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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、神が創造した存在
とのすべての神自身の経験のエッセンスであり、神のもとに戻り、父の懐に再び入ることを目的として、自らを清め、
完成するために、彼らがそれを研究するための指導のためのものなのです。  

 

アンナ・マリア・ホスタ 

ちきゅうこく 

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

電子メール：a.m.hosta@web.de  
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序文 
"これは私が人類に話さなければならない予言の時である。" 

"私が与えたこの言葉で、私の予言を実現するために、何巻もの本を編纂して欲しい。"(6, 52) 

発表された時間は、最初の時間（モーセと預言者たち）と2番目の時間（イエスと使徒たち）の後継のエポックとして
、3番目の時間とも呼ばれる現在の時間を指している。 

第三の時」は、1866年にメキシコでエリヤの霊とその弟子ロケ・ロハスによって準備され、1884年から1950年末ま
での66年間、神霊が人類に伝達できるようになりました。日曜になると、庶民の人たちが簡単な集会所に集まって、2時間
くらい神妙に話を聞いていた。神は、高揚した心境で神の言葉の光線を聞かせる数多くの声の担い手（今日の預言者）を、
口寄せ（ポルタ・ヴォーズ）として用いられたのである。 

これらの神の啓示、メッセージ、あるいは教えは、1950年以前の最後の10年間に共同執筆され、記録されたものであ
る。1950年以降、この膨大なプロトコルの中から366の教えが選ばれ、12巻の大著『Libro de la Vida 

Verdadera（真の生命の書）』として出版された。 

1975年以降、1943年から1950年まで日曜集会に参加していたヴァルター・マイヤーとトラウゴット・ゲルテンボー
トが第1巻から第5巻までをドイツ語に翻訳し、ライヒル・フェルラークから出版した。2001年のWalter 

Maierの死後、VI巻はTraugott Göltenbothによって完成され、2004年に出版されました。 

      

その後、VII巻からXI巻もトラウゴット・ゲルテンボートによって翻訳され、2014年から2015年にかけてBuchdienst 

zum Lebenから出版されました。XII巻は2016年に発売予定です。 

このように、科学技術が最も進歩した時代にも、戦乱やイデオロギーの逸脱が最も多かった時代にも、神の霊は人類を
放っておかなかったのである。 

神は、その無限の愛と知恵において、メキシコの黙示録を通して、イデオロギーの異常から抜け出す道を示し、飢えた
魂に慰めと癒しのバームを与え、神の意志に従って人生を方向付けるための非常に実践的な指示を与えている。 

次の言葉がかなり早く実現しますように。 

最高の神に栄光を、そして地上に平和を 

と喜ばれています。 
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はじめに 
以下は、この巻を最初に理解するための抜粋である。括弧内の数字は、指示・節番号のことです。 

善とは真理であり、愛である 

私の言葉は新しい宗教ではなく、またそうすることもできないことを認識すること。この作品は、すべてのイデオロギ
ー、信条、宗教が霊的に統合され、約束の地の門に入るための光明となる道である。(310, 39) 

あなた方は私を知りなさい。そうすれば、あなた方の神の概念は真理に基づいており、善が現れるところには私がいる
ことを知ることができる。 

善は何にも混ざらない。善とは真理であり、愛であり、慈悲であり、理解である。 

善は、はっきりと認識でき、紛れもないものです。間違えないように認識すること。一人ひとりは違う道を歩むかもし
れないが、もし全員が善である一点で出会えば、やがて認識し、団結することができるだろう。この時代の人々 のように、
悪を善に見せかけ、悪を善に見せかけて、執拗に自分を欺くのであれば、そうはいかない。(329, 4547) 

心のふるさとに帰る道 

あらゆる世界、あらゆる存在平面が創造されたのは、魂がその上で成長し、創造主に向かって一歩を踏み出し、その結
果、完全性の道をさらに進み、旅の目的である精神的完全性の頂点に到達する機会を得るためであり、それはまさに、汚れ
なく、純粋で整った神の王国に住むことである。 

神の懐に」宿ることは、結局のところ、誰にとって不可能に思えるのだろうか。ああ、惨めな知性者たちよ、本当に考
えることを知らないのか。あなたは、あなたが私の子宮から生まれたこと、つまり、以前から子宮の中に存在していたこと
を、もう忘れてしまったのでしょうか。生命の源から生まれたものは、すべてその時々 に還ってくるのだから、何も不思議
なことはない。すべての魂は、私から生命を得たとき、処女のように純粋であった。しかし、すべてはわたしの知恵と愛と
正義によって予見されていたので、わたしは直ちに、わが子の通るべき道において、彼らの救済と再生のために必要なすべ
ての手段を提供することにした。 

その魂の処女性が多くの存在によって侵害されたとしても、すべての罪を清めることで、本来の純粋さを取り戻す日が
来るのです。その浄化は、私の目には非常に有益なものと映ります。なぜなら、魂は、その信仰、愛、誠実さ、忍耐に関す
る大きな試練の連続によって、浄化に到達したことになるからです。(313, 21-23) 

私は、闘争の終わりに、私の子供たち全員が「霊的な家」で永遠に結ばれるとき、あなた方一人ひとりが建築や修復と
いう形で神の仕事に参加したという事実を認め、創造主としての私の無限の幸福を分かち合うことを望んでいるのです。 

霊的な存在としてのみ、あなた方は、私が初めから創ったものは何一つ失われていないこと、私の中のすべてが復活し
、すべてが生き返り、新たにされることを発見することができる。 

ですから、多くの存在が長い間迷い続け、多くの人が命の業の代わりに破壊的な業を行ったとき、彼らは迷いの時が一
時的であったことを知り、その業がいかに悪いものであっても永遠の命の中で償いを見つけ、私の絶え間ない創造の業の共
同作業者に変えられるのです。 

人類が地上で経験したような罪と暗黒の数世紀は、永遠と比べたとき、進化と終わりのない平和の時代と比べたとき、
どうでしょうか。あなたがたは、自由意志によって私から離れ、良心に促されて私のもとに帰ってくるのです。(317, 17-

20) 

光の精霊が私たちに寄り添ってくれる 

あなたは一人で歩かない。私の励ましと私の光が、あなたたち一人一人と共にあるからだ。しかし、これがあなたにと
って小さいと思われる場合に備えて、私はすべての人間の生き物の側に光の霊的存在を置き、あなたの歩みを見守り、何ら
かの危険を感じさせ、あなたの孤独の中で仲間として、人生の旅路の杖として奉仕するようにした。守護天使やプロテクタ
ーと呼ばれる存在です。 

決して彼らに恩義を感じず、彼らの促しに耳を貸さず、あなたの力だけでは人生のあらゆる試練を乗り越えることはで
きないからです。あなたより進んだ人たちが必要で、私が明らかにしたあなたの未来について何か知っている人たちです。 

あなたが霊化に至らない限り、それらの存在の闘いは非常に困難です。なぜなら、彼らの困難な使命を支えるために、
あなたの側からはほとんど貢献しないからです。 

あなたの霊性によって、あなたの福祉と進歩のために目に見えない形で働いている兄弟姉妹の存在を感じ、認識できる
ようになれば、あなたの罪のために彼らに多くの苦しみを強いたことを後悔することになるでしょう。しかし、この洞察が
あなたの中に生じたとき、それはあなたの心の中ですでに光となったからにほかなりません。そうすれば、彼らに対する思
いやり、感謝、理解が目覚めるでしょう。 
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自分の努力があなたに支えられていること、そしてその感動があなたの高揚と調和していることを知ったとき、あなた
の保護者はどんなに大きな幸せを感じることでしょう。 

あなたの知らない「スピリチュアル・ベール」には、たくさんの兄弟姉妹や友人がいるのです。 

明日、霊的生活の知識が世界中に広まったとき、人類はあなたのそばにいるそれらの存在の重要性に気づき、人々 は私
の摂理を祝福するようになることでしょう。(334, 70-76) 

光と闇の戦い 

あなたの人間生活の向こう側に、あなたの兄弟姉妹である精霊の世界があり、彼らはあなたを征服するために自分たち
の間で戦っているのです。 

この苦労は、ある人とある人の開発の差によるものです。愛と調和と平和と完全の理想に貫かれた光の存在が、人類の
道を光で飾り、常に善で鼓舞し、人類のためになることをすべて明らかにするのに対し、いまだに地球の物質主義にしがみ
つく存在は、種をまくのである。利己主義と世間への愛から自分を切り離すことができず、あるいは人間の中毒と傾向をい
つまでも養い、人間を利用し、自分の計画の道具にするために、知性を暗くし、心を曇らせ、意志を奴隷にして、人間の道
を混乱で蒔く人たち、あるいは人間を自分の体のように利用しようとする人たちです。 

光の霊界は、人間の魂を獲得し、永遠への道を開くことを目的としています。これらの祝福された軍団が絶え間なく働
き、愛を深め、痛みの枕元の看護婦となり、大きな責任を負う人間のそばの相談役となり、青少年の助言者となり、子供た
ちを守り、忘れて一人で生きている人々 の仲間となる一方で、精神の知恵の光も愛の高揚感もない人間の軍団も同様に人間
の間で絶え間なく働いているのである。世界を支配し、その支配者であり続け、地上に永続し、人々 を支配して奴隷にし、
自分の意志の道具にすることだ」 

「つまり、自分たちのものだと思っていたもの、つまり世界を誰にも奪わせないことだ。 

肉眼では見えないけれども、その反射が日々 あなたの世界に伝わっている。 

人間が自らを守り、悪い影響から解放されるためには、自分を取り巻く真理についての知識が必要であり、霊とともに
祈ることを学ばなければなりません。また、悪に対する善、闇に対する光、物質主義に対する霊化という大きな戦いに武器
として使えるように、自分の存在にどんな能力が付与されているかを知らなければなりません。 

世界がいつの日か霊化の道を歩み出すために、働き、戦い、すべてを準備するのは、まさに光の霊界なのです。 

このようなことを考えれば、人間の救済のために努力しているあなたの霊的な兄弟姉妹の闘争の激しさを想像すること
ができるでしょう--

この闘争は彼らにとって杯となり、あなたは常に彼らに恩知らずの胆汁を飲ませることになります。なぜなら、あなたは彼
らから与えられるすべての恩恵を受けるだけで、彼らの側にいて彼らの闘いを支援することができないからです。 

彼らの仲間になる方法を知っている人はごくわずかで、彼らのインスピレーションを受け止め、彼らのアドバイスに従
う人はごくわずかです。しかし、彼らはどれほど強く人生を歩み、どれほど守られていると感じ、どれほど喜びと感動を彼
らの精神に与えているのだろう。 

大多数の人は、どちらかを選ぶことなく、完全に物質主義に身を委ねることなく、また、そこから解放され、自分の人
生を精神化する、つまり、善意、知識、精神力によって高める努力をすることなく、二つの影響力の間で引き裂かれている
のです。これらは、まだ完全に自分自身との戦いです。 

良心の声をなおも気にせず、自分の魂に関係する限りすべてを無視して物質主義に完全に屈服した者は、もはや戦うこ
ともなく、戦いに打ち勝ったのである。彼らは勝ったと思っている。自分たちは自由だと思っていて、自分たちが囚人であ
ること、そして彼らを解放するためには光の軍団が暗闇に降りてくることが必要であることに気づいていないのだ。 

この光のメッセージは、人々 が目覚めるように、地球のすべての人々 に送ります。そうすれば、倒すまで戦わなければ
ならない敵が誰なのか、そして、自分たちが知らないうちに持っている武器は何なのかを意識するようになるでしょう。(3

21, 5363) 

私たちの未来に対する神様のビジョン 

世の中の精神化を期待します。私と一緒に、すべての教会や宗派が自分自身を区別するための名前は、その儀式や礼拝
の外側の形式の多かれ少なかれ偉大な何の意味もありません。これは人間の感覚にしか届かないが、私の精神には届かない
。 

     

なぜなら、それは人生の高揚、完全性の理想、善の愛、真理への回帰、愛の活動の実践、自分自身との調和、それは他者と
の調和であり、したがって神との調和を意味するからである。(326, 21-22) 
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霊性も愛もない現代の人々 から、私はわが御言葉でしばしば預言された世代を生み出す。しかし、その前に私は、今日、互
いに誤解し、戦争し、破壊し合っているこの民族に働きかけるだろう。 

そして、私の裁きがすべての上に下され、雑草が根こそぎ取り除かれたとき、新しい人類が生まれ始めるだろう。それ
は、もはや不和や憎しみや嫉妬の種をその「血」の中に持っていない。 

私は彼らを受け入れて、「求めよ、求めよ、そうすれば与えられる」と、第二の時代にあなたがたに言ったように、彼
らに言うだろう。でも、今日は「聞き方を知っている」と付け加えました。(333, 54) 

精神性から道徳が生まれる人類の進歩を想像してください。限界や国境がなく、地球が子供たちに与えるすべての生活
手段を友愛的に分かち合う人類を想像してください。もし、人類の科学が互いに愛し合うことを理想とするならば、また、
人間が祈りによって求める知識を得るならば、どのようなものになるか、想像してみてください。儀式や外面的な礼拝に頼
ることなく、愛と信仰と従順と謙遜の礼拝を、人々 の生活を通して受け取ることが、私にとってどれほど喜ばしいことか、
考えてみてください。 

その中で平和を呼吸し、自由を享受し、真理を含むものだけを糧とするからである。(315, 57-58) 

私の声が人間の中にスピリチュアルに響くとき、人々 は、自由な表現ができなかったとしても、自分の中にずっとあっ
た何かが振動しているのを感じるだろう。それは、主の声に励まされ、私の呼びかけに応えて立ち上がる精神である。 

そのとき、地上では新しい時代が始まるのです。あなた方はもはや人生を下から眺めるのではなく、霊的に高められた
高みから眺め、認識し、楽しむようになるのです。(321, 38-39)  
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インストラクション 310 
私の平和があなたとともにありますように 

1 迷い、惑う人類よ、私のもとに来なさい。まず、私の王国を求めよ。そして、その王国に入ったら、私の知恵の無
尽蔵の泉を飲め。しかし、私の王国はこの世のものではなく、私の愛の法則に従うことによってのみ、そこに入ることがで
きることを忘れないでください。 

2 弟子たち：今年1950年は、すべての人々 にとって決定的な出来事が起こるでしょう。だから、私の教えを聞いた
あなた方の責任は重いのです。 

3 人類は病んでおり、盲目であり、破滅への道を歩んでいるのです。父なる神さまは、あなたの仲介によって彼らを
救ってくださるのです。あなたがたに言うが、誰も迷うことはない。 

4 私はすべての子どもを等しく愛しているのに、なぜ世界に不幸があるのでしょう？というのが、人々 の疑問です。
しかし、何が起きているのか、その理由はわかっているはずです。 

5 あなたの魂がこの世に生きているのは、これが初めてではありません。昔、過ちを償い、私の掟にふさわしい存在
になるようにと、地上のさまざまな体に生まれ変わることを許したのです。私は、魂が創造された当初から地上に配置し、
自らの功績によって私の王国に入る能力を獲得させたのです。 

6 人間の魂は、創造物の中で特権的な被造物であった。私の愛の証として、意思の自由を与えたのです。 

7 他のすべての存在は、私の意志に従います。しかし、人が意志の自由の行使によって、私の愛の道から逸れただけ
なら、その意志の自由が作り出したこの道で救いを得なければならないのである。すべての魂に収穫の時が来たから、人々
の間に混乱が見られるのだ。しかし、本当に言っておくが、この混乱の中で、各自が自分の種を刈り取ることになるのだ。 

しかし、私の掟を破り続けた私の子供たちはどうなるのでしょう。本当に、眠っている者、勉強しようとしない者、私
の指示に耳を傾けようとしない者はすべて、旋風のような試練に捕らえられ、倒されるであろう。しかし、私の指示に従っ
たすべての人々 にとって、それは義務を果たすための励みとなり、神が与える美しい報酬のようなものである。 

8 父なる神は無尽蔵の活動であり、すべての子らのために永遠に働いてくださる。この例にならい、あなたも自分の
仕事をたゆまず果たすことで、主と一体になることができるのである。あなたの仕事は、あなたにとって真の祝福であり、
あなたの神にますます近づくためにあることを理解しなさい。これが、人生を完璧にする秘訣です。 

9 人間は進化し、その進化の中で人類のためになる多くの果実を手に入れました。しかし、今日では、傲慢のあまり
、自分が創造主よりも優れていると信じている。 

10 あなたは私に、私の子供たちが異常から抜け出す道を見つけるのを助けることができるかどうか尋ねます。そして
、「はい、みなさん。私が魂に与えた人間生活の輪廻転生の機会は、わが愛の証である。わが国は、わが子たちが自らの意
志の自由をフルに発揮して良心の指示に従うことによって行う愛と慈愛の善行によってのみ達成されるからである。 

11 たとえ取るに足らない弱者だと感じても、私が戒めとともに託した無限の力によって、同胞を助けなければならな
いのです。私が教えた純粋で大きな祈りこそが、全人類をわが愛のハードルの中でひとつにするものである。 

12 祈れ、弟子たちよ、今、知性によってあなた方の人生を変えている人たちに、あなた方の思いを平和のメッセージ
として送り、彼らが得る果実が人類の苦しみのためのバームとなるようにせよ。 

13 なぜ主はあなた方を「選ばれし民」と呼ぶのでしょうか。なぜなら、最初の時代にすでに私は、あなた方に仲間の
中で困難な使命を課していたからです。しかし、私はあなたに彼らよりも大きな賜物を与えず、あなたを他の民族の上に置
いたのでもなく、あなたを忠実な息子として、まだ間違いの中にいる地上のすべての民族に光と愛のわがメッセージを伝え
る使者としたのである。 

14 そのメッセージは、時が来れば、あなた方が人々 の心に伝えることになる。 

15 弟子たちよ、時間を有効に使い、物質主義に沈み、世の中の誤った声にしがみついている人々 に目を向けなさい。
苦しみは彼らの中にあり、そうしてこそ、彼らは良心に関して目覚めるのです。苦しみは──たとえ理解できなくても、そ
れを生き抜く限りは──魂の祝福となる。 

16 あらゆる苦悩、あらゆる誘惑、弱さを超えて、霊的に私のもとに立ち上がりなさい。そうすれば、わが律法の成就
のために私が差し出す道がいかに美しいか、理解できるだろう。堕落の極みに達した人類を見るとき、父なる神は告げる。
それでも魂は進化し、戦争の残酷さに目覚め、あらゆる手段で平和を求める今日、岐路に立たされているのだ。 

17 イスラエル、あなたの使命があります。あなた方ひとりひとりが、祈りと模範をもって人類を導いていかなければ
ならないのです。誰も隣人の不完全さを口にする権利はない。では、あなた方の中で誰が完璧なのでしょう？ 

誰も裁かず、人々 の良い手本となりなさい。そうすれば、あなたは永遠の平和と至福を映し出す存在として生きること
ができるでしょう。そうすれば、多くの苦しみに疲れた人々 があなたのところにやってきて、こう言うでしょう。「あなた
のパンをください、この無尽蔵の水をください」と。 
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18 各国は、まだ達成できていない平和を見つけるために苦闘しています。世界のある地域では戦争がなくなりました
が、ある地域では殺人的な闘争の中で混沌が人々 を取り囲み続けています。彼らは愛と慈悲を欠いているため、無駄にこの
世界に平和が支配することを望んでいるのです。 

人間の知性が生み出した新兵器に、人々 は恐怖に震える。人々 よ、彼らを助けてください。私があなたに託した愛のメ
ッセージで彼らに手を差し伸べてください。特定の人種、言語、イデオロギーに偏ることなく、アドバイスと愛を必要とす
る兄弟姉妹にしか見えない。 

19 祈りなさい。まことにあなたがたに告げますが、私の平和は、利己主義と人間の弱さを克服して、地上のすべての
民衆に届くでしょう。 

20 こうして、私の王国はあなた方のもとにやってくる。そして、今日、破壊と死を引き起こしている発明は、この世
界を真の楽園とするために必要な復興にのみ派遣されるのである。私は、人間が最終的に自分自身を完成させ、父が宇宙を
支配するように、この地球を支配することを望んでいます：愛をもって。 

21 私の律法に大きな信仰を持ち、大きな愛で私の教義を教える人は、父の道具となり、同時に神の一部となるので、
何も恐れることはないのです。 

22 弟子たち：光が闇を取り除くように、私の神聖なメッセージによって、あなた方は人類の無知を取り除くことがで
きるだろう。 

23 この第三の時代に啓示されたわが言葉は、人々 に正義の真の意味を発見させ、わが作品に触発された法律を制定さ
せるであろう。 

24 まだ人類に知られていないこの教えは、やがて地球全体に広がり、多くの人々 の心に根付いていくことでしょう。
スピリチュアライゼーションは、未来の人類において、その完全な発展を遂げるだろう。 

25 あなた方は、私の声の担い手を通して私のメッセージを聞くという恵みを受けてきましたが、あなた方はもうこの
地上に属さないので、私の教えが花開くのを目撃することはありません。私の言葉が実現するのを目撃するのは、他の世代
であろう。あなた方には、精神化の先駆者としての使命が与えられているのですから。 

26 しかし、だからこそ、あなたの使命は未来の世代よりも重要でなくなることはないのです」。彼らが良い道を歩む
かどうか、私の仕事の良い通訳になるかどうか、良い弟子になるかどうかは、あなたにかかっていることを忘れないでくだ
さい。 

27 自分の役割を果たすこと、それはすでにお話したようにとても大切なことなのです。しかし、それを誇りに思うこ
とはない。霊的な仕事の中でうぬぼれる者は、立派な弟子になる方法を理解していないからだ。 

28 良心の鏡で自分を見て、不公平な部分が映っていないかどうかを確認する。仲間の作品を非難する前に、この内な
る鏡で自分自身を見つめてみてください。そうすれば、あなたの行いの根底には、より多くの純粋さと真実があることでし
ょう。 

29 私がこのようなことを言うのは、あなた方の多くが、さまざまな宗教団体やその儀式や礼拝において、仲間たちが
犯す誤りを非難することに喜びを感じているのを見るからです。あなたがたは、教会も信条も判断しない方がよいでしょう
。なぜなら、あなたがたは、当分の間、その霊的範囲を認識しないからです。 

30 私はあなた方をガイドとして残すが、アジテーターとしては残さない。あなたの種は平和と調和の種であり、決し
て混乱や暴力の種ではないはずです。 

31 私の言葉は結合と平和をその目的としている。だから、あなたがそれに感化されるとき、あなたは同胞にどのよう
に手を差し伸べればよいかを知り、彼らの信仰を常に神聖なものとして尊重することができるのである。彼らの信仰は、私
が宿る内なる祭壇だからです。 

そうすれば、あなたは仲間の中に、彼らの闘争や努力や不幸のおかげで達成された発展を認めることができるようになるで
しょう。 

32 もし、あなたの同胞が宗教を実践している形と、あなたが持っている形とを比較したとき、相違を発見したら、外
見で判断することをやめず、真実が存在する問題の核心に入り込むことだ。あなた方は霊能者なのだから、外見的な形では
なく、常に精神を保つことを忘れてはならない。 

33 そうやって、少しずつ仲間を理解していけば、やがて、人はそれぞれ違う道を進んでいくが、すべての道は一点に
集約され、それが光と真実と生命に至る道であることがわかるだろう。 

34 なぜなら、最も重要なことは、私の教えを実行に移すことである。これは、あなたが私の言葉からどれだけ学んだ
かを示すためのテストです。 

35 私が比喩的な表現で、あなたの唇を閉じていると言ったのは、その瞬間、私はあなたの唇を祝福し、その唇を通し
てあなたの魂がインスピレーションを現し、私の神聖な言葉を繰り返すことができるようにするためであり、その唇は判断
、批判、嘘、冒涜のために閉じたままだということを理解させるためのものだったのです。私の教えを愛情をもって守り、
あなたの魂が何世紀も溜め込んだ小川のように、慰め、光、バーム、知恵、平和の言葉で溢れるようにしなさい。 
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36 それどころか、私の名前を頻繁に発音する必要はないだろう」。あなたがそれを宣告せず、私の教えをよりよく適
用すればするほど、あなたは私についてより大きな証言をしたことになる。 

37 徐々 に隣人を真の兄弟姉妹として心の中で感じ、人類を一つの家族として見なさい、しかしそれを宣言することに
注意しなさい。あなたの功績は決して公表しないでください。それは、私だけが判断することです。あなたの人生とあなた
の言葉を通して知らせるべきは、私の仕事だけです。このことは、あなたの仲間のすべてに知られることになるからです。 

38 霊能者の謙虚さは本物でなければならないし、見かけだけであってはならない、そうすれば彼の地上での痕跡は光
に満ちたものになる。 

39 私の言葉は新しい宗教ではなく、また新しい宗教にはなり得ないことを認識すること。この作品は、すべてのイデ
オロギー、信条、宗教が霊的に統合され、約束の地の門に入るための光り輝く道なのです。 

40 私はこの言葉で、あなたの苦しみを忘れさせる平和と愛情を与えます。私はあなたの信仰を強め、私に通じる道を
歩むための光を与えます。この光はあなたを鼓舞し、苦しむ人々 のために祈るように誘います。物理的に触れることも撫で
ることもできない、遠く離れた場所に住む見知らぬ兄弟姉妹との距離を縮めてくれるのです。 

私の教えでは、すべてを求め、隣人の心に何が起こっているかを感じ取ることを教えています。私はあなたに、私はす
べて存在していること、私にとって誰も不在であったり、遠い存在でないことを告げた。そして、私はあなたに、助けや慰
めや仲間を必要とする人に目を向けるようにシフトする能力を与えるのだ。 

41 自分の才能を認識し、それを仲間のために使う方法を知った日から、どれだけ良いことができるだろう。準備され
た魂は、距離を埋め、危険に立ち向かい、障害を乗り越えて、憧れの場所に行くことができます。 

42 昔の借金を返せずに心に重荷を背負っている人は、スピリチュアルな方法で仕事をすれば、失われた平和と喜びが
戻ってくるのを感じるはずです。 

43 私の言葉は、家長と預言者を通しての私の顕現と、第二の時代のイエスを通しての私の言葉を思い出させることに
よって、あなたに前の時代を経験させるのである。私はあなたに私の父の愛を感じさせ、あなたの魂は私の慈悲に見守られ
守られていることを知って回復するのです。 

44 私が師として弟子たちに与えたのと同じ知恵で、あなた方に語りかけるのです。しかし、今日、聖霊として、この
書物の別のページを見せますから、それを勉強して悟るように。 

45 3つの時代に与えられた3つの証書を1つにまとめ、その理由を尋ねる者に答えられるように準備することが、私の
意志である。 

46 先人たちの模範が、消えない文字で書かれているのです。信仰と愛と不動の種を民に残したアブラハム、イサク、
ヤコブは、その運命を全うし、私とともにある。犠牲を払えとは言わない。そういう時代はもう終わったのだから。今の生
活はとにかく悲しく、自分を精神的に追い込んでほしいだけです。しかし、もし私があなた方の子供たちに、私の教えを他
の国々 に運ぶ使命を与えるならば、抵抗してはならない。もし、私があなたを用いて、あなたの言葉と模範で群衆を導こう
とするならば、拒んではならない。そうすれば、あなた方はこの時代に足跡を残し、私は次の世代に私の言葉が生んだ実を
見せることができる。 

47 あなたにも戦いのときが来たのです。偉大な宗教団体の聖職者たちは、強い気持ちで団結し、私が選んだ者たちと
戦っている。 

時が来れば、彼らは、私があなた方に託したこの啓示、すなわち、単に私が用意したものを、自分たちの贈り物にした
いと思うだろう。もし私がこの恵みをあなたの中に置いたとすれば、それは私があなたを知っていて、あなたを清め、あな
たの知性の私を使うように育てたからである。しかし、私があなた方に与えたものは、すべてのわが子のものであり、それ
が争いの原因となることは望まない。 

それにもかかわらず、この闘争が1950年以降に始まるなら、--このような形でのわが宣教はもはやないであろう時期--

わが言葉の不在をどれほど感じることだろうか。それなら、偉大な信仰と強い意志を持ったわが使徒たちを手本にすること
だけを許そう。 

48 私の言葉はやがて他の国々 にも届き、憎しみと復讐への渇望に満ちた人々 を抑制することでしょう。見よ──いま
だ病人は宿営地から起き上がらず、新たな戦いの知らせもある。家も復興せず、国も復興せず、未だに血の渇きがある。彼
らには、私の平和と調和のメッセージが届くでしょう。 

49 あなたの大陸の向こうの国々 が荒廃し、すべての人の心に痛みが及んでいることをご存じでしょう。子供も若者も
大人も、苦しみの聖杯を空けたことのない人はいません。その中に、苦しみながらも、平和を守る国が戦争で荒廃しないよ
うにと願う強さを持った人たちを見出すことができます。そして、さまざまな宗派で、その大きな試練に耐えている人たち
を心から愛し、慈しみながら祈る敬虔な人たちを見かけることができます。私は彼らの作品を受け取り、彼らの習慣を尊重
し、彼らの功績を認めています。良い弟子として見守り、祈り、求めよ。そうすれば、私はあなたがたにわが恩寵を授ける
であろう。私はすべての生き物を守り、すべての国を祝福する。 
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50 皆さんは、自分が得た安らぎを得ることができますが、より良い時間を約束します。地上に起こるべき浄化の後、
私に遣わされた人々 が現れる。それは、従順な人間の家族を作るという大きな使命を持った高潔な魂である。私の教えが地
上に広がり、美しい実を結ぶまで、あなた方の四世代はまだ続くでしょう。 

51 すべてのわが子たちが、この時、わが霊の来訪を理解するわけではなく、また、わがもとに戻るために人類を準備
していることを知るわけでもない。 

そうすれば、天の国に入ることができるだろう」 

「私は、あなたたちが私から出てきたように、つまり純粋に戻ることを望んでいる。 

52 すべての魂は、迫害や誘惑の中で自分を守る力と、自分を導く光、すなわち良心を内に秘めています。もし私が人
間に意志の自由を与えたとすれば、それは人間が自分の意志を持ち、それによって自分が自分の人生、自分の行いを支配し
、私に似ていると感じるようにするためである。この子が私の与えた掟に従わなかったとしても、私はこの子を高い運命の
持ち主とし、快適な環境を与えることによって、私の愛を証明したのです。 

53 この時代の私の呼びかけは、すべての人に向けられているのに、私に従う人はほとんどいないのです。この世界に
住んでいるからと言って、私との距離を感じないでください。あなたの心があらゆる神聖な顕現を受け入れ、あなたが私を
愛し、私と密接に結ばれていることを。あなた方は、限定された形ではあるが、私の本性を持っているので、私を理解し、
偉大な業を行うことができるのだ。 

54 私が示した道は、魂を高みへと導くが、その途中には、しばしばアザミやイバラの木がある。 

55 もし、あなたが聖なる者、あるいは正しい者を導いてくれる者を求めたとしても、それは見つからない。もし、あ
なたが最高の完成度を目指して努力したいのなら、無限の中の私を見よ、私とつながれば、私はあなたに助言し、あなたを
奮い立たせるだろう。 

56 あなたは私から聞いたことを世間に話していない。しかし、この物質的で冷たい世界は、主のもとに戻り、新しい
人生を始めるために、私からのサイン、ヒント、言葉を待っているのです。 

科学者たちは、宇宙で起こるさまざまな現象を観察し、その理由を考えています。神学者たちはわが神秘を突き止めよ
うとし、わが存在に敏感な魂は皆、世界が新しい時代に入ったのかと不思議に思う。私は知識を欲する者たち、渇いた者た
ちに答えを持っており、彼らの渇きを癒す水を泉で飲ませよう。 

57 あなたは今、準備されています。あなたの贈り物は長続きします。もしあなたが持っている恵みを大切にしてきた
のなら、それを失わないように。メリットがあるなら増やせばいい。なぜなら、すべての仕事は書き留められたままであり
、あなたの本を消したり変えたりする手はないからです。 

58 イスラエルの魂を宿す者よ、わが言葉が注ぐ本質は、第一時代と第二時代に私が与えたものと同じであることを知
れ。今日、私は第3部の「生命の書」のページをお見せしますが、これまでのものと同様、そこには私の無限の知恵が記さ
れています。 

59 私は、人生が書かれた本であり、すべての知恵が存在する本である。さあ、わたしの戸をたたきなさい、そうすれ
ば遅滞なく開けてあげよう。しかし、私はあなたの心の中に光を求める真の欲求を見たいのです。 

もし、自分の理解力が限界に達して、その先に進めないと感じたとしても、心配は無用です。そうすれば、あなたの精
神は、さらなる地平が存在し、物質の限界を超え、見たいと望んだ光に到達することになるからです。 

60 人間は、知識を増やそうとするあまり、自分の知性にすべてを託してしまうが、人間の心には乗り越えられない壁
があり、失敗してきた。あるいは、自分の科学への好奇心や光明を見出す欲求を満たすことができないまま、謎に満ちた深
淵に突入してしまったのだ。 

61 今日まで、科学者は精神性を欠いていた。そのため、彼らの知識は常に限られていた。なぜなら、彼らは研究する
すべてのものの真の起源、原初的な原因、原理を求める方法を知らなかったからである。 

62 祈りによって霊的に準備され、謙虚さと尊敬の念を身にまとい、高貴で人間的な考えや意図に触発されて、科学者
が自然の秘密を突き止める方法を知る時が来るのです。 

63 人類は、人間の科学が作り出したこの世界、この偽りの、表面的な世界の終焉に向かって大きく前進している。そ
して、その傲慢と欲が作り上げた作品を自らの手で破壊するのは人間であろう。 

その後、静寂が訪れ、内省が行われ、それによって刷新され、高邁な決意や理想が生まれるのです。新しい時代が人の
前に現れ、その時代には、苦痛の中で浄化され、経験の中で浄化された人類が登場するのです。人は新しい世界を築くだろ
うが、それは霊魂に導かれ、霊に啓発され、私の法の道に引き入れられた世界となるのだ。 

64 私はこの世界に、唯物論的な科学は決してあなた方の存在の目的ではなく、またそうなることもない、あなた方は
それで地上の幸福を得ることさえできなかったのだと理解してほしいのです。 

65 この惑星を離れてより高い生命の世界に到達できるようになるには、科学的で物質的な世界を離れるのではだめで
、愛と徳によって精神化された世界でなければならないことを知らなければなりません。 
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66 物質化した魂が他の世界で盲目になっているのは、霊的なものを理解する能力を軽視したために、微妙なもの、純
粋なもの、高いもの、光り輝くものを知覚するのに十分な感受性を持つことができないでいるからだ。 

67 誰も、自分の存在の中に精神的な課題を持ち込んでいることをあえて否定する人はいない。父と子の間に存在する
盟約は、私とあなたの霊だけが知っています。しかし、私があなた方に引き渡したすべてのものについて、あなた方は私に
答えなければならないことを、そして、あなた方が霊的存在として永遠の王国に帰るとき、私があなた方に託したすべての
贈り物と任務について説明しなければならないことを、信じ、知ってください。 

68 あなた方はすでに霊的生活を理解し、受け入れ、把握することができる時期に達しているので、私は魂のための教
義であり、確かな道であり、光に満ちた私の言葉をあなた方に送りました。そうすれば、試練と闘争のこの世界からあなた
を連れ出す祝福の時が来たとき、あなたは光の収穫と平和の実りを与えるためにあなたを待っている「谷」にふさわしい入
口を開くことができるのです。 

69 あなた方は皆、自分の中に私の光を持っている、すべての魂がこの恵みを持っている。しかし、ある者にとっては
この光はますます強くなり、増大し、外へと浸透してその存在を知らしめるが、他の者にとっては秘密の、隠れた、無意識
の状態でしか残っていないのである。しかし、本当にあなたがたに言います。どんなに霊的に遅れている人でも、善悪の区
別はつきますから、皆さんは自分の行いについて私に責任があるのです。 

70 知識が増えれば増えるほど、良心の指令に敏感になっていくので、責任は重いと言わざるを得ません。 

71 あなたは、許容範囲内で、正しく、シンプルに理解することを容易にする指導を、地上でどれほど必要としている
か、自覚していますか？ 

72 人々 よ、ここに私の言葉がある。約束された言葉、第二の時代に私がすでに発表したメッセー 

ジだ。その本質は、真理の霊、人の心が突き通すことのできないあらゆる謎を啓発する ために到来する神の光だ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 311 
1 愛する弟子たちよ、あなたがたは私を迎えるために聖域を用意し、私はここに、霊とまことをもって存在している

。 

あなた方はそれぞれ自分の聖域を私に示すのです。しかし、マスターは、あなた方の団結、精神的な調和によって形成
されるものを好むのです。このために私は愛を教えました。この愛によって、あなた方は精神的に霊的結合の時代に到達す
ることができるのです。本当に、そうしてこそ、神の響きが聞こえる真の聖域を私に示すことができるのだ、と私は言う。 

2 今日、私の言葉を通して、私の法の霊感を通して、私はこの子の魂の中にこの神殿を建てているのだ。しかし、あ
なた方はまだ私の弟子であり、子供の弟子たちは絶えず私のプレゼンスに入ってきているのです。長年教えてきた人もいれ
ば、「第三の時代」になって初めて教え始めた人もいます。 

3 この顕現を通じた私の言葉は、まもなく終わる。しかし、わたしの言うとおりに人に教えを伝える者は、いったい
誰であろうか。大いなる生命の書』に記された教えを伝えるのは誰なのか......。私の弟子たちは、私の身代わりになるよう
にと、長い間準備してきた人たちです。しかし、彼らが私の言葉を繰り返すように努力するだけではありません。の文言を
繰り返すだけになってしまうからです。 

私は人間の言葉を遺しているわけではありません。しかし、私が遺すのは人間の言葉ではなく、私のメッセージの意味であ
る。 

4 あなた方は、私の声を伝える者たちを通して、私の言葉を聞いた。その中に、ある人は声の主である私の体に、あ
る人は私の体にと、不完全なものを発見しています。しかし、私はあなたがたに言います。「私はこの顕現においてあなた
がたを欺いていない。私は、わが啓示と聖霊の霊感を、人間の知性によってあなた方にもたらしたが、わが完全な指示とと
もに、人間の不完全さもあったのだ。マスターが教えてくれる。私の顕現のこの段階は過ぎ去り、その後、私の聖霊の光に
啓発されて、私の本質が表現されているところと人間の不十分なところを区別して、はっきりと理解するようになるのです
。 

地の労働者が麦を集めた後、籾殻を分ける方法を知っているように、あなた方は私の教えの麦を籾殻から分け、心の穀
倉にしまっておくのだ。しかし、声を出す者の不完全さである籾殻は忘却の彼方に追いやられ、私の教えの意味はあなたの
魂に永遠に残るでしょう。 

5 この時代、この形で自分を知ってもらうために、私は多くの人々 に呼びかけを行いました。その中から、年齢も階
級も人種も異なる男女を選びました。あなたが属する選ばれし者たちは、私が知っている魂たちです。わたしにとって見知
らぬ魂は一つもないのだから。あなた方は皆、私の子供です。 

6 私は、あなた方一人ひとりの成長の道を追い、あなた方の運命を示してきたのです。そして、これらの顕現に立ち
会うためにあなた方を呼んだとき、私は選ばれた者たちを選んだのである。私は彼らに才能と能力を与えた。彼らは光の精
霊たち、私の平和の使者たち、つまり、あなたたちを一歩ずつスピリチュアリズムの道に導き、あなたたちが自分の中に才
能と恵みを発見し、あの世と永遠のために魂を目覚めさせる手助けをしてきた御言葉に満ちた魂によってその任務をサポー
トされている。 

7 私の神聖な教えと、あなた方の人生を通して賢く配分した試練を通して、私はあなた方の魂をますます広げ、戦い
のために鍛え、これまで謎であったこと、不可解な秘密を明らかにしたのである。あなた方は私の仕事を喜び、私の教えを
通して、神学者たちが理解できなかった第一時代と第二時代の教えを解釈することを徐々 に学んでいるのです。 

8 人生を歩む上で出会う試練は、あなたの心を重くする。でもすぐに、私の神聖なスピリットがあなたの存在の中に
あることを思い出してください ── 星のように、灯台のように。 

9 私が恩寵を与えた多くの選ばれし者は、わが仕事における自分の任務に対して冷淡であった。 

世の中の理想、誘惑、準備不足が、彼らを私から引き離したのです。しかし、私の教えに忠実であり続けた人々 のうち、選
民でもなく、声なき声で印と賜物を受けたわけでもないのに、私の恩寵を身にまとう人々 を、私はどれほど多く見てきたこ
とでしょう。なぜなら、わたしは彼らに霊から霊への賜物を与え、彼らの中には、太古の昔からあなた方すべての中に潜ん
でいた恵みがあるからである。 

10 忠実な者は幸いである、試練の終わりまで堅忍不抜である者は幸いである。私の教えを受けた力を無駄にしない者
は幸いである。彼らは来るべき苦難の時代にも力と光で人生の波乱を克服することができる。 

11 忠実であれ、弟子たちよ、私の仕事は決して君たちを裏切らない、師は約束を果たし、君たちの人間との闘いに一
瞬たりとも欠けることはないのだから。 

12 あなたの魂を養う私の教えは、あなたをマスターに、聖霊の忠実な使徒に変えたいと願っているのです。 

13 これらの啓示によって、私はあなたに世界の平和をもたらし、物理的な救済によってあなたの苦しみを和らげるこ
とだけを望んでいるわけではないのです。この顕現によって、私はあなたの霊的成長を物語る偉大な教えを授けます。もし
私がこの世の品々 をあなたがたにもたらしたいだけなら、本当に、私が直観によって啓発し、自然の秘密を明らかにした科
学者たちに委託して、そこからあなたがたの肉体的苦痛を癒すバームを取ってもらえば十分だったでしょう」。 
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14 私の作品は、この地球を超えた、無限の世界があなたを取り囲む、もうひとつの地平を示したいのです」 

「終わりのない地平は、あなたのものである永遠への道を示してくれます。 

15 私が語るのはあなたの魂であり、霊の中にある私の光、私の法を通して完全なものになるよう努力するためです。
この掟を梯子、道に変えよ、そうすれば、あなたは私に到達できる。なぜなら、あなた方が到着するのを私は待ち望んでい
るからです。そうすれば、愛する子供たちよ、あなた方はわが王国を楽しみ、わが愛を理解し、そして私は、あなた方の霊
魂がわが作品という普遍の栄光を享受できるよう、完全でなければならないあなた方を受け取ることができるのです。 

16 弟子たちよ、この王国を成し遂げよ、そのために私はあなたたちを支援する。どれほど多くの敵が、どれほど多く
の誘惑があなたの歩みを阻み、どれほど多くの深淵を抜け出さなければならないか。 

17 あなた方はイスラエルの民で、約束の地を求めて砂漠をさまよっている。この民を導き、励まし、引き上げてくだ
さるのは、もはやモーセではないのです。私は選ばれた者たちを通してあなた方を導くが、彼らの上には普遍的なガイドが
いることを理解しなさい。前へ！前へ自分の運命に不誠実であってはならない。その瞬間、すでに地平線の上に約束の地を
垣間見ることができないかどうかはわからないのだから。 

18 私は、選ばれた者たちに大きな贈り物を託した。そのひとつが癒し、つまりヒーリングバームで、この贈り物で人
間の最も美しい仕事のひとつを果たすことができるのです。この能力をもってすれば、あなたがたの前には、わが意志に従
って慰めを与える広い分野がある。私はこのバームをあなたの存在の中に、あなたの心の最も柔らかい紐の中に置いた。あ
なたはそれで自分をリフレッシュし、その驚異の前にあなたの首は曲がり、あなたの心は人の痛みによって柔らかくなり、
あなたは常に慈悲の道を歩んできたのである。この癒しのバームは、あなたの手には負えません。なぜなら、思いやりの表
情、慰め、理解を通して伝わり、良い思いを通して伝わり、癒しの助言、光の言葉へと変化していくのです。 

19 癒しのギフトに限界はない。もし、あなたが試練を受けたために、苦痛があなたの餌食になったとしても、この薬
で取り除くことができなければ、私の教えを忘れず、あなたの苦痛を忘れ、より大きな苦痛を受ける人のことを考えなさい
。そうすれば、自分自身や仲間の中に奇跡を体験することができるでしょう。 

20 私の霊界が、この時代の私の顕現と同じ時期に、ギフトベアラーを通じてあなた方に顕現することを許したのは、
彼らが私の癒しのバームで飽和したこれらの存在を受け取り、愛と慈悲のマスターとしてあなた方の間に存在できるように
するためです。あなた方の中には、彼らの忍耐力や謙虚さを評価する人もいれば、彼らを屈辱や嫌がらせ、物質化の対象に
してしまう人もいます。 

しかし、これらの光の存在たちは、彼らの不満、彼らの非難を私の前に持ってきていない。彼らは理解ある魂で、あな
たを精神的な不幸から救い出すために、あなたの困窮と惨めさに直面し、しばしば自分の霊性を犠牲にして、あなたを闇か
ら救い出し、光に導くことを目的としているのです」。しかし、この期間も間もなく終わります。 

21 私の霊界、"働き手 

"と大勢を取り次ぐ者は、私にこう言うだろう。"主よ、兄弟姉妹を、彼らが引き起こした違反のために裁かないでください 

"とね。しかし、もし彼らがこのようにあなたのために執り成し、あなたを赦すなら、──父がその赦しを与えるときに、
何をしないだろうか？ 

彼らは貧しい家庭にも入り込み、あなたの不幸と苦痛の足跡をたどっています。彼らは、私の労働者や病人の呼びかけ
に応じて、汚れることを恐れずにあらゆる場所に駆けつけ、ただ傷を癒すこと、苦悩を慰めること、病気を健康に変えるこ
とだけを考えています。 

父はあなたに言う。私の霊界が与えた模範は、あなたの魂に刻み込まれなければなりません。それを忘れてはいけない
。そうすれば、社会階層や人種、世界観の区別なく、王宮にも、最も惨めな小屋にも、最も汚れた場所にも、伝染や批判や
嘲笑を恐れることなく入ることができます。 

22 いつも苦しんでいる人のところに行き、自分の歩みの跡として、あなたの愛の最高の実りを残してください。この
ように行動すれば、私の忠実な弟子であり、あなたの師である私の霊界を手本としたことになるのです。そして、彼らが報
酬を求めず、あなたに最大の善を施したとき、常に私の名においてそれを行ったように、あなたがたも世界の道において私
の意志に従って歩み、快適さと健康と愛を蒔きなさい。たとえ、このすべてに対して、私の霊界と同様に、第二時代のあな
たのマスターと同様に、侮辱と苦悩と恩義だけを刈り取るとしてもです。この世に報酬を期待してはいけない。しかし、も
し報酬が欲しいなら、泣く者を微笑ませ、「死者」を私の真実によみがえらせ、苦しんでいる者を慰めたという満足感、喜
びであってほしい。 

23 私は、あなた方ひとりひとりが平和の鳩のように、その翼が閉じることなく、祈りを通じて、肉体的にも精神的に
も、あらゆる場所に移動する方法を知っていて、戦争や不和、不正のあるところに、平和の天使、守護天使、聖霊の使者の
ようになることを望んでいるのである。 

24 この人類は、私に平和の果実を提供したことがないことに気づいてください。その始まりから、戦争に生き、無意
味な目標を達成するために絶え間なく戦い、怠惰な生活を送り、憎しみと復讐心を育んできたのです。これは、人が私に差
し出す果実であり、今日でもこの戦いは終わっていない。人類は最大の戦いを始める準備をしている。最も強力な武器、心
の武器を準備しているのだ。 
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25 人々 は自滅に向かっている。その上には、あの世の存在たちがいる。ある者は私の愛の使者として、人々 に平和、
正義、調和を呼び起こす。他のものは、憎しみや戦争に駆り立て、人間の脳だけでは発見できないような破壊の手段を科学
者に明らかにするだけだ。 

昔、私の使徒ヨハネを通して、これらの出来事を人々 に告げたので、人々 は目を覚まして祈っていた。しかし、彼らは
ただ眠ったに過ぎない。それゆえ、人類の心の中で戦い、彼らを破滅に導く平和の敵がいるのである。それゆえ、私はあな
た方を私の愛の使者とする。そうすれば、あなた方は平和の軍団と一体となり、善が勝利するようになるだろう。 

26 私が告げたこの戦いの時、地方を越え、国を越え、海を越えなければならない時、戦いの轟きに怯えず、死の気配
に心を奪われず、平和の理想の翼を広げ、この祈りが人を守るのだ。あなたは、あなたの精神のすべての賜物を用いて、私
の愛の種を蒔きなさい。 

27 この時、私が現れたことで、あなたがたを待ち受けている闘争と試練に含まれる意義に気づかされたのです。あな
たの愛は、人の心の荒みに打ち勝つことができるでしょうか。あなたの平和は、戦争の残酷さに打ち勝つことができますか
？本当にあなたがたに言う、私の平和は勝たなければならない。しかし、武力で押し付けるのではなく、私の教えが放つ説
得力によって実現するものです。悪に最も惑わされた子供の心に入り込めば、その心はようやく安らぎを得ることができる
だろう。 

28 マスターはあなたに言います：人のすべての苦しみと罪よりも大きな痛みがやってくる。この苦しみは、彼らの悔
い改めの杯となる。その前に彼らは首を下げ、そして私の許しと私の薫陶を受けるとき、彼らは私の下僕であることを公言
するのです。 

29 わが子たちよ、私はあなたたちに、ことばという贈り物をした。なぜなら、私は「永遠のことば」だからである。
私は終わりのない神の言葉である。私はディヴァイン・コンサートで、その一部をあなたにプレゼントしました。私があな
たの魂に置いたこの言葉は語り、今日、私があなたに与えるインスピレーションや霊感を表現するにはあまりにも不器用な
あなたの唇は、雄弁になり、神のコンサートを喜んで忠実に伝える者となるでしょう。それは、あなたがたを驚かせ、あな
たがたを絶望させ、人々 がわが存在を楽しみ、感じられるような贈り物となるであろう。あなたはこの才能を開花させ始め
たのです。もう一度言いますが、あなたの唇は、あなたの心と魂の中にある豊かさから語られるのです。 

30 心から生まれたものを大切にし、愛し、受け継いでいけば、本質と生命を持つことができるのです。もし、あなた
が真実を語らずに反対を唱えても、それは耳の聞こえない種のように、仲間の心に根付くことはないでしょう。 

31 弟子たちよ、私があなたたちに与えた教訓は偉大である。しかし、この顕現の終わりはもう間近であり、この時期
が過ぎて初めて、私の言葉は霊と霊との対話を通じて、あなた方の集会で花開くことを忘れてはならないのである。そうし
てこそ、あなたの唇は私の王国の偉大な啓示を伝え、私の愛のメッセージですべての心を貫くことができるのです。その時
、人は言う。"私の心にしまっておいたものを、どうしてこの者が読むことができようか 

"と。しかし、それはあなたではなく、私があなたの仲介で話すのだということを忘れないでください。 

これらの賜物のために、あなたがたは殿様のように感じてはならないし、人の間で誇示してはならない。なぜなら、あ
なたがたの体は、その霊的な偉大さを何も示してはならないからだ。あなたは他の人と同じで、あなたを区別するような記
章を身につけてはならない。あなたは皆と同じように見えますが、ふさわしい瞬間に、私の知恵の宝があなたの魂に注がれ
るでしょう。 

32 あなたには、聖霊の恵みのおかげで、霊的なものにとどまらず、あの世のメッセージを見ることができる「シーサ
ーシップ」の才能があるのです。シーリ 

ングは、直感、予感、予言、そして夢の中で受け取るメッセージなど、より広い意味でのギフトです。シーリ 

ングとは、私の意志である限り、過去も現在も未来さえも見ることができる霊的なまなざしです。幻を見る者は、しばしば
自分が何を見たのかわからなくなる。しかし、彼の証言を聞いた人は、それでもそのメッセージを理解することができる。 

33 現在、予見者はまだ準備の段階である。 

しかし、本当にあなたがたに言う。皆さんは予知能力者です。ある人はある方法で進化し、ある人は別の方法で進化してい
ますが、皆さんは潜在的な状態で霊的な顔を持っているのです。私の意志であることを象徴的なイメージの形で祈りの中で
見る者、私は準備を続けている。1950年以降、私が彼らに託す使命は非常に大きくなり、その時の責任はより大きくなる
からです。 

だから、私はあなたがたに言う。このみことばが声なき声となったとき、信者も未信者も、多くの人々 が大きな喪失感
を味わうことになるからだ。あなたの証言、あなたの目覚めと内なる内省への呼びかけは、真夜中のトーチのようなもので
しょう。あなた方は、まだ眠っている民を目覚めさせる前触れのようなものだ。1950年以降、私の愛から降りてくるメッ
セージを魂で受け取ることができるように、皆さん、心の準備をしておいてください。 

34 私は霊的な賜物について話したが、もはやこのような形で私の声を聞かなくなったとき、あなたはますますその中
にあなた自身の存在にあるすべての栄光を発見することだろう。あなたは再び私の声を聞き、私があなたに与えたあまりの
愛とあまりの恵みに驚き、涙を流すことでしょう。しかし、1950年が終わったら、もう知性を通じて霊界とコンタクトす
る能力を利用してはいけない。 
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光の霊的な存在たちは、贈り物をした人たちやそうでなかった人たちを通じて、その顕現を実感し続けることでしょう
。同様に、彼らはあなたがたに癒しのバームを与え、奇跡を起こし続け、彼らの言葉はあなたがたの間で無尽蔵になる。 

35 しかし、これらの顕現の後、しばらく時間が経ってから、マスターや霊界が人間の心を通して顕現するために戻っ
てきたという噂を聞き始めたら、それを否定してもよい。私の言葉は一つであり、私の法は決して変わらないからだ。 

36 人々 よ、真の預言者の声と使徒の証を偽りと見分ける術を知るために、用心深く生きなければならない！」。あな
た方は、偽りの網にかからないように、用心深く生き、この闘いの時代と、これから来る時代の強い者となるのだ。私の教
えを忠実に守る弟子たちは、自らを汚すこともなく、精神的な純潔の旗を捨てる兵士にもならないからです。これはわたし
の仕事、これらはわたしの弟子たちである。わたしの使徒が誰であるかについて、わたしが世界に与える最高の印は、偽り
の者が大きな試練の中で倒れ、忠実な者が堅固であることであろう」。偽りの者は苦痛を前にして呪い、忠実な者は私を祝
福する。偽りの者はわが律法に背を向けるが、忠実な者は常にこれを堅く守る。 

37 あなた方が私の忠実な証人、私の愛する弟子となることを望み、そのために私はあなた方を準備している。しかし
、この日の授業を終える前に、あなた方が驚かないようなことをお話ししましょう。私はわが教えの中で、召された者と選
ばれた者について語ったことがある。私のように完璧な父親が、自分の子供たちに好みを持ったり、贔屓をしたりできると
思いますか？進化した魂は、父親が一部の子供には贈り物をし、他の子供には遺産を残さないということを受け入れること
ができるでしょうか。 

38 あなたが使命を果たし始め、国々 、最も遠い民族、原始林にまで到達したとき、あなたは人間と出会い、あなた方
が皆兄弟であることを理解させ、私の霊的教えを証言させることになるでしょう。そうすれば、私があなたに与える愛の証
に驚くことでしょう。 

39 そこで、文明から切り離され、人間の堕落から遠く離れた人々 の中から、イスラエルの民の仲間を増やす偉大な魂
を発見することができるのです。 

40 病人はあなたの道で癒しのバームを受け回復し、悩める者は最後の時に泣くが、その涙は喜びの涙となるであろう
。あなたがたの行うこれらの証明によって、群衆は主とその弟子たちを祝福し、あなたがたは、主がエルサレムに入られた
あの日のように、賞賛されるであろう。しかし、あなたを応援する人の中にも、あなたが持っている霊的な賜物に満ちた男
女がいることでしょう。ある者は予言の才能に驚き、ある者は私の癒しのバームを無尽蔵に使い、またある者は私の言葉を
澄んだ水のように迸らせるでしょう。こうして、無尽蔵の種のように、聖霊の賜物が兄弟姉妹の間に現れるのを見ることに
なるのです。 

41 そうすれば、あなた方は唯一の存在ではないこと、あなた方は神の声を伝える者に過ぎないこと、人類を目覚めさ
せ、人間には魂の中に無尽蔵の能力の宝があること、私が彼らの主であり父として彼らにその贈り物を与えたことを伝える
使命を負っていることに気づくでしょう。あなたは、神の愛の正義の前ではみな平等であること、みな精神と真理において
同じ恵みを与えられていることを発見することでしょう。そうして初めて、人は自分の存在の謎を自分の中で解き明かそう
とし、自分の中に入り込み、自分の魂を認識することができるのです。そして、無限に顔を上げ、理解できないすべてのこ
とを探究する。 

42 あなたがたが教えられることはすべて彼らに知らせ、あなたがたが説明できないことについては、その知識はあな
たがたの父によるので、あなたがたは、私があなたがたの仲介によってそれを彼らに明らかにすることができるように、自
分自身を準備しなければならない。しかし、その前に自分の使命を認識する必要があります。 

私はあなた方を "イスラエルの民 "と呼ぶが、やがてすべての人が--それぞれの賜物を発揮することによって--

私の前に、主の前に平等となり、やがて一つの民、すなわち神の民を形成する日が来るだろう。 

43 私の教えの講話が終わると、あなたの魂は、私の前でリフレッシュしたあの世から、平和の霊的集団とともに、魂
の光を十分に得ることができないこの人類に、愛の感情、平和と慈悲の想いを送り込んでくるでしょう。しかし、父なる神
はすでに初めからすべてを与えてくださっているのに、何を求めることができるのでしょうか。あなたの魂が権利を獲得し
た果実を自分のものにすることができるのは、あなたの精神なのです。 

44 戦いの道には、必ず必要なものが用意されています。私の愛に値するだけの実力を身につければいいのです。 

45 わが子たちよ、なぜこのような話をするのだろう。あなたを愛しているからです。あなたの苦しみを喜ばないから
です。父はいつもあなたの顔に平和の霊的な微笑みを見ることを望んでいます。 

46 私はあなた方を祝福し、もう一度言います。私の普遍的な平和の立派なメッセンジャーになってください。 

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 312 
1 マスターは約束通り、再び皆さんの前に姿を現したのです。愛する弟子たちよ、未来の世代に読まれ、研究され、

理解されるであろうもう一枚の葉を、あなたたちに託したいのだ。 

2 私以外の誰が、あなたが「第三の時代」に生きていることを明らかにすることができたのでしょうか。私以外の誰
が、あなた方がイスラエルの民であることを告げられるだろうか。私が教えたのだから、あなたはそれを知っているし、信
じている。あなた方は、これらと、それらと、精神的には同じであり、私はあなた方を一つの家族に結びつけよう。 

3 あなた方の家族を作ったのは私であり、一つの家に異なる部族の魂を分配したのだ。一つの家族の中にレビ族、シ
メオン族、ルベン族、ユダ族と異なる部族の魂があり、彼らの中に平和が支配し、彼らが互いに愛し合うとき、真実と霊に
おいて、父の願いである全人類の統一が結晶化し始めたのです」。 

4 イスラエルの家庭と家族よ、あなたがたの中に誘惑を感じるときはいつでも、孤独を求め、わたしを呼び、わたし
に言いなさい。"主よ、来て、あなたの力をわたしたちに与え、あなたの剣をわたしたちに与え、父としてわたしの子を隠
すことを許さず、夫としてわたしの連れ合いを隠すことも、連れ合いとしてわたしの配偶者を隠すことも許さないでくださ
い。"と。私はあなたの祈りを聞き、あなたを守り、あなたを助ける、これが私の意志だからだ。 

5 今日、私はマインにやってきて、この第三の時代にあなた方を呼ぶ大きなベルを鳴らしました。人類は再び、イス
ラエルという国を構成する統一された部族を霊的に見ることになるのです。 

6 第一帝国の時代にも、私はあなたに多くの好意を寄せていました。その時代の国々 には、ソロモンよりも優れた賢
者はおらず、私の預言者たちよりも啓蒙的な使者はおらず、イスラエルの人々 よりも美しく貞節な女性はおらず、私の民の
人々 よりも完全な男性はいなかったのである。私は、彼らの中に知恵とインスピレーションと美の贈り物を生じさせたので
す。私は聖霊の賜物を開花させ、あなたたちはそのとき、自分たちが神に選ばれた民であることを知った──主があなたた
ちとともにいて撫でてくれることを知った──私があなたたちの強いヒーローであることを知ったそれでもあなたがたは、
わたしの贈り物、わたしの愛撫、わたしの存在に慣れ親しんだ。それゆえ、父の正義があなたがたに臨んだのです。 

7 御霊に従うイスラエルの部族」は非常に多い。 

わたしは彼らの中からそれぞれ一万二千人を選び、その額に印をつける。しかし、「イスラエルの民」は144,000人に限
られたものではなく、「選ばれた民」は計り知れないほど偉大な存在なのです。 

8 第二の時代には、召される者は多く、選ばれる者は少ないが、「イスラエルの民」はすべて召され、私はその中に
14万4千人の印をつけると、師はあなた方に教えられた。そのすべてに、私は平和、霊性、そして霊と霊の交わりの始まり
を位置づけます。 

9 人々 が魂をより重視し、物質主義的な科学に失望して、苦痛と失望と無気力に陥る時代が近づいているのです。し
かし、その時、イスラエルの民が来て、眠っている者を揺り起こし、倒れている者を起こし、ラザロに 

"起きなさい、歩きなさい "と言われたイエスの声のように、「死者」を蘇らせるのである。 

人間が精神化され、心や感情が高まれば、科学では知り得なかったことがわかるようになるのです。そして、調和と兄
弟愛と高貴な思いで立ち上がり、私が人間のためにひらめいた王国に住むようになるのだ。 

10 あなたの父の家には多くの「住まい」があり、それは完全へと続く無限の梯子の段差です。そこから「霊界」が降
りてきて、皆さんの中にその存在を知らしめるのです。あなたは、あなたの世界の上に輝くあの膨大な数の星とあの惑星の
存在の理由を、霊から霊へと何度も尋ね、私に言いました。"先生、あの世界は空なのですか？"しかし、私はあなたがたに
言う。私がそれを完全に明らかにする時は、まだ来ていないのだ。人間が霊性を獲得したとき、はじめて偉大な啓示が与え
られ、わが神性の愛すべき存在たちと霊から霊へと会話することができるようになり、そのとき、すべての兄弟の間で意見
の交換が行われるようになるのです。 

11 しかし、あなたは今日すでに知ることになる。すべての世界は、私の被造物が住んでおり、何もないところはない
。すべては祝福された領域であり、神の優しさの体現者であるマリアが世話をする庭である。 

12 聖霊は再びあなたの口を通して、あなたにも人類にも未知の高い教えを伝えてくれるでしょう。愛する人たちよ、
いつ？精神化され、使命に徹したとき。 

13 人が霊的に自分を養うためのパンは、私の食卓のパンではないのですね。すべては時間の経過とともに汚れ、人の
心も手も汚れたままになっているのです。しかし、私はあなたがたのところに来て、あなたがたのような罪深い体を通して
自分自身を知らしめ、混じりけのない純粋な本質を持ったみことばをあなたがたに伝えるために来たのである。しかし、わ
が言葉とわが顕現を表面的に判断してはならない、それらには多くの人間の不完全さがあるからである。そして、あなたの
魂がまだ覚えている彼の声の響きを聞くことができます。 

14 あなた方が手本とすべき第二時代の私の使徒たちは、聖霊が彼らの霊に降臨することを懇願し、その霊感のもとに
こう言った。同じように、皆さんも覚悟を決めてください。霊は聖霊の霊感のもとで、肉体を通して話すことができるから
です。 
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15 だから、自分のことをよく見ておきなさい」 

「自分の知性が汚されないように見ておきなさい。私が送る恵みの露を受け取ることができるように、心を清らかに保ちな
さい」 「世の渇きを癒すために、あなた自身の泉に留めておかなければならない澄んだ水です。 

16 人の裁きを恐れるな、愛する人々 よ、神の裁きを恐れよ、もし自分の罪がそれに値するものであるなら。 

17 私の言葉を聞くために、このような謙虚な場所に集まることを決して恥じてはならない。 

18 もし、これらの集会場があなたの神殿かと聞かれたら、正直にそうではなく、現在、あなたは魂の中に神殿を建設
しているのだと答えるべきです。 

19 ある者はあなたの啓示に驚嘆し、ある者はあなたの言葉を嘲笑うでしょう。 

20 同胞を馬鹿にされても傷ついてはいけません。そうする人は、自分の無知のために真実を認識できないことを自覚
しているからです。あなたは、あなたを探求するためにあなたのところにやってきて、私の真の弟子たち一人ひとりの中に
輝く内なる平和に驚く人たちの中に、その代償を見出すことでしょう。 

21 一方、あなたは、宗教上の狂信的な偶像崇拝者を決して馬鹿にしてはいけません。なぜなら、彼らは物質的な形で
私を求めるにもかかわらず、その中で私を崇拝しているからです。その誤りを仲間に指摘して取り除いてもらう必要はない
。むしろ、彼らの怒りを買い、狂信的な態度を強めてしまうことになる。同胞の過ちを真理の光に照らし出すために、私の
教えが要求する精神性をもって実践していただければ十分です。 

22 人類が私の言葉の霊的内容を認識し、それに真の敬意を払うことを早急に学び、また、すべての人間の中に神の中
の霊的かつ地上の兄弟を認めることを望むなら、あなたは多くの忍耐と大きな慈悲と真の愛を示さなければならないでしょ
う。 

23 誰が、あなた方は精神的な兄弟姉妹に過ぎないと言ったのですか？あなた方は今、頭を働かせて、あなた方の霊的
な起源と同じものが、あなた方の肉体的な起源でもあることを理解することでしょう。さらに、この地上において、すべて
の人類はたった一人の父とたった一人の母から生まれたことを思い起こさせるのです。 

24 あなた方の精神的な絆は永遠であり、人間的な絆も深いのに、なぜあなた方はお互いを兄弟姉妹として愛し、認め
ないのでしょうか。あなたがたに言いますが、これは、宗教が違っても、人々 の間に霊的な知識がないためです。 

25 人が内観によって自分の本質を発見する日、つまり聖霊から発せられる光が人の脳と心を照らし出す日、人の間に
平和が芽生え始めるのです」。また、ひとたび人間が霊的な光に目覚めれば、真理を求めるたゆまぬ探求の道を阻むものは
何もなく、誰もいないでしょうと申し上げたいのです。幾多の苦難と幾多の涙の末に手に入れた精神の自由を、二度と失う
ことはないのだ。 

26 私が声なき声の担い手たちを通じて世界にわが身を知らせ、国々 が目覚め、人々 が暗闇から解放されるようにする
必要はない。全世界が聞くまで私の言葉を増幅させなければならないと考える者は、誤りである。というのも、私のメッセ
ージを人の魂に届けるためには、人の脳だけが私の自由裁量で使える手段だからだ。しかし、私は今、その古代の予言の真
理を証明しています。それは、神の霊がすべての肉と霊に注がれる時が来るということをあなたがたに明らかにしたもので
す。 

27 あなたがたに言うが、預言者が告げたこの時代は、まさにあなたがたの生きているこの時代であり、あなたがたの
知っている第三の時代と呼ばれるこの時代が今始まっている。 

28 この民の功績は、この神聖なメッセージを心から心へ、地方から地方へと運ぶことであり、この新しい夜明けの光
に目覚めた人々 が、私の恵みの露によって土壌が肥沃になると同時に、私の言葉の種をその心に受け取ることができるよう
になることである。 

29 その第二の時代、私は自分を一人の人間にしか聞かせることができず、私の言葉を世界に伝えるために費やしたの
は、たった三年間でした。 

30 私はあなた方に種をもたらし、それを蒔く方法を私の弟子たちに指示した。彼らは私から学んだ後、広大な畑を彼
らに託し、耕すようにした。 

その種をまく人たちの長所は、書いてある以上に主人に長くいるように迫らなかったこと、また、この種を知る必要の
ある民族や国がまだたくさんあると言って反対しなかったことである。彼らは、自分たちが師から真理を受け継いでいるこ
と、それだけで闇を征服し、世界を改心させ、その神の種を全人類の世代に存続させるに十分であることを知っていたので
ある。 

31 あなたがたの心から、ときどき生じるあらゆる誤った観念を取り除き、わが顕現の最初の日から私があなたがたに
啓示したことだけに心を留めよ。わが言葉の一つ一つは律法であり、あらゆる律法は従わなければならないことを知れ。 

32 愛する人々 ：あなた方は、この第三の時代における私の弟子であると思うと、心が満たされるのです。しかし、虚
栄心で目を曇らせてはいけないと言うことです。もし、この弱さに屈したら、自分の罪について責める良心にさえ、もはや
耳を貸さなくなってしまうからです。人間生活を清め、高貴にしない者は、魂の上達を期待することはできません。 
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33 そして、私の教えの中で、あなた方が人間として正しく生活できるように、精神的な指導からアドバイスに至るこ
ともあることを考慮してください。そして、人の心に語りかけ、悪徳が肉体に与える害と、魂に与える害を理解させ、再生
を促す。悪に支配されることを許す人は、精神が負けてはいけないということを忘れているのです。 

34 肉に負けたその人は、自分を卑下し、自尊心を犯し、人としての高い地位から、戦うにはあまりにも臆病な貧しい
存在に沈んでしまった。 

35 その人は、自分の家に光とパンとぶどう酒をもたらす代わりに、影と苦しみと死をもたらし、自分と妻や子どもの
十字架を重くし、周囲の人々 の霊的成長を妨げているのです。 

36 私は、母であり妻である女性の心に語りかけました。その女性は、心に純粋さを保つことができず、仲間や子供た
ちに優しさや理解のぬくもりを与えることができませんでした。 

37 もし、人間生活の中にある重大な誤りを正さずに、どうして男や女が魂の生活を高めることができようか。 

38 私の仕事は、彼の弟子たちが、彼らの生活における行動の誠実さと真実さを通して、それを証しする方法を知るこ
とを必要とします。 

39 ある人には、またある人には、「お子さんはいらっしゃいますか？それなら、慈悲を与えてください。一瞬でも彼
らの魂が見えたら、親と呼ぶにはふさわしくないと思うだろう。悪い例をあげないこと、子どもの前で大声を出さないこと
に注意すること。 

40 今、かつてないほど、夫婦の間に問題が起きていることを私は知っています。 

41 もし人間に必要な霊的知識があれば、このような重大な過ちを犯すことはないでしょう。祈りと霊化の中に、最も
困難な絡まりを解決し、最も困難な試練を乗り越えるためのインスピレーションを見出すことができるのですから。 

42 私の光は、すべての人の心に届き、たとえ悲しみや落ち込みがあっても、生きるための新たな勇気を与えてくれる
のです。 

43 私の力は弱者に与えられ、彼らがやがて立ち上がり、知識、徳、精神化を通じて、暗く空虚な存在を輝かしい人生
へと変える鉄の意志を持つようになります。 

44 弟子たちよ、私はあなた方が模範を示して説教してほしいのです。偽りをせず、真実を捏造せず、その逆を行い、
刈り取った実を苦くするのではなく、美味しくするのです。 

45 ですから、皆さん、まず自分の地上での生活を正当に評価すること、そうすれば、その後に私の仕事に充実感を見
出すことができるということを忘れないでください。 

46 世の中の苦しみを嘆き続ける前に、少し立ち止まって考えてみると、悩みの原因を発見できるかもしれません。 

47 痛みの原因がわかるまで探って、改善策を講じるというのは賛成です。痛みを家に持ち込まないようにするのは、
あなた次第だからです。あなたを苦しめるすべての原因が見つかると同時に、あなたの苦しみを治す手順が明らかになると
断言します。祈りと瞑想の方法を知った者には、わが慈悲が降り注ぎ、この慈悲は、あなたの魂と肉体にバームのようなも
のとなるであろう。 

48 約束の慰め主が来て、あなたの涙を乾かし、痛みを平安に変えてくれることを証明します。 

49 心に悲しみを秘めている者よ、私のもとに来なさい。あなたは、ある裏切りによって引き起こされた痛みを密かに
自分の中に抱えており、その恨みは、あなたを深く傷つけたとても愛する存在であったために、とても大きなものとなって
います。 

50 祈りがあなたを啓発し、あなたが裏切られた理由がいつかはなかったかどうかを知ることができるように、あなた
自身の中で静止してください。そうすれば、祈りは、あなたの愛、あなたの信仰、あなたの信頼において、あなたを裏切る
者を赦さなければならないという思いにおいて、あなたを強めるでしょう。 

51 なぜなら、その瞬間、あなたの魂は私の魂と一つになり、私はあなたを許すためにマントを広げ、あなたたち二人
を私の愛で包むからです。 

52 闘争の時を鋼鉄にする。だから、今日の苦しみが実を結ばないとは決して思わないでください。みんな、何がした
いんだ？やはり、その教訓を得るための痛みであることが必要です。 

53 この試練と魂のレッスンの時は過ぎ去るが、私の弟子たち一人一人に信仰と経験と知恵と強さの種を残すだろう。
そのあとには、あなたが迫害され、中傷され、嘲笑される苦難の時期がやってくるでしょう。しかし、あなたは驚くことに
、裏切りに直面しても弱音を吐かず、その時は誰もあなたを失望させることはできないでしょう。なぜなら、あなたは仲間
を許し、理解し、寛容であることを学んでいるからです。 

54 私は弟子たちが赦すたびに祝福し、あなたに赦された者たちを祝福してあげよう。 

55 あなたは世界で一人ではありません。あなたの周りには、あなたの人生のあらゆるステップであなたを支援し、鼓
舞する存在が無限に浮かんでいます。 

56 この霊的な影響と光を受けるためには、祈ることが必要であり、そうすれば、常に高い存在からの援助を受けるこ
とができます。 
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57 精神的な影響に敏感であれば、道でつまずく理由はもうないでしょう。 

58 目に映るのは狭い道であり、その縁を越えないように見守り、祈ることが必要である。この道で私のもとに来る者
は、真に悪と偽りから自由であるからだ。 

59 光のスピリチュアルな存在の影響だけでなく、目に見えない訪問を楽しみたいのですか？あなた方も、唯物論とそ
の間違いの陰でくつろいでいる人たちから解放されたいと思っているのではないでしょうか。そして、その秘訣は、静かで
質素な生活を送り、愛を持って暮らし、家庭で徳の種を耕すことだと話すのです。 

60 私の祝福がすべての人に降り注ぐ。しかし、それを受け入れ、その恩恵を利用する方法を知っている人もいれば、
それを拒否して、それが含んでいるすべての恵みを奪ってしまう人もいます。 

61 私が話したこれらの霊的な軍勢も、私があなた方に送るわが祝福の一部を表しているのです。私の使者や召使いは
、神の霊感を受けた瞬間、地球に住む兄弟姉妹を助けるために急ぎます。人間によって涙の谷に変えられてしまったこの地
球を。 

62 私の教えだけが、あなた方を霊的な世界と接触させ、あなた方の距離を縮めることができるのです。すべての主の
子たちは、--霊を持っているので--

互いに分離することができず、地上に住む者と霊界にいる者との間に物質による障壁を形成させてはならないのです。 

63 私の言葉があなた方の心に働きかけ続け、あなた方が他人の痛みに本当に敏感になるようにさせてください。 

64 心の糸が敏感になっていない限り、自分のスピリチュアルな使命を完全に果たすことはできないでしょう。 

65 準備を遅らせてはいけない。一秒一秒、この人類、あなたの姉妹が発する痛みの叫びがあることを忘れないでほし
い。 

66 あなたが最初にわが言葉の発現に来たとき、あなたは自分の苦しみ、嘆きの重荷を私に差し出し、多くの涙を流し
た。なぜなら、あなたほど苦しんでいる者はこの世にいないと信じていたからだ。その理由は、あなたの心が自分のためだ
けに生きていて、他人の苦労や苦しみに目をつぶっていたからです。そのためには、永遠の真理と光の源である私の言葉を
聞いて、あなたの目を覆っていた暗い包帯を取り、現実を見ることができるようにする必要があったのです。 

しかし、人間の敵意、権力欲、復讐心によって戦争が起こった地球上の他の民族に目を向けると、あなた方の苦しみは
大きかったとはいえ、小さなものに思えたというのが本当のところでしょう。そして、あなたがたは恥じて頭を下げ、わた
しに言った、「主よ、お赦しください。今日、私は心の痛みが激しくなったとき、私の苦しみは他の人とは比べものになら
ないほど少ないので、あなたに感謝しなければならないのに、神を冒涜するようになったことに気づきました。しかし、私
の無知が、あなたに不義理をさせてしまったのです。今日、私は自分の過ちを悟り、私の犯した罪のすべてをお許しくださ
い。そして、私よりも計り知れないほど重い重荷を背負っている人々 に、私が求めたものをすべて与えてくださいますよう
お願いいたします。" 

67 この言葉を聞く前のあなたの祈り方と、今日のあなたの祈り方を比べてみると、どれほど違っているでしょうか？
なぜ？なぜなら、あなたの感じ方、神の教えの解釈の仕方が変わったからです。 

68 さて、弟子たちよ、真の慈悲を発揮するには、今日までのように憐れみを感じるだけでもう十分だと立ち止まって
はいけないし、自分を説得してはいけないのだ。いや、人間、浄化すべきこと、感化されるべきことがたくさんあるからだ
。まだまだ雑草のように戦わなければならない利己主義がたくさんあります。まだ冷たさが残っていますが、それを魂の暖
かさに変えて、最終的にあなたの魂に愛の感情を起こさせなければなりません。 

69 そうすれば、今はまだ真の愛から来る強さがないために、気が乗らないような仕事や作業にも取り組むことができ
るようになるでしょう。 

70 では、皆さん。あなたの魂がこのインスピレーションに啓発され、あなたの心がこの理想で満たされるときを、の
んびりと待たなければならないと思いますか？私の言葉を聞くだけで、心の糸が十分に敏感になるとでも思っているのだろ
うか。いや、みんな。私の教えを聞くのと同時に、苦難に接し、同胞の苦難の杯を味わい、悲惨さ、孤児、嫌悪すべき悪徳
、恐怖で満たす病気、混乱した心を覆い隠す暗闇、飢え、渇き、魂の再生を自分の感覚で直接目撃するために、苦しむ人々
のもとに向かわなければならないのである。 

71 そうしてこそ、人生において多くの苦しみを抱える人々 の師となることができるのです。というのも、もしあなた
方が私の言葉で勉強し、祈ることだけで自分を整えていたとしたら、現実と向き合い、慰め、改心させ、癒すという意図を
持ちたいとき、悲しいことに、あなた方が想像できないほどの苦しみを味わった人たちと比べて、あなた方が貧しく見え、
むしろ彼らが苦しんだこと、経験したこと、体験したことのためにあなた方の主人になれるかもしれないと気づくだろうか
らである。そうすれば、あなたがたの唇は沈黙せざるを得ないでしょう。そして、私の教えは、人々 の苦しみを和らげ、人
の々中に私の正義、私の赦し、私の愛に対する信仰と希望を呼び起こすには、十分に慰め、強いものではない、と考えるか
もしれないのです。 

72 自分が受けているレッスンを、もっともっと準備するために、どこで練習すればいいのだろう？その機会は非常に
多く、もしあなたが観察する術を知っているならば、少なくとも一度でも慈悲を行使する機会がない日はないでしょう。 
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73 私がすべての人に与えている直観の才能によって、あなたは心の神秘に隠された多くの 

ことを発見することができる--あなたの仲間の地上の生活だけでなく、彼らの魂にも影響する 多くの悲劇をね。 

74 どうすれば、相手を傷つけず、相手の秘密を冒涜することなく、その心の親密さに入り込めるのでしょうか。仲間
の人生に影を落としている隠れた苦しみを発見するにはどうしたらいいのか。直観は、視覚の霊的贈り物の一部であり、祈
りによってあなたの中で完全に発達するはずの能力ですが、あなたの仲間の一人一人の痛みを軽減する道を示してくれるこ
とは、すでにお話ししました。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 313 
1 あなたの心に強さを与え、私がこの瞬間にあなたに注ぐすべてを吸収できるようにします。 

2 今こそ、偉大な証明と偉大な教えの時である。あなたの魂はそれを知っているから、私の顕現を前にして、私の啓
示と私の言葉を求めて近づいてくる。これらの証明は、よほどの覚悟がないと真価を発揮できないことを理解している。 

3 人間の魂は、かつてこれほど広い展開の場を見たことはなかった。そして今、失って二度と見つけることのできな
い真理を求めて、その中を急いで突き進んでいる。 

4 私が放っておくと、人は道を踏み外してしまうのです。しかし、本当にあなたがたに言います。もし私が、彼らが
滅びに向かっているときに見捨てなかったとしたら、どうして彼らが真理を求めるときに見捨てることができると思う？そ
れゆえ、私はこの時期にやってきて、まもなく人間の魂のための烽火となり、道となる啓示に満ちたメッセージをあなた方
にもたらしました。 

5 まず、私の神聖な顕現の周りに徐々 に集まってきているこの民のところに来て、明日、彼らが強くなって教えるこ
とができるようになったら、その中で他の国々 に到達することになる。 

6 この言葉が意味する責任を理解し、彼の十字架の甘美な重荷を全身で感じてください。 

7 あなた方は、この第三の時代において、仲間の魂のために道を切り開く宣教師なのです。あなた方こそ、人々 の間
に精神的な絆を築き、民族が互いに調和し、団結するようにしなければならないのです。 

8 今日、あなた方は私の御言葉の影響を受けていますが、この時代の大きさ、今受けている命令の威厳に気づいてい
ないため、穏やかな眠りについているのです。しかし、あなたはいつも眠っているわけではありません。すぐに嵐がやって
きて、この「木」の葉を揺らし、その木陰でナイチンゲールの鳴き声をよく耳にしたことでしょう。でも、枝が揺れ、幹が
軋むのを見れば、葉や実や巣が落ちるのを見れば、自分が眠っていたことに気づくだろう。それは、無限の中から警告を発
していた声を聞きたくなかったからで、目を覚まして生きるように、決して苦痛に打ち勝つように、たゆみなく話しかけて
いた。 

9 嵐の轟音で目覚める明日より、私の声で目覚める今の方がいいのでは？ 

10 やがて、あなた方はもはや私の言葉を聞くことはないでしょう。私の教えの真の弟子がすべきこととして、それを
聞き入れなければ、明日には涙を流さなければならないでしょう。しかし、そうすれば、私が危険や迫害について話さなか
ったとは言えなくなります。そのとき、あなたがたは、わが宣言の時代、わが声の主たちの知性を用いて、あなたがたに絶
えずこう告げたことを、最も明瞭に思い出すだろう。「見よ、祈れ、戦いは大きく、そのときあなたがたは強くなければな
らない」。 

11 私は、用意された道、魂の光に満ちた道を残します。私は、あなたに対して、マスターとしての使命を全うします
。しかし、後に、この間、私の食卓に霊的に座って私の言葉のパンを食べた者は、その霊的な一日の仕事のために託された
それぞれの仕事について、私に説明しなければならないのだ。 

12 には、どんな答えがあるのでしょうか？ 

私があなたの闘いの実りを求めるとき、その瞬間を与えてくれませんか？後で、その時間に、自分の答えが良いものである
ようにと願うのです。ですから、あなたの魂がその道を歩んでいく上で、その瞬間を確信を持って迎えられるような尊い実
りを得るために、あなたはすでにあることをしているのだと、私は言います。 

13 あなたの魂は、この決定的な瞬間を、かけがえのないものとして生きているのです。それなのに、なぜ、あなたの
魂は結局、現世の後でのみ、父に収穫を示さなければならないという考えで、それを抑圧するのでしょうか？ 

14 私はあなたに、この地上での時間を振り返り、あなたの魂が果たすべき使命を果たすための時間を与えます。 

15 私はマスターとして、あなたを正しく、愛情深く扱い、あなたが到達すべき平和を得るためのすべての手段を提供
することを悟るのです。 

16 この世を去りたくない人がいるように、永遠にこの世を去ることを夢見る人がいる。その願いが叶うかどうかは、
その人次第なのです。 

17 霊の谷に帰りたいと願う者が、地上での任務を完了したままにしておくと、それらの家に舞い上がり、この世に戻
り続ける理由がなくなってしまうのです。一方、物質的なものに大きな傾きを感じている人は、もし他人のために良いこと
をし て自分の魂のために人生を使う方法を知っていれば、必要なだけ何度でも自分の魂 

を喜ばせて帰ることができるだろう。 

しかし、人間の生活から離れたいと願い、霊的生活を切望する者がその任務を果たさず、永遠に地上に住みたいと願う
者が、人生の提供する機会をどう生かすかを知らなければ、どちらもその願いは叶えられないでしょう。前者は、自分の任
務を果たし、何度も拒絶した果実を刈り取るまで、世に戻り、霊の谷を離れて再び地上に戻らなければならない ── 

絶え間なく ── 

なのだ。もう一人は、自分の精神に従って、自分がいつも気づかずに置き去りにしてきた仕事を地上で果たすという固い決
意を自分の中で固めるまで、霊界に引き留めなければならないでしょう。 
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18 あなたが地上の生活のために私に愛を示すとき、私があなたを非難していると思わないでください。もし、あなた
がたの願いが尊く、わが名を誉めるために地上の生活を望むのであれば、私はあなたがたを責めることはない。しかし、も
しあなたがこの世に根を下ろして、無意味な目的や卑しい情熱に従うならば、私は最初にあなたに、あなたの魂の向上のた
めに私が祝福を与えたこの世界に住むに値しないことを告げよう。 

19 私を愛し、私の掟に生き、あらゆるものと調和し、そうすれば、あなたの住む場所は無関心ではいられません。そ
れだけが、あなたの精神的な上達につながるからです。 

20 人間的な境遇の中で、世の中のあらゆる誘惑に打ち勝ち、上へ上へと進化していく魂の功徳を、あなた方は知らな
い。このような功徳を積むために、私はあなたの魂を人間にさせ、私が賢明に準備した物質世界に住まわせたのである。 

21 すべての世界、すべての存在面は、魂がその上で成長し、創造主に向かって一歩を踏み出し、完全な道をさらに進
んで、汚れのない、純粋な、形の良い、魂の完全性の頂点である旅のゴールに到達する機会を得られるように創造されまし
た。 

キングダム オブ ゴッドは 

22 神の懐に」宿ることは、結局のところ、誰にとって不可能に思えるのだろうか。ああ、惨めな知性の持ち主よ、本
当に考えることを知らないのか。あなたは、あなたが私の子宮から生まれたこと、つまり、以前から子宮の中に存在してい
たことを、もう忘れてしまったのでしょうか。生命の源から生まれたものは、すべてその時々 に還ってくるのだから、何も
不思議なことはない。すべての魂は、私から生命を得たとき、処女のように純粋であった。しかし、すべてはわたしの知恵
と愛と正義によって予見されていたので、わたしは直ちに、わが子の通るべき道において、彼らの救済と再生のために必要
なすべての手段を提供することにした。 

23 その魂の処女性が多くの存在によって侵害されたとしても、すべての罪を清めることで、本来の純粋さを取り戻す
日が来るのです。その浄化は、私の目には非常に功徳あるものと映ります。なぜなら、魂は、その信仰、愛、誠実さ、忍耐
に関する大きな試練の連続によって、それを勝ち取ったからです。 

24 あなた方は皆、仕事、闘争、苦痛の道を通って光の王国に戻ってきます。そこでは、もはや人間の体に転生する必
要も、物質の世界に住む必要もありません。そうすれば、あなた方の霊的行動能力は、すでにあなた方の影響力と光を存在
の一つの面から別の面に送り、目に見えるものにすることができるようになるからです。 

25 なぜ、あなたは魂の進歩を妨げ、魂が望むすべての輝かしいものが存在する光の王国への参入を遅らせるのでしょ
うか？ 

26 毎日少しずつでも良いから、絶え間なく働いて、いつも魂と本当に呼応する家--

私が「約束の地」と呼ぶ、涙を流さず、苦しまず、死なない家--に辿り着くことを考えている。 

27 この高揚と光の境地へと、この教えは霊魂を導くのです」 

「道であり、灯台であり、栄養であり、杖である教え。 

28 この言葉を聞いて、思考の翼を広げて飛翔する者はみな祝福される。なぜなら、歓喜から日々 の闘いに戻るとき、
彼は自分の中に燃えるような光を持ち、一歩一歩前進させ、あなた方が来た、そしてあなた方が帰らなければならない永遠
の故郷に近づけてくれるからである。 

29 私はこの時、私の戒めに背くくらいなら命を捨てようとするすべての弟子たちに語りかけているのだ。私の言葉を
あなたの心の最も敏感な糸に届かせなさい。これからの時代、あなたはしばしばこの言葉に頼ることになるでしょう。 

30 あなた方が本当に私の言葉の意味を守るならば、あなた方は私の霊的顕現の停止を嘆く者の中に入ることはないで
しょう、あなた方は私の啓示と教えを守る方法を知っていたのですから。あなた方の間には、憂いも悲しみも、反抗も混乱
もない。なぜなら、あなた方は私の約束に従ってすべてが成就するのを見るからであり、一瞬たりとも、私の意志の成就に
反抗したり反対したりする気持ちを持たないからである。 

31 すでに今日、霊化への一歩を堅実に踏み出す者は、まもなく報いを経験し、自分の周囲と自分の中にわが存在を感
じ、わが霊感を享受し、そのすべての霊的才能の進歩が明らかになることを十分に承知しているのだ。私があなたの周りに
いるという信念だけでなく、あなたの精神に私が存在しているという現実があるでしょう。 

32 1950年以降になると足踏み状態になるとか、精神性が失われるとか思っている人は、大間違いです。というのも
、あなた方の中には、私の言葉がなくなった後こそ、私の教えを理解し、進歩するための真の一歩を踏み出す人が出てくる
からである。 

33 もし、あなた方が、私の宣教の時代に、あなた方が霊性の高さに達し、そのために、私の言葉が、声の主たちの心
と唇に花開いたと信じているなら、あなた方は大きな間違いです。というのも、あなた方はまだ霊化への確かな一歩を踏み
出していないのです。霊化とは、私の愛に満ちた御言葉を通して、すべての私の子供たちに指摘されている目標です。 

34 声を伝える者が消え、生き物の口から擬人化された私の考えを聞くことがなくなり、あらゆる儀式や象徴主義を捨
てて、スピリチュアリズムの本質を見出すことが必要なのです。 
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35 私は、ある人にはこう言い、ある人にはこう言う--

この時代に魂の進歩と私の教えの開花を切望する人たちには、伝統、習慣、慣習を守る人たちには、自分たちの意味のある
カルトを実践することで法則を満たしていると考えている。 

36 そうです、皆さん、私が明らかにしたような純粋で単純で本質的に霊的な教義の中で、皆さんはまたしても外に向
かってのカルトを作り、それを私の仕業だと長い間信じてきたことをよくご存じでしょう。しかし、私が絶対的な明晰さを
もってあなたに語りかける時が来たのです。今はこの真実を知るために、あなたは十分に強くなっているのです。 

37 私の言葉の麦と一緒に、イラクサとあなた方の誤りの雑草が生えました。麦が熟す前に雑草を刈り取ろうとすると
、良い種も根こそぎになる恐れがあるから、麦と一緒に雑草も生えさせるようにという教えです。 

38 祝福された人々 よ、この時代もそうであろう。私の正義の鎌が降りてきて、私の種が蒔かれた畑を刈る時が来た。
そうすれば、私の仕事の真実と本質があらゆる人間の影響から分離された後、ついに私の光の観照を楽しみ、この神の啓示
の知識を自分のものとすることができるだろう。 

39 また、各宗教団体に同じ鎌が下りてきて畑を刈る時間も決められている ── 

その目的は、宗教団体に関するあらゆる偽りと不純物から真実を切り離すことだ。 

40 人間の存在全体が発展してきたのだ。--

その科学、考え方や生き方、知識、征服、目的。人間は、魂が常にレイプされる対象であることに気づこうとせず、魂が人
生の中で持つすべての権利に関心を持たず、自分の精神的側面、精神的魂だけをないがしろにしてきたのです。そしてそれ
が、人類が何世紀にもわたって精神的な停滞の中で生きてきた理由です。 

41 人々 は、宗教的なカルトと一緒に、自分の魂をどれだけ捧げていないのだろう。人間の魂は、どれほど渇き、どれ
ほど飢え、どれほど光を欲していることだろう。 

42 彼女が育てた麦はほとんどなく、雑草がたくさん生えています。しかし、私は、容赦なく、正義を生み出す真実の
鎌で畑を刈り、皆を助けるために来たのだ。 

43 あなた方の間で私が宣言した最後の年の教えを聞く人々 よ。あなたの理解器官と心の最も繊細な部分にそれらを刷
り込ませてください。そうすれば、あなたの存在の最も高いところで輝いている聖霊の光が、あなた方ひとりひとりの中で
効果を発揮するようになるのです。 

44 私があなた方に残す痕跡は平和のものであり、あなた方がもはやこの言葉を聞き、それを証言しなければならない
とき、あなた方はこう言うことができるでしょう。"主人は去っていき、神の光で準備した道を私たちに残していった 

"と。 

45 私の印は、あなたの心の最も隠れた部分に刻まれ続けるでしょう。 

46 私の言葉を心に刻み、よく勉強することが必要である。そうしてこそ、あなたの信仰と魂の強さは本物なのです。 

47 あなた方はすぐに、多くの者がわが言葉の停止を信じないことを知るだろう。しかし、本当に、あなたがたに言い
ますが、このことによって、私がこの形で自らを現していたとき、彼らもまた私の存在を信じなかったということがわかる
でしょう。 

わが顕現に対して絶対的な信仰をふりかざしながらも、疑いと信仰の間で揺らいだ者たちは、まさにわが言葉が途絶え
たことを否定する者となるであろう。私が明らかにし、命じたすべてのことを真に信じた者は、わが言葉の一つを無視する
ことはできないだろう。 

48 師に対する弟子の信仰がそうであるべきように、疑い、完全な信仰を持たなかった者は、自ら作り出した単調で日
常的な儀式を糧に、その場に立ち止まることになるのです。 

一方、現在、私を信じている者は、わが言葉の発現が終わった後も、必然的に私を信じ続けるであろう。彼らは私の命
令に従順であり、私の教えを正しく解釈するために可能なことを行うだろう。彼らは精神化という理想を持ち、信仰という
常に付き添う光を持っています。 

49 私の視線は、わが宣教の期間が終わると、この民の働きに注がれ、わが慈悲を与えることによって従順な各弟子に
報い、その日の仕事を続けるよう励まし、霊的進歩の新たな一歩を踏み出すよう促すだろう。 

この人々 の中には、私の言葉を信じるだけでなく、霊化のための闘いを始めるために、父がこの形での顕現を終わらせ
ることが正しく、完璧であると考える人々 がいることを知っている。なぜなら、このようにして、私の神性との新しい種類
のコミュニケーション、より純粋で完璧な段階が近づいてくるからです。 

50 あなたの同胞が、わが啓示についてあなたに質問し、わが真理の証拠についてあなたの証言を求めるために近づい
てくる時は、もはや遠いことではない。しかし、ある人とある人が私の仕事を証言する方法は、どれほど違うことでしょう
。ある者は聞いた真理に忠実であり、ある者は自分の誤りを正当化するための論証を求めなければならない。 

51 愛する人々 よ、私がこのように語るのは、あなたがたの作品、思考、感情、言葉、意図を、やがて内省し、精査す
るためであり、この内省と精査を決定するのは、あなたがたの良心であることを認めます。 
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52 この瞬間は、あなたが真実に完全に目を開くために必要なのです。なぜなら、そうすれば、あなたが間違っていた
としても訂正し、失われた時間を取り戻すことができるからです。 

53 私の教えを勝利に導き、その純粋さと真実のすべてを知らしめる者の満足度は大きいだろう。しかし、あなた方を
とても愛しているマスターである私は、すべての弟子たちにこの喜びを味わってほしいと思っています。 

54 人々 よ、私に耳を傾けよ。私は、あなた方の霊性向上に報いるために、わが宝庫に多くの奇跡を蓄えている。しか
し、私は、あなた方が兄弟姉妹として一つになるのを待つことにする。 

55 この言葉は、私のすべての声帯に伝わり、これ以上ないほど明瞭です。それが理解されれば、私の正義は、より高
い霊性を求める者たちを見守り、また、まだこの世に王国を求める者たちの業を裁く用意がある。 

56 人間が最初から行動指針を求めるようになったのは、誰のせいでしょうか。誰が彼に不老不死の本質を核に求めさ
せたのか。その心意気。そして、高次の自然が自分を動かしていること、自分を啓発していることを徐々 に明らかにしたの
であった。 

57 人間は、その存在の最も早い時期から、直観と啓示の賜物によって、そして知性によって、自分の起源、自分の存
在の核心、自分の存在の理由、世界での滞在、自分が創造された目的を探求する作業に、少しずつではあっても身を投じて
きた。 

58 そして、次第に神の存在、魂の存在についての直感的な知識が、彼の存在の秘密に生まれ、それゆえ、彼が神から
現れたと感じた神に礼拝や霊的犠牲を捧げる必要が生じたのである。 

59 これが人類の精神的発達の原点だ」 

「すべての人が同じように発達するわけではありません。その中で、ある者は他の者よりも急速に進歩し、ある者は神への
礼拝を一つの方法で行い、またある者は異なった形で行ってきた。 

60 私は、私の光ですべての人を凌駕し、こうして現存する唯一の真理を明らかにした。しかし、あなたは、すべての
人、すべての人々 がいかに異なる方法で感じ、考え、信じ、解釈しているかを知っている。 

61 なぜなら、人々 や人種がそれぞれ違ったやり方をし、違った理想を抱いているからです。 

62 大多数の人々 は、神の法則の実現は超人的な犠牲と放棄と努力を意味すると考え、光り輝く真の道から遠ざかり、
自分たちが従いやすい法則の実現と教化活動を行う宗教団体や宗派を自ら設立することを好んできた。そうすることで、自
分の魂にある光や高揚への憧れを鎮めることができると信じているのです。 

63 私の律法の成就は人身御供ではなく、逆に私の戒律に背くとき、この世に身も心も犠牲にしていることに、人々 は
気づかずに何世紀も何時代も過ぎてしまったのである。私の言葉に従って生きる者は、真の幸福、平和、知恵、栄光を見出
すことができるということを、彼らは理解していなかったし、理解しようともしていなかったのです。 

64 私は彼らにその仕事をさせ、限界まで実行させ、その結果を知り、その果実を収穫させ、そこから経験の光を引き
出させた。その光の中で、私の正義が明らかにされ、その正義の中で、愛である私の律法が存在することになるのです。 

65 人々 が自分の間違いに気づき、真の道を探し求めるようになれば、それは彼らが目覚めたから、悔い改めたから、
悟りを開いたからであり、その時、彼らの仕事は人間的な目的だけでなく、精神的な目的も持つことになる。 

66 すべての国家、宗教団体、宗派、科学、人間は、その中に虚偽と誤りの分け前と、真実の分け前を持っています。
しかし、やがて団結の必要性が、強力で抗しがたい力となって現れ、それぞれが自分の種を捧げて、皆と調和しようとする
時が来るだろう。闘争や議論、混乱も必要でしょう。しかし、これらは、すべての人が唯一の結果、すなわち私の存在と私
の法則の不変の真理に到達するために必要なものである。 

67 闘争の果てに、人々 は──今や自分自身と隣人との間に平和を保っている──知識の目標に到達し、真の平和を経
験するためには、まさに創造主の愛から生じる神の法則と調和して生きることが不可欠であることを理解するのである。 

同時に、善良さと道徳性を保つためには、多くの異なる宗教を公言する必要はなく、すべての宗教の間で真の調和を達
成し、単なる人間を超えた道徳性を持つためには、あなた方が「キリストの教え」と呼ぶ言葉を心に抱くだけでよく、それ
を完全に把握するには、単純かつ謙虚に生き、愛さなければならないということを理解することになります。 

68 この時代に私があなた方に送った啓示の光は、私の伝達者あるいは声の伝達者を通して、全人類がそれを知り、そ
の目覚めを助けることができるように、平易で単純な言葉に変えたのです。 

69 私の言葉は宮殿にも質素な小屋にも届き、心の扉をたたき、魂を震わせ、身体や魂の病める者を癒し慰め、暗くな
った心を悟らせるだろう。 

70 それを喜んで受け取る人、それを聞いてその意味を考える人は幸いであり、それは彼らの心に実りある種となる。 

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 314 
私の平和があなたとともにありますように 

1 私は再びあなた方の声を聞いた。あなた方の祈りの結合は、あなた方が私に授けた最高の賛美の歌であった。 

2 あなた方ひとりひとりから愛の果実が放たれ、それは父との調和の音のようなものであり、あなた方の思いの結合
は、精神の純粋さに満ちたコンサートを形成するのです。 

3 ある人は、この音は祈りであり、私から受けた恩恵に対する感謝であるとわかります。 

4 また、この思いは、道中で遭遇した不幸のために、悲しみと苦悩に満ちている人もいます。しかし、これらの思考
を統合することによって、あなたは私の神性への敬意であり、信仰の行為を形成しているのです。 

5 これこそ、父が子らの魂に期待した絆だ」 「これは、あなたが父に決して与えたくなかった愛の贈り物だ」。 

6 しかし、私がいつでも教えてきた祈り、そして、あなたが霊的成長の不足のために必ずしも捧げることができなか
った祈りこそが、あなたを導き、その光の下であなたは今、あなたの神との真の霊的対話を成し遂げるでしょう。 

7 私の言葉の影響下にある限り、茨の道を持つ世界は、あなたにとって消え去る。 

8 七日目、あなたの体は地上の労働から休息し、あなたの魂はヒバリのように自由で、私の知恵の無尽蔵の源を欲す
るようになるのです。それは、私の顕現のもとにやってきて、私の言葉の教えの中で提供する私の愛の輝きの中で自らを強
化する。 

9 私はある人に信仰を求めず、ある人に不信を求めない。私は、ある人に大きな長所を求めず、ある人に小さな長所
を求めます。いや、みんな。私の神聖な愛は完全であり、私はすべての人の父である。私があなた方に私の指示を与えると
き、私はあなた方すべてに同じ本質、同じ愛を与える。 

10 もし人類全体が私の言葉を聞くならば、ある者には祝福があり、ある者には非難があるということはないだろう。
私の叱責が万人に及ぶか、私の祝福が万人に及ぶか、どちらかです。しかし、今、私は人間の知性を通して自分自身を知ら
せる時であり、すべての人がこの顕現を目撃するわけではないのです。 

私の証人のうち、声の担い手を通して私の教えを聞く運命にある者は、ごくわずかです。しかし、まことに、あなたが
たに告げますが、もし、この証人たちが自分たちの準備の仕方を知っているならば、人類は彼らの唇を通して私の言葉を聞
くことになるでしょう。聖霊が人間の知性によってあなたがたに教えたことを、すべての人が知ることになるからです。 

11 そうすれば、1950年以降、群衆の中に出て行って、私の名によって語らなければならないとき、真理である私の
言葉が不純物や嘘と混じることなく、澄んだ水の流れのように流れ出るようになるからだ」。この水の源、すなわち私の霊
は、澄んでいて純粋であり、あなたがたの唇から出るものもまた、純粋でなければならない。 

12 真理を渇望する人々 が渇きを癒すことができ、この水の中に泥の不純物を見つけることがないような、人々 の間の
オアシスのような存在であってほしいのです。 

13 この指導の時間が終わると、あなたがたは私に言うだろう。「父よ、どうしてこんなに短い間、私たちとともにい
てくださったのですか。なぜ、こんなに早くお帰りになったのですか？第三の時代の弟子たちに対する私の指導の期間は、
永遠の時計によって定められており、これによってあなた方は過去の時代の教訓を理解し、継続することができるのです。
それ以外の指示はしていない。 

14 試練の時に揺るがないように、私の言葉を最後まで指摘しなければならないのです。あらゆる疑問に答え、あらゆ
る疑問に一筋の光を与え、あらゆる弱点に私の法の力を与えることが、私の意志である。そうすれば、自分の使命の遂行に
勝利することができ、そうすることで、私が太古の昔からあなたたちに託してきた最も美しく崇高な使命、すなわち、愛か
ら贖い、許し、善を行うこと--自分たちの利益のためではなく、父を喜ばせ魂を完全にするために--

に魂をリフレッシュすることができるようになります。 

15 そして、愛の力によって強くなったあなたは、今日、裸で飢え、病んでいるこの人類に、善を行うことだけが神の
平和であるバームを彼らの魂にもたらすことを教えるでしょう。 

16 ある日、人々 が魂の最高の善である幸福と平和を、科学にも、富にも、この世の動きにも見出せなくなったとき、
これが私の名において、あなたが人々 にもたらす教えとなるであろう。謙虚な兄弟、私の弟子、私の使徒は、自慢すること
なく、自分の使命を誇示することなく、愛と真実の業をもって教える。そうすれば、人は平和の秘密を発見し、心を清め、
私の王国から完全な平和を受け取ることができるのです。人の平和はしばしば互いへの恐れによって消え去るからです。こ
れは見かけだけの平和であり、不安なのです。これでは、魂に安らぎがありません。 

17 戦え、弟子たちよ、わが子たちの心の中に平和の王国を築き、そこからよりよい世界、強い世界に生きることがで
きるようにしなさい--

今日彼らが私に示すようなか弱い世界ではなく。弱い息や自然の力をかき立てるだけで、人間の虚栄心や高慢な仕事を破壊
することができるからだ。しかし、それはわが子たちの仕事であり、私はそれを尊重し、実を結ばせる。なぜなら、いずれ
彼らの仕事に疲れて、わが愛の教えを受け入れることを知っているからだ。 
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18 私の作品はすべて、愛と正義を原点としています。あなたが見るもの、あなたが知性によって見分けることのでき
るすべてのものは、原子の小さなものでさえ、愛と正義の道を生き、動いているのです。すべてはわたしによって創造され
たものであり、わたしの霊には不純物はなく、不完全なものもないのである。 

19 人間が私に示し、その命と力と傲慢さを捧げた偉大な作品の多くは、愛と正義をその起源としておらず、この起源
を持たないすべての作品は破壊され、経験の光だけが人間の実りとして残るだろう。 

20 人間は、新しい生活を科学に基づき、研究し、自分の誇りの塔、バベルの塔を建て、そこから私への礼拝を捧げず
、私を認めないのです。しかし、本当にあなたがたに言います。人間は混乱に陥り、その混乱の中で新しいバベルの塔を破
壊するのです。その時、人類は、第一の時代以来、人間が虚栄と不信の塔を私に対して築き、それが過去の時代にもたらし
た結果が第三の時代にも繰り返されることに気づくだろう。 

21 物質主義、傲慢、高慢が投げ捨てられ、人々 の間に混乱が生じるだろう。 

22 学者が自分の博識さを疑い、科学者がゴールを見つけたと思ったら、底知れぬ謎につまずく。自然の力は、愛を持
って使われなかったために科学者に敵対し、人間の間に混沌が支配することになる。 

23 私は始まりであり終わりであること、科学であり知識であることを忘れないでください。わたしは人にこの光を与
え、彼らがそれを善のために使うとき、また、わたしが彼らに与えた賜物と能力を魂と知性の展開のために使うとき、彼ら
の仕事を喜んだ。そして、彼らは私に恭順の意を示し、私が彼らに託した任務を忠実に果たしたのです。しかし、彼らがそ
の賜物を悪、虚栄、自己顕示欲のために用いたとき、彼らは私に背き、道を曲げ、私を怒らせたのである。しかし、わが英
知により、わが神聖な計画を遂行するために彼らを利用し、人類の模範として、わが正義の道具として利用したのである。 

24 私は科学の敵なのでしょうか？私は、子どもの成長と発達の妨げになっているのでしょうか？もし、このような意
見を持つ人がいるとすれば、それは私の言葉の解釈の仕方を理解しておらず、父の真理を理解していないためである。なぜ
なら、人間の中に存在するあらゆる才能や能力には、発展が必要だからです。 

私の創造物のすべては、それ自身を完成させなければならない。あなたたちは皆、私のもとに帰らねばならない──純
粋で、完全で、増殖する。しかし、もし私が人間の意志に短期間介入したとすれば、それは罪と人間の悪の意志に限界があ
るからであり、それは私の正義である。 

25 人類がこの坩堝を通り抜け、真実の光が暗闇に打ち勝つと、人は堅固な基礎の上に新しい塔を建てることになる。
私の律法に対する偶像崇拝、秘密主義、欺瞞は存在しない。 

そして、私の助けによって、人々 はこの涙の谷に、すべての美徳が花開き、すべての科学が完成された平和な世界を築
くでしょう。すべての機関の胸に、「互いに愛し合いなさい」という私の声が響くのを感じ、その調和のとれた生活の中で
、人々 は永遠の祖国の姿を認識することだろう。 

26 人間は、その不完全さにもかかわらず、これほど多くのことを発見してきたのだとしたら──彼が私を見つめ、祈
り、自らを養うとき、まず何が起こるだろう？彼が私の光と真実の源に、畏敬と謙遜と愛を持って近づいたら、何が起こる
でしょうか。聖霊は、秘密の宝庫に隠しておいたすべての啓示を人に注いでくださるでしょう。 

そうなれば、科学者が頭脳を働かせ、書物を参照する必要はなく、彼の精神がわが知恵の無尽蔵の源に彼を導くからで
ある。そこで彼は、私が彼を待っているのを見つけ、常に彼を期待し、新しい偉大な教訓を明らかにするために、彼を見つ
けるだろう。こうして私は、人を啓示から啓示へ、家庭から家庭へ、完全から完全へ、永遠に至るまで導くのだ。 

27 これからの時代のために、私はあなた方を準備しているのだ。皆さんは、この約束が実現した時の証人となり、主
のコンサートの調和した音符となる幸運に恵まれます。 

もし、わが正義を明らかにするために、あなたがたがわが掟に違反したときに利用するなら、わが戒めに従って生きる
ときにも、わが啓示、わが愛のメッセージであなたがたを報いるために利用するだろう。 

28 今日、私はわが子たちの心に聖域を築こうとしている。しかし、この建設には、皆さんのサポートが不可欠です。 

29 民よ、父はどの聖域を意味しているのか。あなたの魂のことです。この時、私はそれが廃墟であるのを見たからだ
。でも、再構築のお手伝いはしますよ。 

30 主の聖域は常に存在し、始まりも終わりもない、主自身の作品である。それは神の無限のスピリットであり、あな
たがその中で、すべてが調和し完全であることを感じられるように、あなたの準備を待っているのです。 

31 広大な宇宙の中の原子であるあなたの惑星は、その調和のとれた神殿のイメージとなる任務を担っているのです。 

32 だから、言葉や理論だけではない、いや、弟子たちよ、自分が感じて生きるものであるこの知識に到達すれば、石
の教会はもう必要なくなるのです」。あなたの魂は、主をよりよく知ることを妨げるこれらの場所への欲望を持たなくなり
ます。自由を求め、私が託した祝福の恵みの中で、完成へのはしごを見出すだろう。 

33 それは、人が私に伴われ、評価されていると感じ、自分の足の下に汚れた塵がないことを悟るときに起こる。そう
すれば、自分の家は私にとっては小さな聖域であり、自分の世界は、巨大な創造物の中では原子に過ぎないが、その全体が
神の普遍的な聖域であることを理解するようになる。 
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34 私の子供たちが完成させる世界は、すべて無限に広がる庭のようなものです。今日、あなた方はまだ柔らかい芽で
すが、私の教えの澄んだ水を欠かすことなく、その水によってあなた方はますます知恵と愛において成長することを約束し
ます。いつか永遠の日に、木々 が完全に熟した実を豊かにつけるとき、神の庭師は自らの愛の実を味わって仕事をリフレッ
シュできるようになるでしょう。 

35 そうすれば、もはや私を礼拝するために特定の場所を望むことはなく、野原でも谷でも、山でも海辺でも、あらゆ
る場所、あらゆる瞬間に私を感じることができるようになる。私はあなたの中にいるので、どんな場所でもあなたがいれば
十分聖なるものとなるのです。 

36 私がこのように話し、指示するのは、あなた方が伝統的に持っていた狂信から解放するためであり、あなた方の間
に新たな狂信を作り出すためではない。 

37 私の教えは深遠ではあるが、単純明快であることに気づくこと。 

38 あなた方が教師である前に、人々 があなた方を混乱させないように、私から学ぶ良い弟子であってほしい。そうす
れば、どんな質問にも確実かつ誠実に、優しさと愛情をもって答えることができるだろう。 

39 私は、多くの場合、知恵と愛の言葉が魂を救うのに十分であったこと、その言葉が忘れられないのは、その魂に永
遠の火の印のように残り、その魂は地上生活だけでなく、あの世でもその救いとなる言葉を守り続けてきたからであること
を話した。 

だから、私はあなた方に私の言葉を遺産として遺す。それは魂の平和への道を開く鍵のようなものである。岐路を恐れ
ず、不幸を重荷にせず、疑いを取り除き、私の教えに没頭すれば、この力は大きな幸福を与えてくれるでしょう。災いなる
かな、弱き者よ、わが教えによって強められぬ者よ、道を踏み外し続けるであろう。 

40 私の民、私の証人、私の弟子には、私が彼の行く手に据えた群衆を救うために、道中で強い者であってほしいのだ
。 

41 今日、あなたはまだ信仰が弱いので、魂の強さを把握することができません。しかし、私はこの信仰を大きな試練
の中で強くしていく。しかし、あなた方が私を信頼することは、あなた方自身を信頼することでもある。なぜなら、私はあ
なた方の中にある贈り物を与えたからである。 

42 まもなく人間の知性による私の宣教は終わり、1950年以降は、この宣教を通して私の声を聞くことはなくなるの
です。しかし、あなた方は、私を呼び出すために、あるいは私の霊界を呼び出すために、声の主や贈り物の主であった者た
ちを頼りにしてはならない。最大の試練であっても、わが意志に背くようなことはしてはならない。 

43 私の教えの力によって、多くの出来事の発生を防ぎ、私の意志の及ぶ限り、それらを避けることができるように、
あなた方は準備するのだ。しかし、寝ていれば、こうした試練がやってきて、仕事を難しくしてしまうのです。 

44 あなたがたの魂と同じ賜物を持ちながら、私があなたがたに示した道とは別の道を歩んでいる人が、なんと多いこ
とでしょう。もしこれらの人々 があなたの中に良い先生を見出すならば、彼らはこれらの贈り物の理由を学び、私の教えの
知識の中で遠くまで発展することを達成するでしょう。しかし、もし彼らが自分の道に良い教師を見つけなければ、ある者
は混乱に陥り、ある者は自分の想像力と意志に従って才能を発揮し、さらにある者は見えない力の道具となり、それは光の
ものであるかもしれないし、闇のものであるかもしれない。 

45 だから、弟子たちよ、自分の使命の達成のために眠ってはいけない。1950年以降、私はあなた方に自分の使命を
省みる期間を与え、この省察の中で、あなた方は私の教えの中の知識の結合に至ります。この結合のおかげで、あなたは出
来事や闘争に直面することになるのです。 

46 このように、私はすべての試練について警告する。この顕現において私があなた方の間に存在する最後の年に、私
はすべての危険についてあなた方に語り、それらを通過するための行いを伝えるだろう。 

47 今、私が言っていることを聞いてください。偉大な教会の懐で、聖職者は人類に聖霊を語りかけるのです。彼らは
第三の時代を語るだろう。彼らは七つの封印について話すだろう。彼らは教会に呼びかけ、14万4千人を選び、わが意志に
よって選ばれた者たちに私が印をつけたと主張する。しかし、私はすべての人を苦しめ、人類の聖職者と共に、良心を通し
て御自分を現し、彼らを大きな試練に遭わせるだろう。 

その時、私はあなた方のうち、どの人を使ってその証明をするか決めるつもりです。私はあなたに与えた説得の力をも
って、あなたの仲介を通して話をする。 

48 聖霊の啓示を人類に知らせるのは人ではない、主の高邁な計画においては主のみだからである。 

49 三位一体・マリア主義の霊的教義は、いかなる人間によっても明らかにされていないのです。父であるわたしは、
第一の時代に、わたしの預言者たちを通して、すでにあなたがたにそれを告げたのである。父の「言葉」であるイエスを通
して、私はそれをあなたに告げ、それほど遠くない啓示としてあなたに約束する。 

50 この第三の時代において、私は人間の知性を通して自らを顕現させることで、約束を果たし、隠されていた教訓を
明らかにした。あなたの霊に才能を授けたのは人ではない、あなたが私から出てきたときに私があなたに託したのだ。 
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51 あなた方の額に三位一体のシンボルを刻んだのは人間ではありません。主があなたを霊的にマークされたのです。
あなたの任務を決めたのは人ではない、私の全能の声である。 

52 父なる神は、どうしてこのような冒涜と欺瞞を人に許されるのでしょうか。生贄の子羊である私は、すべての被造
物の運命が記された知恵の書、大いなる命の書の封印を解くのにふさわしい唯一の者なのです。私、神聖な言葉のアルファ
とオメガは、私の神性の親密な啓示をあなたに伝えることができる唯一の者である。世俗的で不遜な者が、無知な者を欺き
、人の間で自分を高めるために、その意のままに神の教えを浪費することを、どうして許すことができようか。 

53 これらの冒涜の兆候は、（あなた方の間でも）目に見えるようになるでしょう。冒涜のしるし、偽りの証言、偽り
の奇跡が人々 の間で明るみに出るだろう。偽りの預言者、偽りの顕現が現れ、それらは私の神性に帰することになるだろう
。しかし、これは魂の進歩、聖霊の到来、私の予言とすべての約束の成就を望む証拠に過ぎないだろう。 

54 私の人間への霊的到着の時を遅らせてはなりません。あなたの不完全な準備によって、あなたの作品を通して私の
人間への顕現の障害になってはなりません。あなた方は贖罪者でもなければ、人を救うと宣言すべきでもなく、この仕事の
唯一の担い手でもありませんが、あなた方は私の救いの種を辛抱強く待ち続ける肥沃な土となったからです。あなた方は、
私の光の軍団、平和と真実の軍団の一部であり、平和の礎のためにこの時代にすでに戦っているのです。 

しかし、私は、あなた方が強いイスラエルとしての使命を果たすことができるように、あなた方を準備している。あな
た方が待っている光の家に到達し、そこから他の地平を見、そこでわが正義とわが愛を行使し、神の懐に自分の場所を占め
るまで、あなた方自身を完全なレベルまで引き上げることができるように、今日、あなた方が果たさなければならない使命
である。 

55 それは、私があなたに伝えているファンタジーなのでしょうか？いや、みんな。人間であるあなたがたに、私は道
徳を教え、徳を授け、あなたがたの家庭で愛情深く平和に暮らせるようにし、あなたがたのパンが苦くならないようにする
のだ。 

私の教えは、幸福や励ましや進歩をもたらしますが、あなたの魂にとっては、この栄養だけでは十分ではありません。
あなたの魂は、地上の肉体の死後、無限への旅を続けるために、より高い栄養を欠いているのです。この旅のために、私は
人間には空想のように見える魂の教えを与える ── 

最も鋭い想像力をもってしても理解しがたい深遠な教えを。私はこの鍵をあなたの魂に託します。この鍵を使って、あなた
の魂がその道で出会うすべての扉を開き、精神の完成に向けた旅を続けることができるように。 

56 私の教えには、すべての教えが含まれています。それは「道であり、真理であり、命である」ということです。で
すから、あなたが存在するすべての瞬間において、それに従わなければなりません。 

57 汝の魂に神聖を与え、肉体に相応のものを与えよ。神のものは神に、皇帝のものは皇帝に与えよ！」。 

58 人生に義を学ぶと、足取りがしっかりし、疑いや不安もなくなります。 

59 あなたの説教の時が来て、あなたの弱さと余分な崇拝の行為が消えたとき、 ── 

あなたの魂にとって必要で高揚することだけに専念するとき、あなたは私の仕事を実践する 

長い時間を楽しむことができるのです。そうすれば、自分の持っているものを必要としている人に出会ったとき、トマスの
ように疑い深くなることもなく、ペテロのように臆病になることもなく、ユダのように虚栄と誘惑の前で弱音を吐くことも
ないでしょう。 

60 あなたの魂は私に言う："マスター、なぜあなたは私たちとその並外れた魂を比較するのですか？"第二の時代の私
の弟子たちは、人々 の精神的進歩のために働く偉大な魂であったことは事実です。しかし、彼らはあなたと同じ魂であり、
あなたと同じ人間でもあったのです。彼らの徳は彼らの不完全さと闘いましたが、彼らの魂はより強く、人間の弱さに打ち
勝ち、私の教えの実践に身を捧げ、彼らの徳と愛のおかげで、私の教義を正確に守ることに到達し、彼らのそれぞれが残し
た手本は、彼らを指導したマスターにふさわしいものでした。 

61 あなた方も、この第三の時代にあなた方に語りかけたマスターにふさわしい偉大な模範を示すことでしょう。私や
自分自身を疑っているのか？私はあなたが私の言葉を解釈するのを忍耐強く待っている。 

62 私、最も忍耐強いマスターは、あなたが理解できなかった教訓を明確に説明し、あなたが合格する方法を知らなか
ったテストは、私はあなたの道に再び配置されます。そして、それを通り過ぎたとき、あなたの魂は強くなり、私に感謝す
ることでしょう。そして、師匠は知恵の書を手に取り、新たな教えを説いてくれるでしょう。 

63 しかし、この本を心の神棚にしまっておくと、師匠は「君たちはもう弟子ではない、師匠だ」と言うだろう。私の
啓示を知らない人類のもとに行き、その前に知恵の書を開き、私があなたに教えたのと同じ忍耐をもって、あなたの同胞を
指導しなさい。 

64 私があなたの欠点を指摘したのは、あなたがそれを正すためだったのです。あなたが仲間のところに行き、同じ欠
点を見つけたときにも、忍耐と愛で修正できることを思い出してください。 

65 私は自分の教えの中で暴力を説いてきたか？鞭を使って指導したことがありますか？いや、弟子たちよ、私は愛情
をもってあなたを許したのだ。男性諸氏：すでに伴侶に忍耐力があるのか？妻たち。あなたは配偶者に忍耐強く接してきま
したか？そして、あなた方夫婦は、子供を育てるのに、我慢してきたか？このように行動したならば、あなたは私と同じよ
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うに行動したことになります。もし、そうしていないのなら、私はあなたを許します。しかし、私はあなたが合格するまで
、人生の旅路であなたをテストします。 

66 もう一度、私の言葉を愛の種として残します。蒔いた瞬間に芽が出るわけではありませんし、ましてや花が咲いて
実がなるわけではありません。そのためには、愛情、功労、そして育成のための犠牲が必要です。 

67 私が与える土壌は人の心であり、種は聖霊としての私の啓示である。耕した畑を愛し、祝福する。あなた方の模範
によって、あなた方とともに第三の時代の種まき人となる新しい労働者を指導することができるからです。 

68 私の教えを認識することを学ぶ。どこで発見できるのでしょうか？声の主が語る言葉に？いいえ、弟子です。その
言葉の本質を私が指導しているのです。もし、あなたが霊から霊へとあなたの主と接触しているならば、どうして私の神聖
な声を認識することができますか？あなたの魂の声によって。そこで私は、永遠にあなたの中にいて、あなたを教える。 

69 私の愛は、あなたの心の最も敏感な糸を震わせるでしょう。しかし、あなた方の良心に従って、私の神聖なコンサ
ートを聞くことになり、あなた方の多くはイエスの霊的な姿の私を見ることになるのです。私は、イエスの姿は、あなたが
私を見るための最も完全な方法ではないことを指摘しなければなりません。昔、「すべての目が私を見るようになる」と言
ったとき、私はあなた方に、あなた方全員が真実を知るようになることを理解させたのですが、私は、それぞれの魂の進化
に応じて自分自身を制限することを伝えなければなりません。しかし、あなたが完全へのはしごを上るとき、あなたは必ず
私のすべての栄光を見ることになるのです。 

70 今、私を想像しようとしないでください。考えてみてください。もしあなたの精神が、限定されてはいても本質で
あり、光であるとすれ ば、始まりも終わりもないあなたの主の普遍の精神は、どのような形をとることができ 

るでしょうか。私の神の叡智の書の中に、計り知れないものを残しておいてください。 

見て、祈っていなさい。人間の死によってあなたの魂が解放されたら、私は私の無限の啓示の書の中の別のベールを取
り除く。 

71 祈れ、人々 よ、人類のために祈れ。あなたの祈りがあってもなくても、私はみんなと一緒です。しかし、私は、互
いに愛し合う祈りが、わが子たちの間に花開くことを望んでいる。 

72 私はあなたの世界を訪れ、あなたの必要を察知し、愛の贈り物を残しました。あなたは私の神の言葉を学ぼうとし
なかった。しかし、私は、たとえ不完全であっても、あなたのことを知っています。 

73 私の道をしっかりと歩めば、奇跡がたくさんあることがわかる。奇跡の時代は終わったと、誰が言ったのですか？
あなたの存在は、愛の奇跡ではないでしょうか？あなたの環境を脅かす危険を知らないのですか？あなたの世界を取り囲む
危険を知らないのですか？なぜ滅びないのか？愛という奇跡があなたを守ってくれるから。 

74 あなたを取り囲むすべてのものは、私の愛する子供たちを幸せにするために、私が愛の奇跡として創り出したもの
です。 

75 奇跡の時間は永遠に続く。私は、すべての子供たちに、終わりのない愛の奇跡を起こします。 

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 315 
1 主の呼びかけに駆け寄った人々 は幸いである。私の本は、あなたに別のレッスンを明らかにするために、あなたの

前に開きます。私のスピリットから湧き出る指示は、あなたにとって本質であり、命です。取って食べなさい、それは永遠
の命のパンだからです。 

2 私は今、この聴衆の心に私の教えを蒔いており、やがてその実を刈り取ることになるのです。私の言葉は、あなた
の霊的な魂という最も繊細な部分に保管されているので、失われることはない。 

3 この愛の食卓で、あなたの空腹と渇きを満たしてください。不幸を忘れ、苦しみをごちそうになることで、この瞬
間を心から楽しむことができるのです。 

4 痛みの火はあなたの心を焦がし、わが言葉の澄んだ水だけがそれを消すことができる。だから、あなたが生きてい
くために、そして心の安らぎを取り戻すために、私の声を聞いてくださいというのです。 

5 そうだ、人々 よ、あなたがたを私の平和の所有者とし、その後、地上の道と民に分配するようにしたいのだ。私は
あなた方を呼び集め、あなた方を準備し、私の平和のメッセージのメッセンジャーとしたのだ。今、私を必要としているの
はあなた方だけではなく、あなた方を取り囲むすべての人類が愛と光を渇望していることを忘れないでください。 

6 理解されなくても恐れるな。私の光はすべての理解を照らす。言語や信条の多様性に、私の教えを広めるための乗
り越えられない障害を見出してはならない。 

7 バベルの塔はまだ立っていますが、霊能者たちが世界に出現していることも同様に事実で、彼らはこの分裂と相違
と傲慢の塔の基礎を徐々 に破壊していく任務を負っているのです。 

8 この世界がひとつの家であり、一時的ではあるけれども、あなた方が生きていくために必要な温もりと栄養を与え
てくれる家であると思い続けることができるように。 

9 現世を離れれば、霊的な生命が与えてくれる安らぎをまだ考えてはいけないのです。この世の中で、まだやらなけ
ればならないことがたくさんあると考える。それよりも、よりよい世界にふさわしい、最大限の功徳を積むことに専念せよ
。そして、このことを考えるとき、私の慈悲が地上であなた方に与える日々 の使い方を知ることができると信じて疑わない
ことです。 

10 人生の道しるべに、愛の痕跡を残す。そうでなければ、平和の国に入ることはできないからです。 

11 もし、あなたが私を愛し、私を信じ、私を喜ばせ、あなたの魂に平和な未来を築きたいのなら、この教えを持ち、
誠意と真心をもってそれに従いなさい。そうなれば、あなたは私を手本として、あなたの全存在において非常に大きな励ま
しと光明を経験することになるのです。 

12 あなたの闘いが終われば、あなたの心の中に無限の天の声が聞こえるようになる。「砂漠で私の声を聞いて信じた
者は幸いである。その瞬間から、あなたは完璧な理想を持ち、それによってインスピレーションを受けたのですから。誹謗
中傷、殴打、屈辱に耐えることができた人々 は幸いであった。結局、あなたは地上を征服したのだから、そこであなたはす
べての傷を看護することになるのです。 

13 祝福された人々 よ、私の言葉を守りなさい」 

「それが、人が建てなければならない新しい塔の堅固な基礎となることを忘れないでください。しかし、人間の傲慢さを象
徴する塔でもなく、神の力と正義に不信感を抱く塔でもなく、精神の高揚、愛、慈悲、人々 の調和を象徴する非物質的な塔
である。 

14 あなた方の霊的成長を助けるために、私は人間の知性によってここにいるこの人々 と接触し、あなた方にわが法則
を思い出させ、わが言葉を説明し、あなた方の使命を決定することが不可欠であったのである。 

15 私の言葉がもはやあなた方と共にないとき、あなた方の歩みをどのように導くかを知るために、私はあなた方に律
法、規範、助言を託している。その法則と規範は、人間の理解力によって人類に与えられたものであり、私が霊的贈り物を
与えた人々 がその正しい使い方を知り、それによって自分自身と仲間の混乱を避けるために役立つものである。 

16 あらためて申し上げますが、あなた方の霊的な一日の仕事は、決して悲しむべきものではありません。私があなた
方に託した様々 な賜物と使命をどのように統合するかを知るならば、約束の地に到達するための闘いにおいて、あなた方は
力を発揮し、互いに励まし合うので、試練の中で無敵の結合を形成することができるでしょう。 

17 その第二の時代にイスラエルの民が私に期待したように、今の時代、世界は私に期待する準備ができていなかった
のです。私の偉大な預言者たちは、メシア、救い主、神の子を告げた。その子は虐げられた人々 を解放し、みことばの光で
世界を照らすためにやって来る。人々 は苦しめば苦しむほど、約束の人の到来を待ち望み、屈辱と抑圧の杯を飲めば飲むほ
ど、メシアの到来を待ち望み、いたるところで救い主の到来が近いことを物語る徴候やサインを探したのである。 

18 世代から世代へ、親から子へ、神の約束は受け継がれ、主から選ばれた人々 は長い間、見守り、祈り続けました。 

ついに、私はわが民のもとに来た。しかし、彼らは皆、私を予期していたにもかかわらず、全員が私を認識することが
できなかった。 
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しかし、わが存在を感じ、わが言葉の光に天の国を見、わが顕現を信じた人々 の純粋さと愛が、私には十分であった。
忠実に私に従い、私の中に霊的な贖罪者を見た者は、私にとって十分であった。私がこの世を去った後、私の真理を証言し
たのは彼らであった。 

19 私のメッセージは地上のすべての民を対象としていましたが、私の呼びかけは選ばれた民の心に届き、彼らが後に
私の言葉の語り部となるようにしました。しかし、人々 が私の存在を感じただけでなく、他の国々 でも私の来訪の兆候を発
見し、私が地上に存在する時を感じることができたのです。 

20 私がメシアであることを世界に宣言し、わが言葉が命の流れとして心に栄養を与え始めたとき、身体と魂の飢えと
惨めさがそこかしこに見られたのである。神への礼拝も偶像崇拝に変えられて冒涜され、希望の光だけがその人々 を支えた
。 

21 飢え、渇き、病気、束縛、混乱、ハンセン病、暗闇、悲惨......これが、皇帝が神の民の肩に負わせた重荷だったの
です」。だからこそ、メシアは待ち望まれたのであり、だからこそ、彼は一日一日と待ち望まれたのであり、わが言葉が心
に届き、愛と正義と兄弟愛と自由について語ったとき、大勢は私に従ったのである。 

私の手が病人に触れ、平安と神の慰めを感じさせると、彼らは街頭や広場で泣き叫び、私が約束のキリスト、告げられ
たメシアであることを、自制することなく証言したのである。 

22 しかし今、この第三の時に、どんな人々 が私を待っているのでしょう。わが約束の実現を待ち望み、祈り続けてき
たのは誰であろうか。非常に少ない。預言の知識を代々 伝えてきた人々 を模範とするのではなく、あなた方が行ったのは、
時の流れの中でわが言葉を消し去ったことなのだ。 

しかし、第二の時代にイエスとして与えたわが言葉において、再び来ることを約束したことを知りなさい。こうして、
人としてのわが到来を語っただけでなく、あなた方が今生きているこの時代に霊をもって到来することを告げた以前の時代
の預言者たちの言葉を確認するのだ。 

23 わが再臨を物語るしるしと、人の間にわが存在があることの証拠が書き記され、それらはすべて実現された。それ
なのに、なぜ世界は私を待ち望まなかったのでしょう。 

人類は今、この世で人間が飲んだすべてのものの中で最も苦い杯を空にしているのだ。それなのに、なぜ彼は私を慕わ
ず、私を呼ばないのですか。なぜなら、彼の物質主義は、彼が自分の人生から私を排除し、彼の心から私を追い出すほどに
達しているからです。主の前にひれ伏して祈り、その御心に従った者の中には、謙遜な者さえいないのですから。 

24 今日の男は、偉大で、知識が豊富で、強く、パワフルで、自立していると感じている。彼は科学の光を持っている
。どうして精神の光を欲しがるのか？彼は自然の力の主人だ。だから、どうして私が彼を敵から解放するために来てくれる
と思うのか。 

25 人類は、あなたがたのもとに戻るというわが約束が果たされたとき、霊的に眠っていたのです。目を覚まして私を
待っている人は一人もいなかった。そして、第一時代のメシアの約束は一民族のためのものであったが、わが再臨の約束は
すべての民族のためのものであったことを忘れてはならない。 

26 あなたがたに言うが、私の光は、世に知られることなく、すでに稲妻のように東から西へとその道を歩んでいる。 

27 わが言葉はあなたがたのもとにやってきて、わが呼びかけの理由を知らない無学な人々 を目覚めさせ、驚かせ、そ
の知性の私を使い、わが新しいメッセージを世界に伝えるようにさせた。 

28 このメッセージが完成したら、私はもはやこれらの仲介者を通して話すことはなく、以後、魂の中に微妙に自分自
身を現すだろう。しかし、わが言葉は、それを聞いた者の心に刻み込まれ、新しい書物に書き記され、平和の種として、真
の知識の光として、人間の肉体と精神を苦しめるあらゆる悪を救済するものとして、世界の人々 や国々 にもたらされるのだ
。 

29 私の言葉は、私の使者が望んだときに心に届くのではなく、私の意志であるときに心に届くのです。私の種を見守
り、その土を整え、その道を開くのは、私だからです。それは、私が、国民、国、家族に、適切なタイミングで、賢く到達
させるのです。それは、すでに期待されているとき、心が私の約束を覚えていて期待に満ちているとき、自己中心的で傲慢
、物質主義、虚栄心の深い夢から目覚めたときにやってくるのです。 

30 私の言葉の発現の周りに集まっているあなた方。私の帰りを待たなかったのだから、せめてこれからは世の中の救
いのために祈り、願い、目を覚ましていなさい」。 

31 あなた方ひとりひとりを私の弟子とし、永遠の種である私の言葉を受け継ぐために、そして、あなた方の中に私の
種を蒔き、それを育てた後に、私の代表として他の土地に送り、すべての同胞にこの愛の贈り物をもたらすために、私はあ
なた方を探し求めた。 

32 子供たちの信仰と精神性の向上に飢えているのです。私はあなたに霊を与えた。それは、この世界に住む他の生き
物よりもあなたを優れた存在にする私の一部である。 

人間は、私が与えた資質と徳のおかげで、私に似ているのだ。私は、あなたが愛と慈しみのわざに富む人生を送ること
ができるように、すべてを与えたのです。 
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33 拒絶されるのを恐れて、私の教えを隠してはならない。もし、あなた方が立派に準備し、私の掟を守るなら、誰が
あなた方を叱ることができようか」。私の教えは、あなた方を最高の道徳と精神性へと導きます。そして、他の形で信仰を
公言する人々 や、他の人種や他の階級に属する人々 とも平和に暮らすことができます。私はただ、あなた方がこの仕事の弟
子として認められるように、最も純粋な霊化の印章を表現してほしいだけなのです。 

だから、同胞より偉いとか小さいとか思わないで、私の言葉を伝えて彼らを助け、彼らも私の弟子となるようにする義
務があるのです。 

34 地球を与えたのは、あなた方が平等に所有し、平和に暮らし、一時的な住処として、あなた方の能力を伸ばし、新
しい住処に昇るための魂を準備させるためである。 

"主の家には多くの屋敷がある 

"と申し上げました。上へ上へと進んでいくと、だんだん分かってきます。あなた方ひとりひとりが、ますます私に近づき
、これらの「住まい」は、あなた方の働きに応じて、あなた方が到達することになるのです。なぜなら、すべては神の秩序
と正義に従うからです。 

35 そして、それぞれのステージの終わりには、あなたの精神と私の精神に喜びと祝賀がもたらされることでしょう。 

36 このように、わたしがあなたがたを準備するのは、あなたがたの歩むべき道が長いことを知るためであり、あなた
がたは自分の最初の仕事に満足してはならないのです。 

また、私は、魂がある段階の終わりに来て、その背後に、数え切れないほどの障害を乗り越え、大きな葛藤、苦悩の日
、々安らぎの時を過ごした道のりを思い、立ち止まることは、美しく、満足のいくことであると伝えます。最後に、勝利が
あり、報酬があり、あなたの周りに輝く正義があり、あなたの父の霊が存在し、栄光があり、子供を祝福し、その胸に休ま
せ、次の段階への準備をさせ、そうして次から次へと進歩し、最後に最高の充足に達し、その後私と共に永遠に住むのです
。 

37 当面は、地上での運命を全うしてください。争いの絶えないところに平和をもたらし、憎しみの絶えないところに
愛をもたらし、利己主義の絶えないところに慈愛をもたらすのです。この道の終点に着いたら、あなたが仲間に与えたもの
を興味深くお返しします。 

38 これは、あなた方の心の中にある単純明快な私の言葉である。あなたの献身的な努力と配慮に満足しています。私
は、あなた方一人ひとりの中に、私の教えに従い、自らを刷新し、自らを完成させ、魂と肉体が健康な家族を形成し、互い
に愛し合い、認め合い、人類に光と力と平和を送る一つの魂に融合したいという願いを見出すのです。 

39 私の神性の光は、父が相続財産として子供たちに与えた最高の贈り物として、すべての霊の中にあります。なぜな
ら、あなた方は、あなた方が誰で、誰から生まれ、どのような運命をたどり、どこへ行こうとしているのかを教えてくれる
聖霊の光を内に秘めているからです。 

40 今、あなたの魂は、より大きな光の時代に生きており、一歩前進しなければなりません。 

41 ヤコブが夢の中で見た梯子は、今日もすべての魂の前に燦然と輝き、登り、人が解き明かせなかった秘密を知るよ
うにと誘っているのです。 

42 今、魂と人間の知性は明晰になり、過去の時代にすでに与えられていたにもかかわらず、象徴的な言葉やたとえ話
によって与えられたために、正しく解釈することができなかったすべての啓示の内容、本質、意味を発見することができる
ようになる時なのです。 

43 人類の霊性化の欠如が、神のメッセージに含まれる言葉や図形の一つ一つに隠された真理を知性が認識できなかっ
た理由である。だから人類は、たとえ理解できなくても、信じさえすればいいと思ってきた。私は誰にとっても謎ではない
、あなたがたが魂の高揚を欠き、祈りを欠き、慈愛と謙遜を欠くことによって、この「謎」を作り出しているのだと、今、
あなたに告げます。 

44 私はどこにでもいて、あなたの周りに存在するすべてのものの中に公然と自分自身を示しているので、私はまった
く秘密ではありえません。しかし、もしあなたが頑なに私を見ないと言い張るなら、私があなたに姿を見せたときに目を閉
じ、私があなたを呼んだときに逃げ出すなら、私はあなたにとって不可解な謎のままでなければならないだろう。 

45 ヤコブが夢の映像で見た梯子の意味を知っているだろうか。この梯子は、魂の生と成長を表しています。 

ヤコブの体は、啓示の瞬間、眠っていたが、魂は目覚めていた。彼は祈りによって父を仰ぎ、その魂が光の領域に入っ
たとき、天のメッセージを受け取ることができたのである。イスラエル」は地上の名前ではなく、霊的な名前だからです。 

46 ヤコブは、はしごが地の上に立ち、その頂が天に接しているのを見た。これは、地上において肉の体から始まり、
物質的な影響から遠く離れた父の体と魂の光と本質が一体となったときに終わる、魂の上昇の道を示しているのです。 

47 家長は、そのはしごに天使が昇り降りするのを見た。これは、絶え間ない誕生と死、光を求める魂たちの絶え間な
い往来、そして霊界に戻るときに少しでも高くなるための償いと浄化の仕事を象徴している。それは、完成に至る魂の成長
の道である。ヤコブが梯子の頂上にエホバの象徴的な姿を見たのはそのためで、神はあなたの完成と努力の目標であり、無
限の至福の最高の報酬であることを示しています--

御父の懐に達するための厳しい闘争、長い苦しみ、忍耐に対する報いです。 
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48 魂は常に、運命や試練の一撃の中に、上昇するための功徳を積む機会を見出す。どの試練でも、必ずヤコブの梯子
が象徴され、もう一段登るようにと誘われる。 

49 弟子たちよ、これは偉大な啓示であった。なぜなら、神、高貴なもの、純粋なもの、善良なもの、真のものへの礼
拝への魂の目覚めがほとんど始まっていなかった時代に、その中で霊的生活について語られたからである。 

50 そのメッセージは、一家族、一民族に向けたものであるはずがなく、その本質は霊的なものであり、普遍的な意味
を持つものであった。わたしはエホバ、アブラハムの神、イサクの神である」。あなたのいる土地は、あなたとあなたの子
孫に与え、その種は地の塵のように多数になるであろう。あなたは西と東、北と南に広がり、地のすべての家族はあなたと
あなたの子孫において祝福されるであろう。" 

51 このメッセージは、あなたにはたいしたことがないように見えるかもしれませんが、その精神的な内容は限りなく
深いのです。しかし、人はそれを重要視せず、あらゆるしるしや霊的啓示を避けるので、どうしてその霊的意味を発見する
ことができようか。私は、まだ世界の魂の目覚めが始まったばかりであった別の時代に、あなたの使命を励ますために、私
があなたに伝えたメッセージの解釈をあなたに伝えなければならなかったのです。 

52 来る日も来る日も、時代の終わりを告げるサインが現れ、出来事がある。 

53 人間の科学は、唯物論の中で人間が取り得る限界に達している。愛と善と完全性という精神的理想に触発された科
学は、あなたが考えているよりずっと先に進むことができるのです。 

54 あなた方の科学の進歩が相互の愛によって動機づけられていないことの証明は、民族のモラルの低下であり、民族
間の戦争であり、いたるところに蔓延する飢餓と悲惨さであり、精神に対する無知なのだ。 

55 大国は傲慢に立ち上がり、力を誇示し、武器で世界を脅し、知性と科学を誇るが、彼らが作り出した偽りの世界の
もろさには気づいていない。しかし、自分の作品を破壊するのは人間自身の手であり、以前に作ったものを破壊する方法を
考案するのは人間の知性であろう。私は、人間に良い実りをもたらした人間の仕事だけを存続させ、後世の人々 のために使
い続けるようにするのだ。しかし、腐敗したものや利己的な目的のものは、すべて私の容赦ない裁きの火で滅ぼされる。 

56 物質主義的な人類が創造し、破壊した世界の廃墟の上に、経験を基礎とし、魂の上昇発展という理想を目標とする
新しい世界が立ち上がるだろう。 

57 精神性から道徳が生まれる人類の進歩を想像してください。限界や国境がなく、地球が子供たちに与えるすべての
生活手段を友愛的に分かち合う人類を想像してください。もし、人類の科学が互いに愛し合うことを理想とするならば、ま
た、人間が祈りによって求める知識を得るならば、どのようなものになるか、想像してみてください。儀式や外面的な礼拝
に頼ることなく、愛と信仰と従順と謙遜という礼拝を、人間からその人生を通して受けることが、私にとってどれほど喜ば
しいことか、考えてみなさい。 

58 なぜなら、その中で人々 は平和を呼吸し、自由を楽しみ、真実を含むものだけを食べることができるからです。 

59 あなたが地上で送る存在は、生というより死のようなものです。多くの人にとって、それは地獄であり、牢獄であ
り、囚われの身であり、追放の身である。その中で人は平和を知らず、自由を享受することもできない。肉体にも魂にも健
康は存在しないし、多くの苦痛を少しでも補うような喜びもない。 

60 しかし、あなたは幸せそうに見せようとしています。失敗続きの自分をどう誤魔化すか考えるのです。笑顔の仮面
をかぶって幸せなふりをし、足元に開いた奈落の底への恐怖を隠すために、人生の強さと勇気を誇る。 

61 かつて地球は涙の谷であったが、現在は血の谷である。明日はどうなるんだろう？魂をないがしろにしたために、
罪を焼き尽くし、愛のない人間の傲慢さを打ち砕く、裁きの火が通った、煙る廃墟の戦場。 

62 同じように、科学の商人たちは、光から利益を得て真理を冒涜したため、知恵の神殿から追い出されることになる
。 

63 今、私が話しているのは、未来のどの時代のことなのか？あなたがたは知らないし、わたしはもっと正確にそれら
を決定する。なぜなら、わたしの言葉の成就について、出来事がもっともっとあなたがたに語りかけるからである。 

64 ある者には、業（わざ）の実をすべて集めて火で焼き尽くせと言い、ある者には、種を集めて守り、裁きの日が終
わっても、その種が命の種として増え続けるようにと言うのです。 

65 今日の私の教えでは、この人類を啓発するために「わが言葉」が戻ってきたこと、そして人類が覚醒し、霊化に向
かうことができるようになったことをお話しします。 

66 人々 の私に対する概念は非常に限られており、霊的な知識も非常に少なく、信仰も非常に小さい。 

67 宗教は一歩も前に進むことなく、何百年も続く夢の中でまどろみ、目が覚めても自分の中で動揺するだけで、伝統
を通して自分たちが作った輪を破る勇気はない。 

68 光を求め、純粋な精神環境を求め、真実と進歩を求めて、その輪から離れるのは、卑しい者、貧しい者、単純な者
、無知な者たちでしょう。スピリチュアライゼーションの時代に、私の新しい啓示の時が来たと感じたとき、その鐘を鳴ら
し、目を覚まさせるのは彼らなのです。 
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69 人々 は精神生活の秘密を知りたがっている──それは、自分にとってかけがえのない存在であり、そのために知り
たがっている存在なのだ。 

70 しかし、その答えは、霊的生活は神秘であり、それを覆うベールを剥ごうとするのは僭越であり、冒涜であると言
われるのです。 

71 真理と光を渇望する者は、その渇きを癒す泉をこの世で見つけることはできないだろう。魂が飲みたがっている知
恵の水を天から降ろすのは私である。私の真理の泉をすべての霊と心に注ぎ、「謎」を無効化するのだ。もう一度言います
が、人のために秘密をまとうのは私ではなく、それを創り出すのはあなた方です。 

72 確かに、神は無限であり、あなたは粒子に過ぎないことを考えると、あなたの父には、あなたが決して知ることの
できない何かが常にあるのでしょう。しかし、あなた方が永遠のうちに自分が何者であるかを知らないこと、あなた方自身
にとって不可解な謎であること、それを知るために霊的生活に入るまで待つこと--

これは、わたしによって規定されたものではないのです。 

73 たしかに過去の時代にはこのように話しかけられることはありませんでしたし、霊的知識の光に入り込むようにと
遠回しに誘われることもありませんでしたが、それは過去の人類が今日のように緊急に知る必要性を感じておらず、霊的に
も知的に理解する能力もなかったからに他なりません。しかし、それは光を求めるというより、好奇心からであった。 

74 人がその光に至る道を見つけ、生命と知恵の泉のその水を受けることができるようになるためには、まず外面的な
崇拝をすべて捨て、心からあらゆる狂信を排除しなければならないのである。そして、生ける全能の神の存在を心の中で感
じ始めると、自分の存在の最も奥深い部分から、感情と誠意に満ち、高揚感と真心に満ちた、新しい未知の献身が湧き上が
るのを感じるでしょう。それは、聖霊を通して示された真の祈りとなるのです。 

75 これが彼の光への上昇の始まりであり、霊性への道のりの第一歩となるのです。もし聖霊が人間に真の祈りを明ら
かにすることができるなら、聖霊は人間の持つすべての能力とそれを開花させる方法を明らかにし、愛の道へと導くことも
できるようになるはずです。 

76 あなた方はまだ、私の顕現の証が書かれた書物で学び、あるいはもっと詳しい仲間の者がその知識をあなた方に伝
えるために必要としている時代に生きているのです。しかし、あなたがたは、直観的な者、霊感によって語る者、祈りの中
で光を受ける者、地上で学ばずとも科学者より多くの知識を持つ者の時代が近づいていることを計算に入れないのだ。 

77 この貧しい、無知で無教養な人々 を通しての私の顕現と私の霊界の顕現は、私があなたに話していることの証拠で
す──霊から霊への顕現で頂点に達する時代の始まりです」。 

78 まもなく人類は、その最高の精神的願望を成功させることを妨げるような障害物なしに、この目標に向かって前進
することになるでしょう。 

すべての人は真実を知る神聖な権利を持っており、誰もその道を遮ることはできない。私は道の最後の端で彼を待ち、
無限の愛で彼を抱き、愛を持ってそれを切望する一人ひとりのために永遠が備えているすべての美を見せてくれるからだ」 

--真実を求めて飢え渇くすべての人のために。 

私の平和があなたとともにありますように 



U 316 

38 

インストラクション 316 
私の平和があなたとともにありますように 

1 弟子：ここで私は再び師匠として皆さんの前に登場します。私のスピリットはあなたの呼びかけを受けると、直ち
にその願いを聞き入れ、あなたを光で包むために彼のユニバーサル・レイを送ります。 

2 私は、準備された心に目を向け、あなた方に私の指示を与えます。しかし、声の主だけがわがプレゼンスを受け取
るのではなく、子どもの弟子に至るまで、すべての子どもたちとともにいる。この時、彼らは皆、聖霊の存在を感じている
。 

3 実は、私を感じているのはあなただけではないのです。あなたの世界のすべての点から、私の子供たちの魂は、す
べての医師の中で最高の医師を望み、彼から愛撫、癒しのバーム、強化を受けるために立ち上がっています。 

今、人類の間にわが霊が顕現する時であるから、私はわが子すべての間にわが身を感じさせよう。私は自分を限定し、
一人ひとりの成長に合わせて自分を見せることで、弟子たちの信仰と愛を育んでいるのです。 

4 第3の時代は、人類に完全に幕を開けました。私があなた方にわが言葉を与えてから約2000年が経過したが、そ
の教義は、経過した時間にもかかわらず、まだ全人類に認められていない。なぜなら、私はすべてのわが子たちに愛されて
いないからだ。しかし、すべての人は私を崇拝し、私のものである一つの神聖な霊を求めます。それゆえ、わたしは聖霊と
してやってきて、彼らをわたしのうちに統合し、わたしの真理の教義、わたしの不変のことば、わたしの愛と正義の律法を
もって、彼らを完成させようとする。 

5 この人類の大部分はキリスト教徒を自称している。しかし、師はあなたに告げる。もし彼が本当にクリスチャンな
ら、その愛と謙遜と平和で、すでに他の人類を克服しているはずだ。しかし、私の教えは、すでに第二の時代に遺言として
残されているが、人間の心の中にあるのではなく、人間の仕事の中に生き、栄えるものではないのだ。それは埃をかぶった
本の中に保管されている。私は本を通して人間に語りかけるために来たのではない。本の代わりに、私の人生、私の言葉、
私の作品、私の苦しみ、そして私の死という人間としての姿をもたらしたのです。キリスト教を自称する人類のほとんどが
、キリストの平和も恵みも持っていない理由は、次のとおりです：人々 がキリストを模範とせず、キリストの教えに従って
生きないからです。 

6 人々 が私の啓示を無視したために、人類の間に不義の王国が支配されたのです。しかし、今、私は第3の時代にな
って、過去の教訓を思い出させるために来たのだ。 

7 なぜ、今の時代に不正の王国が蔓延しているのか？なぜなら、私は、支配者であるべき者がしもべとなり、愛と謙
遜の主人であるべき者が「奴隷」であると見ているからです。 

8 盗みを働き、他人の信用を騙す者は、私は金持ちであることを発見し、乱暴な支配者は賞賛され、お世辞を言う者
に囲まれています。人の血で身を汚す者は高い位に昇り、人の残酷な行為の犠牲になる者は辱めを受ける。 

9 これが、あなたの人生、人間性の見方です。美しい名前の施設をたくさん見かけますが、そこからは真実も愛も慈
愛も出てきません。宗派や教会の懐で聖職者が立ち上がり、信徒に "善いことをしなさい 

"と言っているのを見かけることがあります。しかし、本当にあなたがたに言います。善を行え」と言うことができるのは
、ただ一人、私である。私だけがあなたに良いことをするのだから。人々 は常に "善いことをしよう "と言いましょう。 

10 真実も誠意も見えないのは、人々 が悪に支配されるのを許しているからです。しかし、私の掟に忠実で、私の愛が
示す道から外れることなく、苦難を乗り越えた人たちがいます。 

11 取り巻く環境が変わっても、わが掟に忠実であり続けた人たちを通して、苦しむ人たちに言うのです。善に徹し、
過去の私の例を思い出し、生きれば、人間の弱さを克服できる。 

12 第二の時代には多くの教訓を明らかにし、その教えは、あなたの魂が私のもとに昇ることができなかったので、こ
の第三の時代への準備として与えたものです。私はイエスとしてあなたのところに来て、人として生まれ、苦しみ、死にま
した。私の犠牲的な死によって、私はあなたのために高遠への扉を開き、眠りから覚めたあなたの魂が私のもとに立ち上が
るようにしたのだ。私はあなた方の前で七つの封印の書、偉大な生命の書を開き、本当に、人類愛のために私の犠牲の死を
通して、その時、第五の封印を解いたと言うのです。 

13 今日、私は人間としてではなく、聖霊としてあなた方のもとにやってきて、あなた方が霊から霊への顕現を達成で
きるように指導しています。しかし、この顕現が完成に至るために、私は人間の知性を通して自己を顕現し始めたのである
。しかし、この顕現は1950年に終わり、その後、この弟子たちは弟子となり、師と霊から霊への交わりをすることになる
のです。彼らは私の目には私の弟子であるが、人の目には良き教師であろう。 

14 今日、私は第二の時代のようにあなた方を準備している。あなたと彼らは同じ、私の教えの弟子であり証人なので
す。 

15 あなたの行く手に試練が立ちはだかる。しかし、たとえその途中で障害に遭遇しても、あなた方は私に背を向けず
、私を否定しない。なぜなら、あなた方は私の帰還の約束の証人であり、それが今この時に実現されるのを見たからである
。 
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16 しかし、この時代、わが聖霊の光を通して、私はあなた方に計り知れないものを明らかにし、霊と霊との対話の中
で、私はこれからも新しい、非常に偉大な教えをあなた方に明らかにしていくでしょう。第六の封印の全内容は、この啓示
の時代にあなた方に知らせ、私が第七の封印を解く時に備えることになるのです。こうしてあなたはますます「計り知れな
いもの」を認識するようになります。こうしてあなたは、霊界がすべての魂の故郷であり、高い彼方であなたを待っている
無限で素晴らしい父の家であり、そこであなたが仲間のために愛と慈悲をもって行った仕事の報いを受けることを発見する
ことになるのです。 

17 今、あなたの魂は、私の啓示に満たされている。 

18 私は、運命に翻弄されるあなたを支え、慰める神の十字架を担う者だからです」。 

19 あなた方はスピリチュアリズムを通じて、自分の運命における霊的償いの意味を知り、私の教えに従うことで私の
意志に従って未来を突き抜け、自分の道に降りかかる試練は、見守り祈らなければ目覚めさせるものだと考えるようになっ
たのです。 

20 あなたの良心は眠らない裁判官であり、いつも仲間のため、自分のために執り成しをするよう忠告してくれます。 

21 人はなぜ、人々 に不幸と破壊をもたらすのでしょうか。なぜ、彼らは自分たちや隣人の命を尊重しないのか。精神
的な発達を欠き、私の律法の実現から遠ざかっているからだ。 

22 あなたは、暴力の瞬間に、あなたの仲間の人間を殺すために、凶器をつかむことができますか？いや、弟子たちよ
、私が彼を厳しく試したとしても、君たちの誰もその能力を感じないのだ。なぜ？なぜなら、あなたは、すべての被造物が
その運命において、その成就と私のもとに戻る時を見出すよう定められていることを知っているからです。 

私の裁きを恐れて、あなたは隣人の命を尊重し、すべての人が同じように尊重されることを望むのです。 

父はあなたに言う。今日、咎の支配は最高潮に達している。しかし、聖霊の啓示である霊能は、世界の片隅にも聖霊の
存在を残さずにはおかないでしょうし、私の教えが人の心に根付けば、私の正義の王国はすべての善意ある人の間に君臨す
ることになるでしょう。 

23 この神の啓示がすべての人に正しく理解されれば、自殺や殺人はなくなり、誰も自分の命を絶つことはなく、隣人
の命を絶つことはさらになくなるだろう。人間は、自分のすべての行動様式について包括的な知識を持つようになる。しか
し、その前に、私は彼を試し続け、人間の理解力を通して私の指示をあなた方に知らせたように、「ことば」である私は、
すべてのわが子たちに私自身を聴かせ、理解させる方法を知っているのである。 

24 第二の時代に、すべての目が私を見るようになると言ったので、私はすべての人が私のすべての真実を見、感じる
ようにすることで、あなた方との約束を果たすだろう。 

25 だから、私の教えを広めるというあなたの使命は決して難しいものではなく、むしろ不可能なものでもないと、師
は常に言っているのです。大地は肥沃になり、あなた方は良い働き手として、より良く耕すために日々 学んでいくのです。
しかし、あなた方は私の教えを伝える唯一のメッセンジャーやボイスベアラーにはならないことを知っておいてください。
霊界も今、人類の中でその使命を果たしているのです。あなた方の兄弟姉妹を、次の世代のために、私の教えの先駆者にす
るのだ。 

26 自然を通して、あなた方は私がこの時期に来ることを予兆していたのです。私は現在、人類にサインを与え、科学
者たちの関心を呼び覚ましているところです。この1950年に、私はすべての子供たちの心を揺り動かすからだ。この試練
によって多くの者が道を踏み外し、他の者は目覚め、その後に私が聖霊となってやってきて、この第三の時代の私の啓示を
持つ私の弟子たちを探し出すようにと告げる。 

27 もし彼らが初心者として間違いを犯したとしても、完全なる師である私は彼らを許し、あなたの仲介を通して、私
が現在人間の知性という能力を通してあなたに託している準備のための私の指示を彼らに与えるだろう。そして、あなた方
が愛を持って私の教えの霊的な意味に入り込んでいるのを見たとき、私はあなた方に大きな啓示を知らせて驚かせ、喜びで
私にこう言うでしょう、「先生、あなたの知恵には本当に終わりがありません」と。 

28 善良なる弟子たちよ、君たちを失望させることのないように忍耐せよ。あなたがたに言うが、来世に入る時、あな
たがたの善い行いの収穫を、わたしと一緒に見いだすであろう。そうすれば、自分の報酬がいかに美しいものであるかを体
験できるはずです。 

当面は、その人がどんな人なのかわからないし、想像しようともしない。私はただ、「見ていてください、祈っていて
ください」と言うだけです。言葉で、表情で、祈りで、私の愛の種をまいてください。慈悲はさまざまな形で伝えられるの
で、隣人に対してこのように行動してください。まことに、あなたがたの救いを求める思いだけで、わたしはあなたがたの
願いをわたしのものとし、わたしの意志に従って乏しい人々 に与えることができるのである。 

29 聖霊の弟子たちよ、平和の使者として、身体と魂の医者として、神聖な属性を与える者として、私はあなた方を見
ることになるのです。あなたは、慰め、癒し、安らぎを蒔くことを決して止めない。そうすることで、その日の仕事が終わ
るまで自分の使命を果たすことができるのです。あなたの仕事は、私の神聖な愛撫で戴かれ、私の祝福の永遠の祝祭の衣で
あなたの魂を強くすることでしょう。 
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30 あなたは今、人間の心を通して私の最後のレッスンを受けています。 

そしてその中で、1950年以降のあなたの結合をお願いしています。 

あなたがこの顕在意識を持たなくなったら、誰が私の代わりをするのですか？誰が声を出して、神主の指示を思い起こさせ
るのでしょうか。畏敬の念と恐怖があなた方をとらえ、私があなた方に指示を与えた声の主たちでさえも恐怖を感じ、地域
に精通した地域のリーダーたちでさえも、あえて私の言葉をあなた方に伝えようとするだろう。弟子たちよ、それではどう
するのか。 

31 民衆：私は今、かつて私の言葉を証しするためにこの世に残った者たち、すなわち第二時代の私の弟子たちについ
て語ろう。 

32 イエスはもうそこにはいない。彼の真理の使徒たちは宣教の旅に出て、町に入り、家庭を訪問し、遠く離れた兄弟
姉妹に手紙を書いたのである。 

33 神の言葉は、新しい夜明けのように人類の生活を照らし始め、人々 が生きてきた闇を払拭した。 

34 私の教えは、私の弟子たちの口からも作品からも、無知、偶像崇拝、物質主義と戦う愛と光の剣だった。神話や伝
統の崩壊を目の当たりにした人たちからは憤怒の叫びが、一方では真理を渇望し、罪に苦しむ人たちの希望と信仰のために
開かれた光明ある道への歓喜の賛歌が聞こえてきたのである。 

35 霊的生活を否定する者は、天の国の啓示を聞いて激怒し、その存在を占い、そこから義と救いを願う者は、父がひ
とり子をこの世に送ってくださったことに感謝しました。 

36 誠実に神に仕え、神を愛するという祝福された憧れを心に秘めていた人々 は、わが御言葉に浸ることで道が明るく
なり、心が澄み渡り、霊と心にリバイバルを感じたのであった。真の霊的なパンとしてのキリストの教えは、彼らの内にあ
った計り知れない空虚さを満たし、その完全さと意味によって彼らの霊のすべての切望を豊かに満たしてくれたのである。 

37 新しい時代が幕を開け、より光り輝く道が開かれ、永遠へと続いていくのです。 

38 私の言葉を受け取るために信仰によって啓発された人々 の中に、高揚感、愛、優しさといった、なんと美しい感情
が目覚めたことでしょう。一瞬たりともあきらめることなく、苦しみ、すべてを克服する方法を知っていたその心には、な
んという勇気と不動心があったことでしょう。 

39 師匠の血がまだ新鮮だったから？神の愛が物質的に具現化したその血の霊的エッセンスは、乾くこともなく、また
決して切れることもなく、当時と同じように今日も存在し、生きていて、命に溢れています。 

40 なぜなら、その心には真理への愛があり、そのために彼らは命を捧げ、師の教えを学んだことを証明するために血
も捧げたからです。 

41 その惜しみなく与えられた血は、障害と苦悩を克服した。 

42 私の言葉の弟子たちの霊性と、古代の伝統の狂信者たちや、肉体の快楽に敬意を払うためだけに生きていた異教徒
たちの偶像崇拝、物質主義、エゴイズム、無知とは、なんと対照的だったことでしょう！」。 

43 イエスの唇ほど、神の律法が明確だったことはない。そのため、世界は根底から揺さぶられ、多くの人々 が古い伝
統を心から取り除き、キリストのうちに人に理解されるようになった御言葉に献身するようになった。 

44 これほど偉大な教えを明らかにし、これほど偉大な仕事を成し遂げた人物は、世界にいなかっただろう。 

45 当時、人間はどれだけの謎を解き明かしたのだろうか。彼の魂と心とに、どれほどの光が降り注いだことだろう。
優しさに満ちた師の言葉、賢明で奥深く、同時に明快なたとえ話、子や花を使ってご自分を理解させようとした比較、神で
なければできない、世間が「奇跡」と呼ぶ力強い業、これらはすべて、人の心の中にある砂漠のように乾いた畑を肥やす新
しい朝露のようなものだったのです。 

46 それまで人々 は、主が創造したすべてのもの、たとえ小さな存在であっても、そこに存在する霊的な感覚をまだ発
見していなかったのです。子供を抱きかかえ、その瞳を深く見つめ、無邪気さと知識への直感的な渇望に満ちたその質問に
耳を傾けるとき、彼らは魂の存在を、その子供以上の存在であることを感じるのである。 

47 下草の中にひっそりと生えている繊細な植物を見たとき、彼らはすぐにその植物の中に、成長し、美しい花を咲か
せ、創造主が与えた運命を果たそうとする衝動を見出したのです。 

48 こうして、人々 は見たこともない世界に住んでいるという印象を持ちながら、目を覚ましたのである。それは、彼
らが「盲目」で目で見ることができなかったからであり、「聾唖」で耳で聞くことができなかったからである。しかし、私
が人類のもとに来たのは、視覚、聴覚、音声、運動能力、意志、理解力、感性を与え、肉の牢獄に幽閉されている彼らの魂
が暗い地下牢から解放されて、永遠の生命の書を読み解くことを学ぶようにするためであった。 

49 今、わが言葉の新しい聴き手たちよ、自らに問え。この世にはまだ、神の啓示を単純かつ明確に解釈する者がいる
のか？あなたは心の底から「いいえ」と私に答えます。なぜなら、世界の科学が一歩進むごとに、精神化から遠ざかってい
ることをよく知っているからです。なぜなら、すべての存在が含む意味や精神的本質を求めるのではなく、彼らの関心は物
質や純粋に物質的な力の発見であったからである。 
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50 私がなぜ人類に戻ったかを認識し、わが言葉をあなた方の心に浸透させなさい。この時、人類の間に精神化と上昇
発展という新たな転換の奇跡が現実のものとなるのです。あなた方がこの時代の良き弟子となるために、私に学びなさい。 

51 これが、今、私があなたに遺す私の教えの書である。その中には、あなた方の間で私の仕事を続けるための記録も
入っています。このような形で私の声を聞かなくなれば、私のレッスンを繰り返し、その中で常に新しい啓示を発見するこ
とになるのです。 

52 私の教えを読むことで、あなたは私の知恵、素晴らしいメッセージ、インスピレーションを受け取ることができま
す。霊界の忠告を受けたときと同じ香りをもって記憶しているはずです。この時間を研究、解釈、準備に充てれば、思いが
けず、インスピレーションで受け取った私の教えを雄弁に再現する人が、皆さんの中に現れることでしょう。しかし、多く
の人に信じてもらうためには、どれだけの準備が必要なのだろうか。今日、あなた方は、歓喜の声を上げるこれらの声の担
い手を見て、ある人たちの信じられない気持ちが大きいほど、これらの伝達者を通して私の宣教が可能であると考えるので
す。しかし、私の弟子たちが普段の姿で神の啓示を宣言しているのを見れば、人々 はそれを疑うようになるのです。 

53 あなた自身のコミュニティにおいて、疑う者たちは、あなたが私の霊感のもとに話すのを聞くと立ち上がり、信仰
を見出すためには、大きな準備と純粋な魂が必要である。こうして私は、あなたの話を聞くのが一人であろうと群衆であろ
うと、あなたの聴衆が選ばれた人々 であろうと無学な人々 であろうといわゆる学者であろうと、自分自身を知らしめ続ける
だろう--

ある人の前でもすべての人の前でも、私はあなたの知性を通して自分自身を知らしめるのだ。もし、あなた方が準備する方
法を知っているならば、あなた方の話を聞く人たちが要求する証拠をあげよう。 

こうして私は、私の三位一体・マリア的霊的な仕事、聖霊としての私の啓示を人の心の中に蒔き続けるのです。そうす
れば、私とあなたとのつながりは、1950年の終わりにも切れることはないのだということがわかるはずです。神とその子
供たちの絆は永遠だからです。 

54 第三の時代、わが顕現の明晰さによって、私は人間にとって不可能なこと、すなわち人間の理解力によってわが身
を伝えることを実現した。弟子たちよ、私を理解せよ。あなた方を待ち受ける霊と霊との対話の中で、あなた方は永遠に私
の存在を感じることになるのだ。もし、あなたがたは自分の準備の仕方を知っていれば、もはや私に「主よ、どうして来て
くださらないのですか」と言うことはないだろう。なぜ私の痛みを見ないのですか？もう、こんな風に私に話しかけないで
ください。弟子たちよ、本当に言っておくが、このように私に話しかける者は、自分の無知と準備不足を具体的に証明する
ことになるのだ。私の弟子たちが私から離れていくのを見たくはない。"先生、あなたは私たちの間におられます。私たち
の霊はあなたを感じ、あなたの知恵は私の霊感の源です。"と霊で私に言ってほしいのである。これこそ、私が聞きたい本
当の告白です。 

55 私の新しい使徒職にトーマスを見るのではなく、あなた方の中にヨハネのような献身を見たいのだ。あなた方がい
つも魂の中に私を感じるように。しかし、あなた方が私の奴隷のように感じてはいけない。そうすれば、新たな狂信に陥っ
てしまうかもしれないからだ。 

56 あなたの使命を果たす瞬間には、私の教えに霊的に完全にコミットし、あなたの地上の義務の瞬間には、あらゆる
勤勉さをもってそれらに専念しなさい。もう一度言いますが、あなた方は自分が私の奴隷だと感じてはいけません。わが教
義を伝える真の霊性を持ち、神のものは神に、「天皇」のものは「天皇」に与えることができるようにしなさい。そうすれ
ば、平和が訪れ、止まることなく使命を全うすることに喜びを感じることができるでしょう。あなたがたは、自分が私の証
人であると宣言するのではなく、私の真理を蒔いていることを、その働きによって証明するのだ。 

57 1950年以降、私がもはやこの形であなた方にわが言葉を与えないとしても、私は引退しない。わが普遍の霊は決
して休むことがないからである。私は永遠の活動であり、私のすべての被造物の完成のために常に闘っている。私は子供た
ちの成長の旅仲間であり、彼らの助言者である。そして、成長の各段階の終わりには、私の律法の中で彼らが使命を果たし
た果実を受け取るのは私なのである。 

58 私は完璧な園芸家なので、果実が青いうちはちぎったりしません。私は自分を嵐に変えて木々 を揺り動かし、その
悪い実を落とさせる方法を知っている。しかし、良いものは私の愛で守り、永遠に私の霊はその進歩と発展を喜ぶだろう。 

59 山の頂上へと続く道を登り、一歩一歩進むごとに、私の教えをより理解し、神のメッセージの解釈において、ます
ます自分を完成させていくのです。 

60 霊の言葉とは？それは愛です。愛はすべての精神の普遍的な言語である。人間の愛も語っているのがわからないの
でしょうか。それはしばしば言葉を必要とせず、行動や思考によってよりよく語られるのです。人間の愛がこのような形で
表現されるなら、あなた方が私の掟に完全に従うとき、その言葉はどのようなものになるのだろう。 

61 弟子たちよ、試練や逆境に直面しても臆病にならず、しっかりと歩んでください。私があなた方より先にこの道を
行き、私の痕跡によって祝福された道を残したことを忘れないでください。人類のために祈ること、これがあなたの仕事で
す。慰めと癒しの無尽蔵の源である私のもとに来て、この贈り物をあなたの同胞に届けてください。 
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62 今この瞬間、私は子どもたちの心の中に入り込み、愛の種をまいているのです。しかし、どの心が、種を芽吹かせ
る肥沃な土のようになるのでしょうか。今日、あなたはまだ知らない。しかし、もしあなた方が良い働き手になるなら、病
める者、病める者、悪しき者、愛と平和を渇望する者たちに、私の教えを蒔く方法を知ることになるのです。 

63 そのすべてに、私の言葉という計り知れない宝物を置き、あなたの魂の中でますます大きくなっていくことでしょ
う。 

64 もしあなた方が神の庭師の労働者であり、私の愛の植え付けに協力する者であるなら、あなた方全員が私の仕事の
集大成を楽しむことになるからです。 

65 天国でごちそうがあるから、みんな私の食卓に座れ。皆さんは、私のたとえ話の賢者の処女になるのです。そこに
は放蕩息子はいません。皆さんは私の王国を手に入れ、最も美しく高揚したコンサートを聴くことになるでしょう。あなた
の魂は、あなたの父と主の偉大な愛をようやく理解し、最高の幸福を経験することになるでしょう。 

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 317 
私の平和があなたとともにありますように 

1 愛する弟子たちよ、私はあなた方が準備しているのを見る。あなた方は私の言葉を聞き、理解する恵みを得るため
に、霊的に集まっている。あなたの道中、私のプレゼンスは、奇跡を与え、私の保護を与え、あなたの良心を通して語りか
けたことでしょう。私はあなたの心に宿って、あなたの導き手となり、主人となりたい。 

2 「私は道であり、真理であり、命である」と、もう一度言う。私の言葉はあなたの魂を養うパンであり、私の現存
はあなたが待ち望む平和をもたらす。あなたは、この世の中でどれだけの試練を味わってきたことでしょう。あなたがたは
、地上の楽しみに安らぎと慰めを求め、それが見つからないと、わたしのもとに帰ってきて言った。"主よ、あなたととも
にのみ、わたしたちの魂の安らぎと慰めを見出すことができます "と。 

3 イスラエル：この苦難の時に、祈りの中で私を求めることを学びなさい。試練がさらに大きくなったとき、輝く灯
台として、あるいは救命ボートとして、私を求めなさい。私を信じなさい、私があなたを安全な港に導くから。私を求める
者は皆、私を見つける。私を信じて立ち上がる魂はみな救われるのです。 

それゆえ、わたしはあなたがたを世に送り、告げた。人類のために見守り、祈れ。彼らはわたしの言葉を聞かず、イス
ラエルの人々 だけが、目覚めさせ、備えさせるためのわたしの教えを聞いているからだ。そして、主人は人類にこう言うで
しょう。ここにあなた方の救いの受託者がいる、ここに私の弟子であるイスラエルの民がいる。彼らはあなた方のために出
発して、私の教えを伝え、永遠の命のパンを与える。私が人間の知性を通してそれを伝える限り、あなた方は受け取りたく
なかった。 

4 わが言葉を聞いて、それを理解できずに道を踏み外した者がいかに多いことか。私が彼らの心に蒔いた生命と霊性
の種が信仰の花を咲かせるので、彼らは私を信じなければならないのだ。この真理は彼らの中で輝き、彼らは仲間の前で、
私が人々 とともにあり、人間の知性という能力を通して自分自身を知らしめたと告白することだろう。 

5 どうして人が私の作品を判断し、私の心の奥底の判断に入り込むことができようか。しかし、私は彼らに自由な意
志、自分の意志を与え、その上で彼らに試練を与えている。信じた者は試練に勝ち、信仰を強め、わが啓示の意味を養い、
霊の領域へと昇っていったのだ。 

6 まことに、わが霊とあなた方との出会いは、来世で起こったのである。私は、この時代には自分を人間化していな
いので、祈りのはしごを上って私を求め、霊的にこの誠意を持って私に会うようにと指示した。私はただ、被造物の心や精
神を利用して、彼らを通して自分自身を知らしめただけなのです。 

7 最後に来た者も私の啓示を知ることができるように、この教典を与えたのだ。私はレッスンを繰り返し、多くの人
が私の仕事を理解し、その始まりからすべてを知りたがっていることを知りました。だから、私はあなたのために私の教え
を繰り返したのです。エリアスがロケ・ロハスを送信して第三の時間を開いたのは、あなたが自分の進むべき道で神聖なる
マスターに出会うためであると、私はあなたに話したことがあります。 

8 愛を持ってわたしに耳を傾ける者、わたしのもとに来て心を開き、わたしの言葉の真髄を受け取る者は、光を得る
ので、幸いである。この知恵によって、彼は私の仕事を理解し、1950年以降にそれを実践する方法を知り、正しく私の弟
子と名乗ることができるのです。 

9 私は、皆さんを「私の弟子」と呼びたいのです。しかし、良い弟子は教えに忠実で、師を模範としなければならな
いことを忘れてはならない。 

10 あなたは、この地上での精神的な闘争が大きいことを覚え、あなたの魂は、この世界を超えて待っているその人生
に入ったら、上昇するために闘い続けなければならないことをあなたに推測させるのです。 

そう考えると、いよいよ人の命が終わった時の安らぎがないことに、ある種の悲しみを覚える。この悲しみは、魂から
ではなく、その性質が永遠でないために弱く、信仰心の薄い「肉」から来るもので、永遠を前にして絶望せざるを得ないの
です。 

11 魂にとって、永遠は最大の祝福を意味する。至福を思うとき、それは終わりがないことを知り、その償いを思うと
き、その罪を償い、自らを完成させるのに十分な時間があることを知るのである。 

12 あなたの地上の性質が理解し、考えているようなスピリチュアルな休息は存在しません。魂に待ち受ける休息とは
、活動であり、善を行うことによる増殖であり、あらゆる瞬間を活用することである。そうすれば魂は安らぎ、自己嫌悪や
苦しみから解放され、善を行うことで安らぎ、創造主や兄弟姉妹を愛することで安らぎを得るのです。 

13 本当にあなたに言いますが、もし私があなたの魂を不活発のままにして、あなたが地上で休息を想像するように休
ませようとしたら、絶望と恐怖の闇がそれを支配するでしょう。魂の命と光、そして最大の幸福は、仕事、闘い、絶え間な
い活動なのです。 

14 地上から「精神の谷」に戻ってきた魂は、肉体の疲労を自らに刻み込み、休むために、忘れるために、人生の闘争
の痕跡を消すために、あの世を安息の地として求める--
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この者は最も不幸な存在のように感じ、平和も至福も見いだすことはないだろう。愛と活動、完璧に至る道での絶え間ない
闘いです」 「それは、無気力から目覚め、その間違いに気づき、精神生活へと昇華するまでです。 

15 一方、この地上では、すべてが有限であり、はかないものであるため、あなたの魂は落ち込んでいることでしょう
。ここでは、人間の生活と同じくらい多くの罪と不誠実さから、本当に休まなければなりません。しかし、それは肉を征服
するような休息の必要性ではなく、すべての悪いものに対する嫌悪感、すべての不正直なものに対する反発、不道徳や正当
でない理由のために何度も戦い、苦しむことへの倦怠感である。 

16 もし人々 がここでの生活を純粋な存在とし、自分の体を魂の滞在にふさわしい住処に整えていたなら、疲れを知ら
ず、嫌悪や反感もなく、したがって実体のない魂が休息による休息を望んで霊界に来ることはないだろう。それどころか、
その日の仕事を続けるための力と信念に満ち溢れている。 

17 私は、闘争の終わりに、私の子供たち全員が霊的な家で永遠に結ばれるとき、あなた方一人ひとりが建設的または
回復的な方法で神の仕事に参加したという事実を認識し、創造主としての私の無限の幸福を分かち合うことを望んでいます
。 

18 あなた方は霊的な存在としてのみ、私が初めから創ったものは何一つ失われていないこと、すべてが私の中で復活
し、すべてが生き返り、新たにされることを発見するのです。 

19 ですから、多くの存在が長い間迷い続け、多くの人が命の業の代わりに破壊的な業を行ったとき、彼らは迷いの時
が一時的であったことを知り、その業がいかに悪いものであっても永遠の命の中で償いを見つけ、私の絶え間ない創造の業
の共同者に変えられるのです。 

20 人類が地上で経験したような罪と暗黒の数世紀は、永遠と比べたとき、進化と終わりのない平和の時代と比べたと
き、どうでしょうか。あなたがたは、自由な意志のために、わたしから遠ざかり、良心に促されて、わたしのもとに戻って
くるのです。 

21 肉」はあまりに頑固で、あなた方が良心と呼ぶ内なる光の指示に従うことができず、本能と情熱の放縦に誘惑する
衝動に従う方がずっと簡単だとわかったのです。 

22 長い間、人類は、決して沈黙することのない良心と、物質主義から教団と法律を作ろうとする「肉」との間の困難
な闘いの中で、この地球上の生命の道を歩んできましたが、物質と精神のどちらかが勝利することはなく、その闘いは続い
ているので、今日に至っているのです。 

23 あなたは私に、誰が勝利するのかと尋ねます。そして、良心の絶対的な勝利は、"肉 

"の中の魂によってもたらされるものであり、そう遠くない将来に実現すると私は言っている。 

24 これほど長い闘争の末、人間的で滅びやすい肉体が、私の永遠の光である霊に屈服しなければならないことを、あ
なたは理解していないのでしょうか。 

25 このような長い闘争の末に、人間はついに、自分の存在の中で振動し生きているその声とその霊的な生命に対して
、それまで持っていなかった感受性と屈服に到達することを理解しなさい。 

26 皆さんは、気づかないうちにこのポイントに向かって進んでいるのです。しかし、地上の善と正義の勝利を見ると
き、闘争、戦い、試練の理由が理解できるだろう。 

27 この準備によって、私はあなたがたに会いたいと思う。そうすれば、あなたがたは自分の道に良い模範を蒔き、そ
れによって、私より受け、聞いたすべてのことを証しすることができるだろう。 

28 この顕現が終わると、あなた方は私の教えを超自然的で、理解を超えたものとして見るでしょう。"人類がより進
化するこの時期に、主が私たちの母語で語りかけたのはなぜか "と自問することになるでしょう。 

29 弟子たちよ、聞け。すでに過去の時代に、わたしがやってきて、わたしの子供たちすべてにわたしのことを知らせ
、そうして、人々 を霊化の実践に導くことによって、人々 の間に平和な時代が来るように準備すると書かれていたのだ。今
、この予言の成就がここにあります。今日、私は霊界に囲まれてあなた方を準備しています。一方、あの世では他の魂が私
の指示を待ち、来るべき時代に人の間に宿るでしょう。その中には、国々 を治める者がいる。--

その偉大な徳のゆえに、人々 をわが戒めに従わせ、良い道に導く者たちだ。彼らはあなたを追いかけてくるでしょう。 

30 私の仕事はますます大きくなり、ついにはすべての魂が私の法の実現に一致団結し、この地上の家は完全な世界と
なるのです。その時、そこに住む人々 は、創造されたすべてのものに私の愛が働いていることを感じ、より良い世界で生き
るための準備をすることでしょう。 

この地上世界はあなたの魂にとって一時的なものに過ぎず、魂は完全なものを求めて他の地域やあの世に行くのです。 

"父の家には多くの屋敷がある 

"と言ったのを覚えているか？そして、より発展した今、あなたが私の教えをよりよく理解したとき、私はあなたにこう言
いました。"父の家には、無限の住まいがある 

"と。この世を去るとき、すでに精神的な高みに到達したとは思わないでください。いいえ、弟子です。この惑星での発展
の段階が終わったとき、私は他の家にあなたを導きます。そうして私は、あなたの完成の無限のはしごを永遠に導きます。
私を信じ、私を愛せば、あなたは救われるのです。 
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31 皆さん、立ち止まってはいけません。道を知っているのだから、急ぎなさい。わが掟を守り、愛情をもって生き、
隣人を慈しみなさい。そうすれば、私があなたがたに与えたすべての贈り物は、人の道を照らす灯火のようになる。 

32 あなたがたは、わが霊の一部であることを告げたのに、どうして時々 、自分自身と私を疑うのか。なぜ、わが属性
を持っていることを疑うのか。あなたは過去の罪を償うためにこの世に生まれてきたのに、なぜ試練に遭遇すると神を冒涜
するのですか？ 

33 こうして私は、弟子たちよ、あなた方を準備するのだ。こうして私は、あなた方の心に私の教えの書を刻みつける
のだ。苦難の慰めを切望するとき、わが言葉を心に求めよ。そうすれば、澄んだ水の泉のように、そこから流れ出るであろ
う。 

34 私は、1950年、あなた方の間に滞在する最後の年に、あなた方に教えているのです。私が求めたスピリチュアリ
ティに到達してほしい。あなたは父を理解し、霊的に悔い改めたのです。あなたがたはわたしを愛した。ある者はその魂を
覆っていた不浄の衣が落ち、ある者はその浄化のために努力しているのをわたしは見る。私の指示に従うためには、あらゆ
る物質主義を排除しなければならないことを忘れてはならない。 

35 私はあなたの良心に私の光を置き、それに導かれて、あなたがあらゆる欠点をなくし、私の言葉のために私があな
たの魂に見出した美徳を開花させるようにしました。私は、あなたが愛と痛みを受け入れることができるようにしました。
私の言葉を純粋に感じることができるように、「互いに愛し合いなさい」と言ったのです。あなたの平和を同胞に分け与え
、彼らの苦しみの杯を飲むのを助けてください。 

36 私があなたがたに言ったことを忘れないでください。私の目には、あなたたちは皆、私の子どもです。もし、私が
あなたを進化させ、あなたがその中で苦労することがあるとすれば、それはあなたが完全な状態に達することを私が切に望
んでいるからです。 

37 今こそ、あなたに託されたスピリチュアルな仕事を始める時です。あなたの心の底に愛と慈しみの種が隠れている
から、畑がどんなに不毛であるかを見てください。 

38 私は、善良なあなた方を励ますために、私の教えを携えてやってきました。私はあなた方を愛の道へと導き、私の
光と慰めのメッセージをもって、あなた方の仲間のもとへ行くことができるようにします。私の説教の時間があなた方にと
って長かったとすれば、それはあなた方が私の教えの内容を吸収し、その意味を決して歪めないようにするためである。あ
なた方は新しいイスラエルで、私の真理を証言する人々 だからです。 

39 あらゆる場面で、良心の声があなたを目覚めさせ、あなたには人類の中で高い運命があり、果たすべき大きな使命
があることを理解させるのです。 

40 あなたの中には、あなたを倒させない強さがあり、あなたを眠らせない声があるのではないですか？道から外れた
り、使命を忘れたりしたとき、休ませてくれない落ち着かなさを感じないか」。この強さ、この内なる光、この内側に語り
かける声は、あなたの良心であり、そこには私の掟とあなたの使命が忘れがたく書き込まれているのだから。 

41 この内なるガイドに愛情を込めて導いてもらうと、本当に、あらゆる霊的な心配事が消え、代わりに深い平安と真
の満足が得られるのです。 

42 この貴重な時間を大切にすれば、明日は時間のロスで涙を流すこともなく、ミスを嘆くこともなく、転ぶこともな
い。あなたの良い行いが、私を証ししなければならないことを忘れないでください。それとも、あなたの仲間は、不完全な
作品を通してでも、わが真理を認識することができるとお考えなのでしょうか。木はその実でわかる」ということを忘れな
いでください。 

43 少なすぎること、取るに足らないことを恐れてはならない。あなたが通る扉を開き、障害物を壊し、困難を克服す
ることによって、あなたの道を準備する光のビーイングたちの目に見えない軍隊が、あなたと一緒に行きます。 

44 暗闇の世界では、この光の世界を頼りにしてください。戦争の影響を克服するために、あなたは平和の天使を頼り
にしています。病気、疫病、死に対して、あなたは、慈悲と慰めのバームを人類に注ぐために待機している目に見えない存
在の慈悲を持っているのです。 

45 私の弟子たちが私に保護されなかったことは一度もなく、光と調和の領域に住む存在に見捨てられたことも一度も
ない。 

46 第二時代の私の弟子たちが、師の神聖な言葉を記憶し、すべての世代のために遺産として書き残すように、誰が彼
らを鼓舞したのでしょうか？私の弟子たちを未知の道へと導き、遠い町へと導いたのは誰だ？看守が眠っている間にペテロ
を牢獄から解放し、犠牲の死という最も困難な時に、私の真理の使徒たちに寄り添ったのは誰でしょうか。人が「天使」と
呼んできた霊的存在、あなたの兄弟姉妹です。 

47 ああ、もしあなた方がその影響力の価値を知っていたら......。あなたはもっと喜んで、もっと謙虚になり、彼らの
呼びかけや指示にもっと従順になるはずです。しかし、あなた方は信仰の薄い生き物で、肉体的な感覚で霊的な生命に触れ
、見たいと思うからです。そして、それを達成できないから、信仰を欺かれたと感じているのです。 

48 もし、あなた方の信仰が確固としたものであれば、肉体の感覚で霊的な存在を感じようとすることはないでしょう
。 
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49 そうです、人類よ、もしあなたが霊界に距離を感じるとしても、その存在たちは人間から距離を感じることはでき
ないのです、彼らには距離も境界も障害もないのですから。そのため、魂の上方への発展と完成を最高の宿命とする人間の
生活から遠ざかることはありえない。 

50 あなた方はみな兄弟姉妹であり、すべての魂は同じ資質を持ち、肉体さえも互いに平等に創られているのです。で
は、なぜ人類は社会階級や国家に分かれてしまったのでしょうか？私はあなたを一人っ子のように愛していますし、同じよ
うにあなたを許します。しかし、この恵みにふさわしく、贖罪を成し遂げなさい。わが教えを反省し、わが愛に感化されて
互いに愛し合い、自分の欠点を非難しない時が来るだろう。 

51 愛を持って自分の道に助言し、修正する。しかし、仲間に対して優越感を抱いてはならない。ただ、私が指示した
ように、愛し、正義をもって生きることだ。 

52 覚悟を決めてください。明日はあなた方が人類のリーダーであり、教師であることを意味します。私があなた方に
話すその時に、あなた方は私が指示したように、愛情をもって私の指示を伝えなければならない。あなたがたは，自分の同
胞を厳しく裁いてはならない──そうすることによって，自分の主を喜ばせることができると考えて。あなたがたに言うが
、たとえわたしの名によって人々 を教えても、あなたがたは罪から解放されることはないのだ。見て、祈ってください。し
かし、あなたが愛もなく仲間の罪を罰するのを見たら、私は良心を通してあなたに語りかけ、第二時代のように、"罪のな
い者が最初の石を投げよ "と言うだろう。 

53 私の教えは、すべての時代のためにある。今、私は、あなたがたが私をよりよく理解できるように、過去の時代の
教訓を繰り返しているのだ。あなたがたがわたしを聞いているように、第二時代の弟子たちも同じように聞いている。あな
たが私の教えの最初の一歩を踏み出すように、彼らもまたそうだった。あなたが自分の不完全さを克服しようともがくよう
に、彼らもまたもがき、そして最後に勝利したのです。 

54 あなたがたも、わたしが与えた賜物を疑うように、あの弟子たちの中にも、主人が自分を見ていないと思い込んで
、ひそかに主人の言葉を試す者がいたのです。私の例を手本にしたのであれば、準備の成果が作品に表れたのでしょう。も
し彼らが見て祈らなかったら、彼らを通して奇跡は起こらず、彼らは心に疑いを持ったまま私のもとに帰ってきたのです。
しかし、彼らはわが言葉の真理を再び聞いたとき、自らの罪を悔い改め、もう私を疑わないと涙ながらに誓ったのです。 

55 同様に、私はこの時代にあなた方、弟子たちを見ます。あなた方の中には、信仰と善行を目に見えない武器として
持ち、その使命を果たすことによって、わが言葉が明らかにされるのを見る者もいます。しかし、わが子の他の者たちは、
わが律法に従わずに、人の目の前でわが使徒と認められる奇跡を与えると主張し、それが受けられないと、私を疑い、私を
否定したのである。 

56 今日疑っていても、明日には信じるようになるのです。 

57 わが律法に生きる者も、それを拒む者も祝福する。後者を通じて、わが教えの意味を把握したとき、われは人類に
偉大な証明を与えるだろう。彼らは、私の神聖な霊が、強さと真実と愛のうちに同胞に自らを注ぐための信頼できる手段と
なるからです。 

58 こうして私は弟子たちよ、あなたがたを喜ばせ、こうして父はあなたがたの行く試練の時を励ましてくださるので
ある。 

59 良心の声に耳を傾けよ、そうすれば必ずや、私の教えを受け続けることができる。1950年には、この声の主によ
る顕現は終わるけれども──良心に耳を傾けて、神との交わりは永遠に続き、弟子たちをその主から引き離すものは何もな
く、誰もいない。 

60 私の言葉を信じてください。あなたがたに言うが、すべての預言は、預言者たちの満足とイスラエルの民の喜びの
ために成就される。 

61 時代は変わるから、見ていて、祈っていて。あなた方は、わが愛の法則と一体となり、道を阻む試練はない。私が
イエスにおいて与えた模範を生きれば、あなたは必ず立ち上がることができるのです。誰もあなたの唇にある私の言葉を黙
らせることはできないでしょう。まことに、あなたがたに告げます、足場さえも、あなたがたにわが掟を忘れさせはしない
でしょう。犠牲になった子羊の記憶があなた方を強くし、あなた方は私の神性に自らを捧げることになるからです。 

62 あなたの仲介で私の言葉を聞くべき人々 のために、最も愛する人々 を残して旅立つ者が何人いるだろうか。あなた
方の中で、私の教義を愛するがために、財貨を捨て、最大の貧困の中で生きる者がどれだけいるだろうか。しかし、もしあ
なたの体がこの世で地上の財を欠いていても、私は永遠のうちにあなたの魂を私の愛で飾ろう。 

しかし、愛する子供たちよ、心配しないでください。私は、あなた方の誰一人として、命を犠牲にしろとは言いません
。私の仕事のために捧げるべきものは、すべて百倍にして返すと、ただ私の言葉であなたがたに言っただけです。善い行い
を自分の道に蒔けば、来世でその実を刈り取ることができます。 

63 キリスト教がイエスの受難を記念するこの朝、私はこのようにあなた方を準備します。弟子の皆さんも、メシアの
犠牲の死を常に体験し、神聖な贖罪者の模範を示して自らを養っているのです。 

64 イスラエルの民：人類の光となり、イエスを通して与えたわが再臨の約束を彼女に思い出させ、わが約束を守って
いることを伝えよ。 
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65 それらの予言は人々 によって忘れ去られたが、私は私の新しい使徒たちを通して彼らに思い出させる。 

66 弟子たち：私の言葉が現れるとき、私の父の愛と平和が存在する。涙の谷に住む者よ、それを受け取りなさい。 

67 苦しみの杯を忍耐強く飲み干せ。この苦味の後、あなたは永遠に私の愛のパンとワインを楽しむことができるので
す。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 318 
1 私の教えを欲して私のもとに来る者は幸いである。私の言葉の中に永遠の命の宝を見出す術を知る者は幸いである

。しかし、私の教えによって自らを鍛え、私の言葉が途絶えた後も人類のメッセンジャーであり続けることができるのは、
いったい誰なのでしょうか。あなた方こそ、私の掟を破ったことによる古い汚れを落とし、苦しみの杯を空にし、大きな苦
難からやってきて、私の教えの清流で魂を清める者なのだ。 

2 今日、この集会に来れば、あなたは私のプレゼンスに値しないと感じるでしょう。しかし、私はあなた方が自分を
新しくしているのを見ます。この清めがあなた方を私にふさわしくしているのです。私の愛撫を感じ、私の愛を感じ、それ
があなたの苦しみを癒すバームとなるのです。 

3 あなたは、このような形で最後に、第二の時代の私の受難を記念しているのです。あなたは伝統を守るために来て
いるのではありません。聖霊の弟子たちは伝統主義者であってはならず、私の律法に従うものだからです。あなた方は、私
がイエスを通してあなた方に残した教えの完全な例である、自分自身の救いを得るために永遠に教え続ける、それらの神聖
な出来事を記念するためにのみ来ているのです。 

4 今日、私はそれらの教えの例を思い出してあなたの魂が震えるのを見て、私はあなたに言う：大いに愛する子供た
ちよ、あなたからのこれらの教えを拒絶してはならない。 

5 あなたは、わたしのことばから受ける励ましに感謝する。しかし、あなたがたの中には、私にこう尋ねる者がいる
。"父よ、なぜ、私が長い間待ち望んでいた奇跡を、私の人生に起こしてくださらないのですか "と。 

しかし、マスターはあなたに言う。私はこの時代、あなた方の人生に奇跡を蒔いてきた。私の精神からあなたの精神へ
、常に恩恵と恵みがもたらされるのです。私は霊界の仲介で、あなた方の間に私の愛を広めた。あなたの信仰と善行によっ
て、これらの奇跡が実現するのを見たのです。と問いかけます。私を信じるのに、毎日の奇跡が必要ですか？ 

6 あなたの成長の初期に、私は物理的に目に見える形で、恵みと利益を与えました。しかし、あなたの知識と信仰が
魂の光のように燃え上がったとき、私はこれらの物質的な証拠を与えることをやめました。今日、弟子であるあなた方の信
仰は、あらゆる障害と逆境を克服するために、わが意志と一致しなければならない。 

あなたは私に尋ねます。「先生、信仰とは何ですか？そして、マスターはあなたに答えます。信仰とは、心や精神より
もさらに先を見る霊的なまなざしである。信仰とは、真理を見抜き、発見するまなざしである。ですから、あなたの信仰は
、あなたがしばしば理解できないような顕現を見、それらを通してあなたを信仰において強くするのです。 

7 愛する人々 よ、私はあなた方の間に「新しいエルサレム」を建設しているのだから、これは重要な朝課である。あ
なたがたは、わたしが預言者たちを通して告げた白く輝く都の最初の石である。この霊的な都市は、この世にその基礎があ
るわけではありません。もし、新しいエルサレムが自分の地上の祖国だと信じているなら、それは重大な誤りである。新し
いエルサレムは、私が今あなたの魂の中に建設しているもので、この都は──雪のまばゆい白さよりも白い──全人類の救
済が来たときには、すべての人々 に広がっているのだ」。 

8 今日、私が大いなる都市を建設し始めるためにあなた方のところに来たとき、私はわが民の中に調和と霊性の欠如
を見た。あなた方がまだ完全に私と一緒になる方法を知らないために、わが神聖な霊は苦しんでいる。私が長い間与えてき
た完璧な教訓にもかかわらず、あなた方は低次の情熱、不一致、偶像崇拝に頑固にしがみついている」。 

9 もし、あなたがたが偉大になりたいと願うなら、世の中の虚栄に偉大さを求めてはならない、それらははかないも
のだからだ。永遠である霊的なものにそれを求めなさい。 

10 この高みを目指すには、不断の努力と不屈の意志、そして無条件の信頼が必要です。そうしてこそ、魂の栄光を手
に入れることができるのです。 

11 この道は試練が多いので、功徳を積むのに適しています。そこでは、自分の傲慢さを否定し、痛みを忍耐強く受け
入れ、虚栄心や情熱を拒否することを学ぶことができるだろう。一方、この道には困っている人がたくさんいて、その人た
ちを助けてあげることで、自分も目標に到達することができます。 

12 すべての人は──人生にスピリチュアリティがあるかどうかにかかわらず──十字架を背負っている。私の言葉は
、愛をもってそれを耐え忍び、生きることを容易にし、必要でさえあることを教えているのです。自分の十字架を愛する者
は、自分の運命を愛する。なぜなら、それを刻んだのは私であると知っているからだ。この者は私の意志を愛し、私の意志
を行う者は私の平和、私の光、私の強さを分かち合う。 

13 自分の任務の重荷を避ける者、正しい道を捨てたり、自分の好みや意志で義務を負うために、魂が私と交わした約
束を無視する者は、魂が満足し落ち着くことがなく、心に真の安らぎを得ることはできない。常に快楽を求めるのは、偽り
の快楽やつかの間の満足で自分を欺き、苦悩や落ち着きを忘れようとする人たちである。 

14 なぜなら、たとえ今日、彼らが自分たちから離れ、私を忘れ、私を否定したとしても、現実が彼らを地上での偉大
な夢から目覚めさせ、人間が誰も逃れることのできない霊的真実、永遠、神の正義に直面するとき、彼らはすぐに世界の富
、肩書き、快楽、名誉の無意味さを理解することを知っているからだ。 
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15 このことを知らない人はいません。あなた方は皆、直観の賜物を通して、自分の人生の現実を明らかにする精神を
持っているからです。しかし、あなた方は、自分の人生の主人として自由になるために、精神的な誓約から自らを解放した
いと切に願っているのです。 

16 大多数の人は、宗教的な義務を果たすことに不安を感じないのだろうか。あなたがたは、私の掟から逃れようとし
て宗教を作り、掟を満たしていると思い込ませているのです。 

17 この人類には、当時ユダヤ人に言ったのと同じ言葉を当てはめることができる。古い、すでに役に立たない伝統に
従うために、彼らが律法を忘れてしまったことを分からせたのだ。 

18 キリスト教のシンボルである十字架がいたるところにあります。どこでも私は石でできた教会を見つけ、大多数の
人々 は私の名前を発音し、人々 は私に敬意を表し、私のために毎日の儀式を行う。しかし、私は人の心の中に、わが教義の
本質であり、始まりであり、最終目標である愛の表出を見いだすことができない。しかし、あなた方はみな、自分たちが律
法の中にあり、真理の中にあると信じている。そのため、私が逆のことを明かすと文句を言い、誰かが自分の誤りを示すと
、怒りに支配されるのです。 

19 クリスチャンの皆さん、本当に言いますが、もし私が今の時代に人間としてこの世に現れたとしたら、私の口から
真理を聞くならば、よりによってあなた方が私を新しいカルバリの十字架に引きずり込むことでしょう。しかし、私はもう
男としてあなたの世界には来ません。私は霊で来たのだ、あなたがたは肉体の目で私を見ることはできないが、私の声を聞
かなければならない。あなたは、私を滅ぼすために、私に会いたがっている。しかし、ひとたび私に会えば、それは私を崇
拝することになるのです。私に霊的に語りかける者は、その心に信仰が生じ、心を悟らせたという証拠を示すことになるか
らです。 

20 今日もなお、私は新しい弟子たちの中にペトロの弱さ、トマスの疑い、ユダの野心を発見している。だから、私が
師としてあなた方に教え続けることが必要なのだ。 

21 今日、私が皆さんと一緒に行っているこの最後の記念、1950年のこの年に、イエスが弟子たちを伴って最初のエ
ルサレムに凱旋し、十字架上で神の使命を全うした日を覚えておいてください。 

22 この瞬間を、単なる記念ではなく、真の献身をもって精神的に体験するのです。いいえ、私は『第三の時』の声の
担い手を介して、あなたたちに最後のレッスンをしてい 

るだけなのです。この言葉は、さまよえるあなたの魂にとって、永遠の命の糧となることでしょう。これらの教えは、あな
たの守備範囲であり、あなたのスタッフです。私の愛の炎であなたの良心に刻みつけ、後に私があなたに与えたように、あ
なたの仲間の心に刻みつけることができるようにしなければなりません。 

23 人類の多くがこの伝統を祝っており、私のスピリットはその愛をすべての子供たちに感じさせているのです。 

24 それは、私が魂に与える準備なのです。ひとたびすべての人間に精神的、人間的な再生が起これば、精神化はその
果実として諸国民の間に兄弟愛と愛をもたらすでしょう。そして、この惑星から精神的な調和の明るい光が放射され、すべ
ての世界がそれを見守ることになるでしょう。それは、私の使徒ヨハネが携挙の際に見た、まばゆいばかりの白い都市とな
るでしょう。 

もはや、十字架にかけられた主人を崇め、血を流して死ぬのを見るような、神を殺すような都市ではありません。それ
は、殉教の十字架から降りて、子らの心の中に永遠に生きる主、父の到来を待ち望む新生都市となるのである。 

25 師が旧エルサレムで泣いたのは、その民族のためではなく、父に近い存在でありながら師を認めない人間たちの盲
目のためだったのだ。 

マスターは父親のように両手を広げ、子供たちを抱きしめた。しかし、子供たちの心は閉ざされ、彼の暗闇によって盲
目となり、そのため、父は彼の愛撫を感じることができなかったのです。それどころか、不信仰、あざけり、蔑み、死を受
けたのです。しかし、イエスが泣かれたのは地上の都ではなかったので、父が昔もこれからも求めているのは、罪の暗い森
に迷い込んだ霊的な羊であることを人類に示すために、その破壊を許されたのである。 

26 私の王国はこの世のものではない」と第二の時代に告げたのに、なぜ、聖霊としての私の顕現がイエスの限定され
た形で再び起こると考えたのでしょう？私がサマリアの女に言ったことを思い出してください。"真の礼拝者が霊とまこと
をもって父を礼拝する時が来る "と。 

27 私は、あなたとの約束を果たし、霊的にあなたのもとにやってきました。しかし、自分の国に対して狂信的になっ
てはいけない。この時代、地球上のどの国もそうであったように、あなたの庇護を受けてきたにすぎないのだから。しかし
、この時代に私の言葉を聞く運命にあるあなた方は、まさに魂の結合で新しいエルサレムを建設し始めるために選ばれた人
たちなのです。 

28 今日、あなた方の世界に平和の王国を見るには、まだ遠い。すべての利己主義から自らを解放し、現在の人間生活
で平和を享受していなくても、そのための努力をやめてはならないのです。 

己を忘れ、他を思いやることを教えてきた。なぜ、あなたはいつも自分の幸福を求めなければならず、全人類の面倒を
見るのは私だけでなければならないのですか。あなたの言葉、あなたの祈り、あなたの愛が不足している人がたくさんいま
す。彼らは、これらの啓示が与える豊かな恩恵に欠けており、あなた方はそれを無駄にしているのです。あなたの愛で、こ
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れらの畑を耕して、実りを与えてください。もし、私があなたをあの世に呼び出したとき、あなたが仕事をやり残したとし
ても、心配しないでください。 

29 私は命であり、永遠である。あなたが始めた仕事を決して放棄しないように、私はあなたを私と共に住まわせた。
私を信じなさい。そうすれば、まことに、一粒の種も失われることなく、あなたの収穫は完全である。 

30 あなたの後に続く世代を思い、愛の種を蒔き、あなたの美徳の痕跡を残すのです。その世代で帰らせないとわかっ
ているのでしょうか。喜びの時も苦しみの時も、平和の時も戦いの時も、徳を積め。 

31 正義と愛のわが律法に従いなさい。わが至高の戒律を果たすことを妨げる「不可能」はないのだ。私はあなたに完
璧な作品を求めてはいません。なぜなら、あなたが人生という荒波の中で必死に生きている姿を、私はまだ見ているからで
す。堕落の海で滅びないように、良心という救命ボートにしがみついて、そこで戦うのだ。 

32 魂の大異変と唯物論の教えが引き起こす日食は、人類に苦しみと偉大な出来事の聖杯を用意します。 

33 それでも、あなたの惑星は、愛や美徳や平和の場所ではない。私はあなた方の世界に純粋な魂を送ったが、あなた
方はそれを不純なまま私に返した。なぜなら、人間の生活には罪と堕落が蔓延しているからである。 

34 私は、利己主義、復讐心、憎悪の嵐に揉まれた魂の中に、孤立した小さな光のような美徳を見るのです。これは、
人類が私に提供する果実です。 

35 長い間、あなたの魂がこの世界で平和と調和を見つける前に、あなたの物質はこの至福を楽しんでいたのです。 

36 人間がこの星に住むために、私の完全な知恵と自然の力によって、この地球を揺り動かし、整えたのだ。しかし、
人間が住みつく前に、原始的な獣が住んでいたのだ。 

37 この世界が喜びと不思議と美しさに満ちた家に変わったとき、私は私の愛する子供である人間にこの世界を提供し
た。こうして、私はあなたがたを地球に住まわせるようにした。生命を愛し理解することは、私を愛し理解することでもあ
るからだ。あなたを取り囲むすべてのものに対する愛と理解が真に存在するようになれば、あなたは私を認識し、真の知識
で自らを救済することになる。なぜなら、私はすべての被造物の中にいるからだ。 

38 愛もなく、人間の科学の知識だけに導かれて自然を研究する人々 は、私を否定する。それは彼らが見る方法を知ら
なかったからであり、本当に理解しなかったからであり、ましてや感じたり愛したりしなかったからである。 

その一方で、謙虚な人、軽蔑された人、人類の中で自分を学者だと考えている人たちのプライドと無知によって屈辱を
受けた人の中に、どれだけの人がいることでしょう。彼らは、その信仰の視線が真実を直接見て、この星が初めから人間の
ために存在していたこと、つまり恵みと調和と祝福の楽園であることを理解して、知らないまま信仰してきたのです。 

39 あなたは、すべての存在の完璧さを悟ったとき、驚嘆した。わたしによって創造されたすべての被造物が、いかに
その道を歩み、すべてが命令に服し、すべてがわたしの掟に従うか。あなたはすでにその法則の正確さと信頼性を信頼して
いるので、あなたの性質の起源を疑う必要はありません。あなたは人生の中で多くの教えを発見し、その自然の法則を守る
ことに信頼を置いており、それはあなたを欺くものではありません。 

40 地球から、あなたは彼女の恩恵を受けたのです。それは、いつもあなたに滋養を与え、喜びに満ちた楽園を提供し
、地上の人生の終わりには子宮を開いてあなたを愛情をもって受け入れてくれる、あなたへの祝福のようなものなのです。
しかし、あなたはこの世に生を受けた当初は人間の生活に美しさを見出していましたが、第三の時代に入った今も、あなた
の魂は安らぎを得るために苦闘しているのです。 

ちょうど、私が最初にこの惑星を自然の力によって揺り動かし、あなた方に祝福に満ちた楽園として提供したように、
この時代にも、私の自然の力があなた方を揺り動かすでしょう。私の完璧な正義が、魂が自由を得るのを助けるだろう。 

同様に、私は宗教団体、宗派、組織の中に御自身を現わし、霊的結合を欠いたために人々 を分裂させている敵意と復讐
心をなくします。 

41 これらの出来事は人類を待ち受けている。弟子たちよ、見よ、祈れ。これらの試練は、あなたがたの多くが目撃す
ることになる。唯物論の教義が人を飲み込み、苦悶の叫びを上げさせながら、非常に活発になるのを見るだろう。 

42 私は、この目覚ましであなた方を怖がらせるのではなく、この地上の試練の時代に生きるあなた方に警告を発した
いと思っています。これは、すべての魂が救われるために起こることなのです。 

43 人の傲慢さを消し去るのは、私の神霊でしょう。暗闇の中をさまようあなた方に、私の知恵が真実を明らかにする
。それは、科学に携わる人々 の魂を啓発し、赦し、愛、正義の道へと導く聖霊の光となるのです。 

44 あなた方がこの私の愛の試練を乗り越えれば、人類の精神的、肉体的な再生が起こるでしょう。そして、徳と霊性
の道を歩むうちに、人は、この人生は私が最初から提供したものと同じであり、何も変わっていないことに気づき、驚くこ
とでしょう。私が一時的な住処として彼らに託したこの星が、恵みにあふれていることを知るだろう──生命の起源として
慈悲深い母なる大地は、その懐で愛を育み続けているのだ。これこそ、父が彼女に託した任務だからです。 

太陽もまた同じで、主の臨在の象徴として常に爽快な熱を送り続けるだろう。愛する人々 よ、その時になって、人は自
分の存在を苦しくしているのは自分の悪い行いのせいだと理解するだろう。ですから、彼らは私の良き働き手となり、永遠
の中でより完全な家に調和して住めるよう準備するのです。 
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45 このようにして、弟子たちよ、あなたがたを待ち受けている時代に備えよう。飢えた者が満腹することもなく、無
知な者が学ぶこともなく、力のある者が力のない者になることもないのだ。皆さんは主の宴に参加し、主の愛の永遠のコン
サートを楽しむことができるのです。 

46 その時、弟子たちよ、新しいエルサレムは人の心の中にあるのだ。あなた方は高い霊性に到達し、私は大きな発展
を遂げた魂をあなた方の間に転生させ、私のメッセージを伝えるだけでなく、その魂があなた方の中に入っていくようにし
ます。また、あなたがたの徳を必要とし、あなたがたの中に住んで罪を清める魂たちをあなたがたに送ります。そのような
時代には、今日とは逆に、私があなた方に純粋な魂を送り、あなた方がそれを私に染め上げて返すということが起こるでし
ょう。 

47 私の御言葉の意味をもって、あなたの子供たちの心の中に、狂信や偶像崇拝ではなく、霊性の聖域を創造してくだ
さい。私の律法の道に彼らを導いてください。誰も傷つけないだけではダメなのです。悪を行わないことは正しいが、善を
行うならば、あなたは私に喜ばれる。 

48 真実とは、なんと明確でシンプルなものなのでしょう。なんと明快でシンプルな精神性なのだろう。それなのに─

─自分の狂信と伝統の暗闇に頑固に留まる者にとって、それがどれほど理解しがたいものであるか。彼の心は、自分が理解
している以上のものが存在することを理解できず、彼にとって神と掟である伝統と儀式を拒絶することに抵抗しているので
す。 

49 わが真理を認めようとしない者を、私が嫌悪しているとでも思っているのか。いや、わが子たちよ、わが慈悲は無
限である。私が彼らに目を向けるのは、彼らが牢獄を出て、光を観照することに喜びを感じるようにするためである。信仰
に目覚めるために必要な試練は、彼らのために用意されているのです。それは自分の力を超えた試練ではなく、それぞれの
魂、それぞれの人生、それぞれの人間に賢く適応した教訓となるのです。 

50 そこから、暗くなった頭脳の中に、宗教的狂信と無知に病んだ心の中に、偉大で情熱的な真理の兵士が現れるのを
見ることになるのです。その日、彼らは鎖と闇から解放され、光を見ることになり、その歓喜を抑えることができず、私は
世界を救うために戻ってきた、真の王国へと霊化の階段を上るために戻ってきたと、大声で叫ぶでしょう。 

51 あなた方の進化を助けるために、第三の時代の先駆者である霊的ガイド、イライジャが現れ、あなた方の魂を準備
させました。しかし、彼は多くの人が道を踏み外したことを悲しんで見ている。そのとき、エリヤの痛みはどれほど大きい
ことだろう。彼は自分の羊を、その霊的なしもべたちとともに、あらゆる方法で探し求めているのです。あなたがたのうち
誰が、不在の者を連れてくる準備をするのか。 

今苦しんでいる者たちが神を冒涜しないように、私は彼らを強くする。彼らが私の存在を感じ、主人と同じ食卓につき
、私の愛で用意したパンとワインを食べるために、今この時急いでいるように。 

52 あなた方は、この第三の時代にわが言葉を聞く世代である。そうすれば、あなた方の生活はわが律法の成就に合致
し、私は第二の時代のわが約束を果たすために用意した理解の器官を通じて、わが身を知らせることができるのだ。 

53 昔、私の使徒たちは、私がもうすぐ彼らのもとを去る、その後は彼らが私の教えを広めるのだと告げたとき、悲し
みを覚えたものです。しかし、私は「世界が腐敗の絶頂にある時に再び来る」と指摘しました。 

ある者は私を認識しなかったが、ある者は来るだろう、わが言葉の真髄を受け取るとき、彼らの主人を理解し、わがプ
レゼンスを感じるだろう。あなたは再びわたしと一緒になり、わたしはいつもと同じ愛であなたを迎え入れ、わたしの胸に
抱かれるようになる。 

54 私の教えを伝えたのは、それを実践することによって、あなた方が私の王国に入るのにふさわしくなるようにする
ためだ。 

55 すでに第二の時代には、誘惑を拒む方法を教えました。 

56 覚悟しなさい。あなた方は、もう一度カルバリを登る師の足跡をたどる弟子たちなのだから。この最後の教えの言
葉は、イエスの生涯の最後の瞬間のようなものです。1950年が終わったとき、私の神聖な「言葉」は、もはやこれらの口
上を通してあなた方に語りかけることはないでしょう。今日は、私のレッスンを一度も受けたくないから、急いで来たんで
しょう。私の人類への最後の言葉の証人になりたいから、心の中にしまっておくのだ。 

57 あなた方は、第二の時代、イエスがエルサレムに入城されたとき、ホサナを歌った人たちと同じです。今日、私が
御霊によってあなたがたにわが身を知らせるとき、あなたがたはもはや、わが道において外套を広げず、あなたがたの心こ
そ、主への住まいとしてささげるのだ。今日、あなたのホサナはもはやあなたの喉から出るものではなく、このホサナはあ
なたの魂から、謙遜の賛歌、父への愛と知識の賛歌、第三の時代にあなたの主があなたにもたらしたこの顕現への信仰の賛
歌として湧き出るのです。 

58 昔も今も、あなたがたは、私がエルサレムに入ったときについてきた者たちと同じです。大群衆は私を取り囲み、
私の愛の言葉に魅了された。男も女も、老人も子供も、喜びの叫びで町を震わせた。祭司とパリサイ人も、民衆が反抗する
のを恐れて、私に言った。「先生、もしあなたが平和を教えるなら、どうしてあなたの信奉者にこんな騒動を起こさせるの
ですか？しかし、私は彼らに答えた。「あなたがたに言うが、もし、これらが沈黙すれば、石は話すだろう」。それは、義
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に飢え渇く者たち、つまり預言の実現による主の到来を長い間待ち望んでいた魂たちの間で、メシアが頂点に達し、栄光が
もたらされた瞬間だったからである。 

59 その歓喜と喜びで、私の民もエジプトからの解放を祝いました。その過越の記念を、わが民にとって忘れられない
ものにしたかったのだ。しかし、あなたがたに言うが、私は単に子羊を犠牲にするという伝統に従ったのではなく、私の子
供たちすべてが救いを得るための道として、犠牲の子羊であるイエスにおいて自分自身を捧げたのである」。 

第三の時代でも、私は伝統に従わない。わたしの言葉によって、過去の出来事を思い出させたのだ。しかし、弟子たち
よ、私がシナイ山であなたがたに指示した律法は、あなたがたの良心の中に存在していることを知りなさい。無原罪の小羊
の犠牲も、私が聖霊としてあなたたちにもたらした啓示も、これからの時代にあなたたちに与える教えも、すべて永遠の中
に存在しているのです」。 

60 後に、あなた方はこれらの出来事を記念することになるが、あなた方の記念は、瞑想と、わが教義における更新と
成就の真の決意からなるものである。あなたがたは祭りを祝ってはならない。また、律法を忘れて私に喜ばれると思って、
儀式や祭礼を行なってはならない。あなた方は伝統主義者であってはならない。霊能者の弟子たちは、常に主の苦しみを視
覚化し、主の神聖な存在を感じ、その霊の声を聞きながら仲間を教えるのです。 

61 聖餐式を行う時が来たら、祈りをもって行うべきである。そうすれば、わが神聖なる霊があなた方の間で霊的なパ
ンとワインを分配しているのを感じるであろう。そうすることで、みなさんがまだ謎に包まれていると思っていることを明
らかにすることができるのです。 

62 目覚めよ、弟子たちよ。あなた方は、クリスチャン人類が、これまでの啓示の正しい解釈を得ようと、わが言葉と
予言を研究している時代に入ったのだ。ある者は小さな光を発見し、ある者は道を踏み外した。ある人は、予言を理解する
のに十分な謙虚さ、尊敬、愛情をもって勉強しているように見えます。また、高慢で虚栄心が強く、名声欲しさに聖典の意
味を国々 に説明する人もいますね。あなたがたに言うが，かれらはその誤りによって，人間を混乱させたのである。 

63 第二の時代には、「真理の霊」である聖霊を送り、その時に理解できなかった啓示を説明し、新しい教えを授ける
と言ったことを思い出してください。 

64 ここに真理の霊、聖霊が過去、現在、未来について語りかけているのです。 

65 祈りの中で、私の教えをよりよく理解するための光を見出すことができるからだ。弟子たちよ、自分を養い、自分
を強くしなさい。 

66 私に学び、私の模範と知恵を伝えよ、人々 よ、愛する弟子たちよ。 

67 ある者は "最初 "に、またある者は "最後 "に、しかし、あなた方の熱意と精神化によって "最初 

"になることができるだろう。 

68 あなたの魂が私に精神的なホサナを捧げるこの献身的な時間において、私の神聖な霊はあなたに平和と愛と祝福を
溢れさせます。 

69 私の祝福によって、霊の谷で自らを清めた魂の軍団が光を受けるのです。今、彼らは、私の仕事の続き、すなわち
、人々 の魂の統合の中に新しいエルサレムを立ち上げることを経験しているのです。 

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 319 
1 もう一度、私と共に歓迎されよう。今、誰があなたにご自分を現しているのでしょうか？父か、子か、それとも聖

霊か？あなたがたの神は、あなたがたの間にご自身を現されているのです。もし私が第二の時代、人間としてあなたがたに
「御子を知る者は父を知る」と言ったとすれば、今日、私は人間としてではなく、御霊によってあなたがたのところに来て
いるので、あなたがたに言います。イエスを聞く者はエホバを聞き、エホバを受け、これは聖霊の声である。 

その中に3人の人物や3人の神々 を見てはいけません。今この時、この声、すべてのマスターの中のあなたのマスターの
言葉の中に、あなた方の中に豊かに姿を現している1つの神聖な霊を認識してください。あなたは審判者に会い、父を発見
し、聖霊の本質を感じることでしょう。 

2 1950年の今年、人間の声楽家を通してのわが最後の顕現において、わが弟子たちの進歩をテストすることになる
。あなたの指示を撤回することで、彼らに試練を与えます。私の教えのうち、どちらが進んでいるか、どちらが遅れている
かを示すからだ。 

何でも知っている。私が行うレッスンやテストは、あなた方ひとりひとりが、自分の進歩、停滞、後退を内心で自覚す
るためのものです。 

3 そうすれば、私の言葉が終わった後でも、あなた方は啓発されたままで、私がすでに話したように、あなた方の世
界を形成する情熱と嵐の海で輝く灯台となることができる。 

4 私に大きな信頼を寄せている者は、私がこの時伝えるすべてのものをその中に受け取ることができるように、謙虚
に魂を準備する。しかし、まだ魂の目を大きく開いて、あの世でのわが存在の真実を発見しようとする弟子たちがいるので
す。 

5 まだ疑心暗鬼に陥っている人がいます。それでもある者は、わが言葉と啓示のいくつかに困惑している。しかし、
私はあなたに尋ねます。なぜかというと、「第三の時代」だからです。疑問はトーマスに任せなさい、彼は第二時代に生き
ているのだから。しかし、私が彼に与えた教訓と、物質主義を破壊し、その人々 の疑念を取り除くために、その時に私が顕
現させたすべてのことを思い出してください。 

しかし、第三の時代の今日、過去の時代の教えと啓示があなたの魂と心に蓄積されているのに、なぜまだ疑っているの
ですか？今受けているこの仕事に真実があるのか、欺瞞があるのか、私なのか、なぜ心の奥底で思案しているのでしょうか
。 

このように話すのは、疑う者たちに対してだけである--

彼らは人間の知性を通したわが顕現の最後の時代にいるため、内心で格闘している者たちに対して。しかし、私はあらため
てあなたがたに言う。"見ずに信じた者は幸いである "と。 

6 あなたは師匠と一緒に第二紀の出来事を記憶していますね。その時教えたことを、私はあなたの魂に残しているの
です。私の作品と私の言葉のひとつひとつは、私があなたに与えた永遠の命の行為でした。私があなた方の救いの道を示す
ために流した血は、今も新鮮で、すべてのわが子たちの魂の中で永遠となる。その時、私の体から流れ出たものは、私が流
した命の象徴であり、すべての罪人を包んだ赦しの象徴であり、不信心者の信仰に火をつけた光であり、この人類のすべて
の暗い霧を払拭した光であったからだ。この霊的な命は、あなたの中で永遠に続くものです。 

7 私が人となったのは、人に救いと救いと光をもたらすためであり、人のところだけに来たのではない。それは、私
の神聖なスピリットが、世界や発展の程度に優先順位をつけることなく、すべての魂のために出発するように定めた時でし
た。それゆえ、あなた方の間で主人としての私の使命を終えた後、私の霊は主の魂が住んでいるすべての家に行ったのであ
る。 

あなたたちはメシアの約束をしていたが、その約束は受肉した魂だけでなく、あの世で私を待っている人々 、つまり、
償いと贖罪と霊的経験の収集の中で、すべての魂の贖い主が扉を開くためにやって来る日を待っている人々 のためのものだ
ったからだ。 

8 だから、私があなたたちの間で仕事を成し遂げ、私の地上の子供たちへの愛の犠牲によって私の王国の門を開いた
後、私は他の魂に目を向け、彼らにも自由を与えたのです。しかし、私が出会った人の中には、人間の「衣」を持っている
人もいれば、違う「衣」を持っている人もいました。しかし、本当にあなた方に言いますが、私にとってこれらの「衣」は
決して重要ではなく、魂の上方進化が重要なのです。私が来たのは、彼らを不完全さと物質主義から自由にするためである
。 

9 その時、私はある者とある者の異なる世界を訪ねたように、第三の時代には再びすべての者のもとへ行くようにな
った。私は再び、宇宙に住む魂に自分自身を明らかにした。 

私は確かに愛の絆を築き、すべての魂の統合を目指した。しかし、今日のわが宣教は過去のものより完全なものであっ
てほしい。そうすれば、それを通してあなたがたはすぐに私に到達し、霊から霊への宣教を通して、あなたがたは父の霊感
、父の戒め、父の非難、父の正義をより完全な形で受けられるからである。 
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10 聖霊として、私は三度目の時を、すべての魂を啓蒙し、二度と堕ちることのないように、過ちを犯した者を救い、
盲人となった者を改め、自らを大きく汚した者を清め、恥、不名誉、犯罪、後悔の鎖から解放する仕事に捧げた--

その魂には、わが律法の違反の全歴史を刻み込んでいるすべての者たち。 

11 宇宙のすべては、賢明に秩序づけられている。私は現在、世界に向かって、すべての私の子供たちに向かって、そ
れぞれの子供たちに私自身を知らせるべき形で話しています。それは、彼らを精神と精神の完璧な対話に導き、すべての人
を待ち受ける目標である完全な状態に持っていくためなのです。あなたは宇宙一の霊長なのか？知ろうとするな、理解でき
なかったのだから。 

12 第二の時代には、"父の家には多くの住まいがある 

"と申し上げました。今日、私はあなた方の言葉で伝えます：私が創造した宇宙には、私の神聖な精神の子供たちが住む多
くの世界があります。あなた方はみな、わたしの中の兄弟姉妹であり、わたしと同じであり、現在は不完全な点で異なって
いるが、完全な状態ではみな同じになる。この完成のために、わたしはあなたがたを導き、そのためにあなたがたを準備し
、教え、試し、あなたがたに働きかけている。 

私はあなた方全員を等しく私の神聖な霊との交わりへと導き、またあなた方自身の間の交わりへと導いているのだ。こ
の魂の交わりは、いつ完成するのでしょうか。今はまだわからない。多くのことが語られるだろう──ある者は信じ、ある
者は否定する、多くの現象がある。しかし、御霊は現れ、御霊は語り、御霊は地上に浸透するのです。 

13 私を待つ魂を探すために光の世界と闇の深淵を突き進むために、私があなた方に捧げるのは地上の一日ではなく、
ほんの数時間であることを、私はあなた方に告げます。いや、人々 よ、それは全期間であり、永遠の中の全時代である。私
は創造のまさに始まりから、聖霊としてすべての人のもとに来るよう運命づけられており、第三の時代の魂の進歩に従って
、より高いレベル、より完全な状態で自らを明らかにするのである。 

14 今日、あなたは自分の世界の外を見ようとしない。そのため、あなたの精神も、あなたの視線も、あなたの知性も
、まだあなたに従っていないもの、そして、それを受け取るための敬意と従順な態度によってのみあなたにやって来るもの
を探求することに成功しない。祈りによって、あなたを私に、あなたを保護する任務に徹する私の霊界に導く上昇的進化に
よって。 

この上向きの発展を通して、私がこの時代にあなた方に啓示するものから得る利益を通して、あなた方は、好奇心から
今日知りたいことを知り、正義のために、報酬として、報いとして、明日知ることに成功するだろう、愛する主の弟子たち
よ。 

15 この言葉を残したまま、私はあなた方のもとを去る時が近づいているのです。それが聞こえなくなったら、多くの
人は悲しみ、ある人は冷たくなりますが、残りの人は信仰を強く持ち続けることができます。しかし、もし今日、あなたが
たが、わたしの神聖な望みは何かと尋ねるなら、わたしはこう答える：あなたがたは皆、信仰に強くなり、わたしがあなた
がたの間でこの言葉を終える前に、自分自身を準備することである。 

私の仕事を調査しなさい。そうすれば、あなたがたは納得し、揺るぎなくなり、後で疑念が生じることはないでしょう
。なぜなら、この疑念はあなたに強い苦痛を残し、それによってあなたの良心は自らを思い起こすからです。しかし、私の
弟子たちが良心の呵責を背負うことを望まない ── ただ、私の霊の平安を感じてほしいのだ。 

16 もし、この民が心構えを知らず、私の最後の教えを生かさなければ、後に私の言葉を聞き逃し、時間、試練、不幸
、人の無意味な言葉によって、疑心暗鬼に陥ることになる。そして、弟子は途中で立ち止まり、自分の聞いたことが正しい
のか、それとも真実ではないのかと自問しなければならない。そして、明らかな沈黙だけが自分の疑念に答えるとき、彼は
不遜にも顔を上げて父にこう言うだろう。「主よ、あなたは永遠に私たちと共にいると約束されたのに、どうしてあなたの
子供たちはあなたを見ないのですか？なぜ、私たちの耳はあなたに聞こえないのでしょうか。なぜ私たちの心臓はYours

の鼓動を感じないのか？なぜ、あなたは私たちにはっきりとご自分を現さないのですか。 

17 そして、人の教義や宗教団体が大きな争いに立ち上がり、その道を進み、「戦い」に勝つのを見ると、「父の業は
どこに行ってしまったのか」と言うでしょう。なぜ彼は黙って、運命と危険の打撃の犠牲者である私たちを放っておいたの
でしょう。" 

あなたは、私の他の弟子たちが別の時に抱いたように、非常に大きな疑念を抱くだろう。そして、悪い解釈によれば実
現しなかったわが言葉の多くを思い出すと、疑念はさらに大きくなり、その時あなたは言うだろう：「なぜ、主の言葉は、
その人々 を団結させる効果や力を持たなかったのか？なぜ、主はあらゆる力を尽くして、この霊的な主の民を一つの心に融
合させるという奇跡を起こさなかったのでしょうか。なぜ、イエスが弟子たちを教えていた時代には、世界のあらゆる国か
らイエスに聞きに来る人がいなかったのでしょう。彼がユニバーサル・レイを通して力強く降りてきたとき、なぜ人々 の間
に平和がなかったのでしょうか。なぜ、彼の旅立ちがこれほどまでに悲しかったのか。なぜ、全人類に聞かれることも、栄
光を受けることもなく、沈黙のうちに私たちのもとを去られたのでしょう。" 

全ては疑心暗鬼の炎であなたの心を苦しめるだろうが、私はそうならないようにしたい。私は、あらゆる疑念や不安を
取り除いたあなたの魂が、父の神聖な霊のために物質化を意味するものを父に要求しないことを望んでいるのです。私は、
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あなた方が、わが言葉の停止後に、私が自らを人間化し、自らを制限し、あるいは人間としてのイエスの姿をとることを要
求することを望んでいないのです。 

18 あなたの魂が真に私に従ってほしいのです」 

「私を感じたいという欲求だけでなく、私を見たり聞いたりしたいというあなたの 

魂の欲求の強さのためでもなく、真実性のために私を感じ、あなたの存在の誠実 

さを通してあなたの魂のバランスの中で私を見よというのです。そうすれば、あなたは、より偉大で、より完全で、より不
変の私を見ることができるからです。 

19 その「第二の時代」に人々 は騙されたと思っていることを忘れてはならない。彼らは、イスラエルを人間の束縛か
ら解放してくれる、地上の力に満ちたメシアを期待していた。彼らは、軍隊や国や地上の土地を支配する、戦争好きな王子
を期待していたのです。 

しかし、その柔和で謙遜な師の言葉を聞いたとき、父の業についてだけ語り、地の王よりも優れた国を約束し、その教
えの霊的勝利を告げ、霊的に貧しい者、病気の者、屈辱を受けた者のために涙を流す者のための正義を彼らに告げたのです
。主がこの世の玉座に座り、その右手に正義の杖を持ち、国々 を裁き、この世の大国を従わせるのを見たいと切望していた
のです」。 

20 主が逮捕される夜が来たとき、主が抵抗せず、ご自分の力で敵を打ちのめさず、優しい子羊のように頭蓋骨の場所
まで引きずられることを許されたので、その柔和さを前にして彼らの心は揺れ動いたのである。そして、その人々 による嘲
りと嘲笑を見た使徒たちは、彼らでさえも混乱し、疑心暗鬼になって去っていったのです。そして、"なぜ、このような出
来事が起こったのか？"と自問自答したのです。彼らは主人に対する大きな愛を感じ、イエスの痛みを自分のものとしたが
、まだ霊的に目覚めておらず、真理の光に霊眼が開いていなかったのである。そして、彼が頭蓋の上にいるのを見、あの恥
ずべき拷問木の上で彼が死ぬのを目撃し、彼の血が人の血のように流れ落ちるのを見たとき、彼らの心に疑いが生じたので
ある。 

21 どうやって、師匠の仕事を続けることができるのだろう？その贖罪の模範をどのように継続させるのか。しかし、
師は死を通過して、すべての被造物の上に栄光と生命に満ちてよみがえったのである。ご自分を思い、弟子たちの疑いに苦
しみ、さらに無限の愛の証として、復活の後、ご自分を揺るぎなく愛してついてきた女たちにご自分を見せることを許し、
彼らが見聞きしたことを弟子たちに証しするようにされたのです。 

しかし、その証言にもかかわらず、彼らは疑った。そのためには、主が御自身を現し、疑いの闇を払拭し、すべての心
に光を灯すことが必要だったのです。しかし、最も疑っていた弟子がまだいた。トマスは、自分の指で師の傷に触れること
ができなければ、師の復活を信じることはできないと言った。それで、師匠も疑心暗鬼になっている彼を説得しなければな
らなかったのです。 

22 ある者は師の復活を信じ、ある者はトーマスが疑っていたため、師が弟子たちを一人で見つけて動揺していると、
主は彼らの間に姿を現し、「私の平和があなた方とともにあるように」と言われました。トーマスをご自分のところに呼び
寄せ、ご自分の傷を見せ、こう言われました。"トーマス、指を入れてみなさい。疑ってはいけない。本当に私なのだから"

。 

しかし、トーマスはその時、疑いを悔い改め、信じられないという気持ちに負け、「主よ！」と叫んだ。しかし、私は
彼に言った、「あなたがたは私を見たから、信じたのだ」。見ずに信じる者は幸いである。" 

23 あなたは、師であるイエスのこの愛に満ちた非難を、いつまでも自分の精神に持ち続けたいですか？また、「見た
から信じた」と言わなければならないのか。いや、聖霊の弟子たち──いや、第三の時代の弟子たちだ！」。あなたの中に
疑いを持たないでください。今からでもそれを取り除き、霊の中で私を見、私の真実性と本質の中で私を見なさい。そうす
れば、後にこれらの顕現を欠いたとき、愛と信仰を通して、疑いや汚れのない純粋な霊的まなざしで私を見ることができる
ようになるでしょう。 

24 その使命を果たすためには、私が先見者を通してしか伝えられないことを待っていてはいけないのです。起きて、
自分の義務を果たしなさい。信仰を見つけるために、私が人間に戻ることを期待してはならない。第二次世界大戦でそうな
ったのは、それが必要だったからです。なぜなら、人間がその精神をもって、底知れぬあの世に入り込み始めたその時、師
は弟子たちにこれ以上のことを求めることはできなかったからである。 

しかし、現在生きている者、昔の者、魂を発達させた者、私がしばしば試した者、私がしばしば人間の知性を通して語
り、あなたに真理をもたらし、偉大な啓示を行った者であるあなたがたが、疑い、物質化に陥り、心の愛が冷め、私の言葉
の停止後にあなたの魂を道から迷わせることができるだろうか。いや、弟子たちよ、私は今、あなたたちに語りかけている
のだ。そして、あなたたちの魂には、あらゆる試練に直面しても、光と力と決意と不滅の信仰の熱意だけがあるように、私
の言葉を通して、さらに何倍もの準備をさせるであろう。 

25 私が第二時代の弟子たちに霊的に自分を見せたとき、彼らは魂に真の愛を感じた。その時、彼らは兄弟愛と精神的
な強さで抱き合い、師の仕事を継続するために協力したのです。本当に、私たちはメシアと、神の子と、この世の救い主と
共に生きてきたのです。彼は命であり、贖い主であり、真理であり、彼の王国はこの世のものではなく、彼の家は永遠の王
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国であり、そこから今日の私たちを見つめ、語りかけ、ご自身を見させてくださるのです。私たちと永遠に共にあると約束
されているのです。そして、実際に私たちは団結し、互いに愛し合い、地上のすべての民衆に主の証を立てるのです。" 

26 私の言葉が途絶えた後、あなた方の心と魂の奥底に私の言葉の不在を感じるとき、私の霊界が贈り物を持つ者を通
してあなた方の間に言葉を響かせなくなったとき、あなた方の間に真の結合が訪れるかどうか知っていますか？そうすれば
、共同体は互いに求め合い、よそよそしいままで自分に従って働いていた人々 は、兄弟姉妹を探し出し、互いの温もりと存
在を提供し、助言と助けを求めるようになるのです。彼らはわが言葉を慕い、ある者は人の輪の中に癒しのバームを求め、
私は再び来てわが身を現す。 

27 そうだ、わが民よ、そして私はあなた方の霊の耳の近くで語り、あなた方は皆、私を見るだろう。そして私があな
た方に与えているこれらの明確な宣告は、今日あなた方がどのような形で来るのか知らないが、あなた方を正しい道に導く
ために明確な方法で来るだろう。一人歩きしていると思わせないような、守りとなり、励みとなるものです。 

私は、あなたの精神的な使命の遂行、地上の義務の遂行、またあなたの違反の中で、あなたを驚かせるでしょう。私は
適切な時を選んで、わが弟子たち一人一人の道筋にわが身を感じさせようとする。私はあなた方の会合に出席し、知覚でき
るようになり、あなた方は私の温もり、私の霊の息吹を感じ、私の霊感を受けるようになるのだ。 

28 あなた方が私をますます信じるようになると、あなた方の間で信仰を持つようになり、偽りの証人があなた方の間
で生じないように、あなた方を人々 や人類の間で偉大にしたり、知らしめたりするための嘘があなた方の唇から出ないよう
にしたい。災いなるかな、嘘をつく者は。災いなるかな、師を見ずして「私は師を見た」と言う者は。災いなるかな、この
メッセージを受け取らずに、「私は主からこのメッセージを受け取りました」と言うべき者が。そうすれば、私の霊感は彼
から消え、彼は自分の汚れを清めることによってのみ、霊感を取り戻すことができるからだ。 

私の名前を悪用するな、私の作品を利用して嘘をつくな、私の精神や私の作品を悪用してお前の欺瞞を隠すな。 

29 あなた方には真実のみを語ってほしい。もし、あなた方が私からインスピレーションや顕示を受けることがなくて
も、それに同意し、嘘をつかないでほしい。そうすれば、誰もあなた方を非難することはできなくなるのだから。しかし、
私はあなたに尋ねます。わたしから何も受けない者が、いったい誰になれるというのか。わが霊感を享受せず、わが指示を
受けず、わが顕現を感じない者に、誰がなりうるか。私は、あなたの罪を前にして、引き下がることはない。しかし、真理
の預言者であって、自分の預言を自慢して街に出て行くような偽りの預言者ではない」。 

30 その昔、私の預言者たちは街頭に出て、主のメッセージを宣べ伝えました。しかし、彼らの中にはどれほどの謙虚
さがあり、どれほどの強さと信念があったことでしょう。 

時代は変わり、今では街角や田舎道、人通りの多い市場などに出かけて行って、大声で私のメッセージを叫ぶことはで
きません。今日、あなたは、自分が話し、行動し、祈るべき瞬間が来たことを知らなければなりません。このように準備す
れば、私の民はあなた方の証言を疑うことはないだろう。 

31 あなたがたが裁判に臨むとき、わが正義が地上の人々 やあなたがたの間に浸透しようとするとき、──あなたがた
に何らかの出来事を明らかにしようとするわが意志があるとき、私はあなたがたの一人を選んで警告し、何が起こるかをあ
なたがたに告げ知らせるであろう。そのメッセージを確認するために、2つ、3つ、必要な数だけ選びます。しかし、疑っ
てはならない。そうすることは、父なる神様にさらに大きな顕現を求めることになるからだ。 

この『第三の時』において、主人が "恩恵の時は終わった 

"と言ったことを知らないのか？そのとき、"はい、父上、物質的な恩恵は終わりましたが、あなたが約束してくださった霊
的な恩恵はあります 

"と言うなら。しかし、もしあなたが主人に人間となることを要求するなら、あなたの要求は地上の利益に属するものであ
り、その時期はもう終わったのです」。 

32 それゆえ、わたしはあなたがたを多くの伝統から解放した。あなたがたは、父からあなたがたの霊に示された礼拝
の方法──恵みと完全さに包まれた礼拝の形──を冒涜し、品位を落とすからである」。あなた方はそれを儀式や世俗的な
祭りに堕落させ、律法と教義の実現ではなく、外面的な礼拝や伝統の遵守にますます夢中にさせることになるでしょう。そ
こで、ある者は悔しがり、ある者は喜び、私はこの時、あなた方を多くの伝統から、あなた方の魂が束縛されていた多くの
宗教的慣習から解放したのである。 

33 今、あなたは少しずつ、真の神殿を発見しています。この神殿は、あなたの中にも、外にも、宇宙の無限の中にも
見つかります。 

今日、あなたは真の祭壇はあなたの心の中にあること、信仰はあなたが私のために照らすべき灯台であること、花、供
物、あなたの作品、あなたの功績は、──あなたの主の像はあなた自身であり、あなたを通して私を見ることができること
を悟るのです。 

今日あなたは、恵みの源はわが神聖な霊であり、完全性と祝福の無尽蔵の源であること、私が作品であること、なぜな
ら私自身の作品が私の中にあり、それは無限かつ普遍的であること、私は輝かしい数で私に従うすべての魂の羊飼いである
こと、最終的にすべての人が唯一のハードルである完全な平安に達すること、それは高い向こう側の魂の永遠の家であり、
父の家はどこにでもあり、あなたはその家から出たことがないことに気づいていること、です。 
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34 そうすれば、あなたの魂は翼を広げ、空間を通して無限を、時間を通して永遠を、「道」を通してあなたを父に導
く完全で光り輝く道を見ることができます。そうすれば、障害物や落とし穴となり、道に取り残された伝統 ── 

あなたの魂を止めていた壁でしかなかった日常 ── を忘れ、イメージ ── 狂信の対象 ── 

を捨て、あなたの魂は、その精神の未来に向かって、熱意と喜びと希望と信仰に満ち 

て、急ぎつつ自由に歩むことになるでしょう」。 

35 魂が自分を支え、寄りかかり、信じ、愛するための杖と考えたものはすべて、その霊的なまなざしで私を見つめ、
永遠と私がこの時代にあなた方の間に豊かに明らかにした真理を信頼するために、これからも自由に使うことができます。
ある者の準備によって、私はある者の不完全さを克服する。あなた方の進歩への願い、私への接近への願い、上方への発展
への願い、理想への願い、私の神聖な仕事への理解への願いを通して、私はやって来て自分自身を明らかにし、知恵として
、光として、あなた方の間で自分自身を投げかけるのである。 

36 イエスの血は、救いの光に姿を変えて、すべての魂に救いとして浸透し、今も浸透し続けているのです。わが霊は
永遠に救いと光を与え、絶え間なくわが光の光線を闇の中に浸透させ、絶え間なくわが神聖なる霊を--

人間の血としてではなく、救済の力として、霊的生命として--すべてのわが子たちに注ぐのである。 

37 そして、この時代とともに、霊的な知識を求める人々 、大勢の人々 がやってきます。 

38 なぜなら、そうすることによってのみ、彼は私の存在と、人類の間で次々 と起こり、人々 が目撃しなければならな
い霊的な出来事を信じることができるからです。 

39 信仰の使徒となるように、また、言葉だけでなく行いをもって証しする熱心な弟子となるように、自分を整えなさ
い。そうすれば、あなた方の模範が人の心の荒みに打ち勝つでしょう。私は奇跡を起こし、あなたのところに来る人たちの
信じられない気持ちを本当に啓発するような証拠を与えるだろう。 

40 あなたがたに不可能なことは何も求めない。あなたがたの準備と祈りと信仰だけでわたしは十分であり、あとはす
べて、わたしの愛する子供たちよ。 

41 あなたができないことはすべて--あなたが遭遇するすべての困難は--

わたしに任せなさい、わたしはすべてを可能にする。そうすれば、人間には不可能なことが、あなたの仲介によって現実の
ものとなることを、人々 は経験することになるでしょう。彼らは、これらの奇跡を人間の仕業とすることはできず、驚嘆の
あまり、あの世に行き、至高の崇高な力に思いを馳せることになるのである。 

42 人の罪を無効化するために、栄光のうちに我が身を現す。人間の力の前に、私は知恵と神の科学として自らを明ら
かにする。また、人間の科学の唯物論を辱めることになる。すべての宗教的共同体や人間の組織のために、私は救い主とし
て来るのだ--

そう告げた。不和と戦いの場に、私は目に見えない平和の武器と、私の諸刃の剣をもって立ち会い、すべての罪と腐敗を滅
ぼすだろう。 

43 私は偉大なる戦士として、人々 が私に会いたがるように、そして地上に住む多くの人々 が私に期待するように、や
ってきたのだ。私は戦士として、真実と精神をもってやってきたのです。私の戦いはずっと前に始まりましたが、まだ始ま
っていません。この戦いの最も困難で最も恐ろしいのはこれからで、この戦いには、私が現在兵士として訓練しているあな
た方が行くのです。 

しかし、私の戦争は不正のためではなく、まさに人間の不正に対する正義のためのものであることはご存知の通りです
。私の愛は、偽善、利己主義、そして人間の邪悪さを根絶します。私の平和は、憎しみや不和の種や基盤となるものをすべ
て排除します。では、私があなたの手に握らせたわが見えざる剣は、何を惜しむのか。我が子の命、感性と美徳。それ以外
はすべて落ちる。 

44 もし、私への愛の輝き、真実の原子、他者へのわずかな愛や思いやりを見るならば、これらすべてが私の武器を惜
しまないでしょう。 

ですから、この戦いはあなた方の間で非常に大きなものになることがおわかりいただけると思います。しかし、これは
人間の間だけでなく、この戦いは普遍的なものです。この戦いの後、すべての魂は、真の人生への一歩を踏み出したことに
なる」 「進歩への一歩、真理と霊において、私への確かな一歩。 

45 あなたの周りの精神生活がいかに動揺しているか、感じないのでしょうか。この大きな戦いの咆哮が、あなたの魂
に聞こえてくるような気がしませんか？あなたの魂は、深い眠りの瞬間にも、もがき苦しみながら、自らを解放し、私が与
えた使命に取り組んでいるのです。 

46 これらは、私の弟子ヨハネが予言の賜物によって見た大きな戦いである。彼は、今日フルに戦っているのと同じ軍
隊を見たのだ。 

47 だから私は、あなた方をわが教義、わが法の勇敢な兵士に変えるために、絶え間なく教えるのだ。 

48 これは、第三の時代において、大いなる戦士、すなわち聖徒の王子が、愛する人々 であるあなた方に言われること
である。この愛の剣を持って立ち上がり、それを掴み、鞘から引き抜いて、人類に存在するすべての憎悪と悪を打ち負かす
のです。 
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49 私の「高い玉座」から、私の平和と祝福で宇宙を包んでいることをご存じでしょう。 

50 すべてのものは、毎時、毎瞬、わたしに祝福されている。わたしからは、わたしの子どもたちに対する呪いや非難
はなく、これからもない。それゆえ、私は正しい者も罪人も見ることなく、すべての者にわが祝福と愛の口づけと平和を与
えるのである。 

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320 
1 人類は、主の受肉があったのですから、幸せです。その愛の遺産を受け取った人類は幸せである。 

2 イエスを通しての私のこの世での存在は、パレスチナの地で起こったもので、私の説教はわずか3年で、訪れたの
はいくつかの村だけで、ゴルゴタに同行した群衆もそれほど多くはなかったのです。それでも、イエスの唇から発せられた
その言葉は、いつの時代も人類に届いている。 

弟子を求めて当時のすべての国に行く必要はなかった。私の言葉は、種のように、すぐにその国から運ばれて、地球上
のすべての民族に散らされると知っていたからだ。 

イエスを聞き、その「死」を目撃した人々 は、その後のすべての世代を代表する存在であった。私の教えの真髄と、そ
の血が流された愛は、すべての人のためにあるのだから。 

3 イエスにメシアを認めず、イエスを生け贄にしたからといって、その人々 を非難してはならない。彼らがあざけっ
た者が神ご自身であることを思って憤慨してはならない。あなたがたに言うが、私はただ一人、裁判官である。 

その人々 を不当に非難し、師を犠牲にしたことを許さない多くの人々 は、自分のものではない場所を占拠したために、
気づかぬうちに心の中に落胆を抱え込んでいるのである。 

4 ちょうど、私が十字架にかけられたとき、私の苦しみを楽しむ群衆を前にして、「わが父よ、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から」と叫んだように、同じ言葉を、私が毎日あなたに向かって繰り返すこと
ができるのです。あなたがたは生まれたときから私の名を知っており、私の指示、私の戒め、私の法をその精神に宿してい
ながら、私を侮辱し、私の主義主張を揶揄することをやめようとしないのです。 

5 あなた方は3つの時代の霊的啓示を生きてきましたが、人類はまだ私が待ち望んでいる神殿を建てていません。し
かし、この第三の時代には、人は心の底に聖なる場所を築き、そこには箱舟が置かれるでしょう。 

6 あなたにとって、人類の道徳的・精神的変革は不可能に見えます。なぜなら、あなたは明らかにされている原則か
ら非常に離れているからです。愛が支配し、平和が支配し、正義が存在する世界を想像することはできないし、ましてや信
じることはできない。 

7 あなたがたは、私の言葉の意味や私の作品を調べようとしなかったので、これらすべてを信じることができないと
言うのです。もし、あなたが少しでも精神的な思索に時間を割くなら、大きなインスピレーションを受け、知恵を得ること
ができるでしょう。 

8 2000年前の人々 の誰が、あなた方が知性の力で作り上げた現在の世界を想像していたでしょうか。誰もいない。
そのため、今日のこの世界を予告した古代の予言の多くは信じられませんでした。 

9 私はあなた方に新しい世界と精神化された人類を予言的に告げますが、この言葉が知られるようになると、またし
ても信じてもらえなくなります。 

10 世代が過ぎ去り、人間の傲慢さが嵐と洪水を引き起こし、疫病と災いをもたらし、人類の慟哭が宇宙を揺るがすこ
とになる。しかし、この後、地上の新しい住人は、過去の世代から遺された計り知れない経験の宝を使い、内省と精神化の
生活を始め、神の種が発芽し始めるのです。 

11 あなたの子供が両親の特徴や性格を受け継ぐように、魂はやがて天の父から受け継いだもの、すなわち愛を明らか
にするのです。 

12 あなたへの愛のために、私が人間として十字架で死んだあの日を思い出してください。しかし、何世紀にもわたっ
て慣れ親しんできた、外面的で官能的な方法では、意味と意義に没頭することができないので、魂の中に種を残すことがで
きないのです。 

13 あなたの心を動かすために、私の死を血なまぐさい描写や映像で演出し、まるで人間が死んだかのように泣き、喪
服を着て、毎年毎年、自覚もなく母に哀悼の意を表しているのですね。 

14 十字架で亡くなった方が永遠の命によみがえったのですから、誰も失っていないのに、なぜマリアに哀悼の意を表
するのでしょうか？私は痛みも死も越えているのだから、なぜ私のために涙を流すのか。 

15 あなたがたに言うが、あなたがたは自分のために涙を流し、自分の罪のために悲しみを感じ、あなたがたの中に死
んだ多くの美徳と高貴な感情のために悲しみを心に抱いた方がよい。 

16 記念日や日付、伝統的な追悼の日を待たずに、集会や家族の懐で団結し、第二の時代に私が紹介した事例や作品を
見ながら、霊性と献身をもって集まり、私の言葉を考察し解釈してほしいのです。そうすれば、私の作品や言葉の意味や本
質を知ることができ、本当に自分の魂のためになるからです。 

17 私に同情しようとしないでください。私の中には、人が後悔するようなことは何もありません。その代わりに、私
が生涯を通じて示した愛に感化され、その憐れみ、不埒なことをした後悔、そして自責の念を、あなたの隣人に向けなさい
。ある者は非常に苦しんでいるから、ある者は悪徳の汚れに身を投じているから、さらに別の者は真理の光を知らないから
、別の者は愛なしに生きているから、あるいは正義と平和を求めて飢え渇いているからです。 
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18 彼らのために本当の同情と憐れみを感じ、泣き、祈りましょう。しかし、何よりも相手の痛みを和らげたり、生活
を向上させるようなことをすることです。そうすれば、あなた方は本当に私の教えを理解し、私の犠牲の死を理解し、私の
意志を正しく解釈するための道を歩むことになる。 

19 互いに愛し合うことが、私の言葉に従い、私の霊に喜ばれる唯一の行いとなるのです。 

20 イエス様を通して十字架上で言いました。"父よ、彼らをお赦しください。彼らは自分のしていることを知らない
のですから！" 

何世紀も経った今、この人類に改めて言いたいのは、この人類はいまだに何をしているのか分かっていないということ
です。なぜなら、しばしば私が明らかにした律法や教義の意味を歪め、それらを尊重し履行することを信じて、その両方に
違反するからである。 

21 私の教えを理解し、感じることができれば、あなたの血管には愛が流れるでしょう」 

「私の一部であるあなたの同胞への愛。しかし、あなた方は互いに愛し合うことから遠く離れており、ほとんどすべての作
品でその証拠を示しています。 

22 あなた方への愛のために、私、神聖なるマスターが霊界を離れて人間となり、人間とともに住んだことを記念して
思い出してください」。 

困っている人に奉仕を示すこと ── 

全ての被造物の父は、キリストのうちにおられ、最も謙遜になり、全生涯をあなたのために捧げるために、あなたのところ
に来られたのです。 

23 私の教えでは、「持っているものが多ければ多いほど、与えなければならないものが多い」「偉い人ほど、謙虚で
なければならない」ということでした。 

24 この時代、私を手本とする者は、いったい誰なのか。どのような人が、王座や名誉ある椅子から降りて、貧しい人
や乏しい人の間に入り、命を与えることができるのでしょうか。あなたの世界はとても大きく、人類はとても多いのに、私
はそれらを発見することができません。 

25 そのような例が地上に多く見られるようになれば、あなた方は私の言葉と私の例を聞き入れ、それを実践している
と言えるようになるのです。 

26 世代や時代によって、人々 は神の法則からどんどん離れていき、精神的な領域が後退しています。 

27 もしあなたがちょっと立ち止まって、山の高みにいて街を眺めるように、あなたの世界を理性で見てみると、人は
情熱と知性を発達させて、いつも地上の目的のためにそれを使ってきたことを観察するでしょう。 

28 もしあなたが調査し、熟考するならば、真の精神化の兆候がどこにも見られないことに気づくでしょう──光の存
在が人間の中に宿っていることを証明するものです。 

29 この瞑想の山から下りるとき、あなたは悲しげに、悲しげに ── 

スピリチュアルな生活を支配する神の法則から遠く離れてしまったことを悟ることでしょう。 

30 その道中で、蜂、蟻、虫といった小さな下等な存在に出会い、こう言うでしょう。"父上、なぜ私たちより下等な
これらの存在に罪を犯させず、一方で私たちのような霊の子には、とてもよく罪を犯させるのですか？"ああ、小さき者よ
、主君にそのような無意味な質問をする勇気があるのか！？ 

31 私はすでに、これらの生き物が軽やかに平和に暮らしていることを羨ましく思い、あなたを驚かせています。私は
、あなたが鳥たちが住処とした巣の喜びをうらやむのを見て、あなたの心が言うのを聞いた。"おそらく、これらの生き物
は神の子たちよりも大きな祝福に値するのではないか？"と。 

今、あなた方が疑問を持ち、悩んでいるのは、真理を見つけるために私の教えをどのように勉強したらよいかを知らな
いからだと言っているのです。 

32 これらの生き物の家はただ一つ、地球であり、その上に天国と至福があるだけだと、なぜわからないのでしょうか
。私が彼らを自然の法則である力に従わせているのがわからないのですか？彼らは律法の中で生きているので、律法に含ま
れるすべてのもの、すなわち愛、平和、幸福、喜び、活動、生命を享受しなければなりません。 

33 あなた方人間は、地上の自然を超えたもの、すなわち「スピリチュアル・ライフ」を知る機会があるのです。その
ために、あなたがたの父の国に至る道が明らかにされたのです。しかし、私はあなた方がその道を歩むか、歩まないかの自
由を与えているのだ」 

「昇るか降るか、近づくか離れるか。これこそ、父なる神への真の功徳を身につける道であり、同時に父なる神への愛を証
明する道だからです。 

34 無感覚な存在は、内なる声であり、主人であり、ガイドである本能に導かれているのです。それは、母なる自然か
ら届く光のようなものであり、人生の行く末を照らすものである。あなた方人間は魂によって導かれ、あなた方魂はスピリ
ットによって導かれます。スピリットとは、神霊がその霊的な子供たちに宿した光のことです。 
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35 自然の子たちの運命は地球上にあり、ここで始まり、ここで終わるのです。一方、魂の運命は、私から始まり、決
して終わることはありません。なぜなら、地上生活を超えて、完全な世界を超えて、永遠の世界に入るとき、それは一つの
家から別の家へと移動し、知恵に満ちた新しい世界を発見し、ますます至福になり、ますます愛するようになるからである
。 

36 自分の運命について考えるのをやめてはならない。また、自分の下位の兄弟姉妹を観察するのを怠ってはならない
。彼らの中には、知恵の例が無数にあり、それを自分の人生に応用すれば、良い実りを得ることができる。 

37 それぞれの種が生きている調和、勤勉な人の活動から例を挙げてみましょう。忠実の例、感謝の例を心に刻んでく
ださい。それらは神の叡智を含む例であり、同じく私から生まれた私の被造物から生まれたものである。そのため、彼らは
あなたの世界を取り囲み、同行し、私が地上に置いたものを共有し、あなたが彼らの中に次のことを告げる声を見出すこと
ができるようにする。もし、あなたが神の法則を忠実に実行し、彼らが本能によって導かれるように、あなた自身を良心の
声によって導かせるならば、あなたは調和を知り、平和を経験し、それはあなたの財産の増加、豊かさ、そして精神と人間
の進歩をもたらすことでしょう。 

38 このようなことを深く考えている人が、戦争を煽ることができると思うのか？良心の声をはっきりと聞いた者が、
自分の隣人を貶めようとすると思いますか？いや、愛する人たちよ。そうすれば、魂はその思索に高揚し、心は畏敬の念を
抱き、人間は──一言で言えば──良心の声を真に聞き、従うことができるだろう。 

39 この日の教訓を振り返り、反省するように指導する。それは、私が与えた真心を込めて、あなたが同胞の心に届け
るべきメッセージなのです。あなた方は使命を果たさなければならない。そのために私はこの時期にやってきて、あなた方
に私の言葉を伝えるのである。しかし、この宣教のために、私はこの世の学問で心を鍛えた者ではなく、第二時代のわが弟
子のように素朴な者を使ったのだ。 

40 私の作品を恐れずに彼女に見せてあげてください、それはいつでも世界を啓発しなければならないからです。 

41 私の言葉があなた方の心に書き留められるように、あなた方を訓練しなさい。そうすれば、あなた方はあなたの師
のようになり、謙虚であれば、私の真の弟子となるであろう。真理をもたらし、それによって全人類が啓蒙されるように。 

42 徳を積んで、一人の弟子として力を合わせよう。この本から、すべての人がその教えを受け継ぎ、「最後の者が最
初になる」のです。 

43 愛する人々 よ、あなたがたは、あなたがたを指示し、あなたがたの国でまもなく起こる出来事を予告するこの言葉
を、どれほど熱心に聞いたことだろう。 

44 人間の精神は人間の限界を超え、より高い生命の世界に到達し、兄弟と接触し、彼らが提供する光を受け取ること
ができるようになります。また、発達レベルの低い者、つまり知恵遅れの者が住む生命界に降りて、彼らが貧しい存在から
離れ、より良い人生設計に移行できるよう手助けすることもできるだろう。魂が完成に向かって昇る梯子はとても長く、そ
の途中では無限に異なる発展レベルの存在に出会い、あなたは自分の持っているものを彼らに提供し、彼らもまたあなたに
彼らの精神的な豊かさを提供することになる。 

45 そして、この世界だけが自らを高めようと努力しているのではないことに気づくでしょう。すべての惑星で魂が進
化していること、すべての惑星で運命の成就のために奮起し成長していることを学ぶでしょう。私は、あなたがすべての兄
弟と契約を結び、互いに知り、愛し、援助するという聖なる願望のもとに彼らと交流できるように、あなた方自身に準備し
てほしいのです。私の名において、無条件に従順に、あなたの思いによって、それを行ってください。この練習を始めると
、だんだん彼らの要求や教え、その恩恵が分かってきます。 

46 私は、あなたがこの惑星とその先にいる兄弟たちと調和することを切望しているのですが、それは今、あなたの家
なのです。友情の絆を結び、困ったときには助けを求め、自分の持っているものを求めてくる人を急いで助けよう。 

47 この時、あなた方をわが帰還の知識に導くよう運命づけられている存在たちは、あなた方をどれほど愛し、守り、
この人類にどれほど有益な影響を与えていることでしょうこの絶え間ない努力を見て、その良さを知っているのは私一人で
す。彼らの仕事は素晴らしいので、私は彼らを祝福します。もし、あなたが自分の霊的な生活を貫くことができたなら、そ
の生活が、あなたの霊的な恩人のおかげである世話や奇跡で満たされているのを見ることでしょう。彼らは、あなたがその
善意や努力を疑うことなく、あなたの世界で様々 なミッションに取り組んでいます。ただ、彼らは人間の生活に秩序と正義
を取り戻すために、常に努力しているというだけです。 

48 彼らの困難な使命を助け、彼らの愛と無私の心を理解し、この偉大な仕事の協力者になってください。 

49 この時代だけでなく、人間が初めて地球に住んで以来、霊界は派遣され、姿を現し、あなた方の苦悩と喜びを分か
ち合ってきました。私は、あなたが精神的な兄弟姉妹から見捨てられたり、距離を感じたりしないように、それを命じたの
です。いったんあなたがシンプルさに戻り、これらの存在と接触し、あなたの周りで彼らを見るようになれば、あなたは彼
らの仕事を認識し、彼らを祝福するようになるでしょう。そして、地球を離れ、次の故郷への旅を始めると、今まで守って
くれた彼らと結ばれることになるのです。でも、あなたが霊的な兄弟姉妹の美徳を知るようになったら、あなたの守護天使
があなたにとっているように、あなたは小さな兄弟姉妹にとっているのではないでしょうか？ 
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50 あなたの魂の不滅、上昇志向、そして私の中での最終目的という、あなたの人生の基本的なことに気づかないまま
でいてほしくないので、私は今、あなたのこの世の理解から隠されていたことを明らかにしているのです。 

51 地上に生きながら、常に天を仰ぎながら、一歩一歩、道を歩んでください。旅を始めた瞬間から、あなたは永遠の
命を生きているのだということを忘れないでください。 

52 あなた方は、この精神化の時代の最初の光を見たが、この世界からその完全な展開を見ることはできないだろう。
あなたの仕事を引き継ぐのは、あなたの子孫たちです。しかし、私は、あなたの親となった人々 の魂があなたの使命の実現
のために働き続けることを許したように、あなたの種を手入れし続けることを許します。 

53 この世の中に良い働きをし、私の言葉を心に届けてください。ある者には、しばしば耳を傾けることができないが
、ある者には、響きを見出すことができる。その者たちには、私が与えたこの教えをふんだんに与え、すべての同胞に伝え
るようにせよ。 

54 今日、あなた方が手にする私の言葉は、私があなた方にいつも与えているのと同じ、唯一の本質である「愛」を明
らかにするものです。私の法と私の教義が基づいている原理は不変であり、永遠である。 

55 今日、私は聖霊のうちにやってきて、神聖な光によってわが真理とわがプレゼンスを明らかにする。ちょうど、あ
の第二の時代に、わが「ことば」をイエスのうちに受肉させ、ことばを通してわが真理をあなたたちに明らかにし、血をも
ってそれを封印したのと同じように。私の霊が人に感じている無限の愛を証明するためには、人のところに来て、人ととも
に生活し、人が見たり感じたりするように、自分も見たり感じたりすることが必要でした。 

56 私、キリストは、イエスという人を通して、父の栄光、父の知恵、父の力を明らかにしたのです。その力は、精神
に信仰を、心に光を、心に平和を必要とする人々 のために奇跡を起こすために使われた。その力は、愛の力そのものであり
、困っている人に自分を完全に捧げるために注がれたもので、死の間際にそれを必要としている自分の体のためには使わな
かったほどです。 

57 私の体の突き刺すような痛みを避けるために、私の力を利用したくなかったのです。私が人となったのは、あなた
がたのために苦しみ、未熟な者、貧しい者、罪人に対する私の無限の愛と慈しみを、神的かつ人間的に具体的に証明するた
めであったからです。 

58 私が他の人々 に明らかにしたすべての力、すなわち、らい病人を癒したにせよ、盲人に視力を回復させ、足の不自
由な人に運動能力を与えたにせよ、罪人を改心させ、死者を蘇らせたにせよ、私が群衆の前で明らかにし、自然の王国に対
する私の権威と生と死に対する私の力を証明することによって彼らに私の真実の証拠を与えたすべての権威を、私は自分の
ために使用したいと思わず、そのために私の体があの情熱を受け、あの苦痛を受けることを許したのである。確かに私の力
は、私の体の痛みをすべて免れることができましたが、それでは、あなたの目に私はどんなメリットがあったのでしょうか
？もし、私が私の力を使って、私に苦痛を与えないようにしていたら、人間にとって理解しやすいどんな例を残しただろう
。肉の痛み、恩義に直面した悲しみ、孤独、苦悩、死を感じ、経験するためには、その瞬間、私の力を捨て、神の力を拒絶
する必要があったのです。 

59 それゆえ、イエスの唇は死の間際に助けを求めたのであり、その痛みは本物だったからである。しかし、熱く疲れ
果てたイエスの身体を圧倒したのは肉体的な痛みだけではなかった──それは、その身体によって、神がその血を流した盲
目の、恩知らずの、高慢な子供たちから皮を剥がれ、あざけられる霊的な感覚でもあった。 

60 イエスは自分を動かしている霊、つまり神霊によって強くなり、痛みにも耐え、迫害者の攻撃にも無敵であったは
ずなのに、涙を流し、群衆の目の前で何度も地面に倒れ、体の力が尽き、体が最後の一滴まで血を失ってから死ぬことを感
じなければならなかったのです。 

61 こうして、私の地上での使命は果たされた。こうして、数日前に民衆が王と宣言してエルサレムに入られた方の地
上での存在が終わったのである。 

62 私を受け入れた人々 は、頭蓋骨の場所まで私に同行した人々 と同じであり、「ホサナ！」と歌った多くの人々 であ
った。ホサナ！」と叫び、後に「十字架につけろ！」と叫ぶ。しかし、愛と信仰をもって準備された心に私を受け入れた多
くの人々 は、最後の瞬間まで忠実に私に従い、師が残した血の跡に涙を流したのである。 

63 魂の光を通して私を見る者にとっては、私は神そのものの化身だった。感覚だけで私を見ていた人々 にとって、私
の人間としての死は彼らを混乱させ、欺かれたと感じさせたので、私は真実ではなかったのです。イエスが喜びに満ちた王
国を約束したことを思い、自分たちを嘘つき呼ばわりし、あざ笑ったのはこの人たちである。しかし今、十字架の重さに屈
し、無惨な十字架に釘付けにされたイエスを見て、彼らはただ笑い、イエスは生きるに値しない偽預言者であると叫ぶしか
なかったのです。 

64 もし彼が神の子なら、なぜ彼は抑圧者や死刑執行人の手から救われなかったのだろう」。その声と右手に力がある
のなら、なぜ十字架の上で自分は見捨てられたと嘆いたのだろう。もし彼が死者を蘇らせた命なら、どうして取るに足らな
い人間の手で死んでしまったのでしょう」。 

65 まだ、その生き物の魂に光が届く時期ではなかったのだ。彼らは、私の痛みと死の神の真実を理解することを学ぶ
ために、人生の道を歩み続けなければならなかったのです。一方、魂を込めて私を愛する者たちは、一瞬たりとも動揺した
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り疑ったりすることなく、主が苦しむ姿を見れば見るほど、無限の愛と最も完全な正義と知恵の証拠を前にして、より大き
な賞賛の声を上げたのです。 

66 強盗のディマスでさえ、彼の心は闇で満ちていて、私の真理の一片さえも見出すことができなかったと誰もが言う
でしょう。彼は私の光を認めることができ、私の愛を発見することができ、イエスの謙遜と世の盲目を見た。彼は地上で多
くの苦しみを受け、非難され、血の足場を知るようになったので、私を理解し、心の中で自分に言った：「私が強盗と悪人
として十字架上で死ぬのは正しいことだ」と。しかし、なぜこの杯を、あなたがたが恩恵を受けているだけのこの人物に渡
すのですか？そして、正しいイエスが死と闘った忍耐と謙遜を見たとき、彼は止められずにこう叫んだ。"主よ、あなたの
国におられるとき、私を思い出してください！"。 

67 そう、親愛なるディマス、あなたは私と一緒に光と霊的な安らぎの楽園にいた。私はあなたの信仰への報酬として
、あなたの魂を運んだ。神がイエスの中に宿っていると信じて疑わなかった人たちに、死の淵でイエスの右手に横たわる強
盗の中に光の霊が隠されていると、誰が言えただろう？時が経ち、心の平安が戻ってくると、私を拒絶し、あざ笑っていた
多くの人々 が、私の真実の光を透過し、そのために彼らの悔い改めは大きく、私に従う愛は不滅であったのです。 

68 私は十字架から、人生と霊的な知恵の書、すなわち、何世紀、何時代、何世代にもわたって人々 が解釈し理解する
ことのできる本を世界に遺したのだ。それゆえ、私は十字架の下で痛みに震えているマリアに言いました：「女よ、これは
あなたの子です」そして、私の視線でヨハネを指しました。 

69 そして、ヨハネに向かって、"Son, this is your Mother "と言ったのです。 

70 マリアは純粋さ、従順さ、信仰、優しさ、謙虚さを体現していました。これらの徳の一つひとつは、私があの聖な
る純粋な女性の胎内で人間となるためにこの世に降りてきた梯子の段なのです。 

71 優しさ、純粋さ、愛は、生命の種を受精させる神聖な子宮であること。 

72 私が人となり、わが子たちとともに住むためにあなた方のもとに降りたあのはしごは、あなた方が人間から光の精
霊に変身して私のもとに昇るために私が提供するはしごと同じものである。 

73 マリアは梯子であり、マリアは母胎である。彼女の方を向けば、私に会うことができる。 

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 321 
1 弟子たちよ、あなたがたの善意で私の言葉を解釈するのだから、祝福されなさい。そうすることで、自分の持って

いる才能を開花させ、それを仲間のために使うことができるのです。 

2 今、人は永遠のもの、はかない人間の存在を超えた生命に不安を感じる時代にいるのです。しかし、この時代に私
の弟子となったあなた方は、霊的な知恵の扉を開く鍵が愛であることを常に意識していなさい。 

3 私は、この地上での生活が魂の学校、経験、試金石、展開の役目を果たしていること、しかし、魂が霊的生活の最
高の知識に到達するのは、地上の肉体を離れ、地上を超えた無限の「谷」にいるときであることを、教えの期間中、皆さん
に説明しました。 

4 私の教えは、あらゆる活動、あらゆる分野に適用することができ、その光は全宇宙を照らし、活気づけるからであ
る。そのエッセンスがあなたの知性に注がれるとき、人は精神的な完成に達するまで自らを向上させる道を明らかにするの
です。このエッセンスは、あなたの人生に無尽蔵のインスピレーションを与える源として、あなたの神の中に存在する善で
ある。 

5 私の教えは単純なので、人間という生き物の理解の範囲内であり、あなた方はみな霊を持っているので、すべての
人に理解できます。複雑化、神秘化、物質主義があるところでは、それは光である私の真理ではありません。 

6 シンプルさを追求し、謙虚さを愛すれば、謎も、不可解な謎も、その全内容を明確に示した本のページのように、
あなたの心に現れるでしょう。 

私があなた方に、人が解き明かすことのできない謎や秘密について話すとき、それは、私の子供たちの知識のために、
私が秘密の宝庫に保管しているすべてのことを指しているのである。私は、あなた方が決して知る必要のないことについて
は話しません。なぜなら、その責任はあなた方の父だけにあるからです。 

7 第二の時代、私はあなた方に教えを与え、人間は単に物質でできているのではなく、それぞれの人間の中に、人間
よりも高い生命を持つ存在が住んでおり、その住処は永遠にこの世界ではなく、地上の領域よりも無限に高い領域にあるこ
とを理解させた。その教えは、永遠の深淵であるにもかかわらず、すべての人が知るべきものであるため、すべての人が理
解できるように、平易で単純な形で表現されました。 

8 その教訓は、この第三の時代に人類が完全に霊的な領域に移行するための準備であった。今日、私は再び私の声を
人間らしくして、人に聞こえるようにするために、この教えを広げ、展開し、説明するために彼らのところに来たのである
。 

9 私はすべての人々 、すべての国を私の新しいメッセージの周りに集め、羊飼いが羊を呼ぶように彼らを呼び、荒れ
た天候や嵐から避難できる馬小屋のような安らぎを与えよう。 

10 あなたには、信仰や霊性の痕跡が少しもないように見えても、魂の最も純粋な部分に霊的生活の不滅の原理を保持
している人がいかに多いかがわかるでしょう」 

「あなたには神に対する敬意の念がまったくないように見える人のうち、自分の存在の最も奥深い部分に不滅の祭壇を有し
ている人がいかに多いかがわかるでしょう」。 

11 この内なる祭壇の前で、人は霊的にひざまずき、自分の罪、悪業、侮辱を嘆き、不従順を心から悔い改めなければ
ならないのです。そこで、良心の祭壇の前で、人間の傲慢さは崩壊し、人間はもはや人種によって自分が優れていると考え
ることはないだろう。そして、愛と謙遜、信仰と善意の合法的な果実として、放棄と賠償、そして最終的に平和がもたらさ
れるのです。  

12 現在、権力と地上的栄光への野心的な努力だけを養っている人々 は、彼らの最も強力な敵が霊性であることを知っ
ているので、それと戦っているのです。そして、すでに近づいている戦い--悪に対する精神の戦い--

を察知して、所有物を失うことを恐れ、インスピレーションという形で絶えず自分たちを驚かす光に抵抗するのです。 

13 精神と肉体のどちらが最終的に勝利すると思いますか？間違いなく、この世の奴隷であった御霊が、今度は「肉」
の情念をコントロールする勝利となるのです。それは、あなたが "神のものは神に、世のものは世に "捧げる時である。 

14 私は今日、予言の言葉をもって、地上のすべての民が霊的に調和する時が近づいていることを告げます。あなた方
の中で、この仕事を成し遂げられるのは誰でしょう？私の予言を現実のものとする力と光を持つ人間は誰だろう。誰も、愛
する人々 、あなた方を取り囲む暗闇に光を灯すことのできる人間はいないのです。いつものように、私が影を払い、嵐を静
め、あなた方が真の兄弟姉妹として、一つの父の子として、私の愛の食卓の周りに団結するようにするのです。 

しかし、私は一人で闘うのではなく、この人々 は私と協力し、この弟子たちは人類に対する私の通訳となるのだ。彼ら
はスカウトのための私の忠実な証人となり、彼らは私の力、私の愛、私の存在の証拠を世界に与えるために私が使用する道
具となるのです。 

15 あなたは私の十字架の重荷を全部背負うことはできない」 

もう一度言う。でも、背負わなければならない部分は、どんなに大変なことか。あなたの責任は重大です。 
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16 戦いは熾烈を極めるだろうが、私があなた方と共にあることの証となる好ましい出来事によって必ずや明るくなる
。それらは、あなたの心に語りかける私の声のようなものです。 

17 あなたの魂は、新しい日の光に、第三の時代の光に、徐々 に目覚めていくすべての人々 のことを、どんなに喜ぶこ
とでしょう。この時代には、すべての人々 が団結して、あなたの神に敬意を表し、信仰と愛の消えない炎が輝く霊廟、内な
る聖域を建設します。 

18 現在、あなたは平和、調和、兄弟愛から非常に遠いところにいると感じており、そう感じるには十分な理由があり
ます。神について、人生について、真理について、各人の考えはあまりにも異なっているため、多くの神が存在し、各人に
別々 の神が存在するような印象を与えているのです。 

19 あなたは少なくとも、あなたを取り囲む自然の中で、すべてが単一の原則に従い、すべてが一つの同じ秩序に従い
、すべてが単一の法則の中で調和していることを観察したことがないでしょうか。 

20 もし、異なる秩序があったなら、私が啓示したもの以外の法則を発見していたなら、そして私以外の誰かがいたな
ら、あなた方の信仰、礼拝の形式、考え、生き方に違いがある理由があるはずです。しかし、私はもう一度言いますが、そ
れはあなたの人間生活と精神生活の大空に永遠から降り注いだ光に過ぎないのです。 

21 この教義に改宗することが犠牲となる者はなく、頭脳を働かせる必要もなく、心に抱いている善、真、正義のすべ
てを拒否する必要もない。 

22 私の仕事の目的はただ一つ、すべての人々 の精神化です。精神化することで、人々 は一つになり、互いに理解し合
うことができるようになります。霊性化によって、それぞれの宗教の名称や外形が消え、それが精神的な分離の原因となっ
ていることがわかるでしょう。 

23 そして、それぞれの道を歩んで霊化に近づいたとき、自分たちに欠けていたのは、物質主義から解放され、物質的
な意味で考えていたことを霊的に解釈できるようになることだったということに気づくはずです。 

24 したがって、その中に私の存在を認識するために像の前にひざまずいた者は、その後、その像を通して私を表現す
るための形を作る必要なく、自分の魂の中に私を感じることになる。 

25 私がそこにいて、そこで元気になれると言われた場所にたどり着くために長い巡礼をした者は、私を見つけるため
に地球のある地点から別の地点に行く必要はないことを学ぶだろう。なぜなら、人間は祈りという神の贈り物によって、人
生のどの瞬間にも、場所に関係なく私を見つけることができるからだ。 

26 そして、人々 は心から懺悔して自らを清め、私の神性と共に霊から霊へと罪を懺悔し、その霊的行為に良心を巻き
込んでいくのです。 

27 霊的には、私の言葉のエッセンス以外のパンもワインも存在しない。人が自らを養い、愛と正義と慈悲において強
く成長するためのエッセンスだ。 

28 そして、過去の時代の聖典の研究に一生を捧げ、それらの言葉の解釈の仕方が異なるために同様に宗派や教会に分
かれている人々 も、同様に霊化において互いに近づくでしょう。なぜなら、分析と解釈の方法におけるより高い視点は、彼
らが常に神の啓示に人間的、地上的意味を与えていたために発見できなかったすべての真意を彼らに明らかにすることにな
るのです。 

29 そうすれば、自分の最高の理想が実現され、最も困難な葛藤が、許される範囲内で解決されるのを見ることができ
るでしょう。 

30 この混乱の時代に、私の言葉は、救命ボートのように世界に現れるだろう。人々 は、光と平和と兄弟愛に満ちた新
しい人生に立ち上がることができるようになるでしょう。 

31 今、人類はまもなく、平和の鳩が、その象徴であるオリーブの枝をくちばしに携えて、国々 の上空を飛ぶのを目に
することでしょう。 

32 私の光線はあなた方に降り注ぎ、あなた方の感覚では知覚できないが、あなた方の魂はあなた方を啓発する私の光
線の存在を感じている。 

33 あなたは今、自分の存在の中に、肉体の器官以上のものを発見するでしょう。それは、何世紀にもわたって人間の
中に眠っていた、魂の贈り物、能力、力、資質となるものです。あなた方は物質も形も発見できない。だから、この謎を発
見するのはあなた方の科学ではないと私は言うのだ。 

34 今までは、頭で発見し、五感で触れたものしか知りませんでした。しかし、本当の価値は精神的なもの、知りたく
もなかったその人生にあるのだと理解する時が来るでしょう。そうすれば、あなたの存在は新しい光に照らされ、最大の秘
密と最も美しい教えを明らかにすることでしょう。私はあなたを祝福する。ついにあなたは父と協力して、生命の展開と魂
の開発を行うようになるのだ。 

35 現在、あなた方は、それを意識することができず、ある期間の終わりと別の期間の始まりに気づくことができず、
あなた方の試練の意味を発見することができず、私があなた方にことあるごとに与えている神のサインを取り除くことがで
きず、立ち止まっている。 
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36 あなたは自分が私の中にいるのかいないのか、また、霊的生命に対して生きているのか死んでいるのか、わかりま
せん。 

37 まことに、あなたがたに告げよう、わが声のみがあなたがたを目覚めさせることができ、わが呼びかけのみがあな
たがたを起こすことができる、このために、わたしはあなたがたを救うために慈悲をもって来たのである。私の光はすでに
一人一人の心に近づいており、夜中に泥棒が寝室に入るように、気づかないうちにあなたの理解の中に入り込んでいる。 

38 私の声が人間の中にスピリチュアルに響くとき、人々 は、自由な表現ができなかったとしても、自分の中にずっと
あった何かが振動しているのを感じるだろう。それは、主の声に励まされ、私の呼びかけに応えて立ち上がる精神である。 

39 そのとき、地上には新しい時代が始まるでしょう。あなた方はもはや人生を下から眺めるのではなく、精神的に高
められた高みから見て、認識し、楽しむようになるからです。 

40 私の愛は、あなたが自ら目覚めるのを待つのではなく、あなたを物質主義の深い眠りから救うために助けに来てい
ることに気づいてください。 

41 私はあなたが小さいと見て、私はあなたが偉大であることを望む。あなたの能力と知性と感覚で、私の同意の下に
あなたのものであるすべてのものを取り込んでください。 

42 直感が目覚め、スピリチュアルな感性が芽生え、インスピレーションが活発になり、心が罪から浄化され、マイン
ドがクリアになるようにしましょう。 

43 お互いに連帯する努力をし、全員が調和するように努力しましょう。あなたが地上で生きてきたその絶え間ない敵
意を、根絶やしにするまで戦いなさい。愛と正義の法則を生み出す私の教義に従うことで、あなた方の人生が豊かになるよ
う、世の中で善が前面に出るようにしなさい。そうすれば、あなたは最も崇高な目的のために働いたことになり、あなたの
魂は私にもっと近づくことになるでしょう。 

44 悪と戦うこと、つまり悪を排除し、自分の人生から追い出すことで、悪と戦わなければな らない。 

45 この祝福された闘いのために、あなた方は信仰、意志、勇気、強さ、忍耐、辛抱の蓄えをするのです。 

46 また、この戦いはあなた一人のものではありません。私はあなたの腕に私の力を、あなたの知性に私の光を込める
。慈悲と愛にあふれた作品であれば、私はあなた方の作品一つ一つに奇跡を起こすだろう。 

47 この教訓を自分の中に取り込み、心に刻み、自分のことをもっとよく知りたいと思う気持ちを優先して、あらゆる
意志を働かせなさい。どうやって？自分の魂を、その才能、能力、仕事、償いの義務、そして自分の相続財産として持って
いるすべてのものにおいて発見しようとすることによって。 

48 もし、自分の中にそのような発見がないまま日々 が過ぎても、落胆しないでください。祈り、瞑想し、私の手本と
教訓に従って行動しなさい。そうすれば、思いもよらないときに、あなたの魂の贈り物が、あなたの作品を通して明らかに
なることでしょう。 

49 目を開き、感覚を研ぎ澄ませば、あなたの周りに生き、紡いでいる、目に見えない世界を感じ取ることができるで
しょう。あなた方は自分を硬直させ、自分の内、外、上に絶え間なく蠢く霊的生命に関心を持たず、自分が呼吸する空気と
同じように、それと密接に関係していることを想像できないでいるのです。 

50 その理由は、地上の科学に興味を持ちすぎて、霊的な知恵を忘れてしまったからです。 

51 霊的生活の無限の海を突き進むためには、勇気と善意と信仰と神への愛が必要であることをあなたは知っています
。このことはあなたにとって困難で、なかなか実現できないように思えます。だからあなたはいつも人間科学を好みます。
あなたの考えでは、精神研究が要求する純粋さと高揚を必要としないのです。 

52 もしあなたが、自分の仕事で、何らかの霊的存在の影響を受けていないものはないと知ったら、これはあなたにと
って理解できないことのように思えるでしょうが、しかしそうなのです。 

53 あなたの人間生活の向こう側に、あなたの兄弟姉妹である精霊の世界があり、彼らはあなたを征服するために自分
たちの間で戦っているのです。 

54 この苦労は、ある人とある人の開発の差によるものです。愛と調和と平和と完全の理想に貫かれた光の存在が、人
類の道を光で飾り、常に善で鼓舞し、人類のためになることをすべて明らかにするのに対し、いまだに地球の物質主義にし
がみつく存在は、種をまくのである。利己主義と世間への愛から自分を切り離すことができず、あるいは人間の中毒と傾向
をいつまでも養い、人間を利用し、自分の計画の道具にするために、知性を暗くし、心を曇らせ、意志を奴隷にして、人間
の道を混乱で蒔く人たち、あるいは人間を自分の体のように利用しようとする人たちです。 

55 光の霊界は、人間の魂を獲得し、永遠への道を開くことを目的としています。これらの祝福された軍団が絶え間な
く働き、愛を深め、痛みの枕元の看護婦となり、大きな責任を負う人間のそばの相談役となり、青少年の助言者となり、子
供たちを守り、忘れて一人で生きている人々 の仲間となる一方で、精神の知恵の光も愛の高揚感もない軍団も同様に人間の
間で絶え間なく働き続けているのです。世界を支配し、その支配者であり続け、地上に永続し、人々 を支配して奴隷にし、
自分の意志の道具にすることだ」 

「つまり、自分たちのものだと思っていたもの、つまり世界を誰にも奪わせないことだ。 
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56 肉眼では見えないけれども、その反射が日々 あなたの世界に伝わっている。 

57 人間が自らを守り、悪い影響から解放されるためには、自分を取り巻く真理についての知識が必要であり、霊とと
もに祈ることを学ばなければなりません。また、悪に対する善、闇に対する光、物質主義に対する霊化という大きな戦いに
武器として使えるように、自分の存在にどんな能力が付与されているかを知らなければなりません。 

58 世界がいつの日か霊化の道を歩み出すために、働き、戦い、すべてを準備するのは、まさに光の霊界なのです。 

59 このようなことを考えれば、人間の救済のために努力しているあなたの霊的な兄弟姉妹の闘争の激しさを想像する
ことができるでしょう--

この闘争は彼らにとって聖杯であり、あなたは常に彼らに恩知らずの胆汁を飲ませることになります。なぜなら、あなたは
彼らから与えられるすべての恩恵を受けることに限定し、彼らの側にいて彼らの闘いを支援することは決してないからです
。 

60 彼らの仲間になる方法を知っている人はごくわずかで、彼らのインスピレーションを受け止め、彼らのアドバイス
に従う人はごくわずかです。しかし、彼らはどれほど強く人生を歩み、どれほど守られていると感じ、どれほど喜びと感動
を彼らの精神に与えているのだろう。 

61 大多数の人は、どちらかを選ぶことなく、完全に物質主義に身を委ねることなく、また、そこから解放され、自分
の人生を精神化する、つまり、善意、知識、精神力によって高める努力をすることなく、二つの影響力の間で引き裂かれて
いるのです。これらは、まだ完全に自分自身との戦いです。 

62 良心の声をなおも気にせず、自分の魂に関係する限りすべてを無視して物質主義に完全に屈服した者は、もはや戦
うこともなく、戦いに打ち勝ったのである。彼らは勝ったと思っている。自分たちは自由だと思っていて、自分たちが囚人
であること、そして彼らを解放するためには光の軍団が暗闇に降りてくることが必要であることに気づいていないのだ。 

63 私はこの光のメッセージを地球上のすべての人々 に送ります。人々 が目覚めるように、そして、倒すまで戦わなけ
ればならない敵が誰なのか、そして、知らないうちに持っている武器が何なのかを意識するように。 

64 なぜなら、人々 の罪はまだ止まっておらず、ゴルゴダで私が流した、人類に対する私の愛の証であるあの血を思い
起こしながら、人々 は自分を贖おうともしなかったからである。しかし、私が霊で来たのは、地上で私を裁き、非難した者
たちの仕事を考えるという恥をさらすためです。 

65 しかし、すべての魂には、私がすべての人のために十字架上で流したものが存在しています。その生命力や血液が
溶けてしまった、失われてしまったとは思わないでください。彼らは、私がその瞬間からすべての人に注いだスピリチュア
ル・ライフを体現していたのです。私の言葉を封印し、私が地上で語り、行ったことをすべて確認したその血によって、人
は魂の再生の欲求の中で上方に進化していくだろう。 

66 私の言葉、私の業、私の血は、決して無駄ではなかったし、これからも無駄にはならない。私の名前と私の言葉が
忘れ去られようとしているように思えるときがあっても、あなたはすぐに、それらが血と生命と純粋さに満ちて、絶えず争
われても決して滅びない種のように、新たに現れるのを見るでしょう。 

67 また、この時代の私の言葉と現れは、過ぎ去ることはない。確かに、この世に痕跡を残すことなく、すべてが終わ
ったと思えるような時が来るかもしれません。しかし、突然、思いもよらない時に、私が教えた精神化の教義が、同じかそ
れ以上の力をもって、再び立ち上がるのです。 

68 あなた方の知性による私の忍耐強い働きは決して無駄にはならない。ちょうどあの時、私が愛を教えるために血に
よって私の命を象徴的に流したように、今、私はあなた方に私の霊を注ぎ、永遠への上昇の道を開くのだ。しかし、私の血
が不毛でなかったなら、私の霊の光はさらに少なくなるであろう。 

69 今、あなたが聞いている御言葉の意味をまだ測りかねているのです。しかし、永遠の起源を持つあなたの光の魂は
、無学で不純な声の担い手と光の霊界を通じて、この第三の時代に私が世界に明らかにしたすべての真実と成就を目撃する
ことができるようになるのです。 

70 宇宙空間にいる霊的存在が、同じ瞬間に地球のさまざまな場所で必要とされたとき、ある地点から別の地点に移動
するためにどのように進むのかと、思索にふけることがありますね。そして、あなたの想像力が、光のように速く、ある地
点から別の地点へ、世界の端から端へと、絶え間なく飛翔させるのです。 

71 彼らの仕事はどんなに大変で困難なことか。あなたは言う、"彼らの償いはなんと嘆かわしいことだろう "と。 

72 その使命は、君たちが想像しているようなものではないと、私は言わなければならない。それらの存在は、ガイド
、プロテクター、アドバイザー、恩人の使命を受けるために必要な発達段階に達したとき、広い輝きを持っているので、自
分をある場所から別の場所に移す必要がありません。そこから自分たちの使命である作品を見たり、聞いたり、感じたり、
実行したりすることができるのです。 

73 高次の魂は、その知恵と愛によって距離がなくなり、その行動範囲は、到達した発展レベルに対応する。 

74 しかし、未発達の魂は、最も重要な資質が未発達であるため、距離を克服するために自らを転送する必要があると
考えるかもしれません。 
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75 あなたの記憶が呼び起こすその存在がいる場所を想像しようとしないでください。それは、あなたがたの近くにも
遠くにもいない私が、あらゆるもの、あらゆる場所に存在しているのと同じだからです。 

76 あなたと神、あるいはあなたと霊的存在との間に存在する唯一の距離は、物質的な距離ではなく、あなたの準備不
足、純粋さ、インスピレーションや霊的影響を受けようとする意欲の欠如によって生じる、霊的な距離なのです。 

77 あなたとあなたの主人、あなたと霊界の間に決して距離を置いてはなりません。そうすれば、私の愛がそれを求め
る方法を知っている人に注ぐ恩恵を常に享受することができるのです。スピリチュアルな世界を感じようと覚悟を決めた人
には、必ず身近に感じることができるはずです。 

78 この時代の人類が、自分自身と精神生活の間に置いている距離は、なんと大きいことでしょう。現代人が神を限り
なく遠い存在と感じ、天の国を遠い存在、到達できない存在と考えているのは、あまりにも大きなことです。 

79 時間が経てば経つほど、人々 は精神的な王国との距離を感じるようになる。かつてそこに住んでいたという祝福さ
れた考えを失い、死んで魂が肉から分離するのを許すと、地上の印象だけが残り、霊的なものを全く考えなくなるのである
。 

80 この時の私の愛のメッセージは、距離を消し、誤りを取り除き、闇を解消し、すでに無限の霊的領域に生きてきた
人間の魂が、祈りと瞑想によってその起源に戻り、その本質を発見し、地上の任務を果たす道具として託された存在の人間
、心、ハートにそれを明らかにするように仕向けるのです。 

81 一瞬の悟りを得るだけで、この大きな距離は消え去り、私を遠い存在だと思いながら、長い間、自分から奪ってき
た喜びを経験することができるのですね。 

82 今日のあなたは、難しそうに見えても、自分の気持ちを切り替える力がついているようです。なぜなら、あなたの
全存在は、肉体と同様に魂においても、あなたの意志の自由の全行程において、止まることなく展開・発展してきたからで
す。 

83 現代人の知的能力が昔の人よりずっと高いのは、彼らの能力が発達したからである。それと同じように、魂も絶え
間ない人生経験の中で発達し、昔の人が到達できなかったことを理解し、理解し、信じ、受け入れることができるようにな
った。 

84 ですから、私は人類に自己を明らかにするために、完全な形、つまり、霊的な形を選びました。昔は、自分を理解
してもらうために、意味のある形を探さなければならなかったのですが、今は違います。 

85 今こそ人類は、神に対する霊的な礼拝を導入しようと奮闘する時である。しかし、それは闘争の末、理解や心の平
安がもたらされて初めて実現するものであることは当然である。 

86 この教えを通して私の声を聞くあなた方は、偏見や狂信から心を解放し、自分の中に私を感じながら、自然でシン
プルな方法で私を崇拝する方法を知りました。あなた方は人間の中で特権的な存在だと思えばいい。私はあなた方を精神化
の時代の先駆者として使おうと思う。 

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 322 
1 私は、あなたの魂に愛と光を与える「私の指示の書」の別のページを紹介します。私は、あなたの運命と私があな

たの魂に託した使命を理解するために、あなたをはっきりと完璧に指導しているのだ。 

2 あなたは私の教えを学び、理解し、それを仲間に伝えるためにやってきました。彼らはあなたを拒絶することもあ
りましたが、あなたは傷つくことなく、彼らの質問に答えることができたと満足しています。 

3 あなたは心の奥底で私に語りかけ、同胞の信仰のなさを指摘するのです。しかし、私はあなたがたに言う。あなた
がたが硬い岩のような心に出会ったとき、わたしは彼らの良心を通して語りかけ、彼らがわたしと一緒にいたいという気持
ちを抱くようにする。あなたの仕事は、時間や距離を測らず、私の定めた道に従って、人々 のために努力することです。 

4 あなたは、多くの困っている人、病気の人、そして「奴隷」を見つけ、彼らの鎖を壊し、愛情を込めて私の指示を
与えることによって、彼らを癒し、解放しなければならないのです。あなた方が私の言葉を聞かなくなる日が来るからだ。
その時は、あなた方が教師として残り、次の世代を訓練するように。 

5 光の剣で闇を払い、仲間のために突破口を開くのだ。私は、この「第三の時代」に人々 が平和、調和、親善を持て
るようにしたいのです。そのための教えを誰から受けるのか。私の弟子たち、愛する人々 から ── 

私を愛し、私とともにいることに飽きない人々 から ── 自分の心の奥底で感じている。 

6 いつも私と一緒にいて、世の中の放蕩を避け、誘惑を拒む者は幸いである。その霊的な目は、あの世の永遠の栄光
を見ることになるのです。 

7 あなたの中に、私は結合と兄弟愛の教えを残します。私があなたたちに託したものを誘惑が奪わないように、見守
り、祈りなさい--あなたたちが、時が来れば、私から人類に遣わされる使者、弟子になるように。 

いったんすべての物質化から解放され、私の愛と私の光だけを身にまとえば、魂の中で私の声を聞き、羊飼いの声を認
識し、そして羊のように進んで山を登り、神聖な故郷にたどり着くでしょう。 

8 あなたの天のお母さんは、あなたの足跡をたどる羊飼いの少女のようなものです。マリアは、バラやユリのように
、その美しい庭であなた方を世話し、あなた方が花々 がそのエッセンスを父に捧げるように、香りを与えてくれるのです。 

9 第二の時代、私はもう一度あなた方と一緒になると言った。しかし、私があなた方との約束を果たした今、ある者
は私を認め、ある者は私の存在を疑っている。あなたがたの中には、わたしを再び聞き、霊の目でわたしを見たので、喜び
の涙を流した者もいる。"先生、もし私の肉体の犠牲が必要なら、私の魂と人類の救いのために、献身と謙遜をもってそれ
を捧げます "と私に言った人たちの言葉を聞いたことがあります。 

10 私はあなたを私の光の霊的世界に委ね、あなたの助言者、保護者となり、あなたの道を導き、あなたの使命の遂行
を援助するようにした。わたしを理解しないあなたがたに、わたしは言う、「疑ってはならない。しかし、私は彼らを驚か
せるようなことはしたくないので、あらかじめ私の使者を送ったのである。私は、人の道と心を整えるために、ウェイファ
ーラーを遣わした。 

11 1950年の間に、私はあなた方に私の最後の教えを授けます。そして、人間の知性を通しての私の宣教を終える前
に、あなた方がどのように私の愛の言葉を蒔くのか、そして、この間、私が聞き、感じられなかった地球のすべての場所で
、どのようにハートからハートへ、地方から地方へ、それを広げるのかを理解してほしいのです。 

12 皆さんは愛と光にあふれた強い魂です。律法学者になるな、人の前で自慢するな、あなたがたの謙遜の中に、あな
たがたの父の恵みと光とがあるのだから。 

13 そうすれば、世界はあなたの模範を受け入れ、もはや世紀を超えて、時代を超えて、戦争を引き起こすことはない
でしょう。 

14 そうすれば、私と、人類統一のために苦労し、多くの涙を流してきた人々 の意志は、必ずや成就するはずです。そ
うすれば、もう人種や肌の色の区別はなくなる。これは、あなたとの約束です。 

15 今日、誰もが自分は真実を完全に知っていると信じている。どの宗教も真理を所有していると主張する。科学者は
「真実を発見した」と宣言する。人間は、自分に啓示された部分を自分の頭で把握することさえできていないのですから。 

16 人は皆、自分の中に真理の一部と誤りを持ち、それを真理の光と混ぜ合わせています。 

17 それぞれが自分の世界観を押し付けようとする、これらすべての勢力が戦う戦いが近づいているのだ。しかし、最
終的には、人間のイデオロギーや科学的理論や宗教的信条が勝利するのではなく、あらゆる優れたものの見方、あらゆる高
尚な信念、最高の精神性へと高められたあらゆる礼拝形式、真の人類の進歩のために捧げられたあらゆる科学が調和して結
合するのであろう。 

18 私は、人々 が自分の考えについて話し、それを発表することを許し、他の人々 がカルトの形式や儀式を公に示し、
人々 が互いに議論し、戦い、科学者が最も進んだ理論を広め、あらゆる精神の中に隠されているすべてが開かれ、明るみに
出て、その存在を明らかにすることを許します。良心は容赦ない鎌のように、人間の心の中にあるすべての悪いものを根本
から断ち切るのです。 
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19 あなた方、目を覚まして、私がこの戦いを告げたことを忘れてはならない。そうすれば、人々 が熱心に議論してい
るのを見ても、宗教団体が戦争をしているのを見ても、御霊が彼らと戦っているのを見ても、絶望しないであろう。 

20 そうすれば、真理の知識に至る道の門を閉ざした利己的な人間が、その高い席、玉座、台座から降りて、聖霊の光
に飢え渇く大勢の人間を通らせることができるだろう」。 

21 あなた方は皆、私の光を探さなければならない。暗闇の日々 の中で道を見分けるために、灯台を探さなければなら
ないのだ」 「内省と悔恨の日々 、自分の良心に向かって深く自問する日々 、その中で平静を感じ、こう言うことが 

できる人間はいなくなる。私はいつも正しい行動をとっているので、何も恐れることはありません。 

22 いや、このように叫んだり、考えたりする者は一人もいないでしょう。 

23 祈り、悔い改める者だけが、魂の浄化を達成することができるのです。虚栄心、他者への力の行使、傲慢さを捨て
た者だけが、救命ボートに落ち着くことができるのです。自分の愚かさにしがみつき、自分の過ちや伝統にしがみつき、良
心の裁きや指示にもかかわらず、最後までそれを維持しようとする人たちは、自分の良識に反して、混乱と暗闇の深淵に向
かうことになります。 

24 この愛と慈悲のメッセージは、私があなた方の救いのために適宜にもたらしたものであり、あなた方は適宜に人類
に知らせることになるのです。 

25 私の知恵のメッセージは、人々 を霊的に統合し、混乱の渦から救い出し、信仰を失った人々 を暗闇から救い出すと
いう任務を担っているのです。 

26 私の言葉だけが、奈落の底に向かって猛スピードで進む人々 を止める力を持つ。なぜなら、それはすべてを明らか
にし、謎を解くことをためらわず、あなたの父の慈悲と愛に包まれているからである。 

27 高次の生命への信仰もなく、わが正義の知識もないこの人々 を、私以外の誰が救うことができようか。苦難や抑圧
、恐怖に満ちた人生の中で、その痛みの意味や由来を本当に理解している人はいるのだろうか。人類の主人や指導者は、な
んと少ないことだろう。人々 は精神について何を知っているのだろうか。彼らは人間的な面ばかりを気にして、この世の欲
求や悩みの先に何があるのかを見出すことができないのです。そのため、科学でも宗教でも満足な答えが見つからないこと
に失望し、人々 は自力で真理を求める作業に没頭してきた。ある者は道に近づき、ある者は精神性の低さの結果、新たな誤
りを取り入れる。 

28 人生の中で次々 と苦しみの杯を飲んできた人たちが私に言います。"主よ、なぜ私たちに苦しみの理由を説明して
くれる人がいないのでしょうか。" "そうすれば、私たちの中に十字架の重さに耐える信仰が芽生えるのに。" と。 

29 この子供たちに、私は天の癒しとして、彼らの心に私の光を、彼らの心に私の励ましを送ります。私には、すべて
の被造物に届く無限の可能性があるからです。 

30 ああ、すべての人が私に尋ねる方法を知っていれば、すべての人が霊的に祈りさえすれば、すべての人が真理を知
ることに関心を持ちさえすれば。あなたがたに言うが、かれらは待ち望んでいたものを手に入れるであろう。探して見つけ
ない者はいない． わたしの門をたたいて開かれない者はいない． 

31 謙虚な姿勢で足跡を残そう自分たちだけが霊的な知識を持っていると思い込んで、プライドを持ち込まないように
しましょう。 

32 たとえ外見上はそれぞれの運命が異なっていても、私の前ではみな同じであり、みな同じ起源を持ち、みな同じ目
標を持っていることを常に意識していなさい。 

33 つまり、あなた方は皆、私に到達しなければならないのです。それは、あなた方が最大の精神的高みに到達するた
めに必要な功徳を、方法は違えど、積まなければならないということです。だから、誰も劣っているとは思わないでくださ
い。 

34 精神主義者に虚栄心が根付いてはならない。一方、真の謙虚さは常に彼の伴侶であるべきで、そうすれば彼の行い
は偽りの光で眩惑されるのではなく、仲間の心に好意を見出すことができるのです。 

35 愛を持って自分の十字架を負わなければならない。あなた方は魂が十分に発達しているので、今私がしているよう
に、わが律法の命令を遂行する際には、同胞である人間に対する愛から行うように、そしてその気持ちが私に対する愛に触
発されるようにと、自分自身に要求することができます。 

36 人々 が、私を怒らせたという後悔からではなく、人々 が想像していたような永遠の呪いを恐れて、自分の罪を悔い
改めた時代を、あなたは置き去りにしなさい。 

37 神の慈悲を信じ、悔い改めを最後の瞬間まで先延ばしにするという考えを心から取り除き、その裁きの瞬間にあな
たの魂が刈り取るものは、この世に存在している間に蒔いたものだけであることを忘れないでください。その収穫や果実は
、託された人生を通じて得た発展、進歩、高揚である。 

38 霊的な現実は、人間が想像してきたものとどれほど違っていることか。あなたが信じるような私の正義も、あなた
がその名で呼ぶ神罰も、あなたが考えるような天国も、あなたが想像するような簡単かつ迅速な到達もありません。ちょう
ど霊的償いがあなたが言うようなものではなく、誘惑が霊的存在であるのと同じです。 
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39 あなた方は、私があなた方に与えた神の啓示を常に研究し、あなた方に語られた比喩的な言葉を理解し、あなた方
の霊的感覚をこのように感化して、どれが神の言葉でありどれが人の言葉であるかを認識し、私の教えの意味を見出さなけ
ればならない。 

40 霊的な観点からのみ、あなた方はわが言葉の正しい真実の解釈を見出すことができます。 

41 この人類が法、教え、予言、啓示の真の意味を見出したら、その存在に関連して最も美しく深遠なものを発見した
ことになるのです。 

42 そうすれば、人々 は真の正義を知り、その心は真の天国を垣間見ることになるでしょう。そうすれば、あなた方も
贖罪、浄化、償いとは何かを知ることになるでしょう。 

43 今日もあなた方は、地上の物質主義や、誤った恐怖と偏見に満ちた宗教的狂信の中で、あえて裂くことのない無知
のベールに覆われているのです。だから、自分の人生が試練に見舞われ、その明確な理由が見つからないとき、あなたは「
こんな罰を受けるために何をしたのか」と叫ぶのです。しかし、私の正義は必ず来るし、たとえそれが遅すぎたり、不都合
に思えたりしても、必ず賢明な方法で現れることは確かである。 

44 私の霊的な教えには、さまざまな目的や任務があります。ひとつは、追放された魂を慰め、魂を創造した神が、平
和の王国で永遠に待っていることを理解させることです。もうひとつは、救済と昇華・完成を達成するために、どれだけの
賜物と能力を自由に使えるかを知らせることです。 

45 このみことばは霊化のメッセージをもたらし、人々 の目を開いて、目に見えるもの、手に触れるもの、あるいは人
間科学で証明するものの中にしかないと思っている現実を、正面から見ることができるようにするものです。 

46 このメッセージが国から国へ、家から家へと伝わり、光と慰めと平和の種を残し、人々 がしばらくの間立ち止まり
、精神に欠くことのできない休息を与えることができるように、そして、どの瞬間も霊界に戻る時かもしれないことを考え
、思い出すように、そして、その働きと世界での種まきによって、霊的生活に到着した時に収穫する実が決まるようにしま
す。 

47 今日、私はあなたが悲しみ、落ち込み、希望がないことを知り、あなたは祈りの中で、人生が長い間、あなたから
好意を失っていることを告げます。マスターは、あなたが生きているこの時代は、最初の時代の預言者が告げたものであり
、後に「神の言葉」によってその民に確認されたものであると教えているのです。しかし、たとえあなたが非常に苦いカッ
プを空にしていることが事実であっても、あなたが愛情をもって忍耐強くそれに耐える方法を知っていれば、あなたの痛み
は無駄にはならないことを知っています。 

人間が、自分の存在のすべての繊維を突き刺し、悩ますような地点に到達することが必要だった。そうすれば、自分の
魂が生きている深い眠りから目覚め、創造主に捧げるべき賛辞と認識を与える自己決定的な人生を歩み始めることができる
のだ。 

48 私はこれまで長い間、彼らの意思の自由を堰き止め、彼らが苦しみ続け、混沌に陥ることのないよう、反省と良い
行動をとる時が来たことを教えてきたのです。私は彼らに助言し警告することによって、彼らの転落を避けたいと思ったが
、彼らは私の言葉に耳を貸さなかった。しかし、私はこのように愛する人類を呼び続け、彼らを私の教えの立派な弟子にす
るまで、すべての行動において改革し、高潔であるように促します。 

49 私は約束通り、あなたを慰め、あなたの苦難に希望を与えるために戻ってきたのです。しかし、それだけでなく、
あなたが精神的な道で大きな一歩を踏み出すことができるように、あなたを啓発するのです。私は、あなたが傷を癒し、救
いの道を体験するために待ち望んでいたこの混乱の時にこそ、必要な指示を与えているのです。 

50 私は、あなたが大きな仕事を成し遂げ、その終わりに落ち着いて、満足して、私とあなたの仲間との平和のうちに
私のところに来ることができるように、すべてを準備した。わが霊との交わりのその瞬間、私はあなたたちからいかなる貢
物も要求しない。したがって、あなたたちの功績は私のためではなく、あなたたち自身のためのものであり、あなたたちが
私に差し出すものは、祝福と利益として、利子をつけて際限なくあなたたちに返すだろう。 

51 私がどれだけあなたを愛しているか、気づいてください。父の愛の証がもっと欲しいなら、求めなさい、そうすれ
ば私はそれを与えよう、私の愛は無尽蔵だから。わが忍耐、わが寛容を試したいのなら、これもやってみよ。しかし、あな
たが受け取った後、あなたがそれを認めた後、私があなたにしたように、あなたの仲間にしなさい。 

52 怒らせたら、何度でも許すこと。赦す回数を考えてもいけません。あなたの運命は非常に高いので、このような足
場に捕らわれてはならない。この先には非常に大きな仕事が待っている。あなたの魂は、より高いレベルへ上昇するために
、常に愛と理解と善意を求めているはずです。かつて、多くの兄弟姉妹がその作品によって『永遠の魂書』に美しいページ
を記したように、あなた方はその歴史を引き継ぎ、これから地上にやってくる新しい世代の手本となり、喜びとなるように
しなければならないのです。 

53 試練のときを迎えるのだから、強くあれ。この世の光にやっと目を開いたばかりの赤ん坊から、年月の重みに屈し
た老人まで、すべての生き物は試練を受け、償いのプロセスを経ているのだ。しかし、私はあなたに私の力と影響力を与え
、あなたが信仰と心の平安をもってこれらの試練を乗り越えることができるようにし、それによってあなたは痛みに不死身
になるのです。 
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54 世界観がぶつかり合い、一方と他方の信仰と信念が試されることになる。しかし、流砂の上に作品を作った人は、
その土台がしっかりしていなかったので、崩壊するのを見ることになる。 

このとき、強者が弱者を支えなければならない。祈り方を知らず、私の教えの真理を貫くことを知らない者は、その無
知、必要性、功徳のなさを嘆くだろう。しかし、その多くは真の人間のガイドがいなかったために無垢であり、羊のような
羊飼いは、その不安と混乱から涙を流すことになるのです。 

55 あなた方は、この世界に影響を及ぼすよう、わたくしから運命づけられているのだから、この世界の平和と救済を
見守り、祈りなさい。この危険と恐怖の時代に、人類をカバーするために翼を広げるのだ。 

56 それゆえ、私は霊から霊への祈りをあなた方に教え、わが神性のあらゆる象徴や紋章を取り除いたのである。あな
た方は自分の中に神殿を建て、そこから私を愛し、私を讃えるのです。 

私は君に仲間の信念を尊重することを教え、既に近づいているその戦いで弱くなった人々 の信仰を守るために警戒しな
がら生きる歩哨のように君を訓練してきたのだ。 

そのとき、あなたがたは自分の使命を終えたとき、満足げにわたしにこう言うことができるだろう。「わが父よ、わた
したちは愛と善意をもって、傷のつかない剣で戦います。私たちは神の言葉を語り、人々 にあなたに祈るよう呼びかけます
。苦しむ者に慰めを与え、律法を破った者を善に改める。無知で途方に暮れていた男女を起こし、あなたへの信仰と信頼を
目覚めさせ、それ以来、彼らは私たちを愛し、私たちに従うのです。"そして、私はあなた方を私の大義の兵士として迎え
入れ、あなた方にふさわしい報酬を与えるだろう。 

57 私の作品は、地球上に広がっていくのです。人間は、自分の精神的な完成を求めるあまり、現在の状態よりも上昇
すると書かれているからだ。「最初の」者は、他の者たちによって、さらに他の者たちによって加えられていくだろう。 

58 私の平和の王国を人類に降臨させるために、地球を準備するために、あなた方はどれほど苦労しなければならない
か。 

59 私の言葉に祈り、思いを馳せることで、その言葉の中に愛の海があることに気づくでしょう。私は人間の限られた
知性を通してあなた方に話してきたが、これはあらゆる準備をしたところで、私の教えが含む意味、理由を表現することは
できないのだ。あなたの魂でそれを貫き、あなたの心や人間の限られた知性で理解するよりも、より明確に理解することが
できるように。第二の時代の私の仕事は、あなた方にとって偉大なものに思えたでしょうから、私がこの時期に来たことも
、あなた方の父の無限の愛の証と認識することでしょう。 

60 自分自身を完成させればさせるほど、ゴールは近くなる。自分が救われるまであと一歩なのか、それともまだ先が
長いのか、わからないのです。私はただ、私の神霊の声であるこの言葉に喜んで従順に導かれなさいということです。法を
犯すこと、同じ過ちを繰り返すことに注意すること。この呼びかけに耳を傾けなさい。これは矯正のための要請であり、あ
なたの父があなたに向けて発する要請である。 

61 そうすれば、今日あなたを苦しめ、その意味を理解していない試練は、あなたの益となり、あなたの存在を平和と
喜びで満たすことができることを、あなたは知るでしょう。それは、あなたの魂を浄化し、戦いに備えるために私が送る賢
明な試練です。今日、あなたが愛し、崇拝する多くの存在に私が働きかけたように、彼らの魂の強さと実績ある美徳をあな
たは認識しています。彼らは、純粋さと神聖さの痕跡を残してこの世を去ったあなたの兄弟姉妹なのです。彼らと団結して
ついてきてほしい。あなた方の運命は同じだからだ。あなた方は皆、わたしの目には偉大であり、あなた方は皆、価値があ
り、あなた方が彼らの住む平和の世界に住むのをわたしは見たい。 

 

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 323 
1 私はあなたの魂に指示を与え、私の愛でそれを養い、強化するために来たのです。 

2 愛する子供たちよ、あなたたちは私の小さな子供たち、苦悩と苦しみに耐えて地上を歩いている私の小さな子供た
ちです。あなたの魂が私に近づくために、罪の道から離れる者は幸いである。 

3 父なる神は、どのように受け取り、どのように尋ねるかを教えてくださいます。本当にあなたがたに言うが、もし
罪から自分を清めるなら、あなたがたはわたしの許しを得て、強くなるのだ。 

4 あなたの父から慈悲を受けることができるように、あらゆる汚れを清めたいのです。しかし、この慈悲を決して失
ってはならない。この慈悲は私の神聖な霊から来るものであり、あなたが旅に携行しなければならない遺産なのだから。私
はマスターであり、私の教えを再びあなたがたに与える。 

5 良心は、あなたの魂が自分自身を見るための鏡のようなものです。私はあなたに言います。今はもう、あなた方が
この鏡を必要としていると考える時ではない。私はあなた方に私の光、私の崇高な言葉を与えた。明日、あなた方が何も欠
けることなく、私の律法に従い、第二時代のわが使徒たちのように、人々 の模範を示し続けることができるようにするため
に。 

6 この教えを受けるのは、声の主ではない。彼もあなたと同じ罪人だからだ。私は彼をその道から引き離し、彼の仲
介によって私の言葉をあなたに与えるために準備したのだ。この教えの意味は、私自身の心です。 

7 すでに第二の時代には、「互いに愛し合いなさい」と言いました。隣人を愛する者は、私を愛するからです。 

8 私は、あなたを人種や肌の色、階級で区別しません。私はすべての人に平等に語りかける。それは、あなた方がひ
とつの意志を持ち、さまざまな国から来た仲間を笑顔で迎え入れられるようにするためだ。この愛を実践すれば、明日には
戦争がなくなり、死が人類を支配することはなくなるでしょう。人類よ、あなた方の戦争を私のせいにしないでください。 

9 混乱に陥らず、新たなバベルの塔を築かず、近づく者はみな同じように準備されていることに気づくだろう。未信
者は、父の奇跡を認める証拠がなければならない。そうすれば、彼の魂は、私の言葉のおかげでその神を知ることができる
。 

10 愛があれば、どんなに硬い岩でも澄んだ水が湧き出るに違いない。 

11 私のもとに立ち上がりなさい。そうすれば、あなたをあらゆる病気から解放してあげよう。人類が霊的に必要とす
るものをすべてあなたに託します。あなたが認められれば、地上のすべての医師が、私の霊的な仕事において私を認めたこ
とになります。 

12 私は防衛策として祈りを残しました。だから、私はあなたがたに言う。人類があなたによって救いを得ることがで
きるように、あなたが今受け取っている御言葉を、しかるべき時にもたらすことができるように、見守り、祈りなさい。 

13 すべての人にとって精神的に大きな意味を持つ、あなたの生きている時間が、人類に気づかれることなく、過ぎ去
ろうとしているのです。しかし、このメッセージを受け取った人々 の人生だけでなく、地球上のすべての人々 の歴史におい
て、大きな意味を持つものとして認識されるときが来るだろう。 

14 私の言葉を聞くことの栄光を考えてみてください。しかし、それに甘んずることなく、この恵みを受けた喜びと同
時に、この時代に受けたすべての証を諸国民、同胞に伝えなければならないので、その責任は非常に大きいことを自覚して
ください。 

15 わが言葉を心に留める者は幸いである、彼らは自分の十字架を愛し、それを肩に背負って同胞の門をたたき、わが
言葉でこの民に託した光と平和と愛のメッセージをもたらすからである。 

16 この1950年の私のレッスンの一つ一つは、あなた方への私の宣言が完了したと宣言する瞬間が来たとき、あなた
方が涙を流さないようにするための準備である。それなら、わが言葉の不在のために泣くな、人々 よ。私のエッセンスはあ
なた方の心の中に保存されるとすでに話したが、もしあなた方の記憶力が弱くなったら、私の子供たちの何人かを鼓舞して
、彼らが作った私の言葉のページや文章を本やアルバムに統合させるだろう。 

17 瞑想と祈りで自らを強くする。あなたは人間で小さく、私の顕現の「別れ」はあなたの全存在を揺るがすでしょう
。地球上のすべての人々 が、第三の時代におけるわが現存について、かすりもしないのに、何らかの形で主を感じるその日
、この民はどうして揺るがないのだろう。 

18 ひとたび人々 の心に光が差すと、1950年末頃に起こったすべての出来事は、私の顕現の時期が完了したことの証
であり、この時代の幕開けが全地球の人々 を震撼させる出来事によって告げられたのと同じであることを、人々 は理解する
ようになるのである。 

19 私は、世界観が混乱する時代を見据えて、あなた方を準備し、警告します。あなた方が魂の内なる闘争と思考の拷
問から解放されるように。人類のあらゆる世界観、教義、神学、哲学、信条が揺さぶられ、嵐、真の精神の大嵐を象徴する
ことになるからだ。その煽られた波の上を私の意志に従って航海し、嵐と暗闇が終わるまで頂点に留まるのだ。この試練を
無事に乗り越えるために、私は祈りと私の言葉に従うこと以上に良い方法を与えません、それによってあなたの信仰は常に
強められると感じるでしょう。 
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20 世界観の戦い、信条とイデオロギーの衝突、その戦いは、あらゆるカルトや組織の底に蓄積されたすべての病弊と
誤りを表面化させるために絶対に必要なものである。この「嵐」の後でのみ、人々 の道徳的、精神的な浄化が始まることが
できる。なぜなら、人々 は真実が明るみに出るのを見、それを認識し、自分自身の中でそれを感じ、もはやうぬぼれや見せ
かけで食べていくことができなくなるからである。 

21 ちょうど、すべての人が、太陽の光、暖かさ、影響の上に物質的生命が成り立っていることを認識しているので、
自らの意志で、完全に自分の体に及ぼす太陽の生命効果を利用するように、彼らは魂の保存、強化、啓発のために必要なす
べてのものを真理の光から利用するのである。 

22 そうすれば、これまで人間が感じたことのない力が働くようになる。なぜなら、人間の生活はますます人生の真の
原則に、私の法が定めた規範に適応するようになるからだ。 

23 皆さん、あなた方の仕事は、私が持ってきた霊性化のメッセージを世界中に伝えることです。一つは、思考や祈り
によって、霊化の雰囲気を作り出すという完全に霊的なものであり、もう一つは、霊的であると同時に人間的なもので、言
葉によって、私の言葉を弱者に説明するという物理的な存在によるものです。イエスの例を思い出してください。 

24 もしあなたが大きな信仰を持ち、祈りの力についてより深い知識を持っていたら、あなたの思考能力を通してどれ
だけの慈悲の業を行うことができるでしょうか。しかし、あなたはその持てる力をすべて与えてはいません。そのため、純
粋に感じた真の祈りの瞬間に、自分が何を回避しているのかに気づかないことがよくあります。 

25 あなた方は、より高次の何かが、あなた方の世界で最も非人間的な戦争が勃発するのを防いでいることに気づかな
いのですか？この奇跡は、霊をもって闇の勢力と戦い、戦いに反対している何百万人もの男、女、子供の祈りに影響されて
いることに気づかないのでしょうか。祈り続け、見続け、しかし、あなたのできるすべての信仰をこの活動に注ぎ込んでく
ださい。 

26 戦争や苦痛や悲惨の上に、あなたの思いの平和のマントを広げ、それを盾にして、あなたの同胞が悟りと避難を見
出すような保護を形成してください。 

27 現在、世界は真理の光を認識できないほど盲目であり、その心の奥底で私の呼びかけを聞くこともできないので、
あなた方は祈り、霊的な地歩を固めなければなりません。今のところ、すべての国が準備と破壊と防御に忙しいので、あな
たがたの声は届かないでしょう。 

28 絶望、憎しみ、恐怖、痛みが限界に達したとき、人々 はさらに盲目にならざるを得ないだろう。 

29 また、私のメッセージを伝えるのに適した時間でもない。あなた方は砂漠の中の呼びかけ人のようなもので、誰も
あなた方に耳を傾けないだろう。 

30 人の心は耕すべき農地と同じであることを忘れてはならない。まず、そこにある岩を取り除き、覆っている雑草を
抜いて清めなければならない。そして、種が発芽できるように雨で肥沃にし、最後に土が待ちきれなくなり、好都合な時期
が過ぎる前に種を蒔かなければならない。 

31 同じように、この人類には浄化の業が起こっている。人間は、意識することなく、自分の純粋さを取り戻す苦悩の
杯を自ら手にしているのである。 

32 自分を苦しめることで、心を和らげ、自分の中に芽生えた悪しきものを、最後に自分の奥底から追い出すことがで
きる。そして、もはや苦しみに耐えられなくなったとき、心に良心の光、悔い改めの幸福、魂の新しい命の命脈が迫ってく
るのを感じるのであります。 

33  

34 もし、この人類が私のメッセージの到来を待ち望んでいた時に、ここにいるこの人々 が、私の言葉のメッセンジャ
ー、あるいは「働き手」として同胞の前に現れる準備をしていなかったとしたら、この人類はどうなってしまうのだろう。 

35 弟子たちよ、あなた方の責任はいかに大きいか。私があなた方に託した使命の遂行について、一分一秒でも早く私
に答えなければならないほど大きい。 

36 まず祈ること、つまり、自分が果たすべき使命について本当の知識を得ることから 

始めること、慈悲の実践を通して心を調律すること、物質主義の果実である利己主義に立ち向 

かう努力をして自分の存在を少しずつ柔らかくすること、などを話しました。そうすれば、スピリチュアライゼーションは
ますますあなたの中に入ってくるでしょう。 

37 わたしがあなたがたに祈れと言うとき、あなたがたは、わたしが善い行いをするように求めているのだと理解する
ように。どんなに美しい思想であっても、それを感じることができなければ、それは内容に欠ける。言葉や文章がどんなに
美しく表現されても、作品にならなければ命がないのであり、命のないものは存在しないも同然であることはすでにご存じ
でしょうから、私に受け取られることはないのです。 

38 私があなた方に祈れと言ったとき、あなた方は内なる献身に考えをまとめるだけにとどまらず、この聖域を再び出
て、真の兄弟愛の誓いをそれぞれの仲間の中に残し、あなたが隣人を見守り祈って生きていることの確かな証としなければ
ならないことを、あなたは今知っているのです。 
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39 こうして少しずつ、あなた方の欠点は消えていき、あなた方は不一致と戦い、私が私の教えの中でたびたびあなた
方に話している、その準備を達成することができるのです。 

40 もしこの人々 が、人々 が私の新しいメッセージを心で切望している時に、実践的な行動によって自らを準備せず、
憎しみに対する愛の戦い、エゴイズムに対する慈悲の戦い、不和や病気や苦しみに対する平和の戦いにおいて自らを浄化し
なかったとしたら、言葉だけによって心の底に到達し、私の真実を確信させることを期待しないようにしよう。 

41 なぜなら、そうすることによってのみ、わが教えの本質、その意味、その無限の善良さを理解することができるか
らです。 

42 1866年から1950年までの84年間は、神の光がすべての魂とすべての "肉 

"に絶え間なく降り注いだ霊的啓示の全期間でした--

霊界はこの国民に一つの方法で、そして全人類に多くの方法で自らを明らかにしたのです。 

43 今、私が選んだ手段で、あなた方に別れを告げる時が近づいている。しかし、私は、もはや私のメッセージを伝え
るのに頭脳を使わず、私の霊からあなた方への直接の宣言を用いるとしても、あなた方の準備と霊化を待って、人類への私
の宣教を再開することに変わりはない。 

44 私が古代の預言者の口を通して、わが霊がすべての魂とすべての肉体に注がれ、人は幻影と予知夢を見る時代が来
ると言ったとき、私はまさに、すべての魂の持つ賜物が顕現し、神の真実を求め、あなた方に予言されたすべてのことの成
就を目撃するときが近づいていることを述べていたのである。 

45 私が最後にあなた方に語りかける日を恐れてはならない。また、あなた方がもはや人間の唇を通して私の言葉を聞
くことができなくなる観想の時を恐れてはならない。私はあなたがたに真に言う、私はあなたがたに寄り添い、あなたがた
の声を聞き、一時も見捨てない、私の愛によってあなたがたの信仰を励まし、さまざまな形であなたがたに私の存在を感じ
させ、あなたがたに考え、働き、言葉を与えることによって、あなたがたの集まりを霊的本質と神の霊感で満たし、あなた
の歩みを導き、転びとつまずきを免れてあげよう、と。 

46 新しい時を恐れるな、霊におけるわが存在を疑うな、わが声を聞かせ、疑いを取り除き、あなたがたに言う、ああ
、信仰の薄い人々 よ、信じるためには見、触れなければならない。 

47 もし、あなた方が本当に霊的になりたいのなら、この第三の時代において、正しく私の弟子と名乗りたいのなら、
この厳粛な瞬間、この教えについて深く考えることだ、これはあなた方が受ける最後の教えの一つである。 

48 あなた方は善良な弟子として、師を模範とし、その真実に基づいて、あなた方の放浪の旅が、法と良心によって示
された方向から決して外れることなく、その使命を果たすことができるようにしてほしいのです。 

49 何世紀も前に私があなたがたに来訪を告げて以来、私は約束を果たしてきた。私は約束しました──私の声の担い
手を通してあなた方と接触した後、霊的王国について絶え間なく語る宿泊の時間を設けましたので、その通りにしました。
しかし、このメッセージを終わらせる日をあなたに明かした以上、私はそれを守らなければならないのです。なぜなら、わ
が意志にはいかなる変化もありえず、わが神聖な計画が変化を受けることもなく、生命と人間の運命を変えるいかなる力も
意志も他に存在しないからである。 

50 すべては永遠の昔からわれが予見していたことであり、われの知恵から逃れられるものは何一つない。すべての時
間は初めから決まっており、すべての運命はあらかじめ定められていたのです。たとえ人が自分の意志を私の意志と一致さ
せることがなかったとしても、私の意志は達成されたのです。 

51 私はいつもあなた方に準備の時間を与え、自らを救う手段を提供してきた。ある時代、ある期間の終わりに、私の
審判があなたがたに下され、あなたがたに責任を問う前に、私はあなたがたに警告し、目覚めさせ、悔い改めと矯正と善行
を促すことによって、あなたがたに対する私の愛を明らかにしたのです。しかし、裁きの時が来たとき、私は、あなたがた
がすでに悔い改めたかどうか、心の準備をしたかどうか、それとも、まだ悪と不従順に固執しているかどうかを、あなたが
たに尋ねるのをやめなかった。私の裁きは定められた時間に行われ、間に合うように箱舟を作る方法を知っている者は救わ
れた。しかし、裁きの時が告げられても嘲笑し、自分の救いのために何もしなかった者は、滅びるしかなかったのです。 

52 あなたがたに言っていることをよく考えて、あなたがたの意志は決してわたしを変えることができないことを知る
ようにしなさい、たとえあなたがたにそう見えることがあっても、わたしは裁きの時が来たら、あなたがたを探して訪ね、
ひとりひとりにその功績にしたがって与える。それ以前にも、私は愛と光に満ちた言葉であなたたちに語りかけた。 

53 もし、この出来事がまだ新参者やはぐれ者の中で形になっていないなら、その責任は長老たち、「最初の」者たち
、弟子たちにあり、彼らは父の意志に従う方法とその律法を遂行する方法を弟子たちに教えることができるのである。しか
し、私はあなたがたに言う。もし彼らが服従の模範を示さず、またわが真実の証言をしないならば、われは必ずわが正義の
別の証拠を与え、またわが意志があらゆるものの上にいかに実現されるかについて、彼らに示すであろう」。 

54 あなた方は心の底から、なぜ私があなた方の魂を厳しく責めるのか、と問うているのです。しかし、私はあなたが
たに言う。もし、私があなたを創造したとき、私の属性の一つを否定したなら、あなたは私の非難に文句を言ったり、驚い
たりする理由があるはずだ。しかし、わたしはあなたの存在の中に、わたしの能力、美徳、属性のそれぞれを置いたことを
知っており、また、わたしの法則、あなたの運命、人生についての啓示をあなたに与え、あなたの理解、発展、展開に必要
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な時間を与えたので、わたしがあなたのところに降りてきてあなたの行いとあなたがわたしの贈り物を使ったことを裁くこ
とを当然だと思わなければならない。 

55 もう一度言いますが、もし私があなた方を一つでも否定していたら、あなた方が人生で犯した過ちを責めることは
正当化されないでしょう。 

56 このように、人間を動かしてきた魂がない人間はいないし、魂がない人間の魂も存在しないことが理解できるよう
になる。 

57 人間にとって、光の存在が自分を動かしていること、霊の王国の住人であること、より高い世界の使者であること
を知ること以上に大きな栄光があるでしょうか？一方、「魂にとって、その行く手を照らす神性の光である霊の輝く灯台が
永遠に共にあることを知る以上に大きな幸せがあるだろうか？ 

しかし、あなた方は時間を浪費し、地上のことだけに心を奪われ、霊的生活に関する考えから日々 ますます遠ざかって
いるため、──あなた方の宗教団体でさえ霊性の欠如に苦しんでいるため、疲れ、病み、憂鬱な人間になっています。なぜ
、この弱く、小さく、病んでいて、無知な人々 に、これほどまでに厳しく接するのか。 

しかし、このように主人の声に反応するとき、自分が正しいとは思っていないことに気づかない。それは、神が与えた
力をその中に宿しているから弱くなく、その魂と体の形成の中に私が創造した知恵と完全性があるから小さくもなく、霊に
よって自分が何をしているか、何をすべきか、何を控えるべきかを完全に認識しているから無知でもない。 

しかし、もし病気になったとしたら、それは霊的なものと地上的なものの両方との調和がとれていないために、本来の
生命の源である私との霊的な交わりや母である自然との接触から遠ざかってしまったからなのです。 

58 私の言葉を聞いた後、私の非難や裁きを不当だと思い続ける人がいるならば、それは私の言葉の意味を理解できな
かったからに他ならず、私はその心身の硬化を赦さなければならない。 

59 愛する人々 よ、あなたがたは長い間試されてきたのです。 

平和のメッセージを必要とする国々 が多い今日、仲間に言葉をかけてあげてください。 

60 私は、恵みの命から死んだ者を使者として送らない。彼らは与えるものがないからだ。私利私欲の心を清めない者
には、この使命を託さない。 

61 私の言葉の使者は、私の弟子でなければならない。その弟子は、ただ存在するだけで、私の平和が心に感じられる
のだ。彼は、人生の最も困難な瞬間にも仲間を慰める能力を持ち、彼の言葉は常に魂や知性のあらゆる暗闇を払拭する光を
発していなければならない。 

62 私はこの人々 が「死んでいる」ことを知り、わが言葉の光で彼らを生き返らせた。私の弟子たちも、私が教えたこ
となのだから、どうして同胞に同じことができないのだろう。 

63 私が「死者」と言うとき、それは信仰、善、真理に関して死んだ者のことであり、あなた方が私の顕現に来たとき
、それぞれの中に「死者」がいたと言うことができるのです。 

64 私の言葉があなたの心の墓標に触れたとき、あなたの生活の物質主義の下に長く埋もれていた魂が震えたのです。 

65 未知の感覚、埋もれていた愛の感情、魂の喜びが、あなたに私の言葉を体験させたのです。あなた方は、無限から
自分のハートに降りてくるのを感じたそのエッセンスを楽しむために、熱心に声の主によって宣言された「神聖なる光線」
にやってきたのです。 

66 光と完璧に満ちた世界に運ばれ、この世の運命を忘れたとき、あなたにとって真の安らぎの瞬間が訪れたのです。 

67 なぜなら、人生には苦痛しかないと思っていた矢先、神秘のベールが破れ、愛と真実と慰めのメッセージとして、
一筋の神の光があなたの魂に降り注いだからです。 

68 あなたの暗く、辛く、単調な人生の中で、私の帰還という思いがけない奇跡は、霊的であると同時に理解しやすい
現れとして起こりました。 

69 その日から、あなたの目の前に新しい命が現れたのです。疑いや不安の影が消え、心に光が灯ったのです。 

70 これこそ、私がわが御言葉の中でたびたび語っている新しい夜明けであり、あなた方が目覚めた新しい日なのだ。 

71 あなたは今、希望を持ち、安全だと感じ、この道の中で生きていくために何をすべきかを知っています。 

72 高貴な意図、善意、美しい意図があなたの心の中に生まれたのです。 

73 光に満ちた道が目の前に広がり、絶え間なく歩くように誘い、その美しさを見せ、曲がるたびに新しい教えを明ら
かにする。 

74 皆さんの中で、この素晴らしい目覚めを全人類に願わない人はいないでしょう。あなた方の中で、この宝物を自分
のためだけに欲しがっている人がいるだろうか。誰もいない。私はすべての心の中に、世界的な復活への願い、すべての人
の々平和と光への願いがあることを見ています。まことに、あなたがたに告げよう、あなたがたの心の中に日々 育まれるこ
の願いは、私の言葉があなたがたの魂の中に発芽させた理想の実現のために戦うために、あなたがたを明日へと導く力とな
るのだ。 
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75 私は、私の民に、私のメッセージをすべての国々 に伝える手段を提供する。私は、私の宣言を地の果てまで伝える
のを助けてくれる善意ある人々 を、道中で見つけるようにします。 

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 324 
私の平和があなたとともにありますように 

1 私はあなたの心に降り立ち、私を受け入れる準備ができていることを発見したのです。あなたがたのうち、わたし
を捜し求めながら、わたしを見いださなかった者があるか。 

2 今、あなたは砂漠をさまよっているが、この声の中に私の存在があり、道の無数の試練の中で絶え間なくあなたを
励ましているのだ。多くの群衆が水も食料も道しるべもない砂漠に住んでいるのに、あなたがたは聖霊のパンで養われてい
るのです。 

3 私は、どの人種にも好かれることなく、すべての人に降り立ちます。私の霊はすべての人に降り注ぐが、用意ので
きた者だけが私を受け取り、私の前でリフレッシュすることができる。 

4 心の扉を開いて私に庇護を与えてくれた "イスラエルの民 "を祝福する。 - 

光に目を開き、この作品に含まれるすべての真実と栄光を発見した人々 を祝福する。彼らは救われ、彼らを通して後の世代
も救われるからです。 

選ばれし民であるあなたがたは、いつでも私の言うことを聞いてきたのだから、今日もう一度、私の前に来て、ひれ伏
して言いなさい。"父よ、私たちの歩みを導き、信仰をさらに燃え立たせ、誘惑に陥ることを許さないでください "とね。 

あなたは祈りの中で、大きな苦難があること、苦しみの杯を空にしたこと、あなたの足が道のいばらの上で傷ついたこ
とを私に告げます。試練を耐え忍び、苦しみの杯を明け渡し、わが教えに携わりながら明日を待つのだ。 

5 あなた方は予告されていたのです。この時代が何をもたらすか、私があなた方に告知したのですから。あなたは盲
目ではなく、光に満ちた道を歩いているのです。つまずき、転び、涙を流すのは他者であり、行き先を知らず、不毛で無駄
な人生を送るのは無知な者たちである。 

しかし、人々 よ、あなたたちは霊のすべての賜物を持ち、私の言葉の中に私の存在があり、私の教えの中で日々 私を受
け入れているという知識を持つ強者である。なぜなら、あなたは、真実を語り、自分の経験したことを証言する、最初の者
、人の中の強い者でなければならないからです。 

6 その大きな最後の試練が近づいたとき、あなたは仲間に語りかけるのです。あなたの言葉は、人類がその偉大な訪
問によってしばらくの間乱される沈黙を破らなければなりません。イスラエル」の声こそ、立ち上がり、世界に語りかけ、
私が約束したことを世界に告げ知らせる。善意の人には平和を、信仰のある人には救いを、純粋な理想に立ち上がる人には
権威と強さを。 

あなた方を励ますために、私は私の言葉をあなた方の唇に、私のインスピレーションをあなた方の心に置き、あなた方
がこの人類を安全に導くことができるようにします。 

広範囲に渡って準備されているのですね。私の教えの一つひとつに、私は理想と霊性に満ちた無限の道をあなた方の目
の前に開いてきた。 

7 この御言葉の楽しさを味わい、後で学ぼうと心に留めている間に、皆さんの心、さらに魂はリフレッシュされたこ
とでしょう。すでに、「イスラエルの民」にとって大きな学びの時が近づいています。私があなたに告げた言葉、あなたと
全人類のための証しとしてあなたに与えた教えを振り返らなければならないときが来ています。 

8 覚悟しなさい。すべての心の中から、あなたの考えを試すような多くの考えが生まれ、人の間に精神的な親しみを
見いだすことはできないでしょう。発表された戦いの時である。ある者はわが真理を守り、わが教えを広めようとするが、
ある者はそれを破壊しようとし、私がイスラエルの人々 の心に築いたこのわざの石を次々 と打ち落とそうとするのだ。 

9 彼らは狂信的で無知なまま立ち上がるだろう。なぜなら、それぞれが自分の理解力に応じてそれを理解したからだ
。しかし、光である私は、あなたのもとに降りてきて、あなたを導きます。正義である私は、覚悟を決めて私に耳を傾けた
者の心に、真理を照らし出します。 

10 イスラエルの人々 ：この偉大な戦いにおいて、あなた方は愛と平和と正義の武器だけを携えていなければならない
。もし、あなたが痛めつけ殺す両刃の剣を手にしたら、あなたはどうなるのでしょう。何よりも、私の光を輝かせ、私の言
葉を心に届けてください。あなた方は忍耐と慎重さと愛で武装し、この平和の中で、私があなた方に与えたこれらの教えを
思い出すでしょう。私は、コミュニティが大きな嵐の中で、大きな混乱の中で苦労しているのを見てきましたが、私の言葉
は、世界観、考え、異なる解釈によってかき乱されたこの海の中で灯台のようでした。 

あなた方一人ひとりが真理の先駆者であるべきで、あなた方全員が私を模範とすべきです。あなた方全員が、私が弟子
たち一人ひとりを指導した愛と、私が初等科の生徒たちを訓練した忍耐と、彼らが誤りを犯し誘惑に屈したときに私が全員
に与えた赦しを思い出すべきです。 

11 だから、あなた方、イスラエルは、私の弟子として残り、この主人の証人となる者は、私を模範としなければなら
ない。その時こそ、試練の時、チャンスの時であり、その時こそ、自分を知り、自分の魂の偉大さを知ることができるので
す。しかし、万一、準備不足であれば、自分の弱さを嘆くことになる。 
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そして、今年 1950 年が終わるとき、つまり、私がこのような形で話をする最後の恵みの 

年が終わるとき、あなたたちは準備を整え、声帯によって聞いてはならないすべてのこ 

とを、魂の中で直観的に受け取ることになるでしょう。 

12 そうすることで、偉大な教えを理解することができるのです。私があなたに示した道は無限です。もう学ぶべきこ
とはない、すべてを理解した、などとは決して言えないのです。いや、皆さん、私の教えを理解するには、短い時間では十
分ではありません。地上のこの旅を通して勉強しなければなりません。その後、あの世で、あなたの魂は私の霊の本質と知
恵を求めて霊的領域に移動し、あなたはまだ別の地平を発見し、あなたの理想は成長し、そのとき、あなたの父はその光と
子供たちへの愛において無限であることが理解できるようになるでしょう。 

13 今日、あなた方はもはや幼い弟子ではなく、この仕事の小さな子供でもなく、自分の使命を果たすために遠くをさ
まよっているのです。私はあなた方に語りかけ、「イスラエルの民」が私を迎えるために地上に住んだことを告げた。それ
ゆえ、あなたの魂がわたしの声を聞いた時代はたくさんあります。 

14 あなたはすでに人生のいくつかの段階を経て、進化してきたのです。あなたには、過去に刈り取った経験や果実が
ある。あなた方はすでに大きな試練を乗り越えて生きてきたのだから、魂が偽りの光に惑わされることはないだろう。あな
たは私の言葉の「味」を知り、目を開き、最も純粋な霊的な光を知っているのです。あなた方は私の知恵の大本を読んだの
だから、不完全な科学に惑わされることはないだろう。 

15 私は、私の中にある真の光と真の科学をあなたがたに知らせたのです。私があなた方を魂によって偉大にしたのは
、あなた方が知性よりも魂によってもっと私を求め、真に霊能者となるようにと思うからです。すでに、イスラエルの人々
には大きなチャンスの時が近づいているからです。今日、あなた方が囚人のように感じて、私の教えを実行する場が限られ
ていたとしたら、今、私があなた方一人ひとりに道を開き、そこで私の教えを実行し、実行する中で、私の言葉の一つ一つ
の偉大さを発見する瞬間が近づいている。 

16 このようにしてのみ、あなた方は私を理解することができ、このようにしてのみ、あなた方はわが言葉を正しく解
釈し、あなた方を混乱させ、わが教えの理解へと導くことのない理論や考えを心の中で形成することはないのである。 

そうすれば、私が用意した贈り物と恵みで満たされた自分を知ることができる。私は、あなた方を私の姿に似せて創っ
たこと、あなた方ひとりひとりが、私を証しするような方法で、あなた方を私のようにするような偉大な業を行うことがで
き、あなた方が可能にすることによって、それを成し遂げることができることを、あなた方に告げたのだ。 

17 もう準備はできているのでしょうか？あなた方はすでに、私を手本とする覚悟を決めているのか。あなた方はすで
に魂の成熟に達しており、この時点から活動的になり、使命遂行の最初の果実を私に提供することができるのです。 

18 見守り、祈り、信念を燃やし続けるのだ。その祈りが人々 を包み込み、彼らを救い、救済するのです。あなたが愛
を蒔いた、まだ知らない心が、あなたの知っている人のためにも知らない人のためにも祈ったので、あなたの道にやってく
る、あるいはあなたの道で彼らのところにやってきて発見し、お互いに一つになるときが来るでしょう、そのときあなたの
魂は蒔いた種を認識するでしょう。 

19 地方があなたを待っている、そのことをあなたがたにたくさん話したが、あなたがたはそれがすぐに起こるのを見
なかったので、遠いもののように見ていた。しかし、あなた方が散る瞬間が来るでしょう。その時、あなた方はこの種を豊
かな種として持ち、人類の野原に散るのです。そこであなたは自分の進歩に気づき、自分の理想を実現し始め、人類のため
の愛と犠牲の行為を通じて偉大な存在となるのです。 

20 私の教えを理解するために、この試練を乗り越えることが必要なのです。あなた方ひとりひとりが使徒とならなけ
ればならない。私はあなた方をあの世から啓発し、祝福する。 

21 あなたは、彼らが当時持っていたのと同じ才能を持っているのです。そうだ、イスラエルの人々 よ。あの十二人の
弟子たちや、第二の時代にわたしの言葉を聞いたすべての人々 と同じように、あなたたちもあの時代にわたしの弟子だった
のだから。あなたがたの中に、わたしはわたしの種を置き、わたしの知恵があなたがたの魂を包んでいる。しかし、もしあ
なたが短期間、それに満たされていると感じなかったとしたら、それはまだ反省し勉強していないからです。 

22 私は今、あなた方に平和な時間、地上生活から距離を置く時間を与え、勉強し、そして準備を整えた上で任務を開
始するようにします。この時が来たら、私が今あなたに与えているこの時間を世俗の生活に捧げてはならないのです。生計
に必要なもの、魂に必要なものをすべて与えよう。 

23 私は人間の魂のために来たのだ。人間の生きてきた暗闇から救うために。身体は二の次、地上生活も人間にとって
重要ではあるが、二の次である。栄養はパンがあれば十分だし、体を覆って厳しい気候から守ってくれる毛布、簡単な衣服
でも、これで十分なのだ。しかし、長い道のりを歩んでいる魂、偉大な約束を得るために偉大な功績をもって私に到達しな
ければならない魂は、まだあなたとの機会を得ておらず、まだ鎖につながれており、絶えず救いと解放を求めているのであ
る。彼女はあなたの存在の核心に立ち上がり、あなたの硬い心を揺さぶる。しかし、「肉」を支配するのは彼女であり、「
魂」を支配するのはこれではない。 

24 肉体の殻は衣服に過ぎず、私が地上であなたに与えた道具であり、あなたが一時的にそれで生活できるようにする
ためのものです。この衣を脱ぐ時に、魂にその身の上を問うことになる。 
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しかし、あなたが住んでいる物質主義は、あなたの魂を抑圧した地下牢です。私は今、その扉を開き、あなたが私のす
ぐそばで生き、あなたの存在のすべての力を使ってこの人類を愛することができるように、あなたに自由を与えるだろう。 

25 イスラエルの人々 は、この無防備な人類を迎え入れる優しい母のように、あなたの子宮が暖かく、あなたの目がこ
の人類への愛と慈しみに満ちていることを望みます。この子たちを妹のように、あるいはあなたが望むなら娘のように思っ
ていただけるよう、お預かりしています。 

私はあなた方を私の代表として残し、私が人類を愛し、祝福し、包容するように、あなた方もそうしなければならない
のです。彼らは愛を求め、模範を示し、光を求めている。私は人類に言う。「イスラエルの民」を探し出せ、彼らの中に私
の身代わりと私の奇跡を見いだし、この上に私の指示と私の利益を注ぎ込むのだ。 

26 愛する人々 よ、あなた方の任務はいかに偉大であるか。でも、心配しないでください。もしあなたが私を信じるな
ら、あなたはその成就に上ることができ、人類に対してその栄誉ある場所を取らなければならないでしょう。 

まだ大勢を前にして説教しているわけではないので、自分で誤りを正すことができる。あなたの内面に入り込み、善悪
を認識し、私があなたの魂に最初から、あなたが創造されたときから刷り込んできた、あなたが発見するかもしれない美徳
を促進する。しかし、あなたが悪いと発見すべきものは、--

あなたの中に存在すべきすべての不完全なものを、完全なものに変えるべきです。 

27 地上は、精神の贖罪と試練の谷です。なぜなら、それは私自身の一部であり、私自身の本質であり、私自身の生命
であるからだ。あなたたちは、私と同じ、私の被造物です。したがって、精神化と上昇志向の発展の道では乗り越えられな
かった、どんな障害に遭遇するのでしょうか。 

28 民衆：あなた方は毎日祈り、わが教えを学び訓練し、自らの努力で道を切り開き、あらゆる試練を乗り越え、待つ
べき時には忍耐をもって待ち、わが意志のままにすべてを受け入れるだけで十分です。私はあなたに花道を約束したわけで
はありませんし、この地上であなたが幸せになり、完全な幸福を享受できると言ったわけでもありません。あなた方は試練
を受け、過去の罪を償う道を歩むと教えましたが、それはあなた方が昇天するために功徳を積まなければならないのと同じ
ことです。 

29 これが、私が皆さんに申し上げたことです。だから、苦難の中でも献身的になり、喜びをもって人生を耐え忍びな
さい。日暮れに受け取れなかったものが、夜明けに受け取れることを期待する。わたしに信頼する者は、みな受ける」「祈
る者は、みな強い」。それゆえ、この師は常に、あなた方弟子たちを、祈り、霊的な教えの研究、人間生活の研究に導いて
いる。あなた方が常に賢く、正しくあるように、すべての決断において正しくあるように、あなた方がわが使徒であるとい
う事実を証言し、あなた方の行動において正義がもたらされたために、自分たちが平安に満ちていると感じるように、であ
る。 

30 イスラエルの人々 よ、私はこのようにあなた方を準備し、この共同体の中であなた方を団結させたのである。わが
言葉の最後の時間に来た者たち、私は彼らを教え、引き上げて、あなたたち全員を一つの考え、同じ学問に結びつけ、新し
く来た者たちが、長くわが言葉を聞いてきた者たちと同じレベルの発達に達するようにしたのだ。 

31 私は、あなた方が同じ梯子を踏み、高い理想を養い、常に魂を第一に考え、祈り、私からすべてを期待しているの
を目にします。私はあなたを祝福し、あなたに言う。これは私も人類に期待していることです。 

彼女はいつ改心するのでしょうか？彼女はいつ不純物のマントを脱ぎ捨てたのだろう。彼女はいつになったら物質主義
を捨てて霊衣を探しに行くのだろう。 

この偉大な仕事は、あなた方によって成し遂げられるものではないのです。不断の努力をする私は、そのために必要な
時間で人類を改心させる。それは進化し、一瞬にして大きな一歩を踏み出すでしょう。なぜなら、私はそれを霊化させるべ
き試練と状況を用意しているのですから。 

あなたは今の時代に使命を果たすべきですが、私はいつでも働き、果たすつもりです。 

32 あなたは私の言葉を知るようになり、それが私から来たものであることを認識した。しかし、あなたは時々 、母性
愛の温もりと優しさをも欲する。しかし、師はあなたに尋ねます：あなたは、師のこの言葉の中に、母の優しさと愛情を感
じませんでしたか？ 

     

私は一つの主であり、一つの霊であり、私の中にはあらゆる種類の愛があることを告げました。もしあなたがマリアを望む
なら、あなたがたを絶えず祝福し、愛撫してくれるこのみことばの中に、マリアを求めなさい。 

33 そうだ、イスラエルの民よ、わたしの中で父と母が語り、わたしの中ですべての種類の愛が語る。私がいつでも話
しているこの言葉の中に、あなたは私を認めるなら、あなたの望むものを 

すべて見いだすことができる。あなたの心に空虚はない。私の中に、あなたは父、友人、兄弟、師、そして母を見出すだろ
う。私は完全な愛、最大の愛である。皆さん、元気でいてください。そして、これらの教訓を知らせてくれた私に感謝して
ください。 

34 恵みの毎朝、あなたの道を祝福で満たします。あなたがたのうち、恐れや切望をもってわたしに尋ねる者のうち、
聞き入れられない者はいるか。私はすべてを見、すべてを知っている。私はあの世からあなたに語りかける。 
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あなたは、私のもとに来る人、霊の領域で私を見つけようと舞い上がる人のものです。私は今、地上に出ていません。
霊的に降下し、ユニバーサル・レイによってあなた方に接触します。そこから私はすべてを見聞きし、あなた方に語りかけ
、祝福します。この恵みの朝に私はあなた方に言います。ちゃんと使ったなら、祝福されなさい。しかし、私は師として忠
告する。私の言葉を記憶し、それを永遠に心に留めることができるように、毎日、一瞬一瞬を大切にしなさい。 

この雰囲気、この平和、この光、この喜び、この愛は続くだろう、あなた方は今年以降も集まりの中で、また集まりの
外でそれを吸い続けるだろう、私はそれをあなた方に授けるのである。あなたがたが集うところには、どこにでもわたしの
存在があり、あなたがたがわたしを呼び求めるところには、そこにわたしがいるのだ。 

35 ですから、皆さん、神聖なるマスターは、平和、理解、霊化の雰囲気の中で、今、顕現していることを認識してく
ださい。私はあなた方の心を一つにし、あなた方は私が降りてくる霊的な神殿を建てた。そこで私は自分自身を明らかにし
、自分自身を感じさせます。このようにして、私は平和と霊性の中で自分自身を現し続けるからです。あなたの魂は、不和
をなくし、調和と信念の統一の雰囲気を作り上げるだろう。 

36 時が来れば、徒党を組まず、混乱や悪い例を残さずに解散するのだ。 

37 そうすれば、私がこの世に知らしめたい正義と真実のすべてが、あなたの一文に込められることでしょう。そうす
れば、あなたはいつでも真理の声、預言する声、悪を黙らせる声、霊の声によって魂を目覚めさせる声となることができる
のです。 

38 このように、人心の乱れた中で、人々 よ、私はあなた方を用意したのだ。皆さんは、大勢の人の中で自分の使命を
果たすことになりますが、たとえ物理的に離れていても、霊的にはみんな一つになっているはずです。そして、あなた方は
、精神的なものであれ、文字によるものであれ、互いに交流するのです。そうすることで、私の作品を徐々 に展開し、世界
に近づけていくことができるのです。そのために、私は今、あなた方の中に理想を呼び起こし、真実と正義によって霊的な
才能を伸ばし、あなた方が常に正しく、霊的であるようにしたのだ。 

39 私は、あなた方が喧嘩のない一つの家族として結ばれるのを見送ります。皆さんは、同じ発展段階にあり、同じ使
命を果たす意志を持ち、高い理想を持った兄弟姉妹であると考えなければなりません。皆さんは、私の霊から祝福と励まし
と、そして闘争に必要なものを受け取るでしょう。 

この恵みの朝、あなたを強くします。私の教えをひとつひとつ暗記してください。たとえ短くても、そこには大きな光
が含まれています。 

40 祝福されよ。私はいつも、霊的に上昇したいと願う人たち、つまり目に見えるものを超えて求める人たち、そして
あの世で魂の目で永遠の命を発見する人たちに期待しているのです」。 

41 私はあなた方の霊的な賜物を知り、あなた方に呼びかけるようにします。しかし、あなた方一人一人が自分の功績
によって私に到達しなければならない。 

42 恵みの朝、この国の内外のさまざまな共同体に集うイスラエルの人々 の祈りによって、私は全人類を祝福し、わが
平和と慈愛を与える。 

43 このように、私は今、困難な時代に向けてあなた方を準備しているのです。あなたの言葉は、多くの災難に押しつ
ぶされ、異なる宗教の精神的指導者の間で生まれる世界観の多様性に混乱する人類に、これから降りかかるであろう沈黙を
破るものでなければならないのです。 

いつまで続くかわからない苦悩の時、すべての魂に「善意の人々 に平和を」と言う声が響くだろう。そして、心に信仰
を感じ、灯火を絶やさない人が救われるのです。これらは、自分の中に大きなパワーを感じることでしょう。 

44 今、この民には学びの時が近づいている。私の言葉と戒めを反省し、あなた方はこの戦いに備えなければならない
。あなたの考えはぶつかり合い、結論は異なるでしょう。しかし、あなたがたのすべての考えの上に、わが光は輝き、健全
な魂をもってわが計画を遂行しようとする者を、私は援用するであろう。 

45 私は、この闘いにおいて、愛と知恵と忍耐という武器だけをあなたに与えます。しかし、この使命を遂行するにあ
たり、私があなた方に指示を与え、来るべき時代への準備をさせたあの平和な時間、あの楽しい雰囲気を、あなた方は切な
くも思い出すことでしょう。しかし、さまざまな世界観、アイデア、ものの見方の海の中で、あなた方は私の弟子としての
平穏と尊厳を保つために奮闘することになる。 

46 私の教えを理解し、その意味を理解するだけでは、救われることはないのです。あなたが私と一体となり、あなた
の魂がますます成熟し、その確信が確固たるものとなるように、彼らの指示に従うことが必要なのです。 

47 私は、あなた方にこの世の華やかな道を約束したわけではありませんが、苦難があっても、喜びをもって生き、将
来に確信を持ち、すべての行動において正義と正しい考えを持つことができるのです。この時間帯に仕事をし、課題を果た
すことで、私はいつでも仕事をすることができます。 

48 常に真実を語る声、悪を黙らせる声、そして仲間を導き指導する役目を果たすために、精神性を保つこと。 

あなたの集まりのたびに、天の母を愛情を込めて呼んでください。しかし、師は告げる。彼女の精神と私の精神は一つ
です。私の言葉の中に、彼女の優しさと気品が感じられませんでしたか？この教えの中で、父とあなたの母は完全な神聖な
結合で話しています。 
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49 神とコンタクトをとる方法はないのか、と自問する人をよく見かける。"ああ、主に質問してその答えを受け取る
ことができれば 

"と、ため息をつきながら叫ぶ人がよくいるのである。しかし、その後、彼らはそれが不可能であることを信じるために自
らを放棄し、外的な形の礼拝や物質的な供え物で私の慈悲を求め続けるのです。 

50 嗚呼、この世の生活の餌食となった未熟者たちよ。 

人間よ、もしあなたが、私と交わりたいというその必要性こそが、私の霊魂に感じる渇きであることを知りさえすれば！」
。あなたが切望するその交わりはあなたに与えられただけでなく、あなたに常に啓示されている私の教えはすべて、あなた
を霊と霊との交わりへと導くためのものであることを、あなたが知ってさえいれば！」。しかし、あなたが実体化して生き
ている以上、あなたの唇が発するその言葉に応えるように、私の声を聞きたいと思うのです。そうなれば、もはや霊的な対
話ではなく、あなたの主があなたの物質主義のレベルまで自分を下げることになるからです。 

51 ですから、今回、私がこの声なき声の担い手たちによって私自身を現すために選んだ方法は、完全な啓示の形では
ないので、簡潔でなければなりませんが、──それが終われば、多くの人々 が霊と霊との対話に向けて解脱を始める準備の
時期がやってきます。 

52 私は、あなたが時々 信じていたように、あなたから遠く離れたことはなく、あなたの苦しみに無関心だったことも
なく、あなたの叫びに耳を貸さなかったこともないのです。このようなことが起こってしまったのです。高次の感覚を磨か
ず、肉体の感覚で私を認識しようとしたのだ。しかし、私が人にこれを与えたのは、遠い昔のことであると言う。 

53 もしあなたが、霊的な観想や祈り、占い、予知夢、霊的なビジョンによって内面を高めるなど、霊的な能力を少し
でも伸ばす努力をしたならば、あなたは私とつながり、その結果、あなたの疑問に対する答えや、あなたの思考の中にある
神聖なインスピレーションを受け取ることができると私は断言します」。 

54 私はいつでもあなたに話しかける準備ができています。あなたを喜ばせるために、そしてあなたの霊に私自身を知
らせるための幸福を準備するために、あなたの高揚と霊的準備をいつも待っているのです。そのためには、この恩寵を得る
ために最大の誠意をもって準備すればよいのです。 

55 本当に、わが慈悲がどのような形で懇願されようとも、私はあなた方を受け入れ、わが恩恵を与えるのだ。しかし
、あなたが求めたものをも私から受け取るなら、あなたの魂はその善に値する自分を作ったという幸福を味わうことはない
でしょう。 

56 あなたがお願いをすることで霊的なレベルに達する方法を知った日には、私の慈悲を受けるあなたの幸せは、比較
にならないほど大きくなることをお伝えしなければなりません。求めることを知る者は、おのずと受けることを知るからで
す。 

というのも、ある者は頼み方を知らなかったにもかかわらず、自分の望むものを私から手に入れるからである。その上
、自分たちが頼みもしなかったものに、どんな価値があるというのだろう。彼らは、受け取る方法を知らない人たちであり
、彼らの父が彼らの要求を受け入れた愛を理解することができませんでした。 

しかし、私の父親としての務めは、子供たちの生活苦を助け、守り、寄り添い、慰めることです。だから、私の慈しみ
は、私の子供たちに注がれることを止めることはできない。 

57 あなたをこよなく愛するこの父は、あなたが闇と貧困と惨めさである霊的無知に沈んでいるのを見ることができな
いのです。それゆえ、私はあなた方の良心を目覚めさせます。それは、あなた方自身から発生するマスターのようなもので
、常に聞いてもらい、感じてもらう手段を探し、言葉や教えで表現し、あなた方の誤りを正し、光と知識と精神と魂の偉大
さの高みへと昇華させるものなのです。 

58 神としての私の啓示は、あなたたちに法を宣言し、父としての私の啓示は、あなたたちに私の無限の愛を明らかに
し、師としての私の教えは、あなたたちに私の知恵を明らかにする。そして、このすべてから、本質、神の意図を受け取る
だろう。私はあなたを、私がいつもあなたのそばにいる、あなたの中に永遠にいる、私自身の王国に導きたいのです。 

59 まず、自分自身を霊的にする努力をしなさい。そうすれば、あなた方の隠された才能が徐々 に目覚め、まず霊と霊
との対話に、そして完全な世界に一歩一歩近づいていく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 325 
1 愛のために泣く人は幸いである。それは、心と心が調和して生きている証拠である。 

2 私の愛を理解し、感じるのに適切な時間、あなたの心が花のように──ほとんど気づかないうちに──開き、あな
たの目から甘い涙の泉があふれ出す瞬間です。 

3 この涙は、どんな言葉よりも、どんな想いよりも、多くを語る。そこには誠意があり、謙虚さがあり、愛があり、
感謝があり、悔恨があり、約束があるのです。 

4 私がこのように話すのを聞くと、あなたは私に理解され、愛されていると感じるのです。そうだ、わが小さな子供
たちよ、わたしはあなたたち皆を見、あなたたち皆の声を聞き、あなたたちの名前を知り、あなたたちのすべての必要を知
り、あなたたちの嘆きと願いとを聞き、あなたたちのすべての願いと捧げものとを受けとめるのだ。 

5 そうです、あなた方は私の霊から生まれたのですから、私の子供なのです。どうしてあなたを知らず、愛せなかっ
たのでしょう。 

6 あなたの祈りにもかかわらず、痛みや苦しみが続くことがあるとすれば、それは私があなたの声を聞かなかったか
らではなく、また、あなたを励ましたくないからでもない、私のレッスンを次々 と与えるためにあなたを試したいからだ。 

7 創造の祭壇で私を祝福し、自分の犯した罪の結果を神の罰に帰することなく、謙虚に受け入れる方法を知っている
人は幸いです。 

8 わが意志に従う術を知り、謙虚に試練を受け入れる者は幸いである。彼らは皆、私を愛するようになる。 

9 あなた方大勢が私に帰依するのは、あなた方の世界で起こっていることがあなた方を恐怖で満たしているからであ
る。あなたは、すべての正義、すべての愛、すべての真実が人の心を離れてしまったことに気づいています。あなたがたは
、「私は、誰に帰依すればよいのですか。誰に助けを求め、誰に希望を託すか。そして、あなたは私を思い出したのです。 

10 ある者は奴隷にされ、ある者は虐げられ、残りの者は自分たちの指導者や代表者によって搾取されているのだ。 

11 あなたの信頼が裏切られたので、あなたの心はもはや地上のあなたを支配する人々 を愛していないのです。あなた
はもう裁判官の正義や寛大さを信じていないし、約束も言葉も笑顔も信じていない。あなたがたは、偽善が心をとらえ、地
上に嘘、偽り、ごまかしの王国を築くのを見たでしょう。 

12 哀れな人々 よ、耐え難い重荷のような労苦を背負っている者たちよ。その労苦は、もはや人間がその糧に必要なも
のすべてを受け取っていたあの祝福された法則ではなく、生存のための絶望的で恐ろしい闘いに変わってしまったのだ。そ
して、人は自分の力と命を犠牲にして、何を得るのでしょうか？実体のないパン、苦味の詰まったカップ。 

13 これは、あなたがたの喜びと保存のために私が地上に置いた糧ではなく、不和、虚栄、非人間的な感情のパンであ
る。 

14 私は、あなた方が互いにパンを奪い合うのを見ます。力を求める者たちは、自分たちのためにすべてを求めるので
、他の者が何かを持つことに耐えられないのです。 

15 では、お聞きします。この人類の道徳的進歩は何なのか。彼らの最も崇高な感情はどこで育まれるのだろうか。 

16 あなたがたに言うが、人間が洞窟に住み、皮で身を覆い、互いの口から食物を掠め取り、強い者が最も多く、弱い
者の労苦も、力によって服従させる者の利益のためであり、人間、部族、民族も互いに殺し合ったのだ。 

17 では、今の人間性と当時の人間性は何が違うのでしょうか。 

18 あなたが自分の文明と科学について教えてくれることも知っている。しかし、その時、私はあなたに言うだろう、
これらすべては偽善の仮面に過ぎず、あなたの本音とまだ原始的な本能を隠しているのだと。なぜなら、あなたは自分の魂
を開放し、わが掟を遂行するための努力を少しも行っていないのだから。 

19 科学的に検索するなとは言いません──いや、その逆です。しかし、互いに慈しみ、隣人の神聖な権利を尊重し、
人間が仲間の命を処分する権限を持つ法律などないことを理解しなさい」 

「要するに、男たちよ、何かしなさい。私の至高の戒めである「互いに愛し合う」ことを、あなた方の生活に適用してくだ
さい。そうすれば、あなた方が陥っている道徳的・精神的停滞から抜け出し、あなた方の顔を覆っていた偽りのベールが落
ちると、あなた方の光が差し込み、誠意が輝き、真実があなた方の生活に入り込むようになるでしょう。そうすれば、正し
く「進歩した」と言えるでしょう。 

20 私の教えに従うことで霊的に強くなり、将来、あなたの言葉が常に慈悲と知恵と兄弟愛の真の業によって確認され
るようになるのです。 

21 あなたは心の奥底で、私の言葉を聞かなくなったとき、戦いに屈することなく立ち上がるために必要なインスピレ
ーションと強さを持ち合わせているだろうか、と考えていることを私は知っています。 

22 私の言葉を聞いて得た力、装備を失わないか、と。 

23 私が最後にあなたと話す日を思うと、あなたは気まぐれで、不確かな存在に見えます。その時、あなた方は弟子か
ら主人に変身し始め、私の言葉なしでは生きられないと感じる時が来ることを理解しているからです。 
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24 もし、これらの現象がなければ、あなた方の霊的な戦いに存在することは不可能に違いないと知っていれば、私は
この言葉を撤回しないでしょうから、私はあなた方にこのすべてを伝えます。しかし、私のメッセージを終わらせることが
必要であることは分かっている。そうすれば、あなた方はもはや弟子や生徒のように考えるのではなく、主人のように考え
始めるだろう。 

25 あなた方は、精神的な至福や快適さを求めて、これらの集会所に通うことに人生を費やしてはならないことを理解
すること。あなた方は、あなた方の霊が、同胞の発展のために、私から受けたすべてのことを教えなければならないときが
来ることを理解しなければなりません。 

26 私がこのような形で姿を現すのをやめることは、あなた方の霊性を高めるために必要なことだと、私は真に申し上
げているのです。私のメッセージが終わったら、あなた方は私の目に見えない「神聖なるプレゼンス」を感じるために、祈
りと歓喜を完璧にするよう努力し、また感覚と能力を磨くよう努力することでしょう。 

27 しかし、警戒して生活しなさい。あなた方の仲間には、私が私の顕現を止めたことを否定する者が現れるだろうか
ら。彼らは多くの議論を展開し、神の振動は永遠であり、それゆえ、私がもはや人間の知性という能力を通じて自分自身を
感じさせないということはあり得ないと言うでしょう。しかし、すでに今日、わが霊が人間の中で永遠に振動していること
が確かであるように、これらの声の担い手によってわが身を知らせる方法が永遠に続くわけではないことも事実である、な
ぜなら、それは最も完全なものではないので、私は今、霊から霊への対話のためにあなた方を準備中だからである。 

28 あなた方の間でこのような現象が長く続いてはならない。あなた方がこれを伝統、習慣、儀式としないように。ま
た、精神と精神との対話は、非常に遠い未来の世代のためにとっておくものだと言う人たちの意見に耳を傾けるべきではあ
りません。いいえ、弟子です。確かに完全な霊的交感に達するのは、大きな進化の後ですが、それは私の教えの実践によっ
て行われ、常に高いレベルに到達することになります。 

29 仲介者も、言葉も、シンボルも、儀式も、イメージも必要なく、直接私に祈りなさい。そうすれば、あなたの内な
る高次の存在が、私への欲望に高鳴ることになるからです。そして、あなたの霊の声が私を呼び、私の神の声があなたに答
えているのです。あなたの存在は、どのようにわが霊のメッセージを受け取るのでしょうか？：直感と霊感の賜物を通して
、つまり、微妙で霊的な方法で。 

30 このようなコミュニケーションは、あなた方の声帯によるコミュニケーションよりも完璧で、より霊的なものでは
ないでしょうか？ですから、あなた方の霊的対話は、ちょうど声の主やその準備に協力した多くの人々 のように、あなた方
の準備に応じて完成の度合いを高めることができると、私はまた伝えます。 

31 もっともっと心の祈りを実践して、その良さと真理をすでに確認するように。このような祈りによって、インスピ
レーションや直観を求めることに慣れる。そうすれば、あなたの心の中で、光の流れが人間の表情や言葉、高貴な感情や善
行へと姿を変えようと奮闘しているのを体験することができます。 

32 霊から霊への対話の始まりであるこの方法で祈りを繰り広げたとき、あなたはもはや、神のメッセージを伝える声
の担い手を必要としなくなります。なぜなら、その光を受け、伝えるための準備をする者を別の者に任せるのではなく、あ
なた方ひとりひとりが、直接、父に対して得た功績に応じて、父から受けるための準備をすることになるからです。 

33 弟子たちよ、今この時、あなた方が持っている能力をすべて明らかにしたのは私だ。そうすれば、霊界の導きのも
とでますますその能力を高めることができる。そうすれば、あなた方の兄弟である霊的助言者の出現が終わった時には、す
でに自分の使命を十分に果たす準備が整っているだろう 

34 今、あなた方は私の最後の教えを受けていますが、それはあなた方が1950年にいるためであり、霊界があなた方
に最後の顕現を与えようとしているため、ここにいる人々 はこの準備と展開の時間を使っていないことに気づくことができ
るようになるのです。 

35 私の選んだ人の中で、まだ準備の第一歩を踏み出せていない人がどれだけいることでしょう。今までのように、師
や霊的な兄弟の声を聞く機会がなくなったら、彼らはどうするのだろう。 

36 多くの人が失われた時間を嘆き悲しみ、こう言うでしょう。「なぜ私たちは、父が民に与えたあの祝福の瞬間を、
その価値のすべてにおいて評価しなかったのでしょう。師匠の指導と霊界の助言と監督のもとで、才能を開花させるための
スタートを切ること以上に良いことがあるでしょうか。"しかし、今となっては遅すぎる。なぜなら、人間の意志は、私の
意志によって定められた、この顕現の期間の終わりの日と時間を変えることができないからである。そして、新しい時期が
始まり、それに伴い、よりシンプルで、より高度で、よりスピリチュアルな方法で、あなたの霊的な才能を開花させる新し
い方法が始まるでしょう。 

37 今を大切に生きようとする人の心には、穏やかな時間が流れていることでしょう。しかし、最後の朝の献金まで待
って深い眠りから覚めた人は、この時間を照らしていた私の言葉の太陽が、その光を使って霊化の種を蒔き始めることなく
沈んでいくのを、涙ながらに見ることでしょう。 

38 当時の記憶は、ある人にとっては喜びであり、ある人にとっては苦悩であるだろう。これらの後者は、現実に良心
を目覚めさせ、私の新しい御言葉が世界に及ぼす影響を理解することになるのです。そうすれば、彼らの心の中には、私の
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仕事を研究する愛が目覚め、祈りと書かれた御言葉の黙想によって、失われた時間を一歩一歩取り戻していくことでしょう
。 

39 本当にあなた方に言う、ケージが非常に深く、霊化への欲求が非常に大きくなったすべての人において、わが援助
は完全にその姿を現し、すぐに最も進んだ人たちの中に入ることができるようになるであろう。 

40 この時代に私の言葉を聞いた者はみな、私の言葉を証言する必要を感じる時が来るだろう。世界は水と種を渇望す
る広大な畑として姿を現すからだ。では、あなたの心の中に、同胞に捧げるべきものは何なのか、考えてみましょう。どの
ように私の真理をあかしし、私の仕事の偉大さを示すのか。 

41 あなた方が私から見聞きしたことについて、人々 があなた方に質問し、証拠や証言を求める時が来れば、誰もが自
分の持っているものを出すだろう。だから、あなた方が準備すれば、裁判の時が誰も驚かないようになると、今すでに言っ
ているのだ。見よ、もしあなたの仲間があなたが眠っているのを見つけたら、あなたは首がなく、狼狽して目を覚まし、あ
なたの言葉には不正確なことや虚偽があり、それはあなたの準備が間に合わなかったためで、軽率なために多くの誤りを犯
すことになります。 

42 いや、愛する人々 よ、私は光の必要性から、暗闇に沈むあなた方を驚かせたくないのだ。 

43 どんなときでも、魂の展開と自己省察に好都合であることを常に意識してください。 

44 私と共に働いた「労働者」たちは、皆、人生の苦難や不幸の中で、そうしてきたのではなかったか。しかし私は、
霊的な働きの瞬間には、霊であれ地上であれ、その使命に完全に専念するために、彼らを取り巻くすべてのものから撤退す
るように指示しました。 

45 私からはこれらの教えを受け、それを忘れてはならない。また、これらの兄弟からその模範を受け、それによって
励まされるようにしなさい。 

46 なぜなら、その平和な時代は、まさに私の民の仕事、闘争、努力、そして犠牲によってもたらされるものだからで
す。 

47 実がなっている畑に種をまいてどうするんだ。私があなた方を「労働者」と呼んだのは、あなた方の仕事は種をま
くことだからです。しかし、私があなたに託した種こそが、あなたの憧れる平和をもたらすのです。つまり、それを刈り取
るためには、まずあなたが種を蒔かなければならないのです。 

48 あなた方は自分のことを取るに足らない人間だと思っているでしょうが、実は、あなた方は人類にとって非常に有
益な存在になるのです」 「霊的に有益な存在に」。そのためには、いまから覚悟を決めておく必要があります。 

49 後に、あなたたちは霊的な癒し手の賜物や、他の国々 への声の担い手の賜物を運ぶ必要はない。その時には、わが
宣教の時はすでに終わっているからだ。 

50 あなた方の仕事には、私の仕事のために団結することが必要であり、それによって真の霊的家族を形成することが
できるのです。しかし、1950年末以降、このような形での顕現がないことは、皆さんもすでにご存知のことでしょう。 

それでも、励ましと慰めとして、私の霊がいつもあなたと共にあり、あなたの存在の中に私の存在をより深く感じることが
できることを保証します。 

51 私は、あなたの思考の中であなた自身に姿を現し、あなたの出会いを喜び、あなたの心と精神に私自身を感じさせ
、様々 な方法で慈悲の心を注ぎ、あなたの信仰と霊化に報い、励ますだろう。 

52 このように私の意志を実現する者は、私の言葉の忠実な証人となり、私の指示に従うその熱意と従順さは、その霊
的神殿を建てるための堅固な基礎となります。彼らは私の弟子となり、私の教えを地上に広めてくれるでしょう。しかし、
もし1950年以降、私がこのような形で自らを発表し続けることを主張する者がいれば、彼らは欺くことになり、その証言
は偽りとなる。わが弟子の誰一人として、わが最後の顕現のために予告され、定められた日を知らない者はいないからであ
る。 

53 私はこの人たちに十分な時間を与えて、知恵である霊的な光を蓄積させ、魂のすべての能力を開花させ、私が去っ
た後、彼らが世界のマスターとして残ることができるようにしたのです。 

54 すでに今、人類の他の民族との霊的なつながりを確立し、わが言葉のメッセンジャーとなるべき者たちの道を少し
ずつ準備するのだ。祈りによって、私があなたに与えるその霊的なつながりを確立することができるのです。 

55 さて、今日の私の教えの中で、このアドバイスに従うならば、あなたが特定の民族や国家のために祈った瞬間、あ
なたが祈った同胞はそれを感じなかったか、誰かが彼らのことを考え、祈っていることに気づかなかったか、と考えてはい
けません。また、同じように相手の反応も期待しない方がよいでしょう。人が思考によってコミュニケーションをとる日に
は、すでに精神と精神との対話の時代に向けて大きな一歩を踏み出していることを忘れないでください。 

56 なぜなら、預言されたことはすべて、成就のずっと前にその発表があったとき、人々 が疑ったとしても、必ず深い
理由があるからだ。 

57 過去の予言の大半が的中しているのは、すでにお分かりでしょう。今、私が発表し、約束したことは、必ず実現す
ると信じてください。真実が勝ち、私の意志が成就し、光は輝きます。 
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58 目に見えない力が、あなたの世界で日々 どのように姿を現しているかを認識する。善と真理と戦うすべての人間の
情熱が敗北し、新しい感情と新しい理想への道を開くために無効にされる最後の戦いに向けて、現在すべてがどのように準
備されているかを見てください。 

59 わが正義の鎌があなたがたの畑を刈り取る。善の根の深くないものはすべて刈り取られ、余分なものはすべて取り
除かれると、真理と霊をもってあなたがたに宣言する。 

60 悪が善の展開を妨げる時は過ぎ去り、魂が人間の肉体に宿る限り、この闘いは常に存在するが、その時は善が優勢
になり、支配される。 

61 私が告げ知らせる光の世界に属するために、功徳を積むのだ。明日に良い実を結ぶ種を今残す。その果実を収穫し
、楽しむことができるのは、もはや自分ではないと考えてはいけない。すべての利己主義を心から追い出し、血縁の子や霊
の兄弟姉妹が、開拓者と呼ばれ祈りの中で祝福される兄姉の収穫を刈り取ることを忘れないでください。 

62 人々 は過去の時代、古代、長い世紀、果てしない時代について話すが、私はあなたがまだ小さいと見ている。あな
たは魂がほとんど成長していないようですね。私の目には、あなた方の世界は、成熟したように見えても、まだ未熟なので
す。 

63 いや、人類よ、あなたの人生のさまざまな分野で、成熟、上昇発展、完璧、進歩の証拠を与えるのが魂でない限り
、あなたは必然的に、外見だけは素晴らしいが、愛の欠如のために、道徳的内容がなく、持続しない人間の作品を私に提示
することになるのだ。 

64 もし、今、私があなた方の責任を問うとしたら、あなた方が差し出した果実を私が受け入れることができると思い
ますか？いや、人類よ、誰も私にふさわしい果実を提供することができなかったのだ」 

「人々 の愛の証、人々 の調和の証、人々 の私への信仰の証、人々 の善の実践によって高められた 生活の証となるものを。 

65 ある者は受け入れ、ある者は受け入れない。私は、あなたが和の実を私に捧げるまで、その時を待とう。これが地
上での償いとなる。 

66 私を愛していると言うのか？あなたは真実と正義を愛していると言うのですか？もし、あなた方全員が真理と正義
を愛しているならば、このように社会階級や信条、人種、習慣によって分け隔てられた生活を送ることはないでしょう。 

67 真理と正義を愛するならば、互いに愛し合い、障壁を破壊し、距離を縮め、差異をなくそうと努力するはずです。 

68 したことがありますか？強者と弱者、富める者と貧しい者、権力者と惨めな者、教育を受けた者と無知な者、この
ような違いを永続させるために働いてきたのです。 

69 妬み、虚栄心、卑しい情念に染まったあなたを、このように私に受け入れてほしいの か？ 

70 当時、私が人間としてあなた方の前に現れ、律法の内容のすべてが、神への愛と同胞間の愛という二つの最高の戒
めからなることを説明したとき、あなた方は、その意味をどれほど理解していなかったことだろう。なぜなら、これこそが
生命の本質であり、神の家族を結びつける神聖な絆だからである。 

71 自分が権力や知識の頂点にいると思いながら、いかに間違った生き方をしているか、気づいているのだろうか。も
し、私が話したことにまだ納得していないのなら、私に答えてください。あなたが科学で創り出すものはすべて、あなたの
隣人の幸せのため、彼らの問題の解決のため、彼らの幸福のためですか？また、「より良い世界を実現するために、雑草を
刈り取らなければならない」とも言えないでしょう。わが律法は、人間に同胞の生命を処分する権限を与えたことはないの
だから。 

72 この瞬間に科学を刺激するのは愛なのか？あなたが今準備しているものは、憎しみと権力欲を満たすためのもので
はないのですか？そして、それをあなたの良心の判断に委ねれば、この時代の人の業のほとんどは、霊的進歩の証拠ではな
く、私があの時、わが言葉とわが人生とをもってあなたに教えたすべてのことを否定していることを、その良心が教えてく
れることがわかるでしょう。 

73 私はあなたの父であり、このようにあなたに話すことが必要なのです。私はあなたを欺くことはできないし、欺か
れたまま生きてほしいと思っています。このメッセージを送り、みんなに届けます。しかし、もしあなたがそれを信じない
なら、御言葉は明白であり、またその声の担い手も取るに足らないものだから、事実、試練、出来事があなたを驚かせ、そ
の時、このメッセージが真実であったが、あなたはそれを聞こうとせず、時間的にも受け入れなかったことを理解すること
になります。ノアの時代のように、人々 は予言をあざけり、水の洪水がすでに自分たちの体を埋めていると感じて初めて、
信じ、悔い改め始めるのです。 

74 私の慈悲はいつもあなたの軽率な行動を止めようとしたが、あなたは決して私の言うことを聞こうとしなかった。
ソドムとゴモラも同様に、恐怖と悔恨を感じ、滅亡を避けるように警告された。しかし、彼らは私の声に耳を傾けず、滅び
ました。 

75 そして、エルサレムに祈り、真の神への礼拝に戻るよう促したのです。しかし、彼の不信心で肉欲的な心は、私の
父としての戒めを拒否し、起こった出来事によって真理を確信する必要があったのです。エルサレムにとって、あの時代は
どんなに苦しかったことでしょう。 
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76 あなたは今、自分は変わらないという真実を認識しているのでしょうか？あなた方は、私の言葉の中にある知恵の
道を成長し、上へ上へと登るために、精神の幼年期を離れようとしなかったからです。 

77 このメッセージは、目覚めと警戒のための予言として、民族と国家のために役立つものです。その内容を信じるな
ら、あなたは幸いである。その意味を考えつつ、見守り、祈る。そうすれば、内なる光があなたを導き、より高い力があな
たが救われるまで守ってくれるからです。 

78 今日、あなた方は、私がすべての知恵の源である真理の癒しのバームで「心の病」の人々 を癒している事実を目撃
しています。 

79 まだ足りないのは、人間生活について得たすべての知識を、精神生活についての知識と統合することです。自分の
起源、運命、最終的なゴールについて確信がない限り、自分を認識することはできないし、自分が誰であるかもわからない
からだ。 

80 人間の世界では、自分が生まれた日を知っているし、誰かが生きられなくなったら、その遺体を埋めなければなら
ないことも知っている。しかし、あなたの霊魂が私の胎内から芽生えた瞬間、その生まれ方、転生の仕方、そして芽生えた
胎内への帰還を誰が知っているのでしょうか。なぜなら、人間は決して自分自身の力で生命の秘密を突き止めることはでき
ないからだ。 

81 精神的な不安や疑問、謎に包まれたままのものを前にして不満を抱いている人々 に、私、あなたの師が再び近づい
ているのです。 

82 私は真実を明らかにし、人々 の精神的な不安を静めます。私は彼らの質問に答え、真実を見つけられないでいる彼
らの不安を取り除きます。そして、彼らが見ている謎に包まれたものの多くは、彼らが準備と純粋さを欠いたために解明で
きなかったものであり、その本質を知るために私が許したものであることを伝えるために、私は彼らに近づいたのです。 

83 わが光で秘儀を啓発し、人間の知性の暗黒化を取り除くために再び来ることを世に約束したので、今こそわが再臨
にふさわしい時であり、わが霊は知恵の書を新たに開き、人々 がその中に、私を通じて与えられる知るべき権利のすべてを
見出すことができるようにするのだ。 

84 これらの人々 は皆、私が人々 に自分を知らせるために、なぜこの時期に霊的な形を選んだのか、彼らにとってはあ
まりにも高尚で難しい形であり、理解することも感じることもできないことを考慮して、私に質問しました。 

85 今日の人々 が私にこのように言うのは、過去に私が自らを受肉させ、人間として、目に見え、触れられる存在にし
たことを知っているからです。しかし、この人々 は、私が人間としてこの世に現れる前に、すでに霊的に自分を人々 に知ら
せ、人々 は私を聞き、私を信じたが、私にこの世に降りてきてほしいと頼んだことはなかった、という事実を考えていない
。 

86 私が人間の形をとったのは、神の律法の中で成就がどのようなものであるかを、完全で生きた例として示すことが
絶対に必要だったからで、私以外にはこれを行うのに適した者はいなかったのです--律法を作った私--

あなたたちに、教えに形を与える言葉と業で説明した律法を届けなければならなかった私です。 

87 もし、私があなたたちの間に住むために人間の形を選ぶ代わりに、天使の形をとっていたら、人々 は取るに足らな
いものと感じ、私の歩みに従うことができなかったでしょうし、私の言葉を人間には実現不可能なものと考えたでしょうし
、その一方で、あなたたちを愛するための私の犠牲を信じることはなかったでしょう。 

88 さて、もし私が人間の上の形を選ぶ代わりに、鳥や植物の形をとったなら、あるいは人間の下の多くの生き物の中
に身を隠したなら、あなた方はその姿を完璧だとは思わなかったでしょうし、神の啓示の手段として選ばれなかったことに
対して屈辱を感じたことでしょう。 

89 そして、もしあなたが、私が自然のあらゆる領域に存在し、現れ、触れることができるということに気づいていな
いのなら、その理由は、あなたが神の言葉を学ぶことに興味を持っていないためであると、私はあなたに言います。 

90 時代は流れ、その一部しか使われていない。そこで、私は今、失われた時間を取り戻すための手順をお見せするた
めに、あなたに近づいたのです。 

91 第二の時代、私はイエスとして人間となり、あなたと心を通わせ、現在、私と霊と霊の交わりをする準備をしてい
ることを、あなたのマスターはここで思い出しているのです。また、私の力、私の知恵、私の正義が現れている自然の要素
を観察するように指示している。最後に、弟子たちよ、わたしがあなたがたに霊的な言葉を教えたのは、絶えずあなたがた
に語りかけ、あなたがたを指示し、導いているわたしの声を聞き、理解するためである。 

92 この教えは、人間が一歩一歩、段階的に霊的な知恵に昇るために必要な霊性を与えるものであり、そこで人間は自
分の起源、自分の存在の核、自分の存在理由を発見し、そうなれば、私に対する愛は非常に大きくなり、すべての生命と自
分を取り巻く存在すべてを祝福するようになります。 

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 326 
1 あなたは私の言葉を聞き始め、あなたの目は無尽蔵の涙の泉となる。皆さん、なぜ泣くのですか？時には、人生の

闘争が残酷なものであったために起こることもある。しかし、そのような理由もなく、私の話を聞いて涙を流すこともある
のです。 

2 私は、この原因不明の涙の理由を知っています。涙の一粒一粒に、優しさが込められている。閉じ込められたと感
じる痛み、犯した過ちへの後悔、弱くなった自分への苦悩、無駄にした時間への哀しみが、宝物として詰まっているのだ。 

3 物質的な自然は、このすべてを知っているのだろうか？そのため、「自分は理由もなく泣いている」と思い込んで
いることが多いのではないでしょうか。 

4 あなたは私に、私と一緒に泣くことが間違いかどうか尋ねます。まことに、あなたがたに告げます。痛みを和らげ
たり、最高の喜びを表現したりする必要性を感じない者は、心の代わりに石を胸に抱えているのです。なぜなら、彼はいか
なる意味においても、わがプレゼンスを感じないからです。 

5 愛する人々 よ、泣け。泣くこともまた、私が人に与えた手段であり、自らを清め、重荷から解放するためである。
その後、一日の仕事を再開するために、より自由に、より軽く、より純粋に感じられるか見てみましょう。 

6 あなたの魂は、自分に課せられた使命を果たすにふさわしい存在になるために、この浄化を必要とし、長い間に蓄
積された重荷を取り除かなければなりません。新たな戦いが待っているのだから、疲れを感じることなく戦わなければなら
ない。 

7 そうだ、弟子たちだ!内なる思索の瞬間の涙は、誠実な感情の証であり、その涙の一粒一粒は、あなたの言葉で最
も美しく表現された1000の言葉よりも雄弁である。しかし、魂の涙のすべてに、悔い改めや喜びが涙を通して現れるわけ
ではありません。私の子供たちの多くは、この感情を内側に隠し、私だけに見えるようにしています。無感覚、無関心に見
えるが、その心は感情を表に出す人と同じかそれ以上に敏感である。 

8 あなた方が全員霊化を理解し、生きたならば、仲間に見せることなく、霊的な感情もコントロールできるようにな
るでしょう。なぜなら、あなた方が告白し、悔い改め、身を清めるべき方は、あなた方の父であり、あなた方の存在に宿る
方だと理解したはずだからです。 

9 まず第一に、愛する弟子たちよ、あなたの心があなたの存在の中にある魂の振動を感じ始めることが重要です。苦
しみの杯があなたの唇に届くとき、それを受け入れるために自分を清めることを理解する必要があること、あなたの存在の
コアに隠された感情を感じることは、それを外に現すことと同じくらい魂的に有益であることです。 

10 あなた方を待っているのは全世界であり、人類でありますから、この霊的メッセージの宣教師となって道を歩み出
すとき、心の中で美徳が悪徳と混じり合わないように、浄化に努めなければなりません。誠実でありたいと願いながら、偽
善者が出てきてあなたを欺くでしょう。慈愛の心を持ちながら、心の中の利己主義がそれを阻むのです。ですから、この霊
的な使命を果たすには、あなたの浄化が真実でなければならないことを告げます。しかし、内観、経験、自己反省、そして
私の教えに従うことによって、この内なる浄化を熟した果実のように永久に、真に引き起こすのは、あなたの良心以外には
ないのである。 

11 私が今あなたに伝えたことを、あなたが仲間に話して、彼らが黙って泣いているのを見 

るとき、あなたの心が経験する幸福を想像できるでしょうか」 

「肉体の涙だけでなく、優しさを渇望する魂の涙も一緒に。 

12 祈りによってあらかじめ準備され、私の慈悲によって霊感された私の言葉があなたの唇によって発音されるたびに
、私の本質は生き、私の言葉は心に響くだろう。だからこそ私は、それが声の担い手の仲介によって伝えられたときに聞き
手の心に生じたのと同じ効果を、あなたの口を通して生じると告げるのである。 

13 弟子たちよ、私がこの時代にあなたがたに与えたみことばは、新しい宗教の根拠としてはならない。なぜなら、そ
れは、私が古くからあなたがたに啓示してきた律法を説明するものにすぎないからだ。 

14 考えてみてください。もし、宗教だとしたら、それを公言する人たちだけのものでしょう。しかし、それは神の無
限の光であるから、すべての人に降り注ぎ、民族、人種、言語、信条の区別なく、人類の道を照らすために降り注いでいる
。 

15 私の律法は、すべての人が主を礼拝するために来なければならない祭壇である。人が存在するところには、その人
の魂のくぼみに祭壇があり、貢ぎ物や愛の捧げ物を待っているのです。 

16 弟子たちよ、理解せよ。私が理解させたいのは、この教えを受けた者はみな、同様にすべての者と霊的に一体とな
り、さまざまな礼拝の形式という外見上の違いが障害となって、隣人を私にある兄弟姉妹として認め、愛することができな
いようになるべきだということだ。 

17 そう思えば、私の教えを自分のものにし、これから訪れる試練の厳しい日々 でも、仲間を排除することなく、自分
の才能を発揮し、分かち合うことができるようになるはずです。 
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18 私は、習慣や地球の法則、科学の知識を統一することを求めているのではありません。いずれ、そして最後には、
合意によって民族が団結する日が来るからです。私があなた方に鼓舞するのは霊的調和、思想の統一であり、全人類が霊的
祈りを知って実践し、その中であなた方は内的に立ち上がり、私の霊から直接永遠の命のパンを受け取ることができるよう
になることです。 

19 地球上には多くの宗教団体が存在するが、その大半はキリストへの信仰を基盤としている。しかし、彼らは互いに
愛し合うこともなく、互いに神の師の弟子であると認めることもない。 

20 もし、彼らが私の教えをすべて理解していたなら、それを活かして教派を和解と平和に導いたと思いませんか？し
かし、これはそうではなかった。その結果、人々 は互いに敵やよそ者と見なし、精神的に分裂してしまったのです。それぞ
れが、自分が真理の持ち主であり、他者が間違っていることを証明するための手段や論証を求めるのである。しかし、万人
の統一のために戦う強さと勇気は誰も持っていないし、どんな信仰にも、どんな神への崇拝にも、何らかの真理があること
を発見する善意も持ってはいない。 

21 世の中の精神化を期待します。わたしには、あらゆる教会や宗派が自らを区別する名称も、その儀式や外見的な礼
拝の形式の大小も、何の意味もない。これは人間の感覚にしか届かないが、私の精神には届かない。 

22 なぜなら、それは人生の高揚、完全性の理想、善の愛、真理への回帰、愛の活動の実行、自分との調和、それは他
者との調和、ひいては神との調和を意味するからです。 

23 私は今、明日私の種が起き、実を結ぶ畑を整えるために、雨を与えているのです。今日、この人類の心に悪が根付
いていることを考えると、この世界が地上的にも精神的にも変革することはまだ不可能と思われます。しかし、あなた方の
民族の精神的な変容の始まりを経験するまで、それほど時間はかからないと、私は言っているのです。 

24 当時、異教徒で罪深く官能的なローマで、──悪徳と快楽、罪と犯罪の乱痴気騒ぎが絶えない都市で──愛の言葉
、キリストへの信仰が他のどの国民よりも早く発火すると誰が信じただろうか？それなのに、この有様だ。 

25 ローマが私の言葉の種を心に受け入れるには、あらかじめ多くの罪を犯し、疲れ果て、嫌気がさした状態でなけれ
ばなりませんでした。しかし、その時、喜びに疲れ、失望と痛みに引き裂かれたその心は、私のメッセージのエッセンスに
触れると、湿った風に撫ぜられて枯れた花の萼が開くように、開いたのである。 

26 その人の心臓は力強く鼓動し、魂が揺さぶられた。彼の罪が赦されたのは、私の呼びかけに応じた彼の信仰と勇気
のおかげです。 

27 勇気と犠牲は、彼らの信仰と心を啓発し始めた真理への愛を強化するために、その人々 に必要なものでした。しか
し、彼らは大人でも若者でも子供でも、強い心を持った男女であった。 

28 弟子たちよ、わかったか？そして、その虚栄心、悪徳、世俗を愛する支配を今日の人類と比較してみると、人類も
また──虚栄心に嫌気がさし、罪を犯すことにうんざりして──その日に近づいていることがわかる。そのとき、魂は目覚
めさせる神聖な風の息吹に驚かされるでしょう」 

「露に先立つ風は、魂を苦しめる精神の渇きを癒し、後にすべての心に降り注ぐ精神化の種 の準備となるでしょう 

29 なぜ、私はあなたに霊的生活を鮮明に見せてこなかったのかと、あなたは心の中で何度私に問うたことでしょう。
しかし、私はあなたがたに言う。もし、あなたが肉体的な感覚でその生命に触れたとしても、霊性を獲得するための努力は
少しもしないでしょう。また、私の啓示を受けるに値するような功徳を積もうとはしないでしょう。 

30 あなたと霊の谷の間には、その聖域を汚すことを許さないベールがあり、敬虔と謙遜、誠実と崇高な目的、愛と真
の信仰を身にまとった者だけが、その敷居をまたぐことを許されているのです。 

31 私が「真の信仰」と言ったのは、非現実的なものに触発された見かけの信仰があるからです。 

32 スピリチュアルな生活を信じるために、それを想像しようとした人はたくさんいます。「大小、無知、教養の有無
にかかわらず、天国とはどんなところか、神とはどんなものか、霊的な存在はどんな姿をしているか、あの世界の光と存在
はどんなものか、みんな知りたがっている。そして、星の彼方にある美しい領域、荘厳な宮殿、玉座、そこに人間の形をし
た神が座っている姿を想像してきたのだ。 

また、精霊に人間の姿を与え、鳥のように飛んで移動する姿をイメージしていますね。天の歌と神の音楽が部屋を満た
し、何百万もの生き物が永遠に主を礼拝し、常に主の玉座の前にひざまずき、主を賛美し、香を捧げているのだ。 

33 このように、多くの人の心の中に精神生活がイメージされ、一度そのイメージを作り上げた人は、「そうだ」「そ
うでなければならない」と信じ、その信念に身を任せているのです。 

34 この教えを知り、自分たちが想像していたことが現実と一致しないことを知ったとき、彼らはどうなるのだろうか
。ある人は、自分の唯物論が生み出した誤りを認識し、すぐに真理の光に目を開くでしょう。他の人は混乱し、私の啓示の
真意を否定するでしょう。 

35 神は人間ではありませんし、地上の王たちのように玉座に座っているわけでもなく、天は星の彼方にあり、その光
は太陽のようでもなく、魂は人間でもありませんから、霊的生活についてあなた方が作り上げたイメージをすべて頭から追
い出す必要があるとだけお伝えしておきます。すべては、あなたが想像していたものとは異なっているのです。 
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36 その良心の形や大きさを教えてください。愛や知性とはどのような形なのか、教えていただけませんか？"いいえ
、ご主人様 

"と、あなたは私に言うのです。だから、良心にも知性にも愛にも形があるように、地上のものと霊的生活のものとを比べ
ることはできないのだ。とはいえ、存在するために形を必要としない能力と美徳の組み合わせである光の魂の資質ほど美し
いものはないでしょう。 

37 神には形がない。もし形があれば、人間のように限定された存在となり、神でなくなってしまうからだ。その「王
座」は、完全性、正義、愛、知恵、創造力、永遠性です。 

38 天国」とは、魂が完成の道を歩む中で、知恵と愛が高まり、罪も痛みもない純粋な境地に達したときに到達する最
高の至福の時である。 

39 私の預言者たちが霊的生活について語るとき、彼らは時に人間の姿やあなた方に馴染みのあるものを使ってそれを
行いました。 

40 預言者たちは、地の王たちのような王座、人間の形をした存在、タペストリーのある宮殿、燭台、小羊、その他多
くの図形を見たのだ。しかし、今日、あなた方は、このすべてが象徴、シンボル、神の意味、啓示にすぎず、あなた方は別
の高いものを理解することができなかったので、絵の形で表現されなければならなかったことを理解しなければなりません
。 

41 今こそあなた方は、私が寓話によってあなた方に明らかにしたすべてのわがたとえ話と教えの意味を正しく解釈し
、その意味があなた方の精神を貫き、寓話の形式が消えるようにする時なのです。 

42 このことに気づいたとき、あなたの信仰は真実の上に築かれたことになります。 

43 それは、あなたの心が、私が十字架上で流した血によってその不純物を洗い流したとき、つまり、神の愛と最高の
赦しとすべての人々 の救済を体現した血である。 

44 あなた方は--不信者や疑い深い者たちは--

正義の世界を信じることができないし、あなた方の地上での愛と美徳の生活も想像できない。つまり、自分には何もできな
いと思っているし、自分に対する信頼もないのだ。 

45 しかし、私はあなたを信じています。私の子供たち一人一人の中にある種を知り、私が彼らを創造し、私の愛によ
って彼らに命を与えたからです。 

46 私は確かに人間に望みを置き、彼の救いを信じ、彼が立派になることを信じ、彼が上昇することを信じている。私
が彼を創造したとき、彼が地上において愛と平和の場を創造する主人となるよう運命づけました。また、彼の魂が人生の戦
いで強くなり、その永遠の遺産である完全の王国の光の中で生きることを功徳によって達成するよう運命づけました。 

47 あなた方が「涙の谷」「追放の地」と呼ぶこの地球は、私が無限の愛で準備し、そこに住むことになる子供たちに
提供したものである。そこにあるものすべてが、所有する者にとっての生命、豊かさ、祝福、喜びで満ちあふれていたので
す。それどころか、人類が過ちによって自らを傷つけたとしても、その苦しみを癒し、不幸に打ち勝つために必要な手段を
、その道やあらゆる場所で自ら見出すことができるように、すべてが用意されているのだ。 

48 地球上の人間は何世紀も経過しているが、いまだに地球上で幸福になることができない。なぜ？それは、私の法、
愛と正義の法、調和と純潔の法によって示された道である真の道に幸福を求めることなく、この幸福を見つけようとしたか
らにほかならない。 

49 あなたは、天国を得るためには、地上での苦しみが絶対に必要だと思いますか？いや、人類よ、苦しみによって得
られるのは、ある種の浄化だけなのだ。真の絶対的な魂の浄化は、私の法があなた方を鼓舞する愛によって得られるからで
す。 

50 地上で多くの苦しみを味わった人が、このために天国に行きたいと願って生きていることに、どんなメリットがあ
るのだろう。今の世の中には何もないと思えば、精神生活を考えるのは当然である。本当の功労者とは、この世のすべてを
手にしていながら、いつでも財産と快適さを捨て去ることができる人のことだ。そうすれば、自分の精神的発達の高さを真
に証明することができ、天国や至福は古今東西の人間の想像によって作り出された特定の場所ではなく、人間生活の中です
でに経験し始め、知り、楽しむことができる魂の状態であることを証明できるからです--

この状態は、地上世界から精神生活の頂上に導く梯子を登るにつれてますます純粋かつ完璧なものになります。 

51 もし、あなたの運命がそれほど高いものであることを知らなかったら、このようにあなたに語りかけることも、私
の律法をあなたに送ることも、同じようにあなたが決して贖われないことを知っていたら、あなたのために私の命を捨てる
こともなかったでしょう。 

52 私はただ、3つの時代に自分を人に知らせるという方法を求めただけです。それは、時代の終わりには、あなたが
情熱、肉欲、人間の苦難を乗り越えて、高いインスピレーションに満ちた、魂の成熟を明らかにするような仕事でいっぱい
の気高い人生を送るだろうと思ったからです。 

53 一度そのような生き方をしてしまうと、人々 はまだ正義に対して飢えや渇きを感じたり、世の中をリードして裁き
、その行為を罰する裁判官や支配者を必要とすると思いますか？善意が勝り、兄弟愛と正義が存在する世界において、戦争
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や不幸、痛みが存在し得ると思いますか？いいえ、人類です。そのとき、この地球がいかに温もりと生命、栄養と幸福、知
恵と至福を与えてくれる かわかるでしょう」 「至福は、たとえその程度が最高でなくても、--

人は完全な高みに達したときに初めてこ のことを知るのですから--

真理の中にとどまろうと努力する人に正当に報いる幸福です」 

「あなたは、この地球がいかに温もりと生命、栄養と幸福、知恵と至福だけを与えてくれる のかわかるでしょう 

54 これは、あなた方全員が向かうところであり、喜びと平安の人生に向かっているのであって、あなた方の心が信じ
ている奈落の底や「死」に向かっているのではないのです。確かに、霊化の時期が来るまでは、まだまだ苦い経験をしなけ
ればなりません。しかし、死も戦争も疫病も飢餓も、この人類の生命の営みと精神の発達を止めることはない。私は死より
も強いので、万一滅びても生き返らせ、必要な時はいつでも地上に帰らせます。愛する人類よ、私はまだ多くのことを明ら
かにしなければならない。私の『神の叡智の書』はまだ多くの驚きを秘めている。 

55 自然はまだあなたに多くの教訓を残し、地球はまだその子宮の中のすべてをあなたに与えてはいないのです。 

56 あなたは肉が弱く、痛みに敏感で、弱く小さい。だから私はあなたを憐れむのだ。 

57 魂が物質に宿る限り、その闘争は非常に大きい。しかし、そこで魂は鍛えられ、その長所を獲得し、試されるので
ある。 

58 私の神聖な教えは、霊魂のためだけでなく、人間の心にも届かなければなりません。 

59 神の言葉は、人の心を啓発し、感受性を高めるものであり、この言葉に含まれる生命のエッセンスは、魂を養い、
高揚させるものである。 

60 人間の生命が完全であるためには、物質的な栄養を得るために働き、努力するのと同じように、精神的なパンが絶
対に必要なのだ。 

61 「人はパンのみにて生くるにあらず」と第二の時代に申し上げましたが、わが言葉は今も有効であります。 

62 物質主義者は、人はすでに大地と自然が与えてくれるものだけで生きているのだから、人生の旅路の中で自分を養
い、強くしてくれる霊的なものを求める必要はない、と反論するかもしれない。しかし、これは完璧で充実した人生ではな
く、精神性という本質を欠いた存在であることをお伝えしなければなりません。 

63 スピリチュアライゼーションは、信心深さを意味するものでも、儀式の実践を前提とするものでも、外見上の礼拝
形式を意味するものでもない。 

64 スピリチュアライゼーションとは、人間のすべての能力、つまり人間的な部分に属する能力と、身体的な感覚を超
えた魂の力、性質、能力、感覚の両方を発展させることです」。 

65 スピリチュアライゼーションとは、人間が持っているすべての才能を正しく、上手に使うことです。 

66 スピリチュアライゼーションとは、自分を取り巻くすべてのものと調和することです。 

67 人間は、精神的に自分を養う必要性がますます大きくなっているのに、この世にあるもので自分を満足させようと
、あらゆる手段を使って努力している。 

68 この欲求は、魂が成長するにつれて、日々 、無限の渇きと飢えの特徴に到達するまで、絶望と恐怖を感じるまで、
暑く乾燥した砂漠の真ん中で迷子になった放浪者が感じるような--無人島で漂流者が感じるような--

より明確なものにならざるを得ないだろう。 

69 しかし、いつの日か、人類が少なくともそう考えるとき、国々 は目覚め、正義と光と真実と愛を叫び、人々 は多く
の罪と多くの偽りに疲れ、自分たちの人生には決して満たすことのできない巨大な空虚と満たすことのできない飢餓があっ
たことに気づくでしょう。 

70 何千何万という男女がカルトの形を公言し、様々 な宗教を通して魂の栄養補給に努めているのは事実である。しか
し、それはあまりに少なく、不完全で、感覚を通してほとんど何も心に届かない。なぜなら、魂は神の本質である霊的なパ
ンを食べ、ワインを飲むことしかできないので、魂に届かないからである。 

71 儀式や典礼行為によって光を求める人々 が、あらゆる儀式や外的カルトを放棄すれば、人の欲望に直面して無尽蔵
に贈り物を与えるパンと魚の詰まった不思議なバスケットのように、真理の光が豊かに現れるのをすぐに見ることができま
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 327 
イエスの愛弟子たちよ、私の平和があなた方とともにあるように。 

1 エリヤの霊はあなたがたの前に進み、光と愛であなたがたの魂に触れ、あなたがたのために時と道を整えた。エリ
ヤはその羊の一匹一匹の道にある剣のようであり、あなたの道に立ちはだかる多くの障害、誘惑を克服するのを助ける盾の
ようであり、彼を感じることができる者、彼を呼び求め、失われた羊が羊飼いを探すように彼を求める者は、常に彼を見つ
け、彼の嘆き、願いの中で常に聞かれ聞き入れられるのです。 

2 と自問自答することがよくあります。心の底では主人に従いたいと切望しているのに、なぜ多くの障害が、主人の
もとへ行き、主人に仕えることを阻むのでしょうか。その時、あなたの魂は神の助けを求める祈りに立ち上がり、その瞬間
、第三の時代の群れの監視を神から委託されたエリヤが急ぎ、あなたの道に姿を現し、困難を乗り越えるのを助けてくれる
のです。そして、あなたは勝利のために顔を上げ、父に感謝する。そうすれば、あなたの信仰の小さな灯が再び燃え上がり
、あなたは平安と私への信頼をもって自分の道を歩み続けるのである。 

3 本当は、主人が教えてくれるのです。私は、すべての魂のために、平和と完全の国を用意した。しかし、私が用意
したこの王国は、もう一つの王国、すなわち世と対立している。私の王国は謙遜と愛と徳によって獲得されますが、もう一
つの王国の奪取には傲慢、野心、プライド、貪欲、利己主義、悪意が必要です。 

世界はいつでもわが国に抵抗し、私に従う者はいつでも、目に見える影響であれ目に見えない力であれ、その道で嫌が
らせを受け、誘惑されてきた。あなたが私に到達するために茨の上を歩いたのはこれだけではない、あなたの魂が私のプレ
ゼンスに到達する努力でつまずいたのはこれが初めてではないのである。常に自分の心の奥底で戦ってきたんですね。私の
霊の霊感があなたの内面を照らし、闇の力、偽りの光、偽りの美徳、物質、余分なものすべて、この世の偽りの栄光との戦
いに火をつけたのです。 

4 あなたの魂は、その過去と人生の道程を「七つの封印の書」に書き記しました。そこには、あなたの行動、あなた
の一挙手一投足、思考、言葉のすべてが記録されているのです。あなたの魂の偉大な行為、運命と人生の道のりの偉大な一
撃、その偉大な試練、苦しみの杯 ── すべてがそこに真実に書かれているのです。 

魂は多くのことを経験しているが、"肉 

"は知らないのだ。もしあなたの身体が幼年期の最初の一歩を忘れてしまったのなら、人生の長い旅路の中であなたの魂の
発達をどうやって知ることができるだろう？あなたの魂が地上の肉体に現すことができたのは、どれほど少ないことか──

私は、あなたの発達が不十分であるために、まだそれをあなたに与えていない。 

5 霊化して純化された人間の心と体が、直感によって自分の魂の声を受け取ることができるようになれば、魂が肉体
の殻にするあらゆる啓示を明確に受け取ることができる時代が来るでしょう。 

6 今日、あなたはまだ人間生活の中で自分の魂の過去を見る準備ができていないのです。しかし、父はあなたがたに
言う。あなたの旅はどこまで続いているのか!正しい道を歩むために、あなたの魂はどれほど苦労してきたことでしょう。
人生の茨に何度傷つけられたか、あなたの歩んだ道に何度血の跡をつけたか。 

しかし、あらゆる試練や逆境にもかかわらず、あなたは愛する父である主人に従うのです--

あなたの魂の光と慰めの源である神に。そして、第三の時代の今も、あなた方が私に従おうとするとき、困難に遭遇し、不
幸につまずくのである。ある者は試練と呼び、ある者は誘惑と呼ぶ。 

あなたがこれほどまでに私を愛し、道において私に従い、私のもとに来ることを強く望んでいるのに、なぜあなたの父
は、あなたがこれほどまでに試練を受け、誘惑されることを許されるのですか？本当にあなたがたに言う。なぜなら、私に
至る道は狭く、その狭さには苦難があるからです。それは受難の道のように狭く、転落があり、棘があり、多くの無理解と
恩知らずがあり、人生のあらゆる苦しみがある。 

7 しかし、この完成の国に到達するためには、この方法しかないのです。広い道は、この世と罪の国に通じている。 

8 私の王国は強く、力強い。もし私が、私の力と悪の力の前に、別の力を立ち上がらせたとすれば、それは私の力を
証明するためであり、欺瞞と暗闇に直面したとき、わが光とわが真実の力を見、経験するようにするためである。それは、
あの異常と誘惑の暗い影の王国が、大きな力を持ってはいるが、私の道具であり、私は現実にそれを使っていることを認識
させるためである。 

9 私があなたがたを試すのは、あなたがたの発展の道を止めるためではなく、あなたがたを私の王国に到着させるの
を待っているからである。しかし私は、あなたが戦いの後に勝利し、戦いの後に強くなり、長い巡礼の後に霊的な経験の光
に満ち、霊における功績に満ちて、父があなたに神の口づけをするために近づく瞬間に、あなたが謙虚に顔を上げて父を見
ることができるようにしたいのです。 

10 すべての試練に勝利するために、マスターが教えてくれたことを実行しなさい。あなたの目が常に警戒し、誘惑に
打ち勝つことができるように、見守り、祈りましょう。悪者は、あなたを誘惑し、あなたを陥れ、あなたを打ち負かし、あ
なたの弱さにつけ込もうとする大きな鼻を持っていることを忘れないでください。そのため、「忖度（そんたく）」するこ
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とで、「忖度（そんたく）」を見抜くことができます。あなたがたは、この時代、私に従うために大きな試練と誘惑を受け
、それに勝利してきたが、この年、非常に大きな試練と誘惑を受けることになるのである。 

あなたの中の闘いは大きく、人類の懐の中の闘いも大きく、宇宙全体の精神的な闘いも非常に大きいのです。私の支配
、私の正義、私の力にとって決定的な時である。そして、今、私とともにいる者、私の言葉から学んだ者、今、私とともに
自らを強化している者は、勝利することができるように、人類に襲いかかる大きな試練の中に立つことができるように、す
べてを知り、理解しなければならないのである。 

11 自分のためだけでなく、他人のためにも見守り、祈ることを教えているのです。そうすれば、人類に重大な過ちを
犯さずにすむからです。 

霊の教えによって魂を霊化し、開花させることによって、魂は上方へ進化し、霊的な地平、発芽に適した畑を発見し、
天の梯子を見つけ、昇るときには常に師の存在を見出し、その上に身を置き、それに沿って完成へと近づく階段状の梯子と
なります。 

12 私があなた方ひとりひとりに呼びかけたとき、最初の衝動で内なる悟りを感じた人はどれほど少なかったことでし
ょう。自分の魂が奇跡を予見し、神の約束の成就が今、自分の中で現実のものとなっていることを感じていると告白した人
は、どれほど少なかったことだろう。しかし、疑いの網と矛盾の精神に絡め取られた者がどれほどいたことか。 

13 また、すでにわが言葉とわが臨在のもとに行きたいと思っていたあなたがたのうち、宴会や快楽、地上の愛や感情
、人間の仕事に取り込まれ、主人はあなたがたを待ち続けていた。しかし、最後には、私の助けによって、あなたの魂は勝
利し、私のもとにやってきて、「不可能」が可能になったこと、私の約束が現実となったことを、私のプレゼンスによって
確信したのです。 

14 まだ弱いときに試されたのだから──強くなった今、どれだけそうなるのだろう。 

15 父は、弟子たちに大きな混乱や誘惑が起こることをお許しになるのでしょうか。本当にわたしはあなたがたに言う
。確かにわたしは今これを許す。しかし、この試練で誘惑に負けるのを見たいわけではない、闇を光に変え、敵を倒して友
や兄弟に変えるためだ、人の罪の上に立ち、善と徳の痕跡を残し、人を善人に変えるためだ。だから、私は試練があなたを
苦しめることを許します。合格の方法はすでに指示しました。私の教えを見守り、祈り、実践することによって。 

16 あなたに襲いかかる、もうすぐやってくる試練は、どのようなものでしょうか。いろいろな意味で。すでに経験し
たこと、今経験していること、そしてこれから経験することもあるでしょう。 

あなたの魂には、悲しみも恐れもないであろう。一日一日が満足とパンをもたらすように、一日一日が苦痛をもたらす
のです。このような試練は、人生が与えてくれる大きな教訓として、私の教えを実践することです。 

子供たちから上級者まで、試練はつきものだ。私は、このような試練で失敗する人を出したくありません。もし、誰か
がくじけそうになったら、その人のそばにはいつも優しい手、兄弟のような手があり、その人を道に戻すことができるので
す。 

寝ている人がいて、寝ている間に驚いていたら、寝ている人のところに行って起こしてあげなさい。眠りが深く、目が
覚めなければ、起きている者が眠った者の見張り番をするように。 

17 このように私はあなた方を指導し、あなた方が完全に和解できるように準備し、あなた方も赦す方法を知ることが
できるようにするのである。 

18 考えてみてください、皆さん、あなたが昔受けた多くの試練が、私の原因への愛のために喜んで乗り越え、それが
再びあなたの道に現れたとき、あなたを絶望させないかどうか、あなたは知らないのです。病気や生活に必要なものの不足
が、一瞬でも私の慈悲を疑わせ、自分の備えを疑わせないかどうか、あなたは知らない。 

19 私がこのような話をするのは、誘惑がそのあらゆる術、あらゆる力を使って私の弟子たちを苦しめようとするから
です--

私の弟子たちは、スピリチュアリズムの中で一人ではなく、全世界にいますから。まばらにでも散らばっているのを見かけ
ますが、私が送ったからこそ、どこにでもあるのです。 

彼らは、その徳において、私への愛において、他者への愛において、魂を試し、それを曲げ、この世の富、地上のはか
ない栄光、栄光の輝き、地上の偉大さを提供するために探し出されるのです。しかし、私が人間の知性によってあなた方に
警告するように、私は啓示と直感によってすべての弟子たちに警告するのだ。 

20 用心しなさいと、主人はあなたに言っているのです。地上生活では、やがて試練に悩まされ、その中で勝利するこ
とも多いでしょうが、魂にとっては別の試練もやってくるのです。1950年も終わりに近づき、この私の民の中で準備をし
ていない者はすべて、私の声の担い手、私の霊界、教会の指導者、また「働き手」を誘惑することになります。 

21 私の言葉の停止に同意しない多くの人々 が立ち上がり、この顕現がなければすでに生きることができないと感じる
すべての人々 が、主人にその命令を取り消し、決定を変更し、民のために新しい命令を出してくれるよう求めるだろう」。
しかし、このすべてに誘惑があり、その種をまき、声ある者の心を苦しめる、例外なく。彼女が目を覚まして祈り、彼女の
精神に啓発された人々 には、このような効果はない。しかし、準備不足、反抗、混乱、見捨てられることへの恐れによって



U 327 

94 

、すでに影響を受けていると思われる人々 には、確実に刺激を与え、その中に基盤を見つけ、これらの心は、私の教えを大
きく歪める権利を引き受けることになるのです。 

22 父なる神の決断を変えさせることができるのは誰なのか。あなたがたに言うが、イエスでさえも、父からこれを得
ることはできなかった。 

第二紀、師の犠牲の死が近づくと、イエスは弟子たちに付き添われて園の孤独を求めた。使徒たちの心には悲しみが溢
れ、厳しい試練の予感が彼らを苦しめた。しかし、イエスの心もまた、大きな悲しみに貫かれていた。そこで師は弟子たち
に言った。"しばらくの間、私と共に見守り、祈りなさい 

"と。しかし、師が見守り、祈るとき、その弟子たちだけでなく、全世界のためにしてくださったのです。 

23 男としての師匠の心は、一瞬、全てから見放され、誤解され、孤独を感じ、体から血の汗が流れ落ちたのです。こ
れは、イエスが視線と声を張り上げて、父にこう言われたときに起こった。「わが神、もし可能ならば、このあまりに苦い
杯を私から取ってください。しかし、私の意志ではなく、あなたの意志が行われます。 

24 可能であれば、御父の意志を引き取ってほしいという御子の願いを前にして、 ── 

御父はその言葉を聞かれたのでしょうか。本当にあなたがたに言う。いや、そうである。そして、すべてのマスターのマス
ターは、精神が肉体に勝利するために、その祝福された肉体の上にご自身を感じさせなければならなかった。そして、眠っ
ている弟子たちのところに戻って、彼らに言った。"霊は喜んでいるが、肉は弱い "と。 

25 その身体に対する彼の非難は、なんと愛に満ちたものであったことか。 

26 三度目の正直はクライマックスに近づいているので、マスターはあなたに見てほしいと思っています。そう、この
時代の弟子たちよ。その祝福された厳粛な時間には、第二時代の人々 は眠り、主はすべての人のために見守り、祈られた。
今日、あなたがたも見守り、祈ってほしい。そして、もし主がその出発の時を告げ、御言葉を撤回する瞬間をあなたに示し
たのであれば、あなたにとって大きな試練であっても、主の高い命令に従わなければならないのである。しかし、あなたは
すでに、わが霊が永遠に存在すること、私が霊から霊へとわが身を知らせること、わが霊界があなたのために立ち上がり、
あなたを保護することを知っています。 

27 長い時間をかけて受け取ったこれらの顕現に、あなたはかなり慣れてしまっているから、これらの顕現が停止する
ことに苦痛を感じるのであろう。しかし、この苦痛に直面しても強くあれ、私の子供たちよ、この試練に直面しても、あな
た方の精神の高度な発達の兆候を示すのだ。しかし、本当にあなたがたに言います。準備万端でこの日を迎えた声の主たち
は、自分たちでさえも短い時間ではあるが、死に触れていることを実感することだろう。でも、その後に育てます。また、
孤児になったような気持ちになる人もいるでしょう。 

私の光、私の精神、私のインスピレーションの波動は、あなたがたをどこまでも追いかけていくからです。そして、あ
なたの霊性が高ければ高いほど、聖霊があなたに啓示することも大きくなるのです。 

28 ああ、もし私がこの時代のすべてのわが弟子たちに、一つの群衆に結ばれたわが教えを真に与えることができたな
ら、──もしすべてのわが民がこれらの警告を聞くことができたなら！」。しかし、この期間の最後の瞬間が近づいていま
すが、私はまだあなたが分裂し、精神的に遠く、一方が他方を愛していないことを発見しています。それでも、あなた方の
最も純粋な心から、霊的な尊敬と慈愛は生まれません。しかし、そこには、私がすべてのわが子たちの心に神の種として蒔
いた美徳があり、魂の進化が恵みの命へと生まれ変わるのを待っているのです。 

29 精神化だけが結合を与えてくれるのです。わが仕事において霊化を遂げるまでは、慈悲も理解も愛もなく、これら
の徳がなければ、私と結ばれることはできないだろう。あなた方が主人の証人となり、私もまたあなた方の証人となるよう
に、互いに結ばれてほしい。あなたがたが人の間で "これは私の師匠です "と言うとき、私は地球の輪の中で 

"これは私の弟子たちです 

"と言いたいのです。しかし、私はまだあなたに働きかけなければならないし、あなたもまだ学んで働かなければならない
。 

30 わが子たちよ、わたしと共に進みなさい、わたしはあなたたちがあらゆる試練に合格するのを助ける。私はあなた
に光を与え、あなたの行く手に闇がないようにする。私はいつだって、あなたの眠りを許さない愛の声であり続けます。そ
して、その時が近づいたとき、それはすでに間近に迫っていますが、私がこの宣言を通じて最後の言葉を伝えるとき、私は
あなた方の中に精神的な献身、服従、真の理解、進歩しようとする努力を見出すことでしょう。しかし、私の意志に反対す
る者たちに災いあれ。災いなるかな、我が声帯を誑かす者どもよ。災いなるかな、彼らを誘惑の網にかけさせる者たちよ。
誰も彼が無知だったと言うことはできないだろうし、私の正義の法廷の前で彼が何をしているのか知らなかったと主張する
ことはできないだろうからだ。1950年の終わりに、人間によるこのような形の顕現が終わることを知らない霊能者がいる
だろうか。私の高官会議において、私一人がこれを決定しなければならないことを知らない者がいるだろうか。私が容赦な
い裁判官であることを聞かなかった者はいない。 

31 だから、私の最後の言葉、それは「私の平和があなた方とともにあるように！」と告げるとき、素材には静寂が訪
れるだろう。あなたの父は、もはや人間の心を通して御言葉を鳴らすことはないでしょう。私は、私に背き、私の命令に逆
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らう子供たちのために、いかなる罰も与えず、絞首台も設置しなかった。彼らは自分自身の被告となり、良心の前に被告と
なるのです。彼らは自らの判決に署名する者であり、またその死刑執行者でもあるのだ。 

32 しかし、彼らはどんな実を手渡すことができるのか、どんなエッセンスを人の心に注ぎ込むことができるのか。こ
うして不服従に立ち上がるべき者は、自らの手で権威、賜物、任務を奪うことになるのです。 

33 騙されないぞ！私は決して虚偽の行為に走らず、闇に身を隠さない。私の真実はいつも裸だ。しかし、もし人がわ
が霊の裸を見ることができなかったとすれば、それは彼らがそれを望まなかったからである。私はどんな衣服でも、私の真
実を隠したりしない。私の裸は神々 しく、純粋である。私の裸は聖なるものであり、宇宙のすべての存在にそれを示すだろ
う。その象徴として、私は人間として裸でこの世に生まれ、裸であなた方のもとを去ったのです。 

34 私は、真理が常に私のものの間に君臨することを望んでいる。私はあなた方の間に愛があることを望み、私の愛は
いつもあなた方の愛の中にある。真実はただ一つ、真の愛はただ一つ。その真実と愛があなたの中にあるとき、あなたの愛
とあなたの真実は私のものとなり、私の真実と私の愛はあなたのものとなるのです。 

35 1950年以降も、私は弟子たちに、瞑想のとき、あなた方の集まりのとき、あなた方が一人で歩いているときに語
りかけ続けるからです。あなたが会社にいるとき、あなたはいつも、あなたの道を横切る旅人、道楽者に出会い、あなたが
一緒に歩こうと誘うように頼むでしょう。そのとき、私のインスピレーションは大きく、あなたの魂が慰められるのを感じ
、「父があの世から送られたものは、声の主が心で言ったことはありません。それは、父が私たちの間で御業を続けておら
れるからです。" 

36 このように、私は真実のうちにあなたがたに会いたいのです。私はまだ未来に大きな教訓を残しているからだ。 

私の霊的世界があなたの霊に訪れ、これがあなたを慰め、あなたの行く手を叱咤激励する強力な励ましとなります。す
なわち、父の近さ、父とその霊的世界の真の存在、あなたの間における父の王国の近さです。 

あなた方が大群衆のところへ行くとき、私や私の霊的世界があなた方と共にあり、人間の知性を通して伝達されてきた
ことを伝えなさい--

父と話したのはあなた方であり、私の祝福された存在と会話を交わしたのもあなた方であったことをね」。 

37 もし、世間があなたに、"この思考の交換や霊的な会話は、もうやめたのですか？"と尋ねれば、あなたは、"そう
です 

"と答えるでしょう。そして、「父との対話は永遠である」と言うべきです。その子らが成長した当初から探し求め、どん
なときでも被造物と思いを交わしてきた。しかし、時の流れの中で、より優れた、より完全な、より高い、より霊的な顕現
を求めてこられたのです。" 

もしあなたがこのようにシンプルに話すなら、人類は多くの神の啓示を理解し、魂が私の真実を理解するのを妨げる暗
い目隠しを取り去ることになるでしょう。そうすれば、私の偉大さを認識させ、狂信と偶像崇拝を彼らの心から消滅させる
ことができるのです。 

38 このように、高慢な建物、金銀の祭壇、華やかな儀式は倒れなければならない、それらはすべて自ずから倒れ、た
だ時間に負けるだけなのだ。しかし、人の心に住む偶像崇拝、狂信の神殿は、わが意志に従って崩壊する、それは破壊され
るであろう。そして、わたしを最も侮辱した人々 から、彼らが心に秘めているものをすべて奪い取り、これらの冒涜の痕跡
が残らないようにする。 

39 祝福されたイスラエルの民よ。私の力と私の光に満たされなさい。もし私がいつも難しい試練やつらい出来事をみ
ことばであなたがたに告げるなら、それはあなたがたをそれらから守り、それらを無事にやり過ごすためである。しかし、
わたしのことばの中には、いつもあなたの心と魂に癒しと喜び、自信と希望も注ぎ込んでいる。 

あなたの心に、私は告げ、地上でのより良い生活を準備します。子供であれ、若者であれ、壮年の男女であれ、あなた
の人間としての心を慰め、祝福し、人生の道に新しい機会を開き、あなたの道に祝福を注ぎます。 

私は、世界の平和を見つける最良の方法を教え、口の中で甘い味がする果実を知っています。涙の谷のようなこの世界
で、あなたを幸せにし、私の平和に値するような、許された仕事はどれかを教えているのです。私はあなたの子供、両親、
兄弟姉妹、親戚や友人、そして民族間の愛の絆を強化します。 

そして、あなたが身につけた功徳によって到達できる高次の生命を、もう一度あなたの魂に教えてあげます。 

なぜなら、死は老いによってのみ訪れるものではなく、人生の疲れによってのみ訪れるものでもないからだ--

それはいつでも、どんな日でも、思いがけない瞬間にやってくる。あなた方全員が──絶対に全員が──この人生を後にす
ることを忘れないでください。 

40 でも、もしあなたが自分の生きているこの人間の人生を楽しみ、探求するなら、 ── 

あなたが楽しみ、苦しみ、たくさん勉強し、また奉仕するこの人生を完全に知らないなら ── 

この人生の上にあるもう一つの人生はどんなものだろう？あなたの魂は何かを知っているが、その何かはすべてではない。 

彼らは皆、魂の 

"谷"、つまりこの世よりも高いところにある世界を生きてきたのだ。しかしそれでも、あなたの魂は常に他の世界に入る準
備をしておかなければなりません--前回出た世界ではなく、魂の完全性へのはしごの高いところにある別の高い世界に。 
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だから、私はあなたがたのところに来たのであり、地上の生活についてではなく、魂の生活について話しているのです
。なぜなら、それはもっと長く、完璧な人生であり、あなたが永遠に留まる家だからであり、そこに到達したときに取り乱
してほしくないからである。あなたの魂が、私のドアをノックすることにふさわしくないと感じてほしくないのです」 

「現世からあの世へのステップに戸惑わないでほしいのです」 

「あなたの魂が、私のドアをノックすることにふさわしくないと感じてほしくないのです。このステップは重要であり、ま
さに試練であり、闘いなのです。 

41 人の命からすべての思考を引き算しない。あなたに肉体を与え、あなたの魂を受肉させたのは、私である。あなた
方を地球に住まわせたのは私の慈悲であり、あなた方の栄養、保存、リフレッシュ、発展のために、あらゆる種類の贈り物
、自然の王国、元素、有用性に満ちた生き物でこの惑星を飾り、祝福したのです。あなた方と結婚し、あなた方に成長と増
殖を命じたのは私である。 

42 あなたがたの手に労働の道具を置き、この労働とあなたがたの実りを祝福するのは、わたしである。あなたの眉の
汗を祝福するのは、私である。ですから、あなたが真に義務を果たしている限り、私はあなたの義務を止めることはできま
せん。しかし、謙虚に、自分を尊重し、他人を思いやりながら、それを実行すれば、この世の最小限の努力で、あなたの心
に平和と満足を与える実りを得ることができるのです。 

43 しかし、そうした義務や、あなた方を結びつける愛や感情や絆とは別に、私はあなた方の魂のため、あなた方の心
や心や存在全体の動きを支配すべき高位の存在のため、あなた方の身体の殻を支配する存在のため、私のしもべでありあな
た方の身体がこれであるべき存在のための注意と時間を要求します。また、自己観照のための時間、仕事のための時間、展
開のための時間、神への礼拝のための時間、父と他の魂に対する霊的義務のための時間を与えてほしい。 

44 わが教義とわが法において、われは常にすべての法、すべての義務、すべての礼拝の形式を統一してきた。同様に
、この第三の時代には、あなた方が新たな狂信に陥らないように、秘密主義や誘惑に陥らないように、すべての義務を単純
に果たすように、私はあなた方のところに来てこの幅で指導しているのだ。 

45 これが私の弟子たちです。私の教えを真に利用する者は幸いである。この試練の年、誘惑や混乱が訪れる年に、見
守り、祈る者は幸いである。そうすれば、あなた方は強くなれる。祈りによって、断食によって、私の教えに従って、すべ
てを克服し、団結して互いに愛し合い、慈悲を示す方法を知ることができるのだ。しかし、理解と慈悲、兄弟愛と愛が常に
優勢であり、柔和と謙遜である。そうすれば、私はあなたがたに報い続け、この民の胸の中に、わがことばを通して、わが
身を知らしめるであろう。 

46 すべての人に目を配り、自分自身に目を配りなさい。そうすれば、善と平和がついにあなた方の相違を克服し、私
の王国があなた方とともに嘘と闇と悪の王国を征服することができるのです。 

47 あなたがたの父を、あなたがたのうちに悪に打ち勝つ軍勢の王とし、あなたがたを、霊的な栄誉に満ちた、満足と
心の平安に満ちた兵士として見てほしいのだ。そのとき、普遍的な調和の賛美歌は、最大の勝利の中に聞こえるでしょう。
私たちの「打ち負かされるもの」は魂ではなく、悪、すべての闇、罪、不完全なものである。父の勝利は、闇と悪に根ざし
たすべての知恵遅れの魂を救済することにあります。 

もしあなたが、誰もが迷子になると信じているなら、それは間違いです。一人の魂が救われなければ、私はもはや神で
はない。あなた方が悪魔と呼んでいる者たちも、すべて神から生まれた魂であり、もし今も迷っているならば、彼らもまた
救いを見出すだろう。真の光はいつ彼らに宿るのだろうか。そして、あなたが光の霊的な軍勢とともに、あなたの祈りと愛
と慈悲の業をもって、彼らの無知と罪と闘うときです。 

48 あなたの父とあなたの完全な幸福は、主の大いなる日になるのです。あなた方が主の食卓で永遠の命のパンを食べ
るとき、普遍的な宴が開かれるのです。 

 

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 328 
私の平和があなたとともにありますように 

1 魂として、肉体として、私の前に歓迎されよ。なぜなら、両者とも自分をリフレッシュさせ、私の神聖なエッセン
スに浸り、その日の仕事を続けるために私の中で自分を強化するためである。 

2 私の魂がここにある、そしてあなたの魂もここにある 

3 父と子が存在し、互いに顔を合わせて愛情をもって見つめ合い、互いを認め、愛し合い、祝福し合っているのです
。人々 よ、真に告げよう。今に至るまで、あなた方の魂が私に到達する確かな道を見つけたことはなかったのだ。今日、あ
なたは、高揚した瞬間、地上の義務から解放された瞬間、真の悔い改め、霊的な祈りの道を知った瞬間を通して、私を見出
すのです。 

4 もはや、懺悔の訓練や儀式や儀式は、あなたを私につなげ、あなたが私を讃え、私に喜ばれる存在であると信じら
れるようにするための時間ではありません。あなたはもうとっくにその時代を捨てているのです。あなたの魂は自らを解放
し、霊の翼を広げて無限を極め、自らを私に引き上げ移し、地上の苦しみや苦難から解放することによって、第三の時にリ
フレッシュするのです。 

昇天した後、その身体に戻るとき、その力と光を伝え、高揚させ、強め、慰める。大人が小さな子供を抱くように、魂
は自分の身体を抱きかかえ、生命と光の道を歩ませ、信仰と希望で生き生きとさせるのです。 

5 時間が経つにつれ、あなたの魂は弱さを感じなくなり、私の教えと、試練と闘いの中で得た光によって、ますます
強くなっていくのを感じます。だから私は、私の弟子たちが、光と霊性と愛に満ちたこの仕事の使徒となるのを見たいので
す。そうすれば、私の代わりに人々 を指導し、彼らが発見していない教訓を示し、粘り強く堅実に真実への道--

この地球の平和と魂の至福と永遠の平和に至る道--をあなたに示すことができるようになるでしょう」。 

6 私の高い玉座から、私のユニバーサル・レイを送ります。それは、現存するすべての生きものに、愛を持って広が
り、注ぐ。しかし、選ばれし民であるあなた方となら、私の光線は人間の言葉、つまり心に理解できる言葉となり、その内
容は神の本質、神の神秘が解明されるのです。 

わが言葉はすべてのわが民に降り注ぎ、まことにあなたがたに言うが、わが子たちはしばしば「このような言葉の伝達
者、このような集会には偽りがある」と言ったが、それでも、あらゆる偽りや準備不足にかかわらず、わが霊は存在してき
たのである。私がよく言ったのを覚えていないのか。私は、わが子の傷や準備不足を見過ごすのですか？ 

7 今こそ、私の出番だ。それは、父なる神が子への愛から課した、父なる神の成就の時です。なぜ、あなたの罪を前
にして、私がためらわなければならないのでしょうか。 

8 人を欺く者として非難してはならない、嘘つきとして非難してはならない、汚された者として非難してはならない
。あなた方は皆、私の弟子であり、現在、私から学んでいることがわからないのですか。 

1950年以降、私のユニバーサル・レイがあなた方の間で人間の言葉でなくなったとき、私のユニバーサル・レイをこ
の時代のように現出させようとする者は--どんなに準備が整っていても--

本当に「わー、わー！」である。なぜなら、彼は偉大な霊化と準備にもかかわらず、その不従順さによって欺く者となるか
らです。 

それは、この啓示の始まりから1950年まであなたが持っていた形での父の存在を、もはや当てにしない時であろう。
なぜなら、わが法とわが定めは不変であるからだ。私は決して自分の仕事を変えず、私の正義はゆるぎないものであり、私
の弟子たちは父と調和し、父に従順で、父と完全に一致した生活をしなければならないのです。 

それにもかかわらず、マスターとして、私は、彼らの大きな準備不足と不完全さにもかかわらず、今、私の顕現の時に
、私が自分自身を知らせることを通して、言葉の伝達者を許し、私は自分自身を知らせ、大勢の人々 に慈悲を注いでいると
断言する。純粋さと完全さであるわが言葉において、彼らが「肉」の不完全さに気づくなら、人間の不完全さを許し、実の
霊的な「味」の中にあなたの主の存在、力、本質を発見する方法を知るために、私はその実によって木を認識するように指
示したのである。 

9 私は今、あなたの霊の中に想起の霊書を作り、私の神聖な指示に基づいて、私の言葉の物質的な本も作っていると
ころである。それは、私が後世のために、将来の世代のために、あなた方の後に来る後代のために残している「神聖なる遺
言」です。しかし、本当に言いたいのは、彼らはあなたの不完全な部分の「味」を知らないということです。 

私の言葉は、あなたの霊が保存しているものであれ、紙に記録されているものであれ、完全で、何の傷もなく、何の不
純物もなく純粋で、その奇跡的な力が人の渇き、魂の渇きを癒す澄んだ水となるでしょう。人の魂が何度も祝杯をあげるパ
ンとワインになるのです。それは輝く灯台であり、聖霊の光に照らされた道であり、旅人や迷える漂流民が安全な港にたど
り着くための方向を見出すことができるものです。 

10 世の中にスピリチュアリズムを確立することは、あなた方にとって難しいことではなく、ましてや不可能なことと
は思えないはずです。わたしは畑を肥沃にし、あなたに託した種は発芽させることができるからだ。畑はそれを待っていま
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す。すべてが準備されているわけではありませんが、あるものは種まきを待ち、あるものは清められ、この清めは、あなた
の父からの正義、試練、知恵と愛のふりかけです。 

11 今、人類は民族、人種、言語、色に分かれ、私の神霊からそれぞれの裁きの分け前、それぞれに属する試練、闘争
、坩堝、そして私が各人、各民族に用意した罪滅ぼしを受け取っています。しかし、あなたがたは、わが裁きには愛がある
こと、父が人に送る試練は愛の試練であること、たとえこれらの試練に不幸や運命、惨めさがあるように見えたとしても、
すべては救い、善に向けられていることを知る。その背景には、命、魂の保存、救済があります。父なる神は、放蕩息子を
最大の愛で抱きしめるために、いつも待っておられるのです。 

12 私を認めない民族がいる。私の律法から頑なに距離を置き、私の教えを知ろうとせず、時代遅れだと考えて反対す
る民族がいるのだ。私を理解していない者たちは、地上の自由を主張する者たちである。また、彼らはしばしば自分の利益
のために善いことをするのであって、寛大さからではないのです。 

しかし、それぞれの民族と人々 には、わが正義と試練が運命づけられている。これらは、あたかも耕すことのできる畑
のように、彼らの心と魂を最終的に実りあるものにし、耕した後に、わが愛、わが正義、わが光の永遠の種をそこに置くた
めに日ごとに到来するのである。それらの民族は愛をもって私を語り、それらの民族は私に希望を託し、この人類のすべて
の民族の魂には、歓喜の歌が響き、すべての人々 の唯一の主に対する賛美と愛の合唱が響くことでしょう。 

13 しかし、今は試練と闘いの時です。あなたの神様だって、いまは戦っているんですよ。主は軍神であり、あなた方
を軍神として任命されたのです。 

今日、あなた方はまだ弱く、自分自身に不信感を抱いています。試練を測り、闘いを想像し、魂と心が臆病になるのを
許すのです。 

あなたの精神は自分の中に尺度を作り、右の尺度の皿にはこの人類の善を、左の皿には悪を置くのです。善は一粒のト
ウモロコシのようであり、悪は百房のようであることを見る限り、何をすべきかは分からない。そして、自分の内面を見つ
め、自分が正義でも美徳でも聖なるものでもないことを知り、正義、美徳、聖なるものだけが、悪に鈍り、憎しみに固まり
、情熱、悪徳、不幸のうちに実体化したこの人類を救済することができると考えるのである。 

14 あなたは自分の聖域を判断し、そこにあなたの小さな供物、あなたの弱い炎を見るのです。他人の聖域を侵し、も
はや人の狂乱の行く末を止める手綱がないことを見抜く。そして、神について話すと耳を傾けてもらえない、霊の能力につ
いて話すと笑われ る、と考えているのです。 

15 私が明らかにしたこの仕事の中で、私があなたに託した計り知れない価値のある宝物を、なぜこれほどまでに信頼
しないのだろう。まことに、あなたがたに告げます。聖なる者、正しい者にならなくても、あなたがたは、人の間で偉大な
救いの業を行い、人類の間で偉大な奇跡を行い、また人の間で模範となることができるようになるのです。もし、私がこの
人類に聖人や完全な存在を送り込み、人間の手本とさせようとするならば、彼らに似せることさえ不可能に思えるだろう。 

私は、改心した罪人たちを、義人になることなく、聖人として、刷新、悔い改め、勇気、父の教えへの熱意、あこがれ
、進歩、霊的成長の模範を残す方法を知っている人々 の中に送り込むだろう。 

16 あなたの魂はいつか完成に達しますが、いつになるかはわかりません。父はあなたを強制しないし、あなたもあな
たの歩みを強制しない。しかし、それでも決して立ち止まってはいけない。たとえ歩みが遅くても、常にしっかりと上を目
指してほしい。 

17 民衆の中で戦わなければならないこと？─ 

これは本当です。あなたがたが彼らの間で行う証言、すなわち、わたしが人間の知性を通して自らを知らしめ、あなたがた
が今伝えるこの言葉をもたらしたという証言は、疑われるだろうか。それは確かなことです。というのも、人類は御父に愛
されていると言いながら、その愛の大きさを理解したことがないからです。ですから、私はいつも謙虚な態度で人々 の前に
現れ、私の神聖な顕現において、すべての力、すべての輝き、すべての栄光を使ったことがありません。そのとき、人々 は
私を見ることができず、私に逆らうこともできなかったのです。 

18 私は常に自分を制限してきたが、謙虚に、愛と優しさの中で自分を制限したことはない。今日あなたを愛している
のと同じ愛で、私は二度目にも、最初の時にもあなたを愛し、永遠にあなたを愛し続けるからです。あなたが存在する前か
ら、父はあなたを愛していたと、私は真実に伝えることができます。 

19 あなたがたの中には、「私たちの魂は、愛に満ち、清らかで完全な父から生まれたのに、なぜ善と徳の中にとどま
り、耐え抜くことができなかったのか」と自問する弟子たちがいる。マスターが答える。私は、あなたの魂を地上に送り、
父に存在するすべての資質を与え、創造主に似た子として創ったのです。地上での歩みのために肉体を預けられたが、この
肉体が、肉体が弱いために、魂に試練と葛藤を与えてきたのである。魂の強さを試すには、こうでなければならないのです
。 

20 徳は試されることによってのみ、その姿を現す。光は闇の中で最も強く輝き、光は光の中で輝かない。だから、あ
なたの魂が試され、浄化されることが必要だったのです。あなたの魂には始まりがあります。しかし、その無邪気さには何
のメリットもなく、経験も発達も完成も欠けています。そして、光に満ち、すべての賜物を開花させ、すべての能力におい
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て完成され、戦いで得た多くの功績を持ち、自分自身と父と人生についての知識に満ち、自分の起源と、何のために創造さ
れ、どこに戻ってきたかを認識している魂として、父の前に到達するのである。 

21 魂が地上での闘いの始まりに肉において遭遇したように、魂もまた無限の試練と誘惑に遭遇した--

ある試練は目に見え、ある試練は目に見えない--肉によって魂に降りかかるほど強力な誘惑と試練--

目に見えるものと、魂、精神、心と心の柔らかい糸にのみ感知できるものとがある。 

22 魂はその起源からあらゆる意味で試されてきた。悪によって試されてきたのだから、父が悪に憑依して子供たちを
誘惑することができると思う？本当にあなたがたに言う。しかし、悪もまたあなたの起源から存在し、それは魂と「肉」の
弱さ、誘惑を引き起こしました。 

魂は自分の力をどう生かすかを知らず、「肉」は誘惑に負ける──その前で父はどうしたのか。彼は、悪の力があなた
を試すことを許したのです。それは、私があなたに託した私の光をあなたの中で試すため、私のものであるあなたの美徳を
試すため、あなたを苦しみの中で、困難な危機の中で、人生の混乱の中で浄化するため、そしてこれらの試練と困難な出来
事の間に、あなたの魂が完全のため、法則の実現のための機会を見つけるため、つまりあなたの仲間とあなたの父に対して
、私の法則における強さと不動の証明の機会を見つけるためです。 

23 あなたはいつも私の律法を直感的に知っていた。--

善を命じ、悪を咎める私の律法を。人間は誰でも、この世に生を受けたときから、直感的に何が善であるかを認識し、どこ
に悪があるかを見抜いているのです。しかし、あなた方は、最初の人たちのように、モーセが来る前の私の民のように、自
然の法則の中にとどまることができなかったのだ。私の民であるイスラエルが、モーセの到来以前に、自分たちの父を認識
しなかったとでもいうのか。あなたがたに言いますが、そうではありませんでした。 

この人類の始まりから、私を認識する人がいて、その人を通して私は他の人に認識されてきた。シナイで、民に囲まれ
ていたモーセの前でわが律法を宣べ伝え、それを石に刻んで彼に与え、彼を民のもとに送り、それがすべての国民の間の種
となるようにしたのである。 

24 この法律によって、私の民は救われ、解放され、この地上での福祉と幸福、そして来世への希望を手に入れたので
す。しかし、私の律法の腐敗の日、それに慣れる日が来て、再び悪が広がり、善をも凌駕するようになった。 

その戒律が次第に曲げられ、人々 が私の中に新しい道を作り始めたとき、私は再び来な 

ければならなかった。今度は、人の中に人となったメシアとして、道をまっすぐにし、真理の道 

につなぎ、人々 を真実と善に導き、正義と愛の道へ誘い、欺く者を暴き、すべての偽りと迷信を滅ぼし、 

人々 に向かって言う。「これこそが法であり、私がファーストタイムズで伝えたものである。" 

25 私のこの来訪によって、地球の新しい人々 、新しい民族も同様に、道、平和、精神的な幸福、滋養、そして来世へ
の希望を見出したのです。 

26 長い間、この人類は天の国の豊かな宴を糧にしてきた。しかし、見よ、この食事も汚され、すでにこの状態で飢え
た人々 に運ばれたので、私の教えは偽られ、私の教えもねじ曲げられ、誤って解釈されたのだ。子供たちの律法の遂行と神
への礼拝が、父なる神の命ずるところではなかったので、民に戻り、それによって約束を贖うことが必要になった。わたし
は、人の間にわたしの存在が時折必要であることを、あらかじめ知っていたからである。 

ですから、今こそ、主が再びあなたがたのところに来て、過去の時代の律法、すなわち、これまでの二つの時代にあな
たがたに豊かに与えられた啓示、教え、奇跡について説明せよと、予告されていた時代なのです。 

27 これが、私が来た理由です。なぜなら、あなたがたは肉の弱さに屈し、あなたがたの上に存在する超自然的な悪の
力のもとで、見える誘惑も見えない誘惑も受けるようになったからです。 

28 その最初の時に、わが来臨の証人がみな、それを前にして信者になったと思うか。本当に、全てではありません 

29 この啓示が他の国、異教徒の国へ運ばれたとき、すべての人が信じたと思いますか？いいえ、多くの人は、律法が
神の御業であることを理解していなかったのです。むしろ、人間の仕業だと信じていたのだ。しかし、その律法が確立され
、その正しさが自分たちの行いによって明らかになったとき、偉大な不信心者たちはそれを調査したのです。 

30 それは第二次世界大戦でも同じでした。何千何万という男女が私の声を聞いた。多くの人は本当に信じたが、さら
に多くの人は疑い、あの人こそメシアではなく、他の人と同じ人間だと考えた。御言葉は、彼らの不信仰によって理解不能
となり、混乱し、よく信じる者にのみ、もっともらしく、明瞭に伝えられるようになった。それゆえ、私は不信心な者たち
から戦い、あざけり、迫害され、私の苦しみ、私の行い、私の奇跡は、不信心な者たちから神の業とみなされず、人の業と
みなされたのである。 

31 私の教義が自らの発現によって人類に広まり、私の証人たちも同様に、彼らが私の真の弟子、私の真の証人である
ことを証明すると、不信心な人類は私の教義に改宗し、悔恨の涙を流し、同様に私の弟子となったのである。 

32 なぜ、このタイミングでこのようなことも起こるのか、驚かなければならないのでしょうか。  

33 ある者は、あなたの証言と、私が知性を通して人間に自分を知らせたことを疑うだろう。ある者は、わが言葉を含
むそれらの物質的な書物に目を向けるとき、それが霊感によって受け取った神聖な作品であることを疑うであろう。そうす
れば、彼らはすべてをあなた方、人間の虚栄心のせいにしてしまうでしょう、この人間性には不信感がありますから。しか
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し、同胞を非難することなく、それで自分自身に暴力を振るうことなく、不信と不信を見過ごすべきです。不信と不信の後
には、自分自身の行いの結果として信仰がもたらされると知っているからです。 

そうすれば、世界を変えるのは本でも言葉でもなく、私があなたたちとともにいたこと、私が "雲に乗って 

"やってきて、私の声の担い手、つまり私の聖霊によってそう指定された人間を通して私の光線によって自分自身を知らし
めるという証を、あなたたちの良いわざで封印することができるのです。 

34 私はあなた方を地球のすべての道に送り、あなた方の子供たちも聖霊の弟子とし、その子供たちも私の種を実行に
移す。しかし、本当に申し上げますが、あなた方の世代から3世代も経たないうちに、この人類は、精神主義や聖霊の到来
に直面して、異常な出来事によってその根底を揺り動かされることになります。同じように、悪の王国を徐々 に排除してい
くのです。この権力は、あなたの愛と正義の働きによって、ますます崩れていくでしょう。 

35 スピリチュアリズムに改宗する人は、その王国に属する人が一人減ることになります。しかし、もしあなたが、私
があなたがたの愛と光の業によって、悪の雰囲気を克服する任務や使命を与えていると信じるなら、私は真実に言って、あ
なたがたはまだ完全に悪を打ち負かせる時ではない、それはあなたがたよりもまだ強いのだ、と言うのです。しかし、私が
語るこの言葉のために、武器を隠さず、引くことをためらわないようにしなさい--

いや、わが子たちよ。あなたの剣は万能ではないが、私は万能であり、あなたの剣の中に私がいることを忘れないでくださ
い。 

36 誘惑と戦い、罠を発見し、魅惑的な網や縄を引きちぎり、それらがあの世のベールに隠れているときには直感で発
見し、それらが人の間に隠れているときには人の闘争の中で発見しなさい--常に戦いなさい。 

私はあなたに言います。この戦いにおいて、あなたは私とともにある。私は闇と現存するすべての悪に対抗する偉大な
戦士としてその中にいる。そして最後には、最後の一撃を加え、征服するのは私であり、あなた方の側に立ち、あなた方は
私が征服するのを助ける者となるのだ。誘惑と悪に対する最終的な勝利は、この時代には、わが民であるあなたがたには訪
れないだろう。その力を一時的に束縛することになるが、その際の功労は汝に説明されるであろう。 

その力が束縛されている間は、人の心に善が根付き、あらゆる形の善が力を増すために役立つのです。そして、人が善
において強くなり、私の正義の秤において善が悪より重くなったとき、あらゆる形の誘惑がまたある期間解放され、まさに
その間に、それを倒すのは私の剣ではなく、あなた自身の武器であろう。 

37 私はただ無限の彼方から見守るだけだ。そうすれば、敵を倒すのに必要な力が得られるからだ。あらゆる形態の美
徳がこの世に蔓延し、誘惑は隅も開いた扉も部屋も見つけられず、その最大の罠、最大の罠は、誘惑の力の最後の要素まで
無効にされるでしょう。そして、彼らの王国が壊れ、分裂したとき、あなたの勝利の始まりが訪れ、闇は光に変わり、悪は
善となり、失われた者は発見されるのである。 

38 見よ、これがおまえの魂の勝利となる。そして、おまえが賛美するとき、それは光と正義と愛の勝利となるのだ。
あなたがたは、失敗してこの世を去ることはなく、誘惑によって破滅して去ることはない。いいえ、私の子供たちです。あ
なたがたは長い間、この罠にかかり、これからもかかり続けるだろうが、兵士が指揮官の前に立ち上がるように、あなたが
たの顔を上げて主を仰ぐとき、勝利の日が来るのだ。 

39 人々 よ、私は来るべき戦いのためにあなた方を準備しているのだ。すべての戦いに常に勝利している姿を見たい。
しかし、私はこの勝利があなたのプライドを傷つけるものであって欲しくありません。あなたの虚栄心のための勝利ではな
く、私の王国のための勝利なのです。それは、自分の顔にも現れないような、精神的な謙虚さを深く、心から満足させるも
のでなければならないのです。 

40 あなたがたの愛と慈悲の行いは知られてはならない。あなたがたの中には、仲間の間で行われている慈愛を喜捨す
るパリサイ人はいないであろう。あなた方は、沈黙のうちに善を行う者となる。 

あなたはすでに聖霊の時代に生きており、あなたの魂は今、それによって善を行うためのあらゆる能力を繰り広げてい
るのです。地上にあるものだけでなく、あなたの心や魂が持っているものも与えることができるのです。あなたの言葉によ
って、あなたの地上の人格によってできないことは、祈りによって行いなさい。私に語りかけ、私に立ち上がり、そこから
偉大な慈悲と愛の業を行うことができるようになるのです。 

しかし、もしあなたの良心が、貧しい人々 に与えるために、何か物質を手放さなければならないと言うのなら、その恩
恵を祈りに置き換えるつもりはないことです。霊的な祈りによって、自分の利己主義を隠したり、ごまかしたりしようとし
ないでください。自分ができることは父がするべきだという思いを抱いてはならない。 

41 あなたの良心は常にあなたに命じ、どのような方法で慈善を行うべきかを教えてくれます。その慈善のために、も
しあなたが自分の何かを手放す必要があるとしても、あなたの心がそれを後悔しないようにしてください。手を伸ばせば、
魂に幸せを感じることができる。そうすれば、あなたの心もまた、あなたの父にある喜びを予期するようになるのです。 

42 人類間の大きな戦いに備え、あなた方に伝えるのです。現代の人々 は来世に関心を持っている。しかし、人は地球
のあらゆる場所で精神的なものを探求し、主の秘密の宝庫を探ろうと努力し、書物を議論し研究し、人々 は哲学や科学を突
き詰めた。 
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なぜなら、私は求められている、私の存在はすべての人に感じられ、彼らは私を見つけようとするからです。魂は、私
が愛と赦しの源であることを知っているので、赦しと救いを望み、罪を犯しているにもかかわらず、あえて私を求めるので
す。彼らは、私が無尽蔵の慈悲の源であり、彼らの飢えと渇きを満たす食物で覆われた食卓であることも知っています。 

43 この検索では、人々 は強くなり、自分自身を準備することはないと思う？あなたは、彼らの勉強において、発展や
展開が達成されないと思いますか？そう、人々 です。一度、道を踏み出せば、きっと驚くはずです。他の木陰で栄養を摂っ
ている人たち、つまり私が提供した以外の果物を食べている人たちと話せば、彼らもまた栄養を摂っていること、そして彼
らが強いことを経験するでしょう。そして、いざ戦いのとき、自分の理性、知識、精神の高揚という剣を使わなければなら
ないとき、仲間の剣も光の力をもっていることを体験することになる。 

44 戦えるように寝ないで、勝利を認識することを学びなさい。しばしば、勝利はあなたの敗北の中にあり、敵の敗北
は見かけだけであるでしょう。勝利は自分自身の中にあり、その後、明らかに自分を負かした者の顔に反映される。 

45 私を理解してください、皆さん。あなた方が沈黙しなければならないとき、真の謙遜のために謙虚に首を下げなけ
ればならないとき、敵があなた方の上に立ち、その一撃を加える瞬間が来るからである。光と愛の剣の一撃が、敵ではなく
兄弟の心に深い傷を残し、その傷を通してその心の傲慢さが消え去り、師の種が入り込むのを見ることになる。 

46 あなたはすでに経験済みで、しばしば私の聖域にやってきて私に言った。"先生、私は大きな愛で心に種をまきま
したが、彼の耳は私の声を聞かず、冷たく固いままで、彼の唇は私をあざけりました "とね。 

しかし、主人は愛情を込めて微笑み、あなたを平安と希望で満たし、あなたに言いました：待て、あなたの種は失われ
てはいない、その心の底に届いている。そこに置け！雨を降らせ、実を結ばせる。あなたの手では取り除けなかった雑草や
巨石を、とりあえず取り除いてあげよう。しかし、その1つを忘れず、霊的に祈り、あなたの満足とあなたの幸せの時が来
ることを望みます。 

しかし、その時期が遅くなると、あなたの中に疑惑が生じるのです。しかし、いつまでも疑いが消えないように、私は
あなた方にこう言ったのです。見た目には消えてしまったが、代わりに茂みが生えてきた。今、実を結ぶように育てよう" 

。そうすれば、あなたの喜びも、他の人の喜びも、大きなものになりました。 

47 私は、あなたがたが焦らないように、精神的な忍耐力が使命の達成を決定するように、あなたがたを準備している
のだ。なぜなら、私がもう一度あなたに託す種は、地上の種のように発芽するまでの期限がないからです。その時間は、短
いことも長いこともあります。あなたはそれを知らない。あなたの仕事は、あなたの祈りと愛によってそれを育て、守るこ
とだけである。 

48 そうやって、ご主人さまが旅立たれたあとのために、準備をしてくださっているのです。今、あなたが人間の心を
通して私の言葉を聞くときに味わっている至福の時を、私が去った後も続けてほしいのです。人びとよ、私はそうありたい
のです。私の精神が、個人であれ集団であれ、祈りによってあなたがたに近づくことをあの高いところで待っているとき、
私の子供たちの心の中に、今日私が見たような至福と喜びを見ることができるのです。この時代に起こったすべてのこと、
つまり、父があなたに与えたすべてのものと、父が知性を通して示した最終地点について完全に知っているあなたは、彼に
限りない感謝を捧げるために来たのです。あなたの唇が隠していても魂の中で燃えている賞賛の歌とともに、あなたは彼に
向かって言うために来たのです。「父よ、あなたが私たちに与えてくださったものは、なんと多いことでしょう。その時、
私たちの魂はどれほど喜んだことでしょう。あなたが魂に残した光はどれほど溢れ、人類に遺した遺産はどれほど尊いこと
でしょう。" 

49 人々 よ、私はあなたに会いたくなるほど至福の時を過ごしている。私は、あなた方の中で、挫折した魂を見たくな
い。不信仰のうちにさまよい続け、自分の罪とわが恩寵を用いないことの中で毛嫌いする者を見たくないのだ。わたしは人
の々間に一致を見たい。そうすれば、わたしの霊において、彼らの輝きと、彼らの 

を表現する祈りを感じることができます。統一、平和、親善 ── 信仰、希望、慈悲。 

50 こうして私は、あなたの魂によってこれらの徳が培われ、風の中、無限の中で旗のように振られるのを見たい。そ
うすれば、私はあなたに、私を心から待ち望み、人々 のもとに贖い主であるメシアの帰還を熱い心で切望するすべての民衆
、大衆に向けて出発する命令を下すことができるだろう。ある人はこう言います。"マスターはすでに私たちの中にいるが
、目に見えない 

"と。私はあなたに言います、これらの魂の直感と予感を祝福してください。また、「いや、まだ来ていない、第二の時の
ように目に見え、手に触れて来なければならない」と言う人もいる。その理由は、彼らが "雲"--

私がこの三度目の時に来たあの霊的な雲--を忘れてしまったからです。 

51 その約束をすっかり忘れて、見ることも祈ることもしない人たちがいる。しかし、あなた方は準備され、生きた声
で第三の時代の啓示を与えられているのだから、揺らぐことなく、完全な確信を持って、大群衆の前でも怯むことなく、仲
間のもとに行くことができる。 

時が来れば、あなた方は尋問され、その証言によって心を満足させて帰ることになるのです。信者は軍団を作り、不信
心者も軍団を作り、戦います。しかし、不信仰者の軍勢はまもなく壊滅する。その時こそ、聖霊が優位に立つ時だからだ。
すべての人の心に染み渡るからです。 
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52 弟子たちよ、自分を強くし、栄養を与え、私と共に元気になり、地上の試練を乗り越え、人生に立ち向かう勇気を
持ちなさい。あなたを苦しめる痛みを無関心に見てはいけない、この試金石があなたを完成させるのだ。痛みを呪ってはい
けない、呪ってはいけない、むしろ祝福せよ。苦難の杯を飲まなければならないのなら、飲めばいいのです。その酵母があ
なたに飲めないのなら、私が飲みます。しかし、献身的で忍耐強くあること。 

肉よりも魂で痛みを見る、肉よりも魂で痛みを感じる、そうすれば、魂の瞑想の中でどれだけ強化されるかを経験する
ことができます。精神が魂に、そしてこれが肉体の殻にどれだけの光を与えているかを体験することができるのです。あな
たの魂には、すべての苦しみを和らげ、癒す神聖なバーム、真のバームがあり、それを通してあなたは本当に回復すること
ができるのです。 

53 真の霊能者となり、私の真の弟子となれ、人々 よ。そうすれば、道にあるすべての茨、つまずき、障害は軽くなり
、緩和されるでしょう。一時的に肩にのしかかる重荷も、瞑想し祈れば、どうしようもなく軽くなる。その説明は、あなた
方自身の中にあるはずです。それは、魂が上昇し、強く高揚して、その「肉」を強くするからである。だから、あなたには
高尚な人生を送ってほしい。そうすれば、そこから人生を支配することができるし、あなたの魂はあらゆる試練において戦
い、征服することができる──そうすれば、そこから「肉」、その情熱、弱さ、苦難を支配することができるのです。 

54 私の民よ、もっともっと立ち上がりなさい。そうすれば、平和と父の王国はあなた方の手の届くところにあり、あ
なた方がまだこの地上に住んでいる間、あなた方の魂は父の平和の王国の住人となるのです！」。 

55 これは私の教えの言葉であり、この朝のディボーションで指示として与えているものです。その中には、師匠のす
べての愛が込められており、未来に立ち上がり戦うための励みとなる武器が込められているのです。 

56 今この瞬間、全人類のために祈りなさい、そして、すべての霊的な兄弟姉妹のために真実に祈りなさい、とマスタ
ーは告げているのです今こそ、祈りの時。愛と平和のわが霊は、そのマントを全宇宙に広げ、この愛撫で、このバームで、
この父の祝福で、すべてのわが子たちを包み込むだろう、わが神性の祝福された人々 よ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 329 
1 より高いものを発見するために知識を増やそうと願うあなた方は幸いである。 

2 はっきり見ようとする人は幸せであり、祝福される。しかし、まことにあなたがたに言っておく。あなたがたの目
を覆っている目隠しが落ちるように、わがことばを研究し、理解しなさい。 

3 人間は二重の罪を犯している。私の教えを知ることを妨げる包帯が落ちるように努力しないばかりか、霊的な喜び
を損なって地上の快楽に誘惑する肉の束縛の中で自分を消耗させているからだ。こうして、彼は情熱の奴隷となり、再生の
意志が破壊されてしまったのです。 

4 盲人は盲人を導こうとし、私の教えに従わなかった者は罪人に導こうとする。人間が弱いのは、私の言葉で自分を
新たにし、清めることを始めようとしなかったからです。自分の悪徳と戦い、自分に打ち勝つ意志という、自分に与えられ
た強さを生かそうとしなかったのだ。 

この戦いに魂が勝利したとき、あなたは解放されたと言えるのです。あなたの魂が「肉」を支配するとき、肉食動物で
さえもあなたの愛の呼びかけに優しく屈服するのを見るでしょう。 

5 人間は自分自身を霊的にするとき、私の聖霊の光を通して、神と自然の中で神秘だと考えていたすべてのことを理
解するようになるのです。 

6 あなたの行いや考えが正反対であるにもかかわらず、私を信じていると言ってはならない。霊性を高めることで、
私があなたの中にいて、あなたが私の中にいることを実感できる日が来るでしょう。わが真の弟子となりたければ、この霊
化を求めよ。 

7 私の食卓は整った。永遠の命のパンで栄養を与え、私の愛のレッスンで自らを整え、私の光で無知を取り除き、情
熱から自らを解放し、光の子となりなさい。 

8 そうすれば、あなたの作品とあなたの精神化は、あなたの魂が父を讃えるために歌う讃美歌のようになるのです。 

9 弟子たちよ、心の準備をしなさい。私がこの手段で最後にあなたたちに話しかける日が近づいている。 

10 残り数カ月、最後のリフレッシュの場として、ぜひご活用ください。しかし、私のメッセージと啓示について考え
るには十分な時間であり、勉強と祈りと遵守によって自分自身を準備し、力を蓄えることができるように、私はあなた方に
言うのである。 

仲間に寄り添い、倒れた人を助け、困難な試練に涙を流す人に慰めを与え、一歩一歩、精神化の跡を残していくこと。 

11 私が最後の言葉を伝える最も重要な時に、自分の持ち場にいる者は、戦いの中で不動であり、自分の足で立ち続け
ることができる。しかし、間違った歩みをする人は誰でも倒れるでしょう。しっかりとした土台があるものだけが、その後
この人々 に訪れるつむじ風の流れに抵抗できるからです。だからこそ私は、真実、献身、慈善、霊性という土台の上に建て
られるべきではないあらゆる仕事は、取り壊されることになると言うのです。 

12 私の言葉の意味を見分けることを学び、そこからだけあなたの魂を養うことができるように。私の本質を探ろうと
しなかったからだ」 「その代わりに、あなた方は声の主や霊感のある人たちの表現を採用したのだ」と、私は見 

ている。しかし、あなたが世界にもたらしたい爽快感は、人間的なものではなく、神的なものであることを忘れてはいけま
せん。 

13 汝らに告ぐ、もし声の主たちの身体が、このような高く困難な任務を遂行するために準備されていたならば、彼ら
の唇は、私のメッセージを伝える際に、私のインスピレーションを表現するためにそれほど話す必要はなかっただろうし、
私の声明が何時間も続くこともなかっただろう。 

14 もし彼らが良心の声を理解し、それに従ったならば、そして人々 への愛と霊的な光を望む人々 への慈悲に感化され
たならば、私の言葉はいくつかの文章にとどまっただろうが、それは形においてさえ完璧で、この世で最も学識があると自
負する人々 を震撼させたことだろう。そして、私のメッセージはわずか数分ですが、その中に多くのエッセンスが含まれて
おり、聴く人の魂は、時間の長短がない永遠へと運ばれたように感じたことでしょう。そして、あなた方は私の存在をその
強度のすべてで感じたことでしょう。なぜなら、あなた方の声の担い手の不完全さ、不純物、土の重さによって覆い隠され
ることはなかったのですから。 

15 ああ、わが子たちよ、この時、あなた方が泣いているのが見えるが、残念なことに、すでに手遅れである。あなた
の使命の遂行に残されたものには、完璧な果実を得るための十分な時間がもはやないのです。それでも、この朝の最後の時
間帯に何かできるはずだ。 

16 今、私は、あなたがもう誤りを引きずらないように、ましてや、それが真実の一部であるかのように仲間に伝える
ことができるように、あなたの誤りを改善する方法を教えてあげます。 

17 声主の口から聞いた言葉を、冷静に、理性的に受け止め、祈りによって心を高めてください。その教訓の意味、本
質、内容を発見するまで、その教訓を振り返ること。この神聖なエッセンスは、あなたが心に留めておき、その後、光のメ
ッセージとして人類にもたらすことになるでしょう。 



U 329 

104 

18 空虚な言葉、形式、象徴的な行動、儀式を放棄すれば、真実を知ることを阻むベールを破ったことになるのです。
外的なもの、余分なものを拒絶すれば、それはスピリチュアライゼーションが徐々 に感じられ、生きている証拠でしょう。
そうすれば、あなたの魂、心、そして感覚までもが、外見的なものや取るに足らないものに、そう簡単に感動しなくなるの
です。魂はすべてのものに意味、真実、生命、原理を求めるようになる。 

19 この弟子たちの中に、純粋と不純、神と肉欲、高貴と平凡が混在するようなメッセージを仲間に伝える人がいただ
ろうか。いや、皆さん、この善良な弟子たちは、内容も形も光と真理の生きた証である天のメッセージを広めているだけだ
と思うのは当然であり、正しいことです。 

20 あなたがたの証を広めるもう一つの手段となるように、わが言葉を文章に変える仕事を誰に託そうか。私だけが知
っている。しかし、本当に言っておくが、私は彼らを大いに試し、わが教義の霊性が兄弟姉妹の間に広まっているために、
最も愛を感じている人々 の中から選ばれるのである。 

21 この教えの中で自らを励まし、私の集会の最後の時間に揺るぎないものとし、その後、この仕事の本質、精神性、
単純性のために戦う兵士の一員となるために去っていくのです。 

22 私のこの種が、人類を構成する諸民族の心の中に芽生えたとき、人々 の生活に絶対的な変化が起こるだろう。昔の
人の生き方、信仰、礼拝の仕方、「戦い方」、考え方と、霊性を生きる人を比較すれば、人間生活においても、神への霊的
礼拝においても、どれほど大きな違いを見せることでしょう。 

23 狂信、偶像崇拝、物質化、不条理な信仰の教義の時代から、一個の石も他の石の上に残らないだろう。あなたの先
祖とあなた自身が次の世代に遺したすべての誤りが取り除かれるでしょう。善と真理の本質をもたないものは、すべて永続
しない。しかし、あなたが受け継いだ良いものはすべて、彼らが守ってくれるでしょう。 

24 この教えは、過去に比べよりスピリチュアルな形で提示され、人間、民族、教会、宗派の間で受け入れられ、足場
を固めるために苦闘しなければならないだろう。しかし、短い混乱期が過ぎれば、すぐに平和が訪れ、人々 は私の言葉から
、それが常に持っていた意味を汲み取り、喜ぶことでしょう。 

25 私の神性について、霊的生活について、あなた方の存在の目的についての考え方は、正しいチャンネルに入れられ
るでしょう。 

26 その表現形式は、人々 に部分的にしか理解されなかった。それは、彼らの精神的、知的理解力の高まりに応じた指
導であった。しかし、すべてを一度に知ろうとするあまり、霊的にしか解釈できないものを物質的に解釈してしまい、ます
ます矛盾や間違った考えに絡めとられてしまったのです。 

27 今、光はすべての魂の中で新たに輝き、それゆえ、あなたはそれらとそれらの啓示の核心を突き通すことができる
ようになります。しかし、もしあなたが本当に私の言葉の意味や本質を知ろうとするならば、これらの啓示を霊的に理解す
る研究に専念しなければならないことを忘れないでください。そうすれば、その意味は明白であり、明確であり、単純であ
るように見えるでしょう。謎は解消され、無知も解消されるでしょう。そうすれば、地球は徐々 に、無知のベールに包まれ
た闇の存在ではなく、光の存在を霊的な谷に送り返すことになるでしょう。 

28 この顕現が始まって以来、あなた方の心は私の教えによって啓発されましたが、心を鍛えた者にも、無学で無知な
者にも、不信心者が現れました──。 

29 この啓示を否定する論拠がいかに多いことか。この「言葉」を破壊しようとする試みがどれほどあったことか。そ
れどころか、この仕事が戦えば戦うほど、人々 の信仰は燃え上がり、時が経つほど、私がわが言葉を伝える人々 の数は増え
ていくのです。 

30 このことから何を学ぶべきかというと、人間の力は決して神の力の実行を妨げることはできない、ということです
。 

31 もし現在の人間が、あらゆる科学をもってしても自然の諸要素を自分の意志に従わせることができないとしたら、
どうして霊的な力に自分の力を押しつけることができるだろうか」。 

32 宇宙の天体が、人間の意志によって進路や運命を変えられずに不変の秩序を保っているように、霊的なものに存在
する秩序もまた、誰にも変えることはできないのだ。 

33 昼と夜を創ったのは私です。つまり、私こそが光であり、私以外の誰にもそれを抑えることはできないのです。精
神的なものも同じです。 

34 私はあなたの魂の光であり、私だけがあなたに神聖な明晰さという宝物を送るタイミングを知っているのです。 

35 誰も生命の流れの流れを変えることはできないし、誰も光の前進を妨げることはできない。したがって、私の宣言
がこのような形で何年もあなた方に知らされてきた後、この教えに反対する多くの人々 のうち、私の宣言の実行を一日たり
とも妨げることに成功することなく、今、結論に近づいているのがわかるでしょう」。 

36 声の主は、私の光に接すると、強い、無敵、不死身と感じ、それが本当の姿だったのです。 

37 これらの集会所の中で人々 が出会ったとき、彼らはいつも世を恐れず、わが存在と保護への信頼に満ちており、彼
らの信仰が真実に基づいていることを私は彼らに証明したのである。 
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38 私がこの民に与えた「わが現存」の真実の証拠に鑑みて、大勢の人々 が集まり、私がわが言葉を現す場所の数が増
えているのだ。 

39 また、不信心者、疑心暗鬼者、否定者が増えていることもお伝えしなければなりません。人類が真理に対応する私
についての観念を持たない限り、私を否定する者は常に存在するのです。その混乱のために、彼らは私を理解することがで
きず、私の声を聞くこともできず、私を感じることもできません。そして、私を否定し、彼らの理解を超えているために、
彼らにとって真実になりえないものと戦わなければなりません。 

40 なぜなら、彼らは私を害するつもりはなく、また害することもできないからです。彼らは、これらの大勢が誘惑や
欺瞞の犠牲者であると本当に信じており、喜んでこれを免れようとしているのです。 

41 しかし、この教えの意味を聞いたとき、その真実と正義の前に震え上がり、自分の権力と名前が危険にさらされる
のを見て、無価値な武器で私の仕事に対して戦争を仕掛け、戦う否定派も現れるだろう」。このような心を持ってすれば、
この人々 と戦うのは無知でも正直な信念でもなく、悪意と憎しみと、この人々 が人類の光となることへの恐れであろう。し
かし、魂に夜明けの時が来たとき、それが光となるのを防ぐことは誰にもできない。 

42 声を持つ者の唇が語る言葉に含まれるその光の起源が何であるかを知っているか？その起源は善であり、神の愛で
あり、神から発せられる普遍的な光である。それは、あなたに生命を与える光り輝く「万物」の一筋の閃光であり、万物を
動かし、その下で万物が振動し、蠢き、絶え間なくその円を描く無限の力の一部なのです。それは、いわゆる神の輝きであ
り、魂を照らし、活性化させる神霊の光です。 

43 その放射線は、魂にも身体にも、世界にも、人間にも植物にも、すべての被造物に影響を与えるのです。精神には
精神、物質には物質、心には知性、心には愛がある。それは知識であり、才能であり、自己意識であり、本能であり、直感
であり、その秩序、性質、種類、発達の度合いに応じて、すべての生き物の感覚の上にあるものである。しかし、起源はひ
とつ、神であり、その本質はひとつ、愛である。それなら、私がこれらの生き物の心を啓発して、あなたに霊的な光のメッ
セージを送ることは不可能なことでしょうか。 

44 私の霊が送る生命線を植物が受け取り、実を結ぶのです。星は、私の霊が送り出す力を受けて、その軌道を回るこ
とができるのです。あなたの五感に届く現在の生きた証である地球は、絶え間なく生命の放射を受けて、その懐から多くの
不思議を生み出しているのです。では、なぜ、その存在が宝石のように輝いていて、そこで私との類似性が確立されている
人間が、私の霊から彼の霊に、彼の中に実を結ぶ霊的種である神聖な輝きを直接受け取ることが不可能であろうことか。 

45 あなた方は私を知りなさい。そうすれば、あなた方の神の概念は真理に基づいており、善が現れるところには私が
いることを知ることができる。 

46 善は何にも混ざらない。善とは真理であり、愛であり、慈悲であり、理解である。 

47 善は、はっきりと認識でき、紛れもないものです。間違えないように認識すること。一人ひとりは違う道を歩むか
もしれないが、もし全員が善である一点で出会えば、やがて認識し、団結するだろう。この時代の人々 のように、悪を善に
見せかけ、悪を善に見せかけて、かたくなに自分を欺くのであれば、そうではない。 

48 この教えについて考えよ、わが顕現とわが言葉に対する不信心者たちよ、そしてただその後に判断せよ。しかし、
まず、私が人々 の間にいたとき、私の王国はこの世のものではないことを告げ、それによって、私の家は霊的なものである
ことを理解させたことを思い出してください。 

私が彼らに霊的生活について話すときは、たとえ話によって行った。なぜなら、天の国の栄光と真理をすべて説明して
も、彼らは理解できなかったからだ。 

49 人々 は、私の寓話的なたとえ話や教えを誤って文字通りに受け取ってしまいました。なぜなら、彼らの想像力の中
で、神聖なものすべてに地上的または人間的な形を与えてしまったからです。 

50 私の啓示を人間の心が地上的に解釈したために、霊的生活に関する多くの考え方が真理から大きくかけ離れてしま
っています。 

51 このように、私が「天の国」と呼んでいるものを、どうして人々 は正しく解釈することができるのだろうか。そし
て、輪廻転生の法則が単なる理論でも、一部の人間の誤った信念でもなく、魂を浄化し、完成させ、形成し、向上させる永
遠の正義と愛の均衡の法則であることを、いつになったら受け入れ、理解するのでしょうか。 

52 人類よ、もう一度聞くがよい、今が三度目の正直である。私が地上にいたとき明らかにした言葉を一つでも消すた
めに来たのではなく、あなた方が私の教えに対して行った誤った解釈をすべて心から消し去るために来たのである。 

53 あなた方の目をくらまし、真理を認識することを妨げる狂信を捨てれば、この教えを徐々 に理解し、今と過去の時
代の両方で、私の啓示の内容を光に満ちて目の前に見ることができるようになるでしょう。そうすれば、今まで神秘と呼ん
でいたものを完全な正義と呼び、不変のものに永遠の価値を与え、人間的ではかないものに適切な意味を与える方法を知る
ことができるだろう。 

54 このように、地上での一回の生存は、霊的生活に比べて非常に短いので、魂の永遠性 

を決定することはできないことがわかるだろう。つまり、あなた方の一人がその中で、あなた方が「天国」と呼ぶ最高の霊
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化の領域に直接入れるような完全性を獲得するだけでは十分ではなく、地上での一生の過ちが、魂が永遠に暗闇や苦痛の中
で滅びることを決定することはできないのだ、ということである。 

55 確かに、魂に与えられた人間の命は非常に大きな価値があり、魂の進歩にとって非常に有利な機会を意味します。
それを使わないこと、あるいはひどく使うことは、私が地上に送るときにそれぞれの魂に託したような神聖な贈り物を劣化
させる者の行く手に、わが不変の正義が現れることを意味します。しかし、地上の人間のような短い存在に、その魂の永遠
性がかかっているというのは誤りだ--

人間の誤りは、発展や光や高揚を欠く存在に特有のものであることを考慮すれば、なおさらである。 

56 光と愛に満ちた私の教えは、霊を強くして、"肉 

"に対して力を発揮できるようにし、良心の要請がますます感じられるように敏感にしてくれるのです」。 

57 霊性とは、人間が目指すべき目標であり、それによって人間は自分の良心と完全に一体となり、最終的に善と悪と
を区別することができるようになるのです。なぜなら、人間は魂の高揚を欠いていたため、その深遠で賢明な、揺るぎない
正しい内なる声を十分に聞き、解釈することができず、そのため人間は、善と悪とを真に区別することのできる無制限の知
識を獲得することができなかったからである。しかし、それだけでなく、あらゆる善き衝動に従い、光に満ちたインスピレ
ーションに従うと同時に、あらゆる誘惑、不正や悪い考え、感情の衝動を拒否するために必要な力を自分の中に見出さなけ
ればなりません。 

58 すべての敵を倒す最高の武器を、人は自分の魂の中に見出すだろう。そして、人が悪と必然的に戦わなければなら
ないその戦いで戦い、自分を守るための行動指針を明らかにするのは良心であろう--

人が強く惹かれ、多くの名前をつけて形を与えている霊の中に擬人化しているその力。 

59 あなた方は悪、誘惑、闇と戦わなければならないが、あなた方が想像で作り上げたその存在ではなく、内なる、あ
なた方自身の、弱さ、悪い傾向、闇の本拠地となる場所で戦わなければならないと言うのである。人々 は光よりも闇を愛し
たからです。 

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 330 
私の平和があなたとともにありますように 

1 愛する弟子たちよ、今一度、私を、あなたの魂を探し求めて新しい教えを与える師と認めよ。 

2 私の言葉はあなた方の間で癒しのバームとなり、このバームを求めてあなた方はやって来る。あなたの全身は強め
られ、あなたの魂は私の存在によって慰められます。あなたがたは苦難と葛藤の時代を生きている。どこに足を踏み入れて
も、茨を感じて痛むからだ。しかし、痛みが全身を貫くとき、試練に直面したとき、主人に理解を示し、降伏してほしいと
願い、思いを上に向けるのです。 

3 すでに第二の時代には、いつ来るかわからない大きな慰めを約束しました。この偉大な慰めは、この世から平和が
去り、人の心に愛と慈悲がなかった時に訪れるだろう。そして見よ、ここに約束された慰めがあなたとともにあるのだここ
に、わが神聖なる霊の温もりがあなたを包んでいる──人間の知性を通してわが声を聞く者たちだけでなく、全世界の被造
物たちのために 

私の使徒団を形成し、第三の時代において私と共にあり、これらの顕現を通して私の声を聞いてきたあなた方に、この
時、私の温もり、私の慰め、私の強さを感じさせてあげます。 

4 私が送った試練に直面したあなたの勇気、降伏、精神的高揚のために祝福されなさい、苦痛があなたを浄化したの
だから。しかし、あなたをわが右に引き寄せるべきは苦痛だけではない、あなたの魂に完全を与えるべきは苦しみだけでは
ないのだ。確かに痛みは精神的、感覚的な汚れを洗い流し、ある時は障害となり、ある時は抑制となり、自省し、悔い改め
、他人の苦しみを理解するきっかけとなるものです。しかし、魂の上方への発展、魂の完成は、愛と慈悲の実践の中で達成
されるのです。 

だから、痛みが来たら浄化させるようにし、決して呼ばず、来るべき時に来るようにするのです。苦痛を求めず、平和
を求め、幸福と喜びを求め、自分のため、他人のためにそれらを求め、すべての人のためにそれらを望むことです。わたし
は平和と喜びと光の神であるからだ。 

5 私は希望の神であり、私の子供たちに許されたすべての望みを実現する者である。しかし、完璧な精神的成長の階
段を上るためには、試練や痛みの中で強くなり、献身的になることに満足してはならないことを忘れてはならない。また、
隣人の苦しみを思い、他人を憐れみ、仲間を愛することです。そうすれば、あなたの魂は功徳を積み、人間のエゴイズムを
克服し、肉体の殻の自己愛を克服し、神のマスターの良き弟子として上方に進化することになる。 

6 あなた方の中で、この世界の真の平和を願わない人はいないでしょう。あなたがたのうち、愛と徳と喜びの王国を
、すべての人の心の中に待ち望まない者はいないでしょう。しかし、私は、あなたの心が、苦痛に真に身を委ね、試練の中
にあっても大いなる受容をするようになったことを知り、あなたを祝福します。 

しかし、それ以上に、私は皆さんの中に、人生を変えるという希望を後押しします。過去にすべての人の心と道を満た
した平和を、自分の心や愛する人の心で経験することができないとは思わないでください。 

イルミネーションな人たち。このために、わたしは今、あなたがたを指導し、あなたがたの正しい活動、祈り、わたしから
学んだ賢明な助言、あなたがたの霊的なわざ--愛のわざ--

によって、畑と道を清め整える準備をさせているのだ。そうすることで、あなた方はこの世界を準備し、父の王国が子供た
ちの心にもう一度入り込むのにふさわしい世界にするのです。 

7 この世が永遠に涙の谷であると諦めてはならない。私は、あなたの使命の遂行と刷新によって、国家、人種、民族
を刷新し、この刷新によって、涙の谷が愛と平和の谷になることを望んでいます。私は過去に人類に天の御国を提供したこ
とがないのですか？わたしは、わたしのことばと、わたしの現われにおいて、それをもたらしたのではなかったか。 

8 それゆえ、弟子たちよ、あなたの霊の力が裂け目を作り、道を開き、道を整え、人の道に私が来ることの先触れと
なるように、自分自身を準備しなさい。あなたの作品をすべて新しくしてみせます 

私は人間に意思の自由を与え、地球を託した。私は彼に、自然のあらゆる王国、物質、存在を支配する力と支配権を与
え、彼の家を作らせたのだ。 

人間の始まりから、霊魂の始まりから、私は自らを愛と正義の法則として示し、戒めや生活の規則、たとえ話など、さ
まざまな形で自らを現してきたのだ。人の魂が曲がった道に迷うことがないように、人が常に道を見つけ、神が書き、創造
した偉大な生命の書から学ぶことができるように、私は生命、自然から、真の完全な教科書を作ったのである。 

そして、この真理の使徒、これから起こる出来事の預言者、わが再臨の証人とするために、「最後の」者、貧しく謙遜
なあなたたちから始めたのだ。 

9 私の教えはすべての人のためのものであり、この人類への復活の呼びかけにおいて、私は正義を確立し、すべての
わが子たちにその使命を思い起こさせるだろう。彼らを通して、私は破壊されたものをすべて新しくし、劣化したものをす
べて価値あるものにし、この世で新しい人生を送るための土台を築く。私は、無駄なもの、余計なものをすべて排除し、人
間の生活に有害なものをすべて破壊し、あらゆる詐欺や悪徳、傲慢、エゴイズム、偽善と戦い、人類にもう一度、不変の法
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則、すべての時代の法則、永遠のものを示し、私がもう一度あなたに思い起こさせる。そうすれば、私の王国が近いこと、
普遍的な父の存在を本当に感じることができるでしょう。 

10 あなたの内側にも外側にも、私の存在は深い尊敬と魂の高揚、真の愛と敬愛をもって感じられ、認識されるでしょ
う。家父長たちの幸せな日々 が戻ってくる。家族が長年愛し合いながら暮らし、死だけがそれを隔てていた時代が戻ってく
る。大らかで公正な全権大使が地上の人々 を支配していた時代も、同様に戻ってくるでしょう。なぜなら、私は人類がその
偉大な闘争、転落、誤り、そして人生の道での成功の中で得た経験、光、高揚、すべてを、基礎として、経験として、何が
善で何が悪か、何が光で何が闇かについての真の知識として、彼に残しておくからである。そして、畑が整えば、偉大な種
まき人、偉大な指導者、偉大な家長、善政長官、正義の裁判官たちがやってくるのです。 

11 これらの魂が偉大な光とともに人々 の間に現れると、その力、善良さ、エネルギーに驚いた人類は、「これらは誰
なのか」と自問自答することになる。地上に戻ってきたのはダビデなのか？もしかして、ソロモンですか？イライジャか?

初期の時代の預言者たちが戻ってきたのでしょうか？彼らは第二時代のマスターの使徒なのでしょうか？"だから、人々 は
自問自答することになる。でも、このことは皆さんが来世に帰るまで秘密にしておきます。そうすれば、第三の時代にやっ
てきた人たちが誰であったかが、確実にわかるようになります。 

12 今この瞬間、私の言葉を聞いているあなた方は、心の奥底でこう言っています。"私たちはこの時代を生きて見る
ことはできない、この幸せな時代を生きて見ることはできない 

"と。しかし、マスターはあなたに宣言します。私があなたに予言する出来事は、あなたの現在の存在の寿命を超えた遠い
ものですが、幸せと平和と幸福があなたの心、あなたの現在の存在に入り込み、これは人間の間でスピリチュアリズムが完
全に発展した時代にこの人類が味わうであろう至福を予期しているようなものです。 

しかし、その時、私が彼らをこの世に住まわせ、あなた方の忍耐、不動心、苦痛への降伏の果実を刈り取らせないかど
うか、あなた方のうち誰が知ることができようか。それは、あなたが繁栄の最中に愛と慈悲を行使することを学ぶとき、つ
まり、あなたの最高の幸せの瞬間に父を讃えることを学ぶときに起こるでしょう。 

しかし、その至福と安らぎの雰囲気に包まれたとき、困っている人たちに目を向けるべきです。そのときこそ、苦しむ
人を思い出してください。このようにして、深い心の平穏の中でも、繁栄の中でも、私の教えに従うことができることを示 

すのです。 

13 これが、弟子たちよ、これから来る新しい時代のために、私が今準備していることである。天の国が私の子供たち
の心に入るためには、人間はまず私の正義を体験しなければならない、この世の最後の隅まで自分を清めなければならない
、そしてすべてが準備されたとき、私の国は完全にあなた方の間にあるのである。私の王国は、私のユニバーサル・レイの
到来とともに近づき始め、この第三の時代には、あなた方の間で言葉や生命となり、人間の声となったのです。 

14 エリヤは、常に聖霊の先駆者として、道を開き、人々 を目覚めさせました。散り散りになった羊を鈴で呼んで、皆
がハードルに団結して主の声を聞くようにするために来たのだ。これは、父の国、天の国がこの時代、あなた方にますます
近づいてくるための準備であった。 

15 この時、主の声を聞いて、少なくとも心に少しの安らぎを感じなかった人がいるだろうか。自分の苦しみに対して
、一滴のバームや小さな慰めを得なかった人がいるだろうか。暗闇の道に迷い込んだ者が、私の言葉の中に一筋の光を見た
ことがないであろうか。人生に疲れ、自分には存在する権利がないと思っていた人が、私の作品の中に自分の存在の真の正
当性を見いださなかっただろうか。 

16 それは、父の国があなたに近づいたのです。しかし、この王国は王だけで構成されているわけではありません。臣
下のいない王は王たりえないのですから、王はすべての王とともにあります。 

彼は父として、彼の臣下は父の真の子として、またあなたの真の兄弟姉妹として、その存在を知らしめるためにやってきま
した。これこそ、私が約束した王国だ──この時代に私が用意した慰めだ。あなたの準備が進み、時が過ぎれば、私の言葉
は実現し、私の王国はますますあなたに近づくだろう」。 

17 エリヤは全宇宙を霊的に横断し、まるで火の車に乗っているかのように、愛の跡を残していく--

神の霊の火であるその愛は、魂と心が冷えている人々 を照らし、啓発し、包み込み、温める光である。しかし、もしエリヤ
が全宇宙を旅したのなら、この世界の国々 を旅することも省略しただろうか」。いや、そうではない。彼の光は、彼の準備
と同じように、すべての人とともにありました。彼は「道しるべ」であり、だからこそ、通り過ぎるたびに魂を目覚めさせ
るのです。まだ目覚めていない人がいるとすれば、それはまだ羊飼いであるエリヤの新しい呼びかけを待っているからであ
る。眠っている人、深い眠りに落ちている人を、疲れを知らない彼は、目覚めさせるまで揺り動かします。しかし、目覚め
つつある人々 は目を開き、自分たちが生きている時代を直感する。彼らは父の存在、時間の意味を感じ、魂は主とつながる
ために世間から離れ、孤独の中で主を呼び、召喚し、自分の心の中に主を引き寄せます。 

ある者は父と呼び、ある者は師と呼び、残りの者は裁き主としての彼を求める。しかし、本当にあなたがたに言うが、
すべての者は、既に目覚めた者と同様に目覚めるであろう。誰も、その願い、その高揚、その祈りに耳を傾けないことはな
い。私は彼らに話しかけ、私自身を伝え、彼らを準備させる。しかし、彼らはまだ完全ではなく、また霊から霊への対話も
確かではないので、この真理を疑っています。 
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18 私の神霊と霊的に交わり始める者の不安を取り除くのは誰なのか。開拓者、使徒、預言者となる者たちよ。あなた
は、私が人類の間にいたこと、そして、すべての私の子供たちの魂の中に存在し続け、永遠であることを示す正確で明確な
指示と率直な証言とともに、確実な言葉を持って到着し、私に近づくための完璧な方法も彼らに伝えるでしょう。あなたは
彼らに真の霊的崇拝を教えるでしょう──霊的生活と地上生活に対してどのように正義を行うかを教え、彼らの前に愛と正
義と道徳を示すでしょう。 

19 もし人々 があなたの中に偉大な才能を発見し、それ故に劣等感を抱くのであれば、より高い人間は存在しないこと
を教えてあげましょう。より高度な魂は存在するかもしれないが、より高い魂は存在しない。まことに、あなたがたに告げ
よう、正しい者の家、私のすぐ近くに、偉大な魂がいるのだ。これが、私が皆さん一人ひとりに示す目標です。 

時代の終わりに、これらのものが消え、あなたたちの足で道が終わり、天国の平和のオアシスのゴールに到達したとき
、あなたたちは皆、私のテーブルで平等になることを望みます ── 

私の家、私の王国の無限で完璧な平和の中で平等に。だから、男性があなたに憧れたり、お世辞を言ったり、羨ましがった
りしたら、みんな平等に恵まれていることを理解させてあげてください。 

私は今日、意志を持った男女なら誰でも、癒しと光を伝えるギフトベアラーになれることを明らかにします。私は今日
、あなた方に宣言します。いかなる男性も女性も、シーラーシップや霊的な視力によって、あの世と未来を見ることができ
ます。 

20 あなたがたに言うが、男と女、年齢に関係なく、愛と善意があれば、癒しと奇跡を起こすことができるのだ。もし
私があなたがたの中に、予言の賜物、癒しの賜物、あの世の声を伝える能力、カウンセリングの賜物、大勢の人々 を導く賜
物を示すとすれば、それはあなたがた一人ひとりに、私の仕事の小さな部分を託そうと思ったからである」。しかし、あな
た方の魂と人間の体は、私の愛によって、すべての人に共通する方法で創造されたのです。あなたは一個の精神から生まれ
、また一個の「肉」から生まれたのです。 

しかし、主の仕事の一部を担うだけで、その部分は自分で決めるものではないことを理解してもらう必要があります。
あなた方はただ、彼らの良心とわが憐れみによって、彼らが御父から託された賜物と任務を発見できるように、これらの教
えによって彼らを準備することである。 

21 144万人は、この第三の時代に印をつけられた者たちである。それは魂の軍団であり、私の慈悲が印をつけ、大勢
の魂の中からいつでも選んで、彼らに特別な使命、他者への説明責任、また償いの機会を与え、指導者として、使徒として
、模範として準備させた大勢の魂なのであります。 

第一時代のヤコブ十二部族は、百四十四万人をはるかに超える数であったが、この第三時代の使命を果たすために、そ
のような多くの民の中からその数だけを選ぶことがわが意志であったのだ。私は彼らに人類を目覚めさせ、聖霊の道へと導
く使命を与えた。聖霊の道は、あなたを父に近づけ、人間の魂を高次の世界と低次の世界と結びつける無限の道である。 

22 多くの人が印を押されましたが、他の人たちはそれぞれの人生の道中で驚き、私の神聖な霊を通して、あるいはあ
なたの仲介によって、彼らが14万4千人の数に属することが明らかにされるのです」。 

私が与えたサインは、その数が完了し、あなたの惑星に大きな揺れを引き起こし、この揺れ、この出来事は、すぐにあ
なたの元にやってくるでしょう。その時、多くの人はこの言葉を思い出し、精神的に父の前にひざまずき、こう言うでしょ
う。"主よ、あなたは私たちを封印しました。今私たちは結ばれています。"。 

23 "災いだ、この瞬間の全地球に災いだ 

"と、父は真実にあなたに向かって言うのです。これによって、超自然的なことが起こっていること、まさに自然の力を超
えた、人間の意志を超えたことが起こっていることを人々 に理解させるのだ。そうすれば、人類の大部分は恐る恐る祈りと
悔い改めに至るだろう。 

24 神の憐れみと預言者ヨハネの予言により、第六の封印の頂点で、主の選民が封印されると記されているのです。私
は、預言者が書き記したこと、言ったことを実現した。また、私が話すことはすべて確かなことである。あなた方の中で、
私が言っていることが分からない人がいるだろうか。私が弟子たちに与えている教えを、誰が無感動に受け流すことができ
ようか。 

25 私は自分の姿を限定し、すべての子供たちに理解させるために単純化したのです。わが威厳やわが栄光を外的な働
きに求めてはならない、わが身を現す肉体の顔にすべてを求めてはならないのである。もし、彼らが少しでも霊的な変化、
形の変化を獲得するならば、それは彼らがわが恩寵によって所有されているからである。しかし、わが言葉の意味の中で私
を求めよ、そこに私を見出すであろう。 

26 こうして私は、あなた方の間に私のユニバーサル・レイを現出させる。それは、あなたの魂のバーム、教え、預言
、そしてリフレッシュになるのです。しかし、わが光線の光は、あらゆる信条、人類が祝うあらゆる精神的宗教的儀式に降
り注ぐ。この瞬間、私はすべての心の中に存在し、人の涙を集め、孤児たちにわが愛の保護を与え、子供たちを優しく撫で
、若者の心を励まし、疲れた老人を強くし、孤独な者、見捨てられた者に同行し、病人を癒し、頼みと祈りの方法を知る者
、知らない者の両方の最後の嘆きと悲しみさえ聞いているのだ。もし、私も苦し紛れに神を冒涜する者の侮辱を聞けば、そ
の無知を赦す。 
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私はみんなと一緒です。私は権力者から自分を切り離さず、また彼を卑下しない。私は金持ちも強欲な人も拒絶しない
し、利己的な人からも目をそむけない。それどころか、私は彼らを、遺産を奪って父のもとを去った子供たちとみなしてい
ます」。その富の中で、彼らは私を忘れてしまったのです。 

27 今日、彼らはわたしの名を呼ばず、わたしの霊を求めず、わたしを愛さない。わが王国の門は悔い改める者に常に
開かれている、わが心は「貧しい者」に常に開かれているのだ。あなた方はみな、霊的に言えば、貧しいのです。ある者は
物質的な豊かさにおいて、またある者は悲惨さにおいて。わたしの民よ、わたしはすべての者とともにいるのだから、あな
たがたも同じであってはならない。 

あなたの魂が祈りと愛のうちに到達したそのレベルから、あなたは同胞を宗教団体、宗派、階級、人種によって区別す
ることなく、すべての人を同じ愛で見なし、同じ兄弟愛と慈悲で見つめ、他人のカルトや崇拝形式を冒涜せず、ましてや隣
人の狂信や偶像崇拝をあざ笑わないように。そうすれば、私が教えるように、あなたがたは私の教えを実践することはでき
ないからです。 

28 私は、最初の時から霊魂に霊的な自由を与えてきた。私の心から最初の霊的存在が生まれた瞬間から、私は彼らを
霊的自由の道へと導いた。では、魂のための鎖を鍛える者は誰なのか？人と魂を投獄し、威圧する者たちは何者なのか。悪
い聖職者、悪い霊的指導者こそ、闇に打ち勝ち、人間の魂を間違った道へと導くのです。 

私はいつでも、私の愛の律法を提供してきた。決してそれを押しつけることはしなかった。私を愛さないから、あるい
は私の律法に従わないからということで、私が魂を罰したことは一度もない。私はただ、それを試し、抑制し、戒め、触れ
、その救いの手段を提供するのみである。しかし、私は彼女を罰することはなく、ましてや自分の仇を討つことはできない
。愛に満ちた神の精神には、復讐は存在し得ないのです。 

29 だから、私の人々 よ、すべての人が自分たちと同じように考え、信じることを要求してはならない。人を非難して
はならない。あなたの言うことを聞かない人、あなたの提案、あなたの教え、あなたの助言を受け入れない人に、裁きを下
したり、罰を与えたりしてはならないのです。あなたはすべての仲間を同じように深く尊敬し、真の精神的慈愛をもって見
なければなりません。そうすれば、その宗教的実践において、その教えにおいて、その道において、誰もがその霊的適性に
よって権利を与えられた場所に到達していることを知るでしょう。そして、あなたが人々 を見る地点では、彼ら自身の発展
が彼らを導いているのです。 

30 あなた方は、人間に対する神の第三のメッセージであるスピリチュアリズムを提供するのみです。第一はシナイで
父から、第二はキリストから、そして第三のメッセージは聖霊からだからです。しかし、この第3のメッセージには、神が
その子供たちに遺したすべての法律、戒律、遺言が統合されています。 

31 この豊かで美しいメッセージを全人類に届け、愛情をもって提供してください。そうすれば、あなたの種が謙虚に
、大地の種がそうであるように、その沈黙の中で心の中で発芽するのを見ることができるでしょう。同じように、父なる神
の種がよく蒔かれたときには決して枯れることがないことを知るとき、あなたの魂もまた大きく花開き、喜ぶことでしょう
。 

32 私は、あなた方がやがて真の種をまく人、私の慈愛の種を同胞にもたらす良き使徒となるように、あなた方を準備
しているのだ。私は今、私の言葉が去った後の時間のためにあなた方を準備している。そうすれば、あなた方の間に混乱は
なく、泣くこともなく、不安や混乱があなた方の魂に入り込むことはないだろう。 

33 私は、すべてのコミュニティが、この最後の瞬間に目覚める方法を知らなかったので、準備ができていないことを
お伝えしました。しかし、本当に準備している者はすべて、他の共同体の試練を助ける責任者として残るだろう。彼らは、
私の言葉を聞かなくなったとき、絶望するだろう。 ── 

長い間食べてきた食卓で、主の言葉の使者を見なくなったとき、痛みのあまり涙を流し、信仰に揺らぐだろう。 

34 あなたがたは本当に助言者となり、柱のように強くなって、イスラエルの家々 の屋根が倒れないようにするのだ。
最初の日、約束の地を求めて砂漠を渡ったとき、女たちが竪琴を奏でて男たちを励まし慰め、厳しい道を行く子どもたちの
心を喜ばせたように、慰めの声、賛美の歌のような存在になってほしいのです--

兵士たちが戦いに疲れ、厳しい道のりで足の裏がざらざらになったとき。すると、イスラエルの女たちの賛美の歌が部屋に
響き渡り、男たちの心を爽やかにして、迷いを楽にしてくれたのです。 

35 だから、沈黙の時、献身と瞑想の時、それが涙で中断され、絶望で中断され、父なる神の光線が声なき者にもう一
度戻ることを切望する時、あなたは自分の言葉で賛美歌のように、慰めに満ちた声のように言うだろう：「我々 は見捨てら
れない、師は我々 の間にいる、彼は永遠に我々 の心の中にとどまった」そして聖者の声があなたを元気づけるだろう。これ
は預言者たちの時代となり、彼らの忠実な証言が前触れのように人々 の心に響き渡り、父とその王国がこの私の顕現の時代
よりも近いという証しとして、来るべき出来事を真に告げ知らせるのである。 

36 そして、1950年の最後の日に私が与えるであろういくつかの恵みの贈り物に対して、あなた方をすでに準備して
いる。 

37 声を伝える者たちよ、最後に私の光線を受け、私の最後の言葉を発する者が、あなた方の中で最も幸福で、最も私
の恩寵に満たされるとは、今でも思わないでください」--そう思ってはいけない。 
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私の最後の教えの演説のたびに、私はあなた方の一人を通して自分自身を知ることになる、私はあなた方一人一人の心
に降りてくる。私はすべての恵みをもって、あなた方ひとりひとりの魂と心に、前回私があなた方ひとりひとりを通して私
自身を知らせたときの記憶を刻み込んでおくだろう。それはキスのように、あなたの魂が決して消すことのできない感覚の
ようなものでしょう。あなたたちは私に仕えた者たちであり、私がこの時代に世界に語りかけた道具である。私はあなたた
ちに私の愛撫と祝福を与え、あなたたちの人生の旅路に同行し、あなたたちが永遠に私の右の座につくその日、その時まで
待っていよう。 

38 私の霊的世界に門戸を開いてくれたあなた方にも、私の恩寵と祝福された存在たちの恩寵を永遠に心に刻み込んで
おくことにします。 

私の霊界もまた、その守護霊と子弟を通じて最後の時にその存在を知らしめ、最後のメッセージとして愛の勧告、親愛
と光に満ちた勧告、そして、これらの守護霊の一人ひとりが地上の兄弟姉妹の歩みを見守り続け、父も霊界もこの愛する民
と別れないという証と確認が残されるのです。 

39 教会の指導者の役目を果たした者、そして私の教えを聞き、それに従い、仲間を愛し、赦す者は皆、その魂と肉体
の上に、師の恵みと励ましを受け、継続することができるであろう。私の去った後、彼らの声は力強く、生命に満ちた声、
内容と強さに満ちた言葉となるからです。 

最後の "瞬間 

"に、彼らのすべての才能が活かされることでしょう。その一人一人が魂となり、光の松明となり、その松明はすべて、人
が々迷わないように先行させる。なぜなら、彼らは、内なる思索の時には人々 の霊的な守護者となり、その後は戦いの時に
も、束縛の罠、あらゆる障害を求めての誘惑の待ち伏せから人々 を救い、信徒たちを集いの場へと導き続けるからだ──霊
的結合、理想と決意の結合、服従における結合、私によって彼らに委ねられた任務の遂行における祝福の関門に至るまで。 

40 先見者たちに告げます：あなた方は、これまでに見たことのないような栄光に満ちた幻影を見るでしょう──来る
べき時代にあなた方が繰り広げ、受け取る啓示の前触れです。この預言者たちは、まだ到達すべき高みに到達していないの
です。しかし、彼らが獲得する浄化は、良心に導かれたものであり、彼らの魂や唇に偽りや闇が存在することはないだろう
。彼らは常に、真のインスピレーションと偽の、そして誘惑的なインスピレーションを見分ける方法を知っています。彼ら
は、父が人類へのメッセージとして届けてくれたものを、父の慈悲からどのように受け取ればよいかを知ることになります
。 

41 私の "金の羽 

"は、この時代にその手を休めることなく、預言者たちの証言を記録し続け、自らの霊感を書き記し続け、また霊感を受け
た者たち──人々 の間で教師として登場する者たちの言葉を書き記し続けるだろう。 

42 また、私の「柱」、つまり、人々 を内なる集い、高い評価、精神の高揚の道を歩ませてくれた人々 の心も忘れては
ならないでしょう。一人と一匹は、将軍の指揮下にある隊長のようなものである。彼らは砂漠のモーゼやヨシュアのように
、ユダ族に支えられていた。マカベの部族は偉大な軍司令官、無敵の戦士であり、都市の裂け目を潰し、壁を壊し、国全体
を支配していたが、彼らの後ろには、相続地として約束の地を受けなければならない主の民がいたからだ。このような比較
は、マスターがあなた方に描いている「柱」である。 

43 そして、弟子たちからなる民衆も同様に、最期に大きな至福の時を迎え、師から大きな教えを受けることになるの
です。人々 よ、私があなた方に委ねる偉大な恵みの一つは、1950年の終わりに、あなた方が霊的世界、守護天使、カウン
セラー、癒しの存在、そして地上であなた方の両親、子供、兄弟、友人、親類であった魂と最後のコミュニケーションをと
ることを認めるというものです。そして、そのコミュニケーションの中で、愛撫、霊的な抱擁、光に満ちた助言、「私たち
が主の家で一つになるまで、自分の道を進みなさい」という希望の声を受け取ることができるように、私はあなたを許しま
す。 

44 だから今も、私は愛と優しさをもってあなた方を準備し、あなた方の味覚を磨き、あなた方の心を和らげ、あなた
方との時間が和解の機会となり、あなた方の間を赦すことができるようにしているのだ。あなた方の心に深い傷を残した陰
湿なもの、邪悪な視線、諸刃の剣が鞘に納まり、真の愛、兄弟姉妹の赦しによってすべてが消されるように。その時あなた
方の目が涙を流すとき、その涙は真の愛であり、あなたの目よりも魂の高い感情の泉から湧き出るように。あなたの身体の
腕が絡まるとき、それはあなたの身体の腕以上に、あなたの魂の絆──私が地球上のすべての魂を結合した愛の絆──とな
り、あなたは皆、その瞬間に私の法の中で自らを認めるだろう。そして、私の言葉が終わり、主人の声が広大な空間に遠い
こだまのように聞こえるとき、その愛、あなた方の緊密な抱擁が、あなた方のさまよいの中で互いに保つ暖かさ、慰め、交
わりとなり、その愛を通して、あなた方の間の慈悲を通して、聖域を見ることになるのである。聖霊があなた方の知性を通
じて世界に送るメッセージである霊性主義を通じて、永遠に私を感じ、私を見、私を崇め、私を愛することができるように
するためだ。 

45 また、子供たちや若者たち、お年寄りのところへも霊的なメッセージを届けに行くべきです。もう境界を見ること
もなく、"父よ、私の国にお注ぎください "と言うこともない。これ以上、"主よ、国々 を解放したまえ 

"と言ってはならない。私にこう言いなさい "父よ、同胞を祝福しなさい" "罪を犯した者たちを赦しなさい" 
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もはや国籍を見ることもなく、祈りの中で言及することもない。そして、天使たちと一緒になって、いつもすべての人
のために執り成しをする人たちと一緒になって、あなたの魂の平和をすべての仲間に注いでください」。そうすれば、種族
が再びひとつにまとまり始める様子を見ることができるだろう。あなた方を隔てていた言語は、それを知らなかった人々 に
も次第に知られるようになるでしょう。  

カーストや一族は消え、謙虚さと理解に取って代わられるでしょう。高いところにいる者は試練に敗れて低いところに下り
、低いところにいた者は高いところに到達するために上昇する。それは償いの時であり、この償いの中にこそ、完全である
私の神聖な正義があるからです。今あるすべての魂が、私のはかりとなり、あなたの体重を量ります。 

は重さを量る。だから、私はあなたがたに言う。私は、完璧に判断し導く方法を知っている者であり、私だけが、すべての
人生、すべての運命の謎を突き止めることができるのだ。 

46 私の神霊の平和が全世界に降り注ぐように、見守り、祈りなさい。 

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 331 
1 人間の知性によるこの顕現を疑う者は、他の被造物に対する自分の優越の地位を否定するかのように振る舞い、ま

るで自分の精神を否定するかのように、自分が無限の試練と苦しみと闘いを経て到達した精神的・知的レベルを自覚しよう
としないのです。 

2 私があなた方の知性や精神によって自らを知らせることを否定することは、自分自身を否定することであり、自分
自身を低次の生き物の立場に置くことである。 

3 人間が神の子であることを知らない人がいるだろうか。自分の中に魂があることを知らない人がいるだろうか。そ
れなら、父と子の間には、互いにコミュニケーションをとる方法が一つかそれ以上あるはずだと、なぜ信じないのでしょう
か。 

4 私は知性であるから、知性によってあなたに語りかけ、私は精神であるから、あなたの精神に語りかけるのです。
しかし、わが顕現を否定する者たちが、私を霊として考察し、認識しようとしなかったとしたら、どうやってこの真実を理
解し、受け入れることができるだろうか。例えば、私は人間の形をした神的存在であり、それを象徴やイメージによって象
徴化し、それを通じて私と接触しなければならないと考えるなど、多くの誤った考えを心の中で育んできたのです。 

5 何世紀もの間、このように私を求めてきた人々 は、祈りや儀式を捧げる像や彫刻の前の沈黙に慣れ、ついには彼ら
の心の中に、神を見たり聞いたり感じたりする価値のある者はいないという観念が形成されてしまったのだ。私が男性に近
づくには限りなく高すぎるということで、彼らは私に賞賛のオマージュを捧げていると信じているのです。しかし、彼らは
間違っている。私が偉大すぎて、人間のような小さな生き物を煩わせることはできないと主張する者は、わが霊があなた方
に明らかにした最も美しいもの、すなわち謙虚さを否定する無知な者であるからだ。 

6 もしあなたがキリストを信じるなら、クリスチャンだと言うなら、自分は主が近づくのにふさわしくないと考える
ような無意味な考えを抱いてはならない。あなたのキリスト教信仰そのものが、神の「言葉」が人となったあの神の愛の証
明に基づくことを忘れていませんか？魂が暗く、心が弱い罪深い肉欲的な人々 の理解に、私の神の声を人間の言葉に変えて
聞かせること以上に、具体的で人間的なアプローチがあるだろうか。 

7 これは、人間に対する愛と謙遜と慈愛の最大の証明であり、誰も私にふさわしくないということが常にあなた方の
目の前に残るように、私は血で封印したのだ。 

8 では、なぜこのように信じている人たちが、今、私の存在と顕現を否定するのでしょうか。なぜ彼らは、神は無限
であり、人間はあまりにも低く、あまりにも取るに足らない、価値のない存在であるから、それは不可能であると主張しよ
うとするのでしょうか。あなたがたに言うが、今この時のわが出現を否定する者は、その第二の時の世界におけるわが存在
も否定し、わが愛とわが謙遜も否定するのだ。 

9 罪人であるあなた方にとって、その罪の中にある私との距離を感じるのは当然のことです。一方、私は、あなたが
罪を犯し、魂を汚せば汚すほど、私があなたに光を与え、あなたを癒し、救うために手を差し伸べることが必要であると感
じています。 

10 私は、わが子たちに再び自分を知らせるとき、多くの人が私を否定することを知っていたので、そのときにも私の
帰還を告げた。しかし同時に、そのときの私の存在は霊的なものであることを明らかにした。しかし、もし疑うのであれば
、福音書に私の言葉を書き記した4人の弟子たちの証言で検証してください。 

11 なぜ、私が人間としてこの世に戻り、再びわが血を流さねばならないのでしょうか。その時の自分の働きや犠牲の
死を実のないものと考え、その時から今まで人類は全く霊的に発展していないと考えるようなものです。 

12 私は、当時のあなた方の物質主義にもかかわらず、あなた方の存在の核心に進化した魂を見出さなければならない
と思いました。 

13 私は霊の中にいて、光り輝く "雲 

"からあなた方にわが言葉を送り、これらの口上を通してそれを人間的にしているのだ。 

14 このメッセージは、私の声を伝える者たちの唇から人間の言葉に翻訳されたもので、後に私の言葉が途絶え、あな
た方が必要な時間をかけてそれを根底から研究し理解したとき、あなた方が良い知らせの使者として出て行き、私の啓示を
同胞と共有するために持ってきたものである。 

15 このメッセージとは別に、私が直接送った光は、人々 の心の芯に届き、次第にその心を照らし出しているのです。 

16 私のメッセージがあなた方を通じて世界に届くとき、あなた方は本当に畑が用意されていたことを知るでしょう。 

17 そうです、弟子たち、今こそ人々 は──意識することなく──自分の精神的未来を考え、神の啓示とわかるものを
理解し、自分の課題が何であるかを直接認識するときなのです」。こうして、心の奥底の静寂に思いを馳せながら、多くの
真理を理解することになるのです。 

18 こうして、多くの人々 の心に光が差し込み、彼らはますます宗教的狂信を拒絶し、偶像崇拝は彼らの心の中でます
ます力を失いつつあるのです。 
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19 自分では気づかないうちに、どんどんスピリチュアリティへの道を切り開いているのだ。未知の勇気、信念、より
高い力が、恐怖や偏見を克服させ、意志が強くなった分だけ、考察もより明確に、より明確に、より正確になったのです。 

20 魂から魂へと受け継がれる真理の光が、人々 にどのように届くのかをご覧ください。この地上の目では見ることの
できない光の前進を、誰が阻むことができるだろうか。 

21 私が過去の時代に啓示した本質と真理は、わが言葉が書かれた忘れられた本の中で失われることはなく、その意味
は人間の側で変化することによっても消滅することはないのだ。真理は人間の貧しさの上にあり、あらゆる瞬間にその姿を
現す。しかし、その光は、人間がその発展の道において新たな、決定的な、決定的な一歩を踏み出したときに、よりはっき
りと見えるのである。 

22 前時代に霊的生命の神秘を明らかにした象徴、譬え、寓話は、現代では、長い霊的経験の光によって、みなさんが
律法と教義と預言と啓示と約束を正しく解釈できるようになるときに、理解できるようになるでしょう。 

23 私のメッセージは、実りある雨のように、あなたの魂に降り注ぎ、私は愛の種を置いた。今日は、あなた方が地上
の労働から休息し、魂に安らかな祈りと瞑想の機会を与えるために捧げる日であり、それによって、あなた方の魂にとって
永遠の命のパンであるわが言葉を聞くための準備をするのです。 

24 私の仕事は、愛する人々 の魂がより高い世界で生きることを教え、光に満ちたものにすることです。 

25 あなた方を私の弟子にして、私の霊の子供として私を感じることを学ばせたいのです。なぜ、あなたは自分の中に
私の存在を感じないのだろう。なぜなら、あなたは私自身の本質でできており、私の一部だからだ。あなた方が私を感じな
いのは、自覚がないからであり、霊性や準備が足りないからであり、どんなに多くのサインや感覚を受け取っても、それを
物質的な原因だと決めつけてしまうからだ。だから、私はあなた方と一緒にいるが、あなた方は私の存在を知覚していない
と言うのだ。 

26 今、私はあなたに言う。あなたが私の一部である以上、あなたの存在の中に私を感じるのは自然なことではありま
せんか？そう考えると、あなたの精神はやがて私の精神と融合するのが正しいのではないでしょうか？私は、すべての人間
の中にあるはずの真の偉大さを、あなた方に明らかにしているのだ。あなた方は迷い、地上で偉大であろうとするあまり、
精神的に小さくなってしまったのだ！」。 

27 あなた方は物質的な価値を、それらが持つ以上に重要視しています。一方、精神的なものについては、何も知ろう
とせず、世界に対する愛が大きくなり、その知識が地上での進歩と矛盾すると考えて、精神的なものに関係するすべてのも
のをできるだけ否定しようと努力さえしています。 

28 霊的なものの知識は、道徳に関しても、その科学に関しても、人の進歩を妨げることはないと、私は言います。そ
れどころか、その光は、今のところ彼の科学では知られていない無限の知識を人に明らかにするのだ。 

29 人間が霊化の梯子を上ることを拒む限り、この父の懐で、神の子──愛と高揚と知識によって、わが霊のふさわし
い子であるという至上の幸福を与えてくれる真の栄光に近づくことはできないだろう。 

30 人々 よ、私を感じたいか。それなら、従順で謙虚になり、もはや私に一緒にいてほしいとは思わないでください。
私の意志であなたがたに私を知らせるときを待つことに満足しなさい。 

31 私は、人間の知性によるこの顕現を通して、あなたに私のプレゼンスを感じさせます。しかし、あなたがたは功徳
によってこの顕現を受けたのではなく、私があなたがたのために持っている愛から生まれた私の慈悲であり、私の現存をあ
なたがたに理解させるために、私があなたがたに近づいたのだと、私は言わねばならない。 

32 私は、あなたが私のメッセージを大いに必要としていること、あなたの魂の中で私の光に対する飢えと渇きがすで
に非常に大きいこと、あなたが私からの呼びかけに急ぐ準備ができていることを知っていたのです。地上での苦しみによっ
て、あなたは浄化され、敏感になったからです。それゆえ、私はこの姿であなた方と共にあり、このメッセージは、あなた
方が霊から霊へと私を求めなければならない時のための準備に過ぎないことを理解させたのだ。そうすれば、もはやわが慈
悲が自分を知らせるために動くのではなく、あなたの精神的な高揚をもたらすことになるのです。そうすれば、あなた方は
もはや霊的なものに対して偏狭になったり、盲目になったり、鈍感になったりすることはなく、霊から霊への対話があなた
方にとって何を意味するかを十分に知り、絶対の信念を持って、この恵みに値するように、可能な限りのことをするように
なるでしょう。 

33 そうすれば、あなたはすでに、私の霊があなたを通して現れ、あなたの思考、あなたの言葉、あなたの仕事の中に
私の存在を感じさせるために必要な光を手にしていることでしょう。 

34 今日、あなた方は長い間放浪していた巡礼者のようなものです。しかし、この時、私の大きな鐘があなたを呼び出
したのです。あなたたちは、一部、急いで恵みの源に来た。私は、私の「働き手」を迎え、この民が一歩一歩霊的に前進し
、私に隣人への愛を示すのを見るのを喜んでいる。あなたは硬い岩のようでしたが、私の言葉のノミがあなたの心を働かせ
て、聖域に変えました。 

35 命の書から別のページを知らせたのは、あなた方がもっと光を得て、私の言葉をあなた方の心に咲かせるためであ
る。私は、自分が困っていると思う人のために、精神的な慈悲の宝物を持参しています。 
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36 あなたは、この地上の楽園を涙の谷に変えてしまったのです。私はそれをエデンの園としてあなたに託した。あな
たの魂が、その肉体とともに、あなたの父が人間の福祉のために用意したすべてのものを食し、その甘い実りを楽しみ、こ
うしてあなたの父が喜びに満ちた心であなたの父と霊的に調和できるように。 

37 新しい夜明けを前にして、暗い影から解放され、私を祝福してくれた人たちは幸いである。わたしは、あなたがた
に命と光の本質をわたしのことばでもたらし、あなたがたを暗闇から取り除いて、わたしがあなたがたのためにつくった道
にしっかりと立つようにしたのだ。 

38 あなた方は、後に花開くべき種の世話を委ねられた私の労働者である。私はあなたに葉を茂らせた大樹を託しまし
たので、旅人はその木陰で休むことができます。しかし、嵐がその葉を奪ってしまったのは、あなたが眠っているときに誘
惑に驚いてしまったからです。嵐によってこの木から引き裂かれた葉を、わが慈悲は集め、そこから再びこの木の枝の葉を
作り出す。 

39 私はこの木の実をあなたに与え、あなたは私の神聖な愛の無限の甘さを享受しました。わが働き手の中には、主人
として出世し、私が託した木を捨てた者もいる。しかし、その葉の下には多くの群衆がやってきて休息し、その実を食べる
ので、私は世話をし続けるだろう。 

40 どんな時でも、どんな試練でも、強くあり続け、大勢の人々 を私のもとに導いた人々 は幸いである。私は彼らを強
化し、啓発し、時代の無慈悲から私の霊的なマントで彼らを守ります。私は彼らの唇から苦しみの杯を取り去り、私の民が
日々 、私の言葉でリフレッシュできるようにする。 

41 多くの人々 が長い列車でやって来て、私の父の恵みを慕い、この木から命の実を欲しがり、その甘さを知ることに
なるのです。私はその中で、私の選んだ者、病める者、困窮する者を待ち望んでいる。 

エリヤは彼らをわたしに差し出すだろう。彼らは、苦悩する心、不遇な魂であり、慰めを得ることなく、常に非常に苦
い杯を空にしてきたのです。しかし、時代も嵐もその木を破壊することはできず、その葉には常に樹液があり、その実も多
くなる。 

42 私は私のしもべたちから闇と自己欺瞞を取り除き、私の神聖な愛で彼らの心を整え、私の霊の平和を彼らの内に置
いた。私は彼らに私の律法と私の仕事の白さを示し、彼らがその誠実さと純粋さを見守るようにしたのだ。 

43 多くの者が自らを裁判官とし、わが仕事の完全性と、人間の知性を通じたわが霊の顕現を否定することだろう。し
かし、わたしは力ある者、道であり、光である。そして、わたしの意志があるときはいつでも、わたしの慈悲を、人類が自
らを支えるための棒として伸ばしてきたのである。 

44 私はあなたの魂と肉体を活気づける者であり、あなたが私と共にあるとき、あなたからは痛みが取り除かれ、あな
たは心の底で私の愛の優しさを感じる。それはまた、良心によって責任を問われ、罪の中に生きてきたこと、自分の使命を
忠実に果たせなかったことを自らに恥じ入る瞬間でもあります。 

45 そうすることで、あなた方は私の神性に仕える者となり、精神と精神の対話を達成する準備ができるのです」。 

46 ある悲痛な心が私に言う。"父よ、あなたの預言者たちが告げた戦争はいつ終わるのでしょうか？"そして、私はそ
れに対して、平和の時は私の神の指によって示されることを伝えます。 

自分を霊化すれば、透明な鏡のようになり、そうして整えられたあなたを見る人は皆、あなたに疑問を持ち、あなたの
唇から出る最初の言葉から、あなたの心の底から湧き出る愛を受け取ることになります。そうすれば、あなた方は私の弟子
として認められ、疲れることなくあなた方の話に耳を傾けることができるだろう。これが平和な時代の始まりとなるのです
。 

47 あなたの魂の衣が汚れないように、常に白であるように、そして、あなたが仲間から尊敬されるように守ってくだ
さい。肉体は滅びますが、魂は永遠に属します。だから、あなたがたは、永遠の家に住めるように、私があなたがたに託し
た賜物を活用しなければならない。 

48 あなたがわたしを理解し、あなたの心が開かれた本のようになり、そこにわが言葉が書き留められ、あなたが学び
、実践し、謙遜と柔和の模範となるとき、あなたへのわが顕現はどれほど幸いなことだろう。 

途中で疲れて疲れ切っているのを見つけた者は、引き上げて強くしなさい。自分の持っている旅の荷物を分ける人は幸
いである。あなたの魂は、毎日無尽蔵にある精神的な宝物の持ち主です。 

49 畑の種を世話する良い農夫のようになりなさい--

人間の努力によって、物質的な花を咲かせ、実を結ぶ種を。信仰と希望をもって労働の道具を手にする者は、土地を耕し、
作物を雑草から解放し、雨が降って花が咲き、人類の糧となる果実を豊かに実らせることを期待します。 

50 私は約束を果たすために、あなた方の間で自分を知らしめたのだ。私の愛は、この顕現までの時間が短くなるよう
に、時間を固定しました。信じる者がいる一方で、疑う者もいる。しかし、父を認めない者を前にして、父は何をなさるの
でしょうか。苦しみが戻って邪悪な心を浄化し、増殖したタレはもう一度滅ぼされます。 

51 イスラエルよ、私の仕事の責任はあなたにあることを理解しなさい。それらの国々 の束縛の中で苦しみ、泣いてい
る人々 の痛みを感じてください。彼らは、私の強力な慈悲が彼らを解放し、平和を与えてくれることを望んでいるのです。
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無邪気な子供たちは泣きながら無防備に道を進み、老人は嘲笑され、処女は誘惑され、人は哀れみも後悔もなく、自分の存
在の基礎を他人から奪い取るのです。 

52 イスラエルよ、あなたがたは、人類に平和と希望を与え、救いの扉を示すために、建設するために用意したのだ。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 332 
私の平和があなたとともにありますように 

1 愛する弟子たちよ、この世の平和を求める魂で、祈るあなたたちに会います。人の心が平和を拒絶し、不安や憎し
み、息苦しさ、落ち着きのなさだけがこの地球から消えてしまった今、あなた方は平和の使者であり、この祝福された贈り
物をもたらす者なのです。 

平和の使者として、そして、この神聖なメッセージを伝えるために、物理的に地球のすべての場所、方法、地域を訪れ
ることはできないので、私は、あなたの魂が、すべての同胞に至福と恩寵と祝福を浴びせられるように、霊的祈りによって
昇華、伝達することを教えてきました。 

2 私は私の教えの中で、あなた方は特定の国々 のために私に頼むのではなく、全世界のために、人種、国籍、社会の
階級に関係なく、すべての同胞のために頼むべきだと言った。あなたの高められた魂は、短期間だけ高い彼方にいるが、そ
こから父の偉大な普遍的家族だけを見、すべての人々 の苦しみ、悲惨さ、痛みを見て、それらのために私に頼むことになる
だろう。そこから、より高い霊的世界にいる自分より高い存在たちを見ることができ、彼らに助けを求めることになる。ち
ょうど、霊的世界を尊敬して呼び、そこからインスピレーションと保護を受けることを教えたように。そうすれば、弟子た
ちよ、あなた方はすべてを包み込むような愛で愛することができる。 

3 第二紀では、キリストは人種の区別なく互いに愛し合うことを教えられたと言われます。しかし、この第三の時に
、私はあなたがたに言います。私は、第二の時代、キリストとして、あなた方に全面的な愛を教えました。しかし、私はあ
なた方に人間としての愛を教え始めなければなりませんでした。それは、時が来れば、あなた方が霊的な愛で互いに愛し合
うことができるようになるためです。 

あなたの魂が、私が今教えているこの愛の中にすべてを含むようにと願っています ── 

あなたの父を愛するあなたは、すべての被造物を愛する ── 

あなたの世界で、父があなたを愛する愛の一片でもって互いに愛し合う ── 

私が創造したすべてを愛し、私があなたに遺し託したものを無関心で拒絶しないこと。 

4 人間は、必ずしも私の教えを正しく解釈しているわけではありません。私は、私の法が認め、許可している良い果
実を無視したり、楽しむことを控えるように、あなた方に教えたことはありません。私はただ、不必要なもの、余分なもの
を求めてはならない、ましてや愛してはならない、魂と肉体に有益な果物のように、腐りやすいもの、不正なものを利用し
てはならない、と教えてきました。しかし、魂や心のために許され、それによく役立つものはすべて、わが法の範囲内であ
るから、私はあなたがたに賞賛したのである。 

5 もう1つ指示を出しています。あなたの魂が呼び戻されるとき、その肉体をどのように捨てるかを知るべきだとい
うことです。しかし、本当にあなたがたに言います。魂が肉体から離れたら、地上の財に目がくらむことはない。そうすれ
ば、あなたの魂はより大きな知識を得て、創造の業をより賞賛し、人生の意味をより深く理解し、すべてをその霊的な翼で
包み込み始め、その視線は地上での知性の限界のような地平を超越するようになるのです。そして、真の普遍的な愛で父な
る神と神聖な被造物を真に愛し始めるのです。そうすれば、魂にとって、あらゆる人間の地位、一族、社会的階級は消滅す
る。そして、もはや地上の家族として所属していた人たちだけを愛するのではなく、すべての隣人を霊的な愛で愛し始める
のである。これは、私がいつでもあなたに教えてきた愛です。 

しかし、もしあなたがたの中に、この時代にわたしの話を少ししか聞かず、したがって、わたしの仕事を正当に評価す
ることも理解することもできないと恐れ、わたしの話をよく聞いた者、この時代にわたしの言葉をよく受けた者をうらやむ
弟子がいるなら、わたしは真に彼らに言う、「悩むな」。弟子たちが私の話をよく聞いたか、ほとんど聞いたことがないか
は、何の意味もありません。一瞬の悟りで、その瞬間に魂が変容し、マスターとなり、愛とインスピレーションの無尽蔵の
源となることができるからです。 

6 このわたしのことばを慰めとし、それに信頼しなさい。本当にあなたがたに言います。この第三の時代に一度も私
の声を聞いたことのない人たちに、あなたは自分の道で出会うでしょう。そして、彼らの中にスピリチュアリズムの偉大な
使徒、偉大な直観的預言者、偉大な霊感を持った人たちが現れるのを見るでしょう。聖霊の賜物が人類の間に現れ、直感に
よって展開されるのを見ることになるでしょう。あなたは、霊から霊へと交信している人たちを見るでしょう。そして、「
この仲間たちは、人間の理解力では一度も主人の声を聞いたことがないのだから、少なくとも主人の声を少しでも聞くこと
ができた私たちは、なんと幸運なことでしょう」と言うことでしょう。 

7 マルコは、私の選んだ12人ではなかったが、私の教えの偉大な使徒だったのを覚えていないのか？使徒の子は、
神の師の教えを紙に書き、黄金の書として人類に残すために、心の中に保存する術を知っていたのである。幼少の頃、彼は
地上の無垢な状態で「私」を聞いたが、師の手によって神のメッセージを心に書き込むことを許したのである。パウロは、
一度も神主の話を聞いたことがなかったのに、改心したのを覚えていないのだろうか。彼は私の使徒たちを迫害していたが
、私を愛し、私の教えの中で大兵士の一人となるまで内面的に向上していった。 
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8 この「第三の時代」でも同じことが起こるでしょう。また、外には物質的な文字で書かれ、内には聖霊の光で照ら
された本をあなた方に残しますので、あなた方はこの源から飲むことができます。あなた方全員が、あらゆる生き物の道に
存在する苦痛、賢明な試練を経て実を結んだ人類に目を向けるために、同じ程度の準備、強さ、精神的知識を持つことにな
るからです。 

9 大きな試練が来たとき、驚くのはあなたではなく、あなたの仲間であってほしい。王冠や王室のマントがあなたを
脅かすのではなく、足場や脅しがあなたを怖がらせるのではなく、中傷があなたを臆病にするのではなく、あなたの心を傷
つける侮辱がないようにしてほしいのです。そうすれば、私があなたを通して知恵と謙遜と正義と愛のうちにわが身を現す
ことができ、世界は驚くことでしょう。しかし、私はそのような性質を、御言葉を通してのみ明らかにしたいわけではあり
ません。 

過去の時代、キリスト教の初期には、師の血、弟子や使徒の血、殉教者の血こそが最もよく「語る」ものであったこと
を思い出してください。人の心は固く、真理や言葉が血で封印されていなければ、それは信じられなかったからです。 

今日、父も世もあなたの血を求めず、あなたの命を求めて、それで私の真理を封じることができるようになる。しかし
、彼らは証拠を求めるでしょう。そして、あなたは彼らにこれらの証拠を与えなければなりません。それは愛であり、啓示
であり、霊化であり、あなたの同胞がそれらを渇望しているためです。もし、あなたが澄んだ水を提供するなら、命のパン
を提供するなら、世界はあなたを信じ、あなたを通して、私を信じるでしょう。 

10 弟子たちよ、あなたがたは大教会と小教会とに直面することになるが、一方も他方も恐れるなと言った。私があな
たに託した真理はもっともであり、私があなたに教えた御言葉は、外見上は明瞭で単純だが、その意味は無限に深く、それ
らはあなたが戦って勝利するための強い武器となるのです。 

しかし、私はあなたがたに言います。地上に、唯物論と不信仰に満ちた人々 が立ち上がり、あなたがたのイスラエルと
名乗る権利を否定し、メシアの再臨を目撃したという証しを否定するようになるでしょう、その人々 とはユダヤ人です。考
えなかったのでしょうか？その民は、その中でメシア、つまり救世主の到来を待っている。その救世主は、自分たちの正義
を貫き、再び自分たちを地上のすべての民の上に置いてくれるだろう。その民は、私がいつも自分たちのところに来ている
ことを知っている。この第三の時に、彼らは言うだろう、『なぜ神は他の民のところに来なければならないのか』と。しか
し、見よ、これが私の教えだ。 

11 あなた方の世界の初期にすでに、私は人類の中にイスラエルの種を形成し始めた。世代から世代へ、私はそれを完
成させた。そして、すべての人の中から選ばれた魂の家族を形成し、民の創造を始める時が来たのである。私は知恵をもっ
て、一人一人の魂を、一人一人の人間を選び出し、私の民を完全なものにした。 

12 そのすべての魂がわが慈悲によって形成され、強化され、その能力が発達し、その時代に従って、すべての身体が
恵みをもって準備された後、私はそれを地表に広げさせたのだ。そして、この人々 に対して、私は常に話しかけ、常に彼ら
と一緒にいる機会を求め、彼らの家長を通じて彼らとコミュニケーションをとってきた。私は彼らの王と預言者を通して人
の々部族に語りかけ、彼らの指導者を通して私自身を知らせ、彼らを常に正しい道に導き、私がすべての創造物の上にいる
ことを思い出させ、彼らの間に正義を思い起こさせた。 

13 そのために、私は霊的にも肉体的にも、乳と蜜にあふれた肥沃な土地を与えたのだ。私はそれを強くするために、
その大きな罪の中で試練を与え、善と悪、光と闇、豊かさと飢え、自由と束縛を知るように鋼鉄にし、また誘惑を受けるこ
とを許し、人々 に降りかかる大きな誘惑と衝撃の中で、ある者は倒れ、ある者は私に忠実であり続けました。 

倒れた者を通じて、他の者が苦しみ、弱い者を通じて、強い者が苦しめられた。しかし、ある人の弱さと、ある人の忠
実さ、堅実さは何だったのでしょうか。 

弱者は、奔放な地上財への愛、低次の情念、権力への限りない努力、悪いカルト、偽善的なカルトに堕ちた。不動の人
は々このように謙虚であり、簡単な礼拝と健全な習慣によって創造主を認識し、愛していたのです。 

14 私はこの民を決して無防備にはしなかった。私は苦しみの中で彼らに預言者を送り、彼らが私への希望と信仰を失
わないように彼らの魂を高めたからである。しかし、この預言者たちが、物質主義者、地上の金持ち、人間の栄光にうつつ
を抜かす者たちを戒めると、彼らは彼らから拒絶され、迫害され、しばしば殺された。 

しかし、確固とした、忠実な人々 の心には、それらの預言者の言葉が燃えるたいまつのように残り、すべての預言者を
通して、父は、人々 を束縛から解放し、正義をもたらし、その子供たち一人ひとりの心の中に御国を置くために、御自分が
その民のもとに来ることを告げたのです。しかし、それらの約束、予言は、民衆の2つの党によって異なる方法で解釈され
た。 

15 主がメシアとして、救い主として、民の前に現れたとき、ある人々 は、主が愛と正義と平和の神であり、すべての
慰めと癒しの父であると長い間期待していました。また、無敵の兵士として、主の民を引き上げ、主の民を捕らえて支配し
ていた敵国を滅ぼす戦士として期待する者もいた。彼らは、その手が地上の大きな富、現世の財を手渡し、それぞれの子や
それぞれの部族に授けることを期待したのです。そして、メシアが柔和に、人間の貧しさの中で、あらゆる最高の謙遜のう
ちに地上に現れたとき、主がイエスを通してもたらした高い教訓、神のメッセージを魂と心が受容する、忠実で忍耐強い人
だ々けが感じ、認識したのである。 
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16 しかし、豊かで力強い地上の神、人々 が受けたあらゆる侮辱の復讐者である戦いの神を期待していた人々 の間では
、その失望は大きく、また拒絶反応も大きかった。しかし、その善良で謙遜な主人は、民が王国に分裂していることを知っ
たとき、すべての民を同じ愛で包み込んだのです。サマリアでもユダヤでも、御言葉を伝え、一つの部族でも他の部族でも
、御自分の愛、癒し、奇跡、教え、預言を注いでくださいました。 

それでも、肉欲のユダヤ人、物質化したユダヤ人、聖霊の啓示を前にして震え上がる人々 、高き彼方へと続く道を見よ
うとしない人々 によって、彼は拒絶され続けた。一方、天の国、永遠の命のパン、すべての人の真実、すべての被造物への
愛の到来を待ち望む人々 には認められ、愛され、その時からこの人々 は分裂の道を歩むことになった。 

17 父なる神が（イエスにおいて）去られた後、すでに先祖に託された土地を民の手から奪い取ることが必要であった
のです。ある者には贖罪として、ある者には報酬として奪われた。あのカナンの地、過去の美しいパレスチナは、真の約束
の地のイメージとしてのみ、われが霊のために用意したものであったからだ。しかし、もう一人の部分、つまり私の存在を
常に感じている忠実な人々 は、過去の遺産を失ったことに痛みを感じることなく、父からの新しい恵み、すなわち神の言葉
、神の犠牲、神の血の遺産を託されたことを知っていたので、私の意志に献身し続けたのです。 

18 一つは物質化され、その高慢な償いとして地上の品々 によって豊かになり、その力によって世界の土台さえも震わ
せるもので、それはその力、才能、父がその霊に注がれた恵みの賜物を、自らのため、野心のため、偉大なるもののために
使ったからである。 

あの民族が、唯物論の範囲内でさえ、その科学、その意志、その知性において、いかに強い証拠を示してきたかを見て
ください。かつての飢饉、奴隷、屈辱に対する恨みを心の底に秘めながら、今日、強く誇り高く立ち上がり、他民族に屈辱
を与え、その力で威嚇し、支配しようとするのだ。今日、それは満たされたものであり、何百万人もの飢えた人々 や大量の
奴隷を満足げに見ている--金や権力や科学や名声への欲求の奴隷である。 

19 しかし、私はまた、わが民のもう一つの部分、すなわち、確固とした忠実な人々 、すなわち、わが存在を常に感じ
ることができた人々 、人の間にわが到来を常に認識してきた人々 、わが啓示を信じてきた人々 、そして、あらゆることにも
かかわらず、私に従順で命令を遂行した人々 を見るのだ。 

そのもう一つの部分とは、この時代に人間の知性を通してわが顕現の証人となったあなたたちだけではない、イスラエ
ルの霊的民の一部は全地に散らばっており、それぞれがいる場所で、わが思いやりの愛を受け、わが存在を感じ、わがパン
で身を養い、私がどこから来るのか、どのような方法で来るのかも知らずに、私を待ち望んでいるのだ。 

しかし、わたしがどのように来たか、どのようにわたしを知らしめたかをよく知っている人たち、すなわち、来るべき
時代に備えている人たちは、その民の十二部族からわたしが選んだ14万4千人の一部であり、14万4千人の隊長のようにイ
スラエルの多数の民の前にいて、第三紀の霊的格闘における大きな戦いに彼らを導いてゆくであろう人たちなのだ」。 

20 我が国民がいつまでも分裂しているとでも思っているのか。本当にあなたがたに言います。ダメだ！あなたのため
に、教えと光と試練が来た。それらのために、私の正義と同様に訪問が来た。私は今、彼らを精神の目覚めへと大股で導い
ている。彼らは最初の瞬間、2回目に否定したように、必ず私の3回目の来訪を否定するだろうが、私はあなたがたに言う
。そう遠くないうちに、彼らが改心するときが来る。彼らは古い伝統の中で生きている。しかし、私はユダヤ人の心と精神
を見抜き、彼らが自分たちの信念からというよりも、利便性と霊的啓示への恐れから伝統に固執していることをあなたに知
ってもらう。しかし、私が彼らに提案するのは、不必要なものをすべて捨て、慈悲と愛と謙虚さを実践することです。 

21 一方は言葉、思考、祈り、証明に、他方は彼らの才能、力、伝統にです。しかし、私はこの対決に立ち会い、私の
正義を本当に勝利させ、霊性を勝利させ、霊が肉の上に立ち、頭を下げ、へりくだらせ、そして、イスラエルの部族の和解
、主の民の統一をもたらすであろう」。それは、主の啓示の長子であり受託者であることで、兄弟たちの長男として残りの
者を導き、彼らと主の恵みを分かち合い、すべての者を父の右の座に導くことができるようにするのです。 

22 分裂したままでは、地上の他の民族に勝利することはできない。しかし、本当にあなたがたに言います。第三の時
代の人々 が人間の生活の中でその強さと光を大いに証明したように、あなた方も自分の霊性を証明しなさい--

霊の力は人間の力より大きく、戦いで彼らに勝利することを証明しなさいというのです。 

23 理解せよ、人々 よ、父から託された使命を遂行できるように、魂が平安のうちに舞い上がるように、ついに私に到
達し、私の王国から、私が教えるすべてを包含する愛ですべての被造物を愛するのだ。 

24 この間、いろいろなことを話したが、私が話したすべてのことから、この恵みの朝に私が与えた教訓を学ぶことに
なる。すべてを包み込む愛! 

25 イエスが弟子たちに、地上界のさまざまな創造物に語りかけているのを何度発見されたことだろう。鳥との会話、
廊下との会話、海との会話で、師匠は何度驚かされたことだろう。しかし、彼らは師が携挙されたのではなく、師の中に父
の創造的な霊が住んでいることを知っていた。父はすべての存在に言葉を与え、すべての「子」を理解し、父によって創造
されたすべてのものから賞賛と愛を受けていたのである。 

26 イエスが鳥や花を撫で、すべてを祝福しているのを、弟子や人々 は何度見たことだろう。弟子たちは、主が多くの
栄光、知恵から生み出された多くの驚くべきものに囲まれているのを見て、神の喜びを垣間見た。また、そのような栄光を
前にした人間の無関心、多くの輝きに対する人間の鈍さ、盲目を見たとき、主の目にしばしば涙が浮かぶのを見た。彼らは
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、完全な愛の球に囲まれているにもかかわらず、ハンセン病患者が涙を流しているのを見て主人が泣いたり、男や女が自分
の運命を嘆いているのをよく見たものです  

27 父の心には利己主義があるからではなく、被造物と自分自身を愛せるようになるには、私の愛を理解し、それを同
胞に感じられるようにならなければならないからです。 

だから、この恵みの朝に、私はあなたたちに言う：あなたたちの愛がすべてを包むものになることを望む──ただし、
まず私を愛し、次に互いに愛し合い、そして、父によって造られたすべてのもの、すべての被造物、父の娘としての完全な
作品、したがってあなたたちの兄弟姉妹を愛するのだ。 

28 自分の魂と感情に感性を与える。汝の身体も、生は短いが、この爽やかさを共有し、存在することを喜び、自然が
与えてくれる放射を喜び、それによって満たされ、リフレッシュされなさい。この肉体的な生命は、恵み、暖かさ、エネル
ギーの源でもあるのです」 慰めや愛撫、栄養、平和。 

29 あなたの体にごちそうを食べさせなさい、この宴に参加させなさいと、マスターは言うのです。それを隠したり、
自然から取り除いたりしないでください。この生命の源を拒ませないでください。私が愛情を込めて与えたものを拒ませな
いでください。そうすれば、いざというときに安心して眠りにつくことができるだろう。 

しかし、あなたの魂は、あの世から、その解放から、父のすべての作品よりも物質的な創造物を熟考し続け、その時、
今よりももっとそれを評価することでしょう。そして、もはや物質的な生命を糧とすることはないが、それに満足する必要
も、その中で生きる必要もないが、すべてのものと調和し、すべてを賞賛し、父の中でそれを愛するようになるのだ。 

30 私の言葉はあなたを平安で満たし、あなたの魂と心のバームとなる。それは敬虔な気持ちを含む言葉であり、私の
神聖な耳への賛美歌であり、父への子の愛撫で あり、すべてを持ち、すべてをなし得る方に差し伸べる手なのです。 

あなたは私に告白し、私に何も隠さない。なぜなら、私のまなざしがすべてを包み込み、すべてを貫くことを知ってい
るからであり、地上で犯した罪のために自分の良心に向かって悔恨の念を抱くのである。しかし、本当にあなたがたに言い
ます。私は、毎日朝から晩まで、あなたがたの善行と罪とを数え、より多くの善行を記し、より少ない悪行を記録するのだ
。 

31 弟子たちよ、立ち止まってはいけない。私がいつも言っているように、あなた方は善と進歩の道をしっかりと歩ん
でください。善だけが人間を助け、徳と真実だけが闘争と争いの道で人間を支える時代がやってくるのです。 

偽り、偽善、利己主義、あらゆる悪しき種が、厳しい訪れ、落下、打撃によって終焉を迎える日が近づいているのです
。 

だから、師はあなたがたに言う。"もっともっと善良になれ！"と。私の民よ、善を行ったからといって悪を受けること
はないと確信しなさい。もし、あなたが地上で善いことをして、悪い実や悪い報いを受けたとしても、その悪い実は一時的
なもので、最終的な実ではないことを、私は真実に告げます。刈り取るまで辛抱することです。 

32 主の畑で良い働き手となり、物質的な地の働き手をいつも見張っていなさい。嵐が来たからといって、すでに芽を
出した種を捨ててしまうのでしょうか？本当に──いやだ!悪天候が過ぎるまで待ち、見守り、祈り、収穫を待つ。そして
、この忍耐の収穫が、本当に祝福と豊かさに満ちたものであったことが、どれほど多いことでしょう。 

あなたの善行にもかかわらず、不幸は一時的な嵐として、あなたの美徳の証明とし、あなたがよく蒔いた私の種が、時
が来れば良い花と良い実を与えると常に信じてください。 

33 本当にあなたに言います、魂は種のようなものです、あなたが知っている種のようなものです。私は今、比喩的な
意味で話しているのです。「彼らも発芽し、根を張り、成長し、花を咲かせ、実をつける。しかし、もっと言っておかなけ
ればならないことがある。すべての魂が同じ時期に発芽するわけでもなく、同じ時期に花が咲くわけでもなく、決まった時
期に実を結ぶわけでもないのだ。同じ時期に蒔いたものでも、早くする人と遅くする人がいます。このことを理解し、あな
た方と全人類の過去、現在、未来に適用してください。このことから、あなたは偉大な結論、偉大な啓示、そして人の疑問
や疑念に対する遠大な答えを導き出すことができるのです。 

34 今日の私の教えの言葉を読み解くならば、そこには師のある意図が見出されるであろう。魂の輪廻転生という真の
啓示を人類にもたらすために、魂を強化することです。 

その直感的な知識は、すべての人に残されているのです。地球上のすべての民族において、彼らはすべての魂の過去、
現在、未来を含む秘密を疑っている。ある人は理論的に、ある人は可能性として、またある人は空想的に、そしてまたある
人は真っ向から否定する。しかし、私は、彼らがこの真理を熟考していることを発見しました。 

35 この時代の人類は伝説や幻想を形成し、最も遅れた部族や原始林に隠れた人々 でさえ、魂の再実体化の秘密を疑っ
ている。これは大地が準備され、肥沃になったからで、人間の魂はその発展においてこの「秘密」の一部を身体に現すこと
ができたからだ。 

今必要なのは、私の人々 、私の指示を受けた人々 、私の忠実な人々  ── 

常に私を待ち望み、私の啓示と教えを受け取る方法を知っている人々  ── 

が、生きた言葉、理由、真実によって人々 にこのことを確認させることです。その時、人は新しい知識と新しい人生に目覚
め、それは人の心の中の神の国、人の魂そのものの中の霊の国にほかならないのです。 
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36 第二の時代に話したのと同じ言葉で、あなたがたに話す。すべての善は、わが言葉から湧いてくる。もし、あなた
がその中にバームを求めるならば、私の癒しのバームはあなたの苦しみの上に無尽蔵に流れ落ちます。もしあなたが、不在
の病人を私に求めたなら、彼らはあなたの体のために不在になるが、私の霊もあなたの霊も不在にならない、彼らの中に私
の癒しの力があるのだ。もし、あなたがたの事業に対して、わが祝福とわが保護を求めるならば、本当に、わが愛とわが光
は、それらの上にあると、あなたがたに言う。あなたが私を救いの導き手として信頼しているからこそ、私はあなたの手を
取り、あなたを真に勝利へと導くのである。私は、罠と試練の中であなたを強め、あなたを励まそう。 

37 あなたは、私の霊的な仕事の弟子である「働き手」である不在の人々 のことを私に尋ねます。私は彼らと共にあり
、彼らの道を歩み、祈りを捧げ、使命を果たしてきたのです。光の松明のように、私は彼らをあなた方にとって異国の地に
置き、平和の天使のように、私の霊的世界に囲まれた守護者のようになるようにした。 

彼らは出発の瞬間から守護天使の霊感を受けているので、地上と霊的な道のりの歩みは安全です。したがって、主人が
依頼の遂行を求めるとき、これらの働き手は満足して言うことができます。"父よ、私たちはあなたの名によって働きまし
た"。 

彼らはいつこの地に帰ってくるのだろうか。そして、彼らの言葉は、父が彼らに与えた偉大な啓示と彼らの目が見た偉
大な奇跡の証しとして、あなたたちの心に響くでしょう。 

38 私の愛であなたたちを区別し、この試練の時に私のマントであなたたちを覆うのだから、どうして私の慈悲で地球
の輪全体を覆わないことができようか」。私は、今の人間であるあなたがたに、すべてを包含する愛を教えているのだから
」 「どうして師は、ある人だけに関心を持ち、他の人を忘れることができるだろうか」 

「私は、あなたがたに、すべてを包含する愛を教えている。私の視線はすべての人に注がれ、私のマントも同様に、私のバ
ームはすべての人に満ち溢れ、私の平和のマントの下で、ある人はそれを感じ、それを使うのです。また、戦争をし、互い
に破壊し合い、侮辱し合う者もいる。 

39 あなたは私に尋ねます："父よ、なぜこの和解の年に、人類が "聖年 

"と呼ぶ霊的結合と愛の年に、人々 は殺戮戦争に突入しているのですか？" 

主人はあなたにこう答えます。「よく見て、祈りなさい。今日、あなた方はまだこの試練の意味を理解することができ
ませんが、本当に言います、人の魂はすでに目覚めに近づいています。そのためにはもう少し痛みが必要です。自分たちが
覚醒し、自分たちが裁き、自分たちが裁きの秤となるのだ。そう許して、許して、愛撫する。私の光によって真理に到達す
ることが可能であれば、痛みではなく、この方法で到達するように、私は彼らに私の光を注ぎます。 

40 私のユニバーサル・レイが上昇したら、あなた方にお任せして、あの世から全人類にスピリチュアルな平和と祝福
を注いでもらうことにします。 

41 これが私の教訓です。これからも私の教えを守ってください一歩一歩前進し、あなたの心と魂の中で、万物との霊
的結合がますます強まり、重みを増すようにしなさい。 

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 333 
1 疲れたら私のところに来なさい。私の言葉の中に、あなたは癒しと慰めと愛撫を見出すだろう。私の教えを聞いた

後、あなたは私の王国を占領するために、信念を持って道を歩むように強められると断言します。 

2 私の顕現を望んで多くの心が近づくとき、私は彼らに私の霊を非常に近くに感じさせて私の存在の証明を与え、ま
た私が彼ら一人ひとりの過去、悲しみ、願い、必要を読み取るときの私の視線の鋭さで彼らを驚かせる。 

3 彼らの多くは、わたしのことばに真理を見出したので、わたしのことばを聞いただけで、信じたのである。しかし
、多くの人が、私がこれほどはっきりと目の前に姿を現したにもかかわらず、疑っているのです。このような心の持ち主に
、私は今この瞬間、"私を信じるために必要な証拠は何か？"と問いかけています。しかし、彼らは私に答えます。「今、皆
が切望していることを叶えてください」と。 

4 ああ、あなた方!もし、私があなたの望む通りにしたら、あなたはどうなるのでしょう？それでも、あなたがたの
求めるものをいくらか与え、これらの示現の間にあなたがたの聞いた者があなたがたの主人であったことを証明することに
しよう。 

5 あなたがたの目には超自然的に見えるので、あなたがたは私の仕事を奇跡的で真実であると呼ぶために、私が奇跡
や不思議を行う必要があるのだろうか。それとも、私がただあなたに語りかけ、私の本質をあなたの魂に入れ、あなたの心
の奥底に私の存在を感じさせるだけで十分なのでしょうか。 

6 私は、あなたが私に求めるものすべてを与えることができる。しかし、私は本当にあなたの魂のためになるものし
か与えないかもしれません。 

7 祈りと瞑想を同時に学ぶことで、知識と理解が各自にもたらされるようになる。知っている人だけが疑わず、不信
感を抱かないのです。疑うことは無知から生まれる。これ以上、無知の闇の中で生きてほしくない。 

あなた方が "驚異 

"と呼ぶ作品を、私があなた方の前で披露したくなかった理由がおわかりになりますか？なぜなら、それらを使って、私が
やったと思わせるだけで、あなたの無知は変わらないからです。 

私はむしろ、私の言葉の意味の中に隠された奇跡をあなた方に提供し、それを求めることによって、知恵と光、知識、
啓示、真理を見出すことができるようにしたのである。そうすれば、すべての不安や疑問が解消されるからです。 

8 この第三の時代に、なぜ私があなた方を呼び寄せてわが言葉を聞かせたかったのか、その理由がわかったでしょう
──その言葉には、あなた方の魂と心が望むもの、必要とするものがすべて含まれていると知っているのです。 

9 私の教えを悪い生徒とせず、理解力と洞察力を持って、あなたの判断が正しくなるように。 

10 あなた方はこのみことばの証人であり、このみことばに関する情報を提供するよう求められたときに、黙っている
ことがないようにするためです。 

11 断言します。もし、あなたが関心と愛情をもってこれらの教えの意味を理解しようとするならば、あなたはあらゆ
る場面で精神的な知恵、完全な愛、神の正義の真の不思議を発見することでしょう。しかし、これらの啓示を無関心に見て
いると、そこに含まれるすべてを体験することはできない。  

12 あなた方の多くが、見ずに見、聞かずに聞き、理解せずに考えるように、私の出現を通り過ぎないでください。 

13 地上の人々 は、私がいかに多くの不思議と財を置いたかの証人である。しかし、その豊かさを理解し、その秘密を
発見できるのは、知識欲や探求心、そして教養のために興味を持った人だけです。このような人たちは、あらゆる場面で神
の力、知恵、善の新たな顕現を発見し、喜びを感じるのです。 

14 もう一度言いますが、この第三の時代に私が来たのは、不可解な奇跡や外見上の不思議なことを行って、あなた方
に感動や驚きを与えるためではなく、形は単純だが内容は深い、良心の光で研究できるような御言葉をお届けするためなの
です。これによって、わが真実のもう一つの証拠を与えよう。 

その第二の時代に、偽預言者が世に現れて奇跡を起こし、人々 を欺き、それが私であると信じさせることを人類に告げ
、警告したことを、あなた方は知っているはずである。 

15 私はこのような奇跡をもたらしたことはないし、このみことばを信じるように誰かに強制したこともないし、あな
たがたが私に従わないなら恐怖を広めようとしたこともないのである。私は、人々 がよく理解できなかったであろうこと、
あるいは悪く解釈したであろうことをすべて説明するために、真理の霊を送るという人々 と交わした約束を果たしただけで
す。 

16 ここに私の約束の言葉があります。その意味を理解する者は幸いである。本当に、あなたがたに言いますが、そこ
で彼らは私の神聖なるプレゼンスに出会うのです。 

17 マスターは、あなたの使命についてたゆみなく語りかけます。ある者は歓喜して従順を示し、ある者は悲しげに試
練を私に示し、私はあなたがたに力を込めたのだ。強くなれと、主人はあなたに言っている。試練は過ぎ去る。望めば与え
られ、戦えば征服される。 
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18 私は、人類にメッセージを届けるために、あなたの魂に自分自身を注いだ。それは、私の選んだ者を待っている。
私は私の言葉であなたを整え、あなたの魂は常に啓発される。あなたの思考とあなたの魂が調和すれば、あなたはひとつに
なり、スピリチュアライゼーションはあなたの中にあるのです。あなた方は人類の鏡となり、弟子として私の教えを広める
のだ。 

19 働け、愛する人々 よ、しかし、私は報酬をわが神聖なる住処に用意しているのだ。そこでは天使があなたを迎えて
くれるでしょう。 

20 私はあなたの中に、計り知れない価値を持つ宝物を住まわせたのです。あなたがたの中には、わが慈悲に値しない
と思っている者もいるが、私はあなたがたに言う。あなたは、私の最も大切な作品です。私の教えに従えば、あなた方の作
品は光に満ち、その中に真理があることがわかるだろう。 

今はまだ幼子のようなものだが、後に弟子となるのだ。しかし、私の教えに限界はない。私の聖霊の光は、いつもあな
たの魂を照らすからだ。わたしは道であり、光である。わたしのもとに来る者はみな、その人生に平安と満足を見いだす。 

21 私の教えである大樹の木陰にいるあなた方は、この大樹の手入れをし、その枝を日々 広げ、その木陰を得ようと疲
れて近づいてくる道行く人に隠れ場所を提供する運命にあるのです。 

私の神言であるこの木の実を増やしたいのであれば、覚悟を決めなければなりません。そして、その枝が広がって、大
勢の人がその実を食べに来るのを見るでしょう。 

22 私は、私の教えを理解するために、比喩的に話しているのです。私の神聖な光は、あなたの仲間に語りかけ、私の
聖霊としての顕現を証言するようあなたを鼓舞するでしょう。最大の献身をもって働き、ますます霊化の準備をせよ。 

23 あなたはマスターのところに来て、話を聞き、学ぶのです。しかし、後で私が与えた指示を伝えるのだ。心は硬い
岩のまま、魂は闇に包まれたままだから、鎖を解いて解放してあげなければならない--

「死者」を蘇らせ、罪を犯した者を改心させることが必要なのだ。 

24 これが、愛する者たちよ、あなたたちの使命だ。1950年以降に「仕事が終わった」と弱音を吐かないこと。私の
光が全人類を照らすように、あなたにはまだやるべきことがたくさんあるからです。 

25 私のプレゼンスは、あなたが人間の知性を通して私の言葉を聞くとき、あなたが自分の使命を果たすための準備を
することができるように、あなたたちの間に存在しているのだ。 

26 あなた方は、私が毎日別のレッスンを与える私の小さな生徒たちであり、私があなた方に真の人生について話すと
き、先見者たちがいつも見ている人生の本の別のページである。 

27 私は、この第三の時代にあなた方に与えた私の言葉を、私の「金の羽」に書き留めさせ、そこから第三の聖書が作
られ、後に人の手に渡ることになるのである。明日、新しい世代はそれを勉強して、その道徳を守る方法を知り、自分自身
を霊的にする方法を知り、父が自分たちとともにいると感じるでしょう。私は、彼らの権利と人類の保護のために存在する
守護天使とカウンセラーに彼らを託します。 

28 愛する人々 よ、あなたたちは、わが顕現の初めから私が準備した弟子であり、わが言葉の段階が終了したとき、あ
なたたちの魂に私を感じることができるようにするためだ。 

29 1950年も佳境に入った。私の意志によって、この声を伝える人々 の心と唇を通して、私の宣言の最後となる年と
して記されました。私の御言葉の中で千回も言及された年であり、どの信徒も私の顕現の最後の日を否定することはできな
い。 

30 あなたの傷を癒してくれた御言葉は、やがて聞こえなくなる。あなたの心を癒し、安らぎを与えてくれた声も、や
がて絶えることでしょう。しかし、一瞬たりともそれに不満を示すことなく、むしろ、この光を一時的に送ることが私の意
志であるならば、それはまた私の意志に従って終わりを迎えるのだと、謙虚に認識すべきである。 

31 私が言葉によってあなた方に自らを知らせた時間が短いと言ってはならない。あなた方は、私の決断が不完全であ
ったと考えてはならないのだ。1950年になったとき、あなた方が準備不足になることを私が知らなかったとでもいうのか
。いや、弟子たち、全部知ってましたよ。しかし、今年を最後の年とすることは私の意志であり、あなた方はこの意志を完
璧なものとして受け止めなければならない。 

32 その第二の時代、私は使徒たちがまだ弱いことを知りながら、前もって私の旅立ちを告げました。その証拠に、そ
のうちの一人は私の神性を疑い、物質的な期待を裏切られたと感じていたのです。彼は、私が約束した宝物がこの世のもの
ではないことを知ると、私の教義の敵に私を引き渡そうと決心し、彼らが自分の奉仕に報いるであろう金銭に目がくらんで
しまった。 

33 主人の命をお金で代償したその心にも闇がなかったかどうか、知るがいい。 

34 その後、私がその群衆に逮捕されて祭司や支配者の前に現れたとき、他の弟子たちが混乱と狼狽に襲われ、恐怖に
襲われて逃げ隠れするのを見たのです。ペテロは、私に同行した一人として発見されたとき、私を否定し、私を見たことが
ないと誓った。 

35 これらはすべて、私が出発した時点では、弟子たちがまだ成熟していなかったという証拠である。 
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36 その理由は、私の説教の時間が続いた3年間は、人類に神のメッセージを伝えるために設定されたものであり、弟
子たちが同じ期間に最大の高みと完成を達成するためではなかったからです。 

37 この3年間は、私が旅立った後に訪れる苦闘の時間に備えるためのものでした。 

38 私の犠牲は達成されたが、その心は、疑い、苦しみ、混乱、恐れの嵐が彼らの中に生じていたため、これまで以上
に私を必要としていることを知っていたので、私はすぐに彼らに近づき、私の無限の慈悲の別の証拠を与えることにした。
わが言葉の子らに対するわが愛と憐れみのゆえに、わが身をこの世で持っていたあの肉体の姿に似せて人間化し、わが身を
見せ、わが身を聞かせ、わが言葉によって、落ち込んだ魂に信仰を取り戻させたのである。それは新しいレッスンであり、
地上で私に同行した人たちに私を伝える新しい方法でした。彼らは信仰と私の真理の知識によって強められ、触発され、変
容させられたと感じました。 

39 しかし、私が弟子たちに霊的に示した確証と証拠を頑なに否定する者がいたため、彼が信じるように、肉体の感覚
でも私の霊的存在に触れさせる必要があったのです。 

40 しかし、私に近い弟子たちの間だけでなく、群衆の間でも、地方でも、町や村でも、私の力の証しを受け、その働
きのために私に従った人々 の間でも、混乱、不安な問いかけ、困惑が生じたのだ。 

41 私はすべての人を憐れんでいたので、彼らと私の最も近い弟子たちに、たとえ私がもはや地上の人間として彼らを
援助していなくても、私が彼らから距離を置いていないことを示す証拠を与えた。どの家庭でも、どの家族でも、どの国で
も、私は私を信じる心に対して、私の霊的存在をさまざまな形で具体化することによって、自分自身を現したのです。そし
て、そのクリスチャンの民は、地上の主人を失いながらも、主人が啓示した真理を告げ知らせるために立ち上がり、その闘
いが始まったのである。皆さんは彼らの素晴らしい作品をご存じでしょう。 

42 あなたもこの宣言を失って、わが言葉の証人に旅立つことになるのです。しかし、あなた方が出発する前に、私は
霊から霊へとわが民にわが身を知らせ、彼らの疑念を取り除き、誤りを正し、混乱から彼らを解放するのだ。私がわが言葉
を終わらせるとき、あなたたちでさえも準備することができないことを、もう一度言っておく。ですから、裏切り者が出て
くるのです。私を否定し、霊から霊への私の宣言を疑う者が出てくるのです。しかし、私はあなた方を鼓舞し、わが真理の
新たな証拠を与える。そうすれば、あなた方も同様に、愛と信仰と霊性に満ちて、待ち受けている戦いに立ち上がることが
できるだろう。 

43 私の声を聞いてください、皆さん、勇気と勇気を与えるために降りてきたのです。道が待っている、使命の時が近
づいている、強くならなければならない。 

44 あなたの魂にすでに刻み込まれている私の言葉が、あなたの道しるべとなるのです。それは、私が示した幸せなゴ
ールへと一歩一歩あなたを導き、あなたが永遠に光の中に住めるようにするためのものです。 

45 私の言葉を聞き、神聖な教えを学んだ者は、一人一人、私の言葉を伝える大使として道を歩むことになる。彼の心
は祝福に満ちた旅の束となり、健康や平和、安らぎを必要とする仲間に注がれることでしょう。 

46 私の弟子たちは、遠く離れた都市や民族を訪れ、そこで多くの人々 の心が彼らを待ってい 

る。ひとたび宣教の旅に出れば、自分が正しい道を歩んでいるかどうか、道に迷っていないかどうか、誰にも尋ねる必要は
なくなる。 

47 あなたが同胞に接する慈悲は、最も硬く冷たい心をも動かす奇跡と業によって、私から報いられるでしょう。 

48 これで、なぜ長い間浄化の対象であったのか、自分自身で説明することができるようになります。なぜなら、これ
から純潔について語ろうとする者は、その心の中に純潔を持ち、家庭に平和と調和をもたらそうとする者は、自分の中に平
和を持つことが絶対に必要だからである。 

49 私の言葉はあなた方を勇気で満たします。今、あなた方は霊化のメッセンジャー、使徒として地上に現れるべき時
なのです。人類は戦争、飢餓、道徳の腐敗によって恐怖に満ちています。 

50 痛み、不幸、死に直面しても、勇気を失ってはいけない。そのときこそ、あなたの中にある光が輝き、仲間の人生
を照らすことになるからです。 

51 この民は幸いである。なぜなら、この民において過去の時代の預言が成就し、その中で神の民が地上に現れると言
われていたからである。それを認識し、それを受け取ることができる人々 は幸いである。彼らは私の民と結ばれたままだか
らである。 

52 私の力に不可能はない。だから、私はあなたをある地点から別の地点に移動させ、あなたを導き、あなたの存在が
必要とされる場所に到達させる。この民の一人一人の子供の中に、私は苦しむ人々 に慰めを送り、地上の正義と平和の到来
を待ち望んでいる人々 に慰めを送るからである。 

53 私の民が国々 に行き、同胞に近づくと、この教えを理解するある種の準備や覚悟を人々 が見出すことに驚かされる
でしょう。これは、すべての生き物が到達した自然な進化と、人類に対する私のスピリットの絶え間ないバイブレーション
によるものです。 

54 霊性も愛もない現代の人々 から、私はわが御言葉でしばしば預言された世代を生み出す。しかし、その前に私は、
今日、互いに誤解し、戦争し、破壊し合っているこの民族に働きかけるだろう。 
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そして、私の裁きがすべての上に下され、雑草が根こそぎ取り除かれたとき、新しい人類が生まれ始めるだろう。それ
は、もはや不和や憎しみや嫉妬の種をその「血」の中に持っていない。 

私は彼らを受け入れて、「求めよ、求めよ、そうすれば与えられる」と、二度目の時にあなた方に言ったように、彼ら
に言うのです。でも、今日は「聞き方を知っている」と付け加えました。 

55 という問いかけを本当に知っている人は、これまでどれほど少なかったことでしょう。この言葉をよく聞くあなた
も、どう頼んでいいのか、何を頼んでいいのかわからないのではないでしょうか。しかし、私のあなたへの慈悲は、いつも
先に進んで、あなたが求めたものでなくても、必要以上のものを与える。何が一番みんなのためになるかは、私だけが知っ
ているからです。 

56 あなたは今を求め、私は未来のために与える。あなたは物質的な向上を考え、私は精神的な完成を考える。私は、
魂は肉体よりも大切だというだけでなく、肉体は常に二番目にあるべきだと説いています。魂に関係ないものは、すべて追
加で与えられます。 

57 すべてを捧げます。その見返りとして、私は何を求めますか？ただ、私が与えたものを愛情をもって活用し、これ
で十二分に目的を達することができると理解し、使命を果たすことです。 

58 私の言葉には正義があるが、裁判官としてではなく、まさに父親として話している。今だけは、自分の考えを働か
せ、道徳的、精神的に自分を向上させることに心を砕くべきである。 

59 あなたの仕事は今日始まった。明日まで待たずに、今日の仕事を始めなさい。手遅れになるかもしれない。各人に
与えられたこの世での時間はわずかであるから、それを魂のために使いなさい。 

60 私があなた方を「光の子」と呼ぶのは、私の教えを知ることで、人生全体を理解することができるからです。だか
ら、誰もこの世に存在する最後の時を迎えるまで、手ぶらで死の眠りや新しい機会を信じて待つようなことはしないでくだ
さい。私の正義は誰にも変えられないのだから。 

61 私の教えを理解することができれば、多くの満足を得ることができ、上へ上へと成長する機会を多く得ることがで
きます。あなたが何かを決定する前に、祈ることを学びなさい。祈りは、あなたの父に尋ねるための完璧な方法であり、あ
なたは父において、人生の戦いに立つための光と力を待ち望んでいるからです。 

62 あなたが祈るとき、あなたの知性にはすぐに悟りが訪れ、善と悪、すべきこととすべきでないことをはっきりと区
別できるようになる。これは、あなたが聖霊の声を聞くために内面的に準備する方法を知っていたという最も明白な証拠と
なるであろう。 

63 私の教えは、この第三の時代の人間の心に届き、神との完全な交わりと良心との内的な交わりを達成する方法を教
えるもので、それはあなたの魂がこれまでにない発達と力を獲得し、聖霊の新しい啓示を理解できるようになったことの証
です。 

64 道は拓かれ、扉は私のもとに来たいと思うすべての人のために開かれている。 

65 道は狭い、これは昔からわかっていたことだ。私の法と私の教えが最も純粋で曲げられないものであり、誰も自分
の都合や意志で変えようとは思わないことは、誰にも知られていないことです。 

66 広い道と広く開かれた門は、あなたの魂を光と平和と不滅に導くものではありません。広範な道とは、放縦、不従
順、高慢、物質主義の道であり、大多数の人々 は、精神的責任と良心の内なる判断から逃れようとして従う。 

67 この道は、真理でも完全でもないので、無限にはなり得ない。したがって、この道は、人間のあらゆるものと同様
、有限であるため、人間はいつかその終点に到達し、その終点である深淵に恐れをなして立ち止まることになるのである。
そして、真の道から遠ざかって久しい人々 の心の中に、混沌が発生するのです。 

68 ある者は悔い改め、自らを救うに十分な光を見いだし、ある者は不当で非論理的と考える結末に狼狽し、さらにあ
る者は神を冒涜し反抗するのです。しかし、本当にあなた方に言いますが、これは光に戻る始まりです。 

69 第3時代の弟子たちよ、私の霊を欲してこの世の敷居をまたぐ方法を知っているあなた方を祝福します。私は、あ
なた方が日々 祈り、集まり、私の言葉を理解し、熟考することを勧めます。このような形で手に入るのは、これが最後だか
らです。 

70 私の作品に込められた知恵、秘密の宝庫にぜひ足を踏み入れてください。 

71 選ばれた民は、世界に光を灯すよう命じられ、国々 に散らされ、私の声に耳を傾けて生きるよう呼びかけられる。
ある者は私の声を伝える者を通して私の言葉を聞き、ある者は霊的な指導を受けることになる。しかし、あなた方全員が、
この時代に予告された予言の到来を目撃することになるのです。私はあなた方の歩みを同じ道に導き、いつかあなた方が出
会い、お互いを認識する日が来る。 

72 あなた方は時代を生き、何世紀にもわたって地球に住み、その間に進化を遂げ、ついにマスターや霊界との霊的コ
ミュニケーションを開始することができるようになったのです。 

73 君たちに大きな使命を託し、その理解を期待する。すべての行動は、曲げず、厳密である法律に基づいてください
。こうして準備したのだから、神を恐れつつも、確信を持って自分の道を進みなさい。法を犯すこと、良心的に働かないこ
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とへの恐怖を感じてください。しかし、自信を持ってください。私は、あなた方一人ひとりの道を導き、支えているのです
から。 

74 あなたには今しかないけれど、私はあなたが明日何を生きるか、どんな障害に遭遇するか知っている。もしあなた
が信仰を持っているならば、あなたは最大の危険に直面することができ、最も危険な事業に突入することができ、常に私の
保護を確信している、と私はあなたに言うでしょう。 

75 もし、あなたが試練の意味を理解できないなら、祈れば、その意味を明らかにし、あなたが内的に肯定できるよう
にしよう。 

76 あなた方はまだ自分を完成させていない、「義」ではないので、新しい試練に遭遇して、心を滑らかにし、魂を完
成させるのです。 

77 イスラエルはその大迷走の初めから戦闘的であり、道の厳しさのために気弱になったとき、わたしの声はこれを励
まして言った、「わたしの強い腕があなたの腕の中にある」。そして、祈り、見守り、私の戒めに従ったとき、私の恵みと
特権を享受することができた。 

78 今、あなた方は予言された時代を生きているのだから、疑ってはならない。今、この本は最後の章まで開かれ、あ
なた方が献身的に読み、その意味を理解できるようになっています。私が事前にお話したような大変な時代なのです。しか
し、苦労はしても、喜びと自信をもって未来を見つめてほしい。あなたの痛みは、私の愛と正義の法が定める限界より長く
は続かないからです。 

79 あなたが平和と善意で満たされるように祈りましょう。自分の置かれている立場を確認するために、振り返ってみ
てください。最大の高みに到達する時間は決まっていない。信念があれば、この道でも大きな一歩を踏み出すことができる
のです。 

80 人間を通しての私の顕現は、1950年に終了する。しかし、霊の時代は続き、今年以降、霊的な賜物が解き放たれ
、それによって多くの魂が改心することになるのです。 

81 木から離れた枝は再び木にしがみつき、あなた方は皆、私に加わります。 

82 私の教えが純粋で手つかずのままであるように、私の啓示を監視してください。人間は限られた形の礼拝に飽き足
らず、全体を求めるようになった。彼は、今日の人間的な状態と明日の霊的な状態において、自分を救う神の指示を求めて
いるのです。 

83 高邁な願いや志を持って立ち上がる者は、私が支え、私に至る最短の道を示してあげよう。 

84 自分の心を犠牲にしてでも、この世に存在する慣習を変えてでも、律法を遂行しなさい。あなた方は教会も礼拝所
も持ってはならないし、私の教えも、あなた方の仕事の分野も制限してはならない。あなたの家は全世界であり、あなたの
家族は人類であり、あなたの教会は私の神霊である。 

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 334 
1 人々 よ、目を覚まして、新しい時代に生きていることを自覚してください。 

2 瞑想と祈りによって、あなたの心の中に霊的なインスピレーションが輝き始めるように。 

3 あらゆる種類の人間の不幸、痛み、困窮を観察し、いたるところであなたを取り囲む痛みを見て、あなたの心をま
すます慈愛に満ちたものにしましょう。 

4 もしあなたが、自分の存在の最も奥深いところに、善を行おうとする寛大で高貴な衝動を感じたら、その衝動を支
配し、顕在化させることです。魂がメッセージを伝えるのは、肉体がその気になり、準備ができたからです。 

5 あなたが私の教えの種を蒔こうとするとき、それはあなたの存在の最も敏感な部分から生まれるその愛からでなけ
ればならないことを理解してください。しかし、善を行おうとしたり、自分の功績のために行いをすることが、もしそれを
しなければ罰せられるという恐怖から生じているのであれば、これ以上努力してはならないのです。そのメリットはない。
これ以上、私に、あなたの魂にさえ、些細なことでは我慢できないと言ってはならない。 

あなたの魂が人間の殻を脱ぎ捨てて、霊的生活の聖域で自らの内奥に引きこもり、その過去と収穫を吟味するとき、こ
の世界では完全で主の前に引き出されて報いを受けるに値すると思われていたその作品の多くが、その内観の瞬間には貧し
いものとしてその目に映ることでしょう。魂は、この世で善と思われた多くの行いの意味が、虚栄心、偽りの愛、心から出
たものではない慈愛の表現に過ぎないことを理解するようになります。 

6 魂が自らを裁くために、完璧な審判の光を与えたのは誰だと思う？その正義の時間に、かつてないほどの明晰さで
輝く印象をあなたがたに与える聖霊が、この地上で行った善、正義、正しいこと、真実が何であったか、そして、その道で
まいた悪、誤り、不純物が何であったかを一人ひとりに告げるのである。 

7 今私が話した聖域は、聖霊の神殿であり、誰も汚すことのできない神殿、神が住まわれ、神の声が響き、光が輝く
神殿です。 

8 なぜなら、あなたの人格は、すべての人間の内側に語りかける賢明な声を避けるための方法や手段に常に気を配っ
ているからです。私はあなたに言います。あなたの魂がその覆いを取り去るとき、ついにその聖域の敷居の前で立ち止まり
、その中に入って魂の祭壇の前にひざまずき、自分の声を聞き、良心という光の中で自分の働きを調べ、自分の中で父とし
て、師として、裁判官としての神の声を聞くために集まるのである。 

9 その厳粛な瞬間は、人間には想像もつかない。それは、自分の中にある善を守るために、それを認識し、また、も
はやそれを魂に留めてはならないために、自分から拒絶しなければならないものを認識するために、あなた方全員が生きな
ければならない瞬間だ。 

10 そのとき、魂は良心に直面し、それが真実の明晰さをもって自らを思い起こすと感じるとき、その存在は自分自身
に耳を傾けるには弱すぎると感じ、自分が存在しなかったことを願う。一瞬にして、その意識から全生涯が過ぎ去るからだ
。 

11 弟子たちよ、人間たちよ、現世でもその時のために準備をしておきなさい。あなたの魂が霊の神殿の敷居の前に現
れた時、その神殿を裁判にしないように。その時、魂の痛みは、それに匹敵する肉体の痛みがないほど大きくなるのだから
。 

12 見て祈り、瞑想し、私の教えに従い、決して虚栄心に惑わされてはならない。虚栄心は、自分が真実味や慈悲や愛
を持って働いていると信じさせようとするが、実際にはこれらの美徳は何一つない。 

13 決して自分のやっている仕事を心で覚えて、最初のことに満足することなく、絶えず自分の道を昇っていくことが
できるように。 

14 この指導でお話ししたことをよく考えて、自分の判断が霊的な領域でどのように行われるかを理解してほしいので
す。だから、老人の姿をした神が司る正義の法廷を想像して、良い子には天国を楽しむために右側を通らせ、悪い子には永
遠の罰を与えるために左側に置くというイメージを、あなたの想像から取り除くべきなのです。 

15 今こそ、あなたの魂と心の最高の領域に光が届くときです。そうすれば、真理はすべての人の中で輝き、人は価値
ある霊的生活に入るための準備をすることができるのです。 

16 あなたは私に、あなたが仲間の心の中で繰り広げた戦いが明らかに無駄であることを指摘します ── 

あなたは彼らに精神化について話し、彼らの心から狂信と偶像崇拝の行為を取り除こうとしますが、あなたが指導した直後
、彼らは再び偶像の前にひざまずきます。 

17 あなたは傷つき、枯れた心で来ているが、私のことばの中で、新しい論証と新しい武器を与え、戦い続けることが
できるという希望を大切にしているのだ。 

18 愛する弟子たちよ、あなたがたの中に、すべての同胞の中に光を輝かせたいという燃えるような願いを見る者に告
げます。あなた方が祈り求める人たちのために、待ち望んでいた光明の瞬間を待つために、あなた方は忍耐強く武装しなけ
ればなりません。 
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19 彼らは、あなたが野外で祈るのを見たり、本に書かれていない教えや啓示を話すのを聞いたりするので、あなたも
間違っていると信じているのです。 

20 彼らもまた、あなたのために祈り、私に語りかけ、あなたが道を踏み外さないようにと私に頼むのです。 

21 弟子たちに聞きますが、私はあなたと彼らのどちらにより耳を傾けていると思いますか？ 

多くの人が心の中で私に言う。"祈りの方法でもっと真実に近づいていく私たちに、師よ、乾杯 "と。 

22 それゆえ、弟子たちよ、わたしはある者の話も他の者の話も等しく聞く。なぜなら、あなた方はみなわたしの前で
平等であり、わたしはある者を他の者と同じように愛し、すべての者の中に誰かが道から逸れるかもしれないという恐れを
見るからである。 

23 それは、人々 よ、告げられた戦いであり、最も愛情深く団結した家庭の懐にさえも勃発するであろう大きな戦いな
のだ。 

24 この戦いに勝利するのは誰か？誰もいない。その勝利は、真理と光と愛と正義の勝利となるのです。あなた方は、
この神の力に負けるのです。しかし、まさにこの一見したところでの敗北が、あなたの勝利となるのです。 

25 それゆえ、師は大きな愛情をもってあなた方に教え、私の去った後の時代に備えるようにするのです。しかし、わ
たしがあなたがたに慈悲を与えたように、あなたがたも愛のわざによって人を導くのである。 

26 私の光線はあなた方の心に降り注ぎ、あなた方の魂を整え、私の恵みの贈り物をあなた方に配り、あなた方が私の
王国で私と共にいるにふさわしい者となるようにした。 

27 誘惑もまた、あなたがたをわが道から迷わせようと、あなたがたの中で戦っている。しかし、良き羊飼いである私
は、あらゆる道からあなた方を選び、自己犠牲まで要求することなく、あなた方が私の恵みを十分に受け、明日、人類に私
の教えを伝える良き弟子となるように、あなた方の矯正を待っているのである。 

28 あなたが恵みの命に対して死んでいたので、私はあなたをよみがえらせたのです。私はあなたを赦し、明日、立ち
上がって神を否定する人類に語りかけることができるよう、あなたを準備したのだ。私は無知な他人で、あなたに私の愛を
感じてほしくて、すべての心の扉をノックしているのです。 

29 人類は私を認めず、この時代における私の存在を否定しています。しかし、私は愛と慈悲をもってわが正義を示す
こと、彼らを苦しめるために鞭を携えて来たのではないこと、彼らを恵みの生活に導き、わが言葉、わが真理である澄んだ
水で彼らを清めたいだけであることを彼らに認識させるだろう。 

30 世界は私の教えを学ばず、偶像崇拝と狂信を育んできた。それゆえ、今、大きな坩堝の中を生き、苦しみの杯を飲
み、その物質主義が私から遠ざけたからである。 

31 偉大な戦いがあなたを待っている、イスラエルよ。あなたは私の真理の証人となり、人類の闇を取り除き、私の光
を示すことになるのだ。 

32 人の牧師を自称する者たちは、わが存在を感じず、まだ私を待っている。しかし、私は、彼らが、マスターが人類
に託した教え、すなわち、互いに愛し合うことを教え、あなた方を真理の道へと導くような教えとは、異なる教えを与えて
いることを見ています。 

33 私の愛の教えから逸脱した世界観を世界が養うことは、私の意志ではない。これは魂を傷つけるものであり、それ
によってあなたは私を否定することになるからです。あなたたちは、わたしの教えを理解することができず、永遠の命のパ
ンを拒み、人類は、自分たちの会堂、自分たちの手で理解に従って作った物質的な教会でわたしを求めている。しかし、人
類はいつになったら私を理解し、私の呼びかけに耳を傾けるのでしょうか。 

34 1950年以降、世界観の大闘争が始まり、あなた方イスラエルの民は、私の神性を信頼して旅立つことになる。ど
れが拒絶反応を起こすかわからない。しかし、あなたの善行や道中で行うわざを罰するような人間の法律があるでしょうか
？いいえ、あなた方は人の痛みを取り除き、私の平和をもたらし、人の心に愛を開花させることを使命とする者たちだから
です。 

35 弟子たち：私が「第二の時代」に教えた原則、「互いに愛し合うこと」は、人生のすべての行動に当てはまります
。ある人は私に言いました。「先生、私は肉体労働に明け暮れる取るに足らない存在なので、どうして隣人を愛することが
できるでしょうか？このような私の弟子たちに私は言います。一見、どうでもいいような肉体労働であっても、同胞のため
に尽くそうという気持ちで仕事をすれば、隣人を愛することができるのです。 

36 もし、一人ひとりが善いことをしようと思って働き、自分の小さな努力と他の人の努力を結びつけたら、皆さんの
生活はどんなに美しくなることでしょう。本当に、これ以上不幸はないでしょう。しかし、実際には、それぞれが自分のた
めに働き、自分のことを考え、せいぜい自分のことしか考えていない。 

37 皆さんは、誰も自分だけでは十分でなく、他の人が必要であることを知っているはずです。しかし、この世の義務
によってではなく、感情によって、インスピレーションによって、理想によって、一言で言えば、互いへの愛によって結ば
れているのです。そうすれば、その果実は皆のためになるのです。 
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38 皆さん、自分のためだけに働くのではなく、自分を求めるすべての人に、分け隔てなく光を届ける努力をしなさい
ということです。まことにあなたがたに言うが、同胞に多く与える者は、私の教えを自分の人生に適用するので、私から多
く受けることになるのである。 

39 私が今送った愛のメッセージを知らせることができるように、十分な知識を与える。 

40 そのキリストは、人に愛の教えをもたらすために別の時に来られたのですが、今この時にあなたに語りかけ、この
メッセージを世界に伝えるために、選ばれた知性の器官を通して御自分を知らせる御霊なのです。この言葉 ── 

その形は謙虚で、その表現は単純 ── は、精神化から遠ざかっているこの人類に感覚を呼び覚ますだろう。 

41 私は、世界中のすべての人々 とすべての宗教団体に呼びかけ、わが律法の最高の戒め、すなわち、わが弟子たちと
の最後の晩餐で知らしめた戒めを思い起こさせようとしているのだ。 

42 現在、人類は準備段階にある。その中で、すでに人に気づかれることなく、私の正義が働いているのです。なぜな
ら、彼らはプライドや高慢な物質主義のために、自分にとって必然である人生のすべての出来事を偶然の産物だと考えてい
るからだ。しかし、やがて私の呼びかけが彼らの心に届き、その時彼らは悔い改め、私に近づき、彼らのプライドと過ちを
許してくれるよう頼むだろう。 

43 それは、人間の魂にとって十字架の時間となり、大きな失望の後に絶対的な空虚さを短期間経験し、自己重要性の
虚偽、権力の衰え、イデオロギーの誤りを悟るときである。しかし、この混乱状態は長くは続かない。なぜなら、私の使者
が現れ、私の新しいメッセージを広めてくれるからだ。 

44 今一度、我が教えの使者が東方より出て、西方に我が御言葉を伝えた時のように、今一度、我が使者が国々 に、家
庭に、このメッセージの光をもたらすのを見るであろう。 

45 今、光が西から東に向かっていることを、人々 は不思議に思うだろうか。それゆえ、彼らは私の使者が私の名によ
ってもたらすメッセージを認めないのだろうか。 

46 あなたがたに言うが、東から昇る光だけが、あなたがたの世界を照らす光、すなわち王星の光である。魂を照らす
神聖な光は私から発せられ、宇宙のすべての場所と地点にあるのだから。 

47 確かに、過去に私はしばしば教団の形やシンボルを通して、あなた方に話しかけたことがあります。しかし、今や
、真理とあなたの間にカルト的な形式やシンボルを置く必要なく、あなたが真理を直接見る時が来たのだ。 

48 マスターは、この第三の時代において、私の神聖な指示を理解するために勉強する準備ができている弟子を受け取
ります。その本はあなたの前で開かれ、そのページはあなたの魂を照らし、私があなたの手に託した仕事が偉大で崇高なも
のであることを知ることができるようになる。それは、あなたが私のもとに来たときの不公平を捨てて進むために、私がも
う一度あなたに示した道なのです。 

49 わたしは、あなたがたの魂を、わたしの光によって、わたしの義によって整えた。そうすれば、あなたがたは主人
のようになり、もはや異なる道に迷うことがなく、わたしの戒めへの従順があなたがたの心に宿るようになる。しかし、私
があなたの魂に与えた準備を失わないように、見守り、祈りなさい。この時、私は世界に新しい日の光を示し、人々 が心の
準備をし、私の言葉を聞き、その霊的な目で私の存在を見ることができるようにするのである。 

50 イスラエルの人々 よ、あなた方の使命は非常に困難である。しかし、わたしのことばは、あなたがたの存在の奥深
くまで浸透し、あなたがたを啓発し、あなたがたの目から盲目を取り除き、わたしの国の栄光を示したのだ。 

51 私の言葉はあなたを変えた。あなたはもはや以前と同じではない。 

それでもなお、私はあなたが私の教えに完全に従っていないこと、つまずいたこと、短期間ではあるがあなたが再び古
い人になったことを見ている。あなたの中に咲いている金色の小麦の隣には、まだ雑草が生えています。 

いつの時代も心に芽生え、花を咲かせてきた雑草が根こそぎ刈り取られる時が来たのです。束になって火に投げ込まれ
、滅ぼされるのです。そうすれば、あなたの心は清い畑、肥えた整地となり、そこに私の言葉が実を結ぶことになる。 

52 愛する弟子たちよ、あなた方は多くの点で覚悟を決めなければならない。霊化への歩みは遅く、あなた方にとって
時間は短くなった。この時、あなた方はすでに私の神霊と直接コンタクトを取り、使命を果たしているはずだからです。 

53 あなたの精神は、短期間、肉体を支配する方法を知っていた。そして、あなたの仲介によって、私の慈悲と慈愛を
受けなければならない人類のために立ち上がるために、私の真の弟子として私の戒めを果たすことができたのである。 

54 私の霊をあなた方の内に完全に住まわせ、あなた方が私の仕事を救命ボートとして、灯台として、受肉した魂と受
肉していない魂のための新しい天国として人類に示すことができるようにするのです。 

55 私は、あなた方が準備し、わが聖霊の光を身にまとうのを見たい。私は、あなた方の中に、わが神聖な仕事に対す
る責任感、わが神性と同胞への愛を見出したいのである。私は、あなた方が彼らに対する愛から自らを新たにし、あなた方
自身をわが霊と直接結びつけるよう指導することを望むからである。そうすれば、世界の覚醒は完了し、あなたの仲介によ
って、私を感じることができるようになるでしょう。これが私の意志だからだ。 

56 あなた方は今、善と悪、光と闇との偉大な戦いの時を迎えており、私の大義を守るために自らを準備しているのだ
。あなた方は私を手本としなさい。私はわが軍勢の前に出て、あなた方はその一部なのだから。わが光がいかに闇を消し去
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り、わが言葉がいかに罪を取り除くかを見よ。もしあなた方が良い兵士になりたいのなら、従順になり、真理の光をもたら
しなさい。そうすれば、あなた方は真の神のしもべとして、私がこの時代に魂に与える救いのために証しをすることができ
るのです。 

57 私は、選ばれたあなた方の間で、異なる考え方や意志の表現を見ることを望んでいない。私は、あなた方が団結し
、あなた方と一体である私のことばに導かれ、私からの同じインスピレーションを伝えるのを見たいのである。 

58 あなたがたのうち、眠って聖所の灯を消し、わが恩寵を奪ってしまった者たちに、私は呼びかけを送り、言う。立
ち上がり、速やかに歩き、審判者としてではなく、父としてあなたを待っている私のもとに来なさい。しかし、まことにあ
なたがたに言うが、あなたがたはもはや道を踏み外してはならない、そうすれば、あなたがたの私に対する責任は、明日、
非常に大きくなるであろう。 

59 私はあなたの直感を目覚めさせ、この贈り物によって、私の霊があなたの霊に語りかけ、あなたが従うべき私の命
令を与えたのだ。 

60 私の意志を実現するために、確かな歩みをさせるのです。あなたが私の意志に従って行うすべてのことは、あなた
の魂の進歩のために役立つからです。私はあなたがたに権威と私の平和を与え、それがあなたがたの間に私が存在している
ことのあかしとなるようにする。私が与える平和を邪魔するものは何もいらない。覚悟を決めて、彼を通して働き続けまし
ょう。しかし、私があなた方の忠実な手に委ねた大義のために、あなた方が苦しむことがあれば、私はあなた方に言う。喜
びなさい、わたしはあなたの魂に大きな報いを与えるから。 

61 この世に住み、かつて蒔いた実を義として刈り取るために、賠償として再び転生させられる魂がいるように、転生
せず、霊化または昇格して、もはや自分にとって適切でないすべてのものから身を引くまで、目に見えない形でこの世に住
み続ける魂もいることを知っていてください。 

62 すべての償いは辛く、苦しく、哀しいものです。しかし、私の教えは、地上での苦しみの後に安らぎを得る代わり
に、浄化と償いの試練に直面しているあなたの魂を救う方法を教えているのです。 

63 そうすれば、すべてを捨て去る時が来ても、あなたの魂から自由を奪うような重荷を背負うことはないだろう。 

64 愛する人たちよ、光のもとに来てください。私はそれに至る道であり、私は真理であり、命である。 

65 自分の人生の行動において、良心に耳を傾ける人が滅びることはありえないのです。 

66 私が霊的な生活について話すと、あなたはそれを理解できるように詳しく説明してほしいと思うでしょう。しかし
、私がそれについて多くを語ったにもかかわらず、あなたが理解することができたのはごくわずかであることを知ったとき
、あなたは苦痛をもって私に言います：「先生、あなたの教えと啓示にもかかわらず、我々 が理解することができないその
存在は何でしょう？ 

67 弟子たちよ、あなたがたに言います。不安になってはいけません。その家がどんなところか知ることは重要ではあ
りません。 

68 あなた方はすでに私から、魂の上方への発展は愛によって達成されることを学んだ。なぜなら、愛する者は自分の
存在のすべての賜物と能力を解き放つからだ。知性を磨くだけで、光の高みに到達しようとするのではなく、知性と感情を
調和させる正しい方法を常に模索し、教えを学ぶと同時に、それを実行に移すのだ。 

69 真理の道は非常に明確であり、その上を歩く者は誰も滅びることはない。 

70 あなたは一人で歩かない。私の励ましと私の光が、あなたたち一人一人と共にあるからだ。しかし、これがあなた
にとって小さいと思われる場合に備えて、私はすべての人間の生き物の側に光の霊的存在を置き、あなたの歩みを見守り、
何らかの危険を感じさせ、あなたの孤独の中で仲間として、人生の旅路の杖として奉仕するようにした。守護天使やプロテ
クターと呼ばれる存在です。 

71 決して彼らに恩義を感じず、彼らの促しに耳を貸さず、あなたの力だけでは人生のあらゆる試練を乗り越えること
はできないからです。あなたより進んだ人たちが必要で、私が明らかにしたあなたの未来について何か知っている人たちで
す。 

72 あなたが霊化に至らない限り、それらの存在の闘いは非常に困難です。なぜなら、彼らの困難な使命を支えるため
に、あなたの側からはほとんど貢献しないからです。 

73 あなたの霊性によって、あなたの福祉と進歩のために目に見えない形で働いている兄弟姉妹の存在を感じ、認識で
きるようになれば、あなたの罪のために彼らに多くの苦しみを強いたことを後悔することになるでしょう。しかし、この洞
察があなたの中に生じたとき、それはあなたの心の中ですでに光となったからにほかなりません。そうすれば、彼らに対す
る思いやり、感謝、理解が目覚めるでしょう。 

74 自分の努力があなたに支持され、その感動があなたの高みと調和していることを知ったとき、あなたのプロテクタ
ーはなんと幸せな気持ちになることでしょう。 

75 あなたの知らない「スピリチュアル・ベール」には、たくさんの兄弟姉妹や友人がいるのです。 
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76 明日、霊的生活の知識が世界中に広まるとき、人類はあなたのそばにいる存在の重要性を認識し、人々 は私の摂理
を祝福することでしょう。 

77 あなたがたを絶えず脅かす混乱した存在たちの侵略に対して、この光の軍団が戦っているのを誰が見たことがあり
ますか？両者が絶え間なく繰り広げているこの戦いを、あなたが知覚することなく発見した人間の視線はないのです。 

78 あなたがたの知らないところで起きているすべてのことが、あなたがたの知らないところで起きているということ
が、今回、私が指定した頭脳を通して霊界があなたがたに伝えるように命じた理由の一つです。こうして、それらの存在は
、自分たちの存在を証しするために、そして、自分たちがあなた方を庇護するという仕事のために生きていることを、愛と
慈悲と謙虚さと忍耐をもってあなた方に証明するために、あなた方のところにやってくる機会を得たのである。 

79 人々 よ、祈りなさい、そして彼らと心を一つにして祈りなさい。守ることに自信を持つ。彼らは、あなたのそばで
困難な使命を果たし、あなたが私に到達するまでの道のりを導き、援助することができる輝く光の存在なのです。 

私の平和があなたとともにありますように 
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インストラクション 335 
私の平和があなたとともにありますように 

1 今日、私の霊は霊的なイスラエルに再び降臨する。私は、ユニバーサル・レイによって、愛する人々 であるあなた
方に自分自身を示し、父として、マスターとして、友人として、また裁判官として、あなた方に語りかける。私はすべての
中に存在し、あなたが私にする最も親密な要求まであなたの祈りに耳を傾けています。 

2 私は、受肉した魂が父や主との真の交わりをますます発見し、古い儀式や様々 な礼拝形式を捨てて、私を求め、私
を崇拝し、霊の道をしっかりと進んでいるのを見ると、嬉しくなります。今、これらの顕現と私の偉大な教えを受け取って
いるのは、謙虚なあなた方共同体なのです。 

3 私は、人種ではなく、選ばれし民に属する多くの魂を統合したのだ。 

私は、あなたが所属する、あるいは過去に所属していた種族に言及するのではないことを知るがよい。なぜなら、彼ら
は地上の他の民の中で長子であり、わたしが旧約聖書を遺した人々 だからである。 

4 恵みと啓示の受託者であるあなたには、すべての人に光をもたらし、無知や無関心で世界をさまよう人々 のための
光明となる使命が与えられているのです。私の預言者、私の証人、私の使者、私の腹心であったあなた、私はもう一度あな
たを呼んで、あなたの使命を続けさせ、この使命の遂行において、あなたの魂の完成を達成させるようにしたのである。 

5 あなたの忠実さと愛にもかかわらず、私は非難することなくあなたに言います：あなたはまだ、私の以前の教えに
従っていません。あなた方は、私が兄弟国に対して与えた光と平和と祝福を持っているが、これらの贈り物を兄弟国と共有
していない。 

考えてみてください。皆さんは、この使命を受けるにふさわしい人間になるために、魂と肉体の大闘争、思想の対立、
この世の戦いを生き抜き、必要な鍛錬と決意と経験を積んできたのです。しかし、もし私の命令を遂行しなかったと言った
なら、私は過去の作品の功績を否定することはない。これらの功徳があるからこそ、この霊的な顕現において、私があなた
方の中にいるという恵みを受けるにふさわしいのです。 

6 私の教えの意味の中に、あなたがたの神の存在を見出すことができるのです。この言葉は、預言者たちが聞いたも
のと同じであり、モーセを唆して選ばれた民を団結させ、主との結合の準備をさせたものと同じ光である。 

わたしはあなたがたの中に，第一時代の荒野の旅に進んだかつてのイスラエルの民，すなわち勇敢なユダの子たち，エ
ホバの礼拝を見守った忠実なレビ人たち，人々 のキャラバンのために糧を供給する役割を果たした不屈のゼブルンの子たち
，さらに忠実と愛と信頼の大きな証をわたしに与えたすべての人々 を見出します」。 

7 私の視線は、第二の時代にメシアを待ち望んでいた人々 、すなわち、私が人類を救済するために人間となったとい
う信仰を、死刑執行人の剣によって奪われることのなかった殉教者たちにも、愛を持って注がれているのです」。この民の
中には、あらゆる時代のわが弟子とわが証人がいる。この主との完全な交わりの時以降、わが教えが私が選んだこの手段に
よって完成したとき、わが霊はすべてのわが子たちに豊かに降り注ぎ、あなた方ひとりひとりが自分の賜物と能力を展開す
るのを感じ、仲間もあなた方も驚くことだろう。 

8 あなたの賜物は、あなたの精神から強く力強く湧き出るでしょう。それは、虚栄心の原因となる装飾品としてでは
なく、あなたの思考、言葉、愛の業において人々 に示す美徳と模範としてであり、それらはすべて最大の謙遜と柔和を明ら
かにするものです。 

予言の賜物はあなた方の間で大いに栄えるだろう。科学者は未来についてあなたに質問し、彼らはあなたの集会に駆け
つけ、あなたの証言を聞き、厳しい試練に立ち向かい、彼らの前に現れる葛藤を解決しようとすることだろう。 

9 今のところ、あなた方の展開はまだ小さく、あなた方はまだ自分の才能を疑っており、私が認める奇跡を直接目撃
して考えても、それを他の原因によるものだと考えています。しかし、あなたが私と一体になる時が来れば、あなたの信頼
は完全なものになるでしょう。あなたは自分の才能と特性を理解し、それらを通して私の証人となる。 

10 あなたがたに言うが、あなたがたに予言を与えるのは私である。それは決して人間から生まれたものではなく、彼
はチャンネルに過ぎないのです。予言は私から来たもので、ある限度まで解釈の可能性を認めている。しかし、より優れた
知恵を含むものは、私だけがあなたに説明します。そのような場合、あなたは間違った解釈をすることになります。 

11 私は、今日起きている出来事をあなた方にお知らせしました。今こそ、大きな充実感を得られる時です。それらは
、わが預言者たちを通して、第一の時代と第二の時代にあなたがたに与えたすべての告知の解釈を与えた出来事である。し
かし、その時すでに人々 は、ある者は正しく、ある者は間違って話していたのです。 

私が人間の調査の理解力に従って与えた予言は、正しく理解されました。しかし、私だけが解釈し、解釈し、実現する
ことができたものは、出来事や試練を通して明らかにしてきた。 

12 今、人類は決定的な時を迎えている--

私の愛を語るさまざまな試練を経て、人が目覚める時だ。あなたの魂が清く、あなたの口が私の教えを伝えるにふさわしい
ものであることを見出したい。そのために、私はあなたがたに謙遜をまとわせ、あなたがたは知る人の賞賛を浴びるような
賜物を持っているが、単純であるようにするのだ。 
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13 たとえ理解できなくても、予言があなたの魂と物質に浸透するようにしなさい。あなたの義務は、それを知らせる
ことです。あなたが目撃していることをよりよく理解するのは、他の人たちでしょう。しかし、もし一人も二人もわが予言
の真の意味を突き通すことができないなら、私はあなた方を助けに行き、こう言うだろう：「もし私があなた方に与えた予
言が非常に偉大で賢明であったなら、それは私が人類に与えたい啓示が非常に偉大であるからで、そのため人類はその目的
に達するまで、より高い平面を上り続け、そこに住みつくことになるのだ。わが選ばれし者にこの幻を与え、その解釈を授
ける。" 

14 第一時代の偉大な預言者の一人であるヨエルは、自分が群衆に告げたことを理解していたと思いますか？そして、
あなたがたの子らが預言をし、あなたがたの若者が幻を見、あなたがたの老人が啓示的な夢を見る時代が来るであろう」と
言われたことを思い出してください。天には不思議なことがあり、地には大きなしるしがある。太陽は黒くなり、月は血の
ようになる。地から煙と蒸気が立ち昇り、その時、主の大いなる日はすぐそこにある。" 

15 預言者は自分の話すことの意味を理解していなかったが、真実味をもってそれを行った。彼の魂は清く、その口は
ふさわしく、その預言は水源から湧き出る澄んだ水のように、その川底を汚すことなく、私の水路であり、声の担い手であ
った。 

こうして、そのメッセージは人々 の心に届き、純粋さを保ったのです。ある人はある方法で、ある人は別の方法で解釈
しています。しかし、私は、その預言された偉大な日の到来が非常に近いことを真実に伝え、現在、出来事が預言者の言葉
を裏付けている。 

16 目を開き、魂を整え、出来事を理解できるようにすれば、その時代にすでに発表された兆候がはっきりと現れ、事
実そのものがその言葉の説明と実現を示していることがわかるでしょう。それは、私の予言に私が与えた解釈である。 

17 こうして私は、愛する弟子たちよ、困難な使命を果たすためにあなた方を準備する。あなた方の唇が真実だけを語
るように、あなた方の道が開かれるように。しかし、あなたがたが真理を語り、証ししても、信じられず、理解されず、愛
されないなら、そのことをわたしに重く言い聞かせ、泣かないでください。常に前進し、決して沈黙することはない。あな
たの口は、自信を持って、勇気をもって、常にその義務を果たすようにしましょう。言葉だけでなく、思考やスピリチュア
ルなメッセージを通して、あなたの全身から平和を発散させる準備をしましょう。 

18 平和を育み、愛し、あらゆるところに広めてください。人類がどれほど平和を必要としていることか人生の運命の
変化に惑わされず、常に強く、自分の持っているものを提供できるように。すべての魂の財産である平和が、この時代には
逃げ出し、戦争に取って代わられ、国を殉じ、組織を破壊し、魂をダメにしているのです。その理由は、人間の心に悪が取
り憑いてしまったからです。憎しみ、過度の野心、無制限の欲望が蔓延し、大混乱を引き起こしている。しかし、その治世
はどれほど短いものだろうか。あなた方の喜びと安心のために、私はあなた方に、あなた方の解放がすでに近いこと、この
目標のために多くの人々 が働いていること、兄弟愛、純粋さ、健康の雰囲気の中で呼吸することを切望していることを発表
します。 

19 私の弟子たちよ、すでに始まっているこの大きな戦いの中で、あなたたちは何をするのか？ご予定はいかがですか
？あなたの心の奥底には、私の教えを知らしめるために戦いたいという、計り知れない願望があるように見受けられます。
なぜなら、それが人類にとって最良の指針であることを、あなたは知っているからです。あなたの平和と、あなたの道徳的
・精神的な願望のために戦ってください。そして、善の力を強く感じたら、それをどこにでも持ち運べば、実りある露のよ
うに仲間の心に降り注ぐからです。 

20 祈りなさい。あなたの祈りが、あなたの周りの人々 や不在の人々 への癒しとなるように──あなたの世界に住む人
や々、その世界を超えて慰めを求めて生きる人々 への癒しとなるように。 

21 今、私は我が民に動機を与える。それは、戦争の悲しい戦いで肉体を失った魂はすべて「霊の谷」に引き寄せられ
、そこであなたの祈りを待って、光と知識を獲得することである。 

その時、民衆が心を一つにして熱心に祈るとき、それらの存在は、霊的な賛美の歌によって驚かされることでしょう。
前へ前へと誘うあなたの声を聞きながら、彼らは一瞬たりとも邪魔されることはないだろう。光は明らかになり、その時間
から彼らはアセンションのために戦うために出発する。 

22 1950年以降に人類を待ち受けている試練は非常に大きなものである。彼女は非常に苦い聖杯を空けなければなら
ず、非常に厳しい打撃を受けなければならないでしょう。しかし、これらのことは、彼女が眠りから覚めるために起こるの
です」 「今、彼女の魂は自分の完全性と真の使命に関して眠っているのです。 

このとき受けるかもしれない試練は、すべて正気を取り戻し、自分の任務を反省するために、彼らが作り出したものだ
。長い間、魂は輪廻転生をすることなく、地上から "霊の谷 "へ、そしてここから地上へ移動してきた。 

    

しかし、この恵み、この世で新しい命を与えることによって私が彼らに与える愛と正義の証明は、彼らがそれを無駄にする
ためではありません。私は、あなたが地上に戻るのを、その果実を食べるためだけでなく、あなたが上昇するために戦い、
私が約束した王国を手に入れるために許可します。 
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23 初回は戦闘態勢を整えるために、やさしく声をかけます。しかし、もしこの声を理解しないのであれば、私は厳し
く呼びかけ、もう一度あなたに触れるでしょう。しかし、もしあなたが従わなければ、正義はあなたを揺り起こし、目を開
いて新しい日の光を見るために、その効力を発揮するでしょう。 

24 新しい戦争が起こり、毎日毎日、多くの人がさまざまな事故で目の前で死んでいくのを見ても、影響を受けないよ
うに警告します。もし、あなたの心を揺さぶるこれらの試練の理由が理解できないなら、すべての魂は、これまで自分自身
を否定してきたものを自分自身に返すために地上に来たことを思い出し、そのような試練だけが彼らを目覚めさせるように
、色あせた人々 がいることを。 

25 どれだけあなたを愛しているか、あなたに苦痛を与えないようにしたい地上で慰めや癒しを得られなかった被造物
たちは、霊的な谷に来た瞬間に私からそれを受け取り、高き彼方へと導かれるのです。私は子供たちと切り離すことのでき
ない羊飼いであるから、彼らにそれを与える。彼らのすべての痛みは私の中に反響し、彼らの無意味な戦争で流されたすべ
ての血は私の中空にある手に流れ込み、人類のすべての涙は私の顔を濡らします。あなたにとって最も隠れた秘密の存在で
あっても、私にとってはとても身近な存在なのです。私はあなた方全員を平等に愛を持って見ています。あなたが嫌悪感を
抱いている生き物を、私は彼らの不幸から救い出し、彼らから再生、悔い改め、愛の澄んだ水が流れるように働きかけてい
くのです。 

26 私がいろいろと話すのは、あなた方がまだしていないことを話すための準備をしなければならないからです。あな
たは私の教えを聞いて喜び、日々 、私を身近に感じています。あなたは、あなたの父に愛されるためにそこにいることが幸
せであること、私があなた に命じた大きな試練を生き抜いたことがあなたにとって満足であることに気づくでしょう。 

27 私は多くの子供たちを呼んで、この仕事の中でさまざまな任務、仕事を与え、あなたたちの進歩や才能に応じてそ
れらを与えてきたのだ。彼ら全員を合わせて、私は私の民、私の新しい使徒団を形成したのだ。 

ある者には指導者の職を任せ、その任務が困難で苦労しないように、民を会衆に分けたのである。 

この奇跡を受け取ろうと集まった大勢の人々 に、人の言葉となったわが霊感を伝えることができるように、私は他の人
に々声の担い手の才能を託したのだ。 

ある者には透視の特権を与え、彼らを預言者とし、彼らの仲介で来るべきものを告げ知らせることにした。 

巡礼の旅に出る人々 を支え、教会指導者の補佐役として、大勢の聞き手とともに十字架の重荷を背負うことを助ける「
柱」の任務が与えられているのである。 

28.他の者は仲介の才能を授かり、私の仕事の説明であるメッセージを伝える霊界の道具として、また病人の慰めであ
る癒しのバームを持つ者として訓練され、その健全な霊的発散によって、共に困窮者に慈悲を与えうるようになったのです
。 

"金のペン "と私は呼んでいる。私があなたに残す書物に、この時代の私の啓示、教え、預言を書き記す者である。 

     

私は、人々 の間で堅固、安定、強靭の模範となるべき人々 に「礎石」という役職を与えているのです。彼らの言葉、助言、
民衆の中での模範は、岩のように不変であるべきです。 

しかし、この私の顕現の時期が終わろうとしている今、私はすべての役職に語りかけ、そのような大きな仕事を受ける
ために選ばれたすべての人々 に、彼らが自分自身を徹底的に調べ、自分の仕事の結果を認識するように呼びかけているので
ある。この思索の時間、私はすべての人のそばにいます。 

29 心配しないでください、私があなたを選んだのは間違いではありません。私はあなたのことを知っているし、あな
たの能力も知っています。律法の成就のために喜んで身を捧げる者と、途中で弱ってしまう者がいることもわかっていまし
た。私はあなた方の父であり、すべての人に私の仕事で働く機会を与え、すべての人に同じ食べ物を提供し、あなた方がみ
な同じように愛され、同じように私の弟子となり、同じ遺産を所有する権利を持つようにした。 

30 私の指示に、すぐに従う人がいると思ったからです。また、時間をかけて自分の誤りを発見し、その誤りを修正す
る人もいる。しかし、私の贈り物は彼らの魂に潜在しており、目覚めを待っている。あなた方は皆、私のもとに来なければ
ならないのだから、理解はあなた方皆の中にある。あなたは完全な存在となり、私と共に私の右の座につくのです。 

しかし、あなたが私に到達するためには、私の掟を喜んで果たし、謙虚さと降伏をもって道を歩むことが必要である。 

あなたがたがまだ私をこの形で持っているこの数日間、見守り、祈りなさい。そして、従順と団結と愛への望みがあな
たの存在から湧き出るように、あなたの心をわが言葉によって動かさせなさい。 

31 やがて、使者たちは手紙を携えて旅立ちます。彼らの基準は、私の御言葉と、あなたが受け取った私のメッセージ
です。私は、平和と親善の使命を果たすために、あなた方を準備しているのです。なぜなら、この厳粛な日に、最後の言葉
を用意して、あなたに会いたいからです。 

32 すでに今、私はあなた方に、私のまさに最後の教えは、今与えているものよりも長くは続かないだろうと告げてい
るのです。それは、私があなたに与えたすべてのものと同じように短いものでしょう。私の偉大な最後のレッスンは、過去
3年間のものからなり、それは私が私の霊の愛の炎であなたの魂の中に書いた本であり、その中に私は1866年以来あなた
に啓示したすべてのことを要約しているのである。その中で、私はあなた方に、創造の始まりとその前にあったもの、つま
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り太古から現在に至る人間の進化について話してきたのです。この書物の中で、私は過去の偉大な時代にあなた方に与えら
れたすべてのわが教えと、あなた方の試練について話してきた。私はこの本の中で、過去のすべての時代の啓示と未来の啓
示を、解釈も成就もせずに統合したのだ。また、その中には、あなたの魂が、今地上で、そしてその後霊的な谷で発展して
いくための準備も含まれているのです。 

33 この最後の私の教えは、現在の1950年の最後の日に終わりますが、それがあなた方との最後のコミュニケーショ
ンになるわけではありません。わたしは、いつでも祈り、わたしと霊的な交わりをするようにあなたがたに教えたからです
。あなた方人間、そして生命のさまざまな世界に住むすべての生き物は、私の霊にアクセスすることができ、私はあなた方
の霊に宿るのです。 

この言葉が終わっても、私との距離を感じたり、虚しさや沈黙を感じたりしないでください。あなたの父の調和のとれ
た絶え間ないコンサートに耳を傾け続け、私の存在を喜び、私の仕事を振り返り、研究することができるように。 

34 この教えを広めるには、自分の力と霊的な知識をすべて結集することが必要だ。そして、私の言葉を囲んで祈り、
瞑想しているとき、私のプレゼンスを感じることができるでしょう。子供たちは感動し、幻視者たちも同様に、わが現存に
先立つ徴候を感知するようになる。集う者はみな私を感じ、その集まりは厳粛なものとなる。そこには、未来に安らぎと自
信を与えてくれるスピリチュアルな雰囲気が漂っていることでしょう。 

また、「霊界」は脳を使わなくても、あなたの呼ぶところに設置され、あなたの試練を助け、この世界に慈悲と保護を
与え続けてくれることでしょう。あなた方の心に混乱が生じないように、間違った解釈や判断をしないように、彼女は見て
いてくれるでしょう。 

この準備期間が終わっても、打ち合わせを忘れてはいけない。私があなた方ひとりひとりに姿を現していることは知っ
ているでしょうが、私はあなた方が団結し、祈り、精神修養に没頭している姿を見たいのです。 

35 私が去った後、私の使徒たちによって祝われたあの聖霊降臨祭を思い出してください。彼らの魂は私の出現を注意
深く待ち、彼らが一つの思いになった時、私の霊が降りてきて彼らの口に言葉を入れ、彼らの全存在が啓示されて、異なる
言語や信条の人々 とコミュニケーションをとることができるようになったのである。 

36 だから、弟子たちよ、私はいつもあなた方の間でこのような集まりを望んでいるのだ。あなた方が集まれるときは
いつでも、わたしの名によってそうしなさい。そうすれば、わたしも同席して、わたしの秘密の宝庫の中身を明らかにする
だろう。 

私は、あなたの人生のすべての瞬間と日々 をあなたに託し、あなたがその一瞬一瞬をあなたの献身に捧げることができ
るようにします。しかし、わたしはもう一度七日目を聖別し、その日にはわたしと交わることができるようにする。残りの
日々 は、互いに愛し合い、わたしの教えからよく理解したことをすべて実行するためにある。 

しかし、あなたがたの集会には、特別な集会室は必要ない。同じことが、わたしの家にも、あなたの簡素な寝室にも、
谷間の草地にも山にも、川の岸辺にも砂漠にも言える。 

37 あなたがたに忠告する。あなたがたは私の弟子であることを人の間で宣言してはならない。あなたがたの口がこれ
を言うのではなく、あなたがたの行いがこれを語るのである。あなた方は精神的にイスラエル人であると言ってはならない
。魂に光を灯し、心に平和をもたらすという使命のもとに団結したとき、世界は霊的イスラエルを認めるでしょう。"わた
しは地のちり、天の星、海の砂のように偉大で多数の子孫をあなたに与え、あなたの子孫によって地の国々 は祝福されるだ
ろう "とヤコブに夢と啓示で語ったようになるのです。 

38 地上の民はまだイスラエルで祝福されていません。これは、第二の時代に起こったように、彼らの分裂を私に示す
からです。ある者は物質のために生き、ある者は精神のために生きる ── 

ある者は一つの王国を作り、ある者は別の王国を作る。ある者は世間とその金のために生き、ある者は私を求め、その貧し
さの中で幸福であることを私は見ています。しかし、ひとたび私がこれらの人々 、平和と神の啓示に責任を負うこの偉大な
魂の軍団を団結させれば、この地球は、そして天国さえも揺るがすことになるでしょう。彼らの結合は、それを感じない者
はいないほどの力、影響力を世界に及ぼすだろうから。あなたの使命は知られることになり、私がすでにあなたに託してい
るあなたのメッセージは、私が人類に遺した証を3回で統合することになるでしょう。 

39 あなたの魂は、私があなたに託したすべてのものを入れておく容器のようなものであることを確認してください。
これから行く道には石があり、アザミやイバラがあるからだ。しかし、木々 や花々 が散歩を楽しませてくれる区間もありま
す。こうしてさまよううちに、あなたの使命が終わったとき、あなたの結合の日、あなたの救済の日、永遠の平和の日があ
なたを驚かせるでしょう。 

40 今、遠くにいる人のために祈り、あなたの周りにいる人の中に、あなたの心を溢れさせてください。病人を癒し、
必要な人に助言を与え、苦しんでいる人間の間であらゆる種類の慰めとなり、癒しとなる。もし、あなたが見知らぬ人とす
れ違い、言葉をかけることはできないが、心が動かされ、あなたの魂が彼のために祈り、あなたの兄弟の苦しみを私の心に
重ねたなら、あなたが彼の苦しみを私に重ねたので、私は彼に必要なものを与えよう。 

41 あなた方自身を知り、私があなた方に与えた賜物を発見し、あなた方の霊的知識が多くの人々 の心を明るくし、道
徳的・精神的レベルを高めていることに気づいてください。 
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42 あなたの使命に必要な直感と愛情をすべて持ってください。 

43 ある人は祈りの中で私にこう言います。「先生、あなたはすべてをご存じなのに、どうして私の悲しみをあなたに
話し、私の人生を見せ、私のプロジェクトをあなたと共有させるのですか？あなたが見ておられるのですから、私があなた
の中にいるのですから、なぜ私の罪をあなたに告白するのですか。あなたの御心に適うものを与えなさい、そうすれば私は
満足します。" 

44 この祈りの後、あなたは歓喜の中にとどまり、私の言葉を与えることによって私があなたに与えたものに対しての
み感謝を捧げました。その中に、あなたの人間生活の精神的な糧と祝福があるのです。 

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 336 
1 あなたがたの魂がわが掟を知ることができるように、私は大いなる優しさをもってあなたがたのもとに下りてきた

。この時、私はあなた方に広大な地平を示し、あなた方が光の道、完全な道、真実の道を歩むことができるようにしたので
す。 

2 私の教えを知らずに、私が示したことのない誤った道に従って、明日、人の前に立つようなことはしないでほしい
。なぜなら、わたしはあなたがたに、わたしの教えを聞かない者に真理の道を示す用意をさせ、あなたがたは盲人と無知な
者を探し出して彼らから教えを受けないようにするからである。彼らはあなたに指示することは何もないでしょうから。 

3 あなた方は謙虚になり、あなた方の贈り物を通して人類に私の顕現を証しし、彼らが私の名を呼び、この第三の時
代にあなた方の間に私が存在していることを信じるようにしなければならない。あなたが間違った師を持ったとか、無知だ
とか、徳がないとか、強くないとか、仲間に言われる原因を作らないように。 

いや、イスラエルよ、この苦しみが私の精神にあることを望まないし、私が去った後、人類があなたの準備不足を非難
することを望まない。私の声を聞いたことのない人たちには、あなたが持っている人間の知性による私の顕現の想起に感動
し、私の黄金の羽によって書き留められた私の教えで魂を養ってほしいのです。 

4 あなたの助言で罪人を改心させ、あなたの励ましの言葉で落ち込んでいる者、絶望している者を励ましてほしい。
人はパンのみにて生きるにあらず、人のために残す慈悲は精神的なものである。物質的な豊かさはあっても、心の安らぎや
健康がない人があなたのところにやってくるでしょう。彼らにも、私が託したものを与えるのだ。 

5 私に従っていることが間違いでないことを、あなた方自身で証明してください。声の主たちによる私の宣教が終わ
った後も、あなた方はこの神聖な大義の忠実な兵士であり続けなければならない--

欠点のないこの教えを人類に広めることを恥じることはない。あなたがたは、その働きによって、私の真理をあかしするの
だ。この教えを御言葉だけで世の中に知らしめることはしないでほしい。 

6 私は、私の法をあなたの精神に書き残し、あなたがそれを仲間に指し示し、人類がそれに導かれ、もはやその道で
つまずくことがないようにするためです。 

7 この間、人々 は私の言葉を聞き、私の教えを受け、私があなたがたに明らかにした真理を理解した。そして、自分
たちがはじめに理解できなかったこの知識を、人類にどのように教えるかについて、いろいろと考えてきた。 

8 イスラエルよ、仲間に驚かれないように、心の準備をしなさい。愚民の前で無知を晒してはならない。いや、わが
民よ、あなた方は確信に満ちた言葉で、自分自身への自信を持ち、わが教えと、この時代にあなた方に与えた啓示と、その
理由を説明するのである。あなたがたは、無知な者を指導し、その上達の道を示すのが宿命です。 

9 新しい世代は、私を求めなければならない。なぜなら、私は進化した魂を地上に送り、これらの魂は幼い頃から世
の中の愚かな言葉に耳を貸さず、その魂がそれらの教えが満足のいくものではないことを理解させ、そして、わが民である
あなた方に向かい、あなたが彼らにわが霊的働きを完全に明瞭に示すようになるからです。 

10 あなたが祈りのために立ち上がるときはいつも、私の言葉を思い出してください。そうすれば、途中で驚くことも
なく、私の教えを必要とする人、求める人に、私の教えを伝えることができるようになるのです。 

11 私はあなた方の父であり、あなた方が私を理解できるように絶えず語りかけ、人間の知性を通して私が宣言した後
、あなた方が私の平安に満ち溢れ、熱意と従順さと活力をもって自分の使命を果たすために出発できるようにするのだ。 

12 人類の痛みを、あなたに気づかれないようにしたいのです。あなたがたは、彼らの苦痛--

災い、疫病、あらゆる苦しみ--を感じ、彼らが私の憐れみを得られるように、愛をもって祈ってほしいのです。 

13 人々 があなたがたにするすべての侮辱は、あなたがたにではなく、わたしにするのであり、こうして彼らは自らの
手でその魂を苦しめるのである。しかし、あなた方は忍耐をもって軽蔑される者たちを受け入れなければならない。すべて
の人がわが真理を確信し、あなた方が間違っていなかったことを知るときが来るのだ。 

14 多くの人はこう言うだろう。「もし神が私たちの間におられるなら、なぜ戦争を終わらせるように命じないのだろ
う」。しかし、あなたは仲間にどう答えるか、神の審判の時、父は高慢な者が互いに滅ぼすのを許すと伝えることができる
だろう。しかし、その後、私は闘争に限界を設け、彼らが私から安らぎを受けるようにする。 

15 私があなたに託す言葉は、あなたが混沌の中にあっても心の平穏を保つことができるように、あなたの道を照らす
光です。イスラエルよ、私の言葉のすべてがあなたがたを満足させたことを思い起こせ。しかし、この教えをただ習慣的に
聞くのではなく、実際に師から教わったことに従ってください。 

16 イスラエルよ、わが霊がどれほど罪と不信仰と戦わなければならないか、悟れ。わが子が私を理解したのを見ると
き、わが霊は喜びに満ち、私はあなたがたを祝福し、あなたがたの従順は花の香りのように父に届くのだ。 

17 明日、イスラエルよ、あなたが激しく泣いて、顔を天に向けたまま、私にこう言うことを望まない。"宗派や教会
は、あなたが愛情を込めて光を与えてくれた大勢を自分たちのもとに引き寄せてしまった "とね。 
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そうです、私の子供たち。しかし、彼らは麦と籾殻を一緒に受け継ぐのです。彼らはあなたの言葉によって改善されて
いない心です。しかし、本当にあなたがたに言いますが、彼らは偽りの言葉で羊小屋の羊を散らそうとするのです。しかし
、私は力であり、私の仕事が雪の結晶のように純粋であることを、大勢の人々 にはっきりとわからせるだろう。 

18 我が民よ、驚いてはならない。常に警戒し、忠実な番人として生きてください。自分の兄弟姉妹が、自分が間違っ
ていることを納得させるために言う言葉を恐れてはならない。 

世界観、信条、宗教が混同されるこの困難な時代に立ち向かうあなた方に、私は大きな報いを与えるだろうから。 

汝ら同胞は、吾輩の仕事を尊敬するのと同じように尊敬し、吾輩が再び残す指示を指摘しなければならない。もし、人
があなたを馬鹿にしても、そうさせなさい。私の聖霊の光が彼らに届き、その時、彼らの心に悔い改めが生じるからです。 

19 困難な時が待っているのだから、不動で用心深く生きなさい。そんな時、私の仕事場には男性がやってきて、調べ
ようとするのです。しかし、本当に、私はあなたに言う、私はあなたを助けるだろう、これは私の意志です。あなたがしば
らくの間、暗闇に包まれているとき、私は輝く光として現れ、あなたを啓発し、飢えた狼の口からあなたを救い、光と真実
の道を示すのです。 

20 私、あなたのマスターは、あなたを取り囲むすべての栄光と、あなたの霊性の欠如のためにあなたが知覚すること
なく、あなたの中に隠している栄光をあなたに知らせます。 

21 わたしがあなたに与えたすべての力を知り、あなたが善を行い、わたしの真実の杖にいつも寄りかかりながら、山
を登ることができるようにしたい。 

22 人間は、自分の中にある多くの才能を無視してきたため、人生は常に悲哀に満ちている。その存在を知らないのに
、どうやって活用したのだろう？ 

今、自分には人生というくびきから解放されないと思い、落ち込んで悲しんでいる人をよく見かけます。だから、あな
たがたに呼びかけるわたしの声、信仰と生きる勇気と喜びと希望を与えるわたしのことばで、あなたがたを喜ばせているの
だ。 

23 信仰だけが魂を強くすることができるのです。ですから、私は私の教えによって、ある人には信仰に火をつけ、あ
る人には信仰を蘇らせるのです。将来、あなた方は強く、模範的で、従順で、法律を守る人々 の代表とならなければならな
いからです。しかし、その強さは、わが掟への信仰から生じるものである。 

24 これ以上、あなたの目に涙を浮かべたり、精神的な理想を持たず、悩みや肉体的な苦痛に満ちた人生の重荷を背負
う姿を見たくないのです。 

25 今、父に愛された子供として感じてください。あなたの幸福のために必要なものを私に求めることを学びなさい。
私が神の慰め主であることを思い出し、あなたの苦難の中で恐怖に打ち勝つことがないようにしてください。痛みは心を強
くするものであり、弱めるものではないことを知りなさい。浄化されつつも、恨まれることはないはずです。 

26 あなたの魂を満たし、この世で最初の果実を与える至福をすでに地上で得て、落胆することなく人生の道を歩み続
けることができます。 

27 私の教えの霊感の中で自らを霊化し、あなたの存在を通して私を完全に顕現させなさい。 

28 あの時、私はあなたに体を差し出さなかったのですか？それなら、自分が持っていることを理解しなさい。あなた
の調停を通して、あたかも私が自分の身体でそれを行っているかのように、私自身を顕現させてください。そうすれば、あ
なた方は真に霊化され、父なる神の御心を行うことができるようになるでしょう。 

29 あなたの心の扉を開いて、私を入れてください。そうすれば、あなたの苦しみを慰めることができます。私は、存
在と世界の主であり、乞食のような謙虚さであなたのところに来ました。私の唯一の願い、私の懇願は、あなたがたが互い
に愛し合うことです。あなたがたの理解と見識によって、あなたがたはわたしを愛し、慕うようになるからである。 

30 すべての子供はわが霊の一部である。それゆえ、あなたがたが隣人にすることは、私にもするのである。自分の苦
しみと同じように、他人の苦しみを悲しまないのですか。同じ精神と同じ肉を持っているのに、なぜ他人のように感じるの
でしょうか。あなたたちは、私が最初に創り、時代を超えて進化させ、完成させた私の作品である。 

31 今日、この大きな試練の時代に、あなたの信仰だけがあなたを勝利に導き、扉を開き、あなたの旅路を知るための
強力な鍵である熱心な祈りがあなたを助けてくれることでしょう。 

32 この時代の人類は騙されにくく、敬虔でもないので、霊におけるわが顕現の吉報をあなたの同胞に伝えるあなたの
仕事は非常に大きなものになるでしょう。彼らはあなたに疑惑と準備不足を提示し、あなたは粘り強く戦わなければならな
いでしょう。しかし、これらの障害に遭遇しても絶望してはいけません。この時代の使命を全うすれば、闇に対する光の勝
利を常に信じてきた人々 が長い間待ち望み、求めてきた兄弟愛と平和によって、この世界がいかに啓発されるかを満足をも
って見ることができるでしょう。 

33 すでに近いその日には、地上に住む人々 は、愛がこの人生の理由であり、愛の業が常に成し遂げてきたすべての美
と完成を感謝することができるようになるのです。そうすれば、私がなぜこの時代に来たのか、あなた方の努力の結果が何
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であったかがわかるでしょう」一方、他の人々 は『霊の谷』に入り、そこからこの世に蒔いた種が言いようのない喜びをも
って増えていくのを見ることになります。 

34 私からのあらゆるインスピレーションに敏感であり、従順であり、単純でありなさい。あなたの贈り物を通して私
を知らしめてください。あなたの贈り物を通してあなたの仲間に私を到達させてください。あなたの唇が、苦しむ者の耳の
前で、わが慰めの言葉を語り、光を必要とする者の前で、わが知恵を表現するように。あなたの手は私に仕えて愛撫し、あ
なたの目は慈悲、優しさ、あるいは憐れみをもって見つめることができるように。 

35 あなたがたは、わたしで満たされなければ、わたしが教えたわざを行うことができない。そうすれば、キリストが
すべての魂に真理を注ぎ込み、その愛を明らかにするために、彼らの昇天を待つだけであることを知るでしょう。 

36 もし、あなたが私のことを知っているにもかかわらず、私の教えを不思議に思い、そのような言葉を聞いたことが
ないと思うなら、あなたの驚きは、私が過去に明らかにしたことの本質を探っていない結果であると、私は言います。その
ため、この教えはあなた方にとって奇妙で新しいものに見えるかもしれませんが、実はこの光はあなた方の生活の中に常に
存在していたのです。 

37 今日、あなたの心は嵐の中のもろいボートのように翻弄されることでしょう。しかし、転覆することはない。奇跡
的な力がそれを守ってくれるのだ。稲妻の一閃は、深い夜の中の希望の閃光となり、嵐がようやく終わり、新しい日が平和
のメッセージのように訪れるとき、あなたの心の奥底から信仰と愛と感謝に満ちた祈りが沸き起こることでしょう。あなた
は、自分の魂が試練から強化されて現れたことを感じ、今まで知らなかったある種の悟りを体験し、あなたにとって闇と謎
であったものがはっきりと見えるようになるのです。 

38 あなた方が内面的に変化したときにのみ、わたしはあなた方を世界に送り出し、わたしのメッセージを広めるのだ
。弟子たちの中に霊性が本物であってこそ、弟子たちは私から受けたようにそれを伝える術を知ることができるからです。 

39 また、この良い知らせを伝えるためにあなたを送り出す前に、私はあなたの傷を癒し、私がこの人類に浴びせた慰
めのバームをあなたの存在に浴びせると言います。 

40 今日、この御言葉を聞きに来なさい--

知識と慈悲に溢れた源に来なさい、そうすれば、あなたは私を知らないので、本当に私を知り始めることができるでしょう
。 

41 主よ、私を憐れんでください、私の痛みを憐れんでください ── 

主よ、あなたの赦しを拒まないでください」とあなたの唇や考えが私に言うたびに、あなたは自分の無知、混乱、そしてい
かに自分が私を知らないかを証明しているのです。 

42 あなたの痛みを憐れむように私に言ってください？我が子への慈悲を求めよ？あなたの罪を赦してくださいとお願
いします」 「愛、恵み、慈悲、赦し、慈しみである私？ 

43 地上で心を痛めている者を動かそうとし、涙と願いで、隣人への思いやりのかけらもない者に思いやりを呼び起こ
そうとするのは良いことですが、それらの言葉や思いで、愛からあなたを創造し、あなたを永遠に愛そうとする方を動かし
てはいけません。 

44 あなたは私のことをほとんど知らないと、なぜ私が言ったのか、今ならわかりますか？時には、杯があなたの口に
とても苦いとき、あるいは、苦しい試練があなたの力の耐えうる限界に達したとき、あなたはわが名を呼び、われに言う。
"主よ、この罰を私から取り除き、これ以上苦しまないようにしてください"。 

     

ああ、あなた方は暗闇の中で、あなた方を苦しめたいのは私ではなく、あなた方自身であることに気づかず、あなた方の杯
を恨みで満たし、そして私を非難するのだ。 

45 そして、父として、主人として、裁き主として、わたしを知り始めるのだ。私はたゆまぬ主人として、イスラエル
であるあなたとともに、あなたの不従順と理解の欠如、わが律法の反省と研究の欠如を顧みることなく、過ごしてきたから
だ。私の神聖な言葉を通して、私はあなたたちに自分の欠点、弱さ、無知を見させます。私は、あなた方に遺産として預け
た田畑で仕事をするために出発する時間を与えたのです。 

46 人々 の苦しみや苦悩を前にして執り成すことは、師がいつの時代にも弟子に託した使命である。 

47 私の言葉は、魂の準備と高揚に応じて、これまであなたがたに語ってきた。しかし、私は、私の神聖な光を損なう
ことなく、罪と暗闇の世界に降りてくる。私は、あなたが新しく生まれ変われるように、あなたのもとにやってきました。
しかし、私がわが神聖な言葉によってあなたがたを呼び出したとき、あなたがたは、わが言葉があなたがたの心に触れて魂
を目覚めさせたと感じたので、苦しむのである。 

あなたの体が聞いた言葉は、あなたの物質主義が、私があなたに与えたすべての言葉の神聖な意図、本質、霊感の力を
認識することを妨げているため、好みのものではありませんでした。そうすれば、魂は私の神聖な言葉を聞き、あなたの物
質的な部分は、主人があなたに伝えていることを魂を通して理解することができるだろう。 

48 あなた方が愛と神の平和の種を心に宿すイスラエルの民となることが、私の意志である。世間はあなた方の神から
慈悲と憐れみを期待し、かつての時代と同じように、イエスの真の弟子を見物することを期待しているのです。 
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49 人々 は、第二時代の弟子たちのようなあなたの闘いを期待しているのです。しかし、時には勇気を失い、仲間があ
なたを冒涜し、中傷し、偽者と呼ぶのを聞くと、ペテロのように振る舞い、途中で私を否定し、私が用意した恵みを否定し
、物質主義に陥ってそれを失うこともあるのです。 

50 不信心者を説得し、倒れた人を持ち上げ、苦しんでいる人に慰めと愛の言葉を与えなければならないのです。 

51 人々 は自由な意志のもとに、地上に平和をもたらすために統一を求めるのです。彼らは調和を求め、自分たちの中
に光があること、平和を生み出す力が備わっていることを世界に示したいと思っているのです。 

しかし、惑わす者たちは、計り知れない価値を持つ宝石と、私があなたに託して与えた新しい契約の箱とをあなたの手
から奪い取り、あなたを再びパロのしもべ、闇の奴隷にしようとするのです。 

52 私は、第二時代の私の使徒たちの使命の成就と、モーセの使命の成就について、あなたがたに話しただけではない
のです。いや、イスラエルよ、私はナザレのイエスの使命の成就について話したのだ。彼はあなたに最も完璧な例を示した
のです。 

53 私は、このイエスの権威のようなものを、あなたにも与えているのです。 

54 私は人に他の法も、他の教義も、他の道も与えてはいない。人類が歩むべき道を切り開いたのは、人々 自身なのだ
。でも、あなたは正しい道を歩んでいるのだから、私の愛と光を楽しんでください。 

55 しかし、人々 よ、石が私の存在を証言することを望むか？いや、イスラエルよ、それはあなたの魂と身体を痛めつ
け、苦しめることになるからだ。 

56 選ばれた人々 よ、あなた方が滅びること、そして人類があなた方を私の弟子として、明日の教師として認めないこ
とは、私の意志ではないのだ。だから、主人はあなたがたに言います。私の神聖な目的を理解するために、勉強し、研究し
なさい。 

57 愛する人々 よ、あなた方が声の担い手を通して私の神聖な言葉を聞くことができる期間は短いのです。しかし、私
の民の数のうち、一人の魂も少なすぎず、多すぎもしないはずです。1950年の終わりに14万4千人が私のプレゼンスの前
に集められ、光と慈悲と真実をもたらすために諸国へ旅立つという困難な使命を達成するために導かれるべき最後の指示を
受けなければならない。このように、私の選んだ者たちが使命を果たすことによって、世界は私の神霊の平和を享受するこ
とができるのです。それゆえ、疲れを知らぬ師は、その教えを研究し、解釈し、それに従うようにと、もう一字を与えるの
である。 

58 私の出現は、光、平和、そしてあなたへの愛によって特徴づけられています。私は、あなた方が新たに歩むべき道
を示しているのです。私の愛によって強くなったことを実感できるように、その上を歩くことを教えているのです。これが
、あなた方をしっかりと歩ませる力となり、あなた方を真の弟子へと変え、人類に私のプレゼンスの忠実な証しを与えるこ
とになるのです。 

59 私はあなた方を自由にし、もはや罪の奴隷にならないようにする。私は、あなた方が真理を知ることができるよう
に光を与え、あなた方の心の中に聖域を築き、そこであなた方の信仰を松明のように私に差し出し、あなた方の魂が私に舞
い上がり、私と交わることができるようにするのだ。 

60 もう私に言って欲しくない、"主よ、なぜあなたは私から遠く離れているのですか、なぜ私の声を聞いてくれない
のですか、なぜ私は人生の旅路で孤独を感じるのですか "とね。 

愛する人々 よ、私は決してわが子から遠ざからない。遠ざかるのは、信仰を欠き、自ら私を拒み、心の扉を閉ざしたあ
なたたちのほうである。 

61 世間はあなたを誤解し、あなたを苦しめている。しかし、あなたが父に叫んだとき、私の慈しみは大きく、あなた
を滅ぼさなかったので、私は慈悲からあなたに最高の「服」を与えたのです。私はあなたと人類のための救いの港だからで
す。 

62 私の天の食卓から最高の食べ物を与え、あなたの足を洗い、あなたの主人のようにあなたの道を歩むことができる
ようにしたのです。 

63 私の言葉をあなたの心に書き残す。そうすれば、あなたたちは私の存在をあなたたちの間で証言する光の子どもた
ちとなることができるだろう。──そうすれば、あなたたちは人類の杖となり、救命ボートを示すことができるだろう。─

─そうすれば、私の光が暗闇を照らし、あなたたちは世界に空高く舞い、私の神性と霊から霊へと交わることを教えること
ができるだろう。 

     

だから、私は、あなた方が、多くの人々 に命のパンと澄んだ水を与える第三の時代の奉仕者となるよう準備しているのだ。 

堕落、概念の混乱、物質主義のこの時代に、子供たちは滅びようとしています。世界は盲人のようにその道を進み、恵
みの命に対して死んだ者たちであり、滅び、私にまた苦しみの杯を与えるのが人類である。新しい日の光を示し、私の存在
を感じさせ、父が両手を広げて待っていることを伝えてください。 
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64 声なき声の担い手を通して私の言葉を聞く瞬間は、すでに短い。しかし、私の神の言葉は、人類の前に開かれた本
のようなものでなければなりません。 

あなたの心、あなたの魂に書かれたそれを、あなたを啓発する光として、人類を導く松明として示さなければならないので
す。この者は、あなたが受けた実を欲して、さまざまな方法でそれに臨み、あなたはそれを与えて、その中に恵みの生命を
宿らせなければならないからである。それは命の木の実であり、それを食べる者は、自分の中に永遠の命を持つので、滅び
ることはない。そして、この果実で栄養を摂ったあなた方は、魂を上昇させなければならない──すべての鎖を断ち切るの
だ。 

65 あなた方の心を平和と善意で満たしなさい。主のために真の教会を建設する方法を知っていた自由な魂として、世
に姿を現す光の魂となりなさい。 

66 私のメッセージを聞こうとしない人の耳に届け、心を信仰に変えることで、「死者」に命を与え、「盲人」に光を
与えてほしいのです。これこそ、あなたが手に持って父に差し出すべき黄金の種である。それゆえ、私はあなたを起こし、
あなたの魂にとって計り知れない価値のある宝物である私の教えを与える。なぜなら、わたしはあなたたちにわたしの平和
をわたしのことばで感じさせ、あなたたちがわたしの聖霊の光にあふれたこの道を歩むことができるように、それをもって
あなたたちを奮い立たせたからだ。 

67 私はあなたがたの欠点を見ていない。あなたがたには今、ただ父としての私がいて、あなたがたにわが言葉を与え
、それに従うことによってあなたがたは新たにされ、あなたがた自身がわが慈しみに満たされるのを見ることができる。そ
うすれば、愛と信仰と善意によって結ばれたあなた方は、私の仕事を世に知らしめる強いイスラエルとなり、あなた方の中
に、私の使者、私のメッセンジャーが現れるでしょう」。 

68 毎日毎日、私の教えを受け取っているのですね。私は、将来、あなた方が霊化されたら、霊的な賛美を歌えるよう
に、常に指導している師である。 

69 私の軌跡をたどることができるように、私の力を授ける。わたしがあなたがたの心を啓発するのは、あなたがたの
父がはっきり理解できるように、わたしのことばを正しく解釈できるように、そして、人がさまざまな方法で求める真理が
あなたがたのうちに明らかにされるようにするためである。 

70 愛する人々 よ、あなた方はこのメッセージを人類に伝え、真理の光の中で父の法を理解させるのです。わたしは、
彼らがその大きな過ちのうちに、わたしの高邁な計画に干渉し、わたしの秘密の宝庫に入り込もうとしているのを見るから
である。 

71 そうすれば、人類は謙虚さと柔和さをもって、わが言葉が人類を改心させ、私を愛し、人類が自らを刷新し、互い
に愛し合うための準備を整えることができるだろう」。 

72 私の平和の基準をあなたがたに与えたので、あなたがたはそれを世に明らかにすることができる。しかし、私があ
なたに託した平和は、私の霊のものです。それはあなたの霊を鼓舞するもので、私の愛から生まれ、それを通じて人類が私
のプレゼンスに気づくようになるものです。この平和こそ、私があなたに与えたものであり、あなたが苦痛を感じないよう
にと敷いたあなたの道において、十分に感じることができるようにするためです。このために、あなた方は自分たちのため
に創ったのです。 

しかし、あなたの魂は、あなたを浄化し、清める苦しみに打ち勝つために、偉大な贈り物と力を持っています。本当に
あなたがたに言うが、あなたがたを私に近づけるのは苦痛だけでなく、私の律法への従順とあなたがたの善行であろう。 

73 私の教えを実践することで至福を感じ、その結果、山を登ることができるのです。難しい使命を担っていることを
理解すること。あなたの師匠のように、あなたは人類の間に従順の跡を残し、謙虚さの模範を示さなければなりません。そ
うすれば、それが光り輝く跡のようになり、次の世代があなたの模範に従うことができるようになります。彼らが霊性を獲
得できるような道を残してあげなければならないのです。あなた方は真理の種をまく者となり、世界がもはや奈落の底に落
ちないように、つまり、時代を超えて培われてきた敵対関係の中に落ちないようにするのです」。 

74 私の民よ、備えよ。世界は私の真理を理解することを切望している。その浄化は偉大であるから、慰めを与えよ。
しかし、私があなたがたのために、わが宝庫に蓄えておいた慈悲は偉大であることも、あなたがたに告げます。しかし、そ
れを受け取る前に、それを得るに値する人間にならなければならない。自分の使命が達成されれば、自分の心の奥底にそれ
があることに気づくはずです。 

75 まことに、あなたがたに告げます。あなたがたは、もはや貧しくもなく、弱くもなく、盲目でもありません。私の
光はあなた方を照らし、この時代に私が存在することの証人となるようにしたのです。私の遺言は、あなたの後に来る人た
ちが、その日陰で休めるような静かな場所を見つけることです。彼らの無知や邪悪さに目を向けることなく、彼らを歓迎し
、恵みの源に導くのです。 

もしハンセン病の人が来たら、あなたには癒しのバームがあるから、彼らを癒しなさい。もし殺人者があなたのところ
に来たら、あなたの霊のマントで彼を覆い、彼が自分の罪を悔い改めるようにして、彼の汚れを清める水、彼をあがなう水
を探し出させるようにしなさい。このような霊的に貧しい人々 が、私の言葉と私の光を欲してあなたの門をたたくとき、あ
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なたは彼らを何一つ否定してはならない。あなたがたは同胞のしもべとなりなさい。わたしはあなたがたをこのために用意
したのだから、わたしの慈悲を授けることができるのだ。 

76 このように、どこに行っても幸福があるのです。人々 は私を認識し、私の存在を感じ、心に信仰を持つようになる
。こうして、世界は偶像崇拝から立ち去ることができるようになるのです。 

人々 は霊的に私を求め、互いに愛し合い、平和と親善を育まなければならない。しかし、あなた方はこの指示をもたら
す者であり、彼らの暗闇の中で一筋の光のような存在となるのだ。 

77 あなたの戦いは近い。闇に対する光の戦いであることを知ることになる。そして、私の大義の兵士となり、バッジ
を振りかざし、私の言葉の剣を取り、主の軍隊がこの世界の闇と戦うのを目撃するのだ。 

78 今こそ、私がすべての魂を啓発し、何世紀にもわたって耐えてきた束縛から世界を解放するときである。しかし、
戦争が盛んで、罪がすべての実を結んでいるこの悪、敵意、悪意の世界で、私は自分自身を感じてもらう必要があります。
それは、坩堝の中の金のように自らを清め、恵みの生命に昇華させ、人がその魂に永遠の生命を持つために必要なことです
。 

79 しかし、父はあなたがたに言う、「私は、被造物の中で最も尊いもの、すなわち魂を破壊しているのではありませ
ん。いや、愛する子供たちよ、私はただ世界の腐敗を浄化し、新しい人類が生まれ、その中で多くの人々 が私を感じ、私の
掟を果たすようにする。人々 は互いに愛し合い、命の木の実を食べ、無尽蔵の恵みの泉で魂の渇きを癒し、わが聖霊は王星
のように彼らを照らし出すだろう。そうすれば、人類が私をほめたたえ、私を祝福するのがわかるでしょう。 

80 愛するイスラエルよ、あなた方は選ばれ、準備された者であり、この世界が新しい日を見ることができるように、
戦い、働き続けることができるように。 

81 人は、自分が最初に手本を示すからこそ、始まりがあるのです。私の作品を、私があなたに託したとおりに紹介し
てください。聖霊の賜物をあますところなく運ぶ真の霊能者になりなさい。 

私の平和があなたとともにありますように 



U 337 

143 

インストラクション 337 
1 私がわが身を知らせるこれらの場所の慎ましさに腹を立てなかった、柔和で謙虚な心の持ち主たちよ、歓迎しよう

。 

2 まことにあなたがたに告げよう、これらの心の準備の短い時間のために、私は、人類がその情熱と戦争の中で滅び
つつあるこの波立つ海に、わが光と平和を送るのである。 

3 声の主を通して聞くメッセージの意味において、私を求めるこれらの群衆を見るとき、わが霊もまた喜びを感じる
べきではないだろうか。彼らはもはや形式や儀式を求めず、ただ御霊のパンを食べたいと願っている。 

4 魂よ、脳よ、心よ、食べて満腹になれ。その声が聞こえなくなったとき、永遠に強さと栄養を感じられるように。 

5 声楽家たちによって人間化されたあなたのマスターの声は終わるでしょう。しかし、私の啓示と教えの本は、消え
ない明るさのビーコンのように、あなたの魂の前に永遠に残るでしょう。 

6 この言葉は、あなた方の魂を平安で満たし、この民の心と体に限りない喜びをもたらし、「死者」を信仰に導き、
これを聞いたすべての人々 の道を照らした。--

たとえあなた方が、もはや私の選んだ者たちの唇からこれを聞かないとしても、あなた方にとってそれは消えない、忘れが
たいものになるだろう。 

7 このパンとワインを最も純粋に、清らかに保つ方法を知っている人は幸いである。彼らは常に、慰めを与え、慈悲
を蒔き、その道に光を灯すものを持つことができるからである。 

8 今日、信じた者は幸いである。明日は、聞いたこと、見たことを信じるからである。あなたたちは地上に残って、
仲間の霊的覚醒と平和のために働きなさい。私があなたたちを約束の地に連れて行くまで、あなたたちを守ってあげよう。 

9 あなた方の記憶力は弱く、私があなた方に示した豊富な教えを保持することはできないので、私がこの時代にこの
民に教えたすべての要点を記した、私の霊感による資料集をあなた方に残します。こうして、私の教えがいつもあなたを励
ましてくれるので、あなたの日々 の仕事が楽になるのです」 

「一度聞いたことを時間が経つと忘れてしまうという危険性がなくなるからです。誤りや改ざん、秘密主義に陥ってしまう
のです。 

10 私の言葉はこの民のための灯台と星であり続け、霊的勝利は、最後まで忠実で忍耐強い者たち、すなわち砂漠の飢
えと渇きに屈しない者たち、そして、光と永遠と真の幸福の約束である無限を常に見つめて自らのカルヴァリオを一歩ずつ
登っていく者たちのものとなるでしょう」。 

11 魂を高揚させればさせるほど、十字架に圧迫されることはなくなる。本を開いて勉強し、この仕事が地上に知られ
るために必要な勇気ある弟子となるように、だ。本を開けば、それが答えてくれる。疑いから解放され、自分自身に説明し
ようとしていたことが明らかになるのだ。 

12 なぜなら、わたしのことばは、あなたの唇から無尽蔵のインスピレーションとして流れ出るからです。しかし、そ
の日が来るために、また、そのような高度な知恵を得るために、あなた方は、霊から霊への神聖なインスピレーションを受
け取ることができるようになる成熟度と基礎知識を得るまで、事前に書かれた指導で多くを学び、実践する必要があります
。 

13 あなた方の心が平和であれば、主もお喜びになることでしょう。私の弟子であるあなた方は、いつも私の言葉でリ
フレッシュし、霊的に上昇するとき、あなたの魂に私の顕現を感じ、私のインスピレーションを受けることでしょう。 

14 あなた方は私が選んだ民であり、謙虚で寛大であるべきだ。つまずきや失敗のないように、光の道を歩んでくださ
い。あなたがたの前に行くのは私だからだ。 

時に眠る者は、目覚めたとき、自分が無関心であった間に、兄弟姉妹が光の道を進んでいるのを見るだろう。しかし、
働かず、闇にだまされ、心に雑草が生えるのを許しているしもべにも、日ごとにわたしの言葉を授ける。 

15 愛する弟子たちよ、あなたがたの以前の道から離れなさい。その道では苦痛だけがあなたがたを襲うからです。そ
のため、私はあなたが裸で空腹であり、平和もなく、世間に対する慰めもなく、あなたの運命の知識もなく、あなたが私の
父の温もりを感じることがないのを見つけたのだ。しかし今、わたしはあなたがたに新しい機会を与え、わたしの言葉であ
なたがたをリフレッシュさせる時間を与えた。 

16 あなた方は、世界が最高度の腐敗を養い、権力欲が栄え、理性と良心の声を聞かない者たちの極悪非道が蔓延する
時代にいるのです。しかし、この光の道を歩んでいるあなた方は、私の言葉を受け取り、自分の運命を理解し、私がいつも
教えている愛を通して進化し、自らを整えることができるようになるのです。 

17 あなたは私をとても愛しており、時間の使い方を知っていました。あなた方は自らを精神化し、肉体を克服し、仲
間の進歩のために働くよう自らを鼓舞したのです。 

しかし、私を理解せず、理性に耳を傾けず、私の平安を十分に感じず、自分の存在に霊的な偉大さを持とうとしない者
も多く存在します。 
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18 あなたが弱気にならないように、私の愛であなたを励まし、私の力を受けて、私の命令を果たす決意を固め、人自
身が引き起こす問題や不幸に立ち向かえるようにします。 

19 人を恐れず、見守り、祈りなさい。闇があなたを驚かせないように、また、私が用意した恵みをあなたから奪わな
いように。あなた方は地上の様々 な地域で私の使者となるであろう。 

私の仕事を認識することで、あなたの精神的な目覚めがありました。あなた方はもはや偶像崇拝者でも狂信者でもない
。あなたはすでに、自分の運命やスピリチュアルな使命が何であるかを知っています。しかし、この道を歩もうとする者は
、同胞を愛し、良心を行動の指針とすることだ。そうすれば、すべてが光となり、彼の心に闇はなくなる。彼は自分の中に
喜びと満足を持つようになり、それによって彼の魂はさらに私に向かって上昇するようになるのです。 

20 この道を歩む者はみな、常に私の光の霊界に守られ、その使命を果たすために支えられているのです。 

21 地上での人間の生活に関するすべてについて、父なる神があなたがたに与えてくださった大きな恩恵に満足しなさ
い。あなたの魂と肉体を破滅させるようなものを求めてはならない。私は、あなたが私に求める以上に、あなたに与えるも
のがあるのです。しかし、あなたが人生の道で本当に欠けているものを知っているのは、私なのです。もし、あなたがたが
、わが掟を守る方法を知っているならば、わが栄光の中にいるわが身を見ることができる。 

22 光の主は今、あなた方の間から闇を取り除こうとしています。彼らはあなたの保護者となり、あなたが純粋である
よう努力し、物質化へのあらゆる傾倒を捨て、霊的な美しさに目を向け、人類のための平和のメッセージを受け取ることが
できるようにします。エリヤも同様に、わが選ばれし者たちを清め、その仲介を通してわが身を現わすことができるように
準備する。 

23 あなたがたに残された短い時間を使って、声の主を通してわが言葉を聞き、あなたがたは啓発されたままで、イン
スピレーションを受ける方法を知ることができるようになるのです。あなたの霊を通して、私は大勢に語り続けていくから
です。私の精神世界も、いつもあなたとともにあります。 

素直に、勇気と固い決意をもって、距離を測らず前進してください。あなたは徐々 に仕事を始めるべきです。そうすれ
ば、世の中の刑罰に対する恐怖心や、人間のあらゆる傾向が徐々 に失われていくのがわかるでしょう。こうして、あなたの
証言をどんどん受け入れてくれるようになるのです。 

24 あなた方はすでに、自分たちの使命や心構えを知っている。必要なのは、私の神性とスピリットからスピリットへ
通信する方法を知ることだ ── もはや声帯の心を通じてではない 

25 そうすれば、私を認識しなかった者たちは、もはや混乱することはないだろう。彼らは信頼と信仰を感じ、霊が私
の霊的な顕現を受け取り、理解することができることを体験することでしょう。 

26 避難所となった集会所は、これからもあなた方の集会所となることでしょう。しかし、永遠のうちに常に開かれる
真の教会、それは聖霊の教会であると私は言う。そこにすべての世代が訪れ、そこで彼らは私から生命と光、平和と至福を
授かるだろう。 

27 1950年以降、あなた方は私が教えたように、人類にグッド・ニュースをもたらす活動を始めることになります。
だから、私は、あなた方が世界にもたらす真の光を蓄積するために、あなた方を教えているのです。 

選ばれし民であるあなた方は、様々 な宗派や宗教界の同胞の考えを尊重し、努力によって一つの意志にまとめなければなら
ないのです。 

私の仕事が、さまざまな国々 で、不毛の地であった畑で花開くときが来るだろう。 

28 明日、あなた方は一つの民族になり、一つの理想を持ち、一つの泉に皆が集まり、その澄んだ水を飲むようになる
でしょう。人類が同じ果実、つまり心と魂に本質と甘さを与える果実を楽しむことができるように、警戒してください。 

29 私の教えは、その意味を吸収するすべての人が、すべての人に対する特別な扱いをもって、隣人と関わることを学
ぶように、あなた方を準備させるでしょう--子ども、若者、大人、男性、女性のために。 

30 私が仲間を特別扱いすることを話すとき、魂の扱いを話しているのだと理解してほしいのです。なぜなら、あなた
が隣人と接触するたびに、彼らのところに行くときは彼らの魂と接触しているのだと強く意識することが必要だからです。 

31 そうすれば、純粋な心と処女な心によって、闘いを始め、人生を始める魂を子供の中に発見する方法を知ることが
できます。あなたの心がこのような反射をするとき、それらの魂に優しさと愛を感じることでしょう。 

32 若者の前に立つと、そのエネルギー、大きな期待、野心的な目標の中に、地上での闘争の絶頂にある魂の存在を見
ることができる--魂が肉の情熱とあらゆる場面でつきまとう危険と絶え間なく闘う人生の段階である。 

33 青少年に理解を示し、助け、目を配り、困難な人生の道を前に進めるようにする。 

34 熟年層や高齢者に敬意と愛情を持つこと。そこには、すでに人生という山の頂上を越えてきた魂があるのです。地
球が彼らに与えるべきものは、わずかであれ、多くであれ、彼らはすでに受け取っているのです。もう、彼女には何も期待
していないのです。彼らは、自分の魂を待っている未来に、すべての希望を託すのです。しかし、すべての人の中で、彼ら
は最も与えるべきものがある人たちです。なぜなら、彼らはすでにその存在の間に蒔いたすべての収穫を刈り取っているか
らです。彼らの場合、あなたの世話が必要なのは魂ではなく、人生の闘争に疲れ果てた肉なのです」。彼らはそれを必要と
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し、それに値するので、彼らに対して気配り、優しさ、尊敬の念を持つこと。多くの苦い経験や疲弊した闘いの後では、一
滴の蜜がこれらの心にとても歓迎されるのです。 

35 私は、愛する人々 よ、人間をこのように見て欲しいのです。霊的に、仲間である一人ひとりに、彼らが持つ価値と
、彼らにふさわしい場所を与えることができるようにです。もし、あなたが自分の存在の核心を忘れ、自分を肉体的な存在
としてのみ扱い続けるならば、すべての人間に存在する真の価値、すなわち魂を否定することになる。 

36 今、私は私の言葉を発信機を通して聞かせ、私の声を聞くためにここにいる多くのリスナーを歓迎します。私は、
敬虔な人も不信心な人も、誠実な人も探求する人も、霊性化で自らを清めた人も、物質主義の重荷を背負っている人も歓迎
します。 

37 愛する人々 よ、私はあなた方を祝福する。今日まであなた方は信仰と魂の完成に近づこうとする願いを私に示して
きたからである。イスラエルの使命は、世界のために祈り、指導することです。あなた方は成長し、増殖し、弟子から徐々
に弟子となり、後に私の言葉の継承を短期間に受けなければならない人々 を探し出すようになった。 

38 今回、私が自分を明らかにした方法は、「第二の時」とは異なるが、私の目的は同じである。人類を救うために、
人類がその歩みの中で遭遇し、そこから逃れることのできなかった渦から人類を取り除くために。 

誘惑はそのすべての力を解き放ち、人間は幼子のように堕落し、大きな苦しみを経験したのです。彼は苦しみの杯を空
け、深い混乱の中で私に呼びかける。 

盃の中にはまだ酵母が残っているが、不従順の結果であるその痛みに耐えることができるように助けてあげよう。わた
しを聞く者は幸いである、あなたがたは強くなれる。しかし、その大きな苦しみが襲ってきたとき、他の人たちはどうなる
のだろう。信仰心の欠如で魂が崩壊してしまうのでしょうか？イスラエルの祈りが彼らを支えなければならない。 

39 純粋で、悔い改め、私の愛に感化されたあなたを見てみたいのです。この世に救いを求めている限り、あなたは弱
い存在だったのです。あなたが私に目を上げ、私に尋ねたとき、あなたは力を受けた。慰めがどこにあるか知っているのに
、どうしていつも私を求めないのですか」。憎しみをなくすために、戦争をなくすために、なぜ愛を求めないのですか？ 

私は世界に語り続けるが、イスラエルだけが私の言葉を聞き、私の言葉に責任を持つ。私は、重荷と同時に、精神的な
恵みもこの上に置いていきます。 

40 あなたがたの中に、わたしの真理と本質を置き、あなたがたにわたしのことばを知らせるようにした。私は、あな
たの中に狂信や無知や偽善を見たくありません。私は、私の国民が、私の法律の枠内で、強く誠実な家族のように自由であ
り、どのように愛し、困っている人に手を差し伸べるかを知っていて、人類がこの時代に経験している運命の打撃を理解し
、そのために祈っている姿を見たいのです。私は、あなたが「父よ、私たちには光も知識も、そして偽りと闇と戦う力もあ
りません」と言うことがないように、あなたを準備しているのです。 

41 私は、あなたの仲介で奇跡を起こすために、少しの信仰をお願いしました。私が与えた力の証を、あなた方に授け
たのです。あなたが病人を癒したのは、あなたの愛で彼を包んだからです。罪人を改心させたあなたの言葉。あなたは彼の
心を動かし、彼を貫く光は彼に反省を促し、自分の罪を悟らせ、彼は悔い改め、あなたは彼を救いました。 

慰めよ、平和を与えよ、と私はあなたたちに言った。あなたたちは家を巡る旅で平和をもたらし、そこからこの世界に
住む存在が恩恵を受けただけでなく、それらの霊的存在、あなたの兄弟姉妹たちも、イスラエルの民が宇宙全体に広げた光
に感謝するのである。 

42 あなた方は、霊と真理をもって互いに愛し合い、私の平和と親善の法則を実現するために団結したとき、さらに大
きな恵みの贈り物を手に入れることができるのです。このように準備が整えば、正しい霊法が発せられるようになります。
あなた方の中に、国の流れを変える指導者が現れるだろう。しかし、私があなた方の一人にこの使命を与えたとき、私があ
なた方に与えた大きな責任を感じながら、謙虚にそれを受け取り、選ばれた人々 を安全に導いたモーゼ、彼の言葉、知恵と
正義に満ちた彼の理念を思い出し、彼を手本とすることです。 

43 あなた方の準備次第で、将来的に大きなミッションを計画しているのです。あなたの影響力は、この世界の行く末
を決定的にする。あなた方は平等を説き、私が子供たちに与えた使命を尊重する。なぜなら、子供たちは例外なく、私があ
なた方に与えたすべての美徳と神聖な権利を持っているからだ。 

44 勝利を得るためには、団結し、人類への慈愛を感じなければならない。私が彼女を許したように、彼女を許しなさ
い。彼女の無数の欠点、道徳的・精神的な病、堕落を見ることになるのです。しかし、あなたは光を伝えるだけでいいので
す。あなたの使命は、与えること、私の教えを説明すること、そして良い手本を示すことです。あとは私に任せなさい。あ
なたがたが仲間たちと遭遇する大きな問題は、わたしの前に持ってくるが、わたしはそれをわたしの意志に従って決定する
だろう。 

1950年以降、私の教えの中で理論や科学を構築せず、教義や儀式を作らず、ただ信仰にとどまりなさい。その印を魂
に刻み、私が教えた美徳を実践しなさい。闘争のための力を集めよ、人類が待っているのだから。ある者は国境を越え、あ
る者は近隣の地方に赴く。他の人たちは、この世界で最初に光を見た場所に戻るでしょう。私はあなた方を散らします。し
かし、あなた方が私の意志を知り、それに従う方法を知ることができるよう、祈り、準備をしなさい。 
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45 私の名において出よ。話す前に心の準備をする。仕事の準備ができたら、難しいミッションを勉強してください。
私はあなたの先達になります。あなた方は、私が三度目の時に来ることを証言するよう求められたら、見たこと、聞いたこ
とを話しなさい。その時、あなた方は私の言葉を勉強し、調べ、それまで理解できなかったことが理解できるようになるの
です。 

46 仲間の心の中に建設するために送り出す。あなたの仕事は、私にふさわしいように、手と足を持っていなければな
らない。 

47 判断され、精査されることになります。しかし、もし人々 があなたの中に奉仕の理想を見るならば、あなたの前に
ひれ伏し、あなたを愛するようになるでしょう。人々 は、あなたの変身と精神化に驚き、あなたを手本にするでしょう。あ
なたの指示のうち、私は高き彼方で証人となるでしょう。 

48 私はこの仕事を続けるために偉大な魂を地上に送り、あなた方はその功績に応じて偉大な霊的使命を持つことにな
る。人類は多くの罪を犯し、その心に悪い種が深く根を張っています。そのため、浄化の作業は長く続くことになります。 

正しい道を示すべき魂は、すでに送り出されているのです。 

49 他人に対して優越感を抱かないこと。私の言葉と贈り物は、あなたがたが同じように私を理解することができるよ
うに、すべての人のためにあるのです。 

50 第3の時代は1866年に始まり、この時代が何年、何百年続くかわからない。第二の時代は約2000年で終わったの
で、今の時代はいつまで続くかわからない。ただ、愛する人々 よ、御父があなたがたに御自身を知らせ、あなたがたのすぐ
近くにいて、あなたがたを日々 ますます変革してくださることを信じなさい。あなたが立ち止まっているとき、私はあなた
を駆り立てて前進させるでしょう。それは、始まったばかりの厳しい持続的な戦いであり、これからも続いていくことでし
ょう。私の修復作業です。 

51 私はあなたに命を与え、困難な使命を果たすために、あなたをこの世に送り出したのです。私の命令を果たし、造
られた何よりも私を愛し、仲間のために奉仕しなさい。そうすれば、より高い次元で生きることができ、日々 、私に近づく
ことができるのです。 

52 あなた方は皆、自らを清め、任務を果たした時、私と共に住むことになるのです。地上では霊的に生き、霊的・地
上的な法則に従うことで、わが約束のすべてを実現することを経験することができるのです。 

53 あなたの子供たちに、私の言葉という遺産を残してください。私はあなたに創造する力を与え、家族を形成する力
を与えた。私はあなたに家を与え、愛と温もりと良い手本で満たしなさいと言ったのです。もし、あなたの子供たちに正義
を見たいと思うなら、私の法を実行しなさい。しかし、もし今、彼らがあなたの忠告や模範を理解しないなら、家族の父親
たちよ、彼らがあなたに道理を与え、あなたを尊敬し、祝福する時が来るでしょう。 

54 今日、私から学びなさい。私は例外なくすべての人に語りかける。あなた方はすべて私の子供であり、あなた方は
みな、私に愛され、祝福され、赦され、贖われる平等な権利を持っているのだ。 

55 ここに私の言葉がある。そこから光の火花が散り、真理に閉ざされたすべての心の闇を払いのけるのだ。 

56 このみことばの力が、あなたがたの心の扉を開いて、愛と謙遜と霊性と信仰が入り込み、同時に、長い間宿ってい
た傲慢と無知と罪が永遠に消え去るのを見なさい。 

57 私の言葉を信じるかどうかにかかわらず、私の言葉を聞いた者は皆、魂の中に光の輝きを持ち、良心のために心の
扉が開かれ、それは二度と閉じられることはないのです。 

58 私の言葉は、人類に君臨する霊的無知と戦わなければならないでしょう。わが再臨を知る者たちは、第二時代のよ
うにわが霊が肉に乗り移ることによってわが存在が起こると信じているが、わが再臨とわが約束について何も知らない者た
ちは、霊と人間の心を通してわが存在を疑い、何も知らなかったのになぜ私が再び人間の間にいるのかと絶えず不思議に思
っているのだ。 

59 その理由は、人類が儀式や伝統、外的カルトに満足し、過去の時代に私が人類に残した律法、予言、教えを学ぶこ
とを忘れてしまったからだ。 

60 私が指示したように警戒していなかったのだから、今、私の声を聞いて驚かないわけがない。わが預言やわが再臨
を告げるしるしを知ろうとしなかったのだから、わがことばの存在に驚かないわけがないだろう。 

61 このような真実を知ろうとしない人々 にとって、私は第二の時代には何もしていないし、何も言っていないも同然
なのです。まるで私が来なかったかのように、存在しなかったかのように。それゆえ、あなた方が現在の出来事を第一と第
二の時代の預言、約束、教えに関連づけることができるように、わが言葉はこの時代に過去の出来事について語ることが必
要であった。 

62 あの時、あなた方が皆、私の持ってきた御言葉を学んでいたなら、皆、私を期待し、私の帰還は霊において起こる
べきものだと理解し、私の出現に驚く者はいなかっただろう。しかし、あなた方は心の闇を抱え、真理の光を見ようとしな
い無知の包帯を巻いて来たのです」 

「狂信と愚かさに満ちた心を持って。あなた方が、私の話を聞いてすぐに、"彼はマスターだ 
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"と言ったなんて、そんなことがあり得るでしょうか？何度も何度も繰り返し聞いて、その都度、新たな光明を見出し、理
解に近づけていくことが必要なのだ。 

63 こうしてあなた方は、誰に相談するでもなく、書物に頼るでもなく、一頁一頁、過去の啓示の真相を知るようにな
り、それによって、今、私が霊的に顕現した理由を理解するようになったのであります。 

64 私がスピリチュアリズムと呼んでいる、永遠の啓示を語るこの教義の上に築かれた強固な基礎壁を見て、あなたの
心はますます静まり、あなたの精神はますます信仰を強めたことでしょう。 

65 弟子たちよ、私が人間の声を通して霊であなた方に語りかけたのは、もはやその手段であなた方に語りかけなくな
ったとき、あなた方が引き続き霊で私を求め、私の神性との真の交わりを獲得するためであることを理解しなさい。 

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 338 
1 私はあなたを導く道であり、光である。私は、あなたを支え、あなたの道での転びを惜しむスタッフです。私はあ

なたの道を照らすビーコンであり、私の神聖なスピリットの平和であなたの魂を強化し、あなたが完全になるように、あな
たの魂が取り残されないように、人生の嵐を静めるものである。 

2 私の言葉の中に、あなたの魂が必要とする力、温もり、そして栄養を受け取り、マスターが教えてくれたように立
ち上がり戦うのです。 

3 私の言葉は、魂の純粋さを獲得し、その完成に至るための試金石として、何世紀にもわたって役立ってきたし、こ
れからも役に立っていくだろう。あなたの魂は様々 な発展段階を経てきましたが、その使命を果たすための働きにおいて、
まだ完全なものに至っていないのです。 

4 私は第三の時代にやってきて、あなた方にもう一度道を示し、第三の時代の弟子として準備するために、人間の心
を通して自分自身を知らせたのである。私は、あなたがたが私の言葉を理解できるように、最も簡単な方法であなたがたに
話してきた。私は、寓話やたとえ話であなたがたに話してきた。しかし、私の教えの一つひとつに、その意味を皆さんの魂
に浸透させ、皆さんが真の弟子であることを認めたいという師の気持ちを表現してきました。 

5 いつになったら、あなたの魂が、父なる神があなたに示した完全な愛を理解する時が来るのでしょうか。今この時
、あなたのマスターの闘いは、人類において、すべての被造物、すべての魂を救うために偉大なものです。朝日を浴びて自
然が目覚めるように、私もあなたの魂を目覚めさせます。 

6 私の言葉はシンプルですが、勉強すればその核にある偉大さを発見し、私の言葉の一つひとつの価値を理解するこ
とができます。 

      

あなた方は、私があなた方の弟子、弟子、師匠と思っている学校にいることを自覚しなさい。あなたの魂が到達したレベル
に応じて、あなたは私の言葉から適切なものを受け取ることができるのです。弟子は私の言葉をそのまま自分のものにする
のです。弟子は私の教えの中から自分に対応する部分を取り出し、そこから徳に満たされるのです。マスターとして準備さ
れた者は、私の言葉を受け取り、それを理解し、喜び、自分の魂に、私の教えを満たし、広め、美徳を実践し、自分の才能
を開発したいという願望を感じるのです。 

7 あなたは私の言葉をあなたの隣人に伝えたいと願っているが、あなたの仲間の多くは準備ができていないことがわ
かった。あなたは心をノックしたが、扉が閉ざされ、相手があなたの言葉を受け入れないことに気づき、仲間を軽んじてい
ることに傷ついたことがある。しかし、これはあなたのために行われたものです。そうすれば、主人が人の心をノックして
、準備のない聖域を見つけたときの気持ちを理解できるようになるからです。でも、子どもたち全員への愛情は大きいです
。 

8 だから、あなたがたに言おう。闘争の手を緩めてはならない、堅忍不抜であれ。 

9 人類は愚かで、その罪に頑固なままです。しかし私は、私の愛と、地上とあの世に住むすべての被造物への赦しの
うちに、あなたの霊を愛しているのだ、それは私自身の霊の一部なのだから。しかし、あなたの体には、魂の支えとなるよ
う、必要なものを割り当てています。 

10 あなたが地上で享受している平和と静寂は、あなたの父から受ける祝福であり、恵みです。しかし、あなたがたは
内心で不平を言い、われに言う。"主よ、私の外見は貧しく、ぼろぼろです。"と。しかし、本当にあなたがたに言いますが
、このために私があなたがたから遠ざかるとでも思っているのですか。服がぼろぼろだからといって、神の臨在が自分とは
関係ないと思っていませんか？ 

11 私があなたに抱く興味はあなたの魂に関わることであり、あなたがこの世で献身的に生き、あなたの貧しさと一致
するならば、あなたの魂が現す徳は大きいでしょう。あなたの師は、謙虚さと、この徳によって魂が得ることのできる功徳
をあなたに教えてくれたことを思い出してください。あなたの唇には、あなたの神への祝福と賛美の歌だけがあるはずだ。
本当に言っておくが、報酬は地上にはない、来世にあるのだ、愛する弟子たちよ。この地上では、わたしはあなたがたに至
福を与えない。ここは楽園ではなく、わたしが選んだ者たちのために、寛大な報いを用意したのである。 

12 安らかに、身を委ねて苦しむ者は幸いであり、道をしっかりと歩むことができる。師は、この世の富を求めず、こ
の世の一過性の財宝を欲してはならないと教えている。もし、あなたが質素な小屋に住んでいても、あなたの精神は私が与
えた贈り物を展開する方法を知っていれば、最も豪華な住居に住む地上の王や権力者よりも幸せを感じることができるよう
になりますよ。 

13 私は、この惑星で父と調和して生きることを教えるために、たとえ話であなた方に話し、父上の戒めに従うことが
できるようにしたのだ。あなたの運命は私の愛に書かれているのだから。 

14 この人生は、あなたの魂が降伏し、私から受けた光によって高みに到達するために、あなたに仕えたのです。 

15 いろいろな段階を経てきたんですね。すでに1作目から、困難な使命を果たすための準備を始めていますね。2つ
目は、より大きな進歩、より大きな精神の明瞭さを発見したことです。3つ目は、あなたがより進歩し、私の言葉をより理
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解し、それをより遵守するようになったことです。こうして、あなたは第四段階に到達し、あなたの神の恩寵、私の精神が
あなたに近づいていることをさらに感じたのです。そして、この大きな喜びの中で、あなたの魂は、自分の使命を果たすた
めに、さらに大きな展開をもたらさなければならない第5ステージに到達しました。あなた方は苦労して、第六の段階、新
たな充実、新たな進歩、神があなた方に授けた美徳のさらなる展開に至ったのです。そして、あなたは第七段階に到達し、
そこで父の王国を見、あなたの霊は父の栄光を直接体験し、あなたの主の右の座につくことになるのです。 

16 私の言葉は、あなた方の魂を鼓舞するために降ります。あなた方の準備のために、明日も私の神聖な霊の存在であ
なた方自身をリフレッシュしてほしいからです。あなた方が準備されるとき、あなた方は孤児であると感じることはなく、
わが言葉の不在を感じることもないだろう、なぜならあなた方の霊魂はわが神性と交わることができるからだ。ですから、
あなた方は、明日、混乱したり、偽ったりすることがないように、時間内に準備し、祈りを実践し、心の中で霊性を高めて
ほしいのです。私のインスピレーションを受けるために、魂を私に向ける方法を知ってほしいのです。あなた方ひとりひと
りを、わたしの足台にしようとするのだから。 

17 足台」とは、あなたの主の光と力が乗っている土台のことです。そして明日、私の子供たちよ、あなた方は真の「
足台」となり、私の言葉の真の声を伝える者となるのです。あなたがたの才能を開花させることによって準備し、私の言葉
を純粋に伝えるのだ。私は、人間の知性による私の宣教のこの貴重な時間があなたがたのために終わった後、私の民イスラ
エルの中に無知を見たくないのです。 

18 1950年以降、あなた方のうち誰がこの神聖な原因を否定するのでしょうか。もしあなたがこのように行動するな
らば、それは無知からくるものであり、私が今あなた方から取り除いているのは無知なのです。悟りを開いた者は退くこと
なく、不動のまま道を進んでいくからです。しかし、私を理解していない者は、それが自分の準備不足、信仰と霊性の欠如
の結果であることを認識せず、そのために偶像崇拝と狂信に戻ることになる。 

19 もし、この道で不完全なものを見ても、それを私の神性のせいにしないでください。それは、私があなた方に指示
したような完璧さであなた方を導くための準備の仕方を知らないあなたの隣人に帰するのだ。 

20 私の霊には国籍もなく、カーストも性別もなく、人種も色もない。あなた方はすべて私の子供であり、あなた方の
ために私は両手を広げ、あなた方全員を受け入れたのです。悔い改めてわが足元に来た者、すなわち、腐敗した心、手に血
の跡を残す者を、わたしは受け入れ、地の正義から彼を庇護した。なぜ？だって、私の子供なんですもの。もし彼がこの世
で最も残酷な罪人であったとしても、もし彼が殺人を犯したとしても、私は彼を許し、"もう罪を犯すな 

"と言っているのです。私は赦しであるが、その赦しが永遠にあなたの救いとなることを望む。 

21 あなたがたの悪の道を捨て、一人一人が私の言葉を理解し、自分の過ちを悔い改め、私の前で悔い改めた罪人とな
り、あなたがたの神に告白するように。わたしは黙ってあなたがたの話を聞き、あなたがたの罪を知らせないからである。
私はあなた方を裏切らない、私の子供たちよ、あなた方の最も忠実な友人としてあなた方に助言する。 

地上の禁断の果実を食べてはならない、自分のものでないものを楽しんではならない、人生において自分を辱めるよう
な仕事をしてはならない。私が教えたように、すべての名誉と正義に生きる男または女になりなさい。もし、弱さのために
罪を犯したのなら、今、その罪を悔い改めなさい。私の慈悲があなたを清めることを許しなさい。でも、悔い改めるのは純
粋な心であってほしい。 

22 私は罪人を利用するが、手に負えない罪人ではなく、悔い改めた罪人を利用するのだ。そして、悔い改めたのなら
──何を受け取ったのですか？平和、心の静けさ、魂のバランス、感謝の気持ち、自分の神様の美徳。 

23 私がどんな時でもあなたに与えるような精神的な安らぎを、どの人間が与えることができるでしょうか。私のよう
にアドバイスしてくれる人間はいないのか？私があなたに対して行うほど、信頼性と能力をもってあなたの道を準備するこ
とができる人は、この世にいないことに気づいてください。それでも、この道から外れて新しい冒険をしたいと思うのです
。 

24 あなたの家族が亡くなり、苦しんでいる男性、女性 ── 

あなたと共に生き、あなたに安らぎを与え、あなたの心を愛で満たしてくれた人たちの。私の意志があなたの愛する人の中
で達成されたことに、あなたは同意しないのですか？ 

あなた方母親は、子供を失った喪失感を感じ、あなた方子供は、人生の孤児となり、あなた方の両親である最も愛する
人々 の存在を失ったのです。妻たちは、忠実な仲間が亡くなっていくのを目の当たりにしてきた。私は彼らを人生から排除
し、来世に呼び寄せた。しかし、あなたは私の高邁な計画に干渉するのですか？いいえ、あなたがこの世にいるのは一時的
なもので、私が彼らを排除したのは、彼らのために新しい人生を用意しているからだと悟るべきだからです。 

しかし、今、あなた方の心は一致し、愛する者の不在を嘆いたとすれば、それはあなた方の地上の弱さのせいである。
しかし、私の最も神聖な意志を理解したあなたの精神は、喜びを感じているのです。 

25 父はあなたに言う。私の命令の一つ一つに、愛と承認と平和をもって従いなさい。そう遠くないある日、あなたの
魂もあの世に行き、先に亡くなった人たちの魂を見ることになるのですから。お前たちはまだこの星に住んでいるが、本当
に言おう、同じ運命がお前たちを待っている。しかし、あなたがこの世で正しく生き続けることができるように、この世で
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力と光と平和を持ちなさい。私があなたを呼び出すとき、あなたの目はこの新しい人生に開かれ、新しい道を歩み始めるで
しょう。 

26 準備する者は幸いである。その者は浄化を免れ、その途上で新しい生命を見ることができるのである。 

27 あなたがたは世間から離れ、わたしに目を向け、わたしの存在によってあなたがたをリフレッシュさせなさい。あ
なたが強くなり、私が愛情を込めてあなたに託したものを誘惑に奪われることがないように、私の言葉をあなたの心に刻み
込んでください。真の霊能者になるために、法則を実行せよ。あなた方はずっと眠っていたのだから、私があなた方を目覚
めさせたのだ。我と共にある覚悟があれば、借金の重荷を感じることはないのだ。 

28 私は今、私の労働者の使命の遂行を受け、彼らの魂に私の愛と平和のキス、霊的な至福を残すために来たのだ。私
の存在を否定し、人間の理解力を通じた私の顕現を信じない人々 のための鏡とな ってほしい。 

29 私の霊界はあなたを守り、あなたの人生の杖となるのです。しかし、あなたが暗闇の中に入るとき、彼らは涙を見
せます。あなたを守るのは彼らであることをあなたが忘れてしまったからです。 

しかし、私は父としてあなた方に助言し、師としてあなた方を指導し、神としてあなた方に祝福と慈悲を与えるために
来たのだ。私は、弟子たちが私に届くという希望を持っているのを見ます。しかし、わたしと一緒にいたいと思う者は、み
な従順でなければならないと、あなたがたに告げます。 

30 私は、あなた方が自分自身を理解し、霊化するように指導したのです。 

31 人間の心を通しての私の顕現は終わりを告げようとしている。しかし、私の教えを理解すれば、思想と意志の一致
を感じ、互いに愛し合うようになる。 

32 人間の知性を通してわが言葉を聞く朝のディボーションも残り少なくなったが、この言葉の意味を心の底で受け止
めるように、私を理解することが必要である。私はあなたのところに来た。明日、あなたは霊的に上昇して、私のところに
到達しなければならない。 

33 人間の知性による私の顕現が終わった後、私が与えた教えはあなた方の存在の中に反響することになる。この顕現
がないために憂鬱になり、そして、私の教えで与えたものを使わなかった未練で泣くことになるのです。 

34 愛する人々 よ、私はこの時期にあなたがたを呼び寄せた。しかし、もしあなたがこの機会を拒むなら、私はあなた
が自分の道を進むことを許し、あなたの歩みを優しく謙虚に追いかけ、もしあなたが倒れたとしても、私は慈悲深く愛情を
もってあなたを再び引き上げ、あなたの長い放浪の後に、もう一度あなたを私のもとに引き寄せよう。 

35 私は、あなた方を人類が置かれている状況よりも高いレベルに引き上げたのです。私があなたの魂に進歩を与えた
のは、あなたの師匠のように、あなたが人間性を高めるために人間性に寄り添うことができるようにするためです。自分の
中にある梁を見ずに、仲間の目の中にあるモットを見てはいけないのです。この言葉を理解せよ、人々 よ。人類はまだこの
言葉を理解していないのだから。 

36 あなたは私の教会を形成するのです。それは、神を愛し、神に仕える純粋な魂、善意の魂の結合であろう。彼らは
もはや邪悪なものを一切持たない光の魂となる。なぜなら、これらの魂には闇が存在せず、雪の結晶のように純粋だからで
ある。 

37 人類を闇から解放するために懸命に戦う私の軍団の一員となり、その従順さを通じて完全なレベルに到達するのだ
、と。あなたがたが優しく、謙遜で、父に対する信仰に満ちているならば、多くの良いわざを行うことができるであろう。
なぜなら、わたしはあなたがたに偉大な賜物を与え、光と恵みと知恵としてあなたがたのうちにわたしを注ぎ込んだからで
ある。 

38 私があなた方を豊かにしたのは、この富を困っている人たちに与えるためである。あなた方は、自分のためだけに
すべてを求めるエゴイストであってはならないからです。もし、このような行動をとれば、私の慈悲が奪われるからです。 

39 そして、人類が混乱し、暗闇の中にいるとき、あなた方は光を示し、あなた方自身の中に私の存在を示すのです。 

40 私を理解しなさい、人々 よ、私はあなた方にはっきりと語りかけ、あなた方を愛情をもって受け止める。あなたの
渇きを癒しに来なさい、私は生ける水の泉である。平和であるわたしとともに休み、完全な知恵であるわたしとともに、あ
なたがたをリフレッシュさせなさい。 

41 人類よ、私を感じるために、痛みがあなたとともにあることが必要であることを考えなさい。しかし、これらの出
来事について主を責めるのではなく、あなたがたを責めるのです。苦しみが訪れたとき、あなたは私に言った。"主よ、な
ぜ私たちを罰するのですか？"しかし、あなたがたは、私に "主よ、私たちは罪を犯しました、お赦しください 

"と言うために、自分の行いの実を認めないのです。 

42 人類がわが道を導く方法を知れば、人類は自らを救ったことになり、すべての人は自分の神と主を愛し、互いに愛
し合うようになる。だから、私はあなたがたに言う。私の教えを心に留め、私の知恵を魂に宿し、私があなたに与えたよう
に、あらゆる方法で人類に伝えてください。私があなた方の魂に託した力をもって、それが立ち上がるのを助け、高めてく
ださい。 
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43 あなたがたの足にはサンダルを与え、足場がよいので、すべての道を踏みしめ、わが光をもたらすようにする。こ
の祝福された使命を果たすために、わたしはあなたと契約を結んだのだから、あなたはわたしからの代理人として歩むこと
になる。そして、私のもとに来たとき、あなたの収穫を私に見せるのです。 

44 私は再びあなたの魂を喜ばせ、あなたが学ぶべき教えを提示する。なぜなら、あなたは師である私が教えたことを
実践しなければならないからだ。 

45 あなたは私に従順さを示し、私に従おうとするあなたの心の中の熱意を示し、それによってあなたは私の神聖な言
葉を理解するようになるのです。人々 が目覚め、心の底で私を感じることができるように、あなたたちがわが言葉の真のメ
ッセンジャーとなる準備をすることは、わが意志である。 

46 あなたがさまざまな試練を乗り越えても弱音を吐かなかったのは、私の力があなたの中にとどまっていたからです
。父である私は、わが言葉をもってあなた方を励まし、人類が必要とする慈悲をあなた方に託す瞬間を指し示すのである。
あなたは私を代表して出て行き、命のパンと私の聖霊の光をあなたの同胞にもたらし、彼らが闇から逃れられるようにする
のだ。 

47 私が清め、清めた魂たち、すなわち、この第三の時代における私の存在を認識するために彼らの霊的な目に光を与
えた者たち、すなわち、私の言葉をもって準備したあなたたちを利用し、あなたたちの心にある私の存在の証を伝えていく
。 

48 あなたは、何の役にも立たず、困って私の前に現れたのです。しかし、わたしはあなたがたの魂を整え、わたしの
聖霊の光を身にまとわせ、わたしの恵みの贈り物をあなたがたに分け与えたので、あなたがたは困っている人のところに行
き、わたしがあなたがたに託した富を分かち合うことができる。 

49 このため、わたしはあなたがたを徹底的に準備し、清め、あなたがたのうち悪と偽りから立ち去った者、すなわち
、わたしのことばを聞いてわたしの光が差し込み、彼らを啓発し、真の神がどこにいるかを認識させた魂に役立てようとし
たのだ。このため、あなたがたは、世界がその偽りの教えによってもたらした混乱から目をそらし、人類が私を求めるのは
、その神がその作品の物質主義の中にご自身を現さないことを認識しなかったからである。 

50 魂を高めて、霊から霊へ私と交わりなさい。しかし、この交わりを得るためには、あなたが私の神聖な法をあなた
の心に刻み込むことが必要であり、この霊化によってあなたは私と交わることができるのです。私はあなたに言います。私
はもはや人間の知性を通してあなたに語りかけることはないが、あなたの魂から私自身を取り除くことはないだろう。 

51 あなたがこのテーブルに最初に座ることは、私の意志である。あなた方が私の周りに集められ、相続権を与え、あ
なた方を貧乏人から私の言葉の宝を持つ金持ちに変えることは、私の最も神聖な意志であった。 

このようにして、あなた方の霊的な目は新しい日の光を見たのです。あなた方は、後に人類に私の現存を証することが
できるように、私が用意した第三の時代の弟子たちなのです。--

そうすれば、私の律法を真実と知恵をもって語り、私の愛の福音を説き、その業を通して人々 に私の現存を感じさせられま
す。そうすれば、彼らは偽りの神を捨て、真の神を見つけ、あなたの仲介によって、私の預言が成就する来るべき時代への
慰めと希望を得ることができます。 

52 その道中、闇が立ち上がり人々 を包み込む。しかし、あなたは違う。あなたは私の光を心と体に宿しているのだか
ら。あなたはもう、心を暗くし、人を盲目にし、良心の声を聞かなくする世の中の闇に抱かれることはないのです。しかし
、この戦いはお前に託す。お前の手には、暗い洞窟を照らす光の剣が握られているのだ。 

53 人々 は、その限界の中で、偽りの神々 の前にひれ伏し続けていることを知ることになるのです。しかし、私の言葉
の光は、彼らの心の奥底まで浸透し、彼らは私の霊の存在を感じるようになる。 

54 大勢が旅立ち、身を清めて、あなたの仲介で私のメッセージを受け取ることができるようになるのです。なぜなら
、御父は魂の救済を望んで来られるのであって、私の慈悲を受けるためには、あらかじめ清め、身を清めることが必要だか
らです。ある者は、権力欲に満ち、大勢の中で自分を主と思い込み、魂が暗くなり、混乱しているので、抵抗することでし
ょう。 

55 あなたたちは、同胞があなたたちの伝達を通じてもたらされたわがメッセージの真実性を否定し、あなたたちこそ
間違った存在だ、わがプレゼンスを自らの内、存在の最も奥深い部分に運ぶことのできない不完全な人間だと言うのを聞く
だろう。それらは、私をこの世のもう一人の王として経験したいと願う者たちのものだからだ。 

56 第二の時代、私は謙虚な気持ちで私の教義を人々 に伝えようと治めましたが、人々 は「父の独り子」の到来を信じ
ませんでした。同様に、この時代、あなたがたの同胞は、あなたがたはわが使者であり、わが選ばれた者であり、あなたが
たはわが業をすべての明瞭に知らせることができるように、私が恵みの賜物を与えた者であることを否定するだろう。彼ら
はあなたがたを謙虚に見て、あなたがたは誤った人々 に属していたこと、あなたがたも以前は汚れた罪の中に住んでいたこ
とを知るからです。しかし、あなたは彼らに私の愛を語り、彼らが救いの港を見つけることができるように、彼らの心に私
を受け入れるように誘うでしょう。 

57 このようにして、あなた方は土地を歩き回り、そして、あなた方が長々 と話し、私の愛と私の慈悲を人類にたゆみ
なく明らかにし、彼らが神に捧げるべき真の礼拝を示したとき、この人類は私の裁きが解かれるのを見ることになり、人類
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の大浄化が始まり、それが坩堝中の黄金よりも純粋でうるおったものとなるのである。彼らの罪は火で終わる。そして、私
の力は彼らよりも大きく、私の正義はすべての法律の上にあることを、強者たちは知ることになるのだ。彼らの敵意は取り
除かれ、廃れるだろう。私の愛は、人の心を清める火となるのだから。そのとき、大いなる大衆は私の存在を感じるだろう
。そうなれば、イスラエルよ、あなたの仕事、あなたの労苦が花開き始めるのだ。畑は実り、私の種は百倍にもなる。 

58 あなたの闘いは、あなたが肉体を離れた後も続くのです。あなたの魂は、私の聖霊の命、恵みの命、永遠の命を運
び続け、私の天使のように働き、来るべき世代が、互いに愛し合い、私の平和を養い、その働きによって神を讃える善意の
人々 となるようにするのです。 

59 今日の人類は混沌としており、深い眠りについている。わたしを感じず、わたしの声を聞かず、目を覚まして主の
存在を感じている者はわずかである。しかし、人はいずれ、今こそ精神性を高めて山の頂上を目指すべきであると理解する
。なぜなら、彼らは聖霊の光を受け、その闇から逃れることができるからです。 

60 彼らの混乱の時は今終わろうとしている。この世界の王国は震え、その基盤が偽りであることを見るだろう。この
ようにして、私の意志は感じられるだろう。しかし、あなた方には世界を準備する義務があります。なぜなら、男性も女性
も子供も良い知らせを聞くことが、私の意志だからです。涙を流し、慰めを期待する者たちに──それを与え、心の奥底に
ある真理を示しなさい。 

61 私のためにあなたが耐えた苦痛を祝福します。私のためにあなたが受けるすべての苦痛が、あなたを永遠に価値あ
るものにするからです。 

62 私はあなたの魂に力を与え、誘惑が障害として立てる落とし穴を克服するために、あなたの手に光の武器を残しま
す。そうすれば、私が約束した王国に向かって歩き続けることができる。 

私の平和があなたとともにありますように 
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私たち自身が悪の王国を滅ぼすのです 

 神剣をもって34 

 アポカリプスの予言36 

 神を求める者たち42 

 御霊はすべての邪悪なものを癒す52 
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 スピリチュアリティには意志と冷静さが必要1 

 神言の真髄12 

 人間の生活における絶対的な変化22 

 混同の影響39 

 照射によるスピリチュアルコミュニケーション43 

 輪廻転生の法則は単なる理論ではない51 

インストラクション 330 

 神の約束が実現される3 

 弟子の使命6 

 天の御国 "の到来 13 

 エリアスの使命17 

 上級霊はいるが、上級はいない19 

 マークされた144,000人は予言されていた21。 

 みんな兄弟27 

 精神的自由28 

 第3のメッセージ30 

ユニフィケーション39 

インストラクション 331 

 スピリチュアルコミュニケーションの真実1 

 いわゆるクリスチャンに対する誤解6 

 スピリチュアルメッセージ12 

 スピリチュアリティと物質的進歩27 
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インストラクション 332 

 普遍的な霊的な祈り1 

 ユニバーサル・ラブ3 

 物質の有無にかかわらず、精神は永遠である5。 

 ユダヤ人に関する予言10 

 真の「約束された地球」 17 

 イスラエルの霊的な民のうち、選ばれた144,000人19 

 愛の法則の実現27 

 日が近づいてきましたね。 31 

 輪廻転生に関する啓示34 

インストラクション 333 

 疑心暗鬼は無知から生まれる7 

スピリチュアリティ18 

 第三の試練27 

 神とのコミュニケーションのさまざまな形30 

 スピリチュアリティ・アンバサダーの使命43 

 新しい人類が台頭する54 

アサインするために知っている55 

 スピリチュアルな祈りは、61を啓発する 

 二つの方法65 

 約束のエポック78 

インストラクション 334 

 良心は人間の中の神の声である6 

 予測される霊的戦い16 

 神の原則の実現35 

 精神的な準備49 

 悪に対する善の闘い56 

 リパラシオンの理由61 

 守護天使の戦い70 

インストラクション 335 

 三つの時代における受肉したイスラエル3 

 スピリチュアルギフト7 

 予言とその解釈10 

 ヨエル2:20, 30, 3114 
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 人類は平和を必要としている18 

 解放はすぐそこ18 

 輪廻転生の理由22 

 試練は、私たちを目覚めさせる24 

 真我の書 " 32 "の内容 

 Pentecost35 

 霊的に統一されたイスラエルの影響力38 

インストラクション 336 

 第三の時代の忠実な証人たち5 

 信仰から力が生まれる23 

 闇に対する光の勝利32 

 神の霊感を感じ取る感性34 

 人類は神を知らない40 

 唯物論のブレーキ47 

 霊的イスラエル144,000人の使命57 

インストラクション 337 

 精神に対する教えの豊かさ1 

 マインドからマインドへのコミュニケーション23 

スピリチュアルな教えは、私たちを次のステップへと導いてくれます。 

 全うする29 

 イコライザー43 

 第3の時代は186650年に始まった 

 スピリチュアリズム64 

インストラクション 338 

 心の重要性と進化2 

 七つの封印15 

 ディバインアドバイス20 

 人類の浄化に関する予言57 
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