を聞かせるとき、あなたの声に揺さぶられ、深い眠りから目覚めた人々 が、自分で
も気づかないうちに持っていた宝物や贈り物を発見し、多くの魂が復活するのを目撃することでしょう。そのとき、彼らは
自分が父の相続人であることを実感し、心に大きな喜びを感じることでしょう。 

6 長い間、彼らは主との距離を感じていた。しかし、その最も愛に満ちた父からの使者である兄弟の一言で、彼らの
全身が愛と生命で輝きだしたのです。 

7 私の呼びかけは、ひとつのハートから次のハートへと伝わり、すべての人に届くことでしょう。同じように、私の
霊的存在の知らせがあなた方の間で静かに広まり、「第三の時」が来たという知識が伝わっています。 

8 私の来訪を自慢しないでほしいし、私のメッセージを広めるために、精神性とは無縁のそのような手段を使ってほ
しいのです。 

9 私の使徒たちを例にとれば、愛の業と光に満ちた言葉と、真理を反映した著作によって、神なる師であるキリスト
が彼らとともにおられたことを地上のすべての民衆に証ししたのである。 

10 弱い人間は、自分の力で救いを得ようとはしない。私が求めるのは犠牲なのか？極めて単純なことだが、私は君た
ち一人ひとりにその任務を託した。しかし、それはあなたの力を超えた重さの十字架として、あなたの前に現れるのです。 

11 もし、私があなたがたに何らかの試練を与えると、あなたがたは絶望し、たとえそれが軽いものであっても、わが
意志に反抗する。 

12 私が愛する息子の命を要求し、私に従おうとしていたアブラハムはどこにいるのか。民衆に続いて砂漠を渡ったモ
ーゼのような強さと信念を、私はどこに見出すことができるだろうか。そして、私の使徒たちが、主人の残した足跡を死ぬ
まで追い続けた誠実さ。 

13 見なさい、わたしはあなたがたに、子らの命も求めず、わたしの名のもとに血を捧げることも求めない。それなの
に、わたしがあなたがたに託した使命は、あなたがたには難しく思われ、それを拒む者が多いのだ。 

14 私はただ、善を行い、隣人の役に立つことで、あなたの魂に永遠の平和をもたらし、あなたの同胞が霊化の山を登
るのを助ける手段を示しただけです。 

15 あなたの良心の声を聞かせ、それに耳を傾け、そして、私があなたに託したこの使命があなたにとってくびきであ
るかどうかを私に告げなさい。もし、あなたがたがいつもその内なる声を聞くことができるならば、あなたがたは後悔の涙
を流して、わたしにこう言わなければならないでしょう：わたしたちはあなたになんと恩知らずなことをしたことか、そし
て、自分自身になんと不公平なことをしたことか。 

16 このような反省をし、自分の使命を優しさと愛で果たすという固い決意が心の中にできたとき、あなたは父の祝福
を受けながら、魂の中に父の光を感じることでしょう。 

17 私はあなた方の前に進み、あなた方の歩みを導き、計り知れないほど大きな灯台のようにあなた方の道を照らすか
らだ。 

18 今日のこの教えを、師匠からの非難とするならば、そのように受け止めてください。しかし、もしあなたが底辺に
行くならば、そこには私の正義、私の愛、そして私の仕事の中であなたに託された部分に対する私の熱意があることでしょ
う。 

19 今が「第三の時」であり、「霊的な光の時代」であることに気づいてください。 

20 あなた方は多くの出来事を目撃し、多くの啓示を受ける恵みを受けるので、元気でいてください。 

21 あなたの心は硬くなく、あなたの脳は私の愛に閉ざされていない、あなたの魂は眠っていないのです。あなたの目
を光に開き、感覚を研ぎ澄ませば、私の霊と霊界の徴候、呼びかけ、顕現があなたがたに知らされるでしょう。 

22 すべての被造物にとって、精神的な解放の日はこの時に定められている。それは、世界の奴隷、誘惑の奴隷、肉体
とその快楽の崇拝者であることを永遠にやめる時である。 
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23 魂がこの世の虚栄を捨て、霊化という価値あるマントを身にまとうからこそ、偽りの装身具があなたのもとから落
ちるのです。 

24 この間、私の言葉を聞いた人のうち、どれだけの人が、自分の解放の日こそ、最初にその声を聞いた日だったでし
ょう！？信仰への復活の奇跡を覚えた祝福の日を、どれほどの愛で記憶に刻み込んだことでしょう。 

25 多くの涙を流しながらも、待つことを知る者は幸いである。罪を犯しても、その後に進んで身を浄める者は幸いで
ある。なぜなら、彼らは私の言葉が自分の心に来ることを前もって察知していたからである。彼らは、最初に私の出現に立
ち会った日から、私の最初の言葉から、私を感じ、認識することができました。人生の苦しみや不幸によって敏感になった
彼らの心の糸に、私がエッセンスで触れると、彼らは師の神聖な命脈が全身を流れるのを感じ、強くなると同時に、魂から
不幸、汚れ、悪徳、苦しみ、闇、穢れが落ち、その後は真実という光の魂にふさわしい衣を身にまとったのです。 

26 私のもとには、霊的な生命を失ってしまった人たちが集まってきました。しかし、彼らが去ったとき、彼らは信仰
に改心し、どちらが本当の道なのかをようやく知った者として去ったのです。信仰は魂の羅針盤だからです。 

27 信仰に立ち上がるとき、魂は言いようのない幸福感に包まれるのですしかし、それだけでなく、こうして生き返っ
た人たちには、さらに多くのことが待ち受けていた。それは、師匠から教わったように、自分の行く先で「死者」を蘇らせ
ることができ、人生の目標を定めずに彷徨う地球人たちに、その方向を示すことができるという幸福感だった。 

28 隣人を救ったことのない者、失った信仰や健康を回復させたことのない者は、その魂の喜びを想像することができ
ないだろう。それなら、救い主であり、慰めであり、主人であり、すべての魂の永遠の復活である喜びを、いったい誰が想
像できるでしょうか。しかし、私はこの喜びを自分だけのために取っておいたわけではない。私は、私の属性のそれぞれを
あなたたちと分かち合い、救い、癒し、慰め、新しい命をもたらすことをあなたたちに教えたのである。私の喜びがすべて
の人の喜びとなるように、私の天の国がすべての人を待ち望んでいるのと同じように。 

29 人々 、もしあなたがより高い力があなたの存在を抱きしめていると感じるなら、それはあなたが今、私の存在を感
じているためです。魂を整え、肉体を受容するのです。ですから、今この瞬間、私の言葉に動かされて、あなたは私の霊か
ら放たれる力を享受しているのです。考えてみてください。もし、あなたが人生のすべての瞬間にこの霊性を持っていたら
、私の存在をどこでも感じ取ることができるはずです。そうすれば、私の正義があなたの人生に完全に現れていることがわ
かるでしょう。 

30 私は今、地球の民を裁き、私の光ですべての魂に触れているのです。しかし、その裁きが来たことを自覚している
人はごくわずかであり、過去の時代にすでに告げられたその時の存在を疑う人はさらに少数である。 

31 私はすべての人に、自分の良心に照らして自分の人生を吟味し、改めるべきことがあれば、悔い改めて新しくする
ために必要な時間を与えた。政治や立法を行う者にも、人類を精神的に導く者にも、科学者や知識を与える者にも、私は準
備の時間を与えたのだ。すべての人は、私の正義が問いかける質問に答えなければならないからです。 

32 もし現代の人々 がそれほど硬く冷淡でなければ、間違いなく霊界からのメッセージを常に受け取り、時には人間の
覚醒のために絶え間なく働く大勢の存在に囲まれ、決して孤独ではないことに気づくことでしょう。 

33 その世界を「見えない」と言う人もいれば、「異世界」と言う人もいます。でも、なぜ？単に、霊的なものを「見
る」信仰がなく、人間的な惨めさが、心で感じるべき世界との距離を感じさせ、疎外感を与えているからだ。 

34 私は、この集会室の慎ましさの中に集まって私の話を聞こうとしているこの人々 を、地上の財や虚栄から解放し、
まさにこの世のものではないもの、私の教えであるものに引きつけられるようにしなければならなかったのだ。 

35 私は、あなたが貧しく、失われた品物のために泣き、それゆえ、世俗の栄光の偽りの華やかさに少し失望し、少し
物質化されていないことを発見したのです。これは、霊的なものの存在を感じ、自分の魂の解脱と向上を切望するのに役立
ちます。もし、あなたが裕福で、健康で、快適で、お祭りや快楽に囲まれて暮らしていたら、私の呼びかけに応じてここに
駆けつけてくれたでしょうか？ 

36 君主たちが私の指示に従うように、私がまだどれだけ人々 の間で自分を感じさせなければならないかを理解しなさ
い。 

37 別に貧しくてもいいし、ましてや生活や生存に必要なものがなくてもいいのです。しかし、進化した人間は、人間
の前に魂があることを知らなければならない。なぜなら、魂は地上の肉体なしに生きることができるが、肉体は魂なしでは
存在できないからである。 

38 私はすべてをあなたのものにしたいのですが、あなたが必要なものを意識的に使うこと、あなたがそれらをうまく
使い、一方と他方に真の価値とランクを与えるならば、あなたは心が豊かになる方法を知っており、物質的にも多くのもの
を所有することができます。計り知れないほどの金持ちの魂が、その所有するものが隣人のためになるなら、どうして自分
を害することができようか。そして、その霊が、時折、祈るために引きこもる方法を知っていて、その祈りによって私と交
わるとき、どうして力のある人が害されることがありましょう。 

39 これらの啓示を聞いたあなた方は、真理を理解する。しかし、今まさに暗闇の中で難破している人が大勢いる、そ
の人たちを私は救わねばならない。近づく嵐の中で、多くの船が沈み、恐れと嘆きと呪い、絶望と涙があるだろう。しかし
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、霊的には誰も滅びないと断言します。深い闇の中でも、必ず光、星、一筋の霊が輝き、そこから信仰と希望の閃光が心に
降りてくるからです。 

40 人々 の心の奥底から私に向かって、『わが父よ、われらの救い主よ、われらのもとに来たれ、われらは滅びつつあ
る』と助けを求める叫びが上がるとき、私は彼らに私の存在を感じさせ、私の無限の慈悲を彼らに示し、もう一度彼らにそ
れを証明するのだ。 

41 私はあなたの信仰を、あなたの悔い改めを、あなたの愛を渇望する--

今日まであなたが癒すことができなかった渇きを。私があなたの愛の水を求めるたびに、あなたは胆汁と酢の入った杯を私
に差し出したからです。 

42 私の渇望は、あなた方が互いに愛し合うことです。この戒めを果たすだけで、すべての痛み、苦悩、苦しみが直ち
になくなるからだ。私の渇きは、私のために必要なのではなく、あなたのために必要なのです。 

43 弟子たちよ、この言葉で私がいかにあなたたちを愛しているかを感じなさい。私の霊はその意味の中にあるから、
その中で同様に私を愛せよ。 

44 この教えが広まると、すでに多くの宗教団体が存在しているため、このメッセージの目的を聞かれるでしょう。そ
して、この言葉は、彼らの宗教が教えない霊と霊の対話を人々 に教えるために人類にやってきたこと、このメッセージは、
あなたが持っているすべての霊的資質を明らかにする神の光であることを彼らに明らかにするのです。 

45 この民はわが言葉の福音を全人類に伝え、それを通じて人々 は、自分と霊の王国との間は一歩に過ぎないこと、そ
して、一つの世界と他の世界との間に存在すると信じている無限の距離は、彼らの想像力と無知と外在化した宗教の実践の
結果に過ぎなかったことに気付くことでしょう。 

46 過去の時代、人類はスピリチュアルなコミュニケーションに適した瞬間が来ることだけを考えて準備していた。今
、あなたの魂は力を得て、同時に立ち上がり、高次の生命とつながることができる適切な時期なのです。 

47 人間の知性を通しての私の宣言は、私が今話したことのすべての真実をあなた方に証明し、また、私を聞いたこの
人々 の動機づけとなり、このようにして、霊的対話への第一歩を踏み出す手助けをしたのです。 

48 あなた方が後にわが道をより完璧に歩むことができるように、私があなた方にまず教えたように、あなた方はまず
わが言葉を用いて話し、それを説明しなければならない。そうすれば、わが業があなた方の仲間に理解されれば、彼らは父
や霊的兄弟姉妹とコミュニケーションする用意と能力を持つことになるのだ。 

49 私の声を伝える者がすべて、私に仕えるために自らを準備することができるわけではなく、私はしばしば、罪深い
ことならともかく、役に立たないことに忙殺されている不純な心に私の光を降り注がなければならなかったのだ。彼らは、
その罪によって、わが正義をもたらした。彼らの心は、神のメッセージを表現するためのあらゆるインスピレーションを奪
われ、彼らの唇は、あらゆる雄弁を奪われたからである。 

これらの場合、聞き手の群衆は、それらの貧しい宣言に耳を閉じたが、彼らの魂を開いて、彼らの中に私のプレゼンス
を感じ、私のエッセンスを受け取ることができた。人々 は、その瞬間、私の慈悲が送ってくれたエッセンスで自らを養った
。しかし、声の主は、彼の唇から発せられないメッセージを阻止し、こうして、その場にいた人々 に、私のインスピレーシ
ョンをその形で受け取る準備はまだできていなかったが、彼らのマスターと精神から精神へと会話することを強いたのであ
る。 

50 人間の知性を通じたわが顕現の最後の年に、わが言葉が、それまであなたがたが耳にしたことのない、最も高く、
最も光り輝く教義上の講話を通じてその頂点に達するのを見ることができるように、声の担い手と共同体が準備をするため
の時間はまだ十分に残されているのである。あなた方が本当に覚悟を決めれば、私はその覚悟と願望を叶えてあげる用意が
あるのです。私の光は、あなたの魂を満たし、強さと知恵と霊性で飽和させるために、ストリームで来るでしょう。 

51 したがって、私の言葉の別れは、私が現れたこの時期の終わりに行わなければなりません。魂と知性の最大限の準
備の中で、この形で私の声を聞かなくなったとき、私の声を聞きたいという計り知れない欲求を感じ、この欲求が無限の、
神の中に私を求めるように促すのです。これによって、あなた方は神への霊的な礼拝、子供たちと父との真の対話に向けて
、しっかりとした一歩を踏み出すことができるのです。 

52 あなたが私を感じるために必要な人、物、姿がもはやあなたの目の前になく、祈りによってのみ私の存在を感じ、
あなたが私を切望する人生のあらゆる瞬間に私のインスピレーションを受けるようになれば、あなたは心の中で歓喜ととも
に叫ぶことだろう。 

53 私はあなたの主人であり続け、あなたの医者であり続け、あなたを通して、あなたが私の前に連れてくる病人に、
私自身を現すだろう。私はあなたの心の中にインスピレーションを与え、あなたの唇に言葉となる。私は、あなた方を導き
、守り続けるために、スピリチュアルプロテクターを送ります。 

54 最初に達成したことに満足することなく、自分自身を完成させることに注意と努力を向けなさい。この新しい私の
求め方もまた、展開の対象となるからです。 
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55 今、あなたの魂が地球から非常に高い世界と非常に偉大な知識の夢を見始めることができる第三の時です。この世
から旅立ち、自分の魂に、自分が見つけるであろうものの知識と、自分の霊的な才能の展開を携えている者は、その功績に
よって自分の住むべきものに到達するまで、多くの世界を住まずに渡り歩くことになります。 

自分の霊的状態を十分に認識し、どこにいても自分の使命を遂行する方法を理解し、愛と調和と正義の言葉を知り、思
考という純粋な霊的言語を用いてコミュニケーションすることができるようになります。彼となら、障害も混乱も涙もなく
、永遠の遺産として彼のものである家庭に近づくという最高の至福を経験し始めるだろう。 

56 私の仕事が信仰と霊性の聖域として人々 の心に根付くためには、私のしもべは多くの闘争をしなければならず、私
の民は数え切れないほどの試練を受けなければならないでしょう。 

57 最初、世界はこの教えを拒否するでしょう。しかし、あなた方は心を失わないでしょう。なぜなら、私はすでにあ
なた方に、これを拒絶する者は心で拒絶するのであって、人間の霊魂を通してするのではないことを指摘しているからです
。魂は私のこの約束を自らの内に秘めているからです。 

58 私はあなたが強調し、あなたを待っている旅に夢中になっているのを見てきました。私はあなたの心に平安を与え
、私の言葉を通してあなたのために道を開き、あなたが想像を通してすでに作り始めている障害を取り除くために来ました
。 

59 私の仕事を反省し、苦しみ、心配する人は幸いである。それは彼らが私の仕事を心に刻んでいる証拠である。そし
て、その人の魂が再び信仰と平和と自信に満ち溢れるように励まし、愛撫してあげるのです。 

60 私の愛の食卓で、あなたは自分の準備によって得た神聖なパンを食べています。もし、それ以上のものを得られな
かったとしたら、それはそれ以上の準備が足りなかったからです。この日、多くのものを得たとすれば、それはあなたがこ
の報酬にふさわしい自分を作る方法を知っていた証拠である。また、その日、私が他の集会場でわが光を流れに乗せて注い
だとすれば、それは大勢の聞き手が自分自身を準備する方法を知っていたからであり、対照的に、この霊化が存在しなかっ
たところでは、わが言葉は正義に満ちたわが子たちの良心に響いたと、私はあなた方に告げるのである。 

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 295 
1 人類は、精神的なものよりも物質的なものを重要視してきたために、人生の意味を取り違えてきたのだ。そうでな

ければ、私が再び皆さんのところに来る必要はなかったのです。しかし、私の言葉がいかにあなたがたを高揚させ、霊化す
るように誘うかを聞いてほしい。 

2 私の教えは、あなたを待っている永遠の命に興味を持たせるという使命があります。人間の殻を出る恐怖、つまり
死の恐怖を心から追い出すことである。私の言葉は、あなたをすべての誤りから解放することを望んでいます。 

3 創造主は命であり、その作品は死ぬことがないからです。 

4 人間が想像力を働かせて死を作り出し、さらにその乏しい理解力によって地獄と天国を作り出したのである。私の
存在、私の正義、そして永遠の命についての真理について、彼はどんな正しい考えを持つことができるだろうか？人の心に
は混乱だけが存在し、その混乱が大多数の信念を支える基盤の一部を形成しているのだ。真の道から外れ続けた人類に、ど
んな未来が待っているのか。不幸、気晴らし、苦痛だけであり、それは地上で送る不幸な人生の中で予感されるものである
。 

5 霊の教義、私の教義、皆さん、あなた方が陥っている暗闇を突き破る一筋の光です。これによってのみ、人は自分
の精神的な運命について完全かつ完璧な指示を得ることができ、私の正義の存在について真の知識を得ることができるので
す。 

6 現代人は、何らかの形で目に見える形を与えないと、神のことを考えることができない。魂を堕落させることを使
命とする存在に悪の影響を擬人化せずに誘惑を語ることはできないし、存在しない地獄の火の罰を想像せずに罪を犯した者
の贖罪を考えることはできないのである。 

7 人の心を支配するこれら3つの誤りに対して、私はあなたがたに言う。もしあなたが、神は聖霊であると信じるな
ら、聖霊である以上、物質的な形で神を求める理由はないのです。そして、あなた方がルシファーやサタンと呼ぶ架空の存
在は、過去の時代の私の言葉や啓示、メッセージを霊的に解釈できなかった人たちの心の中にしか存在しないのです。 

あなたがたに言うが、"霊の谷 

"には、不和と憎しみと腐敗をもたらす大きな闇の精霊がいるのだ。人に邪念を与え、邪悪な行いを煽るとき、その影響が
及ぶ霊は無数に存在する。しかし、これらの存在は悪魔ではなく、痛みや悪意、復讐心によって暗くなった不完全で邪魔な
混乱した存在です。その性質は、あなたの魂と同じであり、あなたが天使と呼ぶ存在と同じだと言っても驚かないでくださ
い。 

8 地上に住む悪い人たちも、あなたがたを誘惑し、あなたがたを悪に誘い、真の道から迷わせるのですから、どうし
て悪魔と呼ばないのですか。あの世の混乱した存在と同じように、彼らもまた不完全な魂であるが、偉大なる理想が彼らに
取り付いたために、権力と権威を手に入れたのである。 

9 あなたがたに言うが、地上に住む者の間にも、霊界にいる者の間にも、私には敵がいない。私を憎み、私を冒涜し
、私を怒らせることが唯一の楽しみで、隣人を善い道から迷わせる者は一人もいない。嘘だ！人々 を信仰から迷わせ、同胞
の心からわが名を消し去り、霊的なものと戦う者たちは、わが身を傷つけるためにそうしているのではないのだ。彼らがそ
れをするのは、地上の権力への邁進、偉業や人間の栄光を夢見るために必要なことだからだ。 

10 愛の道へと昇華させる光に目覚めていないあの世の存在も同様です。彼らは単なる知識によって偉大になろうとし
た。彼らが兄弟姉妹に影響を与え、善い道から迷わせるとき、それは私を苦しめようとしたり、私の力に対抗しようとした
り、善に対する悪の勝利に酔いしれようとするのではない--

違う。動機は悪いが、我を怒らせるためではない。私は、常に私のものを奪い去る強力な敵に反対されていると、どうして
生涯を通じて考えることができるのでしょうか。 

11 私が人の行く手に、彼らよりも無限に強力な存在を置き、それが絶え間なく彼らを誘惑し、ついには彼らを永遠の
破滅に追いやると、どうして思うことができようか。 

12 わたしを知り、わたしを愛していると主張するあなたがたは、わたしとわたしの正義をどれほど悪く考えているの
か。 

13 確かに、悪人は善人を誘惑し、強者は弱者を罵り、不正な者は無辜の民をあざむき、汚れた者は純粋な者を傷つけ
る。しかし、これらの誘惑に遭遇した人は、武器と盾を持っているので、自分を守ることができるのです。彼の剣は良心で
あり、その背後には悪しき影響に惑わされないための道徳、信仰、理性があるのです。 

しかし、そればかりでなく、自分の働きで徳を蒔き、悪にできるだけ対抗しなければならないのです。ある者が腐敗、
悪徳、破壊をまき散らすのを見ると、光をまき散らし、誤った者を救い、倒れた者を起こすために出発する。 

14 それは、善と悪、光と闇との永遠の闘いであり、上昇し、完全な高みに到達するために不可欠な闘いである。 

15 私にとっては、最も重い罪の痕跡に汚された存在が、高い理想に触発されて自らを清めることも、純粋さを堅持し
てきた存在が、初めから光を愛していたために自らを汚さぬよう最後まで努力することも、同様に功徳があることなのだ。 
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16 混乱した霊が光の霊と異なる性質を持っていると考える人々 は、いかに真理から遠く離れて歩いていることでしょ
う。 

17 もしそうであれば、御父は不当です。汚れた者、汚れた者、不完全な者を救う知恵と愛に欠け、彼らをすべての正
しい者と同じ家で一つにすることができなければ、もはや全能者ではなくなります。 

18 弟子：人は自分の行った業を真に知るとき、虚栄心によって盲目になることを許さない。もし、この無価値な気持
ちが自分の中に入り込めば、知性が衰え、発展の道を進めなくなり、立ち止まって無気力に沈んでしまうことを彼は知って
いるのだ。 

19 虚栄心は多くの人々 を破滅させ、多くの栄えた国を破壊し、あなた方の文化を崩壊させました。 

20 民族が意欲、効率、進歩を理想とする限り、豊かさ、素晴らしさ、繁栄を経験することができた。しかし、傲慢さ
が優越感をもたらし、上昇発展という理想が、すべてを自分のものにしようという飽くなき野心に取って代わられたとき、
彼らは自覚することなく、望むことなく、一歩一歩、積み上げてきたものを破壊し始め、ついには奈落の底に突き落とされ
たのである。 

21 人類の歴史は、そのような経験で満ちている。それ故、私は諸君に言おう、偉大な理想を持つ民族が世に生まれる
のは正しいことであり、彼らは常に善行を意識しながらも、それを僭称することはないのである。そうすれば、その歩みは
止まることなく、これまでの輝きは、明日を超え、また後に掛け算されていくことでしょう。 

22 このようにお話しするとき、私は物質的な目標だけを鼓舞するのではないことを心がけています。私の言葉を正し
く解釈し、物質だけでなく精神面にも応用できるようにしたいのです。 

23 虚栄心は、その物質的な生活においてのみ人間を苦しめることはできません。私が話すことの証拠として、虚栄心
、傲慢、その偽りの輝きによってその土台をかじられた、大きな教団の没落と失敗を考えてみてください。彼らが力の絶頂
に達したと思った時はいつでも、誰かがやってきて彼らを夢から覚まし、その誤り、異常、法と真理からの逸脱を示したの
である。 

24 良心の面前で私の法を実際に知り、それを果たすことによってのみ、この人類は高貴な生活へと昇華することがで
きる。私の光である良心は完全であり、曇りなく、正しく、決して虚勢を張ることも、曲がった道を行くこともないからで
ある。 

25 人が真理に近づくために必要な霊的な教えではないのか、教えてください。人類が切実に必要としているこの教え
こそ、私があなた方にもたらしたものだからです。 

26 この言葉が世に広まり、誰がそれを触発し、誰がそれを書き記すように指示したのかと人々 が尋ねるとき、この言
葉の使者と種をまく者は、その声を伝える者の準備された心を通してそれを明らかにしたのは聖霊であると証言させなさい
。 

27 この人類が私のメッセージを受け取るとき、山で、砂漠で、川のほとりで、谷で説教した謙虚なナザレ人であるイ
エスを思い出すだろう。なぜなら、彼の言葉が表現したいところには、大勢の聴衆の内なる神殿が生じ、その心は太陽の光
の中で萼のように開かれるからである。 

28 今、私はすべての心の扉にいる。しかし、人類が私の帰還の約束を思い出すとき、私の現存が人間として再び現れ
ると発表したことはなく、この帰還は霊においてであると理解させたことも思い出すことが必要である。 

29 今こそ、理解、魂と知性の啓蒙の時であり、その時、人はついに霊的に私を求めるようになる。なぜなら、神は人
ではなく、空想的概念でもなく、無限の絶対的普遍的霊であることを悟るからだ。 

30 この教えは、一部の人にしか知られず、人類に顧みられることもなかったが、やがてすべての苦しむ人々 に、慰め
、信仰を焚きつけ、闇を払い、希望を与える癒しのバームとして届くことだろう。それは、あなたを罪、不幸、痛み、死か
ら引き離すものです。 

31 それ以外のことはありえない。なぜなら、私、神聖な医師、約束された慰め主が、あなたにそれを明らかにしたの
だから。 

32 いつでも、私の教えは、その最も奥深い本質が愛であることを、あなた方に明らかにしてきました。愛は神の本質
である。この力から、すべての生き物が生きるために引き出され、生命とすべての創造物が生まれました。愛は、父によっ
て創造されたすべてのものの運命における原点であり、目標である。万物を動かし、照らし、活気づけるその力の前では、
死は消え、罪は蒸発し、情念は去り、不純物は洗い流され、不完全なものはすべて完成されるのです。 

33 私は第二の時代、愛の力を証明するためにこの世に現れ、私の教えと実例によって、あなた方の心に深く刻み込ま
れたのです。それでも、愛によってこの世の苦しみと死を乗り越えた私は、まだ進化を続けているあなたたち人間に問いか
けます。あなたはもう、この世の苦しみや死を克服する術を身につけたのですか？ 

34 今でも「死者の日」を祝っているのを見たことがあります。でも、なぜ？死に対する勝利を祝う方法なのか？いや
、人類よ、勘違いしてはいけない、肉体の物質への崇拝と世界への愛を祝っていることを自覚せよ。地底に沈んだ者を崇拝
することで、真の永遠の命を象徴する魂から距離を置き、忘れてしまうのです。墓に涙を流したり、花で覆ったりしている
のを見ると、「お前たちは死者の世話をする死者だ」という私の言葉を適用せずにはいられない。 
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35 私の言葉を理解し、それを自分の人生に適用している人々 に対して、私は、唯物論によって真理の意味を歪め、科
学において高慢でうぬぼれ、ついには自分を賢者、創造者、強者と考え、神に近づき、願いを上げる人々 をあざける、すべ
ての人々 のために祈ることを請求します。彼らは、自分たちが人類の運命を握っていると思い、自分たちも私の神聖な正義
に服することを知らずにいる。彼らは誰よりもあなたの祈りと霊的援助を必要としています。 

36 この人たちは、身体に対する偶像崇拝、つまり科学によって実践される崇拝の中で道を踏み外してしまったのだ。
しかし、彼らも運命づけられた大きな試練の中で目覚め、それを通じて、人間の中に知性を超えたもの、それが霊魂であり
、地上の科学よりもさらに高いもの、それが霊的生命の知識であることをついに理解することになるのである。 

37 知性がもはや精神に科学を観察し掘り下げるよう促すのではなく、精神が知性を高め導くとき、初めて人間は、今
のところ自分には理解できないように見えるもので、それでも知性を精神化したとたんに自分に明らかにされる運命にある
ものを発見するのである。 

38 私の教えを聞いている人なら、これから起こる世界観の混乱を理解し、感じ取ることができるかもしれません。 

39 偶像崇拝の時代は今や終焉を迎え、精神化の時代が間もなく人の心に入り込んでくる。すべての偶像は地に落ち、
真理のために道を開き、そこに真の神の祭壇が建てられる。 

40 私は光であり、真理であり、命である。私はオープンブックです。 

41 人類が誕生して以来、人々 は生命の起源や自分を取り巻くすべてのものの理由を探し求めてきました。そのために
、彼らは知性の力、知性の光を応用してきたのです。そこから科学や哲学が生まれました。しかし、人間の精神は、精神の
みが理解し、貫くことができる真理を把握するにはあまりにも限界があるので、彼の科学はこの真理を発見することがほと
んどできなかった。 

42 人々 はこの光を霊的なものに求めなかった--

しかし、私は霊なのだ。それゆえ、生命の源、真理の光、すべての被造物の起源を見つけようとする者は、まず私を求めな
ければならない--

祈りによって、魂をもって知識を求めることによって、隣人を愛し、彼らによく仕え、人間の生活の苦難から立ち上がるた
めに、私を求めるのである。彼は、他の人々 が知性と闘いながら、何世紀も経ってようやく発見した教えを明らかにするの
です。 

43 私は愛である。私を求める者は、愛に触発されてそうしなければならない。 

44 人間は創造主の反映であり、神の像である。子供たちは、必ず自分たちが生まれてきた父のようにならなければな
りません。この似姿は、神の属性を備え、さらに永遠の生命を持つ霊魂に由来するものである。物質、つまり人間の身体は
魂の仮の衣に過ぎない。 

45 父なる神は、魂をこの地上に住まわせ、この地上に彼らの成長のための手段、強くなるための試練、光に満たされ
るためのレッスン、現世より高め、物質から解放し、霊の王国へと導く功徳を得るための限りない機会を見出されたのであ
る。 

しかし、人間はまだ戦いに勝利しておらず、物質を支配しておらず、世界を自分の下僕にしていないのです。それどこ
ろか、彼は自分より下の勢力や要素に支配されることを許してしまったのです。人間は自分が世界の主人であると信じてい
るが、実際は物質の奴隷に過ぎない。 

46 この戦いに勝利しない限り、彼は自分自身のために精神生活を征服したことにはならないのです。 

47 しかし、私が地上法を捨てて精神的なことに専念してほしいと思っているわけではありません。いや、人々 よ、父
なる神が創造し、人類に提供したものを、あなた方のために、あなた方の発展のために、あなた方の上昇のために使ってほ
しいのだ、つまり、自然、力、存在の王国を持つ物質生命を支配することを学んでほしいのだ。しかし、これを達成するた
めには、あなたの知性が達成するものを超えて、つまり、霊魂によって働くことが必要です。そうすれば、あなたの尊い目
標、つまり、あなたが作品に込めた愛と、あなたが霊魂に与える方法を知っている場所を見たとき、父は、秘密の宝庫の幕
を引き、あなたの魂を照らすための知恵の閃光を与えることができるかもしれないのです。 

48 正しいのは、霊が人間の心に知恵を現すことであって、心が霊に「光」を与えることではありません。多くの人は
、私がここで話していることを理解できないでしょう。それは、あなた方が長い間、人生の秩序を曲解してきたからです。 

49 人間は、自分を取り巻くすべてのものの前に、そしてその上に立っていること、そして、人間は、意志と良心の自
由を与えられた唯一の存在であることをご覧ください。この意志の自由から、人間のすべての異常、堕落、罪が発生した。
しかし、創造主の正義と永遠の前には、それらは一過性の罪である。その後、良心は肉体の弱さと魂の誘惑に打ち勝つだろ
うから。こうして、知識である光が、無知である暗闇に勝利するのです。それは、愛、正義、調和である善が、利己主義、
放縦、不正である悪に勝利することであろう。 

50 自分の人生と人類の歴史に目を向ければ、この闘争は創造の初めから今に至るまで常に存在していたことがわかり
ます。 

51 この教えを聞いて、魂が完全に成長し、完成するためには、たった一人の人間の存在で十分だと誰が思うことがで
きるでしょうか。 
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52 ああ、人間の生活に忙しく、自分が永遠に地上にいると自分に信じ込ませ、物質化のために、前の機会に踏み出せ
なかった一歩を踏み出すために、新しい肉体でこの世にやってこなければならないことを知らない、あなた方人間よ。 

53 しかし、何度も生まれ変わることで、魂が絶対的に完璧になるわけではありません。地上での最後の存在の後、ど
んなに高い地位についたとしても-

「霊の谷」には、無数の生命の世界、新しい教え、啓示、奇跡が待ち受けているのである。 

54 一旦、道を旅し、純粋で完璧な敷居に到達すれば、自分の存在理由を理解し、真に光の中に住むことができます。 

55 私はこの地上において、人類の精神生活を三つの段階、時代、歳に分け、その中で少しずつ、教訓ごとに、あなた
方が持つべき知恵を明らかにしてきました。 

56 最初の時とは、いわば人間の精神的な幼年期であり、目を開いて父の顔を見、父の声を聞くが、まだ理解にはほど
遠い状態である。その証拠に、彼は文章の意味を魂で理解することなく、文章の文字にしがみついて神に従おうとしたので
す。 

57 二度目に、「言葉」である私は、イエスのうちにあなた方と共に住み、私の人生をもってあなた方の魂の道を示す
ために来たのです。この「第二の時」は、思春期や最初の精神的な若さのことである。キリストが愛を教えられた時代は、
眠っていた心の琴線を呼び覚まし、彼らの心が新しい感情、つまり父と隣人への愛の強い衝動で振動するようにするためで
あった。 

58 この二つの愛に、私は律法全体、私の指導全体を集約しました。生命の創造主である神、父、創造主への愛、そし
て互いへの愛です。 

59 法は常に良心に存在する。世代が移り、世代が来る。魂が移り、魂が来る。しかし、私の言葉は固く、変わらない
。しかし、人間は知恵がなく、心が荒み、私の教義の愛の精神を理解する者は少なかったのです。 

60 人は増殖し、成長する。しかし、知性が目覚めるや否や、この世の栄光や富や科学を追い求め、精神から遠ざかっ
てしまうのです。そのため、果実が甘くならないことがあるのです。いつも口の中に苦い味が残っているんですね。 

61 しかし、私の言葉があなた方の仕事を原則的に非難しているとか、あなた方の科学が達成したことを非難している
とは思わないでください。いや、みなさん、奈落の底まであと一歩ということを言葉で伝えるのは私ではなく、事実、つま
り、あなたの霊性の欠如の結果なのです。 

62 聖霊が良心を照らし、知恵として、謎を解き明かす光として、高揚させ、新しい生命に目覚めさせ、慰め、救う力
として注がれる時である。 

63 それは、父なる神が人間に語りかけるために用いた最も繊細で最高の形である。人間はすでに2つの時代が過ぎ、
魂の成熟期を迎えています。より深い授業を理解することができるようになりました。 

64 人間の魂が唯物論の鎖から解放される「第三の時」である。これは世界観の闘争を伴うものであり、人類の歴史が
知っている以上に熾烈なものになるであろう。 

65 堕落、利己主義、高慢、悪徳、嘘など、皆さんの人生に影を落としているものはすべて、それらを崇拝していた人
の々足元に壊れた偶像のように倒れ、謙遜の道を開くことになるのです。 

66 この闘いに、あなたはどのように貢献することができるでしょうか？祈りという強力な武器で - 

言葉の祈りではなく、思考の高揚によって。 

67 私の霊は、あなたを取り囲む空気よりも無限に繊細で、あなたの祈りを受け止め、同時にそれを平和に変え、あな
たの仲間のためのバームにしてくれるでしょう。 

68 あなたの思考は宇宙で光の火花となり、思考に明晰さを求めている心にメッセージとして届くでしょう。 

69 あなたの執り成しは実現するでしょう。私の王国の平和が地上に訪れ、あなたの作品は、いわば第三の時代に地球
の胎内に落ちる霊化の最初の種子となるでしょう。 

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 296 
1 私はあなたの道を照らす光であり、あなたの理解に達する知恵であり、あなたの苦しみを和らげるバームである。 

2 私はマスターであり、あなた方を私の弟子に変えるつもりでやってきているのです。あなた方が私の弟子であるな
ら、地上で正しい人となるのだから。 

3 もし、あなたが本当に無知の闇を打ち破りたいのなら、私に立ち返りなさい。あなたがつまずかないように、必要
な光を与えてあげよう。もし、あなたの信仰を偉大なものにしたいのなら、近くに来て、わたしに耳を傾け、たゆまずわた
しに従いなさい。 

4 太古の昔、世界には愛が欠けていた。最初の人々 は、その神聖な力、つまり、すべての被造物の起源である霊の本
質を感じ、理解するにはほど遠かった。彼らは神を信じたが、神には権力と正義しか帰結しなかった。人は自然の要素を通
して神の言葉を理解したつもりであった。したがって、それらが穏やかで平和であるのを見て、主は人の業を喜ばれたと思
った。しかし、自然の力が解き放たれると、その中に神の怒りがこの形に現れているのを見ていると思ったのである。 

5 人々 の心の中には、怒りと復讐心を抱く恐ろしい神という観念が出来上がっていたのだ。そのため、彼らは神を怒
らせたと思うと、神に燔祭や犠牲を捧げて、神の怒りを鎮めようとした。最初の国々 が主に貢ぎ物をするようになったのは
、神の正義への恐れ、つまり罰への恐怖があったからです。 

6 彼らは、神霊を単に神と呼び、父や師と呼ぶことはなかった。 

7 神が正義であること、そう、しかし完全な正義であること、神は何よりも父であり、父として被造物をすべて愛し
ていることを人間に理解させ始めたのは、家父長や最初の預言者たちであった。 

8 人類はその精神的な成長の道をゆっくりと彷徨い、時代から時代へと巡礼を続け、神が子らに与えた啓示を通して
、神の神秘を常に少しずつ学んでいったのである。 

9 しかし、人間は神の愛を完全に知ることはできなかった。なぜなら、神を父のように心から愛することはできなか
ったし、主が常に示してくれた愛を心で感じることもできなかったからである。 

10 完全な愛が人間となり、「ことば」が受肉し、人間が触れることのできる、目に見える体をとることで、神がどれ
ほど、どのように人間を愛しているかをようやく経験することができたのである。 

11 すべての人がイエスの中に父の存在を認めたわけではありません。イエス様は、ご自分を怒らせた人たちに対して
も、謙虚で、慈しみ深く、愛情深い方でしたから、どうしてそのことを認識できたのでしょうか。彼らは、神は敵に対して
強く誇り高く、神を怒らせた者に対しては裁き、恐ろしい存在だと考えていた。 

12 しかし、多くの人がその言葉を拒絶したように、多くの人がその言葉を信じていた。心の芯まで突き刺さるような
その言葉を。苦しみや不治の病を、愛撫と無限の慈愛の眼差し、希望の言葉だけで癒したあの方法、新しい世界、光と正義
に満ちた人生の約束であるあの教えは、あの神聖な人が父の真理、人が知らず、したがって愛することもできない父の神聖
な愛であると理解していた多くの人々 の心からもはや消し去ることができなかったのです。 

13 その至高の真理の種は、人類の心の中に永遠に蒔かれた。キリストは種をまく人であり、今もその種の世話をして
おられるのです。その後、ご自分の実を持ち込んで、永遠に楽しまれるのです。そうすれば、もはや彼の言葉で「私は飢え
ている」「私は渇いている」と言うことはなく、ついに彼の子供たちは、彼が初めから愛していたように、彼を愛するよう
になるのです。 

14 弟子たちよ、誰がキリストのことを話してくれるのか？彼自身です。 

15 私、言葉こそ、人類よ、新たにあなたに語りかけるのです。我を知れ、我の存在を疑うな、我は目立たぬように我
を現すからだ。私のもとでは、傲慢になることはできません。 

16 当時の世界での私の生き方によって私を認識し、私が生まれ、生きてきたのと同じように謙虚に死んだことを思い
出してください。 

17 新しい発見が人々 の生活を一変させた今、私は人類の中に存在し、かつてあなたが私の中に知っていたのと同じ謙
虚さをもって、あなたの中に私の存在を感じさせています。 

18 神の「言葉」が再び人となったのではなく、キリストが馬小屋の惨めな場所で生まれ変わったのでもない-

いや、神の力を証しするためには、もはや肉体は必要ないのだから。もし人が、ここにあるこの体を、この世に来られた神
だと思ったら大間違いです。神の存在は霊的であり、普遍的であり、無限である。 

19 もし、この時代に人間が成し遂げたことが、すべて正義と許容と善の範囲内であったなら、私が再び降りてきて話
す必要はなかっただろう。しかし、この人類が私に提供するすべての業が善であるとは限りません。多くの違反、多くの不
正、多くの異常と悪行があります。それゆえ、私の思いやりに満ちた愛は、人間がその仕事に最も没頭している時に目覚め
させ、彼が忘れてしまった義務を思い出させ、彼が今あるすべてとこれからあるすべてを誰に負っているかを思い出させる
必要があったのである。 

20 霊から霊への私の声を聞くことができない物質化された人類に私の声を聞かせるために、私は彼らの霊的な才能と
能力を利用して、人間の理解力を通して私を知らしめる必要がありました。 
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21 なぜ私が「降りてきて」あなたとコミュニケーションをとるのか、その説明はこうです。あなた方が霊から霊へと
主との対話をするために上昇することができなかったので、私は一段低いところ、つまり、あなた方がまだ到達できない霊
から、神から降りなければならなかったのです。そして、人間の脳の中にあるあなたの知性の器官を利用して、私の神のイ
ンスピレーションを人間の言葉や物質の音に翻訳しなければなりませんでした。 

22 人間は拡大した知識を必要とし、神は人間のところに来て知恵を託すのである。心の器官を通した私の簡潔な宣言
のために選ばれた手段が、これらの口上人にふさわしくないと思われるなら、私は真実に、これらを通して与えられるメッ
セージは非常に偉大であることを告げます。あなた方は、私の人間への示現が、印象を与えるような華やかさや儀式で行わ
れることを望んだでしょうが、実際には、霊から見れば、真の光を含んでいないので、むなしいものであったでしょう。 

23 しかし、そうすれば、人が主の臨在が来たと告白するのは、どんなに簡単だっただろうか。しかし、その時、あな
たの心には恐怖が戻り、また、理解しがたいものの考えが戻ったと思いませんか？父に対するあらゆる愛の感情が、父の正
義に対する恐怖に変わるだけだったと思いませんか？しかし、神は全能の力を持っておられますが、その力によってあなた
を征服することはなく、その力によって勝つこともなく、別の力、それは愛の力であることを知っていてください。 

24 今日、宇宙に語りかけているのは、神のスピリットです。他の時代にははっきり見えなかったものに、光を与えて
くださる方なのです。彼は、すべての人のための新しい日の夜明けです。 

人々 よ、主はあなたを偽りの恐怖から解放し、疑いを取り除き、あなたの魂と心を自由にしてくださるからです。 

25 私はあなたに言います。私の教えの本質と私の法律の正しさを知った後、あなた方は、あなた方の想像力があなた
方に課した限界と、真理の小さな知識を超えて到達することを妨げたことを認識することになるでしょう。 

26 探索や発見を妨げるのは、もはや恐怖心や罰の恐れではないだろう。あなたが本当に理解できないことを知りたい
と思う場合にのみ、あなたの良心はその道を禁じます。なぜなら、人間には真理のすべてを知る権利はなく、自分に対応す
るその一部だけを把握すればよいことを知るべきだからです。 

27 人々 ：私の来訪が、戦争、解き放たれた自然の力、疫病、混沌の中にあると発表されたとき、それは私がこれらす
べてをもたらすからではなく、私の存在がまさにその危機の時に人類に役立つからであったのです。今、私が帰ってくると
言っていたことが、ここに実現したのです。世界が死と格闘し、地球が死のガラガラで震える中、私は人類のもとにやって
きて、新しい人類への道を切り開くのです。したがって、「第三の時代」における神の呼びかけは、愛の呼びかけ、すなわ
ち、正義、兄弟愛、平和を運び、鼓舞する愛なのです。 

28 このたび私の話を聞くことができたあなた方に申し上げたいのは、真に霊能者の弟子となるためには、私の教えを
自分の人生に適用しなければならないということ、あなた方を霊能者に変えるのは特定の戒律に従うことではなく、またあ
なた方を地上での使命の遂行に導くのは特定の儀式や顕現でもない、ということです。 

29 私にしかできない語りかけによって、神を喜ばせる最善の方法を明らかにし、あなたの心の中から父なる神への恐
怖を取り除きます。 

30 しかし、私はあなたをこの世での生活に関する誤りや偏見から解放するだけでなく、あなたに説明したような永遠
の天罰は存在しないことを伝えます。なぜなら、魂は痛みがもたらす肉体的苦痛を受けることができないからです。魂の苦
しみは、良心の光に照らされた自分の行動を見ることによって、自分が犯したすべての過ちと不完全さをはっきりと認識し
、理解することから生まれます。 

31 あなたが真理の道を歩いていることを十分に確信して、私のところに来なさい。あなたがこの道にとどまることを
強いるのは、無知からくる恐れではないはずです。 

32 私の今までの啓示と顕現を調べれば、やがて私が常に謙虚さをまとって来たことが理解できるだろう。だから、外
見的な立派さに惑わされてはいけない。他の道を歩む仲間たちがやってきて、あなたが見せるこの貧しさ、この卑しさの中
に主がおられるはずがないと言うなら、「ことば」に現された神がイエスにおいて謙遜にこの世に来られ、それでも人がイ
エスを信じたこと、そして、イエスの誕生から何世紀が過ぎたにもかかわらず、救い主がこの世にご自身を現した謙遜さを
人の心の中から消し去ることができないでいることを思い出してほしいのだ。 

33 あなたがたの中には、外面的なもの、華麗なもの、見かけのものを愛し、求めて、自分の感覚を感動させようとす
る集会所があるが、外面を求めるあまり、御霊の教義が含んでいる不思議を忘れていることに気づかないのである。 

34 指導し、修正し、明らかにする。これが、あなた方を光の故郷に導くための私の仕事です。しかし、約束の地の入
り口に到達する前に、信仰と愛の功徳を積まなければならないのです。 

35 キリストの言葉は、かつて弟子たちの中で発芽し、彼らに続く人々 の中でその種が育っていった。彼の教えは広が
り、その意味は全世界に広がっていった。この教えもまた、感じ、理解することができるすべての人々 に受け入れられるだ
ろう。 

36 愛する弟子たちよ、私のバームを受け取れ--

大勢の聴衆よ、私の父としての愛撫と主人としての私のメッセージを受け取れ--

あなたのために、あなたの愛する人のために。 
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37 私の存在は、撫でるようなそよ風のようにあなたに現れる。こうして私は、あなたの心に命を与えるためにやって
きました。 

38 ある者はわが来訪の近さを感じ、ある者は霊的な視線でわが身を見、さらにある者は感性によってわが近づく時を
知るのである。この祝福の時、すべての人は心の中でこう言います：「主人はここにいる」。 

39 人生という無限の砂漠をさまよう魂にとって、平和ほど貴重な宝物も、待ち焦がれたオアシスもないでしょう。こ
れは私が提供する宝物であり、後に仲間に分け与えるべきものである。 

40 私はまた、平和の祝福されたマントを人々 に広める手段を示します。これらの手段とは、思考、祈り、言葉、行い
です。 

41 私の言葉があなたたちに与える平和によって結ばれているこの瞬間にあなたたちを見ているように、私の旅立ちの
後、あなたたちに襲いかかる闘いの日々 に、あなたたちに私の存在を微妙な方法で感じさせ、あなたたちの心の中に私の声
を聞かせたい。私の愛撫、私のエッセンス、私のバームを欠かすことはないと約束するからだ。 

42 一課から次の課へ、一期から次の期へ、堅忍不抜の心で臨めば、わが作品との調和が崩れることはないだろう。私
の法律や命令に従順に、進んで従うことで、言葉に表せないほどの安らぎが得られ、不満が出ることもなく、泣くような棘
もない。 

43 もしあなた方が私の弟子になりたいのなら、平和と、私があなた方に実践するよう教えたすべての美徳をもたらす
者でなければならないことを理解しなさい。 

44 今まで地方に行かせなかったのは、君たちがまだ熟していない果実であることが分かったからだ。それでも私は、
愛の雨、わが知恵の光、神の太陽の光を送り、あなたに生命と勇気を与えなければならないだろう。しかし、私の指示の木
の実のように成熟したら、あなたを運んだ枝を動かす風と共に倒れるでしょう。 

45 私がもはやこのような形であなた方に語りかける日が近づけば近づくほど、あなた方はわが霊的教義の偉大さを発
見し、過去にあなた方が制限したあらゆるものから、知らず知らずのうちに離れていくことでしょう--

そう、あなた方はこの神聖な仕事を人、場所、物に限定してきましたが、普遍にして無限である以上、それは物質と人間を
越えたものなのです。 

46 今、あなたはもはや私の仕事を人、場所、物に限定して見ていません。今、あなたはすべてを神の中、無限に高い
ところに見ており、あなたの存在の高いところにそれを発見しているのです。 

47 あなたの魂が神への道を取り戻し、そこからこの作品の観想に没頭し、あなたの理解力の光と理解を楽しむとき、
私の作品はあなたにとってどのように輝くのでしょうか。 

48.あなたは、その偉大な真実と、あなたを待っている至福の時を予感しているが、あなたの予感と想像力は、現実を
発見するにはあまりにも小さい。 

49 梯子の一段、一段、一家が、魂に大きな光とより完璧な至福を与えてくれるのです。しかし、魂の最高の平和、最
も完全な至福は、魂のすべての儚い生活を超えているのです。 

50 あなたは、神の懐で完全な幸福を予期していると思うかもしれませんが、その幸福感は、現世の後であなたが入る
ことになる後継の世界の前触れとは言い難いことに気づいていないことが多いでしょう。 

51 この時代の私の種は、理論や解釈にとらわれない心でやってきた人たちの中に、最も早く芽生えたのです。彼らは
、私の言葉に対する処女地のようなもので、私のメッセージを世界に伝えるために彼らを利用した。 

52 ある者は虚実入り混じった真理をもたらし、私の光は次第に彼らを誤りから解放すると同時に、彼らが内に秘めて
いる善を確認させた。人間の心には、すべてが毒草や雑草というわけではなく、時にはそこに麦が生え、その麦が成熟し、
後にその粒が増殖するように私が育てています。 

53 一人も二人も、わたしは彼らをすべてわたしの弟子に変え、彼らを一人の民に結びつけ、彼らがその作品を通して
わたしの教えを目撃した瞬間、この教えの力を発見して人々 の心臓を速く鼓動させるのである。それは私の名によって、不
信仰者、迫害者に対抗して立ち上がり、戦いは大きくなり、あなたの名は、スキャンダルや中傷の原因として、著作であな
たを非難する人々 の口にしばしば上るようになるであろう。 

54 このような試練が起きたときに驚かないように、発表しているのです。しかし、この時こそ、私の力と慈悲と正義
をこの民に現す時であると、私はあなた方に告げる。 

55 わが軍勢はみな戦いの準備をし、わがしもべたちはみなわが声に従い、わが証人となる。 

56 それだけでなく、ここにいる人たちは、決定的な時間を目撃することになる。自然の力は、いつものように 

そして、物質主義的な人間から無知の目隠しを取り去り、永遠を求めてキリストの道を歩むと言いながら、霊的生命のあら
ゆる呼びかけと顕現に対して目と耳と心を閉ざしたままでいる人々 から、神の正義を「語り」、霊界に立ち会うことができ
るのです。 

57 それはまさに、彼らが従い、理解していると信じているキリストが、他の世界や生命の次元にアクセスするための
扉を開いたのであり、異質な肉体を所有することによって生きようとする魂の混乱を取り除いたのであり、イエスを通して
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その使命の最後の時間に、墓の中で死の眠りについた魂を生命の光に昇らせてご自分を感じさせたのと同じことなのである
。しかし、人々 がそれを信じられるように、私はその存在を親族に見せるようにしました。 

58 その扉を開けたのは、私一人です。なぜなら、キリストの愛が、すべての世界を結びつける絆だからです。 

59 あなたたちは、わが光の軍団、平和の軍団、世界のために祈る者たちに属するであろう。そして、本当にあなたに
言おう、あなたたちの目の涙は、他人の痛みのために流され、あなたたちの父の慈愛と結びついて、苦しんでいる心の上に
露の滴として降り注ぐであろう、と。 

60 真の癒しのバーム、人々  - すべての病気を癒すもの - は、愛から湧き出る。 

61 精神で愛し、心で愛し、心で愛せば、身体の病気を治したり、人間の小さな必要を慰めたりするだけでなく、精神
的な謎、魂の大きな不安、その動揺や後悔を解消するのに十分な力を持つようになるのです。 

62 そのバームは大きな試練を緩め、光を灯し、苦悩を和らげ、締め付ける鎖を溶かす。 

63 科学に見捨てられた人間は、このバームに触れることで健康と生命を取り戻し、切り離された魂は、それを呼ぶブ
ラザーの愛の言葉によって戻ってくるのです。 

64.この時期が最高潮に達すると、人々 は至る所で霊的な力に包まれ、今まで見たこともないような顕現、出来事、徴
候が起こるでしょう。高慢な科学者たちは言葉を失い、自分たちの貧しさを確信し、無力さに涙する場面もあるだろう。 

65 人々 はキリストに目を向け、自分の働きを振り返るとき、第二の時代にあれほど多くの驚くべき働きをされたキリ
ストが、今帰還してその力を証しするために存在するのと同じであることを、ようやく理解するようになるのです。 

66 私は、あなた方が精神化された生活に入り、自己鍛錬と倹約を行い、祈りと愛の活動を行うことを望んでいます。
そうすることで、あらゆるスピリチュアルな事象に敏感になることができます。そうすれば、多くの人には見えないものが
、あなたには見えるようになる。そうしてこそ、人々 が解決策を見出せないでいる、すべての出来事の理由を説明すること
ができるのです。 

67 私は、私の弟子たちの準備と、彼らに託された使命についての彼らの知識が、彼らのやり方で、彼らの影響力だけ
で、人間の間で見えない、隠された、知られていない存在、そして、人類に知られていない混乱と苦痛の存在を送る存在を
解放するほど大きくなることを望んでいるのです。 

68 皆さん、組合に努めましょう。もし、あなたがこれを達成しないのなら--

人類にメッセージを与えるために必要なことだとしたら、どうしてその高い世界の光の存在たちがあなたを通して反映され
るのでしょうか。 

69 他の人のために祈り求めることを教えたが、自分のために求めるときも聞いている、私はその祈りを受け入れる。
しかし、あなたがたに言っておくが、あなたがたはまだ未熟であったから、あなたがたの要求に従って与えた時期は終わっ
たのである。今、私はあなた方が弟子として働き、祈るときにあなたの霊魂と心を私に差し出し、しかし私がその中で読み
、私の意志を実行するのを許してほしいのです。 

70 私の賢明な言葉は、最も忍耐強い師の愛に包まれて、あなた方を一歩一歩、精神主義の内包する偉大さを理解させ
、人間に始まり天界に合流する広大な精神の地平を見させたのである。 

私の平和はあなたとともにある！」。 
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インストラクション 297 
1 民：蒔いた種を刈り取ろうとする気持ちは立派です。それは、収穫までの時間を短くし、未熟な実を切り落とすこ

とになるからです。 

2 この作品の展開は一瞬で終わるものではなく、長い時間をかけて行われます。ですから、各自がこの霊的な畑で自
分の役割を理解し、自分の仕事を後輩に託し、自分が始めた畑の耕作を続けてくれるよう援助してください。その後にまた
別の人が来て、またその後にまた別の人が来る。このように、誰が信仰の収穫、霊性への転換の収穫を得る運命にあるのか
、あなたにはわからないのです。 

3 実を結ぶことを経験した者は、それが最後に来た者の功績だけではなく、1番目、2番目、3番目に来た者の功績、
努力、犠牲が合わさって、主がすべての者に割り当てた霊的な仕事を勝利に導いた仕事であることを知るだろう。 

4 一世代ですべての仕事を成し遂げることはできないし、今は収穫の時期ではないことを知ることです。 

5 あなたがたが従わずに、どうして私の言葉を理解させることができようか。私の言葉を理解し、それを信じ、反抗
的な体を訓練して使命を果たすのに時間がかかったのなら、どうして世界の変革がすぐに起こることを要求できるのでしょ
うか？ 

6 また、この仕事を自分一人でやっていると考えてはいけません。あなた方はまだ、このような大きな精神的意味を
持つ仕事を成し遂げるだけの力を持っていないのですから。あなたが進むべき道を示し、あなたが種を取るべき場所と道を
示してくれる存在がいることを知らなければなりません。 

このパスファインダーは、他の世界、他の家から来たあなたの兄弟姉妹であり、彼らはあなたの歩みを見守り、あなた
のために違反を犯す。彼らもまた、平和と愛と兄弟愛を実現する労働者だからです。彼らは、あなたよりも純度が高く、知
識と経験が豊富な魂であり、あなたが恐れるべき邪悪なものは何もありません。彼らは、あなたが立ち止まるのを許さない
人たちです。あなたが種を捨てれば、あなたの心に動揺をもたらす人たちです。 

7 あなたは一人ではありませんし、決して一人歩きすることはありません。 

8 この作品を信頼し、その偉大さを見よ。それは人間の知性によるものではなく、この人類の新しい世界観でもなく
、常に人間の魂の道を照らしてきた永遠の光であり、その真実の中であらゆる不完全、あらゆる不純、罪が過ぎ去ることを
悟ることです。 

9 私の真理から、愛と正義と知恵に満ちた教義を作り、それを通して、一瞬でも正しい道から外れた者を改心させ、
変えることによって、その力をあなたがたに証明するのだ。 

10 人間の罪は一時的なものであり、無知が招いた結果であるのに、なぜ人間を破滅や永遠の苦悩に陥れるのか？なぜ
、私自身の神性を宿した存在を非難するのか？ 

11 一瞬、あるいは長い間、物質への傾きや悪への傾きがあったとしても、私の恵みがその心に届くような明晰な瞬間
が訪れれば、それに応えて、神がすべての魂の中におられることを明らかにするのです。 

12 これこそ、人間が自分の中に求めるべき本質であり、人間が失い、しばしばむなしく求めてきたものである。その
ために、私はあなた方が自分自身を見つけるために持っているすべての能力を明らかにした。それは、あなた方が自分の魂
を発見し、外見や肉体の形を考えることを止めずに自分自身を本当に知ることを教えるためだ。 

13 弟子たちよ、霊的なものを求めることを学べば、外に向かって礼拝を行う狂信的な行為からも解放されるでしょう
。 

14 そうすれば、精神的な仕事の偉大さを含んでいるのは、集会場でもシンボルでも儀式でもなく、その永遠の意味と
正義に満ちた究極の目的であることに気づくでしょう。 

15 普遍的で無限であるこの仕事を制限しようとしないでください。また、あなたの霊的成長に限界を設けようとしな
いでください。あなたは、最も取るに足らないものから神業が立ち上がるのを見るでしょう、あなたは、それが創造された
すべてのものの中に現れるのを見るでしょう、あなたは、あなたの存在の中でそれが鼓動するのを感じるでしょう。 

16 これこそ、私が霊能者の弟子に教える簡素さであり、弟子も師のように簡素であるようにするためです。弟子は、
神秘的な力や並外れた能力で誰かを感動させようとせず、自分の言葉の真実と作品の力によって説得し、改心させるべきで
ある。 

17 真の弟子は、その簡素さによって偉大な存在となるのです。彼は主人を理解し、同時に自分も仲間に理解されるよ
うになるのです。 

18 人生は大海原で、誰もが自分の船で航海している。しかし、それを安全な港に導くための方法や手段を模索する人
もいれば、目的地や経験がないために転覆してしまう人もいます。 

19 今回も私の教えをお届けしました。その中に、救いの港があることを忘れないでほしい。どうして私が、不明確な
教えや曖昧な言葉、あるいは深みのない啓示をもたらさなければならないのでしょうか。もしそうであれば、私はあなた方
を、良心があなた方を放っておかない時代に生きている間、特に私があなた方に教えた慈悲と愛の律法の真の遂行を見せか
けで隠そうとするとき、新しい狂信に陥る危険にさらすことになるでしょう。 
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20 私は今、あなたがたに光を与え、鎖や束縛や闇から解放しているのだ。しかし、私はこの作品を別の宗教にするこ
とを許可しないし、通常のようにイメージや儀式で埋め尽くすことも許可しない。私があなた方にもたらす自由がどのよう
なものであるかを正確に知り、それを新たな狂信に置き換えないようにしなさい。 

21 あなたはまだ、あなたの心、そして魂が、その展開の中で停止していたことに気づいていないのですか？あなたが
たは、先祖から受け継いだ誤った恐れや偏見の洪水を覚えていないのか。私は、あなたがたをそこから解放し、歪みのない
真実を見つめ、光を受けられるようにしたのだ。 

22 もし、あなた方が準備しなければ、もし、あなた方の中に不敬が現れ続ければ、あなた方の光は閉ざされたまま、
物質化の背後に隠され、この偉大な啓示を何も知らない人々 のように、あなた方自身を無知な者として仲間の前に示すこと
になるでしょう。 

23 弟子たちよ、兄弟が持っている「破片」を見る権利を得るために、常に自分の目の中にある「梁」をまず見よ。 

24 このことをもって、私の教えを利用して、さまざまな宗派の中の仲間のやり方を非難してはいけないと言いたいの
です。まことに、そのすべての道に、犠牲を伴う崇高な人生を通して、私を求める心があることを、私は告げます。しかし
、弟子は私に何度も何度も、なぜ私は、時に互いに矛盾し、相違を生み、人の間に敵意を抱かせるような世界観の多様性を
許すのかと尋ねます。全く同じ理解、同じ光、同じ信仰を持つ魂は二人といないのだから、それは許される。あなた方は、
決して法の道を歩むことを強制されたのではなく、そうするように誘われたのであり、それによって、真理を求める真の功
徳を得る自由が保持されているのです。 

25 同様に、愛する弟子たちよ、あなたがたの任務は、団結し、調和し、あなたがたの癒しの力、あなたの言葉、あな
たの助けを必要とする人に手を差し伸べ、あなたがたの能力と賜物を分かち合うことであることを知っていてください。 

26 もし、あなた方の心に傲慢さが芽生えたなら、あなた方は霊能者にはなれないと、私は本当に申し上げています。
悟りを開いた魂は、利己的な心を満足させるだけの小さな虚栄心では満足できない。 

27 私の目には、弟子たちが最も熱心で、熱心で、忍耐強いように見えても、見かけ上の使命の遂行によって偉くなる
のではありません。 

28 最も純粋で、最も誠実な仕事、それゆえ、あなたを私に最も近づける仕事は、たとえあなたの仲間がそれを知らな
くても、あなたが沈黙のうちに行うことである。 

29 「あなたの右手は、あなたの左手が何をしているかを知ってはならない」と、私は第二の時代に弟子たちに言った
。それゆえ、今日、わが霊の光がすべてを説明するように、私はあなたがたに告げます：偽善なしに謙虚であり、他人の痛
みのために真に泣き、同胞が享受する善のために真に喜ぶのです。このように私の教えを感じる者だけが、隣人のために命
を捨てる覚悟を持つことができるのです。 

30 民：もし、あなたが畑を整えて蒔き始め、その実を刈り取るのが他の人でなければならないと定められたのであれ
ば、それに同意してください。あなたたちだけでなく、すべての兄弟姉妹も、父の畑で働く楽しみを味わう権利があるので
すから。 

31 私は道であり、あなた方はそれに沿って来る道楽者である。 

32 山の頂上に着いたら、目を戻して、自分の魂が経験したすべてを見ることになり、父に感謝することになる。 

33 道程は長い。彼はすでにすべてを経験し、すべての秘密を知っており、彼が見聞きするものの向こう側にあるすべ
てを突き抜けていると、誰が言えるだろうか。 

34 マスターは、あなたの仕事を軽んじているわけでも、あなたがその道で成し遂げたことを評価していないわけでも
ありません。私は、あなたの長所を真っ先に評価します。そうでなければ、私に正義はないのです。 

私がこのようにお話しするのは、人間的にも霊的にも自分の限界に達する能力は大きいけれども、まだ足りないものが
多いということ、つまり、肉体の感覚を超えて存在するものを無限に求めれば求めるほど、認識すべき、学ぶべき領域が発
見されるということを理解していただきたいからです。 

35 私は、あなたがたの知性の範囲内にある自然を与えて、それを調べるように、この自然を超えた世界の存在を明ら
かにし、魂によってそれを突き止めるようにしたのである。私は、あなた方が精神生活を知るために、探索し、調査するこ
とを許可しました。でも、今まで知っていたことだけにとらわれてはいけないと、私は言っています。学ぶことに貪欲にな
り、その無限の世界に入り込むために自らを鍛え、一日の仕事の終わりに満足の声をあげることができるように、熱心に働
きなさい。"使命を果たした" 

36 私の教えは、魂を立ち止まらせることも、人間の成長を止めることもありません。それどころか、恐怖や偏見から
解放し、その先に待っている光の道を見させてくれるのです。 

37 この人類は、科学と研究の頂点に達したように見えるが、実際には、知識への欲求に兄弟愛の理想を加えたときに
、明日到達する科学の始まりに過ぎないことを考えよ。 

38 今日、人々 が混乱の時代を生きているのは、自分の全生涯と全努力が、自分の精神の展開につながるべきであり、
その目標は自分の精神と創造主の精神との交わりであるべきだということを理解していないためです。 

39 今日、大多数の人が公言しているカルトは、物質主義である。 
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40 信仰と宗教の教義がその違いを主張する限り、世界はその憎しみを育み続け、真の神への崇拝への決定的な一歩を
踏み出すことはできないでしょう。しかし、もし、自分たちが魂の救済の鍵や永遠の命の鍵を持っていると考えて、他の道
を歩むすべての人々 を認めない人々 がまだいるとしたら、人々 はいつ理解し、団結し、それによって自分たちの間に愛への
第一歩を踏み出すのでしょうか。 

41 だから、あなた方はスピリチュアリズムの真の目的を認識しなさい。その教えは、あらゆる宗派、あらゆる人間の
イデオロギー、あらゆるセクトの上にあるのです。 

42 このメッセージには神の法則が含まれており、その意味を勉強すれば、それがすべての人、すべての国、すべての
状況に適用されることに気づくでしょう。 

43 この教えの真理の前では、違い、疎外感、敵意、対立がどのように消えるかを見てください。この教えの光の中で
は、あなた方はみな平等に見え、その愛の前ではみな兄弟姉妹であり、その正義の前ではみな不完全な存在だからです。 

44 この言葉は私から出たもので、命の源であり、アルファでありオメガであり、始まりであり終わりである。したが
って、人はその無知を克服するために、慣習や宗教的狂信を捨て、霊的に私である私のもとに来なければならない--

皆が私に捧げたいと思った礼拝の形の中ではなく。しかし、彼らが真の源のもとに来るとき、私は彼らをすべて受け入れ、
彼らの痛みを取り除き、重い重荷から解放し、互いに和解させるだろう。 

45 考えてみてください。もし、皆さんが自分の役割を理解できれば、人類はすでに利己主義を捨て、一人一人の人間
が自分の起源と運命を理解すれば、自分のすべての仕事を自分が創造された目的に関連付けるでしょう。 

46 もはや世界に多くの宗教は必要ない。あなた方は今、一つの信仰、一つの神の崇拝の仕方で統一された地点に到達
したのだ。思想と魂の結合においてのみ、あなた方は進歩、調和、平和へと導く光を見出すことができるのです。 

47 これで、どんな宗教も人の平和とその精神的自由を達成することはできないことがおわかりいただけると思います
。その代わりに、私の神聖なメッセージが、ある人には文章で、ある人には霊感で伝わり、人の救済、統一、霊化を達成す
ることを目撃することになるでしょう。 

48 スピリチュアリズムは不平等を生み出さない、スピリチュアリズムは人類が必要とし、無意識に求めている教えな
のです。それは平和であり、愛であり、正義であり、人々 が渇望する光であるからです。 

49 この言葉を聞いたあなた方は、私があなた方の心の中に、他の宗派を公言する人々 に対する嫌悪感や悪意を植え付
けることができると思うだろうか。決して、弟子たちよ、あなた方こそ、兄弟愛と調和の手本を示し、自分と同じ考え方を
する者を見るのと同じ愛情で、すべての者を見、愛し始めなければなりません。 

50 すべての宗教団体がこのステップを踏まなければならないだろう。彼らは、すべての人が崇拝すると主張する父へ
の愛の行為として、互いに愛し合うという切望に感化されなければならないだろう。 

51 迷子と言われても恐れず、すべての人に手を差し伸べてください。自分にとっては真実であるこの仕事が、他の人
から見れば偽りに見えるかもしれないことを考慮してください。なぜなら、彼らの目には、宗教が認められるために受けて
きた聖別が欠けているからです。 

52 もしあなたが私を信じるなら、もしあなたが、私がこれらの声の担い手の言葉の中に自分自身を知らせることを信
じるなら、あなたの仲間の裁きを恐れてはならない。私の教えはとても雄弁で、私のメッセージには多くの真理が含まれて
いるので、もしあなたがこれらの武器の使い方をよく知っているならば、ほとんど負けることはないだろう。 

53 真理、完全を熱心に求めるあなたを、誰も非難することはできないでしょう。皆さんには、そうする神聖な権利が
あり、そのために光に向かって努力する自由が与えられているのです。 

54 人々 よ、あなた方は長い間、私の食卓で食べたり飲んだりしてきた。もし、まだ精神的な飢えを感じているなら、
それは不当なことです。私はあなたの愛に飢えています。でも、あなたは私に何を飲ませてくれるのですか？お前たちの喧
嘩と無理解の胆汁と酢だ！ 

55 この恵みの日に、私はあなたに言います。私の神聖な輝きをあなたの心に浸透させ、あなたが私の存在を感じ、あ
なたの人生を変えることができるようにしてください。 

56 わたしは裁判官として来たのですが、真実は、もしあなたが裁判官のことばを求めるなら、あなたは必ず父の前に
いなければならないということです。 

57 あなたの知識が大きければ大きいほど、私への愛が大きくなることを私は知っています。 

58 私があなたに「私を愛して」と言うとき、私があなたに何を言いたいかわかりますか？真理を愛し、善を愛し、光
を愛し、互いに愛し合い、真の生命を愛せよ。 

59 私を愛することを学びなさい。私の愛が、あなたの罪過や罪にもかかわらず、あなたがその影響を避けたり、回避
したりすることなく、どこまでもあなたについてくることを悟りなさい。あなたの罪が重ければ重いほど、あなたに対する
わが慈悲は大きいことを自覚しなさい。 

60 人の邪悪さは私の愛を追い払おうとするが、それにはかなわない。愛は万能の力、すべてを創造し、すべてを動か
している神の力だからだ。 
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61 私があなた方に言うすべての証拠は、人類がその罪の深淵に迷っていたこの時代に、あなた方の間で私自身を知ら
しめたときに、私があなた方に与えたものである。私の愛は、人間の罪に対して嫌悪感を抱くことはできませんが、慈愛を
感じることはできます。 

62 私を知り、私のもとに来て、私の慈悲の澄んだ泉であなたの汚れを洗い流してください。求めよ、求めよ、さらば
与えられん。 

63 あなたの心の中であれ、魂の中であれ、私が見ていないものを、あなたは私の前に示すことができますか。どんな
苦しみや憧れ、心配事や秘密を私に隠すことができるでしょうか。なし。それゆえ、霊的に祈ることを学び、わが前に内心
で自らを告白し、わが予見とわが慈悲を信頼し、あなたの心に欠けている平和を注ぎ込むようにしなさい。 

64 祈りとは、あなたの心が私に語りかけ、嘆き、尋ね、泣き、力づけられる魂の言葉であると、私はあなたに告げた
。しかし、時には、あなたの存在が喜びに満ち、平和に溢れていると感じるとき、祈りはわが国の高みに到達する霊的賛美
歌となる。 

65 人間よ、私を信じよ。この世には、自分の救いを託すことのできる人間も、人々 も、法律も存在しないことを確信
せよ。私のもとに来て、私を求め、真理を求めなさい。そうすれば、いつの日か、あなた方は皆、一つの「谷」で、同じ光
の下に結ばれるのです。 

66 人間も、国も、人種も、民族も、地上の囚われに疲れた人間の精神が立ち上がり、物質主義の鎖を断ち切り、精神
的解放の歓喜を叫ぶとき、みな神の呼びかけに従わなければならないのだ。 

67 今日、私の言葉の成就は、この人類の道徳的・精神的変革と同様に、あなた方にとって非常に遠い存在に見えるか
もしれません。しかし、道を切り開き、自分の役割を全うするのは自分自身である。そうでなければ、あなたには私の言葉
の成就を判断する権利はない。 

68 人間が自分の魂をより高く発展させたいという願望に燃えて、この涙の谷を調和の支配する世界に変えるために、
あらゆる手段を駆使し、「不可能」を成し遂げ、戦争を防ぐために犠牲と超人的努力を払う時が来るのである。 

69 この世界を立ち上げ、人間の生活から苦しみの聖杯を取り除き、過去の世代が権力への盲目的な努力や物質化、軽
率な行動で破壊したすべてを再建するのは、これらの人々 なのだ。私のための真の礼拝、すなわち狂信的な礼拝や外見的で
無用な礼拝行為をしない礼拝を見守るのは彼らであろう。彼らは、人間の法と霊的な法の調和とその実現が、人間が神に捧
げることのできる最高の礼拝であることを人類に理解させようとする。 

70 その中に入りたいとは思いませんか？そんな元気な人たちの中に、自分の子どもたちも入ってほしいと思いません
か？この憧れを満たすことができるのです。そうすれば、物質の支配に対する霊の決定的な戦いが始まるとき、彼らは使命
の自覚のもとに団結し、信仰に強く、私の言葉が与える知識に満たされ、一つの体、一つの民、一つの霊を形成し、約束の
地を求めたイスラエルのように、壁を打ち破り、障害を克服していくことができるだろう」。 

71 もし、あなたが自分の子供たちに十分な準備を残しておかなければ、あなたの魂は、地上に見捨てられたままの人
の々運命のために、あの世から泣くでしょう。地球の人々 を苦しめるためにやってくる不幸と疫病の侵略から身を守ること
ができずに、彼らが屈するのを見ることになるからです。 

72 甘い果実を収穫する代わりに、霊界に到着したとき、茨の茂みやイラクサを見つけるだけの魂の償いと苦痛を想像
できるだろうか？ 

73 このようなことは、やがて避けなければならないことです。今、あなた方は、すべての人の救いのために私が与え
る指示の光を豊富に受けているのですから。 

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 298 
1 あなたは隣人を慰め、強め、癒す使命を持っているのですから。しかし、私はあなたに尋ねます。自分が病気なの

に、どうして困っている人に健康を与えることができるのでしょうか。心配事や苦しみ、良心の呵責、卑しい情念に心を乱
されたとき、あなたの魂からどんな安らぎが流れ出るでしょうか。 

2 自分の心の中に蓄積されたものだけが、仲間に提供することができるのです。 

3 今日、私がこの民に配る物資を出来るだけ多く蓄え、敵対する時や逆境の時にそれを保存することを学び、いざ使
命を果たす時に戦いに勝つことが出来るようにしなさい。平和、光、バームは、あなたの存在と一つの体を形成します。そ
のように、あなたは手を置くことによって病人を癒すだけでなく、あなたの言葉、あなたの考え、あなたの視線を通して健
康、平和、強化を伝え、多くの場合、あなたの存在だけでこれらの力を放射することになります。 

4 しかし、私がこれらの贈り物を与えたことを知るだけで、十分だとは思わないでください。そして、私への信仰を
通して、隣人への愛に満ちた活動を通して、純粋な感情と無私の心を通して、それを得ることが不可欠なのです。これらの
原則に従って働かない者は、たとえ私から才能を与えられたとしても、何一つ良いものを伝えることはできない。これらの
贈り物は、高貴で純粋で高揚した感情によってのみ開花し、増大するからです。 

5 確かに、何の準備もしていないにもかかわらず、その道で奇跡の跡を残す人はたくさんいます。しかし、それらを
行うのは彼らではなく、私である。なぜなら、私は困っている人、病気の人、精神的に貧しい人、善良な信仰を持つ人たち
を憐れんでいるからである。でも、その「働き者」たちは、私の奇跡を自分たちのおかげだと思っているんです。 

6 また、私が託したものに対して、準備の方法を知らないために、まだその資格がない者もいる。しかし、彼の信仰
は偉大で、隣人に対する慈悲を感じる。この者に奇跡を与え、その仕事を励まし、忍耐強く、完璧にするようにする。 

7 それをうまく利用しない者から贈り物を取り上げるというのは、間違いです。しかし、私が示した目的のためにそ
れを使わない者は、直ちにそれを使う力を失う。 

8 霊的な賜物は、救いを得るための手段であり、自分を守るための唯一の武器なのですから、どうして人間から奪わ
なければならないのでしょう。私の正義があなたの信じるように進むなら、私はすでに多くの人から良心の光を奪い、多く
の頭脳から知性を奪っていることだろう。しかし、もう一度言いますが、私は人からその才能を奪うことはしません。なぜ
なら、人はまさにその資質によって自分を取り戻し、完全なものへと昇華しなければならないからです。 

ある者は心を失い、ある者は早々 に命や何らかの能力を失うと、あなたは私に言う。確かに、しかし、すでに彼らのも
のであるものを奪い取るのは私ではない。弱さ、愚かさ、錯覚によって、父が相続財産として与えてくれたものを奪うのは
彼ら自身なのです。 

9 私の正義を愛する手は、このすべてに存在しているではないか。 

10 しかし、もしあなたがたが、わが完全なる正義を適用する方法を少し観察するならば、あなたがたは、わが愛がこ
れらの事例のそれぞれに現れ、ある者には光を、ある者には平和を、ある者には生命を回復させるものであることを納得す
るだろう。ただし、彼らが失ったものを回復するためには、まず大きな浄化を受けなければならないとも告げている。 

11 わたしはこのみことばのすべてについてあなたに話す。わたしの教えから一章も欠けてはならないからだ。明日か
ら迷いなく、不安なく過ごせるように、あらゆることを教えてあげよう。 

12 私はあなた方を、自らの運命を自覚し、自らの使命を熟知し、人類の祝福と精神的進歩のために私があなた方の心
に落としたこの祝福の種を、あらゆる真実味と純粋さをもって蒔き、広める用意のある人々 にしたいのです。 

13 ですから、今日の教書演説を始めるにあたって、まず、今日、私とともにあなた方を癒し、強くしていきましょう
と申し上げました。あなたの心にあるものを、あなたの仲間に伝えるのです。 

14 あなたの不完全さや準備不足にもかかわらず、あなたを求める困窮者に私の慈悲が注がれることを決して信じない
でください。たとえ、あなたが地上で悪を隠すことができたとしても、私の前で、あなたの審判が下されたとき、あなたの
功績だけが、あなたを悲しむべき報いから救うことができると、今なお、私はあなたに告げます。 

15 この教えが説明したことが理解できているか？では、決して忘れないようにしましょう 

16 愛する人々 ：私はあなた方の人生の道筋に自分自身を現し、さまざまな形であなた方を試し、あなた方が私を愛し
ていることを見たのだ。あなた方は道の岩につまずいたが、信仰を働かせ、自らを正した。 

17 私の教えはあなたがたを救い、私の言葉はあなたがたを高める。あなたがたは私の存在を信じ、これらの声の担い
手の理解を通して私の宣言を信じるからだ。 

18 あなたの魂は、あなたがこの顕現において私の存在を認識することを可能にした繊細さを、その身体の中で発見す
ることに満足したのです。 

19 この時代を告げた予言を、過去の書物を通して知っている人がどれだけいるだろうか。それなのに、もし彼らが私
の示現に立ち会ったとしても、それを信じることはなく、その約束の成就と受け取ることもないでしょうこの光を認識でき
るレベルに達していない人たちです。 
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一方、今日、命を捨てて、「今、わたしが人に知らせているのだ」と証しする人のうち、どれだけの人が、これらの出
来事を語る予言があることさえ知らなかったことでしょう。その理由は、彼らの魂はすでに光を受け取る準備と準備ができ
ていたからだ。 

20 預言者、悟りを開いた者、先見者たちは、霊の中で私の到来を感知し、人の心にその内容を注ぐために開かれた書
物を見て、人の間に霊界が存在することを確認したのです。彼らは、主が民を統合するために来られる新しい山を見たので
す。しかし、本当にあなたがたに言う。あなたがたが来てわたしを感じたように、一人一人が目覚める定めの時が来れば、
次々 と民が加わり、一人一人が加わってくる。 

21 私があなたがたに与えた形で、地上のあらゆる国や民にわが身を知らせると思ってはならない。しかし、私の無限
の力と知恵で、私はすべての心の扉をノックする方法を知っているだろう。 

22 私が今、あなた方に託したこの霊的種を世界中に広め、周知させなければならないことを告げなければなりません
。 

23 わが顕現の時は、この民の準備の時であった。その指示は長く、詳細で、ある世代がこの地上から去り、別の世代
がそれに取って代わるのを私は見てきました。これは、種が芽を出し、熟し、実を結ぶために必要なことなのです。 

24 今、教えは終わりに近づいている、だから、私はすべての教えの演説で、あなたが将来働かなければならない手順
を明らかにすることを聞いてください。 

25 私の作品には大きな最終目標があり、その目標に導くのが私の言葉なのです。 

26 私の声を聞いてくれた人の仲間入りをしたとはいえ、まだまだ涙を流すことでしょう。試練に弱さを見出され、自
分の分裂を嘆くことになる。そうすれば、世界によって与えられる苦痛や打撃によって、私が顕現した最初の日からあなた
方に話してきた平和、結合、親善の旗印を自分の権利とするようになるのです。 

27 この言葉を聞いて、あなたがたが苦痛を避け、兄弟愛から団結するならば、幸いである。私は、この民族の兄弟愛
を夢見て、まだ結合の兆しが見えない人々 の痛みと悲しみを目の当たりにしています。主よ、私たちを結びつけるのはあな
たの愛であってください」と沈黙のうちに私に言うのはこれらの人々 です。私たちの救いのために戦うために、まだ短い時
間を与えてください。" 

28 他の者は私に尋ねる。"先生、なぜ心を清めなければならないのですか。" 

"あなたの言葉を聞いても、なぜ苦しみがあるのですか。"しかし、私はあなたがたに言います：人々 よ、あなたがたはまだ
すべての汚れから清浄ではなく、まだ苦痛から自由ではありません。汝の中には、まだ患っていない紐がある。それを試し
て、霊魂と心を堅固にする必要がある。 

29 もし、私の声を聞いただけで、痛みを感じなくなったとしたら、あなたは自分の人生を清め、私に近づく努力をす
るでしょうか？本当に、あなた方に申し上げますが、そうすれば、あなた方の精神的、道徳的体質を改善するために、これ
以上何もすることはないでしょう。 

30 弟子たちよ、あなた方の闘争の目標は、いかなる苦痛も到達できない魂の状態であり、この目標は、功徳、闘争、
試練、犠牲、離俗によって達成されることを知りなさい。 

31 忍耐、信仰、謙遜、降伏など、仲間の中に発見することができる事例があります。彼らは、人類の美徳の模範を示
すために、私から送られた魂である。一見、悲しい運命を背負った生き物たちですが、彼らの信仰心には、自分たちが使命
を果たすためにやってきたという思いがあるのでしょう。 

32 あなたがたの歴史には、私の使者や弟子の偉大な例があります。 

33 しばしばあなたは、父に貢ぎ物として届き、父の記憶にふさわしく、また周囲の人々 の模範となるような、偉大な
高みを目指す行いをすることがあります。その仕事の価値、その行為の良さをいつも意識するわけではないので、心がその
良さに慢心して、種が台無しにならないように、その方がいいのです。 

しかし、魂はそれにもかかわらず、自分の作品の価値を知っているのです。もしそうでなければ、高尚で有用な行為で
頭が一杯だと思い込んで、平凡な仕事に時間を浪費することがどれほど多いことか。 

34 弟子たちよ、あなた方は苦難の中で不動のものとなったが、これからは霊化によって上へ上へと進まなければなら
ない。苦難や悲しみ、誘惑に満ちた人間の生活があなたを拘束することは問題ではありません。この征服は、あなたが自分
自身を自由にするための手順を発見する方法を知っている場合にのみ明らかになります。しかし、このように魂が広がり、
自由になる方法とは何なのでしょうか。祈り、反省、崇高な仕事、災難を乗り越えることを通して。 

35 これを達成した者は、物質界における自分の任務を遂行することに遠慮することなく、光と安らぎの世界に入った
ことになるのだ。 

36 これは、物質主義、地上の苦難、苦痛、誘惑、悪徳から逃れるために、私が示した道である。 

37 私は、霊化のおかげで、あなたが真理の水で渇きを癒し、あなたの父の光で満たされる領域に到達できるように、
祈りと瞑想と善行にあなたを招待します。そこでしか、霊的にも人間的にも、自分の義務をきちんと果たすために自らを奮
い立たせることはできないのです。 
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38 この世に生を受けた以上、最高の形でやりなさい。しかし、痛みの聖杯があなたの心臓に注がれたとき、「もうこ
の世界に生きていたくない」と拒絶の意思を示すことはありません。地球は、魂が自らを清め、より高い故郷を得るための
功徳を積む「谷」である。そこに住むためにどれだけの魂が費やされるかを知ってさえいれば。 

39 これからの世代が仕事を続けていくために、道を切り開き、家を整えることが必要なのです。しかし、もしあなた
が自分の役割を果たさなければ、彼らはあなたがしなかったことをしなければならなくなり、その後、彼らがするように命
じられたことは、他の人に委ねなければならなくなるのです。これが父の意志を正す方法だと思いますか？ 

40 ここでこの道に入るとき、あなたは先代の果実を唇に受けたのです。これは、彼らがあなたに遺産として残した贈
り物です。それと同じように、やがて来る自分の後任の人たちのために、何かを用意しておくべきだと思いませんか？ 

41 みんな、目を覚ませ！あの世は、あなたの地上での歩みを見守っているのですこの世界はあなたの作品を知ってい
るこの人類が敵意と情念の海に沈んでいくのを見たとき、彼らは震え上がり、あなたのために祈るのです。 

42 元気を出してください、あなたは見捨てられたわけではありません。あなたの父を信じ、あなたを愛し、あなたを
霊的な領域から守ってくれる人たちに自信を持ちなさい。 

43 もし、あなた方が、私の指示を与える間、真に私の仕事に専念するならば、真に申し上げるが、この時間は、あな
た方に訪れる新しい時代に向かってしっかりとした一歩を踏み出すための準備として十分であろう。 

44 私が現れたこの3年間は、第二の時代において私の教義を説いた年月を表すものとして選んだ。そうすれば、当時
私に従った弟子たちの愛、意志の力、献身をよりよく理解することができるでしょう。なぜなら、彼らが神聖なる師の弟子
、真理の使徒となるには、短い時間で十分だったからです。 

45 当時、私に直接従うべき選ばれた者は十二人いたが、私の出発が近づくにつれ、十二人のうち一人だけが試練の時
に倒れたのである。 

46 今日、私は多くの弟子たちを私の食卓に座らせた。常に私の言葉を聞き、一歩一歩私の教えに従うことによって、
彼らが強い者、つまり師を裏切ることなく、また自分自身をも裏切らないほど強い者としてこの顕現の時を終えることがで
きるように。 

47 「見ていなさい、祈っていなさい」と、私が弟子たちに言ったように、時が来た。肉体は弱く、一瞬のうちに魂を
裏切ることがあるからだ。後になって、一瞬の混乱や弱さのために、人間として、あるいは霊的存在として、苦い涙を流し
て欲しくない。 

48 不服従の結果がすぐに出ると思ってはいけない--

違う。しかし、あなたがたに言っておくが、あなたがたの犯した罪は、たとえあなたがたに何の影響もないように見えたと
しても、時が経ち、わが正義が何のサインも出さなかったことを考えれば、遅かれ早かれ、あなたがたの行いに答えなけれ
ばならないのである。しかし、あなたがたはすでに、わがみことばによって、わたしが裁き主としてはどうしようもないこ
とを知っており、あなたがたの裁きが来たときには、良心の光に目を開くことになるのだ。 

49 誰もこの裁きを受けてはならないし、誰もこの痛み、苦悩、後悔、絶望の杯を望んではならない。もしあなたの良
心は、あなたの師から「愛する弟子」「愛しい人」「私の国の相続人」と呼ばれた後、「不従順」「裏切り者」「恩知らず
」と言い続ければ、あなたの魂は想像できないほど苦しむだろうから。 

50 もし私が、あなた方がまだ誤りや不従順や堕落の可能性があることを知らなかったら、このようにあなた方に話す
ことはないでしょう。しかし、私はあなたの弱さを知っているので、あなたを揺り起こすことが必要なのです。しかし、あ
なた方は、まもなく私の布告が終わるにもかかわらず、なぜまだ、私の指示の一つ一つを解釈すべき方法を完全に理解して
いないのでしょう。なぜなら、あなたがたは、わがことばをますます取るに足らないものと考え、他方で、あなたがたはま
すます重要なものと考えるほどに、わがことばに慣れてしまったからである。 

51 私はあなたがたのために話しているのであり、いかなる人間の誤りも私の精神や仕事を害することはできない。し
かし、あなた方は、自分の過ちによって、多くの災いを引き起こす可能性があるのだから、この災いを免れてほしい。 

52 第二の時代、わが弟子の一人が一瞬弱気になり、師だけでなく兄弟や私を愛するすべての人々 に大きな痛みを与え
たこと、その瞬間から、私に従う者たちのすべてがいかに変わったか、あなたは知っているはずだ。 

師は弟子たちの腕から引き離され、その唇がしばしば発した愛の言葉は終わりを告げました。この世に神の存在を感じ
ていたあの祝福された肉体が消えてしまったのだ。彼らは、痛みと見捨てられた影が自分たちの生活を取り囲んでいるのを
感じていた。しかし、その犠牲の死に泣いたのは彼らだけでなく、いつの時代も人類はその死に泣いたのだ。 

53 今、私はあなたに問う。あの裏切り者の弟子の過ちが、私の仕事の達成を妨げたと信じるか？そのエラーによって
、私が予見していたことが変わったとでもいうのでしょうか。- 

一切ありません。私の仕事、私の真理、私の使命は至高の完成度で実現した。ちょうど、あの弟子たちが主に差し出す人生
のすべての予見された状況が実現しなければならなかったのと同じように。なぜなら、神の意志は決して人間の行動様式に
従うことはできないからです。それは人間の罪とは関係なく行われるものであり、これからもそうであろう。 
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54 私は、近づいているテストの日のために、すべての人を準備しているのだと認識すること。しかし、私が最後の言
葉を伝えるには、良心的で準備の整った一人の声帯奉仕者がいれば十分であり、私が長い年月をかけて多くの声帯奉仕者を
通してあなた方に明らかにしてきた真実を、その言葉で封印することができると、私はあなた方に告げたいのである。 

55 イスラエルよ、命の木の下に集う大勢がいかに小さいかを思い知るがよい。ある者は私の神聖な指示を理解せず、
ある者は自分のやり方で誘惑に驚かされた。しかし、私は父として良い忠告をし、師として指導する。 

56 この教えを心に刻み、わが道をたどり、盲人に光を与え、聾唖者にわが愛の呼び声を聞かせ、足の不自由な者が歩
き、わがあとに続き、人類が正午の光を見ることができるようにしなさい。 

57 私は今、人々 をすべての罪から解放するための準備をしています。私の光は彼らの心を照らし、彼らが自分たちの
間で愛を実践できるようにします。 

58 エリヤがあなたをハードルに導いたときから、あなたは霊化と魂の上昇に到達するための準備をしてきました。あ
なたは私のところに来て、「主よ、私のためにあなたの御心をなさってください」と言った。私はあなたの足に新しい衣を
与え、あなたが私に差し出したぼろ布を取り除き、あなたの魂を清い衣で飾った。わたしはあなたの魂に、わたしの選んだ
民イスラエルのしるしを置き、あなたに告げた。これらは、あなた方が属する階級であり、あなた方が私の命令に降伏し服
従することを示すためである。そして、あなたは私に言った、「父よ、あなたの意志を私の上に実現してください」。 

59 そうです、わが子たちよ、あなた方が無知であってはならないように、あなた方が強者としてわが教えを実践でき
るように、あなた方の心にわが庇護を与え、あなた方自身を悪から切り離せるように、物質化から盲目的に自分の道を進む
者たちの痛みを感じられるように、私はあなた方を啓発したのだ。私は、あなたが彼らを癒し、新しい命を与えるために、
そして、彼らを私のもとに導くために、あなたに霊的なバームを与えたのです。 

60 私はこの時代、「死者」に命を与え、人類を救い、その深淵から救い出すために来たのだ。この本の最初のページ
から現在のページまで、私が時代を超えて与えてきた指示を読み上げるために。ここに、私の愛、私の無限の知恵がある。
わたしを理解しようとする者は、わたしの中で生きることになる。私を愛そうとする者は、私と共にあり、もはや苦痛に襲
われることなく、孤独を感じないように、霊化して自分の道を歩まなければならない。 

61 これはイスラエル、あなたの使命です。覚悟しなさい。あなた方は私の弟子にならなければならないのだから、全
身全霊を傾けて師の言うことを聞かなければならない。あなた方ひとりひとりは、明日、開かれた本のように、人々 が私の
言葉を研究し、理解する場所にならなければならない。 

62 あなたの使命の遂行は、会議室の4つの壁だけにとどまりません。いや、イスラエルよ、わたしの鋭いまなざしは
、あなたがたのすべての仕事を見守っている。しかし、私はあなたがたに言う。不服従のままでは、あらゆる場面で苦痛を
味わうことになる。しかし、あなたがたが悔い改めるとき、わたしはあなたがたに言う。『わたしのもとに帰れ、あなたが
たに慰めを与えようと待っているのだ。 

63 父のもとに来ようとする者は、高慢さ、虚栄心、そして私の鋭いまなざしが見るあらゆる欠点から自分を解放しな
ければならない。 

64 謙虚な者、無知な者を利用することは、私を喜ばせた。私の愛が彼の心に働きかけました。私は彼に私の律法を託
し、私の存在を感じさせ、彼に言った。「行って、あなたの同胞に呼びかけ、彼らを私のもとに導きなさい。 

ですから、あなた方の使命は大きく、困難であると申し上げました。あなたは多くのことを理解し、自分の精神的な道
を歩んでいかなければなりません。しかし、あなたがたが貧しいのではなく、豊かなのは、あなたがたが私を持ち、私を聞
き、私を感じ、私があなたがたを励まし、あなたがたに告げたからなのだ。私の慈悲はいつもあなた方と共にあるから、心
配しないでください。 

私は、すべての「労働者」に土地を与え、その土地を耕し、良い果実を収穫できるようにした。しかし、その果実が苦
ければ、私はそれを受け入れない。労働者は、味わい深く、私に届くような果実を収穫するまで、再び自分の土地を耕さね
ばならないのです。 

65 私の仕事は汚されることなく、私の真実はいつも同じである。 

66 この民の穢れは、私の正義によって一掃され、あなたは常に私の意志が行われるのを見ることになるのです。 

67 あなたは今、私があなたに何を望み、私の意志に従って何をすべきでないかを知っています。あなたの良心と調和
して生きれば、良心は常に、わが意志を実現するためにあなたが何をすべきかを教えてくれるでしょう。 

68 この時代、決定的な時に誘惑に陥る者が出ないように、見張り、祈りなさいということを、もう一度言います。し
かし、もし誰かが私の決めたことを裏切って私の意志に反抗し、出来事を違う方向に向かわせることがあれば、本当にあな
たに言いますが、私の仕事は神のものですから、その時に害を受けることはないでしょう。しかし、決定的な瞬間にわが意
志を誇らしげに無視すべき者たちは、その頑固さの結果を自分の存在の中で感じ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 299 
1 弟子：師匠はあなた方と一緒にいて、小さな子供たちに一人一人キスを与えています。 

2 私は、あなた方が、「言葉」が人となりあなた方の間に住まわれた祝福の夜を、この数日間、霊的な喜びをもって
記念していることに心を打たれています。 

3 兄弟愛でもっと団結し、私が託した子供たちに優しさを与えるなら、あなたの父が送ってくれた完全な愛を感じる
ことができるでしょう。私は自分の宝庫を開き、そこから人類の光と平和になるべきものを取り出した。 

4 私の存在をみんなに感じてもらいたい。少なくともこの想起の日々 において、人々 が自分の心を感化し、霊化する
方法を知っていれば、あらゆる場所、あらゆる生き物の道、家族の中、痛みの宿る場所に私を見出すことができるようにな
るだろう。しかし、まだ待たねばならない。すべての人が私を心に感じることができるわけではないのだ。それでも、私は
、わが子たち一人ひとりの道に愛の贈り物を残していく。 

5 私は自分を無限の形で人々 に知らせることができる。たとえ、人間の声帯を通じて私の言葉を聞かせたとしても、
私は他の人の霊に語りかけるのです。 

6 メシアが幼い子供として地上での生涯の旅を始めた夜明けを人々 が記念するこの日、私は全人類に私の霊的存在を
感じてほしいのです。子供たちは私を喜び、青年たちは、あなたたちを救うために愛ゆえに人となられた方を思い、しばし
立ち止まり、これらの出来事を振り返り、子供時代の楽しかった日々 を思い出して涙を流す大人たちに、私の平和を心に感
じてほしいのです。 

7 自分を包んでくれた母胎のこと、両親の愛情や愛撫のこと、幸せだけど短かった子供時代のこと、そして、両親、
子供時代、喜び、純真さなど、この世で徐々 に失われていくものすべてに思いを馳せるとき、喜びと悲しみが交互に訪れる
ことでしょう。 

8 多くの心が冷え切って、私を愛することも、この世の大切な人を愛することもできなくなっていることを忘れては
ならないでしょう。 

9 愛する人々 よ、この瞬間に祈りなさい。そして、あなたを忘れた人々 があなたを思い出し、「精神の谷」に飛んで
いった人々 があなたの心に近づき、この愛の日にすべての人々 が一つになれるように。 

10 神の「言葉」が人となったという奇跡が地上に起こった日を、喜びをもって記念するのは人間だけではない。また
、霊的な世界も、主の神聖な業を思い浮かべるとき、この喜びを分かち合うことができます。 

11 あなた方は、この地球上のこの時代に、私の来訪、私の存在、私の言葉を最も明確に現した人たちです。私の声は
、ヴォイスベアラーを通じて人間化され、あなた方の魂の中に光を灯し、謎を解明し、霊的な新しい知識を明らかにし、そ
れを聞いた人々 に奇跡を起こしました。ですから、皆さんは「三代目の弟子」と呼ばれ、お父様は常に皆さんに対して最も
霊的な崇敬の念を抱いておられるのです。 

12 今、諸君は次第に私の教えの意味を理解し、それ故、この世で私の歩みを思い出そうとするとき、儀式も儀礼も世
俗の祝儀もなく行うのだ。あなたは自分の歓喜を内面化し、それを表現するときは、私の言葉を聞き、その教えを実践する
ことで魂と心を占めるようにするのです。 

13 祝福され、愛された人々 よ、これらの神聖な記憶を心に留め、それらをあなたの人生の道と光としてください。も
し、これらの記念行事において、人々 が神への敬意の限度を超え、冒涜に陥っているのを見たならば、私が彼らを許すよう
に、彼らも許してください。私の光も彼らに届くようにします。 

予言されているように、霊的な種類の揺れが人類を揺り動かし、その時、人々 は私のもとに戻るために目覚めるのです
。そのための道は開かれている。並外れた試練と出来事が世界を揺るがし、人々 を刷新に導く審判の叫びのようになる。 

14 すでに今日、わたしはあなたがたに、諸国からわたしのもとに上がってくる願いごとと一体となれるような準備を
して祈ることを教えているのだ。試練の時に絶望したり、直感が鈍ったりしないように、魂の強さを与える。 

15 私の言葉を与えるのは、あなたが魂の中に真の光をもって語ることができるように、また、あなたの人生の旅路の
試練と重大な危機の中でどのように振る舞うべきかを知ることができるようにするためです。 

16 私はあなたを祝福し、また、「ことば」の受肉、すなわちキリストの誕生を覚えるところには、神が人となられる
ときにその胎内を通過させるために女性となられた、あなたの天の母の愛に満ちたマントが存在することを伝えます。 

17 彼女は師匠のことをよく理解していたから、師匠をこの世に誕生させるために人間の母親となる必要があったので
す。 

18 彼女は「ひとり子」を愛するためだけに来たのではありません。彼女の神聖な愛は慰めの普遍的なマントであり、
彼女の存在は常に優しさと執り成しである。彼女のもとに向かえば、あなたを私のもとへ導く天国のはしごを見つけること
ができるでしょう。 

19 私の霊は家に入り、泣く者を慰め、すべての心を平和で満たします。 

20 今朝、私がお届けするスピリチュアルメッセージは、私が顕在化する最後の年に向けての心構えを示すものです。 
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21 私はあなたに私の平和をもたらし、後に地上のすべての民にそれをもたらすことができるようにする。平和は、あ
なた方が目指すべき最高の目標なのですから。 

22 魂の平和は、私の知恵の光と、平和がないために混乱した心が把握できないすべてのことを理解できる状態です。 

23 人間には魂の平和、心の静寂が必要です。しかし、この富は武力で得られるものではなく、また、いくらで買える
ものでもない。それは、人が善に忍耐することによって得られる恵みである。 

24 愛する人々 よ、平和の種をあなた方に託し、地上に広めるのだ。しかし、本当に言っておくが、この種を撒くのは
君たちだけではないのだ。なぜなら、この国にも他の国にも、他の共同体の懐には、平和を祈り、隣人の幸福を願い、その
目的のために熱心に働く人々 がいるからである。 

25 この第三の時代、私の言葉のインスピレーション、私の霊的啓示に熱心に耳を傾ける者はみな幸いである。なぜな
ら、彼らが人間の知覚能力を発達させることを基礎として訓練するとき、彼らは私の考えを集め、それを仲間の間で言葉や
作品として現す方法を知ることになるからです。 

26 人間は精神の不滅の力を内に秘めており、解放を求め、より高い発展を切望することによって、頽廃から立ち上が
ることができるだろう。 

27 今、人間は自分の知性の能力と力を認識する時代である。主が『教えの書』で命じられた仕事を成し遂げるために
は、自分の魂にこの力を大いに発揮させればよいのである。 

28 愛する弟子たちよ、魂が闘争し、支障なく自己を表現するためには、地上のあらゆる地点で立ち上がったすべての
人々 が行ったように、人間は軛を振り払い、心から伝統を根絶し、宗教的狂信から自らを解放しなければならないことを、
今あなたは知っているのだ。 

29 私はすべての人のために、彼らが互いに出会い、理想と闘争と信仰の中で兄弟姉妹として認め合わなければならな
い道の岐路を用意したのだ。 

30 世界各地には、人類の平和を実現する成熟した霊能者が散在していることをお伝えします。しかし、地球上の全霊
能者の結合は、新しい教会を組織することではありません。彼らの結束は、精神的、理想的、そして仕事の面においてであ
り、このようにして彼らの力は、わが霊にある永遠の源から引き出したものであるから、無敵となるであろう。 

31 私は彼らすべてにわが真理を鼓吹し、また、彼らの心からすべての不純物が逃げ出すように探し出す。 

32 彼らは皆、霊能者の教えが、人間の哲学に汚染されることなく、彼らの霊的能力によって説明され、明確に識別で
きるようにする義務があります。 

33 その昔、人々 は私の啓示と教えに、自分たちの世界観、哲学、理論を加えましたが、それは人類を分裂させ混乱さ
せることにしか成功しなかったのです。 

34 私は、道を見つけた者が、それを簡単に教え、仲間のために簡単にすることを望む。多くの者がしたように、つま
ずきで道を舗装し、それによって、私を求める者が私のところに来るのを妨げることがないように。 

35 儀式主義を守る人たち、つまり、図形や物や肖像で神を擬人化することにこだわる人たちに対して、私は、もし彼
らが精神化の道を歩まないなら、意識することなく、人間の兄弟を無視して国家間の戦争を促進する人たちに属すると言う
のだ。 

36 あなた方が信じている神は純粋であり、その神の愛においてあなた方全員を等しく愛していると、私は真実に基づ
いて言うのである。 

37 もし、私が真実を告げ、あなたがそれに気分を害したとしても、それを告げたのは人間ではなく、あなたを愛し、
あなたを救うためにあなたの誤りを示すあなたのマスターであることを思い出してください。 

38 権力欲、狂信、横暴は、一度放たれると止められない潮のようなものだということに、まだ気づいていないのでし
ょうか。 

39 私は、誰かの信念が真実に基づいているのであれば、それに抗うことはしません。しかし、私は、誤りを発見した
場合には、その誤りを取り締まることにしています。 

40 すでに今、すべてが同じ目標に向かって努力し、あなたの魂の人生を和解させ、調和させています。誰も自分が兄
弟より良い道を歩いていると思うな、また自分が他の人より高いレベルにいると思うな。死の間際に、私の声で、あなたの
成長度合いを教えてあげると言うのです。 

41 そこで、良心の前の一瞬の悟りの中で、多くの人が報いを受けるが、同時に多くの人が自分の偉大さが消え去るの
を見る。 

42 自分たちを救いたいのか？それなら、兄弟愛の道を歩んで私のところに来なさい。それは、「互いに愛し合いなさ
い」という私の最高の戒めに書かれている唯一のものであり、他にありません。 

43 人類：イエスの誕生を記念するこの日、あなた方の心に平和が訪れ、団結した幸せな家族のように見えるように。
その時、私がこの世に生を受けたことを記念して、心からの喜びを感じる心ばかりではないことは承知しています。内省と
集いの時間を取り、喜びを内なるものとし、想起の宴を精神の中で行わせる者は、ごくわずかである。 
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44 今日、いつの時代もそうであったが、人々 は記念日を俗悪で無意味な祭りに変え、精神の喜びとはかけ離れた感覚
的な快楽を求めるようになった。 

45 もし人がこの日を霊に捧げ、神の愛、その揺るぎない証拠である、私が人となりあなた方と暮らしたという事実を
振り返るなら、真に申し上げるが、あなた方の信仰はあなた方の存在の最高のところで輝くだろうし、それは私へと続く道
を示す星となるのだ。あなたの魂は善に浸透し、あなたの生きる道において、困っている人に恩恵と慰めと真心を浴びせる
ことでしょう。もっと兄弟姉妹のような気持ちで、心から加害者を許すでしょう。親もなく、住むところもなく、愛もない
、はみ出し者の子供たちを見て、優しさに包まれることでしょう。戦争が人間の生活における善良なもの、高貴なもの、神
聖なものをすべて破壊してしまった、平和のない民族のことを考えるでしょう。そのとき、あなたの祈りは純粋に私に向か
って立ち上がり、こう言うでしょう。「主よ、ひどく苦しんでいる私たちの兄弟姉妹がたくさんいるのに、私たちに平和を
求める権利があるのでしょうか？ 

46 私の回答はこうです。同胞の痛みを感じ、祈り、慈しんだのだから、家に集まり、食卓に座り、その祝福の時を喜
びなさい、私はそこに立ち会うのだから。たとえ、その瞬間、多くの人が苦しんでいるとわかっていても、ためらうことな
く喜びなさい。本当に、あなたの喜びが誠実であれば、そこから平和と希望の息吹が発せられ、愛のため息のように困って
いる人たちに触れることでしょう。 

47 誰も、一年のうちでイエスの誕生を記念して祝う最も純粋な祝祭を、皆さんの心から消し去りたいという意味では
ない。私はただ、世には世にふさわしいものを、魂には魂にふさわしいものを与えることを教えたいだけだ。人間の出来事
を祝うために多くの祝祭を祝うのなら、なぜこの祝祭を魂に任せないのだ。魂は子供となり、私に愛の贈り物を捧げるよう
になり、私を崇拝する羊飼いの素朴さを獲得し、真の知恵の主の前に首を下げてその知識を捧げる賢者の謙虚さを獲得する
からではないか。 

48 私は、最近の人々 の生活を取り巻く喜びを損ないたくはありません。それは伝統の力だけではありません。私の慈
悲があなたに触れ、私の光があなたを照らし、私の愛があなたをマントのように包むからです。そして、希望と喜びと優し
さに満ちた心が、与えたい、経験したい、愛したいという欲求に満たされているのを感じるのです。しかし、あなたがたは
、その感情や感動を、必ずしも真の寛大さと誠実さのうちに表現することを許さない。なぜなら、あなたがたは、贖罪者が
この世に来られたその魂を、その瞬間を生き、その光に入り、自らを清め、救わせることなく、その喜びを世の中の快楽の
中に浪費してしまうからである。人となったその神聖な愛は、すべての人の人生の道に永遠に存在し、その中に命を見出す
ことができるようにするためです。 

49 私の霊の平和は、この平和の夜にすべての人々 の上に優しさのマントのように広がり、マリアの魂から始まる最も
愛に満ちた口づけは、同様に彼女の子供たち一人一人に届きます。 

50 弟子たちよ、よく見なさい。そうすれば、毎日歩いているうちに、あなたの神からの愛の贈り物に気づくことでし
ょう。 

51 この恵みの日に、メシアが人となり、あなた方とともに住まわれた祝福の夜を記念して、まことにあなた方に告げ
よう。 

52 私は、子どもには子どもなりの、若者には若者なりの、大人には大人なりのアプローチをしています。私はすべて
の宗教的共同体の扉をたたき、それぞれの共同体の光に従って、私の存在を彼らに知らせる。しかし、私は誰も見ずに帰る
ことはありません。 

53 これは、あなたが持っているすべての主人への最も愛情深い追憶です。子供たちの心は喜びに満ち、年長者の心は
救い主への平安と希望に溢れています。 

54 この言葉を聞く恵みのあるあなた方は、この祝祭日を儀礼なしに、純粋な心で祝う数少ない人たちの一人です。そ
うすれば、不敬罪に陥ることはないでしょう。それは、あなたの心が、主の模範を自分の人生に適用し、彼の教えを生きる
ときに、あなたが犯すことが最高の記念、主の前に最も喜ばれることであると理解するようになったからです。 

55 すべての仲間を思い、魂を全地球に移しなさい。しかし、愛をもって、あわれみをもって、彼らに平安をもたらそ
うと思いながら、彼らのことを考えなさい。本当に、あなたがたの祈り、思い、願いは実らないことはないと、私は言う。 

56 この人類の霊的覚醒が起こる時のために、私はあなた方のために道を用意しているのです。試練や出来事、呼びか
けが人々 の行く手に起こり、新しい時代の到来を語りかけてくるのです。 

57 宗教間、民族間に生じる世界観の衝突を見て絶望しないように、私はすでに警告を発している。また、この争いは
、人々 の間に和合と調和と平和をもたらすために必要なものであることを、私はあなた方に告げたことを忘れないでくださ
い。 

58 そして、闘争が強くなったとき、人々 が自らの意志で真実を求め、脅しや非難を恐れない姿を見ることになるでし
ょう。そして、領主と支配者に虐げられている民の中から預言者が現れる。その時、私の教えは輝きを増し、新しい弟子た
ちの働きによって、この地上に広がっていくことでしょう。 

59 今日、私の言葉はあなたを励まし、同時に試練はあなたの魂に堅固さを与え、打撃、侮辱、裏切りを恐れないよう
にします。 
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60 あなたがたの多くは、家族の懐で反対や不信や嘲笑に遭い、大きな苦い思いをして私に従っている。あなたの親族
は、神があなたに与えた賜物と、神があなたに遣わした使命を疑っています。 

61 ある者は故郷を追われ、ある者は他国への移住を余儀なくされています。 

62 親族に信じてもらえなかったのは、あなたたちだけではなかったと言うことです。ヤコブの子ヨセフが、ヨセフが
偉大な預言者であることに気づき、それを妬んだ実の兄弟たちによって、ある商人に売られてしまったケースを思い出して
ください。しかし、主の慈しみはこの青年にその外套をかけ、奴隷としてエジプトに着いた彼は、先祖の律法に対する信仰
と忍耐によって、神の恵みと知恵を身にまとい、パロの次に、その民の助言者、大臣、預言者となったのである。 

63 ヨセフの魂は美徳に忠実で、その国を歩んだことは、祝福と豊かさ、繁栄と平和の足跡を残しました。 

64 ヨセフは心から愛していた父ヤコブを忘れてはいなかったし、兄たちが自分を売り、親不孝な愛を裏切り、心の中
に恥の刺し傷を負わせたにもかかわらず、兄たちをも忘れてはいなかった。しかし、ついに神の裁きの瞬間が訪れた。ヤコ
ブが息子たちと住んでいたカナンの地は、干ばつで荒れ果てていた。エジプトでは穀物倉が小麦で溢れかえっているのに、
その土地は飢餓と悲惨のどん底に陥っていた。 

65 死んだと思い、忘れていたヨセフの兄弟は、誰の前に現れるかも知らずに、麦を求めてエジプトに旅立ちました。 

正義の時が来た。しかし、罰するためでも、辱めるためでもなく、赦すために来たのだ。判断を誤り、傷つけてしまっ
た人たちに対して、これ以上の正義があるだろうか。 

寛大なヨセフは兄たちに自分の存在を知らせると、祝福と許しを与え、兄たちは悔い改め、影響を受け、幼い頃のヨセ
フの預言を思い出し、その成就を見て驚嘆したのである。 

66 子供たちよ、わかったか？そして、苦難の日々 に揺るがず、失望と孤独に耐えなさい。ついに正義の時が訪れ、あ
なたを裏切り、あざ笑った者たちが、あなたの前に悔しそうに現れるのを見ることになるのです。 

67 あなたはヨセフのような気高さを持ち、あなたを怒らせた人を受け止め、赦すことができますか？ヨセフが立って
、ひざまずきながら自責の念で泣いている兄たちを見ている姿を想像してください。この画像は、私の愛する正義を映し出
したものです。ヨセフはその徳のために立っていたが、兄たちは悔恨のためにひざまずいていた。 

68 そのヨセフの種、イスラエルの子があなた方の中に存在し、湧いてくることを望んでいます。 

69 あなたの師であるイエスも、地上に住み始めたばかりで、エジプトに移住しなければなりませんでした。それは、
民が主の到来を感じ取れず、その子が主からその民に約束されたメシア・王であるというしるしがあっても、民は王衣をま
とっていないためにそれを疑い、惨めな飼葉おけから百姓小屋まで、彼らの考えでは王にふさわしいベッドや寝床ではない
と不信に目をさまさせたからである。 

70 私が来た人々 は私を保護する庇護を与えることができなかったので、エジプトのような人々 の懐を求めなければな
らなかったのです。しかし、私の心の痛みはこれだけではありませんでした。 

71 エジプトから帰ってきて、ナザレで生活していると、不信や悪意をあらわにされ、あざけられ、傷つけられること
が続いた。 

72 私はそこで奇跡を起こし、私の慈愛と力を示しましたが、誤った判断をされました。私の人生や作品を間近で見て
いる人の中で、私を信じてくれる人は一人もいなかった。そのため、説教の時間が来ると、私は 

ナザレを去るとき、私はこう言った。「本当にあなたがたに言いますが、預言者は自分の祖国で信仰を得ることはありませ
ん。彼の言葉を聞くためには、それを残さなければならない。" 

73 また、これが私の苦しみの杯から飲む最後の痛みでもなかった。私の食卓で食事をし、以前は私の兄弟のようであ
った者の一人が、私を30枚の金で私の大義の敵に売ったとき、私の一人が私に与えなければならなかった痛みである。 

74 私も、ヨセフが兄たちにそうであったように、死んだと思われていたのです。しかし、あの人が自分を忘れていた
人たちの狼狽した目の前に現れたように、私も霊体として、驚いた弟子たちの目の前に現れ、自分が死んでいないことを証
明したのです。 

75 私はここ、私の王国で、私を忘れたすべての者、つまり私を裏切り、嘲笑したすべての者の到着を待っているのだ
。 

76 私はここにいて、無限の愛で彼らを抱きしめるために、すべてを待っているのだ。 

77 最後の朝礼でお話ししているのは、すでに私の宣言の最後の1年が近づいていることです。あと数日、あと数時間
で、わたしが告げ、わたしの民が恐れる一年が、あなた方の間で始まるのです。 

78 あなた方は、私があなた方に注ぐために用意したものを、心の中に受け入れるために必要な準備をするのだろうか
。 

79 私はあなたに私の言葉を捧げ、私の仕事をあなたの前に示し、これは宴会の晴れやかな食卓のようなものである。 

80 私はテーブルの真ん中にいて、その上には最高の果物や霊の最もおいしい食べ物が置かれています。家の戸は開け
放たれ、誰も宴会から離れることはない。 

81 この食卓から、諸国民への新しいメッセージ、すなわち人間を目覚めさせる福音、人類の中にある不滅の聖霊の種
を目に見えるようにする光が発せられるのです。 
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82 アベルの純潔、ノアの信仰、アブラハムの従順、ヤコブの力、ダビデの霊感、ソロモンの知恵、わが預言者たちの
真実、わが使徒たちの高揚、ヨハネの霊化が輝き出すだろう。 

83 人々 はそれらのような衣を着る必要もなく、外見上も他と異なることもなく、私の名を発音する必要さえないだろ
う。私が光と真実と知識と愛と正義の種を、あなたの人生のすべての道に撒くのだから。 

84 私はこの教えを霊的な贈り物としてあなた方に授けます。私の人間としての誕生について、あなたが祝った記念の
時間に、あなたの師匠があなたに与えた最後の教えの一つを思い出すために、それを心に留めておいてください。 

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300 
1 あなたは心の静寂の中に私の存在を感じ、私の言葉が降りてきて霊的知識の光であなたを啓発するとき、喜びに満

たされる。 

2 愛する弟子たちよ、あなたがたは人生の道程で多く泣いたのだから、魂を回復しなさい。 

3 私はここにいて、あなたの魂の永遠の平和のために戦う力を与えているのです。しかし、本当に言っておくが、人
類が私を知るようになる以前から、私はすでに無限からあなた方を啓発し、あなた方の心に語りかけていたのだ。わたしは
父と一つであるから、いつも父の中にいるのだ。世界がイエスのうちに私を受け入れ、神の言葉を聞くまで、人類の上に時
代を経なければなりませんでした。ですから、私は召された者の中から、真理を忠実に証ししなければならない者を選ばな
ければなりませんでした。それ以外の人たちは、偶像崇拝や異教が心の中に蔓延していたため、私の教えを適用することは
困難だったのです。しかし、愛の言葉は、主人の十字架を受け入れる世代を想定して、良心に消えない文字で書かれたので
す。 

4 そして、私の愛の跡を追って旅立ったのは、12人の弟子と少数の群衆だけでなく、習慣や生活、神への礼拝を変
えた民族や国々 がいたのである。 

なぜなら、今日、新しい時代の夜明けを体験している皆さんの魂は、新しいメッセージの光を浴びるようになったから
です。 

見聞きした人すべてが、この啓示の本質と意味を理解するわけではない。この光を受け取るのに十分な進化を遂げた人
もいれば、そうしたいのに、謎に包まれた多くの教えを理解することができない人もいるでしょう。 

しかし、時代は過ぎ、新しい世代が地球にやってきて、私が宣言した時代にはごく少数の人しか受けなかったその光が
、大勢、大国民の心の中に輝くようになる。 

5 このとき私を魂に受け入れた者は、私の弟子としてここに留まり、平和と知恵の教えとしてスピリチュアリズムが
花開く人々 が現れるまで、世代から世代へと忠実に受け継がれるこの神聖な遺産を担っていくことになります。 

6 この時代、私の弟子は誰なのか？この言葉を愛し、この言葉を生かすすべての人。 

7 わたしは多くの人を呼び寄せ、わたしの食卓に招き、いのちのパン、最高の食物を食べさせた。選ばれた人たちで
あってほしい。種を待っている畑はとても広大なのだから。 

8 人々 ：私はあなた方に何度も「見よ」と言い、勉強し、備えよと言ったが、あなた方はいつまでも無知であっては
ならない。あなたの仲間たちが、集会所の密室と謙遜の中で主の声を聞いたこの民の存在を発見し、何が起こったのか、私
のメッセージは何か、私があなたに与えた私の真理の証拠は何かを知りたがる日が近づいている。 

9 あらゆる種類の男女が、あなたの証しを求めて心のドアをノックすることでしょう。あなたがたは、ここにいる人
たちのように、声を出す人の知性によって私の教えを聞くという幸運に恵まれていないのだから、この証言は、あなたがた
の同胞が、私の顕現が何であるかを明確に理解できるようにするのが当然であるとは思いませんか？ 

10 もし、あなたが私の御言葉をよく考えて過ごすなら、私が降りてきて私の教えを説明する必要はないでしょう。そ
うすれば、瞑想や反省、内面的な自己点検によって、自分の責任の大きさを理解できるようになるからです。 

11 私がこのような形であなたに話すために残された時間は非常に短く、あなたが理解するのが非常に遅かったので、
私は私の教えを最大限に拡張することによってあなたを助けなければならなかったのです。 

12 あなた方が私について行う証言は、同胞に私の言葉を繰り返すことに限定されないことを理解しなさい--

いや、これは簡単なことで、多くの準備を必要としない。そして、この言葉を記憶や文章にとどめておき、私が言ったとお
りに繰り返せばよいのです。しかし、私の言葉の本質を感じさせる愛のわざで真の証をしなければならないと考えるなら、
同時にそれを徹底的にわかりやすく説明し、人間を超えたわざで証明しなさい。そうすれば、あなた方が「第三の時代のわ
が言葉の証人」と正しく名乗れるようになるためには、真の霊化を達成しなければならないことを理解する必要があります
。 

13 真理を疑う大いなる者も、私が教えたわざを一緒に行うなら、何と柔和な心でひれ伏すことだろう。 

14 もし、あなたが本当に隣人を愛し、慈悲を分かち合いたいと思うなら、この教えをよく考え、あなたができる最大
の誠意を持って戦いに備えなさい。そうすれば、あなた方は正しく「第三の時代の神の証人」と呼ばれるでしょう。 

15 皆さん、一人一人が自分の使命を持ち、同胞への真の愛を持ってそれを実行する時が近づいています。 

16 私が旅立ちの準備をしている間に、あなた方は世界での精神的な仕事を準備しなければなりません。 

17 私の教えを記憶にとどめていないために自責の念にかられ、この真理を裏付ける論拠なしに人々 と向き合わなけれ
ばならないことを恐れているようですね。しかし、私はあなた方に恐れることはないと言っている。私が旅立ちの準備をす
るとき、時が来れば、この民の胸中に第三の時代の教えと革命を記した書物を作るように命令を下す。この書物は、その中
に私の教義的言説を見出し、それを研究し、私の真理の証人になる準備をする多数の人間の手に渡るようにする。 

18 私の言葉を保存する文章は、非常に重要で有用なものである。私が去った後でなければ、あなた方は本当にその研
究に専念することはできないからだ。 
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19 この本を通じて、私の教えを聞いたことがあっても、多くの教訓や文章を忘れてしまった人たちは、私からの神聖
なメッセージを受け取った瞬間を感動と喜びをもって思い出すことでしょう。そして、私を聞かなかった人々 は、私の教え
の意味に驚嘆し、無限の中にある天の国をそこに見ることになるのです。 

20 弟子が徹底的かつ良心的な学習を経て、霊性を獲得すれば、もはや資料的な書物は必要ないだろう。彼の唇は、彼
の精神に触発されて、私の言葉を正確に繰り返し、その意識は永遠に書き残されるでしょう。 

21 この瞬間を待ち望んでいたあなた方は、精神と真理においてリフレッシュされるのです。あなたは光の世界へと昇
り、そこからまた強くなって帰ってくるのです。 

22 そして、あなた方がこのように私の言葉を慕って来るとき、あなた方は世に属するすべてのものから自らを解放す
るのである。あなたは私のもとに来て、神の本質の杯を飲むのです。 

23 霊的な宴に参加した後は、この世の生活がより耐えられるようになり、十字架が軽くなり、試練が軽くなる。 

24 そうです、私の子供たちよ、霊的な杖に寄りかかる者は、疲れることがありません。天を仰ぐ者は地に堕ちず! 

25 ああ、もしあなたが、光と愛に満ちた多くの存在が、スピリチュアルな谷間からあなたの後を追い、あなたを援助
し、鼓舞していることを知っていたらしかし、自分が思いついたことを実行しないで、どうして彼らに援助を求めることが
できるでしょうか。 

26 もしあなたが、あなたに慈悲を感じている人々 の影響と助けをはっきりと感じたいのなら、信仰、彼らの促しへの
従順さ、信頼、感受性、そして祈りに適した魂の気質を持たなければならないのです。そうすれば、人生の旅路において奇
跡を体験することができるようになるでしょう。 

27 私の言葉は、苦しみに苛まれるあなたの硬直した心を、愛おしいものにするのです。あなたがたも、同胞の教師に
なって、慰めの言葉と愛の業で彼らを励ましなさい。 

28 誠意と愛と真実の証明を前にして、誰が納得しないだろうか。あなたがたの中で、わが言葉を初めて聞いた日、私
が彼を迎えた時の言葉を覚えていない者がいるだろうか。その優しさと特異性によって私を認識させた、あの忘れがたい声
を。 

29 私はあなた方の罪を許しますが、同時に、あなた方の心から利己主義を追い出すために、あなた方を矯正します。
私は良心を通してあなた方に触れ、第二の時代に私が教えたように、兄弟姉妹の間で自分の義務を思い出し、その道中で愛
と許しの業を蒔くようにします。 

30 キリストの十字架は重く、道は非常に苦しく、辛く、登りは非常に険しい。それでも、私は自分の痛みを忘れて、
苦しむ人々 を慰め、私の処刑人を祝福したのだ。 

31 三時の光を受けた精神の持ち主である諸君。不幸や苦しみがどれだけあるのかを実感する。人類を愛で満たすこと
が必要なのです。良い行いの種を蒔き、信仰と希望を啓発し、平和を溢れさせてください。 

32 この仕事には、私の力と私の愛があれば十分だ。しかし、あなた方は互いに愛し合うことを学ぶために創られたの
だから、霊化の兵士、わが律法の忠実な守護者の巨大な軍隊のような民が生まれ、わが真理を多くの偽りに対抗させ、暗闇
に光を灯すことが必要なのだ。 

33 やがて世界に新たな戦争が起こるだろう。世界観、哲学、教義、イデオロギー、信念、宗教の戦争であり、人類が
これまでに経験したことのない戦争となるだろう。 

34 人々 ：この時に備えて、子供たちに警鐘を鳴らすのです。 

35 物質主義の波は高まり、人の不公平に対する苦しみと絶望と恐怖の波となり、荒波となる。人の情熱、欲望、憎悪
の海を航海するのはただ一つの舟、その舟は私の律法の舟である。そのときが来たときに、強い人は幸いですしかし、眠っ
ている人は災いです。弱者に災いあり!災いなるかな、宗教的狂信の基盤に信頼を置く民衆は、容易にその荒波の餌食にな
るであろう。 

36 人類よ、戦いを予見していないのか。私の言葉は、時が来れば自分を守るための準備をするようにあなたを動かさ
ないか？私の光はすべての人の中にあるが、祈る人、準備する人だけがそれを見ることができる。私の光は、予感を通して
、インスピレーションを通して、直感を通して、夢や指紋を通して、あなたに語りかけます。しかし、あなたはあらゆる霊
的な呼びかけに耳を貸さず、あらゆる神のサインに無関心である。 

37 やがて、私の言葉が実現し、すべてが真実であったと証言するのを見るだろう。 

38 私の教えと私の名前は、すべての攻撃と迫害の対象となり、それらは真理の敵があなたを迫害する理由となるので
す。しかし、私の教えは、立ち上がり信仰を守る者のライトセーバーとなり、罪のない人々 を守る盾となるのです。私の名
はすべての唇に刻まれ、ある者には祝福され、ある者には呪われる。 

39 知性、感情、情熱、そして精神的な能力が目覚め、戦う準備ができるのです。 

40 そのとき、どんな混乱が起こるか。私を信じていると思っていた人のうち、どれだけの人が、それが真の信仰では
なかったと自分自身を納得させなければならないだろう。多くの家庭や心の中で、愛と希望の灯が消えていくことでしょう
。子供たちや若者たちには、この世の神以外の神も、この世の掟以外の掟もないでしょう。 
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41 この混沌を前にして、皆さんはどのような使命を果たすのでしょうか。私が託したこの宝石を、あなたは隠してお
くのですか？あなたがたは、わが教えの書を閉じて、わが弟子としてあなたがたに与えた権威を否定するのか。いや、愛す
る人々 よ、私はあなた方がつむじ風に驚かないように備え、あなた方と戦う者たちの雄弁や知識に脅かされないように、あ
なた方を励ました。本も、タイトルも、名前も、人間の虚栄心だ。しかし、あなたが説くのは永遠の真理です。 

42 あなたがたの中に混乱の動きが起こり、あなたがたの間に不和と非難と議論が起こっています。この試練は、眠っ
ていた人たちが目を覚まし、あなたたちがようやく私の仕事の定義を知るために必要なものだったのです。 

43 皆さん、この内なる葛藤を恐れてはいけません。もう一度言いますが、それはあなたの覚醒のために必要なことで
す。あなたは日常と伝統から新しい教団を作っているのですから。しかし、本当に、スピリチュアリズムは、どんな日常、
習慣、伝統、外側の儀式とも全く異質なものであると、私はあなたに言います。 

44 この不意打ちのような試練の中で、あなた方が真の霊性化に気づいていないことを確信し、目覚めた人たちがいま
す。なぜなら、多数派の人々 は自分たちの習慣や伝統に固執し、最終的にはそれを法律であるかのように見なすからである
。 

そして、その人たちが瞑想し、内観し、観察し、自ら経験を積むことができるように、闘争が一時停止されるのである
。なぜなら、その後、戦いは最大の力をもって再び勃発し、私の教えの本質が輝き、私の作品がその純粋さと精神性のすべ
てにおいて理解されるようになるからである。 

45 この第二のテストでは、真理に目を開く者が多数派となり、その他の者は、私の仕事にふさわしくないカルト的な
行為で、理解し、矯正するようになるまで、兄弟姉妹の中から撤退し、再び人々 に加わることができるようにならなければ
なりません。 

46 試練が自分を揺さぶり、目覚めさせることが必要なのだと気づく。自分から日常を壊すようなことはしないからだ
。 

47 あなたの中に存在するその調和と平和は、真の精神化があなたの心に入り込んで初めて明らかになるのです。しか
し、その前にさまざまな試練を受け、浄化されるでしょう。 

あなた方は、この時代に与えられた私の言葉の証人として残されていることを自覚し、その証言は偽りのないものでな
ければならず、できる限り忠実に伝えていかなければならないのです。 

48 今日、あなたを浄化するのは痛みです。明日はあなたのスピリチュアライゼーションです。 

49 もし、私の教えが終わり、あなた方の試練が終わった後も、あなた方の間で混乱や痛みが続くようなら、私の前で
それを正当化することはできず、あなた方は今よりさらに大きな試練を受けることになるでしょう。あなたは真実を愛して
いますか？平和に憧れているのか？そして、わが言葉が要求する誠意を持って従えば、あなたの魂は調和に至る道を見つけ
ることができるのです。 

50 過去に預言者の口を通して語った時に自分を限定したように、この時代、私はこの声の主たちを通して自分を知ら
せる時に、自分の光と啓示を限定したことを理解しなさい。 

51 一方と他方は、人類が奈落の底に落ちるか消滅するかの瀬戸際の試練の時に送り出したものです。 

52 この第三の時代に私がわが言葉を聞かせた者もまた、その唇から眠れる者を目覚めさせ、迷える者を戒める声を響
かせる預言者なのである。 

53 預言者たちの言葉は、あらゆる時代の暗闇の中で、明るいラッパの音のようでした。多くの人が聞いたことがある
が、全員が信じているわけではない。なぜ、人々 は預言者の声を聞こうとしなかったのでしょうか。なぜなら、彼らは常に
事件が近づいていることを語り、神の正義を告げたからです。彼らはいつも、"祈り、見守り、悔い改め、汚れを落とし、
悔い改めよ "と言ってきた。 

54 最初の時代の預言者たちは直感的で、彼らの口は知らない多くの出来事を告げた。彼らは、キリストの存在を知ら
なかったのに、皆、キリストのことを話していた。救い主がこの世に現れるのは何世紀も先のことだが、すでに預言者たち
は救い主の登場、人間としての生と死がどのようなものであるかを語っていたのである。 

55 新しい弟子として、また同時に第三の時代の預言者として、あなた方はどれほどの光を受けたことでしょう。今、
あなたはさまざまな地方や民族を訪れ、それぞれの場所の住民のニーズや理解、発展に応じて話をすることで、自分の直感
を証明し始めています。 

56 あなたの声に耳を傾けてくれる人もいれば、バカにする人もいる。しかし、刷新である悔い改め-

悔恨と信仰である祈り-兄弟愛と愛の表現である慈悲を説くことをやめてはならない。 

57 つまり、人々 はあなたの私生活を調査し観察し、あなたの説いた教義の確証をあなたの働きの中に求めるのです。 

58 謙虚で、質素で、慎み深く、しかし、常に確固たる信念と揺るぎない熱意を示すこと。 

59 この第三の時代における私の啓示の受託者であるこの民は、まだ光の担い手として認識されていないのです。しか
し、人類が私の帰還の真実と、私の顕現に関連するすべてのことを知りたいと思うようになるまで、それほど時間はかから
ないでしょう。彼らはあなたに質問をしに来るでしょうから、その覚悟が必要です。 

60 たとえ敵対するメディアであっても、あなたの言葉を受け止めてくれる人はいる。 
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61 自分を霊化し、内なる言葉の才能を開花させれば、戦場でも試練のときでも揺らぐことはないだろう。 

62 今日、世界はあなたのことを知らない。しかし、まことにあなたに告げます、国々 があなたを待ち望む日が来るの
です。これは、大きな試練と大災害が各国で実感され、霊能者が疫病や未知の病に対して力を持っていることが知られるよ
うになったときに起こるでしょう。 

63 彼らの陣営では、心のこもった慈愛のバームを「塗る」ためにやってくるイエスの使者、働き手の到来を待ってい
る病人がいることでしょう。弟子たちは、その存在を通して、その心に平和と光をもたらすでしょう。 

64 私があなたがたに与えたしるしに気づかず、すべてを偶然の産物としてきた現在の世代は、私の到着に伴う出来事
、私の顕現の間の存在、私の言葉の終結の意味を掘り下げ、それらがまさに過去にすでに約束されたしるしであったと言わ
ざるを得なくなるであろう。「父の御心なくして木の葉は動かない」と彼らは言うだろうし、その言葉は真理に対応するも
のだろう。 

65 愛する人類よ、あなたは私が救いたい私の娘であり、私が砂漠に訪れ、牢獄で慰めた者である。私の存在を感じな
さい。そうすれば、もう何も不足することはないでしょう。 

66 信じよう、希望を持とう試練は大きく、あなたの贖罪の日々 は長かった。しかし、すぐにあなたの前に純粋な道が
見え、すぐにあなたが待ち望んでいた平和を手に入れる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 301 
1 私の言葉を喜べ、父が熱望していた魂よ、父がこの世に現れ、その血を流した者のために。 

2 ここにいる群衆は、信者も未信者もいるが、みな愛に飢え、光と真理を渇望している魂である。信仰を持つ者が食
べて強くなる一方で、不信心者は永遠の命のパンを拒み、飢えと渇きに耐えなければならないのです。物質主義、無知、狂
信的な生活で混乱した魂が、忘れることができず、そして私の存在を認識し感じるのです。人の裁きを恐れる心である。他
人がどう言うかを考えて、どうして私の本質を感じようと魂の高みに集中できるのだろう。彼らは結局、それらの場所では
「私のプレゼンス」は真実ではないと言うでしょう。しかし、実際には、彼らの魂が、彼らの思考、彼らの興味、彼らの心
配、彼らの情熱がとどまるところに留まっているので、彼らは存在していても、私と共にいなかったのです。 

私は、私を必要とする人たち、つまり、苦しみの杯を飲み、隷属と屈辱のパンを食べる人たちのことをいつも考えてい
るからです。 

3 人が信じようとしないのは、虚栄心と狂信に打ち勝つ意志がないからだ。一方、信じたいのに信じることができな
い人もいます。それは、自分の中にある何かに惑わされ、私のメッセージの真実を発見し楽しむことができないからです。 

4 私がこの子たちを見捨てるとでも思っているのか。彼らが私に背を向け、私が呼んだ道から離れるとき、私が彼ら
を忘れるとでも思っているのか。いや、みんな。私の霊は、彼らが障害を克服するのを助け、彼らを試し、彼らがわが御言
葉で聞いたことが正しかったこと、わが呼びかけが真実であったことを、さまざまな方法で示しながら、たゆまず彼らに従
っていく。ある者はある方法で、ある者は別の方法で、ある者はある時点で、またある者はある時点で、皆帰ってくるので
す。でも、私はいつも愛を持って彼らを受け止めています。 

5 私はあなたがたにパンと霊のぶどう酒を捧げる、食べなさい、飲みなさい、人々 よ。第三の時代の糧を手に入れよ
う。このパンを食べる者は幸いである。目覚め、光に目を開き、閉塞感から抜け出すことができる。 

6 長い間、私はこのような形であなた方に話してきましたが、この教えと啓示の章を閉じる日が近づいています。し
かし、私の仕事はそれで終わりではありませんし、私の神の教えも終わりではありません。しかし、この精神的な準備期間
には終わりがある。 

7 この間、声の主を通して父の声を聞いた人々 は、人々 に語りかけ、受けた教えをその働きで証しする使命を帯びて
地上に残ります。 

8 私の言葉は、この第三の時代に現れ始めたときから、愛と慈悲を含んでいます。しかし、その意味は正義を含み、
あなたに責任を求め、あなたを矯正してきましたが、その終わりが近づいた今、その正義がいかに強まり、同時にその優し
さがあなたの心を貫いているかを認識してください。 

9 私の最後の講義で、皆さんが必要とするすべての励ましを見つけてほしいのです。私は、あなたの心に天国の味を
残し、苦味が残らないように、あなたがいつも愛をもって私を思い出し、私の言葉があなたの記憶からリバイバルコールと
して、祝福として、インスピレーションとバームとして湧き上がってくるようにしたいのです。そして、その時の指導を内
なる感動とともに思い出し、第六章で「いのちの書」の封印を解いて目の前で開いたのが本当にマスターであったことを理
解するようになると、光と魂の時代である第三の時代の門を開ける鍵を手にしたのがエリヤであったと理解できるようにな
ります。 

10 物質的な生命を超えた霊的な存在についての知識に対する人類の信仰を強めるために、あなた方は過去の時代に、
「天使」という名前をつけた父の使者たちのいくつかの顕現を授けられました。 

このような初期の顕現に続いて、私がイエスを通して成し遂げたいくつかの業は、あなたがたがもう少し私の秘密の宝
庫に入れるようにするためである。このうち、私が思い出すのは次のようなことです。私の地上への到着を宣言した光の存
在の存在、「憑依」と呼ばれる混乱した霊の人間への影響、「変容」の瞬間に私が証明した、魂の体からの退出と体内での
復帰、そして、私のはりつけの日にエルサレムで姿を現した者のように、無知の闇に包まれていたために真の王国へと上昇
しなかった存在の物質化である。 

11 その教えがいかに深いものであったか。しかし、そこに含まれる光を認識しようとしない人々 は、当時の偽善的な
祭司やパリサイ人のように、すべての霊的知識を悪の力に帰するのである。そのとき彼らは、イエスが悪魔との契約によっ
て憑かれた者を癒したと言わなかったか。同様に、この時代、私が霊で来るとき-これが私の真の本質だから-

、霊魂の生活について別の教えを与えるために-

しかし、より詳細で明確で深い教えで、私があなたに明らかにしたことをあなた自身が経験することができるのです。 

12 ある者は、人間の知性によるわが顕現と、同じ手段を用いた霊界の顕現から見て、私が今の時代にこの民に与えた
ものは大きすぎたと考える。また、今日まで受けてきたことがあまりに偉大に思え、もはやそれを超えることはできないと
思い込んでいる人もいます。 

あなたがこの時代に受け、経験したことは、将来、あらゆる偏見を克服し、魂と心を解放した霊能者が、あなたよりも
大きな進歩を遂げたときに経験することの、ほんの序章に過ぎないのです。 
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明日予定されているこれらの集会は、人類の進化に適応したものであるから、誰がその行方を止めることができるだろ
うか。愚かで理不尽なのは、盲目的な狂信の中で反対する者たちである。 

13 それぞれの時代が、人類の心と魂に新しい素晴らしい知識をもたらしてきました。新しい時代の門が開かれ、あな
た方が気づき、知るべきことがたくさんあるからです。 

14 "仲間を憐れみ、また憐れみなさい 

"と、この時エリヤはあなたに告げたのです。しかし、貧しい人々 は、「自分たちは何も持っていないのだから、何を与え
ることができるだろうか」と自問します。 

たしかに、あなたは何も持っていない。しかし、もしあなたが、わたしのことばで与える恵みと知識を蓄積し、わたし
があなたの魂を満たした賜物を繰り広げるなら、あなたは永遠に与えることができ、あなたの富が尽きるのを見ることはな
いだろう。 

15 私の霊があなたに与えた恩恵のいくつかを紹介します。あらゆる身体の病気を癒し、あらゆる魂の悲しみを取り除
く癒しのバーム、あなたのための永遠の平和、それを心に持たない人に与えることができるように、魂の光はあなたの道を
照らし、あなたの歩みを導き、高貴な思考と科学を貫く知性の高尚な仕事であなたを鼓舞する。 

私はあなた方に霊的な祈りを捧げます。それはあなた方を神と接触させ、私のメッセージと啓示の伝達者あるいは道具
とするものです。 

また、あなた方の精神に予言の力を授けました。予言は直感と予兆をもたらし、それによってあなた方が進むべき道を
前もって見分けることができるようになるのです。 

16 これらも含めて、あなたにはギフトが託されているのです。これほど多くの恵みを持ちながら、誰が困窮している
と主張できるだろうか。このような輝かしい遺産を魂に宿していながら、世に属するものについては貧しくとも、誰が慈愛
を働かせることを拒むことができようか。あとは、私の神聖な輝きに触れて、あなたの心が開くだけです。ちょうど、撫で
るような露が降り注ぐと萼が開くように。そうすれば、茨の道を登っていく強さを感じ、利益を求めて近づいてくる人すべ
てに与えることができるようになります。そうすれば、あなたは私の霊に満たされるからです。 

17 第二の時代には、慈悲を発揮するためにこの世の財を所有する必要はなく、万人を愛する心にあふれ、苦しむ人に
同情し慰める心構えがあれば、奇跡を起こすことができるという事実を、最も明確かつ鮮明に例としてあげました。 

18 私はパンがないときにパンを増やし、水をワインに変え、病人に健康を取り戻させ、無防備に憑かれた者を解放し
、死者に新しい命を与え、一言で硬い心を和らげ、魂を光で満たしました。皆さんも、準備さえすれば、この中の何か、あ
るいは多くのことができるようになるはずです。 

私が手本にしたのだから、あなたにもできるはずだ。したがって、もしあなたが、それらを行うにはあまりに取るに足
らない、不器用だと感じるなら、あなた方の間で新たに私を認識しなさい。そうすることで、あなた方が父に到達できるよ
うにと、すべてを与えてくださった父を侮辱することになるからです。 

19 エリヤがあなたに言ったことを忘れないでください。「憐れみなさい、そしてまた、あなたの同胞を憐れみなさい
」と。 

20 三度目の正直のマナは、あなたの魂に吸収されるため、大地に触れることなくあなたの上に降り注ぐ。 

21 人々 よ、あなた方は人類の鏡であるから、私は代理人としてあなた方を受け取るのだ。あなた方の中に、苦しみ、
弱さ、信仰のなさ、意見の相違、分裂、戦争を見出すことができます。私があなたがたに話すことは、すべての人のために
話すのであり、私が少数の人に今与えることは、明日、あなたがたの仲間に伝えるのである。 

22 私はあなた方が団結しているのを見ません。あなた方は今日でさえ、私の言葉を広めるために出発することができ
なかったのです。しかし、やがてこの民族のすべての子供たちが団結して、私の教えを平和、兄弟愛、精神性の基準のよう
に広める時が来るでしょう。 

23 あなたは人生の道をずいぶん迷いましたが、今、戻り始める時が来ました。 

24 あなたは経験という長い道のりを歩んできました。その無邪気さ、つまり盲目や無知は、あなたが経験の光を得た
ときに消えてしまったのです。さらに、あなた方は自らを汚した。そのために、あなた方をきれいに洗い清めるための試練
と苦痛があるのだ。 

25 無知な者は盲目であり、何も理解せず、父のもとに帰る道も知らない。経験を積む者は、道を知り、行き先を知る
ことができる。 

26 これによって、あなたの魂が完成に至るために、長い放浪の旅で刈り取った苦痛、人生の試練、誘惑、あらゆる困
難で苦しい経験の意味を容易に理解することができるようになるのです。 

27 これは、なぜ人生が多くの問題を引き起こし、それを解決しなければ前に進めないのかを説明するものです。 

28 だから、この真実を伝えるために、あなた方のところに来る必要があるのです。そうしてこそ、あなた方は希望と
理想主義で武装することができるのです。もし私があなた方に山上の垂訓を絶えず繰り返さなければ、あなた方は生きる勇
気を失い、生きるための闘いの意味を認識しなくなり、永遠に苦しむことを宣告されたと信じて、苦痛に打ち勝つことを許
してしまうでしょう。 
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29 私はあなた方が私の弟子になることを望んでいるが、あなた方は私の小さな子供であり続けることに固執している
。父よ、なぜ私たちをこんなに不幸にしてくださるのですか。なぜ、私たちの祈りに答えてくださらないのでしょうか。父
よ、あなたは私たちの声を聞いておられません」。 

30 私はあなたの不満を聞いて、あなたに言う。私はいつもあなたの祈りを受けているが、あなたの望むものを、あな
たが求めた瞬間に必ず与える必要はなく、またあなたの望み通りになるわけでもなく、私の意志に従っているのだ。あなた
の仕事は、あなたの祈りのマントを広げ、あなたの善意で道を照らし、あなたの同胞が、私が彼らに私の平和を送る瞬間が
来たときに準備できるように、闇を取り除くことである。 

31 私の正義の前に価値があるのは、外見上の勝利ではなく、あなたの努力なのです。なぜなら、それによって、あな
たは発展、経験、完璧を得ることができるからです。 

32 あなた方にこそ、あらゆるところに光をもたらすという任務を託し、あなた方はどこにいても松明のようであれと
言ったのである。では、山を動かし、国を照らす信仰の息子は誰でしょう？ 

33 もし、あなたが私の言葉の内容をすべて理解したなら、あなたはしっかりとした足取りで、急いで、その言葉に含
まれる善を広めるために旅立つでしょう。親が死んだからといって、優しさもなく、教育係でもない子供たちを哀れんで見
るでしょう。 

34 あなたは、理想を持たずに生きている若者を憐れんでくれるでしょう。人が、生命に対してほとんど心を開いてい
ない心の信仰を殺してしまったのですから。 

35 私が語る松明とは何か、私が鼓舞した理想とは何か、これでお分かりいただけたでしょうか。 

36 「はい、先生」あなたの霊が私に答えます。「松明はあなたの教えの光であり、人類が沈んだ長い夜の闇を払拭す
るものであると理解しています」。 

37 私の子供たちよ、祝福されよ。「神はどこにいるのか」と尋ねる若者たちの声を聞くこともできるようになるのだ
。天とは何か、信仰とは何か" 

38 あなたの義務は、あなたの小さな兄弟姉妹のところに行って、彼らが方向を見失っている人生の道に導きを与え、
彼らに父のことを話し、私のプレゼンスを感じるには少し精神化すれば十分であり、それが彼らを破滅に引きずり込まない
勇気と力を与えることを伝えることである。 

39 あなたの仕事は、彼らの母が遠くにいるわけではないこと、彼らの支えであり避難所であった人々 をこの世で失っ
た瞬間から、彼女の優しさと保護のマントが彼らを覆っていることを孤児たちに伝えることです。その天の温もりをどこに
でも見出すことができるように教えるのだ。 

40 人生の道を強く歩む者は皆、貧しい孤児や、母の愛を求めて街をさまよう男たちから保護されない子供たちのため
に責任を持たせるのだ。 

41 同様に、私はあなたが今生きている戦いから回復するために、私の平和の王国にあなたを招待します。私は、あな
た方が無意味に苦しむことなく、ただ学び、経験を積み、真に自らを浄化するために、人生の試練をその真の意味で把握す
ることによって、あなた方の十字架の重荷を軽くすることを教えているのだ。 

42 あなた方自身を健全で神聖な喜びで養い、私がこの時代のために人類に告げた魂がすでに宿っている子供たちの存
在を喜び、その平和と光の使命は、最初の一歩からその行動様式に表れています。見ていなさい、彼らには私の約束が成就
するのだから。彼らは将来の世代の希望であり、基盤であり、その運命は約束された王国がすでに近いことを示すサインを
待ち望む人々 への証となる。 

43 人類は今新たに生まれ変わり、魂は時が経つにつれてますます発展し、その働きによって、本来あるべき場所を正
しく占めるようになるでしょう。 

44 今日、あなたはまだ自分の試練の意味を理解することができません。不要、不公平、不合理と考えるのですね。し
かし、私はまだ、あなたが年を取ったとき、そして、あなたがこの世の敷居を越えて、霊的な領域に生息するようになった
とき、それぞれの正義と見識がどれだけあるか教えてあげよう。 

45 今日、私は、あなたが成就せずに残したもの、あなたの誤りや不手際を言うつもりはありません。また、未来を明
らかにすることもない。私はただ、あなたの父に対する信頼と献身を見たいのです。あなたの人生の一時間、一回の行動、
一回の思考において、わが霊があなたを祝福し、あなたを励まし、あなたを指導しない時はないのである。私はあなたの心
に信仰が生き、私を愛し、あなたのすべての試練の中で、父として、友として、助言者として、私を求めることを望んでい
る。 

46 そして、現在、償いをしていること、借りを返さなければならないことを知っているのだから、自分の中で正義の
戦いをすることを忘れてはならない。どんな反対にも人情があり、どんな試練にも勇気があり、そうして段階を経て最高峰
に到達する。 

47 私は、その目標があなたのすぐ近くにあるとは言いませんが、その目標に到達するための大きな機会を与えること
を約束します。 
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48 もし、あなたが私とつながる方法を知っていれば、執り成しは必要なくなる。なぜなら、あなた自身が私に触発さ
れ、導かれるからだ。 

49 あなた方がひとつになった日、あなた方の思いは地球を包み、あなた方の愛は放射状に広がり、他の国々 へと広が
っていく。人類は引き込まれ、理解できない何かに取り付かれたと感じ、自分自身に言うだろう：超自然的な何かがやって
来るのだと。 

50 しかし、今こそ使者を送り出さねばなりません。そうすれば、今は一部の者しか見ていないこの光を他の民族も見
ることができ、不毛でしかなかった場所に、つまり見捨てられた未開の地に、生命が芽吹き、精神の光が輝き、魂が開花す
るのです。 

51 私の教えには終わりがないのだから、生活の中で私の言葉に注意を払い、さらに自分自身を教えるために沈黙の中
で勉強する、私の良き弟子となるように、あなた方を準備しているのだ。 

そして、あなたが強いと感じたら、つまり指導できるようになったら、真理に飢えている人々 をあなたの周りに集め、
ヨハネが砂漠で行ったように新しい弟子を訓練し、そして彼らを私に引き渡したまえ。開発の最終目標まで持っていく。 

52 いつか、私が話したことを実現しなければならないことを忘れないでください。今日、あなた方は私と共に、両親
のもとで結ばれた家族のようなものです。しかし、その後、あなた方は世の中の道に沿って散り、そこでわが言葉の実現と
、この仕事のために戦う機会を得るのである。あなた方は、私の愛が映し出される鏡であり、兄弟愛の模範を示さなければ
ならないからです。 

53 私があなたの心の最も敏感な糸に触れるのは、私の旅立ちの時が近づいているからであり、痛み、悲惨さ、孤児で
あることに敏感なあなたを残しておきたいのです。 

54 私の光はいつもあなたとともにあり、私の神聖な光線は決してあなたから離れることはありません。私の顕現の時
が終わったとしても、それはあなたの魂を照らすでしょう。 

55 あなたが戦い始めたとき、攻撃されたとき、人々 があなたをバカにするのを見たとき、そして、人々 があなたを偽
物や詐欺師と呼ぶのを聞いたとき、あなたはどれだけこの光があなたの魂に感じられ続けることを必要とするでしょうか？ 

56 その時、私の光は内側に語りかけ、こう言うだろう。"恐れるな、自分の知っていることを話し、私の教えを繰り
返せ "と。 

57 あなたは、私があなたにもたらした真実を語らねばならない。しかし、もし聞いたことで気分を害する者があれば
、そのことは私に任せなさい。しかし、私はあなたがたに言う。あなたがたがわが真理を語るとき、決して不快にさせよう
と思って語ってはならない。 

58 あなた方は、すべての人の信仰と宗教を尊重し、あなた方の神である全能の神が、カルトや信条によって差別する
ことなく、あなた方をすべてのわが子と一緒にさせることを考えるべきである。 

59 あなた方は愛を持ってこの教えを蒔かねばならない。それは人間に原点に戻ることを教えるもの、つまり物質的な
生活を超えてより完全な世界へと昇華させる教えでなければならないのだ。 

60 人間の魂を照らし、人生の意味を知るために、道を見つけ、出発した場所に戻るための光が、いかに必要かを実感
してください。なぜなら、神を知るためには、無知である魂が、経験という広い道を通って、試練の光、闘争の光を知るこ
とが必要だったからである。 

61 私たちは、あなたがパンを持っていること、あなたが幸せであること、この世のものでない光があなたを照らして
いることを見ているからです。その光で私たちを導いてください" 

62 戦争や敵対関係が終わり、暗闇の王国が破壊されたとき、これが平和と兄弟愛の始まりとなるのです。 

63 今日、あなた方はまだ、利己主義と虚栄心の最後の残りから解放されていないので、霊的なパンを分かち合う準備
ができていないのです。しかし、私はあなた方に準備のための別の時間を与える。 

64 人々 よ、私はもう一つの教えを授けた。兄弟愛について語る教えである。命の書は目の前に開かれ、あなたの良心
には、"互いに愛し合いなさい "というマスターの声が聞こえ続けることでしょう。 

65 この顕現に参加した者は、物質的なことで頭がいっぱいで、また、この世の楽しみを考えていた者は、ほとんど何
も持っていかなかったのである。一方、謙虚に入り、師の話を聞く喜びに身を任せた者は、心の中に宝物を持ち、その精神
的な豊かさは日に日に増し、やがて自分の財を隣人に分け与えることができるようになると感じるだろう。 

66 皆さんもその一人として、愛と真理に飢えた人々 を探しに世界へ出て行ってほしいのです。 

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 302 
私の平和があなたとともにありますように 

1 私の神性の弟子たち：ようこそ、私の教壇へ。私の神霊があなたを歓迎する挨拶に驚かないでください。まことに
あなたがたに告げますが、私がこのような形であなたがたの間に現われた最後の年に、私は来る瞬間に自分を明らかにする
のです。 

2 霊性の道を歩む一歩一歩が、私によって報われるのです。日常を離れ、礼拝の行いを完全なものにしようとするす
べての信徒は、同様に御父の報いを受けるのです。わたしは、わが顕現の日を特別な日付で示すことはしない。わたしは時
間を超え、それを超えているからだ。 

3 その第二の時代、イエスが十字架につけられてから数日後、私の弟子3人が田舎道を歩いていた時のことです。彼
らは、亡くなった師匠の思い出に浸るために、寂れた羊飼いの小屋に向かう途中であった。彼らは痛みで引き裂かれた心を
抱え、魂の空虚さを感じながら歩いていた。 

彼らは途中で出会った道行く人に付き添われて、そのあまりの悲しみの理由を尋ねると、エルサレムで起きたこと、ゴ
ルゴダで起きたことなど、自分たちの身に起きたことを感動的な言葉で話した。 

そうして小屋に到着し、中に入り、物理的にだけでなく、精神的にも思考と記憶の交わりで一体となった時、あの 

私の平和があなた方と共にありますように。驚いた弟子たちは、すぐに師の声に気づき、師の足元に身を投げ出した。 

4 彼らはその輝く顔、光と愛に満ち、生命に満たされた人間の姿を見つめていました。そのときから何度、弟子たち
にご自分を見せ、「私の平和があなた方とともにあるように」という祝福の言葉によって、ご自分を認識できるようにされ
たことでしょう。その弟子たちがしたように、あなたたちも私の声を聞いてほしいのです。 

今日の顕現による私の言葉の停止後、あなた方は、もはや肉体の耳を通してではなく、あなた方の霊を通して、私の神
の声があなた方に永遠に語りかける音を聞くだろう。"私の平和はあなた方とともにある "とね。 

5 あなた方は皆、私の弟子なのです。これは、私が彼らに与えている最初の指示ではないからです。彼らが私の霊か
ら生まれてから長い年月が経ち、その時から私は彼らのために主人となり始めたのです。それゆえ、この第三の時に、彼ら
が声楽家の中で人間となった私の声を聞いたとき、私は彼らを私の弟子と呼んだ。彼らはすでに私から無限の教えを受けて
いるからである。 

私は、人生そのものを、あなたにとって偉大な知恵の書となるように創造したのです。そのページ数は数え切れないほ
どで、その内容は深遠であり、そのすべてを知るには、また理解するにも、一度の人生では十分ではない。その範囲は大き
く、完全なる存在、生命とすべての被造物の創造主によって書かれたものである。しかし、この知恵に満ちた書物は、神の
すべての業がそうであるように、単純に、明確に書かれている。 

6 最初のレッスン、つまり1ページ目は最もシンプルなものです。しかし、その単純さにもかかわらず、理解されな
い場合は、最初の内容を説明するために2番目のものが続き、このように、私が人間の前に置いたこの偉大な人生の書の最
後まで続く。それは、彼が父を知るため、彼の人生と運命を知るため、彼の過去、現在、そして-わが意志の限りにおいて-

彼の未来を理解するために、今、第六章で開かれるのである。 

7 第三の時代」によって、人類に聖霊の時代が訪れ、霊性の実践の時代が到来したのです。しかし、この段階に至る
までには、どれほどの経験や苦悩があったことでしょう。 

8 この時代、あなたの魂は私の種のための肥沃な土地となるレベルに達していることがわかります。しかし、私はあ
なたの魂が真実を求めて渇き、飢えていることを発見したのです。あなたの魂は、痛みの中で、苦しみの中で、失望の中で
、開花したのです。しかし、あなたには見えない別の展開があります。それは、私の教えを実践し、私の法律を守り、真の
愛を展開することだけが、すべての美徳がそこから生まれるのです。 

9 科学で探る人間の脳が、あなたの人生を変える。彼の心は、情熱、地上の所有物、この世の支配に大きなものを感
じています。しかし、このような偉大さは、私の前では何の効力もない。それは一過性の偉大さであり、人間の虚栄心であ
る。今日、人間によって変容させられたこの人生を、私は浄化するのだ。すでにわが聖霊の光は真理の種としてすべての魂
に降り注いでいる。しかし、すべてのわが子たちに覚醒が起こるためには、もう一つの試練を乗り越えなければならない。 

10 人は、良心の声を封じ、私の法を隠し、私の神の戒めに背を向けることで、私の正義の厳しさに抵抗してきたのだ
。彼らは私の預言者を殺し、私の使者をあざけった。しかし、私の力は無限である。 

彼らはまだ私の目には未熟だから、私は人々 に私の力をすべて降ろさない。私は彼らの魂を投げ捨てて、自分たちが倒
れた後に無理やり私に従わせるようなことはしない。なぜなら、私は人間、すなわち私の神的属性に恵まれた存在が、自分
の足で立ち、上を向いている姿を見たいからです。 

顔、満足感に満ち、魂に真の偉大さを持ち、全存在に真の威厳を持つ。 

11 創造主の鏡であり、像である被造物であるわが子を、私はこのように見たいのです。私はただ、彼の誤りから、罪
から、不完全さから、彼を自由にするのみである。しかし、私はいつも希望の光を通して、私への信頼を通して、彼の魂を
助け、いつも、彼の足の前に深淵が開かれるとき、私は彼が落ちないように、私の手を差し伸べるだろう。 
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しかし、世界的な地球の大混乱という別の試練がやってくるはずです。この混乱の中で、過去の時代のように創造のエ
レメントが解き放たれるだけでなく、魂も揺さぶられ闘い、この戦いで世界の混乱の一部となることでしょう。 

12 その始まりは、すでに皆さんの中に見ることができます。ますます闘争心が高まります。しかし、まことにあなた
がたに告げます、この嵐の中でも、わが律法を全うする者はみな救われるのです。 

13 すべての悪い種は根こそぎ取り除かれ、私の正義によって良い種だけが残り、この地球はもう一度清められます。
試練が終わった後、この人類には新しい人生がやってくるのだから。私がこの地上の生を悪しき種として奪った者たちを、
私は魂として、あなた方があの世と呼ぶ祝福された領域へと連れて行くのだ。私は彼らを働かせ、そこで彼ら自身の悔い改
めによって、彼らのすべての罪を償わせる。 

14 この時、魂には多くの光があり、真の悔い改めの瞬間は、彼らが自らを新たにし、わが律法に従うという確固とし
た永続的な決意をするのに十分であろう。ある者は新たな道を歩み始め、ある者は破壊されたものを再建し、またある者は
すでに始まった仕事を完成させるために、私は彼らをこの惑星に送り返す。こうして一人ひとりが私の愛の正義となるので
す。 

人類の最初の時代には、無邪気さと純真さが人の間に支配していた。しかし、人が増え、発達し、意志が自由になるに
つれて、人の罪もまた、より多く、より急速に展開されるようになった。それから、私はノアを用意した。ノアには、霊か
ら霊へと私自身を知らしめた。しかし、この恵みは、過去の時代にはごく少数の人にしか与えられなかったが、これからの
時代には世界的、普遍的なものになるであろう。父と子との間の談話、祈りによる談話、愛によって与えられるインスピレ
ーション、そして私の教えの実践は、すべての私の子たちの間にあるであろう。 

15 私はノアに言った、「私は人の魂をすべての罪から清める。そのために、大洪水を起こす」。箱舟を造って、あな
たの子供たち、その妻たち、子供たちの子供たち、そして各種動物の夫婦をその中に入れなさい。"ノアは私の命令に従っ
たので、災いは私の言葉のとおりになった。悪い種は根こそぎ取り除き、良い種は私の穀倉に保管し、そこから私の正義の
光を運び、私の法を守り、良い道徳を守って生きる方法を知っている新しい人類を創り出しました。 

16 そのような辛い死に方をした人たちは、肉体的にも精神的にも滅入ってしまったと思いますか？本当にあなたがた
に言う、いや、わが子たちよ。彼らの魂は私に守られ、裁判官である自分の良心の前に目覚め、もう一度人生の道に戻り、
それに沿って霊的進歩を遂げるよう準備されたのです。 

17 大洪水の）水が地を覆わなくなった日、私は神が人類と交わされた契約のしるしとして、大空に平和の虹を輝かせ
た。第三の時代」の人類よ、同じ人間でありながら、あらゆる試練を経て自らを清めたあなた方に、今私は言いたい。やが
て新たなカオスを経験することになる。しかし、私は、この時代に自分を理解させた、私に選ばれた人々 と人類全体に警告
を与えるために来たのだ。よく聞きなさい、わが子たちよ、ここに箱舟がある、その中に入りなさい、私はあなたがたを招
く。 

18 イスラエルよ、あなたにとって、箱はわたしの律法を守るものである。最も悲しい日々 に、最も困難な試練の時に
、私の戒めに従う者は、箱舟の中に入り、強くなり、私の愛の保護を感じることができるだろう。 

19 そして、全人類にもう一度言います。箱舟は私の愛の律法です。隣人と自分に対して愛とあわれみを実践する人は
、みな救われるのです。私はこの美徳を祝福し、この第三の時代に人々 が霊的に救いの箱舟を見出すようにするのだ。宗派
と宗派、宗教と宗教の戦いが解き放たれる大きな試練のときが近づいている。 

20 この紛争はいつまで続くのでしょうか？知ることはできない。しかし、本当にあなたがたに言いますが、残りの魂
を準備するのに十分な時間があります。すべての人が、最後の生物でさえも、目覚めるのに十分な時間がある - 

幼少期でさえも。そうすることで、皆さんは自分が生きている時代を自覚し、すべての魂を再生に導く神の正義に対する責
任を知ることができるのです。 

この嵐は過ぎ去り、あなたは再び大空に私と人間との契約の印を見ることになる。しかし、それは地上の七色の虹では
なく、完全なる聖霊の光であり、受肉・離脱を問わず、すべての魂にその姿を現すのではないだろうか。 

聖霊の声がすべての子らに言うだろう：私は平和であり、私は道であり、真理であり、命であり、私はあなたたちと私
の聖霊、私の律法の間に新しい契約を確立する者である」。この時、私の教えによって、あなた方は無知の鎖から解放され
、私は、物質主義から解放され、骨の髄まで新しくなった人々 からなる新しい人類に、平和と幸福の新しい時代を与えるか
らです。その中で、私の光の前で目覚め、私の律法の実現に向けて徳と真理を蒔くためにこの世の道に戻る包括的な準備を
した魂が受肉するのである。 

21 だからこそ、私の教えを知る愛する弟子であるあなた方は、父なる神に対して大きな責任を負っているのです。し
かし、私の予言がまだ成就していない時間を、年単位で測ってはならないし、世紀単位で測ってもならない。あなた方はた
だ、愛と信頼の貢ぎ物を私に捧げ、私の教えの中であなた方ひとりひとりに課されたことを全うすることだけを考えるべき
なのです。あとは私がやるから、あなたはいつも良心の呵責に耐えることができる。 

22 そのとき、イスラエルよ、あなたがたは、他の人々 にとっては苦い人生でも、あなたがたにとっては楽しい人生で
あることを経験し、いかなる苦痛も、わが律法の遂行とわが戒めへの服従とによって得られたあなたがたの力のゆえに、あ
なたがたを苦しめることができなくなる。そうすれば、もはや自分の十字架の重荷を恐れることもなく、現世での死の訪れ
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を恐れることもないでしょう。あなたは冷静にそれを待ち、友人として、姉妹として、あなたを解放し、あなたの人生の痛
み、悲惨さ、災いの日々 を短くするために来た者として、それを見るでしょう。それさえも、あなたをそこへ導き、永遠へ
の敷居を、あなたの魂さえも知らないその向こう側へ、しっかりとした足取りで渡らせるからです。なぜなら、あなた方は
すでにそこに住んでいるが、来るべき時代に到達する最高レベルではそうしていないからだ。 

23 あなたはすでにその地域の一部を知っていますが、すべてではありません、人々 。イエス様はすでに「わたしの父
の家には多くの屋敷がある」とおっしゃいましたが、今日、聖霊様は「父の家には無限の屋敷がある」とおっしゃいます。 

24 その葛藤に満ちた、試練に満ちた人生が、あなたの魂にどのように展開されるのでしょうか。知らないのだから、
想像もしてはいけない。想像するだけで、間違った考えを形成してしまうからだ。 

25 この地上での生活は、あらゆる点で素晴らしく、完璧なものですが、来世の象徴、かすかな反映に過ぎないという
ことを知るには十分でしょう」。しかし、それらの生命の平面のすべてを完璧に想像しようとしてはいけない。それは、イ
スラエルよ、生まれつきの盲人に、あなたを取り囲むすべてのものの色を理解させようとするようなものだからです。 

あなたの魂が子供の姿で受肉し、青年期にはあらゆる場面で驚きを発見し、新しい体験をし続け、壮年期には創造につ
いて学ぶことをやめず、老年に達し、自分を取り巻くすべてを知らなかったという不満を抱きながらこの世を去るように、
あなたの魂はこの世から移動し、次の人生に備え、驚きから驚き、教訓から教訓、奇跡から奇跡へと永遠に続くが、創造主
の無限の栄光を見ることができないのである。 

26 彼は、彼の法則、彼の愛、彼の属性において、彼を大きく理解し、理解することになる。しかし、彼は彼を完全に
理解することができるだろうか？決して、私の人々 よ、創造主は今も昔も父であり、その子供たちは被造物なのだから。 

子供たちは主の右に座ることはできても、決して主の栄誉の座につくことはできないのです。しかし，完全な愛の源で
あるエホバは，その名誉の場から，決して自分の子供たちを辱めることはないのです。彼は常に彼らを自分の弟子として、
甘やかされた被造物として見ており、決して召使や告発者として見てはいないのだ。そして、皆さんが、非難される立場で
もなく、主のしもべでもなく、愛されている子どもであることを実感するときが来てほしいのです。 

27 私はこの世でも他の世でも奴隷を持ちたくありませんし、下僕や家臣を持ちたくもありません。私は非難されるこ
となく、理解され、私がすべてのわが子を愛するのと同じ愛で愛されるでしょう。 

28 これらの教えによって、人々 よ、私は真理の霊としてあなた方の中にいる私の存在の証しを与える。この第三の時
代に、わたしのことばで、あなたがたのために救いの箱舟を築こう。わが教えのすべてにある比喩的な意味を理解し、わが
掟の成就のためにその意味を守りなさい。人の間に混乱が訪れたとき、私はすでに準備万端のあなた方に会い、転覆する者
、滅びる者、罪を犯してもやがて悔い改める者たちに呼びかけられるようにしたいからだ。 

29 自分の安全だけを求めてはいけない。もしあなたがたがそのように行動し，その時あなたがたの唇は言葉を閉ざし
，あなたがたは恐れのために，わが啓示を人から隠すならば，あなたがたはすでに箱舟の中で救われたと思いながらも，本
当にわたしはあなたがたに言う，その時あなたがたは難破した者の一人となるであろう」。 

30 あなた方が本当に救われるためには、自分のことを忘れて、他人のことだけを考えなければならないのです。肌の
色や血筋、言語や世界観で区別することなく、仲間を思いやる気持ちを持つこと。あなたは、仲間の一人一人の中に、普遍
的ですべての父の子たちの中に存在する父の姿を見るべきです。 

31 あなたのすべての仲間の中に私を見、私を愛しなさい。私の子供たちの誰も永遠に滅びることはない、魂に死を見
出すことはない、それは存在しないのだから、と私が言ったことを忘れないでください。私が作ったのではない、私は罪を
殺すだけだからだ。 

32 あなたがたが誘惑者とか悪魔と呼んでいる存在も、本当に言っておくが、彼らは混乱した不完全な存在にすぎず、
父なる神がその高い計画と策略を遂行するために賢明に用いているのだ。しかし、今日、魂が暗闇に覆われ、私が与えた賜
物をうまく利用できない者が多いこれらの存在も、やがて私の手によって救われるであろう。イスラエルよ、主のすべての
被造物が永遠にわたしを讃える時が来るからである。私の力、私の知恵、私の愛で魂を救うことができなければ、私はもは
や神ではないだろう。 

33 あなた方は皆、救われるであろう。もし、あなた方が地獄の炎と永遠の死について読んだならば、本当に言ってお
くが、そこに比喩的な意味を求め、私の教えに悪い解釈をしないことである。そうすることで、あなたは私にない不完全な
ものを私に帰することになるからです。私は完璧であるが、それを子供たちに自慢することはない。今日、あなたがまだ不
完全であることが確かであるように、それでも私は、私の愛と私の光を通して、あなたを完全なものへと導くでしょう。 

34 弟子たちよ、1950年の終わりに、私が今、声の主を通してあなた方に届かせようとしている私の言葉を撤回した
とき、私はあなた方を一つの魂と一つの心として残すということを知らなければなりません。私は私の神聖な教えを引き続
き宣べ伝えるが、それは高く、さらに正確になり、さらに、それは霊から霊への談話の始まりを示すだろう。私の律法に従
順に団結すればするほど、完全な霊的交感に近づきます。 

35 あなた方の間に私が現れるこの段階が終わったら、私はあなた方に反省と準備と勉強の時間を与えよう。しかし、
これらの学問を別々 に行うのではなく、常に一致団結して行わなければならない。 
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私の教えを記憶や記録に求める前に、あなた方は自らを整え、祈りによって主とつながるべきです。その時、あなたは
私に支えられ、そして、あなたが私の言葉を理解しようとする時、聖霊がそれぞれのレッスンの真の内容を明らかにしてく
れるでしょう。私の弟子たちの間で解釈が異なるのを見たくないからだ。 

36 私は、すべての人が、私の仕事の中にある基本的なすべての知識を受け入れること、狂信と偶像崇拝がなくなるこ
と、あなた方の中に迷信がないこと、儀式や余計な儀式を行わず、私の真実だけを実践し、最も単純な礼拝を私に捧げるこ
とを望んでいるのです。ですから、私は教えの始めに、霊性化に向けて踏み出す一歩一歩が私によって報われるのだ、と言
いました。 

37 儀式や祭壇、教会の鐘の時代は今、人の間で終わりを告げようとしています。偶像崇拝と宗教的狂信は、その最後
の兆候を示すだろう。私があなた方に告げ続けてきた、戦いと混乱の時代がやってくるのです。そして、嵐の後、すべての
魂に平和が戻ったとき、人はもはや私のために王宮を建てることもなく、鐘の音で群衆を呼び寄せることもなく、偉大だと
感じる人々 が大衆に力を行使することもないだろう。これからは、謙虚さ、兄弟愛、精神性の時代が到来し、人類に平等な
霊的な贈り物がもたらされるでしょう。 

38 イスラエルよ、自らを清め続けよ。私の教えの意味は完璧なので、あなたは何も訂正する必要はありません。常に
すべての先にある私の仕事を見てください。外見的な崇拝のために、儀式や伝統はそれに含まれない。 

39 私の霊はすべてを包含しており、霊的なものであれ物質的なものであれ、私が創造したすべてのものの中に存在し
ています。私の仕事はすべての中に存在し、人生のすべてのレベルにおいて私の完全性を証言しています。私の神の仕事は
、私の右手に宿る最も偉大で最も完全な存在から、かろうじて知覚できる最も小さな生き物、植物や鉱物、すべての生き物
に形を与えている原子や細胞まで、すべてを包含しているのです。これによって、わたしが創造したすべてのもの、すなわ
ち物質的存在からすでに完成に達した霊魂にいたるまで、その完成度をあらためて指摘するのである。これは私の作品です
。 

40 あなたたちは、私の普遍的な存在の前で、小さく弱いと感じている弟子たちです。しかし、私はあなたに言う、小
さくて弱いのはあなたの体だけで、あなたの魂は強くなり、私はそれを利用するのだ。もし父が今日、あなたに贈り物をす
るために来たのなら、それはあなたが父を失望させないことを知っているからであり、父は決して間違っていないのです。 

41 彼はマスターとして、多くの人の中から難しい使命を果たす人を選ぶ術を知っているのです。本当にあなた方に言
う。私の呼びかけを聞いて、私の教えを聞きに来た者は多いが、私に忠実であり続け、その使命を遂行した者はごくわずか
である。 

42 私から与えられた者のうち、信仰と愛の灯を消し、私に背を向け、私を否定し、私の顕現をあざ笑う者さえ、いか
に多いことか。私は今、彼らを救いの箱舟の中に呼んでいるのだ。しかし、忠実な者、不動の者を通じてのみ、他の者たち
もこれを達成することができる。私の教えから距離を置いた人々 は、世の中の誘惑や誘惑に弱いからそうなったのです。 

43 私の完璧さは、彼らに別の期間を与え、私は彼らの自己反省と救いのために私の光を与える。 

44 あなたの霊的な祈りを送りなさい。しかし、あなた自身のためでも、あなたのためでもなく、私の愛の愛撫に苦し
み、拒絶している全人類のために。しかし、この愛を感じることができるようになったあなたは、たとえその道で大きな試
練に遭遇したとしても、滅びることはないでしょう。私の正義が送る試練もあるが、その大部分は自分の弱さによって自分
で作り出したものだ。でも、どちらも、私の愛があなたを強くし、あなたを助けて、道の終わりに到達させるのです。 

45 この瞬間、あなたの父と団結し、人類のために見守り、祈りなさい。 

46 大空に輝く星のように、そこから光と愛と許しと慈悲の光を地上のすべての人々 に降り注いでほしいのです。弟子
たちよ、私はあなたたちを祝福する。 

47 あなたの霊魂でさえ、その力を理解することはできませんし、あなたが人類を抱きしめてきた兄弟的な抱擁も理解
することはできません。しかし、私はそれをよく知っています。ですから、皆さん、いつもこのように祈りなさい、これは
皆さんの霊の最高の使命の一つです。しかし、もしあなたの唇が慰めを与えることができず、あなたの手が病人に届き、「
油を注ぐ」ことができないなら、あなたの祈りはあなたの魂の翼のように、最も遠いところに運び、私の平和と愛のメッセ
ージを彼らに届けるようにしなさい。 

あなたが人類のために見守り、祈ったように、私もあなたのために見守り、あなたの心に入り込み、その苦しみや必要
を発見したら、それを慰め、贈り物を残す。この贈り物は、あなたが今、私に求めていることを実現するものである。しか
し、我慢しなければならない。我を試さず、我に迫らず。 

48 それは、あなた方がまだ幼い子供で、苦労が重荷になっているからです。 

49 あなたがたは何も求めず、私のところに来て言うのです。"父よ、御心のままに私のうちに働いてください。"と。 

50 あなたの人生、あなたの道、そしてあなたの食卓にも祝福がありますように。 

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 303 
1 民衆：この教義演説は、人間の知性によるわが顕現の最後の年の始まりであるから、私があなた方に尋ねるとき、

霊的に答えることができるように、あなた方は自分の良心に照らして、深く、綿密な検査を受けるよう強く勧めます。"あ
なた方はわが仕事について何を理解し、この道においてどのように決定的な段階を踏んだのですか？"もし、あなたが心の
底に集中しているにもかかわらず、自分がよくやったこと、また悪くやったことを明確に把握しないのであれば、わたしの
言葉の中にあなたの作品に対する完全な判断を見いだすことができるだろう。 

2 私の顕現の最後の年に最初の一歩を踏み出す前に、良心によってバランスを取ることが必要です。というのも、私
は、あなた方が、その努力の収穫と貢ぎ物として、従順と理解と霊性化の実りを、最後に私に差し出して欲しいからです。 

3 1950年は、世界を揺るがすような出来事がたくさん起こるでしょう。皆さんの生活のあらゆる領域が揺さぶられ
ることでしょう。宗教における人類の精神的崇拝は悩まされ、強国は悩まされ、科学は自然における偉大な徴候に驚き、人
間の生活一般は、人が奇妙で異常と呼ぶ事実と出来事に満ち溢れるだろう。 

4 なぜなら、私がこの時代の終わりを示すサインを霊的に与えたとしても、人々 はその疑心暗鬼と具体化のために、
それを知覚することができないからである。 

5 1950年の間に世界を揺るがすすべての試練と出来事は、イエスが十字架で死なれた日、その第二の時代のエルサ
レムで起こったことのたとえとなる。 

6 もしあなたが本当に心の準備をし、今年起こっていることを観察する方法を知っていれば、世界に入り込んでいる
闇、それらの闇の力、つまり国や組織を襲う嵐に気づき、人類が私の存在を霊的に感じ、第三の時代の光を直感的に見る時
が来るのです。その瞬間はどんなものになるのでしょうか。私の顕現の最後の瞬間-

エルサレムのように神殿の幕が霊的に破れ、人類が私の光を見て、真実を認識する瞬間です。 

7 人々 よ、恐れるな。私の慈しみがあなたがたを覆い、あなたがたの祈りと使命の遂行は、逆境の中であなたがたを
守る鎧のようなものである。私の言葉があなた方の間で終わるとき、一人になることを恐れてもいない。本当にあなたがた
に言いますが、私があなたがたの存在を飾った私の贈り物のうち、あなたがたから離れるものは一つもありません。大勢を
率いることを覚えた者は、これからも心を率いるだろう。私の光線を心に受けた者は、大きなインスピレーションを得るこ
とができる。霊界の道具、あるいは声の担い手であった者は、その声を受け止め続けることができる。また、みことばの賜
物、解釈の賜物、いやしの賜物、あるいは預言の賜物を持っていた者は、霊化と信仰とを身にまとって真に準備するなら、
その賜物の力が増大するのを見ることになる。 

8 私の旅立ちの後、あなた方が強い民を形成し、科学者や肩書き、あるいは霊的真理に関する知識を持っていると信
じてあなた方に試練を与える人たちに対して、あまりにも無知で、あまりにも取るに足らないと感じずに、あなた方を求め
る人を受け入れることができるように、大いに準備することだ。 

9 もしこれらの集会所が、わたしの宣教の間に満杯になったとしても、その後はもう十分でなくなるようにする。こ
れは、この民族が世界に出て行くのに適切な時期を示すものだからです。 

10 主よ、力と威厳と本質に満ちたあなたの言葉は、多くの人々 をこの光に引き寄せる奇跡を起こしました」と、あな
たは心の中で私に言っていることを私は知っているのです。しかし、その後に、誰があなたのように大勢と隊商を引き寄せ
る奇跡を起こせるでしょうか。 

弟子たちよ、あなた方はなぜ信仰の薄い人たちなのですか。私があなたに託した贈り物は確かなものではありませんか
？あなたは、彼らを通して行った奇跡を身近に目撃したことがないのですか？まことに、あなたがたに告ぐ、来たるべき時
代には、あなたがたは、統一、服従、霊化というわが至高の戒めを果たす奇跡を起こすに十分な、さらに偉大な業を行うで
あろう。 

11 あなたがたに言うが、わが言葉が声の主を通して聞こえる瞬間、この民の魂だけでなく、同じように霊の谷で神の
光を必要とするすべての存在が震えるのだ。 

12 人の言葉の響きではなく、私のメッセージの意味やインスピレーションが届くのです。私の声は普遍的であり、そ
の余韻は神の子が住むすべての世界と家庭に届くからです。 

13 私はすべての世界に私の光の一筋を送る。この光は、他の家庭に霊感で届くように、人の言葉という形であなた方
に送りました。 

14 その神聖な光線の中で、すべての霊は団結し、それを天の梯子として、同じ地点、つまり私の神性の霊的粒子であ
るあなた方全員に約束された霊の王国へと導いてくれることでしょう。 

15 地球上で物理的な絆でつながっていた存在たちが、今、あなたの世界を超えて生きているとき、自分たちが聞いて
いる声が、地球上のある人にも聞こえていると知ったときの歓喜を想像できますか？彼らはあなたから離れず、あなたを忘
れず、地上の谷に少し長く留まった人々 のために何もしないことを控える。彼らの愛撫と祝福は、常にあなたの上にありま
す。 
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16 親、子、兄弟、配偶者、友人、恩人など、様々 な人が生きています。精神的には単なる兄弟姉妹ですが、あなたへ
の愛は同じかそれ以上であり、あなたを助け、保護する力が増しているのと同じです。 

17 彼らのために祈りなさい、人々 よ、あなたも彼らを愛し、思い出すことをやめてはならない、あなたの思い出とあ
なたの祈りは、同じ闘いの中で甘い慰めとなるのだから。 

それは、あなたが彼らを裁き、判決を下すことができるかのようなものです。もし、この地上の人間が、隣人のことを
判断するのに不完全で不公平であるとしたら、どんな魂に対する判断になるのだろう。 

18 もう一度言いますが、あなたが祈りによって、また世界での善行によって、彼らを支えていくしかないのです。 

19 脳を持つにせよ、他の手段を用いるにせよ、あなた方の生活の中で物質的な形で顕在化させたいという願望を抱い
てはなりません。また、召喚する記念日も特に設定しないでください。霊的なものはこの世の時間を超えて生きており、し
たがって、霊的な祈りによって彼らに近づくには、どんな時でも適していることを忘れないでください。 

20 あなたが混乱に苦しんでいるとしばしば想像してきたこれらの存在のうち、まさに彼らが地上にいる間、彼ら自身
が見つけることができなかった光の道へとあなたを近づけようと努力してきた人たちのなんと多いことか。彼らのためにこ
れ以上涙を流してはならない。また、彼らが霊の谷に去ったからといって、決して悲しんではならない。彼らは本当に死ん
だわけではなく、あなたが旅立たなければならない瞬間の少し前に去っただけなのです。しかし、それは私の宿命であり、
彼らがあなたのために道を用意するためであった。墓地には用はない、墓の上で流す涙は無知、物質化、妄想の涙だと言わ
なければならないのだろうか？ 

21 あなたが泣いた人の魂は生きています。しかし、あなたは、地中に消えた体で死んだと思いこんでいるのです。あ
なたは彼らを迷子だと思っていますが、彼らは愛に満ちて、あなたに真理と生命の証を与えるためにあなたを待っているの
です。あなたは、相手が自分の苦労や苦しみに対して、遠い存在、無神経で無関心な存在だと思っている。しかし、彼らが
どれだけあなたの行く手を阻む岩を取り除き、どれだけ多くの危険からあなたを守ってくれているか、あなたは知らないの
です。 

22 無知が故に、あなた方は自分にも他人にも不公平で残酷でさえあるのですが、私はあなた方に言わなければなりま
せん。わが教えの講話を聞いて、誰が無知であることができようか。 

23 私の言葉は、あなた方が私の愛の炎の中で一体となれるように、あなた方全員を包むべき一筋の光である。それを
聞いて、それを信じて従うならば、私を愛し、私を讃えるあなた方は、この瞬間から一致団結することでしょう。 

24 私のスピリットの光は、あなたの存在の核に隠されているすべての贈り物、つまり、あなたが知らないうちにあな
たの起源から携えてきたすべてのものを明らかにしました。私は今、あなた方が自分自身を真に知り、自分自身と出会い、
遺産を知ることで、偉大な精神を持つことができるようになる時期であることを知らせました。 

25 折に触れ、私はあなた方に啓示を与えてきた。最初は法律で、後に私の教えで、最後にあなたの霊的使命を完全に
知ることです。 

26 あなたは私が3回男性と付き合ったことがあると言いますが、私はいつもそうだったというのが本当のところです
。その父は、第一の時代にはその正義の法則を人類に示し、第二の時代にはその「言葉」を御子イエスとして人間とし、現
在はご自分を霊的に世界に知らしめ、すべての時代にその神のたとえをあなたに与えました。その意味は、あなたの霊的成
長をあなたに語り、あなたに語りかけた神はいつでも一つの神、一つの霊、一つの父であったとあなたに知らせています。 

27 私が快楽を捨てよと言ったとき、あなたは私の言葉を誤解し、あなたが喜ぶより苦しむのを見る方が私の喜びだと
思うようになってしまったのです。私はあなたの父なのだから、あなたが笑っているより泣いているのを見る方が好きだと
、どうして思うことができるだろう。私が「快楽を捨てよ」と言ったのは、魂を蝕むもの、肉体に害を及ぼすものだけです
。しかし、私は、あなたが精神と心のために、あなたの手の届くところにある慈善的な満足を得るべきだと言っているので
す。 

28 人の一生に含まれる試練はあまりに厳しいので、その十字架の重荷をより愛らしく、楽にするために、精神的、肉
体的なあらゆる喜びによって甘くする必要があるのです。 

29 家庭の温かさの中に自分の存在の最高の喜びを見出し、子供に対する親の愛、両親に対する子供の愛、そして兄弟
姉妹の互いに対する愛を神への奉仕とするよう努力するすべての人々 を祝福します。その統一、その調和、その平和は、普
遍的な父とその霊的な家族の間に存在する調和のようなものだからです。 

30 このような家庭には魂の光が輝き、私の国の平和が宿り、苦しみがあっても耐えやすく、試練の瞬間も苦にならな
いのです。さらに、それを人に与えることに満足を求め、隣人の健康な喜びを喜ぶ人は、さらに功徳がある。彼らは喜びの
使徒であり、大きな使命を担っているのです。 

31 もし、あなたが満足と喜びの瞬間を求める方法と、心の安らぎの時間を保つ方法を知っていたら、この世に存在す
るすべての日にそれを手に入れることができるだろう。しかし、そのためには、まず自分の魂、気持ち、人生に対する考え
方を高めなければなりません。 

32 私の言葉を通してあなたに送るこのメッセージは、あなたの道を照らし、あなたの存在を平和に生き、私があなた
の存在を祝福したすべてのものを健康的に楽しむことを教える、上向きの進化を与える光で満たされています。この人類は
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まだ、痛みの影と戦い、偽りの快楽や欺瞞に満ちた満足への傾向に打ち勝つために、多くの闘争を経験していない。真理を
認識することを妨げる宗教的狂信と闘わなければならない。すべてが最終的な破壊に向かっており、そこから誰も自分を救
うことができないと信じさせる運命論と闘わなければならない。また、一過性の快楽、つまり悪徳と苦痛、絶望と暗闇の深
淵に魂を陥れる感覚的快楽だけを求めさせる物質主義と闘わなければならない。 

33 私の光は、あなたが影から離れ、あなたが涙の谷と化したこの惑星で、ようやく魂と心の真の喜びを発見するため
に与えるものであり、他のすべての喜びは小さく、取るに足らないものです。 

34 私は今、すべての人のために新しい教えを与えているのです。すべての者が、わが来訪を予期して祈ったわけでは
ないが、痛みは彼らを目覚めさせ、わが来訪を迎える準備をさせた。 

世界は、第二の時代以来、「イスラエルの民」が遺した経験を持っているので、誰も神の正義を不信に思うことはない
だろう。預言、神学、霊力の賜物は、主の到来を待ち望む霊的に貧しい人々 が、主から希望と知識の光を受けるために与え
られたことを知らないのでしょうか？ 

その魂がどこにいるのか、私に尋ねるなら、彼らはこの地球上のすべての偉大なものが彼らの目には地球の塵にしか見
えない生命界に住んでいると言うでしょう。 

しかし、わが言葉とわが約束が彼らにとって貧弱に見えたために、わが王国から何も受け入れなかった者たちはどうな
ったのかと私に問うなら、彼らは金と世界と肉と権力を欲したので、時の終わりまで転生し輪廻する者たちに属していると
私は言うだろう。それゆえ、正当な、そしてその霊的な報酬として、彼らはそのはかない富と偽りの力を持つ世界を与えら
れたのである。 

35 彼らは神の正義によって一時的に苦しめられたが、真理の王国に至る救いの道から追放されたわけではない。それ
ゆえ、わが霊の光を豊かに送っている今、私は彼らを熱心に捜して、彼らに割り当てられた試練の時はもう十分かと尋ね、
今が第三の時、すなわちユダヤ人の裁きに言及した時に話した時がまさに完了する時であることを理解させようと思うのだ
。 

36 皆さんは私と約束があるので、一致団結して私の声を聞く必要があるからです。 

37 すべてのものは、私の正義の秤にかけられ、まだ裁かれていないすべての業が量られることになる。私の存在と私
の力は、かつてないほど感じられるようになるだろう。混乱の後、すべては元のコースに戻るからだ。 

38 人々 よ、驚かないように、絶え間なく見守り、祈りなさい。しかし、まことにあなたがたに告げます。あなたがた
が世界を見守り、祈るならば、あなたがたを守る目に見えないマントがあるでしょう。なぜなら、あなたがたは同胞を愛し
、その痛みを自分のものとして感じられるようになるからです。 

39 私の存在、私の力、私の正義を具体化することを繰り返す。もし私が、堕落した人間に、人生の神聖なものをすべ
て冒涜することを許したなら、私はその堕落に限界を設けるだろう。もし、私が彼に自由意志の道を歩ませたのなら、私は
彼に、すべてのものには限界があることを証明することになるでしょう。もし、私が彼に権力と世界における偉大さの探求
を過度に満足させたならば、私は彼の道を止め、彼が自分の仕事を良心によって判断し、私の質問に答えることができるよ
うにするのである。 

40 私は、あなた方の生活の中で、痛み、破壊、死を感じさせ、その苦い実が、あなた方が育てた木の種類を理解させ
るようにしたのだ。しかし、私は痛みが消え、魂が回復し、正気に戻るのを見届けるだろう。人がその魂に高貴な白い衣を
纏う日が来ると言われ、また書き留めもされている。 

41 そうすれば、すべての人が救われ、すべての人が赦され、すべての人が慰められるのです。では、死はどこにある
のか、永遠の天罰と終わりのない火はどこにあるのか。 

42 私は死も地獄も作りませんでした。私の精神が創造の概念を形成したとき、私は愛だけを感じ、私の胎内からは生
命だけが生まれたからです。もし死や地獄が存在するとしたら、それは一過性のものだから人間の業でなければならないし
、人間のもので永遠なものはないことはすでにご存じでしょう。 

43 ここに、選ばれし民であるあなた方の主が、新たな道を示しているのです。私はあなた方を、私の目的を守るため
に戦う方法を知っている勇敢な兵士にするのだ。 

44 私の愛に結ばれたあなた方は、地球の表面を歩き、「死者」に命を与え、道を踏み外した人々 、人類の破壊者とな
った人々 に、私の聖霊の光でこの道を示すのです。あなた方はこの永遠の命のパン、あなた方が栄養としてきたこの「乳と
蜜」をどこにでも持っていくのだ。 

45 あなたがたは、わたしが色や人種で区別することのない、わたしの選ばれた民である。私は、あなた方が世の中の
混乱に感染しないように、あなた方の真の神を知るように呼びかけたのです。あなたたちは、わたしが遺産を残し、わたし
の贈り物を置いたわたしの選ばれた者たちであり、あなたたちが人類に認められるように、計り知れない価値のある宝石を
一緒に残した者たちである。 

46 私は、あなた方があの世に入り、私のプレゼンスを見て、大勢の人々 にそれを証しすることができるように、あな
た方の霊的な目を清め、準備したのです。私はあなたに私の知恵、金色の文字で書かれた本を託しました。あなたが決して
道を踏み外さないように、そして人類を導くことができるように。 
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47 あなたがたを私の預言者に変えたのは、父が来世で示すことをあなたがたに証言させるためであり、あなたがたは
また後の世代を準備させるためである。 

48 この「第三の時」に、主人はあなたを呼び、食卓に招いたのです。ある者は肉体を持ち、ある者は霊体としてやっ
てきたが、あなた方は皆、生命の甘露を享受してきたのだ。 

49 あなたがたはわが言葉を聞いて言う、「主は天の高みから来られる」。これに対して、私はこう答える。天の高み
」とは、純粋な者、完全な者、永遠の者、賢者という意味であれば、その通りです。しかし、「天の高み」というのが、無
限にある自分の上にある物質的な場所のことだとしたら、それは間違いである。なぜなら、わたしはすべてのもの、すべて
の場所にいて、遍在しており、わたしの霊はすべてを満たし、包んでいるからである。 

50 私が「下降する」と言うとき、あなたは正しいことを言っています。なぜなら、私は自分をあなたに知らせるとき
、完全なものから不完全なものへと下降するからです。なぜなら、私は自分を人間化し、さらに物質化することで、人間で
あるあなた方に自分を具体化するためです。 

51 今、私の言葉を聞いているここにいる人たちは、私が今教えていることの意味をすぐに理解し、私のメッセージを
他の人たちに伝える準備をすることでしょう。 

52 現在、私は人類を代表してこの大勢を受け入れていますが、人類というのは、現在の人々 だけでなく、6つの霊的
時代に地球に住んでいたすべての世代を指しています。この6回のメッセージは、まさに私が「封印」という名で象徴して
きたもので、そのうちの1つは、すでにご存知のように、他のすべての意味や意義をあなたに明らかにするために、まだ解
放されていません。 

53 知恵の泉として、知識の無尽蔵の泉として、私は人類にこの言葉の遺産を遺す。この言葉の中に、人類は神、霊、
永遠の至高の喜びを見出すだろう。 

54 すでに種は大地に広がり始めています。しかし、種が芽を出したら、私は霊の畑を肥沃にする水を送ろう。そうす
れば、人類の心の中に霊性が開花するのを見ることができるでしょう。 

55 現在、新参者の数は少なく、弟子の数はさらに少なくなっています。それは、地上の人間の第六の霊的段階である
ことから「第六の封印」と呼ばれ、また、わが霊と人間の第三の交信であることから「第三の時」とも呼ばれる、ある時が
人間に来たことを証するものである。 

私はあなた方を新たにこの世に送り出し、困難な使命を果たすために自らを完成させたのだ。私の指導は、あなた方が
精神的に成長するための準備です。 

56 私はまた、あなたがたがこの世の試練の中でもはや孤独を感じることがないように、そして、あなたがたの心の中
に、ご自分を知らしめ、人間の理解力を通してあなたがたに語りかける神への信仰と信頼を持つように、友人として語るの
です。 

もし、あなたがたが私を感じないのなら、それはあなたがたの準備が足りないからだ。しかし、もしあなたが心を整え
、あなたの魂を私に向けるなら、あなたは私を感じ、あなたの霊の目で私を見るでしょう。 

57 私はこの時、あなたがたに律法を思い出させ、それを実行させるために話したのです。私は、霊界があなたに助言
し、あなたを助け、あなたを保護するために、あなたと一緒に暮らすことを許しました。これらの霊は、その霊の中に父の
愛を持って戦い、働いているのです。 

58 私があなたがたにもたらすみことばは、あなたがたすべてが私を理解できるように、また、あなたがたすべてがわ
が聖霊の光によって啓発されるように、平易で単純なものである。私は、これらの理解器官を通してもはや私の声を聞くこ
とができなくなったとき、あなた方が私の弟子として、出て行って、あなた方の言葉と良い模範をもって私のプレゼンスを
証しする準備をすることを望んでいる。 

59 人々 は、あなたの師が人類のために託した教えは何か、霊的な食事は何かと、あなたに尋ねにやってくるでしょう
。しかし、あなたは私の言葉に含まれる意味と愛を彼らに示さなければならない。 

60 どんなときでも真実が勝利する。真理の言葉を与える。それで同胞の涙を乾かすことができるように。 

信仰告白の自由があるこの時代、あなた方は嘘の奴隷になってはいけない。私は今、私の愛を通してあなた方に新たに
教えている。私の手の中には、あなた方が私を信じるように強制する鞭を発見することはないだろう。そうであれば、わた
しはもはやあなたがたの父ではなく、あなたがたの神でもないからです。 

61 私の神聖な栄光を求め、赦すことを自らに指示しなさい。私はあなた方に贈り物を託した。あなた方がそれをうま
く使い、人類に指針を与える私の良き弟子となるように。エリヤと私の霊界があなたとともにいるので、あなたの十字架が
重くなりすぎないように。 

62 このメッセージに心を開く善意ある人々 は幸いであり、私の教えに従う善意ある人々 は幸いであり、彼らは光と平
和の子供となるのです。 

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304 
1 私のもとに来る者は、道を見つけたので、幸いである。わが言葉によって導きを求める者は幸いである。私は道で

あり、あなた方はこの道を歩き、山の頂上に到達する者たちである。この高さからは、あなたの魂がその成長の過程で覆い
隠してきたものすべてを見渡すことができます。 

2 障害物や岩にぶつかると、すべて試練となり、それを乗り越えると功徳が得られる。 

3 誰が自然の秘密を理解したと言えるのか、見えないもの、聞こえないものの神秘に入り込んだと言えるのか、神の
秘儀に入り込み、その策略を知ったということができるのだろうか。誰が、自分の行動を自分の精神的・物質的本質と調和
させることができるような形で、自分自身を知ることができただろうか。 

4 君たちはまだ、あてもなくさまよう弱い生き物なんだ。なぜなら、あなた方の持つ知識は人類に奉仕するための準
備を整えたが、あなた方は霊的な賜物を発展させておらず、いまだに私やあなた方自身と調和して生きるための霊性を備え
ていないからである。自分を知ることができなければ、人を知ることも、人を完璧に導くこともできない。もし、あなたが
最初に真理の道を歩むことを学ばずに、どうして人の指導者となることができようか。 

5 イスラエルの人々 よ、私がこのように話すのは、主が私の仕事の中であなた方の仕事を軽んじているからではない
。それは、霊化への歩みに限界はなく、一歩進むごとに、わが仕事の偉大さを理解するための光を得ることができることを
悟らせるためです。 

6 私は人間に自然の構成とその発現を調べることのできる知性を与え、宇宙の一部を観想し、霊的生命の発現を感じ
させるようにしたのだ。なぜなら、わが教えは魂を止めず、人間の成長を阻害せず、それどころか、人間が調査し、熟考し
、探究し、努力するように、人間を解放し、啓蒙するからである。しかし、人間が知的研究の最高峰と考えるものは、ほと
んど始まりではない。 

7 すべては魂の進化のために用意されているのです。明日の人類に、霊から霊へと私とつながるよう指導できるよう
に、自分自身を準備するのです。 

この時代、世界はさまざまな世界観によって混乱しています。彼らを啓発できるのは、私の聖霊の光であり、私のイン
スピレーションを受けて、平和に生きるために霊化できる純粋な理想を展開することができるようになるのです。 

8 私のスピリチュアルな教えは、精神的な価値を本当に理解し、把握することで人々 を一つにします。私は統一の中
心であり、彼らの精神的発展のためのインスピレーションの源なのです。 

9 あなたは自分の苦しみや喜び、問題点を抱えて私のところに来るのです。私は、あなたの苦しみの代わりに、高貴
で私にふさわしいと感じる喜び、つまり、あなたの罪を清算する機会を与えるのです。 

10 すべての人間は、私の聖霊の光によって清められ、同胞を愛するようになるのです。このようにして、世界に平和
が集約され、すべての人が一つの力、行動、精神で団結し、どの宗教も達成できなかったことが、人が受けた神の霊感に到
達することになるのです。ですから、この第三の時代には、すべての人に平等に私に到達する機会を与えています。私の精
神的な教義は、何の違いも生じさせません。 

11 今、人類よ、あなたの耳がわたしを聞かず、あなたの目が暗い包帯で覆われているとしたら、それでも、あなたが
聖霊の光を見、わたしの言葉を神聖な音楽のように聞く日が来るだろう。 

12 イスラエルよ、すべての同胞は、あなたが受けた恵みの賜物に値することを認識しなさい。邪魔になる人に手を差
し伸べよう。みんな同じゴールを目指しているのだから。 

私は、人間の知性を通して私の言葉を聞くことをあなたに認めた。しかし、あなた方の仲間の多くは、この顕現の真実
を否定し、また、私がこの時代に再びあなた方のために道を開いたこと、あなた方の間で私の恵みを注いでいること、そし
て、私の神聖な慈悲によって準備された声の担い手に私の普遍的な光線がかかっていることを否定するだろう。彼らは、私
の神性が、不完全な被造物によってどのように顕現され、その知性によって私があなた方に自分自身を知らせることができ
るかを理解することができないでしょう。その代わり、彼らは自分たちの宗教共同体に古くから伝わる儀式や儀礼の中に、
納得のいく形で「私」を求め続けるだろう。 

全能である神様が、人間の知性を通してご自分を知っていただくことは難しいのでしょうか？あなたは、イメージや儀
式的な礼拝行為によってのみ、私への信仰を感じたいのですか？ 

13 もしあなたが、私を全能者として、創造者として、すべてに影響を与える普遍的権威として信じるなら、つまり、
私が私のすべての被造物の中にいると信じるなら、私が、私の選んだ者たちの心を整えて、彼らの代理を通して私自身を知
らせることを疑うことはできないでしょう。 

14 私は、あなたが呼吸する空気の中に、世界が存在する広大な空間の中に、あなたの惑星に光線を送る太陽の中に、
あなたにとって見えるものと見えないものの中に、私自身を現しているのです。 

15 選ばれし者たちよ、他人を非難したり、批判したりしながら近づいてはならない。あなたの手を伸ばして、様々 な
方法で私を求める仲間の手を握ってください。あなたの持っている知識を受け取ることができるように、彼らに話してくだ
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さい。しかし、その反省に耳を傾けることで、自分も何らかの指針を得ることができるかもしれません。誰も自分だけでは
不十分だから、あなた方は皆、私の知恵とあなたの隣人の知恵を必要としている。 

16 霊能者として、隣人がどのような宗教団体に属していようと、愛のある関係を結ぶべきでしょう。そうすれば、あ
なたがたは、わたしによって準備されたことを証しすることになる。そうすれば、あなたの崇高な行いはすべての人の心に
届き、私心なく考えるすべての人に理解されることでしょう。 

17 わが民衆よ、スピリチュアリズムには意味のない形があり、こうした顕示や儀式は必要ないのです。理解できない
、不思議なことが行動に表れているうちは、真のスピリチュアリストにはなれません。外側のデザイン、表現、フォルム、
印象づけるために必要なモノが取り除かれたのです。私の言葉は、あなたがたが私を認識し、あなたがたを完全なものへと
高めるのに十分な力を持っているからである。 

18 1950年以降、真の霊能者は私が与えた指導を理解し、私の慈悲を必要とするところに伝えることだけを目的とし
て実践するようになります。 

19 明日には、ごく少数の人にしか聞かれなかったこの言葉を、人々 はよりよく理解し、広く理解することができるよ
うになるでしょう。 

20 1950年が終わったとき、私の言葉がすべての人に理解されなかったとしても、それは問題ではありません。残っ
たわずかな種で、将来的に果実が熟すのに十分な量となる。 

21 愛する弟子たちよ、あなたがたは星のようであり、広大な海の中の灯台のようである。あなたの衣を守り、あなた
の心を清め、六番目の燭台の松明が昼も夜もすべての魂を照らす聖域となるように努めなさい。 

22 私のようになれ - 

謙虚で優しい心で。互いに愛し合い、互いに赦し合いなさい。清らかな水の流れる川のように。手に持っているのは、一粒
の果物。一冊の本の教えを人類の救命ボートとして提示する。 

23 私のもとに来なさい、私はあなたを待っている。求める者には与えられ、探す者には見つけられ、この扉をたたく
者には扉が開かれるのです。私は、みことばのノミで玉石のようにあなた方を鍛え、聖霊の光を浴びせよう。 

24 愛する弟子たちよ。世の誘惑から離れなさい。明日、あなたがたが主人のようになるように、わたしはあなたがた
を整えておいた。 

25 人間の知性を通してあなた方の間にわが身が現れる最後の日には、「石」でさえも泣くだろう。しかし、私は皆に
私の平和の口づけを感じさせ、皆を私の胸に押しつけよう。そして、その後、あなた方の準備が整ったのを見て、「雲」の
中からこう言うのです。 

26 弟子たちよ。私の旅立ちの瞬間に痛みで咽び泣くことのないように、私は明日のことを語り、あなた方を励ます。
その後で悲しむのではなく、指導し、泉の澄んだ水を溢れさせ、人類のために豊かな実を結ばせてほしいからです。 

27 わが預言者たちのように証人となり、私が聖霊としてあなたがたのうちにいることを宣べ伝えよ。 

あなた方はもはや、声の主を通して私の声を聞くことはできませんが、霊的には永遠に私の教えを受け続けることがで
きるのです。あなた方が自らを霊化すれば、私を感じ、インスピレーションを受け、すべての試練において私があなた方と
ともにいることを経験するので、至福に満たされるでしょう。あなたは霊から霊へと、闘争の中で前進するよう励ます私の
声を聞くだろうし、私がすべてのわが子たちとともにいるので、あなたは強められると感じるだろう。 

28 今日、私は父として、子として、聖霊としてあなた方の間に自らを現し、本質と存在と力においてあなた方と共に
ある。 

29 わが民イスラエルの一員である群衆よ、来なさい。マリアのように地上の母である女たちよ、私のもとに来なさい
。おとめ、若者、子供、大人たちよ、わたしのもとに来なさい、わたしはあなたたちを迎え、平和の口づけを与える。 

30 あなたの魂を私のもとに来させなさい。私はあなたの魂に必要なものを与えることができる者である。私は、受肉
した魂と受肉していない魂に恵みを注ぐ、贈り主である。 

31 イスラエルの選ばれし民よ、あなた方はもはや幼子ではない。なぜなら、あなた方はこの霊的な道においてますま
す発展し、様々 な転生の中で多くの知識を得たからだ。今、この第三の時代において、あなた方は神の師の弟子であり、私
が与えた教訓を日々 学び、偉大な精神、人類にとって未知のものの目利きになるのです。 

"イスラエル 

"は、その知識によって、私の仕事を実現することによって、その結合によって、その闘争によって、その服従によって、
私の神性とその同胞への愛によって、来るべき時代において偉大な存在となるだろう。もし、私の民がこの霊性を持たなけ
れば、世界は私の仕事を地上のもう一つの教えとしか思わないでしょうから。 

32 私の民が自らを準備しないなら、私を理解しないなら、自らを霊化しないなら、これらすべては起こるだろう。だ
から、あなたがたに言おう。今こそ、わが教えを実践することによって、あなたがたは自分を新たにし、霊的に高めるべき
ときなのだ。 

33 しかし、この第三の時代に、わが聖霊の光をもってわが身を知らせるために来たことを無駄にはしない。あなたが
たは、わたしが清め、汚れから解放した最初の者であり、わたしが強くし、教えた者である。それは、あなたがたの困難な
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使命の遂行に備えさせ、使徒として、人類の兄姉として立ち上がり、大空の星のように人類のためになり、そうして、あな
た方の同胞が、わたしによって、過去の時代の使者を介して与えられた預言の成就を知ることができるようにするためだ。 

「イスラエルよ、あなたがたは諸国民の間で通用するようになり、彼らも永遠の命のパンを食べることができるように
なるのです。 

34 私はあなたを、予言、私の教え、神の啓示、私のプレゼンスの証を含む開かれた書物とする。本書は、この知識を
求める人たちに開かれたものである。光と真実で多くの問いに答えてくれることでしょう。君たちは偽者ではなく、私の作
品を守り、世界にそれを冒涜することを許さないだろう。 

35 この指示は、あなただけのものではありません。あなたがたは、主人の模範に従って準備されたら、言葉と業をも
って、わたしのあかしをするために出発するのです。哲学者、科学者、彼らは自分たちの知識の中で偉大だと思っていた。
しかし、あなたは彼らの科学のために彼らを恐れてはならない。彼らはわが知恵に比べれば非常に小さいからだ。 

36 人々 の心があらゆる闇から解放されない限り、私を理解することはできないだろうし、私の使者、使徒、そして将
来マスターとして現れる人々 を認識することもできないだろう。 

37 イスラエルの人々 よ、考えよ。そして、あらゆる狂信から、あらゆる物質主義の虚栄から自分を解放し、自分の使
命を完璧に遂行できるようにしなさい。 

38 もし、わたしの民が、わたしの意志のように、出発して努力しないならば、彼らの試練は、彼らにその誤りを分か
らせるために非常に大きく、彼らの力のように強くなり、彼らの義務が何であるかを見て理解することを学ぶようになるで
あろう。 

39 あなた方ひとりひとりの体の中に、私の霊の一部である光の原子を置いている。 

残りの人類に転生した魂はあなたのようなもので、その中には同じように私を求める存在もいるのです。彼らもまた、
私に問いかけるために、私のもとに立ち上がる方法を知っている。 

また、人類が苦しんでいる揺さぶりの理由を聞こうと私に向かい、「父よ、なぜ私たちの声を聞いてくださらないので
すか」と言う人もいます。なぜ、私たちはあなたの失敗しない強さを感じないのでしょうか。私たちはあなたの子供ではな
いのですか？ 

だから、魂は私に叫びますが、彼らは現在自らを浄化していることを知りません--

彼らは自分たちが第三の時間に生きていることを知りません--

彼らは、受肉者と非受肉者のための復活の時にいることを知りません。 

人々 はこの世のものを自慢し、傲慢に満ち、魂がわたしのもとに昇るのを許さなかった。 

40 この時、すべての人が私のもとに来ることが私の意志であり、彼らが父を見つけることができる霊的な場で私を求
めることが私の意志である。 

41 この間、イスラエルよ、あなたは功徳を積み、その模範をもって人々 に私と交わりながら生きることを教えなけれ
ばならない。 

42 わたしはあなたがたの欠点についてだけ話す。なぜなら、わたしから隠されているものは何もなく、あなたがたは
わたしの前で清い器となるために、自分を新たにする必要があるからである。わたしはあなたがたにわたしのことばを与え
、その中にわたしの力があり、あらゆる誘惑や試練に打ち勝つことができるようにした。私は、あなたの魂に関わること、
あなたの人間生活に属することを理解するために、あなたを啓蒙しました。そうすれば、あなた方は神の戒律に従って生き
ることができます。あなた方は私が教える私の弟子ですから、あなた方の魂はますます高く発展し、もはや物質主義の重荷
や、私のワークで確立した習慣的な教化行為の下に倒れることはないでしょう。あなたはもう、余分なものにとらわれる必
要はありません。ひたすら前に進むことです。 

43 あなたが純粋さ、非物質化を達成する限り、あなたの礼拝はより霊的になり、私のワークの中でのあなたの礼拝行
為はより複雑ではなくなります。なぜなら、あなたたちは、わが仕事において自分の意志に従って行い、霊化を守らず、祈
りを送り出すための心の準備をせず、ただ言葉で書かれた祈りを私に捧げ、それによって仲間に同じことをしたのだから。
あなたがたの儀式、礼拝の仕方、伝統は、人間が人類に示すものと同じだったからです。では、どのような点で違いがあっ
たのでしょうか。他の人とは何が違うのか？何もない、イスラエルよ。あなたは私の言葉を実体化し、私の精神世界も同じ
ように実体化したのだから。あなた方の崇拝行為は人類と同等の官能性に陥り、あなた方のシンボルは同じであり、あなた
方は私の仕事の中で不統一と獲得主義を示した。 

44 それなのに、どうして人類はあなたを信じることができるのでしょうか。あなたが同胞と同じ姿を示しているのに
、どうしてあなたの行動で私を認識できるのでしょう。 

父なる神は、あなたがたの歩みが非常に遅く、非常に感覚的であるのを見て、これ以上あなたがたに甘えることはでき
ないので、終わりつつある御言葉に驚いて、あなたがたを団結させて集めよと命じられたのである。そして、これ以上譲歩
することなく、あらゆる物質主義を排除し、礼拝の行為が霊的というより感覚的であるため、それを清めるように命じられ
た。しかし、私の仕事は霊的なもので、魂を高めること、人間生活の中であなたを新しくして、「肉」と「魂」が高い生活
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を送ることができるようにすることが目的です。私の意志はもはや、私の民が奈落の底に落ち、そこで私の仕事をすること
を許さない。 

45 そのため、私の戒めを受けたとき、イスラエルでは物質主義のために混乱が起きました。しかし、他の人々 は、イ
スラエルが新たに目覚める時が来たこと、父がイスラエルを日常と古い習慣から引き離したことを魂が理解し、神に感謝し
て、この戒めに敬意と従順さをもって従ったのです。 

46 これらの試練は、あなた方、人々 が日常に慣れてしまっていたからこそ、揺らいでしまったのです。なぜなら、あ
なたがたの心、魂が、誤ったカルトの行為によって、上へ上へと発展するのを妨げていたからです。 

47 皆さん、これでお分かりだと思いますが、もし、私が与えた指示に従って義務を果たさないなら、私の話を聞いて
も無駄だったことになります。あなた方が私の言葉を受け取ったら、それを実践することが私の意志だからです。なぜなら
、人間の知性による私の顕現の終わりがあなた方に近づいており、1950年、そこからあなた方は私の霊界を聞くこともな
くなるからです。 

48 そのために、あなたがたの魂に苦痛を与えてはならない。あなたがたは強い魂となるように、明日、灼熱の太陽に
疲れ果てた放浪者に日陰を与える木のようになるように、私はあなたがたを準備したのである。また、第二の時代であなた
が私に与えた苦痛のように、私の旅立ちの瞬間に私の精神に苦痛を与えることを望まない。あなたの罪、あなたの不従順、
あなたの失敗の十字架を、もう一度私の肩に載せて欲しくありません。私はイスラエルで、従順さ、義務の遂行、刷新、霊
化、霊から霊へと私と交信するあなたの高揚を見たいのだ。 

49 イスラエルよ、今は眠っている時ではない、完全に目覚めなければならない、人類を目覚めさせる仕事に専念する
のだ。わが光はすべての心を照らすが、わが子たちが無気力なのを見、わが律法が埃まみれの書物にあるのを見るからであ
る。しかし、選ばれたあなた方は、国民をリードし、「見守る」ことが必要です。 

50 汝、狂信に陥ることなく、世に霊的教義を語るべし。 

51 精神から精神への対話を実践し、それを日ごとに完成させ続けるのだ。あなた方と人類が私と交わることは、私の
意志だからです。この交わりを通して、あなたは私のインスピレーション、私の命令を受け、私はあなたの魂を受け取り、
あなたの祈りを聞き、あなたの霊的な腕が私を抱くのを許すでしょう。 

52 霊から霊へと私と交わることを学んだとき、あなたの賜物は解き放たれ、あなたの礼拝において、これらの賜物は
栄光と霊性をもって花開くだろう。そうすれば、あなたは霊的に私を求め、あなたの礼拝は完全なものになるでしょう。 

53 人間の知性によるこの顕現は、もはやあなた方の間に存在しないであろう。私が去った後、あなた方が孤児になっ
たとは思わないでほしいし、死に驚かないでほしいし、あなた方の中に弱さを求めないでほしい。1950年以降、あなた方
は自らを整え、霊から霊へと私を求め、調和と私の平和の中で生きることになるからだ。そうすれば、あなた方は失われた
時間を取り戻し、この惑星に生きながらわが王国に近づくことができる霊性の程度に達し、あなた方がわが礼拝を捧げるの
に儀式や式典や物質的象徴を必要としないこと、あなた方の礼拝のやり方は高尚で霊的であり、あなたの信仰は人の心と魂
の中で、人生の道筋に沿って光を広げるたいまつであることを世界に証明するだろう。 

54 私の出現は、あなたが魂の再生と高揚につながる霊化の程度に達するのに十分な時間でした。 

55 現在、山登りのお手伝いをしています。私はこの目標に向かってあなた方の手を引いています。そして、私の霊界
も同様にあなた方を助け、あなた方の信仰を高め、あなた方の歩みを安全にすることを認めました。そうすれば、もはやあ
なた方の使命の遂行に何の疑いも生じず、あなた方が何年も、何世紀もかけて歩いてきた道を後退させるものはないでしょ
う。砂漠の横断で必要なものを与えたので、あなたは今、私のすぐ近くにいる。 

56 人間の知性による私の宣教を終わらせる時が近づいている。そして、あなた方は放浪を続けるために旅立つのだ。
この地上はあなたの目的地でもなければ、あなたのための安息地でもないからです。あなたがたを待ち受けている戦いに十
分に備えさせたい。そうすれば、私があなたがたに授けた賜物を通じて、あなたがたは主人、私の使徒、私の証人となるで
あろう。あなたは、この人類を構成するさまざまな民族に私の光を届ける偉大な松明のような存在であってほしい。 

57 あなたは私と共にいて、私の平安を享受し、私の指示を聞いて、あなたがたの準備をしなさい。しかし、あなたの
同胞、混沌として非常に苦い杯を飲んでいる世界-

この世界に支配している混乱を忘れてはならない。世の中の嘆きは、あなたにも届くはずだから。 

58 なぜなら、あなたがたには、人間の知性という能力を通して、わが言葉が与えられているからである。私の仕事の
中であなた方が行動する方法がより完璧で霊的になることを望んでいます。エリヤと私の霊的世界によって準備された私の
教義をあなた方があらゆる場所にもたらす日はそう遠くはありません。私の王国はすべての人を待っているのだから、あな
た方は皆、自分の功徳と魂の中の謙遜によって私のもとに来なければならない。 

59 あなたはしばしば心の底から私に言った。「先生、お父さん、どうしてあなたの仕事はとても繊細で奥深いのに、
罪深い、それに値しない人間に任せたのですか？なぜ、このような大きな責任を私たちの手に委ねられたのでしょうか。あ
なたがイスラエルと呼ぶこの民が、あまりに不器用で無知なのをご覧になっているのに、なぜあなたは彼らに全幅の信頼を
置いておられるのですか。多くの試練、多くの浄化、狂信と偶像崇拝を経た私たちを、あなたはなぜ選んだのでしょうか。 
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しかし、わが子たちよ、あなたがたに言う。まさにあなた方は、試練の中で大いに自分を清め、私を知っている人々 だ
からです。試練があなたたちを私に近づけたので、私はあなたたちを選び、恵まれた民として他の国々 に紹介し、彼らの刷
新と霊化のためにあなたたちの仲介を通して私の仕事を受け、知ることができるようにしたのである。 

しかし、私があなた方を選んだのは、あなた方に愛情があるからでも、他の人類よりあなた方を愛しているからでもな
い。また、御父の目にはあなた方の方がふさわしいから、あなた方に贈り物や恵みを持たせたのではありません。もし、あ
なた方が浄化を受けたとすれば、それはあなた方が最も罪を犯した人、最も過ちを犯した人であったからであり、したがっ
て、あなた方は最も大きな償いをしなければならないのです。 

60 人々 よ、自分の良心を吟味し、自分が私にふさわしいかどうか考えてみよ。あなたの功績が、わたしの前に立つの
に十分なほど大きいかどうか、知りなさい。自分の過去を思い出し、この世の歩みの中で行ったことが、わが右の座につく
にふさわしいかどうか考えてみてください。 

私の恵み、私の贈り物、私の恩恵、私の律法を所有する権利を得たかどうか、自分の過去を考えてから教えてください
。 

"いいえ "あなたの心は私に言う "私たちは恩知らずだと" "いつもあなたに従わない人々 だと" 

"あなたはよく言っていました" "私たちはいつもあなたに従わない人々 だと" 

しかし、私はあなたがたに言う。いつかあなた方が純粋な思いを持つ民となり、偉大な業を成し遂げ、魂の大きな高み
に到達するようにと、わが霊の大きな願いをもって、あなた方にわが恩寵を授けたのだ。 

61 真実の種を花開かせるのは、あなたの孫たちなのです。まず身内に、次に人類に蒔くのだ。 

62 イスラエル：1950年以降、あなたにとってすべてが変わるでしょう。あなたのカルト的な行動、あなたの知識は
より高度になり、あなたの仕事はより霊的になり、あなたの思考と祈りはより高揚し、あなた自身をさらに霊的にすること
でしょう。そうすれば、もはや唯物論に生きることはないのだから。 

63 私はあなた方の心を敏感にし、人々 の痛みを感じられるようにしているのだ。今日、私があなた方に私の言葉を手
渡したように、明日はあなた方がこの言葉を世界に手渡さなければならないのです。人類は私のもとに来ることを望まなか
ったのだから、明日、あなたたちは人類のもとに行き、私の名において、私が遺産として人類に残した愛のメッセージを届
けなければならないのだ。 

64 信仰も希望も神もない人類の中で、あなた方は大きな闘争と仕事を遂行しなければならないでしょう。私は彼女の
近くにいるが、彼女は私を感じず、私の存在を知覚していない。彼女は私を官能的に見ようとし、霊の目で私を見ないので
、私を拒絶し、私を忘れるのです。やがて、あなた方がわが使徒として立ち上がり、その力強い霊声で大衆を目覚めさせ、
信仰に、霊化に導く瞬間が来るでしょう。 

65 今の時代、私が1950年以降に使うのは、私を証しする12人の心だけではありません。今日、わが祝福の民イスラ
エルの144,000人の選ばれし者がいるが、彼らを通して人類がわが業を知ることができるように、わが希望と信頼のすべ
てをそこに置いている。 

66 君たちは人類の中で強い存在となり、最後まで使命を全うするのだ。でも、あなたはいつも私の魂に守られていま
す。私はあなた方の守りとなり、霊的には私の本質、私の存在、私の力をあなた方に委ねます。あなた方が、すべての被造
物に現れる愛、霊的な愛を感じ、それを行使する程度に。 

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 305 
1 人類の精神生活は、3つの時代（エポック）に分けられる。第一の時代には父として、第二の時代には師として、

第三の時代には裁き手として、自らを明らかにしたのである。 

2 これらは、私が人間に明らかにした3つの段階であり、その間にあなた方は私を完全に知るようにならなければな
らない。しかし、ただ一つの神霊が存在するところに、三つの神や三つの人格を認めることに躍起になってはならない。な
ぜなら、あなたが謎に包まれ、理解不能なほど複雑にしてきたものを、この現代において単純化して受け入れることができ
るからです。 

この「神殿」は残りますが、この作業は何世紀も前から進んでおらず、父に捧げるために完成を目指し、今これを続け
なければなりません。 

3 地球上のすべての民族がこの祭典に参加する必要はないのです。私の教えが、第二の時代のように、著作や書物を
通じて全世界に広まるようにするためだ。そうすれば、私のスピリチュアルなメッセージが知られるようになり、善意の人
が々それに従おうとするようになるでしょう。 

4 この謙虚でシンプルな、しかし神聖な光に満ちた本の中で、人はすべての疑問を解明し、過去の時代に部分的にし
か明らかにされなかった教えの完成を発見し、古代のテキストに隠されたすべてのことを寓話的に解釈する明確でシンプル
な方法を見出すでしょう。 

5 この霊的なメッセージを受け取ってから、その内容の真理を確信し、感覚への渇望、偶像崇拝、狂信と戦い始め、
それらのすべての不純物から自分の心と体を清める者は、自分の魂を解放し、喜びと平安を与え、その先に待っている永遠
を獲得するために努力できるようになるでしょう。しかし、外面的な礼拝を続け、世に属するものを愛することに固執し、
魂の展開や発達を信じない者たちは、本当にあなたに言う、彼らは取り残され、自分の遅れと無知に気づいて涙を流すだろ
う。 

6 すべてのものが常に成長し、変化し、完成し、展開しているのに、なぜあなたの魂は何世紀も止まったままでなけ
ればならないのでしょうか？ 

7 人間が成し遂げるすべての業に先行すべきなのは、人間の霊魂であり、地上の生命はそれに委ねられているのだか
ら。しかし、この世界では、魂は地上の目標に専念するために最高の仕事を怠り、あなたが創造した人生の陶酔にますます
身を投じているからです。 

8 科学を通してさまざまなことを発見し、学んできたあなたなら、すべての被造物に存在する絶え間ない進化を知ら
ないわけがないでしょう。ですから、皆さんには、自分の魂を、すでに長い間連れてきてしまった後進性と停滞の中に置い
てはいけないということを理解してほしいのです。そして、自分を取り巻くすべてのものと調和するように努力しなければ
なりません。そうすれば、自然がその秘密を隠す代わりに、それを明らかにし、自然の力が皆さんに敵対する代わりに、下
僕、協力者、兄弟になる日が人間にはやって来るのです。 

9 私は、魂が地上に存在するすべてのものの王子であり領主であるように、そして奴隷であり犠牲者であるように、
また私が実際に見ているように困窮するように、地球に転生して人間となるように送った。人間は、自分の欲求、情熱、悪
徳、無知の奴隷である。 

10 彼は、地上を歩くうちに、精神的な高揚の欠如がもたらす苦しみ、不注意、運命の一撃の犠牲者なのである。彼が
困窮しているのは、人生で受けるべき遺産を知らず、自分の所有物を知らず、何も持っていないかのように振る舞っている
からである。 

11 そしてやがて、この思想の世界を世代から世代へと伝えることによって、私の言葉が成就する祝福された種が現れ
るでしょう。私は、いつかこの人類が霊化に達し、すべての被造物と調和して生きる方法を知り、魂と心とが歩調を合わせ
て歩むようになるとお話しました。 

12 この「第三の時」は、人間の悪が頂点に達した時であるが、それでも和解と赦しの時となるのである。 

13 人が利己的な目的と敵意に駆られて、敵と呼ぶ仲間の破壊を準備している間、私は彼らに自分の仕事を判断させ、
認識させることによって、彼らを裁かなければならない時を準備するのだ。 

14 その裁きの時、良心の声が聞こえ、その光が心と体を照らし出すと、人は髪を裂き、歯を食いしばり、私に言うだ
ろう。「主よ、どうして私はこんなに悪いことができるのでしょう。なぜ私にこのような極悪非道なことをさせたのですか
？ 

15 この裁きの時に目覚める者は幸いである。彼らはわが赦しの光が彼らの上に降り注ぎ、和解の祝福された日が来る
のを見るであろうから。そうすれば、多くの人々 が私の愛の教えの理由を理解し、たとえ最も罪深い者であっても、私の子
どもたち一人ひとりが私にとってどんな意味を持つかを経験するようになるでしょう。 

16 そう、愛する人々 よ、私はすべての人を限りなく愛している。大罪人の背後にさえ、これ以上罪を犯さないために
私の光を必要とする魂があるのだから。 

17 罪を犯した者も神の子であり、私にとっては、わが子一人一人が大きな意味を持つからです。 
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18 私はこの教えを希望と救いのマントのように地球全体に広げ、すべての人が自分の存在の最も隠れた部分に再び私
を感じるまで、古い負債と現在の負債を徐々 に返済する機会を提供します。 

19 長い間、あなたは私を感じず、私を失っていた。そして今、私はあなたに私と出会う機会を与える。自分の道で再
び私を見つける者は、二度と私を失うことはないだろう。 

20 罪人たちよ、私に向かって歩き始めなさい。あなたがたがわたしの前に出るとき、わたしの声が仲間の前であなた
がたを裁くことを恐れてはならない、わたしはあなたがたを裏切らないからである。マグダラが恐れていなかったように、
私のもとに来たとき、誰が見るか、聞くか、非難するかを気にせず、罪という重い重荷を降ろしてくれたのだから、恐れて
はならない。彼女は、自分がもはや罪に汚れた女ではなく、悔い改めによって清められた罪人であることを知っていたから
こそ、冷静だったのだ。 

21 彼らの悔い改めと愛を模範としなさい。 

22 父からの声、師からの声、裁き主からの声、それは心を貫き、幸福と驚きと愛とで鼓動を速める。あなたの魂は、
この形で私を受け入れる準備ができているので、私の声はすべての生き物の中で聞こえるようになります。 

23 牢獄の静寂の中で、わたしの声が聞こえ、その人たちにこう言うだろう、「わたしはあなたたちとともにここにい
る。あなたは、自分が私に見捨てられたと信じたか。いや、信仰の薄い者よ、私はあなた方が人殺しであるかどうか、盗み
を働いたかどうかを尋ねたりはしない。私は愛によって罪を犯した者を贖い、倒れた者を励まし、中傷、不正、誤りの犠牲
となった罪なき者を救う。" 

24 私の声は、戦争の喧噪の中でも聞こえるだろうし、その音は、私の存在を感じれば、人々 の武器が沈黙するほど、
突き刺さるだろう。 

25 病院や病人がいるところでは、私だけができることとして、病人に「油を注ぎ」、慰めることで、私も自分を感じ
、聞くことができるようになるでしょう。私は、同胞から忘れ去られて苦しむ人々 の痛みに平和と慰めのマントを広げ、そ
の苦しみに神のバームを注ぎ、彼らを生かし、私の霊的存在の証人となるようにする。 

26 家庭で私は子供と大人によって感じられ、両者とも私の存在を証しすることになるのです。 

27 竈の火が消えているのを見つけたら、その配偶者を呼んで、「なぜ、あなたは愛と理解を持たないのですか？なぜ
、結婚に命を与える炎である愛の火を灯さないのですか？ 

私は、彼が義務を怠るのを見たとき、彼を驚かせて言います。「なぜ、あなたは正しい道から外れて、十字架を投げ捨
てたのですか？あなたには、杯に残った最後の一滴の苦い酒を飲む力がなかったのですか？私が定めた道に戻りなさい。そ
こでしか、あなたの信仰と従順と勇気に報いる私を見いだすことはできないのです。 

28 私は、妻の心の最も敏感な糸に触れ、彼女に尋ねます。妻よ、あなたは義務の道から遠く離れたところで、あなた
の求める平和を見つけることができると思いますか？いいえ、自分を欺くことはありません。あなたの功績は、私があなた
の肩に載せた十字架を、自己犠牲と忍耐をもって最後まで背負い続けることです。 

29 私の神聖な存在を感じさせ、和解と愛と平和を呼びかけない心は残らないだろう。 

30 それは、人間の内なる神殿に霊的に入るようなものである。その神殿から、聖域が清められるまで、あなた方の罪
を、あたかも不浄な商人のように追い出さなければならない。 

31 私は、私の言葉を理解させるために鞭を取るのではなく、昇格という理想の中であなたを強くするために命の糧を
もたらすのだ。 

32 世界は、私がその苦痛と罪の淵にいる彼らを見捨てたと信じるようになったが、私は、決してあなたを見捨てるこ
とができず、それゆえ、あなたに父として語りかけ、あなたを許す、私の無限の愛の新しい証明を与えるために来たのであ
る。 

33 神の優しさに満ちたわが言葉を聞いたとき、あなたがたは時々 、罪人に対してある種の厳しさをもって曲げるべき
なのに、なぜこのような指導をするのか理解できずに混乱することがある。 

34 この「第三の時代」には、たとえ不可能に思えても、人類の再生と救済は決して難しいことではない、なぜなら救
済の仕事は神の仕事だからだ、と言っているのだ。 

35 私の愛が、人々 を光と真実の道へと連れ戻すのです。私の愛は、すべての心を密かに貫き、すべての魂を愛撫し、
すべての良心を通して姿を現し、硬い岩を敏感な心に変え、物質主義の人々 を霊的存在に変え、硬直した罪人を善良、平和
、善意の人々 に変えてくれるでしょう。 

36 私がこのように話すのは、あなた方の魂の発達を私以上に知っている者がいないからです。そして、今日の人間は
、偉大な物質主義、世間への愛、最大の罪となるまでに発達した情熱にもかかわらず、「肉」と物質生活の奴隷として外見
上だけ生きていることを知っているのです。私の愛が彼の魂に触れるやいなや、彼はすぐに私のもとに来て重荷を取り除き
、彼が無意識に歩むことを望んでいる真理の道を私についてくることを私は知っています。 

37 第一時代のように石に刻まれた掟を見せる必要もなく、自然の力によって私の存在を示し、彼が私を感じられるよ
うにする必要もないのです。私は人間の姿でこの世に現れ、苦難の人生と血塗られた死によって人間の魂を救済する必要さ
えないだろう。 
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38 その時代は終わり、人間の魂が発達したのです。もはや、過去の幼い子供のように、手で神に触れ、肉体的な感覚
でそれを知覚しなければ、私と私の存在を信じることができないのです。 

39 人間は、物質主義と霊的なものへの感受性の欠如の背後に、光の魂、長い距離を旅し、大きなテストに合格して、
不動心、経験、知識を得た霊魂を隠しているのです。そうすれば、彼は新しい生命に目覚め、自分の存在の核心に、主の無
限の声が永遠で賢明な正義の法則として、すなわち常に光と確信に満ちた道として発せられる真の聖域を発見することがで
きるのです。 

40 もしその霊的発展がこの人類に存在せず、解放の危機に瀕していなければ、私は今回のために霊と霊の対話に関す
る啓示を与えることはなかったでしょう。 

41 あなたの世界が経験している試練は、時代の終わりの兆候であり、唯物論の時代の没落や死の苦しみです。唯物論
は、あなたの科学、あなたの目標、あなたの情熱の中にありました。物質主義が、あなたの私への献身を決定し、また、あ
なたのすべての仕事を決定しました。 

42 世を愛すること、地上のものに対する欲、肉の欲、あらゆる卑しい欲望の快楽、利己主義、自己愛、傲慢が、あな
たの知性と人間の意志に従って人生を創る力となり、その果実を私があなたに刈り取らせ、あなたの経験を完全なものにし
たのです。しかし、もし今終わろうとしているこの時代が、人類の歴史の中で、その唯物論によって特徴づけられるとした
ら、本当に、新しい時代はその霊性によって特徴づけられると、私はあなたに言う。なぜなら、その中で、聖霊の良心と意
志は、愛によって寛大な存在の世界を地上に立ち上げるからです。父の霊が子供たちの霊の中で振動しているのが感じられ
る人生、そうすれば、今日あなたの存在の中に隠れて生きているすべての贈り物と能力が、その活動領域として無限を持つ
ことになるからです。 

43 愛する人々 よ、あなた方は私を理解しなければならない。私は最も単純な言葉であなた方に語りかけ、私の言葉に
は何の謎も含まれていないからである。わたしはあなたがたの父であり、あなたがたに秘密はない。私は、あなたが今生き
ている時代に悟りを開くために必要な知恵をその中に見出すことができるように、私の宝庫を開放したのだ。 

44 人間の魂は発達し、その能力は開花し、私の仕事の研究を始めることができるようになった。 

45 霊感の賜物、（内なる）言葉の賜物、知識の賜物は、あなた方の魂に光が注がれたので、あなた方が準備されたと
き、あなた方全員の中にあるのです。 

46 私が人となったとき、あなたのために開いたのと同じ道を通って、私にたどり着くのがあなたの運命であることを
知りなさい。私の例は、誰もが知っている。キリストの名が発音されるのを聞いたことがない人がいるだろうか。試練の時
に、主人を思い出さなかった人がいるだろうか。また、（かつての地上生活で）霊的な領域に到達するために、肉体が死ぬ
間際に「汝の手に私の霊をゆだねる」と叫ばなかった者はいないであろうか。あなたが光を求め、精神化を切望しているこ
とは知っています。だから、私はあなたのもとに降りてきたのです。 

47 あなたの羊飼いは、あなたがわたしのもとに来るように準備している。第二紀の砂漠で呼びかけ、愛に飢え渇いた
多くの人々 が覚悟を決めてやってきた方と同じです。 

48 あなたがたをわたしのもとに連れてきたのはエリヤである。なぜなら、わたしの来訪のたびにわたしに先立つとい
う彼の使命は、今も昔も変わらないからである。 

49 今日、あなたは新しい時代を生きています。あなたが目撃した奇跡を前に、あなたの魂はひれ伏しています。それ
は、自分自身に集中し、疑いを静めるために必要な答えを私の言葉の中に見つけ、道を進むことを誘う光となったのです。
そして、そこで、無限の中で、彼女は、父と母が彼女を迎えて永遠に共に住むことを待っている家の扉が開かれるのを見る
のです。 

50 真実に目を向けなさい。今は秘密を守る時ではなく、逆に真実を解明する時なのです。 

51 あなたがたの歩みを方向づけるのは恐れであってはならないし、あなたがたに律法を果たすことを強いるのも恐れ
であってはならない。信仰と愛が、あなた方の生活の中で良い行いをするように促す力となるように。そうすれば、あなた
の功績は真実となるのですから。  

52 この光の時代は、すべての人々 に理解をもたらし、あらゆる謎が解き明かされるのです。 

53 あなたは心の中でわたしに言う、「主よ、もしあなたがわたしたちの前にあなたの真理を示されるなら、わたした
ちはどんな功徳を積むことができましょう。見ずに信じた者は幸いであると、あなたは言った。 

54 ああ、わが言葉の解釈の仕方を知らぬ者たちよ。その意味を理解し、理解するために、私がどれほど必要であるか
がわからないのでしょうか？ 

55 その時、「見ずに信じた者は幸いである」と言ったのは本当です。しかし、私が言いたかったのは、「地上の目で
神を見ようとせず、信仰の光、つまり霊的なまなざしで神を見る方法を知っている人は幸いである」ということです。霊的
なものに触れたり、五感で感じたりすることを意図せずとも、自分の魂に神の存在を感じるための準備の仕方を知っている
人は幸いである" 。 

56 弟子たちよ、私が「見ずに信じる者は幸いである」と言ったのは、「肉」の視線と感覚を指しているのであって、
信じる者は魂で私を見、感じたからそうなったのだと理解しなさい。 
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57 あなた方は今、霊魂の高いまなざしによって、信仰によって信じるだけでなく、人間の知性を超えた理解で、霊的
な知恵に啓発された魂となる時代に直面しているのです。 

58 肉眼で見ず、限られた人間の知性で理解せずとも、魂で感じ、霊眼で見て、あらゆる人間の賢さを超えた知性で理
解し、信じる者は幸いである」と。 

59 もし、ある人に神に対する真の信仰が生じたとすれば、それはその人が霊で見たからである。誰が、何が、このよ
うに彼が経験したことを否定させるのだろうか。しかし、霊で見たり感じたりすることを知らず、見なくても信仰があると
言って満足しているため、偽りの信仰で自分を欺いている者たちは、信じているのです。しかし、このような人たちは、最
初の試練で疑い、確信が持てず、混乱し、最後には否定することが多いのです。 

60 しかし、私はあなた方を救う。だから、すべての目がわたしを見る時が来ると、あなたがたはすでに過去の時代に
言われている。 

61 あなたの進歩、あるいは上方への進化は、あなたがわが真理を発見し、わが神聖なるプレゼンス-

霊的なものとわが作品のそれぞれにおいて-

を知覚することを可能にするものだ。そのとき、わたしはあなたがたに言う。「どこでもわたしを見分けることができる人
は幸いである、その人たちこそ、真にわたしを愛しているのだから。 

62 魂で、さらには肉体で私を感じることができる人は幸いである。なぜなら、その人たちは自分の全存在に繊細さを
与え、自分自身を真に霊化した人たちだからである。" 

63 人類が行ってきた不純な宗教的カルトは、どれほど魂の発達を妨げてきたことでしょう。こうして人々 は、霊的な
信仰が行う奇跡が現実のものとなるのを防ぎ、霊的なものが人間の生活に及ぼす自然な影響も防いできたのです。 

64 人々 が私の恩恵、私の答え、私の絶え間ない愛の証明を受けるとき、それは信仰や真の霊化に対する報酬としてで
はなく、彼らの未熟さ、惨めさ、無知に対する私の憐れみからなのです。 

65 この言葉を知ると、多くの人が憤慨するでしょう。しかし、それは、精神的混乱の中で、人間には、人間性とは別
に、霊的な部分もあることを認識しようとしない人たち、あるいは、人間の魂を信じながらも、伝統や信仰の習慣に縛られ
て、魂には無限に長い成長の道があることを否定している人たちでしょう。 

66 そして、私は、あなた方を揺り動かし、世界が陥っている深い無気力から目覚めさせるために、正義の言葉で語り
かけなければならないことも知っているのです。 

長い間、人々 は自由意志の賜物を地上の仕事のために使い、自分の意志を貫くために力を使ってきました。しかし、私
は彼らがまだ力を持っていると見ている。私はその力を利用して、新しい世界、より良い世界の理想を彼らに鼓舞する。そ
の土台は真の信仰であり、その目標は愛と正義による魂の高揚であろう。これは常にわが教えであったではないか。 

67 私の教訓を勉強し、深く考えた後、あなたの霊にそれに対する判断を仰いでください。あなたの心や精神が、それ
を超えるものを最初に判断してはならないのです。私の神々 しい光が、思考となってあなたの心に届き、無限の美と叡智の
世界に入らせる時代に、あなたは生きているのだから。 

68 ここにあなたとともにおられ、あなたを飽きることなく待ち続け、あなたの心に近づき、霊的な憧れで鼓舞し、私
の愛でその巨大な空虚さを満たしてくださる方がおられます。 

69 私が一瞬たりとも世界から離れず、一瞬たりとも話しかけなかったことを知らずに、世界が私の声を聞き、見るこ
とをやめてから、ほぼ20世紀が過ぎ去りました。 

70 その時、あなた方が私の言葉を聞くことができるように、私は人間にならなければならなかったのです。今、私は
、世界が再び「言葉」を聞くことができるように、人間の知性を通して自分自身を知らなければなりませんでした。 

71 あなたの目の前に姿を現すのは、もはやナザレのイエスではなく、キリストであり、あなたの霊の前に姿を現し、
あなたに新しい教えを授ける霊の師なのです。 

72 イエスは、私が人の目に見えるようにするために用いた肉体、受肉した姿であり、ナザレは私が人間として成長し
、幼年時代を過ごし、青年時代を始めた村であった。ナザレからは、祝福された母マリアが、人となるためにその胎を私に
差し出し、そこでその体が成長し、発展したので、後に世界は私をナザレと呼ぶようになったのである。 

73 今日、私はナザレから来たのではない、私に対応する世界に住んでいる、それは私がすでにその時代にあなた方に
宣言した霊的王国であり、障害も距離もない私の声をあなた方に聞かせるのだ。 

74 今宵、このような形で私の御言葉が現れる最後の年の最初の日を迎えるために集まった人々 よ、私はあなた方を祝
福します。 

75 まもなく、私はもうこの声の担い手たちを通して、歓喜の声をあげることはないだろう。しかし、あなたがたは、
わたしがあなたがたから決して自分を離さないこと、そして、わたしの言葉を霊感という形であなたがたに送ることを決し
てやめないことを、忘れてはならない。 

76 その「第二の時代」にチューニングを合わせたとき、人々 の間には多くの混乱がありました。しかし、今日、私の
人間的な声を再び聞かせると、混乱がさらに大きくなっていることに気づきます。そこで私は、私が告げた時間が到来し、
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もう一度人類に私自身を明らかにすることを見る。そして、私の真実を広め、人々 が知るべきすべての謎を解き明かし、あ
らゆる説明と解明を見つけるべき道へと一歩ずつ近づけるように、私の光の仕事を始めるのである。 

77 それは、人間と精神にとって計り知れない影響を与える重要な時間が今始まったのです。 

78 そして、わが宣言の最後の年である今年もまた、この民にとって限りなく重要である。この年において、私は、勇
気と確固として新しい時代を迎えるための規範、光、命令、知識をあなた方に与えるからだ。 

79 私のメッセージは、あなたが誤りや無知の岩につまずくことがないように、明確で、明るく、理解しやすいもので
す。 

80 あなたの心の中に意味を持ち続けるようにしなさい。そうすれば、あなたは私を自分の中に運ぶことができ、それ
ぞれの中に助言者、案内人、医師がいるのです。 

81 私が教えたように私の教えに従うなら、霊的慈愛を実践するなら、あなた方はすぐに幼子ではなくなり、弟子とな
り、純粋で上向きの思考によって私の霊と接触することがいかに容易であるかを発見することでしょう。そうすれば、なぜ
私の顕在化の期間に限りがあるのかがわかるでしょう。なぜなら、もしそれが終わらないのであれば、あなた方は決して霊
化することができないからです。あなた方の浄化と功徳によって私のインスピレーションを求めて立ち上がるのではなく、
あなた方の世界では常に声の担い手があなた方にメッセージを届けるために準備してくれるのを待っているのですから。 

82 まことに、あなたがたに告げよう、あなたがたの心に蒔かれたわが言葉の果実は、わが意志にしたがって、霊から
霊への対話となるのである。私はすでに種を託し、蒔くことを教えている。あとは、それを広げ、手入れをするのが仕事で
す。私の蒔いた実を期待し、子供たちが私と共にいることの言いようのない幸福を私の霊で感じ、彼らの霊の声を聞き、イ
エスの唇を通してしたように彼らの愛撫を感じるためである。"私は渇き、あなたの愛に渇きを覚える" 

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 306 
1 あなた方は、その澄んだ水があなた方の魂に注がれる命の泉を飲むために集まったのです。もし、あなたが私の言

葉の啓示を真理とするならば、それはあなたが私の新しい教えをこのような形で受け取るために、霊的に長い道のりを歩ん
できたという証拠です。 

2 本当に、あなたは何度も "霊の谷 "と "地球 

"の両方に行ったことがあるのですね。しかし、私はあなたの霊的な誕生がいつであったか、あなたが初めてこの世界の塵
を踏んだのはいつか、あなたがこの世界の上に何回いたか、他の転生では誰だったかを明らかにする必要があると思うのと
同じように、あなたにも教えましょう。 

私の教えは、当分知るべきでないこと、道の果てに至って初めて明らかにされるかもしれないことを、あなた方に明か
さない。私の仕事は、あなたが霊的知識の頂点に到達する道を示し、善と愛と兄弟愛のはしごを一歩一歩登っていくもので
す。 

3 この「第三の時代」に私の仕事を広めるために、私は大勢の中から14万4千人の魂を選び、神聖な光の口づけを印
した。ユダの口づけでもなく、魂を危険にさらす契約の印でもない。私の印は、この「第三の時代」に大きな使命を果たす
ために、聖霊が選ばれた者につける印である。この印を持つ者は、危険と無縁ではいられない。それどころか、他の者より
も誘惑が多く、試練が多いのだ。第二の時代」に私が選んだ12人をそれぞれ覚えておくと、私が今話していることを確認
することができます。という疑問もあった。 

また、私を裏切り、接吻して処刑人に引き渡した者さえいた。 

4 この時代の選民は、誘惑に負けないように気をつけ、祈らなければならないのではありませんか。しかし、本当に
あなたがたに言いますが、14万4千人の中には裏切り者がいるはずです。 

5 愛する人々 よ、見守り、祈りなさい。地上の道は危険と誘惑に満ちており、それは光と闇の絶え間ない戦いです。
絶え間なく戦い、祈り、私の言葉に従い、私の仕事を裏切りたくなければ、自らを準備するのだ。また、真実を裏切れば、
不本意ながら、あるいは知らず知らずのうちに裏切り者になる可能性があることを忘れないでください。 

6 良心と意志の自由の間で、精神に内在する高みへの傾きと肉に備わる低みへの傾きの間で引き裂かれているあなた
の魂は、悪に対する善、「肉」に対する魂、闇に対する光の最高の勝利を達成するために、自分を解放する機会と功績を得
る機会があることを知るのである。 

7 この記号は、神への放棄、委託、説明責任を意味する。誘惑や病気に対する保証ではありません。もしそうだとし
たら、私の選民思想にどんなメリットがあるでしょうか？私の言葉に忠実であるために、あなたの精神はどのような努力を
するだろうか？このようにお話しするのは、ここにいる人々 の中には、そのような選民の数に入りたいと願う心がたくさん
あるからです。しかし、私は、私がサインとともに与える贈り物によって人類に奉仕したいという願望以上に、安心したい
という願望や虚栄心が、彼らが私に呼び出しを求めるよう動かしていることを見てきたのです。私の子供の弟子たちに試練
を与え、私の言葉が根拠のないものではないことを確信させるのだ。 

8 マークは、愛と敬意と熱意と謙虚さをもってそれを身につける者が自分の任務を遂行するための、目に見えないし
るしです。そうすれば、その印は、苦痛を乗り越えさせ、大きな試練を悟らせ、深い悟りを明らかにし、魂が進歩し続ける
道を、望むところに開かせる、神の恵みであることがわかるだろう。 

9 しるしは、それを持つ者と霊界とをつなぐ鎖のようなもので、霊界の思想と言葉をあなた方の世界に現すための手
段です。だからこそ、しるしを持つ者は私からの使者であり、私の道具であると、あなた方に告げるのです。 

10 私の仕事に対するマークされた者の使命と責任は大きい。しかし、彼のそばにはいつも守護天使がいて、彼を守り
、導き、鼓舞し、励ましてくれるのです。 

11 愛を持って自分の十字架にしがみつく方法を知っている人はどれほど強く、「三度目の正直」で選ばれし者の神の
印を持つ準備ができていない人はどれほど辛く苦しい道を歩んできたことでしょう。あなたの魂にとって最も光に満ちた輪
廻転生を意味するこの人生が不毛なものとなり、後に失われた時間と使われなかった能力について泣く羽目にならないよう
に、私は私の話を聞くすべての人に、監視と祈りを学び、愛を持って自分の十字架を負い、正しく従順に行動するようにと
告げるのである。 

12 マークされていてもいなくても、皆さんはこの教えを反省してください。なぜなら、皆さんには私の仕事で果たす
べき運命があるからです。 

13 私はあなた方に、この掟を思い出します。この掟は、あなた方の心から消すことも、心から忘れることも、疑うこ
ともできないものです。なぜなら、叡智ある知性、普遍の知性が、すべての人が神への道を導く光を内側に持つようにと指
示したものだからです。 

14 人生のすべての行動が真理と正義に基づいて行われるように、法について深い知識を持つことが必要である。法を
知らなければ、どうしても多くの誤りを犯すことになります。しかし、私はあなたに尋ねます。あなたの心は、あなたを知
識の光に導いたことがないのですか？あなたがたに言いますが、霊は決して怠けたり、無関心でいたりはしません。内なる
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光を拒み、外なる光の輝き、すなわち世界の知識に魅了されているのは、あなたの心であり、またあなたの心でもあるので
す。 

15 私はあなた方の最初の愛であるべきなのに、あなた方は最後の愛を私に委ねた。なぜなら、幻想と夢、地上の愛と
情熱が、あなた方を私を愛することができないほど弱くしてしまったからだ。 

16 しかし、いつでも飛翔できるあなたの魂は、疲労が見かけだけで、肉体のように老いることもなく、心のように消
耗することもなく、活発なままである。 

17 あなたは、創造されたどんなものよりも私を愛していると思ったが、あなたたちは、私に究極の愛を与えただけだ
と、自分たちを納得させなければならないだろう。 

18 あなたが老齢になり、自然な理由で心の中の情熱や欲望が死んだと感じたとき、あなたは目を私に向け、こう言う
でしょう：「主よ、あなたは正しかったのです。地上で若さと強さを感じる限り、私たちはあなたを忘れてしまいます。"

私たちはあなたを愛し、あなたが人生で第一であると信じてきたのに"。 

19 私があなたの最後の恋だと言ったとき、あなたは真実を語ったことに気づきましたか？しかし、私があなたがたに
、私があなたがたの人生の第一人者であるべきだと言ったのは、あなたがたは私以外の誰も愛してはならない、という意味
だとは、だれも思わないでほしいのです。誰よりも私を愛する者が、真に愛するということを理解してほしかったのです。
この人は正しいことだけを愛し、人生に疲れることもなく、失望を味わうこともないでしょう。なぜなら、彼は何よりも私
を愛することによって、真理と正義を愛し、それを自分の人生と仕事に適用することによって、彼を人間の苦難から引き上
げ、幻想から救い、光と平和と知恵の世界に住まわせたからです。 

20 私の律法にできるだけ従っていても、苦痛や不幸や試練から逃れられないことがわかると、影響を受けることがあ
りますが、これは真実です、愛する人たちよ。しかし、それは、この涙の谷で、試金石であり、清めの川であり、魂の学校
であるここでしか起こらないことなのです。 

21 しかし、なぜ試練が罰であると信じているのだろうか。試練は罰ではなく、自分の魂がより光を得るために生きな
ければならない経験だと考えたほうがいい。あなたが祈りの練習をするために、また、あなたが信仰を燃やすために、そし
て、私があなたの呼びかけに直ちに応えて、あなたに慰めと平安を送るのを見るために、私は何度あなたを試練に遭わせる
ことだろうか。しかし、あなた方はそのように理解せず、私に祈り、信頼する代わりに、恩知らず、冒涜者となり、私があ
なた方を忘れた、あなた方の声を聞いていないと言い、あなた方と同じように私を必要としている仲間の戸を叩くのである
。 

22 私の慈悲を世界から取り去ったのは私ではなく、それを拒んだ人々 なのです。彼らの知識と力を信じて、もうしば
らくこのままにしておこうと思います。後に、世界に溢れる苦痛に打ち勝つことができないと確信したとき、彼らの魂はす
ぐに私のもとに戻り、未熟で、か弱く、恩知らずで、心が荒んだ自分を告白するのです。 

23 私は、たとえそれが悪い仕事であっても、あなたの仕事から光が生まれないことはないのだから、世界が混沌を脱
したとき、その精神に、堕ちる前に持っていた光よりも多くの光を持たせるだろう。 

24 あなたの罪は、あなたの無知が生んだものだから、すべて赦そう。しかし、あなたの存在の中で光が明けたとき、
あなたは自分の経験や良心を越えて、知った上で罪を犯すことができるでしょうか？いや、弟子たちよ、二度とそのような
苦い杯を飲ませるような過ちに陥ることはないのだ。 

25 試練を罰と呼ぶのは軽はずみな判断であり、経験を与え、信仰を強くし、真の知識で豊かにし、良心をはっきりさ
せる以外の目的がないことに気づいているか。 

26 そして、あなたの無力さが真実に神秘のベールをかけていたために、これまで見ることができなかった不思議に、
あらゆる場面で気づき、人生の真の意味を少しずつ発見し始めるのです。 

ここにある私の光は、謎を明らかにするだけでなく、あなたの目から隠したのは私ではなく、私を認識しようとしなか
ったのはあなたであることを教えてくれる。 

27 私が病院、刑務所、喪家、壊れた結婚、孤児、霊的に飢えている人々 に目を向けるとき、なぜそこであなたを発見
しないのでしょうか。私は、あなたがたに祈ることを教えただけでなく、みことばの贈り物を与え、癒すことを教えたこと
を忘れないでください。そして、あなたが本当に準備したときに、あなたの存在が奇跡を起こすことができると、私は何度
も言ってきました。 

28 人生には、善を行う機会が毎日どれだけあることか！？しかし、祈ることしかできない場面があるように、話した
り行動したりすることが必要な場面もあることを覚えておいてください。 

29 悪い目や噂話を恐れず、ただ善を行おうとする者は幸いである。彼らは、霊的に私に同行して病人の枕元に行き、
暗闇の中に住む人々 のところに行き、信仰や知識や慰めの光をもたらす人たちです。 

30 悼む人を覚える人、物質的・精神的に貧しい人を覚える人は幸いである、彼らの心は私の霊と近く鼓動しているか
らである。 
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31 自分が支配されることを許せば、仲間の痛みをどう考えるか。もしあなたが不本意ながら自分の十字架を背負い、
いつも自分が最も不幸だと言っているだけなら、世界にはあなたより無限に苦しんでいる何百万もの人々 がいることをどう
やって発見するのでしょうか。 

真の道から遠く離れて歩いている人がたくさんいます。このような霊的に貧しい人々 の中で、あなたのように冒涜した
り、反抗したりせずに、その重荷を背負っている人がどれほどいることでしょう。 

32 そうすれば、愛する者たちの心に善意が芽生え、魂が溢れ出し、良心に書かれた最高の戒め、すなわち「互いに愛
し合うこと」を果たすことができるのです。もしあなたが物質的に貧しく、そのために隣人を助けることができなくても、
悲しんではいけません。祈ってください。そうすれば、何もないところに光を放ち、平和をもたらすでしょう。思いやりが
生まれる真の慈愛は、困っている人に贈る最高の贈り物です。もし、あなたがコインやパンや一杯の水を与えるときに、同
胞を愛する気持ちがなければ、本当に何も与えたことにはならないのです。 

33 人類よ、いつになったら愛の力を知ることができるのか。今まであなたは、生命の源であるその力を利用したこと
がありませんでした。 

34 私が弟子たちに連れられて地方を巡り、村や町や家庭を訪問したとき、私は貧しい人に一銭も差し出さなかったか
らである。しかし、私は彼らが見つけた健康を無償で返したのです。私は彼らを良い道に連れ戻し、光と慰めと喜びに満ち
た道を与えたのです。 

あるとき、大ぜいの群衆がわたしの言葉を聞くために砂漠へついてきたとき、わたしは人々 に魂のパンを与え、彼らが
飢えているのを見て、いくつかのパンと魚を祝福して配らせたことがある。このような少量で全員分の食事ができることに
、観客は驚きを隠せなかった。これは、この懐疑的で物質主義的で利己的な人類に対する永遠の教訓として、愛によって行
われた奇跡である。 

35 ああ、もし地球の民が兄弟としてパンを分かち合い、たとえ私の教えを試してみるだけでも、そのとき彼らはどれ
ほどの善を受け、どんな素晴らしい顕現を経験することだろう。しかし、それでも彼らは互いに愛し合わず、国々 は互いを
兄弟と認めない。お互いをよそ者と見なし、外国人と呼び合う。互いに妬み合い、恨み合い、ほとんど憎み合い、戦争をし
ている。すべての人に養われている戦争は、人間の心があるところならどこにでもある。ある人はある方法で推進し、ある
人は別の方法で支持し、多くの人は自分たちがやっていることをよく理解しており、ある人は気づいていないのです。 

36 愛と信仰と善意のない、この乾燥した野原に、私は恩寵と実りの雨のように私の慈悲を降らせるだろう。しかし、
その前に、嵐のように、わが正義はすべての悪を一掃し、悪い木を倒し、畑と都市を清め、この人類の眠れる魂を目覚めさ
せ、わが愛が来るべき時代に備えている神聖なメッセージを受け取ることができるようにするだろう。 

37 あなた方が今入院している1950年は、永遠の昔から書かれていたように、人間の知性を通して私の霊的顕現の段
階の終わりを示すものです。人の魂が私の存在を感じ、祈りに向かう年である。 

38 1950年は、一つの時代の終わりではなく、人々 に大きな啓示と出来事をもたらす新しい時代の幕開けなのです。 

39 弟子たちは、この1年でどんな経験を積んだのでしょうか？私のラリーも最後となる今年、皆さんはどんな決意を
されましたか？ 

40 あなたが祈れば、私はあなたを祝福します。わたしに願い事をする者は、決して失望させられることはない。 

41 そして、今まで以上に私の教えを理解し、停滞から抜け出し、礼拝に取り入れた、進歩するどころか、日常から抜
け出せなくなったものを取り除きなさい。 

42 自分の良心の声に耳を傾けることで、障害を克服し、伝統を破る勇気が湧いてくるはずです。 

43 愛する者たちよ、あなたたちにはすべきことがたくさんある。私は今、あなたたちをより親密にし、あなたたちの
集まりから遠ざかっている者たちに呼びかけを行っている。あなたは一度だけ彼らを呼ぶが、もし彼らが聞き入れるならば
、私は彼らに彼らの遺産を明らかにする。しかし、もし彼らが耳が聞こえないままであったなら、あなたがたはそのことを
わたしに任せなさい。わたしは、もはや彼らの主を聞くことを望まなかった人々 を裁くことができる唯一の者である。 

44 この最後の年にあなた方に与える私の言葉は、この私の顕現の時にあなた方にもたらしたメッセージ全体のエッセ
ンスとなるでしょう。そこには、人生のすべてのステップの指示と、戦いが始まったときに武器を持つための啓示がありま
す。 

45 私があなた方を団結と調和のために呼び寄せたことを、仲間に伝えてください。その兄弟愛が存在しない限り、あ
なた方が一つの民族を形成しているというのは嘘であり、その場合、あなた方は一見団結しているように見えるだけで、実
際は互いに分裂し、離れているのですから。あなた方に対する迫害と敵対は必ず来るから、あなた方は団結しなければなら
ないと伝えなさい。私は彼らが不従順であったことを後で泣いたり、償いの時間が残されていないときに不平を言ったりす
ることを望んでいないのだ。 

46 だから、誰も文句を言うことができず、わが言葉で人々 に警告しなかったと言うことができないのである。 

47 私の声は予言的であった。私の言葉は、未来を隠すことのできない神の言葉である。すべては予期され、すべては
予見されている。あなたはただ、私の言葉と一致することで、すべてが私の意志に従って行われるようになるのだ。 
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48 たとえ、多くの人が錯誤に陥り、定められた道から外れたとしても、また、多くの人が私の戒めに背いたとしても
、この光は絶えることがない。 

49 従順で、エネルギッシュで、霊的で、謙虚な心が少しあれば、私が彼らを道具として使って、わが言葉の真理を広
め続けるには十分である。 

50 このようにお話しするのは私の義務です。なぜなら、あなた方の多くが最後の時に新たな苦しみの杯を私に手渡す
ことを、すでに知っているはずだからです。イエスが十字架で死なれた時、世界が暗くなったように、この人々 にも混乱と
暗闇が訪れるだろう。だから、あなたがたは誘惑に陥らないように、また、わたしの指示に背く者に属さないように、見張
り、祈りなさいというのである。 

51 この混乱の暗闇の中で、光の突破口が開かれ、心と魂をこめて私に従おうとするすべての人が道を発見し、霊化の
道を歩んで私のもとにやってくるようになると、私はあなたに告げます。 

52 この民族は、明日、深い眠りから目覚めさせるために揺り動かさなければならない試練さえも、自分たちが作り出
していることに気づいていないのだ。 

53 いつの時代もそうだが、呼ばれる者は多いが、選ばれる者は少ない。私は、その役割を果たす準備ができた者だけ
を選ぶ。 

54 この十字架の重荷に耐えるために絶対に必要な魂の発達も、私の霊感を受け取るために必要な心の光もないまま、
私の弟子や職人の中に並んでしまった者が、何と多いことだろう。彼らの多くは、選民の仲間入りをした後、どうしたのだ
ろうか。汚し、雰囲気を悪くし、自分の悪い傾向を他人に感染させ、嘘をつき、不和をまき散らし、わが名とわが弟子たち
に授けた霊的賜物とで利益を得ようとする。 

55 誰もそれがどれなのか、発見しようとはしないのです。もしそうするなら、わたしは霊的に、あなたがたをすぐに
わたしの食卓につかせ、和解と赦しの宴を催すことを約束する。 

56 愛する弟子たちよ、今が私の存在を感じさせる祝福の時である。わたしの言葉を伝える声の担い手が用意し、わた
しの言葉を聞く群衆が集まり、わたしに思いを寄せているのだ。 

57 こうしていつもあなたを見ていたい。私の出現の奇跡を目撃し、あなたの存在の奥底に私の愛、私のまなざし、私
の本質を感じてほしいのです。 

58 本当に申し上げますが、霊的な準備の瞬間に私のプレゼンスを持っているのは、あなた方だけではありません。私
の霊が存在しない宗教も、私に奉納された行為も存在し得ないのです。群衆が感動し、祈り求め、わが名を発音し祝福する
その瞬間にこそ、私はその心の底に浸透し、彼らが求めたものを与える。 

59 もし世界の民族や宗教団体がすでに霊的な贈り物を発達させていたなら、彼らは何らかの形でわが現存を知覚する
恵みを享受することができる感性を獲得していたことでしょう。しかし、彼らは私を見ることも、聞くことも、感じること
もできない。彼らの感覚と能力は、偶像崇拝と狂信的なカルトの実践の中で眠ってしまっているからである。 

60 今、私に尋ねるなら、師よ、いつになったら、さまざまな宗教団体の兄弟姉妹たちは、あなたが今指導しているよ
うに、あなたを感じ、あなたの声を聞き、あなたを見ることができるのでしょうか。- 

そのとき、すべての人が精神化されるでしょう。- 

しかし、そうなったときには、彼らはすでにすべての官能的な宗教的実践と狂信的な信仰から脱却しているはずだ。 

61 ある時は彼らの信仰に報い、ある時は彼らが私に捧げるにふさわしくない行為によって私の利益を求めるとき、私
の神聖な正義によって彼らを苦しめる。 

62 私が試練を通じて理解させたいことを、彼らが理解することは非常に稀である。しかし、彼らの痛み、私への信仰
や希望に鑑み、私は彼らの過ちや無知を赦し、私の慈悲を送ります。 

63 今こそ、私の霊が人の霊、魂、心、魂に絶え間なく語りかけている時だ。私の声は、思考と試練によって人々 に届
く。その中で、多くの人々 が自らの意志で真理に目覚める。 

64 愛する人々 よ、覚えておきなさい。もし、あなた方が私の言葉の福音を他の国々 に伝える用意があるならば、多く
の人々 が私のメッセージを理解するだろう。 

65 このようにお話しすると、"私自身が自分の言葉で表現するのが気まずいのに、どうして違う言葉で教えられるの
か "と、心の底でおっしゃるんです。 

しかし、私はあなたがたに言う。ああ、わが言葉への信仰を持たない者たちよ。第二紀の使徒たちは、さまざまな言語
を話すための身体的な訓練を受けていたと思いますか？いや、わが子たちよ、それでも彼らはすべての人に自分を理解して
もらえた。彼らは主が教えたように慰め、病人を癒し、平和を作り、光をもたらし、真理を明らかにし、道を示しました。
しかし、彼らは言葉よりも作品によってそれを実現したのです。 

これこそが、愛の表現方法なのです。同じように、光の魂は、人間の言葉がしばしば不要になるようなことを話すので
す。 

66 私があなた方にメッセージを伝える短い時間の中で、この唇からどれだけの霊的指導が流れ出るのか、もうお分か
りでしょうか。わが顕現が続く限り、この口からどれだけの言葉が出るかわかるか。しかし、私があなたたちと四六時中行
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っている仕事の数に比べれば、それは小さなものです。だから、あなたがたに真実に告げますが、わたしは言葉よりも作品
を通してあなたがたに語りかけているのです。あなたがたは、あなたがたに賢明に絶え間なく語りかけるわが言葉を解釈す
ることを学ぶ努力をまだしていないだけなのだ。あなたがたは、わが啓示は人間の言葉によってのみ受けることができると
信じているので、わが言葉をあなたがたの言葉で人間的にして聞くことを認めたのである。 

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 307 
1 あなたの心に安らぎを与え、あなたの魂に平安をもたらすのは、わが言葉である。私が運命づけられた最大のもの

は、平和です。この宝を持つ者は、すべてを持っている。この魂の状態を知る者は、この世の最大の財産や宝と交換するこ
とはないだろう。 

2 もしあなたが平和を獲得し維持する秘訣は何かと尋ねるなら、私はその秘訣はあなたの父の意志を行うことである
と言う。そして、もしあなたが神の意志を行う方法を私に尋ねるとしたら、私は私の法と私の教えをあなたの人生に適用す
ることによってあなたに答えるでしょう。 

3 ある人は、私が「あなたがたに与える最大のものは平和である」と言うのを聞いて、失望を覚えます。彼らは、私
がこの世の宝と財を分配するために来たと言うのを聞きたいのである。平和とは何かを知らないからである。誰が平和を知
るのか？それを所有すると言い切れる人間がいるだろうか。誰もいない、みんな。ですから、私があなた方への最大の贈り
物として持ってきた「平和」が、ほとんど役に立っていないように見える人たちを多く見かけます。 

この魂の状態を知れば、この恵みを失わないように最大限の努力をすることになります。なぜなら、この恵みによって
光の王国での霊的生活がどのようなものであるかがわかるからです。 

4 真の安らぎが何であるかを知らないから、それに憧れ、あらゆる手段、考えられる限りの方法で、少しでも安らぎ
、快適さ、満足感を得ようと満足するのであって、真の安らぎは決して得られないのである。主の意思に子供が従順である
ことだけが、それを得ることができるのだと言っているのです。 

5 この世界には、私の言葉を説明する人、私の教えを解釈する人が不足しているのです。それゆえ、人類は、キリス
ト教を名乗る限りにおいてさえ、私の真の教えで揺さぶる者がおらず、私が人々 に教えた愛で心を育てる者がいないため、
霊的に後進的に生きているのである。 

6 毎日毎日、教区のホールで、教会で、大聖堂で、人々 は私の名前を語り、私の言葉を繰り返す。しかし、誰も内心
では感動せず、その光に震えることもない。多くの人は、キリストの言葉の効力は、機械的に何度も繰り返すことにあると
信じている。 

7 もし人々 がキリストの言葉の中に意味を求めるならば、それは常に人々 にとって新しく、新鮮で、生き生きとした
、生活に密着したものであるはずです。しかし、彼らはそれを表面的にしか知らないので、それを糧にすることはできない
し、この先もできないだろう。 

8 哀れな人類-

光はすぐ近くにあるのに、暗闇の中をさまよい、平和は手の届くところにあるのに、恐ろしく嘆き悲しんでいるのです。し
かし、人はその神の光を見ることができない。哀れみもなく目隠しをした者がいたからだ。あなたがたを真に愛する私は、
あなたがたを闇から救い出し、あのとき話したことは、いつの時代にも通用することであり、あの神言を過去の古い教えと
見なしてはならないことを証明するために、あなたがたを助けに来たのである。なぜなら、私のすべての教えの本質であっ
た愛は永遠であり、その中に、この異常、計り知れない苦しみ、抑えきれない情熱の時代におけるあなた方の救いの秘密が
隠されているからです。 

9 また、私が今、あなた方にもたらすのは新しい教えではなく、太古の昔から現在に至るまであなた方に啓示されて
きたことを理解するための光である。 

10 この霊的なメッセージを受け取った人類は驚き、私のこれまでの教えの無限の愛-

それは疑うことさえしなかった愛-

を確信することでしょう。そうすれば、自分が父に対して恩知らずで不誠実で、無関心であったことに気づくでしょう。 

11 私はあなたを許し、あなたを愛し、あなたを心から憐れんでいます。霊的に、精神的に、知的に準備する者は幸い
である。その者は私の光を直接受け、その瞬間から、世の中の仲間によって示された道とは全くかけ離れた道に導かれるで
あろう。 

12 私の愛を感じてもらうことで、闘いに勇気が出ないということがないように。 

13 三度目の正直は精神的な闘争を意味し、試金石であると同時に、私があなた方に神の証を残したのだから、相続財
産でもある。 

14 私の畑で働いた労働者たちが、すでに近づきつつあり、あなたたちへの私の顕現の最後となる1950年の終わりに
来るであろうその恵みの日に、私にそれらを差し出すために、彼らの種を大切にするよう、私は鼓舞する。そこで、あなた
が畑で収穫した、最も純粋で美しい黄金のトウモロコシの穂を持って来てほしいのです。そして、私はあなたの収穫を受け
入れて祝福し、あなたに言う。"この種は、あなたが私の畑に蒔き続けるものである "と。 

15 弟子たちよ、この道でよく苦労したとき、同時に喜びを得、苦しみの杯を飲んだとき、それによって師であるイエ
スをよりよく理解したのではないだろうか？試練の後、あなたはもっと私を愛したのではありませんか？そうです、皆さん
、本当に言いますが、与えるために頼むのと受け取るのとでは、大きな違いがあるのです。 
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16 あなた方が私の言葉なしになる日が近づいている。そうすれば、あなた方が私の教えを語り、業と明確で説得力の
ある言葉によって説明することになる。 

17 あなたの行いの時、つまり闘いの時に、しっかりとした足取りで入っていけるように祈りましょう。しかし、私に
従って砂漠に、ヨルダン渓谷に、あるいは山に登ったとき、私が大勢の人々 に祈らせたような素朴さで祈りなさい。 

18 全人類のために祈り、霊能者たちよ、自分自身のためにも祈りなさい。 

19 私が出発するとき、あなた方のコミュニティーに混乱が生じ、一時的にあなた方が分裂すると言っても、気を落と
さないでください。しばらくの間、あなた方は3つのグループに分けられ、全員が私の戒めを理解するようになるまでの間
です。しかし、今日すでに、わが意志を理解し、愛と善意をもってそれに従う者を祝福する。その魂にわが霊感を豊かに与
えるからである。そうすれば、皆を再び一つにする試練が訪れたとき、非難することなく、虚栄心を持つことなく、兄弟姉
妹に優越感を持つことなく、心を開くことができるようになります。 

20 このようなお知らせを聞いて、皆さんの心の平穏は一転して悲しみに覆われました。この苦しみが、不忠実な者、
つまり私の言葉に逆らって自分の意志を通そうとする者の仲間入りを防ぐために役立ちますように。 

21 私に背を向ける者には、誤りを告白して従順の道に戻る前に、すでに多くの涙を流さなければならないと言ってい
るのです。そして、私に忠実であろう人々 には、彼らを待ち受ける闘いは大きなものになるだろうと告げます。そして、あ
なた方全員が良心に書かれているので知っている、神の戒めに他の人々 が服従しない限り、不一致のために多くの涙を流し
、耐え、苦しみ、多くを望まなければならないだろう、と告げます。 

22 忍耐する者は幸いである。この民族の統一と精神的な戦いの始まりを見ることができるからである。 

23 弟子たちよ、光と力に満たされ、誘惑に屈しないように祈りなさい。 

24 苦難の杯を愛で飲むことを学びなさい、そこに弟子の功徳があるのです。しっかりと自分の道を進み、カルバリの
頂上に到達して、父と人類を祝福してください。私はあなたに言います。私の道に忠実で従順である方法を知っている者は
、倒れることも迷うこともない。彼は人生の旅路を通じて私の存在を感じ、私の平和を体験することができます。 

25 なぜ、ある人は、罪の人生を送った後、肉体の死の瞬間に救われたいと思うのでしょうか。なぜ多くの人は、汚物
の中に住み、汚れたり傷ついたりすることなくアザミの上を歩きたいと思うのでしょうか。 

26 私は、あなた方が感染することなく罪人の中で生きること、自らを傷つけることなく茨の中で道を切り開くこと、
激怒することなく残虐行為や無残な行為を目撃すること、惨めさに満ちた世界から逃れようとせず、むしろその中にとどま
り、困っている人々 にできる限りの善行を行い、あらゆる方法で善の種を撒くことを学ぶよう明確で単純な指示をもたらす
ものである。 

27 地上の楽園は人々 の罪によって地獄と化したのだから、その汚れを洗い流し、元の清らかな生活に戻すことが必要
なのだ。 

28 弟子たちよ、これらの教えのたびに、私はあなたたちに私の神聖な計画をますます明確にし、あなたたちの使命を
知らせ、そのためにあなたたちはこのメッセージの意味をますます理解していることに気づいてほしい。 

29 私の教えが広まり、多くの心を征服する。しかし、それをあざ笑う者、拒絶する者、戦う者が溢れるだろう。しか
し、これは何も新しいことではなく、いつの時代も真理に対して行われてきたことと同じであろう。 

30 この民が驚くような嵐の中で前進するためには、私の律法の道への歩みを強め、信仰の炎を心に輝かせなければな
らないのです。彼の精神は、救命ボートとして、御霊の真の礼拝に努めなければならず、彼の心は、人間の人生における第
二の神殿である家族への献身に帰依しなければならないのです。 

31 この日、私は特に、明日、その存在によって新しい家庭の生活を照らさなければならない少女たちに語りかけます
。彼らは、配偶者の心と母親の心が、聖霊が内陣を照らすように、聖域を照らす光であることを知っているはずです。 

32 新しい生命に驚かされないように、今、自分自身を準備し、あなたの子供たちが歩く道を準備しなさい-

あなたの子宮に近づき、形と人間の命を得て、任務を遂行する時を待っている魂たち。 

33 私の回復の計画、再生と正義の働きのために、私の協力者となってください。 

34 この時代、あなたの足元を取り巻く多くの誘惑から目を背けてください。多くの女性が滅び、多くの聖域が汚され
、多くの灯火が消える罪深い都市のために祈りなさい。 

35 あなたの模範によって、生命、真実、光の種を広げ、人類の精神性の欠如による結果を阻止してください。 

36 この民の乙女たちよ、目を覚まして戦いに備えよ。心の情に惑わされず、非現実的なものに惑わされず。直観力、
インスピレーション、感受性、優しさなどの才能を開花させる。真理に強くなることで、この人生の戦いに立ち向かうため
の最高の武器を手に入れることができるのです。愛を血で受け継ぐためには、そして、私があなた方に多く語っている愛で
ある生命の本質を子供たちに援助するためには、まずあなた方がそれを経験し、浸透させ、深く感じなければならないので
す。それが、私の教えがあなた方の心に与えたいことなのです。 

37 妻の心は夫の拠り所となり、幸せである。母の心は、子供への優しさの源であるから、祝福される。しかし、私は
また、自分のマントの下で困っている人を守る処女は幸いであると言う。その優しさは、人間を超えた婚約と母性のような
ものだからである。精神の務めを果たすために、この世の務めを拒否する方法を知っている人は、どれほど少ないことでし
ょう。 
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38 世の中のすべての女性や男性が、親になる使命を持っているわけではありません。子どもは母親にとって鎖のよう
なものであり、子どもとは相容れない何らかの使命を果たすために自由を必要とする魂も存在する。 

39 いつになったら、この人類は一つの真の家族を形成するのでしょうか。その中で、誰もが、父と食卓を囲み、祈り
、私のもとに立ち上がるとき、自分の使命を果たした喜びを私に示すことができるのでしょうか。 

40 あなたはまだ、その従順さ、同意、調和から遠く離れて生きています。道を踏み外す者がいる一方で、運命に同意
しない者もいるからだ。 

41 私がこの声の主たちの知性を通してあなた方に啓示した霊の教えを地上に広め、闇が霊化の光に変わるように、人
類が真理の水を飲めるようにすることが必要なのです。 

42 今日、私の教えはあなた方の戦いの準備に限られ、私の予言はあなた方に大きな試練を告げるだけです。私のこと
ばは、あなたがたに警告し、あなたがたを正し、あなたがたを裁く。しかし、人間が霊から霊へ伝える恵みの時がやってく
るのです。そのとき、彼は自分の存在の最も高いところに響く神の言葉、つまり、それを受け取る人には人間の表現やアク
セントなしに理解される言葉を感じるだろう。 

43 その言葉は、もはや裁きも、非難も、警告ももたらさない。そのメッセージは、知恵と愛に満ちていることでしょ
う。 

44 その時が来るのを体験したいのでしょうが、受動的な期待ではなく、絶え間ない努力と作業で、やはり我慢しなけ
ればならないでしょう。 

45 私はあなた方に祈りを教え、霊性を獲得する方法を明らかにしたのです。なぜなら、この中にこそ、霊による神と
人との完全な交わりへの扉を開く鍵があるからです。 

46 そのために、愛する者たちよ、世の罪に抗する功徳を身につけなさい。努力を重ね、必要なら犠牲を払ってまで。
カップが苦くても我慢してください。 

47 私を信じてください。あなた方は私の弟子であり、私を手本にしなければならないことを忘れないでください。も
し、あなたが信じたのなら、あなたの信仰が大きいのなら、試練を受け入れ、勇気を持って逆境を生き抜けばよいのです。
もしあなたが私の証人になるなら、私もあなたの証人になる。 

48 私の霊はすべての人々 に注がれたが、あなた方は私の存在を感じることができた人々 である。地上の他の民は、こ
の時代の啓示を知らず、第三の時代の幕開けを知らない。ですから、あなた方の使命はさらに大きく、目覚ましの音を鳴ら
す者、つまりグッド・ニュースを広める者でなければならないのです。 

49 確かに、多くの人々 はすでにわが再臨の兆候を認識し、予言を求めて聖典を調べ、今日の人類に重くのしかかる試
練が主の裁きを物語っていると感じているのです。彼らは私を求め、私を期待し、私を待ち望むが、私の神聖な輝きがすで
に人々 の間にあることを知らないのである。彼らは、私がこの民に自らを知らしめた方法と、私がすべての物質とすべての
魂を通して放射する手順を知らないのである。 

50 良い知らせは、私の宣教中に私を聞いた人々 の唇に、国々 にもたらされるでしょう。そうすれば、全世界が私の来
訪を知り、私のメッセージを知ることになる。この宣言が始まった時と終わった時を知るとき、人々 は、あらゆる国、人々
、人間が、私の存在を予告する試練や出来事を経験したことを知り、驚愕することでしょう。 

51 なぜなら、この民がわが言葉の証を地上に広め、人類がわがメッセージを信じるようになることが、その功徳とな
るからである。 

52 まことに、あなたがたに告げます。かつて、王たちが、私が生まれたときの惨めさに驚いたとすれば、この時代、
私があなたがたにみ言葉を伝えるために選んだ目立たない方法を知るとき、王たちも同様に驚くことでしょう。 

53 私のメッセージをめぐって争いが起こるだろう。ある人はそれを肯定し、ある人は否定しようとする。ある人は自
分の霊的な体験を証言し、ある人はそのような顕在的なものの存在を否定するだろう。なぜなら、今こそ、魂の中に眠って
いる才能や能力が、人間を通して発揮される時だからです。この時、肉体はすでに霊的なものとのコミュニケーションに絶
対必要な発達と精妙さを獲得しているからです。 

54 子どもから思春期、大人に至るまで、最初は不思議に思うようなことが起こるでしょう。それは、人が長い間、霊
的なものから離れて生きてきたからです。しかし、その後、彼らはそれを人間の高次の生活における全く自然なこととして
見なすようになる。 

子供たちが深い話をするようになり、男女を問わず霊的なビジョンや予知夢を見るようになり、癒しの賜物が地上に広
がるようになるのです。 

55 霊的な賜物の目覚めを最初に現した者が、どれほど反対されることか。しかし、私は彼らに批判、非難、嘲笑に耐
える強さと忍耐力を与えるだろう。 

56 愛する証人たちよ、安らかに眠れ。長い間、限られた知性で触れ、見て、理解し、科学で証明するものだけを信じ
てきたこの物質主義的な人類が、霊的な視線で私を見つめ、真実を求めることができるようになると、私はあなた方に告げ
ます。 

57 地上の諸侯や権力者たちが、わが帰還の真実を知ったとき、大きな動揺を覚えることだろう。彼らは心の中で、私
は何のために来たのかと自問することでしょう。一方、貧しい人々 の間では、大きな喜びが生まれるでしょう。虐げられた
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人々 や、愛と正義に限りない飢餓感を抱いていた人々 のために、恵みと自由と平和の瞬間が今まさに近づいていることを、
彼らの心が告げているからです。 

58 この仕事は、今日、あなた方がまだ社会的な無意味さの中に閉じ込められ、惨めさの中に隠されていると見ていま
すが、神の光として輝き、地球全体を照らし、眠っている魂を目覚めさせ、心に信仰を与え、人の理解の前に真の生命の書
、真理の書を開くでしょう。 

59 民衆：私の宣教がこれほど長く続いた理由の一つを知りたければ、私の言葉を聞いたあなた方が、私の言葉を心に
留め、書物に書き留めるためである。皆さんは、それを心に届けるメッセンジャー、エージェントになるのです。 

60 私の宣言は1950年に終わるので、そのための準備をすぐに始めることができます。 

61 やがて新しい時代が訪れ、その中であなたは自分の才能を開花させるべく努力し、インスピレーションが流れ、（
内なる）言葉の才能が身につき、リーダーシップの才能が完成し、あなたの心が仲間への愛と慈悲で満たされるようになる
のです。 

62 あなたがたは、三つの遺言書を一つの遺産として受け取り、その道中で聖霊の到来を待ち望む人々 に出会ったら、
私のメッセージを指摘し、メシアを待ち望み、メシアが来ても認識できず、今も待ち続けているユダヤ人のようであっては
ならないと告げなければならないのです。 

あなたの精神的使命の道を歩んでください。あなたの同胞があなたの生き方を見、あなたの言葉を聞いたとき、あなた
が新しい世界の種、新しい人類の基礎となる世代であると認識するような方法でです。 

63 お父さん、お母さん、この世代、そしてこれから生まれてくる世代をこの世に導く特権を与えられたあなた方。見
ていてください、祈っていてください彼らのために道を整えよう私は、彼らが私の新しい啓示を受け取る準備ができている
のを見つけるだろう。その中には、昔の大預言者たちのように、予言によって世界を揺り動かす預言者たちが現れ、彼らは
試練の時の前触れのように、暗闇の中のたいまつのような存在であった。 

64 霊界は、計り知れないほど偉大な守護天使のように、これらの生き物の歩みを見守り、こうして私が告げ、約束す
るこれらの人々 を、子供のようにその中に迎え入れる人々 を支援するのです。 

65 あなたがたを祝福する。なぜなら、あなたがたは短い間、世に属するすべてのものから離れ、わたしの言葉を聞く
という霊的な喜びに身を捧げ、わたしの言葉の中に、あなたがたの十字架の重荷を担うために必要なすべての平安と喜びと
慰めがあることに気付いたからである。 

66 私の愛はあなたを取り囲み、私の平和はあなたを愛撫し、私の霊は、地上で一滴のバームも慰めと愛の言葉も見つ
けられないで苦しんでいる人々 のために祈るようにあなたを誘います。 

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 308 
1 愛する弟子たちよ、毎日霊的な祈りを実践し、すべての善意をもって自己を完成させなさい。覚えておいてくださ

い：あなたのマスターと親密な交わりをし、その瞬間に無限の平和を経験することに加えて、それはあなたが私の神聖なイ
ンスピレーションを受け取る最高の機会です。その中に、あなたが理解できなかったこと、誤解していたことの説明がある
はずです。危険を回避する方法、問題を解決する方法、曖昧さを取り除く方法を見つけることができます。その祝福された
霊的な会話の時間には、あなたのすべての感覚が明るくなり、善を行う準備ができていると感じられることでしょう。 

2 このように祈ることを学びましょう。今、あなたの世界はあらゆる種類の危険に満ちています。霊をもって祈るこ
とを学ぶ者は、戦いに不死身となる武器を持ち、あらゆる試練に耐える力を得ることができるのです。 

3 あなたがまだ自分の光で自分の道を照らすことができないので、私の光をあなたに届けます。しかし、ひとたび私
の教えを自分の人生に適用すれば、あなたは私にこう言うでしょう。"父よ、命の道を歩むことを教えてくれてありがとう
。""これでもう自分を破滅させることも、堕落することもないでしょう。"とね。 

4 私はかつて、「私は世の光である」と言ったことがあります。私は人間として話し、人間は自分の小さな世界を超
えるものを何も知らなかったからです。今、精神的に言っておく。私は、すべての世界、天、家の生命を照らし、すべての
存在と生物を啓発し、生命を与える普遍の光である。 

5 あなた方は光の父の子供です。しかし、あなた方の弱さのために、悩みや誤りや涙に満ちた人生の暗闇に落ちてし
まったとしても、私があなた方を呼び、「私はここにいて、あなた方の世界を照らし、あなた方が地上で無駄に積み上げよ
うとした平和と幸福と富をすべて見出す山の頂上に登るようあなた方を招いている」と告げたとき、あなた方は私の呼び出
しに応じて立ち上がるので、これらの苦しみは過ぎ去るのです。 

6 私の赦しは、あなたたち、この世界の人々 や生き物を包み込み、私の光は、夜、寝室に入る盗人のように、最も隠
れた心の中に入り込み、彼らに父としての私の存在を感じさせるのです、私はあなたたちを愛しているからです。 

7 愛する人々 よ、私はあなた方の苦しみと涙を祝福します。しかし、あなた方はまだ苦しみの杯を愛と降伏をもって
受け入れることを学んでいないことを告げます。あなたがたは、わたしを手本とすることをしなかったので、試練の中でし
ばしば不本意な態度を示し、反抗することさえある。 

8 ほら、あなた方は私の弟子になりたいのでしょうが、そのためには、私が教えたように自分の杯を空にしなければ
なりません。自分の弱さを世間に見せないこと、自分の不幸を放送しないこと。ゴルゴダへの苦難の道で、私は死刑執行人
に抵抗したでしょうか。いや、その唇はただ祝福し、低い声で言った。「父よ、御心のままに」。"父よ、彼らをお赦しく
ださい。" "彼らは自分のすることを知らないのです。" 

9 功徳は苦しむことにあるのではなく、御父への愛と信仰と忍耐をもって苦しむことにより、苦しみから最大の利益
を得、最も深い教訓を得ることができることを忘れてはならない。もし、試練の中に父なる神の意志に対する愛がなければ
、私の目には功徳がなく、自分をもう少し高めるための機会の生かし方を知らないので、魂が必要とする試練をもう一度受
けなければならないでしょう。 

悲しみの中で十字架を引きずるのではなく、痛みを祝福しながら道を進んでいけば、あなたの人生は変わっていくはず
です。それは、まるで見えない手があなたのもとにやってきて、苦しみの杯を唇から取り去ってくれるかのように感じるか
らです。 

10 主の御心を祝福する者は幸いであり、自らの苦しみを祝福する者は幸いであり、その苦しみが自分の汚れを洗い流
してくれると知っているのです。それが、霊山を登る足取りの支えとなるからだ。 

11 苦しみの杯を満タンに空けることは、いつも必要なことではないでしょう。あなたの信仰、あなたの従順、あなた
の決意、あなたの命令に従う意思を見るだけで、私はあなたの試練の最も困難な時を惜しまないからである。 

アブラハムは、自分がとても愛していた息子イサクの命を犠牲にすることを要求され、家長は息子への痛みと愛を克服
して、まだ理解できない従順と信仰と愛と謙遜の試練のために、息子を犠牲にしようとしていることを忘れないでください
。しかし、彼は御子への犠牲を終えることを許されませんでした。なぜなら、彼は心の底ですでに神の意志への従順を証明
し、これで十分だったからです。アブラハムの手が、より高い力によって止められ、イサクを犠牲にすることができなくな
ったとき、アブラハムの内なる喜びはどれほど大きかったことでしょう。彼はいかにして主の御名を祝福し、その知恵を賞
賛したことでしょう。 

12 だから、愛する人々 よ、私があなたたちに与えた偉大な教えの例を常に意識してほしい。そうすれば、あなたたち
は私を本当に知ることができ、あなたたちの試練や決定的な瞬間に私の存在を感じ、あらゆる困難で苦しい瞬間に私の慈悲
を感じられるようになるのだ。今まであなた方は、「私のプレゼンス」を感じることのできる霊的な感性を完全に獲得して
いなかったからです。ですから、私があなた方の生活の中でことごとく行っている愛と正義の業を、あなた方は評価するこ
とができないのです。 
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13 あなたが無知ゆえに拒絶し、それがあなたの魂にもたらした光に気づかなかった試練がどれほどあったことでしょ
う。あなたの消極性、信念の欠如、臆病さがそれを許さなかったために、どれだけのレッスンがゴールに到達しなかったこ
とでしょう。 

14 痛みを愛せというのではありません。いや、愛すべきは平和であり、幸福であり、光なのです。しかし、あなたの
不完全さの結果、痛みがあなたの唇に来たのだから、救いの杯として、忍耐をもってそれを空け、祝福しなさい--

それによって、あなたの浄化と、多くの真理の啓示が得られることを知っているからです。 

15 お前ら信仰心の薄い奴らはなぜ試練で心が折れるのか？あなたは、わたしがいかに急いで倒れた人を起こし、いか
に泣く人の涙を乾かし、いかに孤独な人を助け、病人を見舞うかを見たことがないのですか。 

16 人生で多くの涙を流した男性、女性、このレッスンはあなたに捧げます。そのことを深く考えることで、どんな甘
い慰めがあなたの心に入るかを体験することができます。あなたの存在の最も隠れた部分に小さな光が灯り、今まで経験し
たことのない感受性があなたの心のたるんだ糸を振動させ、あなたの苦しみや喜び、安らぎの瞬間に、私の霊的存在を感じ
させてくれることでしょう。 

17 この瞬間に、あらゆる不満や痛みを私に預けてください。泣いて、すすり泣けば、あなたの魂は圧迫された重荷を
捨て、その後、心はより自由になるのです。 

18 愛する人々 よ、泣け。泣くことは、神への心から出た最も誠実な祈りの一つであるからだ。明日、あなたが苦痛を
克服し、霊性を獲得したとき、泣くことはもはやあなたの最高の祈りではなく、あなたが私を祝福するために私に近づくこ
とを通してあなたの魂の平和を得るでしょう。 

19 今日、私は霊であなたがたの前に現れ、霊で語り、あなたがたに私を少しでも知ってもらうために、霊で語りかけ
る。 

20 私がこの世にいたとき、人々 は私を人間として見、私の名前を知っていた。なんだ。私の昇天後に初めて、人々 は
、イエスにおいて語られた方が、預言者が告げたキリストであることを理解し始め、それ以来、イエスを「キリスト」と呼
ぶようになったのである。 

21 あなたがたに言うが、キリストはあなたがたの世に生まれたのではない、すべての世に先んじて、父と一つであっ
たのだ。 

22 あなたの世界に生まれ、母の胎内で肉体を得た方こそ、イエスという人であり、人類が私を見聞きできるように、
私の道具であり、私の口車であった祝福された肉体であった。 

23 あなた方に語りかける私、キリストは、イエスの中にいたのです。私は彼に命を与え、彼を強くし、そして奮い立
たせた。彼は神の使命を果たすように運命づけられており、彼の人生、身体、血は、彼を霊的に鼓舞した神に奉納され、「
言葉」が彼の唇を通して語るすべてのことを封印するのである。 

24 イエス様は人間という生き物ですが、道具として神に仕えるために、汚れのない、不純物のない状態で宿られたの
です。彼の中に受肉したのは、神の言葉である「ザ・ワード」である。30歳の時、彼が完全に一人前になった時、彼の内
に宿られたキリストは、その栄光と真実と愛のすべての輝きにおいて、ご自身を現されました。 

25 愛と謙遜のナザレ人であるイエスは、神の言葉がその口から発せられる時を待ち望んでいたが、洗礼の水を受ける
ためにヨルダン川のほとりでヨハネを探し求めたのであった。イエス様は浄化を望んで行かれたのでしょうか？いいえ、私
の仲間です。儀式をしに行ったのでしょうか？彼もそうでした。イエスは、自分自身が存在しなくなり、人が消えて御霊が
語るようになる時が来たことを知り、その時を、人の記憶に刻まれるような行動で迎えようとしたのである。 

26 しかし、この象徴的な水は、その体を、人類の模範として、この世への執着から解放し、自発的に御霊と一つにな
ることを可能にしたのだ。これは、その場にいた人々 が、「これはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者」という人間
の言葉で語る神の声を聞いたときに起こったことである。彼の話を聞いて" 

27 その瞬間から、神の言葉はイエスの唇の上で永遠の命の言葉となった。なぜなら、キリストは彼を通してご自分を
完全に知らしめたからである。人々 は彼をラビ、マスター、メッセンジャー、メシア、神の子などと呼んだ。 

28 3年間、私の言葉や考えがその心によって歪められることもなく、イエス様の行動が私の意志にそぐわないことも
なく、イエス様の口を通して世界に語りかけました。それは、キリストが父と一体であるように、イエスとキリスト、人間
と霊が一体であるからであった。 

29 弟子たち：今、私は人を通して霊的に自分自身を現すことによって、あなたがたに話したのです。しかし、これら
はイエスのように私の身体ではなく、また、私はこの時代に人間となったわけでもありません。したがって、私があなた方
全員のような不純な生き物を通して話すときは、私の声を聞くために、私の声の担い手の不器用で不完全な表現を超えて、
私の神聖な意味と真実を発見するために準備しなければならないことがおわかりでしょう。 

30 私の意味を発見し、それを人間の表現の不完全性から切り離す者は幸いである。彼らは私の最高の通訳者となり、
私の言葉と第二時代の私の作品を研究しながら、語るのが人間であるイエスである場合と指示するのが霊であるキリストで
ある場合の区別を知らない人々 のように混乱に陥ることはないであろう。 
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31 私の教えを愛をもって学び、後に私の顕現の証人となるべきとき、同胞に真実かつシンプルに話す方法を知ること
ができるように。 

32 そして、あなたがたの生活を指揮し、あなたがたを永遠に見守っている父であるわたしは、あなたがたを励まし、
すべての行いに徳と義とが得られるように、熱意をもって戦い続けるようにと勧めるのです。 

33 あなたは一歩を踏み出す前に祈ることを学び、私の法律に厳格に従って働きたいと願い、私の弟子としての責任を
常に考えていますね。あなたは、自分の霊的使命の遂行に最良の時間、エネルギー、心を捧げるために、地上での職務にす
べての時間と注意を奪われることなく、その職務を全うできるように自らを準備するのです。 

自分に与えられた命の時間は、自分の精神にふさわしい大仕事を成し遂げるのに十分なものだと反省するのです。です
から、自分の才能を知ることで、自分の存在のすべての力を使って仕事をする準備ができるのです。そうすれば、あなたの
中に喜びがあり、あなたの父の中に満足があるのです。 

34 私はあなたを呼び、この教えのエッセンスをすべて保持することのできる純粋な器として準備したのです。この器
をいっぱいにしたら、仲間に渡して、喜びを分かち合ってもらいましょう。 

あなたはすでに、目の前に広大な地平を、私に始まり、私に終わる道を、見ている。そして、もしあなたが素直にそれ
を受け入れ、私が提供するものを愛情をもって受け入れるならば、あなたの存在に満足と平安が反映された状態でゴールに
到達することができるのです。あなたは自分の持っているものをすべて手放したのだから、私の前に不平を言うことはない
だろう。あなた方は、霊性への道を歩む人類の一部、つまりこの修復の仕事であなた方に割り当てられた部分を支援するた
めに、完全に自らを捧げたことになるのです。 

35 強くなる前に散ってしまわずに、他県に行く前に勉強して、仲間の道しるべになるようにしましょう。第二時代の
私の弟子たちがそうであったように、君たちも覚悟を決めなさい。彼らもまた、師とともに生き、私の言葉を熱心に吸収し
、私の奇跡を目の当たりにした後、私の仕事を続けるにはあまりにも弱く、取るに足らないと感じ、私にもっと一緒にいて
ほしいと頼んだのであった。 

しかし、私の旅立ちの日が近づくにつれ、彼らは、あれほど愛した主人が旅立ち、このような困難な使命を自分たちに
残していくことに納得するようになったのです。私は彼らの心に入り込み、彼らを押しつぶす痛みを見た。私の言葉は、大
きな悲しみの中で彼らを慰めるバームのように彼らの上に滴り、それで私は彼らに言った、「恐れるな。 

同様に、今も私は、あなた方が私の恩恵を受ける一定の期間のために来ただけであり、この言葉も、人間の仲介なしに
、その後も霊から霊へと流れ続けるために、終わりを迎えるのであります。 

36 しかし、あなた方が私の言葉を大いに喜んだように、この形が終わり、あなた方をさらに私に近づける、より高い
種類の新しい形が現れることを受け入れてほしいのです。 

37 あなたの霊で私を見よ、そして愛に満たされ、この瞬間の厳粛さに自らを委ねよ。私の光線は声の担い手を照らし
、私の言葉はあなたの心の土に降り注ぎます。私の言葉は、それを灌漑して実り豊かなものにし、愛を熱望するこの人類の
野原に新しい種を撒くための水である。 

38 そうすれば、あなたは道の終わりに、わが意志に従い、従う方法を知っていたので、あなたの仕事が偉大であるこ
とを発見するでしょう。 

39 すでに私の宣言は終わりを迎えようとしています。その後、つむじ風が吹いて大樹を打ち、命のない枯れ葉と悪い
実が落ちる。 

40 この大きな試練がわが民に降りかかると、多くの人の心は、樹液を与えてくれた木から離れた枯れ葉のように散っ
てしまうでしょう。信仰の欠如や愛の欠如、混乱や理想の欠如のために、彼らは堕落していくでしょう。しかし、彼らが残
した隙間は、後に熱心な信者や善意の弟子たちによって埋められることになる。 

41 新しい弟子たちは、今日、私の仕事を名前さえ知らない人たちから生まれるでしょう。ある者は、最初の瞬間から
謙遜で熱心で、「私についてきなさい」という私の声を聞くやいなや、私についてきて、第二の時代に私が海で漁をしてい
るのを見つけた弟子たちと同じようになるのです。 

42 また、私の仕事に逆らって立ち上がり、私の民を激しく迫害する者たちがいる。しかし、彼らの中にも、私の偉大
な種まき人、私の最も忠実で寛大な弟子たちが現れ、彼らは改心してサウロを思い出すだろう、私の愛するパウロは、師へ
の愛の贈り物によって、私を売った者が12弟子の中に空けた場所を埋めた。 

43 同様に、この現代においても、私に背を向け、私を否定し、私を裏切った者たちの空白の場所を埋めるために、新
たな群衆がわが民のもとにやってこなければならないだろう。 

44 試練の時、私に不誠実な心を持つ者よ。わが言葉の不滅の種を魂に留めよ、いつの日かその中に救いを見出すこと
ができるように。 

45 そして、私に忠実な者たち、すなわち、最後まで私に従う者たちには、あなたたちを非難し、批判し、中傷し、迫
害する者たちを前にして、一瞬たりとも弱音を吐かないように、自分たちを準備し、わが言葉の本質において自分たちを強
化するようにと言うのだ。 
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46 私の弟子であるペテロがサウロに迫害されて死んだときのことを忘れてはならない。私は忠実な使徒に、彼が試練
の中にいるのは一人ではないこと、もし彼が私の力を信じるなら、私は彼を迫害者から守ると証明した。サウルはペテロを
逮捕するために探しに行ったとき、私の神の光に驚きました。わが光はサウロの心の奥底に届いた。彼は、わが現存におい
て地に投げ出され、わが愛に敗れ、わが弟子に対して企てた仕事を終えることができず、自分の全存在が変えられることを
心の底で感じ、今やキリストへの信仰に改められ、急いでペテロを探した。しかしもはや殺すためではなく、主の言葉を彼
に教え、彼の仕事を共にさせてほしいと頼むためだった。 

47 それ以来、サウルはパウロと呼ばれるようになった。この名前の変更は、その人の完全な霊的変化、完全な回心を
示すものである。 

48 この時代にあっても、わが民があの弟子たちのように真に私を信頼するならば、中傷者や迫害者から身を守る必要
さえない、と私は言っているのです。私は彼らの道の真ん中で彼らを驚かせ、彼らの魂の最も純粋なところで私の声を聞か
せるからだ。まさにその声はサウルの心に語りかけ、彼に言った。「なぜ、あなたは私を迫害するのか」。 

あなたはどれだけの改心の事例を目の当たりにすることでしょう。あなたの目は、いくつの奇跡を目撃するのだろうか
。しかし、自分たちの心構えを知り、待つこと。皆さん、見ていてください、祈っていてください。嵐は木を揺らすので、
皆さんには木と一体になっていてほしいのです。そうすれば、私の予言がすべて成就するのを見ることができるだろう。 

49 あなたの記憶力が弱いので、私の言葉がほとんど抜け落ちていると考えて心配しないでください。本当は、テスト
の時にどう準備し、どう自分を沈めるかを知っていれば、私の忘れていたような言葉も記憶に戻るはずなのです。 

50 そこで、瞑想の静寂と内なる集まりの中で、この言葉を聞いているように思えるでしょうし、その意味を本当に霊
的に受け取ることが起こるでしょう。 

51 この経験によって、あなたは今、私の言葉が、あなたの闘争のあらゆる瞬間にあなたの唇に臨み、私の光があなた
の心を照らすことを知っているので、自信に満ち溢れるでしょう。 

52 開拓者ロケ・ロハスは、エリヤの霊に感化され、「同胞に慈悲をかけ、また慈悲をかけよ。 

弟子たちよ、真理と光はこの言葉の中にある。自分の生活の中で慈悲を実践しない者は、決して私の王国には入れない
からだ。それに対して、どんなに心が固く、頑固な罪人でも、慈悲によって自分を救うことができると断言します。 

53 慈悲の行使を最後の瞬間まで先延ばしにしてはならない。そうすれば、わずかな功績で霊の国の門にたどり着き、
中に入ることができない。 

54 まだ見ぬ人生の旅路で、この種を蒔き、育て、豊かな収穫を得るよう、私はあなたに助言します。 

55 この徳によって、あなたは自分の存在の中で最大の満足と幸福を得ると同時に、すべての高貴な魂が切望するすべ
ての知恵と力と高みに到達することができるからです。 

56 仲間を慈しむことで、自分の魂を清め、古い借金を返すことができる。人間的な生活を高貴なものにし、精神的な
生活を高めることができるのです。あなた方がノックする扉にたどり着いたとき、あなた方の至福の時は、霊界からの歓迎
の呼び声が聞こえ、祝福され、刷新と霊化の仕事に呼び出されるからです。 

57 大勢の人たちよ、私のもとに来なさい。そして、私の言葉から慈悲を行使することを学びなさい。そうすれば、霊
的に最も貧しい者でも、あなたの慈悲によって、生命、健康、慰め、平和、知恵に変えることができる財宝を持っているこ
とを理解することができます。 

58 物質的な貧しさのために慈悲の行いをすることができないとは、誰も言ってはいけません。このように語るのは、
彼の無知、信仰の欠如、魂の膿みであるからだ。 

59 ここ、私の民の間では、貧しい者はいない。私の国は、その宝を彼らの上に注ぐために、民に近づいたのだから。 

60 私の言葉は、澄んだ清らかな水を豊富に含んだ川のようなもので、あなたがたの土地にやってきて、畑を灌漑し、
実を結ばせる。その中で、あなたの心と魂を清め、あなたがたが罪と呼ぶ欠点の重荷から解放されて、あなたの道を歩むこ
とができるようにしなさい。 

61 まず自分を清めなければ、仲間を慈しむ気持ちも、一緒に泣くことも、相手の痛みに共感することもできないので
す。この人々 は、人類を精神的に一つの家族に統合する使命を地球にもたらしたことを常に意識してください。 

62 あなたはすでに1950年、この形における私の最後の顕現者である。あなたがたは、しばしばわたしの話を聞いた
ことを否定することはできないだろうし、わたしのメッセージが終わったとき、すべてはわたしによって語られたのだと思
うだろう。 

それゆえ、わたしはあなたがたに、受動的な態度を捨て、この祝福された分野で積極的に働く者になれと言う時が来た
のである。あなたの魂が、束縛や手かせ足かせ、鎖から解放されて立ち上がり、この時代に登場し、託されたメッセージを
世界に届けるときが来たのです。 

63 このような霊的顕現に出席するだけで満足している多くの人々 が、その使命を果たし始め、師の言葉を聞き、霊界
の助言を聞くこの集会の場を学校とすることが必要なのです。また、長い間、この集会所だけに留まっていた働き手たちも
、やがて、私の霊が彼らに授けた光と愛の種を広めるために、地球のさまざまな場所に散らばるべき時が来ることを理解す
る必要があるのです。 
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64 あなた方が任務を遂行するために必要な装備を身につけるために、私はまだあなた方の間で多くの闘争をしなけれ
ばならない。 

65 試練は、あなた方の統一のためにあるのです。この民の胸中に霊的な一致がない限り、刈り取る種は聴覚障害者に
なるのです。 

66 それゆえ、後に全人類と調和することを望むなら、互いに調和し始めるよう、時を同じくしてあなた方に伝えてき
た。"同胞を憐れみ、再び憐れめば、栄光のうちに私の父を見るだろう "とね。 

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 309 
私の平和があなたとともにありますように 

1 弟子たちよ、ようこそ、わが教えの演説へ。あなたは、あなたの存在の最も純粋な部分で私を感じ、私はあなたの
魂に話しかけたのです。私の教えは、イスラエルのため、そして全人類のためです。私は、あなたの魂から不安が消えるよ
うに、あなたを訓練しているのです。 

2 あなた方は、私があなた方に託した使命の偉大さを理解し、感謝することを学ばなければなりません。あなたの魂
がそれに正義を行うためには、その祈りによって疑い、不確かさを拒絶しなければなりません。私の啓示、私の指示、私の
霊感だけが与えることのできる援助を必要としていることを知らなければなりません。 

このように私の教えの講話に目覚めた魂は、私の教えをたゆまず聞いているため、子弟から弟子になったのである。私
の言葉を一つでも聞き逃すと、嘆くのです。彼らは将来の闘争を予見するものであり、私の慈悲から受けたすべての恩恵を
人類と共有しなければならないことを悟るものである。 

このように大きな責任を理解した者は皆、ここで「声の担い手」を通して私の指示を聞くのです。それは、あなた方が
人生で経験しているすべての試練、教訓、出来事を一つ一つ説明し、解釈してくれる御言葉です。本当に言っておくが、私
は声楽家を通して話すことに限定しているのではない。あなたがたにわが身を知らせる方法は無限にあり、これはそのうち
の一つで、人間の形をしたわが教えをあなたがたに聞かせるのである。私は昼も夜も待たず、決まった時間もなく、あなた
がたに近づく。私は、創造されたすべてのものの中で永遠である。 

3 私の普遍的な存在がすべてを満たし、宇宙のいかなる場所や生息地にも空白はなく、すべてが私に浸透しています
。 

4 それゆえ、第三の時代において、私はあなた方を通じて、永遠の言葉を伝える者となり、あなた方に自分自身を知
らしめたのである。しかし、その前に、この声出し屋による宣言の期間は終わらせなければならない。 

5 この啓示の形でもはや私を持たないとき、あなたはわが名を呼び起こし魂を上げるだろう。そして、私を求めるこ
の形で、私はあなたにどれほど多くの教訓を明らかにするだろうか！？私の神聖なインスピレーションが、あなたの進むべ
き道を照らしてくれるでしょう。そうすれば、自分の過去が見えてくる。もはや暗闇の中ではなく、明るい日の光の中で。
自分がとった手段を理解し、どれが正しくて、どれが正しくなかったのかを認識することができます。この高邁な努力の中
で、イスラエルは強くなり、この強さは心から心へ、国から国へと伝わり、全人類が霊から霊へと私を求めるようになるの
である。 

6 世界を見よ、研究せよ。そうすれば、その物質主義、卑しい情念、腐敗を見ることができる。当分の間、霊性の獲
得は不可能に思えるだろうが、師は過去の事例を残しているので、失敗することはないだろう。 

私が人間となり、あなた方の間で生活するようになったとき、私の弟子たちでさえ従うのが難しく、不可能とさえ思っ
た、人間にとってあまりにも高い指示をこの世にもたらしたことを覚えておいてください。それでも、あの使徒たちは、わ
が愛の法則に成就の模範を残し、私があの人々 の心に蒔いたわが愛のメッセージを実らせ、花を咲かせ、実を結ばせた。で
は、なぜ第三の時代には、人間の間で霊化を実践することが不可能なのでしょうか。 

7 あなたがたに言うが、人類はその物質主義が終焉を迎えつつあることを強く示すだろう。自然そのものから秘密を
授かった科学者たちの進歩は限界に達しており、自然の力はそれを冒涜する者たちに反旗を翻すだろう。自然はその果実を
邪悪な目的のために提供することを拒み、人は妄想と憎悪の中で死を見つけ、権力への欲望の果実が自らの手で解き放たれ
るのを見つけるだろう。嵐、疫病、災い。そして、誰がこのすべてを止めることができるのか？自分たちの手で？それとも
人間の科学が、愛の鍵でない鍵で私の秘密を開け、それを冒涜したのでしょうか？本当に言っておくが、それらは私の天の
正義への扉を開くだけだ！」。 

8 本当に災いなるかな、第三の時代の人々 よ。彼らの嘆きは地の果てまで聞こえるだろう。苦難の杯の酵母は、かつ
てないほど飲まれ、各自がその分け前にあずかることになるのです。痛みは日に日に増し、人はすでに飢えと渇きを感じ始
めている。純粋な種への飢え、澄んだ水への渇き、真実と永遠への渇き。 

9 人の間で起きているこのような出来事に直面して、あなたの任務は何でしょうか？私の教えを受け止め、理解し、
実践すること。精神主義は口先だけでなく、それを実践し、狂信に陥ることなく、また秘密にすることなく、単純かつ純粋
に生きることによって、精神的魂にふさわしい価値と場所を与え、人間の生活において、はかない肉体を支配するようにし
、あなたの使命の遂行に完全な調和をもたらし、この手本が人間の間で実を結ぶようにしなければならないのである。 

10 そして、後に世界の広い道が開かれたとき、あなた方が私の平和と新しい啓示のメッセンジャーとしてその道を歩
むことができるように、私はあなた方の仕事の一歩一歩を祝福し、その数が増えるように見届けます。私の神聖な教えによ
って指導されたあなたの魂が、人々 のために再生の道を開き、健全な理想に目覚め、崇高な霊性を獲得するために自らを鼓
舞することが、私の意志であります。この時、あなたは自分の魂に不可欠な準備と弾力性を獲得していることでしょう。何
ものも、あなたの道を後退させることはできないのです。 
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11 そうすれば、今日あなたを揺り動かし、道を阻む試練は、あなたの顔を傷つけることのない微風にしか見えなくな
ってくるでしょう。そうして初めて、私の掟に従って得た強さを認識することができるのです。 

自分自身を準備し続け、わが言葉の意味をもっともっと浸透させなさい。まず、弟子としてあなたがたに起こることを
行い、私があなたがたのうちに、主人として、父として、光として、私自身を現すことを許可しなさい。 

12 すべての魂はその使命を果たし、私はその一人一人を生かして、わが言葉が成就するためにすべてを準備するので
ある。しかし、人類を救済する使命があり、その使命を果たすための十字架がかかっているのは、自分たちだけだと思った
ら大間違いです。なぜなら、それぞれの生物は、その生命のレベルに応じて、宇宙の統一に協力するように運命づけられて
いるからです。 

13 平和の理想を掲げ、祈りを捧げ、愛と善意を道具として出発する者が多く、これらの徳が彼らを束ね、私の指導に
よって彼らの魂は勝利することでしょう。 

14 あなたの仲間や私の神聖な正義を裁く者にならないでください。私の律法はしばしば人から非難されますが、私は
あなたに言います。私だけが、わが高邁な計らいを貫くことができる。 

15 平和を渇望する者、悲しみに生きる者は、日々 、わが正義の杖が、国々 を不幸に、破滅に導く者たちの上に降り注
ぐのを待っている。あなたは、このように私を待ち望む者の中に入ってはならない。私の神聖な正義は完全であり、私は私
の愛を通してあなたにそれを証明する。 

16 わが言葉を理解せよ。多くの者のように、わが神聖なる正義の行為について誤解することのないように、わずかな
違反を犯した者を強力に痛めつけ、他方、重大な違反を犯した者を赦すように思われるからだ。マスターが教えてくれる。
もし私が、ほんの少ししか罪を犯していないような人を力強く訪問するならば、それは魂の弱さを知っているからであり、
もし彼らが律法を果たす道から外れるならば、それは彼らを破滅へと導く第一歩かもしれないのである。しかし、私が重大
な違反のために他人を罰するとき、それは大きな違反が魂のために同様に大きな悔い改めの原因となることを知っているか
らである。 

17 裁かず、責めず、私の正義が諸国民の間に流血をもたらす者に下ることを、あなたの思いで願おうともしないでく
ださい。ただ、彼らもあなたと同じように、私の子供、私の被造物であり、大きな罪は大きな償いで償わなければならない
と考えてください。あなた方に告ぐ。あなた方が平和を破壊し、あなた方を混乱に陥れた者として指弾している者たちが、
これからの時代には偉大な平和構築者となり、人類の偉大な恩人となるのだ。 

18 何百万人もの犠牲者の血は、私の神の正義を求めて大地から叫ぶ。しかし、人間の法学を越えて、すべての魂、す
べての心に届くのは私であろう。人の法学は赦さない、贖わない、愛さない。私のものは、愛し、許し、贖い、蘇らせ、高
め、啓発する。そして、人類に大きな苦痛を与えた者こそ、私が贖い、救うために、彼らに偉大な償いをさせる。それは、
彼らが清められ、良心の声に完全に目覚め、その業の最も深い底まで見ることができる坩堝となるであろう。彼らが犠牲者
にしたのと同じ道を、彼らの民族に歩ませる。しかし、最終的に彼らは魂の清らかさに達し、地上に戻り、破壊されたすべ
てを再建し、滅ぼされたすべてを回復することができるようになるのです。 

19 あなたは、わが子たちのこれらの罪に対して、私の正義が弱いと思っているのか。私は寛容で弱いジャッジなので
しょうか？あなたがたに言うが、あなたがたの知っている最初の殺人者、カインから、今、あなたがたに話しているのと同
じ正義を明らかにしたのである。 

カインとアベルが私に焼き物を捧げている間、私はそれぞれの供え物を思い巡らした。アベルのものは無邪気で誠実、
カインのものは虚栄心。アベルのを受け入れて、カインのを拒否した。しかし、それを理解した彼は、憎しみと怒りで弟を
殺してしまった。 

私はその命、その血について説明するよう求め、それについて私の不快感を示しました。そして、彼は私に言った。「
私の罪はあまりにも大きく、赦されることはない。弟を殺したから怒っているんだろ？あなたは私をこの土地から追い出し
、私が兄を殺したように、私もこのように殺されるのだと感じています。" 

しかし、私は彼に言った、「本当にあなたに言う、カインを殺した者は七倍の罰を受けるだろう」。そして、私がまだ
彼を愛していること、私が彼にわが許しを与えた証拠であること、しかし、その罪を償い、汚れを洗い流し、その崇高で神
聖な許しに値する自分を証明することが必要であることを理解したのである。 

20 カインに語りかけた声は何だったのか？それは、彼自身の良心、すなわち、わが被造物である人間一人一人の中に
私が置いた内なる裁判官のことである。同じ声がすべての人に語りかけられ、それは買収できない裁判官であるため、どう
しようもないものです。カインに語りかけたのと同じように、明晰に語りかけるだろう。しかし、カインは自分の罪の重さ
を知らずに弟の血を流してしまったことを理解しなければならない。彼は死が何であるかを知らなかったが、当時の人々 は
死が何であるかをよく知っている。 

21 それゆえ、この時代、私は人の正義が仲間の犯罪に反映されるのを待つことはないだろう。私はわが子たち一人一
人がわが宮廷に到着するのを待つ。そこでわが宮廷は、悔い改めが良心にもたらす苦しみによって償うように、彼らにふさ
わしい判決を下すだろう。そこで初めて、彼らは主の大きな愛を理解するのです。 
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22 この第3の時代、私は魂の輪廻転生を確認するために、あなた方にお届けしました。人類は常にこのことを直感的
に知っており、魂はこの秘密を肉に明らかにしてきたが、常に信仰心のない弱い肉はそれを疑ってきた。 

この啓示を人に伝えるために、あの世からやってきた者たちは、一部の者にしか信仰を見いだせず、彼らはその信仰に
反対し、無知で不信心な者たちから拒絶されてきた。しかし、今日、かつてないほど、これらの現れの予感、確信が人類の
中に生きている。たとえ、すべての人が世界を恐れてそれを告白する勇気がないとしても。 

しかし、私はこの時代に来て、このことを確認し、あなたに伝えるために来ました。魂の輪廻転生において、私の完全
な愛の法則が明らかにされるのです。しかし、本当にあなたがたに言います。この世で一度だけ人間になった者は何と少な
いことか。私は、この世で様々 な肉体を通して、魂が行った悪事を償う機会をどれだけ与えたことだろう。しかし、あなた
の体は、これらの教えの核心を発見することを妨げる厚いベールとなっています。 

23 なぜなら、私は、あなたが魂の真の成熟に達する前に、肉において、私の高邁な計画の親密さである聖域に入り込
むことを望まないからである。私は、精神生活の教えを、好奇心や困惑や時間の浪費につながるだけの新しい科学に変えな
いでほしいのです。あなたにとって無駄な精神的な道を一歩たりとも歩んでほしくないのです。私は、あなたが聞くだけで
、あなたの精神的な開発に役立つものだけが明らかにされるように、それらすべてがあなたのために役立つものであってほ
しいのです。しかし、人間の満足のためだけに役立つものはすべて、あなたは経験しないでしょう。それは神聖なものであ
り、あなたの精神的遺産の親密な部分を表しているので、常にベールに包まれているのです。 

24 この人類が霊性化、つまり私の法則の実現に向けてしっかりと歩みを進めれば、その人間生活の中ですでに聖霊の
偉大な教えを発見し、過去、現在、未来-私の意志による限りにおいてのみ限定される-

についての明確なビジョンを持つことになるでしょう。 

ですから弟子たちよ、私の教えが示す真の精神化の道に入り、大衆に危険を告げ、失敗から救う良き預言者となるよう
にしなさい。 

私は、適切なタイミングで、その不信心者たちの過去の人生の一部を示すことで、あなたの使命を支援します。しかし
、これはあなたがたが彼らを非難するためではなく、わが啓示を彼らに指導するために行われるのである。 

25 こうして彼らは人々 の発達に目覚め、私の永遠の教えを知るには人間の一生だけでは不十分であることを理解する
ようになるのです。 

26 この戦いに全力で取り組めば、多くのことを成し遂げられるはずです。しかし、あなた方の中で、この世に帰るか
、二度と帰らないかの確信がある人はいますか。私が人生でやったことはすべて、父が私の運命のために意図したことだ」
と言える人がいるだろうか。今、私は他の世界に移動して、無限の進化のはしごで神に近づき続けることができます。" 

この教訓を理解するには、あなたの持っている知識はあまりにも小さいと、私は真に告げます。しかし、その任務を果
たした者はみな、霊的な道において私に一歩近づいたことになり、レッスンからレッスンへ、生命界から生命界へ、永遠に
向かって行くことになるのです。もしそうでなければ、より高い次元に住むことができ、良心がそれを許すと思うか、それ
は私自身の正義である。 

27 献身的に働き、私の神聖な意志があなたの中で成就されるようにしなさい。あなた方の多くは、私の予言の成就、
この人類の変容、私の律法におけるすべての者の救済を、地上の肉体にまだ見ることができる。しかし、その前に、まだ人
が知らない、歴史が記録していないような大きな戦い、大きな戦争に立ち会わなければならないのです。 

しかし、これから起こること、近づいている出来事について、すでに知識を持っているあなた方が自らを清めなければ
ならないとしたら、聖霊の教えを前にして目覚めず、私の律法を冒涜し、自分の任務を忘れ、伝統に生き、無知の鎖を自ら
に課している者たちはどうなるのでしょう。 

28 この騒動、苦しみ、悔い改めは、自分たちの審判の前に並ぶ大きな魂の軍団にとって、るつぼのようなものでしょ
う。しかし、まことにあなたに告げよう、私も彼らを助けよう。彼らが深い眠りから目覚めるとき、私の輝く表情が彼らに
私の許しを示すのを見、彼らはただ、以前彼らが冒涜し軽蔑した道に彼らを送り、その罪を償い、私の愛に値する自分を証
明するよう私が望むのを待つだけであろう。そして、私は愛すべき父として、彼らにこれを与えよう。 

29 だから、わたしはわたしの教えの中で、今日、人の血とすべての罪に染まっているのを見る者をさばいてはならな
いと言うのです。あなた方の永遠の存在には、人の血を流すことよりも大きな罪があるのだから。しかし、当面はすべてを
知ることを要求してはいけない。私はすでに、私の高貴な助言において、私だけが正当に判断できることを指摘した。 

30 今、あなたはただ愛し、許すべきです。もし私があなたの周りで起こっている出来事を研究し、評価することを許
すなら、それはあなたが仲間の痛みに対して無関心で盲目で思いやりのない人にならないようにするためなのです。そうす
れば、時が来れば、すべての同胞に指示と理解と愛と許しと慰めを与えることができるようになる。そのために、私はあな
たを灯台とし、輝く星とし、忠実な友とする。そうすれば、家庭で、施設で、また国々 の間で、あなた方はそれに従って行
動することができるだろう。 

31 もう、自分たちを他人だと思わないでほしい。皆さんの中で普遍的な兄弟愛を開花させ、実を結び始めたい。 
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32 人間の掟を守るのは良いことですが、私の教義とあなたの精神性をその上に置いてください。私の法律に従いなさ
い。そうすれば、本当に私はあなた方に言う。人間の法律のためにあなた方に起こる最も深刻な争いから、あなた方を救い
出すであろう。しかし、不正と戦い、腐敗と戦いなさい。殺人的な武器でもなく、憎しみでもなく、私の愛の種で。 

私はすでにあなたに、人々 がすでに出発し、物質主義から解放され、運命のストロークにおいて強くなっている人類の
中の民族があることを告げました - 

私と一体化することを目的として。その魂とは誰なのか？当面は、それらを知っていただく必要はありません。 

33 魂を高め、互いに愛し合い、この普遍的な兄弟愛の理想を抱いて、あの世で団結するのだ。私はあなた方を霊山に
呼び寄せ、そこである者とある者、すなわち平和と救済を願うすべての者と共にいて、私の啓示に力と信仰を与え、このよ
うに恵まれた旅を続けることができるようにするのだ。 

ある者は野の花のように、ある者は砂漠の茨のように、魂は現れ続けるのです。しかし、ある者は他の者と同じように
一つの理想で結ばれ、その先にはあなた方の愛の花が一体となって愛の供物として私のもとに届くことでしょう。 

34 このように、弟子たちよ、これらの顕現の最後の年に、私はあなた方に指示します。この時期が終わると、あなた
方の霊性は非常に大きな試練にさらされることになると、私は本当に言っています。あなた方のうち何人が、狂信と偶像崇
拝の犠牲者になるのでしょうか？あなた方のうち、何人が秘密主義への道を歩むだけであろうか。また、何人が、人間の中
で自分を際立たせるために、わが作品に属さないものを加えようとするのだろうか。 

民よ、見よ、祈れ。しかし、あなたの宗教の実践がより純粋で単純であればあるほど、そしてそれがわが法則に触発さ
れていればいるほど、あなたの魂が到達する完成度はより高くなることを忘れてはならない。儀式や儀礼が少なく、霊性が
高く、隣人に対する慈悲と愛があれば、私を愛するようになるでしょう。 

35 地上のすべての民に偶像崇拝と狂信の時代がやってくるのです。儀式や儀礼は最大の激しさに達し、極限まで行わ
れるでしょう。様々 な宗教や宗派の聖職者や神父は、信奉者を高揚させるところまで連れていくでしょう。私はこれを許し
ます。これは人類の間の嵐のようなもので、この混沌の中で魂は漂流者のように感じられるでしょう。安全な港にいる、救
命ボートに乗っていると感じる人はいないでしょう。 

36 やがて、すべての魂に混乱が訪れ、いかなる場所にも安らぎを見いだすことができない時代が来る。その時、人は
最も輝かしい首長、より優れた知性によって傑出した大臣、人類が神聖視する人物を求めるようになるのです。しかし、彼
らもまた、羅針盤もなく、平和もなく、光もない漂流者であることを理解したとき、彼らの驚きは非常に大きいでしょう。 

そして、闇がやってくる。その光は聖霊の光であり、全宇宙を照らし、子供たちの帰りを待ち、荒れた海を照らす灯台
となるのである。 

37 この試練の時を経て、人類に精神の自由が訪れるのです。人の足は昔の偶像を踏みつけ、失望して、虚栄と華美と
虚飾に満ちた彼らの集いの場を破壊する。学問のある作家は、自分の作品を火に投じることになる。 

38 その時には、最も無学な者、最も劣った者でも、熱心に耳を傾けてくれることでしょう。今、この素朴で惨めな人
の々間で私の教えを聞いて、自分には雄弁さや霊性がないと思って取るに足らない気持ちになる人が、その後、大勢の人に
囲まれ、その中には、声帯を通じて私の話を聞いたときに気が狂ったと思っていた人もいることでしょう。今日、わがメッ
セージを疑う者のうち、後に、わが言葉がことごとく成就するのを見るとき、ペテロのように泣く者がどれほどいるだろう
か。 

39 この教えは誰も迷わせることなく、ただあなた方の解放、霊化による救済を求めるものだからです。しかし、スピ
リチュアライゼーションとは何でしょうか。それは、太古の昔から私が示してきた道であり、清められた魂はすべて神の懐
にたどり着くのだ。その上には、すべての美徳の起源である神の法則がある。そこには、神のすべての知恵が記された「い
のちの書」という開かれた本があります。この道で、私はもう一度、あなたを招待しました。 

40 私は道であり、真理であり、命である」と。これ以上、私から離れないでください。 

41 覚えておいてください。私の体が十字架から降ろされ、埋められたとき、狼狽し、何が起こったのか理解できなか
った弟子たちは、師の死によってすべてが終わったと信じた。彼らの目が再び私を見、彼らの耳が再び私を聞くことが必要
だった。そうすれば、彼らの信仰は燃え上がり、私の言葉に対する知識は強まる。 

42 その弟子たちの中に、私を疑うことなく、試練に直面しても揺らぐことなく、一瞬たりとも私を見捨てない者がい
たことを、私は今、伝えることができる。それは、忠実で、勇気があり、燃えるような、そして最も愛に満ちた弟子、ヨハ
ネのことであった。この愛のために、私は、彼らが十字架の下に立ったとき、マリアを彼に託しました。彼がその傷のない
心に愛を見出し続けられるように、そして、彼女のそばで彼が待ち受ける戦いのためにさらに強められるように。兄弟であ
る他の弟子たちが、次々 と死刑執行人に倒され、自分たちの宣べ伝えた真理と師の名を血と命で封印されたのに、ヨハネは
死を克服して殉教を免れたのです。荒れ地に追放された彼の迫害者たちは、彼らが追いやったその島で、天からその人に、
あなた方が徐々 に生きている時代の偉大な啓示、すなわち、実現し成就するすべてのことを人に語る預言が降りてくるとは
思ってもみなかった。 
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43 兄弟たちに多くの愛を与え、師の名において彼らのために生涯を捧げた後、ヨハネは彼らから離れ、一人で生きな
ければならなかった。しかし彼はいつも人類のために祈り、イエスがその血を流した人々 のことをいつも考えていたのであ
る。 

44 祈り、沈黙、内省、彼の存在の誠実さ、彼の思考の善良さが、その人、その魂が、他の魂が数千年を必要とするこ
とを短時間で発展させるという奇跡を成し遂げた。 

45 そうだ、弟子たちよ、ヨハネは来るべき時代に人間の魂が到達することの模範なのだ。ヨハネの携挙は、彼が語り
、見、聞いたことによって、あなたがたがその時に経験することを啓示したものです。寓話に代表される霊的なヴィジョン
は、シーシップの賜物、すなわち霊視によって見たものである。 

46 彼の脳に届き、彼の心に触れた神の声と霊界の声は、声の担い手と贈り主を通して、あなた方がこの時代に持って
いる顕現の前兆だったのです。そして最後に、ヨハネは天使の指示のもとに見聞きしたことをすべて書き記し、人間が生活
の中で不純物や物質主義から解放されたときに訪れるであろう、霊から霊への対話を人類に明らかにしたのである。 

47 いつになったら、私の愛弟子が書き残したことに、人々 は目を向けるのだろう。その啓示の書き方は不思議であり
、その意味は神秘的であり、その言葉は計り知れないほど深遠である。誰が彼らを理解できるだろうか？ヨハネの黙示録に
興味を持ち始めた人たちは、それを掘り下げて解釈し、観察し、研究する。ある者は少しずつ真理に近づき、ある者は黙示
録の意味を発見したと思い、全世界にそれを宣言し、またある者は混乱し、あるいは疲れ果てて、ついにはそのメッセージ
に神聖な意味があることを否定する。 

48 第三の時代」の弟子たちよ、今、私が言うのは、もし君たちが本当にこの聖域に入り、これらの啓示の本当の意味
を学びたいと願うなら、君たちは霊から霊への祈り、つまりヨハネが追放されたときに実践した祈りそのものを知らなけれ
ばならない、ということだ。神の啓示は、地上の形象やイメージによって表現されてはいるが、その内容はすべて人間の魂
、その成長、闘争、誘惑と転落、冒涜と不従順についてであることを、まず理解しなければならない。それは、私の正義、
私の知恵、私の王国、私の愛の実演、人と私のコミュニケーション、人の目覚め、人の再生、そして最終的には人の霊性化
に関するものです。 

49 私はそこで、魂の成長をよりよく理解するために、人類の精神的な人生の旅を期間ごとに分けて明らかにしました
。 

50 ですから、弟子たちよ、『黙示録』はあなた方の霊的生活に関係しているのですから、霊的な観点から研究し、考
察することが適切なのです。 

51 確かに、地上の多くの出来事は、その啓示の成就と関係があり、将来もこれが続くでしょう。しかし、そこに含ま
れる出来事や兆候は、あなたがわが真理を理解し、わが純真な魂の道を歩んでわがもとに昇るというあなたの運命を果たす
ための図、イメージ、実例でもあることを知ってほしい。わが弟子ヨハネは、主との霊対霊の対話において何千年にもわた
って人類に先んじてあなたに輝ける例を残した。 

私の平和があなたとともにありますように 
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